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(57)【要約】
　本発明はモノリシック構造の積層体を有する圧電コン
ポーネントに関する。この圧電コンポーネントは、交互
に積層されて配置された圧電セラミック層および電極層
と、積層体の機械的な過負荷の際に亀裂を形成するため
に積層体内に配置された少なくとも1つの多孔性保護層
と、電極層を電気的に接触させるために側方表面区間に
配置された少なくとも1つの外部電極と、積層体を保護
するための積層体のプラスチックカバーとを有している
。このプラスチックカバーはシリコーンを有している。
この圧電コンポーネントは、外部電極とプラスチックカ
バーの間において外部電極にシリコーン不含のポリマー
を有するコーティングが配置されていることを特徴とし
ている。外部電極の構成要素は表面区間に取り付けられ
る金属化部である。外部電極の金属化部のコーティング
によって、外部電極のすぐ下にある保護層領域は、シリ
コーンの成分の付着から保護される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モノリシック構造の積層体（１０）を有する圧電コンポーネント（１）において、
　該圧電コンポーネント（１）は、交互に積層されて配置された圧電セラミック層（１０
１）および電極層（１０２）と、
　前記積層体（１０）の機械的な過負荷の際に亀裂を形成するために該積層体（１０）内
に配置された少なくとも1つの多孔性保護層（１０３）と、
　前記電極層（１０２）を電気的に接触させるために側方表面区間（１０７）に配置され
た少なくとも1つの外部電極（１０６）と、
　前記積層体（１０）を保護するための該積層体（１０）のプラスチックカバー（１０８
）とを有し、
　前記プラスチックカバー（１０８）はシリコーンを有しており、
　前記外部電極（１０６）と前記プラスチックカバー（１０８）の間において、該外部電
極（１０６）にシリコーン不含のポリマーを有するコーティング（１０４）が配置されて
いることを特徴とする圧電コンポーネント。
【請求項２】
　前記外部電極は、コーティングによって被覆されている金属化部路および／またははん
だ路を有している、請求項１記載の圧電コンポーネント。
【請求項３】
　前記シリコーン不含のポリマーは、ポリアミドとポリエステルとポリイミドとポリエー
テルエーテルケトンとポリウレタンとエポキシ樹脂とのグループから選択可能な少なくと
も１つの合成樹脂である、請求項１または２記載の圧電コンポーネント。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項記載の圧電コンポーネントの製造方法において、
　a）交互に積層されて配置された電極層および圧電セラミック層を有するモノリシック
構造の積層体と、積層体の機械的な過負荷の際に亀裂を形成するための積層体内に配置さ
れた少なくとも1つの多孔性保護層と、積層体の側方表面区間に取り付けられる外部電極
とを形成するステップと、
　b）外部電極上にシリコーン不含のポリマー製コーティングを配置するステップと、
　c）前記コーティングにシリコーン含有プラスチックカバーを配置するステップ
　とを有することを特徴とする製造方法。
【請求項５】
　前記コーティングを配置するために、ポリマーの架橋または部分架橋ではない原材料が
、刷毛塗り、スクリーン印刷および／または射出成形法のグループから選択可能な方法に
よって外部金属化部に塗布され、引き続いて架橋される、請求項４記載の製造方法。
【請求項６】
　バルブ例えば内燃機関の噴射バルブを駆動制御するための請求項１から３のいずれか１
項記載の圧電コンポーネントの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモノリシック構造の積層体を有する圧電コンポーネントに関する。この圧電コ
ンポーネントは、交互に積層されて配置された圧電セラミック層および電極層と、積層体
の機械的な過負荷の際に亀裂を形成するために積層体内に配置された少なくとも1つの多
孔性保護層と、電極層を電気的に接触させるために側方表面区間に配置された少なくとも
1つの外部電極と、積層体を保護するための積層体のプラスチックカバーとを有している
。このプラスチックカバーはシリコーンを有している。この圧電コンポーネントのほか、
本発明は圧電コンポーネントの製造方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
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　圧電コンポーネントは、モノリシック多層構造のセラミック製圧電アクチュエータであ
る。この種の多層アクチュエータは、いくつかの実施形態で多孔性のセラミック製または
金属製の保護層（保護構造物）を有している。この多孔性保護層には規定破断箇所として
の機能があり、圧電アクチュエータの積層体に機械的な過負荷が生じると、この保護層に
おいて優先的に亀裂（電極亀裂ないしは分極亀裂Polungsrisse）が形成される。これによ
って、分極にあたりまたは作動中に発生する分極亀裂の位置の規定および誘導が可能とな
る。この保護層は、多孔性を高めた電極層（内部電極）またはセラミック層から形成する
ことができる。
【０００３】
　電気的接触のために、内部電極が相互に電気絶縁性の積層体の側方表面区間に交互に配
置されている。表面区間には金属化部（外部金属化部）が取り付けられている。外部電極
の構成要素と見なすことができる金属化部を介して、内部電極が交互に電気的に並列に接
続されている。
【０００４】
　圧電アクチュエータの積層体には、シリコーン製プラスチックカバーが設けられている
。このプラスチックカバーは積層体の不動態化処理に用いる。このことが意味するのは、
プラスチックカバーによって積層体の側方表面まで及ぶ内部電極が電気的に絶縁され、機
械的な破壊から保護されているということである。
【０００５】
　シリコーンを積層体表面に取り付ける際、シリコーンの成分が多孔性保護層に浸潤する
可能性がある。このような浸潤によって、殊に外部金属化領域およびそのすぐ下の領域で
放電または機械的な圧縮応力によってシリコーンが分解されたり、その分解生成物が堆積
したりしてしまう。このことによって、機械的なノッチ効果が亀裂において発生させられ
、保護層およびその周辺を損傷してしまうおそれがある。このことが、積層体の積層方向
に沿う長手方向の亀裂の原因となる可能性がある。それ故に、この圧電コンポーネントの
尚早の破損が、予めプログラミングされているのである。
【０００６】
　発明の開示
　本発明の課題は、モノリシック構造の積層体を有する圧電コンポーネントの製造プロセ
ス中、多孔性保護層へのシリコーンの浸潤を阻止することである。
【０００７】
　前記課題は、モノリシック構造の積層体を有する圧電コンポーネントによって解決され
る。すなわちこの圧電コンポーネントは、交互に積層されて配置された圧電セラミック層
および電極層と、積層体の機械的な過負荷の際に亀裂を形成するために積層体内に配置さ
れた少なくとも1つの多孔性保護層と、電極層を電気的に接触させるために側方表面区間
に配置された少なくとも1つの外部電極と、積層体を保護するための積層体のプラスチッ
クカバーとを有している。このプラスチックカバーはシリコーンを有している。この圧電
コンポーネントは、外部電極とプラスチックカバーの間において、外部電極にシリコーン
不含のポリマーを有するコーティングが配置されていることを特徴としている。
【０００８】
　前記課題は、次の方法ステップを備えたコンポーネントの製造方法によっても解決され
る。すなわちこの方法は、a) 交互に積層されて配置された圧電セラミック層および電極
層を有するモノリシック構造の積層体と、積層体の機械的な過負荷の際に亀裂を形成する
ための積層体内に配置された少なくとも1つの多孔性保護層と、積層体の側方表面区間に
取り付けられる外部電極とを形成するステップと、b)外部電極へのシリコーン不含のポリ
マーから成るコーティングを配置するステップと、c)コーティングにプラスチックカバー
を配置するステップとを有している。
【０００９】
　本発明の基礎となる着想は、シリコーン不含のポリマーを用いて外部電極を被覆するこ
とである。このコーティングによって、外部電極の下方にある多孔性保護層領域が同時に
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被覆されている。このコーティングはシリコーンに対する浸潤バリアとして機能する。
【００１０】
　因みにシリコーン不含が意味するのは、シリコーンの割合が１ｍｏｌ％以下、殊に０，
１ｍｏｌ％以下ときわめてわずかであるということである。このシリコーン不含のポリマ
ーとして、多くの合成樹脂が考慮されている。有利には、シリコーン不含のポリマーは、
ポリアミド（ＰＡ）とポリエステルとポリイミド（ＰＩ）とポリエーテルエーテルケトン
（ＰＥＥＫ）とポリウレタン（ＰＵ）とのグループから選択可能な少なくとも１つの合成
樹脂である。ほかの適切な物質には、例えばポリエステルサルフォン（ＰＥＳ）とポリブ
チレンテレフタレート（ＰＢＴ）とポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）とポリカーボ
ネート（ＰＣ）とエポキシ樹脂（ＥＰ）とがある。
【００１１】
　外部電極は種々の構成要素を有している。例えば積層体の側方表面区間に焼付金属化部
（外部金属化部）が取り付けられている。この外部金属化部に、例えばはんだ路（Lotbah
n）によってワイヤハープ（Drahtharfen）がはんだ付けされる。加えて、ホットバーソル
ダリングプロセス（Buegelloet-Prozess）（サーモードソルダリングプロセスThermodenl
oet-Prozess）が使用される。外部電極を取り付けた後に、外部電極のコーティングが少
なくともこの外部電極が積層体に取り付けられている領域（接触領域）において行われる
。有利には、サーモードソルダリングプロセス中、サーモードを保護するために使用され
るカプトンテープ（登録商標）をコーティング材として直接利用することができる。
【００１２】
　コーティングがシリコーン不含のポリマーによってなされた後に、シリコーン製プラス
チックカバーを置くことができる。このことは、例えば射出成型法で行われる。
【００１３】
　記載されたモノリシック多層構造による積層体を有する圧電コンポーネントは、有利に
はバルブ例えば内燃機関の噴射バルブを駆動制御するために使用される。
【００１４】
　以上要約すると、本発明に次の重要な利点がもたらされる。
【００１５】
　外部金属化部に直接シリコーン不含のポリマー製合成樹脂から成るコーティングを用い
ることによって、製造プロセス中、そして圧電アクチュエータの作動中に、液体材料が保
護層領域および外部金属化部のすぐ下方に浸潤するのが遅くなる。
【００１６】
　同じように、積層体の分極後ないしは、分極亀裂が発生した後に、積層体の保護層にお
いて物質の浸潤が阻止される。
【００１７】
　両利点によって、不所望な機械的応力および横方向の亀裂の開始が保護層領域において
阻止されるようになる。このことは、圧電コンポーネントの機能性維持につながり、殊に
電気的、機械的および熱的負荷が高い場合であってもこの機能性維持につながる。
【００１８】
　実施形態およびそれに対応した図面に基づいて、本発明は以下に詳細に記載されている
。この図面は概略的であり、縮尺どおりに描かれていない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】圧電コンポーネントのモノリシック構造の積層体の側面図
【図２】保護層の箇所での積層体断面図
【００２０】
　圧電コンポーネント１は、多層構造によるモノリシック圧電アクチュエータである（図
１および２参照）。この多層構造の圧電アクチュエータは、交互に積層されて配置された
圧電セラミック層１０１および電極層１０２から成る積層体１０を有している。この圧電
セラミック層はチタン酸ジルコン酸鉛ＰＺＴを有している。電極層はパラジウム銀合金か
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ら形成される。積層体には、多孔性保護層１０３が組み込まれている。この保護層によっ
て、積層体は部分積層体に分割されている。
【００２１】
　第１の実施形態によれば、保護層はセラミック製である。それに対する代替的な実施形
態では、保護層は金属層から形成される。両実施形態では、保護層は積層体の他の部分と
比較して多孔性が高められている。このことによって、保護層が規定破断箇所としての機
能を有し、積層体に機械的な過負荷が生じると、多孔性を高めた保護層において優先的に
亀裂が現れるようになる。このようにして、亀裂の形成と亀裂の広がりとの制御が可能と
なる。
【００２２】
　積層体の側方表面区間１０７には、金属化部１０５が積層体の電極層の電気的接触のた
めに配置されている。両金属化部を介して、電極層に異なった電位を交互に印加すること
ができる。加えて、図示されてないワイヤハープがホットバーソルダリング法によって金
属化部にはんだ付けされている。
【００２３】
　金属化部の上に、シリコーン不含のポリマーから成るコーティング１０４が設けられて
いる。このシリコーン不含のポリマーとは第１の実施形態ではポリウレタンである。代替
的な実施形態では、コーティングはポリイミドから成る。
【００２４】
　シリコーン製のカバー１０８が終端部を成している。外部電極とカバーの間にシリコー
ン不含のポリマーから成るコーティングが配置されている。
【００２５】
　圧電コンポーネントを製造するために、まず圧電セラミック層と電極層と多孔性保護層
とを有するモノリシック構造の積層体が形成される。その際には、セラミック製グリーン
シートに金属が印刷され、グリーンシート接合部の上下に積層され、バインダ除去され、
焼成されてモノリシック構造の積層体が形成される。このグリーンシートが圧電セラミッ
ク層となる。印刷された金属（金属層）から結果として電極層が生じる。加えてグリーン
シート接合部には、保護層の初期層が組み込まれ、この初期層から焼成プロセス中に保護
層が形成される。
【００２６】
　引き続いて、積層体の側方表面区間に外部電極が取り付けられる。その際には、まず金
属化部が取り付けられ、上述のように、金属化部にワイヤハープがはんだ付けされる。
【００２７】
　ワイヤハープをはんだ付けした後に、ポリマーないし架橋可能なシリコーン不含のポリ
マーが塗布される。このことは射出成形することによって行われる。塗布した後に、ポリ
マーの架橋が適切なやり方で開始される。このことによって、シリコーン不含のポリマー
から成るコーティングが形成される。
【００２８】
　コーティングを形成した後に、シリコーンが射出成型法によって塗布され、硬化される
。このシリコーンには、ワイヤハープのワイヤに対する支持部としての機能がある。さら
に、圧電コンポーネントの外形（輪郭）が構成される。この外形はコンポーネントの使用
に従い適合させられている。例えば、プラスチックカバーはコンポーネントに丸みを持た
せる役割を果たす。それに対する代替的な実施形態では、モノリシック構造の積層体は外
部電極とシリコーン不含のポリマーから成るコーティングとを含めてスリーブに挿入され
、スリーブと積層体の間のスペースにシリコーンが射出される。
【００２９】
　また有利には、外部電極は、コーティングによって被覆されている金属化部路（Metall
isierungsbahn）および／またははんだ路を有している。
【００３０】
　さらに有利には、コーティングを配置するために、ポリマーの架橋または部分架橋では
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ない原材料が、刷毛塗り、スクリーン印刷および／または射出成形法のグループから選択
可能な方法によって外部金属化部に塗布され、引き続いて架橋される。

【図１】 【図２】



(7) JP 2010-521071 A 2010.6.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(8) JP 2010-521071 A 2010.6.17

10

20

30

40



(9) JP 2010-521071 A 2010.6.17

10

20

30

40



(10) JP 2010-521071 A 2010.6.17

10

20

30

40



(11) JP 2010-521071 A 2010.6.17

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100099483
            弁理士　久野　琢也
(74)代理人  100110593
            弁理士　杉本　博司
(74)代理人  100112793
            弁理士　高橋　佳大
(74)代理人  100128679
            弁理士　星　公弘
(74)代理人  100135633
            弁理士　二宮　浩康
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(72)発明者  ハラルト　ヨハネス　カストル
            ドイツ連邦共和国　フィヒテルベルク　バイロイター　シュトラーセ　２２
(72)発明者  カールステン　シュー
            ドイツ連邦共和国　バルトハム　ハイデヴェーク　９


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

