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1 圧電デバイスの特性である圧電気現象を理解する。

2 代表的な圧電デバイスである水晶デバイスが，私たちの生活の

あらゆるシーンで利用されていることを理解する。

3 水晶デバイスの原材料となる人工水晶の品質の「標準化」により，
高品質の人工水晶が潤沢に生産されるようになったことを知る。

4 デバイス形状の「標準化」により産業が大きく発展したことを学ぶ。
5 「標準化」により安価・大量に供給されるようになった高性能な水晶

デバイスが，我々の快適な社会を支えていることを知る。

6 「国際標準化」にあたり，他国・利害者への配慮が必要であることを

学ぶ。

◎キーワード ： 「国際標準（化）」，「戦略」

学習のねらい ・・・・・ 第3章 快適な社会を支える電圧デバイス
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携帯電話・航空無線他

衛星・地上

衛星テレビ・ラジオ

エンジン・ABS・キーレス・ナビ・
車載カメラ・ジャイロ DSC･DVD･スキャナ

海上

有線通信機器
固定

クロック・ウォッチ

放送

有線

時計

移動

通信(制御と選択）
基準クロック

光学的特性利用
センシング

光学

産
業
用
電
子
機
器

民
生
用
電
子
機
器

自動車

パソコン

GPS・VICS

マイクロプロ
セッサ

人工水晶

1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイスの多彩な用途①－
[出所：日本水晶デバイス工業会]

p.4

◆ 解 説

我々の身の回りのありとあらゆる物は，周波数で制御されている。

携帯電話に代表される無線通信は，信号化された音声・画像等の情報を含んだ周波数をアンテナから送出し，そ
の周波数を特定の受信機で受信・解読することで成立している。放送も通信同様に，特定の周波数をアンテナから
送出し，その周波数を受信機で受け取ることにより，成り立っている。

また，コンピュータやマイコンの頭脳ともいえるマイクロ・プロセッサは圧電デバイスの安定した周波数に従い，プロ
グラムの命令を順次処理している。こうしたマイクロ・プロセッサはパソコンや映像機器・自動車など，我々の生活を
支える，あらゆる電子機器・機械に搭載されている。

こうした電子機器・機械の機能を「周波数の選択と制御」という面から支えているものが圧電デバイスであり，その代
表的なものが水晶デバイスである。圧電デバイスとしては，水晶のほかにセラミックなどがあるが，水晶はそれらの材
料と比べて，手軽で も精度が高く安定した周波数が得られるため，あらゆる電子機器・機械に必要不可欠な電子
部品として，利用されている。

◆参考資料
図の出所：日本水晶デバイス工業会 http://www.qiaj.jp/
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1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイスの多彩な用途②－

水晶デバイスの種類

水晶フィルタ，SAWデバイス 光学用水晶デバイス

水晶振動子 水晶発振器

p.5

◆ 解 説

水晶デバイスの種類はその機能により，「水晶振動子」「水晶発振器」「水晶フィルタ」「光学用デバイス」に分類され
る。
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ディスプレイ部

*コントローラー用
・32KHz振動子

RF部
・TCXO/VC-TCXO/VCXO

・SAWフィルタ

ベースバンド部
*アプリケーション用チップ
(OMAP，SH-Mobile)

・クロック用振動子

*スリープモードクロック，
時計等

・32kHz振動子

GPS(位置検出)

・高精度TCXO

カメラ部
・クロック用振動子/発振器

*手振れ防止センサ用

超小型ジャイロ

チューナ部(TV/ラジオ)

・水晶振動子/発振器

音楽受信/音楽データ保存

・クロック用振動子/発振器

*MP3デコーダ用

インターフェース部
*ワイヤレス I/F

(Bluetooth/W-LAN/WiMAX)
・水晶振動子/発振器
・水晶フィルタ・SAWフィルタ
・32kHz振動子

*有線I/F

(USB・指紋認証等)

・水晶振動子･発振器

*RFID

(Felica等…クレジット機能)
・水晶振動子

＊「話す」という基本機能に様々な
アプリケーションが年々増加

1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイスの多彩な用途③－

携帯電話の各種機能と水晶デバイス

[出所：日本電波工業株式会社]

p.6

◆ 解 説

携帯電話には以下の用途で多数の水晶デバイスが使用されている。

・通話のための電波を送受する無線(Radio Frequency) 部の周波数選択用

・アプリケーションを司るベースバンド部のLSIの制御用

・位置検出のためのGPS信号受信機能用

・ディスプレイ機能の制御用

・カメラ機能の制御用

・TV/ラジオ電波の受信・制御用

・音楽データの受信・保存機能の制御用

・外部機器とのデータ伝送を行うためのインターフェース機能用

-Bluetooth / 無線LAN等の短距離無線接続用

-USB等の有線接続用

-Edy, Suicaに代表されるRFID (近距離無線接続) 用

携帯電話に機能が追加されるとともに，その機能を制御（コントロール）するために水晶デバイスも使用される。

◆参考資料
図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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＊高級車では水晶を
50～60個/台使用

⇒更に増える傾向

高信頼性がポ
イント

ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄ

エアバッグ

路面ｾﾝｻ（ﾐﾘ波ﾚｰﾀﾞｰ）電子制御ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ

車々間/路車間ｾﾝｻ(ﾐﾘ波ﾚｰﾀﾞｰ)
横滑り防止装置

空気圧ｾﾝｻ(TPMS)

ABS

電子制御サスペンション

後方障害物ｾﾝｻ(ｿﾅｰ/超音波)

後方監視ｶﾒﾗ(CCD)

前方視認性ｶﾒﾗ(CCD)

ﾍｯﾄﾞｱｯﾌﾟﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

盗難防止装置

操舵角ｾﾝｻ

車内ｶﾒﾗ(居眠り運転防止)
ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰ/ｽﾏｰﾄｶｰ

ETC 電動制御ﾊﾟﾜｽﾃ

ＣＡＮ

ＦｌｅｘＲａｙ

ＭＯＳＴ

車内LAN

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

ｼﾞｬｲﾛｾﾝｻ

TV(1ｾｸﾞ)

光ﾋﾞｰｺﾝ

HDD/DVD

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

Bluetooth

音声認識

緊急通報ｼｽﾃﾑ

ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ

ナビゲーションシステム

GPS

Gセンサ

加速度センサ

ドライブレコーダー

指紋認識

車線維持ｼｽﾃﾑ(CCDｶﾒﾗ)

ﾅｲﾄﾋﾞｼﾞｮﾝ(赤外線ｶﾒﾗ)

1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイスの多彩な用途④－

水晶製品を使用するカーエレクトロニクス機器

[出所：日本電波工業株式会社]

p.7

◆ 解 説

自動車に水晶振動子が初めて搭載されたのは水晶時計の用途で，1975年頃である。それと前後して，ラジオの電
子チューナーに採用された。

その後，米国での排ガス規制が厳しくなり，ガソリンの燃焼効率を良くする為，電子的エンジン・コントロール装置
(ECU)が開発された。高温度になるエンジンルームでも安定的に機能する水晶振動子がECUに搭載された。エア
バッグ，ABS，TPMS等々の安全対策の装置が採用されるに従い，各装置用に水晶デバイスの搭載が増えた。

また，ナビゲーション・システムが開発され，GPS，ジャイロセンサ，自動車電話など便利な用途の採用が広がった。
キーレスエントリーの搭載も進んでいる。こうした，利便性を向上させる機器にも水晶デバイスが使用されている。

今では，電子化された機能の制御用に多くのマイクロ・プロセッサーが搭載されており，水晶振動子の用途は更に
広がっている。また，こうしたマイクロ・プロセッサー同士の通信に車内LANシステムが採用され，ここでも通信デー
タの制御用に水晶デバイスが採用されている。

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイスの多彩な用途⑤－

今後はインフラ（道路）向け需要も拡大

[出所：技術研究組合 走行支援道路システム開発機構]

＊車両にはカメラ・ミリ波レーダー

＊路側にもカメラ・センサー等

p.8

◆ 解 説

自動運転ための機能として，すでに以下の機能が実用化

・車線認識

・車間距離制御

さらに以下の機能がAHS（自動運転道路システム）に向け開発中

・車－車間通信

・路－車間通信

・路上の情報収集用カメラ

・フローティングカーシステム

（路上を走行する自動車の情報を無線通信で集め，道路の混雑状況や

天候を把握，収集した情報を分析し，自動車側にフィードバックする。

例；「低速走行」→『渋滞』， 「ワイパー稼働」→『降雨』，等 ）

◆参考資料

図の出所：技術研究組合 走行支援道路システム開発機構

http://www.ahsra.or.jp/
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RbRb発振器発振器
OCXOOCXO・・TCXOTCXO

RbRb発振器発振器

TCXOTCXO・・VCXOVCXO
RbRb発振器発振器

TCXOTCXO・・VCXOVCXO・・SPXOSPXO

CATV局

VCXOVCXO・・OCXOOCXO・・XtalXtal

放送局

光伝送光伝送

STLSTL

放送波中継放送波中継

TTLTTL

中継局
共建

中継局
共建

中継局
共建

基幹局

光伝送光伝送

放送波受信放送波受信 再送信再送信

VCXOVCXO・・OCXOOCXO

RbRb発振器発振器
TCXOTCXO・・VCXOVCXO・・SPXOSPXO

VCXOVCXO・・OCXOOCXO

＊産業用水晶発振器が多く使用される市場

1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイスの多彩な用途⑥－

放送装置における水晶デバイス使用例

[出所：日本水晶デバイス工業会]

p.9

◆ 解 説

放送・通信分野での電波の利用はますます増加してくる。

衛星を使った宇宙通信から地上デジタル放送まで，多様な通信方式が利用され，そこでも高精度な水晶デバイス
が活躍している。

また，光ファイバーを利用した通信は多量のデータを高速で送ることができるため，インターネットのバック・ボーンと
なっているが，その基地局，中継局でも高精度・高安定な水晶デバイスが多数使用されている。

用語解説

STL ; Studio to Transmitter Link， TTL ; Transmitter to Transmitter Link，

OCXO ; 恒温槽付水晶発振器，VCXO ; 電圧制御水晶発振器，

TCXO ; 温度補償水晶発振器，SPXO ; パッケージ水晶発振器，

X’tal ; 水晶振動子，Rb発振器 ; ルビジウム発振器，共建 ; 共同建設

◆参考資料

図の出所：日本水晶デバイス工業会 http://www.qiaj.jp/
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通信機器用

AV用

コンピュータ用

カーエレクトロニクス用

●デジタルウォッチ

ポケットベルサービス開始

自動車電話サービス開始

PHSサービス開始

第３世代携帯

衛星携帯電話サービス開始カラーTV

VTR
CD ビデオカメラ

DVDプレーヤー

BSデジタル放送

DVD録再タイプ

ETC

電話サービス開始
時計用

CBブーム

金額

↑

マッキントッシュ

PC-98
MS-DOS

ノートPC
Windows95

LINUX

エアバッグ

ハイブリッドカー

キーレス

＊市場／用途が拡大， 同一市場でのボリュームもUP

1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイス利用分野の推移①－

[出所：日本電波工業株式会社]

p.10

◆ 解 説

10年単位の用途の推移を感覚的に分かりやすく，描いたもの。

新しい用途が増え，市場が拡大している様子が良く分かる。

CBブームとは

CBは「Citizen Band」の意味である。オイルショックを契機としてトラック搭載を中心にCB無線機がブームとなった。1
台のCB無線機で十数個の水晶振動子と水晶フィルタを使用したことから，爆発的に水晶デバイスの需要が増えた。
しかし，CB無線の急増・乱用により，TV電波への障害や他の無線との混信等のトラブルが生じた。このため，FCC
（Federal Communications Commission；[米国]連邦通信員会）によって，CB無線機用の規格と周波数帯の変更が
行なわれた。さらに無線機の技術革新により， 1台の無線機に使用される水晶振動子の数は2～3個で済むように
なった。このため，CB無線機用水晶デバイスの需要は急減した（これをCBショックと呼ぶ）。また，CB無線機用水晶
振動子の生産余力が振り向けられた時計用水晶振動子の価格も急落した。

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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車載市場
-エンジンコントロール -ABS

-キーレスエントリー -Airbag

-タイヤ空気圧監視装置（TPMS）

-カーナビゲーションシステム

-テレマティックス -ITS
他

車載市場
-エンジンコントロール -ABS

-キーレスエントリー -Airbag

-タイヤ空気圧監視装置（TPMS）

-カーナビゲーションシステム

-テレマティックス -ITS
他

40%

34%16%
6%

移動体通信市場
-携帯電話 -GPS

-PHS（中国PAS）

-コードレス電話

-移動無線機器（陸上移動無線，他）

移動体通信市場
-携帯電話 -GPS

-PHS（中国PAS）

-コードレス電話

-移動無線機器（陸上移動無線，他）

AV/OA市場
-デジカメ -ビデオカメラ

-カーオーディオ -DVD録再機

-ビデオデッキ -TVチューナー

-カラーTV(CRT，液晶，PDP）

-ポータブルオーディオプレーヤー

-パソコン -PDA

-無線LAN -PC周辺機器

-サーバー -ゲーム機 他

AV/OA市場
-デジカメ -ビデオカメラ

-カーオーディオ -DVD録再機

-ビデオデッキ -TVチューナー

-カラーTV(CRT，液晶，PDP）

-ポータブルオーディオプレーヤー

-パソコン -PDA

-無線LAN -PC周辺機器

-サーバー -ゲーム機 他

固定通信市場
-伝送装置（光通信，WDM）

-携帯電話基地局

-地上デジタル放送機器

-衛星通信

-無線アクセス機器

-他端末（ルーター，モデム，他）

固定通信市場
-伝送装置（光通信，WDM）

-携帯電話基地局

-地上デジタル放送機器

-衛星通信

-無線アクセス機器

-他端末（ルーター，モデム，他）

その他その他

1 水晶デバイスの利用分野 －水晶デバイス利用分野の推移②－

水晶デバイスの主要市場と使用構成比（2006年；金額ベース推定）

[出所：日本電波工業株式会社]

p.11

◆ 解 説

主要な用途別に分けて，市場として大きさを比較したグラフである。

移動体通信とAV/OA（オーディオ・ビデオとパソコン等のOffice Automation）の市場が大きい事が良く分かる。

すなわち，我々に便利さと楽しさを与える分野で貢献していることが良く分かる。

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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1880年：P.Curie [1859 – 1906] とJ.Curie [1856 – 1941] の兄弟は，水晶や

ロッシェル塩などの結晶が，圧力により電気分極を生じることを
示した。これは圧電気直接効果と呼ばれている。

1881年：これらの物質に電気を与えると機械的な変形が生じる現象を発見。
これは，圧電気逆効果と呼ばれており，フランスのG.Lippmann
[1845 – 1921] が理論的に予測し，Curie兄弟がこれを確認した。

P.Curie
[1859 – 1906] 

出所：
左写真：フリー百科事典

『ウィキペディア（Wikipedia）』
右写真： マリヤ・スクウォドフスカ・

キュリー博物館
（ワルシャワ）所蔵

P.Curieの新婚時代
右はM. Curie 1867 - 1934]

2 水晶デバイスの歴史 －圧電気現象の発見①－

p.12

◆ 解 説

水晶の周波数の選択や制御といった機能は，圧電気現象という特性によるものである。しかも，水晶は二酸化珪素
(SiO2)の単結晶である為に，電気的・物理的・化学的に安定した特徴を持っている。

圧電気直接効果現象に加え，圧電気逆効果現象が確認されたことは，電気機械結合を利用した電子部品としての
利用の可能性が見いだされた重要な発見である。

なお，Pierre Curie (ピエール・キュリー）は，ラジウムを発見したMarie Sklodowska-Curie (キュリー夫人)の夫である。

◆参考資料

写真の出所：左写真：フリー百科事典 『ウィキペディア』

http://ja.wikipedia.org/

右写真：Courtesy of Maria Sklodowaska-Curie Museum,

Warsaw
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交流印加

共振

X軸方向への圧縮時

出所：超音波TECHNO
川島 宏文氏

光軸方向から観察

水晶の圧電気現象

2 水晶デバイスの歴史 －圧電気現象の発見②－

Si

O

p.13

◆ 解 説

水晶結晶の模式図を使って圧電気現象の原理を説明する。

１．通常の状態では，プラス電荷を持つ珪素とマイナス電荷を持つ酸素は均衡している。

２．X軸方向に圧力が掛かると，マイナスX面の部分はマイナス電荷を持つ酸素との距離が近くなり，マイナス電荷
が発生する。

３．その逆に，プラスX面の部分はプラス電荷を持つ珪素との距離が近くなり，プラス電荷が発生する。

４．マイナスX面にプラス電荷を加えると，マイナス電荷を持つ酸素が引っ張られ，プラスX面にマイナス電荷を印可
するとプラス電荷を持つ珪素が引っ張られることになり，水晶片は伸びる方向に動く。

５．交流は交互にプラス・マイナスの電荷が変わるので，水晶片は伸び縮みを繰り返すことになる。

◆参考資料

図の出所：川島宏文 『水晶振動子の基礎（第2回）』

超音波TECHNO 1996年6月号 p.72-75，日本工業出版
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日本海海戦と無線機

無線の重要性の認識⇒安定した電波の要求

2 水晶デバイスの歴史 －圧電効果と水晶振動子①－

その後，無線通信の軍事利用が進み，
安定した電波が要求されるようになった

帝政ロシアのバルチック艦隊を発見し，「敵艦隊見ゆ」の第一報。
このとき使用したのが火花式三六式無線電信機。
世界戦史上初めて無線が使用された。

1905年(明治38年)
5月27日

日本海海戦

仮想巡洋艦 信濃丸

出所：ホームページ「なつかしい日本の汽船」

(http://homepage3.nifty.com/jpnships/)

p. 14

◆ 解 説

無線電信はマルコーニ(G.Marconi) [1874 - 1937] によって1895年に開発された。

戦争に初めて無線が利用されたのが，10年後の日露戦争・日本海海戦である。

僅かな艦船しか保有して居らず，艦隊を2分することが出来ない日本帝国海軍としては，東シナ海を北上するロシ
ア・バルチック艦隊のウラジオストック入港を阻止するには，待ち伏せをするしか方法がなかった。その為に，敵艦隊
が対馬の北水路を通るか，南水路を通るかが重要な課題であった。

1905年5月27日午前4時45分，九州の西方海域を哨戒していた信濃丸は火花式無線電信機で敵艦隊発見の第一
報を打電した。東郷平八郎元帥は「皇国の興廃この一戦にあり。各員一層奮励努力せよ」との意味を持つZ旗を掲
げて交戦，バルチック艦隊に大勝し日露戦争の帰趨を決した。

こうした事例により，無線の有効性が認められ，安定した電波制御の必要性が高まった。

火花式無線電信機；空中に張った電線（アンテナ）と地上の間で火花放電を

おこし，電気振動を発生させ，通信を行う

仮想巡洋艦；軍艦として徴用・改造された商船（貨物船・客船）

◆参考資料

写真の出所：長澤 文雄 ホームページ「なつかしい日本の汽船」

http://homepage3.nifty.com/jpnships/ 
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1921年 水晶振動子を発振回路に適用し，発振を確認；W.G.Cady [1874 - 1973]

1917年 水晶の圧電効果を振動子として最初に応用。
フランスの物理学者 P.Langevin [1872 - 1946] が
第一次大戦時のドイツ軍の潜水艦（Uボート）の音波探知用に利用。

通信に活用するため
周波数安定度向上が要求された

1924年 現在の水晶発振器の基礎となる発振回路の特許成立；G.W.Pierce
[1872 - 1956]

水晶振動子の研究は無線通信機技術の進歩とあい
まってますます活発化し，
水晶振動子工業の誕生へと発展。

圧電効果⇒振動子

2 水晶デバイスの歴史 －圧電効果と水晶振動子②－

p.15

◆ 解 説

１917年 「水晶の圧電効果を振動子として 初に応用」

P.Langevin（ランジュバン）博士は，ドイツ軍の潜水艦（Uボート）

発見方法の開発をフランス海軍から要請された。博士は裏側に

水晶片を取り付けた鉄の板を海中に沈め，敵潜水艦の出す音を

聴取する方法を開発した。その原理は，音を受けて振動する鉄の

動きを，裏に貼り付けた水晶に圧力として作用させ，電荷の変化を

検知するものであった。

1921年 「水晶振動子の発表」

W.G.Cady（ケディ）博士は，水晶片の両側に電極を置き，水晶片を

振動させ，一定の周波数を出すことに成功した。（Ｘ板縦振動子）

出典；W.G.Cady, "PIEZOELECTRTCITY", McQraw-Hill ,1946

1924年 「水晶発振回路の発表」

G.W.Pierce（ピアス）博士は，水晶振動子を使った発振回路を開発

し，安定した周波数を出すことに成功した。（それまではLC素子を

使った発振器であった為に，周波数は不安定であった）

U.S. patent ; 1789,496, application Feb 25,1924 issued Jan, 20
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R1板（ATカット）の発見

Θ=35°15′

Z軸

Y軸

X軸

水
晶

日本の古賀逸策博士 [1899 – 1982] と高
木昇博士 [1908 – 2005] は，

1933年にR1板(ATカット)の振動子を発表
米国・ドイツ等はこれに続いた。

1963年文化勲章
受賞時の古賀博士

古賀逸策先生記念事業会編
『古賀逸策博士記念文集』（1984年）より

切断方位図

ATカット

Yカット

2 水晶デバイスの歴史 －圧電効果と水晶振動子③－

[出所；日本電波工業株式会社]

p.16

◆ 解 説

水晶は，その原石から水晶片を切り出すときの切断角度により，電気的特性が異なる。長手方向に対して垂直面を
切り出したものを「Yカット」，平行した面で切り出したものを「Xカット」と呼ぶ。

「Xカット」の水晶振動子は温度を上げると周波数がマイナス方向に動き，Yカットの水晶振動子はプラス方向に動く。

古賀逸策博士は，「常温（25℃）付近で周波数の変化が少なくなる」ゼロ温度特性を持つ適切な切断角度があるは
ずだと考え研究をした。

その結果，世界で初めて，温度特性の優れたカットを発明し，「R1板」と命名した。

その後，米国・ドイツで相次いでも発明された。

米国のベル研究所は，「R1板」と同様のZ軸との傾きが35度15分のものを「ATカット」と名付けた。他の傾きの水晶片
を「BTカット(Z軸との傾きが-49度)」「CTカット(Z軸との傾きが38度)」と連続性のある命名方法を採用した為に，その
呼び方が普及し，「ATカット」が代表的カットの名称として，広く世界で使用されている。

その後も，世界中の科学者がゼロ温度特性を示す角度の発見を目指したが，当初の目的は達成できず，ゼロ温度
特性の実現には限界があることがわかった。

◆参考資料

図の出所： 日本電波工業株式会社 製品カタログ「人工水晶・水晶ブランク・光学製品」

（1988年版）より再編集

写真の出所：古賀逸策先生記念事業会編 『古賀逸策博士記念文集』（1984年）
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ATカットの振動

2 水晶デバイスの歴史 －圧電効果と水晶振動子④－

[出所：日本電波工業株式会社]

p.17

◆ 解 説

振動子には切断角度（カット）により，固有の振動姿態を持つ。

厚み滑り振動；ATカット，BTカット

屈曲振動 ；+2度Xカット，XYカット，NTカット

伸張振動 ；+5度Xカット

輪郭滑り振動；CTカット，DTカット，SLカット

代表的な角度であるATカットの厚み滑り振動の姿態を動かして見る。

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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水晶振動子には多様なカットがある

R1板（ATカット）を用いた水晶振動子の周波
数温度特性は，ゼロ温度特性を持つため，他
のカットと比較して，周波数安定度が良好で
ある

水晶振動子のカット別周波数温度特性例

2 水晶デバイスの歴史 －圧電効果と水晶振動子⑤－

[図の出所：日本水晶デバイス工業会][グラフの出所：日本電波工業株式会社]

p.18

◆ 解 説

水晶片の切断角度（カット）の違いにより，AT・BT・CT・DT・NT・XYなどの名称が有る。

カットにより，周波数温度特性が異なり，ATカットは温度変化に対して周波数安定度が良好である。このため，通信
用を始めとして，多くの機器で使用されることとなった。

◆参考資料

グラフの出所：日本電波工業株式会社 製品カタログ「水晶振動子」p.5

図の出所：日本水晶デバイス工業会 http://www.qiaj.jp/
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天然水晶
↓

人工水晶
↓

Z軸方向から観察

同じY軸方向長さの
種子を使用して
育成すると・・・

天然水晶は，インクルージョン（含有物）や結晶格子中に取り
込まれる不純物原子，線状欠陥（line defect），面状欠陥
（plane defect）など「不純物が多い」「形状にバラ付きがあ
る」ことより，「歩留まりが悪い（＝不良率が高い）」「高価」な
どの欠点がある。

3 人工水晶の開発 －人工水晶の工業化①－

人工水晶と天然水晶

[写真の出所：日本電波工業株式会社]

p.19

◆ 解 説

天然水晶は双晶（電気的極性の逆転現象；面状欠陥），クラック（ひび割れ，傷），不純物が多く，電気的特性を持
つ部位は1%以下である。

更にその良好な部位から水晶片を取り出し，必要な形状に削り出すと，その歩留まり（投入量に対して良品となる比
率）は20%程度である。

結果として，0.2%程度の歩留まりとなり，非常に効率がよくない。このため，天然水晶に替わる人工水晶の開発が求
められていた。

インクルージョン；

岩塩などの鉱物固体，二酸化炭素などの気体，塩化物水溶液

結晶格子中に取り込まれる不純物；

アルミニウム，リチウム，ナトリウム，鉄など

◆参考資料

写真の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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1900年 ・水熱合成法による水晶育成の成功
イタリア人科学者G.Spezia [1842 – 1911] がトリノ大学で

高圧釜を使って初めて成功

1930年代 ・通信の利用の進展に伴い，水晶振動子の需要が増加
天然に産出する質の良い大きな水晶の原石が重要視され，

ブラジル産の天然水晶が注目されるようになる

3 人工水晶の開発 －人工水晶の工業化②－

1940年 ・ドイツ政府，イギリス政府 人工水晶の研究開始
現在の温度差法による育成方法が確立される

1940年代 ・第２次世界大戦では，水晶が戦略物資として重要な資源となる
・第２次世界大戦後，水晶の工業化研究が，イギリス・アメリカ
（ベル研）・ロシアで開始

1952年 ・日本における人工水晶育成研究開始

1956年 ・初の人工水晶専業メーカー SAWYER社(米国)が設立される

人工水晶工業化の歴史

p.20

◆ 解 説

1900年；世界初となったトリノ大学のG.Spezia（スペッチア）の人工水晶の製造方法は，現在の製造方法と逆に，高
圧釜の上部に原料となる屑水晶（天然水晶のかけら；ラスカ）

を入れ，種水晶（人工水晶の基となる水晶板）は下部に置いている。

（現在の製法は後述）

1940年；太平洋戦争が始まる前に，日本はブラジルで天然水晶を大量に購入して2隻の

船に乗せて運搬した。

パナマ運河で1隻は戦略物資積載で止められたが，明電舎の重宗雄三社長が個人資産を投じて購入した天
然水晶を搭載した1隻は無事に横浜に入港した。その結果，

大量の水晶振動子が製造可能となり開戦準備が整った。

戦後；日本の人工水晶育成研究では，東北大学の大原儀作教授が初めて成功した。

その人工水晶はクッキー程度の大きさの物であった。

日本での人工水晶の工業化においては，添加不純物の研究に時間が掛かり，

育成成功から工業化成功まで数年を要した。

◆参考資料

1) 岩崎秀夫・岩崎文子『水晶の産業的歴史 －温故知新－』

静岡大学シンポジウム「水晶未来材料」（平成17年9月21日） 配付資料



快適な社会を支える圧電デバイス 21

カバー

対流制御板

ラスカ

シールリング

育成結晶

バンドヒーター

圧力計

熱電対

熱電対

保温材熱電対

オートクレーブ本体

クランプ

保温材

14,000mm

総重量: 118トン
高さ: 5階建てビル相当

290mm

650mm

1,230mm

運転条件
最高使用圧力：1,500kg/cm2

(147MPa)
最高使用温度： 410℃

大型育成炉模式図（内径650mmφ×14m）

カバー

対流制御板

ラスカ

シールリング

育成結晶

バンドヒーター
熱電対

熱電対

保温材熱電対

オートクレーブ本体

クランプ

保温材

3 人工水晶の開発 －人工水晶の工業化③－

オートクレーブ様式図 [図の出所：日本電波工業株式会社]

p.21

◆ 解 説

人工水晶育成用の高圧炉は「オートクレーブ」と呼ばれている。

1回の人工水晶育成（製造）には40～110日を要する（人工水晶の品種によって異なる）。

以下に，人工水晶製造（育成）の過程を記す。

１．オートクレーブは一方の端が閉じられている，細長い高圧の容器である。

２．オートクレーブの下部にはラスカ（天然水晶のかけら）を入れ，上部には種水晶を

セットする。

３．内部にアルカリ溶液を注入して，上部に蓋をする。

４．下部を約400度，上部を300度にすると内部の気圧は1,500気圧に上昇し，温度差で

対流が始まる。

５．アルカリ溶液により，下部の原料域で溶けた天然水晶の分子は，対流によって

上昇する。

６．上部は温度が低いので過飽和状態となり，天然水晶の分子は種水晶に付着して

安定する。

７．この様にして吊された種水晶に天然水晶の分子が堆積し，人工水晶となる。

◆参考資料

写真の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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露天掘り

破砕

3 人工水晶の開発 －人工水晶の工業化④－

インド
南部高地

スリランカ

マダガスカル
北部高地

オーストラリア
西部高地

アーカンソー

アラスカ

中国
南部高地

ノルウェー
南部高地 ロシア

中部高地
北アメリカ

ブラジル
バイア

ミナスジェライス

原料用天然水晶・石英の主な産地と原料（屑水晶）の採掘現場

[図・写真の出所：日本電波工業株式会社]

p.22

◆ 解 説

左上：人工水晶育成に使用する原料は屑の天然水晶（ラスカ）である。

地球上には水晶の埋蔵量は多いが，地表近くに析出している地域

は限られている。

露天掘りに近い状態で，屑に加工する低賃金の作業員が容易に

集められ，輸送に便利な地域はさらに限られてくる。

地域によってアルミの含有量などが異なるが，産地としてブラジルが

も有名であり，マダカスカル・中国・アメリカのアーカンソーなどが

それに続く。

右上；露天掘りの現場（平原の一部に露出している）

左下：天然水晶を掘り出した後の穴

右下：天然水晶のブロックを割り，不純物の多い部分を取り除き屑水晶

（ラスカ）に加工している。

◆参考資料
図の出所： 日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/

写真の出所： 日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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砲身 口径 41 cm
全長 18.8 m
重量 約102 トン

45口径

戦艦長門に搭載された日本製鋼所製砲身

出所：世界の艦船 No.391 1998年3月号増刊
p.181より 海人社

長門型戦艦「陸奥」の砲身
(東京 船の科学館展示)

戦艦長門搭載 45口径40.6ｾﾝﾁ砲

3 人工水晶の開発 －オートクレーブの大型化①－

日本には元々「大砲」製造という基礎技術があった

p.23

◆ 解 説

人工水晶の製造（育成）には巨大な設備と月単位の時間を要す。

この人工水晶の生産効率を上げる（1回の育成で製造される人工水晶の

総量を増やす＝人工水晶の大型化）には，高圧容器（オートクレーブ）の

大型化が不可欠となる。

しかし，人工水晶を製造するオートクレーブは内圧が400度と高温に温め

られ，1500気圧に耐えねばならないため，大型化は困難と思われていた。

だが，戦前の大砲の砲身を作る技術を流用した為，日本では世界一大のオートクレーブを製造することが可能と
なった。

◆参考資料

写真の出所：長門型戦艦「陸奥」の砲身 日本電波工業株式会社

戦艦長門 『世界の艦船』 No.391 (1988年3月号増刊) p.181

海人社

1) 石黒徹『大型人工水晶育成用オートクレーブの材料・設計・製造技術』

日本水晶デバイス工業会材料委員会提出資料（2001年2月6日)



24オートクレーブ大型化の推移

•1984年に650mmφの大型オートクレーブが導入された

内径

Ａ φ180 mm

Ｂ φ250 mm

Ｃ φ400 mm

Ｄ φ650 mm

生産重量

Ａ 35 ｋｇ

Ｂ 100 kg

Ｃ 520 ｋｇ

Ｄ 2200 kg

5m

15m

10m

Ａ

Ｂブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
方
式

1963年
2.7 m

1968年
4 m

Ｃ

Ｄ

グ
レ
ー
ロ
ッ
ク
方
式

1974年
8 m

1984年
14 m

深さ Φ650 mmの消費ｴﾈﾙｷﾞｰ
はφ180 mmの5 %程度

3 人工水晶の開発 －オートクレーブの大型化②－

人工水晶の大型化実現⇒生産効率UP

[図の出所：日本電波工業株式会社]

p.24

◆ 解 説

米国・欧州でのオートクレーブは初期投資された設備のままであり，A・Bの「ブリッジマン・タイプ」が主流である。

日本では，効率を上げるために継続した設備投資がなされ，C・Dの「グレーロック・タイプ」の大型オートクレーブが
順次開発・設置されてきた。

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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オートクレーブの据付

3 人工水晶の開発 －オートクレーブの大型化③－

大型オートクレーブの実例

[写真の出所：日本電波工業株式会社]

p.25

◆ 解 説

米国イリノイ州のBelvidere市にある日本電波工業の子会社（NDK Crystal）にオートクレーブを搬入設置した時の写
真である。

建物の屋上の高さは30m。約100トンのオートクレーブを500トン・クレーンで吊り上げて，屋上から搬入している。

右上の写真は，設置リングにオートクレーブをセットしている状態で，作業員との比較から大きさが良く分かる。

右下の写真はリングに収まった状態である。オートクレーブの周囲にヒーターを巻き，電気炉を構築すると炉の完成
となる。

◆参考資料

写真の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/



26合計

その他

アメリカ

中国

日本

ロシア

国名

4,658

259

434

1,060

1,339

1,566

生産能力（t/年）

100%

5.6%

9.3%

22.8%

28.7%

33.6%

比率

2004年 QIAJ推定

生産される人工水晶の
品種により，育成時間
や生産重量は異なるた
め，実際の世界全体の
生産重量は1630 t/年
程度と推定されている

33.6 %

28.7 %

22.8 %

9.3 %
5.6 %

ロシア

日本

中国

アメリカ

その他

人工水晶の国別生産能力推定（Z板換算） 2004年

3 人工水晶の開発 －オートクレーブの大型化④－

オートクレーブの大型化実現により生産効率UP，水晶デバイスの大量生産が可能に

[データの出所：
日本水晶デバイス工業会]

p.26

◆ 解 説

全世界の生産量は年間約4600トンであるが，これは全てのオートクレーブがZ板のみを生産したものと仮定しての
数量である。

現実的にはY棒等，他の品種も生産しているため，実際の生産数量は1,630トン／年程度と推定される。

高品質の人工水晶を潤沢に生産できるのは日本だけである。

◆参考資料

グラフの出所：日本水晶デバイス工業会 http://www.qiaj.jp/
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15% 1%

17%
67%

日本

ドイツ

イギリス

米国

国際規格提案率

国際規格提案の67 %以上が日本

欧米はパッケージサイズが標準化されず，今だに自分独自の
パッケージを採用しているため，なかなかシェア拡大ができない

67%
17%

15% 1%

出所：高木幹雄教授 IEC/TC 49 提案一覧表(2005年版)

TC 49への日本の国際規格提案率は世界一

4 国際規格 －IEC/TC 49: 水晶デバイスの国際標準化組織－

p.27

◆ 解 説

IEC（International Electrotechnical Commission； 国際電気標準会議）はISO（International Organization for 
Standardization； 国際標準化機構）とともに工業製品の国際規格を採択・公開する国際標準化組織である。
IEC/TC 49はその中の技術委員会（Technical Committee)の一つである。

IEC/TC 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selectionのScopeは “Frequency 
Control & Selection and Di-electronics”であり，水晶デバイスにかかわる国際規格もIEC/TC 49にて審議される。

また， IEC/TC 49の中には10のWorking Groupがあり，各WGは下記の分野を担当している。

WG 1：水晶振動子，WG 2：水晶フィルタ，WG 4：圧電セラミック，WG 5：人工水晶，

WG 6：クリスタル測定法，WG 7：（水晶）発振器，WG 8：IEV（語彙），WG 9：外形寸法，

WG 10：SAWフィルタ・誘電体，WG 11：用語の統一

日本の水晶デバイスメーカが，独自の仕様に走らずに，業界全体で等級・パッケージの標準化を進めた要因は，以
下のように「自社のメリット」だけでなく，「顧客のメリット」を追求したことにある。

パッケージの場合；顧客の要求（マルチソース）

水晶メーカの利便性（カバー，ベースの入手しやすさ）

水晶原石の場合；等級の導入により，他社品との品質の差別化が可能

高品質製品の価格維持

⇒パッケージ・等級の標準化により，顧客が製品を選びやすくなった

一方，ロシア（旧ソ連）は前ページの通り，人工水晶の生産能力こそ世界一であるが，ロシア国内の水晶デバイス市
場は軍需が僅かにある程度で民需が殆ど無い（そのため,ロシアは膨大な人工水晶のキャパをもてあましている）。
需要があるからこそ，規格の新規提案があるのであり，需要の無いところからは新規提案が出るはずも無い。

また，ロシアの水晶デバイス産業はそもそも，国際規格提案にあまり熱心でないように思われる（TC49国際会議にロ
シアからの出席者が殆どいない） 。

◆参考資料

図の出所：高木幹雄 IEC/TC49 提案一覧表(2005年版)
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インクルージョン（異物）

オートクレーブ内壁（Cr-Mo-V 鋼）の表面状態

(a) アクマイト NaFe(SiO3)2 (b) エメリューサイト Li2Na4Fe2Si１２O３０

50μm50μm

結晶中のインクルージョン

50μｍ

育成溶液の対流によって壁面から遊離・凝集

人工水晶中に取り込まれ品質を低下させる

インクルージョン密度は JISで規格化

4 国際規格 －人工水晶の品質①－

[写真の出所：日本電波工業株式会社]

p.28

◆ 解 説

代表的なインクルージョンであるアクマイトやエメリューサイトは人工水晶の育成過程でオートクレーブ内で発生する
ものである。

アクマイト[NaFe(SiO3)2]；

Na=溶液(NaOH)，Fe=オートクレーブの内壁，SiO3 =原材料(SiO2)

エメリューサイト[Li2Na4Fe2Si12O30]；

Li2 =ラスカ内に微量含有，Na=溶液，Fe=内壁，Si12O30 =原材料

育成溶液の対流により，内壁に付着した二酸化珪素(SiO2)の分子がナトリウム溶液や内壁の鉄と化学反応を起こし
て生成される（オートクレーブ内部は「3 人工水晶の開発 －人工水晶の工業化③－」参照）。

オートクレーブの内壁に生成されたアクマイトやエメリューサイトが対流によって，壁面から遊離・凝集して，育成中
の種水晶に付着し，人工水晶の品質を低下させる。

インクルージョンの密度（含有率）はIECやJISで規格化されている。（規格値の詳細は後述）

◆参考資料

写真の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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人工水晶の転位

Yカット人工水晶のX線ラング写真

g=2110

+X領域に観察される転位

Z領域の
転位

種水晶

Z

+X

Y

Z領域においては種水晶（短冊状の水晶板）が持つ
転位を成長領域に継承

結晶格子欠陥の一種で，格子のズレ，すべりに起因して線状に繋がって生じる単位
格子の変位

4 国際規格 －人工水晶の品質②－

Z領域

[写真の出所：日本電波工業株式会社]

p.29

◆ 解 説

人工水晶の転位とは，水晶の結晶格子の欠陥の一種で，結晶の格子のズレ・すべりに起因して線上につながって
生じる単位格子の変位（欠陥）。

上記写真は人工水晶の長手方向垂直面（Yカット）から見たＸ線ラング写真である。中央部の種水晶（黄枠部分）の
周囲に水晶の分子が堆積（成長）し，人工水晶となっている。

細い線状の縞が転位であり，Ｚ領域（赤枠部分）の転位は，種水晶の持つ転位をそのまま継承している（＝種水晶
の線状欠陥をそのままコピーして成長する）。

このため，種水晶には，できるだけ，転位（＝線状欠陥）の少ないものが要求される。

◆参考資料

写真の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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エッチチャンネル

水晶片の洗浄・厚み調整(水晶振動子)
水晶片の外形加工(音叉型水晶振動子)
水晶片の外形加工(ジャイロセンサー)

これらの製品にはエッチング工程が採用されており，水晶片の穴あき・欠け・特性不良など問
題を引き起こす場合がある

4 国際規格 －人工水晶の品質③－

エッチチャンネル 多い エッチチャンネル 少い

エッチチャンネルは転位に沿って優先的にエッチング（溶解）が
進行したチャンネル状の孔

Z

+X

Y

室温 28% フッ化水素酸
100時間エッチング後

[写真の出所：日本電波工業株式会社]

p.30

◆ 解 説

人工水晶を水晶振動子に加工する際，表面加工の手段の一つとして，薬品を使用したエッチング（溶解）がとられ
る場合がある。

エッチチャンネルとは，エッチングの際，転位に沿った溶解により生じる管状の空洞。

高精度の水晶振動子や，音叉型水晶振動子を製造するためには，エッチング工程が採用されており，エッチチャン
ネルが多い人工水晶をこの工程に投入すると，水晶片の穴あき・欠け・特性不良等の問題を引き起こす場合がある。

エッチチャンネルの密度も人工水晶の品質基準として規格化されている。（規格の詳細は後述）。

◆参考資料

写真の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/



31

水晶振動子の機械的Q値とα値の相関図

α値

水晶振動子の発振の鋭さ(Q値)は，素材である水晶の赤外吸収係数αと相関がある

赤外吸収係数α=人工水晶の品質評価基準

0.30.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28
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7

9

Q

高品質な振動子
高いQ値

(発振が鋭い)
水晶は・・・
α値小さい
OH基少ない

高純度
高品質

低いQ
(発振が鈍い)

水晶は・・・
低純度
低品質

換算式 106／Ｑ＝0.061+9.143α-3.58α2

周波数

発
振
の
強
さ

水晶振動子
水晶振動子の固有発振

回

路

発振の鋭さ
(Q値)の概念

4 国際規格 －人工水晶の品質④－

[グラフ・図の出所：
日本電波工業
株式会社]赤外吸収係数α

p.31

◆ 解 説

水晶振動子は設定された周波数で鋭く発振するものが，高品質とされている（右図）。

この発振の鋭さはQ値として表される。

OH基は結晶格子の欠陥で，OH基が多いと振動子の機械的内部損失が増え，Q値が下がる。Q値が高い水晶は
高純度でOH基も少ないが，Q値が低い水晶は低純度である。

OH基は赤外領域の特定波長を吸収するため，赤外線吸収率を表す赤外吸収係数αはQ値と反比例の相関関係
をもつ（左図）。このため，人工水晶の品質の評価基準として採用されている（規格の詳細は後述） 。

◆参考資料

グラフの出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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人工水晶のIEC規格① 引用規格 IEC 60758:2004
JIS C 6704:2005

1).赤外線吸収係数α

水晶の赤外線吸収係数αが水晶振動子の機械的内部損失Qと相関があることを利用
した評価方法。α値が小さいほどQが高く高品質である。

低周波

振動子

0.140

E

高周波産業用

水晶振動子
高安定高品質水晶振動子用途

0.1000.0680.0500.0240.015α3585

DCBAAa等級

αグレード表

4 国際規格 －人工水晶の品質⑤－

p.32

◆ 解 説

赤外線吸収係数α

水晶の赤外線吸収係数αが水晶振動子の機械的内部損失Qと相関があることを利用した評価方法。α値が小さい
ほどQが高く高品質である。

高安定・高品質な水晶振動子を製造するためには，α値が低い人工水晶が必要となる。

赤外線吸収率を国際規格にするためには，同じ人工水晶のウエハーを各国に回送し，各社で測定して同じ結果を
得るための実験を行う必要があった。1987年に日本で作成した測定サンプルは米国・ドイツ・英国・フランス・ロシア
に回送され，その測定結果を検討することとなった。

正確な測定をするには時間と労力が掛かる。自社の作業に専念したい各社の積極的な協力を得ることは困難を伴
うが，個人的な繋がりを頼りに推進された。

この規格は1989年に英国のBrightonで開催された会議で 終的に決定したが，データ収集など，裏には大変な努
力があった。

なお，Aaという等級は，日本だけが 高品質の人工水晶を作ることができたので，特別高品質なものを区別するた
めに作られた等級である。

◆参考資料

表の出所：IEC 60758-2004／JIS C 6704-2005
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国際規格作成での配慮
他社に対する優位性は論拠を明確にして主張すること

独善的にならぬこと

各国の顔を立てる方策を考えること

4 国際規格 －人工水晶の品質⑥－

Aa, A, B, C

Ⅰb, Ⅰa, Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ

例： A, B, C

Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ

p.33

◆ 解 説

普通の規格では，グレードの高い順番に，「A」や「Ⅰ」から始まる。

人工水晶の国際規格化に際し，日本メーカーと欧米メーカーの品質の差は歴然としたものがあった。

しかし，誰も自分の 高基準のレベルが他社より低く，「格下」と見られることは認めたくないものである。

そこで相手の 高の基準に「A」や「Ⅰ」を付与し，それよりも高い基準として「Aa」や「Ⅰa」を特別規格として新たに
新設することで摩擦を減らし，国際規格として成立させた。

例） 赤外線吸収係数αのグレード「Aa」 （前ページ参照）

インクルージョン密度のグレード「Ⅰa」 「Ⅰb」 （次ページ参照）

このように，標準化にあたっては，自己の優位性を主張しつつも，他の利害関係者への配慮を行うことが，いらぬ摩
擦をおこさせず，解決を図るカギとなる。

国際会議出席にあたってのノウハウ等については，トピックス「ロバート議事規則の要点」を参照。
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人工水晶のIEC規格② 引用規格 IEC 60758:2004
JIS C 6704:2005

2).インクルージョン密度

水晶中に含まれるインクルージョン密度で品質がグレード分けされる。アクマイトやエメー
リューサイトと呼ばれる水晶の副生成鉱物が代表的なインクルージョンとなる。下記グ
レード表の数字は，1 ㎝3あたりの許容含有数を表している。インクルージョンが少ない
ほど高品質である。

10-30μm

30-70μm

70-100μm

100μm以上

産業用水晶振動子高周波，高安定振動子，
SAW

フォトリソグラフ加工，

高安定振動子用途

129632

85421

64210

43210

異物
の大
きさ

ⅢⅡⅠⅠbⅠa等級

インクルージョン密度グレード表 [単位：個/㎝3]

4 国際規格 －人工水晶の品質⑦－

p.34

◆ 解 説

インクルージョン密度

水晶中に含まれるインクルージョン密度で品質がグレード分けされる。アクマイトやエメーリューサイトと呼ばれる水
晶の副生成鉱物が代表的なインクルージョンとなる。下記グレード表の数字は，1㎝3あたりの許容含有数を表して
いる。インクルージョンが少ないほど高品質である。

フォトリソグラフ加工を必要とする振動子にはインクルージョン密度の小さい人工水晶が必要となる。

インクルージョン密度は，人工水晶を高輝度のランプで照射して，内部のインクルージョンの数を測定する。

◆参考資料

表の出所：IEC 60758-2004／JIS C 6704-2005
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人工水晶のIEC規格③
引用規格 IEC 60758:2004

JIS C 6704:2005
3).エッチチャンネル密度

水晶をエッチングしたときに，結晶中の線状欠陥に沿って生じる管状の空孔をエッチ
チャンネルと呼ぶ。密度が低いほど高品質。フォトリソグラフ加工などエッチングプロセ
スには低エッチチャンネル密度の水晶が使用される。

低周波

振動子

産業用水晶

振動子

フォトリソグラフ，
SAW

フォトリソグラフ，高
周波基本波水晶振
動子用途

6003001003010最大許容密度

54321等級

エッチチャンネル密度グレード表 単位：本/㎝2

4 国際規格 －人工水晶の品質⑧－

p.35

◆ 解 説

エッチチャンネル密度

水晶をエッチングしたときに，結晶中の線状欠陥に沿って生じる管状の空孔をエッチチャンネルと呼ぶ。密度が低
いほど高品質。フォトリソグラフ加工などエッチングプロセスには低エッチチャンネル密度の水晶が使用される。

育成した人工水晶のエッチチャンネルの数は，転位の影響があるため，種水晶に含まれるエッチチャンネルの数量
以上となる。その為に品質の良い種水晶を使用することが大前提で，次に育成条件が重要となる。

◆参考資料

表の出所：IEC 60758-2004／JIS C 6704-2005
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0.001

0.01

0.1

1

10

1980 1985 1990 1995 2000 2005
年

㎝

水晶発振器

水晶振動子

5.0×3.2㎜

3.2×2.5㎜

1985年～2000年の
15年間で容積が
約100分の1になった

3.2×2.5㎜

HC-6/U

HC-18/U

11.4×9.6㎜

20×20×10㎜

7.0×5.0

2.5×2.0

3

7.0×5.0

4 国際規格 －パッケージ・サイズ標準化の成果①－

＊小型パッケージ・サイズの標準化はQIAJが世界の中心となって進めてきた

水晶振動子/発振器小型化推移

[グラフの出所：日本水晶デバイス工業会]

p.36

◆ 解 説

携帯端末は小型化の要求が強く，その要求を満たすことで部品の小型化が始まった。

1995年頃には，表面実装型の水晶デバイスが主流となった。

SMD品は日本メーカーにより開発された小型パッケージがデファクト標準として標準化に先行して普及したため，そ
の後はパッケージ・サイズの混乱もなくなった。

◆参考資料

図の出所：日本水晶デバイス工業会 http://www.qiaj.jp
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パッケージの国際規格提案状況

4 国際規格 －パッケージ・サイズ標準化の成果②－

2,478億円

*世界合計

2006年

3,853億円

日本の水晶業
界（QIAJ）の

シェア

世界における日本のシェア（金額）

＊世界合計推定：セット機器の台数予測・セット当り
の水晶製品使用数及び調査会社資料を基に推定

*SAW含まず

2007年(予定)1.6 x 1.2

2002年2.5 x 2.0

1999年3.2 x 2.5

2005年

1997年

1997年

1990年

市場投入(年)

2000年8月7.0 x 5.0

国際規格とし

て提案予定

2.0 x 1.6

5.0 x 3.2

6.0 x 3.5

IEC承認(年月)パッケージ

サイズ(mm)

標準化は先手必勝

[表・グラフの出所：日本電波工業株式会社]

64%

p.37

◆ 解 説

日本は，TC49に対し水晶デバイスのパッケージ・サイズの国際規格に関する提案を積極的に数多く行い小型化を
リード。

日本はIEC規格を積極的に採用し世界のシェアを握った。

（欧米はパッケージ・サイズが標準化されず，今だに自分独自のパッケージを採用しているため，なかなかシェア拡
大ができない）

日本は人工水晶の品質や水晶デバイスのパッケージ・サイズなど，水晶デバイスに関する国際規格の提案を積極
的に行ってきた。

結果として，高性能・高安定な水晶デバイスを安価・大量に供給できるようになり，世界で大きなシェアを獲得するに
至った。

◆参考資料

表の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/

グラフの出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1985 1987 1991 1993 2006

年

容
量

(

C
C

)

2,299容積(cc)

55幅(mm)

220長さ(mm)

190高さ(mm)

3,000 g重量

676容積(cc)

92厚さ(mm)

42幅(mm)

175高さ(mm)

900 ｇ重量

ムーバﾞF

デジタルムーバﾞF

193容積(cc)

28高さ(mm)

130長さ(mm)

53幅(mm)

240 ｇ重量

ショルダーホン●

初代携帯(TZ-802)

●

●
●

234容積(cc)

31高さ(mm)

145長さ(mm)

52幅(mm)

230 ｇ重量

67容積(cc)

19高さ(mm)

90長さ(mm)

39幅(mm)

69 g重量

● premini

＊1985年のショルダーフォンは，3,000 gで2,300 cc。
＊初代携帯は900 g/680 ccからスタートし，今や70 g以下/70 cc以下（しかも多機能化）

QIAJは小型部品の標準化で，携帯電話の小型化に貢献

5 トピックス －携帯電話のサイズ・容量推移（日本） －

[写真の出所：株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ]

[グラフの出所：日本電波工業株式会社]

p.38

◆ 解 説

日本における携帯電話の小型化の推移を解説する。

1985年に発表された，従来の自動車電話に代わり「人間が持ち運ぶことができる」 初の携帯電話は「ショルダーホ
ン」と呼ばれ，重量は3kg，大きさは厚さ5.5cmのB5版ほどであった。持ち運びのために肩掛け用ストラップが付属し
ていた。

1987年に初めて片手で持てる大きさに小型化された「TZ-802」型が開発された。ショルダーホンに比べ，重量・容
積とも1/3以下と大幅に小型化が進んだが，900gという重量は気軽に持ち運べるものではなかった。

1991年に初代の「ムーバ」が発表された。 「TZ-802」型に比べ，小型化が進みワイシャツやスーツのポケットに入る
サイズになると爆発的に需要が増加した。

上記の図では，近年，小型化のスピードが鈍っているようにも見られる。しかし，1993年の「デジタル化」以降，「電
話」だけでなく「メール」「インターネット接続」「大型カラー液晶画面」「テレビ／ラジオ」「デジタルカメラ」等の機能が
増え続けている。そうした「重量・容積増要因」の増加にもかかわらず，携帯電話本体の小型化が進んでいる背景に
は，搭載されている電子部品の小型化が大きく貢献している。

そうした電子部品の中でも，「4 国際規格 －パッケージ・サイズ標準化の成果①－」の通り，水晶デバイスの小型
化は顕著であった。

◆参考資料

グラフの出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/

移動（携帯）電話画像：株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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5 トピックス －ロバート議事規則の要点－

Action before debate on a question

Robert’s Rules of Order の要点

① Obtaining the floor

“Mr. President” / “Mr. Chairman”
② A motion must be made

③ The motion must be seconded

“I second the motion” is necessary   

④ The chair must state the motion

The motion is open to debate

p.39

◆ 解 説

１８７６年に米国陸軍のヘンリー・ロバート将軍が米英会議の運営規則を基に，民間団体でも対応できる会議運営の
ルールブックとして作成。 多人種，多民族から構成される会議では全ての構成員が納得するルールが不可欠。

[ロバート議事規則の要点]

１．議長に発言の許可権があり，まず，発言権を求める。
２．議長の指名により発言が許される。

３．提案の審議開始には「セカンド（他の出席者の賛成・支持表明）」が必要
４．会議は議長が主宰し，少数意見も尊重しつつ，全体としての意見を集約してゆかなければならない。

[会議をスムーズに行うためのコツ]

・「セカンド」を得るためには，他の出席者との相互理解が不可欠である。

休憩や食事の際には，積極的に他の出席者と同席し，コミュニケーションを深めることが

重要である。こうした人間関係が提案を出した際，「セカンド」を得るための下地となる。

・審議を円滑に進めるためには，自己中心的な参加者のプライドをくすぐると効果的。

・デファクトスタンダードは好まれない（市場原理による力ずくの印象？）

・Ｐ Member（Participating Member；積極的参加委員）不足は，中国からの参加者を増やす

ことで解決できる（台湾は参加資格がない）

・国際標準化会議にはエンジニアが出て行くべき。
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5 トピックス －「標準」の採用によるメリット－

社内の相互理解や意思疎通が容易になるばかりでなく，
国内・国際的にもそのまま通用する。
結果として誤解やムダがなくなる。

例）抵抗器の図記号
現 旧

用語・記号

「標準」の採用によるメリット

国際認証
規格

ISO9000やISO14001の認証登録を得ることにより，社
会的に認知される。また，その認証登録を取引の条件と
する企業もある。

国際財務
報告基準

株式公開企業としての信用力が向上する。
・日本基準は海外では信用されていない
・米国も2009年より国際財務報告基準採用の方向

p.40

◆ 解 説

ISO 9000は，品質マネジメントシステム関係の国際標準化機構による規格。ISO 14001は環境関係の国際標準規
格。EU域内では，新規に取引を行う際にはISO 9000シリーズの認証取得が取引の前提条件とする企業が多くなっ
ている。また，自動車関連メーカーとの取引では，ISO 9001に自動車産業向けの固有要求事項を付加したISO/TS 
16949の認証取得が要求される。

国際財務報告基準(IFRS ; International Financial Reporting Standards)は米国会計基準や日本の会計基準に比べ，
「投資家保護」の観点から厳格な公開基準が適用されており，透明性が高い。2007年7月現在，国際財務報告基準
に対応している日本企業は数少ない。



快適な社会を支える圧電デバイス 41

5 トピックス －水晶デバイスの構造①－

NX5032SA 

セラミックベース

水晶素板(ブランク)

電極

金属カバー
外形 5×3.2mm

水晶素板の周波数(kHz) =
厚み(mm)

1670

[図，写真の出所：日本電波工業株式会社]

水晶振動子の構造

p.41

◆ 解 説

水晶振動子の構造

水晶振動子は水晶に電圧をかける(電流を流す)と一定の周期で振動する特性（＝圧電効果）を利用した電子部品
である。圧電効果を持つ物質はいろいろあるが，その価格・電気的特性から も利用されているのが水晶である（圧
電効果の詳細は，次項『水晶デバイスの歴史』を参照)。

上図は現在一般的に使用されている表面実装型水晶振動子の構造図である。薄く切断した水晶の板（水晶素板）
に電極膜を形成し，セラミックベースの内部に導電性接着剤を用いて２点で接着，上からカバーをかぶせて完成と
なる。水晶素板は，プールの飛び込み板のように，片側の端のみがセラミックベースに接し，電圧がかかると，接着
点を支点として振動する。

この水晶素板の厚みは求められる振動の周期(＝周波数)で決定され，一般的には

紙幣（約0.1mm）と同等，もしくはそれ以下となる。

例；0.06 mm ～ 0.13 mm（携帯電話，パソコン用）

0.01 mm ～ 0.02 mm（光ファーバー等の大容量通信用）

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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5 トピックス －水晶デバイスの構造②－

金属カバー

水晶素板(ブランク)

IC

セラミックベース

電極

断面構造図

[出所：日本電波工業株式会社]

水晶発振器の構造

p.42

◆ 解 説

水晶発振器の構造

水晶振動子との 大の違いはICチップを内部に搭載している点である。

基板状に搭載されるいろいろな機能を持ったICをパッケージ内部に取り込むことにより，基板状の省スペース化を
実現できる。

上記のようなパッケージの水晶発振器には，取り込むICの機能により，以下のような種類がある。

SPXO；パッケージ水晶発振器（Simple Packaged Crystal Oscillator）

TCXO；温度補償水晶発振器

（Temperature Compensated Crystal Oscillator）

VCXO；電圧制御水晶発振器（Voltage Controlled Crystal Oscillator）

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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5 トピックス －水晶デバイスの構造③－

イメージセンサー(CCD,CMOS)

水晶複屈折板(水平分離)

ARコート(反射防止膜)赤外吸収ガラス(フィルタ)

水晶位相差板
水晶複屈折板(垂直分離)

3枚の水晶板によって，画像の
水平線がギザギザに見えたり
白黒の格子模様に色がつく現
象(モアレ現象)を低減する

デジタル一眼レフカメラにおける使用例

様々な光学用水晶デバイス

IRカットコート(赤外反射膜)

[図，写真(右下)の出所：日本電波工業株式会社]
[写真(左上)の出所：キヤノン株式会社]

水晶複屈折板の構造

p.43

◆ 解 説

水晶複屈折板の構造

水晶は前述のような電気的特性とともに，１本の光線を２本に分けたり，光の振動の方向を変えたりする特性を持っ
ている。こうした特性を利用した水晶デバイスに水晶複屈折板（オプティカル・ローパス・フィルタ），水晶波長板など
がある。

上図は光学用水晶デバイスの代表的な用途であるデジタル一眼レフカメラ用水晶複屈折板の構造図である。３枚
の水晶板によって，画像の水平線がギザギザに見えたり白黒の格子模様に色がつく現象(モアレ現象)を低減する。

◆参考資料

図の出所：日本電波工業株式会社 http://www.ndk.com/
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ま と め ・・・・・ 第3章 快適な社会を支える電圧デバイス

（1） 圧電デバイス（水晶デバイス）の利用分野

代表的な圧電デバイスである水晶デバイスの利用分野の広さ

（2） 水晶デバイスの歴史

圧電効果を利用した通信用デバイスとして開発・発展

（3） 人工水晶の国際規格

テスト用サンプルの回送と国際規格策定用試験実施の促進

「国際規格」作成に当たり，技術レベルの異なる他国・

利害者への配慮を行うと摩擦が少なくなる

（4） パッケージ・サイズの国際規格

IECでの標準化・承認前に市場投入し，デファクト標準化
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演習問題 A ・・・・・ 第3章 快適な社会を支える電圧デバイス

1 代表的な圧電デバイスである（ ）が，私たちの生活の

あらゆるシーンで利用されている。

2 水晶デバイスの原材料となる人工水晶の品質の「標準化」により，

高品質の人工水晶が（ ）生産されるようになった。

3 日本の水晶業界は（ ）に対してパッケージ等の「標準化」に関する

提案を数多く行い，小型化をリード。日本の水晶業界は（ ）を

積極的に採用し，世界のシェアを握った。

4 「標準化」により（ ）に供給されるようになった高性能な水晶

デバイスは，我々の快適な社会を支えている。

5 「国際標準化」に当たり，他国・利害者への（ ）が必要である。

p.45

◆ 解 説

[演習問題A；回答]

１．水晶デバイス

２．潤沢に（大量に）

３．IEC/TC 49，「IEC規格」

４．安価・大量

５．配慮
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演習問題 B ・・・・・ 第3章 快適な社会を支える電圧デバイス

(1) （日本の）水晶デバイスメーカが，独自の仕様に走らずに業界で等級・パッケージ
の標準化を進めた理由は何か

(2) 等級・パッケージを標準化した場合，ビジネスでの差別化要素は何か

p.46

◆ 解 説

[演習問題B；回答例]

（１） （日本の）水晶デバイスメーカが，独自の仕様に走らずに業界で等級・パッ ケージの標準化を進めた理由は
何か

パッケージの場合；顧客の要求（マルチソース）

水晶メーカの利便性（カバー，ベースの入手しやすさ）

水晶原石の場合；等級の導入により，他社品との品質の差別化が可能

高品質製品の価格維持

⇒パッケージ・等級の標準化により，顧客が製品を選びやすくなった

（２） 等級・パッケージを標準化した場合，ビジネスでの差別化要素は何か

品質，価格，納期，顧客サービス（デザイン・イン，技術的サポート，

レスポンス速度，訪問頻度，等）
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