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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音信号を電気信号に変換する電気音響変換素子を搭載する電気音響変換素子搭載基板で
あって、
　前記電気音響変換素子が搭載される搭載面には、前記電気音響変換素子によって覆われ
る開口が形成されており、
　前記開口につながる基板内空間の壁面の少なくとも一部には、コーティング処理が施さ
れていることを特徴とする電気音響変換素子搭載基板。
【請求項２】
　前記コーティング処理はメッキ処理であることを特徴とする請求項１に記載の電気音響
変換素子搭載基板。
【請求項３】
　基板材料としてガラスエポキシ材が用いられていることを特徴とする請求項１又は２に
記載の電気音響変換素子搭載基板。
【請求項４】
　前記基板内空間は、前記開口以外の他の開口とはつながっていないことを特徴とする請
求項１から３のいずれかに記載の電気音響変換素子搭載基板。
【請求項５】
　前記基板内空間は、前記開口以外の他の開口とつながっていることを特徴とする請求項
１から３のいずれかに記載の電気音響変換素子搭載基板。
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【請求項６】
　前記他の開口は前記搭載面の裏面に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の
電気音響変換素子搭載基板。
【請求項７】
　前記他の開口は前記搭載面に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の電気音
響変換素子搭載基板。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の電気音響変換素子搭載基板と、
　前記開口を覆うように前記電気音響変換素子搭載基板に搭載される電気音響変換素子と
、
　前記電気音響変換素子を収容する収容空間を前記電気音響変換素子搭載基板とともに形
成する蓋部と、を備えることを特徴とするマイクロホンユニット。
【請求項９】
　前記電気音響変換素子は、振動板と、前記振動板と隙間をおいて対向配置されて前記振
動板とともにコンデンサを形成する固定電極と、を備えるＭＥＭＳチップであることを特
徴とする請求項８に記載のマイクロホンユニット。
【請求項１０】
　音信号を電気信号に変換する電気音響変換素子を搭載する電気音響変換素子搭載基板の
製造方法であって、
　前記電気音響変換素子に覆われる開口と、該開口につながる基板内空間と、貫通配線用
の貫通孔と、を有する基板を作製する第１ステップと、
　前記基板内空間及び前記貫通配線用の貫通孔をメッキ処理する第２ステップと、
　前記メッキ処理後にエッチング処理を行って基板外面に配線パターンを形成する第３ス
テップと、
　を備えることを特徴とする電気音響変換素子搭載基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第３ステップで前記配線パターンを形成した基板の前記開口が形成された面の裏面
に他の基板を貼り合わせる第４ステップと、
　前記第３ステップで前記配線パターンを形成した基板の前記開口が形成された面全体を
覆うように保護カバーを取り付ける第５ステップと、
　前記他の基板に貫通配線用の貫通孔を形成する第６ステップと、
　順不同で行われる前記第４ステップ、第５ステップ及び第６ステップが完了した後に、
前記第６ステップで形成した前記貫通配線用の貫通孔をメッキ処理する第７ステップと、
　前記第７ステップが完了した後に、エッチング処理によって前記他の基板に配線パター
ンを形成する第８ステップと、
　前記他の基板に配線パターンが形成された後に前記保護カバーを分離する第９ステップ
と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１０に記載の電気音響変換素子搭載基板の製造方
法。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の製造方法で電気音響変換素子搭載基板を製造するステップ
と、
　前記電気音響変換素子搭載基板に前記開口を覆うように前記電気音響変換素子を搭載す
るステップと、
　前記電気音響変換素子搭載基板に前記電気音響変換素子を覆うように蓋部を被せるステ
ップと、を備えることを特徴とするマイクロホンユニットの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音信号を電気信号に変換する電気音響変換素子を搭載する電気音響変換素子
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搭載基板、及び、電気音響変換素子搭載基板を備えるマイクロホンユニットに関する。ま
た、本発明は、電気音響変換素子搭載基板及びマイクロホンユニットの製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々なタイプの音声入力装置（例えば、携帯電話機やトランシーバ等の音声通信
機器、音声認証システム等の入力された音声を解析する技術を利用した情報処理システム
、録音機器など）に、入力音を電気信号に変換して出力する機能を備えたマイクロホンユ
ニットが適用されている。
【０００３】
　マイクロホンユニットには音信号を電気信号に変換する電気音響変換素子が含まれる。
電気音響変換素子は、例えば特許文献１や２に示されるように、配線パターンが形成され
る基板（電気音響変換素子搭載基板）上に搭載される。電気音響変換素子は、特許文献１
に示されるように、基板に形成される基板内空間（背室として機能することもあれば、音
孔（音道）として機能することもある）とつながる開口を覆うように基板上に搭載される
場合がある。
【０００４】
　ここで、本明細書における「基板内空間」とは、基板外周面（開口が形成されている部
分については開口面が外周面を形成するものと仮定する）を基準面として、当該基準面よ
りも基板内側に形成されている空間のことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－５１０４２７号公報
【特許文献２】特開２０１０－４１５６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、マイクロホンユニットに含まれる電気音響変換素子としては、小型化が可能
である等の理由により、半導体製造技術を用いて形成されるＭＥＭＳ（Micro Electro Me
chanical System）チップが利用されることがある。このＭＥＭＳチップは、振動板と、
該振動板と隙間をおいて対向配置されて前記振動板との間でコンデンサを形成する固定電
極と、を備える。
【０００７】
　ＭＥＭＳチップにおける、振動板と固定電極との間に形成される隙間は例えば１μｍ程
度と狭い。このために、この隙間にダストが入り込むとＭＥＭＳチップの動作不良の原因
となる。
【０００８】
　ＦＲ－４基板（ガラスエポキシ基板）等の樹脂繊維を含む基板では、例えば貫通孔や溝
等を形成するために切削した面から繊維屑（ダストの一例）が発生しやすい。このために
、基板内空間（切削等の加工が施された面を有する）とつながる開口を覆うようにＭＥＭ
Ｓチップを搭載する構成のマイクロホンユニット（例えば特許文献１に示される）におい
ては、基板としてＦＲ－４基板のようなダストが発生しやすい基板を採用すると、ＭＥＭ
Ｓチップの動作不良が発生し易くなるといった問題がある。
【０００９】
　以上の点に鑑みて、本発明の目的は、電気音響変換素子がダストによって故障する可能
性を低減できる電気音響変換素子搭載基板を提供することである。また、本発明の他の目
的は、そのような電気音響変換素子搭載基板を備えることによって、ダスト対策が施され
た小型で高品質のマイクロホンユニットを提供することである。更に、本発明の他の目的
は、そのような電気音響変換素子搭載基板及びマイクロホンユニットに対して好適な製造
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方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明の電気音響変換素子搭載基板は、音信号を電気信号に
変換する電気音響変換素子が搭載される搭載面に、前記電気音響変換素子によって覆われ
る開口が形成されており、前記開口につながる基板内空間の壁面の少なくとも一部にコー
ティング処理が施されていることを特徴としている。
【００１１】
　本構成によれば、基板内空間における、切断や切削等の加工が施された面をコーティン
グ層で覆ってダストが発生しにくい状態とできる。このために、本構成の電気音響変換素
子搭載基板を用いれば、電気音響変換素子の故障を防ぎ易い。
【００１２】
　上記構成の電気音響変換素子搭載基板において、前記コーティング処理はメッキ処理で
あることとしてもよい。本構成によれば、電気音響変換素子搭載基板に例えば貫通配線を
形成する際に同時に、ダスト対策用の上記コーティング層も形成するといったことが行い
易く、便利である。
【００１３】
　また、上記構成の電気音響変換素子搭載基板において、基板材料としてガラスエポキシ
材が用いられていることとしてもよい。上述のようにガラスエポキシ基板は、切断や切削
等の加工を行った面からダストを発生し易い。このために、本構成の場合、上記コーティ
ング処理によるダスト対策の効果が大きなものとなる。
【００１４】
　また、上記構成の電気音響変換素子搭載基板において、前記基板内空間は、前記開口以
外の他の開口とはつながっていないこととしてもよいし、前記開口以外の他の開口とつな
がっていることとしてもよい。更に、前記基板内空間が前記開口以外の他の開口とつなが
っている場合には、前記他の開口は前記搭載面の裏面に設けられていることとしてもよい
し、前記他の開口は前記搭載面に設けられていることとしてもよい。マイクロホンユニッ
トは、目的によって多様な形態とされ、この多様な形態に対して、本発明の電気音響変換
素子搭載基板は広く適用できる。
【００１５】
　上記目的を達成するために本発明のマイクロホンユニットは、上記構成の電気音響変換
素子搭載基板と、前記開口を覆うように前記電気音響変換素子搭載基板に搭載される電気
音響変換素子と、前記電気音響変換素子を収容する収容空間を前記電気音響変換素子搭載
基板とともに形成する蓋部と、を備えることを特徴としている。
【００１６】
　本構成のマイクロホンユニットは、基板内空間でダストが発生しにくいために電気音響
変換素子の故障が起りにくい。すなわち、本構成によれば、高品質のマイクロホンユニッ
トの提供が可能である。
【００１７】
　上記構成のマイクロホンユニットにおいて、前記電気音響変換素子は、振動板と、前記
振動板と隙間をおいて対向配置されて前記振動板とともにコンデンサを形成する固定電極
と、を備えるＭＥＭＳチップであることとしてもよい。ＭＥＭＳチップは小型に形成でき
るために、本構成によれば小型で高品質のマイクロホンユニットの提供が可能である。
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明の電気音響変換素子搭載基板の製造方法は、前記電気
音響変換素子に覆われる開口と、該開口につながる基板内空間と、貫通配線用の貫通孔と
、を有する基板を作製する第１ステップと、前記基板内空間及び前記貫通配線用の貫通孔
をメッキ処理する第２ステップと、前記メッキ処理後にエッチング処理を行って基板外面
に配線パターンを形成する第３ステップと、を備えることを特徴としている。
【００１９】
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　本構成によれば、貫通配線の形成と同時に、電気音響変換素子によって覆われる開口に
つながる基板内空間の壁面をメッキ層（コーティング層の一形態）で覆うことができ、ダ
スト対策を施した電気音響変換素子搭載基板の形成が行い易い。
【００２０】
　上記構成の電気音響変換素子搭載基板の製造方法において、前記第３ステップで前記配
線パターンを形成した基板の前記開口が形成された面の裏面に他の基板を貼り合わせる第
４ステップと、前記第３ステップで前記配線パターンを形成した基板の前記開口が形成さ
れた面全体を覆うように保護カバーを取り付ける第５ステップと、前記他の基板に貫通配
線用の貫通孔を形成する第６ステップと、順不同で行われる前記第４ステップ、第５ステ
ップ及び第６ステップが完了した後に、前記第６ステップで形成した前記貫通配線用の貫
通孔をメッキ処理する第７ステップと、前記第７ステップが完了した後に、エッチング処
理によって前記他の基板に配線パターンを形成する第８ステップと、前記他の基板に配線
パターンが形成された後に前記保護カバーを分離する第９ステップと、を更に備えること
としてもよい。
【００２１】
　例えば基板内空間が単に基板厚み方向への掘り込みだけでは形成できない場合には、複
数枚の基板を用いて電気音響変換素子搭載基板を形成するのが便利な場合がある。本構成
は、このように基板内空間を有する電気音響変換素子搭載基板を複数の基板を用いて形成
する場合を想定している。そして、複数枚の基板を用いて電気音響変換素子搭載基板を形
成する場合においては、基板内空間にメッキ処理液やエッチング処理液等が侵入して、そ
の残渣が最終的に残った汚染された電気音響変換素子搭載基板が作製されてしまうことが
懸念される。この点、本構成においては、後の工程で基板内空間にメッキ液等が残留する
可能性があることを見越して、事前に保護カバーを取り付けて基板内空間を覆った状態と
し、その後、メッキ処理及びエッチング処理を行うようにしている。このために、上述し
たような汚染された電気音響変換素子搭載基板を提供する可能性を低減できる。
【００２２】
　上記目的を達成するために本発明のマイクロホンユニットの製造方法は、上記構成の電
気音響変換素子搭載基板の製造方法で電気音響変換素子搭載基板を製造するステップと、
前記電気音響変換素子搭載基板に前記開口を覆うように前記電気音響変換素子を搭載する
ステップと、前記電気音響変換素子搭載基板に前記電気音響変換素子を覆うように蓋部を
被せるステップと、を備えることを特徴としている。
【００２３】
　本構成によれば、ダスト対策が施され、また、汚染の可能性が低い電気音響変換素子搭
載基板を製造し、その電気音響変換素子搭載基板を用いてマイクロホンユニットを組立て
る構成であるために、高品質のマイクロホンユニットの提供が可能である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、電気音響変換素子がダストによって故障する可能性を低減できる電気
音響変換素子搭載基板を提供できる。また、本発明によれば、そのような電気音響変換素
子搭載基板を備えることによって、ダスト対策が施された小型で高品質のマイクロホンユ
ニットを提供できる。更に、本発明によれば、そのような電気音響変換素子搭載基板及び
マイクロホンユニットに対して好適な製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明が適用された第１実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断面
図
【図２】第１実施形態のマイクロホンユニットが備えるＭＥＭＳチップの構成を示す概略
断面図
【図３】第１実施形態のマイクロホンユニットが備えるマイク基板の製造方法を説明する
ための断面図
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【図４】本発明が適用された第２実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断面
図
【図５】第２実施形態のマイクロホンユニットが備えるマイク基板の製造方法を説明する
ための断面図
【図６】本発明が適用された第３実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断面
図
【図７】第３実施形態のマイクロホンユニットが備えるマイク基板の製造方法を説明する
ための断面図
【図８】本発明が適用された第４実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断面
図
【図９】第４実施形態のマイクロホンユニットが備えるマイク基板の製造方法を説明する
ための断面図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の電気音響変換素子搭載基板及びマイクロホンユニット、並びにそれらの
製造方法について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２７】
（第１実施形態）
　図１は、本発明が適用された第１実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断
面図である。図１に示すように、第１実施形態のマイクロホンユニット１は、ＭＥＭＳチ
ップ１１と、ＭＥＭＳチップ１１が搭載されるマイク基板１２と、カバー１３と、を備え
る。第１実施形態のマイクロホンユニット１は全指向性マイクとして機能する。
【００２８】
　シリコンチップからなるＭＥＭＳチップ１１は、本発明の電気音響変換素子の実施形態
であり、半導体製造技術を用いて製造される小型のコンデンサ型マイクロホンチップであ
る。図２は、第１実施形態のマイクロホンユニットが備えるＭＥＭＳチップの構成を示す
概略断面図である。ＭＥＭＳチップ１１は、その外形は略直方体形状であり、図２に示す
ように、絶縁性のベース基板１１１と、固定電極１１２と、絶縁性の中間基板１１３と、
振動板１１４と、を備える。
【００２９】
　ベース基板１１１には、その中央部に平面視略円形状の貫通孔１１１ａが形成されてい
る。板状の固定電極１１２はベース基板１１１の上に配置され、複数の小径（直径１０μ
ｍ程度）の貫通孔１１２ａが形成されている。中間基板１１３は固定電極１１２の上に配
置され、ベース基板１１１と同様に、その中央部に平面視略円形状の貫通孔１１３ａが形
成されている。中間基板１１３の上に配置される振動板１１４は、音圧を受けて振動（図
２において上下方向に振動。また、本実施形態では略円形部分が振動）する薄膜で、導電
性を有して電極の一端を形成している。中間基板１１３の存在によって隙間Ｇｐをあけて
互いに略平行な関係となるように対向配置される、固定電極１１２と振動板１１４とはコ
ンデンサを形成している。
【００３０】
　ＭＥＭＳチップ１１は、音波の到来により振動板１１４が振動すると、振動板１１４と
固定電極１１２との間の電極間距離が変動するために静電容量が変化する。この結果、Ｍ
ＥＭＳチップ１１に入射した音波（音信号）を電気信号として取り出せる。なお、ＭＥＭ
Ｓチップ１１においては、ベース基板１１１に形成される貫通孔１１１ａ、固定電極１１
２に形成される複数の貫通孔１１２ａ、及び中間基板１１３に形成される貫通孔１１３ａ
の存在により、振動板１１４の下面側も外部（ＭＥＭＳチップ１１外部）の空間と連通し
ている。
【００３１】
　平面視略矩形状に形成されるマイク基板１２は、本発明の電気音響変換素子搭載基板の
実施形態であり、その上面１２ａにＭＥＭＳチップ１１が搭載される。マイク基板１２に
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は、図１では図示が省略されているが、ＭＥＭＳチップ１１に電圧を印加したり、ＭＥＭ
Ｓチップ１１から電気信号を取り出したりするために必要となる配線パターン（貫通配線
を含む）が形成されている。
【００３２】
　また、マイク基板１２には、ＭＥＭＳチップ１１が搭載される搭載面（上面）１２ａに
開口１２１が形成されており、ＭＥＭＳチップ１１はこの開口１２１を覆うように配置さ
れる。この開口１２１は、略円柱状の基板内空間１２２とつながっている。この基板内空
間１２２は、開口１２１とのみつながり、他の開口とはつながっていない。すなわち、マ
イク基板１２には、開口１２１及び基板内空間１２２によって凹部が形成されている。基
板内空間１２２は、背室（振動板１１４の下面に面する密閉空間）の容積を増やすことを
狙って設けられている。背室容積が増大すると振動板１１４が変位し易くなり、ＭＥＭＳ
チップ１１のマイク感度が向上する。
【００３３】
　なお、マイク基板１２は、例えばＦＲ－４（ガラスエポキシ基板）基板としてもよいが
、他の種類の基板であっても構わない。
【００３４】
　その外径が略直方体形状に設けられるカバー１３は、マイク基板１２に被せられること
によって、マイク基板１２とともに、ＭＥＭＳチップ１１を収容する収容空間１４を形成
する。カバー１３には、マイクロホンユニット１の外部で発生した音をＭＥＭＳチップ１
１の振動板１１４へと導けるように音孔１３１が形成されている。なお、カバー１３は、
本発明の蓋部の実施形態である。
【００３５】
　音孔１３１を介して収容空間１４内に入力された音波が振動板１１４に到達すると、振
動板１１４が振動して上述のように静電容量の変化が生じる。マイクロホンユニット１は
、この静電容量の変化を電気信号として取り出して外部へと出力するように構成されてい
る。なお、ＭＥＭＳチップ１１における静電容量の変化を電気信号として取り出すための
電気回路部は、収容空間１４内に設けるのが好ましいが、収容空間１４外に設けても構わ
ない。また、電気回路部は、ＭＥＭＳチップ１１を形成するシリコン基板上にモノリシッ
クで形成しても構わない。
【００３６】
　ところで、第１実施形態のマイクロホンユニット１においては、マイク基板１２に形成
される基板内空間１２２の壁面１２２ａ（本実施形態では基板内空間１２２の壁面全体）
がコーティング層ＣＬで被覆されている。このコーティング層ＣＬによる被覆は、例えば
メッキ処理によって得ることができ、コーティング層ＣＬは例えばＣｕメッキ等の金属メ
ッキ層とできる。このコーティング層ＣＬによる被覆によって、マイク基板１２の基板内
空間１２２でダストが発生する可能性を低減できる。
【００３７】
　マイク基板１２を例えばガラスエポキシ基板（ＦＲ－４基板）で構成する場合、マイク
基板１２の加工面（切断や切削等の加工が行われた面）から繊維状のダストが発生しやす
い。基板内空間１２２の壁面１２２ａをコーティング層ＣＬによって被覆していない場合
（本実施形態と異なる構成の場合）には、基板内空間１２２とつながる開口１２１を覆う
ように配置されるＭＥＭＳチップ１１の内部にダストが入り込みやすい。ＭＥＭＳチップ
１１へのダストの侵入はＭＥＭＳチップ１１の故障の原因となる。一例として、固定電極
１１２に設けられる貫通孔１１２ａからダストが入り込んで、固定電極１１２と振動板１
１４との間の隙間Ｇｐ（図２参照）にダストが詰まってしまう事態が挙げられる。この点
、第１実施形態のマイクロホンユニット１においては、コーティング層ＣＬの存在により
、基板内空間１２２からダストが発生しにくく、ＭＥＭＳチップ１１が故障する可能性を
低く抑えることができる。
【００３８】
　次に、以上のようなマイク基板１２及びマイクロホンユニット１を製造する方法につい
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て、主に図３を参照しながら説明する。図３は、第１実施形態のマイクロホンユニットが
備えるマイク基板の製造方法を説明するための断面図で、（ａ）～（ｆ）は製造途中の状
態を示し、（ｇ）はマイク基板が完成した状態を示す。
【００３９】
　マイク基板１２を製造するにあたって、まず、上面と下面が例えばＣｕ等の金属材料（
導電性材料）１０１で覆われた基板１２´（平板状）を準備する（工程ａ；図３（ａ）参
照）。ここで、基板１２´の厚みは、例えば１．０ｍｍ、導電性材料１０１の厚みは０．
１５μｍとされる。
【００４０】
　準備された基板１２´の略中央位置において、上面から基板１２´を厚み方向（図３の
上下方向）の途中位置まで掘り込む。これにより、図３（ｂ）に示すように、基板１２´
に平面視略円形状の開口１２１及びこの開口１２１につながる略円柱状の基板内空間１２
２（開口１２１にのみつながり、他の開口にはつながっていない）を形成する（工程ｂ）
。基板１２´の掘り込みは、例えば、座標位置を制御しながら立体物の切削加工を行える
ＮＣ（Numerical Control）装置を用いて行われる。基板内空間１２２のサイズは、例え
ば直径０．６ｍｍ、深さ０．５ｍｍとされる。
【００４１】
　なお、ここでは、開口１２１及び基板内空間１２２が形成された基板（凹部が形成され
た基板）を、ＮＣ装置を利用することによって得る構成としたが、これに限定されない。
すなわち、貫通孔（その形成は例えばドリルやレーザによる）が形成された第１の基板（
平板状）と、貫通孔のない第２の基板（平板状）と、を貼り合わせることによって、開口
１２１及び基板内空間１２２が形成された１つの基板を得るようにしてもよい。
【００４２】
　次に、開口１２１及び基板内空間１２２が形成された基板１２´において、上面と下面
とを電気的に接続する必要がある部分に、図３（ｃ）に示すように貫通孔１０３（例えば
、直径０．３ｍｍ）を形成する（工程ｃ）。貫通孔１０３の形成は、例えばドリル、レー
ザ、ＮＣ装置等が用いられる。基板１２´の上面と下面とを電気的に接続する必要がある
部分は、マイクロホンユニットの回路構成をどのように設計するかによって適宜決まるも
のである。図３（ｃ）では貫通孔１０３を形成する箇所を３箇所として示しているが、こ
れに限定される趣旨ではない。また、工程ｂと工程ｃとは、順番が入れ替わっても構わな
い。
【００４３】
　基板１２´に貫通孔１０３が形成されると、次に貫通孔１０３をメッキ処理（例えば無
電解銅メッキ処理）を行って、図３（ｄ）に示すような貫通配線１０４を形成する（工程
ｄ）。この際、基板内空間１２２の壁面についてもメッキ処理されるようにする。このた
め、貫通配線１０４の形成と同時に、基板内空間１２２の壁面全体が金属（例えばＣｕ）
メッキ層ＣＬ（コーティング層ＣＬ）によって被覆される。
【００４４】
　なお、貫通配線１０４の形成や基板内空間１２２の壁面をコーティング層ＣＬで覆う処
理は、メッキ処理以外の方法で行ってもよく、例えば、導電性ペーストを用いる（埋める
、塗付する等）方法等としてもよい。
【００４５】
　次に、基板１２´の上面及び下面で配線パターンが必要な部分を、図３（ｅ）に示すよ
うに、エッチングレジスト１０５でマスクする（工程ｅ）。この際、基板内空間１２２の
壁面に施されたコーティング層ＣＬ（例えばＣｕメッキ層）についてもエッチングレジス
ト１０５でマスクする。
【００４６】
　エッチングレジスト１０５によるマスクが完了すると、基板１２´をエッチング液に浸
す（工程ｆ）。これにより、基板１２´の上面及び下面に設けられた導電性材料（例えば
Ｃｕ）のうち、エッチングレジスト１０５で覆われていない部分が、図３（ｆ）に示すよ
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うに除去される。
【００４７】
　なお、ここでは、エッチングにより不要な導電性材料を除去する構成としたが、これに
限定されず、例えばレーザ加工や切削加工によって不要な導電性材料を除去するようにし
てもよい。
【００４８】
　エッチングが終了すると基板１２´の洗浄、エッチングレジスト１０５の除去を行う（
工程ｇ）。これによって、図３（ｇ）に示すような、開口１２１、及び、コーティング層
ＣＬで壁面が覆われた基板内空間１２２を備え、配線パターン（貫通配線含む）が形成さ
れたマイク基板１２が得られる。
【００４９】
　このマイク基板１２の上面１２ａに、開口１２１を覆うようにＭＥＭＳチップ１１を配
置し、更に、ＭＥＭＳチップ１１を覆うようにカバー１３を被せることによって、図１に
示す、マイクロホンユニット１が得られる。なお、ＭＥＭＳチップ１１は、音響リークが
発生しないように、ダイボンド材（例えばエポキシ樹脂系やシリコーン樹脂系の接着剤等
）によって、その底面とマイク基板１２の上面との間に隙間ができないように、マイク基
板１２に接合される。
【００５０】
　また、カバー１３も、気密封止するように例えば接着剤や接着シートを用いてマイク基
板１２の上面に接合される。電気回路部をマイク基板１２に搭載する場合には、ＭＥＭＳ
チップ１１及び電気回路部がマイク基板１２に接合された後に、カバー１３がマイク基板
１２の上面（ＭＥＭＳチップ１１等の搭載面）に接合される。マイク基板１２の下面に形
成された配線パターンは外部電極として用いられる。
【００５１】
　以上においては、マイク基板１２に設けられる配線パターンについて、エッチング法に
よる減算法で形成する構成を示したが、これに限られる趣旨ではない。すなわち、マイク
基板１２に設けられる配線パターンは、印刷や埋め込み法等の加算法で形成しても構わな
い。
【００５２】
（第２実施形態）
　図４は、本発明が適用された第２実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断
面図である。図４に示すように、第２実施形態のマイクロホンユニット２は、ＭＥＭＳチ
ップ２１と、ＭＥＭＳチップ２１が搭載されるマイク基板２２と、カバー２３と、を備え
る。第２実施形態のマイクロホンユニット２は全指向性マイクとして機能する。
【００５３】
　固定電極２１２（複数の貫通孔２１２ａを有する）と振動板２１４とを有するＭＥＭＳ
チップ２１（本発明の電気音響変換素子の実施形態）の構成は第１実施形態のＭＥＭＳチ
ップ１１と同様の構成であるので、詳細な説明は省略する。
【００５４】
　マイク基板２２（本発明の電気音響変換素子搭載基板の実施形態）の構成は、第１実施
形態のマイク基板１２とほぼ同様の構成であるが、マイク基板２２の搭載面（上面）２２
ａに形成される第１開口２２１につながる基板内空間２２２が、マイク基板２２の搭載面
の裏面（下面）２２ｂに形成される第２開口２２３につながっている点で、第１実施形態
の構成と異なっている。すなわち、マイク基板２２には第１実施形態のような凹部でなく
、第１開口１２１、基板内空間１２２及び第２開口２２３によって、マイク基板２２を厚
み方向に貫通する貫通孔が形成されている。また、カバー２３（本発明の蓋部の実施形態
）も第１実施形態のカバー１３とほぼ同様の構成であるが、音孔が設けられていない点で
第１実施形態の構成と異なっている。
【００５５】
　なお、マイク基板２２は、例えばＦＲ－４（ガラスエポキシ基板）基板としてもよいが
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、他の種類の基板であっても構わない。
【００５６】
　第２実施形態のマイクロホンユニット２において、ＭＥＭＳチップ２１は、マイク基板
２２の搭載面２２ａに形成される第１開口２２１を覆うように配置される。第１開口２２
１、基板内空間２２２及び第２開口２２３によって形成される貫通孔は音孔として機能す
る。すなわち、マイクロホンユニット２の外部で発生した音波は、第２開口２２３、基板
内空間２２２、第１開口２２１を経て振動板２１４の下面へと到達する。
【００５７】
　これにより、振動板２１４が振動して静電容量の変化が生じる。マイクロホンユニット
２は、この静電容量の変化を電気信号として取り出して外部へと出力するように構成され
ている。なお、ＭＥＭＳチップ２１における静電容量の変化を電気信号として取り出すた
めの電気回路部の配置に関する注意事項は第１実施形態の場合と同様である。
【００５８】
　第２実施形態のマイクロホンユニット２は、マイク基板２２とカバー２３とによって形
成される密閉空間２４（ＭＥＭＳチップ２１を収容する収容空間）を背室として利用する
構成であるために背室容積を大きくしやすい。このために、マイク感度を向上しやすい。
【００５９】
　ところで、第２実施形態のマイクロホンユニット２においても、マイク基板２２に形成
される基板内空間２２２の壁面２２２ａ（本実施形態では基板内空間２２２の壁面全体）
がコーティング層ＣＬで被覆されている。このコーティング層ＣＬによる被覆は、例えば
メッキ処理によって得ることができ、コーティング層ＣＬは例えばＣｕメッキ等の金属メ
ッキ層とできる。このコーティング層ＣＬによる被覆による効果は、第１実施形態の場合
と同様であり、第２実施形態のマイクロホンユニット２においても、基板内空間２２２に
おけるダストの発生を防いで、ＭＥＭＳチップ２１の故障を低減できる。
【００６０】
　次に、以上のようなマイク基板２２及びマイクロホンユニット２を製造する方法につい
て、主に図５を参照しながら説明する。図５は、第２実施形態のマイクロホンユニットが
備えるマイク基板の製造方法を説明するための断面図で、（ａ）～（ｆ）は製造途中の状
態を示し、（ｇ）はマイク基板が完成した状態を示す。
【００６１】
　マイク基板２２を製造するにあたって、まず、上面と下面が例えばＣｕ等の金属材料（
導電性材料）２０１で覆われた基板２２´（平板状）を準備する（工程ａ；図５（ａ）参
照）。基板２２´及び導電性材料２０１の厚みは、第１実施形態と同様とできる。
【００６２】
　準備された基板２２´の略中央位置において、基板２２´の厚み方向（図５の上下方向
）に沿って、上面から下面へと貫く孔（例えば直径０．６ｍｍ）を例えばドリル、レーザ
、ＮＣ装置等を用いて開ける。これにより、基板２２´の上面に平面視略円形状の第１開
口２２１、この第１開口２２１につながる略円柱状の基板内空間２２２、及び基板２２´
の下面に設けられて基板内空間２２２につながる平面視略円形状の第２開口２２３を形成
する（工程ｂ；図５（ｂ）参照）。
【００６３】
　この後、第１実施形態の場合と同様の処理を順次行う。
【００６４】
　まず、上面と下面とを電気的に接続する必要がある部分に、図５（ｃ）に示すように貫
通孔２０３を形成する（工程ｃ）。なお、工程ｂと工程ｃとは、その順序が入れ替わって
も構わない。そして、メッキ処理を行って図５（ｄ）に示すような貫通配線２０４を形成
する（工程ｄ）。この際、基板内空間２２２の壁面についてもメッキ処理されるようにし
、基板内空間２２２の壁面全体を金属（例えばＣｕ）メッキ層ＣＬ（コーティング層ＣＬ
）によって被覆する。なお、貫通配線２０４の形成や基板内空間２２２の壁面をコーティ
ング層ＣＬで覆う処理が、他の方法でよいのは、第１実施形態と同様である。
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【００６５】
　次に、基板２２´の上面及び下面で配線パターンが必要な部分を、図５（ｅ）に示すよ
うに、エッチングレジスト２０５でマスクする（工程ｅ）。この際、基板内空間２２２の
壁面に施されたコーティング層ＣＬ（例えばＣｕメッキ層）についてもエッチングレジス
ト２０５でマスクする。
【００６６】
　エッチングレジスト２０５によるマスクが完了すると、基板２２´をエッチング液に浸
し、不要な導電性材料（例えばＣｕ）を図５（ｆ）に示すように除去し（工程ｆ）、その
後、洗浄、エッチングレジスト２０５の除去を行う（工程ｇ）。これによって、図５（ｇ
）に示すような、第１開口２２１、コーティング層ＣＬで覆われた基板内空間２２２、及
び第２開口２２３を備え、配線パターン（貫通配線含む）が形成されたマイク基板２２が
得られる。
【００６７】
　このマイク基板２２の上面２２ａに、開口２２１を覆うようにＭＥＭＳチップ２１を配
置し、更に、ＭＥＭＳチップ２１を覆うようにカバー２３を被せることによって、図４に
示す、マイクロホンユニット２が得られる。ＭＥＭＳチップ２１やカバー２３の接合方法
、及び、電気回路部をマイク基板２２に搭載する場合の注意事項は第１実施形態の場合と
同様である。また、マイク基板２２に設けられる配線パターンについて、減算法でなく加
算法で形成しても構わない点も第１実施形態の場合と同様である。
【００６８】
（第３実施形態）
　図６は、本発明が適用された第３実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断
面図である。図６に示すように、第３実施形態のマイクロホンユニット３は、ＭＥＭＳチ
ップ３１と、ＭＥＭＳチップ３１が搭載されるマイク基板３２と、カバー３３と、を備え
る。第３実施形態のマイクロホンユニット３は全指向性マイクとして機能する。
【００６９】
　固定電極３１２（複数の貫通孔３１２ａを有する）と振動板３１４を有するＭＥＭＳチ
ップ３１（本発明の電気音響変換素子の実施形態）の構成は第１実施形態のＭＥＭＳチッ
プ１１と同様の構成であるので、詳細な説明は省略する。また、音孔３３１が形成される
カバー３３（本発明の蓋部の実施形態）の構成についても、第１実施形態のカバー１３と
同様の構成であるので、詳細な説明は省略する。
【００７０】
　マイク基板３２（本発明の電気音響変換素子の実施形態）の構成は第１実施形態の構成
と異なる。このため、第３実施形態のマイクロホンユニット３は、第１実施形態のマイク
ロホンユニット１と比較して、背室の構成が異なったものとなっている。
【００７１】
　平面視略矩形状に形成されるマイク基板３２は、図６に示すように３つの基板３２ａ、
３２ｂ、３２ｃを貼り合わせてなる。マイク基板３２には、図６では図示が省略されてい
るが、その上面３２ｄに搭載されるＭＥＭＳチップ３１に電圧を印加したり、ＭＥＭＳチ
ップ３１から電気信号を取り出したりするために必要となる配線パターン（貫通配線含む
）が形成されている。
【００７２】
　また、マイク基板３２には、ＭＥＭＳチップ３１が搭載される搭載面（上面）３２ｄに
開口３２１が形成されており、ＭＥＭＳチップ３１はこの開口３２１を覆うように配置さ
れる。この開口３２１は、断面視略Ｌ字状の基板内空間３２２とつながっている。この基
板内空間３２２は、開口３２１とのみつながり、他の開口とはつながっていない。上述の
ように、マイク基板３２は複数の基板を貼り合わせてなる構成となっているために、断面
視略Ｌ字状の基板内空間３２２を容易に得られる。なお、マイク基板３２は、例えばＦＲ
－４（ガラスエポキシ基板）基板としてもよいが、他の種類の基板であっても構わない。
【００７３】



(12) JP 5348073 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

　この基板内空間３２２は、背室（振動板３１４の下面に面する密閉空間）の容積を増や
すことを狙って設けられている。本実施形態の基板内空間３２２は、その形状（断面視略
Ｌ字形状）のために、第１実施形態の基板内空間１２２に比べて容積を大きくできる。こ
のために、第３実施形態のマイクロホンユニット３は、第１実施形態のマイクロホンユニ
ット１に比べてマイク感度の向上を期待できる。なお、基板内空間３２２は背室容積を大
きくできるように、基板厚み方向の掘り込みにつながる中空空間を有するように構成すれ
ばよく、本実施形態の構成に限らず、例えば断面視略逆Ｔ状等でも構わない。
【００７４】
　第３実施形態のマイクロホンユニット３では、音孔３３１を介してＭＥＭＳチップ２１
の収容空間３４（マイク基板３２とカバー３３とによって形成される）内に入力された音
波が振動板３１４に到達すると、振動板３１４が振動して静電容量に変化が生じる。マイ
クロホンユニット３は、この静電容量の変化を電気信号として取り出して外部へと出力す
るように構成されている。なお、ＭＥＭＳチップ３１における静電容量の変化を電気信号
として取り出すための電気回路部の配置に関する注意事項は第１実施形態の場合と同様で
ある。
【００７５】
　ところで、第３実施形態のマイクロホンユニット３においては、マイク基板３２に形成
される基板内空間３２２の壁面３２２ａの一部（基板内空間３２２の底壁を除く部分）が
コーティング層ＣＬで覆われている。このコーティング層ＣＬによる被覆は、例えばメッ
キ処理によって得ることができ、コーティング層ＣＬは例えばＣｕメッキ層等の金属メッ
キ層とできる。このコーティング層ＣＬによる被覆による効果は、第１実施形態の場合と
同様であり、第３実施形態のマイクロホンユニット３においても、基板内空間３２２にお
けるダストの発生を防いで、ＭＥＭＳチップ３１の故障を低減できる。
【００７６】
　なお、基板内空間３２２の底壁についてもコーティング層ＣＬで被覆される構成として
も勿論構わない。本実施形態では、マイク基板３２を複数の基板３２ａ～３２ｃを貼り合
わせて形成する構成となっており、基板内空間３２２の底壁は、基板３２ｃの上面によっ
て形成されている。この基板３２ｃの上面は、切断や切削等の加工が行われた面でないた
めに、ダストが発生しにくい。このため、本実施形態では基板内空間３２２の底壁をコー
ティング層ＣＬで被覆しない構成としている。
【００７７】
　次に、以上のようなマイク基板３２及びマイクロホンユニット３を製造する方法につい
て、主に図７を参照しながら説明する。図７は、第３実施形態のマイクロホンユニットが
備えるマイク基板の製造方法を説明するための断面図で、（ａ）～（o）は製造途中の状
態を示し、（ｐ）はマイク基板が完成した状態を示す。
【００７８】
　マイク基板３２を製造するにあたって、まず、上面が例えばＣｕ等の金属材料（導電性
材料）３０１で覆われた第１基板３２ａ（平板状）を準備する。そして、第１基板３２ａ
の厚み方向（図７の上下方向）に沿って、上面から下面へと貫く平面視略円形状の第１貫
通孔３０２を、例えばドリル、レーザ、ＮＣ装置等を用いて開ける（工程ａ；図７（ａ）
参照）。第１貫通孔３０２の形成位置は第１基板３２ａの略中央位置とされる。なお、第
１基板３２ａの厚みは、例えば０．３ｍｍ、導電性材料３０１の厚みは０．１５μｍとさ
れる。また、第１貫通孔３０２の直径は０．６ｍｍとされる。
【００７９】
　また、下面が例えばＣｕ等の金属材料（導電性材料）３０１で覆われた第２基板３２ｂ
（平板状）を準備する。第２基板３２ｂ及び導電性材料３０１の厚みは第１基板３２ａの
場合と同様とされる。そして、第２基板３２ｂの厚み方向（図７の上下方向）に沿って、
上面から下面へと貫く平面視略円形状の第２貫通孔３０３を、例えばドリル、レーザ、Ｎ
Ｃ装置等を用いて開ける（工程ｂ；図７（ｂ）参照）。この第２貫通孔３０３は、第１貫
通孔３０２と重なる位置に設けられ、その直径が第１貫通孔３０２よりも大きく設けられ
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る。なお、工程ａと工程ｂとの順序は、当然ながら逆でも構わない。
【００８０】
　次に、第１基板３２ａの下面と第２基板３２ｂの上面とのうち、少なくとも一方に接着
剤を塗り、プレスして第１基板３２ａと第２基板３２ｂとを貼り合わせる（工程ｃ；図７
（ｃ）参照）。これにより、ＭＥＭＳチップ３１が搭載される搭載面の開口３２１と、該
開口３２１につながる基板内空間３２２（断面視略Ｌ字状）が得られる。なお、接着剤の
代わりに接着シート（例えば、厚さ５０μｍ程度の熱可塑性のシート）を用いても構わな
いし、熱圧縮によって第１基板３２ａと第２基板３２ｂとを貼り合わせても構わない。
【００８１】
　また、図７（ｃ）で示す、第１基板３２ａと第２基板３２ｂとを貼り合わせて形成され
る基板は、１枚の基板で形成してもよい。この場合、上面及び下面に導電性材料が設けら
れた基板を準備する。そして、この基板に対して、ＮＣ装置を用いて上面側からと下面側
とから掘り込みを形成する。上面側から形成する掘り込みと、下面側から形成する掘り込
みとで、掘り込みを形成する面積を変えれば、図７（ｃ）で示すのと同様の基板が得られ
る。
【００８２】
　次に、第１基板３２ａの上面と第２基板３２ｂの下面で電気的な接続が必要なところに
、第３貫通孔３０４（例えば、直径０．３ｍｍ）を形成する（工程ｄ；図７（ｄ）参照）
。第３貫通孔３０４の形成は、例えばドリル、レーザ、ＮＣ装置等が用いられる。
【００８３】
　次に、第３貫通孔３０４をメッキ処理（例えば無電解銅メッキ処理）を行って、図７（
ｅ）に示すような第１貫通配線３０５を形成する（工程ｅ）。この際、基板内空間３２２
の壁面についてもメッキ処理されるようにし、基板内空間３２２の壁面全体を金属（例え
ばＣｕ）メッキ層ＣＬ（コーティング層ＣＬ）によって被覆する。なお、第１貫通配線３
０５の形成や基板内空間３２２の壁面をコーティング層ＣＬで覆う処理は、メッキ処理以
外の方法で行ってもよく、例えば、導電性ペーストを用いる（埋める、塗付する等）方法
等としてもよい。
【００８４】
　次に、第１基板３２ａの上面と第２基板３２ｂの下面で配線パターン形成が必要な部分
をエッチングレジスト３０６でマスクする（工程ｆ；図７（ｆ）参照）。この際、基板内
空間３２２の壁面に施されたコーティング層ＣＬ（例えばＣｕメッキ層）についてもエッ
チングレジスト３０６でマスクする。
【００８５】
　次に、互いに貼り合わされた関係にある第１基板３２ａ及び第２基板３２ｂをエッチン
グ液に浸す。これにより、基板に設けられた導電性材料（例えばＣｕ）のうち、エッチン
グレジスト３０６で覆われていない部分が除去される（工程ｇ；図７（ｇ）参照）。なお
、ここでは、エッチングにより不要な導電性材料を除去する構成としたが、これに限定さ
れず、例えばレーザ加工や切削加工によって不要な導電性材料を除去するようにしてもよ
い。
【００８６】
　次に、エッチング液に浸された基板の洗浄を行い、その後、エッチングレジスト３０６
の除去を行う（工程ｈ；図７（ｈ）参照）。そして、下面が導電性材料３０１で覆われた
第３基板３２ｃ（本発明の他の基板の実施形態）を第２基板３２ｂの下面に貼り合わせる
（工程ｉ；図７（ｉ）参照）。第３基板３２ｃ及び導電性材料の厚みは、第１基板３２ａ
及び第２基板３２ｂの場合と同じである。第３基板３２ｃの第２基板３２ｂへの貼り合わ
せは、第１基板３２ａと第２基板３２ｂとの貼り合わせと同様の方法で行えばよい。
【００８７】
　次に、第１基板３２ａの上面全体を覆って密閉する保護カバー３０７を取り付ける（工
程ｊ；図７（ｊ）参照）。本実施形態においては、保護カバー３０７は箱形状となってお
り、箱の開口が下を向く姿勢とされた状態で、外縁部３０７ａが第１基板３２ａに接着固
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定される。外縁部３０７ａ以外の位置では、第１基板３２ａと保護カバー３０７との間に
は隙間が形成される。なお、保護カバー３０７の形状は、この形状に限られず、平板状と
しても構わない。保護カバー３０７が平板状の場合には、その全面が第１基板３２ａの上
面と接着されるようにしてもよい。
【００８８】
　この保護カバー３０７を取り付ける工程は、その後の基板製造工程において、基板内空
間３２２に基板処理液が侵入して、最終的に得られる電気音響変換素子搭載基板３２が汚
染されるのを防止する目的で設けている。詳細には、保護カバー３０７が無い場合、メッ
キ、エッチング、洗浄工程で基板内空間３２２にメッキ液やエッチング液が侵入し、その
残渣が残って基板が汚染される可能性がある。この点、本実施形態のように保護カバー３
０７を取り付けるようにすることで、上記基板の汚染を防止できる。
【００８９】
　次に、第３基板３２ｃに、第３基板３２ｃの下面から第２基板３２ｂの下面へと至る平
面視略円形状の第４貫通孔３０８をあける（工程ｋ；図７（ｋ）参照）。この第４貫通孔
３０８は、例えばレーザやＮＣ装置等であけることができ、その直径は０．５ｍｍ程度と
することができる。なお、工程ｉ～工程ｋの順序は適宜入れ替えても構わない。
【００９０】
　次に、第４貫通孔３０８にメッキ処理（例えば無電解銅メッキ処理）を行って、図７（
ｌ）に示すような第２貫通配線３０９を形成する（工程ｌ）。これにより、第２基板３２
ｂの下面の配線パターンと、第３基板３２ｃの下面の導電性材料３０１との電気的接続が
行われる。メッキ処理の際、保護カバー３０７の存在によって、メッキ液が基板内空間３
２２に侵入することがない。なお、第２貫通配線３０９の形成は、メッキ処理以外の方法
で行ってもよく、例えば、導電性ペーストを用いる（埋める、塗付する等）方法等が挙げ
られる。
【００９１】
　次に、第３基板３２ｃの下面において、配線パターンが必要な部分をエッチングレジス
ト３０６でマスクする（工程ｍ；図７（ｍ）参照）。次に、基板（第１基板３２ａ、第２
基板３２ｂ、第３基板３２ｃを貼り合わせてなる）をエッチング液に浸し、第３基板３２
ｃの下面の不要な導電性材料（例えばＣｕ）を除去する（工程ｎ；図７（ｎ）参照）。こ
の際、保護カバー３０７の存在により、エッチング液が基板内空間３２２に侵入すること
がない。
【００９２】
　なお、ここでは、エッチングにより不要な導電性材料を除去する構成としたが、これに
限定されず、例えばレーザ加工や切削加工によって不要な導電性材料を除去するようにし
てもよい。
【００９３】
　エッチングが完了すると、基板洗浄が行われ、更に続いてエッチングレジスト３０６の
除去を行う（工程ｏ；図７（ｏ）参照）。そして、最後に、図７（ｐ）に示すように、保
護カバー３０７の接着部分を取り外して保護カバー３０７を分離する（工程ｐ）。これに
より、開口３２１、及び、コーティング層ＣＬでその壁面の一部が覆われた基板内空間３
２２を備え、配線パターン（貫通配線含む）が形成されたマイク基板３２が得られる。
【００９４】
　このマイク基板３２の上面３２ｄに、開口３２１を覆うようにＭＥＭＳチップ３１を配
置し、更に、ＭＥＭＳチップ３１を覆うようにカバー３３を被せることによって、図６に
示す、マイクロホンユニット３が得られる。ＭＥＭＳチップ３１やカバー３３の接合方法
、及び、電気回路部をマイク基板３２に搭載する場合の注意事項は第１実施形態の場合と
同様である。また、マイク基板３２に設けられる配線パターンについて、減算法でなく加
算法で形成しても構わない点も第１実施形態の場合と同様である。
【００９５】
　（第４実施形態）
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　図８は、本発明が適用された第４実施形態のマイクロホンユニットの構成を示す概略断
面図である。図８に示すように、第４実施形態のマイクロホンユニット４は、ＭＥＭＳチ
ップ４１と、ＭＥＭＳチップ４１が搭載されるマイク基板４２と、カバー４３と、を備え
る。この第４実施形態のマイクロホンユニット４は両指向性の差動マイクとして機能する
。
【００９６】
　固定電極４１２（複数の貫通孔４１２ａを有する）と振動板４１４とを有するＭＥＭＳ
チップ４１（本発明の電気音響変換素子の実施形態）の構成は第１実施形態のＭＥＭＳチ
ップ１１と同様の構成であるので、詳細な説明は省略する。
【００９７】
　マイク基板４２（本発明の電気音響変換素子の実施形態）の構成は第１、第２、及び第
３実施形態の構成と異なる。平面視略矩形状に形成されるマイク基板４２は、図８に示す
ように３つの基板４２ａ、４２ｂ、４２ｃを貼り合わせてなる。マイク基板４２には、図
８では図示が省略されているが、その上面４２ｄに搭載されるＭＥＭＳチップ４１に電圧
を印加したり、ＭＥＭＳチップ４１から電気信号を取り出したりするために必要となる配
線パターン（貫通配線含む）が形成されている。
【００９８】
　また、マイク基板４２には、ＭＥＭＳチップ４１が搭載される搭載面（上面）４２ｄの
中央寄りに第１開口４２１が形成されており、ＭＥＭＳチップ４１はこの第１開口４２１
を覆うように配置される。この第１開口４２１は、断面視略Ｕ字状の基板内空間４２２と
つながっている。基板内空間４２２は、第１開口４２１のみならず、マイク基板４２の搭
載面４２ｄに形成される第２開口４２３ともつながっている。上述のように、マイク基板
４２は複数の基板を貼り合わせてなる構成となっているために、第１開口４２１、基板内
空間４２２、第２開口４２３を備える構成を容易に得られる。なお、マイク基板４２は、
例えばＦＲ－４（ガラスエポキシ基板）基板としてもよいが、他の種類の基板であっても
構わない。
【００９９】
　その外径が略直方体形状に設けられるカバー４３は、マイク基板４２に被せられること
によって、マイク基板４２とともに、ＭＥＭＳチップ４１を収容する収容空間４４を形成
する。カバー４３には、この収容空間４４に連通する第１音孔４３１が設けられる。また
、カバー４３には、第２開口４２３を介して基板内空間４２２と連通する第２音孔４３２
が形成されている。なお、カバー４３は本発明の蓋部の実施形態である。
【０１００】
　第４実施形態のマイクロホンユニット４では、第１音孔４３１を介して収容空間４４内
に入力された音波が振動板４１４の上面に到達する。また、第２音孔４３２を介して基板
内空間４２２に入力された音波が振動板４１４の下面に到達する。このため、マイクロホ
ンユニット４の外部で音が発生すると、振動板４１４は上面に加わる音圧と下面に加わる
音圧の差によって振動する。
【０１０１】
　音波の音圧（音波の振幅）は、音源からの距離に反比例する。そして、音圧は、音源に
近い位置では急激に減衰し、音源から離れる程、なだらかに減衰する。このため、音源か
ら振動板４１４の上面に至る距離と下面に至る距離とが異なる場合、マイクロホンユニッ
ト４の近傍で発生して振動板４１４の上面及び下面に入射するユーザ音声は、振動板４１
４の上面と下面とで大きな音圧差を生じて振動板を振動させる。一方、遠方から振動板４
１４の上面及び下面に入射する雑音は、ほぼ同じ音圧になるために互いに打ち消しあって
振動板をほとんど振動させない。
【０１０２】
　したがって、振動板４１４の振動によって取り出される電気信号は、雑音が除去された
、ユーザ音声を示す電気信号であるとみなすことができる。すなわち、本実施形態のマイ
クロホンユニット４は、遠方ノイズを抑圧して近接音を集音することが求められる接話型
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マイクに好適である。
【０１０３】
　なお、ＭＥＭＳチップ４１における静電容量の変化を電気信号として取り出すための電
気回路部は、例えば収容空間４４内に設けてもよいし、マイクロホンユニットの外部に設
けてもよい。また、電気回路部は、ＭＥＭＳチップ４１を形成するシリコン基板上にモノ
リシックで形成しても構わない。
【０１０４】
　ところで、第４実施形態のマイクロホンユニット４においては、マイク基板４２に形成
される基板内空間４２２の壁面４２２ａの一部がコーティング層ＣＬで覆われている。こ
のコーティング層ＣＬによる被覆は、例えばメッキ処理によって得ることができ、コーテ
ィング層ＣＬは例えばＣｕメッキ層等の金属メッキ層とできる。このコーティング層ＣＬ
による被覆による効果は、第１実施形態の場合と同様であり、第４実施形態のマイクロホ
ンユニット４においても、基板内空間４２２におけるダストの発生を防いで、ＭＥＭＳチ
ップ４１の故障を低減できる。
【０１０５】
　なお、基板内空間４２２を形成する壁面の全体について、コーティング層ＣＬで被覆す
る構成としても勿論構わない。本実施形態では、マイク基板４２を複数の基板４２ａ～４
２ｃを貼り合わせて形成する構成となっている。基板内空間４２２のコーティング層ＣＬ
が設けられていない部分（壁面）は、第３基板４２ｃの上面によって形成される。この部
分は切断や切削等の加工が行われた面でないためにダストが発生しにくい。このため、本
実施形態では、基板内空間４２２の一部の壁面をコーティング層ＣＬで被覆しない構成と
している。
【０１０６】
　次に、以上のようなマイク基板４２及びマイクロホンユニット４を製造する方法につい
て、主に図９を参照しながら説明する。図９は、第４実施形態のマイクロホンユニットが
備えるマイク基板の製造方法を説明するための断面図で、（ａ）～（o）は製造途中の状
態を示し、（ｐ）はマイク基板が完成した状態を示す。
【０１０７】
　マイク基板４２を製造するにあたって、まず、上面が例えばＣｕ等の金属材料（導電性
材料）４０１で覆われた第１基板４２ａ（平板状）を準備する。そして、第１基板４２ａ
の厚み方向（図９の上下方向）に沿って、上面から下面へと貫く平面視略円形状の第１貫
通孔４０２及び第２貫通孔４０３を、例えばドリル、レーザ、ＮＣ装置等を用いて開ける
（工程ａ；図９（ａ）参照）。なお、第１基板４２ａの厚みは、例えば０．３ｍｍ、導電
性材料４０１の厚みは０．１５μｍとされる。また、第１貫通孔４０２及び第２貫通孔４
０３の直径は０．６ｍｍとされる。ここでは、第１貫通孔４０２と第２貫通孔４０３を同
一形状としているが異なる形状でも構わない。
【０１０８】
　また、下面が例えばＣｕ等の金属材料（導電性材料）４０１で覆われた第２基板４２ｂ
（平板状）を準備する。第２基板４２ｂ及び導電性材料４０１の厚みは第１基板４２ａの
場合と同様とされる。そして、第２基板４２ｂの厚み方向（図９の上下方向）に沿って、
上面から下面へと貫く平面視略矩形状の第３貫通孔４０４を、例えばドリル、レーザ、Ｎ
Ｃ装置等を用いて開ける（工程ｂ；図７（ｂ）参照）。この第３貫通孔４０４は、第１貫
通孔４０２及び第２貫通孔４０３と重なるように設けられる。
【０１０９】
　なお、本実施形態では、第３貫通孔４０４の右端が第１貫通孔４０２の右端と同一位置
となり、第３貫通孔４０４の左端が第２貫通孔４０３の左端と同一位置となるように形成
されているが、この構成に限定されない。例えば、第３貫通孔４０４の左右端が本実施形
態より更に左右に広げられた構成等としても構わない。また、第３貫通孔４０４の形状も
本実施形態の形状（平面視略矩形状）に限定されず、適宜変更可能である。また、工程ａ
と工程ｂとの順序は、当然ながら逆でも構わない。



(17) JP 5348073 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

【０１１０】
　次に、第１基板４２ａの下面と第２基板４２ｂの上面とを貼り合わせる（工程ｃ；図９
（ｃ）参照）。これにより、ＭＥＭＳチップ４１が搭載される搭載面の第１開口４２１、
第１開口４２１につながる基板内空間４２２（断面視略Ｕ字状）、及び、ＭＥＭＳチップ
４１が搭載される搭載面に第１開口４２１とは別に設けられるとともに、基板内空間４２
２につながる第２開口４２３が得られる。なお、第１基板４２ａと第２基板４２ｂとの貼
り合わせは第３実施形態の第１基板３２ａと第２基板３２ｂとの貼り合わせと同様に行え
ばよい。また、第３実施形態の場合と同様に、図９（ｃ）で示す構成の基板（第１基板４
２ａと第２基板４２ｂを貼り合わせて形成される基板）は１枚の基板で形成してもよい。
【０１１１】
　以下、基板の形状における差はあるが、第３実施形態の場合と同様の手順でマイク基板
４２の製造が行われる。第３実施形態と重複する点は、省略、又は、簡単に記載する。
【０１１２】
　第１基板４２ａの上面と第２基板４２ｂの下面で電気的な接続が必要なところに、例え
ばドリル、レーザ、ＮＣ装置等を用いて、第４貫通孔４０５（例えば、直径０．３ｍｍ）
を形成する（工程ｄ；図９（ｄ）参照）。続いて第４貫通孔４０５をメッキ処理（例えば
無電解銅メッキ処理）して、図９（ｅ）に示すような第１貫通配線４０６を形成する（工
程ｅ）。この際、基板内空間４２２の壁面についてもメッキ処理されるようにし、基板内
空間４２２の壁面全体を金属メッキ層ＣＬ（コーティング層ＣＬ）によって被覆する。
【０１１３】
　なお、貫通配線４０６の形成や基板内空間４２２の壁面をコーティング層ＣＬで覆う処
理は、メッキ処理以外の方法で行ってもよいのは第３実施形態の場合と同様である。
【０１１４】
　次に、第１基板４２ａの上面と第２基板４２ｂの下面で配線パターン形成が必要な部分
をエッチングレジスト４０７でマスクする（工程ｆ；図９（ｆ）参照）。この際、基板内
空間４２２の壁面に施されたコーティング層ＣＬについてもエッチングレジスト４０７で
マスクする。そして、エッチング液による不要な導電性材料４０１の除去（工程ｇ；図９
（ｇ）参照）、エッチング後の洗浄及びエッチングレジスト４０７の除去が行われる（工
程ｈ；図９（ｈ）参照）。
【０１１５】
　なお、ここでは、エッチングにより不要な導電性材料を除去する構成としたが、これに
限定されず、例えばレーザ加工や切削加工によって不要な導電性材料を除去するようにし
てもよい。
【０１１６】
　次に、下面が導電性材料４０１で覆われた第３基板４２ｃ（本発明の他の基板の実施形
態）を第２基板４２ｂの下面に貼り合わせる（工程ｉ；図９（ｉ）参照）。次に、第１基
板４２ａの上面全体を覆って密閉する保護カバー４０８を取り付ける（工程ｊ；図９（ｊ
）参照）。保護カバー４０８の形状や取付方法、保護カバー４０８を用いる理由は第３実
施形態の場合と同様である。次に、第４基板４２ｃに、例えばレーザやＮＣ装置等を用い
て、第３基板４２ｃの下面から第２基板４００ｂの下面へと至る平面視略円形状の第５貫
通孔４０９をあける（工程ｋ；図９（ｋ）参照）。なお、工程ｉ～工程ｋの順序は適宜入
れ替えても構わない。
【０１１７】
　次に、第４貫通孔４０９にメッキ処理（例えば無電解銅メッキ処理）を行って、図９（
ｌ）に示すような第２貫通配線４１０を形成する（工程ｌ）。これにより、第２基板４２
ｂの下面の配線パターンと、第３基板４２ｃの下面の導電性材料４０１との電気的接続が
行われる。メッキ処理の際、保護カバー４０８の存在によって、メッキ液が基板内空間４
２２に侵入することがない。なお、第２貫通配線４１０の形成は、メッキ処理以外の方法
で行ってもよい点は第３実施形態と同様である。
【０１１８】
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　次に、第３基板４２ｃの下面において、配線パターンが必要な部分をエッチングレジス
ト４０７でマスクし（工程ｍ；図９（ｍ）参照）、基板（３つの基板４００ａ～４００ｃ
を貼り合わせてなる）をエッチング液に浸し、第３基板４２ｃの下面の不要な導電性材料
（例えばＣｕ）を除去する（工程ｎ；図９（ｎ）参照）。この際、保護カバー４０８の存
在により、エッチング液が基板内空間４２２に侵入することがない。
【０１１９】
　なお、ここでは、エッチングにより不要な導電性材料を除去する構成としたが、これに
限定されず、例えばレーザ加工や切削加工によって不要な導電性材料を除去するようにし
てもよい。
【０１２０】
　エッチングが完了すると、基板洗浄が行われ、更に続いてエッチングレジスト４０７の
除去を行う（工程ｏ；図９（ｏ）参照）。そして、最後に、図９（ｐ）に示すように、保
護カバー４０８の接着部分を取り外して保護カバー４０８を分離する（工程ｐ）。これに
より、第１開口３２１、第２開口４２３、及び、コーティング層ＣＬでその壁面の一部が
覆われた基板内空間４２２を備え、配線パターン（貫通配線含む）が形成されたマイク基
板４２が得られる。
【０１２１】
　このマイク基板４２の上面４２ｄに、第１開口４２１を覆うようにＭＥＭＳチップ４１
を配置し、更に、ＭＥＭＳチップ４１を覆うとともに、第２音孔４３２が第２開口４２３
と重なるようにカバー４３を被せることによって、図８に示す、マイクロホンユニット４
が得られる。ＭＥＭＳチップ４１やカバー４３の接合方法、及び、電気回路部をマイク基
板４２に搭載する場合の注意事項は第１実施形態の場合と同様である。また、マイク基板
４２に設けられる配線パターンについて、減算法でなく加算法で形成しても構わない点も
第１実施形態の場合と同様である。
【０１２２】
（その他）
　以上に示した実施形態のマイクロホンユニット１～４や、電気音響変換素子搭載基板（
マイク基板）１２、２２、３２、４２、並びにそれらの製造方法は、本発明の例示にすぎ
ず、本発明の適用範囲は、以上に示した実施形態に限定されるものではない。すなわち、
本発明の目的を逸脱しない範囲で、以上に示した実施形態について種々の変更を行っても
構わない。
【０１２３】
　例えば、以上に示した実施形態では、電気音響変換素子が半導体製造技術を利用して形
成されるＭＥＭＳチップである構成としたが、この構成に限定される趣旨ではない。ＭＥ
ＭＳチップで構成される電気音響変換素子は特にダストに弱いために、本発明が好適に適
用されるが、ＭＥＭＳチップ以外の電気音響変換素子が使用される場合にも本発明は適用
可能である。
【０１２４】
　また、以上の実施形態では、電気音響変換素子がいわゆるコンデンサ型マイクロホンで
ある場合について説明したが、本発明は電気音響変換素子がコンデンサ型マイクロホン以
外の構成マイクロホン（例えば、動電型（ダイナミック型）、電磁型（マグネティック型
）、圧電型等のマイクロホン等）の場合にも適用可能である。
【０１２５】
　また、以上の実施形態では、電気音響変換素子搭載基板の基板内空間に設けられるコー
ティング層がメッキ層等の金属層である場合について説明したが、これに限定される趣旨
ではない。要は、基板内空間に設けられるコーティング層は、基板内空間で発生する可能
性があるダストを抑制する機能を有するものであれば、金属層以外でも構わない。
【０１２６】
　その他、電気音響変換素子やマイクロホンユニットの形状（それらに設けられる開口、
基板内空間等を含む）は本実施形態の形状に限定される趣旨ではなく、種々の形状に変更
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可能であるのは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明は、例えば携帯電話機等の音声入力装置に備えられるマイクロホンユニットに好
適である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１、２、３、４　マイクロホンユニット
　１１、２１、３１、４１　ＭＥＭＳチップ（電気音響変換素子）
　１２、２２、３２、４２　マイク基板（電気音響変換素子搭載基板）
　１２ａ、２２ａ、３２ｄ、４２ｄ　搭載面
　１３、２３、３３、４３　カバー（蓋部）
　１４、２４、３４、４４　収容空間
　２２ｂ　搭載面の裏面
　３１ｃ、４１ｃ　第３基板（他の基板）
　１０３、２０３、３０４、３０８、４０５、４０９　貫通配線用の貫通孔
　１１２、２１２、３１２、４１２　固定電極
　１１４、２１４、３１４、４１４　振動板
　１２１、２２１、３２１、３２２　開口又は第１開口
　１２２、２２２、３２２、４２２　基板内空間
　１２２ａ、２２２ａ、３２２ａ、４２２ａ　基板内空間の壁面
　２２３、４２３　第２開口（他の開口）
　３０７、４０８　保護カバー
　ＣＬ　コーティング層

【図１】

【図２】

【図３】
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