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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極、負極、及び、リチウムイオンを移送可能な電解質を備えた有機電解質キャパシタ
であって、正極がリチウムイオンおよびアニオンを可逆的に担持可能であるとともに、負
極がリチウムイオンを可逆的に担持可能であり、該有機電解質キャパシタを充電状態から
充電電圧の半分の電圧まで１±０．２５時間かけて放電した際のセル容量をａ（ｍＡｈ）
、充電状態の負極を１．５Ｖ（Ｌｉ／Ｌｉ＋）まで放電させた時の容量を完全負極容量ｂ
（ｍＡｈ）とした時に、０．０９≦ａ／ｂ≦０．３となるよう正極活物質と負極活物質の
比率が制御されており、前記正極活物質が活性炭であり、負極活物質の単位重量当たりの
静電容量が、正極活物質の単位重量当たりの静電容量の３倍以上であり、かつ正極活物質
の重量と負極活物質の重量の比率（正極活物質の重量／負極活物質の重量）が０．５３～
０．９７であることを特徴とする有機電解質キャパシタ。
【請求項２】
　前記負極及び／又は正極に予めリチウムイオンが担持されている、請求項１に記載の有
機電解質キャパシタ。
【請求項３】
　前記有機電解質キャパシタが正極集電体および負極集電体を備え、各集電体は表裏面に
貫通する孔を有しており、負極および／又は正極に対向して配置されたリチウム極との電
気化学的接触により負極および／又は正極にリチウムイオンが担持される、請求項１又は
２に記載の有機電解質キャパシタ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギー密度が高く、かつ、パワー密度も高い有機電解質キャパシタに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、導電性高分子、遷移金属酸化物等を正極とし、負極にリチウム金属あるいはリチ
ウム合金を用いた二次電池が、そのエネルギー密度が高いことから、Ｎｉ－Ｃｄ電池、鉛
電池に代わる電池として提案されている。
　しかしながら、これらの二次電池は、繰り返し充放電を行うと、正極あるいは負極の劣
化による容量低下が大きく、実用には問題が残されている。特に、負極の劣化は、デント
ライトと呼ばれる針状のリチウム金属の生成を伴い、充放電の繰り返しにより終局的には
デントライトがセパレータを貫通し、電池内部でショートを引き起こし、場合によっては
電池が破裂する等、安全面においても問題が生じることがあった。
【０００３】
　そこで、上記の問題点を解決すべく、グラファイト等の炭素材料を負極に用い、正極に
ＬｉＣｏＯ2等のリチウム含有金属酸化物を用いた電池が提案されている。この電池は、
電池組立後、充電することにより正極のリチウム含有金属酸化物から負極にリチウムイオ
ンを供給し、更に放電では負極からリチウムイオンを正極に戻すという、いわゆるロッキ
ングチェア型電池であり、負極に金属リチウムを使用せずリチウムイオンのみが充放電に
関与することから、リチウムイオン二次電池と呼ばれ、金属リチウムを用いるリチウム電
池とは区別されている。この電池は、高電圧及び高容量を有することを特長としている。
【０００４】
　近年、環境問題がクローズアップされる中、太陽光発電や風力発電によるクリーンエネ
ルギーの貯蔵システムや、電力の負荷平準化を目的とした分散型電源、あるいはガソリン
車にかわる電気自動車用あるいはハイブリッド電気自動車用の電源（メイン電源と補助電
源）の開発が盛んに行われている。
　また、自動車の電装設備の電源としては、これまで鉛電池が用いられていたが、最近で
はパワーウインドーやＩＴ関連機器の搭載などが充実してきたこともあり、これらの用途
においてもエネルギー密度、出力密度の高い新しい電源が求められるようになってきてい
る。
　こうした蓄電装置あるいは駆動電源としては、上述のリチウムイオン二次電池や電気二
重層キャパシタが注目されている。しかしながら、リチウムイオン電池はエネルギー密度
は高いものの出力特性、安全性やサイクル寿命には問題を残している。
【０００５】
　一方、電気二重層キャパシタは、ＩＣやＬＳＩのメモリーバックアップ用電源として広
く利用されている電子部品であり、一充電当たりの放電容量は電池に比べて小さいものの
、瞬時の充放電特性に優れ、数万サイクル以上の充放電にも耐えるという、リチウムイオ
ン電池やニッケル水素電池にはない高い出力特性とメンテナンスフリー性を備えている。
　電気二重層キャパシタはこうした利点を有してはいるが、一般的な電気二重層キャパシ
タのエネルギー密度は３～４Ｗｈ／ｌ程度で、リチウムイオン電池に比べて二桁程度小さ
いため、電気自動車用途などの高エネルギー密度が要求される駆動電源としては、未だ実
用化レベルに到達していないのが現状である。電気自動車用途を考えた場合、実用化には
６～１０Ｗｈ／ｌ、普及させるには２０Ｗｈ／ｌのエネルギー密度が必要であるといわれ
ている。
　こうした高エネルギー密度、高出力特性を要する用途に対応する蓄電装置としては、近
年、ハイブリットキャパシタと呼ばれる蓄電装置が注目されている。
【０００６】
　ハイブリットキャパシタ関連としては、リチウムイオンを吸蔵、脱離しうる炭素材料に
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、予め化学的方法又は電気化学的方法でリチウムイオンを吸蔵させた炭素材料を負極に用
いる電気二重層キャパシタが提案されている（例えば、特開平８－１０７０４８号公報の
第２頁第２欄３８行～第２頁第２欄４７行 参照）。
【０００７】
　また、リチウムイオンを吸蔵、脱離しうる炭素材料をリチウム金属と合金を形成しない
多孔質集電体に担持させた負極を有する上限電圧が４Ｖの電気二重層キャパシタが提案さ
れている（例えば、特開平９－５５３４２号公報の第７頁第１１欄２４行～第７頁第１１
欄２８行 参照）。
【０００８】
　さらには、活性炭粉末を含む分極性電極材料にステンレス鋼繊維の集電体が混在状態で
組み合わしたものを正極に、リチウムイオンを吸蔵、脱離しうる炭素材料に、予め化学的
方法又は電気化学的方法でリチウムイオンを吸蔵させた炭素材料に多孔質金属又は繊維状
金属の集電体を組み合わしたものを負極とした電気二重層キャパシタが提案されている（
例えば、特開平９－２３２１９０号公報の第４頁第６欄１行～第４頁第６欄１０行 参照
）。
【０００９】
　さらに、正極の自然電位がＬｉ／Ｌｉ＋を対極として、０．５Ｖ以上２．６Ｖ以下であ
る炭素質物質からなる分極性電極であり、負極が、金属リチウム、リチウム金属を含有す
る合金及びリチウムイオンが可逆的に吸蔵、脱離しうる物質に予めリチウムイオンを吸蔵
させた物質から選ばれる少なくとも一つ以上の物質からなる電気二重層キャパシタが提案
されている（例えば、特開平１１－２９７５７８号公報の第３頁第４欄８行～第３頁第４
欄１６行 参照）。
【００１０】
　これらの提案はいずれも負極にリチウムイオンを予め担持させることにより、負極電位
を下げてセルの耐電圧を上げたものであるが、コイン電池のように一対の正極、負極が対
向したセル構成のものであり、電極を捲回した円筒型電池や、複数枚の電極を積層した角
型電池のような大型セルでの具体的な実施例は示されていない。
【００１１】
　大型セルにおいて予めリチウムイオンを負極に担持させる方法が開示されているが、い
ずれも担持させるのに時間を要すこと、均一性に問題がある等、工業化に課題を残してい
る（例えば、特開平８－１６２１５９号公報の第４頁第６欄１０行～第４頁第６欄４５行
、特開平８－２５５６３３号公報の第４頁第５欄３３行～第５頁第７欄２９行、特開平１
０－１４４２９５号公報の第２頁第２欄４行～第２頁第２欄３４行、或は特開平８－１０
２３３３号公報の第３頁第３欄２行～第３頁第３欄３７行 参照）。
【００１２】
　一方、正極集電体および負極集電体がそれぞれ表裏に貫通する孔を備え、負極活物質が
リチウムイオンを可逆的に担持可能であり、負極由来のリチウムイオンが負極あるいは正
極と対向して配置されたリチウム極と電気化学的接触により担持される有機電解質電池が
提案されている（例えば、特願平１０－５３１８１１号公報の第１１頁４行～第１２頁２
７行 参照）。
【００１３】
　該発明においては、電極集電体に表裏面を貫通する孔を設けることにより、リチウムイ
オンが電極集電体に遮断されることなく電極の表裏間を移動できるため、積層枚数の多い
セル構成の蓄電装置においても、当該貫通孔を通じて、リチウム極近傍に配置された負極
だけでなくリチウム極から離れて配置された負極にもリチウムイオンを電気化学的に担持
させることが可能となる。
【００１４】
　負極活物質は、リチウムイオンを可逆的に担持できるものであればいろいろな物質が用
いられており、例えば天然黒鉛、人造黒鉛などのグラファイト、コークス、ピッチ、熱硬
化性樹脂、ヤシ殻や樹木などを出発原料とする種々の炭素材料、炭素繊維、ポリアセン系
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物質、錫酸化物、珪素酸化物等を用いることが知られている。負極活物質として、芳香族
系縮合ポリマーの熱処理物であって、水素原子／炭素原子の原子比が０．５０～０．０５
であるポリアセン系骨格構造を有する不溶不融性基体を、好適に用いることができる（例
えば、特公平１－４４２１２号公報の特許請求の範囲、請求項１～請求項２２、或は特公
平３－２４０２４号公報の特許請求の範囲、請求項１～請求項８ 参照）。
【発明の概要】
【００１５】
　上述のように、リチウムイオンを吸蔵、脱離しうる炭素材料等に予めリチウムイオンを
吸蔵させた負極は、電気二重層キャパシタに用いられる活性炭よりも電位が卑になるので
、正極活性炭と組み合わせたセルの耐電圧は向上し、また負極の容量は活性炭に比較し非
常に大きいためエネルギー密度が高くなる。
　しかしながら、リチウムイオンを含む電解液は電導度が低いことや、負極においてリチ
ウムイオンの吸蔵・脱離反応が遅い等の問題により高い電流密度での放電は困難となって
いた。特に充電状態よりも放電状態の内部抵抗が大きくなることが放電特性低下の原因と
考えられる。
　したがって、本発明の目的は、充放電において内部抵抗変化の小さく、高エネルギー密
度、高出力を有した有機電解質キャパシタを提供することにある。
【００１６】
　本発明者等は前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、有機電解質キャパシタを充電状
態から充電電圧の半分の電圧まで１±０．２５時間かけて放電した際のセル容量をａ（ｍ
Ａｈ）、充電状態の負極を１．５Ｖ（Ｌｉ／Ｌｉ＋）まで放電させた時の容量を完全負極
容量ｂ（ｍＡｈ）とした時に、０．０５≦ａ／ｂ≦０．３となるよう正極活物質と負極活
物質の比率を制御することにより、内部抵抗が低く、また充放電における内部抵抗変化が
小さく、かつリチウムイオンの移動が容易で出力密度の高い高性能な有機電解質キャパシ
タを得ることができることを見出し、本発明を完成させたものである。
【００１７】
　すなわち、本発明は以下の通りである。
〔１〕正極、負極、並びに、リチウムイオンを移送可能な電解質を備えた有機電解質キャ
パシタであって、正極がリチウムイオンおよびアニオンを可逆的に担持可能であるととも
に、負極がリチウムイオンを可逆的に担持可能であり、該有機電解質キャパシタを充電状
態から充電電圧の半分の電圧まで１±０．２５時間かけて放電した際のセル容量をａ（ｍ
Ａｈ）、充電状態の負極を１．５Ｖ（Ｌｉ／Ｌｉ＋）まで放電させた時の容量を完全負極
容量ｂ（ｍＡｈ）とした時に、０．０９≦ａ／ｂ≦０．３となるよう正極活物質と負極活
物質の比率が制御されており、前記正極活物質が活性炭であり、負極活物質の単位重量当
たりの静電容量が、正極活物質の単位重量当たりの静電容量の３倍以上であり、かつ正極
活物質の重量と負極活物質の重量の比率（正極活物質の重量／負極活物質の重量）が０．
５３～０．９７であることを特徴とする有機電解質キャパシタである。
〔２〕前記負極および／又は正極には予めリチウムイオンが担持されている、〔１〕に記
載の有機電解質キャパシタである。
〔３〕前記有機電解質キャパシタが正極集電体および負極集電体を備え、各集電体は表裏
面に貫通する孔を有しており、負極および／又は正極に対向して配置されたリチウム極と
の電気化学的接触により負極および／又は正極にリチウムイオンが担持される、〔１〕ま
たは〔２〕に記載の有機電解質キャパシタである。
【００１８】
　ここで、「０．０９≦ａ／ｂ≦０．３となるよう正極活物質と負極活物質の比率が制御
されていること」としたのは、セルの出力特性を制御するために、負極のリチウムイオン
放出能力（ここでは完全負極容量ｂ）に対して、任意に負極容量（ここではセル容量ａに
相当）を設定することが必要不可欠だからである。
　つまり、完全負極容量ｂに対するセル容量ａの比率（ａ／ｂ）を決めるのは、正極活物
質と負極活物質の比率であり、正極活物質の比率が高くなればａ／ｂが大きくなり、正極
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活物質の比率が低くなればａ／ｂが小さくなることを見出した。更にａ／ｂの値がセルの
出力特性に影響を及ぼしていることを突き止め、０．０９≦ａ／ｂ≦０．３において高い
出力特性が得られることを見出したのである。
　ここで、「負極活物質の単位重量当たりの静電容量が、正極活物質の単位重量当たりの
静電容量の３倍以上であり、かつ、正極活物質重量が負極活物質重量よりも大きい」とし
たのは、正極活物質重量と負極活物質重量の比率を変化させることによりセルの放電容量
は一定でも、エネルギー密度が変化するためである。つまり、単位重量当りの静電容量の
大きな負極活物質重量の比率を下げることによりエネルギー密度は大きくなり、逆に負極
活物質重量の比率を上げることにより、エネルギー密度が小さくなることを見出したので
ある。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明の有機電解質キャパシタは、正極、負極、並びに、リチウ
ムイオンを移送可能な電解質を備えた有機電解質キャパシタであって、正極がリチウムイ
オンおよびアニオンを可逆的に担持可能であるとともに、負極がリチウムイオンを可逆的
に担持可能であり、該有機電解質キャパシタを充電状態から充電電圧の半分の電圧まで１
±０．２５時間かけて放電した際のセル容量をａ（ｍＡｈ）、充電状態の負極を１．５Ｖ
（Ｌｉ／Ｌｉ＋）まで放電させた時の容量を完全負極容量ｂ（ｍＡｈ）とした時に、０．
０９≦ａ／ｂ≦０．３となるよう正極活物質と負極活物質の比率を制御することにより、
高電圧、高エネルギー密度を有しながら、高い出力特性を有した有機電解質キャパシタを
実現したものである。
【００２０】
　電極の厚み等によってもセルの内部抵抗が変化するため出力特性の絶対値は変化するも
のの、本願の実施例においては、放電時間が１±０．２５時間になるような電流にて放電
した時のセル容量に対して、その１００倍の電流で放電した時のセル容量が５０％以上保
持するという結果が得られた。中でも実施例３のように、負極活物質の単位重量当たりの
静電容量が、正極活物質の単位重量当たりの静電容量の３倍以上であり、かつ、正極活物
質重量が負極活物質重量よりも大きい場合は、特にエネルギー密度も大きくなり好適であ
る。
【００２１】
　かかる特徴を有する本発明の有機電解質キャパシタは、電気自動車、ハイブリッド電気
自動車、燃料電池車などの駆動用蓄電源または補助用蓄電源として極めて有効である。ま
た、電動自転車、電動スクータ、電動車椅子などの駆動用蓄電源や補助用蓄電源などとし
ても好適に用いられる。更に、これらのキャパシタは、ソーラーエネルギーの蓄電装置、
風力発電の蓄電装置などの各種エネルギーの貯蔵装置として、あるいは、無停電電源装置
、家庭用電気器具の蓄電源などとしても、好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、外装容器としてラミネートフィルムを用いた場合の有機電解質キャパシ
タの内部構造を示す斜視図である。有機電解質キャパシタの内部構造は実線で、有機電解
質キャパシタの外装容器は破線で記載してある。
【図２】図２は、図１の平面図である。
【図３】図３は、図２のＩ－Ｉ´断面図である。
【図４】図４は、図２のＩＩ－ＩＩ´断面図である。
【図５】図５は、電極が形成された電極集電体（正極集電体１ａ、負極集電体２ａ）の拡
大平面図を示す。図５は、電極集電体としてエキスパンドメタルを用いた例であり、点線
で囲まれた部分が貫通孔である。
【図６】図６は、図５のＩ－Ｉ´断面図を示す。図６に示すように、エキスパンドメタル
（正極集電体１ａ、負極集電体２ａ）の貫通孔は、導電性材料１ｂ、２ｂによって閉塞さ
れており、正極１および負極２は、この貫通孔を塞がれたエキスパンドメタル上の導電層
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の上に形成される。
【図７】図７は、電極集電体の一例を示す。図７（ａ）は、気孔率３８％のエキスパンド
メタル、図７（ｂ）は気孔率３７％の金属網、図７（ｃ）は気孔率３４％パンチングメタ
ルの例である。図７（ｃ）の例では、電極集電体の貫通孔は丸状であるが、貫通孔の形状
はこれに限定されるものではなく、例えば、図７（ｄ）に示す四角状（気孔率４５％）、
図７（ｅ）に示す十文字状（気孔率３５％）等、適宜設定できる。
【図８】図８は、三極積層ユニットの層構成の第１の例を示す断面図である。
【図９】図９は、三極積層ユニットの層構成の第２の例を示す断面図である。
【図１０】図１０は、三極積層ユニットの層構成の第３の例を示す断面図である。
【図１１】図１１は、電極積層ユニットの一例を示す展開斜視図である。
【図１２】図１２は、電極積層ユニットの一例を示す展開斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の有機電解質キャパシタは、正極、負極、並びに、リチウムイオンを移送可能な
電解質を備えた有機電解質キャパシタであって、正極がリチウムイオンおよびアニオンを
可逆的に担持可能であるとともに、負極がリチウムイオンを可逆的に担持可能であり、該
有機電解質キャパシタを充電状態から充電電圧の半分の電圧まで１±０．２５時間かけて
放電した際のセル容量をａ（ｍＡｈ）、充電状態の負極を１．５Ｖ（Ｌｉ／Ｌｉ＋）まで
放電させた時の負極容量をｂ（ｍＡｈ）とした時に、０．０９≦ａ／ｂ≦０．３０となる
よう正極活物質と負極活物質の比率が制御されていることを特徴とする有機電解質キャパ
シタである。
【００２４】
　本発明においては、負極および／又は正極には予めリチウムイオンが担持されているこ
とが好ましく、また、正極および負極集電体には表裏面に貫通する孔を有しており、負極
および／又は正極に対向して配置されたリチウム極との電気化学的接触により負極および
／又は正極にリチウムイオンを担持する方法が工業的に最適である。
【００２５】
　まず、本発明の有機電解質キャパシタの内部構造から説明する。図１は、外装容器とし
てラミネートフィルムを用いた場合の一例として、本発明の有機電解質キャパシタの内部
構造を示す斜視図である。図１においては、有機電解質キャパシタの内部構造は実線で、
有機電解質キャパシタの外装容器は破線で記載してある。図２は図１の平面図であり、図
３は図２のＩ－Ｉ´断面図であり、図４は図２のＩＩ－ＩＩ´断面図である。
【００２６】
　図１に示す本発明の有機電解質キャパシタは、ラミネートフィルムの内部に正極１、負
極２、リチウム極７及びを積層した三極積層ユニットを設置し、リチウムイオンを移送可
能な電解液を注液した後に２枚のラミネートフィルム４、５を熱融着等により封止した構
成となっている。本発明において、「正極」とは放電の際に電流が流出し、充電の際に電
流が流入する側の極、「負極」とは放電の際に電流が流入し、充電の際に電流が流出する
側の極を意味する。
【００２７】
　図１に示すように、正極集電体１ａ上に成形された正極１と負極集電体２ａ上に成形さ
れた負極２とは、互いに直接接しないようセパレータ３を介し積層され、電極積層ユニッ
ト６を形成している。電極積層ユニット６の上部には、リチウム極集電体７ａの片面にリ
チウム金属を圧着して貼り付けたリチウム極７がセパレータ３を介して設置され、三極積
層ユニットを形成している。
【００２８】
　本発明の一例としては、電極集電体（正極集電体１ａ、負極集電体２ａ）及びリチウム
極集電体７ａは、それぞれが表裏面を貫通する孔（図１では図示せず）を備えており、当
該貫通孔は導電性材料により閉塞されても、その導電性材料により閉塞された状態の貫通
孔部を通してリチウムイオンは自由に各極間を移動できる。
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【００２９】
　図５に、電極が形成された電極集電体（正極集電体１ａ、負極集電体２ａ）の拡大平面
図を示す。図５は、電極集電体としてエキスパンドメタルを用いた例であり、点線で囲ま
れた部分が貫通孔である。図６に図５のＩ－Ｉ´断面図を示す。図６に示すように、エキ
スパンドメタル（正極集電体１ａ、負極集電体２ａ）の貫通孔は、導電性材料１ｂ、２ｂ
によって閉塞されており、正極１および負極２は、この貫通孔を塞がれたエキスパンドメ
タル上の導電層の上に形成される。
【００３０】
　電池組立て時、電解液を注入すると、すべての負極２とリチウム極７が電気化学的に接
触し、リチウム極７から電解液中に溶出したリチウムイオンは、リチウム極集電体７ａ、
正極集電体１ａ、負極集電体２ａの貫通孔を通じてスムーズにすべての負極２に担持され
る。
【００３１】
　図３において、電極積層ユニット６は、各４層の正極１および負極２を有するが、電極
積層ユニットの構造は特に限定されず、少なくとも１層の正極及び負極を備えていれば、
正極、負極の層数に特に限定はない。
【００３２】
　リチウム極７は、電極積層ユニット６の上部に配置され三極積層ユニット８を形成して
いるが、リチウム極７の位置、層数、形状はこれに限定されない。ただし、スムーズにリ
チウムを担持するためには、リチウム極７を負極あるいは正極に対向させて配置すること
が好ましい。例えば、負極２上に直接リチウム極７を貼り付けてもよい。リチウム極７を
直接負極２上に貼り付けた場合、隣接する負極には直接リチウムイオンが担持されるが、
それ以外の隣接していない負極には少なくとも１層以上の電極集電体を貰通してリチウム
イオンが担持されることになる。
【００３３】
　リチウム極７は、負極２にリチウムイオンを供給するために設けられている。したがっ
て、目的とする負極の静電容量が得られるだけの量があればよい。また、リチウムイオン
の供給は、負極だけでなく正極に供給、あるいは正極と負極の両極に供給しても効果は得
られるが、正極、負極のリチウムイオン吸蔵能力、安定性等を勘案して適宜量を調整する
のが好適である。
　リチウム極７はリチウムイオンを放出して、序々に減少していく。このため、リチウム
極集電体７ａとして、ステンレスメッシュ等の導電性多孔体を用い、リチウム極７の少な
くとも一部をリチウム極集電体の気孔部に充填して配置することが好ましい。これにより
、リチウム極７から電極へとリチウムイオンが担持されても、リチウム極の消失による電
極間に生じる隙間が少なくなり、リチウムイオンが電極活物質にスムーズに担持されるこ
ととなる。
【００３４】
　図１に示す本発明の有機電解質キャパシタでは、正極１、負極２、リチウム極７がそれ
ぞれ直接接触しないよう、各極の間にはセパレータ３が設けられている。セル内部にはリ
チウムイオンを移送可能な電解質が充填されており、各極を隔てるセパレータ３にも電解
質が含浸されている。電解質は、通常溶媒に溶かして液状で用いられ、セパレータ３にも
含浸されるが、セパレータ３を用いない場合等では、正極１、負極２をそれぞれ直接接触
させないため、また、電解質の漏液を防止するため、電解質をゲル状または固体状にして
用いることもできる。
【００３５】
　図２に示すように、各正極集電体１ａは端子接続部Ａ'となる引き出し部を有しており
、各正極集電体１ａの端子溶接部Ａ'（２枚）と正極端子１ｃとは溶接されている。また
、各負極集電体２ａ及びリチウム極集電体７ａは、端子接続部Ｂ'となる引き出し部を有
しており、各負極集電体２ａの端子溶接部Ｂ'（３枚）とリチウム極集電体７ａの端子溶
接部Ｂ'（１枚）を束ねて、負極端子２ｃに溶接されている。
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【００３６】
　ラミネートフィルム４および５の封止は正極端子１ｃ、負極端子２ｃを挟み込んだ状態
で行われ、正極端子１ｃおよび負極端子２ｃは、ラミネートフィルム４、５にそれぞれ図
２に示す熱融着部Ａ、Ｂにて熱融着されている。すなわち、図２の例では、有機電解質キ
ャパシタは、ラミネートフィルム４、５と各端子との熱融着部Ａ、Ｂ、および、ラミネー
トフィルム４と５との熱融着部Ｃにて封止されている。従って、ラミネートフィルム４と
５の間から電池の外部へ正極端子１ｃ、負極端子２ｃが出ており、正極１は正極端子１ｃ
を通じて、負極２およびリチウム極７は負極端子２ｃを通じてそれぞれ外部回路と接続可
能な状態となっている。
【００３７】
　正極端子１ｃおよび負極端子２ｃの形状、サイズは特に限定されないが、限られたセル
容積内において充分気密性がとれる範囲で、できるだけ厚く、巾が広い方が端子の抵抗が
小さくなり好ましい。各端子の形状、サイズは目的とするセルの特性に応じて適宜選定す
ることが好適である。
【００３８】
　以下、本発明の有機電解質キャパシタについて、
〔Ａ〕正極集電体及び負極集電体、〔Ｂ〕導電性材料、〔Ｃ〕負極、〔Ｄ〕正極、〔Ｅ〕
リチウム極、〔Ｆ〕電解質、〔Ｇ〕外装容器、〔Ｈ〕有機電解質キャパシタの原理、〔Ｉ
〕有機電解質キャパシタの製造方法、の順に詳細に説明する。
〔Ａ〕正極集電体及び負極集電体
　正極集電体および負極集電体としては、一般に有機電解質電池などの用途で提案されて
いる種々の材質を用いることができ、正極集電体にはアルミニウム、ステンレス等、負極
集電体にはステンレス、銅、ニッケル等をそれぞれ好適に用いることができ、箔状、ネッ
ト状等各種形状のものを用いることができる。特に負極および／又は正極に予めリチウム
イオンを担持させるためには、表裏面を貫通する孔を備えたものが好ましく、例えばエキ
スパンドメタル、パンチングメタル、金属網、発泡体、あるいはエッチングにより貫通孔
を付与した多孔質箔等を挙げることができる。また、集電体上には導電層を形成させるこ
とが内部抵抗を低減させることができ好適である。
【００３９】
　更に好ましくは、電極を形成する前に、当該電極集電体の貫通孔を、脱落しにくい導電
性材料を用いて少なくとも一部を閉塞することにより、電極の生産性を向上させるととも
に、電極の脱落によるキャパシタの信頼性低下の問題を解決し、更には、集電体を含む電
極の厚さを薄くして、高エネルギー密度、高出力密度を実現するものである。
　電極集電体の厚さは、正極、負極が同じ厚さでもよいが、材質が異なる場合、比重の重
い方を薄くする方がセル容積当たりの重量を低減する上での効果が大きい。本発明におい
て、正極集電体としてアルミニウム、負極集電体として銅を用いた場合、負極集電体を正
極集電体より薄くすることが、より好ましい。
【００４０】
　電極集電体の貫通孔の形態、数等は、後述する電解液中のリチウムイオンが電極集電体
に遮断されることなく電極の表裏間を移動できるように、また、導電性材料によって閉塞
し易いように、適宜設定することができる。
　この電極集電体の気孔率は、｛１－（集電体重量／集電体真比重）／（集電体見かけ体
積）｝の比を百分率に換算して得られるものと定義する。本発明用いる電極集電体の気孔
率は、通常、１０～７９％、好ましくは２０～６０％、さらに好ましくは３０～５０％、
最も好ましくは、３５～４５％である。
【００４１】
　電極集電体の気孔率が高い場合には、負極にリチウムイオンを担持させるのに要する時
間が短く、リチウムイオンの担持むらも生じにくいが、集電体の強度は低下し、皺や切れ
が発生しやすい。また、貫通孔に導電性材料を保持させることが困難となり、導電性材料
の脱落、電極の切れ等により、電極製造歩留まりが低下する等の問題が生じる。
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【００４２】
　一方、気孔率が低い場合には、負極にリチウムイオンを担持させるのに要する時間が長
くなり生産効率の低下およびセル特性のバラツキ増大などの問題が発生するが、集電体の
強度は高くなり、活物質の脱落も起こりにくいため電極歩留まりは高くなる。電極集電体
の気孔率や孔径は、電池の構造（積層タイプや捲回タイプなど）や生産性を考慮し、上述
の範囲で適宜選定することが望ましい。
　図７に、電極集電体の一例を示す。図７（ａ）は、気孔率３８％のエキスパンドメタル
、図７（ｂ）は気孔率３７％の金属網、図７（ｃ）は気孔率３４％パンチングメタルの例
である。図７（ｃ）の例では、電極集電体の貫通孔は丸状であるが、貫通孔の形状はこれ
に限定されるものではなく、例えば、図７（ｄ）に示す四角状（気孔率４５％）、図７（
ｅ）に示す十文字状（気孔率３５％）等、適宜設定できる。
【００４３】
〔Ｂ〕導電性材料
　上述の電極集電体表面に塗工する導電性材料としては、貫通孔から脱落しにくく、貰通
孔が塞がれた状態でもリチウムイオンが当該導電性材料中を透過して移動できる材料であ
ればよく、その他は特に限定するものではない。
　このような導電性材料は、主として導電材とバインダー樹脂とからなる。導電材、バイ
ンダー樹脂の種類、組成等は、適宜設定することができる。
　このような導電性材料に用いる導電材としては、例えば、後述の負極活物質として使用
可能である天然黒鉛または人造黒鉛などのグラファイト、コークス系、ピッチ系、樹脂系
、植物系などの種々の炭素材料、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等のカーボン
ブラック類、ポリアセン系物質、錫酸化物、珪素酸化物等を例示できる。また、金属ニッ
ケル等の金属粉末を用いてもよい。このうち、特に好ましい導電材としては、グラファイ
トやアセチレンブラック、ケッチェンブラック等を挙げることができる。
【００４４】
　また、導電性材料に用いるバインダー樹脂としては、例えば、後述の有機系電解液に不
溶のものであればよく、水を分散媒もしくは溶剤として用いる水系樹脂あるいは、アルコ
ールやＮ－メチルピロリドン等の有機溶剤を分散媒もしくは溶剤として用いる非水系樹脂
を用いることができる。例えばＳＢＲ等のゴム系バインダー樹脂、カルボキシメチルセル
ロース系樹脂などは水系樹脂であり、フェノール樹脂やメラミン樹脂は組成により水系樹
脂としても非水系樹脂としても用いることができる。
【００４５】
　また、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂などは、エマルジョン化する
ことにより、水系樹脂として用いることができる。一方、ポリ四フッ化エチレン、ポリフ
ッ化ビニリデン等の含フッ素系樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド・イミド共重合樹脂は
非水系樹脂の代表的な例である。これらのうちでも、非水系のポリアミドイミド樹脂を用
いると、導電性材料が電極集電体に密着し、貫通孔から脱落しにくくなるので、特に好ま
しい。また、非水系バインダーを用いた導電層の上に後述の水系バインダーを用いた電極
層を形成すると、電極層の塗工性、接着性が良好で、均質性、信頼性に優れた電極を得る
ことができる。
【００４６】
〔Ｃ〕負極
　本発明の有機電解質キャパシタにおいて、負極は、リチウムイオンを可逆的に担持でき
る負極活物質を含有する。本発明における負極活物質層は、負極活物質に、必要に応じて
導電材、バインダー樹脂等を加えて成形したものである。
　本発明に用いる負極活物質は、リチウムイオンを可逆的に担持できるものであれば特に
限定するものではなく、例えば天然黒鉛、人造黒鉛などのグラファイト、コークス、ピッ
チ、熱硬化性樹脂、ヤシ殻や樹木などを出発原料とする種々の炭素材料、炭素繊維、ポリ
アセン系物質、錫酸化物、珪素酸化物等を用いることができる。
　リチウムイオンはそのイオン直径が小さいことから負極活物質としては、上記材料を特
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定の条件で炭化、加工などの処理を行い、リチウムイオンの移送が効率的に行えるように
構造制御されたものが特に好ましい。
【００４７】
　なかでもポリアセン系有機半導体（ＰＡＳ）は、アモルファス構造を有することから、
リチウムイオンの挿入・脱離に対して膨潤・収縮といった構造変化がないためサイクル特
性に優れ、またリチウムイオンの挿入・脱離に対して等方的な分子構造（高次構造）であ
るため急速充電、急速放電にも優れた特性を有することから負極活物質として特に好適で
ある。本発明においては負極活物質として、芳香族系縮合ポリマーの熱処理物であって、
水素原子／炭素原子の原子比が０．５０～０．０５であるポリアセン系骨格構造を有する
不溶不融性基体を用いることが好ましい。
　ここで芳香族系縮合ポリマーとは、芳香族炭化水素化合物とアルデヒド類との縮合物を
意味する。芳香族炭化水素化合物としては、例えばフェノール、クレゾール、キシレノー
ル等の如き、いわゆるフェノール類を好適に用いることができる。
【００４８】
　また、上記芳香族系縮合ポリマーとしては、上記のフェノール性水酸基を有する芳香族
炭化水素化合物の１部をフェノール性水酸基を有さない芳香族炭化水素化合物、例えばキ
シレン、トルエン、アニリン等で置換した変成芳香族系縮合ポリマー、例えばフェノール
とキシレンとホルムアルデヒドとの縮合物を用いることもできる。更に、メラミン、尿素
で置換した変成芳香族系ポリマーを用いることもでき、フラン樹脂も好適である。
【００４９】
　上記アルデヒドとしては、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、フルフラール等のア
ルデヒドを使用することができ、これらの中でもホルムアルデヒドが好適である。また、
フェノールホルムアルデヒド縮合物としては、ノボラック型またはレゾール型あるいはこ
れらの混合物のいずれであってもよい。
　上記不溶不融性基体は、上記芳香族系ポリマーを熱処理することにより得られるもので
あり、前述のポリアセン系骨格構造を有する不溶不融性基体を用いることができる。
【００５０】
　本発明に用いる不溶不融性基体は、Ｘ線回折（ＣｕＫα）によれば、メイン・ピークの
位置は２θで表して２４°以下に存在し、また該メイン・ピークの他に４１～４６°の間
にブロードな他のピークが存在するものである。すなわち、上記不溶不融性基体は、芳香
族系多環構造が適度に発達したポリアセン系骨格構造を有し、かつアモルファス構造をと
ると示唆され、リチウムイオンを安定にドーピングすることができることから、本発明の
有機電解質キャパシタ用活物質として有用である。
【００５１】
　また、上記負極活物質に、必要に応じてアセチレンブラック、ケッチェンブラック、黒
鉛等の炭素系物質や金属粉末等の導電材を適宜加えてもよい。
　本発明における負極活物質層は、上記の炭素材料やＰＡＳ等の負極活物質を含有し、粉
末状、粒状、短繊維状等の成形しやすい形状にある負極活物質をバインダー樹脂で成形し
たものであることが好ましい。このバインダー樹脂としては、例えば、後述の有機系電解
液に不溶のものであればよく、水を分散媒もしくは溶剤として用いる水系樹脂あるいは、
アルコールやＮ－メチルピロリドン等の有機溶剤を分散媒もしくは溶剤として用いる非水
系樹脂を用いることができる。例えばＳＢＲ等のゴム系バインダー樹脂、カルボキシメチ
ルセルロース系樹脂は水系樹脂であり、フェノール樹脂やメラミン樹脂は組成により水系
樹脂としても非水系樹脂としても用いることができる。
【００５２】
　また、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂などは、エマルジョン化する
ことにより、水系樹脂として用いることができる。一方、ポリ四フッ化エチレン、ポリフ
ッ化ビニリデン等の含フッ素系樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド・イミド共重合樹脂は
非水系樹脂の代表的な例である。
　これらの中でもフッ素系、水系のＳＢＲ系樹脂、アクリル系樹脂、非水系のフッ素系樹
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脂が好ましい。
【００５３】
　負極活物質層の厚さは、セルのエネルギー密度を確保できるように正極活物質層との厚
さのバランスで設計されるが、負極活物質層の厚さを薄く出来る程、活物質の有効活用が
可能になり、出力密度を向上させることができる。一方、活物質層が薄くなり過ぎると、
セルのエネルギー密度が低下してしまうため好ましくなく、工業的生産性も考慮すると、
本発明では、上記負極活物質層の厚さは片面で、通常、１５～１００μｍ、 好ましくは
２０～８０μｍである。
　バインダー樹脂の混合比は、上記活物質に対して重量基準で１～２０％、好ましくは２
～１０％、特に好ましくは２～５％である。
【００５４】
〔Ｄ〕正極
　本発明の有機電解質キャパシタにおいて、正極は、リチウムイオンおよび／又は、例え
ばテトラフルオロボレートのようなアニオンを可逆的に担持できる正極活物質を含有する
。
　上記正極活物質としては、リチウムイオンおよび／又はアニオンを可逆的に担持できる
ものであれば特には限定されず、例えばコークス、ピッチ、樹脂やヤシ殻、おがくずなど
の植物などを出発原料とし、水蒸気、二酸化炭素や水酸化カリウムなどを用いて賦活した
各種活性炭を用いることができる。
【００５５】
　本発明における正極活物質層は、上記正極活物質に、必要に応じて導電材、バインダー
樹脂等を加えて成形したものであり、導電材、バインダー樹脂の種類、組成等は、適宜設
定することができる。
　上記導電材としては、例えば活性炭、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等のカ
ーボンブラック類、黒鉛等の炭素系物質を好適に用いることができる。この導電材の混合
比は、上記活物質の電気伝導度、電極形状等により異なるが、活物質に対して２～４０％
の割合で加えることが好ましい。
　このバインダー樹脂としては、例えば、後述の有機系電解液に不溶のものであればよく
、水を分散媒もしくは溶剤として用いる水系樹脂あるいは、アルコールやＮ－メチルピロ
リドン等の有機溶剤を分散媒もしくは溶剤として用いる非水系樹脂を用いることができる
。例えばＳＢＲ等のゴム系バインダー樹脂、カルボキシメチルセルロース系樹脂は水系樹
脂であり、フェノール樹脂やメラミン樹脂は組成により水系樹脂としても非水系樹脂とし
ても用いることができる。
【００５６】
　また、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂などは、エマルジョン化する
ことにより、水系樹脂として用いることができる。一方、ポリ四フッ化エチレン、ポリフ
ッ化ビニリデン等の含フッ素系樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド・イミド共重合樹脂は
非水系樹脂の代表的な例である。
　これらの中でもフッ素系、水系のＳＢＲ系樹脂、アクリル系樹脂、非水系のフッ素系樹
脂が好ましい。
　バインダー樹脂の混合比は、上記活物質に対して重量基準で１～２０％、好ましくは２
～１０％、特に好ましくは２～５％である。
【００５７】
　本発明において、正極電極層の厚さは、片面で、通常、３０～１５０μｍ、 好ましく
は６０～１００μｍである。
　正極活物質層の厚さは、セルのエネルギー密度を確保できるように負極活物質層との厚
さのバランスで設計されるが、正極活物質層の厚さを薄く出来る程、活物質の有効活用が
可能になり、出力密度を向上させることができるが、活物質層が薄くなり過ぎると、セル
のエネルギー密度が低下してしまうため好ましくなく、工業的生産性も考慮すると、本発
明では、上記正極活物質層の厚さを好適に用いることができる。
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【００５８】
〔Ｅ〕リチウム極
　本発明の有機電解質キャパシタの一例としては、リチウムイオン供給源として、有機電
解質キャパシタ内部に予めリチウム極７を配置する。リチウム極としては、リチウム金属
あるいはリチウム－アルミニウム合金のように、少なくともリチウム金属を含有し、リチ
ウムイオンを供給することのできる物質を用いる。
【００５９】
　有機電解質キャパシタ内部に配置させるリチウム極の量（リチウム金属等のリチウムイ
オンを供給することのできる物質の重量）は所定の負極の静電容量が得られるだけの量が
あれば充分であるが、それ以上の量を配置させた場合はリチウム極７から所定量だけ担持
させた後、リチウム極７を有機電解質キャパシタ内部に残しておいても良い（静電容量の
定義については後述する）。ただし、安全性を考慮すれば必要量のみ配置し、全量を負極
および／又は正極に担持させた方が好適である。
【００６０】
　本発明においては、リチウム極を、導電性多孔体からなるリチウム極集電体上に形成す
ることが好ましいが、リチウム極集電体は用いなくてもよい。ここで、リチウム極集電体
となる導電性多孔体としては、ステンレスメッシュ等のリチウム極と反応しない金属多孔
体を用いることが好ましい。
【００６１】
　リチウム極集電体としてステンレスメッシュ等の導電性多孔体を用いる場合、リチウム
極の少なくとも一部がリチウム極集電体の気孔部に埋め込まれていることが好ましい。好
ましくは、導電性多孔体の気孔部にリチウム極の８０％以上を充填して配置する。これに
より、リチウムイオンが負極に担持された後も、リチウム極の消失によって電極間に生じ
る隙間が少なくなり、有機電解質キャパシタの信頼性をより確実に保持することができる
。
【００６２】
　リチウム極を形成したリチウム極集電体は、負極又は正極に対向するように配置するこ
とが好ましい。例えば図８においては、リチウム極集電体７ａにリチウム金属を圧着した
リチウム極７は、正極１、セパレータ３及び負極２を順次積層した電極積層ユニット６の
下部に配置され三極積層ユニット８が形成されている。図９は、三極積層ユニット８の他
の層構成を示している。また、図９においては、リチウム極集電体７ａにリチウム金属を
圧着したリチウム極７を、電極積層ユニット６の上部及び下部にそれぞれ配置し三極積層
ユニット８を形成している。更に図１０に示す他の例では、リチウム極７を２つの電極積
層ユニット６の真中に配置し三極積層ユニット８を形成している。このように配置するこ
とで、リチウムイオンを負極にスムーズに担持させることができる。
【００６３】
　リチウム極を形成したリチウム極集電体は、電極積層ユニットの断面方向に配置し、負
極端子および／又は正極端子とリチウム極端子を短絡させて負極活物質および／又は正極
活物質にリチウムイオンを担持させることも可能であるが、この場合負極および／又は正
極の幅が長いと電極内での担持むらが大きくなる可能性があるので、セル構成、電極サイ
ズ等を考慮し配置するリチウム極の位置を適宜選択しなければならない。
　本発明の有機電解質キャパシタにおいては、負極および／又は正極に担持させるリチウ
ム極を特定位置に局所的に配置することにより、セル設計上の自由度及び量産性の向上を
可能とするとともに、優れた充放電特性を付与できる。
【００６４】
〔Ｆ〕電解質
　本発明の有機電解質キャパシタに用いる電解質としては、リチウムイオンを移送可能な
電解質を用いる。このような電解質は、通常液状であってセパレータに含浸される。セパ
レータとしては、電解液あるいは電極活物質等に対して耐久性のある連通気孔を有する電
子伝導性のない多孔体等を用いることができる。また、ゲル状または固体状の電解質を用
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いることもできるが、この場合はセパレータを用いない場合もあり、漏液防止としても効
果がある。
　リチウムイオンを移送可能な電解質としては、高電圧でも電気分解を起こさず、リチウ
ムイオンが安定に存在できるという観点から、例えばＬｉＣｌＯ4、ＬｉＡｓＦ6、ＬｉＢ
Ｆ4、ＬｉＰＦ6、Ｌｉ（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ等のリチウム塩を好適に用いることができる。
その場合には、リチウム塩を溶解させる溶媒としては非プロトン性有機溶媒を用いること
が好ましい。
【００６５】
　この非プロトン性有機溶媒としては、例えばエチレンカーボネート、プロピレンカーボ
ネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトン、アセトニ
トリル、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキソラン、塩化メチレン、スルホ
ラン等が挙げられる。更に、これら非プロトン性有機溶媒の二種以上を混合した混合液を
用いることもできる。
　上記の電解質及び溶媒は、充分に脱水された状態で混合され、電解質とするのであるが
、電解液中の電解質の濃度は、電解液による内部抵抗を小さくするため少なくとも０．１
モル／ｌ以上とすることが好ましく、０．５～１．５モル／ｌの範囲内とすることが特に
更に好ましい。
【００６６】
〔Ｇ〕外装容器
　本発明の有機電解質キャパシタの外装容器の材質は特に限定されず、一般に電池または
キャパシタに用いられている種々の材質を用いることができ、鉄、アルミニウム等の金属
材料、プラスチック材料、あるいはそれらを積層した複合材料等を使用できる。また、外
装容器の形状も特に限定されず、円筒型や角型など、用途に応じて適宜選択することがで
きる。有機電解質キャパシタの小型化、軽量化の観点からは、アルミニウムとナイロン、
ポリプロピレンなどの高分子材料とのラミネートフィルムを用いたフィルム型の外装容器
を用いることが好ましい。
　上述のようにフィルム電池では、外装材として例えば、アルミニウム箔の外側にナイロ
ンフィルム、内側に変性ポリプロピレン等の層を接着した３層ラミネートフィルムを用い
ている。ラミネートフィルムは、通常、所定のサイズに深絞りされており、内部に正極、
負極及びセパレータを積層または捲回したユニットを入れて電解液を注液した後、ラミネ
ートフィルムを熱融着等により封止して、蓄電装置とする。その際、ラミネートフィルム
の間からセルの外部へ正極端子（例えば厚さ１００μｍ程度のアルミニウム箔）および負
極端子（例えば厚さ１００μｍのニッケル箔）をそれぞれ出すことが可能である。
【００６７】
　つまり、ラミネートフィルムの封止は正極端子、負極端子を挟み込んだ状態で融着させ
るという簡便な方法でなされるのである。ただし、封止を充分な状態とするため、端子に
は上述のような薄い金属箔を用いたり、端子表面に予めシーラントフィルムを貼る等の工
夫をすることが好ましい。
【００６８】
　図１では、外装容器としてラミネートフィルム４、５を用い、ラミネートフィルム５に
三極積層ユニットの厚み分の深絞りを施しているが、ラミネートフィルム４、５のいずれ
か、または両方に深絞りを施して構わない。図１においては、ラミネートフィルムとして
２枚一組のものを用い、それらを内容物を覆うようにして重ね、重ねた外周部をヒートシ
ールすることにより、内容物を密封している。
　本発明では、図１で用いたようなシート状フィルムに限定されず、筒状や袋状に予め成
型済みのフィルム部材を用いても良い。筒状成型フィルム部材を用いる場合は、相対向す
る２辺をヒートシールすることによって内容物が密封されるし、袋状のフィルム部材を用
いる場合には開口している一辺をヒートシールすることによって、内容物が密封される。
【００６９】
〔Ｈ〕本発明の有機電解質キャパシタの原理
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　従来の電気二重層キャパシタでは、通常、正極、負極に同じ活物質（主に活性炭）をほ
ぼ同量用いている。正極、負極に用いている活物質はセル組立時にはＬｉ／Ｌｉ＋電位基
準で約３Ｖの電位を有しており、充電することにより正極表面にはアニオンが電気二重層
を形成して正極電位は上昇し、一方負極表面にはカチオンが電気二重層を形成して電位が
下降することになる。
【００７０】
　逆に放電時には正極からアニオンが、負極からはカチオンがそれぞれ電解液中に放出さ
れ電位はそれぞれ下降、上昇し、３Ｖ近傍に戻ってくる。つまり、正極、負極の充放電カ
ーブの形は３Ｖを境にほぼ線対称になっており、正極の電位変化量と負極の電位変化量は
ほぼ同じである。また、正極はほぼアニオンのみ、負極はほぼカチオンのみの出入りとな
っている。
【００７１】
　一方、本発明の有機電解質キャパシタでは、正極にはリチウムイオンおよび／又はアニ
オンを可逆的に担持可能な活物質を用いることが好ましい。これには従来の電気二重層キ
ャパシタの正極、負極に用いられている活性炭も含まれる。また、負極にはリチウムイオ
ンを可逆的に担持可能な活物質を用いており、これにはリチウムイオン二次電池に一般的
に用いられている黒鉛等の炭素材料も含まれる。
【００７２】
　本発明の有機電解質キャパシタは充電状態から充電電圧の半分の電圧まで１±０．２５
時間かけて放電した際のセル容量をａ（ｍＡｈ）、充電状態の負極を１．５Ｖ（Ｌｉ／Ｌ
ｉ＋）まで放電させた時の負極容量をｂ（ｍＡｈ）とした時に、０．０９≦ａ／ｂ≦０．
３となるよう正極活物質と負極活物質の比率が制御された設計となっている。
【００７３】
　ここで、本発明においては、静電容量、容量については次のように定義する。セルの静
電容量とはセルの放電カーブの傾きを示し単位はＦ（ファラッド）、セルの単位重量当た
りの静電容量とはセルの静電容量をセル内に充填している正極活物質重量と負極活物質重
量の合計重量にて割った値であり、単位はＦ／ｇ、正極の静電容量とは正極の放電カーブ
の傾きを示し単位はＦ、正極の単位重量当たりの静電容量とは正極の静電容量をセル内に
充填している正極活物質重量にて割った値であり、単位はＦ／ｇ、負極の静電容量とは負
極の放電カーブの傾きを示し単位はＦ、負極の単位重量当たりの静電容量とは負極の静電
容量をセル内に充填している負極活物質重量にて割った値であり、単位はＦ／ｇである。
【００７４】
　更にセル容量とはセルの放電開始電圧と放電終了電圧の差、すなわち電圧変化量とセル
の静電容量の積であり単位はＣ（クーロン）であるが、１Ｃは１秒間に１Ａの電流が流れ
たときの電荷量であるので本特許においては換算してｍＡｈ表示することとした。正極容
量とは放電開始時の正極電位と放電終了時の正極電位の差（正極電位変化量）と正極の静
電容量の積であり単位はＣまたはｍＡｈ、同様に負極容量とは放電開始時の負極電位と放
電終了時の負極電位の差（負極電位変化量）と負極の静電容量の積であり単位はＣまたは
ｍＡｈである。これらセル容量と正極容量、負極容量は一致する。
【００７５】
　また、セルの放電容量は流す電流密度によって変化し、一般的には大きな電流密度にて
放電すると容量は小さくなり、小さな電流密度にて放電すると容量は大きくなる。そこで
本願においては充電状態から充電電圧の半分の電圧まで１±０．２５時間かけて放電でき
る電流にて放電した際の容量をセル容量ａ（ｍＡｈ）と定義した。
【００７６】
　ここで、充電電圧とは、放電容量を得るために設定した電圧である。
通常、市販されているリチウムイオン二次電池は４．２Ｖまで充電し約３Ｖまで放電され
る設計となっている。この時負極は０．５～１．０Ｖ程度まで放電されている。一般的に
リチウムイオン二次電池に使用されている負極は１．５Ｖ以上には容量を有していないの
で、本願においては、充電状態のセルから取り出した負極を１．５Ｖ（Ｌｉ／Ｌｉ＋）ま
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で放電させた時の容量を完全負極容量ｂ（ｍＡｈ）と定義した。
【００７７】
　本発明の有機電解質キャパシタにおいては、上述のセル容量ａ（ｍＡｈ）と完全負極容
量ｂ（ｍＡｈ）に、０．０９≦ａ／ｂ≦０．３となるよう正極活物質と負極活物質の比率
が制御された設計となっている。これにより高い出力特性が得られるのである。
　ここで、正極活物質と負極活物質の比率とは、正極活物質の重量を負極活物質の重量で
割った値である。
　リチウムイオン二次電池においては、用いる電極活物質にもよるが、ほぼａ＝ｂ（すな
わち、ａ／ｂ＝１）となるのが一般的である。つまり、リチウムイオン二次電池では、ａ
／ｂ＝０．０５とは放電深度が５％、ａ／ｂ＝０．３とは放電深度が３０％に相当する。
おそらくリチウムイオン二次電池でもその範囲内での放電においては高い出力が得られる
と思われる。
【００７８】
　一方、本願においては、充電状態から充電電圧の半分の電圧まで１±０．２５時間かけ
て放電できる電流にて放電した際の容量をセル容量ａ（ｍＡｈ）と定義しており、この充
放電条件において正極活物質と負極活物質の比率を適切に制御することにより０．０９≦
ａ／ｂ≦０．３となり、高い出力特性を有した有機電解質キャパシタが得られるのである
。
　ここで、ａ／ｂ＜０．０９の場合、出力特性は高いものの、エネルギー密度が低下して
しまう。また、ａ／ｂ＞０．３の場合、高エネルギー密度が得られるが、出力特性が低下
する。
　上記設計を行う上で、負極および／又は正極に予めリチウムイオンを担持させることに
より、０．０９≦ａ／ｂ≦０．３を達成させるための正極活物質と負極活物質の比率の巾
が広がり好適である。
【００７９】
　更に、負極活物質の単位重量当たりの静電容量が、正極活物質の単位重量当たりの静電
容量の３倍以上であり、かつ、正極活物質重量が負極活物質重量よりも大きい場合、高い
エネルギー密度が得られ好適である。
　本発明の有機電解質キャパシタの一例では、負極容量として必要な容量を得るために所
定量のリチウムイオンを予め負極に担持させた時点で、正極電位が約３Ｖであるのに対し
て負極電位は３Ｖよりも低くなる。
【００８０】
　キャパシタの充電電圧をどこまで高められるかは、正極電位によりほぼ決定される。す
なわち、正極電位が高くなれば電解液の酸化分解が起こるため、そこが限界電位となる。
通常のセル構成を有するキャパシタに比較して、リチウムイオンを予め担持させた構成の
本発明のキャパシタでは、負極電位が低いため正極電位と負極電位の差を大きくとること
ができ、従来の電気二重層キャパシタの耐電圧が２．３～２．７Ｖ程度であるのに対し本
発明の構成では３．６～４．１Ｖ程度と３Ｖ以上に高く設定でき、エネルギー密度を向上
させることができる。
【００８１】
　また、負極電位が低いことによる正極の容量増大も可能になる。即ち、負極電位が低い
ことにより正極の放電における電位変化量を大きくすることが可能となる。具体的には放
電末期の正極電位を３Ｖを下回る値、例えば２Ｖまで下げることも可能となる。これは、
正極では、３Ｖ放電までは主にアニオンの放出が起こり、３Ｖ以下ではリチウムイオンの
ドーピングが起こって電位が低下しているためである。
　従来の電気二重層キャパシタでは放電時に正極電位は約３Ｖまでしか電位が下がらない
が、これはその時点で負極電位も３Ｖとなり、セル電圧が０Ｖになるためである。すなわ
ち、正極電位が２Ｖまで低下できる本発明の構成は３Ｖまでしか低下できない従来の電気
二重層キャパシタの構成より高容量にできる。
【００８２】
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〔Ｉ〕有機電解質キャパシタの製造方法
　以下、本発明の有機電解質キャパシタの製造方法の一例を示す。まず、電極集電体の貫
通孔を導電性材料で塞ぐ。電極集電体の貫通孔を導電性材料で塞ぐ手法は特に限定されず
、ダイ方式、ディッピング方式、スプレー方式などの塗工法や、グラビア、スクリーン、
転写などの印刷法など公知の手法を用いることができる。
【００８３】
　次に、貫通孔を導電性材料で塞がれた電極集電体上に、正極、負極を形成する。正極は
、正極活物質をバインダー樹脂と混合してスラリーとし、正極集電体上にコーティングし
て乾燥させることにより形成する。負極も同様に、負極活物質をバインダー樹脂と混合し
てスラリーとし、負集電体上にコーティングして乾燥させることにより形成する。
　リチウム極は、リチウム金属を導電性多孔体からなるリチウム極集電体上に圧着するこ
とにより形成する。リチウム極集電体の厚さは１０～２００μｍ程度、リチウム金属の厚
さは使用する負極活物質量にもよるが、一般的には５０～３００μｍ程度である。
　電極は乾燥させた後、有機電解質キャパシタの外装容器のサイズにあわせた幅にカット
する。巻き込み型構造の電極積層ユニットを作成する場合は、リボン状にカットする。こ
の際、端子溶接部として引き出し部を有する形状にカットしてもよい。
【００８４】
　ついで、電極を形成した電極集電体を、正極と負極とが互いに直接接触しないようにセ
パレータを挟み込みながら、三極積層ユニットを組み立てる。図１１、１２は電極積層ユ
ニットの展開図であり、端子溶接部の形状と積層方向を示す。図１１は、正極の端子溶接
部と負極の端子溶接部がそれぞれ逆の一辺から出ている例、図１２は、正極の端子溶接部
と負極の端子溶接部が同一辺から出ている例である。ただし、正極と負極の端子の方向は
この２種類に限定されるものではない。
　組み立てた三極積層ユニットの正極集電体の端子溶接部と正極端子、負極集電体および
リチウム極集電体の端子溶接部と負極端子とをそれぞれ超音波溶接等により溶接する。
【００８５】
　外部端子と溶接した三極積層ユニットを外装容器の内部へ設置し、電解質注入口を残し
て熱融着等により外装容器を閉じる。この際、外部端子は、外部回路と接続できるよう、
少なくとも一部を外装容器の外部に露出させた状態とする。外装容器の電解質注入口から
電解質を注入し、外装容器内部に電解質で充填した後、電解質注入口を熱融着等により閉
じ、外装容器を完全に封止することにより、本発明の有機電解質キャパシタが得られる。
【００８６】
　電解液を注入すると、すべての負極とリチウム極が電気化学的に接触し、リチウム極か
ら電解液中に溶出したリチウムイオンは時間の経過とともに、次第に負極に移動し、負極
に担持される。負極へのリチウムイオンの担持に当たっては、負極へのリチウムイオンの
浸入により生じるひずみで負極の変形が発生し、負極の平坦性が損なわれないように、外
部から力を加えて拘束しておくような工夫をすることが好ましい。
　特に、フィルム型電池では、外装容器からの接圧が円筒型や角型電池のような金属ケー
スを用いた電池より弱いので、外部からの圧力を加えて正極、負極の平坦性をとることに
よりセル自身の歪みもなくなり、セル性能が向上し、好ましい。
【００８７】
　以下具体的な実施例により詳細を説明する。
【実施例】
【００８８】
［実施例１］
（負極ＰＡＳスラリーの製造法）
　厚さ０．５ｍｍのフェノール樹脂成形板をシリコニット電気炉中に入れ、窒素雰囲気下
で５００℃まで５０℃／時間の速度で、更に１０℃／時間の速度で６５０℃まで昇温し、
熱処理し、ＰＡＳを合成した。かくして得られたＰＡＳ板をボールミルで粉砕することに
より、平均粒子径が７μｍのＰＡＳ粉体を得た。このＰＡＳ粉体のＨ／Ｃ比は０．２２で



(17) JP 5236765 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

あった。
【００８９】
　次に、上記ＰＡＳ粉体９２重量部、アセチレンブラック粉体４重量部、ＳＢＲ４重量部
、カルボキシメチルセルロース３．２重量部、イオン交換水１２０重量部となる組成にて
充分混合することによりスラリーを得た。
（負極の単位重量当たりの静電容量測定）
　該スラリーを厚さ１８μｍの銅箔片面に固形分にして約７ｍｇ／ｃｍ2程度になるよう
塗工し、乾燥、プレス後ＰＡＳ負極を得た。上記負極を１．５×２．０ｃｍ2サイズに切
り出し、評価用負極とした。負極と、対極として１．５×２．０ｃｍ2サイズ、厚み２５
０μｍの金属リチウムを、厚さ５０μｍのポリエチレン製不織布をセパレーターとして介
し模擬セルを２セル組んだ。参照極として金属リチウムを用いた。電解液としては、プロ
ピレンカーボネートに、１モル／ｌの濃度にＬｉＰＦ6を溶解した溶液を用いた。
【００９０】
　１セルを充電電流１ｍＡにて負極活物質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウムイ
オンを充電し、その後１ｍＡにて１．５Ｖまで放電を行った。放電開始後１分後の負極の
電位から０．２Ｖ電位変化する間の放電時間より負極の単位重量当たりの静電容量を求め
たところ、６５２Ｆ／ｇであった。
　同様に残り１セルに充電電流１ｍＡにて負極活物質重量に対して５００ｍＡｈ／ｇ分の
リチウムイオンを充電し、その後１ｍＡにて１．５Ｖまで放電を行った。放電開始後１分
後の負極の電位から０．２Ｖ電位変化する間の放電時間より負極の単位重量当たりの静電
容量を求めたところ、７４８Ｆ／ｇであった。
【００９１】
（正極活性炭スラリーの製造法）
　ヤシ殻を原料とし、電気炉中に入れ窒素気流下で５０℃／時間の速度９５０℃まで昇温
した後、窒素／水蒸気１：１の混合ガスにより２時間賦活することにより、比表面積１８
６０ｍ2／ｇの活性炭を製造した。該活性炭をボールミル粉砕機で粉砕して平均粒予径が
５μｍの活性炭粉末を得た。
　上記活性炭粉末９２重量部、アセチレンブラック粉体４重量部、ＳＢＲ４重量部、カル
ボキシメチルセルロース１重量部、イオン交換水１５０重量部となる組成にて充分混合す
ることによりスラリーを得た。
（正極の単位重量当たりの静電容量測定）
　該スラリーをカーボン系導電塗料をコーティングした厚さ２０μｍのアルミニウム箔片
面に固形分にして約７ｍｇ／ｃｍ2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後正極を得た。
【００９２】
　上記正極を１．５×２．０ｃｍ2サイズに３枚切り出し、一枚を正極、もう一枚を負極
と参照極とした。正極、負極を厚さ５０μｍの紙製不織布をセパレーターとして介しキャ
パシタの模擬セルを組んだ。正極電解液としては、プロピレンカーボネートに、１モル／
ｌの濃度にトリエチルメチルアンモニウム・テトラフルオロボレート（ＴＥＭＡ・ＢＦ４
）を溶解した溶液を用いた。
　充電電流１０ｍＡにて２．５Ｖまで充電しその後定電圧充電を行い、総充電時間１時間
の後、１ｍＡにて０Ｖまで放電を行った。２．０Ｖ～１．５Ｖ間の放電時間よりセルの単
位重量当たりの静電容量を求めたところ２２Ｆ／ｇであった。また、参照極と正極の電位
差より同様に正極の単位重量当たりの静電容量も求めたところ８８Ｆ／ｇであった。
【００９３】
（負極１の製造法）
　厚さ３２μｍ（気孔率５０％）の銅製エキスパンドメタル（日本金属工業株式会社製）
両面に非水系のカーボン系導電塗料（日本アチソン株式会社製：ＥＢ－８１５）をスプレ
ー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された負極用集電体を得た
。全体の厚み（集電体厚みと導電層厚みの合計）は４９μｍであり貫通孔はほぼ導電塗料
により閉塞された。上記負極のスラリーをロールコーターにて該負極集電体の両面に成形
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し、プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚
さの合計）が１５５μｍの負極１を得た。
【００９４】
（正極１の製造法）
　厚さ３５μｍ（気孔率５０％）のアルミニウム製エキスパンドメタル（日本金属工業株
式会社製）両面に非水系のカーボン系導電塗料（日本アチソン株式会社製：ＥＢ－８１５
）をスプレー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された正極用集
電体を得た。全体の厚み（集電体厚みと導電層厚みの合計）は５２μｍであり貫通孔はほ
ぼ導電塗料により閉塞された。上記正極のスラリーをロールコーターにて該正極集電体の
両面に成形し、プレス後正極全体の厚さ（両面の正極電極層厚さと両面の導電層厚さと正
極集電体厚さの合計）が２１４μｍの正極１を得た。
【００９５】
（セルの作成）
　厚さ１５５μｍの負極１、厚さ２１４μｍの正極１を図１１に示すような形状で電極面
積がそれぞれ、５．０×８．０ｃｍ2になるようにカットし、セパレータとして厚さ３０
μｍのセルロース／レーヨン混合不織布を用いて、図１１に示したように正極集電体、負
極集電体の接続端子との溶接部（以下「接続端子溶接部」という）がそれぞれ反対側にな
るよう配置し、セルの厚みが約４ｍｍになるよう積層したところ、正極、負極の枚数はい
ずれも各８枚となった。
【００９６】
　最上部と最下部はセパレータを配置させて４辺をテープ止めして電極積層ユニットを得
た。負極活物質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ１４０μ
ｍのリチウム金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向す
るように電極積層ユニットの最外部に１枚配置した。負極（８枚）とリチウム金属を圧着
したステンレス網はそれぞれ溶接し、接触させ電極積層ユニットを得た。また、正極活物
質重量は負極活物質重量の０．９７倍である。
【００９７】
　上記電極積層ユニットの正極集電体の端子溶接部（８枚）に、予めシール部分にシーラ
ントフィルムを熱融着した巾１０ｍｍ、長さ３０ｍｍ、厚さ０．２ｍｍのアルミニウム製
正極端子を重ねて超音波溶接した。同様に負極集電体の端子溶接部（８枚）に、予めシー
ル部分にシーラントフィルムを熱融着した巾１０ｍｍ、長さ３０ｍｍ、厚さ０．２ｍｍの
ニッケル製負極端子を重ねて超音波溶接し、縦１０２ｍｍ、横５２ｍｍ、深さ２ｍｍに深
絞りした外装フィルム２枚（トータル４ｍｍのスペース）の内部へ設置した。
【００９８】
　外装ラミネートフィルムの端子部２辺と他の１辺を熱融着した後、電解液としてエチレ
ンカーボネート、ジエチルカーボネートおよびプロピレンカーボネートを重量比で３：４
：１とした混合溶媒に、１モル／ｌの濃度にＬｉＰＦ6を溶解した溶液を真空含浸させた
後、残り１辺を減圧下にて熱融着し、真空封止を行うことによりフィルム型キャパシタを
３セル組立てた（セル厚みは４．０ｍｍ）。
【００９９】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなってい
たことから、負極活物質の単位重量当たりに６５０Ｆ／ｇ以上の静電容量を得るためのリ
チウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たりの
静電容量比は７．４１となる。
【０１００】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイ
クルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１０５ｍＡｈであった（放電時間は
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１．０５時間）。また、セルの縦長さを１００ｍｍ、横長さを５０ｍｍとした時のエネル
ギー密度は１４．０Ｗｈ／ｌであった。
【０１０１】
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。次い
で、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１００ｍ
Ａの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは８枚の
放電容量の合計で４９７ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は５７ｍＡｈであった。
結果を表１に示す。
【０１０２】

【表１】

【０１０３】
［実施例２］
　プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚さ
の合計）が１８８μｍとなるように塗工された負極２と、プレス後正極全体の厚さ（両面
の正極電極層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計）が２０９μｍとなるよう
に塗工された正極２を用いる以外は実施例１と同様にフィルム型キャパシタを３セル組立
てた。
　正極、負極の枚数は各８枚であり、セルの厚みは４．３ｍｍであった。また、負極活物
質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ１８０μｍのリチウム
金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極
積層ユニットの最外部に１枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物質重量の０．７
２倍である。
【０１０４】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、それぞれ１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無く
なっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに６５０Ｆ／ｇ以上の静電容量を得る
ためのリチウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量
当たりの静電容量比は７．４１となる。
【０１０５】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイ
クルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１０４ｍＡｈであった（放電時間は
１．０４時間）。また、セルの縦長さを１００ｍｍ、横長さを５０ｍｍとした時のエネル
ギー密度は１３．１Ｗｈ／ｌであった。
【０１０６】
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
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ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。次い
で、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１００ｍ
Ａの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは８枚の
放電容量の合計で７０６ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は５９ｍＡｈであった。
結果を表２に示す。
【０１０７】
【表２】

【０１０８】
［比較例４］
　プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚さ
の合計）が１３７μｍとなるように塗工された負極３と、プレス後正極全体の厚さ（両面
の正極電極層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計）が２１９μｍとなるよう
に塗工された正極３を用いる以外は実施例１と同様にフィルム型キャパシタを３セル組立
てた。
　正極、負極の枚数は各８枚であり、セルの厚みは３．９ｍｍであった。また、負極活物
質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ１１０μｍのリチウム
金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極
積層ユニットの最外部に１枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物質重量の１．２
１倍である。
【０１０９】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、それぞれ１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無く
なっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに６５０Ｆ／ｇ以上の静電容量を得る
ためのリチウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量
当たりの静電容量比は７．４１となる。
【０１１０】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。
　この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイクルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１
０５ｍＡｈであった（放電時間は１．０５時間）。また、セルの縦長さを１００ｍｍ、横
長さを５０ｍｍとした時のエネルギー密度は１５．７Ｗｈ／ｌであった。
【０１１１】
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。次い
で、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１００ｍ
Ａの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは８枚の
放電容量の合計で４０１ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
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その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は５５ｍＡｈであった。
結果を表３に示す。
【０１１２】
【表３】

【０１１３】
（比較例１）
　プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚さ
の合計）が１１６μｍとなるように塗工された負極４と、プレス後正極全体の厚さ（両面
の正極電極層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計）が２２７μｍとなるよう
に塗工された正極４を用いる以外は実施例１と同様にフィルム型キャパシタを３セル組立
てた。正極、負極の枚数は各８枚であり、セルの厚みは３．８ｍｍであった。
　また、負極活物質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ９０
μｍのリチウム金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向
するように電極積層ユニットの最外部に１枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物
質重量の１．６６倍である。
【０１１４】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、それぞれ１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無く
なっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに６５０Ｆ／ｇ以上の静電容量を得る
ためのリチウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量
当たりの静電容量比は７．４１となる。
【０１１５】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイ
クルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１０６ｍＡｈであった（放電時間は
１．０６時間）。
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。
【０１１６】
　次いで、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１
００ｍＡの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは
８枚の放電容量の合計で２９８ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は４９ｍＡｈであった。
結果を表４に示す。
【０１１７】
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【表４】

【０１１８】
（比較例２）
　プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚さ
の合計）が１０１μｍとなるように塗工された負極５と、プレス後正極全体の厚さ（両面
の正極電極層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計）が２４１μｍとなるよう
に塗工された正極５を用いる以外は実施例１と同様にフィルム型キャパシタを３セル組立
てた。正極、負極の枚数は各８枚であり、セルの厚みは３．７ｍｍであった。
　また、負極活物質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ７０
μｍのリチウム金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向
するように電極積層ユニットの最外部に１枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物
質重量の２．３３倍である。
【０１１９】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、それぞれ１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無く
なっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに６５０Ｆ／ｇ以上の静電容量を得る
ためのリチウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量
当たりの静電容量比は７．４１となる。
【０１２０】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。
　この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイクルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１
０５ｍＡｈであった（放電時間は１．０５時間）。また、セルの縦長さを１００ｍｍ、横
長さを５０ｍｍとした時のエネルギー密度は１６．５Ｗｈ／ｌであった。
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。
【０１２１】
　次いで、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１
００ｍＡの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは
８枚の放電容量の合計で２２２ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は４１ｍＡｈであった。
結果を表５に示す。
【０１２２】
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【表５】

【０１２３】
［実施例４］
　プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚さ
の合計）が２３３μｍとなるように塗工された負極６と、プレス後正極全体の厚さ（両面
の正極電極層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計）が２０５μｍとなるよう
に塗工された正極６を用いる以外は実施例１と同様にフィルム型キャパシタを３セル組立
てた。正極、負極の枚数は各８枚であり、セルの厚みは４．７ｍｍであった。
　また、負極活物質重量に対して５００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ１５
０μｍのリチウム金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対
向するように電極積層ユニットの上下に２枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物
質重量の０．５３倍である。
【０１２４】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、それぞれ１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無く
なっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに７４８Ｆ／ｇ以上の静電容量を得る
ためのリチウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量
当たりの静電容量比は８．５０となる。
【０１２５】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。
　この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイクルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１
０２ｍＡｈであった（放電時間は１．０２時間）。また、セルの縦長さを１００ｍｍ、横
長さを５０ｍｍとした時のエネルギー密度は１２．４Ｗｈ／ｌであった。
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。
【０１２６】
　次いで、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１
００ｍＡの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは
８枚の放電容量の合計で１０９８ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は６１ｍＡｈであった。
結果を表６に示す。
【０１２７】
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【表６】

【０１２８】
［実施例５］
（負極難黒鉛化炭素スラリーの製造法）
　平均粒子径２０μｍの粒状フェノール樹脂（カネボウ株式会社製：ベルパールＲ８００
）を電気炉にて窒素ガス雰囲気中で５０℃／時間の昇温速度で６００℃まで昇温し、該温
度で５時間保持した後、更に８０℃／時間の昇温速度で１２００℃まで昇温し、該温度で
１０時間保持した後冷却し、難黒鉛化炭素試料を作製した。
　かくして得られた試料をボールミルで粉砕することにより粒径を調整し、平均粒子径が
１５μｍの難黒鉛化炭素粉末を得た。該粉末のＢＥＴ法による比表面積値は８ｍ2／ｇで
あった。
　該難黒鉛化炭素粉末９２重量部、アセチレンブラック粉体４重量部、ＳＢＲ４重量部、
カルボキシメチルセルロース１．２重量部、イオン交換水１２０重量部となる組成にて充
分混合することによりスラリーを得た。
【０１２９】
（負極の単位重量当たりの静電容量測定）
　該負極難黒鉛化炭素スラリーを厚さ１８μｍの銅箔片面に固形分にして約７ｍｇ／ｃｍ
2程度になるよう塗工し、乾燥、プレス後難黒鉛化炭素負極を得た。上記負極を１．５×
２．０ｃｍ2サイズに４枚切り出し、評価用負極とした。
　負極と、対極として１．５×２．０ｃｍ2サイズ、厚み２００μｍの金属リチウムを、
厚さ５０μｍのポリエチレン製不織布をセパレーターとして介し模擬セルを組んだ。参照
極として金属リチウムを用いた。電解液としては、プロピレンカーボネートに、１モル／
ｌの濃度にＬｉＰＦ6を溶解した溶液を用いた。
　充電電流１ｍＡにて負極活物質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウムイオンを充
電し、その後１ｍＡにて１．５Ｖまで放電を行った。放電開始後１分後の負極の電位から
０．２Ｖ電位変化する間の放電時間より負極の単位重量当たりの静電容量を求めたところ
、８４２６Ｆ／ｇであった。
【０１３０】
（負極７の製造法）
　厚さ３２μｍ（気孔率５０％）の銅製エキスパンドメタル（日本金属工業株式会社製）
両面に非水系のカーボン系導電塗料（日本アチソン株式会社製：ＥＢ－８１５）をスプレ
ー方式にてコーティングし、乾燥することにより導電層が形成された負極用集電体を得た
。
　全体の厚み（集電体厚みと導電層厚みの合計）は４９μｍであり貫通孔はほぼ導電塗料
により閉塞された。上記難黒鉛化炭素スラリーをロールコーターにて該負極集電体の両面
に成形し、プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集
電体厚さの合計）が１６８μｍの負極７を得た。
【０１３１】
（セルの作成）
　厚さ１６８μｍの該負極７と、実施例１と同様にプレス後正極全体の厚さ（両面の正極
電極層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計）が１９７μｍとなるように塗工
された正極７を用いる以外は実施例１と同様にフィルム型キャパシタを３セル組立てた。
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正極、負極の枚数は各８枚であり、セルの厚みは４．０ｍｍであった。
　また、負極活物質重量に対して４００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ１５
０μｍのリチウム金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対
向するように電極積層ユニットの最外部に１枚配置した。また、正極活物質重量は負極活
物質重量の０．７８倍である。
【０１３２】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無くなってい
たことから、負極活物質の単位重量当たりに８４２０Ｆ／ｇ以上の静電容量を得るための
リチウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量当たり
の静電容量比は９５．８となる。
【０１３３】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。
　この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイクルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１
０７ｍＡｈであった（放電時間は１．０７時間）。また、セルの縦長さを１００ｍｍ、横
長さを５０ｍｍとした時のエネルギー密度は１４．４Ｗｈ／ｌであった。
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。
【０１３４】
　次いで、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１
００ｍＡの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは
８枚の放電容量の合計で９２７ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は６８ｍＡｈであった。
結果を表７に示す。
【０１３５】
【表７】

【０１３６】
（比較例３）
　プレス後負極全体の厚さ（両面の負極電極層厚さと両面の導電層厚さと負極集電体厚さ
の合計）が４５３μｍとなるように塗工された負極８と、プレス後正極全体の厚さ（両面
の正極電極層厚さと両面の導電層厚さと正極集電体厚さの合計）が２００μｍとなるよう
に塗工された正極８を用いる以外は実施例１と同様にフィルム型キャパシタを３セル組立
てた。
　正極、負極の枚数は各８枚であり、セルの厚みは６．７ｍｍであった。また、負極活物
質重量に対して５００ｍＡｈ／ｇ分のリチウム金属としては、厚さ２５５μｍのリチウム
金属箔を厚さ８０μｍのステンレス網に圧着したものを用い、負極と対向するように電極
積層ユニットの上下に２枚配置した。また、正極活物質重量は負極活物質重量の０．２３
倍である。
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【０１３７】
（セルの特性評価）
　１４日間室温にて放置後、それぞれ１セル分解したところ、リチウム金属は完全に無く
なっていたことから、負極活物質の単位重量当たりに７４８Ｆ／ｇ以上の静電容量を得る
ためのリチウムイオンが予備充電されたと判断した。負極活物質と正極活物質の単位重量
当たりの静電容量比は８．５０となる。
【０１３８】
　また、残った２セルを１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った。次いで、１００
ｍＡの定電流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この３．６Ｖ－１．８Ｖのサイ
クルを繰り返し、３回目の放電容量は２セルの平均で１０３ｍＡｈであった（放電時間は
１．０３時間）。また、セルの縦長さを１００ｍｍ、横長さを５０ｍｍとした時のエネル
ギー密度は８．３０Ｗｈ／ｌであった。
【０１３９】
　セル容量の評価後、１セルは１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充
電し、その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、アルゴ
ンボックス内にて正極と負極が短絡しないように分解し、８枚の負極を取り出した。次い
で、各負極を作用極、対極と参照極にリチウム金属を用いて３極セルを試作し、１００ｍ
Ａの定電流にて負極電位が１．５Ｖになるまで放電したところ、完全負極容量ｂは８枚の
放電容量の合計で２６２５ｍＡｈであった。
　残り１セルについては１０００ｍＡの定電流でセル電圧が３．６Ｖになるまで充電し、
その後３．６Ｖの定電圧を印加する定電流－定電圧充電を１時間行った後、１０Ａの定電
流でセル電圧が１．８Ｖになるまで放電した。この時の放電容量は５６ｍＡｈであった。
結果を表８に示す。
【０１４０】
【表８】

【０１４１】
　比較例３のように０．０５＞ａ／ｂでは、１０Ａ放電での容量保持率は高いものの、負
極の厚みが厚くなりエネルギー密度が大きく低下した。
【符号の説明】
【０１４２】
　１：正極、１ａ：正極集電体、１ｃ：正極端子、２：負極、２ａ：負極集電体、２ｃ：
負極端子、３：セパレータ、４、５：ラミネートフィルム、６：電極積層ユニット、７：
リチウム極、７ａ：リチウム極集電体、８：三極積層ユニット、９ａ、９ｂ：導線Ａ，Ｂ
，及びＣ熱融着部、Ａ'：端子接続部、Ｂ'：端子溶接部。
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