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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量平均分子量２千以上５万以下のスルホン酸基含有樹脂と、下記式（１）で示される
化合物とを溶媒中に溶解させる工程と、
　　ＣnＨn+2（ＯＨ）n　　（１）
〔式（１）中、ｎは３～６の整数を示す。〕
得られた溶液中に、ピロール、チオフェンおよびそれらの誘導体から選ばれる少なくとも
１種のモノマーを混合する工程と、
前記モノマーを過硫酸塩を用いて化学酸化重合して、導電性高分子を得る工程と、
前記導電性高分子を洗浄して、前記導電性高分子に含まれる前記式（１）で示される化合
物を除去する工程と
を有する導電性高分子の製造方法。
【請求項２】
　前記式（１）で示される化合物は、エリスリトール、キシリトールおよびソルビトール
から選択される少なくとも１種である請求項１に記載の導電性高分子の製造方法。
【請求項３】
　前記スルホン酸基含有樹脂が、ポリスチレンスルホン酸またはポリエステルスルホン酸
である請求項１または２に記載の導電性高分子の製造方法。
【請求項４】
　前記モノマーとして、少なくとも、３，４－エチレンジオキシチオフェンを用いる請求
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項１ないし３のいずれか１項に記載の導電性高分子の製造方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の導電性高分子の製造方法により得られる導電
性高分子。
【請求項６】
　請求項５に記載の導電性高分子を水または水混和性有機溶媒中で湿式粉砕して分散させ
た導電性高分子分散液。
【請求項７】
　さらに、ポリ酸成分と過硫酸塩とを混合して得られた請求項６に記載の導電性高分子分
散液。
【請求項８】
　前記ポリ酸成分が、ポリスチレンスルホン酸である請求項７に記載の導電性高分子分散
液。
【請求項９】
　請求項５に記載の導電性高分子を含む固体電解質層を有する固体電解コンデンサ。
【請求項１０】
　請求項６ないし８のいずれか１項に記載の導電性高分子分散液を用いて固体電解質層を
形成する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】
　本実施形態は、導電性高分子およびその製造方法、導電性高分子分散液、ならびにその
導電性高分子を用いた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】
　導電性高分子材料は、コンデンサの電極、色素増感太陽電池や有機薄膜太陽電池などの
電極、エレクトロルミネッセンスディスプレイの電極などに用いられている。このような
導電性高分子材料としては、ピロール、チオフェン、３，４－エチレンジオキシチオフェ
ン、アニリンなどを重合して得られる導電性高分子が含まれる材料が知られている。導電
性高分子は、その種類が同じであっても、その製造方法、組成などの多因子によって、導
電率等の物性が異なることから、種々検討がなされている。
【０００３】
　また、導電性高分子分散液は、一般には水性溶媒中の分散体もしくは溶液、または有機
溶媒中の溶液として提供されており、使用時に溶媒を除去して導電性高分子として使用さ
れる。しかし、導電性高分子分散体の状態によって得られる導電性高分子の物性が異なる
ことから、導電性高分子分散体の製造方法に関して、種々検討がなされている。
【０００４】
　特許文献１には、ポリチオフェンの溶液（分散体）およびその製造方法、ならびにおよ
びプラスチック成形体の帯電防止処理への使用に関する技術が開示されている。このポリ
チオフェンの分散体は、分散媒体としての水または水混和性有機溶媒と水の混合物と、３
，４－ジアルコキシチオフェンの構造単位からなるポリチオフェンと、２，０００～５０
０，０００の範囲の分子量を有するポリスチレンスルホン酸由来のポリ陰イオンとを含ん
でなる。そして、ポリチオフェンは、２，０００～５００，０００の範囲の分子量を有す
るポリスチレンスルホン酸のポリ陰イオンの存在下で酸化化学重合により得られたもので
ある。これにより、透明な帯電防止膜が形成できるとされている。
【０００５】
　特許文献２には、ポリ（３，４－ジアルコキシチオフェン）とポリ陰イオンとの複合体
の水分散体およびその製造方法、ならびにその水分散体を含むコーティング用組成物およ
びその組成物が塗布された透明導電膜を有する被覆基材に関する技術が開示されている。
この水分散体は、３，４－ジアルコキシチオフェンを、ポリ陰イオンの存在下で、ペルオ
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キソ二硫酸を酸化剤として用い、水系溶媒中で重合させることで得られたものである。ま
たは、この水分散体は、３，４－ジアルコキシチオフェンを、ポリ陰イオンの存在下で、
酸化剤を用いて、水溶性の無機酸および有機酸からなる群より選択される酸を添加し、反
応溶液のｐＨを低下させて、水系溶媒中で化学酸化重合させることで得られたものである
。これにより、透明性に優れた導電性薄膜を形成することができるとされている。
【０００６】
　特許文献３には、導電性組成物の分散液、導電性組成物および前記導電性組成物を固体
電解質として用いた固体電解コンデンサに関する技術が開示されている。ポリスチレンス
ルホン酸と、フェノールスルホン酸ノボラック樹脂およびスルホン化ポリエステルよりな
る群から選ばれる少なくとも１種との存在下で、チオフェンまたはその誘導体を水中また
は水混和性溶剤との混合物からなる水溶液中で、酸化重合することにより得られた導電性
高分子と、高沸点溶剤とを含有することを特徴とする導電性組成物の分散液であり、そし
て得られた導電性組成物は、導電性が高く、かつ耐熱性が優れ、固体電解コンデンサの電
解質として用いるのに適していて、それを固体電解質として用いることにより、ＥＳＲが
小さく、かつ高温条件下における信頼性が高い固体電解コンデンサを提供することができ
るとされている。
【０００７】
　特許文献４には、分散性ポリマー粉末、その製造および使用に関し、繰り返しチオフェ
ン単位を有するポリマーＴおよび少なくとも１個の他のポリアニオンポリマーＰを有する
分散液または溶液を水と共沸混合物を形成する化合物と混合し、共沸蒸留により水を除去
し、得られたポリマーを単離し、乾燥する、主に繰り返しチオフェン単位を有するポリマ
ーＴおよび少なくとも１個の他のポリアニオンポリマーＰを有する水分散性粉末を製造す
る技術が開示されている。
【０００８】
　特許文献５には、導電性、透明性が高く、かつ耐熱性が優れた導電性高分子を提供し、
かつ、その導電性高分子の有する優れた特性を生かして帯電防止材や固体電解コンデンサ
などの応用物に関する技術が開示されている。数平均分子量が５万～１００万で、臭素と
塩素の合計残存量（合計含有量）が５００ｐｐｍ以下であり、かつスチレンスルホン酸モ
ノマーの残存量（含有量）が１重量％以下のポリスチレンスルホン酸を分散剤兼ドーパン
トとして用いる。このポリスチレンスルホン酸は、導電性高分子の合成時、つまり、化学
酸化重合時に、優れた分散剤として機能し、酸化剤や重合性モノマーを均一に分散させ、
かつ合成される導電性高分子中にドーパントとして取り込まれ、優れた導電性を発揮する
。そして、上記ポリスチレンスルホン酸が、優れた分散剤として機能することが、透明性
が高く、導電率が高く、かつ耐熱性が優れている導電性高分子を合成できる要因になって
いるものと考えられている。
【０００９】
　特許文献６には、水分散性ポリアニリン組成物およびその製造方法について開示されて
いる。アニリン塩と分子量が５万以上のポリスチレンスルホン酸塩を含む水溶液中に、ｐ
Ｈを２ないし５の範囲に保ちながら酸化剤を加えて酸化重合させるという簡単な方法で水
分散性のポリアニリン組成物を得ることができる。すなわち、アニリン塩と分子量が５万
以上のポリスチレンスルホン酸塩を（ポリスチレンスルホン酸塩のモノマー単位）／（ア
ニリン）のｍｏｌ比が０．５以上１０以下となるように含む水溶液に、ｐＨ２ないし５の
範囲に保ちながら酸化剤を加えて酸化重合させて得られた、ドーパントとして低分子プロ
トン酸を含むポリアニリンと、水分散剤として分子量が５万以上のポリスチレンスルホン
酸塩からなることを特徴とする水分散性ポリアニリン組成物であり、得られたポリアニリ
ン組成物は粒子径が小さく、その水分散液は、分散性、経時安定性に優れ、成形、加工性
に優れているとされている。
【００１０】
　特許文献７には、ポリチオフェンおよびその製造方法に関する技術が開示されている。
この製造方法は、チオフェンとｂ）１個またはそれ以上のスルホン酸基を含有する少なく
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とも１種の化合物、ｃ）少なくとも１種の酸化剤、ｄ）少なくとも１種の相間移動触媒、
およびｅ）所望により１種またはそれ以上の触媒、を少なくとも１種の無水溶媒または低
含水率溶媒中で０～１５０℃の温度で反応させ、次いで生成物を処理することで得られ、
そして、得られた固体、分散液または溶液の形態にあるポリチオフェンである。ここで、
相間移動触媒は、溶媒中の酸化剤の溶解度を増加させるとされている。適当な相間移動触
媒の例は、アルカリ金属イオンを錯化する化合物または溶媒中に可溶性である対イオンを
有しており、かくして酸化剤の溶解度を増加させる長鎖アルキル基を含有するイオン性化
合物と記載される。このような製造方法は、処理後に低い金属および塩含有率しか有して
いない溶媒含有無水もしくは低含水率ポリチオフェン分散液または溶液を製造することが
可能であるという利点を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平７－９００６０号公報
【特許文献２】特開２００４－５９６６６号公報
【特許文献３】国際公開第２００９／１３１０１２号公報
【特許文献４】特表２００４－５１４７５３号公報
【特許文献５】特開２００９－１６２４号公報
【特許文献６】特開平５－２６２９８１号公報
【特許文献７】特開２００２－２０６０２２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、特許文献１～３に記載された方法のように、ドーパントとして作用するポリ陰
イオン存在下で、１段階で３，４－ジアルコキシチオフェンを酸化化学重合する方法では
、ドープ率の制御が困難である。すなわち、未ドープのポリ陰イオン、未反応モノマー、
つまり導電性に寄与しないポリ陰イオンが余剰に存在してしまい、より高導電率である導
電性高分子を得る製造方法としては、十分な方法ではないと考えられる。加えて、余剰な
ポリ陰イオンが含まれた固体電解質を含むコンデンサは、信頼性、特に高湿度雰囲気化で
の特性が劣る欠点がある。
【００１３】
　特許文献４に記載された方法では、分散性粉末を得るための工程が複雑であるという課
題が残されていた。特許文献５に記載された方法を、ポリスチレンスルホン酸の数平均分
子量が５万より小さい場合に適用すると、得られる導電性高分子の導電率が低くなり、ま
た、透明性も悪くなる課題が残されていた。特許文献６に記載された方法では、ポリスチ
レンスルホン酸塩の分子量が５万未満の場合、ポリアニリンに分散させることが困難であ
るという課題が残されていた。特許文献７に記載された方法では、無水または低含水率ポ
リチオフェン溶液または分散液を得られるが、水分散液を得る方法としては適当でないと
いう課題が残されていた。
【００１４】
　本実施形態の目的は、上記の課題を解決することにあり、具体的には、高導電率な導電
性高分子およびその製造方法、ならびに導電性高分子分散液を提供し、さらに、低ＥＳＲ
の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にある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは鋭意検討を積み重ねた結果、上記の課題を解決する手段を見出した。
【００１６】
　すなわち、本実施形態に係る導電性高分子の製造方法は、
重量平均分子量２千以上５万以下のスルホン酸基含有樹脂と、下記式（１）で示される化
合物とを溶媒中に溶解させる工程と、
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　　ＣnＨn+2（ＯＨ）n　　（１）
〔式（１）中、ｎは３～６の整数を示す。〕
得られた溶液中に、ピロール、チオフェンおよびそれらの誘導体から選ばれる少なくとも
１種のモノマーを混合する工程と、
前記モノマーを過硫酸塩を用いて化学酸化重合して、導電性高分子を得る工程と、
前記導電性高分子を洗浄して、前記導電性高分子に含まれる前記式（１）で示される化合
物を除去する工程と
を有するものである。
【００１７】
　本実施形態に係る導電性高分子は、上記の製造方法により得られるものである。本実施
形態に係る導電性高分子分散液は、上記の導電性高分子を水または水混和性有機溶媒中で
湿式粉砕して分散させたものである。
【００１８】
　本実施形態に係る固体電解コンデンサは、上記の導電性高分子を含むものである本実施
形態に係る固体電解コンデンサの製造方法は、上記の導電性高分子分散液を用いて固体電
解質層を形成するものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本実施形態によれば、高導電率な導電性高分子およびその製造方法、ならびに導電性高
分子分散液を提供し、さらに、低ＥＳＲの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】
【００２０】
【図１】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である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　＜導電性高分子およびその製造方法＞
　以下、本実施形態に係る導電性高分子の製造方法について説明する。なお、本実施形態
に係る導電性高分子は、以下の方法により得られるものである。
【００２２】
　本実施形態では、まず、重量平均分子量２千以上５万以下のスルホン酸基含有樹脂と、
下記式（１）で示される化合物とを溶媒中に溶解させ、得られた溶液中に、ピロール、チ
オフェンおよびそれらの誘導体から選ばれる少なくとも１種のモノマー混合する。
【００２３】
　　ＣnＨn+2（ＯＨ）n　　（１）
〔式（１）中、ｎは３～６の整数を示す。〕
　溶媒は、モノマーとの相溶性が良好な溶媒を選定することが好ましく、水でも有機溶媒
でも水混和有機溶媒でもよい。有機溶媒の具体例としては、メタノール、エタノール、プ
ロパノール等のアルコール系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系
溶媒；ヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルス
ルホキシド、アセトニトリル、アセトン等の非プロトン性極性溶媒が挙げられる。有機溶
媒は、１種を用いることもでき、２種以上を組み合わせて用いることもできる。有機溶媒
としては、水、アルコール系溶媒、非プロトン性極性溶媒から選択される少なくとも１種
を含むことが好ましく、水、エタノール、ジメチルスルホキシド、またはエタノールもし
くはジメチルスルホキシドと水との混合溶媒が好ましい。
【００２４】
　式（１）で示される化合物は、アルドースやケトースのカルボニル基が還元されて生成
する糖の一種であり、ｎ＝３のトリトール、ｎ＝４のテトリトール、ｎ＝５のペンチトー
ル、ｎ＝６のヘキシトールが挙げられる。式（１）で示される化合物の具体例としては、
グリセロール（グリセリン、ｎ＝３）、エリスリトール（ｎ＝４）、トレイトール（ｎ＝
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４）、アラビニトール（ｎ＝５）、キシリトール（ｎ＝５）、リビトール（ｎ＝５）、イ
ジトール（ｎ＝６）、ソルビトール（ｎ＝６）、ガラクチトール（ｎ＝６）、マンニトー
ル（ｎ＝６）が挙げられる。より高導電性高分子を得るため、ｎが４以上であり常温で固
体であるエリスリトール、キシリトールまたはソルビトールが好ましい。式（１）で示さ
れる化合物は、水に対する溶解度が高く、導電性高分子の製造においては、添加量設計の
自由度が高く、また除去が容易である点からも好適である。また、式（１）で示される化
合物は、食品添加物として知られており、取扱いにおいて安全性が高い利点もある。
【００２５】
　式（１）で示される化合物の使用量は、溶媒に溶解する範囲であれば特に制限されない
が、使用するスルホン酸含有樹脂のモル量の０．５～３０倍が好ましく、１～２０倍がよ
り好ましい。
【００２６】
　ドーパントとなるスルホン酸基含有樹脂としては、例えば、ポリスチレン、ポリエステ
ル、ポリビニル等に代表される樹脂に、スルホン酸基を導入したものを用いることができ
る。スルホン酸基含有樹脂の具体例としては、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニルスル
ホン酸、ポリエステルスルホン酸、ポリ（２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスル
ホン酸）、およびこれらの構造単位を有する共重合体、ならびにそのリチウム塩、ナトリ
ウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。スルホン酸基含有樹脂は、１種を
用いることもでき、２種以上を組み合わせて用いることもできる。なかでも、下記式（２
）で示される構造単位を有するポリスチレンスルホン酸が好ましい。また、ポリエステル
スルホン酸も同様に好ましい。
【００２７】
【化１】

【００２８】
　スルホン酸基含有樹脂の重量平均分子量は、高い導電率の導電性高分子を得るため、２
千以上５万以下とし、導電性高分子を製造する際の捕集および洗浄時のろ過性を考慮する
と、より相溶性が高く、低粘度である２千以上３万以下が好ましい。
【００２９】
　モノマーとしては、ピロール、チオフェンおよびその誘導体から選ばれるモノマーを用
いる。ピロールの誘導体の具体例としては、３－ヘキシルピロール等の３－アルキルピロ
ール、３，４－ジヘキシルピロール等の３，４－ジアルキルピロール、３－メトキシピロ
ール等の３－アルコキシピロール、３，４－ジメトキシピロール等の３，４－ジメトキシ
ピロールが挙げられる。チオフェンの誘導体の具体例としては、３，４－エチレンジオキ
シチオフェンおよびその誘導体、３－ヘキシルチオフェン等の３－アルキルチオフェン、
３－メトキシチオフェン等の３－アルコキシチオフェンが挙げられる。なかでも、下記式
（３）で示される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。３
，４－エチレンジオキシチオフェンの誘導体としては、３，４－（１－ヘキシル）エチレ
ンジオキシチオフェン等の３，４－（１－アルキル）エチレンジオキシチオフェンが挙げ
られる。モノマーは、１種を用いることもでき、２種以上を組み合わせて用いることもで
きる。
【００３０】
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【化２】

【００３１】
　溶媒中のスルホン酸基含有樹脂とモノマーとの配合割合は、スルホン酸基含有樹脂／モ
ノマーの重量比で０．１～３．０重量部とすることが好ましく、高い導電率を有する導電
性高分子を収率よく得るためには、０．３～１．８重量部とすることがより好ましい。
【００３２】
　次いで、本実施形態では、上記のモノマーを過硫酸塩を用いて化学酸化重合して、導電
性高分子を得る。
【００３３】
　上記のモノマーを化学酸化重合するための酸化剤としては、過硫酸アンモニウム、過硫
酸ナトリウム、過硫酸カリウム等の過硫酸塩を用いることができ、過硫酸アンモニウムが
好ましい。過硫酸塩は、１種を用いることもでき、２種以上を組み合わせて用いることも
できる。本実施形態では、金属系酸化剤を用いないため、導電性高分子に金属成分が残留
しない利点がある。過硫酸塩の使用量は、より穏やかな酸化雰囲気で反応させて高導電率
の導電性高分子を得るため、モノマー１モルに対して０．５～１０モルが好ましく、１～
５モルの範囲がより好ましい。
【００３４】
　モノマーの化学酸化重合は、攪拌下で行うことが好ましい。化学酸化重合の温度は、特
に限定されないが、使用する溶媒の還流温度を上限とし、０～１００℃が好ましく、１０
～５０℃がより好ましい。化学酸化重合の温度が適正でないと、得られる導電性高分子の
導電性が低下する場合がある。化学酸化重合の時間は、酸化剤の種類や使用量、温度、攪
拌条件などに依存するが、５～１００時間程度が好ましい。なお、化学酸化重合により導
電性高分子が生成すると、反応液が濃紺色～黒色に変化する。
【００３５】
　得られる導電性高分子は、モノマーに由来する構造単位を有する。例えば、モノマーと
して、式（３）で示される３，４－エチレンジオキシチオフェンを用いた場合、得られる
導電性高分子は、下記式（４）で示される構造単位を有する。
【００３６】
【化３】

【００３７】
　化学酸化重合は、界面活性剤の存在下で行うこともできる。モノマーの溶媒に対する溶
解性が低い場合は、界面活性剤を用いることで、モノマーの分散性を向上させることがで
きる。界面活性剤は、陰イオン界面活性剤でも、陽イオン界面活性剤でも、両性イオン界
面活性剤でも、非イオン界面活性剤でもよいが、ドデシルベンゼンスルホン酸またはポリ
エチレングリコールが好ましい。界面活性剤は、１種を用いることもでき、２種以上を組
み合わせて用いることもできる。界面活性剤の使用量は、モノマー１重量部に対して０．
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０１～１０重量部が好ましく、０．１～５重量部がより好ましい。
【００３８】
　次いで、本実施形態では、上記で得られた導電性高分子を洗浄して、導電性高分子に含
まれる式（１）で示される化合物を除去する。具体的には、化学酸化重合して得られた導
電性高分子を含む反応液から、導電性高分子を分離し、洗浄することにより、式（１）で
示される化合物を溶解させて除去する。反応液から導電性高分子を分離する方法としては
、ろ過法、遠心分離法などが挙げられる。
【００３９】
　洗浄溶媒としては、導電性高分子を溶解することなく、式（１）の化合物を溶解可能な
溶媒を用いることが好ましい。洗浄溶媒の具体例としては、水、熱水；メタノール、エタ
ノール、プロパノール等のアルコール系溶媒；ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミド等の非プロトン性極性溶媒が挙げられる。洗浄溶媒
は、１種を用いることもでき、２種以上を組み合わせて用いることもできる。
【００４０】
　この際、未反応のドーパント、モノマー、酸化剤および反応後の酸化剤をも除去するこ
とで、より高純度の導電性高分子を得ることができる。したがって、これらを溶解可能な
溶媒を用いることが好ましい。
【００４１】
　洗浄の程度は、洗浄後のろ液のｐＨ測定やＵＶ吸収分析などによって、確認することが
できる。導電性高分子に含まれる不純物は、原子吸光法分析、ＩＣＰ発光分析、イオンク
ロマトグラフィーなどにより定量可能である。
【００４２】
　導電性高分子の導電性は、キャリア密度や電子の移動度によって決まるが、電子の移動
度を決める一因子として配向性が挙げられる。本実施形態では、式（１）で表される化合
物を溶媒に添加することによって、その水酸基とドーパントとして含まれているスルホン
酸基含有樹脂のスルホン酸基の水素結合性の相互作用により、スルホン酸基含有樹脂の分
子鎖の配向変化に起因して、導電性高分子の導電率が向上すると推測している。
【００４３】
　＜導電性高分子分散液＞
　本実施形態に係る導電性高分子分散液は、前述の導電性高分子を水または水混和性有機
溶媒中で湿式粉砕して分散させることで得られる。
【００４４】
　湿式粉砕は、ボールミル、ビーズミル、ジェットミルなどの一般的な機器を用いて行う
ことができる。湿式粉砕により、数１０ｎｍ～１μｍサイズの導電性高分子粒子が分散し
ている導電性高分子分散液が得られる。導電性高分子分散液に分散している導電性高分子
粒子の平均粒径（Ｄ５０）は、固体電解コンデンサの固体電解質層をより緻密で密着性の
良好なものとする観点から、３０～８００ｎｍが好ましく、３０～６００ｎｍがより好ま
しい。導電性高分子分散液に分散している導電性高分子粒子の粒径は、用いるビーズ等の
サイズによって制御が可能である。導電性高分子分散液に分散している導電性高分子粒子
の粒度分布は、レーザー回折法、動的光散乱法などで測定が可能である。
【００４５】
　溶媒としては、水または水混和性有機溶媒を用いる。有機溶媒の具体例としては、メタ
ノール、エタノール、プロパノール、酢酸等のプロトン性極性溶媒；Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、アセトン等の非プロトン性極性溶
媒が挙げられる。溶媒に分散させる導電性高分子の重量は、溶媒１００重量部に対して０
．３～１５重量部であることが好ましく、良好な分散性を得る観点から、０．５～８．０
重量部であることがより好ましい。
【００４６】
　導電性高分子粒子の分散性をより向上させるために、さらに、ポリ酸成分と過硫酸塩と
を混合することもできる。ポリ酸成分と過硫酸塩とを混合した場合、初期段階で混合液を
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静置して、その溶媒色を観察すると緑っぽい色味に変化する。その後、所定時間攪拌を行
い、湿式粉砕することで、濃紺色の導電性高分子分散液が得られる。一方、ポリ酸成分も
過硫酸塩も混合しない方法ではこのような色変化はみられないことから、ポリ酸成分と過
硫酸塩とを混合して得られた導電性高分子分散液は、ポリ酸成分由来のアニオンのドーピ
ングも少なからず起こっていると示唆されている。
【００４７】
　ポリ酸成分としては、ポリ酸またはその塩を用いることができる。ポリ酸の具体例とし
ては、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリマレイン酸等のポリカルボン酸；ポリビ
ニルスルホン酸、ポリ（２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸）、ポリス
チレンスルホン酸等のポリスルホン酸；ならびにこれらの構造単位を有する共重合体、お
よび、これらのリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩が挙げられる。
なかでも、前述した式（２）で示される構造単位を有するポリスチレンスルホン酸が好ま
しい。ポリ酸成分は、１種を用いることもでき、２種以上を組み合わせて用いることもで
きる。
【００４８】
　ポリ酸成分の混合量は、導電性を損なわず良好な導電性高分子分散液を得るため、導電
性高分子１重量部に対して０．２～５重量部が好ましく、０．２～２．０重量部がより好
ましい。ポリ酸成分の重量平均分子量は、導電性を損なわず良好な導電性高分子分散液を
得るため、１万～１５万が好ましく、特に１万～７万が好ましい。
【００４９】
　過硫酸塩としては、前述と同様のものを用いることができる。過硫酸塩の混合量は、良
好な導電性高分子分散液を得るため、導電性高分子１重量部に対して０．５～１０重量部
が好ましく、１～５重量部がより好ましい。
【００５０】
　導電性高分子分散液の調製温度は、特に限定されないが、０℃～１００℃の範囲が好ま
しく、１０℃～５０℃がより好ましい。各成分の混合時間は、特に制限されないが、５～
１００時間程度である。得られた導電性高分子分散液を、イオン交換樹脂を用いた処理な
どによって、過硫酸塩由来の残留イオン除去を行ってもよい。なお、これに相当する公知
の処理技術で代用することも可能である。本実施形態に係る導電性高分子分散液は、通常
は濃青色を呈している。
【００５１】
　＜固体電解コンデンサおよびその製造方法＞
　本実施形態に係る導電性高分子を、固体電解コンデンサの固体電解質層として用いるこ
とができる。導電性高分子の導電性が高いことから、低ＥＳＲのコンデンサを得ることが
可能となる。
【００５２】
　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
固体電界コンデンサは、陽極導体１上に、誘電体層２、固体電解質層３および陰極導体４
がこの順に形成された構造を有している。
【００５３】
　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。なかでも、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。
【００５４】
　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。
【００５５】



(10) JP 5491246 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

　固体電解質層３は、少なくとも、前述の導電性高分子を含む。固体電解質層３の形成方
法としては、誘電体層２上に、前述の導電性高分子分散液を塗布または含浸し、その導電
性高分子分散液から溶媒を除去する方法が挙げられる。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。
【００５６】
　固体電解質層３は、図１に示すように、第一の固体電解質層３ａと第二の固体電解質層
３ｂの２層構造とすることもできる。この固体電解質層３は、次のように形成することが
できる。まず、誘電体層２上に、導電性高分子を与えるモノマー溶液と、酸化剤およびド
ーパントを含有する溶液に交互に浸漬することで化学酸化重合する。これを任意の回数に
繰返して、導電性高分子を含む第一の固体電解質層３ａを形成する。次いで、その第一の
固体電解質層３ａ上に、前述の導電性高分子分散液を塗布または含浸し、その導電性高分
子分散液から溶媒を除去して、第二の固体電解質層３ｂを形成する。
【００５７】
　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。モノマーを化学酸化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、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およびその誘導体等
のスルホン酸系化合物が好ましい。
【００５８】
　第一の固体電解質層３ａに含まれる導電性高分子と、第二の固体電解質層３ｂに含まれ
る導電性高分子は、少なくとも同一種の重合体が含まれることが好ましい。
【００５９】
　固体電解質層３は、さらに、二酸化マンガン、酸化ルテニウムなどの酸化物誘導体；Ｔ
ＣＮＱ（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
導体を含んでいてもよい。
【００６０】
　塗布または含浸の方法としては、特に制限はされないが、十分に多孔質細孔内部へ導電
性高分子を充填させるために、繰り返し作業や、減圧、加圧方式も可能である。
【００６１】
　導電性高分子分散液からの溶媒の除去は、導電性高分子を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、熱による素
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。
【００６２】
　陰極導体４は、導体であれば特に限定されないが、例えば、グラファイトなどのカーボ
ン層４ａと、銀導電性樹脂４ｂとからなる２層構造とすることができる。
【実施例】
【００６３】
　以下、本実施形態を実施例に基づきさらに具体的に説明するが、本実施形態はこれらの
実施例のみに限定されるものではない。
【００６４】
　〔実施例１〕
　水８０ｇに、式（１）の化合物としてのエリスリトール８．１ｇと、スルホン酸基含有
樹脂としてのポリスチレンスルホン酸（重量平均分子量：１．４万）を２０重量％含有す
る水溶液１３．５ｇとを投入し、常温で３０分攪拌した。次いで、この溶液に、モノマー
としての３，４－エチレンジオキシチオフェン６．６８ｇを混合した後、さらに室温下で
３０分間攪拌した。
【００６５】
　次いで、この溶液に、酸化剤としての過硫酸アンモニウムを４０重量％含有する水溶液
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１８．１ｇを、均等量５回に分けて１０分おきに添加した後、室温下で５０時間攪拌して
化学酸化重合を行い、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）を合成した。このと
き溶液は、黄色から薄緑、緑、薄紺色を経て、黒色へと変化した。
【００６６】
　次いで、保留粒子４μｍのろ紙（桐山製作所、Ｎｏ．５Ｂ）を用いて、この反応溶液を
吸引ろ過した。この際、ろ液は無色であり、得られた重合物はろ紙を通過せず、全て回収
できた。すなわち、重合物の固体は、全て４μｍ以上の径であった。得られた重合物を純
水で洗浄して、エリスリトール、余剰の酸化剤および未反応ドーパントを除去した。純水
による洗浄は、ろ液のｐＨが６～７になるまで繰り返し行った。その後、重合物をエタノ
ールで洗浄して、未反応モノマーを除去した。エタノールによる洗浄は、ろ液が無色透明
となるまで行った。次いで、得られた重合物を大気下１２０℃で１時間乾燥することで水
分を除去して、導電性高分子を得た。このときの導電性高分子は、淡紺色を呈していた。
【００６７】
　反応液から重合物を捕集する際のろ過洗浄時におけるろ過速度（相対比較）と、導電性
高分子の収量および導電率を表１に示す。なお、ろ過速度は、相対的にみて圧倒的に速い
場合「◎」、相対的にみて速い場合「○」、相対的にみて遅い場合「△」と評価した。ま
た、導電性高分子の導電率（Ｓ／ｃｍ）は、得られた導電性高分子をプレス形成してペレ
ットを作製し、そのペレットを用いて導電性高分子膜を形成した上で、四端子法で導電性
高分子膜の表面抵抗（Ω／□）および膜厚を計測した結果から算出した。
【００６８】
　〔実施例２～７〕
　式（１）の化合物、スルホン酸基含有樹脂および、スルホン酸基含有樹脂／モノマーの
重量比を表１に示すように変更した以外は、実施例１と同様にして、導電性高分子を得た
。反応液から重合物を捕集する際のろ過洗浄時におけるろ過速度（相対比較）と、導電性
高分子の収量および導電率を表１に示す。
【００６９】
　〔比較例１〕
　添加剤を添加しなかった以外は、実施例１と同様にして、導電性高分子を得た。反応液
から重合物を捕集する際のろ過洗浄時におけるろ過速度（相対比較）と、導電性高分子の
収量および導電率を表１に示す。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　以上のように、実施例１～７で得られた導電性高分子は、いずれも比較例１で得られた
導電性高分子よりも高い導電率を有していることが確認され、さらに収量も大奥、ろ過性
も良好であった。
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【００７２】
　〔実施例８〕
　実施例１で得られた導電性高分子０．５ｇと、水５０ｇと、適量のφ０．５ｍｍジルコ
ニアビーズとをポットミルに投入して、湿式粉砕（５００ｒｐｍ、２４時間攪拌）して、
導電性高分子分散液を得た。得られた導電性高分子分散液は濃紺色を呈しており、そのｐ
Ｈは２．６０であった。また、導電性高分子分散液に分散している導電性高分子粒子の粒
度分布をレーザー回折法で測定したところ、その平均粒径（Ｄ５０）は５２６ｎｍであっ
た。
【００７３】
　〔実施例９〕
　実施例１で得られた導電性高分子０．５ｇを水５０ｇに投入した後、ポリスチレンスル
ホン酸（重量平均分子量５万）を２０重量％含有する水溶液１．５ｇと、過硫酸アンモニ
ウムを４０重量％含有する水溶液１．６ｇとを投入して、１００時間攪拌を行った。得ら
れた溶液と、適量のφ０．５ｍｍジルコニアビーズとを用いて、実施例８と同様にして湿
式粉砕して、導電性高分子分散液を得た。得られた導電性高分子分散液は濃紺色を呈して
おり、そのｐＨは１．９であった。また、導電性高分子分散液に分散している導電性高分
子粒子の粒度分布をレーザー回折法で測定したところ、その平均粒径（Ｄ５０）は４６７
ｎｍであった。
【００７４】
　〔実施例１０〕
　実施例９で得られた導電性高分子分散液１０ｇに、イオン交換樹脂（オルガノ社製、製
品名：ＭＢ－１、イオン交換型：－Ｈ、－ＯＨ）を３ｇ加えて１時間攪拌した後、イオン
交換樹脂を取り除いて、導電性高分子分散液を得た。得られた導電性高分子分散液は濃紺
色を呈しており、そのｐＨは２．５２であった。また、導電性高分子分散液に分散してい
る導電性高分子粒子の粒度分布をレーザー回折法で測定したところ、その平均粒径（Ｄ５
０）は５０１ｎｍであった。
【００７５】
　〔比較例２〕
　比較例１で得られた導電性高分子を用いた以外は、実施例８と同様にして、導電性高分
子分散液を得た。得られた導電性高分子分散液は濃紺色を呈しており、そのｐＨは２．６
１であった。また、導電性高分子分散液に分散している導電性高分子粒子の粒度分布をレ
ーザー回折法で測定したところ、その平均粒径（Ｄ５０）は５３１ｎｍであった。
【００７６】
　〔実施例１１～１３、比較例３〕
　弁作用金属からなる陽極導体として多孔質性のアルミニウムを用い、陽極酸化によりア
ルミニウムの表面に誘電体層となる酸化皮膜を形成した。次いで、誘電体層を形成した陽
極導体を、モノマーとしてのピロール１０ｇを純水２００ｍｌに溶解させたモノマー液と
、ドーパント兼酸化剤としてのｐ－トルエンスルホン酸鉄（ＩＩＩ）塩３０ｇを純水２０
０ｍｌ溶解させた溶液とに、交互に浸漬・引き上げを１０回繰り返し行い、化学酸化重合
を行うことで、第一の固体電解質層を形成した。
【００７７】
　第一の固体電解質層上に、それぞれ実施例８～１０および比較例２で得られた導電性高
分子分散液を滴下し、１５０℃で乾燥・固化させることで、第二の固体電解質層を形成し
た。そして、第二の固体電解質層の上に、グラファイト層および銀含有樹脂層を順番に形
成して、固体電解コンデンサを得た。
【００７８】
　得られた固体電解コンデンサのＥＳＲ（等価直列抵抗）を、ＬＣＲメーターを用いて１
００ｋＨｚの周波数で測定した。ＥＳＲの値は、全陰極部面積を単位面積（１ｃｍ2）に
規格化した。結果を表２に示す。
【００７９】
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【表２】

【００８０】
　以上のように、実施例１１～１３で得られた固体電解コンデンサにおいては、導電性高
分子の導電率が高く固体電解質の抵抗を低減することが可能となるため、固体電解コンデ
ンサの抵抗（ＥＳＲ）を低減することができた。
【００８１】
　ここで、実施例１１～１３の結果を比較すると、実施例１２および１３で得られた固体
電解コンデンサにおいては、実施例１１で得られた固体電解コンデンサと比較して、さら
にＥＳＲ低減することができた。これは、導電性高分子分散液に分散している導電性高分
子粒子の粒径分布に起因しているものと考えられる。すなわち、ポリ酸および過硫酸塩を
混合した実施例９および１０の導電性高分子分散液に分散している導電性高分子粒子は、
平均粒径（Ｄ５０）が小さいために、より緻密で密着性の良好な固体電解質層を形成でき
たためと考えられる。したがって、固体電解コンデンサのＥＳＲを低減させるには、導電
性高分子の導電率に加えて、分散性の良好な導電性高分子分散液を用いることも重要であ
ることがわかった。
【００８２】
　以上のように、本実施形態によれば、導電率の高い導電性高分子を収率よく得ることが
でき、その導電性高分子を用いることによって、低ＥＳＲの固体電解コンデンサを提供す
ることができる。
【符号の説明】
【００８３】
１　陽極導体
２　誘電体層
３　固体電解質層
３ａ　第一の固体電解質層
３ｂ　第二の固体電解質層
４　陰極導体
４ａ　カーボン層
４ｂ　銀導電性樹脂層
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