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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】難燃化に優れた固体電解コンデンサ及びその製
造方法を提供する。
【解決手段】陽極導体１と、陽極導体上に形成された誘
電体層２と、誘電体層上に形成された固体電解質層３と
、固体電解質層上に形成されたグラファイト層４及び銀
層５からなる陰極層とを含む固体電解コンデンサであっ
て、固体電解質中、もしくは固体電解質と接する誘電体
層との界面又は陰極層との界面に、環状フェノキシホス
ファゼン化合物等の非ハロゲン系ホスファゼン化合物１
１の溶解析出物を含む層を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極導体と、該陽極導体上に形成された誘電体層と、該誘電体層上に形成された固体電
解質と、該固体電解質上に形成された陰極層とを含む固体電解コンデンサであって、
　前記固体電解質中、もしくは前記固体電解質と接する他の層との界面に、非ハロゲン系
ホスファゼン化合物の溶解析出物を含む層を有する固体電解コンデンサ。
【請求項２】
　前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物が、前記固体電解質の少なくとも一つの層全域に
分布している請求項１に記載の固体電解コンデンサ。
【請求項３】
　前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物が、前記固体電解質の層間に分布している請求項
１に記載の固体電解コンデンサ。
【請求項４】
　前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物が、前記固体電解質と前記誘電体層との界面に分
布している請求項１に記載の固体電解コンデンサ。
【請求項５】
　前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物が、前記固体電解質と前記陰極層との界面に分布
している請求項１に記載の固体電解コンデンサ。
【請求項６】
　前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物を、前記固体電解質の固形分１００質量部に対し
て、１～５０質量部含む請求項１～５のいずれか１項に記載の固体電解コンデンサ。
【請求項７】
　前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物は、下記一般式（Ａ）で表される環状フェノキシ
ホスファゼン化合物、下記一般式（Ｂ）で表される直鎖または分岐状フェノキシホスファ
ゼン化合物、または一般式（Ａ）または（Ｂ）の化合物が、ｏ－フェニレン基、ｍ－フェ
ニレン基、ｐ－フェニレン基、及び一般式（Ｃ）で表されるビスフェニレン基からなる群
より選ばれる少なくとも１種の架橋基により架橋されている架橋フェノキシホスファゼン
化合物から選択される請求項１～６のいずれか１項に記載の固体電解コンデンサ。

【化１】

(式中、ｍは３～２５の整数を、Ｐｈはフェニル基を示す。)
【化２】

（式中、Ｘ１は基－Ｎ＝Ｐ（ＯＰｈ）３または基－Ｎ＝Ｐ（Ｏ）ＯＰｈを示し、Ｙ１は基
－Ｎ＝Ｐ（ＯＰｈ）４または基－Ｎ＝Ｐ（Ｏ）（ＯＰｈ）２を示し、ｎは３～１０００の
整数を、Ｐｈはフェニル基を示す。）
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【化３】

（式中。Ａは－Ｃ（ＣＨ３）２－、－ＳＯ２－、－Ｓ－または－Ｏ－を示し、ｚは０また
は１を示す。）
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の固体電解コンデンサを製造する方法であって、前
記非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶媒に溶解して添加することを特徴とする固体電解
コンデンサの製造方法。
【請求項９】
　前記溶媒は、溶解パラメータ（ＳＰ値）が８～１５の溶媒である請求項７に記載の固体
電解コンデンサの製造方法。
【請求項１０】
　前記固体電解質が、導電性高分子を含む請求項８又は９に記載の固体電解コンデンサの
製造方法。
【請求項１１】
　前記導電性高分子を含む固体電解質が、前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物と導電性
モノマーを含む溶液を化学酸化重合又は電解重合して形成される請求項１０に記載の固体
電解コンデンサの製造方法。
【請求項１２】
　前記導電性高分子を含む固体電解質が、前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解し
た溶液と、前記導電性高分子を溶解した溶液又は分散した分散液を混合して調製された混
合液を用いて形成される請求項１０又は１１に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項１３】
　前記固体電解質が、二酸化マンガンを含む請求項８又は９に記載の固体電解コンデンサ
の製造方法。
【請求項１４】
　前記二酸化マンガンを含む固体電解質が、前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解
した溶液と硝酸マンガンを溶解した溶液又は分散した分散液を混合して混合液、あるいは
前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物と硝酸マンガンを溶解した溶液を熱分解して形成さ
れる請求項１３に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項１５】
　前記陽極導体上に誘電体層を形成した後、前記非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解
した溶液を前記誘電体層上に付与し、溶媒を除去する工程を有する請求項８～１４のいず
れか１項に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項１６】
　前記陽極導体上に誘電体層及び固体電解質を形成した後、前記非ハロゲン系ホスファゼ
ン化合物を溶解した溶液を前記固体電解質上に付与し、溶媒を除去する工程を有する請求
項８～１５のいずれか１項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】
　本発明は、固体電解コンデンサ及びその製造方法に関し、詳しくは、難燃化に優れた固
体電解コンデンサ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弁作用金属からなる陽極導体の表面に誘電体膜を形成し、固体電解質で誘電体膜
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を被覆した固体電解コンデンサが知られている。
　この固体電解質には、導電性高分子などの有機物や、二酸化マンガンなどの燃焼しやす
いものを用いているため、信頼性向上のために難燃化する必要があり、この難燃化のため
に、固体電解質の中及び近接した部分に難燃剤を添加することが必要である。
【０００３】
　従来の固体電解コンデンサには、難燃効果を高めるために、モールド樹脂などに難燃剤
としてリン酸エステルなどを添加していた（特許文献１）。しかしながら、リン酸エステ
ル系の難燃剤は、加水分解性が高いため、水分により分解してしまい、難燃効果が低下す
るという欠点がある。このため、特に、製造プロセス中に水分を含んだものを用いる固体
電解質層中への添加は困難であった。
【０００４】
　特許文献２には、固体電解質中に粉末状の難燃剤で、水に難溶性の難燃剤を分散させる
方法が開示されている。また、難燃剤として三酸化アンチモンを用いる場合、固体電解質
層中のペーストにまたは、集電体層中の銀ペーストやカーボンペーストにハロゲン系の難
燃剤を混合したり、これらのペーストの構成材料にハロゲン含有物質（ハロゲン化物質）
を用いても良いことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－９３４６３号公報
【特許文献２】特開２００９－２２４６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２で使用される難燃剤は無機系の難燃剤であり、水難溶性のため、固体電解質
形成時に凝集しやすく、分散状態が不均一となりやすい。難燃剤の分散が不均一になると
難燃効果が低下することがある。また、特許文献１の実施例では難燃剤を使用した例は示
されていない。
【０００７】
　本発明では、固体電解質中又はその近傍に、難燃剤が層状で均等に添加された固体電解
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】
　本発明では、難燃剤として作用する耐水性の高い非ハロゲン系ホスファゼン化合物を用
い、この非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶媒に溶解して、固体電解質中又はその近傍
に層状で均等に添加する。
【０００９】
　即ち、本発明の一形態によれば、
　陽極導体と、該陽極導体上に形成された誘電体層と、該誘電体層上に形成された固体電
解質と、該固体電解質上に形成された陰極層とを含む固体電解コンデンサであって、
　前記固体電解質中、もしくは前記固体電解質と接する他の層との界面に、非ハロゲン系
ホスファゼン化合物の溶解析出物を含む層を有する固体電解コンデンサが提供される。
　本発明の別の形態によれば、上記の固体電解コンデンサを製造する方法であって、前記
非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶媒に溶解して添加することを特徴とする固体電解コ
ンデンサの製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、耐水性の高い非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶媒に溶解した溶液状態
で固体電解質中又は固体電解質近傍に添加するため、有効な難燃剤が均一に分布した難燃
剤を含む層を備える固体電解コンデンサを提供できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る固体電解コンデンサの構造を示す模式的断面図。
【図２】非ハロゲン系ホスファゼン化合物の分布状態の一例を示す模式的断面図。
【図３】非ハロゲン系ホスファゼン化合物の分布状態の一例を示す模式的断面図。
【図４】非ハロゲン系ホスファゼン化合物の分布状態の一例を示す模式的断面図。
【図５】非ハロゲン系ホスファゼン化合物の分布状態の一例を示す模式的断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
　［固体電解コンデンサ］
　図１に、本実施形態に係る固体電解コンデンサの構造を示す模式的断面図を示す。この
電解コンデンサは、陽極導体１上に、誘電体層２、固体電解質層３、グラファイト層４お
よび銀層５がこの順に形成された構造を有している。電解質層３の外周のグラファイト層
４と銀層５は陰極層を構成し、更に、導電接着剤６を介して外部との接続端子となる電極
７に接続される。また、陽極導体１の固体電解質層３を形成していない面には陽極導体１
と同様の弁作用金属からなる金属リード８が設けられており、金属リード８は、陰極層と
は異なる接続端子の電極７に接続されている。また、全体はエポキシ樹脂等の絶縁性の外
装樹脂９で覆われ、固体電解コンデンサ１０が形成される。
【００１３】
　（陽極導体）
　陽極導体１は、弁作用金属の板、箔または線；弁作用金属の微粒子からなる焼結体；エ
ッチングによって拡面処理された多孔質体金属などによって形成される。弁作用金属とし
ては、タンタル、アルミニウム、チタン、ニオブ、ジルコニウムおよびこれらの合金など
が挙げられる。中でも、アルミニウム、タンタルおよびニオブから選択される少なくとも
１種の弁作用金属であることが好ましい。なお、金属リード８は、陽極導体１と一体に形
成することが好ましい。
【００１４】
　（誘電体層）
　誘電体層２は、陽極導体１の表面を電解酸化させることで形成することができる層（酸
化皮膜とも言う）であり、焼結体や多孔質体などの空孔部にも形成される。誘電体層２の
厚みは、電解酸化の電圧によって適宜調整できる。
【００１５】
　（固体電解質層）
　固体電解質層３には、ピロール、チオフェン、アニリンまたはその誘導体を重合して得
られる導電性高分子；二酸化マンガン、酸化ルテニウムなどの酸化物誘導体；ＴＣＮＱ（
７，７，８，８－テトラシアノキノジメタンコンプレックス塩）などの有機物半導体を用
いることができる。
　固体電解質層３の形成方法としては、例えば、固体電解質を導電性高分子とする場合は
、誘電体層２上に前述の導電性高分子の懸濁液を塗布、あるいは該懸濁液に誘電体層２を
形成した陽極導体１（以下、陽極ペレットとも言う）を浸漬し、その懸濁液から溶媒を除
去する方法が挙げられる。
【００１６】
　固体電解質層３は、単層構造でもよいが、多層構造でもよい。図１に示す固体電解コン
デンサ１０では、固体電解質層３を二層構造、たとえば、第一の導電性高分子層３Ａおよ
び第二の導電性高分子層３Ｂで構成している。第一の導電性高分子層３Ａは、化学酸化重
合または電解重合で上述の空孔部内にも形成し、第二の導電性高分子層３Ｂは、塗布法や
浸漬法（ディッピング法）で形成することができる。第一の導電性高分子層３Ａに含まれ
る第一の導電性高分子と、第二の導電性高分子層３Ｂに含まれる第二の導電性高分子は、
同一種の重合体であることが好ましい。
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【００１７】
　化学酸化重合あるいは、電解重合における導電性高分子を与えるモノマーとしては、ピ
ロール、チオフェン、アニリンおよびそれらの誘導体から選ばれる少なくとも１種を用い
ることができる。このモノマーを化学酸化重合または電解重合して導電性高分子を得る際
に使用するドーパントとしては、ベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、フェノー
ルスルホン酸、スチレンスルホン酸およびその誘導体等のスルホン酸系化合物が好ましい
。ドーパントの分子量としては、低分子化合物から高分子量体まで適宜選択して用いるこ
とができる。化学酸化重合または電解重合の際にはモノマーを溶媒に溶解又は懸濁させて
行う。この溶媒としては、水のみでもよく、水と水に可溶な有機溶媒とを含む混和溶媒で
もよい。
【００１８】
　塗布または浸漬の際は、上記のモノマーを別途化学酸化重合または電解重合にて導電性
高分子とし、その後、水中に導電性高分子を分散して懸濁液を調製して使用する。塗布ま
たは浸漬の方法は特に制限はされないが、十分に多孔質細孔内部へ導電性高分子懸濁液を
充填させるために、塗布または浸漬後に数分～数１０分放置することが好ましい。また、
塗布または浸漬の繰り返しや、塗布または浸漬の際に減圧または加圧を行うことが好まし
い。
　導電性高分子懸濁液からの溶媒の除去は、乾燥することで行うことができる。乾燥温度
は、溶媒除去が可能な温度範囲であれば特に限定されないが、熱による導電性高分子劣化
防止の観点から、上限温度は３００℃未満であることが好ましい。乾燥時間は、乾燥温度
によって適宜最適化する必要があるが、導電性が損なわれない範囲であれば特に制限され
ない。
【００１９】
　固体電解質層３の形成方法としては、例えば、固体電解質を二酸化マンガンとする場合
は、誘電体層２上に硝酸マンガン溶液を塗布、あるいは硝酸マンガン溶液に誘電体層を形
成した陽極導体を浸漬し、その後、硝酸マンガンを熱分解させることにより、二酸化マン
ガンからなる固体電解質層を形成する。硝酸マンガンとしては、硝酸マンガン（ＩＩ）六
水和物などの水和物が好ましく使用される。硝酸マンガン（ＩＩ）六水和物は、水やエタ
ノールに易溶であり、これらの溶媒を単独で、あるいはこれらを混合し又は他の溶媒と組
み合わせて使用する。熱分解温度は特に制限はないが、２００～２５０℃程度の温度で実
施できる。
【００２０】
　本発明に係る固体電解質としては、特に限定されないが、導電性の観点から、二酸化マ
ンガン、導電性高分子が好ましく、特に導電性高分子が好ましい。
【００２１】
　固体電解質層を形成する導電性高分子としては、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリ
アニリンおよびそれらの誘導体が挙げられる。中でも、ポリ（３，４－エチレンジオキシ
チオフェン）またはその誘導体が好ましい。導電性高分子は、ホモポリマーでもよく、コ
ポリマーでもよく、１種でもよく、２種以上でもよい。
　導電性高分子を使用する場合には導電性高分子に高い導電性を付与するドーパントを組
み合わせることが好ましい。このドーパントとしては、アルキルスルホン酸、ベンゼンス
ルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アントラキノンスルホン酸、カンファースルホン酸、
ポリアクリル酸、ポリスチレンスルホン酸およびそれらの誘導体等が挙げられる。これら
のスルホン酸は、モノスルホン酸でもジスルホン酸でもトリスルホン酸でもよい。アルキ
ルスルホン酸の誘導体としては、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸が
挙げられる。ベンゼンスルホン酸の誘導体としては、フェノールスルホン酸、スチレンス
ルホン酸、トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸が挙げられる。ナフタレン
スルホン酸の誘導体としては、１－ナフタレンスルホン酸、２－ナフタレンスルホン酸、
１，３－ナフタレンジスルホン酸、１，３，６－ナフタレントリスルホン酸、６－エチル
－１－ナフタレンスルホン酸が挙げられる。アントラキノンスルホン酸の誘導体としては
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、アントラキノン－１－スルホン酸、アントラキノン－２－スルホン酸、アントラキノン
－２，６－ジスルホン酸、２－メチルアントラキノン－６－スルホン酸が挙げられる。中
でも、ポリスチレンスルホン酸が好ましい。ポリスチレンスルホン酸がドープしたポリ（
３，４－エチレンジオキシチオフェン）は水溶媒中に安定に分散した懸濁液が得られる。
また、その懸濁溶液から得られる導電性高分子組成物は高い導電性を持つことが知られて
いる。
【００２２】
　（グラファイト層）
　グラファイト層４は、グラファイト（黒鉛）の粉末をバインダとともに所定の溶媒（希
釈剤）に分散したグラファイトペーストを用いて形成することができる。グラファイトの
粒径や量は、適宜所望の導電性が付与できるように適宜調整することができる。
【００２３】
　（銀層）
　銀層５は、銀の微粒子をバインダとともに所定の溶媒（希釈剤）に分散した銀ペースト
を用いて形成することができる。銀微粒子の粒径や量は、適宜所望の導電性が付与できる
ように適宜調整することができる。
　グラファイトペーストや銀ペーストは、市販品を用いることができる。又、グラファイ
ト層の代わりに、カーボンブラックなどの炭素材料を添加した導電層を形成してもよい。
【００２４】
　［非ハロゲン系ホスファゼン化合物］
　非ハロゲン系ホスファゼン化合物としては、難燃剤としての効果があるものであれば特
に限定されないが、アリールオキシ基で置換されたホスファゼン化合物及びその架橋物が
望ましい。例えば、一般式（Ａ）で示される環状フェノキシホスファゼン化合物、あるい
は一般式（Ｂ）で示される直鎖または分岐状フェノキシホスファゼン化合物が例示される
。この中で、難燃効果の観点から、特に環状フェノキシホスファゼン化合物が好ましい。
【００２５】
【化１】

【００２６】
（式中、ｍは３～２５の整数を、Ｐｈはフェニル基を示す。）
【００２７】

【化２】

【００２８】
（式中、Ｘ１は基－Ｎ＝Ｐ（ＯＰｈ）３または基－Ｎ＝Ｐ（Ｏ）ＯＰｈを示し、Ｙ１は基
－Ｎ＝Ｐ（ＯＰｈ）４または基－Ｎ＝Ｐ（Ｏ）（ＯＰｈ）２を示し、ｎは３～１０００の
整数を、Ｐｈはフェニル基を示す。）
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　また、上記一般式（Ａ）または（Ｂ）の化合物が、ｏ－フェニレン基、ｍ－フェニレン
基、ｐ－フェニレン基、及び一般式（Ｃ）で表されるビスフェニレン基からなる群より選
ばれる少なくとも１種の架橋基により架橋されている架橋フェノキシホスファゼン化合物
も好適な化合物として用いることができる。
【００２９】
【化３】

【００３０】
（式中Ａは－Ｃ（ＣＨ３）２－、－ＳＯ２－、－Ｓ－または－Ｏ－を示し、ｚは０または
１を示す。）
【００３１】
　上記架橋フェノキシホスファゼン化合物においては、上記フェノキシホスファゼン化合
物として環状フェノキシホスファゼン化合物（Ａ）、および／または鎖状フェノキシホス
ファゼン化合物（Ｂ）が用いられるとともに、上記フェニレン系架橋基が、上記フェノキ
シホスファゼン化合物のフェニル基が脱離した２個の酸素原子間に介在し、かつ、当該架
橋フェノキシホスファゼン化合物のフェニル基の含有割合が、上記フェノキシホスファゼ
ン化合物中のフェニル基の総数を基準として５０～９９．９％の範囲内となっている、フ
ェノール性水酸基を少なくとも１つ有するフェニレン系架橋フェノキシホスファゼン化合
物であることがより好ましい。
【００３２】
　これら非ハロゲン系ホスファゼン化合物の添加量は、難燃効果の観点から固体電解質の
固形分１００質量部に対して１質量部以上５０質量部以下が好ましく、さらに、固体電解
質の固形分１００質量部に対して２質量部以上３０質量部以下がより好ましい。固体電解
質の固形分１００質量部に対して５質量部以上２０質量部以下が特に好ましい。非ハロゲ
ン系ホスファゼン化合物の添加量が少ないと難燃効果が低くなる。また、添加量が多いと
、固体電解質の電気伝導度低下への影響がある。
【００３３】
　［溶媒］
　非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解させる溶媒としては、非ハロゲン系ホスファゼ
ン化合物を溶解させることが可能な溶媒であれば特に限定されないが、ＳＰ値が８～１５
のものを選ぶことができる。ＳＰ値が８以上１５以下の溶媒を用いることにより、非ハロ
ゲン系ホスファゼン化合物が溶解するので、溶液中に均一に分布させることができる。Ｓ
Ｐ値が８～１５の溶媒としては、たとえば、シクロへキサン、酢酸ブチル、酢酸イソブチ
ル、イソ酢酸メチル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ
ブチルエーテルアセテート、メチルイソプロピルケトン、エチレングリコールジメチルエ
ーテル、ジプロピレングリコールメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチル
エーテル、メチルプロピルケトン、メチルエチルケトン、キシレン、酢酸プロピル、ジエ
チルケトン、ジメチルエーテル、炭酸ジエチル、イソプロピルアルコール、酢酸プロピル
、トルエン、酢酸エチル、エチレングリコールメチルエーテルアセテート、ベンゼン、ス
チレン、酢酸メチル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、アセトン、シクロへキ
サノン、炭酸ジメチル、エチレングリコールジアセテート、メチルイソブチルカルビトー
ル、ジ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、酢酸、ジエチレン
グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ブチルアル
コール、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、ヘキサノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
、エチレングリコールモノベンジルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル
、プロピルアルコール、シクロヘキサノール、アセトニトリル、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルム
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アミド、ジエチレングリコール、γ－ブチロラクトン、メチルグリコール、プロピレング
リコール、エタノール、炭酸プロピレン、Ｎ－エチレンホルムアミド、フェノール、ジメ
チルスルホキシド、メタノール、エチレングリコール、エチレンカーボネート等を用いる
ことができる。ＳＰ値は８～１２が好ましく、８～１０がより好まく、さらにカルボニル
基を有する溶媒が特に好ましい。カルボニル基を有する溶媒としては、たとえば、メチル
エチルケトン、アセトン、シクロへキサノン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド等が挙げら
れ、これらは水とも相溶性があることから特に好ましい。
【００３４】
　前記溶媒は、その他溶媒との混合溶媒としてもよく、その際の混合溶媒において、ＳＰ
値が前記範囲内に入っていれば、その他溶媒は特に限定されない。例えば、水は、ＳＰ値
が２３．４であり、上記のＳＰ値範囲外であり、非ハロゲン系ホスファゼン化合物は溶解
しないが、水と相溶性があり、上記ＳＰ値範囲内の溶媒と組み合わせて非ハロゲン系ホス
ファゼン化合物を溶解した溶液を調製することができる。
　また、非ハロゲン系ホスファゼン化合物を一旦上記の溶媒に溶解した後、得られた溶液
を他の溶媒に添加しても良い。このように溶液状態で添加することで、難燃剤である非ハ
ロゲン系ホスファゼン化合物を溶液中に均一に分布させることが可能となる。なお、他の
溶媒のＳＰ値や混合割合によっては、非ハロゲン系ホスファゼン化合物が析出してくるこ
とがある。その場合、以下に示す添加剤や他の方法を用いて、非ハロゲン系ホスファゼン
化合物を溶媒中に均一に分散させることが好ましい。
　このように、溶液状態で添加した非ハロゲン系ホスファゼン化合物は、溶媒の蒸発によ
り又は非ハロゲン系ホスファゼン化合物の溶液を他の液体に添加した際に溶解性の低下に
より析出したもの（以下、「溶解析出物」という）は、元の非ハロゲン系ホスファゼン化
合物の粉体よりも遙かに小さい粒径であり、そのまま粉体を分散させる場合より、難燃効
果の偏在が少なくなる。その結果、良好な難燃効果を付与することができる。
【００３５】
　非ハロゲン系ホスファゼン化合物の溶解析出物を液体中に均一に分散させるために、各
種添加剤を添加することが好ましい。
　一つ目は、分散剤である。分散剤には、低分子型と高分子型がある。低分子型分散剤と
しては、アルキルスルホン酸系、四級アンモニウム系、高級アルコールエステル系などが
挙げられる。高分子分散剤としては、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリエチレ
ンオキシド、ポリビニルピロリドンなどを挙げることができる。
　二つ目は、シランカップリング剤である。シランカップリング剤としては、ビニルトリ
エトキシシラン、ビニルトリス（β－メトキシエトキシ）シラン、γ－メタクリロキシプ
ロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、β－（３，
４－エポキシシクロへキシル）エチルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）γ
－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）γ－アミノプロピルメ
チルジメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－ア
ミノプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－ク
ロロプロピルトリメトキシシランなどが挙げられる。
　また、非ハロゲン系ホスファゼン化合物の溶解析出物を液体中に均一分散させる方法と
して、上記添加剤を添加する以外に、機械的分散方法が考えられる。例えば、超音波、ビ
ーズミル、ボールミル、ホモジナイザー等を用いる方法がある。
　上記の添加剤添加及び機械的分散方法では、どれを選んでも非ハロゲン系ホスファゼン
化合物の溶解析出物の液体中への均一分散に効果があるため特に限定されない。
【００３６】
　［非ハロゲン系ホスファゼン化合物の添加方法］
　固体電解質層３の中（固体電解質の全域または層間）および近接した部分(酸化皮膜の
直上、固体電解質の外側)への非ハロゲン系ホスファゼン化合物の添加方法は、以下のと
おりである。
【００３７】
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　まず、前記固体電解質層の中（全域）への非ハロゲン系ホスファゼン化合物の添加方法
は、固体電解質層の形成方法により異なる。
　例えば、固体電解質が導電性高分子の場合は、その導電性高分子層の形成方法により添
加方法が異なる。導電性高分子液の付与（塗布、浸漬等）により、誘電体層上に導電性高
分子層を形成する場合は、前記ＳＰ値が８～１５の溶媒から選択した溶媒（以下、「選定
溶媒」という）あるいは前記選定溶媒とその他溶媒との混合溶媒に非ハロゲン系ホスファ
ゼン化合物を溶解した溶液と導電性高分子を溶解した溶液又は分散した分散液を混合して
調製された混合液を用いて形成する。導電性高分子と非ハロゲン系ホスファゼン化合物は
、混合液中では溶解乃至は均一に分散していれば良い。導電性高分子層を、化学酸化重合
を用いて形成する場合は、２つの方法があり、一つ目は、誘電体層上にあらかじめ化学酸
化重合によって導電性高分子層を形成(以下、化学重合層という)しておき、この化学重合
層に、前記選定溶媒あるいはその他溶媒との混合溶媒に非ハロゲン系ホスファゼン化合物
を溶解させた溶液を染み込ませ、溶媒のみを揮発させて化学重合層内に非ハロゲン系ホス
ファゼン化合物を含ませる。二つ目の方法は、化学酸化重合に用いるモノマー及びドーパ
ントのどちらか一方を、前記選定溶媒、または前記選定溶媒とその他溶媒との混合溶媒に
溶解し、さらに非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解させる。これら溶液を用い、化学
酸化重合により導電性高分子層を形成する。このとき、モノマー溶液とドーパント溶液の
どちらにも、非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解させてもよい。導電性高分子層を、
電解重合を用いて形成する場合は、電解重合に使用するモノマー、ドーパント及び非ハロ
ゲン系ホスファゼン化合物を前記選定溶媒、または前記選定溶媒とその他溶媒との混合溶
媒に溶解させ、その溶液中で電解重合することにより形成する。
【００３８】
　固体電解質が二酸化マンガンの場合は、硝酸マンガンと非ハロゲン系ホスファゼン化合
物を前記選定溶媒、または前記選定溶媒とその他溶媒との混合溶媒に溶解させる。あるい
は硝酸マンガン溶液に非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解した溶液を添加しても良い
。その後、熱分解させ、二酸化マンガン層を形成する。熱による非ハロゲン系ホスファゼ
ン化合物の分解防止の観点から、熱分解温度は硝酸マンガンの分解温度以上であって、非
ハロゲン系ホスファゼン化合物の分解温度未満であることが好ましい。通常、熱分解は２
００℃から２５０℃程度の温度で行うことができる。
【００３９】
　図２に、前記固体電解質層の中（全域）へ非ハロゲン系ホスファゼン化合物が添加され
た場合のコンデンサ素子の断面図を示す。１１は非ハロゲン系ホスファゼン化合物の存在
を模式的に示している。実際には、非ハロゲン系ホスファゼン化合物の溶解析出物が微結
晶分散状態又は膜状態で分布している。以下の図も同様である。図２に示す例では、化学
酸化重合又は電解重合で形成される第一の導電性高分子層３Ａ中、導電性高分子液の塗布
又は浸漬で形成される第二の導電性高分子層３Ｂ中の両方に、それらの形成時に非ハロゲ
ン系ホスファゼン化合物１１を添加して全域に均等に分布するようにしている。しかしな
がら、第一の導電性高分子層３Ａの全域のみ、もしくは第二の導電性高分子層３Ｂの全域
のみに非ハロゲン系ホスファゼン化合物１１を添加してもよい。したがって、非ハロゲン
系ホスファゼン化合物は、固体電解質の少なくとも１層に層状で均等に含まれていれば良
い。なお、図２～図５において、陽極導体１の孔部の第一の導電性高分子層３Ａと第二の
導電性高分子層３Ｂとの間に空隙（ボイド）を有する形態が示されているが、これはボイ
ドの形成を許容するものであって、ボイドが形成されることを必須とするものではない。
【００４０】
　また、固体電解質の層間への添加は、固体電解質層３を複数回に分けて徐々に厚くする
場合に、先に形成された固体電解質層上に非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解した溶
液を塗布あるいは、該溶液に先に形成された固体電解質層を有する陽極体を浸漬（ディッ
ピング）し、加熱乾燥して溶媒を除去することで添加できる。その後、残りの固体電解質
層を形成する。図３に第二の導電性高分子層３Ｂの層間に非ハロゲン系ホスファゼン化合
物１１を添加した例を示す。第一の導電性高分子層３Ａを形成した後、第一の導電性高分
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子層３Ａ上に非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解した溶液を塗布又は浸漬して、第一
の導電性高分子層３Ａの表層の一部又は導電性高分子層３Ａの全層に非ハロゲン系ホスフ
ァゼン化合物を含浸しても良い。
【００４１】
　次に、前記固体電解質層の近接した部分(酸化皮膜の直上、固体電解質の外側)への非ハ
ロゲン系ホスファゼン化合物の添加方法は、前記選定溶媒あるいはその他溶媒との混合溶
媒に、非ハロゲン系ホスファゼン化合物をあらかじめ溶解させておき、その溶液を、例え
ば、酸化皮膜の直上、または固体電解質層の外側のそれぞれに塗布、あるいは該溶液に酸
化皮膜形成後の陽極体又は固体電解質層形成後の陽極体を浸漬し、その後加熱乾燥して溶
媒を除去することで非ハロゲン系ホスファゼン化合物の溶解析出物の層を形成することが
できる。図４、図５に、酸化皮膜（誘電体膜２）の直上、または固体電解質層３の外側（
グラファイト層４の下）のそれぞれに非ハロゲン系ホスファゼン化合物１１を添加した場
合のコンデンサ素子の断面図を示す。
【００４２】
　さらに、図２と図４及び／または図５の組み合わせや、図３と図４及び／または図５の
組み合わせでもよい。
　最終的には非ハロゲン系ホスファゼン化合物を溶解していた溶媒は除去され、非ハロゲ
ン系ホスファゼン化合物は固体として析出（溶解析出物）するが、前記した通り、非ハロ
ゲン系ホスファゼン化合物の元の粉体に比較してその粒径が極めて小さい微分散状態であ
るか、非ハロゲン系ホスファゼン化合物の膜状物となる。本発明ではこのようにして、耐
水性の非ハロゲン系ホスファゼン化合物を固体電解質層の中及び近接した部分に、難燃剤
の均一分布層として添加することができる。
【００４３】
　グラファイト層４の形成方法としては、固体電解質層３上に、前述のグラファイトペー
ストを塗布し、またはグラファイトペースト中に固体電解質層３を形成した陽極ペレット
を浸漬して、そのグラファイトペーストから溶媒を除去する方法が挙げられる。グラファ
イトペーストからの溶媒の除去は、乾燥することで行うことができる。乾燥温度は、溶媒
除去が可能な温度範囲であれば特に限定されないが、熱による下層の固体電解質層劣化防
止の観点から、上限温度は３００℃未満であることが好ましい。乾燥時間は、乾燥温度に
よって適宜最適化する必要があるが、導電性が損なわれない範囲であれば特に制限されな
い。
【００４４】
　銀層５の形成方法としては、グラファイト層４上に、前述の銀ペーストを塗布または該
銀ペースト中にグラファイト層４を形成した陽極ペレットを浸漬して、その銀ペーストか
ら溶媒を除去する方法が挙げられる。銀ペーストからの溶媒の除去は、乾燥することで行
うことができる。乾燥温度は、溶媒除去が可能な温度範囲であれば特に限定されないが、
熱による下層の固体電解質層劣化防止の観点から、上限温度は３００℃未満であることが
好ましい。乾燥時間は、乾燥温度によって適宜最適化する必要があるが、導電性が損なわ
れない範囲であれば特に制限されない。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明を実施例に基づき、さらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
のみに限定されるものではない。
【００４６】
　実施例１～４４、比較例１～４
　陽極導体１にタンタル微粉末の焼結体（弁作用金属多孔質体）を選択した。
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る固体電解コンデンサは、陽極側電極として
の金属リード８を有する陽極導体１と、この陽極導体１の表面を陽極酸化して得た誘電体
層２と、固体電解質層３と、グラファイト層４、銀層５からなる陰極層、導電接着剤６お
よび外部電極７、外装樹脂９から構成されている。下記の方法で固体電解コンデンサを製
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造した。
　タンタル微粉末の焼結体を、リン酸水溶液中、１６Ｖで陽極酸化し、タンタル微粉末表
面全体が誘電体層２で被覆されたペレットを得た。次に、表１に示す難燃剤を、添加量、
添加箇所、固体電解質の種類を変え、さらに表１に記載の方法で固体電解質層３を形成し
た。
【００４７】
　ここで、ディップ法で使用した導電性高分子液としては、ポリ（３，４－エチレンジオ
キシチオフェン）と、ドーパントとしてポリスチレンスルホン酸と、溶媒として水を含む
導電性高分子液を調製した。なお、導電性高分子は、特許第２６３６９６８号を参考に、
モノマーである３，４－エチレンジオキシチオフェン（以下、ＥＤＴと略す）と、ドーパ
ント及び分散剤として機能するポリスチレンスルホン酸（以下、ＰＳＳと略す）との質量
比率がＥＤＴ／ＰＳＳ＝１／３となるように水に混合し、化学酸化重合にて重合反応を起
こし、重合反応後、未反応のモノマーなどの不純物を取り除き、残部を導電性高分子液と
して得た。得られた導電性高分子液において、導電性高分子とドーパントとを合わせた含
有量は１．０質量％であった。
【００４８】
　化学酸化重合には、ＥＤＴとＰＳＳとの質量比率がＥＤＴ／ＰＳＳ＝１／３となるよう
に水に混合した溶液中にペレットを浸漬して化学酸化重合にて重合反応させた。
【００４９】
　電解重合には、ＥＤＴとＰＳＳとの質量比率がＥＤＴ／ＰＳＳ＝１／３となるように水
に混合した溶液中にペレットを浸漬して、対極に炭素電極を用いた電解重合にて重合反応
させた。
【００５０】
　二酸化マンガンの場合、濃度２０質量％の硝酸マンガン水溶液にペレットを浸漬し、そ
の後、温度２３０℃で熱分解してこれを複数回繰り返した。
　実施例の非ハロゲン系ホスファゼン化合物としては、架橋フェノキシホスファゼンオリ
ゴマー（大塚化学製、商品名「ＳＰＢ－１００」、難燃剤１と称す）を用い、溶媒として
シクロヘキサノン（ＳＰ値＝９．９）を用いて２０質量％の難燃剤溶液を調製した。比較
例３，４では、難燃剤としてリン酸トリフェニル（難燃剤２と称す）を粉体のまま添加し
た。
【００５１】
　添加箇所は、以下の通り。
　Ａ：誘電体層と固体電解質との界面
　Ｂ：固体電解質中
　Ｃ：固体電解質層間
　Ｄ：固体電解質とグラファイト層との界面
【００５２】
　添加箇所Ａについては、誘電体層上に難燃剤溶液を塗布し、溶媒を１６０℃で乾燥して
除去し、これを規定の添加量となるまで繰り返すことで添加した。
　添加箇所Ｂについては、各固体電解質又はその前駆体の溶液に、難燃剤を規定の添加量
となるように、各固体電解質の製造方法に従って添加した。実施例は難燃剤溶液として、
比較例では難燃剤２を粉体のまま溶液に添加した。
　添加箇所Ｃについては、各固体電解質を複数回に分けて形成し、その間に難燃剤溶液を
塗布し、１６０℃で乾燥して形成した。添加量が多いものについては、複数の層に分けて
添加した。
　添加箇所Ｄについては、各固体電解質層を形成した後、固体電解質層上に難燃剤溶液を
塗布し、溶媒を１６０℃で乾燥して除去し、これを規定の添加量となるまで繰り返すこと
で添加した。
【００５３】
　その後、グラファイトペーストにペレットを浸漬・引き上げた後、１２０℃で１時間乾
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燥を行い、グラファイト層４を形成した。グラファイト層４の形成後、銀ペーストにペレ
ットを浸漬・引き上げた後、１２０℃で１時間乾燥を行い、銀層５を形成した。続いて、
導電接着剤６および外部電極７、外装樹脂９を順番に形成し、固体電解コンデンサ１０を
製造した。
【００５４】
　このようにして製造した固体電解コンデンサの１２０Ｈｚでの静電容量、１００ｋＨｚ
でのＥＳＲを測定した。次に、上記の固体電解コンデンサにおいて、発火確認試験を行っ
た。各コンデンサをプリント基板に実装した後、陽極酸化電圧の２倍である３２Ｖの過電
圧を印加してコンデンサ素子を短絡し、３Ａの過電流を印加した状態で、コンデンサ素子
が発煙・発火するか否かを確認した。なお試験には各水準５０個を使用し、コンデンサ素
子が発煙に至った数（発煙数）及びコンデンサ素子が発火に至った数（発火数）をカウン
トした。難燃性は、発煙数が５個以下であり、発火数が０個のものを○、それ以外を×と
した。
【００５５】
　尚、３２Ｖの過電圧および３Ａの過電流の印加は通常の固体電解コンデンサに対する使
用状態では実現されない過酷な条件（破壊試験）である。表１に結果を示す。
【００５６】
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【表１】

【００５７】
　実施例では、非ハロゲン系ホスファゼン化合物の固体電解質固形分１００質量部に対す
る添加量が１～５０質量部の範囲でいずれも高い難燃性を示した。また、添加量が２０質
量部までであれば、難燃剤の添加をしていない比較例１，２とＥＳＲ値は同等であり、Ｅ
ＳＲへの影響がほぼないことが確認された。添加量が５０質量部までであれば、ＥＳＲが
許容範囲内であることが確認された。加水分解性のあるリン酸トリフェニル（難燃剤２）
を使用した比較例３，４では固体電解質の製造中に難燃剤が加水分解され、難燃性が十分
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に付与できなかった。
【符号の説明】
【００５８】
１：陽極導体
２：誘電体層
３：固体電解質層
３Ａ：第一の導電性高分子層
３Ｂ：第二の導電性高分子層
４：グラファイト層
５：銀層
６：導電接着剤
７：電極
８：金属リード（弁作用金属）
９：外装樹脂
１０：固体電解コンデンサ
１１：非ハロゲン系ホスファゼン化合物

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(16) JP 2016-171111 A 2016.9.23

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

