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検査装置、および検査方法

技術分野

０００1 本発明は、検査装置、ぉょび検査方法に関するものである。

背景技術

０００2 水品振動子などの圧電素子が気密封止されている電子部品は、例えば圧電素子

を封止しているパッケージの気密性が良好でない場合、つまりリークが生じている場

合、その圧電素子の電気的特性に影響が生じて信頼性が低下する。このため一般

的に圧電素子を気密封止して電子部品を作製した後、気密性の検査、いわゆるリー

ク検査を行ぅ。

０００3 リーク検査の方法としては、例えば、バブルリークテスト方式、差圧式エアーリークテ

スト方式、圧力変ィビにょるインピーダンス測定方式など各種検査方法が知られてレめ

０００4 バブルリークテスト方式の測定方法は、例えば、被検査対象の圧電素子が気密封

止された圧電素子用パッケージを、ヒーター等にょり約 2０Cに加熱したフッ素系不

活性液中に浸潰して、そのパッケージ内部を膨張させて、パッケージ内部の漏れ(リ

ーク)箇所からの気泡を目視検査する方法である。

０００5 差圧式エアーリークテスト方式の測定方法は、密閉されたカプセルの中に、被検査

対象の圧電素子用パッケージを入れて、一定の圧縮空気を封入し、漏れ (リ一列に

ょる圧力変動をマスターパッケージ、詳細にはリークのない基準用パッケージと比較

して、その圧力差を差圧センサにて計測することで、圧電素子用パッケージの気密検

査を行列例えば、特許文献 ，2参照)。

０００6 圧力変ィビにょるインピーダンス測定方法は、被検査対象の圧電素子用パッケージ

を、大気雰囲気中と真空雰囲気中にて測定し、その際の圧力差にょって変ィビするイ

ンピーダンスの変ィロ量からリークの良否を検出する (例えば、特許文献3参照)。

０００7 特許文献1 特開2０００ 2 486号公報

特許文献2 特公平7 ０4224号公報



特許文献3 特開平 8０2号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 しかし、上記バブルリークテスト方式の検査方法では、被検査対象の圧電素子用パ

、ソケージをフッ素系不活性液中に浸潰して検査するので、比較的長い検査時間を要

する、気泡の目視検査は信頼性が低い、などの問題点がある。

０００9 また、例えば特許文献 ，2に記載された差圧式エアリークテスト方式の検査方法で

は、圧電素子用パッケージサイズが小さくなると、パッケージ容量も 心くなるため、リ

ークの有無にょる圧力差を正確に計測することができない、チヤンバーの容積やチヤ

ンバー自体のリークが検査に大きく影響する、等の問題がある。

００1０ また、例えば特許文献3に記載された測定方法では、測定時に真空状態を作るた

めの真空排気装置を用意する必要がある。また、この方法では、規定の真空度に達

するまでに時間を要するので検査時間が比較的長い、真空装置が比較的大型であ

り比較的広い設置スペースを要する、等の問題点がある。

００11 また、比較的大量の被検査対象の圧電素子用パッケージを高効率、短時間で検査

可能な検査装置が望まれている。

００12 本発明は、このょぅな問題に対処することを課題の一例とするものである。すなわち

、小型の圧電素子用パッケージを正確に気密検査すること、検査時間を一般的な検

査装置ょりも短縮すること、検査装置を比較的小型にすること、比較的大量の被検査

対象の圧電素子用パッケージを短時間で検査すること、等が本発明の目的である。

課題を解決するための手段

００13 本発明では、上述した課題を解決することを目的の一つとしている。

請求項 に記載の発明は、圧電素子が気密に封止された電子部品の気密検査を

行ぅ検査装置であって、開閉自在な加圧室内に前記電子部品が設置された状態で

該電子部品の周囲を加圧する加圧部と、前記加圧部に設置された前記電子部品の

インピーダンスを測定する測定部と、前記測定部にょって測定された非加圧時と加圧

時のインピーダンスから変ィロ量を算出し、その変化量を設定値と比較して、前記電子

部品の気密性が不良であることを判別する判別部とを有する。



００14 請求項皿に記載の発明は、圧電素子が気密に封止された電子部品の気密検査を

行ぅ検査方法であって、開閉自在な加圧室内に前記電子部品を設置した状態で該

電子部品の周囲を加圧するステップと、前記加圧室内に設置された前記電子部品の

インピーダンスを測定するステップと、測定された非加圧時と加圧時のインピーダンス

から変ィロ量を算出し、その変化量を設定値と比較して、前記電子部品の気密性が不

良であることを判別するステップとを有することを特徴とする。

００15 図 本発明の第 実施形態に係る検査装置を説明するための全体構成図である。

図2 図 に示した検査装置 の全体の斜視図である。

図3 本発明に係る被検査対象の圧電素子用パッケージ2を説明するための図であ

る。( ) は圧電素子用パッケージ2のカバー23を透過した平面図であり、( ) は ( )

に示した圧電素子用パッケージ2の 線に沿った断面図である。

図4 図 に示したインデ、ソクステーブル 3に形成された保持部 3 を説明するため

の上面図である。

図5 図 に示した保持部 3 および蓋部 4 を説明するための図である。

図6 他の実施形態に係る保持部 3 を説明するための上面図である。

図7 他の実施形態に係る保持部 3 および蓋部 4 を説明するための図である。

図8 図 に示した検査装置 の全体の動作を説明するためのフローチヤートである。

図9 図 に示した検査装置 の加圧リーク検査処理に係る動作を説明するためのフ

ローチヤートである。

図1０加圧時の圧電素子の 値の変ィロ量を示す図である。

図11 加圧時に圧電素子用パッケージにリークが生じた場合とリークがない場合のC

の変ィロ量 を示す図である。

図12 リークが生じる圧電素子用パッケージを ・ Pa～０・5 Paに加圧した場合

の 1値の変ィロ量の時間変ィビを示す図である。

図13 複数の圧電素子用パッケージ2について従来の真空測定法による 1値の変

ィロ量を示す図である。

図 図 3に示した複数の圧電素子用パッケージ2について本発明に係る ・2 P



aの加圧リーク測定法による 値の変ィロ量を示す図である。

図15 本発明の第2実施形態に係る検査装置 を説明するための全体構成図であ

る。

発明を実施するための最良の形態

００16 本発明の一実施形態に係る発明は、圧電素子が気密に封止された電子部品の気

密検査を行ぅ検査装置であって、開閉自在な加圧室内に電子部品が設置された状

態で該電子部品の周囲を加圧する加圧部と、加圧部に設置された電子部品のインピ

ーダンスを測定する測定部と、測定部によって測定された非加圧時と加圧時のインピ

ーダンスから変ィロ量を算出し、その変化量を設定値と比較して、電子部品の気密性

が不良であることを判別する判別部とを有する。

００17 上記構成の検査装置では、加圧部により開閉自在な加圧室内に電子部品が設置

された状態でその電子部品の周囲を加圧し、測定部により、加圧部に設置された電

子部品のインピーダンスを測定し、判別部が測定部によって測定された非加圧時と

加圧時のインピーダンスから変化量を算出し、その変化量を設定値と比較して、電子

部品の気密性が不良であることを判別する。

例えば判別部は、測定部によって測定された非加圧時、具体的には大気圧 ( 気

圧) 時のインピーダンスの測定値と、電子部品を加圧した時のインピーダンスの測定

値からインピーダンスの変ィロ量を算出して、加圧時間内にそのインピーダンス変化量

が設定値以上の場合にリークしているとして気密性が不良と判別し、そのインピーダ

ンス変ィロ量が設定値より刀心い場合に、リークがなく基準となる気密性が確保されて

いるとして、気密性が良であると判別する。

００18 以下、本発明の一実施形態に係る検査装置を図面を参照しながら説明する。

００19 第 実施形態

図 は本発明の第 実施形態に係る検査装置を説明するための全体構成図である

。図 は検査装置 の上面図である。図2は図 に示した検査装置 の全体の斜視図

である。

００2０ 検査装置 は、被検査対象として、例えば圧電素子が気密に封止された電子部品

の気密検査を行ぅ。本実施形態に係る電子部品は、例えば表面実装型電子部品で



あり、詳細には圧電素子を気密に封止した圧電素子用パッケージ2である。例えば、

水品振動子などの圧電素子が気密封止された圧電素子用パッケージ2は、パッケ一
、ジ内部の圧力によって、圧電素子のインピーダンスが変ィビする電気特性を有する。

本実施形態に係る検査装置 は、圧電素子を気密封止した圧電素子用パッケージを

加圧して圧電素子のインピーダンスを測定し、非加圧時と加圧時のインピーダンスが

変ィビした圧電素子用パッケージを気密性が不良であると判別する。

００2 1 本実施形態に係る検査装置 は、例えば図 ，図2に示すよぅに、整列供給部皿、

搬送供給部 2、インデ、ソクステーブル 3、加圧リーク検査部 4、搬送部 5 (ピ、ソクア

ンドプレース部 )、収容部 6、および制御部 7を有する。制御部 7は、各構成

要素にデータ線又は光ファイバ等の信号路により接続され、各構成要素を統括的に

制御する。

例えば、整列供給部 、搬送供給部 2、インデ、ソクステーブル 3、加圧リーク検

査部 4、搬送部 5、および収容部 6等が台座 ０上に載置されている。

００22 整列供給部皿及び搬送供給部 2は本発明に係る移載部の一実施形態に相当す

る。インデ、ソクステーブル 3は本発明に係るインデ、ソクステーブルの一実施形態に相

当する。加圧リーク検査部 4は本発明に係る加圧リーク検査部の一実施形態に相

当する。搬送部 5は本発明に係る搬送部の一実施形態に相当する。制御部 7は

本発明に係る制御部の一実施形態に相当する。

００23 整列供給部 、例えば被検査対象の電子部品である複数の圧電素子用パッケ

ージ2を収容し、圧電素子用パッケージ2の表裏などを判別して整列させる。整列供

給部 、例えば図 ，2に示すよぅに台座 ０上に載置されたパーツフィーダ部皿

を有する。パーツフィーダき日 は、例えばボウルフィーダー (収容部) 、およ

びリニアフィーダ を有する。ボウルフィーダー (収容部) は、例えば複

数の圧電素子用パッケージ2を収容し、駆動機構により圧電素子用パッケージ2の表

裏や極性を判別した後に整列させ、その圧電素子用パッケージ2をリニアフィーダー

に出カする。リニアフィーダー は、ボウルフィーダー (収容部) によ

り整列された圧電素子用パッケージ2をリニアフィーダ 端部まで搬送する。

００24 図3は、本発明に係る被検査対象の圧電素子用パッケージ2を説明するための図



である。詳細には、図3 (A)は圧電素子用パッケージ2のカバー23を透過した平面図

であり、図3 ( ) は図3 ( ) に示した圧電素子用パッケージ2の 線に沿った断面

図である。

００25 圧電素子用パッケージ2は、例えば図 ( ) ( ) に示すよぅに、圧電素子2 、導

電性接着剤2 3、ケース内部電極2 4、ケース22、ケースカバー23、ろぅ材24、お

よび外部電極25を有する。ケース22とケースカバー23とにより封止された封止空間

26は、例えば真空状態に規定されている。または封止空間26には不活性ガス27が

封止されていてもよい。この封止空間26の不活性ガス27の気圧は、例えば大気圧な

ど、規定圧力に設定されている。このパッケージ内の圧力は、圧電素子用パッケージ

2の特性に応じて適宜設定される。

００26 本実施形態に係る圧電素子2 としては、例えば、水品振動子などの圧電振動子デ

バイスを採用することができる。また、本実施形態に係る圧電素子2 は、パッケージ

内部の圧力変ィビに応じてインピーダンスが変ィビする特性を有する。

００27 圧電素子2 は、例えば図 ( ) ( ) に示すよぅに、水品片2 ０、および励振電極

2 2 2を有する。この水品片2 ０の両面には、図 ( ) ( ) に示すよぅに、励振

電極2 2 2が成膜されており、励振電極2 2 2の端部は、導電性接着剤2

3によってケース内部電極2 4に支持固定されている。また、各励振電極2 2 2

は、導電性接着剤2 3とケース内部電極2 4を介して外部電極25に電気的に接続

されている。また、水品片2 ０は、両端部又は一端部が導電性接着剤2 3によって、

ケース22の支持台22 に支持されており、詳細には振動を抑圧しないよぅに支持さ

れている。

圧電素子2 は、上記形態に限られるものではなく、各種形状、特性、機能等を備え

ていてもよい。

００28 ケース22は、例えばセラミック、樹脂などの各種材料により形成され、図 ( ) ( )

に示すよぅに、支持台22 が形成され、支持台22 上に圧電素子2 が備えられて

いる。

００29 ケースカバー23は、例えば金属、セラミックス、ガラス、樹脂などの各種材料により

略板状に形成されており、ろぅ材 (接着剤) 24を介してケース22に気密に接着封止さ



れる。

００3０ ろぅ材 (接着剤) 24は、ケース22とケース力バー23間に設けられている。また、ろぅ

材24は、例えば や などの合金、半田、ガラスなどの各種ろぅ材を採

用することができる。ろぅ材24は上記形態に限られるものではなく、パラレルシーム溶

接などのよぅに をろぅ材として気密封止してもよい。

００3 1 外部電極25は、例えば圧電素子用パッケージ2の少なくとも底部、側部のいずれ

かに形成されており、上記励振電極2 2 2に電気的に接続されている。

００32 上記構成の圧電素子用パッケージ2内の圧電素子2 は、例えばリーク(漏れ) によ

りパッケージ内部の圧力が変ィビした場合、その圧力変ィビにより圧電素子2 のインピ

ーダンスが変ィビする。

００33 図 ，2に示すよぅに、搬送供給部 2は、例えば制御部 7の制御により、インデ、ソク

ステーブル 3上に形成された保持部 (ワークホルダ) 3 に圧電素子用パッケージ2

を移載する。詳細には、搬送供給部 2は、ピ、ソクアンドプレース部 2 を有する。ピ

、ソクアンドプレース部 2 は、例えば圧電素子用パッケージ2を吸着及び脱着自在

な複数のへソド 2 を備え、そのへソド 2 が ㏄軸方向に沿って移動自在な搬送ロ

ボットである。本実施形態に係るピ、ソクアンドプレース部 2 は、8連ヘッド 2 を有

し、ヘッド 2 それぞれにはバキュームセンサが備えられている。

上記構成のピ、ソクアンドプレース部 2 は、上記ヘッド 2 により、パーツフイーダ

部 のリニアフイーダ から、圧電素子用パッケージ2を吸着し、そのへソド

2 をインデ、ソクステーブル 3に備えられている保持部 3 上に移動させて圧電素子

用パッケージ2を脱着させて、保持部 3 に圧電素子用パッケージ2を移載する。

００34 インデ、ソクステーブル 3は、例えば円形状に形成されており、上面側に保持部 3

を有する。この保持部 3 は、加圧室 4０の一部を構成するとともに一つ又は複数

の圧電素子用パッケージ2を収容して保持することができる。本実施形態に係るイン

デ、ソクステーブル 3は、図 ，2に示すよぅに、複数の保持部 3 が、周方向に沿っ
て等間隔に形成されている。具体的には、図 ，2に示すよぅに、4つの保持部 3 が

インデ、ソクステーブル 3上に周方向に沿って配置されている。また、インデ、ソクステー

ブル 3は、周方向に沿って回転 自在に形成されている。例えばインデ、ソクステーブ



ル 3には、駆動モータや回転機構を備えた回転駆動部 35が形成されている。制

御部 7は、回転駆動部 35を駆動制御することより規定のタイミングでインデ、ソクステ

ーブル 3を周方向に沿って回転させる。

００35 また、図 に示すよぅに、インデ、ソクステーブル 3の周囲には周方向に沿って、搬送

供給部 (移載部) 2、加圧リーク検査部 4、搬送部 5が順に規定間隔に配置されて

いる。

００36 本実施形態に係るインデ、ソクステーブル 3は、例えば周方向に沿って規定間隔で

、ワーク(電子部品)投入ステージ、加圧リーク検査ステージ、良品・不良品分類ステ

ージ、空確認ステージと順に回転移動する。

００37 図4は、図 に示したインデ、ソクステーブル 3に形成された保持部 3 を説明する

ための上面図である。図5は、図 に示した保持部 3 および蓋部 4 を説明するた

めの図である。図6は、他の実施形態に係る保持部 3 を説明するための上面図で

ある。図7は他の実施形態に係る保持部 3 および蓋部 4 を説明するための図で

ある。

００38 保持部 3 は、図4，5に示すよぅに、ワーク保持ポケ、ソト 32と、ワーク保持ポケ、ソト

3 2の周辺部に備えられたパッキン 33とを有する。

ワーク保持ポケ、ソト 32は、例えば矩形状かつ凹形状に形成され、その内部に圧電

素子用パッケージ2を収容することによって、位置決めが可能である。本実施形態に

係る保持部 3 は、複数のワーク保持ポケ、ソト 32、例えば図4に示すよぅに8個のワ

ーク保持ポケ、ソト 32が直列に規定間隔で形成されている。保持部 3 は、上記形

態に限られるものではなく、例えば2列、3列以上の複数列にワーク保持ポケ、ソト 32

が形成されていてもよい。

００39 蓋部 4 は、図5に示すよぅに、加圧室 4の一部を構成するとともにインデ、ソクステ

ーブル 3に形成された保持部 3 を気密に密閉可能である。つまり、加圧室 4０は

、保持部 3 と蓋部 4 により形成される密閉空間に相当する。例えば、図 ，5に示

すよぅに、蓋部 4 には、蓋部 4 を規定方向、例えば上下方向に移動駆動する駆

動部 49が設けられている。制御部 7は、駆動部 49を制御して、蓋部 4 により保

持部 3 を密閉することができる。



また、保持部 3 は、例えば図6，7に示すよぅに、比較的大きな凹部内に、複数の

ワークポケ、ソト 3 2が形成されている形態であってもよい。

００4０ また、一端部 42 が測定部 4 に接続され、他端部 42 が保持部 3 により保

持された圧電素子用パッケージ2の電極部25に電気的に接続可能な端子部 42が

、保持部 3 及び蓋部 4 の一方に形成されている。本実施形態に係る端子部 42

は、例えば図5に示すよぅに、蓋部 4 においてワーク保持ポケ、ソト 32に対応する

位置に形成されている。

００41 また、加圧装置 46から加圧室 4０内に規定圧力の気体を流入可能な通気路が、

加圧室 4０の一部を構成する保持部 3 又は蓋部 4 に形成されている。本実施

形態では、例えば図5に示すよぅに、通気路 34が、矩形状の保持部 3 の内部に、

保持部 3 の一端部側から他端部に向かって長手方向に沿って形成されている。ま

た、図5に示すよぅに、通気路 34とワーク保持ポケ、ソト 32の間には、貫通孔 34

が形成されている。通気路 34は、上述した形態に限られるものではない。例えば、

通気路 34の流入口 34 は、加圧装置 46からの規定圧力の気体が流入可能で

あれば形成位置や形状などを適宜設定してもよく、例えば保持部 3 の底面部、側

面部、上面部など適宜設定してもよい。また、通気路 34に連通するとともに、インデ
、ソクステーブル 3を上下方向に貫通する通気孔を設けてもよい。つまり、加圧装置

46からの規定圧力の気体が、その通気孔および通気路を介して加圧室 4０内に流

入する形態であってもよい。

００42 また、上述したよぅに、加圧室 4０は、上記構成の保持部 3 を蓋部 4 により気

密に密閉した状態に相当する。つまり、加圧室 4０は開閉自在に形成されている。

そして、圧電素子用パッケージ2が収容された加圧室 4０に、加圧装置 46から、

ことができる。加圧装置 46と加圧室 4０は、加圧部 4０に相当する。

００43 加圧測定時には、保持部 3 を蓋部 4 により気密に密閉した状態で、圧電素子

用パッケージ2の周囲を加圧して、圧電素子用パッケージ2内の圧電素子2 のイン

ピーダンスが測定される。非加圧測定時には、保持部 3 に蓋部 4 を取り付け、気

体を流入しない状態、すなわち、加圧していない大気圧の状態となる。



００44 加圧リーク検査部 4は、保持部 3 を気密に密閉可能な蓋部 4 、端子部 42

測定部 45けリスタルインピーダンス C 測定部) 、及び加圧装置 46を有する。

上述した構成については説明を省略する。

００45 測定部 45は、圧電素子用パッケージ2の圧電素子2 のインピーダンスを測定す

る。例えば、圧電素子用パッケージ2の圧電素子2 として水品振動子を採用した場

合には、測定部 45は、水品振動子のクリスタルインピーダンスを測定する。また、本

実施形態に係る測定部 45は、加圧部に設置された圧電素子用パッケージ2のイン

ピーダンスを測定する。

また、測定部 45は、例えば発振回路により、周波数 ０ z～4０ zの低周波

、周波数4０ z～6０ zの高周波などの発振信号を圧電素子用パッケージ2の

圧電素子2 に印加し、圧電素子2 を発振させて、圧電素子2 のインピーダンスを

測定する。

００46 そして、測定部 45は、測定結果を示す信号を制御部 7に出力する。制御部 7

は、測定部 45から出力された信号に基づいて、測定部 45によって測定された非

加圧時と加圧時のインピーダンスから変ィロ量を算出し、その変ィロ量を設定値と比較し

て、圧電素子用パッケージ2の気密性が不良であることを判別する。この制御部 7の

機能は判別部 7 に相当する。つまり、判別部 7 は、測定部 45によって測定され

た非加圧時と加圧時のインピーダンスから変ィロ量を算出し、その変ィロ量を設定値と

比較して、電子部品の気密性が不良であることを判別する。

測定部 45は、上述した形態に限られるものではなく、例えば他の測定方法により

圧電素子のインピーダンス、周波数特性、など各種特性を測定してもよい。

００47 加圧装置 46は、規定圧力の圧縮空気、圧縮窒素 ( )などの不活性気体を供給

する装置である。圧力源としては、例えば製造現場に配管されている圧縮空気、圧

縮窒素、又は圧縮された、不活性気体が蓄えられたタンク、ポンプ等を採用すること

ができる。また、制御部 7の制御により、加圧室 4０内に圧電素子用パッケージ2が

設置された状態で、圧電素子用パッケージ2の周囲を加圧する。

００48 搬送部 5は、例えばインデ、ソクステーブル 3に形成された保持部 3 から圧電素

子用パッケージ2を取り出して、判別部 7 の判別結果に応じた位置に圧電素子用



パッケージ2を搬送する。

００49 図 ，2に示すよぅに、搬送部 5は、ピ、ソクアンドプレース部 5 を有する。ピ、ソクア

ンドプレース部 5 は、例えば圧電素子用パッケージ2を吸着及び脱着自在な複数

のへソドを備え、そのへソドが ㏄軸方向に沿って移動自在な搬送ロボットである。本

実施形態に係るピ、ソクアンドプレース部 5 は、8連ヘッドを有し、ヘッドそれぞれに

はバキュームセンサが備えられている。

上記構成のぴソクアンドプレース部 5 は、上記ヘッドにより、保持部 3 上の圧

電素子用パッケージ2を吸着し、そのへソドを収容部 6上に移動させて圧電素子用

パッケージ2を脱着させて、判別部 7 の判別結果に応じた位置に圧電素子用パッ
ケージ2を搬送する。

００5０ 収容部 6は、図 に示すよぅに、圧電素子用パッケージ2を収容する収容ボックス

6 を有する。この収容ボックス 6 は、規定方向、例えば 軸方向に沿って移動可

能な移動装置上に配置され、例えば制御部 7の制御により、規定方向に移動可能

である。

本実施形態に係る収容ボックス 6 は、例えば複数のボックスを備え、詳細には図

に示すよぅに良品ボックス 、および G (不良品)ボックス 6 を有する。良

品ボックス 6 および Gボックス 6 は予め規定された位置に配置されている。

また、この形態に限られるものではなく、例えば、制御部 7の制御により、良品ボック

ス 6 および Gボックス 6 が移動して規定位置に配置される形態であってもよ

い
００5 1 良品ボックス 6 には、例えば、加圧リーク検査によりリークが検出されずに、良

品であると判別された圧電素子用パッケージ2が収容される。また、良品ボックス 6

には、例えば加圧リーク検査以外の他の検査にも合格して良品であると判別された

圧電素子用パッケージ2が収容されてもよい。

Gボックス 6 には、例えば、加圧リーク検査によりリークが検出されて不良品で

あると判別された圧電素子用パッケージ2が収容される。また、 Gボックス 6 に

は、例えば他の検査により不良品であると半肪りされた圧電素子用パッケージ2が収容

されてもよい。



００5 2 例えば、制御部 7 により、ピ、ソクアンドプレース部 5 を制御して、判別部 7 の判

別結果に応じて保持部 3 上の良品の圧電素子用パッケージ2を吸着して、そのへ
、ソドを良品ボックス 上に移動させて圧電素子用パッケージ2を脱着させて、良

品ボックス 6 内に収容し、判別部 7 の判別結果に応じて保持部 3 上の不良

品の圧電素子用パッケージ2を吸着して、そのへツドを G (不良品) ボックス 6 上

に移動させて圧電素子用パッケージ2を脱着させて、 Gボックス 6 内に収容す

る。

００5 3 制御部 7は、例えば検査装置全体を統括的に制御する。詳細には、例えば制御

部 7 は、メモり等に記憶されているプログラム 7 2を実行することにより、本発明に係

る機能、例えば判別部や各種制御機能を実現する。また、制御部 7 は、例えばキー

ボードやマウス等の入力装置、メモり、表示装置、出力装置、C P (Cen a P ocess

ng Un ) 、ハードディスクドライブ ( )、外部記憶装置などを有するコンピュータを

利用することにより、本発明に係る機能を実現してもよい。

００5 4 また、制御部 7 は、測定部 4 5 によって測定された非加圧時と加圧時のインピー

ダンスから変ィロ量を算出し、その変化量を設定値と比較して、圧電素子用パッケージ

2の気密性が不良であることを判別することで、判別部 7 の機能を実現する。

判別部 7 は、上記形態に限られるものではなく、例えばインピーダンス変ィロ量の

時間変化量 (傾き) に基づいて、その圧電素子用パッケージ2の気密性が不良である

ことを判別してもよい。つまり、判別部 7 は、インピーダンス変ィロ量の時間変ィロ量 (

傾き) が、設定値以上の場合に気密性が不良であると判別し、設定値より刀心い場合

に気密性が良好であると判別する。

００5 5 また、制御部 7 は、インデ、ソクステーブル 3を規定のタイミングで周方向に沿って

回転制御するとともに、少なくともインデ、ソクステーブルの周方向に沿って規定間隔に

配置された、移載部 (整列供給部 、搬送供給部 2 ) 、加圧リーク検査部 4 、搬送

部 5 を並列処理させる。

制御部 7の詳細な機能、および動作等については後述する。

００5 6 図8 は、図 に示した検査装置 の全体の動作を説明するためのフローチヤートであ

る。図8 を参照しながら検査装置 の動作を説明する。検査装置 の制御部 7 は、電



子部品としての圧電素子用パッケージ2をインデ、ソクステーブル 3の保持部 3 に

移載する処理、加圧リーク検査処理、加圧リーク検査の処理結果に基づいた分類処

理、等を並列処理するが、この形態に限られるものではない。

００57 図 ( ) ( ) に示すよぅに、ケース22内に圧電素子2 を載置した状態で、ケース

カバー23によりろぅ材24を介して気密に封止して圧電素子用パッケージ2を作製す

る。次に、この圧電素子用パッケージ2を検査装置 により検査を〒ぅ。

００58 ステップ において、検査装置 の制御部 7は、先ず図 ，2に示すよぅに、被検

査対象の圧電素子用パッケージ2がパーツフィーダ部 のボウルフィーダー (収容

部) にセットされた状態で、パーツフィーダ部 を制御して、駆動機構により

圧電素子用パッケージ2の表裏や極性を判別した後に整列させ、その圧電素子用パ

、ソケージ2をリニアフィーダ に整列させる。

次に、制御部 7は、搬送供給部 2を制御して、ピ、ソクアンドプレース部 2 により

、パーツフィーダ部 からインデ、ソクステーブル 3に備えられている保持部 3 上

に圧電素子用パッケージ2を移載する処理を〒ぅ。詳細には、ピ、ソクアンドプレース部

2 は、図4に示すよぅに、保持部 3 に形成された複数のワーク保持ポケ、ソト 32

それぞれに、圧電素子用パッケージ2を載置する。この際、ピ、ソクアンドプレース部 2

は、例えば圧電素子用パッケージ2の外部電極25が上側となるよぅに載置する。

００59 ステップ 3において、制御部 7は、回転駆動部 35を制御して、インデ、ソクステー

ブル 3を規定のタイミングで周方向に沿って回転させる。詳細には、制御部 7は、

図 に示すよぅに、インデ、ソクステーブル 3の保持部 3 を、移載位置から加圧リー

ク検査部 4の配置位置まで回転させる。本実施形態ではインデ、ソクステーブル 3が

9０度回転移動する。

００6０ 次に、制御部 7は、駆動部 49を制御して蓋部 4 を下方向に移動させ、保持部

3 を蓋部 4 により気密に密閉させる。

制御部 7は、加圧室 4０にて圧電素子用パッケージ2の加圧リーク測定を行い、

測定結果に基づいて圧電素子用パッケージ2の気密性を判別する。詳細については

後述する。

００6 1 ステップ 5において、制御部 7は、加圧リーク測定後、例えば駆動部 49を制御



して、蓋部 4 を上方向に移動させる。次に、制御部 7は、回転駆動部 35を制御

して、インデ、ソクステーブル 3を規定のタイミングで周方向に沿って回転させる。詳細

には、制御部 7は、図 [こ示すよぅに、インデ、ソクステーブル 3の保持部 3 を、加

圧リーク測定位置から、搬送部 5のピ、ソクアンドプレース部 5 の配置位置まで回

転させる。本実施形態ではインデ、ソクステーブル 3が9０度回転させる。

００62 次に、制御部 7は、図 ，2に示すよぅに、搬送部 5のピ、ソクアンドプレース部 5

を制御して、保持部 3 上の圧電素子用パッケージ2を取り出し、半 月り部 7 の判別

結果に応じた位置に収容部 6を圧電素子用パッケージ2を搬送する。例えば制御

部 7は、ピ、ソクアンドプレース部 5 を制御して、良品であると判別された圧電素子

用パッケージ2を良品ボックス に移載し、不良品であると判別された圧電素子

用パッケージ2を Gボックス 6 に移載する。

００63 次に、ステップ 7において、制御部 7は、回転駆動部 35を制御して、インデ、ソク

ステーブル 3を規定のタイミングで周方向に沿って規定角度だけ回転させる。詳細

には、制御部 7は、インデ、ソクステーブル 3を9０度回転させる。その際、制御部 7

は、例えば撮像部 (不図示) により保持部 3 を撮像し、撮像結果に基づいて、保持

部 3 のワーク保持ポケ、ソト 32内から圧電素子用パッケージ2が取り除かれて空き

となっているか否かを判別する。また、制御部 7は、例えば保持部 3 のワーク保持

ポケ、ソト 32に圧電素子用パッケージ2が残っていると判別した場合、例えば加圧装

置 46を駆動して圧縮気体によりワーク保持ポケ、ソト 32から圧電素子用パッケージ

2を排除する処理、などの規定処理を行ぅ。

次に、制御部 7は、回転駆動部 35を制御して、インデ、ソクステーブル 3を規定

のタイミングで周方向に沿って規定角度だけ回転させて、ステップ の処理に戻る。

００64 つまり、上述したよぅに、制御部 7は、インデ、ソクステーブル 3を規定のタイミング

で周方向に沿って回転制御するとともに、少なくともインデ、ソクステーブル 3の周方

向に沿って規定間隔に配置された、移載部 (搬送供給部 2) 、加圧リーク検査部 4

、および搬送部 5を並列処理させる。

００65 図9は、図 に示した検査装置 の加圧リーク検査処理に係る動作を説明するため

のフローチヤートである。図9を参照しながら、検査装置 の動作を説明する。



ステップS において、開閉自在な加圧室 4０に、圧電素子用パッケージ2を設置

する。詳細には、上述したよぅに制御部 7は、ピ、ソクアンドプレース部 2 によりイン

デ、ソクステーブル 3に備えられている保持部 3 上に圧電素子用パッケージ2を移

載する処理を行ぅ。この際、トソクアンドプレース部 2 は、例えば圧電素子用パッケ

ージ2の外部電極2 5が上側となるよぅに載置する。

００66 ステップS 3において、制御部 7は、駆動部 4 9を駆動して蓋部 4 により保持

き日 3 を密閉する。つまり、上述したよぅに加圧室 4０に圧電素子用パッケージ2が

設置される。また、この非加圧状態で、制御部 7は、圧電素子用パッケージ2の電極

部2 5に電気的に接続された端子部 4 2を介して、圧電素子2 のインピーダンスけ
リスタルインピーダンス C 値) を測定部 4 5により測定し、測定部 4 5による測定結

果をメモりなどに記憶する。また、この非加圧時 (大気圧 ( 気圧) ) の 値を本発明に

係る基準値としてもよい。

００6 7 ステップS 5において、制御部 7は、加圧室内 4０に圧電素子用パッケージ2が

設置された状態で、圧電素子用パッケージ2の周囲を加圧する処理を行ぅ。詳細に

は、制御部 7は、加圧装置 4 6を駆動して通気路 34を介して加圧室 4０内に規

定圧力の不活性ガスなどの気体を印加することで、圧電素子用パッケージ2の周囲

を加圧する。

００68 ステップ 7において、制御部 7は、上記圧電素子用パッケージ2の周囲を加圧

した状態で、圧電素子用パッケージ2の電極部2 5に電気的に接続された端子部 4

2を介して、圧電素子2 のインピーダンス ( 1値) を測定部 4 5により測定し、測定部

4 5による測定結果をメモりなどに記憶する。

００69 ステップS 9において、制御部 7は、測定された非加圧時と加圧時のインピーダン

スから変ィロ量を算出し、その変化量を設定値と比較して、圧電素子用パッケージ2の

気密性が不良であるか否かを判別する。

００7０ 図 ０は、加圧時の圧電素子の 1値の変ィロ量を示す図である。横軸は圧力P (単位

Pa)を示し、縦軸は 1値の変ィロ量 (単位 ) を示す。 の基準値は例えば大

気圧 ( 気圧) での 1値に相当する。図 a 、加圧時に圧電素子用パッケージにリー

クが生じた場合とリークがない場合の 値の変ィロ量 を示す図である。横軸が加圧



時間 (単位 秒)を示し、縦軸が 値の変化量 (単位 ㏄ )を示す図である。

００7 1 図 2は、リークが生じる圧電素子用パッケージを ・ Pa～０・5 Paに加圧した

場合の 1値の変化量の時間変化を示す図である。縦軸はリーク時の の変化量

(単位 ㏄ )であり、横軸は加圧時間 (単位 秒)である。なお、図 ０～2に採用し

ている圧電素子は、周波数が26 ０ zの水品振動子である。

００72 圧電素子2 は、例えば図 ０に示すよぅに、圧電素子用パッケージ2に加わる圧力

の大きさに応じて、 1値の変化量が大きくなるとレづ特性を有する。

００73 本実施形態に係る圧電素子用パッケージ2の特性としては、例えば図皿に示すよ

ぅに、圧電素子用パッケージ2にリークが生じている場合、非加圧時と比べて、加圧リ

ーク測定時の圧電素子用パッケージ2の内部の圧力が大きくなるので、非加圧時の

圧電素子2 の 1値と比較して加圧時の圧電素子2 の 1値が変化し、 1値の変ィビ

量が比較的大きくなる。一方、リークが生じていない場合、圧電素子用パッケージ2

内の気密が保持されているので、非加圧時と比べて加圧時の圧電素子用パッケージ

2内の圧力は変化しない、又は圧力変化量が比較的小さいために、圧電素子2 のC

1値の変ィロ量 がゼロ、又は、 1値の変化量 が比較的小さく規定値よりも 心い値と

なる。

００74 詳細には、圧電素子用パッケージ2の特性としては、図皿に示すよぅに、加圧時に

圧電素子用パッケージ2にリークが生じている場合、大気圧時の 1値と加圧時の 1

値との変ィロ量 が設定値 (例えば2 ㏄ ) 以上となり、例えば の変化量 G ( ・2

Pa加圧時) が約 ０㏄ となる。一方、リークが生じていない場合、圧電素子用パッケ

ージ2内の気密が保持されているので、非加圧時と比べて加圧時の圧電素子用パッ
ケージ2内の圧力は変化しない、又は圧力変化量が比較的小さいために、圧電素子

2 の 1値の変ィロ量 Gがゼロ、又は 1値の変ィロ量 Gが比較的小さく設定値よりも

、さい値となる。

００75 詳細には、判別部 7 は、図皿に示すよぅに、測定部 45によって測定された非加

圧時と加圧時のインピーダンス変ィロ量 を算出して、その変化量 を、予め規定させ

た設定値 と比較して (ステップS g) 、その比較の結果に応じて、例えばインピー

ダンス変ィロ量 が設定値 より刀心い場合にリークがなく (ステップS 2 ) 、圧電素子



用パッケージ (電子部品) 2の気密性が良好であり、圧電素子用パッケージ2が良品

であると判別し(ステップ 23)、その良品と判別された圧電素子用パッケージ2を分

類して、収容部 6に収容する (ステップS25)

００76 制御部 7は、その判別部 7 の結果に応じて分類を 、竹 、詳細には良品と判別さ

れた圧電素子用パッケージ2を収容部 6の良品ボックス に収容する処理を行

列ステップS25)

００77 一方、ステップS 9において、判別部 7 は、図皿に示すよぅに、測定部 45によ

って測定された非加圧時と加圧時のインピーダンス変ィロ量 を算出して、その変ィロ量

を、予め規定させた設定値 と比較した結果、例えばインピーダンス変ィ出量 が

設定値 以上の場合にリークがあり(ステップS27) 、圧電素子用パッケージ (電子

部品) 2の気密性が不良であると判別し(ステップ 29)する。制御部 7は、判別部

7 の結果に応じて分類を 、竹 、詳細には不良品と判別された圧電素子用パッケ一
、ジ2を収容部 6の不良品ボックス 6 に収容する処理を〒ぅ(ステップS25)

００78 また、制御部 7は、上述したよぅに、測定部によって測定された非加圧時と加圧時

のインピーダンスから変ィロ量 を算出し、その変化量を設定値と比較して、圧電素子

用パッケージ2の気密性の不良であることを判別するので、図皿に示すよぅに、圧電

素子2 は加圧によるインピーダンスの変ィロ速度が比較的速いため、例えば設定値

を2 ㏄ とすると、約 ～3秒以下で気密性の良否を判別することができる。

００79 図 2に示すよぅに、加圧圧力が大きいほど、圧電素子用パッケージ2のリーク時の

値の変動量が大きくなるとともに、気密性の良否を判別する時間が短くなる。詳細

は、図 2に示すよぅに、加圧時間が5秒のときに、圧力 ・ Paの場合に 1値変動

量 が2 ㏄ 、圧力 ・2 Paの場合に5 ㏄ 、圧力 ・3 Paの場合に8・72 ㏄ 、圧力 ・

4 Paの場合に 3・5 ㏄ 、圧力 ・5 Paの場合に 9・5 ㏄ となる。つまり、加圧圧力

が大きいほど 1値の変動量が大きくなるので、高精度に圧電素子用パッケージ2の

不良を判別することができる。また加圧圧力が大きいほど短時間で高精度に圧電素

子用パッケージ2の不良を判別することができる。

００8０ 圧電素子用パッケージ2に加える圧力としては、例えば ・2 Pa～０・5 Paの値

が好ましい。この ・2 Pa～０・5 Paの圧力は、圧電素子用パッケージ2の製造現



場にて一般的に配管されている圧縮空気や圧縮窒素、又は圧カタンクや加圧装置

などを利用することにより、容易に準備することができる。また、上述したよぅに圧力 ・

2～０・5 Paの圧縮空気や設定時間に設定した場合であっても高精度に、圧電素

子用パッケージ2の気密性の良否を判別することができる。

また、加圧圧力は、上述した実施形態に限られるものではなく、例えば ・5 Pa以

上の圧力であってもよい。この際には、比較的高圧用の加圧装置、ボンベ、加圧リー

ク検査ｧ 4の構造を用意することで、本発明を容易に実施することができる。

００8 1 従来の真空測定法と本発明に係る加圧リーク測定法の比較

本願発明者は、本発明に係る効果を確認するために、複数の圧電素子用パッケ一
、ジ2について従来の真空測定法と本発明に係る加圧リーク測定法により、 の変

ィロ量を測定して比較を行った。

００82 図 3は、複数の圧電素子用パッケージ2について従来の真空測定法による 値の

変ィロ量を示す図である。詳細には図 3は、縦軸は 1値の変ィロ量 (単位 )を示し

、横軸は真空排気時間 (単位 秒)を示す。図 4は、図 3に示した複数の圧電素子

用パッケージ2について本発明に係る ・2 Paの加圧リーク測定法による 1値の変

ィロ量を示す図である。縦軸は 1値の変ィロ量 (単位 )を示し、横軸は真空排気時

間 (単位 秒)を示す。図 3 4において、例えば5つの圧電素子用パッケージ2そ

れぞれの測定値を、実線、破線、2点鎖線などの線種により区別して示す。なお、図

3， 4に採用している圧電素子は、周波数が26 ０ zの水品振動子である。

００83 図 3に示すよぅに、一般的な減圧によるインピーダンス測定方法では、規定の真空

度に到達するまでに時間を要するので検査時間が比較的長い。例えば、インピーダ

ンスの変ィロ量 の設定値R をｱ 2 ㏄ にした場合、すなわちインピーダンスの変ィロ量

がｱ 2 ㏄ 以上を不良とする場合、5つの全ての圧電素子用パッケージ2を良否判別

するのに ０秒以上必要となる。一方、本発明に係る検査装置 では、図 4に示すよ

ぅに、約3秒以下で5つの全ての圧電素子用パッケージ2を良否判別することができる

(グロスリークの場合)。図 4に示したイピ一ダンス測定法では、加圧圧力が ・2 P

aの測定であり、加圧圧力を増すことによって、より短時間で良否判別が可能となる。

００84 詳細には、図 3 4に示すよぅに、リーク量が大きい圧電素子用パッケージ2ほど



に の変動量 が大きく、リーク量が 、さい圧電素子用パッケージ2ほど

値の変動量 が 、さいので検査時間が長くなる。そして図 3 4に示すよぅに、

本発明に係る加圧リーク測定法では、図 3 4に示すよぅに、リーク量が比較的大き

な圧電素子用パッケージ2、リーク量が比較的小さい圧電素子用パッケージ2ともに、

従来の真空測定法と比べて短時間に気密性の良否を判別することができる。

００85 第2実施形態

図 5は、本発明の第2実施形態に係る検査装置 を説明するための全体構成図

である。詳細には図 5は検査装置 の上面図である。第 実施形態と同様な構成、

動作、効果などについては説明を省略する。

００86 本実施形態に係る検査装置 は、図 5に示すよぅに、整列供給部皿、搬送供給

き日 2、インデ、ソクステーブル 3、第 検査部5０、第 検査測定部5 、加圧リーク検

査部 4、第2検査部6０、第2検査測定部6 、搬送部 (ピ、ソクアンドプレース部 5

)、収容部 6、および制御部 7を有する。例えば、整列供給部皿、搬送供給部 2

、インデ、ソクステーブル 3、第 検査部5０、加圧リーク検査部 4、第2検査部6０、搬

送部 5、および収容部 6等が台座 ０上に載置されている。

００87 第 検査部5０，第 検査測定部5 は、圧電素子用パッケージ (電子部品)の特性

のぅちインピーダンス以外のいずれかの特性を検査する。第2検査部6０，第2検査測

定部6 は、圧電素子用パッケージ (電子部品)の特性のインピーダンス以外のいず

れかの特性を検査する。

例えば、第 検査部5０，第 検査測定部5 、および第2検査部6０，第2検査測定

部62は、検査部の一実施形態に相当する。

００88 制御部 7は、インデ、ソクステーブル 3の周方向に沿って規定間隔に配置された、

移載部 2、検査部5０、加圧リーク検査部 4、搬送部 5を並列処理させる。より詳細

には、本実施形態に係る制御部 7は、インデ、ソクステーブル 3の周方向に沿って規

定間隔に配置された移載部 2、検査部5０、加圧リーク検査部 4、検査部6０、搬送

部 5を並列処理させる。

００89 また、例えば、第 検査部5０，第 検査測定部5 は、圧電素子用パッケージ2の特

性のぅちインピーダンス以外のいずれかの特性を検査する。例えば、第 検査部5０



第 検査測定部5 は、圧電素子2 の低ドライブ特性や周波数特性を検査する。さら

に、加圧リーク検査部 4、測定部 5はインピーダンスと周波数特定を同時に測定し

てもよい。また、第2検査部6０，第2検査部測定部6 は、圧電素子2 の例えばキヤ

パシタンス等の他の特性を測定する。

００9０ 例えば、第 検査部5０は、圧電振動子の低ドライブ特性や周波数特性を検査する

ために、一端部が第 検査用測定部5 に接続され、他端部が保持部 3 により保持

された圧電素子用パッケージ2の電極部25に電気的に接続可能な端子部を備える。

第 検査測定部5 は、その端子部を介して接続された圧電素子用パッケージ2の低

ドライブ特性や周波数特性を測定し、測定結果を示す信号を制御部 7に出カする。

００9 1 また、第2検査部6０は、圧電振動子の他の特性、例えばキヤパシタンスを検査する

ために、一端部が第2検査用測定部6 に接続され、他端部が保持部 3 により保持

された圧電素子用パッケージ2の電極部25に電気的に接続可能な端子部を備える。

第2検査測定部6 は、その端子部を介して接続された圧電素子用パッケージ2の他

の特性、例えばキヤパシタンスを測定し、測定結果を示す信号を制御部 7に出カす
る。

００92 上記構成の検査装置 は、例えば、搬送供給部 2により圧電素子用パッケージ

2をインデ、ソクステーブル 3の保持部 3 上に移載した後、第 検査部5０，第 検査

測定部5 により低ドライブ特性や周波数特性を検査し、その後、加圧リーク検査部

4により加圧リーク検査を 、竹 、その後、第2検査部6０，第2検査測定部6 により圧

電素子用パッケージ2の他の特性、例えばキヤパシタンスを測定した後、搬送部 5

により、収容部 6に収容する。

制御部 7は、上記各種機能部を並列処理するとともに、所定のタイミングでインデ
、ソクステーブル 3を規定角度で周方向に回転させる処理を行ぅ。

００93 なお、本発明は上述した実施形態に限られるものではない。上記実施形態を組み

合わせてもよい。また、上記実施形態に係る圧電素子用パッケージ2は、上述した実

施形態に限られるものではない。例えば、水品振動子などの圧電素子を気密封止し

た電子部品であってもよい。

また、検査装置 は、円形状のインデ、ソクステーブル 3を利用して行ったが、この形



態に限られるものではない。

００94 以上説明したよぅに、本発明に係る検査装置 は、圧電素子が気密に封止された電

子部品 (圧電素子用パッケージ) 2の気密検査を行ぅ検査装置であり、開閉自在な加

圧室 4０内に圧電素子用パッケージ2が設置された状態で、その圧電素子用パッ
ケージ2の周囲を加圧する加圧部 4０ (加圧室 4０，加圧装置 46) と、加圧部 (加

圧室 4０，加圧装置 46) に設置された圧電素子用パッケージ2のインピーダンスを

測定する測定部 45と、測定部 45によって測定された非加圧時と加圧時のインピ

ーダンスから変ィロ量を算出し、その変化量を設定値と比較して、電子部品の気密性

が不良であることを判別する判別部 7 とを有するので、検査時間を一般的な検査

装置よりも短縮することができる。

また、従来の検査装置と比べて真空装置を設ける必要がないので検査装置 を比

較的小型にすることができる。

また、小型の圧電素子用パッケージを正確に気密検査することができる。

００95 また、検査装置 は、加圧室 4０の一部を構成するとともに一つ又は複数の圧電素

子用パッケージ2を収容して保持可能な保持部 3 と、加圧室 4０の一部を構成す

るとともに保持部 3 を気密に密閉可能な蓋部 4 と、蓋部 4 及び保持部 3 の

一方に形成されるとともに、一端部が測定部 4 に接続され、他端部が保持部 3

により保持された圧電素子用パッケージ2の電極部25に電気的に接続可能な端子

部 42と、蓋部 4 及び保持部 3 の一方又は両方に形成されるとともに、加圧室

4０内に規定圧力の気体を流入可能な通気路 34とを有するので、つまり簡単な構

成で、本発明に係る開閉自在な加圧室 4０を構成することができる。また、簡単な構

成で加圧室 4０内の圧電素子用パッケージ2を加圧することができる。

００96 また、測定部 4 は、保持部 3 及び蓋部 4 により密閉された加圧室 4０に圧

電素子用パッケージ2が設置されるとともに、規定圧力の気体が通気路 34を介して

加圧室 4０内に印加された圧電素子用パッケージ (電子部品)の周囲が加圧され

た状態で、圧電素子用パッケージ2の電極部25に電気的に接続された端子部 42

を介してインピーダンスを測定するので、簡単に加圧室 4０内の圧電素子2 のイン

ピーダンスを測定することができ、簡単に圧電素子用パッケージ2の気密性の良否を



判別することができる。

００97 また、検査装置 は、周方向に沿って複数の保持部 3 が規定間隔に設けられ、

周方向に沿って回転 自在なインデ、ソクステーブル 3と、そのインデ、ソクステーブル 3

に形成された保持部 3 に圧電素子用パッケージ2を移載する移載部 2と、蓋き

4 を含み、加圧部 4０ こ設置された圧電素子用パッケージ2のインピーダンスを測

定する加圧リーク検査部 4と、インデ、ソクステーブル 3に形成された保持部 3 から

圧電素子用パッケージ2を取り出して、半 月り部 7 の判別結果に応じた位置に搬送

する搬送部 5と、インデ、ソクステーブル 3を規定のタイミングで周方向に沿って回転

制御するとともに、少なくともインデ、ソクステーブル 3の周方向に沿って規定間隔に

配置された、移載部 2、加圧リーク検査部 4、および搬送部 5を並列処理させる制

御部 7とを有するので、比較的大量の被検査対象の圧電素子用パッケージ2を短

時間で検査することができる。

００98 また、本発明に係る加圧リーク検査部 4は、保持部 3 に保持された複数の圧電

素子用パッケージ2を並列に検査することで、比較的大量の圧電素子用パッケージ2

を短時間に処理することができる。

００99 また、圧電素子用パッケ一2の特性のぅちインピーダンス以外のいずれかの特性、

例えば圧電素子2 の圧電素子の低ドライブ特性や周波数特性を検査する検査部5

，6０を有し、制御部 7は、少なくともインデ、ソクステーブル 3の周方向に沿って規

定間隔に配置された、移載部 2、検査部5０、加圧リーク検査部 4、搬送部 5を並

列処理させることで、加圧リーク検査以外の圧電素子用パッケージ2の特性を並列的

に検査することができる。

０1００ また、加圧部 4０ による圧力として、例えば ・2 Pa～０・5 Paを用いることで、

簡単にかつ高精度に圧電素子用パッケージ2の気密性の良否を判別することができ

る。また、圧電素子用パッケージ2の製造現場にて一般的に配管されている圧縮空

気や圧縮窒素、又は圧カタンクや加圧装置などを利用することにより、この圧力を容

易に準備することができる。



請求の範囲

圧電素子が気密に封止された電子部品の気密検査を〒ぅ検査装置であって、

開閉自在な加圧室内に前記電子部品が設置された状態で該電子部品の周囲を加

圧する加圧部と、

前記加圧部に設置された前記電子部品のインピーダンスを測定する測定部と、

前記測定部によって測定された非加圧時と加圧時のインピーダンスから変ィロ量を

算出し、前記変化量を設定値と比較して、前記電子部品の気密性が不良であること

を判別する判別部と、

を有することを特徴とする検査装置。

2 前記加圧室の一部を構成するとともに一つ又は複数の前記電子部品を収容して保

持可能な保持部と、

前記加圧室の一部を構成するとともに前記保持部を気密に密閉可能な蓋部と、

前記蓋部及び前記保持部の一方に形成されるとともに、一端部が前記測定部に接

続され、他端部が前記保持部により保持された前記電子部品の電極部に電気的に

接続可能な端子部と、

前記蓋部及び前記保持部の一方又は両方に形成されるとともに、前記加圧室内に

規定圧力の気体を流入可能な通気路と、

を有することを特徴とする請求項 に記載の検査装置。

3 前記測定部は、前記保持部及び前記蓋部により密閉された前記加圧室に前記電

子部品が設置されるとともに、規定圧力の気体が前記通気路を介して前記加圧室内

に印加され前記電子部品の周囲が加圧された状態で、前記電子部品の電極部に電

気的に接続された前記端子部を介して前記インピーダンスを測定することを特徴とす

る請求項2に記載の検査装置。

4 周方向に沿って前記保持部が規定間隔に設けられ、前記周方向に沿って回転 自

在なインデ、ソクステーブルを有することを特徴とする請求項2に記載の検査装置。

5 前記インデ、ソクステーブルに形成された前記保持部に前記電子部品を移載する移

載部と、

前記蓋部を含み、前記加圧部に設置された前記電子部品のインピーダンスを測定



する加圧リーク検査部と、

前記インデ、ソクステーブルに形成された前記保持部から前記電子部品を取り出して

、前記判別部の判別結果に応じた位置に搬送する搬送部と、

前記インデ、ソクステーブルを規定のタイミングで周方向に沿って回転制御するととも

に、少なくとも前記インデ、ソクステーブルの周方向に沿って規定間隔に配置された、

前記移載部、前記加圧リーク検査部、および前記搬送部を並列処理させる制御部と

を有することを特徴とする請求項4に記載の検査装置。

6 前記加圧リーク検査部は、前記保持部の複数の前記電子部品を並列に検査するこ

とを特徴とする請求項4に記載の検査装置。

7 前記電子部品の特性のぅちインピーダンス以外のいずれかの特性を検査する検査

部を有し、

前記制御部は、少なくとも前記インデ、ソクステーブルの周方向に沿って規定間隔に

配置された、前記移載部、前記検査部、前記加圧リーク検査部、および前記搬送部

を並列処理させることを特徴とする請求項5に記載の検査装置。

8 前記検査部は、前記圧電振動子の低ドライブ特性又は周波数特性を検査すること

を特徴とする請求項7に記載の検査装置。

9 前記圧電素子は水品振動子を含み、

前記測定部は、前記水品振動子のクリスタルインピーダンスを測定することを特徴と

する請求項 に記載の検査装置。

０ 前記加圧部による圧力は、 ・2 Pa～０・5 Paであることを特徴とする請求項

に記載の検査装置。

圧電素子が気密に封止された電子部品の気密検査を〒ぅ検査方法であって、

開閉自在な加圧室内に前記電子部品を設置した状態で該電子部品の周囲を加圧

するステップと、

前記加圧室内に設置された前記電子部品のインピーダンスを測定するステップと、

測定された非加圧時と加圧時のインピーダンスから変ィロ量を算出し、前記変ィロ量を

設定値と比較して、前記電子部品の気密性が不良であることを判別するステップと、



を有することを特徴とする検査方法。
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