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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＴカットされた水晶板がウェットエッチング加工により平面視矩形状に形成された水
晶振動板と、
　該水晶振動板の表裏主面上にそれぞれ形成された一対の電極膜と、
　前記水晶振動板の一方の主面上における前記一対の電極膜上にそれぞれ形成され、外部
電極と一対の電極膜とを導通させると共に前記水晶振動板を保持する一対の実装部材と、
を備え、
　前記水晶振動板は、前記一方の主面に対して鈍角となる角度で傾斜した傾斜面を側面の
一部に有し、
　前記一対の実装部材のうち少なくとも一方は、前記一方の主面上であって且つ前記傾斜
面と前記一方の主面との間に形成される稜線の延長線上に位置するように形成され、
　前記傾斜面は、水晶結晶のＸ軸方向に沿って形成されてい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、
　前記電極膜は、前記傾斜面上にも形成されていることを特徴とする水晶振動片。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、水晶振動子を構成する水晶振動片に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　圧電効果が期待できる材料としては、様々なものが知られているが、精度が良く安定し
た周波数が得られる水晶が従来から好適に使用されている。そして、この水晶を利用した
デバイスの１つとして、水晶振動子が知られている。
　この水晶振動子は、所定の形状に形成された水晶振動板に電極膜が形成された水晶振動
片と、この水晶振動片を気密状態でパッケージングする保持器と、で主に構成されており
、各種電子機器内に内蔵されている。
【０００３】
　水晶振動片は、保持器内で実装される表面実装部品とされており、実装部材を介して実
装されている。この際、水晶振動片は、実装部材によって機械的に保持されているだけで
なく、実装部材を介して自身の電極膜と保持器側のインナー電極とが電気的接続されるよ
うになっている。そのため、実装部材としては、導電性接着剤や金バンプ等が好適に用い
られている。
【０００４】
　また、水晶振動片を実装する場合には、高い実装強度を確保して品質を維持することが
重要であるが、これと同時に励起された振動に極力影響を与えずに実装を行うことが重要
とされている。つまり、振動特性を低下させることなく実装することが重要である。
　そのため、水晶振動片に対する実装部材の位置を、強度的な観点や振動特性に考慮した
観点に基づいて決定することが必要である。
【０００５】
　ところで、水晶はその結晶性や圧電性によって色々な振動モードが存在しており、振動
モードによって周波数を決定するパラメータが異なっている。このうち、厚みがパラメー
タとなる水晶振動片として、厚み滑り振動するＡＴ振動片が知られている。
　このＡＴ振動片は、水晶をＡＴカット（表裏の主面がＸ軸回りにＺ軸から半時計方向に
約３５度１５分の角度となるようにカット）した後に所定の厚さ及び矩形状に外形形成さ
れたＡＴ振動板（水晶振動板）と、該ＡＴ振動板の主面に形成された電極膜と、で構成さ
れた振動片であり、電極膜に電圧が印加されるとＡＴ振動板が厚み滑り振動するものであ
る。
【０００６】
　このようなＡＴ振動片においては、その厚みを中央部から端部に向けて徐々に薄く形成
すると、端部での振動変位の減衰量が大きくなり、中央部に振動エネルギーを閉じ込める
効果を期待できることが知られている。この効果は、ＣＩ値やＱ値等の周波数特性の向上
に繋がるものである。従って、ＡＴ振動片を作製する場合にはこのような形状にすること
が好ましいとされている。具体的には、ＡＴ振動板の主面を凸形曲面にしたコンベックス
形状や、主面の中央部と端部との間を斜面で繋いだベベル形状等である。
【０００７】
　このうち、ベベル加工を施した水晶振動片を実装する場合において、上述した実装強度
及び振動特性を考慮した圧電振動子が知られている（特許文献１参照）。
　この圧電振動子においては、実装部材としてバンプを採用しており、その位置をベべリ
ング円弧に沿って等高線状に複数配置している。しかも、圧電振動片の曲率に合わせてバ
ンプの大きさを変化させて、保持する際の高さの違いを吸収している。
　このように、バンプを等高線状に複数配置したうえ保持する際の高さの違いを吸収して
いるので、高い実装強度を確保している。また、振動特性に影響を与え難いベベル加工の
部分にバンプを位置させているので、バンプによって振動が阻害され難く、振動特性に影
響を与え難い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特許第３４３２９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、この種の圧電振動子は、近年の電子機器の小型化、コンパクト化傾向に伴っ
て、さらなる小型化が求められている。この点は、圧電振動子の１つでもある水晶振動子
に関しても同様である。
　そのため、水晶振動子のサイズを決定しうる水晶振動片自体のサイズを、より小型化す
ることが求められている。従来、水晶振動片を作製する場合、水晶から所定の切断角度で
切り出された水晶板に対して機械加工で外形形成することで、水晶振動片とすることが一
般的であった。しかしながら、機械加工では加工精度に限界があり、より微細で小型な水
晶振動片を作製することが難しくなりつつある。そこで、現在では、水晶振動片の加工方
法が、機械加工からフォトリソグラフィ技術及びエッチング加工技術を利用した方法に変
化しつつあるのが現状である。
【００１０】
　しかしながら、フォトリソグラフィ技術やエッチング加工を利用する場合には、水晶振
動片にコンベックス形状やベベル形状を形成することは困難であり、実際上、ほぼ不可能
に近い。従って、ベベル加工の部分にバンプを配置した従来の実装方法を採用することが
できず、これに変わる新たな実装方法が求められている。
【００１１】
　本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、その目的は、エッチング加工を
利用して外形形成した場合であっても、振動特性の低下を抑制しながら高い実装強度で実
装を行えることができる水晶振動片を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、前記課題を解決するために以下の手段を提供する。
（１）本発明に係る水晶振動片は、ＡＴカットされた水晶板がウェットエッチング加工に
より平面視矩形状に形成された水晶振動板と、該水晶振動板の表裏主面上にそれぞれ形成
された一対の電極膜と、前記水晶振動板の一方の主面上における前記一対の電極膜上にそ
れぞれ形成され、外部電極と一対の電極膜とを導通させると共に前記水晶振動板を保持す
る一対の実装部材と、を備え、前記水晶振動板が、前記一方の主面に対して鈍角となる角
度で傾斜した傾斜面を少なくとも側面の一部に有し、前記一対の実装部材のうち少なくと
も一方が、前記傾斜面と前記一方の主面との間に形成される稜線上、又は、該稜線の延長
線上に形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る水晶振動片においては、一対の実装部材によって保持（マウント）されて
いると共に、実装部材を介して電極膜が外部電極に導通された状態となっている。ここで
、一対の実装部材を通じて外部電極から電圧が印加されると、水晶振動板の表裏主面上に
それぞれ形成された一対の電極膜に電圧が印加される。すると、水晶振動板が励起されて
厚み滑り振動する。そのため、水晶振動片は一対の実装部材によって保持された状態で厚
み滑り振動するようになっている。
【００１４】
　ところで、水晶振動板は、水晶をＡＴカットすることで得られた水晶板にウェットエッ
チング加工を施すことで外形形成されたものである。従って、機械加工と異なり微細化、
小型化に対応することが可能である。
　しかも、水晶振動板の側面の一部には、実装部材が設けられている一方の主面に対して
鈍角となる角度で傾斜した傾斜面がウェットエッチング加工によって形成されている。つ
まり、水晶特有のエッチング異方性を利用して傾斜面が形成されている。特に、この傾斜
面は一方の主面に対して鈍角に形成されているので、電極膜にて励起された振動を傾斜面
にて減衰させることが可能である。つまり、稜線上又はその稜線の延長線上にて、振動を
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減衰させることができる。
【００１５】
　従って、一対の実装部材のうち少なくとも一方の実装部材をこの稜線上又は稜線の延長
線上に形成することで、励起された振動を阻害し難くすることができる。よって、振動特
性の低下を抑制しながら、水晶振動片の実装を行うことができる。また、従来と同様に実
装部材を利用して実装を行えるので、高い実装強度に関しても確保することができる。
【００１６】
（２）本発明に係る水晶振動片は、上記本発明の水晶振動片において、前記傾斜面が、水
晶結晶のＸ軸方向に沿った前記側面の全長に亘って形成され、前記実装部材が、前記稜線
上に形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る水晶振動片においては、傾斜面が側面の全長に亘って形成されているので
、ウェットエッチング加工時に傾斜面を形成し易い。また、一対の実装部材のうち少なく
とも一方の実装部材が稜線上に形成されているので、励起された振動をより阻害し難く、
振動特性の低下をより効果的に抑制することができる。
　更に、傾斜面が水晶結晶のＸ軸方向に沿った側面の全長に亘って形成されているので、
稜線に輪郭振動が生じ難い。従って、輪郭振動によって厚みすべり振動が阻害されてしま
うことを抑制でき、この点においても振動特性の低下をより効果的に抑制し易い。
【００１８】
（３）本発明に係る水晶振動片は、上記本発明の水晶振動片において、前記傾斜面が、水
晶結晶のＺ’軸方向に沿った前記側面の全長に亘って形成され、前記実装部材が、共に前
記稜線上に形成されていることを特徴とする水晶振動片。
【００１９】
　本発明に係る水晶振動片においては、傾斜面が側面の全長に亘って形成されているので
、ウェットエッチング加工時に傾斜面を形成し易い。また、一対の実装部材の両方が稜線
上に形成されているので、電極膜にて励起された振動をより阻害し難く、振動特性の低下
をより効果的に抑制することができる。
　ところで、励起された振動は、水晶結晶のＺ’軸方向に沿った側面において位相が零に
等しい。そして、この側面に沿って傾斜面が形成され、その傾斜面の稜線上に一対の実装
部材を形成していることからも振動特性の低下をより効果的に抑制し易い。
【００２０】
（４）本発明に係る水晶振動片は、上記本発明の水晶振動片において、前記傾斜面が、水
晶結晶のＸ軸方向に沿った前記側面に部分的に形成され、前記実装部材が、前記一方の主
面上であって且つ前記稜線の延長線上に位置するように形成されていることを特徴とする
。
【００２１】
　本発明に係る水晶振動片においては、傾斜面がＸ軸方向に沿った側面の全長に亘って形
成されているのではなく、部分的に形成されている。そして、一対の実装部材のうち少な
くとも一方の実装部材は、その傾斜面の稜線上ではなく、一方の主面上の平坦部分であっ
て且つ稜線の延長線上に位置するように形成されている。従って、振動特性の低下を抑制
しながら、平坦部分を利用して実装部材をより安定に形成することができ、実装品質をよ
り高めることができる。
　更に、傾斜面が水晶結晶のＸ軸方向に沿った側面に形成されているので、稜線に輪郭振
動が生じ難い。従って、輪郭振動によって厚みすべり振動が阻害されてしまうことを抑制
でき、振動特性の低下を抑制し易い。
【００２２】
（５）本発明に係る水晶振動片は、上記本発明の水晶振動片において、前記電極膜が、前
記傾斜面上にも形成されていることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る水晶振動片においては、電極膜が傾斜面上にも形成されているので、実装
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時に仮に実装部材が一方の主面上の平坦部分から傾斜面側に広がってしまったとしても、
電極膜との導通を確保することができる。従って、電極膜と外部電極との導通性を確実に
することができ、実装品質を向上することができると共に安定した振動特性を維持するこ
とができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る水晶振動片によれば、エッチング加工を利用して外形形成されているので
、微細化、小型化に対応することができるうえ、振動特性の低下を抑制しながら高い実装
強度で実装を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る実施形態を説明するための図であって、厚み滑り振動片を有する表
面実装型の水晶振動子の分解斜視図である。
【図２】水晶板の切断角度及び水晶結晶の座標軸を説明するためのランバード原石の斜視
図である。
【図３】図１に示す厚み滑り振動片を裏側から見た斜視図である。
【図４】図３に示す厚み滑り振動片を矢印Ａ方向から見た平面図である。
【図５】図４に示す厚み滑り振動片を矢印Ｂ方向から見た側面図である。
【図６】図３に示す厚み滑り振動片の製造方法を説明するための一工程図であって、水晶
板の表裏主面にマスクを形成した状態を示す断面図である。
【図７】図６に示す状態の後、水晶板の両面をウェットエッチング加工した初期段階の状
態を示す断面図である。
【図８】図７に示す状態の後、ウェットエッチング加工が進行した状態を示す断面図であ
る。
【図９】図８に示す状態の後、ウェットエッチング加工がさらに進行した状態を示す断面
図である。
【図１０】図９に示す状態の後、ウェットエッチング加工がさらに進行して傾斜面が形成
された状態を示す断面図である。
【図１１】本発明に係る厚み滑り振動片の変形例を示す図であって、裏側から平面図であ
る。
【図１２】図１１に示す厚み滑り振動片のＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
【図１３】図１１に示す厚み滑り振動片を矢印Ｄ方向から見た側面図である。
【図１４】図１１に示す厚み滑り振動片の別の変形例を示す図である。
【図１５】図１４に示す厚み滑り振動片を矢印Ｅ方向から見た側面図である。
【図１６】図１１に示す厚み滑り振動片のさらに別の変形例を示す図である。
【図１７】図１１に示す厚み滑り振動片のさらに別の変形例を示す図である。
【図１８】本発明に係る厚み滑り振動片の変形例を示す図であって、裏側から平面図であ
る。
【図１９】図１８に示す厚み滑り振動片を矢印Ｆ方向から見た側面図である。
【図２０】図１９に示す厚み滑り振動片の別の変形例を示す図である。
【図２１】図１１に示す厚み滑り振動片のさらに別の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明に係る実施形態を、図１から図２１を参照して説明する。なお、本実施形
態では、厚み滑り振動片（水晶振動片）を有する表面実装型の水晶振動子を例に挙げて説
明する。
【００２７】
　本実施形態の水晶振動子１は、図１に示すように、ベース基板２とリッド基板３とで２
層に積層された箱状に形成されており、内部のキャビティＣ内に厚み滑り振動片４がマウ
ントされている。なお、図１は、水晶振動子１の分解斜視図である。
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　厚み滑り振動片４は、水晶振動板１０と、この水晶振動板１０の表裏主面上にそれぞれ
形成された一対の電極膜２０と、で主に構成されている。
【００２８】
　水晶振動板１０は、図２に示すように、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸で水晶結晶の座標軸が定義さ
れた水晶のランバード原石６をＡＴカット（表裏主面がＸ軸回りにＺ軸から半時計方向に
約３５度１５分の角度となるようにカット）されることで得られた水晶板７を、その後、
ウェットエッチング加工によって平面視矩形状に形成されたものである。
　なお、図２は、水晶板７の切断角度及び水晶結晶の座標軸を説明するためのランバード
原石６の斜視図である。また、本実施形態においてＺ’軸とは、図１に示すように、水晶
振動板１０の表裏主面上においてＸ軸と直交する方向の結晶軸であり、Ｙ’軸とはＸ軸及
びＺ’軸に対して直交する結晶軸をいう。
【００２９】
　水晶振動板１０について詳細に説明する。
　本実施形態の水晶振動板１０は、図３から図５に示すように、Ｘ軸方向に沿って長辺が
延在し、Ｚ’軸方向に沿って短辺が延在するように、ウェットエッチング加工によって平
面視矩形状に形成された振動板である。
　水晶振動板１０の表裏主面１０ａ、１０ｂ（表側の主面（他方の主面）１０ａ及び裏側
の主面（一方の主面）１０ｂ）は、共に平坦面とされている。
【００３０】
　なお、図３は、図１に示す厚み滑り振動片４を裏側から見た斜視図である。図４は、図
３に示す厚み滑り振動片４を矢印Ａ方向から見た平面図である。図５は、図４に示す厚み
滑り振動片４を矢印Ｂ方向から見た側面図である。
【００３１】
　また、水晶振動板１０は、平面視矩形状に形成されているので４つの側面を有している
。即ち、Ｘ軸方向に沿った長辺側の２つの側面と、Ｚ’軸方向に沿った短辺側の２つの側
面と、を有している。
　このうち、Ｘ軸方向に沿った側面は、その全長に亘って表裏主面１０ａ、１０ｂに対し
て鈍角となる角度で傾斜した傾斜面（以下、傾斜面１１と称する）とされている。この際
、一方の傾斜面１１は、表側の主面１０ａにおいてＺ’軸方向の＋側に設けられており、
他方の傾斜面１１は、裏側の主面１０ｂにおいてＺ’軸方向の－側に設けられている。な
お、これら傾斜面１１は、水晶結晶の自然面であるｍ面であり、表裏主面１０ａ、１０ｂ
とのなす角度θ（図５参照）は、略１５０度程度とされている。
【００３２】
　上記一対の電極膜２０は、図１、図３及び図５に示すように、それぞれ励振電極２１、
引出電極２２及びマウント電極２３で構成されている。
　このうち、励振電極２１は、水晶振動板１０の表裏主面１０ａ、１０ｂの略中央部分に
それぞれ形成され、該水晶振動板１０を挟んで向かい合うように形成されている。また、
水晶振動板１０の表裏主面１０ａ、１０ｂの端部（Ｘ軸方向の－側）には、マウント電極
２３が短辺に沿って間隔を開けて形成されている。この際、表側の主面１０ａに形成され
たマウント電極２３と、裏側の主面１０ｂに形成されたマウント電極２３とは、傾斜面１
１上に形成された側面電極２３ａを介して電気的に接続されている。
【００３３】
　また、マウント電極２３のうち、一方のマウント電極２３は引出電極２２を介して表側
の主面１０ａ上に形成された一方の励振電極２１に電気的に接続され、他方のマウント電
極２３は引出電極２２を介して裏側の主面１０ｂ上に形成された他方の励振電極２１に電
気的に接続されている。
　なお、上述した励振電極２１、引出電極２２及びマウント電極２３からなる電極膜２０
は、金等の単層膜や、クロム等の金属を下地層とした上に金等の金属層を積層した積層膜
で形成されている。
【００３４】
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　このように構成された厚み滑り振動片４は、図３から図５に示すバンプや導電性接着剤
等の一対の実装部材２５を利用して、図１に示すようにベース基板２の上面にマウント（
保持）されている。より具体的には、ベース基板２の上面に形成されたインナー電極（外
部電極）３０に対して、水晶振動板１０の裏側の主面１０ｂに形成された一対のマウント
電極２３が一対の実装部材２５を介してそれぞれ接触した状態でマウントされている。
　これにより、厚み滑り振動片４は、ベース基板２の上面に機械的に保持されると共に、
インナー電極３０とマウント電極２３とがそれぞれ導通された状態となっている。
【００３５】
　ところで、上述した一対の実装部材２５は、水晶振動板１０の裏側の主面１０ｂ上にお
ける一対のマウント電極２３上にそれぞれ形成されており、上記したように外部電極でも
あるインナー電極３０とマウント電極２３とを互いに導通させると共に、水晶振動板１０
を機械的に保持する役割を担っている。
　しかも、一対の実装部材２５のうち一方の実装部材２５は、水晶振動板１０の裏側の主
面１０ｂと傾斜面１１との間に形成される稜線Ｅ上に跨るように形成されている。なお、
他方の実装部材２５は、水晶振動板１０の裏側の主面１０ｂ上の平坦部分に形成されてい
る。
【００３６】
　ベース基板２は、例えばソーダ石灰ガラスからなる透明の基板であり、平面視矩形の板
状に形成されている。リッド基板３は、ベース基板２と同様に、例えばソーダ石灰ガラス
からなる透明な基板であり、ベース基板２に対して重ね合わせ可能な大きさで板状に形成
されている。
　また、ベース基板２の接合面（リッド基板３が接合される面）側には、厚み滑り振動片
４が収まる矩形状の凹部２ａが形成されている。この凹部２ａは、両基板２、３が重ね合
わされたときに、厚み滑り振動片４を収容するキャビティＣとなるキャビティ用凹部であ
る。
　そして、ベース基板２は、この凹部２ａをリッド基板３側に対向させた状態で該リッド
基板３に対して陽極接合されている。なお、ベース基板２の接合面には、陽極接合用の接
合膜３１が凹部２ａの周囲を囲むように形成されている。
【００３７】
　また、上述したインナー電極３０は、ベース基板２を貫通する図示しないスルーホール
等を利用して、ベース基板２の下面に形成された図示しない一対の外部電極に電気的に接
続されている。この際、一方の外部電極は、一方のインナー電極３０を介して厚み滑り振
動片４の一方のマウント電極２３に電気的に接続されるようになっている。また、他方の
外部電極は、他方のインナー電極３０を介して厚み滑り振動片４の他方のマウント電極２
３に電気的に接続されるようになっている。
【００３８】
　このように構成された水晶振動子１を作動させる場合には、ベース基板２に形成された
外部電極に対して、所定の駆動電圧を印加する。これにより、実装部材２５及びマウント
電極２３を介して厚み滑り振動片４の励振電極２１に電圧を印加させることができ、実装
部材２５によってマウントされた状態で厚み滑り振動させることができる。
　そして、この厚み滑り振動を、例えば、ＭＨｚ帯の発振周波数を有する制御、通信機用
の振動源等として好適に利用することができる。
【００３９】
　次に、上述した厚み滑り振動片４の製造方法について以下に説明する。
　はじめに、水晶の原石である図２に示すランバード原石６を用意した後、Ｘ線回析法等
によりＡＴカットを行うための角度測定を行う。次いで、測定した切断角度でランバード
原石６をＡＴカットして水晶板７を作製する。次いで、この水晶板７を適宜ラッピング加
工して、所望の厚みに調整する。
【００４０】
　次いで、図６に示すように、水晶板７の表裏主面７ａ、７ｂにウェットエッチング加工
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するためのマスクＭを形成する工程を行う。
　具体的には、まず水晶板７の表裏主面７ａ、７ｂにクロムを成膜してＣｒ膜を形成した
後、このＣｒ膜上に金を成膜してＡｕ膜を重ねて形成する。そして、これらＣｒ膜及びＡ
ｕ膜をフォトリソ技術によりエッチングして、図６に示すようにマスクＭを形成する。
　この際、本実施形態では、表側の主面７ａに形成されるマスクＭを裏側の主面７ｂに形
成されるマスクＭに対してＺ’軸方向に所定量（数μｍ）Ｈだけずれるように形成する。
【００４１】
　次いで、水晶板７を両面からウェットエッチング加工する。すると、水晶特有のエッチ
ング異方性によって、マスクされていない水晶板７の露出面には、図７に示すように水晶
結晶の自然面であるｍ面３５と、その以外の結晶面３６とが現れはじめる。つまり、水晶
板７の表側には、Ｚ’軸方向の＋側にｍ面３５が現れ、Ｚ’軸方向の－側に結晶面３６が
現れはじめる。一方、水晶板７の裏側には、表側とは点対称に、Ｚ’軸方向の＋側に結晶
面３６が現れ、Ｚ’軸方向の－側にｍ面３５が現れはじめる。
　そして、時間の経過に伴って、図８に示すようにエッチングが進行し、さらなる進行に
伴って図９に示すようにマスクされていない部分が完全に除去され、最終的には図１０に
示すように、ｍ面３５が残ることになる。これにより、このｍ面３５を傾斜面１１として
利用することができる。
【００４２】
　この時点で水晶板７を平面視矩形状に外形形成でき、図１に示す水晶振動板１０を得る
ことができる。特に、Ｘ軸方向に沿った側面の全長に亘って傾斜面１１を形成することが
できる。そして、最後に、作製した水晶振動板１０の外表面上にフォトリソ技術等を利用
して、励振電極２１、引出電極２２及びマウント電極２３からなる一対の電極膜２０を形
成する。これにより、図１に示す厚み滑り振動片４を得ることができる。
【００４３】
　上述したように、本実施形態の水晶振動板１０は、水晶板７にウェットエッチング加工
を施すことで外形形成されたものであるので、機械加工と異なり、微細化、小型化に対応
することが可能である。
　しかも、水晶振動板１０のＸ軸方向に沿った長辺側の側面には、水晶特有のエッチング
異方性を利用して傾斜面１１が形成されている。特に、この傾斜面１１は、表裏主面１０
ａ、１０ｂに対して鈍角に形成されているので、励振電極２１で励起された振動を傾斜面
１１にて減衰させることが可能である。つまり、稜線Ｅ上にて振動を減衰させることがで
きる。
【００４４】
　従って、一方の実装部材２５をこの稜線Ｅ上に形成することで、励起された振動を阻害
し難くすることができる。よって、振動特性の低下を抑制しながら、厚み滑り振動片４の
実装を行うことができる。また、従来と同様に実装部材２５を利用して実装を行えるので
、高い実装強度に関しても確保することができる。
【００４５】
　上述したように、本実施形態の厚み滑り振動片４によれば、エッチング加工を利用して
外形形成されているので、微細化、小型化に対応することができるうえ、振動特性の低下
を抑制しながら高い実装強度で実装を行うことができる。
　更に、本実施形態では、傾斜面１１がＸ軸方向に沿った側面の全長に亘って形成されて
いるので、稜線Ｅに輪郭振動が生じ難い。従って、輪郭振動によって厚み滑り振動が阻害
されてしまうことを抑制でき、この点においても振動特性の低下をより効果的に抑制し易
い。
【００４６】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００４７】
　例えば、上記実施形態では、水晶振動子１の一例として表面実装型を例に挙げて説明し
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たが、シリンダパッケージタイプであっても構わない。
【００４８】
　また、上記実施形態では、Ｘ軸方向に沿った側面の両方を傾斜面１１としたが、一方の
側面を水晶振動板１０の裏側の主面１０ｂに対して傾斜する傾斜面１１としても構わない
。この場合であっても、振動特性の低下を抑制しながら高い実装強度で実装を行うことが
できる。但し、Ｘ軸方向に沿った側面の両方を傾斜面１１とすることが、輪郭振動を効果
的に抑制することができる点で好ましい。
【００４９】
　また、上記実施形態では、Ｘ軸方向に沿った側面の全長に亘って傾斜面１１を形成した
が、部分的に形成しても構わない。
　例えば、図１１から図１３に示すように、水晶振動板１０の裏側の主面１０ｂに対して
鈍角となる角度で傾斜した傾斜面１１を、Ｘ軸方向に沿った側面の一方に部分的に形成し
た厚み滑り振動片（水晶振動片）４０としても構わない。
　この際、一方の実装部材２５は、水晶振動板１０の裏側の主面１０ｂ上であって、且つ
、部分的に形成された傾斜面１１と裏側の主面１０ｂとの間に形成される稜線Ｅの延長線
上に位置するように形成されている。つまり、一方の実装部材２５は、傾斜面１１の稜線
Ｅ上ではなく、裏側の主面１０ｂの平坦部分（実装平面部）に乗りながら稜線Ｅの延長線
上に位置するように形成されている。
【００５０】
　従って、振動特性の低下を抑制しながら、平坦部分を利用して一方の実装部材２５をよ
り安定に形成することができ、実装品質を高めることができる。また、実装時の加重を一
対の実装部材２５の両方に対して均等に負荷させることができるので、この点においても
実装品質を高めることができる。
【００５１】
　なお、上記のように厚み滑り振動片４０を構成した場合、さらに図１４及び図１５に示
すように、水晶振動板１０の表側の主面１０ａに対して傾斜した傾斜面１１に関しても、
Ｘ軸方向に沿った側面に部分的に形成しても構わない。こうすることで、一対の実装部材
２５が形成される、Ｘ軸方向の－側の端部の表裏を共に平坦にすることができるので、水
晶振動板１０の機械的強度を高めることができ、実装時のマウント信頼性を向上すること
ができる。
【００５２】
　ところで、通常、水晶には「旋光性」があり、結晶面の現れ方の違いによって右水晶と
左水晶に分かれることが知られている。そして、右水晶からＡＴカットされた水晶板７を
ウェットエッチング加工した場合には、図１６に示すように、水晶の結晶構造上、水晶振
動板１０の角部に切欠部４１が現れてしまうことが知られている。
　従って、傾斜面１１を部分的に形成する場合には、この切欠部４１が小さい角部を実装
平面部として利用することが好ましい。
　なお、左水晶からＡＴカットされた水晶板７をウェットエッチング加工した場合には、
水晶振動板１０のＸ軸方向の－側の角部の切欠部４１が小さくなる。従って、この場合に
は、切欠部４１の位置に合わせて傾斜面１１等を形成すれば良い。つまり、左水晶を利用
する場合には、図１６に示すように水晶振動板１０のＸ軸方向の－側を実装平面部とする
ことが好ましい。なお、右水晶の場合には、これとは逆にＸ軸方向の＋側を実装平面部と
することが好ましい。
【００５３】
　また、傾斜面１１を部分的に形成する場合には、図１７に示すように、傾斜面１１上に
もマウント電極２３を形成することが好ましい。
　こうすることで、実装時に仮に実装部材２５が裏側の主面１０ｂの平坦部分から傾斜面
１１側に広がってしまったとしても、マウント電極２３との導通を確保することができる
。従って、マウント電極２３とインナー電極３０との導通性を確実なものにすることがで
き、実装品質を向上することができるうえ、安定した振動特性を維持することができる。
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【００５４】
　また、上記実施形態では、Ｘ軸方向に沿った側面に傾斜面１１を形成したが、Ｚ’軸方
向に沿った側面に形成しても構わない。
　例えば、図１８及び図１９に示すように、Ｚ’軸方向に沿った側面の全長に亘って傾斜
面１１を形成しても構わない。そして、この場合には、一対の実装部材２５を傾斜面１１
と裏側の主面１０ｂとの間の稜線Ｅ上に共に形成することが可能である。
　このように厚み滑り振動片（水晶振動片）５０を構成した場合には、一対の実装部材２
５の両方が稜線Ｅ上に形成されているので、励起された振動をより阻害し難く、振動特性
の低下をより効果的に抑制することができる。
【００５５】
　特に、励振電極２１で励起された振動は、Ｚ’軸方向に沿った側面において位相が零に
等しいことが知られている。そのため、この側面に沿って傾斜面１１を形成し、その傾斜
面１１の稜線Ｅ上に一対の実装部材２５を形成することで、振動特性の低下をより効果的
に抑制し易い。
【００５６】
　なお、Ｚ’軸方向に沿った側面のうちＸ軸方向の＋側に位置する側面に関しては、図２
０に示すように垂直面にしても構わないし、図２１に示すように切妻状に形成しても構わ
ない。いずれの場合であっても、同様の作用効果を奏することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　Ｅ…稜線
　４、４０、５０…厚み滑り振動片（水晶振動片）
　７…水晶板
　１０…水晶振動板
　１０ｂ…裏側の主面（水晶振動板の一方の主面）
　１１…傾斜面
　２０…電極膜
　２５…実装部材
　３０…インナー電極（外部電極）
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