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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板上に、樹脂系接合材料を介して電気音響変換素子と、電子回路部品とを実装す
る第１の工程と、
　位置決め孔をもつ金属トレイを用意し、その位置決め孔内に、金属キャップを、配置す
る第２の工程と、
　前記電気音響変換素子及び前記電子回路部品を覆うように、前記金属トレイを前記回路
基板の実装面に係合させることによって、前記金属キャップを前記回路基板と接触させる
第３の工程と、
　前記第３の工程の後に前記回路基板を分割して個別化する第４の工程とを有しており、
　前記電気音響変換素子は、振動電極及び固定電極を有しており、
　前記振動電極及び前記固定電極のどちらか一方を接地端子に接続させていることを特徴
とする音響センサの製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の音響センサの製造方法であって、
　前記第４の工程の前に、前記孔内に配置された前記金属キャップが、前記回路基板と接
触した状態で、熱処理を行う第５の工程を有する音響センサの製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の音響センサの製造方法であって、
　前記第３の工程において、前記金属キャップと前記回路基板は、半田を介して接触して
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いる音響センサの製造方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の音響センサの製造方法であって、
　前記金属キャップは、前記回路基板と接触する部分において、前記回路基板と平行にな
るような、ヒサシを有している音響センサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響センサの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　振動膜リングを、特殊構造をもつケーシング（カプセル）内に組み込んで形成される、
機械構造の音響センサ（エレクトレットコンデンサ・マイクロホン：ＥＣＭ）は、例えば
、特許文献１に記載されている。
【特許文献１】特開平１１－２６６４９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　部品をケーシングに組み込むタイプ（組み立てタイプ）の機械構造の音響センサ（マイ
クロホン）は、一つ一つの部品を個別に組み立てて製造するため、製造工程が複雑である
。
【０００４】
　また、振動リングの張力が熱により変動するため、高温処理ができないといった、製造
上の制約も多い。例えば、半田付け等を用いた封止（パッケージ）構造を採用することが
できない。
【０００５】
　したがって、組み立てタイプの機械構造の音響センサ（マイクロホン）の量産には、限
界がある。
【０００６】
　本発明は、前記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、音響センサの製造効率
を飛躍的に高め、高性能な音響センサのさらなる量産化を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、回路基板上に、樹脂系接合材料を介して電気音響変換素子と、電子回路部品
とを実装する第１の工程と、位置決め孔をもつ金属トレイを用意し、その位置決め孔内に
、金属キャップを、配置する第２の工程と、前記電気音響変換素子及び前記電子回路部品
を覆うように、前記金属トレイを前記回路基板の実装面に係合させることによって、前記
金属キャップを前記回路基板と接触させる第３の工程と、前記第３の工程の後に前記回路
基板を分割して個別化する第４の工程とを有する音響センサの製造方法であって、前記電
気音響変換素子は、振動電極及び固定電極を有しており、前記振動電極及び前記固定電極
のどちらか一方を接地端子に接続させている。
【０００８】
　シリコンの微細加工技術（ＭＥＭＳ技術（微小電気機械システム技術））を用いて、シ
リコン基板を加工して形成される振動板を備えたチップ部品である電気音響変換素子（シ
リコンマイクロホン）は、耐環境性ならびにハンドリング性に優れ、高熱処理も可能であ
る。この点に着目し、シリコン半導体の製造技術を用いて形成された電気音響変換素子（
シリコンマイクロホン）を、他の電子部品（ＦＥＴや容量素子等）と共に回路基板に実装
し、金属キャップを被せて半田によって両者を接続し、いわゆるメタルキャン封止パッケ
ージを構成したものである。従来の機械的な組み立てではなく、ＬＳＩの実装と同様の過
程を経て音響センサを製造することができるため、製造効率が飛躍的に向上する。また、



(3) JP 4642634 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

キャップ（パッケージ材）として金属（メタル）を使用し、さらに半田付けによる封止を
行うために、振動に強く、耐湿性にも優れる封止構造（パッケージ構造）を得ることがで
きる。また、光素子や高周波トランジスタ等のパッケージとして一般的に使用されている
メタルキャン封止の技術を援用することができる。
　また、金属キャップは、半田付け時の熱を効率的に外に放熱する役目をするため、半田
付け時の高熱による、封止体内部の素子の劣化を効果的に防止することができる。また、
金属キャップは電磁シールドとして機能するためノイズの抑制効果も得ることができる。
【０００９】
　また、本発明の音響センサは、前記電子回路部品は、半導体製造技術により形成された
チップ部品であるものを含む。
【００１０】
　電気音響変換素子（シリコンマイクロホン）と共に回路基板上に実装される電子部品（
例えば、増幅素子としてのＪＦＥＴやコンデンサ）として、半導体製造技術により製造さ
れたチップ部品を採用するものである。したがって、半田付け時に高熱処理を行っても、
素子特性が劣化することがない。
【００１１】
　また、本発明は、前記金属キャップが、前記回路基板に対向する上壁と、この上壁に連
接し、鉛直方向に延在する側壁と、この側壁から水平方向に突出するヒサシと、によって
構成される、ヒサシ形状を有しており、かつ、前記ヒサシの裏面が、前記回路基板に半田
付けされているものを含む。
【００１２】
　金属キャップの形状として、半田付けに適したヒサシをもつ、ヒサシ形状を採用するも
のである。ヒサシの裏面が、半田を介して回路基板の実装面に接触することになる。これ
により、良好な半田付けを行うことが可能となる。
【００１３】
　また、本発明の音響センサの製造方法は、金属キャップによって封止される音響センサ
の製造方法であって、回路基板上に、電気音響変換素子および電子回路部品を実装する第
1の工程と、前記金属トレイを位置決めするための位置決め孔をもつ金属トレイを用意し
、側壁から水平方向に突出するヒサシを有する前記金属キャップを、前記金属トレイの前
記位置決め孔内に、前記ヒサシの裏面が上側に露出するように配置する第２の工程と、前
記ヒサシの裏面に半田ペーストを供給する第３の工程と、回路基板を、実装面を下向きに
して金属トレイに係合させる第４の工程と、前記回路基板が前記金属トレイに係合された
状態にて、熱処理を行い、前記半田のリフローを実施する第５の工程と、半田付けされて
一体化された前記回路基板および前記金属キャップを、前記金属トレイから取り出し、前
記回路基板を分割して個別化する第６の工程と、を含む。
【００１４】
　回路基板上に電気音響変換素子（シリコンマイクロホン）ならびに電子部品を実装し、
また、位置決め孔をもつ金属トレイを用意し、その位置決め孔内に金属キャップを、ヒサ
シの裏面が上側に露出するようにして配置し、ヒサシの裏面に半田を供給し、回路基板を
係合し、そして、例えば、リフロー炉により半田リフローを実施してメタルキャンパッケ
ージを形成し、最後に回路基板を分割して、音響センサを個別化するものである。多数の
シリコンマイクロホンならびに電子部品を回路基板に一括して実装し、一方、位置決め孔
をもつ金属トレイを使用して多数の金属キャップを一括して位置決めし、半田供給の後に
回路基板と金属キャップとを位置合わせして係合し、リフローによって、多数の金属キャ
ップを一括して回路基板に接続し、しかる後に個別化するため、多数の音響センサを効率
的に一括して製造する（バッチ処理する）ことが可能である。また、電気音響変換素子（
シリコンマイク）のみならず、増幅素子等の電子部品も同時に実装できるため、小型で高
性能の音響センサを製造可能である。また、半田付け時に、金属トレイごとリフロー炉に
入れて熱処理するため、熱が効率的かつ均等に加わり、温度バラツキによる半田不良また
は半田接合強度のバラツキを防止することができる。また、金属キャップは、半田付け時
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の熱を、効率的に金属トレイに放熱する役目をするため（つまり、放熱キャップとして機
能するため）、半田付け時の高熱による、封止体内部の素子の劣化を効果的に防止するこ
ともできる。本発明の音響センサの製造方法によって、音響センサの製造効率を飛躍的に
高め、高性能な音響センサの大規模な量産化を実現することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の音響センサでは、シリコンマイクロホンがもつ、良好な耐環境性ならびにハン
ドリング性に着目して、半田付けによるメタルキャン封止パッケージが採用されている。
したがって、ＬＳＩの実装と同様の過程を経て音響センサを製造することができ、製造効
率が飛躍的に向上する。
【００１６】
　また、キャップ（パッケージ材）として金属を使用し、さらに半田付けによる封止を行
うために、振動に強く、耐湿性にも優れる封止構造（パッケージ構造）を得ることができ
る。
【００１７】
　また、光素子や高周波トランジスタ等のパッケージとして一般的に使用されているメタ
ルキャン封止の技術を援用することができる。
【００１８】
　また、金属キャップは、半田付け時の熱を効率的に外に放熱する役目をするため、半田
付け時の高熱による、封止体内部の素子の劣化を効果的に防止することができる。
【００１９】
　また、金属キャップは電磁シールドとして機能するためノイズの抑制効果も得ることが
できる。
【００２０】
　また、電気音響変換素子（シリコンマイクロホン）と共に回路基板上に実装される電子
部品（例えば、増幅素子としてのＪＦＥＴやコンデンサ）として、半導体製造技術により
製造されたチップ部品を採用することによって、半田付け時に高熱処理を行っても、素子
特性が劣化する心配がない。
【００２１】
　また、金属キャップの形状として、半田付けに適したヒサシ部分をもつ、ヒサシ形状を
採用し、ヒサシの裏面を半田を介して回路基板の実装面に面接触させ、これによって、良
好な半田付けが実現される。したがって、耐環境性に優れたパッケージ構造を得ることが
できる。
【００２２】
　また、本発明の音響センサの製造方法によれば、多数のシリコンマイクロホンならびに
電子部品を回路基板に一括して実装し、一方、位置決め孔をもつ金属トレイを使用して多
数の金属キャップを一括して位置決めし、半田供給の後に回路基板と金属キャップとを位
置合わせして係合し、リフローによって、多数の金属キャップを一括して回路基板に接続
し、しかる後に個別化するため、多数の音響センサを効率的に一括して製造する（バッチ
処理する）ことが可能となる。したがって、製造効率が飛躍的に向上し、高性能な音響セ
ンサの大規模な量産化が可能となる。
【００２３】
　また、電気音響変換素子（シリコンマイク）のみならず、増幅素子等の電子部品も同時
に実装できるため、小型で高性能の音響センサを製造可能である。
【００２４】
　また、半田付け時に、金属トレイごとリフロー炉に入れて熱処理するため、熱が効率的
かつ均等に加わり、温度バラツキによる半田不良または半田接合強度のバラツキを防止す
ることができる。
【００２５】
　また、金属キャップは、半田付け時の熱を、効率的に金属トレイに放熱する役目をする
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ため（つまり、放熱キャップとして機能するため）、半田付け時の高熱による、封止体内
部の素子の劣化を効果的に防止することができ、製造上の安全も確保される。
【００２６】
　したがって、本発明によって、音響センサの製造効率を飛躍的に高め、高性能な音響セ
ンサのさらなる量産化を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　次に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
（第１の実施形態）
【００２８】
　図1は、本発明の音響センサの封止構造の概略（金属キャップならびに各半導体チップ
部品の相対的な位置関係）を説明するための平面図である。
【００２９】
　本発明の音響センサ２００は、金属キャップ（メタルキャン：図中、点線で囲んで示さ
れている）と、シリコン半導体の製造技術（ＭＥＭＳ加工技術ならびにＣＭＯＳ製造技術
）を利用して製造された電気音響変換素子（シリコンマイクロホンとも称する。ここでは
、エレクトレット化されたシリコン酸化膜を振動板とするエレクトレットコンデンサマイ
クロホン（ＥＣＭ）とする）１０２と、増幅素子としての接合型電界効果トランジスタ（
ＪＦＥＴ）が形成された半導体チップ（電子回路部品）１０４と、容量素子が形成された
半導体チップ（電子回路部品）１０７とを具備している。
【００３０】
　半導体チップ１０４，１０７も、シリコン半導体の製造技術によって製造されたもので
ある。また、電気音響変換素子１０２と、半導体チップ１０４，１０７は、回路基板（図
１では不図示）上に、例えば、樹脂系接合材料を介して搭載されている。また、電気音響
変換素子１０２と半導体チップ１０４は、ボンディングワイヤと回路基板上に形成されて
いる配線層を介して電気的に接続されている。また、半導体チップ１０４と半導体チップ
１０７は、回路基板上に形成されている配線層によって相互に電気的に接続されている。
ただし、図中、ボンディングワイヤと配線層は、記載を省略してある。
【００３１】
　図２は、図１に示される音響センサの断面構造と、金属キャップの形状の特徴を説明す
るための図であり、（ａ）は、図１の音響センサのＡ－Ａ線に沿う断面図、（ｂ）は、金
属キャップの断面図である。
【００３２】
　図２（ａ）に示されるように、回路基板９０上には、電気音響変換素子１０２と、半導
体チップ１０４と、が樹脂系接合材料１０６ａ，１０６ｂによって固定されている。また
、電気音響変換素子１０２と半導体チップ１０４とは、ボンディングワイヤにて接続され
ている。なお、回路基板９０上に形成されている配線層は、図示を省略している。
【００３３】
　そして、電気音響変換素子１０２および半導体チップ１０４を覆うように、金属キャッ
プ１００が設けられている。金属キャップ１００は、回路基板９０に半田付けによって接
続、固定されている。
【００３４】
　また、図２（ｂ）に示すように、金属キャップ１００は、回路基板９０の実装面に対向
する上壁（Ｘ）と、この上壁（Ｘ）に連接し、鉛直方向に延在する側壁（Ｙ）と、この側
壁（Ｙ）から水平方向に突出する（張り出す）ヒサシ（Ｚ）と、からなるヒサシ形状を備
えている。そして、ヒサシ（Ｚ）の裏面が、半田を介して回路基板９０の実装面に接触す
る。金属キャップ１００の回路基板９０への半田付けについては、後述する。
【００３５】
　また、金属キャップ１００の上壁の一部には、音波を通過させるための音孔が形成され
ている。図中、音孔は記載を省略している（この点は、図６～図１１でも同様である）。
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【００３６】
　また、金属キャップ１００は、電磁シールドとして機能し、マイクロホンのノイズを低
減する効果を生じさせ、また、製造工程において加えられる熱を、外に放熱する放熱キャ
ップとしても機能し、これによって、半導体チップが熱から保護されることになる（この
点については、後述する）。
【００３７】
　図３は、図１に示される音響センサの回路構成を示す回路図である。図３において、図
１（および図２）と同じ部分には同じ参照符号を付してある。
【００３８】
　図示したように、電気音響変換素子（ＥＣＭ）１０２の一極は接地端子（ＧＮＤ）に接
続され、他極はゲート保護ダイオード（Ｄ）付きの半導体チップ１０４のゲートに接続さ
れている。
【００３９】
　また、半導体チップ (ＪＦＥＴ)のソース・ドレイン間には、出力安定化のための容量
素子１０７が形成されている。また図中、Ｒ１は、入力端子（ＩＮ）から直流バイアスを
印加するための入力抵抗であり、Ｃ１は、出力信号（交流信号）を出力端子（ＯＵＴ）か
ら取り出すためのカップリングコンデンサである。
【００４０】
　次に、電気音響変換素子（ＥＣＭ）１０２の構造について、図４，図５を用いて説明す
る。
【００４１】
　図４は、本発明で使用される電気音響変換素子（ＥＣＭ）の構造を説明するための、デ
バイスの平面図である。
【００４２】
　図４において、参照符号１０は低抵抗のシリコン部材を示す。シリコン部材１０の中央
部には、シリコンの加工により形成された複数の音孔１１が形成されている。
【００４３】
　図５は、図４のＡ－Ａ線に沿う、電気音響変換素子（ＥＣＭ）の断面図である。
【００４４】
　図示されるように、シリコン基板６上に、永久電荷が形成されているエレクトレットと
なるシリコン酸化膜７が形成されている。このシリコン基板６には、シリコン酸化膜７の
一部を振動膜とするための開口部が設けてあり、これによって、シリコン酸化膜７の下面
の一部が露出している。さらにこのシリコン酸化膜７の上面には、絶縁膜９が形成されて
いる。
【００４５】
　また、シリコン酸化膜７およびシリコン基板６の下面には、金からなる導電膜８が形成
されている。絶縁膜９、シリコン酸化膜７および導電膜８の積層膜は、振動膜を構成して
いる。
【００４６】
　そして、絶縁膜９の上方には、金からなる接合層１２を介して低抵抗のシリコン部材１
０が設置される。接合層１２は、シリコン基板６の上方、つまり、振動膜部分を除いた領
域に形成されている。また、振動膜部分の上方のシリコン部材１０には多数の貫通孔１１
が設けられている。
【００４７】
　また、シリコン酸化膜７の下面に形成された導電膜８は、エレクトレットコンデンサ（
ＥＣＭ）の振動電極となり、一方、低抵抗のシリコン部材１０は、ＥＣＭの固定電極とな
る。
【００４８】
　このような構造をもつ、シリコンの微細加工技術（ＭＥＭＳ技術（微小電気機械システ
ム技術））を用いて構成された電気音響変換素子（ＥＣＭ）１０２は、従来の組み立てタ
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イプの電気音響変換素子と比べて、構造的に頑強であり、耐環境性ならびにハンドリング
性に優れ、さらに、熱にも強く、高熱処理も可能である。したがって、金属キャップを使
用した半田付けによる封止構造（メタルキャン封止）の採用が可能となるものである。
【００４９】
　すなわち、本発明では、シリコン製造技術によって製造された電気音響変換素子（ＥＣ
Ｍ）がもつ上記の優れた特性に着目し、その電気音響変換素子（ＥＣＭ）を、他の電子部
品（ＦＥＴや容量素子等）と共に回路基板に実装し、金属キャップを被せて半田によって
両者を接続し、いわゆるメタルキャン封止パッケージを構成する。したがって、従来の機
械的な組み立てではなく、ＬＳＩの実装と同様の過程を経て音響センサを製造することが
できるため、製造効率が飛躍的に向上する。
【００５０】
　以下、図６～図１１を参照して、本発明の音響センサの製造方法について説明する。図
６～図１１は各々、本発明の音響センサの製造方法を説明するための各工程におけるデバ
イスの断面図である。各図において、前掲の図と共通する部分には、同じ参照符号を付し
ている。
【００５１】
　図６に示される第１の工程では、半導体製造プロセスによって形成される電気音響変換
素子（１０２ａ，１０２ｂ）と、半導体製造プロセスによって形成される電子回路部品（
１０４ａ，１０４ｂ）とを、回路基板９０上に、樹脂系接合材料（１０６ａ，１０６ｂ：
例えば、エポキシ樹脂）を介して搭載する。
【００５２】
　図７に示す第２の工程では、電気音響変換素子（１０２ａ，１０２ｂ）と電子回路部品
（１０４ａ，１０４ｂ）とを、ボンディングワイヤ（１１０ａ，１１０ｂ）を介して電気
的に接続し、また、実装面上に設けられている配線層（不図示）によっても接続する。
　また、電子回路部品（１０４ａ，１０４ｂ）と回路基板９０とは、実装面上に形成され
ている配線層（不図示）によって相互に接続される。
【００５３】
　図８に示す第３の工程では、ヒサシ形状（図２（ｂ）参照）を有する金属キャップ（１
０６ａ，１０６ｂ）を、ヒサシ（Ｚ）の裏面を上向きにして金属トレイ１２０上に配置す
る。図示されるように、金属トレイ１２０には、位置決め用の孔（以下、位置決め孔とい
う）３０２ａ，３０２ｂが形成されており、この位置決め孔３０２，３０２ｂにより、各
金属キャップ１００ａ，１００ｂが、金属トレイ１２０の所定位置において位置決めされ
る。
【００５４】
　図９に示す第４の工程では、ヒサシ（Ｚ）の裏面に半田ペースト１２２を供給する。
【００５５】
　図１０に示される第５の工程では、回路基板９０を実装面を下向きにして、金属トレイ
１２０上に係合させ、回路基板９０が金属トレイ１２０上に係合された状態にて、リフロ
ー炉によって熱処理を行い、半田ペースト１２２のリフローを実装し、これによって、金
属キャップ（１００ａ，１００ｂ）が回路基板９０の実装面に固着される。
【００５６】
　半田リフロー処理の際、リフロー炉の内部にて、金属トレイ１２０、金属キャップ１０
０ａ，１００ｂ、回路基板９０が均等に、かつ効率よく加熱されるため、金属キャップ１
００ａ，１００ｂの実装時における、温度バラツキによる半田不良または半田接合強度の
バラツキが発生しない。したがって、信頼性の高いパッケージ構造を得ることができる。
【００５７】
　また、半田リフロー処理の際、金属キャップ１００ａ，１００ｂは、放熱キャップとし
て機能し、金属トレイ１２０に熱を放熱する。これによって、電気音響変換素子（１０２
ａ，１０２ｂ）ならびに電子回路部品（１０４ａ，１０４ｂ）が熱から保護され、素子特
性が劣化することがない。
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【００５８】
　そして、図１１に示す第６の工程において、金属キャップ１００ａ，１００ｂが実装さ
れた回路基板９０を金属トレイ１２０から外し、次に、回路基板９０を個別に分割する。
これによって、音響センサ２００が完成する。
【００５９】
　このように、ヒサシ形状を有する金属キャップを半田を介して実装する際に、複数の金
属キャップを、ヒサシの裏面を上向きにして金属トレイに配置し、ヒサシ部分に半田ペー
ストを供給し、次に回路基板を実装面を下向きにして、金属トレイに係合させた後、金属
製トレイに係合された状態で半田をリフローする、本実施形態の製造方法によれば、多数
の音響センサを効率的に一括して製造する（バッチ処理する）ことが可能である。また、
金属キャップの実装において、温度バラツキによる半田不良または半田接合強度のバラツ
キが生じない。したがって、半導体チップからなる電気音響変換素子を用いた、信頼性の
高い音響センサの、大規模な量産化が可能となる。
【００６０】
　なお、本発明では、パッケージ形成のために半田のリフローを用いているが、これに限
定されるものではなく、他の導電性材料を使用することもできる。
【００６１】
　以上説明したように、本発明の音響センサでは、シリコンマイクロホンがもつ、良好な
耐環境性ならびにハンドリング性に着目して、半田付けによるメタルキャン封止パッケー
ジが採用されている。したがって、ＬＳＩの実装と同様の過程を経て音響センサを製造す
ることができ、製造効率が飛躍的に向上する。
【００６２】
　また、キャップ（パッケージ材）として金属を使用し、さらに半田付けによる封止を行
うために、振動に強く、耐湿性にも優れる封止構造（パッケージ構造）を得ることができ
る。
【００６３】
　また、光素子や高周波トランジスタ等のパッケージとして一般的に使用されているメタ
ルキャン封止の技術を援用することができる。
【００６４】
　また、金属キャップは、半田付け時の熱を効率的に外に放熱する役目をするため、半田
付け時の高熱による、封止体内部の素子の劣化を効果的に防止することができる。
【００６５】
　また、金属キャップは電磁シールドとして機能するためノイズの抑制効果も得ることが
できる。
【００６６】
　また、電気音響変換素子（シリコンマイクロホン）と共に回路基板上に実装される電子
部品（例えば、増幅素子としてのＪＦＥＴやコンデンサ）として、半導体製造技術により
製造されたチップ部品を採用することによって、半田付け時に高熱処理を行っても、素子
特性が劣化する心配がない。
【００６７】
　また、金属キャップの形状として、半田付けに適したヒサシ部分をもつ、ヒサシ形状を
採用し、ヒサシの裏面を半田を介して回路基板の実装面に面接触させ、これによって、良
好な半田付けが実現される。したがって、耐環境性に優れたパッケージ構造を得ることが
できる。
【００６８】
　また、本発明の音響センサの製造方法によれば、多数のシリコンマイクロホンならびに
電子部品を回路基板に一括して実装し、一方、位置決め孔をもつ金属トレイを使用して多
数の金属キャップを一括して位置決めし、半田供給の後に回路基板と金属キャップとを位
置合わせして係合し、リフローによって、多数の金属キャップを一括して回路基板に接続
し、しかる後に個別化するため、多数の音響センサを効率的に一括して製造する（バッチ
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処理する）ことが可能となる。したがって、製造効率が飛躍的に向上し、高性能な音響セ
ンサの大規模な量産化が可能となる。
【００６９】
　また、電気音響変換素子（シリコンマイク）のみならず、増幅素子等の電子部品も同時
に実装できるため、小型で高性能の音響センサを製造可能である。
【００７０】
　また、半田付け時に、金属トレイごとリフロー炉に入れて熱処理するため、熱が効率的
かつ均等に加わり、温度バラツキによる半田不良または半田接合強度のバラツキを防止す
ることができる。
【００７１】
　また、金属キャップは、半田付け時の熱を、効率的に金属トレイに放熱する役目をする
ため（つまり、放熱キャップとして機能するため）、半田付け時の高熱による、封止体内
部の素子の劣化を効果的に防止することができ、製造上の安全も確保される。
【００７２】
　したがって、本発明によって、音響センサの製造効率を飛躍的に高め、高性能な音響セ
ンサの大規模な量産化を実現することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、高性能の音響センサの製造効率を飛躍的に高めて、大規模な量産化を可能と
するという効果を奏し、したがって、エレクトレットコンデンサマイクロホン（ＥＣＭ）
のような小型軽量の音響センサ、ならびに、その製造方法として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の音響センサの封止構造の概略（金属キャップならびに各半導体チップ部
品の相対的な位置関係）を説明するための平面図
【図２】図１に示す音響センサの断面構造と、金属キャップの形状の特徴を説明するため
の図であり、（ａ）は、図１の音響センサのＡ－Ａ線に沿う断面図、（ｂ）は、金属キャ
ップの断面図
【図３】図１に示す音響センサの回路構成を示す回路図
【図４】本発明で使用する電気音響変換素子（ＥＣＭ）の構造を説明するための、デバイ
スの平面図
【図５】図４のＡ－Ａ線に沿う、電気音響変換素子（ＥＣＭ）の断面図
【図６】本発明の音響センサの製造方法の第１の工程におけるデバイスの断面図
【図７】本発明の音響センサの製造方法の第２の工程におけるデバイスの断面図
【図８】本発明の音響センサの製造方法の第３の工程におけるデバイスの断面図
【図９】本発明の音響センサの製造方法の第４の工程におけるデバイスの断面図
【図１０】本発明の音響センサの製造方法の第５の工程におけるデバイスの断面図
【図１１】本発明の音響センサの製造方法の第６の工程におけるデバイスの断面図
【符号の説明】
【００７５】
　６　シリコン基板
　７　シリコン酸化膜
　９　絶縁膜
　１０　低抵抗のシリコン部材
　１１　音孔
　１２　接合層
　９０　回路基板
　１００　金属キャップ
　１０２　ＭＥＭＳ技術により製造された電気音響変換素子（ＥＣＭ，シリコンマイクロ
ホン）
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　１０４　電子回路部品（ＪＦＥＴ）
　１０７　容量素子
　１０６（１０６ａ，１０６ｂ）　樹脂系接合材料
　１０８　ボンディングワイヤ
　１２０　金属トレイ
　１２２　半田ペースト

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(12) JP 4642634 B2 2011.3.2

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  山田　徹
            神奈川県横浜市都筑区佐江戸町６００番地　パナソニック半導体デバイスソリューションズ株式会
            社内
(72)発明者  小島　英樹
            神奈川県横浜市都筑区佐江戸町６００番地　パナソニック半導体デバイスソリューションズ株式会
            社内
(72)発明者  巻幡　勝浩
            神奈川県横浜市都筑区佐江戸町６００番地　パナソニック半導体デバイスソリューションズ株式会
            社内

    審査官  境　周一

(56)参考文献  米国特許第０６７８１２３１（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２００５－１９１２０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０８２２３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００４－５３７１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２５９４７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５４－０７８９９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              独国特許出願公開第１０３０３２６３（ＤＥ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｒ　　　１／００－３１／００
              Ｈ０１Ｌ　　２９／８４
              Ｈ０１Ｌ　　２３／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

