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 This paper describes the development of highly sensitive quartz crystal resonators based on quartz 
micromachining technologies. Inverted mesa type quartz crystal resonator for sensing single biological 
cell was designed and fabricated by MEMS technology. The quartz resonator with an optimized 
oscillation circuit worked well in water.

1．は　じ　め　に
　圧電性を有する単結晶材料として古くから知られてい
る水晶は，その優れた特性からセンサ・デバイスへ使われ
てきた．例えば，センサ応用としては，キュリー夫妻がポ
ロニウムなどの放射能を有する材料の発見に水晶電位計
を使用していたことは有名である．また，デバイス応用
としては，無線通信などへの用途で，発振器やフィルター
に使用されている．このように水晶は科学技術において
重要な材料であるが，脆性材料であり微細加工が困難で
あるという課題があり精微な加工技術が検討されてきた．
　近年，筆者らのグループにより水晶MEMS（Micro 

Electro Mechanical Systems）用途を目的とした水晶の
ドライエッチング技術が開発された．これにより，従来
技術と比較し加工自由度が大幅に向上した1）．筆者らは
本技術を用いて極限性能を持つ水晶振動子の実現を目指
している．
　前報では，選択比の異なる二重マスクを用いたドライ
エッチング法を考案し，逆メサ形状とコンベックス形状
を同時に作る生産技術の実証に成功した．この振動子形
状の狙いの一つは，薄板化による慣性力の低下を振動子
中央部の板厚を肉厚にすることで抑えようとすることで
ある．試作品を評価した結果，従来法と比較しQ値が大
幅に向上していることが明らかになった．しかし，その
後の測定への利用においてインピーダンスが高すぎるた
めに水中で発振させると不安定であり，改良が必要であ
ることが分かった．
　本稿では，単一細胞の物性を測定できるレベルの水中
で安定に発振できる振動子を実現するために二つのアプ

ローチで振動子の性能向上を目指した．まず，前報で作
製した振動子の凹部の電極成膜をテープレジストを用い
たマスク蒸着法により改善し位置合わせのずれによる振
動損失の低減を行った。次に，振動子の形状を有限要素
法の解析結果に基づいて楕円形状とすることで振動特性
の向上を行った．

2．実　　験
2.1	 カット角の選定と形状
　振動子作製に使用する水晶のカット角として入手が容
易でかつ微小天秤センサや圧力センサなどの幅広い応用
があるATカット水晶を用いた．ATカット水晶は厚みす
べり振動モードと呼ばれる低振動損失の振動モードを
持っており，高いQ値を有する．この振動子の感度は理
論的には，厚さの自乗に逆比例することが知られてい 

る2）．薄い振動子ほど厚み変化などに高感度になるが，
異種材料の電極金属の堆積，接する媒体との摩擦などに
より，最適値が存在する．また，薄くすると機械的なス
トレスに弱くなるので部分的に薄くした逆メサ形状の振
動子が作製されるが，支持部との摩擦によりQ値が低下
することが知られている3）．本研究では，ソフトマスク
とハードマスクからなる二重マスク法とドライエッチン
グ技術により振動子中央部を肉厚にした逆メサ型水晶振
動子を作製しQ値の改善を行った．
2.2	 作製プロセスとその改善
　図1に改良した水晶振動子の作製プロセスを示す．前
報の手法に対して改良した箇所は，電極の成膜プロセス
（f）で，テープレジスト（TR440，東京応化）と蒸着を
用いることで逆メサ形状の底部の必要部のみに電極を成
膜することができた．また，コンベックス高さについて
は5μm厚についても評価した．以下に作製プロセスの
概略を示す．
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じ変位の振幅を示す等高線の位置から求められた長軸と
短軸の比率は約4：3である．
　本研究では，振幅分布の結晶方向依存性に対応した電
極形状及びコンベックス形状に修正するとQ値が改善す
ると考え，X軸方向を長軸とした楕円形状とすることで
どの程度改善できるかを実際に作製し評価した．具体的
には，楕円形状の長軸と短軸の比率が1：1，4：3および
3：1とした振動子を作製し評価した．
2.4	 振動特性の評価
　本研究ではQ値を指標としてセンサの性能を評価して
いる．Q値とは振動エネルギーの損失の程度を示すパラ
メータであり高いほど安定性に優れて高感度であること
を示す．Q値の測定には，ネットワークアナライザー
（アジレントテクノロジー，HP4194A）を用いた．な
お，得られるスペクトラムからはスプリアスの有無も確
認できる．

3．結果及び考察
3.1	 作製した改良型振動子
　図3に改良したプロセスで作製した振動子の写真を示
す．図3（A）に示すように同時に多数の振動子を作製す
るころができ，図3（B）に示すようにフォトリソグラ
フィが困難な凹部についても位置合わせがうまくいって

　水晶板として100μm厚さのATカット水晶板を用い
た．まず，水晶板を硫酸過水で洗浄した．次に，逆メサ
形状を形成するためのハードマスク（Ni）のパターンを
薄いシード用金属膜上に電解めっき法により形成した．
ここで，逆メサ形状の直径は1mmとした．さらに，コ
ンベックス形状を形成するためのソフトマスクとなるポ
ジ型フォトレジストのパターニングを行ない，リフロー
法により曲面とした．曲面の高さは最終形状のコンベッ
クス高さ（1, 3, 5μm）に合わせるように回転数および粘
度の異なるレジストの選定により調整した．コンベック
ス直径は0.6mmとした .最後に，反応性イオンエッチン
グ法によりこの形状を水晶板に転写することで所定の形
状を得た．ここで，反応ガスとしてC4F8/SF6/Xeの混合
ガスを目的形状に加工できる混合比で用いた1）．プロセ
ス圧，バイアス電圧はそれぞれ2 mtorr，─390Vとした．
加工後に表面ダメージ層を除去した．凹部の底面にマス
ク蒸着で電極のパターン形成を行うために前述のテープ
レジストを貼付けてパターニングした．電極（Au）を
蒸着法で成膜し，レジストをアセトンで除去することで
電極パターンを得た．電極直径は0.3mmとした．質量
検出用センサとして使用した場合の設計上の理論感度は
約100 fg/Hzであり，市販品並の共振周波数の安定性が
実現できれば，市販の最も優れたセンサよりもおよそ3

桁高い感度となる．

2.3	 振動子形状の改善
　図2に円形状の電極を有するATカット水晶振動子の
厚みすべり振動の振幅分布について有限要素法で解析し
た結果を示す．振幅分布の等高線は結晶のX軸方向に長
軸を持つ楕円形状に分布することが分かる．ここで，同

図１．振動子の作製プロセス（一部変更）

図２．ATカット水晶振動子の厚みすべり振動の振幅分布

図３．	改良したプロセスで作製した逆メサ型水晶振動子
 （A）全体像　（B）拡大図

（Ａ） （Ｂ）
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いることが分かる．凹部の境界部の勾配は60度であり，
垂直な壁面に成膜できない蒸着法でも成膜できる形状と
なっており断線を防ぐことに成功した．
3.2	 振動特性の比較と水中での発振の確認
　前報と同様にコンベックス高さと加工深さの異なる振
動子を作製し評価を行った．図4にその結果を示す．Q

値は加工量の増加とともに高くなりピークを示した後，
緩やかに低下する変化を示した．Q値の最高値はコン
ベックスが高くなると低周波側にシフトすることが分
かった．これは，支持損失の低減により説明される．前
報では，1, 3μmの場合のみ測定したが5μmの場合も調
べ，このシフトが見られることを証明した．本論文で
は，水中での使用を想定したインピーダンス測定も行
い，Qの改善及びインピーダンスの改善を確認すること
ができた．
　最後に，本法で作製した振動子（共振周波数60MHz）
を発振回路につなげた．その結果，水中で10Hz/hの安
定度で発振することを確認した．測定可能な周波数変
化は10Hzであり，検出可能な最小質量は1pgであっ
た．市販品に対して二桁高い感度のレベルまで到達で
きた．

3.3	 振幅分布の考慮による振動特性改善
　次に，電極形状およびコンベックス形状の面内形状が
X軸方向を長軸とした楕円形状とすることでどの程度Q

値が改善できるかを検討した．具体的には，楕円形状の
長軸と短軸の比率が1：1，4：3および3：1とした振動子
を作製し評価した．支持損失による影響を除去するため
に逆メサ形状とせずに平板上にコンベックス形状を形成
した．その評価の結果，電極形状，コンベックス形状の
どちらの形状の場合においても4：3とした場合の結果が
最も優れており，30%程度のQ値の改善に成功した．図
5にインピダンススペクトルと解析結果のQ値を示す．
共振周波数は約16.7MHzである．
　前節で作製プロセスの改善とコンベックス形状高さの
最適化により水中で安定に発振させることに成功した
が，本節のアイデアを組み合わせれば安定性がより改善
されると期待される．しかし，図4（B）から分かるよう
に水中でのQ値改善は限定的なものである．これは，支
持損失等よりも振動子が接している媒体の粘性の影響が
大きいことを示している．したがって，回路技術の改良
も重要であると考えている．

4．ま　　と　　め
　本研究では，小型化と高感度化を満たすコンベックス
形状を有する逆メサ型水晶振動子の作製プロセスを改良
し振動特性の改善に成功した．前報ではできなかった水
中での安定な発振にも成功した．しかし，最終目標であ
る単一細胞の物性測定には間に合わなかった．今後も，
本研究を継続的に発展させて極限性能が求められる測定
への応用展開を進めていく予定である．
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図４． 逆メサ型水晶振動子のQ値の加工深さおよびコンベックス高
さへの依存性

 （A）気相中　（B）液相中

図５．	電極とコンベックスの面内形状を楕円形状とした場合のAT
カット水晶振動子のインピーダンススペクトル

 （A）円形状の振動子　（B）楕円形状とした振動子
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