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チュートリアルー はじめての超音,劇正電素子 :圧電材料の選択法=特麟 睫 法や等価回路,そ して応用例について一

はじめての圧電素子の選び方
―

圧電セラミックスの特性と選択
―

*

高 橋 弘 文 ((株)富士セラミックス)**

1.は じ め に

近年,圧電素子は機能材料素子 として振動制御

や音響制御,更に共振 lit能 を利用したアクチュエー

タ応用,加速度,AE等 の各センサ応用の範囲が

広が り期待 されている。

機械的応力を掛けるとその表面に電荷が生 じ,

その電荷は印加応力に比例することを圧電効果 ,

また印加電界に比例するひずみを発生する現象を

逆圧電効果と呼んでいる。これらはアクチュエー

タとセンサの機能として同じ材料中に存在 し,近
年ではインテリジェント材料,ス マー ト材料 とし

て圧電材料は様々な用途に用いられている.

圧電材料は結晶構造で中心対称性のない 20種

類は応力印加によって結晶表面に正の電荷と負の

電荷が発生する.圧電材料をはじめとする材料の

各種効果を入出力のマ トリックスでまとめたもの

を表-1に示す [ll。

圧電効果,逆圧電効果を持った圧電材料にはジ

ルコン酸チタン酸鉛 (PZT)セ ラミノクス,圧電

単結晶,圧電高分子ポリマ,圧電コンポジット,圧

電積層体などがある。

圧電素子 (こ こでは主に PZT圧電セラミック

スとする)は電気,機械,化学,物理分野と深 く

関連 しているため,その利用に対 してはどのよう

な圧電セラミックスを選択するべき なのか理解す

ることが難 しいという声が多い。 ここでは主に圧

電セラミックスの特性に関する説明を行い, これ

から圧電セラミックスを利用する研究者,技術者

にできる限 り分かり易 く,その選び方に関して記

述する.,
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2,圧電素子について

2.1圧電デバイス

超音波の駆動源としては圧電素子である圧電セ

ラミックスが用いられるが,主な応用分野として

は超音波洗浄機,超音波センサ,ソ ナー,魚群探知

機,非破壊検査装置,医療分野では超音波治療機 ,

HIFU装置,た査型超音波診断装置などがある。

II:電 セラミノクスは駆動周波数が形状に依存 し,

振動モー ドや最適な材料を選択できれば設計が安

易なことが特徴である[,電 界が圧電材料に印加 さ

れたときに変形,ひずみが発生するが,交流電界の

場合は駆動周波数が共振周波数と一致 したときに

大 きなひずみになり,そ れを「正電共振 という。共

振で利用される圧電セラミックスとしては機械的

品質係数 Qllが大きなハー ド材料が望ましいと言

われている。

圧電セラミックスを選択する 11で特に重要な圧

電特性としては電気機械結合係数 た,圧電歪定数 ご

と圧電電圧定数ク,誘電率 ε,機械的品質係数 Qn,
キユリー温度 η があり,こ れらの特性を理解する

ことが大切である13次項でこれらの圧電特性につ

いて説明する(‐

2.2圧電材料と特性

逆圧電効果は電界 Eに比例 したひずみ量 Iを

生 じ,次の関係式で表される 12].

″=ごE

このときの比例定数 ごを圧電歪定数と呼ぶ c,

また,Ii:電効果は印加応力 Xに よって発生す

る電荷で次のように圧電歪定数 だで表すことがで

きる。

I)=(7χ

電気的エネルギーが圧電材料に印加された場合,

蓄えられる電気的エネルギーのほかに機械的エネ
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ルギーに変換 されるが,こ の比率 を電気機械結合

係数 たと定義 し下記で示す。

ここで

(sは弾性コンブライアンス,fは 誘電率 )

圧電電圧定数 クは印加応力 Xに よる誘起電圧

yの性能指数 クで表される。圧電歪定数 ごがアク

チュエータ応用に非常に重要な定数である。 一方,

圧電電圧定数 θはセンサ応用に非常に重要な定数

である.

F=gχ

で表され,P=ごXか ら圧電歪定数 ごと圧電電圧

定数 クは下記のような関係で表される。

ク=三 (ε は誘電率 )

圧電材料を利用する上で上記の圧電定数は特に

重要である。更に圧電材料を選択するとき,最初

に考慮 しなければならない定数が機械的品質係数

oruである。

機械的品質係数 Qnは電気機 |1文 共振スペクトル

の鋭さを表すパラメータであり,0二1は機械損失

(tan δ)と 等しい。機械的品質係数 Qnは共振ひ

ずみの大きさを評価するのに重要であり共振時の

振幅は非共振時の振幅と比較して,機械的品質係

数 のn.に 比例して増幅される。

圧電材料から別の材料に機械的エネルギーを伝

達する場合は音響インピーダンスが必要で, 音響

インピーダンスZは二つの材料間における音響エ

ネルギー伝達を表すバラメータであり、次のよう

に定義される.

Z=、わC

ρは密度,cは弾性スティフネスである。

圧電セラミックスが超音波を伝搬する場合,音
響エネルギーのほとんどが境界面で反射され,わ
ずかな超音波 しか伝搬することができないため ,

音響インピーダンスZを マッチングさせる必要が

あるc、

例えば圧電セラミックスの音響インピーダンス

Zは およそ 30 Mraylで人体のインピーダンス Z
は 1.5 Mraylで 20倍以 上の差ができるc,こ の差

逆圧電効果

弾性定数

熱膨張

を埋めるためにそれぞれの中間レベルの音響 イン

ピーダンスZを持つ整合層を圧電セラミックス表

面上に設け,機械的工不ルギーを効率良く伝搬す

るように最適化する i31.

圧電セラミノクスはキユリー温度 (二,)と 呼ば

れる相転移点 Il以 |(で 各応用に利用される、,キ ュ

iトー温度 写]は 圧電セラ ミノクスを構成する組成

で決まる。誘電率は温度上昇に伴い増加 し,キ ュ

リー温度 場 で最高値 となり,それ以 Lの温度で

は圧電性は消失する。室温度からキュリー温度 ■

までの誘電事の変化がその材料の温度特
′
|■ になる

ため,キ ュリー温度■ はより高 く,更に温度 L昇

に対する誘電率 J等の変化が小さい材料が望まし

い。一般的にはキュリー温度■で)2/3程度の温
度までが使用可能範囲である。

2.3 PZT圧電セラミックス

圧電セラミックスは PZT(Pb(Zr Ti)03)固 溶

体から構成 され,Zrの 含有量でその結品の対称

性が変化する。 1司 様に市販の圧電セラミックスは

PZT固溶体に ドナーーイオンやアクセプタイオン

を添加 して圧電特性を変化させている。圧電セラ

ミックスは非常に加 |:し易いセラミックス材料の

ため微細加工,[¬凸形状等が可能で応用範囲は非

常に広い。

一方,使用用途 に応 じた圧電セラミックスを選

択 しなければ期待 した特性 を得ることは困難であ

る。一一般的な圧電セラミックスは機械的品質係数

(λlで ソフト系材料とハーード系材料に大きく分け

ることができる。機械的品質係数Qnが 100以下

の小さい圧電セラミックスはソフト系材料,Qn
が l Ю00以 liの大きな材料はハード系材料という。

また,材料設計の見地から機械的品質係数の111

は誘電率ε,圧電歪定数ごとトレーードオフの関係

にあり,共振駆動の用途が増えている今日では,圧

電セラミックス材rlを選ぶ際の大きな課題となっ

ている.
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表-1 圧電素子の各種効果
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表-2 PZTセ ラミックスの諸特性
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圧電セラミックスの圧電諸特性として富士セラ

ミックスの代表的な圧電特性を表-2に示す 141。 ttt

記したように機械的品質係数 のrn,:秀 電率 ご,圧
電歪定数ご等の違いでハード系材料,ソ フト系材

料に分けられている。圧電七ラミックス材料を選

択するときは 2.2節で説明 した圧電特性の関係か

ら,使用用途に対 して最適な材料を選択する。

必要な共振周波数 .ん を求めるために周波数定数

N inl・ kHzlを 利用するこ,周波数定数 Ⅳ は振動

モード別に対応する方向の長さとその共振周波数

■ との積で定義されるため,振動方向の長さが分

かれば簡単に共振周波数を求めることができる.

圧電セラミックスの各方向の振動は相互に干渉

するが,寸法比が大きい場合は,それぞれの振動

の干渉は無視できる。しかし寸法比が近い場合は

結合振動が強く現れ,周波数定数 Ⅳ とは異なっ

た■つの共振周波数ス を持つようになる.結合振

動には辺と辺が結合する面振動と面と厚さ 0長 さ)

が結合する立体振動があり,結合振動が出る場合

には,周波数定数 Nをそのまま使用することはで

きないので注意が必要である。

3.設計方法について

3.1共振周波数と形状

圧電素子を利用する際の設計方法に関して説明

する。ここでは圧電セラミックスに関して述べるc

圧電セラミックスにはこれまでに記述 したように

多 くの諸特性がある 1表-2参照).一般的に圧電

セラミックスは単体で無負荷な状態で利用するこ

とは少なく,必ず対象物に接着又は締め付ける必

要があるc

負荷が掛かると共振周波数んは低くなるため
,

予め実際の使用条件下で実測して確認し,共振周

波数スを高めに設計しておく必要があるが,機 |lrヽ

的品質係数のH〕 が低くなるのでインピーダンスの

変化が散漫になり,気 にならない場合もあるc

圧電セラミックスの直径は結合振動の影響を受

けることから,厚 さとの比は 1:3(厚さ:直径)以

卜に取る必要がある(i面積は静電容量に依存する

ために必要な静電容量を持つ羽オ:|を 選び寸法,形
状を設言|す る必要がある。一方,縦方向のひずみ

に対する横方向のひずみの比をポアソン比 σと呼

んでいな3-般的なボアソン比σは0.3で ,こ れ

より小さいボアソン比σを持つ圧電セラミックス

は異方性が大きい材料である[,例 えばチタン酸鉛

であるPTセ ラミックスのポア ノ`ン比 σは0.2で

横方向の振動がほとんど観測されない異方性材ポ|

であり,結合振動を考慮する必要はない。

3.2圧電材料の選択

圧電特性を表記する場合,特性の記号に付いて

いる脚文字は,形状や振動モードによってそれぞ

れ意味を持つ。代表的な特性として次の特性記テ:;^

たpたt●31た 133を 利用して説明する。

円板で厚みが十分に直径より小さい ||夕状の広が
「)振動の電気機械結合係数をたp,ま た円板の厚み

振動の電気機械結合係数をたtで表す。また,広が

り振動の影響を受けない厚さと直径の比 3:1(厚
み :直径)を考慮した厚さの場合は,形状も棒状

になり棒の縦振動として電気機械結合係数をた33

で表す。また,板状の幅振動,更 に円筒形状の呼

吸振動に関してはた3]で表す。1可様に他の特性値

である周波数定数 Nや圧電歪定数ご,誘電率εに

関しても,上記の脚文字を利用して表す。

圧電セラミックスを利用した応用には 2章で説

明したようにハード系材料とソフト系材料があり,

ハード系材料とソフト系材料は機械的品質係数 Ql〕

に依存する。図-1に圧電歪定数″値と機械的品質

係数 Qllの 関係を示す。ハード系材料は圧電歪定

数どが低く,高い機械的品質係数ωnlを 持つ材料

であり,｀ノフト系′
|ヽス料とは相反する特性を持つこ

とが分かる(ま た,機械的品質係数 Onlは 機械損

失 (tall δ→の逆数で定義され,共振時の振動振幅

は機械的品質係数 Qnに比例する。特に強力超音

波応用に利用される材料は,高電圧を印加して,高
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図-1 圧電至定数 dと 機′lt的 品質係数 (?mの 関係

振動を引き起こすためにハイパワー用材料として

ハード系材料が利丹1さ れる。機械的品質係数 Qil

が大きいハード系材料を利用することで発熱が抑

制され,振動速度が L昇することが大きな理由で

あり,よ り高い特性を持つハード系材料への要求

は多い。

現在のところ,表-2に示すように機械的品質係

数ωrnが大きく,圧電歪定数イ,電気機械結合係

数 3々3も 大きい圧電セラミックスは存在しないた

め,第一条件としてQnの大きい材料を選択して

いる。

今後は,今までにない新 しい材料の開発が待た

れるが, これには新 しい技術革新が必須である。

また,ハ イパワー駆動に必要な特性として抗電

界 Ecがある。図-2に機械的品質係数 Ql、 と抗電

界Ecの関係を示した。分極処理した圧電セラミッ

クスに逆方向に電圧を印加すると分極方向と逆方

向に収縮する。これが抗電界に達すると粒内の分

極方向は反転し逆方向に伸びる。抗電界は電界で

表され,圧電セラミックス材料特有の特性であり,

微細構造,製造プロセスにも影響する。ハード系

材料は高い onと 高い抗電界 Ecを持つことから

高電圧駆動のハイパワー用途,薄物で高周波駆動

の用途に有効的である。

一方,ソ フト系材料は機械的品質係数〔,ntも 抗

電界 Ecと もに小さいため,将来はソフト系材料で

ありながら高い抗電界 Ecを持つ材料の開発が期

待されているcソ フト系材料は圧電歪定数ごが大

247

鬱 議

饉  ′ヽ―ド系材料

0

C 
′

ソフト系材料

0
0 C)0

0 0

G
O

10000

1080

E
C

100

10

500     700     000    1100    4300    1500    1700    1900

EC(V/mm)

図-2 抗電界 こ と機械的品質係数 0用 の関係

きいためアクチュエータ,セ ンサ関連等の用途に

利用される.特に医療用診断装置用のアレイ型超

音波プロープには広帯域 トランスデューサとして

用いられるため,1王電歪定数
`:値

が高い材料が選

択 されている。アレイ型は音響及び電気インピー

ダンスマッチングが必要なため,大 きな誘電率 gで

厚み方向の電気機末′茂結合係数 たtが高いソフト系材

料が利用されるが,昨今は解像度を上げるために

高電圧駆動になり,よ り高い抗電界 島 を持つソフ

ト系材料が開発されれば,医療用の超音波プローブ

のような応用には有益な材料となり期待は大きい.

3.3微細構造と圧電特性

圧電セラ ミックスを利用する上で微細構造は大

きな影響を持つ(3-一 般的に高い圧電歪定数 どを持

つ圧電セラミックスを開発する場合,誘電率 ε,電

気機械結合係数 々を増加させる目的で大きな粒径

を持つ細成を開発する。これにより圧電歪定数 だ

も十i:加 し,|二電セラ ミックスの見掛け上の静特性

は高 くなり,各社のカタログ特性表から優先的に

選択 されている。

一方で圧電セラ ミックスの粒径の増加は,圧電

至特性 d等の増加に反 して,駆動時の発熱,微細

切断時の特性低 ド,薄板研磨加工での特性低下 ,

温度特性の低下,加工時の粒子の脱落など多くの

問題を引き起こす.特 に微細に切断するような用

途の場合 (例 えば医療診断用リニア型アレイ, イ

ンクジェットプリンタ用ヘッド等)は ,圧電セラ

ミックスの粒径は 5ミ クロン以 ドのものを利用す
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図-3「 1:電 セラ ミツクスの破断mi

ることが望 ましく,静特性値が低 くても 1ヽ 2ミ

クロンの粒径の圧電セラミックス材料が最適であ

る.加 I時の特性劣化,温度変化による特性劣化

寺を考慮するとカタログ 11の 圧電特 |■ は低 くても

最終的な製品化で良い結果を得る場合がある.

また,圧電セラミックスの破断面から粒界破壊 ,

粒内破壊を観察することができるて,その様了‐を図一

3に示す。加工性を考慮すると世界破壊する断面

を持つ材料の方が良い。特に微細加 |:を する場合 ,

粒内破壊を有する材料はカケ,チ ッピングが発生

し易 く,製品化においては大きな課題になる。ま

た,II電特性においても粒内破壊の圧電セラミッ

クスは温度特性,電極塗布条件等の外的要因によ

る特性低下を示すことがあ り注意が必要である。

材料メーーカは製品化に対 しては高い圧電特性だ

けを追求 しているのではなく加丁i性 ,特性の安定

性 ,I耐 環境条件 も含めて総合的に高い圧電特性を

有する圧電セラミックス材料を得るために,粒径

を減少させ,最適な微細構造を所有する適Iな組

成変動,製造プロセスの変更で希望の材料を開発

している。圧電特性で圧電セラミックス材料を選

択するときは粒径や微細構造がどのような状態の

ものであるか,確認することを勧めるこ

3.4圧電セラミックスの電極

圧電セラミックスを実装する liで電極の種類を考

慮することは重要である(′  ・般的な圧電セラミッ

クスの電極は焼付による銀電極を使用 している。

この銀は金属銀 IAg)の粉末と鉛ガラスのフリッ

|ヽ をベースト状にしたもので,粒径サイズ,性状に

よって関わる特性も異なる(、 塗布する方法としては
―‐

1比自勺にはスクリーンニ|]昂11;去 力斗|11い らオし,700°Cヽ―

800で で焼結される。銀電極の膜厚は 3ヽ 8ミ クロ

ン程度である。圧電セラ ミノクスの表面状態,銀
焼 き温度条件,銀電極のIIデ さ等で圧電セラミノク

日本音響学会誌 72巻 5号 12016,
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図-4 電極種による電気機械結合係数 た1と 素子厚みの関係

スと銀の密着強度は大きく影響 し, 塗布後の対象

物 との接着,ハ ンダ時の電極強度の問題に発展す

ることがある。特に接若に関しては銀電極の銀焼

き後の粒子の大きさや性状により表而状態 も異な

るため, どのような銀電極種を選択するか慎重に

決定する必要がある。

電極種による電気機械結合係数 たtの素子厚み

の依存性 を図-4に示す。銀電 |口
1、 は素 子厚みが薄

くなると銀に入っているガラスフリットの影響で

特性は急激に低下する。ここでは電気機械結合係

数 たtに ついて述べたが,他の特性についても同様

の結果が起こる。焼付銀電極の圧電セラ ミックス

で素子厚みがおよそ 0.41■■1以 ド,周波数 として

は 5 MHz以上の高周波用途で使用する仕様の場

合は,特性低下の可能性がないか確認する必要が

あるc焼付銀電極で特性低 ドがある場合は,代わ

りにスバッタ,メ ノキによる電極を利用すること

が望ましい。これらの電極は膜厚が 1ミ クロン以

下であるが電極強度に関 しては焼付銀電極 と同等

の強度を得ることができる(,ま た,厚みによる特

性 lit下 は非常に少なく,昨今の高周波用途の圧電

セラミックスにはこれらの電極が利用されるよう

になってきているc

3.5 その他の特性

圧電セラミックスの分極方向に対する熱膨張を

示 した特性を図-5に示す。分極は図中の矢印の方

向に処理され,測定方向に対 して垂直,平行方向で

ある(,更 に基準として分極無 しのサンプルを測定
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はじめての圧電素子の選び方
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図-5 分|,(方向に対する熱膨張の関係

している。測定は室温度からキュリー温度写:を 越

える温度まで温度上昇に対する膨張率を測定 して

いるc測定試料は直径 5 11lm長 さ 10 mlllの 円柱

状試料 (試料は富士セラミックスの C_6材でキュ

リー温度 ■ は 295℃ である。)で実施 した。異な

る分極方向の温度 L昇 に対する熱膨張の様子がJ!」

解できる。

分極無 しの試料の変化が圧電セラミツクスの膨

張率である。キュリー温度 ■ で結品構造が変化す

ることが膨張率の傾きが変わることからも理解でき

る。圧電セラミックスの膨張率としてはl ppm/°C
程度である。

測定方向に対して垂直方向に分極 した試料の熱

膨張は 80℃ 程度までは熱膨張 としての変化でそ

れ以降は分極の減極による伸びが加わ |)膨張事は

増加する。
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一方,分極方向が測定方向に並行の試料の熱膨

張は温度 11昇 に伴いキュリー温度■〕まで大きく収

縮するc原因は分極の減極によるもので長さ方向

の分極ひずみが大きいため,熱 による収縮も大き

い結果になって現れている。キュリー温度 ■ 以 上
=

では分極が消去され結晶構造による熱膨張を示す。

圧電セラミックスの熱膨張の結果を知ることで,

分極の減極による素 子形状の伸縮を理解すること

ができる。この結果は圧電セラミックス材料によ

り異なり,熱膨張の影響を受ける応用に関しては
,

重要な挙動であり孝慮する必要がある。

4,お わ り に

圧電セラミックスの選択方法に関 して主要な諸

特性について説明 した=,こ れらの圧電セラ ミック

スの特性を理解するためには電気,機械,化学,物

理等のあらゆる分野からの理解が必要である。本

稿では圧電セラミックスを利用する ilで最低限必

要な特性に関 して説明したが,限 られた条件の中

で内容を簡単に説明しているので,分か り難いこ

と,疑問な点があると思 うが,そ の時は関連する

専門書を利用 して理解を深めていただくことをお

願いする.

圧電セラミックスの特徴を理解 し応用に対 して

最適な圧電材料選択の手助けができれば嬉 しい限

りである。
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