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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部と、前記基部から延長する振動部とを備え、
　前記振動部が、互いに対向する第１及び第２の主面と、
　前記第１の主面に形成された第１溝部と、
　前記第２の主面に形成された第２溝部と、を有し、
　前記第１の主面の法線方向からの平面視において、前記第１溝部と前記第２溝部が、前
記延長の方向と直交する方向に配列されており、
　前記第１溝部の第１深さ及び前記第２溝部の第２深さは、前記第１の主面と前記第２の
主面との間の前記法線方向の距離よりも小さく、
　且つ、前記第１深さと前記第２深さの和は、前記距離よりも大きいことを特徴とする屈
曲振動片。
【請求項２】
　請求項１に記載の屈曲振動片であって、
　前記振動部は、前記第１の主面と前記第２の主面とを連結する、且つ、互いに対向する
第３及び第４の主面を有しており、
　前記振動部の屈曲振動によって、前記第３の主面が伸張する場合は前記第４の主面は収
縮し、前記第３の主面が収縮する場合は前記第４の主面は伸張する関係にあることを特徴
とする屈曲振動片。
【請求項３】
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　請求項１に記載の屈曲振動片であって、
　前記第１溝部及び前記第２溝部は、前記振動部から前記基部に跨って形成されているこ
とを特徴とする屈曲振動片。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の屈曲振動片であって、
　前記振動部の屈曲振動周波数をｆ、円周率をπ、前記振動部に用いた材料の振動方向の
熱伝導率をｋ、前記振動部に用いた材料の質量密度をρ、前記振動部に用いた材料の熱容
量をＣｐ、前記振動部の振動方向の幅をａとし、ｆｍ＝πｋ／（２ρＣｐａ２）としたと
き、０．０９＜ｆ／ｆｍであること特徴とする屈曲振動片。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の屈曲振動片であって、
　前記第１溝部及び前記第２溝部は、前記基部から前記屈曲振動部の延長方向の長さの半
分から基部側に配置されていることを特徴とする屈曲振動片。
【請求項６】
　請求項１に記載の屈曲振動片を用いた屈曲振動子であって、
　前記屈曲振動片と、
　前記屈曲振動片とを収納するパッケージとを備え、
　前記パッケージ内に前記屈曲振動片が気密に封止されたことを特徴とする屈曲振動子。
【請求項７】
　請求項１に記載の屈曲振動片を用いた圧電デバイスであって、
　前記屈曲振動片と、
　前記屈曲振動子を駆動させるＩＣチップと、
　前記屈曲振動片及び前記ＩＣチップを収納するパッケージとを備え、
　前記パッケージ内に前記屈曲振動片及び前記ＩＣチップが気密に封止されたことを特徴
とする圧電デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屈曲振動片、屈曲振動子、及び圧電デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、屈曲振動片を小型化するとＱ値が小さくなり、屈曲振動を阻害することが知
られている。これは、熱の移動により温度平衡させるまでの緩和時間に反比例する緩和振
動と、屈曲振動片の振動周波数とが、近づいて起こる熱弾性効果によるものである。屈曲
振動片が屈曲振動することにより弾性変形が生じ、収縮される面の温度は上昇し、伸張さ
れる面の温度は下降するため、屈曲振動片の内部に温度差が発生する。この温度差を熱伝
導（熱移動）により温度平衡させるまでの緩和時間に反比例する緩和振動により、屈曲振
動を阻害し、Ｑ値を低下させる。また別の見方によれば、熱伝導により失われたエネルギ
ーは屈曲振動エネルギーとしての利用ができなくなるので、これが原因で屈曲振動片のＱ
値低下が生じてしまう。
　このため、屈曲振動片の矩形状断面に溝または貫通孔を形成し、振動子の収縮される面
から伸張される面に発生する熱の移動を阻止して、熱弾性効果に起因するＱ値変動の抑制
を図っている（たとえば、特許文献１参照）。
　また非特許文献１では、音叉型水晶振動子の一構造例について熱弾性方程式によるＱ値
の計算が行われている。その計算結果から、２５℃におけるＣＩ（クリスタルインピーダ
ンス）値の約９５％が熱弾性効果によるものであると報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平２－３２２２９号公報（４頁～５頁、図１～図３）
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】第３６回ＥＭシンポジウム、５頁～８頁、「熱弾性方程式による音叉型
水晶振動子のＱ値の解析」、伊藤秀明、玉木悠也
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の従来技術を用いても、屈曲振動部に貫通孔を設けると、屈曲振動
部の剛性が著しく低下してしまう。また、屈曲振動部の溝を特許文献１のように設けても
、熱弾性効果に起因するＱ値低下の防止効果は不十分であった。このため、熱弾性効果に
起因するＱ値の低下の防止を図るには、さらに改良する余地があり、課題とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題の少なくとも一部を解決するためになされたものである。以下の形
態または適用例により実現することが可能である。
【０００７】
　［適用例１］本適用例にかかる屈曲振動片は、基部と、前記基部から延長して形成され
、屈曲振動する屈曲振動部とを備え、前記屈曲振動部は、屈曲振動により互い違いに伸張
する及び収縮する第１面及び第２面、ならびに第３面及び第４面とを備え、前記第３面に
設けられた第１溝部と、前記第４面に設けられた第２溝部とを備え、前記第１面を含む面
と前記第２面を含む面とは対向し、前記第３面を含む面と前記第４面を含む面とは対向し
、前記第１溝部の第１深さ及び前記第２溝部の第２深さは、前記第３面を含む面と前記第
４面を含む面との間の距離よりも小さく、前記第１深さと前記第２深さとの和は該距離よ
りも大きく、前記第１溝部及び前記第２溝部は、前記第１面を含む面と前記第２面を含む
面との間に配置されることを要旨とする。
【０００８】
　［適用例２］本適用例にかかる屈曲振動片は、基部と、前記基部から延長する振動部と
を備え、前記振動部が、互いに対向する第１及び第２の主面と、前記第１の主面に形成さ
れた第１溝部と、前記第２の主面に形成された第２溝部と、を有し、前記第１の主面の法
線方向からの平面視において、前記第１溝部と前記第２溝部が、前記延長の方向と直交す
る方向に配列されており、前記第１溝部の第１深さ及び前記第２溝部の第２深さは、前記
第１の主面と前記第２の主面との間の前記法線方向の距離よりも小さく、且つ、前記第１
深さと前記第２深さの和は、前記距離よりも大きいことを特徴とする。
【０００９】
　［適用例３］上記適用例にかかる屈曲振動片において、前記振動部は、前記第１の主面
と前記第２の主面とを連結する、且つ、互いに対向する第３及び第４の主面を有しており
、前記振動部の屈曲振動によって、前記第３の主面が伸張する場合は前記第４の主面は収
縮し、前記第３の主面が収縮する場合は前記第４の主面は伸張する関係にあることを特徴
とする。
【００１０】
　適用例１乃至３によれば、第１溝部の第１深さ及び第２溝部の第２深さは、第３面を含
む面と第４面を含む面との間の距離よりも小さいので、第１溝部及び第２溝部は、第３面
を含む面と第４面を含む面との間を貫通しない。よって、屈曲振動部に貫通孔を設けた場
合に比して、屈曲振動部の剛性を改善することができる。そして、第１溝部の第１深さと
第２溝部の第２深さとの和は距離よりも大きいので、第１伸縮部（第１面）と第２伸縮部
（第２面）との間での熱移動経路を直線に形成することができない。このようにして、第
１伸縮部（第１面）と第２伸縮部（第２面）との間での熱移動経路を、第１溝部及び第２
溝部を迂回するようにさせ、長くすることができる。このため、熱移動（熱伝導）により
温度平衡させるまでの緩和時間を長くするので、この緩和時間に反比例する緩和振動周波
数を屈曲振動周波数から遠ざけることができる。これにより、熱弾性効果に起因するＱ値
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の変動を抑制し、屈曲振動片の小型化を実現することができる。
【００１１】
　［適用例４］上記適用例にかかる屈曲振動片において、前記第１溝部及び前記第２溝部
は、前記第１面を含む面と前記第２面を含む面との間の最短距離を結ぶ最短線と交差して
配置されていることが好ましい。
【００１２】
　これによれば、第１溝部及び第２溝部は、第１面を含む面と第２面を含む面との間の最
短距離を結ぶ最短線と交差して配置されているので、第１面と第２面との間での熱移動経
路を、第１溝部及び第２溝部により迂回するようにさせ、第１面を含む面と第２面を含む
面との間の最短距離よりも長くすることができる。このため、熱弾性効果に起因するＱ値
の変動を抑制し、屈曲振動片の小型化を実現することができる。
【００１３】
　［適用例５］上記適用例にかかる屈曲振動片において、前記第１溝部及び前記第２溝部
は、前記屈曲振動部から前記基部に跨って形成されていることが好ましい。
【００１４】
　これによれば、第１溝部及び第２溝部は、屈曲振動部から基部に跨って形成され、基部
に配置されているので、基部においても熱移動経路を長くすることができる。このため、
熱移動（熱伝導）により温度平衡させるまでの緩和時間を長くするので、この緩和時間に
反比例する緩和振動周波数を屈曲振動周波数から遠ざけることができる。これにより、熱
弾性効果に起因するＱ値の変動を抑制し、屈曲振動片の小型化を実現することができる。
【００１５】
　［適用例６］上記適用例にかかる屈曲振動片において、前記振動部の屈曲振動周波数を
ｆ、円周率をπ、前記振動部に用いた材料の振動方向の熱伝導率をｋ、前記振動部に用い
た材料の質量密度をρ、前記振動部に用いた材料の熱容量をＣｐ、前記振動部の振動方向
の幅をａとし、ｆｍ＝πｋ／（２ρＣｐａ２）としたとき、０．０９＜ｆ／ｆｍであるこ
とが好ましい。より好ましくは０．２５＜ｆ／ｆｍであり、さらに好ましくは１＜ｆ／ｆ
ｍである。
【００１６】
　これによれば、緩和振動周波数を屈曲振動周波数から十分遠ざけることができるので、
熱弾性効果によるＱ値の低下が抑制され、屈曲振動片の小型化を実現することができる。
【００１７】
　［適用例７］上記適用例にかかる屈曲振動片において、前記第１溝部及び前記第２溝部
は、前記基部から前記屈曲振動部の延長方向の長さの半分から基部側に配置されているこ
とが好ましい。
【００１８】
　これによれば、屈曲振動による熱の移動の比較的多い部分である基部から屈曲振動部の
延長方向の長さの半分から基部側に、第１溝部及び第２溝部が配置されているので、上述
の効果を奏することができる。そして、屈曲振動による熱の移動の比較的少ない部分であ
る基部から屈曲振動部の延長方向の長さの半分を超えた部分の機械的強度を確保すること
ができる。
【００１９】
　［適用例８］本適用例にかかる屈曲振動子は、上記記載の前記屈曲振動片と、前記屈曲
振動片とを収納するパッケージとを備え、前記パッケージ内に前記屈曲振動片が気密に封
止されたことを要旨とする。
【００２０】
　これによれば、屈曲振動子は、上述と同様の効果を奏することができる。
【００２１】
　［適用例９］本適用例にかかる圧電デバイスは、上記記載の前記屈曲振動片と、前記屈
曲振動子を駆動させるＩＣチップと、前記屈曲振動片及び前記ＩＣチップを収納するパッ
ケージとを備え、前記パッケージ内に前記屈曲振動片及び前記ＩＣチップが気密に封止さ
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れたことを要旨とする。
【００２２】
　これによれば、圧電デバイスは、上述と同様の効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態の水晶振動片を示す概略斜視図。
【図２】図１に示した水晶振動片を、Ｙ軸中心に１８０°回転した方向から見た概略斜視
図。
【図３】図１及び図２のＹ（＋）方向から見たＺ－Ｘ概略断面図であり、概略配線図。
【図４】種々の屈曲振動片のＱのｆ／ｆｍ依存性を表すグラフであり、屈曲振動部の断面
形状の違いによる比較を示したグラフ。
【図５】第２実施形態の水晶振動片を示す概略斜視図。
【図６】図５のＹ（＋）方向に見たＺ－Ｘ概略断面図であり、概略配線図。
【図７】図５のＹ（＋）方向に見たＺ－Ｘ概略断面図であり、概略配線図。
【図８】第２実施形態の変形例を示す図。
【図９】第２実施形態の変形例を示す図。
【図１０】第２実施形態の変形例を示す図。
【図１１】第３実施形態の水晶振動片を示す概略斜視図。
【図１２】図１１のＹ（＋）方向から見たＺ－Ｘ概略断面図。
【図１３】第４実施形態の水晶振動片を示す概略斜視図。
【図１４】図１３のＹ（＋）方向から見たＺ－Ｘ概略断面図であり、概略配線図。
【図１５】第４実施形態の変形例を示す図。
【図１６】第５実施形態の蓋体を除いて内部構造を露出した水晶振動子の概略平面図。
【図１７】図１６のＸ－Ｘ概略断面図。
【図１８】第６実施形態の水晶発振器を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下の実施形態では、屈曲振動片として圧電体の一種である水晶からなる水晶振動片を
一例に挙げて説明する。そして、この水晶振動片を用いた圧電振動子及び圧電デバイスと
して、水晶振動子及び水晶発振器を例に挙げて説明する。そして、図示して説明するため
に、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸を記載して説明し、それぞれの軸を、水晶の結晶軸である電気
軸としての結晶Ｘ軸、機械軸としての結晶Ｙ軸、及び光学軸としての結晶Ｚ軸を示すもの
とする。また、図示したＺ軸が結晶Ｚ軸に対して１度から５度程度傾斜し、その傾斜に伴
いＺ－Ｘ平面が傾斜して形成されるとしてもよい。
【００２５】
　（第１実施形態）
　以下、第１実施形態について、図１から図４を参照して説明する。
　図１は、第１実施形態の水晶振動片１０を示す概略斜視図である。図２は、図１に示し
た水晶振動片１０を、Ｙ軸中心に１８０°回転した方向から見た概略斜視図である。図３
は、図１及び図２のＹ（＋）方向に見たＺ－Ｘ概略断面図であり、概略配線図である。図
４は、屈曲振動片（水晶振動片）のＱのｆ／ｆｍ依存性を表すグラフであり、屈曲振動部
の断面形状の違いによる比較を示したグラフである。
【００２６】
　図１及び図２に示すように、水晶振動片１０は、振動部である屈曲振動部１と、基部２
と、励振電極３，４と、固定電極５，６とを備えている。水晶振動片１０は、第３の主面
である第１面１１、第４の主面である第２面１２、第１の主面である第３面１３、及び第
２の主面である第４面１４を備えている。第３の主面である第１面１１と第４の主面であ
る第２面１２とは対向して配置されており、第１の主面である第３面１３と第２の主面で
ある第４面１４とは対向して配置されている。第３面１３には、第１溝部１５が形成され
ている。第４面１４には、第２溝部１６が形成されている。そして、第１溝部１５は、第
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２面１２に対向して配置され、第２溝部１６は、第１面１１に対向して配置されている。
また、第１の主面である第３面１３の法線方向からの平面視において、第１溝部１５と第
２溝部１６は、屈曲振動部１の基部２からの延長の方向に対して直交する方向に配列され
ている。
　なお、本願における第１及び第２の主面には、第１及び第２溝部の内面や底面を含まな
いものとする。
　第１溝部１５及び第２溝部１６は、屈曲振動部１から基部２に跨って形成され、第１溝
部１５及び第２溝部１６の一端は、基部２に配置されている。第１溝部１５及び第２溝部
１６の他端は、基部２から屈曲振動部１の延長方向（図示Ｙ（＋）方向と逆の方向）の長
さの半分から基部側に配置されている。
【００２７】
　ここでは、第１溝部１５及び第２溝部１６は、屈曲振動部１の屈曲振動により生ずる収
縮及び伸張の程度が大きい部分である屈曲振動部１と基部２との境界、つまり屈曲振動部
１から基部２に跨って形成されるとしたが、これに限るものではなく、たとえば屈曲振動
部１に形成されるとし、基部２に形成されないとしてもよい。また、第１溝部１５及び第
２溝部１６は、基部２から屈曲振動部１の延長方向（図示Ｙ（＋）方向と逆の方向）の長
さの半分から基部側に配置されているとしたが、これに限るものではなく、屈曲振動部１
の延長方向の長さ（延長方向の端）まで形成されるとしてもよい。
【００２８】
　屈曲振動部１及び基部２は、水晶の原石から切り出した後、ウェットエッチングなどに
より、形成される。励振電極３，４と、固定電極５，６とは、クロム（Ｃｒ）またはニッ
ケル（Ｎｉ）などの下地層と、この下地層の上に金（Ａｕ）または銀（Ａｇ）などからな
る電極層とを備えている。これら下地層及び電極層は、蒸着またはスパッタリングなどに
より形成される。第１溝部１５及び第２溝部１６は、第３面１３及び第４面１４にウェッ
トエッチングなどを施すことにより、形成される。
【００２９】
　第１面１１には、実線矢印及び２点鎖線矢印で示す屈曲振動に伴い、交互に収縮及び伸
張がＹ方向に生じる第１伸縮部１７を備えている。第２面１２には、実線矢印及び２点鎖
線矢印で示す屈曲振動に伴い、交互に収縮及び伸張がＹ方向に生じる第２伸縮部１８を備
えている。
　第１伸縮部１７（第１面１１）に収縮が生じるとき、第２伸縮部１８（第２面１２）及
び第１溝部１５に伸張が生じる。そして、第２溝部１６には収縮が生じている。逆に、第
１伸縮部１７（第１面１１）に伸張が生じるとき、第２伸縮部１８（第２面１２）及びに
第１溝部１５に収縮が生じる。そして、第２溝部１６には伸張が生じている。このように
して、それぞれ対向して配置された第１面１１及び第２面１２は、屈曲振動により互い違
いに伸張する及び収縮する。そして、収縮される面の温度は上昇し、伸張される面の温度
は下降するため、第１面１１と第２面１２との間、つまり屈曲振動片の内部に温度差が発
生する。この温度差を熱伝導（熱移動）により温度平衡させるまでの緩和時間τに反比例
する緩和振動周波数ｆoの緩和振動が発生する。ここで、緩和振動周波数ｆoと緩和時間τ
とは、ｆo＝１／（２πτ）で示される。なお、本願において「／」の記号は除算を表す
。
【００３０】
　一般に、緩和振動周波数ｆｍは、下式で求まることが知られている。
　　ｆｍ＝πｋ／（２ρＣｐａ２）　…（１）
　ここで、πは円周率、ｋは振動部（屈曲振動部）の振動方向（屈曲振動方向）の熱伝導
率、ρは振動部の質量密度、Ｃｐは振動部（屈曲振動部）の熱容量、ａは振動部（屈曲振
動部）の振動方向（屈曲振動方向）の幅である。
　式（１）の熱伝導率ｋ、質量密度ρ、熱容量Ｃｐに振動部の材料そのものの定数を入力
した場合、求まる緩和振動周波数ｆｍは振動部に第１溝部１５及び第２溝部１６を設けて
いない場合の屈曲振動部の緩和振動周波数となる。
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【００３１】
　励振電極３は、第１伸縮部１７及び第２伸縮部１８に形成されている。そして、励振電
極４は、第１溝部１５及び第２溝部１６に形成されている。
【００３２】
　固定電極５，６は、基部２に配置されている。固定電極５，６の間には、交流電流が流
れるように配線されている。固定電極５は、励振電極３に接続され、固定電極６は、励振
電極４に接続されている（図示省略）。
【００３３】
　図３（ａ）に示すように、第１面１１の第１伸縮部１７、及び第２面１２の第２伸縮部
１８に励振電極３がそれぞれ配置され、第１溝部１５及び第２溝部１６に励振電極４がそ
れぞれ配置されている。
　第１溝部１５の第１深さｄ１、及び第２溝部１６の第２深さｄ２は、屈曲振動部１の第
３面１３と第４面１４との間の距離ｔよりも小さい。つまり、第１溝部１５及び第２溝部
１６は、第３面１３と第４面１４との間を貫通しない。たとえば図３（ａ）において、第
１溝部１５の第１深さｄ１、及び第２溝部１６の第２深さｄ２は、共に０．９ｔとする。
ここで、第１深さｄ１及び第２深さｄ２は距離ｔよりも小さく、第１深さｄ１と第２深さ
ｄ２との和は距離ｔを超えていれば、共に０．９ｔであることに限らず、たとえばｄ１＝
０．９ｔ、ｄ２＝０．４ｔの組合せであってもよく、ｄ１＝０．６ｔであり、ｄ２＝０．
８ｔなどいずれの組合せであってもよい。第１深さｄ１及び第２深さｄ２が距離ｔよりも
小さいことにより、第１溝部１５及び第２溝部１６が非貫通孔となるので、溝部を貫通孔
とした場合に比して、屈曲振動部１の剛性を高めることができる。
【００３４】
　このようにして、屈曲振動により互い違いに伸張する及び収縮する第１面１１及び第２
面１２において、第１面１１と第２面１２との間の温度差を熱伝導（熱移動）により温度
平衡させるための熱移動経路を、第１溝部１５及び第２溝部１６を迂回するようにさせ、
第１面１１と第２面１２との間の直線距離よりも長くする。これにより、熱移動（熱伝導
）による温度平衡させるまでの緩和時間τを長くし、緩和時間τに反比例する緩和振動周
波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざける。
【００３５】
　図４は、屈曲振動片（水晶振動片）のＱのｆ／ｆｍ依存性を表すグラフである。ここで
ｆｍは、屈曲振動部に溝部を設けていない場合（屈曲振動部の断面形状が略矩形の場合）
の緩和振動周波数であり、他の実施形態においても同様の定義とする。図４のグラフの右
側に記載されている図形は、屈曲振動部の断面形状を模式的に表したものである。
　図４において、三角のマーカーは図３（ａ）の断面形状の場合、黒塗りの四角のマーカ
ーは屈曲振動部の第１及び第２の主面に溝部を設けることで屈曲振動部の断面形状を「Ｈ
」にした所謂Ｈ型の場合、白抜きの菱形のマーカーは屈曲振動部の何れの主面にも溝部を
設けていない所謂平板の場合のプロットである。また、太い実線は三角マーカーの値の近
似直線、破線は四角マーカー間の補間直線、一点鎖線は菱形マーカー間の補間直線である
。
　屈曲振動部の断面形状を図３（ａ）のようにし、ｆ／ｆｍを０．０９より大きい値とす
ることで、Ｈ型の場合よりも高いＱ値の屈曲振動片を実現することが、図４から明らかと
なった。さらにｆ／ｆｍを０．２５より大きい値とすることで、Ｈ型と平板のいずれの場
合よりも高いＱ値の屈曲振動片を実現することができる。ｆ／ｆｍを１より大きくすれば
、Ｈ型と平板のいずれよりも格段に高いＱ値となる。
【００３６】
　上述したように、固定電極５は励振電極３に接続され、固定電極６は励振電極４に接続
されている。このため、図３（ａ）に示すように、励振電極３と励振電極４との間に、交
流電流が流れる。これにより、励振電極３と励振電極４とにより挟まれた屈曲振動部１に
電界が発生する。励振電極３と励振電極４との間に、交流電流が流れることにより、正電
荷及び負電荷が交互に帯電するため、電界の方向が変化する。この電界の発生方向に応じ
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て、第１面１１（第１伸縮部１７）及び第２溝部１６、ならびに第２面１２（第２伸縮部
１８）及び第１溝部１５に、圧電効果による伸張ならびに収縮が図示Ｙ方向に生じる。こ
のようにして、屈曲振動部１は、屈曲振動周波数ｆで、実線矢印及び２点鎖線矢印で示す
屈曲振動をする。
　この屈曲振動に伴い、第１面１１及び第２面１２、ならびに第１溝部１５及び第２溝部
１６に接する基部２にも、それぞれ第１伸縮部１７ならびに第２伸縮部１８と同様に、伸
張ならびに収縮が図示Ｙ方向に生じる。
　また、固定電極５及び固定電極６は、水晶振動片１０を収納するパッケージ（図示省略
）などに固定するためにも用いられる。
【００３７】
　（変形例）
　図３（ｂ）及び図３（ｃ）は、図３（ａ）に示した第１溝部１５及び第２溝部１６に関
する第１実施形態の変形例を示す図である。ここで、図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示した
励振電極３，４の配置及び配線は、図３（ａ）に示した励振電極３，４の配置及び配線と
同様である。
【００３８】
　図３（ｂ）に示す水晶振動片１０が、図３（ａ）に示した水晶振動片１０と相違する点
は、第３面１３に第１溝部１５が２個形成されている点であり、２個の第１溝部１５にそ
れぞれ励振電極４を備えている点である。
【００３９】
　図３（ｃ）に示す水晶振動片１０が、図３（ｂ）に示した水晶振動片１０と相違する点
は、第３面１３に深さｄ４の第１溝部１５Ａ、及び深さｄ６の第１溝部１５Ｂが形成され
、第４面１４に深さｄ３の第２溝部１６Ａ、及び深さｄ５の第２溝部１６Ｂが形成されて
いる点である。ここで、深さｄ３と深さｄ４との和は、第１深さｄ１と同様に屈曲振動部
１の第３面１３と第４面１４との間の距離ｔに対して小さい。同様に、深さｄ５と深さｄ
６との和は、第２深さｄ２と同様に距離ｔに対して小さい。
【００４０】
　このようにして、屈曲振動により互い違いに伸張する及び収縮する第１面１１及び第２
面１２において、第１面１１と第２面１２との間の温度差を熱伝導（熱移動）により温度
平衡させるための熱移動経路を、第１溝部１５及び第２溝部１６を迂回するようにさせ、
第１面１１と第２面１２との間の直線距離よりも長くする。これにより、熱移動（熱伝導
）による温度平衡させるまでの緩和時間τを長くし、緩和時間τに反比例する緩和振動周
波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざける。そして、屈曲振動周波数ｆを緩和振動周波数
ｆｍで除した値ｆ／ｆｍが０．０９を超えることが好ましく、熱弾性効果によるＱ値の低
下が抑制される。より好ましくは０．２５＜ｆ／ｆｍ、さらに好ましくは１＜ｆ／ｆｍで
あり、これにより更なるＱ値の改善が図られる。
【００４１】
　したがって、第１実施形態及びその変形例によれば、第１溝部１５の第１深さｄ１及び
第２溝部１６の第２深さｄ２は、第３面１３と第４面１４との間の距離よりも小さいので
、第１溝部１５及び第２溝部１６は、第３面１３と第４面１４との間を貫通しない。そし
て、第１溝部１５の第１深さｄ１と第２溝部１６の第２深さｄ２との和は第３面１３と第
４面１４との間の距離ｔよりも大きいので、第１伸縮部１７（第１面１１）と第２伸縮部
１８（第２面１２）との間での熱移動経路を直線に形成することができない。このように
して、第１伸縮部１７（第１面１１）と第２伸縮部１８（第２面１２）との間での熱移動
経路を、第１溝部１５及び第２溝部１６を迂回するようにさせ、長くすることができる。
このため、熱移動（熱伝導）により温度平衡させるまでの緩和時間τを長くするので、こ
の緩和時間τに反比例する緩和振動周波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざけることがで
きる。これにより、熱弾性効果に起因するＱ値の変動を抑制し、水晶振動片１０の小型化
を実現することができる。
【００４２】
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　これによれば、第１溝部１５及び第２溝部１６は、第１面１１と第２面１２との間の最
短距離を結ぶ最短線と交差して配置されているので、第１面１１と第２面１２との間での
熱移動経路を、第１溝部１５及び第２溝部１６により迂回するようにさせ、第１面１１と
第２面１２との間の最短距離よりも長くすることができる。このため、熱弾性効果に起因
するＱ値の変動を抑制し、水晶振動片１０の小型化を実現することができる。
【００４３】
　これによれば、第１溝部１５及び第２溝部１６は、屈曲振動部１から基部２に跨って形
成され、基部２に配置されているので、基部２においても熱移動経路を長くすることがで
きる。熱移動（熱伝導）により温度平衡させるまでの緩和時間τを長くするので、この緩
和時間τに反比例する緩和振動周波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざけることができる
。これにより、このため、熱弾性効果に起因するＱ値の変動を抑制し、水晶振動片１０の
小型化を実現することができる。
【００４４】
　これによれば、屈曲振動による熱移動の比較的多い部分である基部２から屈曲振動部１
の延長方向の長さの半分から基部側に、第１溝部１５及び第２溝部１６が配置されている
ので、上述の効果を奏することができる。そして、屈曲振動による熱移動の比較的少ない
部分である基部２から屈曲振動部１の延長方向の長さの半分を超えた部分の機械的強度を
確保することができる。
【００４５】
　これによれば、緩和振動周波数を屈曲振動周波数から十分遠ざけることができるので、
熱弾性効果によるＱ値の低下が抑制され、屈曲振動片の小型化を実現することができる。
特に、第１溝部１５または第２溝部１６を形成しない屈曲振動片、または第１溝部１５の
第１深さｄ１と第２溝部１６の第２深さｄ２との和が、第３面１３と第４面１４との間、
または第３面１３と第４面１４との間の距離ｔよりも小さい場合、いわゆる断面形状がＨ
型の屈曲振動片に比べて、熱弾性効果によるＱ値の低下が抑制された屈曲振動片の小型化
を実現することができる。
【００４６】
　（第２実施形態）
　以下、第２実施形態について、図５から図７を参照して説明する。
　図５は、第２実施形態の水晶振動片２０を示す概略斜視図である。図６及び図７は、図
５のＹ（＋）方向に見たＺ－Ｘ概略断面図であり、概略配線図である。
【００４７】
　図５に示す水晶振動片２０は、図１及び図２に示した第１実施形態の水晶振動片１０を
２個備えている。このため、同一の符号を付与し、構成の説明を省略する。以下、振動部
である屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２は、図３（ａ）で示した形状及び配置
を例に挙げて説明する。
【００４８】
　図５に示すように、水晶振動片２０は、振動部である屈曲振動部１と基部２とを備えた
水晶振動片１０を２個備える。２個の基部２は、連結部２９により結合されている。
【００４９】
　図６（ａ）に示すように、屈曲振動部１及び基部２は、図３（ａ）と同様に形成されて
いる。そして、２個の屈曲振動部１及び基部２は、同じ配置となっている。２個の屈曲振
動部１のうち、図６（ａ）で、左側に図示された一方の屈曲振動部１の励振電極３，４の
配置は、図３（ａ）と同様である。これに対して、図６（ａ）で、右側に図示された他方
の屈曲振動部１の励振電極３，４の配置は、図３（ａ）と相違して、逆の配置となってい
る。つまり、右側に図示された他方の屈曲振動部１では、励振電極４は、第１伸縮部１７
及び第２伸縮部１８に形成されている。そして、励振電極３は、第１溝部１５及び第２溝
部１６に形成されている。
　そして、励振電極３と励振電極４との間に、交流電流が流れる。これにより、水晶振動
片２０の屈曲振動部１は、図５に示すように、実線矢印及び２点鎖線矢印で示す屈曲振動
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をする。
【００５０】
　このようにして、屈曲振動により互い違いに伸張する及び収縮する第１面１１及び第２
面１２において、第１面１１と第２面１２との間の温度差を熱伝導（熱移動）により温度
平衡させるための熱移動経路を、第１溝部１５及び第２溝部１６を迂回するようにさせ、
第１面１１と第２面１２との間の直線距離よりも長くする。これにより、熱移動（熱伝導
）による温度平衡させるまでの緩和時間τを長くし、緩和時間τに反比例する緩和振動周
波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざける。そして、屈曲振動周波数ｆを緩和振動周波数
ｆｍで除した値ｆ／ｆｍが０．０９を超えることが好ましく、熱弾性効果によるＱ値の低
下が抑制される。より好ましくは０．２５＜ｆ／ｆｍ、さらに好ましくは１＜ｆ／ｆｍで
あり、これにより更なるＱ値の改善が図られる。
【００５１】
　（変形例１）
　図６（ｂ）は、図６（ａ）に示す第１溝部１５及び第２溝部１６に関する第２実施形態
の変形例である。図６（ｂ）が図６（ａ）と相違する点は、図６（ｂ）で、右側に図示さ
れた他方の屈曲振動部１の第１溝部１５及び第２溝部１６の配置である。つまり、第１の
主面である第３面１３に形成されている第１溝部１５は、第１面１１に対向して配置され
、第２の主面である第４面１４に形成されている第２溝部１６は、第２面１２に対向して
配置されている。
　左側に図示された一方の屈曲振動部１、基部２、及びそれぞれ２対の励振電極３，４は
、図６（ａ）と同様に配置され、配線されている。そして、図６（ａ）と同様に、励振電
極３と励振電極４との間に、交流電流が流れる。これにより、屈曲振動部１は、図５にお
いて実線矢印及び２点鎖線矢印で示す屈曲振動をする。
【００５２】
　このようにして、屈曲振動により互い違いに伸張する及び収縮する第１面１１及び第２
面１２において、第１面１１と第２面１２との間の温度差を熱伝導（熱移動）により温度
平衡させるための熱移動経路を、第１溝部１５及び第２溝部１６を迂回するようにさせ、
第１面１１と第２面１２との間の直線距離よりも長くする。これにより、熱移動（熱伝導
）による温度平衡させるまでの緩和時間τを長くし、緩和時間τに反比例する緩和振動周
波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざける。そして、屈曲振動周波数ｆを緩和振動周波数
ｆｍで除した値ｆ／ｆｍが０．０９を超えることが好ましく、熱弾性効果によるＱ値の低
下が抑制される。より好ましくは０．２５＜ｆ／ｆｍ、さらに好ましくは１＜ｆ／ｆｍで
あり、これにより更なるＱ値の改善が図られる。
【００５３】
　（変形例２）
　図７は、図６（ａ）に示す励振電極３，４の配置に関する第２実施形態の変形例を示す
図である。
　図７が図６（ａ）と相違する点は、２個の屈曲振動部１及び基部２に対してそれぞれ１
対の励振電極３，４を配置している点である。
【００５４】
　図７（ａ）に示すように、励振電極３は、左側に図示された一方の屈曲振動部１の第２
面１２、及び右側に図示された他方の屈曲振動部１の第１面１１に、配置されている。そ
して、励振電極４は、左側に図示された一方の屈曲振動部１の第１溝部１５、及び右側に
図示された他方の屈曲振動部１の第２溝部１６に配置されている。
　図７（ｂ）に示すように、励振電極３は、左側に図示された一方の屈曲振動部１の第１
溝部１５、及び右側に図示された他方の屈曲振動部１の第２溝部１６に配置されている。
そして、励振電極４は、左側に図示された一方の屈曲振動部１の第２溝部１６、及び右側
に図示された他方の屈曲振動部１の第１溝部１５に配置されている。
　図７（ｃ）に示すように、励振電極３は、左側に図示された一方の屈曲振動部１の第２
溝部１６、及び右側に図示された他方の屈曲振動部１の第１溝部１５に配置されている。
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そして、励振電極４は、左側に図示された一方の屈曲振動部１の第１面１１、及び右側に
図示された他方の屈曲振動部１の第２面１２に配置されている。
【００５５】
　励振電極３及び励振電極４は、図６（ａ）と同様に、配線されている。そして、励振電
極３と励振電極４との間に、交流電流が流れる。これにより、屈曲振動部１は、図５にお
いて実線矢印及び２点鎖線矢印で示す屈曲振動をする。
【００５６】
　ここで、図７において、２個の屈曲振動部１及び基部２の配置を、図６（ａ）と同様に
示したが、図６（ｂ）に示した２個の屈曲振動部１及び基部２と同様に配置されていても
よい。
【００５７】
　このようにして、屈曲振動により互い違いに伸張する及び収縮する第１面１１及び第２
面１２において、第１面１１と第２面１２との間の温度差を熱伝導（熱移動）により温度
平衡させるための熱移動経路を、第１溝部１５及び第２溝部１６を迂回するようにさせ、
第１面１１と第２面１２との間の直線距離よりも長くする。これにより、熱移動（熱伝導
）による温度平衡させるまでの緩和時間τを長くし、緩和時間τに反比例する緩和振動周
波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざける。そして、屈曲振動周波数ｆを緩和振動周波数
ｆｍで除した値ｆ／ｆｍが０．０９を超えることが好ましく、熱弾性効果によるＱ値の低
下が抑制される。より好ましくは０．２５＜ｆ／ｆｍ、さらに好ましくは１＜ｆ／ｆｍで
あり、これにより更なるＱ値の改善が図られる。
【００５８】
　（変形例３）
　図８は、図６及び図７に示す励振電極３，４の配置、ならびに屈曲振動部１及び基部２
の形状に関する第２実施形態の変形例を示す図である。
【００５９】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、励振電極３は、屈曲振動部１の第３面１３、
及び第４面１４に、配置されている。そして、励振電極４は、屈曲振動部１の第１面１１
、及び第２面１２に配置されている。そして、第１面１１を含む面と、第２面１２を含む
面とは、対向している。第３面１３を含む面と、第４面１４を含む面とは、対向している
。
　ここで示す第１面１１を含む面は、第１面１１及び第１面１１が延長した面を示し、第
３面１３が延長した面と交差するまでの面を示す。逆に、第３面１３を含む面は、第３面
１３及び第３面１３が延長した面を示し、第１面１１が延長した面と交差するまでの面を
示す。また、第２面１２を含む面は、第２面１２及び第２面１２が延長した面を示し、第
４面１４が延長した面と交差するまでの面を示す。逆に、第４面１４を含む面は、第４面
１４及び第４面１４が延長した面を示し、第２面１２が延長した面と交差するまでの面を
示す。
【００６０】
　図８（ａ）に示すように、左側に図示された一方の屈曲振動部１及び基部２は、第４面
１４に、第２溝部１６としての面２１Ａ，２２Ａが形成されている。第３面１３に、第１
溝部１５としての面２３Ａ，２４Ａが形成されている。そして、右側に図示された他方の
屈曲振動部１及び基部２は、第３面１３に、第１溝部１５としての面２３Ｂ，２４Ｂが形
成されている。第４面１４に、第２溝部１６としての面２１Ｂ，２２Ｂが形成されている
。
【００６１】
　このようにして、屈曲振動により互い違いに伸張する及び収縮する第１面１１及び第２
面１２において、第１面１１と第２面１２との間の温度差を熱伝導（熱移動）により温度
平衡させるための熱移動経路を、面２２Ａと面２４Ａとの間、及び面２２Ｂと面２４Ｂと
の間を迂回するようにさせ、第１面１１を含む面と第２面１２を含む面との間の直線距離
よりも長くする。これにより、熱移動（熱伝導）による温度平衡させるまでの緩和時間τ
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を長くし、緩和時間τに反比例する緩和振動周波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠ざける
。そして、屈曲振動周波数ｆを緩和振動周波数ｆｍで除した値ｆ／ｆｍが０．０９を超え
ることが好ましく、熱弾性効果によるＱ値の低下が抑制される。より好ましくは０．２５
＜ｆ／ｆｍ、さらに好ましくは１＜ｆ／ｆｍであり、これにより更なるＱ値の改善が図ら
れる。
【００６２】
　図８（ｂ）に示すように、左側に図示された一方の屈曲振動部１及び基部２は、第４面
１４に、第２溝部１６としての面２５Ａが形成されている。第３面１３に第１溝部１５と
しての面２６Ａが形成されている。そして、右側に図示された他方の屈曲振動部１及び基
部２は、第３面１３に、第１溝部１５としての面２６Ｂが形成されている。第４面１４に
、第２溝部１６としての面２５Ｂが形成されている。
【００６３】
　このようにして、屈曲振動により互い違いに伸張する及び収縮する第１面１１及び第２
面１２において、第１面１１と第２面１２との間の温度差を熱伝導（熱移動）により温度
平衡させるための熱移動経路を、第１面１１と第２面１２との最短距離（第１面１１と第
２面１２とを結ぶ最短距離）を、第１面１１を含む面と、第２面１２を含む面との間の直
線距離よりも長くする。これにより、熱移動（熱伝導）による温度平衡させるまでの緩和
時間τを長くし、緩和時間τに反比例する緩和振動周波数ｆoを屈曲振動周波数ｆから遠
ざける。そして、屈曲振動周波数ｆを緩和振動周波数ｆｍで除した値ｆ／ｆｍが０．０９
を超えることが好ましく、熱弾性効果によるＱ値の低下が抑制される。より好ましくは０
．２５＜ｆ／ｆｍ、さらに好ましくは１＜ｆ／ｆｍであり、これにより更なるＱ値の改善
が図られる。
【００６４】
　このようにして、変形例３においても、第１面１１と第２面１２との間の熱移動経路を
、第１面１１を含む面と第２面１２を含む面との最短距離よりも長くすることができる。
この最短距離は、第１面１１が延長した面と、第２面１２が延長した面との間の最短距離
である。
　変形例３においては、図６及び図７に示したように、第３面１３に第１溝部１５、及び
第４面１４に第２溝部１６がそれぞれ形成されていると、なお好ましい。
【００６５】
　（変形例４）
　図９は、図６に示す水晶振動片２０の第１溝部１５及び第２溝部１６の形状に関する第
２実施形態の変形例を示す図である。
　図９（ａ）及び図９（ｂ）に示す第１溝部１５及び第２溝部１６は、図６（ａ）及び図
６（ｂ）で矩形状に示したのに対し、三角形状に形成されている。ここで、図９（ａ）と
図９（ｂ）とが相違する点は、図６（ａ）と図６（ｂ）とが相違する点と同様であり、右
側に図示された他方の屈曲振動部１の第１溝部１５及び第２溝部１６の配置である。
【００６６】
　（変形例５）
　図１０は、図５に示す基部２及び連結部２９の形状、ならびに固定電極５，６の配置に
関する第２実施形態の変形例を示す図である。
【００６７】
　図１０（ａ）に示す水晶振動片２０Ａは、図５に示す連結部２９から延長して形成され
た固定部２９Ａを、２個の水晶振動片１０の間に配置されている。
　図１０（ｂ）に示す水晶振動片２０Ｂは、図５に示す連結部２９から延長して形成され
た固定部２９Ｂを２個備えている、２個の固定部２９Ｂの間に、２個の水晶振動片１０が
配置されて、繋がれている。
【００６８】
　第２実施形態及び変形例１から変形例２では、図３（ａ）で示した屈曲振動部１及び基
部２を用いて水晶振動片２０を説明したが、これに限るものではなく、図３（ｂ）または
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図３（ｃ）で示した屈曲振動部１及び基部２を用いた水晶振動片２０であってもよい。
【００６９】
　したがって、第２実施形態及びその変形例１から変形例５によれば、上述の実施形態と
同様の効果を奏することができる。そして、変形例３においては、第１面１１と第２面１
２との間の熱移動経路を、第１面１１を含む面と第２面１２を含む面との間の直線距離よ
りも長くする。これにより、上述の実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００７０】
　（第３実施形態）
　以下、第３実施形態について、図１１及び図１２を参照して説明する。
　図１１は、第３実施形態の水晶振動片３０を示す概略斜視図である。図１２は、図１１
のＹ（＋）方向から見たＺ－Ｘ概略断面図である。以下、振動部である屈曲振動部１、励
振電極３，４、及び基部２は、図３（ａ）で示した形状を例に挙げて説明する。
【００７１】
　図１１に示す水晶振動片３０は、図５に示した第２実施形態と同様の構成及び配線であ
るが、実線矢印及び２点差線矢印で示すように、振動部である屈曲振動部１の振動方向が
相違する。このため、同一の符号を付与し、構成及び配線の説明を省略し、振動方向が相
違する点について説明をする。
【００７２】
　図１２（ａ）は、図７（ａ）に示した２個の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部
２を、それぞれ時計回りに９０°回転した配置である。または、図７（ｃ）に示した２個
の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２を、それぞれ反時計回りに９０°回転した
配置である。
　図１２（ｂ）は、図７（ｂ）に示した２個の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部
２をそれぞれ反時計回りに９０°回転した配置である。また、図７（ｂ）に示した２個の
屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２をそれぞれ時計回りに９０°回転した配置で
ある。
　図１２（ｃ）は、図１２（ａ）の左側に図示された一方の屈曲振動部１、励振電極３，
４、及び基部２と、図１２（ｂ）の右側に図示された他方の屈曲振動部１、励振電極３，
４、及び基部２とを備えた配置である。
　図１２（ｄ）は、図７（ｃ）に示した２個の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部
２のうち、左側に図示された一方の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２を、反時
計回りに９０°回転した配置であり、右側に図示された他方の屈曲振動部１、励振電極３
，４、及び基部２を、時計回りに９０°回転した配置である。
【００７３】
　したがって、第３実施形態によれば、上述の実施形態と同様の効果を奏することができ
る。
【００７４】
　第３実施形態では、図３（ａ）で示した屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２を
用いて水晶振動片３０を説明したが、これに限るものではなく、図３（ｂ）または図３（
ｃ）で示した屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２を用いた水晶振動片３０であっ
てもよい。または、図８及び図９で示した屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２を
用いた水晶振動片３０であってもよい。
【００７５】
　（第４実施形態）
　以下、第４実施形態について、図１３及び図１４を参照して説明する。
　図１３は、第４実施形態の水晶振動片４０を示す概略斜視図である。図１４は、図１３
のＹ（＋）方向から見たＺ－Ｘ概略断面図であり、概略配線図である。
【００７６】
　図１３に示す水晶振動片４０は、図１１に示した第３実施形態の水晶振動片３０と同様
に、実線矢印及び２点差線矢印で示す方向に振動する。
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　水晶振動片４０が、第３実施形態の水晶振動片３０と相違する点は、振動部である屈曲
振動部１、励振電極３，４、及び基部２を３個備える点である。このため、同一の符号を
付与し、構成の説明を省略する。以下、屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基部２は、
図３（ａ）で示した形状及び配置を例に挙げて説明する。
【００７７】
　図１３に示すように、水晶振動片４０は、図１に示した屈曲振動部１及び基部２を、そ
れぞれ３個備える。そして、隣合う基部２は、それぞれ連結部３９により結合されている
。
【００７８】
　図１４（ａ）は、図１２（ａ）に示した配置の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基
部２と、その図示右側に、図１２（ａ）の左側に図示された一方の屈曲振動部１、励振電
極３，４、及び基部２とを備えた配置である。
　図１４（ｂ）は、図１２（ｄ）に示した配置の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基
部２を、３個備えた配置である。
　図１４（ｃ）は、図１２（ｂ）に示した配置の屈曲振動部１、励振電極３，４、及び基
部２を、３個備えた配置である。
【００７９】
　図１５は、図１４に示す屈曲振動部１及び基部２の配置に関する第４実施形態の変形例
を示す図である。
【００８０】
　（変形例）
　図１５（ａ）に示す水晶振動片４０は、図１４（ａ）に示した配置の３個の屈曲振動部
１及び基部２のうち、中央の屈曲振動部１及び基部２を１８０°回転させた配置である。
　図１５（ｂ）に示す水晶振動片４０は、図１４（ａ）に示した配置の３個の屈曲振動部
１及び基部２のうち、中央及び右側の屈曲振動部１及び基部２をそれぞれ１８０°回転さ
せた配置である。
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）に示す水晶振動片４０は、励振電極３，４を図示省略し
たが、図１４（ａ）から図１４（ｃ）に示した励振電極３，４が配置されている。
【００８１】
　第４実施形態では、図３（ａ）で示した屈曲振動部１及び基部２を用いて水晶振動片４
０を説明したが、これに限るものではなく、図３（ｂ）または図３（ｃ）で示した屈曲振
動部１及び基部２を用いた水晶振動片４０であってもよい。
【００８２】
　したがって、第４実施形態によれば、上述の実施形態と同様の効果を奏することができ
る。
【００８３】
　（第５実施形態）
　以下、第５実施形態の圧電振動子として水晶振動子を一例に挙げて説明する。
【００８４】
　第５実施形態の圧電振動子は、第１から第４実施形態の圧電振動片を用いた水晶振動子
である。このため、第５実施形態の圧電振動子に用いる圧電振動片は、第１から第４実施
形態の圧電振動片と同様の構成であるため、同一の符号を付与し、構成の説明を省略する
。以下では、第２実施形態の水晶振動片２０を用いて説明する。
【００８５】
　図１６は、蓋体を除いて内部構造を露出した水晶振動子の概略平面図である。図１７は
、図１６のＸ－Ｘ概略断面図であり、蓋体を配置して示すものである。
　図１６及び図１７に示すように、水晶振動子８０は、パッケージ３１内に水晶振動片２
０を収納している。具体的には、水晶振動子８０は、図１７に示すように、第１基板３４
と、この第１基板３４に積層された第２基板３５と第３基板３６とを含むパッケージ３１
内に水晶振動片２０を収納している。
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【００８６】
　パッケージ３１は、絶縁基体である第１基板３４と第２基板３５と第３基板３６とを構
成している。第２基板３５がパッケージ３１内に延長した延長部３５ａを備えている。延
長部３５ａに電極部３２が２個形成されている。電極部３２に、導電ペーストなどを用い
て水晶振動片２０の固定電極５及び固定電極６を、固定して、導通させる。ここで、導電
性接着剤４３としては、所定の合成樹脂でなるバインダ成分に、銀粒子などの導電粒子を
添加したものを使用することができる。
【００８７】
　第１基板３４と第２基板３５と第３基板３６とは絶縁材料で形成され、セラミックが適
している。特に、好ましい材料としては水晶振動片２０や蓋体３７の熱膨張係数と一致も
しくは、きわめて近い熱膨張係数を備えたものが選択され、本実施形態では、例えば、セ
ラミックのグリーンシートが利用されている。グリーンシートは、例えば、所定の溶液中
にセラミックパウダを分散させ、バインダを添加して生成される混練物をシート状の長い
テープ形状に成形し、これを所定の長さにカットして得られるものである。
【００８８】
　第１基板３４と第２基板３５と第３基板３６とは、図示する形状に成形したグリーンシ
ートを積層し、焼結して形成することができる。この場合、第１基板３４は、パッケージ
３１の底部を構成する基板で、これに重ねられる第２基板３５と第３基板３６とは、上述
したグリーンシートを板状として、内部の材料を除去して、枠状として、図１７の内部空
間Ｓを形成したもので、この内部空間Ｓを利用して、水晶振動片２０を収納するようにし
ている。このパッケージ３１には、セラミックやガラスあるいはコバールなどの金属で形
成された蓋体３７がコバールリングなどの接合材もしくは封止材４７などを介して接合さ
れている。これにより、パッケージ３１は気密に封止されている。
【００８９】
　第１基板３４上には、例えば、銀・パラジウムなどの導電ペーストもしくはタングステ
ンメタライズなどの導電ペーストなどを用いて、必要とされる導電パターンを形成後に、
第１基板３４と第２基板３５と第３基板３６との焼結をした後で、ニッケル及び金もしく
は銀などを順次メッキして、上述した電極部３２が形成されている。
　図１７に示すように、電極部３２は、パッケージ３１の底面に露出した少なくとも２個
の実装端子４１と図示しない導電パターンにより接続されている。この電極部３２と実装
端子４１とを接続するための導電パターンは、パッケージ３１の形成時に利用されるキャ
スタレーション（図示せず）の表面に形成して、パッケージ３１の外面を引き回してもよ
いし、あるいは第１基板３４と第２基板３５とを貫通する導電スルーホールなどにより接
続してもよい。
【００９０】
　２個の実装端子４１の間に交流電圧を印加することにより、固定電極５と固定電極６と
の間に、交流電流が流れる（図５参照）。これにより、水晶振動片２０は、上述の実施形
態で実線矢印及び２点鎖線矢印で示した屈曲振動をする。
【００９１】
　したがって、第５実施形態によれば、上述の実施形態と同様の効果を奏する水晶振動子
を得ることができる。
【００９２】
　（第６実施形態）
　以下、第６実施形態の圧電デバイスとして水晶発振器を一例に挙げて説明する。
【００９３】
　第６実施形態の水晶発振器は、第１から第４実施形態の圧電振動片を用いた水晶発振器
である。このため、第６実施形態の水晶発振器に用いる圧電振動片は、第１から第４実施
形態の圧電振動片と同様の構成であるため、同一の符号を付与し、構成の説明を省略する
。以下では、第２実施形態の水晶振動片２０を用いて説明する。また、第５実施形態と第
６実施形態の相違する点は、第６実施形態の水晶発振器は、第５実施形態で示した水晶振
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【００９４】
　図１８に示すように、パッケージ３１を形成する第１基板３４上面には、金（Ａｕ）な
どから成る内部接続端子８９が形成されている。ＩＣチップ８７は、パッケージ３１を形
成する第１基板３４上面に接着剤などを用いて固定されている。そして、ＩＣチップ８７
の上面には、Ａｕなどから成るＩＣ接続パッド８２が形成されている。ＩＣ接続パッド８
２は、金属ワイヤー８８により内部接続端子８９に接続されている。また、内部接続端子
８９は内部配線を経由して、パッケージ３１外部の第１基板３４下面に形成された実装端
子４１に接続されている。なお、ＩＣチップ８７と内部接続端子８９との接続方法は、金
属ワイヤー８８による方法だけでなく、フリップチップ実装による接続方法を用いてもよ
い。
【００９５】
　したがって、第６実施形態によれば、上述の実施形態と同様の効果を奏する水晶発振器
を得ることができる。
【００９６】
　また、第６実施形態で、圧電デバイスとして、水晶発振器を一例に挙げて説明したが、
これに限るものではなく、ＩＣチップ８７に検出回路を備えたジャイロセンサなどであっ
ても良い。
【００９７】
　なお、上記課題の少なくとも一部を解決できる範囲での変形、改良などは前述の実施形
態に含まれるものである。
【００９８】
　たとえば、上述の説明において、固定電極５は励振電極３に接続され、固定電極６は励
振電極４に接続されているとしたが、これに限るものではなく、固定電極５は励振電極４
に接続され、固定電極６は励振電極３に接続されているとしてもよい。
【００９９】
　そして、Ｚ－Ｘ概略断面図（図３、図６から図９、図１２、図１４、ならびに図１５）
において、第１溝部１５及び第２溝部１６は、等間隔もしくは対称に図示したが、これに
限るものではなく、間隔が異なっていても良く、非対称であっても良い。
【０１００】
　屈曲振動片の材料としては、水晶だけに限らず、タンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ3）
、四ホウ酸リチウム（Ｌｉ2Ｂ4Ｏ7）、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ3）、チタン酸ジル
コン酸鉛（ＰＺＴ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）などの圧電体、
または、シリコンなどの半導体であってもよい。
【０１０１】
　また、図面において、第１面１１、第２面１２、第１の主面である第３面１３、及び第
２の主面である第４面１４を、平面として図示したが、これに限定されるものではなく、
たとえば曲面、２つ以上の平面または曲面により形成された面であってもよく、それらの
平面または曲面を繋げる稜線を有している面であってもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
　１…屈曲振動部、２…基部、３，４…励振電極、５，６…固定電極、１０…水晶振動片
、１１…第１面、１２…第２面、１３…第３面、１４…第４面、１５…第１溝部、１６…
第２溝部、２０Ａ，２０Ｂ…水晶振動片、２９…連結部、２９Ａ，２９Ｂ…固定部、３０
…水晶振動片、４０…水晶振動片、ｔ…第３面と第４面との間の距離、ｄ１…第１溝部の
第１深さ、ｄ２…第２溝部の第２深さ、ｄ３，ｄ４，ｄ５，ｄ６…深さ。
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