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工業材料は、電気・電子、機械系材料など広範

電率という特性を重要視したものを誘電体と称し

囲にわたっている。これらの材料の基礎、基本を

ている。コンデンサは 2つの電極の間に誘電体を

知ることで、センサや部材、製品などの原理を理

挟んだ構造になっている（図 1 ）。コンデンサに蓄

解する手がかりになる。本連載では、この中から

えられる電気量（静電容量）は、誘電体の誘電率に

主として電気、電子系材料について解説する。第

比例して増えることになる。

₁回は誘電材料、第₂回は磁気材料、第₃回は熱電

一般に、材料を電気の流れやすさから分類する

変換材料と蓄電材料、第 ₄回は材料評価について

と、鉄やアルミニウムなど金属のように電気を良

解説する。

く通す導体と、石やガラス、ビニールのように電

多くの用途に使用される
誘電材料
誘電材料は電気・電子機器に多く使われている。

気を通しにくい絶縁体に分けることができる。絶
縁体には電気を通さない代わりに電気を溜める性
質がある。この電気を溜めるという性質に注目す
るとき、材料を誘電体と呼ぶ。

電力機器には絶縁材料として使われている。誘電

半導体は導体と絶縁体の中間的な性質をもつ材

材料として最も多いのがコンデンサである。コン

料で、絶縁体に不純物を入れて、活性化したとき

デンサは電力用からスマホに搭載されているチッ

だけ電気が流れるようになる。半導体は、熱や電

プ型まで多機種多様、多くのバリエーションがあ

気といった刺激を加えないときは絶縁体と同じよ

る。

うに振舞うので、電気が流れ始めるまでは誘電体

今回は、誘電体の基礎からコンデンサの原理、
電気二重層キャパシタ、また、誘電材料としてマ

であると考えることができる。
誘電体は、電圧を加えても電気が流れないので、

イカとチタン酸バリウムについて説明する。これ

誘電体の内部はプラスの電気を帯びた部分とマイ

らの材料は絶縁材料であるので電流は流れない

ナスの電気を帯びた部分に分かれる。このことを

が、電圧を加えることによりエネルギーを蓄える
コンデンサとしての機能を発揮する。

誘電体の基礎
誘電体（“ゆうでんたい”と呼称）は、絶縁体と同

電極
誘電体

電圧
分極

電極

じ意味で使われる。ガラス、プラスチック、セラ
ミックスなどは絶縁体である。絶縁体の中で、誘
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図1

コンデンサの構造
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プラスの分極

マイナスの分極
プラスの分極

マイナスの分極
押し縮める

引き伸ばす

図2

強誘電体の分極のイメージ

分極（ぶんきょく）
という。そして、加える電圧を

コンデンサの電極間の電圧V
［V］（単位［V］は“ボ

ゼロにすると分極しなくなる誘電体を常誘電体

ルト”）と電極の面積S
［m2］に比例し、電極間距離
d
［m］に反比例する。

（じょうゆうでんたい）
と呼ぶ。これに対し、電圧
をゼロにしても分極したままの状態を保つ材料を

すなわち、これらの間の関係式は

強誘電体
（きょうゆうでんたい）
と呼んでいる。

（1）

電圧にはプラスとマイナスの極性があるので、
強誘電体の分極の向きは加える電圧の極性によっ

となる。ここで、係数は“イプシロン”と発音する。

て変えることができる。図 1 の場合は、上の電

この値は、誘電体に固有の定数で、誘電率
（per-

極がプラスの電圧なので分極は上がマイナスにな

mittivityまたはdielectric constant）という。

る。このように強誘電体のもつ分極の極性は、加
える電圧の極性で反転できる性質をもつ。この性
質を強誘電性という。

また、静電容量をC
［F］
（単位［F］は“ファラッド”
と発音）とし、

とおくと、

強誘電体の分極は、材料結晶の格子歪みによる

（2）

電気的なバランスの崩れから生じるので、電圧を
加えると材料結晶が変形したり、逆に材料結晶に
応力を加えて変形させると、
分極が生じる
（図 2 ）
。
この性質をもつ材料を圧電体と呼んでいる。
また、
強誘電体は電気や応力だけでなく、熱や光、材料
を構成する原子の種類によって、磁気に対しても
電気的な応答を示す。

となる。
誘電率εの単位は、
より

となる。

誘電率は、極板間に詰められた媒質である誘電
体の誘電分極のしやすさを表すので、誘電分極し

強誘電体以外に、電圧をゼロにした状態でも分

やすい誘電体はεの値が大きくなり、それにとも

極を保持する材料を焦電体
（“しょうでんたい”と

なって上記（2）式よりCの値が大きくなる。Cの値

発音）と呼んでいる。集電体は電圧の極性により

が大きいということは、コンデンサとしてより多

分極の向きを変えることはできない。

くの電荷を溜めることができるということになる。

誘電体とコンデンサ
コンデンサ
（condenser）
は、図 1 に示すように、
誘電体という材料に電極を付けた構造で、一時的

誘電率は物質（誘電体）によって様々な値をとる
ので、誘電の度合いを示すときは、真空の誘電率
ε0 との比で表す。その比を比誘電率（relative permittivity）
εr という。
すなわち、

に電気を蓄えることができる。電池のように長時

（3）

間放電できる電気を蓄えることができず、瞬間的
に放電できる電気を蓄えることができる。
コンデンサの誘電体が分極したプラスとマイナ
スの電荷Q［C］
（単位
［C］は“クーロン”と発音）は
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で表す。ここで、
（3）式を（2）式に代入すると、

である。
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（4）
となり、面積Sも電極間距離dも変わらない
（コン
デンサの形状も変わらない）場合は、極板間の誘

セルロース繊維、繊維厚さは、20μm~90μm）を
挟み込み、円筒型に巻いた後、セパレータ紙に電解
液を含侵させてコンデンサを形成したものである。
電解質が液状のもの
（湿式）と固体のものがあ

電体の比誘電率が例えば 1.7であったとすると、

る。通常、電解コンデンサといえば湿式のものを

電気容量Cは真空（比誘電率εr ≈ 1）のときと比べ

指す。一般に電解コンデンサは極性があるが、無

て、1.7倍になるということを意味する。

極性（ノンポーラ）のタイプもある。

主な物質の比誘電率を表 1 に示す。空気の比

フィルムコンデンサは誘電体にプラスチックフ

誘電率は真空の比誘電率とほぼ同じで約 1.0であ

ィルム（または紙のフィルム）を使用した無極性の

り、セラミックコンデンサの誘電体として使われ
るチタン酸バリウムは約 5000くらい、雲母
（マイ
カ）
は約7くらいの値である。
コンデンサには電解コンデンサ、フィルムコン
デンサ、セラミックコンデンサなど様々な種類が
ある。さらに細かく分類すると、電解コンデンサ
は、アルミ電解コンデンサやタンタル電解コンデ
ンサなど、フィルムコンデンサはPETフィルム
コンデンサやPPフィルムコンデンサなどがある。
コンデンサの分類を図 3 に示す。
また、各コンデンサに使われる誘電体の比誘電
率と厚さの関係を表 2 に示す。
電解コンデンサには、アルミニウムやタンタル
などの酸化皮膜（酸化アルミニウムAl2O3、酸化タ
ンタルTa2O5、皮膜の厚みは数nm）を誘電体とし
て用いたコンデンサである
（図 4 ）
。アルミニウム
の表面に形成された酸化アルミニウムを誘電体と
し、陽極箔と陰極箔との間にセパレータ紙
（天然

表1

主な物質の比誘電率

物質
チタン酸バリウム
ロッシェル塩
シアン化水素
水
アルコール
ダイヤモンド
ガラス
アルミナ
木材
雲母
（マイカ）
硫黄
石英
ゴム
アスファルト
紙
パラフィン
磁器
（セラミック）
タンタル酸化被膜
アルミ酸化被膜
ポリエチレン
マイラー
空気
真空

比誘電率
約5,000
約4,000
118.8
80.4
16～31
5.68
5.4～9.9
8.5
2.5～7.7
7
3.6～4.2
3.8
2.0～3.5
2.7
2.0～2.6
2.1～2.5
10～120
10～20
7～8
2.5
3.2
1.00059
1

コンデンサ

固定コンデンサ

可変コンデンサ

有極性コンデンサ

電解コンデンサ

無極性コンデンサ

スーパーキャパシタ

セラミックコンデンサ

フィルムコンデンサ

その他のコンデンサ
マイカコンデンサ
空気コンデンサ
オイルコンデンサ
無極性コンデンサ
ガラスコンデンサ

図3
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コンデンサの分類
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