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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の気密性を検査する方法であって、
　上記電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着しているか否かにより抵抗値ある
いは容量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、
　密封可能な容器内に上記電子部品を配置し上記容器内の気体を排出して気圧を低下させ
た後、該容器内に気体状態の検査媒体を注入し、該検査媒体が液化する温度まで電子部品
の温度を低下させ、
　上記容器内の気圧を大気圧に戻した後に、上記電子部品の中空部における液体状態の上
記検査媒体の有無から生ずる素子の抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数の相違から生
ずる機能特性の相違により気密性を検査することを特徴とする電子部品の気密性検査方法
。
【請求項２】
　上記電子部品の温度を上記検査媒体が液化する温度まで低下させた後、上記容器内の気
体を空気または窒素に置換することを特徴とする請求項１記載の電子部品の気密性検査方
法。
【請求項３】
　上記容器内の気体を空気または窒素に置換した後、上記電子部品の外部表面を加熱し乾
燥させることを特徴とする請求項２記載の電子部品の気密性検査方法。
【請求項４】
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　素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の気密性を検査する方法であって、
　上記電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着しているか否かにより抵抗値ある
いは容量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、
　密封可能な容器内に上記電子部品を配置し上記容器内の気体を排出して気圧を低下させ
た後、該容器内に液体状態の検査媒体を注入して上記電子部品を上記検査媒体に浸してか
ら上記容器内の検査媒体を排出し、
　上記容器内の気圧を大気圧に戻した後に、上記電子部品の中空部における上記検査媒体
の有無から生ずる素子の抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数の相違から生ずる機能特
性の相違により気密性を検査することを特徴とする電子部品の気密性検査方法。
【請求項５】
　上記容器内から上記検査媒体を排出するときに、上記容器内を空気または窒素に置換す
ることを特徴とする請求項４記載の電子部品の気密性検査方法。
【請求項６】
　上記容器内を空気または窒素に置換した後、上記電子部品の外部表面を加熱し乾燥させ
ることを特徴とする請求項５記載の電子部品の気密性検査方法。
【請求項７】
　上記検査媒体の主成分が炭化水素類、アルコール、フッ素系媒体、有機塩素系媒体のい
ずれかであることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の電子部品の気密性検
査方法。
【請求項８】
　素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の製造方法であって、
　上記電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着しているか否かにより抵抗値ある
いは容量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、
　基板上に素子を配置し、または基板上に素子を配置し該素子に蓋部材を被せることで中
空部を形成し、該中空部を不活性ガスで満たし気密封止して被検査体とし、
　密封可能な容器内に上記被検査体を配置し上記容器内の気体を排出して気圧を低下させ
た後、該容器内に気体状態の検査媒体を注入し、該検査媒体が液化する温度まで被検査体
の温度を低下させ、
　上記容器内の気圧を大気圧に戻した後に、上記被検査体の中空部における液体状態の上
記検査媒体の有無から生ずる素子の抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数の相違から生
ずる機能特性の相違により気密性を検査し、良検査のものを完成した電子部品とすること
を特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項９】
　素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の気密性を検査する検査装置であって、
　上記電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着しているか否かにより抵抗値ある
いは容量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、
　密封可能であると共に温度調節が可能であり内部に上記電子部品を配置可能な容器と、
該容器に接続されたポンプと、上記容器に接続され容器内に気体状態の検査媒体を供給す
る検査媒体供給部と、上記電子部品の素子の機能特性を測定する測定部と、上記容器内の
温度、気圧を測定・制御すると共に上記ポンプ、検査媒体供給部、及び測定部を制御する
制御部を有し、
　上記制御部は、上記容器内に上記電子部品が配置された状態で、上記ポンプを作動させ
て上記容器内の気体を排出して気圧を低下させ、上記容器内が所定の気圧になった後に上
記検査媒体供給部を作動させて検査媒体を上記容器内に注入し、上記容器内の温度を上記
検査媒体が液化する温度まで低下させ、上記容器内の気圧を大気圧に戻した後に、上記測
定部を作動させて上記電子部品の素子の機能特性を測定し、中空部における液体状態の上
記検査媒体の有無から生ずる上記素子の抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数の相違か
ら生ずる機能特性の相違により気密性を検査することを特徴とする検査装置。
【請求項１０】
　上記制御部は上記容器外において上記測定部により上記電子部品の素子の機能特性を測
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定することを特徴とする請求項９記載の検査装置。
【請求項１１】
　上記制御部は上記容器内において上記測定部により上記電子部品の素子の機能特性を測
定することを特徴とする請求項９記載の検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は中空部を有する電子部品の気密性を検査する方法とこれに用いる装置、及びこ
のような電子部品の製造方法に関し、より詳細には小型薄型の電子部品の気密性を検査す
る方法とこれに用いる装置、及びこのような電子部品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤプレイヤーや携帯電話などに使用される電子部品のうち、例えばＳＡＷ（表面弾性
波）デバイスに使用される素子などは、その表面が湿気にふれると電気的な機能特性が変
化してしまうことがある。そこでこのような素子は、基板上に配置された後に、素子及び
基板の表面を蓋部材で覆うと共に蓋部材と素子、及び基板との間に生じる中空部に窒素な
どの不活性ガスなどを充填し、蓋部材を基板に対して半田付けして気密封止し素子が湿気
にふれないように工夫されている。ここで、電子部品の性能維持の点から、中空部の気密
性、つまり蓋部材と基板が隙間なく接合されていることが重要となる。
【０００３】
　電子部品の気密性を検査する従来の方法としては、例えば特許文献１に示す方法がある
。すなわち、真空容器内に完成した電子部品を配置し、ポンプで真空容器内を真空状態に
する。このとき、蓋部材と基板との間に隙間がある不良品は、中空部に充填した不活性ガ
スが真空容器内の空気と共に排出される。
　次に、真空容器内にヘリウムガスを注入する。このとき、不良品の場合は中空部にヘリ
ウムガスが流入する。そして最後に、真空容器内からヘリウムガスを排出する。そして定
めた真空度内で、ヘリウムガスカウンタと呼ばれる検出器を用いてヘリウムガスを検出す
る。不良品の場合には中空部にヘリウムガスが残存しているので、ヘリウムガスが検出さ
れる。これにより、電子部品の良品、不良品を検査する。
【特許文献１】特開２０００－２３６０４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、近年の集積技術の向上に伴って電子部品が小型薄型化するにつれて、このよ
うな従来の検査方法では気密性の検査が困難となってきた。すなわち、検査対象である電
子部品が小型薄型化するにつれて中空部の空間容積も小さくなるので、中空部に流入可能
なヘリウムガスの量が少なくなってしまう。これにより、真空容器内からヘリウムガスを
排出する際に中空部に流入したヘリウムガスが全て一緒に流出してしまい、中空部内のヘ
リウムガスを検出できないという問題があった。またはヘリウムガスが流出しなかった場
合でも、ヘリウムガスカウンタがヘリウムガスに反応するためには一定量以上のガス量が
必要であることから、中空部の空間容積が小さい場合には中空部に流入したヘリウムガス
の量ではヘリウムガスカウンタが反応しないという問題があった。また、このヘリウムガ
ス検出の困難性の問題に伴い、従来の検査方法では中空部の空間容積が小さい場合には電
子部品を一つずつ真空容器内に配置して検査する必要があるので、結果的に検査コストが
高くなっていた。
【０００５】
　本発明は以上の問題点を鑑みてなされたものであり、小型薄型の電子部品の気密性の検
査が可能な検査方法とこれに用いる装置、及び電子部品の製造方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記の課題を解決するため本発明は、素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の気
密性を検査する方法であって、上記電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着して
いるか否かにより抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、密
封可能な容器内に上記電子部品を配置し上記容器内の気体を排出して気圧を低下させた後
、該容器内に気体状態の検査媒体を注入し、該検査媒体が液化する温度まで電子部品の温
度を低下させ、上記容器内の気圧を大気圧に戻した後に、上記電子部品の中空部における
液体状態の上記検査媒体の有無から生ずる素子の抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数
の相違から生ずる機能特性の相違により気密性を検査することを特徴として構成されてい
る。
【０００８】
　また本発明は、上記電子部品の温度を上記検査媒体が液化する温度まで低下させた後、
上記容器内の気体を空気または窒素に置換することを特徴として構成されている。
【０００９】
　また本発明は、上記容器内の気体を空気または窒素に置換した後、上記電子部品の外部
表面を加熱し乾燥させることを特徴として構成されている。
【００１０】
　また本発明は、素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の気密性を検査する方法で
あって、上記電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着しているか否かにより抵抗
値あるいは容量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、密封可能な容器内に上記
電子部品を配置し上記容器内の気体を排出して気圧を低下させた後、該容器内に液体状態
の検査媒体を注入して上記電子部品を上記検査媒体に浸してから上記容器内の検査媒体を
排出し、上記容器内の気圧を大気圧に戻した後に、上記電子部品の中空部における上記検
査媒体の有無から生ずる素子の抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数の相違から生ずる
機能特性の相違により気密性を検査することを特徴として構成されている。
【００１２】
　また本発明は、上記容器内から上記検査媒体を排出するときに、上記容器内を空気また
は窒素に置換することを特徴として構成されている。
【００１３】
　また本発明は、上記容器内を空気または窒素に置換した後、上記電子部品の外部表面を
加熱し乾燥させることを特徴として構成されている。
【００１４】
　また本発明は、上記検査媒体の主成分が炭化水素類、アルコール、フッ素系媒体、有機
塩素系媒体のいずれかであることを特徴として構成されている。
【００１５】
　また本発明は、素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の製造方法であって、上記
電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着しているか否かにより抵抗値あるいは容
量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、基板上に素子を配置し、または基板上
に素子を配置し該素子に蓋部材を被せることで中空部を形成し、該中空部を不活性ガスで
満たし気密封止して被検査体とし、密封可能な容器内に上記被検査体を配置し上記容器内
の気体を排出して気圧を低下させた後、該容器内に気体状態の検査媒体を注入し、該検査
媒体が液化する温度まで被検査体の温度を低下させ、上記容器内の気圧を大気圧に戻した
後に、上記被検査体の中空部における液体状態の上記検査媒体の有無から生ずる素子の抵
抗値あるいは容量あるいは共振周波数の相違から生ずる機能特性の相違により気密性を検
査し、良検査のものを完成した電子部品とすることを特徴として構成されている。
【００１６】
　また本発明は、素子の周りに微小な中空部を有する電子部品の気密性を検査する検査装
置であって、上記電子部品の素子は液体状態の上記検査媒体が付着しているか否かにより
抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数に相違が生じるものであり、密封可能であると共
に温度調節が可能であり内部に上記電子部品を配置可能な容器と、該容器に接続されたポ
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ンプと、上記容器に接続され容器内に気体状態の検査媒体を供給する検査媒体供給部と、
上記電子部品の素子の機能特性を測定する測定部と、上記容器内の温度、気圧を測定・制
御すると共に上記ポンプ、検査媒体供給部、及び測定部を制御する制御部を有し、上記制
御部は、上記容器内に上記電子部品が配置された状態で、上記ポンプを作動させて上記容
器内の気体を排出して気圧を低下させ、上記容器内が所定の気圧になった後に上記検査媒
体供給部を作動させて検査媒体を上記容器内に注入し、上記容器内の温度を上記検査媒体
が液化する温度まで低下させ、上記容器内の気圧を大気圧に戻した後に、上記測定部を作
動させて上記電子部品の素子の機能特性を測定し、中空部における液体状態の上記検査媒
体の有無から生ずる上記素子の抵抗値あるいは容量あるいは共振周波数の相違から生ずる
機能特性の相違により気密性を検査することを特徴として構成されている。
【００１７】
　また本発明は、上記制御部は上記容器外において上記測定部により上記電子部品の素子
の機能特性を測定することを特徴として構成されている。
【００１８】
　また本発明は、上記制御部は上記容器内において上記測定部により上記電子部品の素子
の機能特性を測定することを特徴として構成されている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、中空部の空間容積が小さい小型薄型の電子部品であっても液体状態の
検査媒体が確実に中空部内に残存するので、確実に気密性の検査を行うことが可能となる
。また、中空部内に残存した検査媒体が少量であっても、検査媒体が素子に付着すれば確
実に機能特性に影響を与えるので、確実に気密性の検査を行うことが可能となる。さらに
、電子部品の機能特性を測定することにより気密性を検査するので、複数の電子部品を一
度に検査することが可能となる。
【００２０】
　また本発明によれば、検査媒体を液化した後に容器内の気体を空気に置換するので、電
子部品の表面を乾燥させることができ、電子部品の気密性の検査を正確に行うことができ
る。
【００２１】
　また本発明によれば、電子部品を加熱乾燥するので外部表面が確実に乾き、より正確に
電子部品の気密性の検査を行うことができる。
【００２２】
　また本発明によれば、検査媒体として炭化水素類などを使用することにより、電子部品
の表面や端子に影響を与えることなく気密性の検査を行うことができる。また、浸透性が
よいので中空部に流入しやすい。さらに、常温常圧下で安定して液状であるので気密性の
検査を常温常圧下で行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。まず第一の実
施形態について説明する。図１は本発明の第一の実施形態における検査装置の概略図、図
２は本発明の第一の実施形態における電子部品の概略断面図である。
　電子部品３の気密性の検査に使用する検査装置１は図１に示すように、密封可能で内部
に電子部品３を配置可能な容器たるチャンバ１１を有する。このチャンバ１１はヒータ、
クーラなどの加熱・冷却手段を有する。またこのチャンバ１１にはバルブ１２ａを介して
ポンプ１２が接続されている。さらに、チャンバ１１にはバルブ１３ａを介して混合器１
３が接続され、この混合器１３にはそれぞれバルブ１４ａ、１５ａを介して検査媒体ボン
ベ１４及び安定ガスボンベ１５が接続されている。混合器１３はファンなどの混合手段、
及びヒータなどの加熱手段を有するものとする。また検査装置１は図示しない測定器を検
査装置１の外部に有するものとする。測定器は電子部品３の電気的な機能特性を測定する
ものである。
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【００２４】
　検査媒体ボンベ１４内には、電気部品２の気密性の検査に使用する検査媒体が液体の状
態で納められている。この検査媒体に望まれる性質としては、１．電子部品３の外部表面
、及び端子に影響を与えないこと、２．浸透性が良く検査温度、気圧（望ましくは常温常
圧）で安定して液体の状態であること、３．気化温度が検査温度（望ましくは常温）以上
であり、また半田の溶解温度（おおよそ２００～２５０℃前後）以下であること、等が挙
げられる。この性質を満たす具体的な媒体としては、トルエンなどの炭化水素類、イソプ
ロピルアルコールなどのアルコール類、フッ化水素などのフッ素系液体、有機塩素系液体
などが主成分である媒体が挙げられる。より具体的にはフッ素系不活性液体であるフロリ
ナートなどが挙げられる。なお、検査媒体は気体の状態で検査媒体ボンベ１４に納めても
よい。
　一方、安定ガスボンベ１５内には、例えば窒素などの不活性の安定ガスが納められてい
る。
【００２５】
　この検査装置１で気密性の検査を行う電子部品３は、例えばＳＡＷデバイスなど、素子
の表面が湿気にふれると電気的な機能特性が変化してしまうものである。電子部品３は図
２に示すように、基板２１上に素子２２を配置し、さらにこの素子２２を覆うようにして
蓋部材２３を基板２１に取付けることにより構成される。そしてこの蓋部材２３と基板２
１及び素子２２との間にできた中空部２４に窒素などの不活性ガスを充填すると共に、蓋
部材２３を基板２１に半田付けして中空部２４を気密封止する。これは素子２２を湿気に
触れさせないようにするためである。そして検査装置１においては、この中空部２４の気
密性、すなわち蓋部材２３が基板２１に対して隙間なく取付けられているかを検査する。
隙間を有するものは気密性が保たれておらず不良品となる。この電子部品３の気密性の基
準としては、１×１０-8～５×１０-8atm・cc／sec程度の気密性が保たれていればよい。
　なお、ここでは電子部品３の製造段階において、中空部２４に不活性ガスを充填するこ
ととしたが、不活性ガスで満たされた空間内において基板２１に蓋部材２３を取付けるこ
とにより、中空部２４を不活性ガスで満たすことができ、これにより充填の行程が必要な
くなる。
　また、検査対象となる電子部品３はこのような構成のものに限られず、例えば基板と素
子との間に気密状の中空部を有するものなど、気密状の中空部を有する電子部品であれば
どのような構成のものでも検査対象となりうる。
【００２６】
　次に、検査装置１を用いた電子部品３の気密性の検査方法について説明する。まず、チ
ャンバ１１内に被検査体である電子部品３を配置する。そしてバルブ１２ａを開放すると
共にポンプ１２を作動させ、チャンバ１１内の空気を排出する。このとき、電子部品３の
基板２１と蓋部材２３との間に隙間があり、中空部２４の気密性が保たれていなければ、
中空部２４に充填されている不活性ガスが一緒に排出される。
【００２７】
　チャンバ１１内の空気を排出して十分にチャンバ１１内の気圧が低下した後、ポンプ１
２を停止させてバルブ１２ａを閉めて、検査媒体ボンベ１４及び安定ガスボンベ１５のバ
ルブ１４ａ、１５ａを開放し、混合器１３を作動させる。混合器１３内においては流入す
る検査媒体及び安定ガスを加熱しながら混合し、混合気を作り出す。このとき、検査媒体
を加熱することにより気化させ、また、検査媒体が安定ガスに対して飽和量となるよう、
バルブ１４ａ、１５ａにおいて検査媒体及び安定ガスの流量を調節する。このようにして
安定ガスに検査媒体が飽和した混合気を生成する。
【００２８】
　そして、バルブ１３ａを開放して生成した混合気をチャンバ１１内に流入させる。この
とき、チャンバ１１内に配置した電子部品３の基板２１と蓋部材２３との間に隙間があり
、中空部２４の気密性が保たれていなければ、不活性ガスが排出された中空部２４に混合
気が流入する。この中空部２４への混合気の流入は、混合気に圧力や熱を加えると更に確
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実なものとなる。
【００２９】
　チャンバ１１内に混合気を流入させた後、チャンバ１１内の温度を検査媒体が液化する
温度まで低下させる。これにより、もし電子部品３の中空部２４に混合気が流入している
場合には、素子２２に液化した検査媒体が付着する。
　チャンバ１１内の温度を所定の温度まで低下させたら、検査媒体ボンベ１４のバルブ１
４ａを閉め、チャンバ１１内の混合気を徐々に安定ガスに置換する。あるいはポンプ１２
を作動させて混合気を徐々に空気に置換する。これによりチャンバ１１内の気圧を大気圧
に戻すと共に、電子部品３の外部表面を乾燥させることができる。また、チャンバ１１内
の気体の置換が終了した後、電子部品３の外部表面に液化した検査媒体がまだ付着してい
れば、電子部品３を短時間加熱して外部表面を乾燥させる。
【００３０】
　そしてチャンバ１１内の気体の置換が終了したら、電子部品３をチャンバ１１から取り
出し、測定器によって電子部品３の素子２２の電気的な機能特性を測定する。測定する機
能特性は電子部品３によって異なる。例えばＳＡＷデバイスの場合には共振周波数が測定
項目となる。電子部品３の中空部２４の気密性が保たれておらず、液化した検査媒体が素
子２２の表面に付着している場合には、検査媒体の影響で素子２２の抵抗値、容量、共振
周波数などが変化する。このことから、気密性が保たれている電子部品３の測定項目の代
表値と、検査対象となっている電子部品３の測定項目の値を比較することで、中空部２４
の気密性が保たれていない電子部品３を発見することができる。
【００３１】
　このような検査方法によれば、中空部２４の空間容積が小さい小型薄型の電子部品であ
っても、検査媒体が確実に中空部２４内に残存するので、確実に気密性の検査を行うこと
が可能となる。また、中空部２４内に残存した検査媒体が少量であっても、検査媒体が素
子２２に付着すれば確実に機能特性に影響を与えるので、確実に気密性の検査を行うこと
が可能となる。さらに、電子部品３の機能特性を測定することにより気密性を検査するの
で、複数の電子部品３を一度に検査することが可能となる。
【００３２】
　なお、本実施形態においては窒素などの安定ガスに対して検査媒体を混合させて混合気
を生成することとしたが、空気と検査媒体を混合させ検査媒体を空気に飽和させることに
より混合気を生成するようにしてもよい。あるいは、安定ガスと混合させずに純粋な検査
媒体のみをチャンバ１１に流入させるようにしてもよい。
　また、本実施形態においては混合器１３内で検査媒体を気化させることとしたが、チャ
ンバ１１内において液体状の検査媒体を熱して気化させるようにしてもよい。さらに、こ
こでは各操作を人間が行うことを前提に説明したが、検査装置１に制御部を設け、チャン
バ１１内の温度、気圧を測定、制御させると共に、ポンプ１２や混合器１３、各ボンベ１
４、１５、測定器を制御させ、各操作を自動化してもよい。さらにまた、ここでは検査装
置１はチャンバ１１の外部に測定器を有することとしたが、測定器をチャンバ１１の中に
有する構成として、この測定器の上に電子部品３を配置し、チャンバ１１内で電子部品３
の機能特性を測定するようにしてもよい。
【００３３】
　以上、本発明の第一の実施形態について説明した。上記第一の実施形態においては、検
査媒体を気化させて使用した。しかし、液体状の検査媒体によっても電子部品の気密性の
検査は可能である。以下、液体状の検査媒体を使用する第二の実施形態について説明する
。図３は本発明の第二の実施形態における検査装置の概略図である。
【００３４】
　本実施形態で使用する検査装置２は図３に示すように、第一の実施形態で使用した検査
装置２と概略の構成は略同様である。ただし、本実施形態においては検査媒体と安定ガス
を混合させる必要がないため、混合器１３、及び安定ガスボンベ１５は検査装置２の構成
に含まれていない。そして液体状の検査媒体が納められた検査媒体ボンベ１４がチャンバ
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１１に直結されている。
　なお、検査対象である電子部品３は上記第一の実施形態と同様であるので説明は省略す
る。
【００３５】
　以下、本実施形態における電子部品３の気密性の検査方法について説明する。まず、チ
ャンバ１１内に完成した電子部品３を配置する。そしてバルブ１２ａを開放すると共にポ
ンプ１２を作動させ、チャンバ１１内の空気を排出する。このとき、電子部品３の基板２
１と蓋部材２３との間に隙間があれば、中空部２４に充填されている不活性ガスが一緒に
排出される。
【００３６】
　チャンバ１１内の空気を排出して十分にチャンバ１１内の気圧が低下した後、ポンプ１
２を停止させてバルブ１２ａを閉め、検査媒体ボンベ１４のバルブ１４ａを開放し、液体
状態の検査媒体をチャンバ１１内に注入する。検査媒体は電子部品３が完全に浸るまで注
入する。このとき、電子部品３の基板２１と蓋部材２３との間に隙間があれば、不活性ガ
スが排出された中空部２４に検査媒体が流入する。この中空部２４への検査媒体の流入は
、検査媒体に圧力や熱を加えると更に確実なものとなる。
【００３７】
　次に、チャンバ１１内の検査媒体を排出し、徐々に空気に置換し、チャンバ１１内を大
気圧に戻す。チャンバ１１内の検査媒体を排出し終わった後、もし電子部品３の外部表面
が検査媒体で濡れていれば、電子部品３を短時間加熱して外部表面を乾燥させる。
【００３８】
　そしてチャンバ１１内を空気に置換し終えたら、上記第一の実施形態と同様に測定器に
よって電子部品３の素子２２の電気的な機能特性を測定する。電子部品３の中空部２４の
気密性が保たれておらず、検査媒体が中空部２４に流入して素子２２の表面に付着してい
る場合には、検査媒体の影響で素子２２の抵抗値、容量、共振周波数などが変化する。こ
のことから、気密性が保たれている電子部品３の測定項目の代表値と、検査対象となって
いる電子部品３の測定項目の値を比較することで、中空部２４の気密性が保たれていない
電子部品３を発見することができる。
【００３９】
　以上、本発明の実施形態について説明した。なお、上述した電子部品３の検査は通常、
電子部品３の製造の最終段階の工程として行われるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第一の実施形態における検査装置の概略図である。
【図２】本発明の第一の実施形態における電子部品の概略断面図である。
【図３】本発明の第二の実施形態における検査装置の概略図である。
【符号の説明】
【００４１】
　　　１　　　検査装置
　　　２　　　検査装置
　　　３　　　電子部品
　　１１　　　チャンバ
　　１２　　　ポンプ
　　１３　　　混合器
　　１４　　　検査媒体ボンベ
　　１５　　　安定ガスボンベ
　　２１　　　基板
　　２２　　　素子
　　２３　　　蓋部材
　　２４　　　中空部
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