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レンズ一体型超小型非接触温度センサの開発 
Development of Ultra-small Infrared Temperature Sensor Integrated with Si Lens 
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要  旨  _________________________________________________  

我々は，従来赤外線センサを設置することができなかった狭小スペースへの設置や携帯機

器への組み込みを目的として，赤外線センサの一層の小型化，低コスト化に取り組んでいる．

既存のレンズ付きメタルパッケージ型の赤外線センサに対して，体積比で2桁の小型化を目

指し，ウェハレベルパッケージ（WLP）を適用したレンズ一体型超小型非接触温度センサ

を開発した．ガラスフリット接合により，レンズ基板，センサデバイス基板，ガラス電極基

板を3層接合し，従来型のセンサに対して約1/80の体積となる外形サイズ1.9 mm×1.9 mm×

1.5 mmの超小型化を実現した．センサ特性としては，感度約15.6 V/W，時定数約3.0 msが得

られており，超小型でかつ実用レベルに近いセンサ特性を実現した． 

ABSTRACT  _________________________________________________  

For the purpose of integration into narrow places and on mobile devices where an infrared sensor 

could not be installed, we are working on miniaturization and cost reduction of the infrared sensor. With 

the aim of 1/100 miniaturization of the volume of the infrared sensor of a standard metal package with 

optical lens, we have developed an ultra-small infrared temperature sensor integrated with a Si lens that 

can be used in wafer level packaging (WLP). Using the glass frit bonding, the lens substrate, sensor 

device substrate, and glass electrode substrate are bonded with an outer size of 1.9 mm × 1.9 mm × 1.5 

mm, which is about 1/80 of the volume compared with the conventional sensor. The sensor 

characteristics, sensitivity of about 15.6 V/W, and time constant of about 3.0 ms have been obtained, 

and these are ultra-small and close to practical characteristics. 
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1. はじめに 

近年，非冷却タイプの赤外線センサは，冷却機構

が不要なため構成が簡素で低コストであるという特

徴から，省エネ，セキュリティ，自動車分野をはじ

め，様々な分野への応用が広がり，開発が進められ

ている1-5)．我々は，従来赤外線センサを設置する

ことができなかった狭小スペースへの設置や携帯機

器への組み込みを目的として，赤外線センサの一層

の小型化，低コスト化に取り組んでいる． 

今回，光学センサにおいて重要な要素であるレン

ズを含めて，既存のメタルパッケージ型に対し体積

比で約1/100の小型化を目標に，ウェハレベルパッ

ケージ (WLP) を適用したレンズ一体型超小型非接

触温度センサを試作，評価したことを報告する． 

 

2. 構造，作製プロセス 

開発した非接触温度センサは単画素の温度センサ

で，小型化，低コスト化のためにWLPと非冷却の

熱型素子を採用した．熱型素子については，既存の

半導体 CMOS (Complementary Metal  Oxide 

Semiconductor) プロセスでの作製が可能で，周辺回

路との集積化が容易なポリシリコン型のサーモパイ

ルを採用した． 

Fig. 1に，レンズ一体型超小型非接触温度センサ

の断面図を示す． 

 
Fig. 1 Cross section of ultra-small IR temperature sensor 

integrated with Si lens. 

基本的な構造は，レンズ基板，センサデバイス基

板，ガラス電極基板の3層の構成からなる．各基板

はガラスフリット接合により接合され，センサ内部

のキャビティ領域は大気圧で気密封止される．本セ

ンサは熱型であるため十分な感度を得るためには断

熱構造が必要であり， ICP (Inductively Coupling 

Plasma) エッチングによりサーモパイル周辺のSi基

板を除去してブリッジ形状の断熱構造体を形成した．

センサデバイス基板の電極パッドとガラス電極基板

のタングステンビア間の電気的導通材料には銀ナノ

ペーストを用いた． 

Fig. 2は，サーモパイル周辺の構造概要を示す図

である． 

 

 
Fig. 2 Schematic around thermopile. 

Fig. 2 (a)はサーモパイル部の顕微鏡写真である．

卍形状の4本の梁と周辺基板との接続部がサーモパ

イルの冷点であり，受光部である卍形状の中央部が

サーモパイルの温点となっている．Fig. 2 (b), (c)は

それぞれFig. 2 (a)中の位置A, Bにおけるサーモパイ

ルの断面構造である．サーモパイルはFig. 2 (b)に示

すように，積層された一対のN型ポリシリコンとP

型ポリシリコンが多数形成された構造となっている．

まず下層のN型ポリシリコンと上層のP型ポリシリ

コンを極薄いシリコン酸化膜を隔てて形成し，これ

らの2層のポリシリコンを同時にエッチングして積

層構造とした．ポリシリコン対の一方の端部では，

Fig. 2 (c)に示すように上下のポリシリコンが接続さ

れ，他方の端部では全てのポリシリコン対が直列接

続されるように隣接するN型ポリシリコンとP型ポ

リシリコンが接続されている．サーモパイルを積層

構造にしたことにより，サーモパイルを狭ピッチ化



 

Ricoh Technical Report No.41 68 FEBRUARY, 2016 

でき直列数を増加して高感度化した．またそのこと

により，サーモパイル部を薄膜化でき熱容量を低減

して応答性を向上させた． 

Fig. 3は，レンズ設計のための光線追跡シミュ

レーション結果である．センサの視野角が25˚，受

光面サイズが170 μm×170 μm，レンズ基板の出射

面から受光面までの距離が295 μmであり，非球面

形状の短焦点レンズを設計した． 

 
Fig. 3 Result of ray tracing simulation. 

Fig. 4に，今回作製したSiレンズのプロセスフ

ローを示す．Si基板にフォトレジストをスピンコー

トで塗布し，Fig. 3のシミュレーション結果を反映

したグレースケールマスクを用いて露光，現像を行

うことでSi基板上に曲率を持ったレジストを形成し，

ドライエッチングを行うことにより，所望の非球面

形状のSiレンズを形成することができる6,7)． 

 

 
Fig. 4 Schematic of Si lens process. 

ウェハ接合にはガラスフリット接合を採用した．

この接合方法は接合面の表面状態の影響を受けにく

く，400℃前後の比較的低温で接合できることが特

徴である．接合材となるガラスフリットペーストと，

センサデバイス基板とガラス電極基板間の電気導通

材料である銀ナノペーストはスクリーン印刷により

パターニングを行った．また，本センサではセンサ

内部のキャビティは大気圧の気密封止とした． 

Fig. 5に，開発したWLPのプロセスフローの概要

と最終チップの写真を示す．レンズ基板，センサデ

バイス基板，ガラス電極基板はそれぞれ6インチ

ウェハを用いて製造し，はじめにセンサデバイス基

板とガラス電極基板をガラスフリット接合し，更に

レンズ基板をガラスフリット接合することにより

3層接合を実現した．3層接合状態のウェハをダイシ

ングして，レンズ一体型超小型非接触温度センサが

完成する．今回開発した非接触温度センサの外形サ

イズは，1.9 mm✕1.9 mm✕1.5 mmである． 

 

 

Fig. 5 Schematic of WLP process and picture of final 
sensor chip. 
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3. 評価，考察 

3-1 サーモパイルの特性 

Fig. 6は，サーモパイル周辺部の拡大断面図であ

る． 

 
Fig. 6 Magnified cross section around thermopile. 

赤外線受光部で吸収された赤外線の熱エネルギー

は熱伝導によってチップ内へと拡散していくが，そ

の放熱経路には，断熱構造体の梁部分を伝ってSi基

板へと拡散する経路と，赤外線受光部とガラス電極

基板間の空気層を伝ってガラス電極基板へと拡散す

る経路の大きく2つがある．1つ目の放熱経路につい

て，サーモパイル一対分に相当する梁部の熱コンダ

クタンスをGbeam，サーモパイル対数をnとすると，

梁部全体の熱コンダクタンスはn･Gbeamと表される． 

2つ目の放熱経路について，赤外線受光部とガラス

電極基板間の空気層の熱コンダクタンスをGair，赤

外線受光部とガラス電極基板間の空気層の厚さを

Dmgとすると，概ねGair ∝1/ Dmgの関係が成り立つ．

本センサでは，Dmgはウェハ接合後のAgナノペース

トおよびガラスフリットの厚さによって決まり，約

20 μmと非常に小さい．よって，2つの放熱経路の

熱コンダクタンスの関係は，Gairの方がn･Gbeamより

も2桁程度大きな値となり，赤外線受光部とガラス

電極基板間の空気層からの放熱が支配的となってい

る． 

サーモパイルのS/N比は以下の式で表される． 

    .....................................................  (1) 

Vsはサーモパイルの感度，Vnはサーモパイルノイ

ズを表しており，それぞれ以下の式で表される． 

∝ 	
∙

∙
 

									 	     .................................... (2) 

 

∝ 	√4 	∝ √    .................................... (3) 
 

ここで，Aは感度に関する比例定数，nはサーモ

パイルの対数，ｋはボルツマン定数，Tは絶対温度，

Rはサーモパイルの電気抵抗を表している． 

Fig. 7に，Dmgをパラメータとした場合のS/N比と

サーモパイルの対数の関係を示した． 

 
Fig. 7 S/N ratio vs. No. of thermopile pairs. 

前述のように本センサの構成では，赤外線受光部

とガラス電極基板間の空気層からの放熱が支配的と

なっているため，S/N比のピーク値に対してDmgの

影響が大きいことが分かる．良好なS/N比を得るた

めにはDmgを大きくすることが望ましいが，ウェハ

接合を用いるプロセス上，ガラスフリットの厚さを

制御することは容易でない．よって，Dmgはある固

定値とすると，サーモパイルのS/N比を極大にする

ためには，Dmgの値に応じて最適なサーモパイル対

数を設計する必要がある．本センサではDmgは約20 

μmであり，サーモパイル対数は100～200対の範囲

で設計した． 
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3-2 レンズ特性 

Fig. 8は，レンズ付きのセンサとレンズのないセ

ンサの出力特性の測定結果を示している．レンズの

ないセンサは，レンズ付きのセンサと同じ3層構造

になっており，レンズの代わりに平坦なSi基板が接

合されている．測定はレンズ有無のそれぞれのセン

サの視野範囲が等しくなる条件で行った．Fig. 8よ

り，レンズを付けた場合のセンサ感度向上の効果は

約5.6倍となっている．光線追跡シミュレーション

で設計したレンズの集光効果を算出すると，約6.8

倍と実測よりも大きい．これは作製したレンズの周

辺部分において設計値との形状誤差が大きくなって

いるためと考えられる． 

 
Fig. 8 Comparison of sensor output voltage with lens to 

without lens. 

3-3 接合信頼性 

Fig. 9は，接合後の気密性の評価結果を示してい

る．評価はダイアフラムを形成したSi基板を用いて

内部を真空封止した接合サンプルを形成し，内部の

負圧によって変形したダイアフラムの変位量を測定

する方法で行った8)．内部のキャビティサイズはセ

ンサのキャビティサイズと同等とした．Fig. 9より，

接合後2,000時間経過後も初期の変位量を維持して

おり，気密性は確保されている． 

 
Fig. 9 Variation of diaphragm displacement with time. 

3-4 センサ感度，時定数 

Fig. 10は，作製した非接触温度センサの感度特性

の測定結果である．測定は，センサの視野角全体に

黒体面が入るようにセンサと平面黒体を配置して

行った．なお，集積化されている増幅回路のゲイン

は110倍である．測定結果より，黒体温度80℃付近

において，約3.3 mV/℃の感度が得られた．増幅回

路がない場合の受光熱量に対する感度に換算すると

15.6 V/Wである． 

 
Fig. 10 Sensitivity of IR temperature sensor. 

Fig. 11は，試作した非接触温度センサの動特性の

測定結果である．測定はセンサの前に回転式チョッ

パーを設置し，10 Hzの周波数で赤外線をチョッピ

ングして行った．センサの時定数は約3 msが得られ

た． 
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Fig. 11 Dynamic characteristics of IR temperature sensor. 

Table 1に，開発した非接触温度センサとベンチ

マ ー ク と し た 非 接 触 温 度 セ ン サ  (Excelitas 

Technologies TPiD 1T 0224 L5.5) の体積，感度，時

定数を示した．開発した非接触温度センサはベンチ

マーク品に対して，体積は約1/80，感度は約35%，

時定数は約1/7の特性が得られており，超小型でか

つ実用レベルに近い特性を実現できている．感度に

関しては，前述のように赤外線受光部とガラス電極

基板間の空気層からの放熱や作製したレンズの形状

誤差の改善により向上させることが可能である． 

Table 1 Comparison of developed sensor and 
benchmark sensor. 

 体積
（mm3） 

感度
（V/W） 

時定数
（ms） 

開発品 5.4 15.6 3 

ベンチマーク品 435 45 22 

 

4. まとめ 

赤外線センサのより一層の小型化，低コスト化を

目標として，WLP技術を用いてレンズ一体，かつ

回路を内蔵し，外形サイズが1.9 mm✕1.9 mm✕1.5 

mmのレンズ一体型超小型非接触温度センサを開発

した． 

N型ポリシリコンとP型ポリシリコンの積層型

サーモパイルを開発した．サーモパイルの狭ピッチ

化と薄膜化により感度と応答性を向上した．また，

赤外線受光部とガラス電極基板間の空気層の厚さに

応じてサーモパイルの対数を最適化し，センサ感度

を向上した． 

グレースケールマスクを用いたドライプロセスで

Siレンズを作製し，レンズなしの場合と比較して

5.6倍の集光効果が得られた． 

ガラスフリット接合によるウェハの3層接合を行

い，WLPを実現した．ダイアフラムの変位量の評

価により，内部キャビティの気密性を確認した． 

今回作製したWLPのレンズ一体型超小型非接触

温度センサにおいて，感度約15.6 V/W，時定数約

3.0 msの特性が得られた．ベンチマークとした非接

触温度センサに対して，体積は約1/80，感度は約

35%，時定数は約1/7の特性が得られており，超小

型でかつ実用レベルに近い特性を実現できた． 
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