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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低減された温度推移を伴う、音響波によって作動する構成素子であって、
　ピエゾ圧電基板（ＰＳ）と、導電性の構成素子構造体（ＢＥＳ）と、前記基板の下面と
機械的に固定結合された補償層（ＫＳ）と、前記構成素子構造体上に被着されたＳｉＯ２

層（ＳＳ）を有しており、
　前記ピエゾ圧電基板は第１の熱膨張係数ＴＣＥ１を有しており、ｘ倍λの厚さを有して
おり、ここで５＜ｘ＜５０であり、λは中心周波数での構成素子の波長であり、
　前記構成素子構造体（ＢＥＳ）は前記基板の上面上にあり、
　前記補償層は前記基板によって機械的に緊締されているか、または温度変化時に基板に
対して機械的緊締を拡充され、
　前記ＳｉＯ２層は、中心周波数のもとで該ＳｉＯ２層内に伝播する音響波の５～２０％
の厚さを有しており、
　前記構成素子構造体（ＢＥＳ）は条片状電極指を含み、当該電極指の側方エッジは基板
表面に対して傾斜しており、基板表面と６５°＜ＫＷ＜８５°でエッジ角度ＫＷを成し、
　前記補償層（ＫＳ）は、前記基板（ＰＳ）にボンディングされた固体であり、
　前記結合はダイレクトボンディングによって形成され、
　前記基板（ＰＳ）および補償層（ＫＳ）から成る全体の高さは４００μｍを下回り、
　前記補償層（ＫＳ）の材料は、第２の熱膨張係数ＴＣＥ２を有しており、ＴＣＥ２＜Ｔ
ＣＥ１であるように選択されている、
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ことを特徴とする構成素子。
【請求項２】
　前記構成素子構造体（ＢＥＳ）は、純粋なＡｌよりも高い密度を合計で有する材料また
は材料の組み合わせから成る、請求項１記載の構成素子。
【請求項３】
　前記構成素子構造体（ＢＥＳ）は多層構造（ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３）を有しており、
当該多層構造はＡｌとＣｕ、Ｍｏ、ＷおよびＴａの少なくとも１つからなる層を含んでい
る、請求項２記載の構成素子。
【請求項４】
　前記構成素子構造体（ＢＥＳ）はＣｕ、Ｍｏ、ＷおよびＴａから選択された第１の層と
、当該第１の層の上に被着された、単一材料から成る電極体または多層構造体（ＭＳ１、
ＭＳ２、ＭＳ３）を含み、前記単一材料または前記多層構造体の個々の層は、Ａｌ、Ｃｕ
、ＭｇおよびＡｇのうちの少なくとも１つを含む、請求項２または３記載の構成素子。
【請求項５】
　前記補償層（ＫＳ）はガラス層を含む、請求項１から４までのいずれか１項記載の構成
素子。
【請求項６】
　前記補償層（ＫＳ）は１～３．５ｐｐｍ／ＫのＴＣＥ２を有する材料を含む、請求項１
から５までのいずれか１項記載の構成素子。
【請求項７】
　前記ＳｉＯ２層（ＳＳ）は表面構造を有しており、当該表面構造は、前記電極指の構造
に追従し、該電極指と同じ指間隔を有している、請求項１記載の構成素子。
【請求項８】
　前記基板は、補償層（ＫＳ）として用いられる担体材料と接続されており、当該担体材
料はハウジングの一部であり、
　前記担体材料は熱膨張係数ＴＣＥ３を有しており、ＴＣＥ３＜ＴＣＥ１が選択されてい
る、請求項１から７までのいずれか１項記載の構成素子。
【請求項９】
　前記担体材料は多層であり、層の間に配置された少なくとも１つの金属化面を有してお
り、少なくとも１つの層はセラミック、ガラスまたはプラスチック導体プレート材料を含
む、請求項８記載の構成素子。
【請求項１０】
　前記補償層（ＫＳ）は、構成素子に対するハウジングの下部を構成している、請求項１
から７までのいずれか１項記載の構成素子。
【請求項１１】
　前記ＳｉＯ２層（ＳＳ）の領域内に、蒸気ストッパーが窒素含有ＳｉＯ２の形で組み込
まれている、請求項１から１０までのいずれか１項記載の構成素子。
【請求項１２】
　低減された温度推移を伴う、音響波によって作動する構成素子を製造する方法であって
、
　・ピエゾ圧電基板（ＰＳ）を自身の下面を介して、補償層（ＫＳ）と機械的に固定結合
させ、前記補償層は前記基板によって機械的に緊締されているか、または温度変化時に基
板に対して機械的緊締を拡充させ、
　前記ピエゾ圧電基板は第１の熱膨張係数ＴＣＥ１を有しており、ｘ倍λの厚さを有して
おり、ここで５＜ｘ＜５０であり、λは中心周波数での構成素子の波長であり、
　・導電性の構成素子構造体（ＢＥＳ）を前記基板の上面上に生成し、
　・当該構成素子構造体上にＳｉＯ２層（ＳＳ）を被着させ、当該ＳｉＯ２層は中心周波
数のもとで該ＳｉＯ２層内を伝播する音響波の５～２０％の厚さを有しており、
　前記構成素子構造体（ＢＥＳ）は条片状電極指を含み、当該電極指の側方エッジは基板
表面に対して傾斜しており、基板表面と６５°＜ＫＷ＜８５°でエッジ角度ＫＷを成し、
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　前記補償層（ＫＳ）は、前記基板（ＰＳ）にボンディングされた固体であり、
　前記結合はダイレクトボンディングによって形成され、
　前記基板（ＰＳ）および補償層（ＫＳ）から成る全体の高さは４００μｍを下回り、
　前記補償層（ＫＳ）の材料は、第２の熱膨張係数ＴＣＥ２を有しており、ＴＣＥ２＜Ｔ
ＣＥ１であるように選択される、
ことを特徴とする構成素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記結合されるべき２つの表面を結合前に研磨する、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＳｉＯ２層（ＳＳ）をスパッタリングまたはＰＥＣＶＤによって被着させ、
　結果として生じる層が１．４４～１．４９の間の屈折率を得るように析出条件を設定す
る、請求項１２または１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記ピエゾ圧電基板（ＰＳ）を前記補償層（ＫＳ）との結合後に、ＣＭＰ方法によって
、１０～５０μｍの層厚まで薄くする、請求項１２から１４までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項１６】
　前記ＳｉＯ２層（ＳＳ）の領域内に、蒸気ストッパーを窒素含有ＳｉＯ２の形で組み込
む、請求項１２から１５までのいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ＳＡＷ構成素子の周波数を定める特性、例えば中心周波数は主に温度への依存性を示し
、例えば典型的に４０ｐｐｍ／Ｋである。この原因は、温度上昇時に通常、基板の熱膨張
が起こってしまうことである。インターデジタル形変換器構造体の場合には、この熱膨張
によって電極間の間隔が大きくなってしまう。この間隔は変換器の中心周波数を定め、ひ
いてはＳＡＷ構成素子の中心周波数を定めるので、これによって波長も上昇し、中心周波
数が低減する。しかし音の速度の変化も、この熱膨張と結びついている。なぜなら、熱膨
張によってピエゾ圧電材料の弾性特性も変化するからである。これに加えて、大抵の場合
に使用されているピエゾ圧電ウェハ材料は強い異方性を示し、自身の特性の結晶軸に依存
した温度推移（Temperaturgang）を有している。
【０００２】
　この温度推移、ひいては温度に依存した中心周波数の変動にもかかわらず、ＳＡＷ構成
素子では、比較的大きな温度領域にわたって機能性を保証するために、通常は構成素子の
帯域幅が高められなければならない。従って帯域幅の狭い、周波数が正確な、温度に依存
しないＳＡＷ構成素子の製造は、タンタル酸リチウムまたはニオブ酸リチウム等の基板で
は基本的には不可能である。しかし温度推移はフィルタとして使用する場合には障害とな
り、できるだけ最小化されるべきである。
【０００３】
　ピエゾ圧電基板材料の温度推移を補償するために、既に種々の方法が提案されている。
１つの方法は、ピエゾ圧電ウェハを支持体材料と機械的に固定して接続し、熱的に緊締す
る（verspannen）ことである。支持体材料が適切に選択されている場合、この緊締によっ
て、温度推移はある程度は補償される。この場合には通常、補償は次のように行われる。
すなわち、緊締された材料における熱膨張が、その構成素子に対して使用されている音響
表面波の音速度の上昇と結び付くように行われる。緊締材料としては例えばケイ素が知ら
れている。
【０００４】
　別の方法は、基板表面上に、例えば電極構造体上に、酸化ケイ素から成る誘電性層を載
置することである。これは例えば気相からの析出によって行われる。層の特性に依存して
、内部で伝播するＳＡＷの波長を基準にして約２０～３５％の層厚から、温度補償が実現
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される。しかしこの解決方法の欠点は、この層による高い質量負荷と、ＳＡＷの高い減衰
である。この減衰は、このような厚い層によって生じてしまう。
【０００５】
　従って本発明の課題は、低減された温度推移を有する、音響波によって作動する構成素
子を提供することである。しかもこれによって他の構成素子特性が過度に悪影響を与えら
れることはない。
【０００６】
　上述の課題は本発明と相応に、請求項１に記載された構成素子によって解決される。本
発明の有利な構成並びにこの構成素子の製造方法は従属請求項に記載されている。
【０００７】
　本発明は音響波によって作動する構成素子を提案し、この構成素子では相互に依存しな
い２つの手法が発明の様式で組み合わされ、最小化された温度推移の所望の効果が得られ
る。しかも、同時に、個々の手法と結び付いている欠点が生じることはない。
【０００８】
　本発明の構成素子はピエゾ圧電基板を含む。この基板は、構成素子の中心周波数のもと
で、構成素子内で伝播する音響波の５～５０波長の比較的薄い層厚を有している。基板の
表面上には、それ自体公知の方法で、導電性の構成素子構造体が被着される。基板の下面
には、これと固定結合された補償層が配置されている。この補償層は基板と機械的に緊締
されているか、または温度変化時に、基板に対する機械的緊締を拡充する。
【０００９】
　有利には、基板の熱膨張係数ＴＣＥ１は、補償層の熱膨張係数ＴＣＥ２よりも小さい。
【００１０】
　このようにして、ピエゾ圧電基板の機械的緊締が実現される。この緊締はピエゾ圧電基
板の弾性特性の温度推移を低減させる。この場合にこの緊締は単独で、弾性パラメータの
変化を介して作用し、ピエゾ圧電材料自体の熱膨張に比較的依存しないのにもかかわらず
、周波数の温度推移を低減させる。
【００１１】
　構成素子構造体上に、ＳｉＯ２層が、構成素子内で伝播する音響波の５～２０％の厚さ
で配置される。このＳｉＯ２層は補償層とは異なる作用を有している。この層は基板上に
配置されているので音響波は部分的にＳｉＯ２層内に伝播する。従ってこの層内の音速度
およびＳｉＯ２層自体の温度推移は構成素子全体の温度推移に決定的に影響を与える。こ
こでもＳｉＯ２層が適切な熱膨張係数を有していることが重要なのではなく、ＳｉＯ２層
が周波数の、低減された温度推移を有していることが重要である。有利にはＳｉＯ２層は
主に各長距離秩序を有していないアモルファス変態にあり、高い層均一性で設けられてい
る。
【００１２】
　本発明のこのような２つの手法によって、相応の構成素子は僅かな、補償された周波数
の温度推移のみを有する、なしいは完全に補償された周波数温度推移を有する。この２つ
の手法は相互に独立して、それぞれ温度推移ないし温度推移の低減に寄与するので、相互
に影響することはなく、相互に依存しないで加わり合い、これまで得られなかった温度補
償が得られる。この場合に各個々の手法の寄与は、それ自体単独で、措置が１つだけ単独
で使用される場合に必要とされるであろう寄与よりも僅かであってよい。このようにして
特に、ＳｉＯ２層の場合に、過度の層厚、ひいては音響波の過度の減衰が回避され、従っ
て構成素子の特性に妨害が与えられることを回避することができる。ピエゾ圧電層は比較
的薄い層厚を有しているので、補償層との緊締によって、バイメタル作用が原因で許容さ
れない程に高い湾曲が生じることもない。構成素子は温度変動時にも充分に平らなままで
あるので、殊に本発明による構成素子の製造は困難ではない。特に微細な導電性構成素子
構造体も、高い解像度を有する方法を用いて、問題無く、本発明に相応して補償層と結合
されたピエゾ圧電層上に被着される。しかも構造体精度が低下することはない。
【００１３】
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　本発明の有利な構成では、補償層として固体が用いられる。この固体は、ピエゾ圧電層
に結合されている。いわゆるウェハボンディング方法によって、２つの平らなまたは形状
接続的に接続可能な表面の特に密接な結合が可能になる。この密接な結合を介して、補償
層によるピエゾ圧電層の特に良好な緊締が可能になる。この緊締は温度推移の低減に関し
て最大の効果を可能にする。
【００１４】
　しかし、ピエゾ圧電基板と補償層の間に薄い中間層を設けることも可能である。このよ
うな中間層によって、別の利点が得られる、ないしはこの結合基板によって欠点が補償さ
れる。このような中間層は例えば反射低減層である。この層によって、ピエゾ圧電基板の
上面での光技術によるパターニング時に、基板の下面に生じる反射が最小化される。そう
でなければこの反射によって、構成阻止構造体の妨害するパターニング、ひいては不正確
かつシャープでないパターニングが生じてしまう。従って反射低減層は、光を吸収する層
またはλ／４層である（ここでλは、パターニングに使用される光の波長である）。この
層は２つの境界面で反射を生じさせるが、この反射は、適切に選択された層厚およびこれ
によって得られる位相シフトによって分解される。反射防止層を、場合によってはそれぞ
れλ／４の層厚で構成された異なる層の組み合わせとして構成することも可能である。こ
の層の境界面に特に良好な反射が生じる場合には特にλ／４層が有効である。λ／４層へ
移行するとき、または第１のλ／４層から隣接する層に移行するときに屈折率が特に大き
く変化する場合に、これが実現される。従って、屈折率に関して大きく異なる複数のλ／
４層を組み合わせるのが有利である。
【００１５】
　中間層または場合によっては、複数の中間層のうちの１つが低い伝導性を有し、さらに
例えば高抵抗に構成されている場合にさらなる利点が得られる。このようにして、ピエゾ
圧電基板の下面に生じる、ピロ電気基板材料の場合に生じるような、電荷を分散させるな
いしは放出させることができる。この場合には、ピロ電気電荷によって、過度に高い電位
差および電圧が構成素子内で生じるのが回避される。その放電は構成素子に損傷を与える
、むしろ構成素子を破壊する恐れがある。
【００１６】
　本発明の別の形態では、中間層または中間層の１つは半導性に構成されるか、または特
定の条件下でのみ導電性であるように構成される。例えばこの層を半導体としてまたは光
によって起動可能な層として設けることが可能である。
【００１７】
　このような中間層内で実現され得る別の特性は、音響バルク波の反射の阻止である。こ
の音響バルク波はほぼ寄生的に不所望得の妨害波として構成素子構造体によって生成され
る。音響バルク波の反射は、構成素子構造体内で妨害信号を生じさせる。適切に構成され
た中間層によって、音響バルク波の反射が阻止される。これは中間層が例えば音響的な反
射防止層として作用することによって実現される。このような反射防止作用は次の場合に
得られる。すなわち、適切な音響インピーダンスと層厚を有する誘電層が使用される場合
に得られる。しかし、中間層を相応にパターニングして、音響バルク波が境界面で散乱さ
れ、これによってその妨害作用の大部分が奪われるようにしてもよい。
【００１８】
　中間層を使用する場合には部分的に、ピエゾ圧電基板と補償層をダイレクトボンディン
グすることによって相互に接続することはできない。従って、補償層と基板を接着剤層に
よって接続することを提案する。接着剤層が適切な層厚で構成されている場合、この接着
剤層は既に、上述した目的のうちの１つを、光学的な反射防止層としてまたは音響的な反
射防止層として満たすことができる。接着剤層は、（音響的反射を阻止するために）粗面
化された表面を有するピエゾ圧電基板を、場合によっては同じように粗面化された表面、
例えば補償層と接続させるのにも適している。これはボンディング自体によっては形状接
続的に接続されることはなく、従って固定的に相互に接続されることはない。
【００１９】
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　構成素子構造体は有利には、ピエゾ圧電基板と補償層の接続後に結合基板上に設けられ
る。しかし、ピエゾ圧電層の層厚を、結合基板の作成後に、薄化プロセスによって適切な
、本発明に相応する比較的低い強度にし、その後にはじめて構成素子構造体を設けること
も可能である。
【００２０】
　構成素子構造体に対しては標準の金属化部が使用可能であり、殊にアルミニウム、アル
ミニウム含有合金または、主にアルミニウムまたはアルミニウム合金を含む多層システム
が使用可能である。しかし、表面波構成素子の金属化部もこのような構成部分の周波数お
よび損失に影響を与えることが確認されている。周波数は、金属化部内の波速度に影響を
与える金属化部の物理的な特性によって、および層厚や金属化部強度等の幾何学的形状に
依存する大きさによって、および金属化部にわたる基板の機械的緊締によって定められる
。構成部分の周波数に影響を与える全ての量は周波数の温度依存性にも影響を与える。従
って金属化部パラメータの適切な選択によってＴＣＦはさらに最小化される。金属化部が
原因である構成素子内の損失はその温度を高め、従って同じように周波数に影響を与える
。従って金属化部内の電気的損失の低減は、温度に依存する周波数差の低減にもつながる
。
【００２１】
　金属化部内の音響波の速度は特に、弾性定数、および金属化部内の温度依存性によって
定められる。銅、モリブデン、クロム、金、タングステン、銀およびタンタル、またはこ
れらの金属の合金は弾性定数の僅かな温度依存性のみを有している。僅かなＴＣＦを伴う
構成部分に対する有利な金属化部は従って、これらの選択肢からの金属または、これらの
金属を含有する合金からなる１つまたは複数の層を含む。層内で高い密度を伴う金属が使
用される場合には、アルミニウムから成る標準金属化部とは異なって既に利点が得られる
。
【００２２】
　その弾性定数の温度依存性が非常に低い金属は、エリンバーとして既知の合金である。
これは５０％のＦｅ、４２％のＮｉ、５．３％のＣｒ、２．５％のＴｉの組成さらにＣ、
Ｍｎ、Ｓｉ、ＡｌおよびＣｕを含み、本発明の構成素子内で使用可能である。従ってこの
金属は金属化部として、このような金属化部が設けられた構成阻止のＴＣＦを低減させる
。
【００２３】
　金属化部の低い層厚によって周波数の低い温度推移が得られることが分かっている。Ｓ
ＡＷ構成素子の設計時に質量負荷は重要なファクターであるので、層の高さが低い場合に
は、より高い密度を有する金属によって同じ質量負荷が得られる。従ってこの関連におい
て適切な金属化部は、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｗ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｔａを含む。
【００２４】
　構成素子のＴＣＦおよび他のパラメータに与える金属化部の影響は、金属化部内を伝播
する音響波の割合に依存するので、金属化部に対する構成素子特性の依存性はより低い金
属化部割合を介して低減される。低い金属化部割合ηを有する構成素子はより少ない金属
を有している。従ってこれが構成素子の周波数およびＴＣＦに与える影響はより少ない。
【００２５】
　多層システムでは、種々異なる温度依存性長手軸方向膨張（ＴＣＥ）を有する材料が結
合体内で使用される場合に緊締が生じる。タンタル酸リチウムから成るピエゾ圧電基板は
、実質的に全ての他の材料との結合において緊締を有する。なぜなら、方向に依存するＴ
ＣＥを有しているからである。このＴＣＥは異なる結晶軸に沿って、異なって消える。ピ
エゾ圧電材料との層結合体内の僅かな緊締は、次のような層ないし金属合金によって実現
される。すなわちそのＴＣＥが、ピエゾ圧電基板の結晶軸固有のＴＣＥに整合されている
層ないし金属によって実現される。このような視点の下では、基板としてのタンタル酸リ
チウムとの結合において、Ｃｕ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｗ、ＰｔおよびＴａ等の金属が、金
属化部または金属化部の構成部分として特に良好に適している。
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【００２６】
　ＳＡＷ構成素子の自己発熱は、音響的な損失および電気的な損失を低減することによっ
て低減する。構成素子の設計によって音響的な損失が影響され、電気的な損失は実質的に
固有の電気的抵および金属化部の層の高さによって定められる。比較的高い層厚は、全体
抵抗に対しては有利であるが、上述の理由から低いＴＣＥの要求に反してしまうので、有
利な金属化部は最小の損失と、最小の層高さの間の妥協として選択される。従ってこのよ
うな視点では適切な金属化部はＡｌ、Ｃｕ、ＭｇおよびＡｇ等の金属化部を含む。
【００２７】
　本発明によるＳＡＷ構成素子の金属化部が多層システムとして構成されている場合には
、個々の層のポジティブな側面を組み合わすことが有効である。有利には、例えば直に基
板上に被着された第１の金属層は弾性定数の低い温度依存性、低い温度膨張係数および同
時に高い密度を有する。金属化部の最下層には、音響的エネルギーの大部分が位置するの
で、このような最下層によって、構成素子全体のＴＣＦに対する大きい作用が得られる。
最下層としては、殊に金属Ｃｕ、Ｍｏ、Ｗ、ＡｕまたはＴａが有利である。場合によって
、最下電極層は、これと比べて比較的薄い付着層上に被着される。この付着層はＡｌまた
はＴｉから成る。第１の金属化層の上には有利には、良好な導電性を有する１つまたは複
数の層が使用される。これによって電気的損失が低く保たれる。上述した第１の層との結
合においてはこの場合には、アルミニウム、アルミニウム合金、Ｃｕ、ＭｇおよびＡｇか
ら成る層または層システムが良好に適している。
【００２８】
　本発明の構成素子はＴＣＦを低減させるために緊締作用を使用する。この緊締作用は補
償層とピエゾ圧電基板の緊締から生じる。補償層による構成素子の緊締は殊に、結合体の
弾性定数およびその温度依存性に作用し、これによって同じように有利にはＴＣＦ、すな
わち構成素子全体の周波数の温度依存性が有利には低減される。
【００２９】
　緊締作用は境界層から離れるとともに低減し、音響波は、緊締層の方を向いていないピ
エゾ圧電基板面上を伝播するので、ＴＣＦに対する最大の緊締影響は、薄いピエゾ圧電基
板によって得られる。この基板は、約５０μｍの厚さを上回らない。有利にはピエゾ圧電
基板の層厚に対して、下方限界も守られる。この下方限界は次のように選択される。すな
わち、補償層に対する境界層での、基板における表面波の偏位が次第に消えるように選択
される。この下方限界は幾つかの波長では絶対数において、構成素子の中心周波数の関数
でもある。例えばここでは層厚の有利な下方限界は５波長である。これは２ＧＨｚの中心
周波数を伴う構成素子では約１０μｍに相当する。
【００３０】
　補償層は単独で緊締作用に影響を与えるので、このために、多数の有利な無機材料が考
えられる。これは殊に、基板の膨張係数ＴＣＥ１よりも小さい熱膨張係数ＴＣＥ２を有し
ている材料である。現行の単結晶基板材料には、約４～１６ｐｐｍ／Ｋ（ＬＴ）ないし７
～１５ｐｐｍ／K（ＬＮ）の結晶断面に依存した異方性熱膨張を有しているタンタル酸リ
チウム（ＬＴ）およびニオブ酸リチウム（ＬＮ）が可能であり、補償層には有利に相応す
る低い膨張係数を有する相応の材料が可能であり、殊に４ｐｐｍ／Ｋよりも低い膨張係数
を有する材料が可能である。ＴＣＦに与えられる、補償層の有利な作用は、補償層の熱膨
張係数ＴＣＥが下がるほど、高くなる。
【００３１】
　ガラスの場合には、適切な組成によって容易かつ強力にＴＣＥが影響される。９９．９
％を上回る二酸化ケイ素割合を伴う水晶ガラスは例えば０．５ｐｐｍ／ＫのＴＣＥしか有
していない。他方で、酸化鉛および他の酸化物を有するガラスは９．８ｐｐｍおよびそれ
を上回るＴＣＥを有する。例えば商品名Ｚｅｒｏｄｕｒ（Ｒ）およびＡｓｔｒｏｓｉｔａ
ｌ（Ｒ）として知られている特別なガラスの場合には、０ないし１－２×１０－７ｐｐｍ
／ＫのＴＣＥが測定される。ＯｈａｒａのＥ６、Ｃｏｒｎｉｎｇの７７４０またはＢｏｒ
ｏｆｌａｔ（Ｒ）等のより容易かつ良好に使用可能なガラスは約３ｐｐｍ／ＫのＴＣＥを
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有しており、従って本発明では、補償層に対する材料として適している。
【００３２】
　低いＴＣＥを有する結晶性材料およびセラミック材料も公知である。補償層に良好に適
しているのは例えば、ケイ素（３．２ｐｐｍ／Ｋ）、窒化ケイ素（２．５～３ｐｐｍ／Ｋ
）およびＡｌ２ＴｉＯ５等の特別なセラミック（０～１ｐｐｍ／Ｋ）である。
【００３３】
　本発明の有利な構成では、構成素子に対するハウジングが上述した材料の１つから製造
され、構成素子は、相応に薄いチップないし構成素子構造体に設けられたピエゾ圧電基板
を貼り付けるまたはボンディングすることによって固定して補償材料（ここではハウジン
グの底面またはカバー）と接続される。しかし緊締作用に対しては上述したように、ピエ
ゾ圧電層ないしピエゾ圧電基板の比較的薄い層厚が前提条件である。
【００３４】
　補償層によって緊締されるピエゾ圧電基板は、「バイメタル作用」によって温度変化時
に反る方向へ傾斜する。これは、高精度機械による基板の処理を困難にする。有利にはピ
エゾ圧電基板は次のような温度の場合に補償層と接続される。金属化部、すなわち小さい
寸法に関してクリチカルな、電気音響変換器に対する指構造体の製造時の温度に相応する
温度である。ここではボンディングプロセスの温度のもとで緊締、ひいては層結合体の反
りが観察されないことを前提とする。指構造体は通常は室温で構造化されるので、本発明
の構成素子は有利には、室温でも補償層と結合される。
【００３５】
　本発明による構想素子の別の観点は、機械的な力である。この力はピエゾ圧電基板と補
償層の間の緊締によって生じ得る。有利には補償層のＴＣＥは次のように選択される。す
なわち反りの時に生じる力によって構成素子の破壊またははんだ接続部のはがれが生じな
いように選択される。これは補償層のＴＣＥと基板のＴＣＥの間の差が場合によっては低
減されることによって、または補償層と基板の間の接続が弾性的な中間層によって可塑的
に構成されることによって実現される。相応に厚い、および／または機械的に充分に安定
した補償層が使用され、充分に固定的にピエゾ圧電基板と接続されている場合にも反りが
僅かである。このような結合は、例えばチップのはんだ付け時にボード上に生じる温度に
、損傷されずに耐えることができる。製造しやすさと得られる周波数安定性の間の妥協は
、基板材料としてのＬＴの場合には、約１～３．５ｐｐｍ／ＫのＴＣＥを有している、補
償層に対する材料によって得られる。
【００３６】
　基板と補償層から成る全体的な高さは有利には４００μｍを下回る。
【００３７】
　有利には補償層に対しては、基板のピエゾ圧電ウェハと、ボンディング方法で結合可能
であり、結合される補償ウェハが使用される。ボンディング方法としては有利には、ダイ
レクトボンディング方法が使用される。２つのウェハの間の境界面の領域に薄い中間層を
用いることも可能である。この中間層を介してより良好な接着が仲介される。このような
中間層は例えば酸化物または金属層であり得る。基板ウェハと補償ウェハの間の接着も可
能である。適切なボンディング方法は例えばダイレクトウェハボンディング、接着方法ま
たは挿入方法、エピタキシャルボンディング、リフトオフ、アノード接続または共融接続
である。
【００３８】
　本発明による構成素子の別のアスペクトは、構成素子構造体上、すなわち金属化部上に
被着されたＳｉＯ２層である。このような層は、弾性定数のポジティブな温度係数を有し
ている。正確な化学量論を有しており、いかなる長距離秩序も有していない理想的なＳｉ
Ｏ２層によって、層内で伝播可能な音響波長の２０～３５％の層厚から、ＴＣＦを完全に
補償することができる。より厚いＳｉＯ２層によってはむしろ過度の補償が観察されてし
まう。しかしこの層では次のことは不利である。すなわち、損失を生起させる音響的減衰
をこの層が生じさせてしまうのは不利である。従って本発明ではＳｉＯ２層は５～２０％
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の比較的薄い層厚を有している。
【００３９】
　ＳｉＯ２層の最適な層厚は、金属化部高さおよび金属化部強度の関数でもある。すなわ
ちＳｉＯ２層の層厚が同じままである場合には、金属化部高さおよび金属化部強度に対し
てそれぞれ最適な値が選択可能である。
【００４０】
　ＳＡＷ構成素子の別の周辺条件は、電極指の反射率である。４％の金属層厚を伴う従来
の電極指はＬＴ上で、指毎に５％の反射率を有している（ＳｉＯ２層無し）が、２０％の
厚さのＳｉＯ２層では反射率は指毎に２．３％の値の反射率まで低減する。すなわち半分
以下に低減する。反射率のこの低減は、相対的な金属化部厚さの２～約１０％の間の全て
の層厚で観察される。この反射率はＳＡＷ構成素子の重要な特性であり、特定の最低値を
有しているべきであり、構成素子にとっては周波数を定めるものであるので、反射率は本
発明の別の構成によって再び高められる。ＳｉＯ２層の合致した析出によって、約４％の
相対的層厚を有する金属化の場合に、電極指あたり約６．３％の上昇した反射率が定めら
れる。ここでこのＳｉＯ２層の析出は全体において、基板ないし基板の上に被着された金
属化部の表面ないしトポグラフィに対して合致して延在している。
【００４１】
　合致したＳｉＯ２層は、析出パラメータを相応に調整することによって得られる。この
ために殊に出力物質、圧力、温度、使用されている搬送ガスおよびスパッタリングの場合
には使用されるバイアス電圧が相応に調整される。このような合致したＳｉＯ２層を製造
するための適切な方法はスパッタリングおよびＰＥＣＶＤである。
【００４２】
　正確な化学量論と主にアモルファス変態を有する理想的なＳｉＯ２層とは異なって、実
際に製造されたＳｉＯ２層は常にある程度のＳｉＯ成分を含有する。これは０．５～５％
の領域にある。ＳｉＯ割合が上昇するとともに、屈折率も上昇する。従ってこの屈折率は
ＳｉＯ２層を特徴付けるために使用可能である。本発明に良好に適しているＳｉＯ２層は
、６３２．８ｎｍの波長のもとで、１．４４～１．４９の領域にある屈折率を有し、これ
に対して理想的なＳｉＯ２は、上述した波長のもとで１．４５６の屈折率を有している。
【００４３】
　スパッタリングまたはＰＥＣＶＤ方法を用いたＳｉＯ２層の析出時には欠陥および穿孔
が生じる恐れがある。これによって本発明に必要な、層の質が保証されなくなる。しかし
これらは後から処置によって除去可能である。この処置は高い温度のもとで実行される。
この温度は金属化に使用されている材料に依存して上方で制限されている。アルミニウム
含有金属化部の場合には、この処置は例えば最高４００℃で行われる。
【００４４】
　ＳｉＯ２層を形成する場合にはさらに、析出温度を最低にして、冷却時に生じるプレス
緊締を最小化するのが有利である。過度に高いプレス緊締では、ＳＡＷ構成素子の特性が
悪くなってしまう。
【００４５】
　ＳｉＯ２層のポジティブな作用は、この層が音響的遅延の所望のポジティブな温度係数
を有していることである。他方でピエゾ圧電基板は通常は音響的遅延のネガティブな温度
係数を示す。ＳＡＷ速度はＳｉＯ２層内では、例えばＬＴ内のそれよりも遅い。従って、
波は有利には、ＳｉＯ２層と基板の間の境界面で伝播する。
【００４６】
　この手法の別の利点は、ＳｉＯ２が良好な誘電体として約１ＭＶ／ｍｍ２の高い耐ブレ
ークダウン性を有していることである。従ってＥＳＤ耐性が上昇する。これは、その上に
被着された層による指縁部の「丸くされた部分（Verrundung）」の故でもある。さらに、
３．９であるＳｉＯ２の誘電定数は空気のそれよりも約４倍大きい。これによってさらに
耐絶縁破壊性が高められる。さらに、硬質なＳｉＯ２層は例えば、製造方法からの金属粒
子によって生じる短絡に対する、粒子保護としても作用する。
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【００４７】
　上述したように、ＳｉＯ２層の近似的に合致した析出によって、電極指毎の反射率が高
まる。これは、ＳｉＯ２層の表面も次のようなトポグラフィを有しているということに起
因する。すなわち少なくとも部分的に、電極指のトポグラフィに追従し、従って固有の反
射率を有する、ないしは全体的な反射率を高めるトポグラフィである。
【００４８】
　本発明の別の構成ではＳｉＯ２層の表面上のトポグラフィは事後のパターニングおよび
他の措置によって形成される。ここでは周期、相対的な指の幅、ＳｉＯ２層表面での隆起
部のエッジ角度ないしエッジ形状が変えられる。
【００４９】
　発明者は、金属化部構造体のエッジ角度の変化を介して、すなわち、電極指自体のエッ
ジ角度の変化を介してＳｉＯ２層の改善された層析出、殊に改善されたエッジ被覆が可能
であることを見出した。また公知のＳｉＯ２層は特定の層厚を過ぎると、裂ける方向へ強
く傾くが、本発明による金属化部の９０度異なるエッジ角度、ひいてはこのエッジ角度に
追従するＳｉＯ２層のトポグラフィが抑圧され、分裂が回避される。傾けられ、例えば７
５°に傾斜したエッジ角度を有する、構成素子構造体上のＳｉＯ２層は、９０°の通常の
エッジ角度を有する同じ厚さを有する層より格段に少ない裂けを有する。択一的に、９０
°より小さい金属化部のエッジ角度ではＳｉＯ２層の層厚は高くされ、ＴＣＦの補償が改
善される。しかもこの場合に強い裂けが生じることはない。
【００５０】
　ＳｉＯ２層における隆起部は有利には、金属構造体の電極指と同じ周期性を有している
。所望の反射に応じて、この構造体は例えばピラミッド状または台形状に構成され、金属
構造体とは異なる幅を有することができる。しかしこの幅は、電極間の間隔よりも小さい
。従ってＳｉＯ２層の隆起部の間には、平らな、基板に対して平行な領域が残る。
【００５１】
　殊に上方の層領域内に蒸気ストッパーが窒素含有ＳｉＯ２の形で組み込まれている場合
にＳｉＯ２層のさらなる改善が得られる。ＳｉｘＮｙＯ２から成るこのような蒸気ストッ
パーは同じ反応炉内に窒素含有出力成分を添加することによって生成される。高い層均一
性を得るために、有利には製造時には析出反応炉内で、窒素物質割合が継続的に高められ
る。
【００５２】
　以下で、本発明を実施例および属する図面に基づいてより詳細に説明する。図面は単に
本発明をより分かりやすくするためだけのものであり、概略的で、縮尺通りではない横断
面として示されている。同じ部分には同じ参照番号が付与されている。
【００５３】
　図１は、第１の本発明による構成素子を示しており、
図２は、中間層を有する構成素子を示しており、
図３は、２つの異なる金属化層を有する構成素子構造体を示しており、
図４は、３つの異なる金属化層を有する構成素子構造体を示しており、
図５は、ＳｉＯ２層の異なるトポグラフィを有している構成素子の一部分を示しており、
図６は、構成素子構造体の傾斜したエッジを伴う構成素子の一部分を示しており、
図７は、補償層として使用されているハウジングを有する構成素子を示している。
【００５４】
　図１は、概略的な断面図で第１の本発明による構成を示している。ピエゾ圧電層ＰＳは
、補償層ＫＳと固定的に結合されている。補償層ＫＳの材料は次のように選択されている
。すなわち、ピエゾ圧電層の膨張係数ＴＣＥ１よりも、補償層の熱膨張係数ＴＣＥ２が低
くなるように選択されている。ピエゾ圧電層上には、構成素子構造体ＢＥＳが被着されて
いる。構成素子構造体は例えば条片状の指電極を伴うインターデジタル変換器であり、こ
れは図面において電極指の長手方向に対して横向きに断面で示されている。構成素子構造
体ＢＥＳおよびピエゾ圧電層ＰＳの表面上には、ＳｉＯ２層ＳＳが、構成素子の中心周波
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数のもとで、層伝播波長の５～２０％の間の層厚で被着されている。ピエゾ圧電層ＰＳの
層厚ｄｐは、約５波長である。補償層ＫＳはピエゾ圧電層よりも厚く、ピエゾ圧電層と補
償層ＫＳから成る全体的な層厚が４００μｍより薄くなるように設計されている。
【００５５】
　図２は、別の実施形態を示しており、ここではピエゾ圧電層ＰＳと補償層ＫＳの間に中
間層が配置されている。この中間層は、ピエゾ圧電層と補償層の間のより良好な接着のた
めに用いられる。しかし、この中間層が付加的な構成素子機能を担い、殊に、特定の光学
的および音響的特性、場合によっては導電性を有してもよい。この中間層は接着層として
も構成され得る。
【００５６】
　図３は、２層式構成素子構造体の断面図を示している。これは直接的にピエゾ圧電層Ｐ
Ｓ上に載置されている、比較的高い密度の金属を伴う第１の金属層ＭＳ１と、より低い密
度の金属を伴う第２の金属層ＭＳ２を有している。構成素子構造体ＢＥＳの全体高さｄＭ

は波長で測定して、構成素子内で伝播する波の波長の約４％～１０％である。
【００５７】
　図４は別の構成素子構造体を示している。これは多層式であり、ここでは殊に３層式に
構成されており、第１の金属層ＭＳ１と第２の金属層ＭＳ２と第３の金属層ＭＳ３と、場
合によってはさらなる金属層を相互に重なって有している。
【００５８】
　図５ａ～５ｄは、構成素子構造体上の、ＳｉＯ２層の異なるトポグラフィを有している
構成素子を部分的に示している。図示されたトポグラフィは、ＳｉＯ２層に対する適切な
層形成方法を介して得られている。しかしＳｉＯ２層を平坦に被着して、第２のステップ
で適切な方法を用いて、所望のトポグラフィが生じるようにパターニングすることも可能
である。
【００５９】
　図５ａは、第１の簡単な構成を示しており、ここではＳｉＯ２層のトポグラフィは、構
成素子構造体のそれに相応している。殊にＳｉＯ２層は、構成素子構造体上に隆起部を有
している。この隆起部は構成素子構造体の幅ＢＭにほぼ相当する幅ｂｓを有している。構
成素子構造体ＢＥＳおよびＳｉＯ２層ＳＳの隆起部のエッジ角度はそれぞれ約９０°であ
る。ここでは、指毎の反射率は６％を越え、ＳｉＯ２層の無い構成素子の場合よりも高い
。
【００６０】
　図５ｂは１つの構成を示しており、ここではＳｉＯ２層の隆起部は９０°異なるエッジ
角度を有しているので、全体的に断面では台形状に構成されている。ＳｉＯ２層ＳＳにお
いて隆起部の下方の幅ＢＳ１は、構成素子構造体ＢＥＳの幅ｂＭにほぼ等しい。ＳｉＯ２

層の隆起部の上方エッジは幅ＢＳ２を有している。これはＢＳ１より狭い。このような構
造は、ＢＳ１がｂＭより大きくなるように変えることができる。エッジはバックスパッタ
リングプロセスによって平らにされる。これは析出時にバイアス電圧を高めることによっ
てこのプロセスに組み込まれる。
【００６１】
　図５ＣはＳｉＯ２層内に、構成素子構造体の上方でピラミッド状の隆起部を有している
。ここでも隆起部の下方幅、すなわちピラミッド底部の幅は構成素子構造体の幅とほぼ同
じであるが、これとは上方へ向かって、または下方へ向かって異なることも可能である。
平坦化は、ここでもバックスパッタリングによって行われる。
【００６２】
　図５ｄは、１つの実施形態を示しており、ここでＳｉＯ２層は構成素子構造体上で、台
形状の断面を有する隆起部を有している。ここでは約２５°の領域のエッジ角度が選択さ
れている。これに属する構成素子構造体はここでは９０°のエッジ角度を有している。
【００６３】
　図６は２つの実施例を示しており、ここでは構成素子構造体上でＳｉＯ２層のエッジ被
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覆が改善されている。この改善は構成素子構造体のエッジ角度が９０°よりも小さい角度
に調整されていることによって実現される。このような角度は例えば６５～８５°の間の
領域で選択されており、例えば７５°である。図６Ａでは構成素子構造体上方でＳｉＯ２

層内の隆起部が９０°のエッジ角度で構成されているが、この隆起部は図６Ｂに示された
例では、これとは異なるより低いエッジ角度を有している。この角度は例えば、構成素子
構造体のエッジ角度に相応する。ＬＴ基板上の２０％の相対的厚さのＳｉＯ２層および４
％の相対的高さのＡｌ金属化部によって、それぞれ７５°の隆起部および構成素子構造体
のエッジ角度を用いて、本発明の構成素子においては、指あたり５．９％を超える反射率
が得られる。しかしＳｉＯ２層を被着させる選択された方法に依存して、ＳｉＯ２層内の
隆起部のエッジ角度が、構成素子構造体のエッジ角度より小さくてもよい。
【００６４】
　図７は本発明の別の構成を示している。ここでハウジングは、付加的に補償層としても
使用される。このような構成では、構成素子構造体およびＳｉＯ２層を有するピエゾ圧電
基板ＰＳはさらにハウジング部分と固定的に接続されている。このハウジング部分は補償
層として用いられるべきである。接続は、単に補償層による実施形態と同じように有利に
はダイレクトボンディングによって行われる。しかし、他の機械的固定結合も可能である
。これは、補償層ＫＳとして用いられているハウジング部分とピエゾ圧電層ＰＳの間の緊
締のために用いられる。例えばはんだ付け方法、接着方法またはバンプ接続が適している
。上述した補償するハウジングに対して付加的にさらに、平らな基板に類似した補償層を
、構成素子構造体を担う基板表面に対向して用いることも可能である。
【００６５】
　図７Ａは１つの実施形態を示しており、ここではピエゾ圧電基板ＰＳはバスタブ状部分
として構成されたハウジング下部内に組み込まれており、補償層ＫＳとして用いられてい
るこの材料と固定的に結合されている。ハウジング下部の材料は、上述した補償層と同じ
基準で設計されている。ハウジング下部は、図７ａおよび図７ｂで示されているように、
平らなカバーＤで閉成されている。しかし、ピエゾ圧電層ＰＳを、同じように、補償層Ｋ
Ｓとして用いられる平らなハウジング下部上に被着させることも可能である。
【００６６】
　図７ｃは１つの実施形態を示しており、ここで構成素子は引き続き、カバー部分によっ
て閉成されている。このカバー部分は固定してハウジング部分と終端を成している。図７
ｃには、機械的に固定のキャップＫが示されている。しかしこのカバー部がフィルム状で
あり、殊にラミネートされていてもよい。補償層ＫＳとして用いられるべきハウジング下
部に対する材料が、材料選択に関して、上述した、直にピエゾ圧電基板上に被着される補
償層と同じ基準の下にあることは明らかである。このような場合に、本発明に相応してハ
ウジングはＴＣＦを低減させるのに寄与する。ハウジング上部、殊にカバーＤまたはキャ
ップＫも適切な材料から選択されると、これはさらに緊締、ひいてはＴＣＦのさらなる低
減に寄与する。
【００６７】
　図７Ｄは本発明の別の実施形態を示している。ここでは構成素子には補償層ＫＳが設け
られている。この補償層はさらなるハウジング機能を内部に有していない。しかし付加的
に構成素子は、構成素子構造体ないしＳｉＯ２層上でキャップＫによって覆われている。
このキャップの材料は次のように選択されている。すなわち、ピエゾ圧電基板ＰＳのピエ
ゾ圧電材料に対して熱的な緊締が生じるように選択されている。このキャップはここで直
接的にピエゾ圧電基板ＰＳ上に載置されている。キャップはカバー層を含むこともできる
。これによって構成素子全体のＴＣＦにポジティブに影響を与え、共振周波数の位置に与
える温度の影響を最小にすることもできる。
【００６８】
　本発明をここでいくつかの実施例に基づいて説明したが、本発明はこれに制限されるも
のではない。補償層、中間層の種類および構造、構成素子構造体の正確な成形および、場
合によっては内部に構成素子が組み込まれるハウジングから変更が可能である。全ての実
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施形態は、上述した本発明の特徴によって、共振周波数の温度依存性を格段に改善すると
いう点で共通している。しかもこのために個々の措置が完全に刺激され、これと結び付い
ている欠点を甘受する必要はない。従って本発明は、傑出した構成素子性能と格段に改善
されたないしは低減された共振周波数の温度依存性を有する構成素子を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】第１の本発明による構成素子
【図２】中間層を有する構成素子
【図３】２つの異なる金属化層を有する構成素子構造体
【図４】３つの異なる金属化層を有する構成素子構造体
【図５】ＳｉＯ２層の異なるトポグラフィを有している構成素子の一部分
【図６】構成素子構造体の傾斜したエッジを伴う構成素子の一部分
【図７】補償層として使用されているハウジングを有する構成素子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】
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【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】
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