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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向で正極および負極が対向するコンデンサ素子と、
　前記コンデンサ素子における前記所定方向の一方の端に接続された正極板状端子部と、
　他方の端に接続された負極板状端子部と、
　前記コンデンサ素子、前記正極板状端子部、および前記負極板状端子部を封止する外装
体と、を備え、
　前記正極板状端子部および前記負極板状端子部は、前記所定方向において相互に対向す
る部分より突出した少なくとも１つの突出部を有し、
　前記突出部の先端部は、前記外装体の内部において、前記所定方向と直交かつ前記正極
板状端子部の前記所定方向における最外部を含む第１の面と、前記所定方向と直交かつ前
記負極板状端子部の前記所定方向における最外部を含む第２の面との間に位置する、電気
二重層コンデンサ。
【請求項２】
　前記所定方向と直行する平面内において、前記正極板状端子部または前記負極板状端子
部または前記コンデンサ素子の重心から各々の外周面までの距離と、前記外装体の露出す
る外装体表面までの距離の差を外装肉厚とした場合、
　前記突出部は、前記平面内において前記重心を基準に一周した前記外装肉厚の平均値よ
りも前記外装肉厚が厚い前記外装体表面部分と前記重心の間の領域に配置される、請求項
１に記載の電気二重層コンデンサ。
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【請求項３】
　前記突出部は、前記外装体の角部へ突き出し、かつ、前記平面内において前記重心を基
準に一周した前記外装肉厚の平均値よりも前記外装肉厚が厚い前記外装体表面部分と前記
重心の間の領域に配置されることによって、前記先端部が前記外装体の角部を含む角部領
域に配置される、請求項２に記載の電気二重層コンデンサ。
【請求項４】
　前記突出部の少なくとも１つは、前記正極板状端子部および前記負極板状端子部に対し
て傾いている、請求項１から３のいずれか１項に記載の電気二重層コンデンサ。
【請求項５】
　前記突出部の少なくとも１つは、少なくとも１つの屈曲部を備える、請求項１から４の
いずれか１項に記載の電気二重層コンデンサ。
【請求項６】
　前記突出部の少なくとも１つは、少なくとも１つの孔部を有する、請求項１から５のい
ずれか１項に記載の電気二重層コンデンサ。
【請求項７】
　前記突出部の少なくとも１つは、少なくとも１つの絞り部を有する、請求項１から６の
いずれか１項に記載の電気二重層コンデンサ。
【請求項８】
　前記突出部の少なくとも１つは、表面に凹凸部を有する、請求項１から７のいずれか１
項に記載の電気二重層コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気二重層コンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気二重層コンデンサは、産業機器や家電等に搭載されているメモリおよびＲＴＣ（Re
al Time Clock）等に電力を供給するための補助電源として使用されている。ここで、電
気二重層コンデンサはリフローで実装される際に高温にさらされるので、電気二重層コン
デンサの外装材としてモールド樹脂を使用する場合、リフローの熱によって電解液が沸騰
して内部素子が膨張することでモールド樹脂が破損する場合がある。そこで、電気二重層
コンデンサの高温における耐性を向上させる種々の構造が提案されている。
【０００３】
　特許文献１は、正極および負極の電極板リード端子に鈎状の端子を設けた電気二重層コ
ンデンサを開示している。特許文献１が開示する電気二重層コンデンサは、正極および負
極の一方の電極板リード端子に設けられた鈎状の端子で他方の電極板リード端子を挟み込
むことによって素子の保持力を保持している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３０２３６２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の電気二重層コンデンサは、電極板リード端子とモールド樹脂の外
壁との間の距離が短い部分と長い部分があり、リフロー時における内部素子の膨張により
、距離が短い部分に応力が集中し機械強度が低下する可能性がある。例えば、特許文献１
では、電極板リード端子に設けられた鈎状の端子の端部が他方の電極板リード端子の背面
に回りこみ、リフロー時における内部素子の膨張により鈎状の端子の端部により電極板リ
ード端子の背面の肉薄の外装に応力を集中させ、機械強度を低下させることが問題となる
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。
【０００６】
　また、特許文献１の構成は、鈎状の端子で電極板リード端子を挟み込んで素子を圧縮し
、内部素子の膨張を抑制する構造なので、組み立てが煩雑であるという問題もある。
【０００７】
　本発明の目的は、組み立てが容易であり、かつリフロー時における破損を抑制すること
ができる電気二重層コンデンサを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様の電気二重層コンデンサは、所定方向で正極および負極が対向するコン
デンサ素子と、前記コンデンサ素子における前記所定方向の一方の端に接続された正極板
状端子部と、他方の端に接続された負極板状端子部と、前記コンデンサ素子、前記正極板
状端子部、および前記負極板状端子部を封止する外装体と、を備え、前記正極板状端子部
および前記負極板状端子部は、前記所定方向において相互に対向する部分より突出した少
なくとも１つの突出部を有し、前記突出部の先端部は、前記所定方向と直交かつ前記正極
板状端子部の前記所定方向における最外部を含む第１の面と、前記所定の方向と直交かつ
前記負極板状端子部の前記所定方向における最外部を含む第２の面との間に位置する。
【０００９】
　また、本発明の一態様の電気二重層コンデンサは、前記所定方向と直行する平面内にお
いて、前記正極板状端子部、前記負極板状端子部、または前記コンデンサ素子の重心から
各々の外周面までの距離と、前記重心から前記外装体の露出する外装体表面までの距離と
の差を外装肉厚とした場合、前記突出部は、前記平面内において前記重心を基準に一周し
た前記外装肉厚の平均値よりも前記外装肉厚が厚い前記外装体表面部分と前記重心の間の
領域に配置されることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明の一態様の電気二重層コンデンサは、前記突出部の少なくとも１つが、前
記正極板状端子部および前記負極板状端子部に対して傾いていることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の一態様の電気二重層コンデンサは、前記突出部の少なくとも１つが、少
なくとも１つの屈曲部を有することが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の一態様の電気二重層コンデンサは、前記突出部の少なくとも１つが、少
なくとも１つの孔部を有することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の一態様の電気二重層コンデンサは、前記突出部の少なくとも１つが、少
なくとも１つの絞り部を有することが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の一態様の電気二重層コンデンサは、前記突出部の少なくとも１つが、表
面に凹凸部を有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、組み立てが容易であり、かつリフロー時における破損を抑制すること
ができる電気二重層コンデンサを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電気二重層コンデンサの構成を示す模式図であっ
て、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面透過図である。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る電気二重層コンデンサの構成を示す模式図であっ
て、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面透過図である。
【図３】本発明の第３の実施形態に係る電気二重層コンデンサの構成を示す模式図でであ
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って、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面透過図である。
【図４】本発明の第４の実施形態に係る電気二重層コンデンサの構成を示す模式図であっ
て、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面透過図である。
【図５】本発明の第５の実施形態に係る電気二重層コンデンサの構成を示す模式図であっ
て、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面透過図である。
【図６】本発明の第６の実施形態に係る電気二重層コンデンサの構成を示す模式図であっ
て、（ａ）は斜視図、（ｂ）は断面透過図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る電気二重層コンデンサにおける応力の発生箇所を
説明するための模式図である。
【図８】本発明の実施例に係る電気二重層コンデンサを示す模式図であって、（ａ）は斜
視図、（ｂ）は断面透過図である。
【図９】本発明の実施例に係る電気二重層コンデンサの製造方法を示すフローチャートで
ある。
【図１０】本発明の実施例と比較例の高温破壊試験の結果を示すグラフである。
【図１１】本発明の関連技術に係る電気二重層コンデンサの構成を示す模式図である。
【図１２】本発明の関連技術に係る電気二重層コンデンサにおける応力の発生箇所を説明
するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
［関連技術］
　まず、本発明の理解を容易にするために、図１１および図１２を参照して、本発明の関
連技術について説明する。図１１は、本発明の関連技術に係る電気二重層コンデンサ１０
０の構成を示す模式図である。図１２は、電気二重層コンデンサ１００において生じる応
力を示す模式図である。
【００１８】
　ここでは、図１１および図１２に示すように、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用してい
る。図１１および図１２に図示した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸
方向は左右方向（幅方向）であり、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は
上下方向（高さ方向）である。
【００１９】
　図１１に示すように、電気二重層コンデンサ１００は、コンデンサ素子１０と、正極板
状端子部１１ａと、負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部１２－１と、第２の
引き出し端子部１２－２と、外装体１３と、を備える。
【００２０】
　コンデンサ素子１０は、分極性電極、電解液、セパレータ、ガスケット、および集電体
からなる単位セルを含んでおり、１層またはＮ層（Ｎは２以上の整数）の単セルを積層し
てなる。コンデンサ素子１０は、所定の方向で互いに対向する上面および下面を有してい
る。上面および下面は、それぞれ、第１の面および第２の面とも呼ばれる。また、以下に
おいて所定の方向は、上下方向とも呼ばれる。
【００２１】
　正極板状端子部１１ａは、コンデンサ素子１０の上面に形成された板状の正極であって
八角形の形状をしており、例えばＳＵＳ（ステンレス）またはＳＰＣＣ（鉄）からなる。
また、正極板状端子部１１ａの表面には、錆等の防止および正極板状端子部１１ａとコン
デンサ素子１０との間の接触抵抗を低減させるために、例えばＮｉ（ニッケル）、Ｃｕ（
銅）、Ｓｎ（すず）のいずれかのめっき処理が施されている。負極板状端子部１１ｂは、
コンデンサ素子１０の下面に形成された板状の負極であって、正極板状端子部１１ａと同
様の構造を有する。
【００２２】
　正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂは、上下方向からコンデンサ素子１
０を挟み込むことによって圧縮している。また、正極板状端子部１１ａおよび負極板状端
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子部１１ｂは、それぞれ、コンデンサ素子１０に蓄えられた電荷を後述の第１の引き出し
端子部１２－１および第２の引き出し端子部１２－２に供給する。
【００２３】
　第１の引き出し端子部１２－１および第２の引き出し端子部１２－２は、それぞれ、負
極板状端子部１１ｂおよび正極板状端子部１１ａに形成されており、電気二重層コンデン
サ１００の外部に引き出されている。すなわち、第１の引き出し端子部１２－1および第
２の引き出し端子部１２－２は、コンデンサ素子１０に蓄えられた電荷を外部に供給する
。
【００２４】
　外装体１３は、例えば熱可塑性樹脂からなる。熱可塑性樹脂としては、ポリブチレンテ
レフタレート（ＰＢＴ）およびポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）等をあげることが
できる。また、外装体１３は、上面１３Ａ、下面１３Ｂ、左面１３Ｃ、右面１３Ｄ、前面
１３Ｅ、および後面１３Ｆを有する直方体の形状をしている。さらに、外装体１３は、上
面１３Ａにおける４つの角のそれぞれが正極板状端子部１１ａの４つの辺と対向し、下面
１３Ｂにおける４つの角のそれぞれが負極板状端子部１１ｂの４つの辺と対向するように
形成されている。
【００２５】
　図１２は、関連技術に係る電気二重層コンデンサ１００が受ける応力を示す模式図であ
り、図１２（ａ）は応力の方向を示し、図１２（ｂ）は応力の発生箇所を示している。
【００２６】
　図１２（ａ）に示すように、電気二重層コンデンサ１００において、コンデンサ素子１
０は、リフローで実装される際の熱によってコンデンサ素子１０の内部の電解液が沸騰す
るため内圧が上昇し、例えば正極板状端子部１１ａから垂直方向に向かって膨張する。こ
の膨張によって、外装体１３は正極板状端子部１１ａから応力を受ける。電気二重層コン
デンサ１００の場合、図１２（ｂ）に示すように、外装体１３において、正極板状端子部
１１ａと外装体１３の外壁との距離が短い箇所に応力が集中するため、応力の加わった箇
所が破断する可能性があり耐リフロー性が低いという問題がある。
【００２７】
　以下、図１～図６を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、繰り
返し説明することによる煩雑さを避けるため、各図において同一または相当する部分には
同一の符号を付して適宜説明は省略する。
【００２８】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ａの構成を示す模
式図であって、図１（ａ）は斜視図、図１（ｂ）は図１（ａ）において前後方向から見た
断面透過図である。
【００２９】
　ここでは、図１に示すように、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図１に図示
した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であ
り、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００３０】
　第１の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ａは、コンデンサ素子１０と、正極
板状端子部１１ａと、負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部１２－１と、第２
の引き出し端子部１２－２と、外装体１３と、第１の突出部１４ａＡと、第２の突出部１
４ｂＡと、第３の突出部１４ｃＡと、第４の突出部（図示せず）と、を備える。
【００３１】
　第１の実施形態において、コンデンサ素子１０は、第１の単セル１０１、第２の単セル
１０２、第３の単セル１０３、第４の単セル１０４、第５の単セル１０５、および第６の
単セル１０６を含む。なお、コンデンサ素子１０が含む単セルの数は特に限定されず、コ
ンデンサ素子１０は所望の特性に応じて１層またはＮ層（Ｎは２以上の整数）の単セルを
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含めばよい。
【００３２】
　正極板状端子部１１ａは、コンデンサ素子１０の上面に形成された板状の正極であって
八角形状をしている。なお、図１に示す正極板状端子部１１ａの形状は例示であり、本発
明はこれに限定されない。第１の実施形態において、正極板状端子部１１ａは、正極板状
端子部１１ａから外装体１３の外壁までの距離を所定の距離以上にできれば、他の多角形
であってもよい。具体的には、正極板状端子部１１ａは、Ｍ角形（Ｍは８以上の偶数）お
よび略円形の形状であることが好ましい。負極板状端子部１１ｂは、コンデンサ素子１０
の下面に形成された板状の負極であって、正極板状端子部１１ａと同様の構造を有する。
図１（ｂ）を参照すると、正極板状端子部１１ａは、第１の面Ａを有する。第１の面Ａと
は、正極板状端子部１１ａの所定方向における最外部を含む面である。負極板状端子部１
１ｂは、第２の面Ｂを有する。第２の面Ｂとは、負極板状端子部１１ｂの所定方向におけ
る最外部を含む面である。ここで、正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂに
おける所定方向とは、例えば、正極板状端子部１１ａと負極板状端子部１１ｂとが対向す
る方向のことをいう。なお、後述する第２の実施形態から第６の実施形態についても、正
極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂは、第１の面Ａおよび第２の面Ｂを有す
るものとする。
【００３３】
　突出部の先端部は、前記所定方向と直交かつ前記正極板状端子部の前記所定方向におけ
る最外部を含む第１の面と、前記所定の方向と直交かつ前記負極板状端子部の前記所定方
向における最外部を含む第２の面との間に位置している。この構成により、例えば特許文
献１に記載のような、電極板リード端子に設けられた鈎状の端子の端部が他方の電極板リ
ード端子の背面に回りこみ、リフロー時における内部素子の膨張により鈎状の端子の端部
により電極板リード端子の背面の肉薄の外装に応力を集中させ、機械強度を低下させるこ
とを防止する効果を奏する。
【００３４】
　第１の突出部１４ａＡおよび第２の突出部１４ｂＡは、それぞれ、正極板状端子部１１
ａにおいて外装体１３の上面１３Ａの角に対向するいずれかの辺に形成されている。また
、第１の突出部１４ａＡおよび第２の突出部１４ｂＡは、それぞれと対向する外装体１３
の上下方向の辺に向かって正極板状端子部１１ａに対して平行に突出している。具体的に
は、第１の突出部１４ａＡは、正極板状端子部１１ａの左前端部から対向する外装体１３
の左前辺１３ａに向かって突出するように形成されている。また、第２の突出部１４ｂＡ
は、正極板状端子部１１ａの左後端部から対向する外装体１３の左後辺１３ｂに向かって
突出するように形成されている。ここで、リフロー耐性を向上させるためには、正極板状
端子部１１ａから外装体１３の外壁までの距離がより長い箇所（強度の強い箇所）に第１
の突出部１４ａＡおよび第２の突出部１４ｂＡを突出させることが好ましい。
【００３５】
　第３の突出部１４ｃＡおよび第４の突出部は、それぞれ、負極板状端子部１１ｂにおい
て外装体１３の下面１３Ｂの角に対向するいずれかの辺に形成されている。また、第３の
突出部１４ｃＡおよび第４の突出部は、それぞれと外装体１３の対向する上下方向の辺に
向かって負極板状端子部１１ｂに対して平行に突出している。具体的には、第３の突出部
１４ｃＡは、負極板状端子部１１ｂの右前端部から外装体１３の右前辺１３ｃに向かって
突出するように形成されている。第４の突出部は、負極板状端子部１１ｂの右後端部から
外装体１３の右後辺１３ｄに向かって突出するように形成されている。第１の突出部１４
ａＡおよび第２の突出部１４ｂＡと同様に、第３の突出部１４ｃＡおよび第４の突出部は
、負極板状端子部１１ｂから外装体１３の外壁までの距離がより長い箇所（強度の強い箇
所）に突出させることが好ましい。なお、第１の実施形態は、４個の突出部を有するが、
本発明はこれに限定されない。突出部は、正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１
１ｂのいずれかにおいて少なくとも１つ形成されていればよい。
【００３６】
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　上記の構成により、応力が集中する正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂ
と外装体１３の外壁との距離が短い箇所以外の位置に第1の突出部１４ａＡ、第２の突出
部１４ｂＡ、第３の突出部１４ｃＡ、および第４の突出部が形成されるため、リフロー時
にかかる応力を分散させ、電気二重層コンデンサ１００Ａのリフロー耐性を向上させるこ
とができる。また、突出部を設けることにより、外装体１３との接触面積を大きくできる
こと、外装体１３と正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂとの絡み合う部分
が増えることによるアンカー効果も得られ、機械的強度を大きくすることも可能となる。
【００３７】
　すなわち、本発明の第１の実施形態において、リフロー時における内部素子の膨張によ
り応力の集中し易い各突出部の先端部は、正極板状端子部１１ａと負極板状端子部１１ｂ
における各突出部以外の部分と比較して肉厚となる外装体１３の領域に配されている。こ
れにより、リフロー時における内部素子の膨張による応力を、肉厚で強度の高い外装体領
域に分散させることが可能となり、リフロー時における破損を抑制することができる。こ
れは、後述する第２の実施形態から第６の実施形態についても同様である。
【００３８】
　また、正極板状端子部１１ａと負極板状端子部１１ｂとが対向する方向に直交する方向
の平面内において、正極板状端子部１１ａ、負極板状端子部１１ｂ、またはコンデンサ素
子１０の重心から各々の外周面までの距離と、それぞれの重心から外装体１３の表面まで
の距離との差を外装肉厚と定義する。この場合、上述の４個の突出部は、平面において重
心位置を基準として外装体１３の一周分の外装肉厚の平均値よりも、外装肉厚が厚い領域
に配置することが好ましい。これにより、各突出部の先端部は、さらに肉厚で高強度とな
る外装体１３の角部領域に配される構造となるため、リフロー時における破損をさらに抑
制することができる。これについても、後述する第２の実施形態から第６の実施形態も同
様である。
【００３９】
［第２の実施形態］
　図２は、本発明の第２の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｂの構造を示す模
式図であって、図２（ａ）は斜視図、図２（ｂ）は図２（ａ）において前後方向から見た
断面透過図である。
【００４０】
　ここでは、図２に示すように、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図２に図示
した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であ
り、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００４１】
　電気二重層コンデンサ１００Ｂは、コンデンサ素子１０と、正極板状端子部１１ａと、
負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部１２－１と、第２の引き出し端子部１２
－２と、外装体１３と、第１の突出部１４ａＢと、第２の突出部１４ｂＢと、第３の突出
部１４ｃＢと、第４の突出部（図示しない）を備える。
【００４２】
　第１の突出部１４ａＢおよび第２の突出部１４ｂＢは、それぞれ、平板の形状をしてお
り、正極板状端子部１１ａにおいて正極板状端子部１１ａに対して斜め下方に傾いた状態
で形成された突出部である。具体的には、第１の突出部１４ａＢは外装体１３の左前辺１
３ａに向かって突出する突出部であり、また、第２の突出部１４ｂＢは外装体１３の左後
辺１３ｂに向かって突出する突出部である。第３の突出部１４ｃＢおよび第４の突出部は
、平板の形状をしており、負極板状端子部１１ｃにおいて、負極板状端子部１１ｃに対し
て斜め上方に傾いた状態で形成された突出部である。具体的には、第３の突出部１４ｃＢ
は外装体１３の右前辺１３ｃに向かって突出する突出部である。また、第４の突出部は外
装体１３の右後辺１３ｄに向かって突出する突出部である。なお、第２の実施形態は、第
１の突出部１４ａＢ、第２の突出部１４ｂＢ、第３の突出部１４ｃＢ、および第４の突出
部のそれぞれが正極板状端子部１１ａまたは負極板状端子部１１ｂに対して傾いているが
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、本発明はこれに限定されない。第２の実施形態は、例えば第１の突出部１４ａＢのみを
傾けて形成し、第２の突出部１４ｂＢ、第３の突出部１４ｃＢ、および第４の突出部を正
極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂに対して平行に形成してもよい。すなわ
ち、第１の突出部１４ａＢ、第２の突出部１４ｂＢ、第３の突出部１４ｃＢ、および第４
の突出部の角度はそれぞれ異なっていてもよい。また、第１の突出部１４ａＢ、第２の突
出部１４ｂＢ、第３の突出部１４ｃＢ、および第４の突出部の大きさは異なっていてもよ
い。
【００４３】
［第３の実施形態］
　図３は、本発明の第３の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｃの構造を示す模
式図であって、図３（ａ）は斜視図、図３（ｂ）は図３（ａ）において前後方向から見た
断面透過図である。
【００４４】
　ここでは、図３に示すように、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図３に図示
した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であ
り、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００４５】
　第３の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｃは、コンデンサ素子１０と、正極
板状端子部１１ａと、負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部１２－１と、第２
の引き出し端子部１２－２と、外装体１３と、第１の突出部１４ａＣと、第２の突出部１
４ｂＣと、第３の突出部１４ｃＣと、第４の突出部（図示せず）を備える。
【００４６】
　第１の突出部１４ａＣおよび第２の突出部１４ｂＣは、それぞれ、正極板状端子部１１
ａにおいて正極板状端子部１１ａから下方向に向かって垂直に突出し、かつ先端部が正極
板状端子部１１ａと平行になるように９０°折り曲げられている。具体的には、第１の突
出部１４ａＣは、その先端部が正極板状端子部１１ａと平行になるように９０°折り曲げ
られた第１の屈曲部１４ａＣ－１を有する。また、第２の突出部１４ｂＣは、その先端部
が正極板状端子部１１ａと平行になるように９０°折り曲げられた第２の屈曲部１４ｂＣ
－１を有する。第３の突出部１４ｃＣおよび第４の突出部は、それぞれ、負極板状端子部
１１ｂにおいて負極板状端子部１１ｂから上方向に向かって垂直に突出し、かつ先端部が
負極板状端子部１１ｂと平行になるように９０°折り曲げられている。具体的には、第３
の突出部１４ｃＣは、その先端部が負極板状端子部１１ｂと平行になるように折り曲げら
れた第３の屈曲部１４ｃＣ－１を有する。また、第４の突出部は、その先端部が負極板状
端子部１１ｂと平行になるように９０°折り曲げられた第４の屈曲部（図示せず）を有す
る。すなわち、第１の突出部１４ａＣ、第２の突出部１４ｂＣ、第３の突出部１４ｃＣ、
および第４の突出部は、それぞれ、１つの屈曲部を有する。ここで、第１の突出部１４ａ
Ｃ、第２の突出部１４ｂＣ、第３の突出部１４ｃＣ、および第４の突出部は、電気二重層
コンデンサ１００Ｃにおいて応力が正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂに
対して垂直方向に加わることを考慮して形成されている。第１の突出部１４ａＣ、第２の
突出部１４ｂＣ、第３の突出部１４ｃＣ、および第４の突出部において、応力方向に対し
て垂直な面をそれぞれ形成することで、樹脂強度の強い箇所、すなわち応力発生箇所から
外装体１３の外壁までの距離が長い箇所に応力を分散させることができる。これにより、
外装体１３の損傷を防止することができる。なお、第３の実施形態は、第１の突出部１４
ａＣ、第２の突出部１４ｂＣ、第３の突出部１４ｃＣ、および第４の突出部のそれぞれが
１つの屈曲部を有するが、本発明はこれに限定されない。第３の実施形態は、例えば第１
の突出部１４ａＣのみが屈曲部を有していてもよい。また、第１の突出部１４ａＣ、第２
の突出部１４ｂＣ、第３の突出部１４ｃＣ、および第４の突出部は、それぞれが複数の屈
曲部を有してもよいし、それぞれが異なる数の屈曲部を有してもよい。
【００４７】
［第４の実施形態］
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　図４は、本発明の第４の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｄの構造を示す模
式図であって、図４（ａ）は斜視図、図４（ｂ）は図４（ａ）において前後方向から見た
断面透過図である。
【００４８】
　ここでは、図４に示すように、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図４に図示
した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であ
り、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００４９】
　第４の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｄは、コンデンサ素子１０と、正極
板状端子部１１ａと、負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部１２－１と、第２
の引き出し端子部１２－２と、外装体１３と、第１の突出部１４ａＤと、第２の突出部１
４ｂＤと、第３の突出部１４ｃＤと、第４の突出部（図示せず）と、を備える。
【００５０】
　第１の突出部１４ａＤおよび第２の突出部１４ｂＤは、第２の実施形態と同様に、平板
の形状をしており、正極板状端子部１１ａにおいて正極板状端子部１１ａに対して斜め下
方に傾いた状態で形成された突出部である。具体的には、第１の突出部１４ａＤは、外装
体１３の左前辺１３ａに向かって突出し、かつ略四角形状の第１の孔部１４ａＤ－１を有
する。また、第２の突出部１４ｂＤは、外装体１３の左後辺１３ｂに向かって突出し、か
つ略四角形状の第２の孔部１４ｂＤ－１を有する。第３の突出部１４ｃＤおよび第４の突
出部は、第２の実施形態と同様に、平板の形状をしており、負極板状端子部１１ｂにおい
て負極板状端子部１１ｂに対して斜め上方に傾いた状態で形成された突出部である。具体
的には、第３の突出部１４ｃＤは、外装体１３の右前辺１３ｃに向かって突出し、かつ略
四角形の第３の孔部１４ｃＤ－１を有する。また、第４の突出部は、外装体１３の右後辺
１３ｄに向かって突出し、かつ略四角形の第４の孔部（図示せず）を有する。すなわち、
第４の実施形態は、第２の実施形態において各突出部が孔部を有する形態である。これに
より、第１の突出部１４ａＤ、第２の突出部１４ｂＤ、第３の突出部１４ｃＤ、および第
４の突出部と外装体１３との接触面積はより大きくなる。したがって、突出部に孔部を形
成することでアンカー効果が向上し、リフロー耐性を向上させることができる。なお、第
４の実施形態は、第１の突出部１４ａＤ、第２の突出部１４ｂＤ、第３の突出部１４ｃＤ
、および第４の突出部のそれぞれが孔部を有するが、本発明はこれに限定されない。第４
の実施形態は、例えば第１の突出部１４ａＤのみが孔部を有していてもよい。また、第１
の突出部１４ａＤ、第２の突出部１４ｂＤ、第３の突出部１４ｃＤ、および第４の突出部
は、それぞれが複数の孔部を有してもよいし、それぞれが異なる数の孔部を有していても
よい。さらに、それぞれの孔部の形状は異なっていてもよい。
【００５１】
［第５の実施形態］
　図５は、本発明の第５の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｅの構造を示す模
式図であって、図５（ａ）は斜視図、図５（ｂ）は図５（ａ）において前後方向から見た
断面透過図である。
【００５２】
　ここでは、図５に示すように、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図５に図示
した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であ
り、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００５３】
　第５の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｅは、コンデンサ素子１０と、正極
板状端子部１１ａと、負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部１２－１と、第２
の引き出し端子部１２－２と、外装体１３と、第１の突出部１４ａＥと、第２の突出部１
４ｂＥと、第３の突出部１４ｃＥと、第４の突出部（図示せず）と、を備える。
【００５４】
　第１の突出部１４ａＥおよび第２の突出部１４ｂＥは、第２の実施形態と同様に、平板
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の形状をしており、正極板状端子部１１ａにおいて正極板状端子部１１ａに対して斜め下
方に傾いた状態で形成された突出部である。具体的には、第１の突出部１４ａＥは、外装
体１３の左前辺１３ａに向かって突出し、かつ側面において幅が狭くなった第１の絞り部
１４ａＥ－１を有する。また、第２の突出部１４ｂＥは、外装体１３の左後辺１３ｂに向
かって突出し、かつ側面において幅が狭くなった第２の絞り部１４ｂＥ－１を有する。第
３の突出部１４ｃＥおよび第４の突出部は、第２の実施形態と同様に、平板の形状をして
おり、負極板状端子部１１ｂにおいて負極板状端子部１１ｂに対して斜め上方に傾いた状
態で形成された突出部である。具体的には、第３の突出部１４ｃＥは、外装体１３の右前
辺１３ｃに向かって突出し、かつ側面において幅が狭くなった第３の絞り部１４ｃＥ－１
を有する。また、第４の突出部は、外装体１３の右後辺１３ｄに向かって突出し、かつ側
面において幅が狭くなった第４の絞り部（図示せず）を有する。すなわち、第５の実施形
態は、第２の実施形態の各突出部が側面において絞り部を有する形態である。これにより
、第１の突出部１４ａＥ、第２の突出部１４ｂＥ、第３の突出部１４ｃＥ、および第４の
突出部と外装体１３との接触面積は大きくなる。したがって、第１の突出部１４ａＥ、第
２の突出部１４ｂＥ、第３の突出部１４ｃＥ、および第４の突出部に絞り部を形成するこ
とでアンカー効果が向上し、リフロー耐性を向上させることができる。また、第５の実施
形態は、第１の突出部１４ａＥ、第２の突出部１４ｂＥ、第３の突出部１４ｃＥ、および
第４の突出部のそれぞれが絞り部を有するが、本発明はこれに限定されない。第５の実施
形態は、例えば第１の突出部１４ａＥのみが絞り部を有していてもよい。また、第１の突
出部１４ａＥ、第２の突出部１４ｂＥ、第３の突出部１４ｃＥ、および第４の突出部は、
それぞれが複数の絞り部を有していてもよいし、それぞれが異なる数の絞り部を有してい
てもよい。さらに、絞り部は、第１の突出部１４ａＥ、第２の突出部１４ｂＥ、第３の突
出部１４ｃＥ、および第４の突出部において、一方の側面のみを切り欠いた切り欠き部で
あってもよい。
【００５５】
［第６の実施形態］
　図６は、本発明の第６の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｆの構造を示す模
式図であって、図６（ａ）は斜視図、図６（ｂ）は図６（ａ）において前後方向から見た
断面透過図である。
【００５６】
　ここでは、図６に示すように、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図６に図示
した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であ
り、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００５７】
　第６の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｆは、コンデンサ素子１０と、正極
板状端子部１１ａと、負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部１２－１と、第２
の引き出し端子部１２－２と、外装体１３と、第１の突出部１４ａＦと、第２の突出部１
４ｂＦと、第３の突出部１４ｃＦと、第４の突出部（図示せず）を備える。
【００５８】
　第１の突出部１４ａＦおよび第２の突出部１４ｂＦは、第２の実施形態と同様に、平板
の形状をしており、正極板状端子部１１ａにおいて正極板状端子部１１ａに対して斜め下
方に傾いた状態で形成された突出部である。具体的には、第１の突出部１４ａＦは、外装
体１３の左前辺１３ａに向かって突出し、かつ表面において第１の凹凸部１４ａＦ－１を
有する。また、第２の突出部１４ｂＦは、外装体１３の左後辺１３ｂに向かって突出し、
かつ表面において第２の凹凸部１４ｂＦ－１を有する。第３の突出部１４ｃＦおよび第４
の突出部は、第２の実施形態の同様に、平板の形状をしており負極板状端子部１１ｂにお
いて負極板状端子部１１ｂに対して斜め上方に傾いた状態で形成された突出部である。具
体的には、第３の突出部１４ｃＦは、外装体１３の右前辺１３ｃに向かって突出し、かつ
表面において第３の凹凸部１４ｃＦ－１を有する。また、第４の突出部は、外装体１３の
右後辺１３ｄに向かって突出し、かつ表面において第４の凹凸部（図示せず）を有する。



(11) JP 6682417 B2 2020.4.15

10

20

30

40

50

すなわち、第６の実施形態は、第２の実施形態において各突出部の表面に凹凸部を形成し
た形態である。これにより、第１の突出部１４ａＦ、第２の突出部１４ｂＦ、第３の突出
部１４ｃＦ、および第４の突出部と外装体１３との接触面積は大きくなる。すなわち、第
１の突出部１４ａＦ、第２の突出部１４ｂＦ、第３の突出部１４ｃＦ、および第４の突出
部に凹凸部を形成することでアンカー効果が向上し、リフロー耐性を向上させることがで
きる。また、第６の実施形態は、第１の突出部１４ａＦ、第２の突出部１４ｂＦ、第３の
突出部１４ｃＦ、および第４の突出部のそれぞれの表面に３個の凹凸部を形成しているが
、本発明はこれに限定されない。第６の実施形態は、例えば第１の突出部１４ａＦのみに
凹凸部を形成してもよい。また、第１の突出部１４ａＦ、第２の突出部１４ｂＦ、第３の
突出部１４ｃＦ、および第４の突出部は、それぞれ異なる数の凹凸部を有していてもよい
。
【００５９】
　次に、図７を参照して、本発明の実施形態において生じる応力について具体的に説明す
る。図７は、本発明の第３の実施形態に係る電気二重層コンデンサ１００Ｃにおいて生じ
る応力を示す模式図である。
【００６０】
　ここでは、図７に、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図７および図８に図示
した状態では、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であ
り、ｙ軸方向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００６１】
　図７（ａ）に示すように、コンデンサ素子１０は、電解液がリフローの熱によって沸騰
することで内圧が上昇し膨張する。ここで、図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように、
第３の実施形態は、コンデンサ素子１０が膨張することで発生する応力を第１の突出部１
４ａＣおよび第２の突出部１４ｂＣに分散させることができる。さらに、第１の突出部１
４ａＣおよび第２の突出部１４ｂＣはモールド強度の強い箇所に突出しているので、電気
二重層コンデンサ１００Ｃの耐リフロー性は関連技術に係る電気二重層コンデンサ１００
の耐リフロー性よりも向上する。なお、第３の実施形態に基づいて説明したが、その他の
実施形態についても関連技術に係る電気二重層コンデンサ１００よりもリフロー耐性は向
上する。
【実施例】
【００６２】
（実施例）
　次に本発明の実施例について説明する。
【００６３】
　図８は、本発明の実施例に係る電気二重層コンデンサ１００－２の構成を示す模式図で
あって、図８（ａ）は斜視図、図８（ｂ）は図８（ａ）において前後方向から見た断面透
過図である。なお、実施例に係る電気二重層コンデンサ１００－２は本発明の第３の実施
形態と同様の構造を有する。すなわち、電気二重層コンデンサ１００－２は、コンデンサ
素子１０と、正極板状端子部１１ａと、負極板状端子部１１ｂと、第１の引き出し端子部
１２－１と、第２の引き出し端子部１２－２と、外装体１３と、第１の突出部１４ａＣと
、第２の突出部１４ｂＣと、第３の突出部１４ｃＣと、第４の突出部と、を備える。
【００６４】
　ここでは、図８に、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を使用している。図８に図示した状態で
は、直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）において、ｘ軸方向は左右方向（幅方向）であり、ｙ軸方
向は前後方向（奥行方向）であり、ｚ軸方向は上下方向（高さ方向）である。
【００６５】
（製造方法）
　図９を参照して、本発明の実施例に係る電気二重層コンデンサ１００－２の製造方法を
示すフローチャートである。以下、図９を参照しつつ、電気二重層コンデンサ１００－２
の製造方法について説明する。
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【００６６】
　まず、コンデンサ素子１０は、第１の単セル１０１、第２の単セル１０２、第３の単セ
ル１０３、第４の単セル１０４、第５の単セル１０５、および第６の単セル１０６を積層
することで作製した（ステップＳ１０１）。ここで、第１の単セル１０１～第６の単セル
１０６は、分極性電極として活性炭、電解液として濃度が５０％の硫酸水溶液、セパレー
タとしてポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ガスケットとして０．３８ｍｍのブ
チルゴム、集電体として０．２ｍｍの導電性ゴムを含む。なお、コンデンサ素子１０の直
径は８．１ｍｍで作製した。
【００６７】
　次に、正極板状端子部１１ａ、負極板状端子部１１ｂ、第１の引き出し端子部１２－１
、第２の引き出し端子部１２－２、第１の突出部１４ａＣ、第２の突出部１４ｂＣ、第３
の突出部１４ｃＣ、および第４の突出部を厚みが０．４ｍｍのＳＵＳを用いて形成した。
具体的には、正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂは、幅を５．６ｍｍに形
成し、正極板状端子部１１ａと負極板状端子部１１ｂとの間の距離を１０．０ｍｍとなる
ように形成した（ステップＳ１０２）。次いで、第１の突出部１４ａＣ、第２の突出部１
４ｂＣと、第３の突出部１４ｃＣ、および第４の突出部の長さを３．５ｍｍに形成し、幅
を１．５ｍｍに形成した（ステップＳ１０３）。ここで、第１の突出部１４ａＣおよび第
２の突出部１４ｂＣは正極板状端子部１１ａの端面で正極板状端子部１１ａに対して９０
°に折り曲げて、さらに端面から１．８ｍｍの位置で９０°に折り曲げることで正極板状
端子部１１ａに対して平行な第１の屈曲部１４ａＣ－１および第２の屈曲部１４ｂＣ－１
を形成した。また、第３の突出部１４ｃＣおよび第４の突出部は負極板状端子部１１ｂの
端面で負極板状端子部１１ｂに対して９０°に折り曲げて、さらに端面から１．８ｍｍの
位置で９０°に折り曲げることで負極板状端子部１１ｂに対して平行な第３の屈曲部１４
ｃＣ－１および第４の屈曲部を形成した。次いで、第１の引き出し端子部１２－１および
第２の引き出し端子部１２－２は、それぞれ、負極板状端子部１１ｂおよび正極板状端子
部１１ａの端面で９０°に折り曲げて、さらに板状端子端面から３．０ｍｍの位置で９０
°折り曲げた（ステップＳ１０４）。
【００６８】
　外装体１３には、ガラス繊維を４０％含むＰＰＳを使用した。具体的には、コンデンサ
素子１０を正極板状端子部１１ａおよび負極板状端子部１１ｂで挟み込み、コンデンサ素
子１０の厚みが５．３ｍｍになるまで圧縮した。この状態を保ったまま、射出成形するこ
とで外装体１３を形成した（ステップＳ１０５）。
【００６９】
（関連技術と実施例の比較）
　関連技術に係る電気二重層コンデンサ１００（比較例）および実施例に係る電気二重層
コンデンサ１００－２をそれぞれ４個ずつ作成し、作成したサンプルに対して高温破壊試
験を実施してリフローにおける破壊温度を調査した。具体的には、各サンプルの上面に熱
電対を貼り付けて、サンプルが破損する温度を調べた。なお、本高温破壊試験において、
昇温速度は１．３℃／ｓｅｃとした。結果を図１０に示す。
【００７０】
　図１０に示すように、実施例に係る電気二重層コンデンサ１００－２の破損温度の平均
は２７６．７℃であった。また、比較例に係る電気二重層コンデンサ１００の破損温度の
平均は２７１．７℃であった。したがって、本発明の実施例に係る電気二重層コンデンサ
１００－２の破損温度の平均は、比較例に係る電気二重層コンデンサ１００の破損温度の
平均よりも破損温度が５℃高い。この結果は、実施例に係る電気二重層コンデンサ１００
－２は、製造方法がほとんど比較例と変わらないにも関わらず、比較例よりも耐リフロー
性が優れていることを示している。
【００７１】
　以上、本発明を実施形態および実施例に基づいて説明したが、上述の実施形態および実
施例は本発明を限定するものではない。本発明は、例えば上述の各実施形態を組み合わせ
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【符号の説明】
【００７２】
１０・・コンデンサ素子
１１ａ・・正極板状端子部
１１ｂ・・負極板状端子部
１２－１・・第１の引き出し端子部
１２－２・・第２の引き出し端子部
１３・・外装体
１４ａＡ，１４ａＢ，１４ａＣ，１４ａＤ，１４ａＥ，１４ａＦ・・第１の突出部
１４ｂＡ，１４ｂＢ，１４ｂＣ，１４ｂＤ，１４ｂＥ，１４ｂＦ・・第２の突出部
１４ｃＡ，１４ｃＢ，１４ｃＣ，１４ｃＤ，１４ｃＥ，１４ｃＦ・・第３の突出部
１４ａＣ－１・・第１の屈曲部
１４ｂＣ－１・・第２の屈曲部
１４ｃＣ－１・・第３の屈曲部
１４ａＤ－１・・第１の孔部
１４ｂＤ－１・・第２の孔部
１４ｃＤ－１・・第３の孔部
１４ａＥ－１・・第１の絞り部
１４ｂＥ－１・・第２の絞り部
１４ｃＥ－１・・第３の絞り部
１４ａＦ－１・・第１の凹凸部
１４ｂＦ－１・・第２の凹凸部
１４ｃＦ－１・・第３の凹凸部
１００，１００－２，１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅ，１００Ｆ・
・電気二重層コンデンサ
１０１・・第１の単セル
１０２・・第２の単セル
１０３・・第３の単セル
１０４・・第４の単セル
１０５・・第５の単セル
１０６・・第６の単セル
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【図７】 【図８】
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