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(57)【要約】
【課題】電解コンデンサ駆動用電解液に、多孔性ポリイミド微粒子を含有させることによ
り高い耐電圧と高い信頼性を有する電解コンデンサを提供する。
【解決手段】１種以上の有機溶媒と、有機酸および／または無機酸のオニウム塩とを含ん
でなる電解液に、多孔性ポリイミド微粒子を混合したことを特徴とする電解コンデンサの
駆動用電解液を使用する。前記有機溶媒としてはエチレングリコールまたはγ－ブチロラ
クトンを主体とする有機溶媒が好ましく、前記多孔性ポリイミド微粒子としては、平均粒
径が５～１００ｎｍの微粒子が好ましく、前記多孔性ポリイミド微粒子の添加量は０．５
～１８．０重量％が好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１種以上の有機溶媒と、有機酸および／または無機酸のオニウム塩とを含んでなる電解
液に、多孔性ポリイミド微粒子を混合したことを特徴とする電解コンデンサの駆動用電解
液。
【請求項２】
　前記多孔性ポリイミド微粒子の平均粒径が５～１００ｎｍであることを特徴とする請求
項１記載の電解コンデンサの駆動用電解液。
【請求項３】
　前記多孔性ポリイミド微粒子の添加量が０．５～１８．０重量％であることを特徴とす
る請求項１または２記載の電解コンデンサの駆動用電解液。
【請求項４】
　前記有機溶媒がエチレングリコールまたはγ－ブチロラクトンを主体とする有機溶媒で
あることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電解コンデンサの駆動用電解
液。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電解コンデンサの駆動用電解液(以下、電解液と称す)の改良に関するもので
あり、特にエンジニアリングプラスチックである多孔性ポリイミドを電解液に混合分散す
ることにより、他の諸特性に悪影響を及ぼさずに耐電圧を顕著に向上させる電解コンデン
サの駆動用電解液に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電解コンデンサは一般的な電子部品の１つであり、様々な電子部品、電気製品において
、主として電源回路用やデジタル回路のノイズフィルタ用として、広く使用されている。
【０００３】
　一般に、アルミニウム電解コンデンサは、高純度のアルミニウム箔を電気化学的にエッ
チング処理して表面積を拡大させた後、その表面を陽極酸化して酸化皮膜を形成した陽極
箔と、高純度のアルミニウム箔を電気化学的にエッチング処理した陰極箔との間にセパレ
ータを挿入し巻回して得られたコンデンサ素子に電解液を含浸し、アルミニウム等の外装
ケースに収納した後、該ケースの開口部を弾性ゴムにより封口し、封口部位を絞り加工す
ることにより構成される。
【０００４】
　このような電解コンデンサにおいては、電解液はこの陽極箔表面に接し、陰極箔からの
電子を伝達する実質的な陰極として機能する。このため電解液の比抵抗が、電解コンデン
サとしての電気特性［インピーダンス、誘電損失(ｔａｎδ)、等価直列抵抗（ＥＳＲ）］
を決定する要因となっている。
　また、電解液には絶縁性の酸化皮膜の劣化や損傷を修復する機能（化成性）も要求され
、これが電解コンデンサの漏れ電流、寿命特性に影響を及ぼす。
　このように、電解液は電解コンデンサの特性を左右する重要な構成要素である。
【０００５】
　電解液の比抵抗は、電解コンデンサの前記の電気特性に直接関わることから、比抵抗の
低い電解液が好ましい。一方、安全性に対する要求の高まりから、電解コンデンサに対し
て定格電圧を越える電圧が印加されるような過酷な条件下においても、ショートや発火を
起こさないように高耐電圧を有する電解コンデンサが求められている。
　しかしながら、一般に、使用する電解液の比抵抗が低くなると電解コンデンサの耐電圧
が低下する傾向にあり、電解コンデンサの開発を困難なものにしている。
　そこで、低比抵抗の電解液を使用しながら、高い耐電圧を有する電解コンデンサを得る
方策として、電解液に種々の微粒子を混合して耐電圧を向上させることが検討されている
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。
【０００６】
　例えば、電解液にシリカコロイド粒子を添加することにより、電解液の高い電気伝導率
を維持しつつ耐電圧を上昇させることが提案されている（例えば、特許文献１参照）。ま
た、シリカ以外にもアルミナ（例えば、特許文献２参照）、ジルコニア（例えば、特許文
献３参照）、チタニア（例えば、特許文献４参照）、アルミノシリケート（例えば、特許
文献５参照）、アルミノシリケート被覆シリカ（例えば、特許文献６参照）などを添加す
ることも提案されている。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－２４１９９９号公報
【特許文献２】特開平４－１４５６１２号公報
【特許文献３】特開平４－１４５６１３号公報
【特許文献４】特開平４－１４５６１６号公報
【特許文献５】特開平６－２８３３８８号公報
【特許文献６】特開平６－３４９６８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、これらの無機酸化物コロイド粒子を含有した電解液では初期の耐電圧は
高いものの、製品信頼性試験中に電解液のゲル化や無機酸化物の沈殿生成が起こりやすく
、寿命試験中に耐電圧が低下し、ショートが発生するという問題があった。
　また、この耐電圧の低下は、特に有機カルボン酸等を溶質として用いた電解液の場合に
顕著であった。
　上記の問題に鑑みて、本発明は、電解液のゲル化や無機酸化物の沈殿生成が起こりにく
く、耐電圧が高く、かつ、高い耐電圧を長期間維持できる電解コンデンサの駆動用電解液
を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、前記課題を解決するために検討した結果、オニウム塩を溶質として含む有
機溶媒からなる電解液に、多孔性ポリイミド微粒子を添加することにより、比抵抗値が低
く、耐電圧特性に優れた電解液を得ることに成功し、本発明を完成した。
　すなわち本発明は、１種以上の有機溶媒と、有機酸および／または無機酸のオニウム塩
とを含んでなる電解液に、多孔性ポリイミド微粒子を混合したことを特徴とする電解コン
デンサの駆動用電解液である。
【００１０】
　溶質として有機酸および／または無機酸のオニウム塩を含み、有機溶媒を主溶媒とする
電解液中に、多孔性ポリイミド微粒子を添加することにより、低比抵抗の電解液を使用し
ながら、耐電圧を向上させることができる。
　また、多孔性ポリイミドの微粒子は、電解液中でゲル化や沈殿を起こしにくく安定な微
粒子状態を保つことができるため、高い耐電圧を長期間維持することができる。
【００１１】
　好ましくは、前記多孔性ポリイミド微粒子の平均粒径は、５～１００ｎｍであり、多孔
性ポリイミド微粒子の添加量は、０．５～１８．０重量％である。また、好ましくは、前
記有機溶媒は、エチレングリコールまたはγ－ブチロラクトンを主体とする有機溶媒であ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　有機酸および／または無機酸のオニウム塩を含み、有機溶媒を主溶媒とする電解液に、
多孔性ポリイミド微粒子を含有させることにより、比抵抗が低く、かつ高い耐電圧を長期
間維持できる電解コンデンサの駆動用電解液を得ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　多孔性ポリイミド微粒子の平均粒径は、好ましくは５～１００ｎｍの範囲であり、さら
に好ましくは１０～５０ｎｍの範囲である。ここで平均粒径とは、粉体比表面積測定装置
を使用した場合の粉末１ｇ当たりの表面積（比表面積）より、下記一般式に基づき算出し
た粉末の平均粒径を意味し、平均粒径＝｛６／（比重×比表面積）｝×１００００［μｍ
］となる。
　多孔性ポリイミド微粒子の粒径が小さすぎると電解液のゲル化が起こりやすく、また大
きすぎると沈殿を生じやすく、安定なコロイドとなりにくい。本発明にかかる多孔性ポリ
イミド微粒子は、多孔度（微粒子中の孔の全容積／微粒子の全容積×１００）が、８５～
９５％のものが好ましく、９０～９２％程度のものが特に好ましい。微粒子中の孔の全容
積および微粒子の全容積は、水銀圧入法により測定することができる。
　また、本発明にかかるポリイミドは、酸イミド構造をもつ重合体であれば特に限定され
ないが、芳香族ポリイミドが好ましい。好適なポリイミドとして、以下に示す基本単位の
重合体からなるポリイミドが挙げられる。
【化１】

【００１４】
　多孔性ポリイミド微粒子は溶媒に殆ど溶けないため、適当な分散媒に分散させたコロイ
ド溶液として電解液に添加する方法が好ましい。分散媒としては、前記の有機溶媒と同じ
ものを用いれば、基本電解液への特性上の影響も少なく、電解液中への拡散も容易である
。
　多孔性ポリイミド微粒子の添加量は、電解液の０．５～１８．０重量％とするのが好適
である。
【００１５】
　本発明で用いる有機溶媒としては、有機酸および／または無機酸のオニウム塩に対して
大きな溶解力を有し、また温度特性に優れた電解液が得られる溶媒であるエチレングリコ
ールおよびγ－ブチロラクトンが特に好ましい。
　その他、使用可能な溶媒として、グリセリン、メチルセロソルブなどのアルコール溶媒
；
　γ－バレロラクトン、δ－バレロラクトンなどのラクトン溶媒；
　Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ－エチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリジノンなどのアミド溶媒；
　エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネートなどのカーボ
ネート溶媒；
　３－メトキシプロピオニトリル、グルタロニトリルなどのニトリル溶媒；
　リン酸トリメチル、リン酸トリエチルなどのリン酸エステル溶媒等またはこれらの混合
物が挙げられる。
【００１６】
　本発明で溶質として用いる有機酸および／または無機酸のオニウム塩における有機酸成
分の具体例としては、安息香酸、トルイル酸、クミン酸、ｔ－ブチル安息香酸、サリチル
酸、アニス酸などの芳香族モノカルボン酸類；
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　ギ酸、酢酸、プロピオン酸、７－フェニル－７－メトキシ－１－オクタンカルボン酸、
６－フェニル－６－メトキシ－１－ヘプタンカルボン酸などの脂肪族モノカルボン酸類；
　フタル酸、４－メチルフタル酸、４－ニトロフタル酸など芳香族ジカルボン酸類；
　マレイン酸、シトラコン酸、ジメチルマレイン酸、１，２－シクロヘキセンジカルボン
酸などの不飽和脂肪族ジカルボン酸類；
　シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、
アゼライン酸、セバシン酸、ウンデカン二酸、ドデカン二酸、トリデカン二酸などの直鎖
状飽和脂肪族ジカルボン酸類；
　ジメチルマロン酸、ジエチルマロン酸、ジプロピルマロン酸、２－メチルグルタル酸、
３－メチルグルタル酸、３，３－ジメチルグルタル酸、３－メチルアジピン酸、２，２，
４－トリメチルアジピン酸、２，４，４－トリメチルアジピン酸、１，６－デカンジカル
ボン酸、５，６－デカンジカルボン酸、１，７－オクタンジカルボン酸、７－メチル－７
－カルボメトキシ－１，９－デカンジカルボン酸、２，８－ノナンジカルボン酸、７，８
，１１，１２－テトラメチル－１，１８－オクタデカンジカルボン酸、１－メチル－３－
エチル－１，７－ヘプタンジカルボン酸、１，３－ジメチル－１，７－ヘプタンジカルボ
ン酸、５－メチル－１，７－オクタンジカルボン酸、７，１２－ジメチル－１，１８－オ
クタデカンジカルボン酸、７－エチル－１，１６－ヘキサデカンジカルボン酸、７，８－
ジメチル－１，１４－テトラデカンジカルボン酸、１，６－ヘプタンジカルボン酸、６－
メチル－６－カルボメトキシ－１，８－ノナンジカルボン酸、１，８－ノナンジカルボン
酸、８－メチル－８－カルボメトキシ－１，１０－ウンデカンジカルボン酸、６－エチル
－１，４－テトラデカンジカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸などの分岐鎖を有す
る飽和脂肪族ジカルボン酸類；
　７－メチル－１，７，９－デカントリカルボン酸、６－メチル－１，６，８－ノナント
リカルボン酸、８－メチル－１，８，１０－ウンデカントリカルボン酸などのトリカルボ
ン酸類等またはこれらの混合物が挙げられる。
　また、無機酸成分の具体例としては、ホウ酸、リン酸などが挙げられる。
【００１７】
　上記した有機酸成分および無機酸成分のうちでも定格電圧１００Ｖ以下の低圧用コンデ
ンサ向けには電気伝導率の高い電解液が得られるフタル酸、マレイン酸、安息香酸、アジ
ピン酸が好ましい。
　定格電圧１００Ｖを超え、３００Ｖ未満の中圧用コンデンサ向けには適度の電気伝導率
と耐電圧を有する電解液が得られる安息香酸、アジピン酸、アゼライン酸が好ましい。
　定格電圧３００Ｖ以上の高圧用コンデンサ向けには耐電圧の高い電解液が得られるアゼ
ライン酸、セバシン酸、１，６－デカンジカルボン酸、１，７－オクタンジカルボン酸、
ホウ酸が好ましい。
【００１８】
　オニウム塩の具体例としては、
　アンモニウム；メチルアンモニウム；ジメチルアンモニウム；
　トリメチルアンモニウム、エチルジメチルアンモニウム、ジエチルメチルアンモニウム
、トリエチルアンモニウムなどの三級アンモニウム類；
　テトラメチルアンモニウム、トリエチルメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウ
ムなどの四級アンモニウム類；
　１，２，３，４－テトラメチルイミダゾリニウム、１－エチル－２，３－ジメチルイミ
ダゾリニウムなどのアミジニウム類等またはこれらの混合物が挙げられる。
【００１９】
　中高圧用コンデンサにはエチレングリコール溶媒と１，６－デカンジカルボン酸などの
ジカルボン酸類との組み合わせにおいて高い耐電圧を有する電解液が得られるアンモニア
が好ましい。
　低圧用コンデンサにはγ－ブチロラクトン溶媒とフタル酸などの組み合わせにおいて高
い電気伝導率を有する電解液が得られる１，２，３，４－テトラメチルイミダゾリニウム
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、１－エチル－２，３－ジメチルイミダゾリニウム、テトラメチルアンモニウム、トリエ
チルメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウムが好ましい。
　溶質の使用量は溶媒と溶質との合計重量に対して５．０～３０．０重量％の範囲で含有
させるのが好ましい。
【００２０】
　また、本発明においては、化成性の向上などの目的で電解液に水を含有させることもで
きる。この水の含有量は、好ましくは０．０１～３０．０重量％の範囲であり、更に好ま
しくは０．０１～１０．０重量％の範囲である。
　また、必要に応じて電解液にさらに他の添加剤を含有させることもできる。その他の添
加剤としては、ホウ酸、ホウ酸と多価アルコール類（エチレングリコール、マンニトール
、ソルビトールなど）との錯化合物などのホウ素化合物類；
　リン酸、酸性リン酸エステル類〔リン酸ジブチル、リン酸ビス（２－エチルヘキシル）
〕、酸性ホスホン酸エステル類〔２－エチルヘキシルホスホン酸（２－エチルヘキシル）
など〕のリン化合物類；
　ｐ－ニトロ安息香酸、ｍ－ニトロアセトフェノンなどのニトロ化合物類などが挙げられ
る。
　本発明の電解液は、例えば巻回型のアルミニウム電解コンデンサに用いることができ、
該電解液は、セパレータに含浸される。該セパレータは、クラフト紙、マニラ紙などが一
般に使用される。
【実施例】
【００２１】
　以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例により何
ら限定されるものではない。表１に多孔性ポリイミド微粒子を用いた本発明の実施例によ
る電解液、シリカコロイド微粒子を用いた比較例による電解液組成、添加剤の添加量（溶
媒と溶質の合計を１００としたときの重量％）、および比抵抗と耐電圧を示した。
【００２２】
　ここで、実施例の多孔性ポリイミド微粒子としては、下記式で表される芳香族ポリイミ
ド微粒子（平均粒径２０ｎｍ、多孔度９０％）を用いた。
　比較例のシリカコロイド粒子は、平均粒径が約１２ｎｍのシリカ微粒子を用いた。各微
粒子の分散媒としてはエチレングリコールを用い、コロイドを基本電解液（溶質および溶
媒）に添加して所定の組成の電解液を調製した。
【化２】

【００２３】
　ここで、実施例、比較例の電解液組成は表１のとおりとし、以下の条件にて耐電圧を測
定した。
［実施例１－１～１－７、２－１～２－７］多孔性ポリイミド微粒子の添加量比較、シリ
カ微粒子との比較
・電解液（高圧用）
　　溶質：１，６－デカンジカルボン酸アンモニウム、１，７－オクタンジカルボン酸ア
　　　　　ンモニウム
　　溶媒：エチレングリコール、水
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　　添加剤：多孔性ポリイミド微粒子０．３～２０．０重量％
・電解コンデンサ素子：定格電圧４５０Ｖ、静電容量１０μＦ
　上記電解液を上記電解コンデンサ素子に含浸し、これに３ｍＡの定電流を印加したとき
の電圧－時間の上昇カーブで、初めにスパイクまたはシンチレーションが観測された電圧
値を耐電圧として測定した。
（比較例１、２）
　多孔性ポリイミド微粒子の代わりにシリカ微粒子６．０重量％を添加した以外は、上記
と同様の条件で耐電圧を測定した。
【００２４】
［実施例３、４］溶質を無機酸、または無機酸と有機酸との混合とした場合の比較（多孔
性ポリイミド微粒子添加量固定）
・電解液（高圧用）
　　溶質：ホウ酸アンモニウム、または、ホウ酸アンモニウムおよび１，６－デカンジカ
　　　　　ルボン酸アンモニウム
　　溶媒：エチレングリコール、水
　　添加剤：多孔性ポリイミド微粒子６．０重量％
・電解コンデンサ素子：定格電圧２００Ｖ、静電容量６８μＦ
　上記電解液を上記電解コンデンサ素子に含浸し、これに１０ｍＡの定電流を印加した以
外は、上記と同様の条件で耐電圧を測定した。
（比較例３、４）
　多孔性ポリイミド微粒子の代わりにシリカ微粒子６．０重量％を添加した以外は、上記
と同様の条件で耐電圧を測定した。
【００２５】
［実施例５～１０、１３］溶質、溶媒による比較（多孔性ポリイミド微粒子添加量固定）
・電解液（中・低圧用）
　　溶質：アジピン酸アンモニウム、安息香酸アンモニウム、フタル酸水素１－エチル－
　　　　　２，３－ジメチルイミダゾリニウム、フタル酸水素テトラメチルアンモニウム
　　　　　、マレイン酸水素エチルメチルアンモニウム、安息香酸トリエチルメチルアン
　　　　　モニウム、マレイン酸トリエチルアンモニウム
　　溶媒：エチレングリコール、水（実施例５、６）
　　　　　エチレングリコール、γ－ブチロラクトン（実施例７～１０、１３）
　　添加剤：多孔性ポリイミド微粒子６．０重量％
・電解コンデンサ素子：定格電圧２００Ｖ、静電容量６８μＦ
　上記電解液を上記電解コンデンサ素子に含浸し、これに１０ｍＡの定電流を印加した以
外は上記実施例と同様にして、耐電圧を測定した。
（比較例５～１０、１３）
　多孔性ポリイミド微粒子の代わりにシリカ微粒子６．０重量％を添加した以外は、上記
と同様の条件で耐電圧を測定した。
【００２６】
［実施例１１、１２］多孔性ポリイミド微粒子にリン酸ブチルを追加した場合の比較
・電解液（中・低圧用）
　　溶質：安息香酸トリエチルメチルアンモニウム、安息香酸１－エチル－２，３－ジ
　　　　　メチルイミダゾリニウム
　　溶媒：エチレングリコール、γ－ブチロラクトン混合
　　添加剤：多孔性ポリイミド微粒子６．０重量％、およびリン酸ブチル２．０重量％
・電解コンデンサ素子：定格電圧２００Ｖ、静電容量６８μＦ
　上記電解液を上記電解コンデンサ素子に含浸し、これに１０ｍＡの定電流を印加した以
外は、上記と同様の条件で耐電圧を測定した。
（比較例１１、１２）
　多孔性ポリイミド微粒子の代わりにシリカ微粒子６．０重量％を添加した以外は、上記
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と同様の条件で耐電圧を測定した。
【００２７】
　上記の条件にて測定した耐電圧値を表１に示す。
【００２８】
【表１】

【００２９】
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　表１の実験結果から、本発明の電解液は従来の電解液と同等以下の比抵抗で、より高い
耐電圧を有することが分かる。
【００３０】
　次に、実施例１－１～１－７、２－１～２－７、および比較例１、２の電解液を使用し
て、定格電圧４５０Ｖ、静電容量１０μＦの電解コンデンサを作製し、１０５℃にて３０
００時間の定格電圧４５０Ｖを印加する高温負荷試験を行った。その結果を表２に示す。
【００３１】
【表２】

【００３２】
［実施例１－１～１－７、２－１～２－７、比較例１、２］多孔性ポリイミド微粒子／シ
リカ微粒子比較
　表１、２の結果から分かるように、１，６－デカンジカルボン酸アンモニウムを溶質に
用い、多孔性ポリイミド微粒子を０．３～２０．０重量％添加した実施例１－１～１－７
は、静電容量、ｔａｎδともに安定した特性を示しており、比抵抗、耐電圧の面も合わせ
ると、多孔性ポリイミド微粒子を０．５～１８．０重量％添加した実施例１－２～１－６
が優れた特性を示している。
　しかしながら、多孔性ポリイミド微粒子の代わりにシリカ微粒子を添加した比較例１は
、ショート品が多発した。これに対し、実施例１－１～１－７は、初期の耐電圧だけでな
く、３０００時間にわたる高温負荷試験中においても、高い耐電圧を維持し、ショートが
発生しなかった。
　また、１，７－オクタンジカルボン酸アンモニウムを溶質に用い、多孔性ポリイミド微
粒子を０．３～２０．０重量％添加した実施例２－１～２－７は、静電容量、ｔａｎδと
もに安定した特性を示し、比抵抗、耐電圧の面も合わせると、多孔性ポリイミド微粒子を
０．５～１８．０重量％添加した実施例２－２～２－６が優れた特性を示している。
　しかしながら、多孔性ポリイミド微粒子の代わりにシリカ微粒子を添加した比較例２は
、ショート品が多発した。これに対し、実施例２－１～２－７は、初期の耐電圧だけでな
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く、３０００時間にわたる高温負荷試験中においても、高い耐電圧を維持し、ショートが
発生しなかった。
【００３３】
　また、表１から分かるように、［実施例５～１０、１３］溶質の有機酸の種類を変えた
場合、［実施例３、４］溶質を無機酸、または無機酸と有機酸との混合とした場合も、上
記と同様、対応する比較例と比べて、多孔性ポリイミド微粒子による耐電圧向上効果が得
られた。
　そして、［実施例１１、１２］多孔性ポリイミド微粒子とリン酸ブチル混合使用による
場合も、上記と同様、対応する比較例と比べて、多孔性ポリイミド微粒子による耐電圧向
上効果が得られた。
【００３４】
　なお、本発明は、上記実施例に限られるものではなく、上記の溶媒、溶質を単独または
複数使用した場合、および上述のその他の添加剤を混合した場合にも、上記同様に耐電圧
向上効果が得られた。
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