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圧電効果を利用した弾性表面波(SAW)素子は
各種通信機器に広く利用されている

弾性表面波と素子

SAW素子の概略図

圧電結晶によるSAW素子 SAW素子を利用する通信機器の例

SAW素子の材料

高周波化 伝搬速度が速い
広帯域化 電気機械結合係数が大
温度安定性 遅延時間温度係数が小

α-SiO2 温度係数小、結合係数小
LiNbO3 結合係数大、温度係数大
LiTaO 3 高価
Li2B4O7 潮解性

代表的な材料

SAW素子に適した圧電材料を利用

しかし、通信技術の急速な発展に伴い、さらに特性の良い材料が必要

新材料: GdCa4O(BO3)3 (GdCOB)

結晶系 単斜晶系
空間群 Cm

α= γ =90[°],
β = 101.27[°]

a=8.094[Å]
b=16.013[Å]
 c=3.558[Å]

格子定数

育成方法 チョクラルスキー法
種結晶 YCa4O(BO3)3

結晶方位 b軸
 育成温度 約1480[度]

結晶回転速度 20[rpm]
引き上げ速度 2.0[mm/h]
育成雰囲気 Ar

GdCOBの結晶育成

Sasaki et al: レーザー研究, 
27 (1999) 519--524

Gadolinium Calcium Oxoborates

非線形光学定数が大きい等光波長変換素子
として優れた特性を有する。（Nd:YAGレーザーのTHG）

SAW特性においても優れた特性を有する可能性
圧電特性については報告例が少ない。

①潮解性がない、②安価、③水晶程度の硬度を持つ
大きな非線形光学定数、光第二高調波発生可能

GdCOB系材料の特徴
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Rayleighモードではφ=0 (Y cut)で良好な特性が
期待(v=4000m/s, k2=1.0%)

材料定数: 弾性定数s ij, 圧電係数dij, 誘電率εij, 密度ρ

8個の深さ方向の減衰係数 b(m) を得る

速度 v (と伝搬損失 a ) を仮定

b(m)から4個を選ぶ (組合せは8C4=70通り)

境界条件行列 B を得る

境界条件を満たすか?
( 行列 B の行列式が0)

v, a は解

Yes

No

結晶カットを選んで各定数を回転操作
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計算機解析を用いてGdCOB結晶のSAW特性
を評価し、実測値と比較・検討した。

まとめ

画像素材提供等
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実測値との比較から、実測値の低速度波(0th)
はRayleigh mode, 高速度波(1st)は Leaky 
mode であることがわかった。

計算結果と実測値は比較的よい一致を示した。
しかし、計算値の方が大きな速度となった。

大きな速度、結合係数が期待できる方位が
示された。(Rayleigh mode)

GdCOBのSAW特性

SAW特性の測定

SAWフィルタ特性の測定

材料定数 : J. Wang et al: J. Mater. Res. 16 (2001) p.790

計算方法 : J. Campbell and W. Jones: IEEE Su-15 (1968) p. 209

解析結果

実測値とよく一致

GdCOB Z cut

全方位(オイラー角)で
計算。最適方位を探索
φ:0～180° step 30°
Θ:0～360° step 30°
ψ:0～180° step 5°

全方位の解析

GdCOBのSAW計算結果

SAW特性の計算機解析(シミュレーション)

解析方法


