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近年、活性炭に代表する多孔質炭素材料は触媒、電極材料など様々な分野での応用が期待されている。炭

素材料の性能を決定づける因子の一つが細孔構造であるため、細孔構造の精密制御が必要となる。本研究で

は、レゾルシノール-ホルムアルデヒド-界面活性剤(F127、 P123)の有機複合体を KOH 賦活させることで、

界面活性剤の分解によるメソ孔の形成、および KOH 賦活によるミクロ孔の形成を一段階で実現させ、ミク

ロ-メソ構造を有する電気二重層キャパシタ電極用炭素材料の作製に試みた。 

 

In recent years, porous carbon material typified by activated carbon is becoming one of the most attractive materials of 

catalysts and electrode materials application. Since the porous structure is one of the important factors which determining 

the performance of carbon material, it is necessary to accurately control its porous structure. In this study, we attempted 

to prepare the mesoporous structure by decomposition of the surfactant F127, further form the microporous structure by 

activation of KOH, and finally fabricated a carbon material for electric double layer capacitor electrode with the 

microporous-mesoporous structure.

 

1 はじめに 

 多孔質炭素は高い比表面積や細孔容積といった

特徴から、吸着・分離・触媒担体、キャパシタ・電

池、光機能材料炭素など様々な分野に応用されてい

る。様々な応用分野に展開するためには、材料の性

能を左右する重要な因子である細孔構造への制御

が必須である。様々な鋳型法を用いることで、周期

的な細孔構造をもつミクロポーラスカーボンまた

はメソポーラスカーボンが合成されている[1]。一方、

ガスや薬品賦活による発達なミクロ孔をもつ活性

炭の調製や賦活法の効果などの研究が報告されて

いるが、電極材料として有効と予想されるミクロー

メソ細孔構造の形成が未だ困難である。そこで、本

研究では、レゾルシノール-ホルムアルデヒド-界面

活性剤(F127，P123)の有機複合体を KOH賦活させる

ことで、界面活性剤の分解によるミクロ孔の形成、

および KOH 賦活によるミクロ孔の形成を一段階で

実現させ、ミクロ-メソ構造を有する電気二重層キャ

パシタ電極用炭素材料の作製に試みたので報告す

る。 

 

2 実験方法 

 蒸留水 20 mlに Pluronic F127、3.0 gとレゾルシノ

ール 3.3 gを溶解させた。完全に溶解させた後、ホル

ムアルデヒド溶液 3.0 gと 8N KOH水溶液 10mlを添

加し、90℃で 6時間攪拌した。得られた溶液を 90℃

で96時間以上乾燥させて後、窒素雰囲気下で800℃、

2 時間炭化を行った。得られた試料を希塩酸および

蒸留水で中性まで吸引ろ過を行い、洗浄して乾燥さ

せた。得られた炭素のサンプル名をRF-F127-KOHに

した。一方、界面活性剤 F127と異なる分子量をもつ

界面活性 P123を用い、同条件で炭化などを行い、得 



られた試料を RF-P123-KOH と称した。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 結果と考察 

RF-F127-KOH と RF-P123-KOH 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°付近にブロードなピークが確認さ

れ、試料の炭素にはグラファイト構造になっている

ことが分かった。 

得られた炭素に対して電気二重層キャパシタ性

能の評価を行い、図2にそのCV測定結果を示した。

グラフにピークが存在しないため、酸化還元反応に

由来する擬似静電容量の寄与がなく、すべて電気二

重層に由来する静電容量であることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3に CV測定により得られた単位質量当たりの

静電容量の値を示す。電圧の掃引速度が 0.002 V/sで

RF-F127-KOHの静電容量が 212 F g-1、RF-P123-KOH

の静電容量が 187 F g-1であった。F127を用いた試料

がより高い静電容量が得られ、F127とレゾルシノー

ル樹脂の相互作用および F127 の分解が細孔の形成

に寄与したと考えられる。また、電位掃引速度を増

加させた場合、静電容量は低下したことが分かった。

この傾向はミクロポーラスカーボンによくみられ

る傾向であるが、今回の試料にもみられたため、メ

ソ孔が少ないことが予想される。試料の比表面積お

よび細孔径を確認するためには、窒素吸着測定を行

う必要がある。しかし、界面活性剤のみを用いた鋳

型法および KOH のみを用いた賦活法で得られた炭

素材料と比較すると、鋳型法の 120～350F/g、賦活法

の～200 F/g[2]と同レベルの静電容量が得られ、電気

二重層キャパシタの電極材料としての応用が期待

される。  

 

4 まとめ 

 界面活性剤を用いた鋳型法と KOH を用いた賦活

法を組み合わせることによって、ミクローメソ構造

をもつナノポーラス炭素の合成に試みた。界面活性

剤に F127 および P123 を用いたが、F127 のほうが

より高い静電容量が得られた。これは F127 とレゾ

ルシノール樹脂との相互作用および分解が細孔の

形成により寄与したと考えられる。今回得られた炭

素材料が電気二重層キャパシタの電極材料として

の応用が期待される。 
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図 1．作製した試料の XRDパターン 

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

 


