
JP 2011-192983 A 2011.9.29

(57)【要約】
【課題】静電容量が高く、高導電率の導電性高分子層を
備えた固体電解コンデンサを、制御性のよい製造工程に
より製造できる方法の提供。
【解決手段】巻回型固体電解コンデンサの製造方法であ
って、
セパレーターを使用したコンデンサ素子に、可溶性導電
性高分子と、水および／または有機溶剤を含み、表面張
力を６５ｍＮ／ｍ以下に調整した導電性組成物を塗布す
る工程と、乾燥して導電性高分子層を形成する工程を有
する、巻回型固体電解コンデンサの製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巻回型固体電解コンデンサの製造方法であって、
セパレーターを使用したコンデンサ素子に、可溶性導電性高分子と、水および／または有
機溶剤を含み、表面張力を６５ｍＮ／ｍ以下に調整した導電性組成物を塗布する工程と、
乾燥して導電性高分子層を形成する工程を有する、巻回型固体電解コンデンサの製造方法
。
【請求項２】
　前記導電性組成物に含まれる有機溶剤の量が、１～７０質量％である、請求項１に記載
の巻回型固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項３】
　前記導電性組成物が、０．１～２０質量％の界面活性剤を更に含む、請求項１または２
に記載の巻回型固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項４】
　前記導電性高分子が下記一般式（１）で表されるものである請求項１～３の何れか一項
に記載の巻回型固体電解コンデンサの製造方法。
【化１】

　式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、各々独立に、－Ｈ、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐の
アルキル基、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐のアルコキシ基、酸性基、水酸基、ニト
ロ基、－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒまたは－Ｉであり、Ｒ１～Ｒ４のうちの少なくとも一つは酸
性基である。ここで、酸性基とはスルホン酸基またはカルボキシ基である。
【請求項５】
　表面に陽極酸化皮膜が形成された陽極箔と陰極箔とがセパレーターを介して巻回され、
前記セパレーターに導電性高分子層が請求項１～４の何れか一項に記載の方法で形成され
た巻回型固体電解コンデンサであって、前記導電性高分層を形成する導電性高分子が、下
記一般式（１）で表されるものである巻回型固体電解コンデンサ。
【化２】

　式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、各々独立に、－Ｈ、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐の
アルキル基、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐のアルコキシ基、酸性基、水酸基、ニト
ロ基、－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒまたは－Ｉであり、Ｒ１～Ｒ４のうちの少なくとも一つは酸
性基である。ここで、酸性基とはスルホン酸基またはカルボキシ基である。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体電解質として導電性高分子層を備えた固体電解コンデンサの製造方法に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、アルミニウム、ニオブ、タンタル、チタン、マグネシウムなどの弁作用を有する
多孔質の金属体からなる陽極体の表面に、陽極酸化法により陽極酸化皮膜を形成し、次い
で前記陽極酸化皮膜上に導電性高分子層をさらに形成して、この導電性高分子層を固体電
解質として用いる固体電解コンデンサが開発されている。
　このような固体電解コンデンサは、固体電解質として二酸化マンガンを用いた従来の固
体電解コンデンサと比較して、固体電解質の導電率が１０～１００倍高く、またＥＳＲ（
等価直列抵抗）を大きく減少させることが可能であり、小型電子機器の高周波ノイズの吸
収用など様々な用途への応用が期待されている。
【０００３】
　一般的に、固体電解コンデンサの固体電解質として用いられる導電性高分子層を陽極酸
化皮膜上に形成するためには、化学酸化重合法や、電解重合法が用いられている。
　化学酸化重合法は、３，４－エチレンジオキシチオフェン（ＥＤＯＴ）、ピロール、ア
ニリンなどの導電性高分子のモノマーと、酸化剤やドーパント（導電補助剤）を含む溶液
をに、表面に陽極酸化皮膜が形成された金属体（陽極体）を浸漬させ、陽極酸化皮膜上に
おいてモノマーと酸化剤とを直接反応させて導電性高分子層を形成させる方法である。
　一方、電解重合法は、予め陽極酸化皮膜上に導電性の下地層を形成しておき、該下地層
上に導電性高分子のモノマーおよびドーパントを含む電解質液を塗布して塗膜を形成し、
該塗膜と下地層との間に電圧を印加して導電性高分子層を形成する方法である。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、化学酸化重合法による導電性高分子層の形成方法が開示され
ている。具体的には、ＥＤＯＴと、酸化剤およびドーパントを兼ねるｐ－トルエンスルホ
ン酸鉄（ＩＩＩ）とを有機溶媒に溶解させた溶液を、表面酸化が施されたアルミニウム電
極の表面に塗布してポリマーを形成した上で、有機溶媒を除去して導電性高分子層を形成
している。
　また、特許文献２には、化学酸化重合法により形成されたポリピロールもしくはポリア
ニリンの導電性高分子層を下地とし、該下地の表面に同質の導電性高分子層を電解重合法
によってさらに形成する方法が開示されている。
【０００５】
　しかし、これら化学酸化重合法や電解重合法は、陽極酸化皮膜上で重合反応を進行させ
るため、固体電解コンデンサの製造工程を制御するには困難となることがあった。
　そこで、陽極酸化皮膜上で化学酸化重合を行わずに導電性高分子層を形成するスラリー
ポリマー塗布法が提案されている。スラリーポリマー塗布法は、予めモノマーを重合させ
てポリマー（導電性高分子）とし、該ポリマーを含む分散液を陽極酸化皮膜上に願信させ
て乾燥し、塗膜とすることにより導電性高分子層を形成する方法である。
　スラリーポリマー塗布法は、化学酸化重合法や電解重合法とは異なり、陽極酸化皮膜上
で重合反応を進行させるのではなく、予めモノマーと酸化剤とドーパントを化学反応させ
て重合反応が完了した導電性高分子を用いる。従って、重合反応を陽極酸化皮膜上で行う
必要がないため、製造工程の制御が比較的容易であるという特徴を有する。
【０００６】
　ところで、陽極酸化皮膜内部への導電性高分子の分散性と含浸性と、導電性高分子の分
子量の大きさとの間には相反関係があることが知られている。一方、スラリーポリマー塗
布法によって形成される塗膜の導電率は、導電性高分子の分子量に比例する傾向がある。
　従って、スラリーポリマー塗布法により導電性高分子層を形成する場合に、その導電率
を上げてＥＳＲを低下させるためには、分子量の大きな導電性高分子を用いればよい。
【０００７】
　しかし、上述したように、分子量の大きな導電性高分子の分散液は、陽極酸化皮膜内部
への含浸性が低いので、陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部には導電性高分子層が形成され
にくく、表層のみに導電性高分子層が形成されるため、得られる固体電解コンデンサの静
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電容量が低くなるという問題があった。
【０００８】
　そこで、固体電解質層を少なくとも２段階に分けて形成する方法が考えられている。
この方法では、まず化学酸化重合法により陽極酸化皮膜上に第一の導電性高分子層を形成
し、ついでスラリーポリマー塗布法により、分子量が大きく導電性の高い導電性高分子の
分散液を用いて、高導電率の第二の導電性高分子層を形成する。
【０００９】
　このように、スラリーポリマー塗布法を用いる場合でも、静電容量を確保したり、導電
性高分子層の導電率を高めたりするためには、予め化学酸化重合を行って２段階に分けて
導電性高分子層を形成する必要があった。また、化学酸化重合による第一の導電性高分子
層の形成は、通常、モノマー、酸化剤、ドーパントを含む溶液に金属体を浸漬させる工程
を複数回行うため、製造工程が煩雑になり製品管理上の問題が生じることがあった。
【００１０】
　そこで、製造工程の制御性に優れた固体電解コンデンサの製造方法として、例えば特許
文献３には、表面に陽極酸化皮膜を形成した多孔質の弁作用金属体に、ポリエチレンジオ
キシチオフェンとポリスチレンスルホン酸の水分散体を、吐出機を用いて塗布した後、水
洗浄する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第３０４０１１３号公報
【特許文献２】特公平３－６１３３１号公報
【特許文献３】特開２００９－１４７１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、特許文献３に記載のように吐出機を用いる方法は、機械装置の初期投資
が嵩む上、比較的高価な導電性高分子の利用率が低いため、無駄が増えコスト高になりや
すい。
　また、ポリジオキシチオフェンは、分子量は小さいものの水や有機溶剤に難溶であり、
分散液中で凝集しやすく、陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部に含浸しにくかった。
【００１３】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、静電容量が高く、高導電率の導電性高分子
層を備えた巻回型固体電解コンデンサを、制御性のよい製造工程により製造できる方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは鋭意検討した結果、水や有機溶剤に溶けやすい導電性高分子を用いること
で、導電性高分子を分散液ではなく水や有機溶剤に溶解した状態（ポリマー溶液）で使用
できるため、導電性高分子が陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部へ含浸しやすくなることを
見出した。
　しかし、近年、多孔質の金属体はさらに微細化されていたり、様々な形態の微細孔を有
していたりする。また、巻回型固体電解コンデンサのように、繊維又は紙系のセパレータ
ーに絶縁油を染み込ませたものでは、導電性高分子はセパレーターに浸透しづらく、コン
デンサ内部の陽極酸化皮膜の微細孔に含浸させることが難しかった。
　従って、多孔質金属体の表面に形成された陽極酸化皮膜も内部はより微細で複雑であり
、該陽極酸化皮膜の内部に導電性高分子を含浸させるには、上述したポリマー溶液を用い
るだけでは不十分であった。
　そこで、さらに検討を重ねた結果、ポリマー溶液の表面張力を規定すること、または／
および、界面活性剤を含むことで、セパレーターに絶縁油を染み込ませた巻回型固体電解
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コンデンサの場合でも、陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部への含浸性が著しく改善される
ことを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１５】
　すなわち、本発明の第一の観点は、巻回型固体電解コンデンサの製造方法であって、セ
パレーターを使用したコンデンサ素子に、可溶性導電性高分子と、水および／または有機
溶剤を含み、表面張力を６５ｍＮ／ｍ以下に調整した導電性組成物を塗布する工程と、乾
燥して導電性高分子層を形成する工程を有する、巻回型固体電解コンデンサの製造方法で
ある。
【００１６】
　また、本発明の第二の観点は、前記導電性組成物に含まれる有機溶剤の量が、１～７０
質量％である、前記巻回型固体電解コンデンサの製造方法であり、第三の観点は、前記導
電性組成物が、０．１～２０質量％の界面活性剤を更に含む、前記巻回型固体電解コンデ
ンサの製造方法である。
【００１７】
　また、本発明の第四の観点は、前記導電性高分子が下記一般式（１）で表される前記巻
回型固体電解コンデンサの製造方法である。
【化１】

　式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、各々独立に、－Ｈ、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐の
アルキル基、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐のアルコキシ基、酸性基、水酸基、ニト
ロ基、－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒまたは－Ｉであり、Ｒ１～Ｒ４のうちの少なくとも一つは酸
性基である。ここで、酸性基とはスルホン酸基またはカルボキシ基である。
【００１８】
　さらに、本発明の第五の観点は、表面に陽極酸化皮膜が形成された陽極箔と陰極箔とが
セパレーターを介して巻回され、前記セパレーターに導電性高分子層が前記方法で形成さ
れた巻回型固体電解コンデンサであって、前記導電性高分層を形成する導電性高分子が、
下記一般式（１）で表される巻回型固体電解コンデンサである。
【化２】

　式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、各々独立に、－Ｈ、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐の
アルキル基、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐のアルコキシ基、酸性基、水酸基、ニト
ロ基、－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒまたは－Ｉであり、Ｒ１～Ｒ４のうちの少なくとも一つは酸
性基である。ここで、酸性基とはスルホン酸基またはカルボキシ基である。
【発明の効果】
【００１９】
　前記固体電解コンデンサの製造方法によれば、静電容量が高く、高導電率の導電性高分
子層を備えた巻回型固体電解コンデンサを、制御性のよい製造工程により製造できる。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】図1は巻回型固体電解コンデンサ素子の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００２２】
＜巻回型固体電解コンデンサの製造方法＞
　本発明の実施の形態において、巻回型固体電解コンデンサは、導電性高分子層の形成工
程の他は、公知の技術により製造される。
　例えば、アルミニウム箔の表層近傍をエッチングにより多孔質体化した後、陽極酸化に
より誘電体酸化皮膜層（陽極酸化皮膜）を形成し、本実施の形態による導電性高分子層を
含む固体電解質を形成した後、陰極部を形成し、陽極部および陰極部には外部端子を接続
し外装を施して、本実施の形態にかかる巻回型固体電解コンデンサを得ることができる。
【００２３】
　本発明の一実施態様における固体電解質層の作製工程では、繊維又は紙系のセパレータ
ーを使用したコンデンサ素子に、水または有機溶剤に可溶な導電性高分子と、絶縁油に溶
解する溶剤１～７０質量％とを含み、表面張力を６５ｍＮ／ｍ以下に調整した導電性組成
物を塗布し、乾燥して導電性高分子層を形成する。
　本発明の更なる実施形態における固体電解質層の作製工程では、繊維又は紙系のセパレ
ーターを使用したコンデンサ素子に、可溶性導電性高分子と、０．１～２０質量％の界面
活性剤を含む導電性組成物を塗布し、乾燥して導電性高分子層を形成する。
【００２４】
　上記陽極酸化皮膜は、アルミニウム、タンタル、ニオブ、ニッケル等の金属材料（被膜
形成金属）からなる電極（弁作用金属体）を陽極酸化して形成されたものである。多孔質
の弁作用金属体を陽極酸化して形成される陽極酸化皮膜は、弁作用金属体の表面状態を反
映し、表面が微細な凹凸状となっている。この凹凸の周期は、弁作用金属体の種類などに
依存するが、通常、２００ｎｍ以下程度である。また、凹凸を形成する凹部（微細孔）の
深さは、弁作用金属体の種類などに特に依存しやすいので一概には決められないが、例え
ばアルミニウムを用いる場合、凹部の深さは数十ｎｍ～１μｍ程度である。
【００２５】
＜導電性高分子層＞
　本発明において、導電性高分子層は、水または有機溶剤に可溶な導電性高分子（以下、
「可溶性導電性高分子」という。）を含む。
　なお、本発明において「導電性」とは、１０９Ω・ｃｍ以下の体積抵抗率を有すること
である。
　可溶性導電性高分子としては、水または有機溶剤に溶解するものであれば特に限定され
ないが、スルホン酸基（－ＳＯ３Ｈ）および／またはカルボキシ基（－ＣＯＯＨ）を有す
るものが、溶解性の観点で好ましく用いられる。なお、可溶性導電性高分子において、ス
ルホン酸基、カルボキシ基は、それぞれ、酸の状態（－ＳＯ３Ｈ、－ＣＯＯＨ）で含まれ
ていてもよく、イオンの状態（－ＳＯ３

－、－ＣＯＯ－）で含まれていてもよい。
　本発明において「可溶」とは、１０ｇの水または有機溶剤（液温２５℃）に、０．１ｇ
以上均一に溶解することを意味する。
【００２６】
　可溶性導電性高分子としては、例えば特開昭６１－１９７６３３号公報、特開昭６３－
３９９１６号公報、特開平０１－３０１７１４号公報、特開平０５－５０４１５３号公報
、特開平０５－５０３９５３号公報、特開平０４－３２８４８号公報、特開平０４－３２
８１８１号公報、特開平０６－１４５３８６号公報、特開平０６－５６９８７号公報、特
開平０５－２２６２３８号公報、特開平０５－１７８９８９号公報、特開平０６－２９３
８２８号公報、特開平０７－１１８５２４号公報、特開平０６－３２８４５号公報、特開
平０６－８７９４９号公報、特開平０６－２５６５１６号公報、特開平０７－４１７５６
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号公報、特開平０７－４８４３６号公報、特開平０４－２６８３３１号公報に示された水
溶性導電性高分子が挙げられる。
【００２７】
　また、可溶性導電性高分子としては、導電性の観点から、下記一般式（１）で表される
繰り返し単位を有する化合物が好ましい。
【００２８】
【化３】

【００２９】
　式（１）中、Ｒ１～Ｒ４は、各々独立に、－Ｈ、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐の
アルキル基、炭素数１～２４の直鎖もしくは分岐のアルコキシ基、酸性基、水酸基、ニト
ロ基、－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒまたは－Ｉであり、Ｒ１～Ｒ４のうちの少なくとも一つは酸
性基である。
　ここで、酸性基とはスルホン酸基またはカルボキシ基である。つまり、式（１）中、Ｒ
１～Ｒ４のうちの少なくとも一つは、－ＳＯ３

－、－ＳＯ３Ｈ、－ＣＯＯＨまたは－ＣＯ
Ｏ－である。特に、製造が容易な点で、Ｒ１～Ｒ４のうち、いずれか一つが炭素数１～４
の直鎖または分岐のアルコキシ基であり、他のいずれか一つが－ＳＯ３

－または－ＳＯ３

Ｈであり、残りがＨであるものが好ましい。
【００３０】
　可溶性導電性高分子は、当該可溶性導電性高分子を構成する全繰り返し単位（１００モ
ル％）のうち、上記一般式（１）で表される繰り返し単位を２０～１００モル％含有する
ことが好ましく、５０～１００モル％含有することがより好ましく、ｐＨに関係なく、水
および有機溶剤への溶解性に優れる点で、１００モル％含有することが特に好ましい。
　また、可溶性導電性高分子は、導電性に優れる観点で、上記一般式（１）で表される繰
り返し単位を１分子中に１０以上含有することが好ましい。
【００３１】
　上記一般式（１）で表される繰り返し単位を有する化合物としては、溶解性に優れる点
で、ポリ（２－スルホ－５－メトキシ－１，４－イミノフェニレン）が特に好ましい。
【００３２】
　可溶性導電性高分子は、質量平均分子量が３０００～１００００００であることが好ま
しく、３０００～５００００であることがより好ましい。可溶性導電性高分子の質量平均
分子量が３０００以上であれば、導電性、成膜性および膜強度に優れる。可溶性導電性高
分子の質量平均分子量が１００００００以下であれば、水および有機溶剤への溶解性に優
れる。
　なお、可溶性導電性高分子の質量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ
ィー（ＧＰＣ）により分子量を測定し、ポリエチレングリコール換算した値である。
【００３３】
　可溶性導電性高分子は、化学重合または電解重合などの各種合成法によって得られる。
また、例えば特開平７－１９６７９１号公報、特開平７－３２４１３２号公報に記載の合
成方法により製造することもできる。
【００３４】
　本発明の一実施態様において、導電性高分子層は、可溶性導電性高分子の他に、可溶性
導電性高分子以外の導電性高分子（他の導電性高分子）や、界面活性剤等の添加剤など、
他の材料などを含有してもよい。
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　他の導電性高分子としては、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）、ポリピロ
ール、ポリアニリンなどが挙げられる。
【００３５】
　界面活性剤としては、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤
、非イオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤などが挙げられる。
【００３６】
　アニオン界面活性剤としては、例えば、アルキルスルホン酸、アルキルベンゼンスルホ
ン酸、アルキルカルボン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、α－オレフィンスルホン酸
、ジアルキルスルホコハク酸、α－スルホン化脂肪酸、Ｎ－メチル－Ｎ－オレイルタウリ
ン、石油スルホン酸、アルキル硫酸、硫酸化油脂、ポリオキシエチレンアルキルエーテル
硫酸、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル硫酸、アルキルリン酸、ポリオキ
シエチレンアルキルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン
酸、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物およびこれらの塩などが挙げられる。
【００３７】
　カチオン系界面活性剤としては、例えば、第一～第三脂肪アミン、四級アンモニウム、
テトラアルキルアンモニウム、トリアルキルベンジルアンモニウムアルキルピリジニウム
、２－アルキル－１－アルキル－１－ヒドロキシエチルイミダゾリニウム、Ｎ，Ｎ－ジア
ルキルモルホリニウム、ポリエチレンポリアミン脂肪酸アミド、ポリエチレンポリアミン
脂肪酸アミドの尿素縮合物、ポリエチレンポリアミン脂肪酸アミドの尿素縮合物の第四級
アンモニウムおよびこれらの塩などが挙げられる。
【００３８】
　両性界面活性剤としては、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－アルキル－Ｎ－カルボキシ
メチルアンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリアルキル－Ｎ－スルホアルキレンアンモ
ニウムベタイン、Ｎ，Ｎ－ジアルキル－Ｎ，Ｎ－ビスポリオキシエチレンアンモニウム硫
酸エステルベタイン、２－アルキル－１－カルボキシメチル－１－ヒドロキシエチルイミ
ダゾリニウムベタインなどのベタイン類、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキレンカルボン
酸塩などのアミノカルボン酸類などが挙げられる。
【００３９】
　非イオン系界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ
オキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンポリスチリルフェニルエ
ーテル、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシエチレン－
ポリオキシプロピレンアルキルエーテル、多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキ
シエチレン多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポ
リグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン化ヒマシ油、脂肪酸ジエタノールアミ
ド、ポリオキシエチレンアルキルアミン、トリエタノールアミン脂肪酸部分エステル、ト
リアルキルアミンオキサイドなどが挙げられる。
【００４０】
　フッ素系界面活性剤としては、例えば、フルオロアルキルカルボン酸、パーフルオロア
ルキルカルボン酸、パーフルオロアルキルベンゼンスルホン酸、パーフルオロアルキルポ
リオキシエチレンエタノールなどが挙げられる。
　ここで、アルキル基は炭素数１～２４が好ましく、炭素数３～１８がより好ましい。
　これら界面活性剤は、１種単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００４１】
　本発明の一実施態様において、導電性高分子組成物が界面活性剤を含有する場合、その
含有量は、０．１～２０質量％が好ましく、特に０．１～５質量％が好ましい。界面活性
剤の含有量が０．１質量％以上であれば、詳しくは後述するが、導電性高分子層の形成に
用いる、可溶性導電性高分子が溶媒に溶解した導電性組成物の表面張力を低下させること
ができる。その結果、陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部への含浸性が向上し、導電性高分
子層の導電率が高まる。
　一方、界面活性剤の含有量が２０質量％以下であれば、導電性を良好に維持できる。
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【００４２】
＜導電性組成物＞
　前記導電性組成物は、可溶性導電性高分子および絶縁油に溶解する溶剤を含有し、必要
に応じて他の導電性高分子や、各種添加剤を溶媒に溶解することで得られる。
　その際、表面張力を６５ｍＮ／ｍ以下になるように調整する。表面張力調整方法として
は、例えば、水と有機溶剤の混合溶媒を使用する方法、水および／または有機溶剤に既存
の界面活性剤を添加する方法等がある。
　導電性組成物の表面張力が６５ｍＮ／ｍ以下であれば、陽極酸化皮膜が形成されたコン
デンサ素子に対する濡れ性が向上するため、分子量の大きい可溶性導電性高分子を用いて
も、可溶性導電性高分子は陽極酸化皮膜の表面に堆積することなく、微細な凹凸の内部へ
含浸できる。
　なお、導電性組成物の表面張力は、可溶性導電性高分子の種類や量、溶媒の種類などに
よって調整できる。
【００４３】
　本発明において、絶縁油等の油分を溶解する溶剤は、固体電解コンデンサのセパレータ
ーに含浸された絶縁油等の油分を溶解するものであれば、特に限定されず、例えば、メタ
ノール、エタノール、イソプロピルアルコール、プロピルアルコール、ブタノール等のア
ルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、エチルイソブチルケトン、メチルイソブチ
ルケトン等のケトン類、エチレングリコール、エチレングリコールメチルエーテル、エチ
レングリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル等のエチレングリコール類、プロピレングリ
コール、プロピレングリコールメチルエーテル、プロピレングリコールエチルエーテル、
プロピレングリコールブチルエーテル、プロピレングリコールプロピルエーテル等のプロ
ピレングリコール類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド類、Ｎ－
メチルピロリドン、Ｎ－エチルピロリドン等のピロリドン類、乳酸メチル、乳酸エチル、
β－メトキシイソ酪酸メチル、α－ヒドロキシイソ酪酸メチル等のヒドロキシエステル類
等が挙げられる。
【００４４】
　本発明の一実施態様において、導電性組成物は、絶縁油に溶解する水および／または有
機溶剤１～７０質量％とを含む。前記溶剤を含むことにより、可溶性導電性高分子をセパ
レーターに十分に浸透させて、コンデンサ内部の陽極酸化皮膜の微細孔に含浸させること
ができる。
【００４５】
　前記導電性組成物に用いる溶媒の具体例としては、可溶性導電性高分子を溶解し、且つ
前記絶縁油等の油分を溶解する溶剤を含有するものであれば特に限定されない。
　前記導電性組成物に用いる溶媒の具体例としては、前記絶縁油等の油分を溶解する溶剤
及び水を混合したものが好ましく用いられる。なお、溶媒は２種以上を用いても何ら差し
支えない。
【００４６】
　導電性組成物において、可溶性導電性高分子は、溶媒に対して、０．５質量％以上３０
質量％以下であり、好ましくは０．５質量％以上２０質量％以下であり、さらに好ましく
は１質量％以上１５質量％以下である。
　可溶性導電性高分子の割合が０．５質量％以上であれば、十分な膜厚の導電性高分子層
を形成できる。一方、可溶性導電性高分子の割合が３０質量％以下であれば、導電性組成
物中で可溶性導電性高分子が凝集するのを抑制でき、導電性組成物が高粘度化しにくくな
り、可溶性導電性高分子が陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部により含浸しやすくなる。
【００４７】
　本発明の一実施態様において、前記可溶性導電性高分子溶液の表面張力の調整には、既
存の界面活性剤等を使用することができる。
【００４８】
　界面活性剤の具体例としては、アルキルスルホン酸、アルキルベンゼンスルホン酸、ア
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ルキルカルボン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、α－オレフィンスルホン酸、ジアル
キルスルホコハク酸、α－スルホン化脂肪酸、Ｎ－メチル－Ｎ－オレイルタウリン、石油
スルホン酸、アルキル硫酸、硫酸化油脂、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸、ポ
リオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル硫酸、アルキルリン酸、ポリオキシエチレ
ンアルキルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸、ナフ
タレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物およびこれらの塩などのアニオン系界面活性剤
；第一～第三脂肪アミン、四級アンモニウム、テトラアルキルアンモニウム、トリアルキ
ルベンジルアンモニウムアルキルピリジニウム、２－アルキル－１－アルキル－１－ヒド
ロキシエチルイミダゾリニウム、Ｎ，Ｎ－ジアルキルモルホリニウム、ポリエチレンポリ
アミン脂肪酸アミド、ポリエチレンポリアミン脂肪酸アミドの尿素縮合物、ポリエチレン
ポリアミン脂肪酸アミドの尿素縮合物の第四級アンモニウムおよびこれらの塩などのカチ
オン系界面活性剤；Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－アルキル－Ｎ－カルボキシメチルアンモニウ
ムベタイン、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリアルキル－Ｎ－スルホアルキレンアンモニウムベタイン、
Ｎ，Ｎ－ジアルキル－Ｎ，Ｎ－ビスポリオキシエチレンアンモニウム硫酸エステルベタイ
ン、２－アルキル－１－カルボキシメチル－１－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタ
インなどのベタイン類、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキレンカルボン酸塩などのアミノ
カルボン酸類などの両性界面活性剤；ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシ
エチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンポリスチリルフェニルエーテル
、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシエチレン－ポリオ
キシプロピレンアルキルエーテル、多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチ
レン多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリグリ
セリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン化ヒマシ油、脂肪酸ジエタノールアミド、ポ
リオキシエチレンアルキルアミン、トリエタノールアミン脂肪酸部分エステル、トリアル
キルアミンオキサイドなどの非イオン系界面活性剤；およびフルオロアルキルカルボン酸
、パーフルオロアルキルカルボン酸、パーフルオロアルキルベンゼンスルホン酸、パーフ
ルオロアルキルポリオキシエチレンエタノールなどのフッ素系界面活性剤が用いられる。
ここで、アルキル基は炭素数１～２４が好ましく、炭素数３～１８がより好ましい。なお
、界面活性剤は二種以上用いても何らさしつかえない。さらに、上記記載の溶剤と混合し
て使用しても良い。
【００４９】
　前記導電性組成物は、可溶性導電性高分子、および、必要に応じて、他の導電性高分子
や、界面活性剤などの添加剤を溶媒に溶解することで得られる。その際、表面張力が６５
ｍＮ／ｍ以下になるように調整する。
　導電性組成物の表面張力が６５ｍＮ／ｍ以下であれば、陽極酸化皮膜が形成された巻回
型固体電解コンデンサ素子に対する濡れ性が向上するため、分子量の大きい可溶性導電性
高分子を用いても、可溶性導電性高分子は陽極酸化皮膜の表面に堆積することなく、微細
な凹凸の内部へ含浸できる。
【００５０】
　導電性組成物の表面張力は、含浸性の観点から、６５ｍＮ／ｍ以下、特に、６０ｍＮ／
ｍ以下が好ましい。
【００５１】
　導電性組成物の表面張力は、可溶性導電性高分子の種類や量、上述したような溶媒の種
類などによって調整できる。
　例えば、溶媒として混合溶媒を用いる場合、有機溶剤の割合が多くなるに連れて、導電
性組成物の表面張力は低くなる傾向にある。
　また、導電性組成物の表面張力は、上述した界面活性剤を配合することでも調整できる
。
　特に、溶剤として水のみを用いる場合は、導電性組成物の表面張力が高くなる傾向にあ
る。そのような場合は、界面活性剤を配合すると表面張力が低下しやすくなる。
【００５２】
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　なお、導電性組成物の表面張力は、自動表面張力計（協和界面科学株式会社　ＣＢＶＰ
－Ｚ型）を用いて、プレート法（ウィルヘルミ法）で測定した。
　すなわち、測定子（白金プレート）を測定溶液につけて、測定子が溶液に引っ張られる
力（表面張力）と測定子を固定しているバネの力がつりあったときの、測定子が溶液に沈
んだ変位から、表面張力を測定した。
【００５３】
　導電性組成物の塗布方法としては、ディップコート法、刷毛塗り法、スピンコート法、
キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロー
ルコート法、ワイアーバーコート法、スプレーコート法、フローコート法、スクリーン印
刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等などが挙げられ
る。中でも、操作が容易である点で、ディップコート法（浸漬法）が好ましい。
　ディップコート法により導電性組成物を塗布する場合、作業性の観点から、導電性組成
物への浸漬時間は、１～３０分が好ましい。また、ディップコートする際に、減圧時にデ
ィップさせて常圧に戻す、あるいは、ディップ時に加圧するなどの方法も有効である。
【００５４】
　スプレーコート法などは、外部からの物理的な力によって可溶性導電性高分子を陽極酸
化皮膜の微細な凹凸の内部に含浸させることが可能であるが、機械装置の初期投資が嵩ん
だり、導電性組成物が陽極酸化皮膜以外の部分に飛び散りやすく可溶性導電性高分子の利
用率が低下したりしやすい。
　しかし、本発明であれば、上述した導電性組成物を用いて塗布を行うので、可溶性導電
性高分子が陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部に含浸しやすい。従って、スプレーコート法
などを用いなくても、操作が容易で、初期投資がかかりにくく、しかも可溶性導電性高分
子を無駄なく利用できるディップコート法を使用でき、経済的にも有益である。
【００５５】
　導電性組成物を塗布した後の乾燥方法としては、加熱乾燥が好ましいが、例えば、風乾
や、スピンさせて物理的に乾燥させる方法などを用いてもよい。
　また、乾燥条件は、可溶性導電性高分子や溶媒の種類により決定されるが、通常、乾燥
温度は、乾燥性の観点から、２０～１９０℃が好ましく、乾燥時間は１～３０分が好まし
い。
【００５６】
　以上説明したように、本発明によれば、多孔質の弁作用金属体上に形成された陽極酸化
皮膜上に、可溶性導電性高分子を含み、表面張力を規定した導電性組成物を塗布して導電
性高分子層を形成するので、分子量の大きい可溶性導電性高分子を用いても、陽極酸化皮
膜の微細な凹凸の内部へ十分に含浸する。よって、陽極酸化皮膜上に高導電率の導電性高
分子層を形成することができる。
【００５７】
　特に、近年は、多孔質の弁作用金属体はさらに微細化されていたり、様々な形態の微細
孔を有していたりするので、陽極酸化皮膜も内部はより微細で複雑になっているが、本発
明であれば、より微細で複雑な陽極酸化皮膜の内部にも、十分に可溶性導電性高分子を含
浸できる。
　よって、本発明により得られる巻回型固体電解コンデンサは、陽極酸化皮膜上に、その
微細な凹凸の内部にまで十分に可溶性導電性高分子が含浸した導電性高分子層が形成され
るので、静電容量が高く、コンデンサとしての性能に優れる。
　また、本発明は、陽極酸化皮膜上で化学酸化重合を行わずに導電性高分子層を形成でき
るので、製造工程の制御が容易であり、制御性に優れる。
【００５８】
　なお、多孔質の弁作用金属体には、上記ではアルミニウムを例に説明したが、その他タ
ンタル、ニオブ、ニッケルめっき品等特にアルミニウムに限定されるものではない。
【００５９】
＜セパレーター＞
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　本発明において、巻回型固体電解コンデンサに使用されるセパレーターには、繊維又は
紙系やＰＥＴ等がある。巻回型固体電解コンデンサを作る工程で、セパレーターに絶縁油
を染み込ませたものが用いられることもある。上記絶縁油としては、フタル酸エステルや
マレイン酸エステル、フマル酸エステル、アルキルベンゼン油などが挙げられるが、鉱油
、ジアリルエタン油、アルキルベンゼン油、脂肪族エステル油、芳香族エステル油、多環
芳香族油、シリコン油等の電気絶縁油またはこれらの混合物が含まれるものであれば特に
限定されるものではない。
【実施例】
【００６０】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【００６１】
＜表面張力測定方法＞
　導電性組成物の表面張力は、自動表面張力計（協和界面科学株式会社　ＣＢＶＰ－Ｚ型
）を用いて、プレート法（ウィルヘルミ法）で測定した。
　すなわち、測定子（白金プレート）を測定溶液につけて、測定子が溶液に引っ張られる
力（表面張力）と測定子を固定しているバネの力がつりあったときの、測定子が溶液に沈
んだ変位から、表面張力を測定した。
【００６２】
＜含浸性評価＞
　試験片を縦方向(積層方向)に切断し、これを走査型電子顕微鏡（株式会社日立ハイテク
ノロジーズ、「Ｓ－４３００ＳＥ／Ｎ」、）にて、観察倍率１０００～３００００倍で観
察して、陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部への可溶性導電性高分子の含浸状態を確認した
。以下に示す評価基準にて含浸性の評価を行った。
【００６３】
（含浸性評価基準）
　◎：可溶性導電性高分子が陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部に十分含浸している。
　○：可溶性導電性高分子が陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部に十分ではないが含浸して
いる。
　△：可溶性導電性高分子が陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部にやや含浸している。
　×：可溶性導電性高分子の陽極酸化皮膜の微細な凹凸の内部への含浸が不十分である。
【００６４】
＜電気容量測定＞
　電気容量はＬＣＲメーター（アジレント製Ｅ４９８０Ａ　プレシジョンＬＣＲメーター
）を用いて周波数１２０Ｈｚで測定した。
【００６５】
　［製造例１、可溶性導電性高分子（ａ－１）］
　ａ－１：ポリ（２－スルホ－５－メトキシ－１，４－イミノフェニレン）の合成
　２－アミノアニソール－４－スルホン酸１００ｍｍｏｌを，２５℃で１００ｍｍｏｌの
トリエチルアミン水溶液に攪拌溶解し、ペルオキソ二硫酸アンモニウム１００ｍｍｏｌの
水溶液を滴下した。滴下終了後、２５℃で１２時間更に攪拌した後に反応生成物を濾別洗
浄後乾燥し、重合体粉末１５ｇを得た。この重合体の体積抵抗値は９．０Ω・ｃｍであっ
た。また、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）によりポリエチレングリ
コール換算で求めた質量平均分子量は約１００００であった。
【００６６】
＜導電性組成物（Ｂ１～１１）の調整＞
Ｂ－１：ａ－１（５質量部）と、溶媒として水（１００質量部）を混合した。
Ｂ－２：ａ－１（５質量部）と、溶媒として水（５０質量部）とイソプロピルアルコール
（ＩＰＡ）（５０質量部）の混合溶媒とを混合した。
Ｂ－３：ａ－１（５質量部）と、溶媒として水（５０質量部）とアセトン（５０質量部）
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Ｂ－４：ａ－１（５質量部）と、溶媒として水（５０質量部）とメタノール（５０質量部
）の混合溶媒とを混合した。
Ｂ－５：ａ－１（５質量部）と、溶媒として水（９０質量部）と、メタノール（１０質量
部）の混合溶媒とを混合した。
Ｂ－６：ａ－１（５質量部）と、溶媒として水（７５質量部）とメタノール（２５質量部
）の混合溶媒とを混合した。
Ｂ－７：ａ－１（３質量部）と、溶媒として水（１００質量部）を混合した。
Ｂ－８：ａ－１（３質量部）と、溶媒として水（８０質量部）とメタノール（２０質量部
）の混合溶媒とを混合した。
Ｂ－９：ａ－１（５質量部）と、溶媒として水（１００質量部）に界面活性剤としてジオ
クチルスルホコハク酸ナトリウム（花王株式会社製の「ペレックスＯＴ－Ｐ」（ｃ－１）
を０．５質量％）混合した。
Ｂ－１０：ａ－１（３質量部）と、溶媒として水（１００質量部）に界面活性剤としてジ
オクチルスルホコハク酸ナトリウム（花王株式会社製の「ペレックスＯＴ－Ｐ」（ｃ－１
）を０．１質量％）混合した。
Ｂ－１１：ａ－１（３質量部）と、溶媒として水（８０質量部）とイソプロピルアルコー
ル（ＩＰＡ）（２０質量部）の混合溶媒とを混合した。
【００６７】
（導電性組成物の表面張力の測定）
　導電性組成物（Ｂ－１～Ｂ－１１）を調整し、各々の表面張力を測定した。結果を表１
に示す。
【００６８】
【表１】

【００６９】
　［実施例１］
　表１（Ｂ－２）に示す組成で導電性組成物を調整し、前記組成物溶液に誘電体層を有す
る陽極酸化したアルミ箔を浸漬し、１３０℃で乾燥することによって導電性高分子層を形
成させた巻回型固体電解コンデンサ用アルミ箔を作製した。前記巻回型固体電解コンデン
サ用アルミ箔の含浸性評価の結果を表２に示す。
【００７０】
　［実施例２～６、比較例１］
　表１に示す種類の導電性組成物（実施例２～６：Ｂ―３～６、Ｂ－９、比較例１：Ｂ－
１）を用いた以外は、実施例１と同様にして含浸性評価を行った。含浸性評価の結果を表
２に示す。
【００７１】
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【００７２】
　[実施例７～９、比較例２]
　ＰＥＴ製のセパレーターを有するＡｌ巻回コンデンサ素子にＢ－７～１０（実施例７～
９：Ｂ－８、１０、１１、比較例２：Ｂ－７）の導電性組成物を浸漬させた後に、１３０
℃で１時間乾燥させたものを、ＬＣＲメーター（アジレント製Ｅ４９８０Ａ　プレシジョ
ンＬＣＲメーター）を用いて１２０Ｈｚでの電気容量を測定した。その結果を表３に示す
。
【００７３】
【表３】

【００７４】
　表２より、本実施例で用いたアルミ箔では、表面張力６５ｍＮ／ｍ以下になるようにメ
タノール水溶液等や界面活性剤を添加した組成に調整することで、コンデンサの陽極酸化
皮膜の微細孔に導電性高分子層を十分に含浸させることができた。
　一方、表面張力が６７ｍＮ／ｍである比較例１は、コンデンサの陽極酸化皮膜の微細孔
に導電性高分子層を十分に含浸させることができなかった。
　また、表３より、表面張力が６５ｍＮ／ｍ以下の場合、コンデンサの陽極酸化皮膜の微
細孔に導電性高分子が十分に含浸（陽極酸化皮膜の微細孔の被覆率が改善）できたため、
高い電気容量が発現させることができた。
　一方、表面張力が６７ｍＮ／ｍである比較例２は、コンデンサの陽極酸化皮膜の微細孔
に導電性高分子層を十分に含浸させることができず、十分な電気容量を発現することがで
きなかった。
【符号の説明】
【００７５】
図１
１　巻回型コンデンサ（素子）
２　陰極
３　陽極
４　セパレーター
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