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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極箔と陰極箔とを備えたコンデンサ素子を作製し、
　前記コンデンサ素子に、導電性固体の粒子またはその凝集体が分散溶媒に分散された分
散液を含浸させることにより、前記コンデンサ素子内に導電性固体の粒子またはその凝集
体を有する導電性固体層を形成し、
　前記導電性固体層が形成されたコンデンサ素子に支持塩を含有しない溶媒を含浸させる
電解コンデンサの製造方法であって、
　前記溶媒は、γ－ブチロラクトン及びスルホランからなる群から選ばれる少なくとも１
種を含有する電解コンデンサの製造方法。
【請求項２】
　前記導電性固体は、ポリチオフェン及びその誘導体からなる群から選ばれる少なくとも
１種を含有する請求項１に記載の電解コンデンサの製造方法。
【請求項３】
　陽極箔と陰極箔とを備えたコンデンサ素子を有し、
　前記コンデンサ素子内に、前記コンデンサ素子に導電性固体の粒子またはその凝集体を
有する分散液を含浸させることにより形成される導電性固体層と、支持塩を含有しない溶
媒とが充填された電解コンデンサであって、
　前記溶媒は、γ－ブチロラクトン及びスルホランからなる群から選ばれる少なくとも１
種を含有する電解コンデンサ。
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【請求項４】
　前記導電性固体は、ポリチオフェン及びその誘導体からなる群から選ばれる少なくとも
１種を含有する請求項３に記載の電解コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電解コンデンサに関し、より詳しくは陽極箔と陰極箔とを備えたコンデンサ
素子内に導電性固体層が形成された電解コンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器のデジタル化に伴い、それに使用されるコンデンサにも小型、大容量で高周波
領域における等価直列抵抗（以下、ＥＳＲという）の小さいものが求められるようになっ
てきている。
【０００３】
　高周波領域におけるＥＳＲを低減するために、電解質として従来の駆動用電解液よりも
高い電気電導度を有するポリピロール、ポリチオフェンあるいはこれらの誘導体からなる
導電性高分子等の電気伝導性材料を陰極材として用いた固体電解コンデンサが知られてい
る（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　また、大容量化に対応するために、陽極箔と陰極箔との間にセパレータを介在させて巻
回した巻回形のコンデンサ素子や、陽極箔と陰極箔とを複数枚積層した積層形のコンデン
サ素子内に上記のような導電性高分子からなる導電性固体層を充填した構成を有する固体
電解コンデンサが製品化されてきている。
【０００５】
　しかしながら、上記従来の固体電解コンデンサにおいては、電解質として陽極箔上に形
成されている誘電体皮膜の修復性に乏しい導電性高分子が用いられているため、漏れ電流
が高くなりやすい。すなわち、電解液を充填した電解コンデンサでは電解液が誘電体皮膜
の損傷部と接触するため、定格電圧が印加された際に電解液中のイオン性化合物である支
持塩から生じた酸素による酸化反応で損傷部が修復されるが、導電性固体層を充填した固
体電解コンデンサではイオンの移動が実質的に殆どないため、上記のような修復作用を期
待することができない。
　このため、導電性高分子からなる導電性固体層と電解液の両方をコンデンサ素子内に充
填した固体電解コンデンサが提案されている（例えば、特許文献２）。
【０００６】
　上記のような導電性高分子からなる導電性固体層と電解液の両方をコンデンサ素子内に
充填した固体電解コンデンサは、例えば、誘電体皮膜が形成された陽極箔と、陰極箔とを
、セパレータを介して巻回してなるコンデンサ素子に、ピロール、チオフェンあるいはこ
れらの誘導体からなる重合性モノマー、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム等の酸化
剤、及びナフタレンスルホン酸等のドーパント剤を含有する重合液を含浸させ、前記重合
性モノマーをコンデンサ素子内で酸化重合させることにより導電性高分子層を形成させた
後、有機アミン塩などの支持塩が溶解された電解液をコンデンサ素子内に含浸させること
により作製されている。
【特許文献１】特許第３０４０１１３号公報
【特許文献２】特開２００６－１００７７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、電解コンデンサは、定格電圧を超えた過電圧が印加されても短絡あるいは短
絡に基づく発火を生じないことが求められている。従来の電解コンデンサにおいては、封
口体などにより外装ケースを封口して内部で発生したガスが放出されないようにする構造
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が採用されているが、過電圧印加時においてコンデンサ素子本体の短絡を防止できれば、
更に高い安全性を確保することができる。
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、過電圧が印加された場合でも
、短絡が生じにくく、安全性に優れた電解コンデンサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、陽極箔と陰極箔とを備えたコンデンサ素子を作製し、
　前記コンデンサ素子に、導電性固体の粒子またはその凝集体が分散溶媒に分散された分
散液を含浸させることにより、前記コンデンサ素子内に導電性固体の粒子またはその凝集
体を有する導電性固体層を形成し、
　前記導電性固体層が形成されたコンデンサ素子に支持塩を含有しない溶媒を含浸させる
電解コンデンサの製造方法である。
　上記製造方法によれば、予め形成した導電性固体の粒子等を分散させた分散液がコンデ
ンサ素子に含浸されるため、コンデンサ素子内に薄膜の導電性固体の粒子等を有する導電
性固体層を均一に形成することができ、高い導電性を確保することができる。また、コン
デンサ素子内で導電性固体層が形成されないため、誘電体皮膜に酸化剤や酸化重合による
損傷部が生ずることがない。さらに、誘電体皮膜全体が均一に導電性固体層で被覆される
ため、導電性固体層で誘電体皮膜を保護することができ、熱等による誘電体皮膜の損傷の
程度を抑えることができる。このため、損傷部に起因する短絡を防止することができる。
そして、導電性固体層を形成した後、コンデンサ素子内に溶媒が添加されるが、前記溶媒
は支持塩を含有する電解液に比べて、過電圧印加時の導電性固体層の熱劣化を抑えること
ができる。よって、過電圧が印加されても短絡の発生が抑えられ、安全性に優れた電解コ
ンデンサを作製することができる。
【０００９】
　また、本発明は、陽極箔と陰極箔とを備えたコンデンサ素子を有し、前記コンデンサ素
子内に、前記コンデンサ素子に導電性固体の粒子またはその凝集体を有する分散液を含浸
させることにより形成される導電性固体層と、支持塩を含有しない溶媒とが充填された電
解コンデンサである。
　上記電解コンデンサによれば、予め形成した導電性固体の粒子等が分散溶媒に分散され
た分散液をコンデンサ素子に含浸させることによって導電性固体層が形成されるため、酸
化剤や重合反応による誘電体皮膜の損傷部を生ずることなく、導電性固体の粒子等を有す
る導電性固体層をコンデンサ素子内に均一に形成することができる。そして、上記導電性
固体層が形成されたコンデンサ素子内に、支持塩を含有しない溶媒が充填されているため
、過電圧印加時の導電性固体層の熱劣化を抑えることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、過電圧が印加されても短絡の発生が抑えられる安全性に優れた電解コ
ンデンサを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は、本発明の実施の形態に係るコンデンサ素子の一例を示す概略構成図である。巻
回形のコンデンサ素子７は、アルミニウム、タンタル、ニオブ、チタン等の弁作用金属か
らなる箔に粗面化のためのエッチング処理及び誘電体皮膜形成のための化成処理を施した
陽極箔１と、対向陰極箔２とからなる一対の電極箔をセパレータ３を介して巻き取ること
により作製される。これらは、巻き取られた後、巻き止めテープ４により固定される。前
記陽極箔１及び対向陰極箔２にはそれぞれ、リードタブ６１，６２を介してリード線５１
，５２が取り付けられている。
【００１２】
　本実施の形態の電解コンデンサの製造にあたっては、上記のコンデンサ素子に導電性固
体の粒子等が分散された分散液を含浸させることにより、コンデンサ素子内に導電性固体
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の粒子等を有する薄層の導電性固体層を平面状に形成し、該導電性固体層が形成されたコ
ンデンサ素子に支持塩を含有しない溶媒が含浸される。
【００１３】
　既述したように、導電性高分子等からなる導電性固体層は電解液に比べて導電性に優れ
るが、重合性モノマー、酸化剤、及びドーパント剤を含有する重合液をコンデンサ素子内
に含浸させ、コンデンサ素子内で導電性固体層が形成される従来の電解コンデンサでは、
酸化剤及び重合反応により誘電体皮膜に損傷部が発生しやすくなるとともに、電極箔等の
表面上で形成される導電性固体層が不均一となりやすい。図５は、従来法によるコンデン
サ素子内で酸化重合を１回行うことにより導電性固体層が形成された陽極箔表面を走査型
電子顕微鏡により観察した写真である。なお、図は、導電性固体層は剥離しやすいことか
ら、陰極箔やセパレータとの接触が少ない陽極箔の自由表面（陰極箔やセパレータと直接
接触していない部分の表面）を観察したものである。この図に示すように、導電性固体層
は、導電性高分子が陽極箔上で海綿状の不均一な膜として形成されていることが分かる。
ＥＳＲの低減には陽極箔表面の導電性固体層を多くする必要がある。このため、実際の製
造工程においては、酸化重合を繰り返す必要があり、さらに損傷部が増加するとともに、
導電性固体層の厚膜化が進行する。このような酸化重合による損傷部の発生と、厚い導電
性固体層の不均一な被覆とにより、過電圧印加時に短絡が発生しやすくなっていると考え
られる。
【００１４】
　これに対して、本実施の形態の製造方法により形成される導電性固体層は、予め形成し
た導電性固体の粒子等が分散された分散液がコンデンサ素子に含浸されるため、酸化剤及
び重合反応による誘電体皮膜の損傷部が発生せず、また導電性固体層は均一な平面状に形
成される。図４は、本実施の形態の製造方法を用いて導電性固体層を形成した陽極箔の表
面を図５と同様に走査型電子顕微鏡により観察した写真である。図に示すように、導電性
固体層は、陽極箔の表面全体に均一に形成されているとともに、平面状の膜であることが
分かる。従って、導電性固体層の導電性が十分に確保されるだけでなく、誘電体皮膜を保
護する機能も有している。このため、支持塩を用いず、溶媒のみを含浸させた電解コンデ
ンサとしても、ＥＳＲが低く、漏れ電流が小さいだけでなく、耐熱性にも優れた電解コン
デンサを得ることができる。そして、上記方法によれば、酸化剤及び重合反応によって誘
電体皮膜に損傷部が発生しないため、該損傷部に起因する短絡の発生も抑えられる。また
、コンデンサ素子内で導電性固体層が形成されないため、酸化重合後の洗浄、乾燥工程も
不要となり、簡易な方法により電解コンデンサを製造することができる。
【００１５】
　本実施の形態において、コンデンサ素子内に充填する導電性固体の粒子等の充填量は、
薄層の導電性固体層を電極箔等の表面全体に均一に形成するためにも、コンデンサ素子内
の空隙量に対して、５～５５体積％が好ましい。充填量が５体積％以上であれば、電極箔
等の表面全体に導電性固体層を緻密に形成することができ、十分な導電性を確保すること
ができる。また、充填量が５５体積％以下であれば、導電性固体層の厚みを抑えることが
できるとともに、溶媒を充填するためのコンデンサ素子内の空隙量を十分確保することが
できるため、低い漏れ電流を達成することができる。
【００１６】
　本実施の形態において、導電性固体層の厚さは、１０μｍ以下が好ましく、２～１０μ
ｍがより好ましい。導電性固体層の厚さが１０μｍ以下であれば、導電性固体層のひび割
れを抑えることができ、実装時及び長期使用時の漏れ電流を改善することができる。なお
、導電性固体の粒子等の充填量及び導電性固体層の厚みは、分散液の濃度と含浸回数によ
り調整することができる。
【００１７】
　本実施の形態において、導電性固体としては、具体的には、例えば、二酸化マンガン、
７，７，８，８－テトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱ）、導電性高分子等が挙げられる
。これらの中でも、導電性に優れる導電性高分子が好ましい。このような導電性高分子と
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しては、その電気伝導度の高さから、ポリピロール、ポリチオフェン及びこれらの誘導体
が好ましく、ポリチオフェン及びこれらの誘導体がより好ましい。これらは単独または複
数混合して用いてもよい。特に、ポリエチレンジオキシチオフェンは、非常に高い電気伝
導度を有するため好ましい。導電性高分子からなる導電性固体の粒子等を形成する方法と
しては、特に限定されず、従来公知の気相重合法、電解酸化重合法、化学酸化重合法等を
用いることができる。導電性固体は、粒子であってもよいし、粒子が凝集した凝集体であ
ってもよい。特に、導電性高分子の粒子は、製造時や分散液の調製時に、一部の粒子が凝
集した状態となる場合がある。
【００１８】
　導電性固体の粒子等を分散させる分散溶媒は、導電性固体の粒子等の溶解度が低いか、
または導電性固体の粒子等を溶解しないものが好ましい。これにより導電性固体の粒子等
の大部分、好ましくは全てが溶解していない分散液を調製することができる。ポリピロー
ル、ポリチオフェン等の導電性高分子からなる導電性固体は殆どの溶媒に不溶であるため
、有機溶媒、無機溶媒の制限なく使用することができるが、取り扱い性や導電性固体の粒
子等の分散性を考慮すると、水または水を主として含有する分散溶媒が好ましい。
【００１９】
　分散液中の導電性固体の粒子等の濃度は、特に限定されるものではないが、１～３０質
量％が好ましい。濃度が１質量％以上であれば、少ない含浸回数で十分な量の導電性固体
層を形成することができ、生産性を向上することができる。濃度が３０質量％以下であれ
ば、薄層の導電性固体層で均一に電極箔等の表面を被覆することができる。より均一な導
電性固体層を形成するためには、濃度は３～２０質量％が好ましい。導電性固体が導電性
高分子からなる場合の分散液は、導電性高分子の粒子等を分散溶媒に分散させてもよいし
、分散溶媒中で重合性モノマーを重合させることにより導電性高分子の粒子等を調製して
もよい。後者の場合、重合反応後に、未反応の重合性モノマーや不純物、不要物を除去す
ることが好ましい。
【００２０】
　コンデンサ素子に導電性固体の粒子等を分散させた分散液を含浸させる方法としては、
特に限定されるものではないが、含浸の操作が比較的容易であることから、コンデンサ素
子を分散液に浸漬させる方法が好ましい。浸漬時間は、コンデンサ素子のサイズにもよる
が、数秒～数時間が好ましく、１～３０分がより好ましい。また、浸漬温度は、０～８０
℃が好ましく、１０～４０℃がより好ましい。なお、含浸を促進するため、含浸は３０～
１００ｋＰａの減圧下で行うことが好ましく、８０～１００ｋＰａの減圧下で行うことが
より好ましい。さらに、含浸を促進させるため及び分散液中の導電性固体の粒子等の分散
状態を均一に保つため、超音波処理を行いながら分散液をコンデンサ素子に含浸させても
よい。
【００２１】
　上記のようにして導電性固体の粒子等をコンデンサ素子に充填させたコンデンサ素子は
、コンデンサ素子内部の分散溶媒を除去するため、乾燥することが好ましい。乾燥は、従
来公知の乾燥炉を用いて行うことができる。乾燥温度は、８０～３００℃が好ましく、水
系の分散溶媒が用いられる場合には、１００～２００℃がより好ましい。
【００２２】
　上記の分散液の含浸及び乾燥は、厚さの均一な導電性固体層を形成するために複数回繰
り返されてもよい。分散液の含浸及び乾燥を複数回繰り返すことにより、導電性固体の粒
子等を有する導電性固体層が電極箔等の表面を緻密に被覆し、さらに過電圧印加時の短絡
を抑えることができる。
【００２３】
　次に、上記のようにして導電性固体層が形成されたコンデンサ素子に支持塩を含有しな
い溶媒を含浸させる。これにより、コンデンサ素子内に充填された導電性固体の粒子等を
有する導電性固体層の間に溶媒が充填される。本実施の形態によれば、薄層の導電性固体
層が均一に電極箔等の表面上に形成されているため、誘電体皮膜が導電性固体層によって
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保護されるとともに、該導電性固体層が含浸された溶媒により均一に被覆される。上記支
持塩を含有しない溶媒を導電性固体の粒子等からなる導電性固体層を形成したコンデンサ
素子に含浸させることにより、支持塩を含有する電解液をコンデンサ素子に含浸させた場
合と比べて過電圧印加時の短絡が抑制できる理由は現在のところ必ずしも明らかではない
が、溶媒を含浸させた場合の導電性固体層の熱劣化が、電解液を含浸させた場合のそれに
比べて抑えられているためと考えられる。すなわち、従来の電解コンデンサでは、誘電体
皮膜の損傷部を修復するために支持塩を含有する電解液を含浸させているが、支持塩を含
有させていない溶媒はこのような電解液よりも大きな熱容量を有すると推測される。この
ため、支持塩を含有しない溶媒を含浸させた場合、電解液を含浸させた場合よりも、過電
圧印加時に導電性固体層の温度上昇を緩和することができ、それによって導電性固体層の
熱劣化が抑制され、短絡の発生を抑制できると考えられる。しかも、上記のようにして作
製される電解コンデンサは、薄層の導電性固体層が均一に形成されているため、支持塩が
なくても実用上問題ない程度の初期特性及び耐熱性を確保できる。
【００２４】
　溶媒は、従来公知の電解コンデンサ用の溶媒を特に制限なく使用することができる。好
適な溶媒としては、具体的には、例えば、γ－ブチロラクトン、スルホラン、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、エチルメチルカーボネー
ト、アセトニトリル、プロピオニトリル、ジメチルホルムアルデヒド、ジエチルホルムア
ルデヒド、水、シリコーンオイル、またはこれらの混合溶媒が挙げられる。これらの中で
も、γ－ブチロラクトン、スルホラン、またはこれらの混合溶媒が好ましい。
【００２５】
　溶媒を導電性固体層が形成されたコンデンサ素子に含浸させる方法としては、特に限定
されるものではないが、含浸の操作が比較的容易であることから、導電性固体層が形成さ
れたコンデンサ素子を溶媒に浸漬させる方法が好ましい。浸漬時間は、コンデンサ素子の
サイズにもよるが、１秒～数時間が好ましく、１～５分がより好ましい。また、浸漬温度
は、０～８０℃が好ましく、１０～４０℃がより好ましい。なお、含浸を促進するため、
含浸は減圧下で行うことが好ましい。
【００２６】
　以上のようにしてコンデンサ素子に導電性固体の粒子等を有する導電性固体層と溶媒と
を充填した後、図２に示すように、コンデンサ素子７を有底筒状のアルミニウム製ケース
８に収納する。そして、アルミニウム製ケース８の開口部にゴムパッキング９を装着する
とともに、アルミニウム製ケース８に絞り加工及びカーリング加工を施した後、定格電圧
を印加しながら、例えば約１２５℃で約１時間のエージング処理を行うことにより、電解
コンデンサを製造することができる。
　なお、上記実施の形態では、陽極箔と陰極箔とがセパレータを介して巻回された構造を
有する巻回形のコンデンサ素子を用いた例について説明されたが、陽極箔と陰極箔とを複
数枚積層させた構造を有する積層形のコンデンサ素子にも本発明を適用することができる
。
【００２７】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
【実施例】
【００２８】
　（実施例１）
　誘電体皮膜を有する陽極箔と、陰極箔とからなる一対の電極箔をセパレータを介して巻
回して、完成寸法（アルミニウム製ケースに収納した状態での電解コンデンサの外形寸法
）がφ１０ｍｍ×Ｈ１０．５ｍｍとなる、定格４Ｖ－１２００μＦのコンデンサ素子を作
製した。上記のようにして作製したコンデンサ素子を、ドーパント剤を含有するポリエチ
レンジオキシチオフェン粒子が水に分散された分散液（濃度：１０質量％）に、２５℃で
１分間、８９ｋＰａの減圧下で浸漬し、分散液をコンデンサ素子に含浸させた。含浸後、
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コンデンサ素子を分散液から取り出し、１２５℃の乾燥炉に入れ、コンデンサ素子を乾燥
させた。次に、導電性固体層を形成したコンデンサ素子を、γ－ブチロラクトンの溶媒に
、２５℃で１０秒間、減圧下で浸漬し、γ－ブチロラクトンをコンデンサ素子に含浸させ
た。
　ついで、導電性固体層及び溶媒を充填したコンデンサ素子をアルミニウム製ケースに収
納した。そして、アルミニウム製ケースの開口部にゴムパッキングを装着し、アルミニウ
ム製ケースに絞り加工及びカーリング加工を施した後、定格電圧の１．１５倍の電圧を印
加しながら、約１２５℃で約１時間エージングすることにより、電解コンデンサを作製し
た。
【００２９】
　（実施例２）
　溶媒として、スルホランを用いた以外は、実施例１と同様にして、電解コンデンサを作
製した。
【００３０】
　（比較例１）
　溶媒の代わりに、ボロジサリチル酸トリメチルアミンをγ－ブチロラクトンに溶解させ
た電解液（濃度：１２質量％）を用いた以外は、実施例１と同様にして、電解コンデンサ
を作製した。
【００３１】
　（比較例２）
　溶媒の代わりに、ボロジサリチル酸トリメチルアミンをγ－ブチロラクトンに溶解させ
た電解液（濃度：１５質量％）を用いた以外は、実施例１と同様にして、電解コンデンサ
を作製した。
【００３２】
　上記のようにして作製した実施例及び比較例の各電解コンデンサについて、過電圧試験
を行った。過電圧試験は、電解コンデンサに電圧を印加し、この印加電圧を上昇させてい
った際のＥＳＲ（測定周波数：１００ｋＨｚ）を測定することにより行った。図３はこの
結果を示す。
【００３３】
　図３に示すように、コンデンサ素子に、導電性固体の粒子等を分散溶媒に分散させた分
散液を含浸することにより形成された導電性固体層と、支持塩を含有しない溶媒とが充填
された実施例の電解コンデンサは、過電圧試験において印加電圧の増加に伴いＥＳＲが増
加するが、短絡は生じなかった。これは、本実施例の電解コンデンサが従来のコンデンサ
素子内で導電性固体層が形成された電解コンデンサと比べ、酸化剤や重合反応による誘電
体皮膜の損傷がなく、また支持塩を含有しない溶媒が充填されることにより過電圧印加時
の導電性固体層の熱劣化が抑制されたためと考えられる。
【００３４】
　これに対して、実施例と同様に導電性固体の粒子等を分散溶媒に分散させた分散液を含
浸することにより形成された導電性固体層を有する電解コンデンサでも、支持塩を含有す
る電解液を用いた比較例１及び２の電解コンデンサは、１７Ｖ程度で短絡が発生した。こ
れは、コンデンサ素子内に電解液が含浸された場合、過電圧印加時の導電性固体層の熱劣
化を十分に抑制できないためと考えられる。
【００３５】
　次に、支持塩の有無によるコンデンサ特性の相違を比較するため、実施例１，２及び比
較例１の電解コンデンサと同様にして、完成寸法がφ１０ｍｍ×Ｈ１０．５ｍｍとなる定
格６３Ｖ－３３μＦの電解コンデンサを作製した（実施例３，４及び比較例３）。この各
電解コンデンサの静電容量（測定周波数：１２０Ｈｚ）、ＥＳＲ（測定周波数：１００ｋ
Ｈｚ）、及び漏れ電流を測定した。また、半田耐熱性試験（ピーク温度が２６５℃で、２
００℃以上に曝される時間が７０秒の条件）を行い、試験後の静電容量、ＥＳＲ、及び漏
れ電流を上記と同様の条件で測定した。表１はこの結果を示す。
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【００３６】
【表１】
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【００３７】
  表１に示すように、実施例の電解コンデンサは、支持塩を含有しない溶媒が充填されて
いるが、電解液が充填された電解コンデンサに比べて初期特性で同程度の静電容量及び漏
れ電流であることが分かる。また、実施例の電解コンデンサは比較例の電解コンデンサに
比べて若干ＥＳＲが高いが、実用上問題のない程度のＥＳＲを達成できることが分かる。
さらに、半田耐熱性試験後においても実施例の電解コンデンサは比較例の電解コンデンサ
に比べて各特性の変化量が同程度であることが分かる。これは、実施例の電解コンデンサ
は導電性固体の粒子等をコンデンサ素子に充填することにより導電性に優れた導電性固体
層が形成されているとともに、コンデンサ素子内に支持塩を含有しない溶媒が充填されて
いるため、耐熱性が改善されたためと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態に係るコンデンサ素子の一例を示す概略構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る電解コンデンサの一例を示す断面図である。
【図３】本発明の実施例及び比較例に係る電解コンデンサの過電圧試験の結果を示す図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態に係る導電性固体層を形成した陽極箔の表面状態を示す写真
である。
【図５】従来法により導電性固体層を形成した陽極箔の表面状態を示す写真である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　陽極箔
　２　陰極箔
　３　セパレータ
　４　巻き止めテープ
　７　コンデンサ素子
　８　アルミニウム製ケース
　９　ゴムパッキング
　５１，５２　リード線
　６１，６２　リードタブ
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