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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。本研究では，レ

ゾルシノール樹脂-界面活性剤(F127)-竹粉の複合体を炭素源として，KOH 賦活および炭化させることで，ミクローメ

ソ孔をもつ活性炭を作製した。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期待

する。得られた試料の電気二重層キャパシタ電極としての電気的性能を評価した結果，KOH 賦活ありの試料がより高

い静電容量が得られた。 

In recent years, porous carbon materials are expected to be applied in various fields such as catalysts and electrode 

materials. In this study, activated carbon with micro-mesopores was produced by KOH activation and carbonization using 

a resorcinol resin-surfactant (F127) -bamboo composite as a carbon source. We expect the formation of mesopores by 

the decomposition of surfactants and the formation of micropores by KOH activation. As a result of evaluating the 

electrical performance of the obtained sample as an electric double layer capacitor electrode, the sample with KOH 

activation had a higher capacitance. 

 

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，エネルギー密度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，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［1］．そこで，本研究では竹粉とレゾルシノ

ール-ホルムアルデヒド-界面活性剤(F127)の有機複合体

を KOH 賦活させることで，竹粉の構造に樹脂が浸透す

ることによる性能の向上に期待した。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，SEM 観察および CV 測定を用いた． 

２ 実験方法 

エタノール 10ml と水 10ml を混合したものにレゾル

シノール(3.3g)および F127(3.0g)を完全に溶解させた後，

ホルムアルデヒド溶液(37wt%, 2.75ml)および HCl 溶液 

(5M, 6ml)を添加した。得られた溶液に竹粉(3.0g)を加え

室温で 7ｈ攪拌後，90℃で 40h 乾燥を行った。その後電

気炉を用い，N2雰囲気化 500℃で 2h予備焼成を行った。

得られた試料をさらに N2雰囲気下で 800℃，2h 焼成を

行い，KOH 賦活なしの試料を作製した。KOH 賦活の効

果を検討するため，KOH 賦活ありの試料を作製した。ま

ず，500℃で予備焼成を行った試料に KOH 溶液(8M，

10ml)を加え，90℃で 6 時間攪拌を行い，さらに 90℃で

一晩乾燥させた。得られた試料を N2雰囲気化 800℃，2h

焼成を行った。焼成後の試料を希塩酸および蒸留水で中

性まで洗浄を行い，90℃で一晩乾燥させ，KOH 賦活あり

の試料を作製した。得られた試料を用い，粉末Ｘ線回折

測定および SEM 観察を行い，カーボンの結晶構造と表

面構造について評価した．また，試料を接着剤および導

電剤と混合させ，電極シートを作製した。三電極法（作

用電極：試料，参照電極：Ag/AgCl 電極，対極：Pt 板。

電解液：1mol/L 硫酸水溶液）を用い，サイクリックボル

タンメトリー（CV 測定）を行い，電極シートの静電容量

などの電気的特性について評価を行った。  



3 結果と考察 

KOH 賦活なしの試料と KOH 賦活ありの試料の XRD

パターンを図 1 に示す。2θ=25°と 42°にブロードな

ピーク(002),(001)が確認され，アモルファスカーボンの

グラファイト構造が確認できた。 

図 2に原料の竹粉と得られた試料の SEM画像を示す。

SEM 像より，得られたカーボンに竹粉の構造がある程度

維持できたことが分かった。また，KOH 賦活なしの試料

と比較すると，賦活ありのほうは粒子が小さいことが確

認でき，賦活による表面積の向上につながるのではない

かと考える。 

試料の EDLC 電極としての電気的性能を評価するた

め，三電極法でCV測定を行った。電圧掃引速度が0.01v/s

の時の充放電曲線（サイクリックボルタモグラム）を図

3 に示す。KOH 賦活ありの曲線が EDLC 電極として理

想的な短形に近い形をしている。これは EDLC の充放電

機構が電気二重層におけるイオンの吸着と脱着による非

ファラデー過程であることを示している。また，充放電

曲線で囲まれた面積が大きいと静電容量も高いことより，

KOH 賦活ありの試料は賦活なしの試料より静電容量が

はるかに高いことが分かった。 

異なる電位掃引速度における静電容量を図 4 に示す。

どの掃引速度においても KOH 賦活を行った試料の方は

静電容量が大きいことが分かった。また，掃引速度を増

加させると，静電容量は低下することが分かった。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

るため，試料のメソ孔が少ないことが予想される。今後，

界面活性剤の分解によるメソ孔の増加について，比表面

積および細孔径を確認する。 

4 まとめ 

本研究では，竹粉と界面活性剤を添加した樹脂を原料

として，KOH 賦活および炭化を行い，ミクローメソ孔を

持つ活性炭を作製した。XRD 解析より，アモルファスカ

ーボンの構造が確認できた。得られた試料の電気的特性

を評価した結果，KOH 賦活を行った活性炭が KOH 賦活

なしの試料より大きい静電容量が得られることが分かっ

た。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 4. 静電容量の電圧掃引速度依存性 
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図 2．作製した試料の SEM 像 

図 3. 作製した試料の CV 測定結果 （0.01V/s） 
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