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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水晶振動片において、
　基板の一主面および他主面それぞれに、メサ形状の凸部が形成され、
　前記一主面に形成された凸部は、コンベックス加工され、
　前記一主面に形成された凸部の突起底面の主面上の寸法は、前記他主面に形成された凸
部の突起底面の主面上の寸法より小さく、
　前記基板の一主面および他主面における平面視外周端部が平坦面であり、前記平面視外
周端部が外部装置の保持位置とされることを特徴とする水晶振動片。
【請求項２】
　請求項１に記載の水晶振動片において、
　前記一主面と前記他主面との少なくとも一方に形成された凸部は、多段形成されたこと
を特徴とする水晶振動片。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の水晶振動片において、
　前記他主面に形成された凸部は、天面が平坦な突起体であることを特徴とする水晶振動
片。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちいずれか１つに記載の水晶振動片において、
　前記一主面に形成された凸部は、フォトリソグラフィ法により突起形成され、かつ、コ
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ンベック加工されて成形され、
　前記他主面に形成された凸部は、フォトリソグラフィ法により突起形成されたことを特
徴とする水晶振動片。
【請求項５】
　水晶振動子において、
　請求項１乃至４のうちいずれか１つに記載の水晶振動片に形成された励振電極が気密封
止されたことを特徴とする水晶振動子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水晶振動片、および水晶振動子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、圧電振動片（例えば、水晶振動片）は、圧電振動片を搭載する圧電振動デバイス
（例えば、水晶振動子）の小型化にともない、小型化を図る必要があるが、圧電振動片の
サイズを小さくすると、直列共振抵抗値（ＣＩ値）が大きくなったり、圧電振動デバイス
のベースへの保持の影響を受けてヒステリシスが大きくなるといった問題が生じる。
【０００３】
　そこで、この問題を解決したものに、片主面にコンベックス加工を施した圧電振動片が
ある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－６０４８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した特許文献１に記載の圧電振動片（具体的に、水晶振動片）では、片主面にコン
ベックス加工を施すことで、当該水晶振動片の振動エネルギーを閉じ込めている。
【０００５】
　ところで、上記したように現在水晶振動片の小型化が図られており、この小型化に対応
させるために、特許文献１に記載の水晶振動片についてコンベックス曲率を小さくするな
どの手法が用いられている。
【０００６】
　しかしながら、コンベックス曲率を小さくするに比例して、エネルギートラップが入り
易くなる。その結果、ドライブレベルが低いにもかかわらずに過励振が発生し、振動波形
が非線形な変動を起こす。
【０００７】
　そこで、上記課題を解決するために、本発明は、低ドライブレベル時に過励振が発生す
るのを抑制する水晶振動片、および水晶振動子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明にかかる水晶振動片は、基板の一主面および他主面
それぞれに、メサ形状の凸部が形成され、前記一主面に形成された凸部は、コンベックス
加工され、前記一主面に形成された凸部の突起底面の主面上の寸法は、前記他主面に形成
された凸部の突起底面の主面上の寸法より小さく、前記基板の一主面および他主面におけ
る平面視外周端部が平坦面であって、前記平面視外周端部に引出電極が引き出し形成され
たことを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、前記基板の一主面および他主面（両主面）それぞれにメサ形状の凸部
が形成され、前記一主面に形成された凸部はコンベックス加工され、前記一主面に形成さ
れた凸部の突起底面の主面上の寸法は、前記他主面に形成された凸部の突起底面の主面上
の寸法より小さく、前記基板の一主面および他主面における平面視外周端部が平坦面であ
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って、前記平面視外周端部に引出電極が引き出し形成されている。すなわち、本発明にか
かる水晶振動片の両主面には非対称のバイメサ形状の凸部が形成されているので、従来技
術のようにコンベックス曲率を小さくすることなく、エネルギートラップを入り難くする
ことが可能となり、エネルギー振動漏れを抑制することが可能となる。その結果、振動波
形が非線形な変動を起こすのを抑制することが可能となり、過励振が発生するのを抑制す
ることが可能となる。特に、ドライブレベルが低い時に過励振となるのを防止するのに好
適である。
【００１０】
　具体的に、水晶振動片の両主面には非対称のバイメサ形状の凸部が形成されているので
、振動変位を段階的に減衰することが可能となり、当該水晶振動片の基板の端部での振動
影響を受け難くすることが可能となる。その結果、当該水晶振動片を外部装置（水晶振動
子のベースなど）に搭載する際の保持位置を当該水晶振動片の基板の端部と設定すること
で、保持位置での振動影響はなく、当該水晶振動片の保持安定を図ることが可能となる。
【００１１】
　また、当該水晶振動片の寸法誤差が生じた場合であっても、水晶振動片の両主面には非
対称のバイメサ形状の凸部が形成されているので、寸法誤差によって中心が変位すること
で生じる偏心（中心ずれ）の中心を吸収することが可能となり、さらに効率的なエネルギ
ー閉じ込めを行うことが可能となる。
【００１２】
　なお、本発明では、特に、コンベックス加工としてプラノコンベックス加工を用いるこ
とが好ましい。例えば、両主面それぞれの凸部がプラノコンベックス加工されたバイコン
ベックスの形態では、偏心が大きくなり振動変位の誤差が大きくなり、更にプラノコンベ
ックス加工によるバイコンベックスの形成も難しい。
【００１３】
　具体的に、プラノコンベックス加工では、コンベックス加工を施す主面においてコンベ
ックス形状の中心が形成されるが、バイコンベックスの場合、各主面それぞれにおいてコ
ンベックス形状の中心が形成される。そのため、各主面それぞれにおけるコンベックス形
状の中心（中心位置）を完全に一致させることは難しく、各主面それぞれに形成されたコ
ンベックス形状の中心間で偏心が生じやすくなる。そして、各主面におけるコンベックス
形状の中心が偏心すると、振動変位の双方の誤差が大きくなり、当該水晶振動片の特性の
劣化（ＣＩ値やＤＬＤ特性やスプリアスとのカップリング等）が生じやすくなる。
【００１４】
　これに対して、本発明に示すように、前記一主面のみにプラノコンベックス加工が施さ
れる場合、コンベックス形状の中心を制御しながらコンベックス加工を施すことが可能で
あり、コンベックス形状の中心位置を特定することが容易となる。その結果、振動変位の
誤差の発生を抑えることが可能となり、当該水晶振動片の特性の劣化（ＣＩ値やＤＬＤ特
性やスプリアスとのカップリング等）を抑制することが可能となる。
【００１５】
　前記構成において、前記一主面と前記他主面との少なくとも一方に形成された凸部は、
多段形成されてもよい。
【００１６】
　この場合、前記一主面と前記他主面との少なくとも一方に形成された凸部は多段形成さ
れるので、急激なエネルギートラップが生じるのを抑制することが可能となり、振動変位
を段階的に減衰するのに好適である。
【００１７】
　前記構成において、前記他主面に形成された凸部は、天面が平坦な突起体であってもよ
い。
【００１８】
　この場合、前記他主面に形成された凸部は、天面が平坦な突起体であるので、前記一主
面に形成されたコンベックス加工された凸部と異なり中心を有しない。そのため、前記両
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主面に形成された凸部の中心間の偏心が生じることはなく、偏心による振動変位の双方の
誤差は生じない。
【００１９】
　前記構成において、前記一主面に形成された凸部は、フォトリソグラフィ法により突起
形成され、かつ、コンベック加工されて成形され、前記他主面に形成された凸部は、フォ
トリソグラフィ法により突起形成されてもよい。
【００２０】
　この場合、前記一主面に形成された凸部は、フォトリソグラフィ法により突起形成され
、かつ、コンベック加工されて成形され、前記他主面に形成された凸部は、フォトリソグ
ラフィ法により突起形成されるので、当該水晶振動片の基板である水晶が結晶構造を有し
ており、フォトリソグラフィ法により前記両主面の凸部を突起形成する場合、結晶方向に
よってエッチングレート差が生じるので、所望の凸部形成の位置に対してわずかに凸部形
成の位置がずれる可能性がある。しかしながら、本発明によれば、前記一主面に形成され
た凸部は、前記他主面に形成された凸部に対して、突起底面の主面上の寸法が小さいので
、フォトリソグラフィ法により当該水晶振動片の基板をエッチングして凸部を形成する際
、所望の凸部形成の位置に対してわずかに凸部形成の位置がずれる場合があっても、この
ずれによる当該水晶振動片の特性の劣化（ＣＩ値やＤＬＤ特性やスプリアスとのカップリ
ング等）を防ぐことが可能となる。
【００２１】
　上記の目的を達成するため、本発明にかかる水晶振動子は、上記した本発明にかかる水
晶振動片に形成された励振電極が気密封止されたことを特徴とする。
【００２２】
　本発明によれば、上記した本発明にかかる水晶振動片に形成された励振電極が気密封止
されるので、上記した本発明にかかる水晶振動片が有する作用効果を有することが可能と
なり、低ドライブレベル時に過励振が発生するのを抑制することが可能となる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明にかかる水晶振動片および水晶振動子によれば、低ドライブレベル時に過励振が
発生するのを抑制することが可能となる。特に、本発明は、小型の水晶振動片および水晶
振動子に好適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
  以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００２５】
　本実施例１にかかる水晶振動子１は、図１に示すように、金属材料からなる金属ベース
１１と金属材料からなる金属キャップ１２とから本体筐体が構成されており、本体筐体の
内部空間１３に水晶振動片３が気密封止されている。
【００２６】
　次に、水晶振動子１の各構成について説明する。
【００２７】
　金属ベース１１は、低背の長円柱形状のベース本体１１１からなり、このベース本体１
１１に金属リード端子１４が貫通して植設されている。なお、ベース本体１１１は、鉄、
コバール等からなる。
【００２８】
　図１に示すベース本体１１１の下部であってその平面視外周に沿って、ベース本体１１
１から平面視外方に延出したフランジ１１２が形成されている。このフランジ１１２の上
部には、突起１１３が形成されている。
【００２９】
　この金属製のシェルを主とするベース本体１１１には貫通孔（図示省略）が形成されて
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いる。この貫通孔に、水晶振動片３の励振電極７１，７２（下記参照）を外部電極と接続
するための細長い円柱形状の金属リード端子１４が貫通して設けられている。具体的に、
金属リード端子１４が絶縁ガラス（図示省略）を介して貫通孔を貫通してベース本体１１
１に設けられている。なお、絶縁ガラスを貫通孔に充填させて硬化させることで、金属リ
ード端子１４が金属ベース１１（具体的には貫通孔）に植設される。そして、絶縁ガラス
がベース本体１１１の貫通孔に充填されることにより、金属リード端子１４はベース本体
１１１に対して電気的に独立している。
【００３０】
　また、金属ベース１１の少なくともベース本体１１１の表面には、腐食防止用の金属膜
として、ニッケルの金属膜（図示省略）がメッキなどの手法（電解メッキ法と無電解メッ
キ法）により形成されている。
【００３１】
　本実施例では、ベース本体１１１に電解メッキによりニッケルメッキを形成し、その後
に金属リード端子１４を絶縁ガラスを介して貫通孔に植設し、金属リード端子１４を貫通
孔に植設した後にニッケルメッキを無電解メッキにより形成して金属膜を形成する。この
ように本実施例に示すように、電解メッキと無電解メッキとを併用することで、ベース本
体１１１に対して隙間無く金属膜をメッキ形成することができる。なお、金属膜としては
、ニッケルメッキに限らず、金メッキ、銅メッキとニッケルメッキの組合せ等により形成
してもよく、同様の厚みとすることが好ましい。
【００３２】
　金属リード端子１４のインナーリードに、サポート部１５が対向して配置され、スポッ
ト溶接法、あるいはレーザー溶接法等により溶接されている。サポート部１５には、水晶
振動片３が導電樹脂系接着剤やろう材等の導電性接合材（図示省略）を介して搭載保持さ
れる。
【００３３】
　金属キャップ１２は、洋白、鉄、コバール等からなり、その下面が開口端１２１とする
中空を有する長円柱の箱状体に成形されている。この開口端１２１が金属キャップ１２に
対して折曲されてフランジ１２２となり、このフランジ１２２は金属ベース１１のフラン
ジ１１２に対応する。金属キャップ１２の表面には腐食防止用の金属膜として、０．５～
４．０μｍの厚みでニッケルの金属膜（図示省略）がメッキなどの手法（フラッシュ電解
メッキ法、あるいはフラッシュ電解メッキ法と無電解メッキ法）により形成されている。
なお、金属膜としては、ニッケルメッキに限らず、金メッキ、銅メッキとニッケルメッキ
の組合せ等により形成してもよく、金属膜の厚みを同様の０．５～４．０μｍとすること
が好ましい。
【００３４】
　水晶振動片３はＡＴカットからなり、図１～４に示すように、平面視円形の円盤形状に
基板４が加工され、両主面（一主面５および他主面６）それぞれにバイメサ形状の凸部５
１，６１が形成されている。なお、このバイメサ形状の凸部５１，６１も基板４と同様に
平面視円形に成形されている。
【００３５】
　基板４の平面視外周端部４１（以下、端部とする）に下記する引出電極が引き出し形成
され、この端部４１においてサポート部１５に導電性接合材を介して保持される。すなわ
ち、この端部４１が、水晶振動片３の保持位置となる。
【００３６】
　基板４の両主面５，６のうち、一主面５に形成された凸部５１は、フォトリソグラフィ
法により突起形成され、かつ、コンベック加工されて成形されている。具体的に、この凸
部５１は、天面５２が曲面形成された１つの段部であり、下記する励振電極７１は天面５
２に形成されている。なお、本実施例では、コンベックス加工として、プラノコンベック
ス加工を用いている。
【００３７】



(6) JP 5120023 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

　また、他主面６に形成された凸部６１は、フォトリソグラフィ法により突起形成された
平坦な突起体である。具体的に、この凸部６１は、天面６２が平坦な１つの段部であり、
下記する励振電極７２は天面６２に形成されている。
【００３８】
　上記した構成からなる水晶振動片３では、一主面５に形成された凸部５１の突起底面の
主面上の寸法（図３に示す寸法ａ）は、他主面６に形成された凸部６１の突起底面の主面
上の寸法（図３に示す寸法ｂ）より小さい。
【００３９】
　なお、上記した水晶振動片３の基板４の寸法は、厚さ２００～５００μｍであり、平面
視半径４ｍｍである。また、一主面５に形成された凸部５１の寸法は、その最大高さ５０
～２５０μｍであり、その突起底面の主面上の寸法（図３に示す寸法ａ）は、５～６ｍｍ
である。また、他主面６に形成された凸部６１の寸法は、その高さ３～５０μｍであり、
その突起底面の主面上の寸法（図３に示す寸法ｂ）は、６～７ｍｍである。
【００４０】
　そして、水晶振動片３の両主面５，６には、一対の励振電極７１，７２が対向して形成
され、これら励振電極７１，７２を外部電極と接続するための引出電極（図示省略）が形
成されている。また、励振電極７１，７２はそれぞれ天面５２，６２と同様の形状からな
り、本実施例では、平面視円形に成形されている。具体的に、これら励振電極７１，７２
と引出電極は、真空蒸着法やスパッタリング等の手段にて形成されている。なお、本実施
例では、両主面５，６それぞれに引出電極を形成しているが、電気的接続を確実に行うた
めに水晶振動片３のいずれかの主面（例えば一主面５）に形成された引出電極を、対向す
る主面（例えば他主面６）に回り込ませてもよい。すなわち、水晶振動片３のいずれかの
主面５，６に引出電極を引き出してもよい。
【００４１】
　上記した構成からなる水晶振動子１では、金属リード端子１４に溶接されたサポート部
１５に水晶振動片３を搭載し、導電性接合材によりサポート部１５に水晶振動片３を電気
的機械的に接合する。
【００４２】
　そして、水晶振動片３を搭載した金属ベース１１に、水晶振動片３を気密封止するため
に金属キャップ１２で水晶振動片３を覆うように金属キャップ１２を配する。
【００４３】
　金属ベース１１に金属キャップ１２を配した後、お互いに接合して本体筐体を構成し、
その内部空間１３に励振電極７１，７２を形成した水晶振動片３を気密封止して水晶振動
子を製造する。なお、本実施例における気密封止の手法として、冷間圧接法、抵抗溶接法
、金拡散接合法などがある。
【００４４】
　本実施例にかかる水晶振動片３によれば、両主面（一主面５および他主面６）それぞれ
にメサ形状の凸部５１，６１が形成され、一主面５に形成された凸部５１はコンベックス
加工され、一主面５に形成された凸部５１の突起底面の主面上の寸法（寸法ａ）は、他主
面６に形成された凸部６１の突起底面の主面上の寸法（寸法ｂ）より小さい。すなわち、
本実施例にかかる水晶振動片３の両主面５，６には非対称のバイメサ形状の凸部５１，６
１が形成されているので、従来技術のようにコンベックス曲率を小さくすることなく、エ
ネルギートラップを入り難くすることができ、エネルギー振動漏れを抑制することができ
る。その結果、振動波形が非線形な変動を起こすのを抑制することができ、過励振が発生
するのを抑制することができる。特に、ドライブレベルが低い時に過励振となるのを防止
するのに好適である。
【００４５】
　具体的に、水晶振動片３の両主面５，６には非対称のバイメサ形状の凸部５１，６１が
形成されているので、振動変位を段階的に減衰することができ、水晶振動片３の基板４の
端部４１での振動影響を受け難くすることができる。その結果、水晶振動片３を外部装置
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（本実施例では金属ベース１１）に搭載する際の保持位置を水晶振動片３の基板４の端部
４１と設定することで、保持位置での振動影響はなく、水晶振動片３の保持安定を図るこ
とができる。
【００４６】
　また、水晶振動片３の寸法誤差が生じた場合であっても、水晶振動片３の両主面５，６
には非対称のバイメサ形状の凸部５１，６１が形成されているので、寸法誤差によって中
心が変位することで生じる偏心（中心ずれ）の中心を吸収することができ、さらに効率的
なエネルギー閉じ込めを行うことができる。
【００４７】
　なお、特に、コンベックス加工としてプラノコンベックス加工を用いることが好ましい
。例えば、両主面それぞれの凸部がプラノコンベックス加工されたバイコンベックスの形
態では、偏心が大きくなり振動変位の誤差が大きくなり、更にプラノコンベックス加工に
よるバイコンベックスの形成も難しい。
【００４８】
　具体的に、プラノコンベックス加工では、コンベックス加工を施す主面においてコンベ
ックス形状の中心が形成されるが、バイコンベックスの場合、各主面それぞれにおいてコ
ンベックス形状の中心が形成される。そのため、各主面それぞれにおけるコンベックス形
状の中心（中心位置）を完全に一致させることは難しく、各主面それぞれに形成されたコ
ンベックス形状の中心間で偏心が生じやすくなる。そして、各主面におけるコンベックス
形状の中心が偏心すると、振動変位の双方の誤差が大きくなり、当該水晶振動片の特性の
劣化（ＣＩ値やＤＬＤ特性やスプリアスとのカップリング等）が生じやすくなる。
【００４９】
　これに対して、本実施例に示すように、一主面５のみにプラノコンベックス加工が施さ
れる場合、コンベックス形状の中心を制御しながらコンベックス加工を施すことができ、
コンベックス形状の中心位置を特定することが容易となる。その結果、振動変位の誤差の
発生を抑えることができ、水晶振動片３の特性の劣化（ＣＩ値やＤＬＤ特性やスプリアス
とのカップリング等）を抑制することができる。
【００５０】
　また、本実施例にかかる水晶振動片３によれば、他主面６に形成された凸部６１は、天
面６２が平坦な突起体であるので、一主面５に形成されたコンベックス加工された凸部５
１と異なり中心を有しない。そのため、両主面５，６に形成された凸部５１，６１の中心
間の偏心が生じることはなく、偏心による振動変位の双方の誤差は生じない。
【００５１】
　また、本実施例にかかる水晶振動片３によれば、一主面５に形成された凸部５１は、フ
ォトリソグラフィ法により突起形成され、かつ、コンベック加工されて成形され、他主面
６に形成された凸部６１は、フォトリソグラフィ法により突起形成されるので、水晶振動
片３の基板４である水晶が結晶構造を有している。そのため、フォトリソグラフィ法によ
り両主面５，６の凸部５１，６１を突起形成する場合、結晶方向によってエッチングレー
ト差が生じるので、所望の凸部形成の位置に対してわずかに凸部形成の位置がずれる可能
性がある。しかしながら、本実施例によれば、一主面５に形成された凸部５１の突起底面
の主面上の寸法（寸法ａ）は、他主面６に形成された凸部６１の突起底面の主面上の寸法
（寸法ｂ）より小さいので、フォトリソグラフィ法により水晶振動片３の基板４をエッチ
ングして凸部５１，６１を形成する際、所望の凸部形成の位置に対してわずかに凸部形成
の位置がずれる場合があっても、このずれによる水晶振動片３の特性の劣化（ＣＩ値やＤ
ＬＤ特性やスプリアスとのカップリング等）を防ぐことができる。
【００５２】
　本実施例にかかる水晶振動子１によれば、本実施例の水晶振動片３に形成された励振電
極７１，７２が気密封止されるので、水晶振動片３が有する作用効果を有することができ
、低ドライブレベル時に過励振が発生するのを抑制することができる。
【００５３】
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　なお、本実施例では、水晶振動片３は、平面視円形の円盤形状の基板４を用いているが
、これに限定されるものではなく、平面視楕円形の円盤形状の基板であってもよく、この
場合、バイメサ形状の凸部５１，６１も基板４と同様に平面視楕円形に成形される。特に
、Ｚ’軸方法を長径とする平面視楕円形であることが好ましく、この場合、振動変位を積
極的に有効に利用することができる。
【００５４】
　また、本実施例では、両主面５，６それぞれ一段からなる凸部５１，６１を形成してい
るが、その形状はこれに限定されるものではなく、図５～１０に示すように両主面５，６
それぞれが多段形成されてもよい。また、図５～１０では示していないが、例えば、一主
面５に形成された凸部５１は多段で、他主面６に形成された凸部６１は１つの段部であっ
てもよく、またその逆の構成であってもよい。
【００５５】
　具体的に、図５～７に示す水晶振動片３では、一主面５に形成された凸部５１は、下層
部５３と中間層部５４と上層部５５との３段からなり、その下層部５３は側面視長方形に
形成され、中間層部５４は側面視台形に形成され、上層部５５である天面は曲面形成され
ている。また、上層部５５の最長径は下層部５３の最長径より小さい寸法となっている。
【００５６】
　他主面６に形成された凸部６１は、下層部６３と上層部６４との２段からなり、その下
層部６３は側面視長方形に形成され、上層部６４は側面視台形に形成され、その天面は平
坦面に形成されている。
【００５７】
　なお、図５～７に示す水晶振動片３の基板４の寸法は、上記した図２～４に示す水晶振
動片３の基板４の寸法と同様の寸法からなる。
【００５８】
　また、図８～１０に示す水晶振動片３では、一主面５に形成された凸部５１は、下層部
５３と中間層部５４と上層部５５との３段からなり、その下層部５３は側面視長方形に形
成され、中間層部５４は下層部５３より小さい寸法の側面視長方形に形成されている。ま
た、上層部５５である天面は曲面形成され、上層部５５の最長径は下層部５３の最長径よ
り小さい寸法となっている。
【００５９】
　他主面６に形成された凸部６１は、下層部６３と上層部６４との２段からなり、その下
層部６３は側面視長方形に形成され、上層部６４は下層部６３より小さい寸法の側面視長
方形に形成され、その天面は平坦面に形成されている。
【００６０】
　なお、図８～１０に示す水晶振動片３の基板４の寸法は、上記した図２～４に示す水晶
振動片３の基板４の寸法と同様の寸法からなる。
【００６１】
　また、本実施例にかかる水晶振動片３では、平面視円形の円盤形状の基板４を用いてい
るが、これに限定されるものではなく、図１１～１９に示すように、平面視矩形状の基板
４を用いてもよい。なお、図１１～１９に示すように、この平面視矩形状の基板４に形成
するバイメサ形状の凸部５１，６１も基板４と同様に平面視矩形状に成形されている。ま
た、励振電極７１，７２はそれぞれ天面と同様の形状からなり、本実施例では、平面視矩
形状に成形されている。
【００６２】
　具体的に、図１１～１３に示す水晶振動片３では、一主面５に形成された凸部５１は、
天面５２が曲面形成された１つの段部である。
【００６３】
　他主面６に形成された凸部６１は、天面６２が平坦な１つの段部である。
【００６４】
　なお、図１１～１３に示す水晶振動片３の基板４の寸法は、上記した図２～４に示す水
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晶振動片３の基板４の寸法と同様の寸法からなる。
【００６５】
　また、図１４～１６に示す水晶振動片３では、一主面５に形成された凸部５１は、下層
部５３と中間層部５４と上層部５５との３段からなり、その下層部５３は側面視長方形に
形成され、中間層部５４は側面視台形に形成され、上層部５５である天面は曲面形成され
ている。また、上層部５５の最長径は下層部５３の最長径より小さい寸法となっている。
【００６６】
　また、他主面６に形成された凸部６１は、下層部６３と上層部６４との２段からなり、
その下層部６３は側面視長方形に形成され、上層部６４は側面視台形に形成され、その天
面は平坦面に形成されている。
【００６７】
　なお、図１４～１６に示す水晶振動片３の基板４の寸法は、上記した図２～４に示す水
晶振動片３の基板４の寸法と同様の寸法からなる。
【００６８】
　また、図１７～１９に示す水晶振動片３では、一主面５に形成された凸部５１は、下層
部５３と中間層部５４と上層部５５との３段からなり、その下層部５３は側面視長方形に
形成され、中間層部５４は下層部５３より小さい寸法の側面視長方形に形成されている。
また、上層部５５である天面は曲面形成され、上層部５５の最長径は下層部５３の最長径
より小さい寸法となっている。
【００６９】
　他主面６に形成された凸部６１は、下層部６３と上層部６４との２段からなり、その下
層部６３は側面視長方形に形成され、上層部６４は下層部６３より小さい寸法の側面視長
方形に形成され、その天面は平坦面に形成されている。
【００７０】
　なお、図１７～１９に示す水晶振動片３の基板４の寸法は、上記した図２～４に示す水
晶振動片３の基板４の寸法と同様の寸法からなる。
【００７１】
　上記した図５～１０、１４～１９に示す本実施例の他の例にかかる水晶振動片３によれ
ば、一主面５に形成された凸部５１は多段形成されるので、急激なエネルギートラップが
生じるのを抑制することができ、振動変位を段階的に減衰するのに好適である。
【００７２】
　また、他主面６に形成された凸部６１は多段形成されるので、急激なエネルギートラッ
プが生じるのを抑制することができ、振動変位を段階的に減衰するのに好適である。
【００７３】
　なお、上記した本実施例の他の例にかかる水晶振動片３の形態は、上記した図５～１９
に限定されるものではなく、例えば、図１１～１９に示す平面視矩形状の基板４に対して
図５～１０に示すような円盤形状のバイメサ形状の凸部５１，６１を用いてもよい。
【００７４】
　また、本発明の実施例では、リード型の水晶振動子を例にして説明したが、これに限ら
れるものではなく、例えば、表面実装型の水晶振動子や発振器などにも適用できる。
【００７５】
　そこで、具体的に、次に、本発明にかかる水晶振動片を、表面実装型の水晶振動子に適
用した場合の実施例を示す。
【実施例２】
【００７６】
　次に、本実施例２にかかる表面実装型の水晶振動子を図面を用いて説明する。なお、本
実施例２にかかる水晶振動子では、上記した実施例１と同じ構成を有する水晶振動片３を
用いる。具体的に、実施例２では、図１１～１３に示す実施例１の他の例にかかる水晶振
動片３を用いる。そのため、実施例１と同一構成による作用効果及び変形例は、上記した
実施例１と同様の作用効果及び変形例を有する。なお、上記実施例１と同様の構成につい
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ては同番号を付すとともに、その説明の一部を割愛する。
【００７７】
　本実施例２にかかる水晶振動子２では、図１１～１３，２０に示すように、ＡＴカット
水晶振動片３（本発明でいう水晶振動片であり、以下、水晶振動片という）と、この水晶
振動片３を保持するパッケージとしてのベース２１と、ベース２１に保持した水晶振動片
３を気密封止するための金属蓋２２（以下、蓋という）と、が設けられている。
【００７８】
　この水晶振動子２では、ベース２１と蓋２２とが接合されて本体筐体が構成されている
。これらベース２１と蓋２２とが封止材（下記するベース２１に形成されたメタライズ層
２１３と、蓋２２に形成されたメッキ層２２２参照）により接合され、この接合により本
体筐体の内部空間２３が形成されている。
【００７９】
　この本体筐体の内部空間２３のベース２１上に導電性バンプ２４を介して水晶振動片３
が保持接合されているとともに、この水晶振動片３が搭載された本体筐体の内部空間２３
が気密封止されている。この際、図２０に示すように、ベース２１と水晶振動片３とは導
電性バンプ２４を用いてＦＣＢ法により超音波接合されるとともに電気的に接続されてい
る（電気機械的に接合されている）。
【００８０】
　次に、この水晶振動子２の各構成について説明する。
【００８１】
　ベース２１は、セラミック材料からなり、図２０に示すように、底部２１１とこの底部
２１１から上方に延出した堤部２１２とから構成される箱状体に形成されている。
【００８２】
　堤部２１２は、底部２１１の平面視外周縁に沿って形成されている。このベース２１の
堤部２１２の端面には、蓋２２との接合領域となるメタライズ層２１３が設けられている
。具体的に、本実施例にかかるメタライズ層２１３は、タングステン層上にニッケル層，
金層の順で積層されて構成される。なお、タングステン層のかわりにモリブデン層を用い
てもよい。
【００８３】
　また、ベース２１の内部空間２３の底面には、図２０に示すように、複数の電極パッド
（図示省略）が形成され、これら電極パッド上に水晶振動片３が両保持して設けられる。
これら電極パッドは、それぞれに対応した引回電極（図示省略）を介して、ベース２１の
裏面などの外周面に形成される端子電極（図示省略）に電気的に接続され、これら端子電
極が外部部品や外部機器の外部電極に接続される。なお、これら電極パッド、引回電極、
端子電極は、タングステンやモリブデン等のメタライズ材料を印刷した後にベース２１と
一体的に焼成して形成される。そして、これら電極パッド、引回電極、端子電極のうち一
部のものについては、メタライズ上部にニッケルメッキが形成され、その上部に金メッキ
が形成されて構成される。
【００８４】
　蓋２２は、コバールからなり、図２０に示すように、平面視矩形状の一枚板からなる。
この蓋２２の一主面２２１（図２０では下面）の外周縁に沿って、ベース２１との接合領
域となるメッキ層２２２が形成されている。具体的に、本実施例にかかるメッキ層２２２
は、ニッケル層上に，金層が積層されてなる。
【００８５】
　水晶振動片３はＡＴカットからなり、図１１～１３，２０に示すように、平面視正方形
の矩形状体に基板４が加工され、両主面５，６それぞれにバイメサ形状の凸部５１，６１
が形成されている。なお、このバイメサ形状の凸部５１，６１も基板４と同様に平面視正
方形に成形されている。
【００８６】
　本実施例にかかる水晶振動子２によれば、上記した実施例１と同様の構成からなる水晶
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振動片３が搭載されているので、上記した実施例１と同様の作用効果を有する。
【００８７】
　具体的に、本実施例にかかる水晶振動片３によれば、両主面（一主面５および他主面６
）それぞれにメサ形状の凸部５１，６１が形成され、一主面５に形成された凸部５１はコ
ンベックス加工され、一主面５に形成された凸部５１の突起底面の主面上の寸法（寸法ａ
）は、他主面６に形成された凸部６１の突起底面の主面上の寸法（寸法ｂ）より小さい。
すなわち、本実施例にかかる水晶振動片３の両主面５，６には非対称のバイメサ形状の凸
部５１，６１が形成されているので、従来技術のようにコンベックス曲率を小さくするこ
となく、エネルギートラップを入り難くすることができ、エネルギー振動漏れを抑制する
ことができる。その結果、振動波形が非線形な変動を起こすのを抑制することができ、過
励振が発生するのを抑制することができる。特に、ドライブレベルが低い時に過励振とな
るのを防止するのに好適である。
【００８８】
　また、水晶振動片３の両主面５，６には非対称のバイメサ形状の凸部５１，６１が形成
されているので、振動変位を段階的に減衰することができ、水晶振動片３の基板４の端部
４１での振動影響を受け難くすることができる。その結果、水晶振動片３を外部装置（本
実施例ではベース２１）に搭載する際の保持位置を水晶振動片３の基板４の端部４１と設
定することで、保持位置での振動影響はなく、水晶振動片３の保持安定を図ることができ
る。
【００８９】
　また、水晶振動片３の寸法誤差が生じた場合であっても、水晶振動片３の両主面５，６
には非対称のバイメサ形状の凸部５１，６１が形成されているので、寸法誤差によって中
心が変位することで生じる偏心（中心ずれ）の中心を吸収して、さらに効率的なエネルギ
ー閉じ込めを行うことができる。なお、特に、コンベックス加工としてプラノコンベック
ス加工を用いることが好ましい。
【００９０】
　なお、本実施例では、電子部品としてＡＴカット水晶振動子２を適用した場合を示すが
、これに限定されるものではなく、例えば、本実施例とは異なるＳＣカット水晶振動片を
搭載した水晶振動子や、水晶振動片およびＩＣチップを搭載した発振器などであってもよ
い。
【００９１】
　また、本実施例では、導電性バンプ２４を２つとしているが、これに限定されるもので
はなく、単数でも他の複数個であってもよい。さらに導電性バンプ２４としてメッキ状の
ものを用いてもよい。
【００９２】
　また、本実施例では、蓋２２に金属材料のコバールを用い、ベース２１にセラミックを
用いているが、これに限定されるものではなく、水晶やシリコンを用いてもよい。なお、
この場合、金属材料と封止材との接着を良好にするためにその間にニッケルなどを介在さ
せたり、水晶と金との接合を良好にするためにクロムを間に介在させるなど、当業者が想
到し得る設計的変更を行う必要があることは言うまでもない。
【００９３】
　また、本実施例では、ベース２１が箱状体に形成され、蓋２２が平面視矩形状の一枚板
からなるが、これに限定されるものではなく、内部空間２３が形成され、この内部空間２
３に水晶振動子２が設けられていればよい。例えば、ベース２１が平面視矩形状の一枚板
からなり、蓋２２が箱状体に形成されてもよい。
【００９４】
　また、上記した本実施例２によれば、水晶振動片３自体が内部空間２３に設けられてい
る（配されている）が、これに限定されるものではなく、例えば、図２１に示すように、
水晶振動片３の両主面５，６に形成された励振電極７１，７２が内部空間２３内に配され
、２つの本体筐体部材２５，２６の間に水晶振動片３が介在されたサンドイッチ構造であ
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ってもよい。なお、２つの本体筐体部材２５，２６は、ともに水晶からなる。
【００９５】
　図２１に示すように、上記した実施例２にかかる水晶振動片３との差異は、水晶振動片
３の平面視外周に沿って堤部８が形成されたことであり、他の構成やその作用効果は上記
した実施例２と同じである。
【００９６】
  なお、本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形
で実施することができる。そのため、上述の実施の形態はあらゆる点で単なる例示にすぎ
ず、限定的に解釈してはならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであ
って、明細書本文には、なんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属す
る変形や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明は、水晶振動片、および水晶振動子に適用できる。特に、本発明は、小型の水晶
振動片および水晶振動子に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】図１は、本実施例１にかかる水晶振動子の内部空間を公開した概略構成図である
。
【図２】図２は、本実施例１にかかる水晶振動片の一主面を示す概略平面図である。
【図３】図３は、本実施例１にかかる水晶振動片の側面を示す概略側面図である。
【図４】図４は、本実施例１にかかる水晶振動片の他主面を示す概略裏面図である。
【図５】図５は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の一主面を示す概略平面図であ
る。
【図６】図６は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の側面を示す概略側面図である
。
【図７】図７は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の他主面を示す概略裏面図であ
る。
【図８】図８は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の一主面を示す概略平面図であ
る。
【図９】図９は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の側面を示す概略側面図である
。
【図１０】図１０は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の他主面を示す概略裏面図
である。
【図１１】図１１は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の一主面を示す概略平面図
である。
【図１２】図１２は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の側面を示す概略側面図で
ある。
【図１３】図１３は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の他主面を示す概略裏面図
である。
【図１４】図１４は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の一主面を示す概略平面図
である。
【図１５】図１５は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の側面を示す概略側面図で
ある。
【図１６】図１６は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の他主面を示す概略裏面図
である。
【図１７】図１７は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の一主面を示す概略平面図
である。
【図１８】図１８は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の側面を示す概略側面図で
ある。
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【図１９】図１９は、本実施例１の他の例にかかる水晶振動片の他主面を示す概略裏面図
である。
【図２０】図２０は、本実施例２にかかる水晶振動子の内部空間を公開した概略構成図で
ある。
【図２１】図２１は、本実施例２の他の例にかかる水晶振動子の内部空間を公開した概略
構成図である。
【符号の説明】
【００９９】
１，２　水晶振動子
３　水晶振動片
４　基板
４１　平面視外周端部
５　一主面
５１　凸部
５２　天面
５３　下層部
５４　中間層部
５５　上層部
６　他主面
６１　凸部
６２　天面
６３　下層部
６４　上層部
７１，７２　励振電極

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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