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(57)【要約】
　超小型電気機械システム（ＭＥＭＳ）マイクロホンは
、プリント回路基板、ＭＥＭＳダイ、及び集積回路を含
む。ＭＥＭＳダイは、プリント回路基板の上部面上に配
置される。集積回路は、少なくとも部分的にプリント回
路基板内に配置され、かつ少なくとも１つの出力信号を
生成する。集積回路の少なくとも１つの出力信号は、少
なくとも１つの導体の中に直接に経路指定されてプリン
ト回路基板でアクセスパッドに至る。アクセスパッドは
、プリント回路基板の上部面と反対の底部面上に配置さ
れる。集積回路は、導電性パッドを含み、インタフェー
ス層が、集積回路の導電性パッドとプリント回路基板の
間に配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超小型電気機械システム（ＭＥＭＳ）マイクロホンであって、
　プリント回路基板と、
　前記プリント回路基板の上部面上に配置されたＭＥＭＳダイと、
　少なくとも部分的に前記プリント回路基板内に配置され、少なくとも１つの出力信号を
生成する集積回路と、
　を含み、
　そのために前記集積回路の前記少なくとも１つの出力信号は、前記少なくとも１つの導
体の中に直接に経路指定され、前記プリント回路基板で該プリント回路基板の前記上部面
と反対の底部面上に配置されたアクセスパッドに至り、
　前記集積回路は、導電性パッドを含み、インタフェース層が、該集積回路の該導電性パ
ッドと前記プリント回路基板の間に配置される、
　ことを特徴とするＭＥＭＳマイクロホン。
【請求項２】
　少なくとも１つの導体は、メッキ貫通孔ビアと前記プリント回路基板上の外側金属化層
とを含むことを特徴とする請求項１に記載のＭＥＭＳマイクロホン。
【請求項３】
　前記ＭＥＭＳダイは、前記ＰＣＢの前記上部面に装着され、蓋が、該ＰＣＢの該上部面
に接着されてＭＥＭＳデバイスを外部環境要素から音響的に密封して保護することを特徴
とする請求項１に記載のＭＥＭＳマイクロホン。
【請求項４】
　ポートが、前記蓋を通って延びることを特徴とする請求項３に記載のＭＥＭＳマイクロ
ホン。
【請求項５】
　ポートが、前記プリント回路基板を通って延びることを特徴とする請求項１に記載のＭ
ＥＭＳマイクロホン。
【請求項６】
　裏側容積が、前記プリント回路基板と前記ＭＥＭＳダイの間に配置されることを特徴と
する請求項１に記載のＭＥＭＳマイクロホン。
【請求項７】
　前記集積回路は、部分的に前記ＭＥＭＳダイの下に配置されることを特徴とする請求項
１に記載のＭＥＭＳマイクロホン。
【請求項８】
　前記集積回路は、完全に前記ＭＥＭＳダイの下に配置されることを特徴とする請求項１
に記載のＭＥＭＳマイクロホン。
【請求項９】
　前記集積回路は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）であることを特徴とする請求項１
に記載のＭＥＭＳマイクロホン。
【請求項１０】
　前記インタフェース層は、絶縁層を含むことを特徴とする請求項１に記載のＭＥＭＳマ
イクロホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、音響デバイスに関し、より具体的には、これらのデバイスでの又はデバイス
内への集積回路の配置に関する。
【０００２】
〔関連出願への相互参照〕
　本特許はまた、その内容全体が引用によって本明細書に組み込まれる２０１２年９月２
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７日出願の「ＭＥＭＳデバイス内の組込回路」という名称の米国特許仮出願第６１／７０
６，３５０号に対する「３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）」の下での利益を主張するも
のである。
【背景技術】
【０００３】
　超小型電気機械システム（ＭＥＭＳ）デバイスは、２つの例を挙げるとマイクロホン及
びスピーカを含む。ＭＥＭＳマイクロホンの場合に、音響エネルギは、音響ポートを通っ
て入って振動板を振動させ、この作用は、振動板と振動板の近くに配置された裏板との間
の電位（電圧）の対応する変化を生成する。この電圧は、受け入れた音響エネルギを表し
ている。典型的に、電圧は、次に、電気回路（例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）のような集積回路）に伝達される。信号の更に別の処理は、電気回路上で行うことがで
きる。例えば、増幅又はフィルタリング機能は、集積回路での電圧信号に対して行うこと
ができる。
【０００４】
　マイクロホンの構成要素は、典型的にプリント回路基板（ＰＣＢ）上に配置され、これ
はまた、マイクロホン構成要素間の電気的接続を与え、並びにこれらの構成要素のための
物理的支持を与えることができる。集積回路は、典型的に、ＭＥＭＳデバイスの全体寸法
が集積回路の大きさに少なくともいくらか依存するような有意な大きさのものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　多くの用途では、ＭＥＭＳデバイスの大きさは、できるだけ小さいことが望ましく、こ
れらのデバイスの上述のレイアウトは、デバイスの大きさを低減する際に問題を生じてき
た。例えば、ＭＥＭＳデバイスが携帯電話又は外部ヘッドセットに配備される場合に、デ
バイスをできるだけ小さくすることが多くの場合に望ましい。集積回路は常に回路基板上
に配備されたので、デバイスの全体サイズは、これまでのところでしか低減することがで
きなかった。
【０００６】
　これらの欠点のために、以前の手法は、上述の問題に十分に対処しておらず、これらの
以前の手法へのユーザの不満が増加している。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の開示をより完全に理解するために、以下の詳細説明及び添付の図面を参照され
たい。
【０００８】
　当業者は、図の要素は、簡潔化及び明瞭化のために例示されていることを認めるであろ
う。ある一定のアクション及び／又はステップは、特定の発生順序で説明又は描写される
場合があるが、当業者は、シーケンスに関するそのような特殊性は必ずしも要求されない
ことを理解するであろうことは更に認められるであろう。本明細書に使用される用語及び
表現は、特定の意味が本明細書に別途示された場合を除き、それらの対応するそれぞれの
調査及び研究の分野に関してそのような用語及び表現に与えられるような通常の意味を有
することも理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の様々な実施形態によるＭＥＭＳデバイス又はアセンブリのブロック図で
ある。
【図２Ａ】本発明の様々な実施形態によってデバイス内にＭＥＭＳダイが第１の向きに配
置されたＭＥＭＳデバイス又はアセンブリのブロック図である。
【図２Ｂ】本発明の様々な実施形態によってデバイス内にＭＥＭＳダイが第１の向きに配
置されたＭＥＭＳデバイス又はアセンブリのブロック図である。
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【図３Ａ】本発明の様々な実施形態によってデバイス内にＭＥＭＳダイが第２の向きに配
置されたＭＥＭＳデバイス又はアセンブリのブロック図である。
【図３Ｂ】本発明の様々な実施形態によってデバイス内にＭＥＭＳダイが第２の向きに配
置されたＭＥＭＳデバイス又はアセンブリのブロック図である。
【図４】本発明の様々な実施形態による組込集積回路の拡大図を示すＭＥＭＳデバイス又
はアセンブリの一部分の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　集積回路（例えば、ＡＳＩＣ又は同様のデバイス）又は他の電気回路構成要素が、音響
デバイス又はアセンブリ（例えば、ＭＥＭＳマイクロホン）のプリント回路基板（ＰＣＢ
）に組み込まれる手法を提供する。本明細書に使用される時に、集積回路は、その独自の
個別のハウジングに封入され、かつ入って来る電気信号に対して単に信号を通過させるに
留まらない別々の処理機能を行うことができる電子デバイスである。換言すれば、集積回
路は、単なる伝達媒体に留まらない。
【００１１】
　これらの実施形態の一部において、組込集積回路（例えば、ＡＳＩＣ）の出力信号は、
ＰＣＢ内の貫通孔ビアの中に直接に経路指定され、外側金属化層にかつ顧客半田バッド（
例えば、ＰＣＢの「底部側面」での）に至る。これに加えて、ＡＳＩＣとＭＥＭＳダイの
間の信号は、ＰＣＢ内の貫通孔ビアの中に直接に経路指定され、顧客の半田バッドの反対
側（例えば、ＰＣＢの「上部側面」での）の外側金属化層に至る。この外側金属化層（「
上部層」）は、最終的なマイクロホンアセンブリのために使用することができる。一部の
態様において、ＭＥＭＳダイは、ＰＣＢの上部側面に装着され（例えば、フリップチップ
結合又はダイ取付及びワイヤボンデイングのいずれかにより）、蓋が、ＰＣＢの上部側面
に接着され（例えば、半田、エポキシ、又は他の手法を通じて）、ＭＥＭＳデバイス（例
えば、ＭＥＭＳマイクロホン）を環境から音響的に密封して保護し、顧客での更に別のア
センブリを可能にする。他の態様において、インタフェース層（例えば、再分配層）は、
集積回路において使用するか又はそこに配置することができ、このインタフェース層は、
接触パッド（集積回路の）とベース（例えば、プリント回路基板）の間に配置／組み込む
ことができる。
【００１２】
　本発明の手法の１つの利点は、かなりの空間が節約されてデバイス全体を小型化するこ
とができることである。一部の例では、この空間を節約するために、ＭＥＭＳダイは、少
なくとも部分的に集積回路にわたって取り付けられる（例えば、ダイを取り付けた状態で
フリップチップ又はワイヤボンドのいずれかにより）。他の例では、ＭＥＭＳダイは、組
込集積回路の全体にわたって配置される（すなわち、それが完全に組込集積回路を覆う）
。音響ポートは、ＰＣＢのベースを通って（すなわち、ＰＣＢの底部を通って）、又は蓋
を通って（すなわち、デバイスの上部のカバーを通って）配置される。音響シールは、顧
客によって音響デバイス又はアセンブリの音響ポートと同じ側に置くことができる。他の
態様において、二重音響ポートが、顧客の用途へのガスケットに対して使用され、デバイ
スの裏側容積を増加させ、それによってデバイス性能を改善する。
【００１３】
　一部の態様において、音響デバイス又はアセンブリの各構成要素（例えば、ＭＥＭＳダ
イ及び集積回路）は、互いの上に物理的に積み重ねられるので、デバイスは、より小さい
寸法のものとすることができる。一例では、従来の手法と比較して約３０％の節約が達成
される。集積回路は、通常使用されない空間を占めるに過ぎないことが認められるであろ
う。そうすることにより、構成要素のより効率的な配置が達成される。
【００１４】
　図１を参照すると、組込集積回路を有する音響デバイス又はアセンブリ１００の一例を
説明している。デバイス１００は、プリント回路基板１０８と、カバー又は蓋１０７と、
裏板１４０及び振動板１４１を含むＭＥＭＳダイ１０２と、集積回路１０４と、接続区域
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１１６と、それを通して音１１８が前側容積１１７に入る音響ポート１０６とを含む。音
（矢印１１８に示す）が前側容積１１７に入ると、ＭＥＭＳダイ１０２の振動板は、振動
して振動板１４１と裏板１４０の間の距離を変える。それによって裏板１４０に電圧が生
成され、それは、導体１１０を通して集積回路１０４に伝達される。集積回路１０４は、
信号に処理を行い、その後、信号は、区域１１６に伝達される。顧客又は他のユーザは、
更に別の処理のために区域１１６で信号にアクセスすることができる。一例では、デバイ
ス又はアセンブリ１００は、区域１１６が携帯電話の電子構成要素に電気的に結合するよ
うに携帯電話に配備される。他の例の顧客又はエンドユーザデバイス（例えば、コンピュ
ータ又はヘッドセット）も可能である。
【００１５】
　ＭＥＭＳダイ１０２、裏板、及び振動板は、ＭＥＭＳデバイスに典型的に使用される当
業者に公知の構成要素であるので、本明細書には詳しく説明しない。集積回路１０４は、
あらゆるタイプの機能（例えば、増幅）を実行するあらゆる回路である。集積回路１０４
は、あらゆる形状又は構成とすることができる。
【００１６】
　マイクロホンを図示及び説明しているが、本明細書に説明する手法により他の例のＭＥ
ＭＳデバイスを使用することもできることが認められるであろう。集積回路１０４の配置
は、少なくとも部分的にＭＥＭＳダイ１０２の下であるように示されていることも認めら
れるであろう。しかし、集積回路１０４は、全てがＭＥＭＳダイ１０２の下にあるか又は
全く下になくてもよいことが認められるであろう。これに加えて、集積回路１０４は矩形
として示されているが、集積回路１０４は、あらゆる形状又は適切な寸法を有することが
できることも理解されるであろう。ベースＰＣＢ内に複数の集積回路を組み込むことがで
きることも理解されるであろう。
【００１７】
　ＰＣＢ１０８は、半田マスク層１１２及び１１３、金属層１１４及び１１５、導電性金
属で充填又はメッキされたビア１３０、並びに内側ＰＣＢ層１０９（例えば、ＦＲ－４積
層材料又はＢＴエポキシのような織ったガラスエポキシ複合材料から構成される）を含む
。ワイヤ又は他の導体１１０は、第１の金属層１１４を通してＭＥＭＳダイ１０２を集積
回路１０４に結合する。集積回路１０４の出力は、第１の金属層１１４、ビア１３０、及
び第２の金属層１１５を通して区域１１６に電気的に結合される。デバイス１００及びＰ
ＣＢ１０８を構成するために様々な製作手法を使用することができることが認められるで
あろう。他の層、構成、寸法、及び構成材料が可能であることも理解されるであろう。他
の態様において、集積回路１０４にインタフェース層（例えば、再分配層）を使用するか
又は配置することができ、このインタフェース層は、接触パッド（集積回路の）とＰＣＢ
１０８の第１の金属層との間に配置／組み込むことができる。
【００１８】
　図２Ａ、図２Ｂ、図３Ａ、図３Ｂ、及び図４は、組込集積回路を含む音響デバイス又は
アセンブリ（例えば、ＭＥＭＳマイクロホン）の例である。図１の例の場合と同様に、マ
イクロホンが示されているが、本明細書に説明する手法により他の例のＭＥＭＳデバイス
を使用することもできることが認められるであろう。集積回路の配置は、少なくとも部分
的にＭＥＭＳダイの下であるように示されていることも認められるであろう。しかし、集
積回路は、全てがＭＥＭＳダイの下にあるか又は全く下になくてもよいことが認められる
であろう。集積回路は、矩形として示されるが、集積回路は、あらゆる形状又は適切な寸
法を有することができることも理解されるであろう。
【００１９】
　図２Ａを参照すると、組込集積回路を有する音響デバイス又はアセンブリ２００（例え
ば、ＭＥＭＳマイクロホン）の一例を説明している。デバイス２００は、プリント回路基
板２０２と、カバー２０１と、ＭＥＭＳダイ２０４（裏板２０６及び振動板２０８を含む
）と、集積回路２１０と、音響シール２１２と、接続パッド２１４と、それを通して音２
１８が前側容積２２０内に入る音響ポート２１６とを含む。裏側容積２２２も設けられる
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。音（矢印２１８に示す）が前側容積２２０に入ると、振動板２０８は、振動して振動板
２０８と裏板２０６の間の距離を変える。それによって裏板２０６に電圧が生成され、そ
れは、導体２２４を通じて集積回路２１０に伝達される。集積回路２１０は、信号に処理
を行い、かつ導体２２６を通じてそれをパッド２１４に伝達する。パッド２１４は、顧客
用途の電子機器（例えば、携帯電話又はコンピュータ）が結合することができる導電性区
域とすることができる。顧客は、更に別の信号伝達又は使用のためにパッド２１４で電圧
にアクセスすることができる。
【００２０】
　プリント回路基板２０２は、集積回路２１０を保持するような寸法に作られたあらゆる
タイプのプリント回路基板である。例えば、ＰＣＢは、図１に関して上述したように半田
マスク層及び金属化層を有することができる。
【００２１】
　ＭＥＭＳダイ２０４、裏板２０６、及び振動板２０８は、ＭＥＭＳデバイスに典型的に
使用される当業者に公知の構成要素であるので、本明細書には詳しく説明しない。集積回
路２１０は、あらゆるタイプの機能（例えば、増幅）を実行するあらゆる回路である。集
積回路２１０は、あらゆる形状又は構成とすることができる。当業者に公知であるように
、音響シール２１２は、前側容積２２０と裏側容積２２２の間に音響シールを提供する。
導体２２４及び２２６は、電気的接続を提供するあらゆる種類の導電材料から構成される
。一例では、導体２２４はワイヤボンドであり、２２６は、電気的接続を提供する金属（
例えば、銅）を含むビアである。他の態様において、集積回路２１０にインタフェース層
（例えば、再分配層）を使用するか又は配置することができ、このインタフェース層は、
接触パッド（集積回路の）とＰＣＢ２０２の第１の金属層との間に配置／組み込むことが
できる。
【００２２】
　図２Ｂを参照すると、組込電気回路内の音響デバイス又はアセンブリ２５０（例えば、
ＭＥＭＳマイクロホン）の別の例を説明している。図２Ｂの例は、図２Ａの底部ポートが
上部ポートで置換され、音はデバイス２５０の上部を通して入ることを除いて図２Ａの例
と同様である。
【００２３】
　より具体的には、デバイス２５０は、プリント回路基板２５２と、カバー２５１と、Ｍ
ＥＭＳダイ２５４（裏板２５６及び振動板２５８を含む）と、集積回路２６０と、音響シ
ール２６２と、接続パッド２６４と、それを通じて音２６８が前側容積２７０内に入る音
響ポート２６６とを含む。裏側容積２７２も設けられる。音２６８が前側容積２７０に入
ると、振動板２５８は、振動して振動板２５８と裏板２５６の間の距離を変える。それに
よって裏板２５６に電圧が生成され、それは、導体２７４を通じて集積回路２６０に伝達
される。集積回路２６０は、信号に処理を行い、かつ導体２７６を通じてそれをパッド２
６４に伝達する。顧客又はユーザは、更に別の処理のためにパッド２６４で電圧にアクセ
スすることができる。構成要素は図２Ａのそれらと同様の様式で作動するので、それらの
作動は詳しく説明しない。ＰＣＢ２５２内の集積回路の配置も図２Ａに関して上述したそ
れと同様であるので、これは詳しく説明しない。他の態様において、集積回路２１０にイ
ンタフェース層（例えば、再分配層）を使用するか又は配置することができ、このインタ
フェース層は、接触パッド（集積回路の）とＰＣＢ２５２の第１の金属層との間に配置／
組み込むことができる。
【００２４】
　図３Ａを参照すると、組込集積回路を有する音響デバイス又はアセンブリ３００（例え
ば、ＭＥＭＳマイクロホン）の一例を説明している。デバイス又はアセンブリ３００は、
プリント回路基板３０２と、カバー３０１と、裏板３０８及び振動板３０６を含むＭＥＭ
Ｓダイ３０４と、集積回路３１０と、音響シール３１２と、接続パッド３１４と、それを
通じて音３１８が前側容積３２０内に入る上部音響ポート３１６とを含む。ＭＥＭＳダイ
３０４とＰＣＢ３０２の間に裏側容積３２２が延びる。ＰＣＢ３０２を通って空洞３３０
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が延びる。一部の態様において、別の空洞を有する顧客用途基板をプリント基板３０２に
結合し、更に増加した裏側容積を提供することができる。増加した裏側容積は、デバイス
３００に対して改善した性能を与える。増加した裏側容積を含む空洞に対する寸法、形状
、及び他の構成特性は、システムの性能必要性に合わせて変更することができることは認
められるであろう。
【００２５】
　音３１８が前側容積３２０に入ると、振動板３０６は、振動して振動板３０６と裏板３
０８の間の距離を変化させる。それによって裏板３０８に電圧が生成され、それは、導体
３２４を通じて集積回路３１０に伝達される。集積回路３１０は、信号に処理を行い、か
つ導体３２６を通じてそれをパッド３１４に伝達する。パッド３１４は、導電性区域とす
ることができ、そこに対して顧客又はユーザは、特定用途向け電子機器（例えば、携帯電
話又はコンピュータからのもの）を結合することができる。顧客又はユーザは、更に別の
処理のためにパッド３１４で電圧にアクセスすることができる。
【００２６】
　プリント回路基板３０２は、集積回路３１０を保持するような寸法に作られたあらゆる
タイプのプリント回路基板である。ＰＣＢの一例は、図１に関して説明されている。
【００２７】
　ＭＥＭＳダイ３０４、裏板３０８、及び振動板３０６は、ＭＥＭＳデバイスに典型的に
使用される当業者に公知の構成要素であるので、本明細書には詳しく説明しない。集積回
路３１０は、あらゆるタイプの機能（例えば、増幅）を実行するあらゆる回路である。集
積回路３１０は、あらゆる形状又は構成とすることができる。当業者に公知であるように
、音響シール３１２は、前側容積３２０と裏側容積３２２の間に音響シールを提供する。
導体３２４及び３２６は、電気的接続を提供するあらゆる種類の導電材料から構成される
。一例では、導体３２４及び３２６は、電気的接続を提供するような金属（例えば、銅）
を含むビアである。他の態様において、集積回路３１０にインタフェース層（例えば、再
分配層）を使用するか又は配置することができ、このインタフェース層は、接触パッド（
集積回路の）とＰＣＢ３０２の第１の金属層との間に配置／組み込むことができる。
【００２８】
　図３Ｂを参照すると、組込電気回路内の音響デバイス又はアセンブリ３５０（例えば、
ＭＥＭＳマイクロホン）の別の例を説明している。図３Ｂの例は、図３Ａの上部ポートが
底部ポートで置換され、音はデバイスの底部を通して入ることを除いて図３Ａの例と同様
である。
【００２９】
　より具体的には、デバイス３５０は、プリント回路基板３５２と、カバー３５１と、裏
板３５８及び振動板３５６を含むＭＥＭＳダイ３５４と、集積回路３６０と、音響シール
３６２と、接続パッド３６４と、それを通じて音３６８が前側容積３７０内に入る底部音
響ポート３６６とを含む。裏側容積３７２も設けられる。音３６８が前側容積３７０に入
ると、振動板３５６は、振動して振動板３５６と裏板３５８の間の距離を変える。それに
よって裏板３５８に電圧が生成され、それは、導体を通じて集積回路３６０に伝達される
。集積回路３６０は、信号の処理を行い、かつそれを導体３７６を通じてパッド３６４に
伝達する。顧客は、更に別の処理のためにパッド３６４で電圧にアクセスすることができ
る。図３Ｂのシステムの構成要素は、図３Ａのそれらと同様の様式で作動するので、それ
らの作動は詳しく説明しない。他の態様において、集積回路３１０にインタフェース層（
例えば、再分配層）を使用するか又は配置することができ、このインタフェース層は、接
触パッド（集積回路の）とＰＣＢ３５２の第１の金属層との間に配置／組み込むことがで
きる。
【００３０】
　他の態様において、本明細書に使用される集積回路は、様々な異なる形態及び構造を取
ることができる。例えば、１つの態様において、集積回路（例えば、ＡＳＩＣ）は、片面
上だけに能動電気回路（例えば、抵抗器又はコンデンサ）及び／又は電気的接続を有する
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。この配置により、集積回路は、両面上に能動回路及び／又は電気的接続を有する集積回
路よりも廉価になる。他の態様において、ベースＰＣＢはまた、音響的又は電気的（例え
ば、ＲＦ電磁波耐性）性能を改善するためにチップコンデンサ又は抵抗器を組み込むこと
ができる。
【００３１】
　他の態様において、集積回路は、そこにある又はそれを通る開放孔又は開口部を持たな
い。集積回路を通って延びる孔を持たないことは有利であり、その理由は、シリコンが典
型的に高価であり、かつ多くの状況でいずれの音響孔（例えば、ポート）もプリント回路
基板（ＰＣＢ）だけを通り、集積回路を通らないで作ることが好ましいからである。
【００３２】
　本明細書に説明する例示的音響アセンブリにおいて、集積回路にインタフェース層（例
えば、再分配層）を使用するか又は配置することができ、このインタフェース層は、接触
パッド（集積回路の）とベース（例えば、プリント回路基板）の間に配置／組み込むこと
ができる。図４を参照すると、そのような構成の１つを説明している。図４に詳しく示す
この配置は、本明細書に示すいずれの他の例にも適用することができることは認められる
であろう。集積回路４０２は、導電性パッド４０４を含み、かつベース（例えば、ＰＣＢ
）４０３に配置される。パッド４０４は、１つの態様では金属パッドであり、かつアルミ
ニウムで構成することができる。他の例の導電材料も使用することができる。絶縁層４０
６（集積回路４０２の一部）が、集積回路４０２にわたってかつこれを横切って配置され
る。導電性ビア４０８が、絶縁層４０６を通って延びる。導電性再分配パッド４１０（例
えば、銅から構成されたもの）が、絶縁層４０６上に配置され、かつビア４０８に結合さ
れる。ワイヤボンド４０９が、ＭＥＭＳデバイス（図４には図示せず）をパッド４１０に
結合する。
【００３３】
　１つの特定の例では、集積回路４０２は、ＲＤＬ－Ｃｕパッド４１０とアルミニムパッ
ド４０４とを含むＡＳＩＣである。絶縁層４０６は、ＡＳＩＣ４０２上のパッド４０４か
らＡＳＩＣ４０２が組み込まれたベース４０３（例えば、ＰＣＢ）へのインタフェースを
提供する。絶縁層４０６は、アルミニウムパッド４０４への開口部を有する。１つの態様
において、銅パッド４１０は、アルミニウムパッド４０４よりも大きい（例えば、表面積
又は横断面積が大きい）。アルミニウムパッド４０４及び銅ＲＤＬパッド４１０は、絶縁
層４０６を通るビア／孔４０８を用いて接続される。
【００３４】
　ＡＳＩＣ４０２の上のＲＤＬパッド４１０は、集積回路４０２とベース４０３（例えば
、ＰＣＢ）の間の有利なインタフェースを提供する。これに関して、ＰＣＢ処理は、一般
的に銅メッキを使用する。例えば、ＰＣＢ銅ビアが別の銅層（すなわち、銅ＲＤＬパッド
４１０）に直接に接触した時に、良好な接着及び／又は良好なインタフェース／結合が生
じる。換言すれば、ＡＳＩＣがＰＣＢ材料内に組み込まれた後に、孔が、ＲＤＬ層上の銅
パッドに開口部が生成されるようにレーザ穿孔される。組み込みＡＳＩＣ及びレーザ穿孔
された孔を有するＰＣＢ基板は、次に、レーザ穿孔された孔の壁をメッキするために銅メ
ッキ浴槽中に置かれる。これは、ＡＳＩＣ上のＰＣＢの電気回路、銅ＲＤＬパッド、及び
結合パッドの間に物理的に安全かつ電気的に十分な結合を提供する。
【００３５】
　他の態様において、集積回路４０２は、集積回路４０２の周りに意図的な空隙を有する
ことなくベース／ＰＣＢ内に完全に積層される。「積層する」は、材料（エポキシ積層体
、銅、及び接着剤のような）が層状にされ、かつ温度、圧力を用いて及び潜在的に真空環
境内でプレスに置かれることを意味する。これは、集積回路４０２の周りに空間／空洞を
有するパッケージよりも優れた機械的安定性及び同様に優れた信頼性性能をパッケージに
与える。
【００３６】
　本発明を実施するために本発明者に既知の最良モードを含む本発明の好ましい実施形態
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を本明細書に説明している。図示の実施形態は、単なる例示であり、本発明の範囲を限定
するように解釈すべきではないことを理解すべきである。
【符号の説明】
【００３７】
１００　音響デバイス
１０２　ＭＥＭＳダイ
１１６　接続区域
１１８　音
１３０　ビア

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４】
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