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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動空間を有する基体と、該基体表面に形成され、前記振動空間を被覆してなる支持膜
と、該支持膜上に形成された中間層と、該中間層上に形成され、かつ一対の電極で挟持さ
れた圧電体からなる振動体とを具備するとともに、前記振動体の前記圧電体が、前記振動
体の前記支持膜側に形成された前記電極のまわりの前記中間層上にも形成されており、前
記支持膜が窒化珪素、前記中間層が酸化チタン、前記圧電体がＰｂＺｒＴｉＯ３系セラミ
ックスまたはＰｂＴｉＯ３系セラミックスからなることを特徴とする圧電共振子。
【請求項２】
　前記振動体の前記支持膜側に形成された前記電極が、前記支持膜上に形成されたＴｉ層
と該Ｔｉ層上に形成されたＡｕ層との積層体であることを特徴とする請求項１に記載の圧
電共振子。
【請求項３】
　前記中間層の厚みが１０～３００ｎｍであることを特徴とする請求項１または２に記載
の圧電共振子。
【請求項４】
　前記支持膜の厚みが０．３～３μｍであることを特徴とする請求項１乃至３のうちいず
れかに記載の圧電共振子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話、無線ＬＡＮ等に用いられる圧電共振子に関するものであり、特に、
圧電体の厚み縦振動の共振を利用した圧電共振子に関するものである。
【０００２】
【従来技術】
近年、無線通信や電気回路に用いられる周波数の高周波数化がますます進んでおり、これ
に伴って、これらの電気信号に対して用いられるフィルタも高周波数に対応したものが要
求され、開発が行われている。
【０００３】
最近は、特に、バルク・アコースティック・ウェーブ・レゾネーター（ＢＡＷＲ）と呼ば
れる共振子とそれを用いたフィルタの開発が進められている。これは、入力される高周波
電気信号に対して、圧電薄膜が振動を起こし、その振動が、薄膜の厚さ方向に共振を起こ
すことを用いた共振子であり、ＧＨｚ領域の高い共振周波数を持つレゾネーターなどへの
応用が期待されるとともに、この共振子を複数並べることにより、ＧＨｚ領域の高い共振
周波数に対応したフィルタが期待されている。
【０００４】
ＢＡＷＲの基本的な構造は、図３に示すように、基体２１と、該基体２１表面上に形成さ
れた支持膜２２と、該支持膜２２上に形成された中間層２３と、該中間層２３上に形成さ
れた第１電極２４と、該第1電極２４上に形成された圧電体２５と、該圧電体２５上に形
成された２つの第２電極２６とからなるもので、例えば特開平１０－２０９７９３号公報
に開示されており、基体２１はＳｉ、支持膜２２はＳｉＯ2、中間層２３はＴｉ、第１電
極２４はＰｔ、圧電体２５はＰＺＴ、第２電極２６はＡｌが用いられている。
【０００５】
支持膜２２は、基体２１に形成された振動空間Ａを被覆するように、基体２１上面に支持
膜２２を形成することにより、支持膜２２の空間Ａに接する部分が振動することになる。
したがって、空間Ａに接する支持膜２２と、その表面に形成された中間層２３、第１電極
２４、圧電体２５、および第２電極２６が一体となって振動するので、これらの層を支え
る支持膜２２は強度が要求される。
【０００６】
しかし、ＧＨｚの高周波領域での使用を考えると、支持膜が薄く、音速の大きな材料が望
まれ、支持膜に窒化珪素を形成した圧電共振子が特開昭６０－６８７１１号公報に提案さ
れている。
【０００７】
その構造は、図４に示すように、基体３１と、該基体３１表面上に形成された支持膜３２
と、該支持膜３２上に形成された第１電極３４と、該第1電極３４上に形成された圧電体
３５と、該圧電体３５上に形成された２つの第２電極３６と、該第２電極３６上に形成さ
れた保護膜３７で構成されている。
【０００８】
なお、支持膜３２は、基体３１に形成された振動空間Ａを被覆するように、基体３１上面
に支持膜３２を形成することにより、支持膜３２の空間Ａに接する部分が振動することに
なる。また、基体３１はＳｉ、支持膜３２はＳｉ3Ｎ4、第１電極３４および第２電極３６
はＣｒ－ＡｕまたはＴｉ－Ａｕ、圧電体３５はＺｎＯ、ＡｌＮまたはＣｄＳが用いられて
いる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、圧電体３５としてＺｎＯ、ＡｌＮまたはＣｄＳなどの強誘電体以外の圧電
体を用いて共振子を構成すると、圧電性が小さいため、大面積となって小型の共振子を実
現できないという問題があった。
【００１０】
また、圧電性の大きいペロブスカイト構造を持つ強誘電体の酸化物であるＰｂＺｒＴｉＯ



(3) JP 4471443 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

3系セラミックスまたはＰｂＴｉＯ3系セラミックスなどを圧電体３５として用いた場合、
圧電体３５の形成時に、金属膜からなる第１電極３４と金属酸化物からなる圧電体３５と
の界面でＰｂを主体とする反応層が形成され、この反応層を介して第１電極３４と圧電体
３５との密着性が良好となる。
【００１１】
しかし、第１電極３４がなく、圧電体３５と支持膜３２とが当接してなる部位においては
、酸化物である圧電体と窒化物である支持膜との界面で原子レベルの結合を形成しにくい
ため、密着性が悪く、剥離、膨れおよびボイド形成といった現象が発生し、製品不良率が
高くなり、たとえ良品となっても内部応力が高く、信頼性が低いという問題があった。
【００１２】
本発明は、製品の不良が少なく、信頼性が高く、高周波に対応した小型の圧電共振子を提
供することを目的としている。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の圧電共振子は、振動空間を有する基体と、該基体表面に形成され、前記振動空
間を被覆してなる支持膜と、該支持膜上に形成された中間層と、該中間層上に形成され、
かつ一対の電極で挟持された圧電体からなる振動体とを具備するとともに、前記振動体の
前記圧電体が、前記振動体の前記支持膜側に形成された前記電極のまわりの前記中間層上
にも形成されており、前記支持膜が窒化珪素、前記中間層が酸化チタン、前記圧電体がＰ
ｂＺｒＴｉＯ３系セラミックス（以下、単にＰＺＴと記すことがある）またはＰｂＴｉＯ

３系セラミックス（以下、単にＰＴと記すことがある）であることを特徴とするものであ
る。
【００１４】
この構成により、窒化珪素からなる支持膜、ＰＺＴまたはＰＴからなる圧電体との間に酸
化チタンからなる中間層を形成することにより、中間層と支持膜の界面および中間層と圧
電体の界面で、Ｔｉの関与する原子結合が形成され、支持膜と圧電体との密着性が向上し
、その結果、製品の不良が減少し、信頼性を高めることができる。また、強度が高く、音
速度の高い窒化珪素を用いるため、ＧＨｚオーダーの高周波に対応ができる。また、ＰＺ
ＴまたはＰＴを用いるため、圧電性が大きく、小型化が可能となる。
【００１５】
　また、前記振動体の前記支持膜側に形成された前記電極が、前記支持膜上に形成された
Ｔｉ層と該Ｔｉ層上に形成されたＡｕ層との積層体であることが望ましい。すなわち、Ａ
ｕはＰｔに比べて体積抵抗値が１／５と小さいため、大きなＱ値が期待できる。また、Ｔ
ｉを中間層として用いることで支持膜と密着性が高く信頼性の高い圧電共振子を実現でき
る。
【００１６】
さらに、密着性を向上し、剥離、膨れを抑制するため、酸化チタンからなる中間層の厚み
が１０～３００ｎｍであることが好ましい。
【００１７】
さらにまた、振動体を支持するために十分の強度を有し、かつＧＨｚオーダーのより高い
周波数で共振するために、窒化珪素からなる支持膜の厚みが０．３～３μｍであることが
好ましい。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の圧電共振子は、図１に示すように、基体１上に支持膜２が形成され、この支持膜
２の上面に、中間層３が形成され、この中間層３の上面に、第１電極４が形成され、さら
にその上に圧電体５、第２電極７が順次設けられている。第１電極４および第２電極７が
圧電体５を挟持して振動体８が形成されている。また、支持膜２の振動体８形成面の反対
側には、振動空間Ａが設けられている。
【００１９】
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支持膜２は、高強度高硬質材料である窒化珪素からなることが重要である。窒化珪素は、
高強度、高硬度であるばかりでなく、残留応力を小さく抑えることが可能であり、スパッ
タ法やＣＶＤ法等の方法で形成できる。特に、ＥＣＲスパッタ法で作製した窒化珪素が好
適である。この膜は高硬度で、しかも内部残留応力が小さく、支持膜として適している。
【００２０】
さらに、支持膜２の厚みは、膜の自立に対して十分な強度を有し、かつ高周波数に対応す
るため、０．３～３μｍが好ましく、特に、最小値は０．４μｍ、さらには０．５μｍが
好適で、最大値は２μｍ、特にさらには１μｍが好ましい。
【００２１】
中間層３は、酸化チタンより構成される。酸化チタンは酸化物であるが、構成元素である
Ｔｉは、窒化物である窒化チタンも形成するため、窒化珪素との界面で、Ｔｉ－Ｎ－Ｓｉ
の結合を作り、高い密着性が得られる。
【００２２】
また、酸化チタンは、容易に結晶質となるため、酸化珪素などに見られるような非晶質に
特徴的な大きな超音波の吸収によるエネルギーの散逸が小さく、また、音速が大きいため
、高周波用途に適している。そして、本発明の共振子に用いられる圧電体５は強誘電体で
あり、Ｔｉ－Ｏ結合を含むＴｉ含有の酸化物を骨格とするため、酸化チタンが強誘電体形
成時の核となる。したがって、圧電体５との結合が強く、大きな密着性を示す。
【００２３】
また、中間層３に酸化チタンを用いることによって、圧電体５からのＰｂ拡散を抑制する
ことができ、膨れの発生を防止するバリア層として効果もある。
【００２４】
したがって、密着性を高め、窒化珪素上にＰｂＴｉＯ3膜、ＰｂＺｒＴｉＯ3膜、（Ｐｂ、
Ｌａ）ＴｉＯ3膜などのＰＴ系またはＰＺＴ系セラミックスからなる圧電体を膨れなしに
形成するため、中間層３の厚みは１０～３００ｎｍ、特に１００ｎｍ～２００ｎｍが望ま
しい。
【００２５】
この中間層３は、Ｔｉ膜を形成後、熱酸化により形成するか、またはＤＣスパッタ法等に
おいて酸素を導入するなどの方法により形成される。
【００２６】
第１電極４は、Ａｕ層とＴｉ層の積層体で構成され、Ｔｉは酸化チタン上に形成され、Ａ
ｕはＴｉ上に形成されている事が望ましい。すなわち、Ａｕは体積抵抗値が小さいため、
大きな共振子Ｑ値を期待できる。また、Ｔｉは、中間層である酸化チタンとＡｕ層との密
着性を高める効果がある。
【００２７】
第１電極４は、ＲＦマグネトロンスパッタ法、ＤＣスパッタ法、真空蒸着法等気相成長法
により形成される。
【００２８】
また、第１電極４を構成するＡｕ層の厚みは、共振子Ｑ値および共振周波数を向上するた
め、１００～３００ｎｍ、特に１００ｎｍ～２００ｎｍが望ましい。Ａｕ電極膜の厚みが
１００ｎｍ未満であると電極膜の持つ抵抗値が大きくなり、共振子のＱ値が低下する傾向
がある。また、膜厚が３００ｎｍより大きくなると、Ａｕの比重が大きいため、質量負荷
効果が大きく、共振周波数が低下する傾向がある。
【００２９】
また、第１電極４を構成するＴｉ層の厚みは、密着性と電気抵抗の大きさから、３～２０
ｎｍ、特に５～１５ｎｍが望ましい。３ｎｍ未満では、島状に分布し、Ｔｉが酸化チタン
を被覆する被覆面積が小さくなり、Ｔｉ層として十分に機能しにくくなる。またＴｉ層の
厚みが２０ｎｍより大きいと、アンカー効果が十分に及ばなくなり、Ｔｉ層による密着性
向上の効果が低下する傾向がある。
【００３０】
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圧電体５は、圧電性の大きい強誘電体からなる。強誘電体としては、ＰＺＴ、ＰＴなどの
ペロブスカイト構造を持つ酸化物、ＫＳｒ2Ｎｂ5Ｏ15等のタングステンブロンズ構造を持
つ酸化物があるが、本発明では圧電性の大きさ、絶縁性および製造上の容易さからＰＺＴ
系、ＰＴ系セラミックスを用いることが重要である。
【００３１】
また、圧電体５は、高周波マグネトロンスパッタ法等の気相成膜法やゾルゲル法等の溶液
法で形成できる。その厚みは、２μｍ以下、特に１μｍ以下が望ましい。これは、厚み縦
振動を用いるＢＡＷＲにおいては、使用周波数である共振周波数が厚みに逆比例し、１Ｇ
Ｈｚ以上の周波数で使用するためである。
【００３２】
また、共振周波数を大きくするためには圧電体５の厚みを小さくすれば良いが、小さすぎ
ると共振子のＱ値が小さくなる傾向があるため、圧電体５は、第１電極４の厚み以上であ
ることが好ましい。
【００３３】
上述のように、支持膜に窒化珪素を、中間層に酸化チタンを、圧電体にＰＺＴまたはＰＴ
系またはＰＺＴ系セラミックスを用いた組合せとすることにより、小型で、高周波に対応
した圧電共振子を実現できる。また、支持膜と中間層、中間層と圧電体との密着性を高め
ると共に、上記の組合せにより圧電共振子全体の内部応力を低下できるため、信頼性が高
く、製造工程における歩留まりも向上できる。
【００３４】
基体１は、シリコンやサファイアなどであり、基体１表面に形成する圧電体５の表面が平
滑になるために、十分な平坦度と表面粗さ、例えば５μｍ以下の平坦度とＲａ０．１μｍ
以下の表面粗さを保有していれば、特に材料を限定するものではない。
【００３５】
また、基体１は、ＫＯＨ等を用いた化学的エッチング法や、反応性イオンエッチング法等
を用いたエッチングにより、振動空間Ａが形成されている。基体１の振動空間Ａとは、振
動体８の振動を基体１に伝達しないための空間を言い、基体１に貫通孔を形成したり、基
体１の支持膜２を形成する部分に凹状の窪みを形成したりすることにより作製される。
【００３６】
第２電極７は、最後に形成することができるため、材料および製造方法に特に制限をする
ものではないが、低抵抗の点でＡｌまたはＡｕが望ましい。特に、重量を考慮するとＡｌ
が最も好適である。
【００３７】
第２電極７は、高周波マグネトロンスパッタ法等の気相成膜法などにより形成できる。ま
た、その厚みは周波数への影響を小さくし、導電性を確保するために、２０～３００ｎｍ
の範囲とすることが望ましい。特に、電気抵抗と質量負荷効果を考慮すると、５０～２０
０ｎｍが望ましい。
【００３８】
なお、圧電体５との密着性を向上するために、５～５０ｎｍ、特に１０～３０ｎｍの厚み
で、Ｔｉなどの薄膜を圧電体５と第２電極７との間に形成しても差し支えない。
【００３９】
以上のように構成された本発明の圧電共振子では、中間層として酸化チタンを用いること
により、剥離や膨れの問題を生じること無く共振子やフィルタを形成できる。これにより
、強度、音響特性に優れた窒化珪素膜を支持体とし、圧電性の大きなＰｂ系ペロブスカイ
ト材料を用いてＱ値を高くできる。したがって、製品の不良が少なく、信頼性が高く、高
周波に対応した小型の圧電共振子の実現が可能となる。
【００４０】
図２は本発明の他の例を示すものであり、基体１１上に支持膜１２が形成され、この支持
膜１２の上面に、中間層１３が形成され、この中間層１３の上面に、第１電極１４、第１
圧電体１５ａ、圧電体の分極用に中間電極１６、第２圧電体１５ｂおよび第２電極１７が
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順次設けられている。
【００４１】
また、第１電極１４および第２電極１７が圧電体１５ａおよび１５ｂを挟持して振動体１
８が形成されている。また、支持膜１２の振動体１８形成面の反対側には、振動空間Ａが
設けられている。
【００４２】
さらに、圧電体１５ａおよび１５ｂは、強誘電体であることが重要である。したがって、
圧電体が強誘電体の場合、分極軸の向きは分極用電極を用いて容易に逆向きにできるため
、分極方向の異なる圧電体を積層させることにより、各圧電体に半波長の定在波を固定さ
せることができる。例えば、圧電体１５ａおよび１５ｂは、図２に示した矢印のように、
互いに逆向きの分極方向を有しており、これにより、圧電体が同じ厚みでも、分極して逆
向きにすることによって、さらに高い周波数を実現できる。
【００４３】
なお、中間電極１６は、付着強度の点でＡｌ、ＰｔまたはＡｕが望ましい。特に、圧電体
膜形成の容易さの点で、ＰｔまたはＡｕが好ましい。また、中間電極１６の厚みは、共振
周波数への影響を小さくするとともに、導電性を確保するために、１０～３００ｎｍの範
囲とすることが望ましい。また、電気抵抗と質量負荷効果を考慮すると、特に５０～１５
０ｎｍが望ましい。
【００４４】
なお、電極材料と圧電体材料との密着性を向上するために、５～５０ｎｍ、特に５～３０
ｎｍの厚みで、Ｔｉなどの中間層を電極材料と圧電材料との間に形成しても差し支えない
。
【００４５】
【実施例】
実施例１
図１に示す圧電共振子を作製した。まず、減圧ＣＶＤ法により厚み１００μｍの窒化珪素
膜（以後ＳＮ膜という）を両面に形成したＳｉ基板の一方の表面に、ＥＣＲスパッタ法に
よりＳＮ膜またはＲＦスパッタ法により酸化珪素を作製し、支持膜とした。支持膜２の厚
みを表１に示した。
【００４６】
次に、ＤＣスパッタ法により、支持膜上に中間層３としてＴｉ層を１５０℃で形成した。
７００℃に加熱した炉中に投入し、１０分間大気中酸化処理を施し、１８０ｎｍの厚みの
酸化チタン層を形成した。酸化チタン層の厚みは、Ｔｉ層の厚みにより制御した。酸化チ
タン層の厚みは、Ｔｉ層厚みの約２倍であった。
【００４７】
また、一部の試料では、酸化チタンの代わりに酸化珪素（ＳｉＯ2）を形成した。すなわ
ち、ＲＦマグネトロンスパッタ法により、ＳｉＯ2ターゲットを用いて作製した。作製条
件は、５％の酸素を含有したＡｒガスをスパッタガスとして導入し、ＲＦパワー３００Ｗ
、１００℃で成膜した。中間層３の厚みを表１に示した。
【００４８】
さらに、酸化チタンまたは酸化珪素上にＲＦマグネトロンスパッタ法により３００℃で第
１電極としてＴｉ層を形成し、続いてその上にＡｕ層を成膜した。それぞれ、ＲＦパワー
は３００Ｗと１００Ｗであった。各層の厚みを表１に示した。
【００４９】
次に、フォトリソグラフ法と化学的エッチング法により、Ａｕ層との電極のパターン加工
を行った。Ａｕ層のエッチングはシアン化カリウム溶液を用いた。エッチングは室温で行
った。エッチング時間は約２５秒である。なお、Ｔｉ層は、その上に形成する圧電体形成
時に酸化され、絶縁体となるため、エッチング加工は行わない。
【００５０】
そして、Ａｕをパターン加工した基板上にＺｎＯ膜またはＰｂ系ペロブスカイト膜からな
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る圧電体５を形成した。まず、ＺｎＯ膜は、ＺｎＯ焼結体をターゲットとし、ＲＦスパッ
タ法により作製した。また、Ｐｂ系ペロブスカイト膜をゾルゲル法により成膜した。
【００５１】
Ｐｂ系ペロブスカイトとしてＰＺＴと（Ｐｂ，Ｌａ）ＴｉＯ3（ＰＬＴ）を作製した。ま
ず、１Ｍ濃度の前駆体溶液を作製した。組成比は、ＰＺＴではＰｂ：Ｚｒ：Ｔｉ＝１．１
０：０．５３：０．４７、ＰＬＴではＰｂ：Ｌａ：Ｔｉ＝０．９０：０．１０：１．０で
ある。
【００５２】
アルコール溶媒にアルコキシド原料及び２－メトキシエタノール（ＣＨ3ＯＣ2Ｈ5ＯＨ）
を用いた。スピンコート法（３０００ｒｐｍ、３０秒）により室温、大気中で前駆体溶液
を基板に塗布し、３６０℃（ＰＺＴ膜）もしくは３００℃（ＰＬＴ）に加熱したホットプ
レートを用いて熱処理しゲル膜を作製した。溶液塗布乾燥・熱処理を６回繰返した後、炉
により６８０℃（ＰＺＴ）もしくは５５０℃（ＰＬＴ）で１０分間焼成した。この圧電体
５の厚みを表１に示した。
【００５３】
さらに、フォトリソグラフ法と化学的エッチング法により、ＰＺＴ膜のパターン加工を行
った。レジスト加工後、ふっ硝酸を用いて室温でエッチングした。
【００５４】
次に、リフトオフ法によりＡｌ上部電極パターンを形成した。まず、ネガレジストパター
ンを形成した。次に、ＲＦスパッタ法によりＡｌ膜を基板温度２０℃で成膜した。ＲＦパ
ワー、成膜時間は３００Ｗで４分間である。次に、アセトン中に浸漬し、レジスト溶解に
より、Ａｌパターンを形成した。
【００５５】
最後に、パターン形成面と反対の面に減圧ＣＶＤで形成した窒化珪素膜をフォトレジスト
法とＲＩＥを用いてパターニングし、マスクパターンを形成した。その後、専用治具に試
料をセットし、４３重量％濃度のＫＯＨ溶液に投入し、ＫＯＨ溶液によりＳｉ基板をエッ
チング除去し、基体に振動空間を形成した。条件は、６８℃の溶液を用いて１７時間エッ
チングである。
【００５６】
以上の工程により、裏面のＳｉを除去し振動空間を設けたパターニングされた振動体から
なる図１の共振子を作製した。
【００５７】
作製した共振子は２つの共振子が直列接続した構造と等価である。フィルタ構成を踏まえ
て、配線による電気的接続構造の共振子とした。
【００５８】
得られた共振子は、まず、強誘電体薄膜評価装置（Radient Technologies Inc.製RT6000S
）により分極電界履歴曲線を測定し、電気的絶縁性とショートの評価を行った。そして、
Ａｌ上部電極とＡｕ下部電極間に１０Ｖの直流電圧を１０秒間印加し、圧電体の分極処理
を行った。
【００５９】
圧電共振特性は、共振子構造についてＳパラメータＳ11の測定により行った。ＲＦネット
ワークアナライザＨＰ８７１９Ｃ（ヒューレットパッカード社製）と、ＲＦマイクロプロ
ーブを用い、Ｓ11の周波数特性を測定する事により、共振周波数と反共振周波数を評価し
た。また、共振周波数と反共振周波数との差を、周波数幅とした。
【００６０】
不良率は３インチ基板に２００個のパターンを形成し、その内から任意の２０個を選び出
し、パターンの絶縁不良率を測定した。また、共振周波数は絶縁性が確保できた共振子の
中で任意の５個について測定し、平均値を算出した。表１に結果を示す。
【００６１】
【表１】
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【００６２】
本発明の試料Ｎｏ．１～２３は、不良率が３５％以下、共振周波数１．４６GHz以上、周
波数幅が５５MHz以上であった。
【００６３】
一方、中間層として酸化チタンを形成していない本発明の範囲外の試料Ｎｏ．２４は、剥
離が発生した。また、支持膜に窒化珪素の代わりに酸化珪素を形成した本発明の範囲外の
試料Ｎｏ．２５は、不良率が３５％、共振周波数２．４５GHzであったが、周波数幅が４
０MHzと小さかった。
【００６４】
さらに、中間層として酸化珪素を設けた本発明の範囲外の試料Ｎｏ．２６は、不良率が５
５％、共振周波数２．７１GHz、周波数幅が３０MHzであった。また、圧電体に酸化亜鉛を
用いた本発明の範囲外の試料Ｎｏ．２７は、不良率が５％、共振周波数３．６２GHzであ
ったが、周波数幅が５０MHzと小さかった。
実施例２
図２に示す圧電共振子を作製した。第１圧電体１５ａの成膜までは実施例１と同様である
。
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【００６５】
次に、ＤＣスパッタ法により、１０ｎｍ膜厚のＴｉ層、続いてＡｕ中間電極１６を成膜し
た。基板温度２５０℃、ＤＣパワーは１ｋＷである。フォトリソグラフ法と化学的エッチ
ング法により、Ａｕ中間電極１６のパターン加工を行った。
【００６６】
その上に、第２圧電体１５ｂをゾルゲル法により形成した。形成条件は、第１圧電体１５
ａと同様である。
【００６７】
次に、第２圧電体１５ｂのパターン加工を、実施例１と同様の条件で行った。第２圧電体
１５ｂのエッチングを行った後、第１圧電体１５ａのエッチングを行った。なお、中間電
極と下部電極が同じＡｕであるため、レジストにより中間電極パターンを保護してエッチ
ングを行った。条件は第２圧電体１５ｂと同様である。
【００６８】
次に、第２電極１７の形成以降は、実施例１と同様にして行い、圧電共振子を作製した。
分極処理および評価方法は、実施例１と同様に行った。結果を表２に示す。
【００６９】
【表２】

【００７０】
本発明の試料Ｎｏ．２８～３９は、不良率が３５％以下、共振周波数２．６５GHz以上、
周波数幅が６５MHz以上であった。
【００７１】
【発明の効果】
本発明の圧電共振子は支持膜に窒化珪素を用い、中間層に酸化チタン、圧電体にＰｂＺｒ
ＴｉＯ3系セラミックスまたはＰｂＴｉＯ3系セラミックスを用いることにより、支持膜上
に中間層を介して圧電体を形成しても密着性が良好となり、その結果、製品不良率が低下
し、信頼性の高い、高周波に対応した圧電共振子が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の圧電共振子を示すもので、（ａ）は圧電共振子の一部の断面図、（ｂ）
は圧電共振子の斜視図である。
【図２】本発明の他の圧電共振子の断面図である。
【図３】従来の圧電共振子の断面図である。
【図４】従来の他の圧電共振子の断面図である。
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【符号の説明】
１・・・基体
２・・・支持膜
３・・・中間層
４・・・第１電極
５・・・圧電体
７・・・第２電極
８・・・振動体
Ａ・・・振動空間

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】



(12) JP 4471443 B2 2010.6.2

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H03H   3/007-3/10
              H03H   9/00-9/76
              B41J   3/04,103-3/04,104@Z
              C04B   35/42-35/51
              H01B   3/00-3/14


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

