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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に誘電体被膜が形成された陽極体と、前記誘電体被膜上に形成された導電性高分子
層と、を備える固体電解コンデンサの製造方法において、
　陽極体の表面に誘電体被膜を形成する工程と、
　モノマー、ドーパント材、およびヘテロ原子として窒素原子を含む含窒素複素多環式芳
香族化合物を用いて重合反応させることによって、前記誘電体被膜上に前記導電性高分子
層を形成する工程と、を有し、
　前記モノマーは、３，４－エチレンジオキシチオフェンであり、
　前記ドーパント材は芳香族スルホン酸金属塩であり、
　前記導電性高分子層を形成する工程における、前記モノマー（Ａ）と前記含窒素複素多
環式芳香族化合物（Ｂ）とのモル比（Ａ／Ｂ）が、３／０．０１以上３／０．０４以下で
ある固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項２】
　前記含窒素複素多環式芳香族化合物は、ベンゾピリミジン、ベンゾピリダジン、アクリ
ジンおよびキノキサリン、ならびにこれらの誘導体のうちの少なくとも１つの化合物であ
る請求項１に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、固体電解コンデンサおよびその製造方法に関し、特に、高い耐熱性を有する
固体電解コンデンサおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器のデジタル化および高周波化に伴い、小型で大容量であり、高周波領域
においてもインピーダンスの低い固体電解コンデンサが要求されている。
【０００３】
　上記要求に対応する固体電解コンデンサとして、巻回型の固体電解コンデンサが開発さ
れている。巻回型の固体電解コンデンサは、セパレータを介して巻回された陽極体と陰極
体との隙間に固体電解質としての導電性高分子層が形成された構成を有する。このような
巻回型の構成によって、小型で大容量の固体電解コンデンサを実現することができる。
【０００４】
　また、固体電解コンデンサにおいて、高周波領域での低インピーダンス化を実現にする
ために、導電性高分子層として、高い導電性を有するポリピロール、ポリチオフェンなど
の高分子が用いられる。現在、これらの高分子の中でも、反応速度が比較的緩やかで、か
つ、陽極体の表面の誘電体被膜との密着性に優れたポリエチレンジオキシチオフェンが着
目されている。
【０００５】
　このポリエチレンジオキシチオフェンからなる導電性高分子層としての性能を高めるた
めに、様々な検討がなされている。たとえば、特許文献１には、インピーダンスのばらつ
きが少ないポリエチレンジオキシチオフェンを形成するために、酸化剤として使用する各
成分の配合量を調製した上で、モノマーを重合させて導電性高分子層を形成することが記
載されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、固体電解コンデンサの耐圧性を高めるために、カチオンとアニ
オンを含むイオン液体および重合遅延剤を用いて、ポリエチレンジオキシチオフェンを形
成することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１７６７５８号公報
【特許文献２】特開２００８－２８３１３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、近年、鉛の有害性から、リフロー処理が鉛フリー半田によって行われる傾向
にある。鉛フリー半田はその融点が従来の鉛半田よりも高く、鉛フリー半田を用いたリフ
ロー処理時の温度は２００～２７０℃のような高温となる。このような高い温度でリフロ
ー処理を行うと、導電性高分子層が劣化して導電性が低下してしまい、結果として、固体
電解コンデンサの性能が低下してしまうという問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、高い耐熱性を有する固体電解コンデンサおよびその製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、表面に誘電体被膜が形成された陽極体と、誘電体被膜上に形成された導電性
高分子層と、を備える固体電解コンデンサであって、導電性高分子層に、芳香族スルホン
酸イオンと、ヘテロ原子として窒素原子を含む含窒素複素多環式芳香族化合物イオンとが
存在する固体電解コンデンサである。
【００１１】



(3) JP 5388811 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

　上記固体電解コンデンサにおいて、含窒素複素多環式芳香族化合物イオンは、ベンゾピ
リミジン、ベンゾピリダジン、アクリジンおよびキノキサリン、ならびにこれらの誘導体
のうちの少なくとも１つの化合物のイオンであることが好ましい。
【００１２】
　また、上記固体電解コンデンサにおいて、導電性高分子層を構成する高分子は、ポリエ
チレンジオキシチオフェンであることが好ましい。
【００１３】
　本発明は、表面に誘電体被膜が形成された陽極体と、誘電体被膜上に形成された導電性
高分子層と、を備える固体電解コンデンサの製造方法において、陽極体の表面に誘電体被
膜を形成する工程と、モノマー、ドーパント材、およびヘテロ原子として窒素原子を含む
含窒素複素多環式芳香族化合物を用いて重合反応させることによって、誘電体被膜上に導
電性高分子層を形成する工程と、を有する固体電解コンデンサの製造方法である。
【００１４】
　上記固体電解コンデンサの製造方法において、含窒素複素多環式芳香族化合物は、ベン
ゾピリミジン、ベンゾピリダジン、アクリジンおよびキノキサリン、ならびにこれらの誘
導体のうちの少なくとも１つであることが好ましい。
【００１５】
　また、上記固体電解コンデンサの製造方法において、導電性高分子層を形成する工程に
おける、モノマー（Ａ）と含窒素複素多環式芳香族化合物（Ｂ）とのモル比（Ａ／Ｂ）が
、３／０．０１以上３／０．０４以下であることが好ましい。
【００１６】
　また、上記固体電解コンデンサの製造方法において、ドーパント材は芳香族スルホン酸
金属塩であり、モノマーは、３，４－エチレンジオキシチオフェンであることが好ましい
。
【００１７】
　本明細書において、含窒素複素多環式芳香族化合物とは、その分子構造中に２以上の芳
香環を有し、少なくとも１つの芳香環がヘテロ原子として窒素を含む化合物をいう。また
、本明細書において、高分子の前駆体であるモノマーは必ずしも単量体である必要ななく
、たとえば低分子のオリゴマーも含む概念である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、高い耐熱性を有する固体電解コンデンサおよびその製造方法を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施の形態に係る巻回型の固体電解コンデンサの構造を概略的に示す断面図で
ある。
【図２】本実施の形態に係るコンデンサ素子の構成を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明者は、固体電解コンデンサの耐熱性を高めることに着目して鋭意検討を重ねた結
果、重合反応によって導電性高分子層を形成する際に、ヘテロ原子として窒素を含有する
含窒素複素多環式芳香族化合物を用いて重合反応させることによって、高い耐熱性を有す
る固体電解コンデンサを製造できることを知見した。
【００２１】
　以下、上記知見に基づいた本発明の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する
。なお、以下に示す実施の形態においては、同一または対応する部分について同一の符号
を付し、その説明は繰り返さない。
【００２２】
　＜固体電解コンデンサ＞
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　まず、本実施の形態に係る固体電解コンデンサの構成について説明する。
【００２３】
　図１は、本実施の形態に係る巻回型の固体電解コンデンサの構造を概略的に示す断面図
である。
【００２４】
　図１において、固体電解コンデンサ１００は、コンデンサ素子１０と、有底ケース１１
と、封止部材１２と、座板１３と、リード線１４Ａ，１４Ｂと、リードタブ１５Ａ，１５
Ｂとを備える。
【００２５】
　コンデンサ素子１０にはリードタブ１５Ａ，１５Ｂが接続され、リードタブ１５Ａ，１
５Ｂのそれぞれにはリード線１４Ａ，１４Ｂが電気的に接続される。このコンデンサ素子
１０は、上面に開口端を有する有底ケース１１に収納されており、リード線１４Ａ，１４
Ｂが貫通するように形成された封止部材１２がコンデンサ素子１０の上面に配置されるこ
とによって、有底ケース１１内に封止される。また、有底ケース１１の開口端近傍は、横
絞り・カール加工されており、加工されたカール部分には座板１３が配置される。なお、
コンデンサ素子１０の断面図は複雑であり、また、導電性高分子層の構成以外は従来の巻
回型のコンデンサ素子と同様の構成であるため、図示しない。
【００２６】
　リード線１４Ａ，１４Ｂおよびリードタブ１５Ａ，１５Ｂの材料は、固体電解コンデン
サのリード線およびリードタブに用いられる公知の材料を用いることができる。有底ケー
ス１１の材料としては、アルミニウム、ステンレス、銅、鉄、真鍮などの金属からなるケ
ースを用いることができ、あるいはこれらの合金を用いてもよい。また、封止部材１２は
、絶縁性の物質であればよい。たとえば、絶縁性の弾性体、なかでも耐熱性や密封性の比
較的高い材料である、シリコンゴム、フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム、ハイパイロ
ンゴム、ブチルゴム、イソプレンゴムなどの絶縁ゴムを採用することができる。
【００２７】
　図２は、本実施の形態に係るコンデンサ素子の構成を説明するための図である。
　図２において、コンデンサ素子１０は、リードタブ１５Ａと接続した陽極体２１と、リ
ードタブ１５Ｂと接続した陰極体２２と、セパレータ２３とを備える。陽極体２１および
陰極体２２は、セパレータ２３を介して一体的に巻回されており、巻回された巻回体の最
外周は、巻き止めテープ２４により止められている。また、陽極体２１および陰極体２２
のうち少なくとも陽極体２１の表面には誘電体被膜が形成されており、誘電体被膜上、す
なわち、陽極体２１および陰極体２２の隙間には、不図示の導電性高分子層が形成されて
いる。
【００２８】
　陽極体２１は、巻回型の固体電解コンデンサの陽極体に一般的に用いられるものであれ
ば良い。陽極体２１として、たとえば、アルミニウム、タンタル、ニオブなどの弁作用を
有する金属からなる箔の表面に誘電体被膜が形成された構成を採用することができる。こ
のような構成の陽極体は、弁作用を有する金属からなる箔の表面を粗面化のためにエッチ
ング処理し、その後、粗面化された箔の表面を化成処理して誘電体被膜を形成させること
によって作製することができる。
【００２９】
　陰極体２２は、巻回型の固体電解コンデンサの陰極体に一般的に用いられるものであれ
ば良い。陰極体２２として、たとえば、アルミニウム、タンタル、ニオブなどの弁作用を
有する金属からなる箔を採用することができる。陽極体２１と陰極体２２を構成する金属
は同じでも良く、異なっていても良い。
【００３０】
　セパレータ２３は、巻回型の固体電解コンデンサのセパレータに一般的に用いられるも
のであれば良い。セパレータ２３として、たとえば、合成セルロース、ポリエチレンテレ
フタレート、ビニロン、アラミド繊維を主成分とする不織布等を用いることができる。
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【００３１】
　導電性高分子層を構成する高分子として、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリフラン
若しくはポリアニリン、またはこれらの誘導体などの高分子を採用することができる。ポ
リチオフェンまたはその誘導体の導電性が高いことから、ポリチオフェンまたはその誘導
体からなる高分子が好ましく、特に、ポリエチレンジオキシチオフェンからなる高分子が
好ましい。
【００３２】
　また、導電性高分子層中にはドーパントが存在する。このドーパントとしては、導電性
高分子層中でのドーパントしての移動度が高い芳香族スルホン酸イオンを用いることがで
きる。好ましい芳香族スルホン酸イオンとしては、ナフタレンスルホン酸イオン、テトラ
リンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスルホン酸イオンおよびアルコキシベンゼンス
ルホン酸イオンなどがある。特に、導電性高分子層の初期電気特性および耐熱性を向上さ
せる機能を有する、アルキルベンゼンスルホン酸イオンの１つであるパラトルエンスルホ
ン酸イオンが好ましい。
【００３３】
　さらに、導電性高分子層中には、含窒素複素多環式芳香族化合物（Nitrogen-containin
g　heterocyclic　polyaromatic　compound；以下、「ＮＨＰＡ化合物」という。）イオ
ンが存在する。本発明者らは、導電性高分子層を形成する際に、ＮＨＰＡ化合物塩を用い
ることによって、すなわち導電性高分子層中にＮＨＰＡ化合物イオンを存在させることに
よって固体電解コンデンサの耐熱性が向上し、さらに、等価直列抵抗（Equivalent　Seri
es　Resistance；以下、「ＥＳＲ」という。）を低下させることができることを知見した
。ＮＨＰＡ化合物イオンが高分子中に存在することによって導電性高分子層の特性が向上
する理由は明確ではないが、耐熱性の向上について、以下のような仮説が考えられる。
【００３４】
　ＮＨＰＡ化合物において、ヘテロ原子としての窒素原子は、芳香環中の他の原子と共役
しており、１つの非共有電子対を有する状態となっている。非共有電子対を有する窒素原
子には置換基やプロトンが結合し易い。非共有電子対を有する窒素原子に、ドーパントで
ある芳香族スルホン酸が置換基として結合してＮＨＰＡ化合物と芳香族スルホン酸との塩
が形成された場合、窒素原子はカチオン電荷を帯びる。上述のように、窒素原子は芳香環
中の他の原子と共役しているため、窒素原子上に生じたカチオン電荷は、芳香環中に拡散
されて安定した状態で存在することになる。カチオン電荷が分子中に安定した状態で存在
するＮＨＰＡ化合物イオンは、高分子の分子構造を安定化させ、リフロー処理のような高
温環境下において、導電性高分子層中からドーパントが脱離されるのを防ぐ。
【００３５】
　上述のような、ＮＨＰＡ化合物としては、安定した分子構造と高い耐熱性を有するベン
ゾピリミジン、ベンゾピリダジン、アクリジンおよびキノキサリン、並びにこれらの誘導
体を用いることができる。また、導電性高分子層にＮＨＰＡ化合物を存在させるために、
ＮＨＰＡ化合物塩を用いて導電性高分子層を形成することが好ましく、ＮＨＰＡ化合物と
結合して塩を形成するアニオン成分としては、芳香族スルホン酸イオンを用いることがで
きる。当該アニオン成分に好適な芳香族スルホン酸イオンとして、多環式スルホン酸イオ
ン、テトラリンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスルホン酸イオンおよびアルコキシ
ベンゼンスルホン酸イオンなどがある。特に、耐熱性が高く、かつ導電性高分子層中にお
いて高分子の導電性を阻害しない、アルキルベンゼンスルホン酸イオンの１つであるパラ
トルエンスルホン酸イオンを用いることが好ましい。
【００３６】
　上述したように、本実施の形態に係る固体電解コンデンサにおいて、導電性高分子層を
形成する高分子中には、ドーパントしての芳香族スルホン酸イオンと、ＮＨＰＡ化合物イ
オンが存在する。このような導電性高分子層は高い耐熱性を有しており、もって、高い耐
熱性を有する固体電解コンデンサを提供することができる。
【００３７】
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　本発明に係る固体電解コンデンサは、上記の実施の形態に係る固体電解コンデンサに限
定されず、公知の他の形状に応用することができる。公知の他の形状としては、弁金属か
らなる焼結体を用いたチップ型の固体電解コンデンサ、弁金属の板を用いた積層型の固体
電解コンデンサなどがある。チップ型の固体電解コンデンサの場合、誘電体被膜を有する
焼結体上に導電性高分子層が形成され、積層型の固体電解コンデンサの場合、誘電体被膜
を有する弁金属の板上に導電性高分子層が形成される。
【００３８】
　＜固体電解コンデンサの製造方法＞
　次に、上述の固体電解コンデンサ１００の製造方法について説明する。
【００３９】
　≪誘電体被膜を形成する工程≫
　まず、公知の化成処理方法に従って、陽極体２１の表面に誘電体被膜を形成する。たと
えば、弁作用金属箔をアジピン酸アンモニウム溶液などの公知の化成液に浸漬し、熱処理
または電圧を印加することによって弁作用金属箔の表面に誘電体被膜を形成することがで
きる。
【００４０】
　そして、誘電体被膜が形成された陽極体２１と陰極体２２をセパレータ２３を介して巻
回し、巻き止めテープ２４で止めて巻回体を作製する。ここで、陽極体２１及び陰極体２
３には、リードタブ１５Ａ，１５Ｂを介して、端子となるリード線１４Ａ，１４Ｂが夫々
接続されている。
【００４１】
　陽極体２１及び陰極体２２に接続されるリード線１４Ａ，１４Ｂの数は夫々一以上であ
れば特に制限はされず、また陽極体２１及び陰極体２２の枚数も各々一枚ずつであっても
よいし、複数枚あってもよい。また、陽極体２１及び陰極体２２の枚数が同数であっても
、異なっていてもよい。陽極体２１及び陰極体２２、リードタブ１５Ａ，１５Ｂおよびリ
ード線１４Ａ，１４Ｂは、各々公知の材料を用いて公知の方法で作製することができる。
【００４２】
　ここで、一般的に、陽極体２１は、量産性の観点から、大判の弁作用金属箔を化成処理
し、その後所望の大きさに裁断された金属箔が用いられる。このため、上記工程によって
作製された巻回体において、陽極体２１の切断面である切り口には誘電体被膜が形成され
てない。そこで、公知の化成処理方法に従って、陽極体２１の切り口に誘電体被膜を形成
する。
【００４３】
　≪導電性高分子層を形成する工程≫
　化成処理後の巻回体に重合液を含浸させて、誘電体皮膜上に導電性高分子層を形成する
。本明細書でいう重合液とは、重合反応に用いられる溶液全体を示し、１つの溶液からな
っていても、複数の溶液からなっていてもよい。例えば、重合液は、高分子の前駆体であ
るモノマー、ドーパント材、酸化剤、ＮＨＰＡ化合物塩を含む１つの溶液であってもよい
し、それぞれの物質を含む４つの溶液であってもよいし、いくつかの物質を含む２つまた
は３つの溶液であってもよい。本実施の形態では、モノマーを含むモノマー溶液と、ドー
パント材およびＮＨＰＡ化合物塩を含む混合液（以下、単に「混合液」という。）との２
種の溶液を重合液として調製する場合を説明する。
【００４４】
　まず、モノマーを含むモノマー溶液および混合液を調製する。モノマーは溶媒中に添加
しても良く、モノマーのみで液体状である場合には、モノマー単体をモノマー溶液とする
ことができる。混合液は、たとえば、溶媒にドーパント材を添加してドーパント溶液を調
製した後、この溶液にＮＨＰＡ化合物塩を添加することによって調製することができる。
混合液をこのように調製することによって、混合液とモノマー溶液との均一な混合が可能
となる。溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ｎ‐ブタノ
ール、エチレングリコールなどのアルコールのうちの少なくとも１つを用いることができ
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る。
【００４５】
　そして、上述のように作製した巻回体に、調製した混合液を含浸させ、さらに、モノマ
ー溶液を含浸させる。各物質が巻回体に含浸されることにより、誘電体被膜上、すなわち
、陽極体２１と陰極体２２の隙間に、モノマー、ドーパント材、およびＮＨＰＡ化合物塩
が浸透する。陽極体２１と陰極体２２の隙間に各物質が浸透してそれぞれが接触すること
により、重合反応が進行する。この重合反応は化学重合反応であり、例えば、熱を加える
ことによって重合反応の速度を大きくすることができる。
【００４６】
　上記工程で誘電体被膜上、すなわち、陽極体２１および陰極体２２の隙間に導電性高分
子層が形成されることによって、コンデンサ素子１０が完成する。このコンデンサ素子１
０は、重合反応によって形成された導電性高分子層中に、ドーパントおよびＮＨＰＡ化合
物が存在する構成を有する。
【００４７】
　本実施の形態において、モノマーとして公知のものを採用することができ、例えば、ピ
ロール、チオフェン、フランおよびアニリン、並びにこれらの誘導体の中から適宜採用す
ることができる。ポリチオフェンまたはその誘導体の導電性が高いことから、チオフェン
またはその誘導体からなるモノマーを用いることが好ましく、特に、ポリエチレンジオキ
シチオフェンを形成する３，４－エチレンジオキシチオフェンを用いることが好ましい。
【００４８】
　芳香族スルホン酸金属塩のアニオンを構成する芳香族スルホン酸としては、ナフタレン
スルホン酸、テトラリンスルホン酸、アルキルベンゼンスルホン酸およびアルコキシベン
ゼンスルホン酸を用いることができる。特に、導電性高分子層の初期電気特性および耐熱
性を向上させる機能を有する、アルキルベンゼンスルホン酸の１つであるパラトルエンス
ルホン酸を用いることが好ましい。芳香族スルホン酸金属塩のカチオンを構成する金属と
しては、鉄（ＩＩＩ）、銅（ＩＩ）、クロム（ＶＩ）、セリウム（ＩＶ）、マンガン（Ｖ
ＩＩ）、亜鉛（ＩＩ）を用いることができる。特に、鉄（ＩＩＩ）を用いることが好まし
い。
【００４９】
　ＮＨＰＡ化合物塩のカチオンを構成するＮＨＰＡ化合物としては、上述のように、安定
した分子構造と高い耐熱性を有するベンゾピリミジン、ベンゾピリダジン、アクリジンお
よびキノキサリン、並びにこれらの誘導体を用いることができる。また、ＮＨＰＡ化合物
塩のアニオンを構成する化合物としては、多環式スルホン酸、テトラリンスルホン酸、ア
ルキルベンゼンスルホン酸およびアルコキシベンゼンスルホン酸などの芳香族スルホン酸
を用いることができる。特に、耐熱性が高く、導電性高分子層中において、高分子の導電
性を阻害しないパラトルエンスルホン酸を用いることが好ましい。
【００５０】
　ここで、本工程において用いられるモノマー（Ａ）とＮＨＰＡ化合物塩（Ｂ）とのモル
比（Ａ／Ｂ）は、３／０．０１以上３／０．０４以下であることが好ましい。すなわち、
本実施の形態において、巻回体に含浸されるモノマー溶液中のモノマーの総量が３モルの
場合に、巻回体に含浸される混合液中のＮＨＰＡ化合物の総量が０．０１モル以上０．０
４モル以下であることが好ましい。上記モル比が３／０．０１未満の場合、ＮＨＰＡ化合
物塩を添加することによる、固体電解コンデンサの低ＥＳＲ化および高耐熱性化という効
果が弱くなる。一方上記モル比が３／０．０４を超える場合、過剰なＮＨＰＡ化合物塩が
、モノマーとドーパント溶液との重合反応を阻害し、固体電解コンデンサのＥＳＲが上昇
してしまう。また、モノマー（Ａ）とドーパント材（Ｃ）とのモル比（Ａ／Ｃ）は、３／
１であることが好ましい。
【００５１】
　≪コンデンサ素子の有底ケースへの実装≫
　上記工程によって作製されたコンデンサ素子１０は、有底ケース１１に収納され、コン
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デンサ素子１０の上面に、リード線１４Ａ，１４Ｂが貫通するように形成された封止部材
１２が配置されることによって、有底ケース１１内に封止される。そして、有底ケース１
１の開口端近傍が、横絞り・カール加工され、加工されたカール部分に座板１３が配置さ
れることにより、図１に示す固体電解コンデンサが作製される。
【００５２】
　上述の本実施の形態に係る固体電解コンデンサの製造方法によれば、導電性高分子層中
に、ドーパントとしての芳香族スルホン酸イオンの他に、ＮＨＰＡ化合物イオンが存在す
る。これにより、導電性高分子層を形成する高分子の分子構造が安定し、さらに、ＮＨＰ
Ａ化合物が導電性高分子層中でドーパントして機能することができる。したがって、本実
施の形態において製造される固体電解コンデンサは、ＥＳＲが低く、高い耐熱性を有する
ことができる。
【００５３】
　本発明に係る固体電解コンデンサの製造方法は、上記の実施の形態に係る固体電解コン
デンサを製造する場合に限定されず、公知の他の形状の固体電解コンデンサの製造方法に
応用することができる。公知の他の形状としては、弁作用金属からなる焼結体を用いたチ
ップ型の固体電解コンデンサ、弁金属の板を用いた積層型の固体電解コンデンサなどがあ
る。チップ型の固体電解コンデンサの場合、誘電体被膜を有する焼結体上に導電性高分子
層が形成され、積層型の固体電解コンデンサの場合、誘電体被膜を有する弁金属の板上に
導電性高分子層が形成される。
【００５４】
　また、本実施の形態において、化学重合による導電性高分子層の形成について説明した
が、電解重合によって導電性高分子層を形成しても良い。
【実施例】
【００５５】
　＜実施例１＞
　まず、アジピン酸アンモニウム溶液にアルミニウム箔を浸漬して電圧を印加し、アルミ
ニウム箔の表面に誘電体被膜を形成した。そして、この誘電体被膜が形成されたアルミニ
ウム箔を裁断して、陽極体２１を作製した。そして、陽極体２１と陰極体２２としてのア
ルミニウム箔をセパレータ２３としての合成セルロース繊維を介して巻回し、巻き止めテ
ープ２４で止めて巻回体を作製した。
【００５６】
　次に、陽極体２１及び陰極体２３のそれぞれに設けられたリードタブ１５Ａ，１５Ｂに
、端子となるリード線１４Ａ，１４Ｂをそれぞれ接続した。なお、リードタブ１５Ａ，１
５Ｂおよびリード線１４Ａ，１４Ｂには銅被覆鋼線を用いた。次に、アジピン酸アンモニ
ウム溶液に巻回体の端面、すなわち陽極体２１の切断面である切り口を浸漬して２８０℃
で熱処理することにより、陽極体２１の切断面に誘電体被膜を形成して巻回体を完成させ
た。
【００５７】
　次に、混合液およびモノマー溶液を調製した。混合溶液として、まず、ドーパント材と
してのパラトルエンスルホン酸第二鉄０．１モルを８５．６ｇのｎ－ブタノールに添加し
た。そして、該ブタノール溶液に、ＮＨＰＡ化合物塩としてのパラトルエンスルホン酸ベ
ンゾピリミジニウムを０．０００５モル添加して、混合液を調製した。パラトルエンスル
ホン酸ベンゾピリミジニウムの構造を化学式１に示す。また、モノマー溶液として、０．
３モルの３，４－エチレンジオキシチオフェンを用いて、３，４－エチレンジオキシチオ
フェン溶液を調製した。なお、３，４－エチレンジオキシチオフェンは液体状であるため
、モノマー溶液には溶媒は用いなかった。
【００５８】
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【化１】

【００５９】
　そして、陽極体２１の表面に誘電体被膜が形成された巻回体に、調製した混合液を含浸
させ、さらに、モノマー溶液を含浸させた。すなわち、重合に用いたモノマー（Ａ）、パ
ラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウム（Ｂ）およびパラトルエンスルホン酸第二鉄
（Ｃ）のモル比は、Ａ：Ｂ：Ｃ＝３：０．００５：１となる。含浸後、３，４－エチレン
ジオキシチオフェンの化学重合反応が完了することによって導電性高分子層が形成された
。以上の工程により、コンデンサ素子１０を作製した。
【００６０】
　そして、作製したコンデンサ素子１０を有底ケース１１としてのアルミケースに収納し
、収納されたコンデンサ素子１０の上面に、リード線１４Ａ，１４Ｂが貫通するように、
封止部材１２としてのゴム部材を配置した。その後、有底ケース１１の開口端近傍を横絞
り・カール加工し、加工されたカール部分に座板１３としてのプラスチック板を配置した
。最後に、リード線１４Ａ，１４Ｂのプレス加工および折り曲げ加工を行った後にエージ
ングし、図１に示すような固体電解コンデンサを作製した。
【００６１】
　＜実施例２＞
　パラトルエンスルホン酸第二鉄０．１モルを８５．８ｇのｎ－ブタノールに添加したブ
タノール溶液に、パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムを０．００１モル添加し
た混合液を用いた以外は、実施例１と同様の方法により、固体電解コンデンサを製造した
。すなわち各物質のモル比は、Ａ：Ｂ：Ｃ＝３：０．０１：１となる。
【００６２】
　＜実施例３＞
　パラトルエンスルホン酸第二鉄０．１モルを８６．８ｇのｎ－ブタノールに添加したブ
タノール溶液に、パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムを０．００３モル添加し
た混合液を用いた以外は、実施例１と同様の方法により、固体電解コンデンサを製造した
。すなわち各物質のモル比は、Ａ：Ｂ：Ｃ＝３：０．０３：１となる。
【００６３】
　＜実施例４＞
　パラトルエンスルホン酸第二鉄０．１モルを８７．２ｇのｎ－ブタノールに添加したブ
タノール溶液に、パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムを０．００４モル添加し
た混合液を用いた以外は、実施例１と同様の方法により、固体電解コンデンサを製造した
。すなわち各物質のモル比は、Ａ：Ｂ：Ｃ＝３：０．０４：１となる。
【００６４】
　＜実施例５＞
　パラトルエンスルホン酸第二鉄０．１モルを８７．７ｇのｎ－ブタノールに添加したブ
タノール溶液に、パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムを０．００５モル添加し
た混合液を用いた以外は、実施例１と同様の方法により、固体電解コンデンサを製造した
。すなわち各物質のモル比は、Ａ：Ｂ：Ｃ＝３：０．０５：１となる。
【００６５】
　＜実施例６＞
　パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムのかわりにパラトルエンスルホン酸ベン
ゾピリダジニウムを用いた以外は、実施例１と同様の方法により、固体電解コンデンサを
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製造した。すなわち、重合に用いたモノマー（Ａ）、パラトルエンスルホン酸ベンゾピリ
ダジニウム（Ｄ）およびパラトルエンスルホン酸第二鉄（Ｃ）のモル比は、Ａ：Ｄ：Ｃ＝
３：０．００５：１となる。パラトルエンスルホン酸ベンゾピリダジニウムの構造を化学
式２に示す。
【００６６】
【化２】

【００６７】
　＜実施例７＞
　パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムのかわりにパラトルエンスルホン酸ベン
ゾピリダジニウムを用いた以外は、実施例２と同様の方法により、固体電解コンデンサを
製造した。すなわち、各物質のモル比は、Ａ：Ｄ：Ｃ＝３：０．０１：１となる。
【００６８】
　＜実施例８＞
　パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムのかわりにパラトルエンスルホン酸ベン
ゾピリダジニウムを用いた以外は、実施例３と同様の方法により、固体電解コンデンサを
製造した。すなわち、各物質のモル比は、Ａ：Ｄ：Ｃ＝３：０．０３：１となる。
【００６９】
　＜実施例９＞
　パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムのかわりにパラトルエンスルホン酸ベン
ゾピリダジニウムを用いた以外は、実施例４と同様の方法により、固体電解コンデンサを
製造した。すなわち、各物質のモル比は、Ａ：Ｄ：Ｃ＝３：０．０４：１となる。
【００７０】
　＜実施例１０＞
　パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムのかわりにパラトルエンスルホン酸ベン
ゾピリダジニウムを用いた以外は、実施例５と同様の方法により、固体電解コンデンサを
製造した。すなわち、各物質のモル比は、Ａ：Ｄ：Ｃ＝３：０．０５：１となる。
【００７１】
　＜比較例１＞
　パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムを添加しないこと意外は、実施例１と同
様の方法により、固体電解コンデンサを製造した。すなわち、各物質のモル比は、Ａ：Ｃ
＝３：１となる。
【００７２】
　＜比較例２＞
　パラトルエンスルホン酸ベンゾピリミジニウムのかわりにパラトルエンスルホン酸メチ
ルブチルイミダゾリウムを用いた以外は、実施例３と同様の方法により、固体電解コンデ
ンサを製造した。すなわち、重合に用いたモノマー（Ａ）、パラトルエンスルホン酸メチ
ルブチルイミダゾリウム（Ｅ）およびパラトルエンスルホン酸第二鉄（Ｃ）のモル比は、
Ａ：Ｅ：Ｃ＝３：０．０３：１となる。
【００７３】
　以上の実施例１～１０および比較例１，２の対比が容易となるように、各実施例および
比較例に用いた各物質および各物質の混合比を表１にまとめた。なお、各実施例および各
比較例において、固体電解コンデンサは各々５０個ずつ作製した。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
　＜性能評価＞
　各実施例および各比較例の固体電解コンデンサの定格電圧は４ＲＶ、定格容量は１５０
μＦであった。また、固体電解コンデンサの外形は、直径が６．３ｍｍ、高さが６ｍｍで
あった。
【００７６】
　≪初期静電容量≫
　各実施例および各比較例の固体電解コンデンサ５０個ずつからそれぞれランダムに３０
個を選択した。選択した各実施例および各比較例における３０個ずつの固体電解コンデン
サを、４端子測定用のＬＣＲメータを用いて、それぞれの固体電解コンデンサの周波数１
２０Ｈｚにおける初期静電容量（μＦ）を測定した。測定された結果のそれぞれの平均値
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を表２に示した。
【００７７】
　≪初期ＥＳＲ≫
　選択した各実施例および各比較例における３０個ずつの固体電解コンデンサについて、
４端子測定用のＬＣＲメータを用いて、それぞれの固体電解コンデンサの周波数１００ｋ
ＨｚにおけるＥＳＲ（ｍΩ）を測定した。測定された結果のそれぞれの平均値を表２に示
した。
【００７８】
　≪リフロー試験≫
　各実施例および各比較例の固体電解コンデンサについてリフロー試験を行った。具体的
には、１２１℃以上、２気圧の環境下に各実施例および比較例の固体電解コンデンサを１
２時間放置して強制吸湿させ、その後、２３０℃以上、最高温度２５０℃で３０秒間保持
した。
【００７９】
　≪静電容量変化率≫
　リフロー試験後の各実施例および各比較例の３０個ずつの固体電解コンデンサについて
、上述と同様の方法で静電容量を測定し、それぞれの固体電解コンデンサの平均値を算出
した。そして、初期静電容量をＣ０、リフロー試験後の静電容量をＣとして下記式（１）
に代入して、静電容量変化率ΔＣ（％）を算出した。結果を表２に示した。
ΔＣ（％）＝（Ｃ－Ｃ０）／Ｃ０×１００・・・（１）
　≪ＥＳＲ変化率≫
　リフロー試験後の各実施例および各比較例の３０個ずつの固体電解コンデンサについて
、上述と同様の方法でＥＳＲを測定し、それぞれの固体電解コンデンサの平均値を算出し
た。そして、初期ＥＳＲをＲ０、リフロー試験後のＥＳＲをＲとして下記式（２）に代入
して、ＥＳＲ変化率ΔＲ（倍）を算出した。結果を表２に示した。
ΔＲ（倍）＝Ｒ／Ｒ０・・・（２）
【００８０】
【表２】

【００８１】
　表２において、実施例１～１０と比較例１とを比べると、実施例１～１０の固体電解コ
ンデンサは、比較例１の固体電解コンデンサよりも、リフロー試験による静電容量の変化
率が小さかった。したがって、静電容量に関して、比較例１の固体電解コンデンサよりも
、実施例１～１０の固体電解コンデンサのほうが、リフロー試験による影響を受けにくい
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、すなわち高い耐熱性を有していることが分かった。特に、ＮＨＰＡ化合物塩の添加量が
、モノマー３モルに対して０．０１モル以上０．０４モル以下の場合には、静電容量のみ
ならず、ＥＳＲについてもリフロー試験による影響を受けにくい、すなわち固体電解コン
デンサの耐熱性が高いことが分かった。
【００８２】
　また、比較例２では、ＮＨＰＡ化合物塩のかわりに、パラトルエンスルホン酸メチルブ
チルイミダゾリウム、すなわち、含窒素複素環式芳香族化合物を用いたが、実施例１～１
０に比べて、リフロー試験による影響が大きく、固体電解コンデンサの特性が大きく低下
した。
【００８３】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明は、固体電解コンデンサとしての特性を向上させるために広く利用することがで
きる。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　コンデンサ素子、１１　有底ケース、１２　封止部材、１３　座板、１４Ａ，１
４Ｂ　リード線、１５Ａ，１５Ｂ　リードタブ、２１　陽極体、２２　陰極体、２３　セ
パレータ、２４　巻き止めテープ、１００　固体電解コンデンサ。

【図１】 【図２】
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