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竹を原料とした電気二重層キャパシタ電極用活性炭の作製方法，得られた活性炭の物性

および電気化学特性について述べた．前処理条件および賦活条件について検討を行った結

果，硫酸前処理なしの KOH 賦活の活性炭がより高い静電容量を示した． 

In this work, a method of producing activated carbon for electric double layer capacitor electrode 

using bamboo powder as raw material is introduced. Furthermore, the characterization and 

electrochemical characteristics of the obtained activated carbon are described. As a result of 

pretreatment and activation conditions, the higher electrostatic capacity was obtained in the condition 

of activated carbon with KOH activation without sulfuric acid pretreatment． 

 

1. はじめに 

電気二重層キャパシタ（EDLC）は大容量，

長寿命，急速充放電性能を持ち，自動車など

の蓄電デバイスとして期待されている．EDLC

最大の課題はエネルギー密度であり，これは

電極材料の活性炭の表面積と細孔構造に大き

く左右される．一方，近年放置された竹林が

雑木林や植林地へ徐々に進入・拡大している

ことが問題となっている．特に徳島県南部で

は，竹の里山問題は深刻になり，竹材の新利

用法の開発が期待されている．そこで，本研

究は竹を原料とする活性炭の作製および電気

二重層キャパシタ電極への応用を目的とした． 

竹を原料とした活性炭の細孔構造特性，ガ

スや薬品賦活による竹炭の調製や賦活法の効

果などの研究が報告されている[1]が，賦活前

の竹への前処理について，検討を行われてい

なかった．竹はリグニン，セルロース，ヘミセ

ルロースから構成されている．本研究では，

竹粉を硫酸で前処理することで，竹成分のセ

ルロースとヘミセルロースの一部を溶解させ，

この溶解した部分は活性炭の細孔形成への影

響について検討を行った．また，賦活剤とし

て KOH を用い，得られた活性炭のキャラクタ

リゼーションおよび電気化学性能評価には，

XRD 回折および CV 測定を用いた． 

 

2. 実験方法 

蒸留水で洗浄，乾燥させた竹粉 5gを 1M の

硫酸水溶液 200 ml に加え室温で攪拌・ろ過を

24 時間行い，その後，洗浄・乾燥を行った．

得られた竹粉 2 gに KOH 2.24 g，H2O 50 ml を



加え 24 時間撹拌させ，90℃で乾燥させた．得

られた試料を 800℃，N2 雰囲気下で 2時間焼

成を行い，希塩酸および蒸留水で中性まで吸

引ろ過を行い，洗浄・乾燥させた．得られた活

性炭を試料 2 と称す．硫酸前処理の効果を検

討するため，硫酸前処理なしの竹粉も同条件

で炭化および洗浄を行った（試料 1 と称す）．

得られた試料を用い，粉末Ｘ線回折測定を行

い，カーボンの結晶構造（グラファイト化）に

ついて評価した．また，試料を接着剤および

導電剤と混合させ，1×1cm の電極シートを作

製した．この電極シートを作用電極として用

い，三電極法で CV 測定を行い，静電容量を

測定した． 

 

3. 実験結果および考察 

試料 1 と試料 2 の XRD パターンを図 1 に

示す．2θ= 17°付近に鋭い回折ピークが現れ，

極めて高い周期性構造を有することがわかっ

たが，TEM 観察などによるさらなる考察が必

要となる．また，2θ= 25°と 42°付近に炭素がグ

ラファイト状になっていることを示すブロー

ドなピークが確認された．図 2 に試料の CV

測定結果を示し，グラフにピークが存在しな

いため，測定した電位の範囲では酸化還元反

応に由来する擬似静電容量の寄与はないと考

えられる．図 3 に CV 測定により得られた静

電容量の値を示す．電圧の掃引速度が 0.002 

V/sで試料 1の静電容量が 214 F g-1，試料 2 の

静電容量が 187 F g-1であった．硫酸前処理の

み・賦活なしで得られたカーボン[2]より高い

静電容量が得られ，KOH 賦活が細孔の形成お

よび静電容量の増加に寄与したと考えられる．

また，硫酸処理なしの試料がより高い静電容

量を示したことより，KOH 賦活の場合，硫酸

処理の効果がなかったことが分かった． 

 

 

 

4. まとめ 

本研究では，竹粉を原料として，KOH 賦活

により活性炭を作製した．この活性炭が高い

静電容量を示し，今後は電気二重層キャパシ

タの電極材料として期待されると検討した． 
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図 1. 作製した試料の XRDパターン 
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図 2. 作製した試料の CV測定結果 

図 3. 静電容量の電圧掃引速度依存性 


