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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動部又は検知部を有する機能素子が形成されているシリコン基板と、該シリコン基板
に接合されかつ前記機能素子を気密に封止する封止部材と、前記機能素子に接続されて気
密封止空間から外部に引き出された引き出し配線部とを有する機能素子パッケージにおい
て、
　前記封止部材はその高さ方向に段部が設けられ、該段部から前記封止部材の上面にわた
って前記引き出し配線部とは異なる接続配線部が形成され、前記封止部材の上面に存在す
る接続配線部にバンプが形成され、前記気密封止空間から外部に向けて引き出された引き
出し配線部は導電性部材に接続され、該導電性部材は前記封止部材の上面以外のかつ前記
気密封止空間の側の段部の箇所において前記段部に形成された接続配線部に接続されてい
ることを特徴とする機能素子パッケージ。
【請求項２】
　前記導電性部材がボンディングワイヤであることを特徴とする請求項１に記載の機能素
子パッケージ。
【請求項３】
　前記封止部材の上面から前記段部にかけて形成されている周壁が傾斜していることを特
徴とする請求項２に記載の機能素子パッケージ。
【請求項４】
　前記封止部材の上面から前記段部にかけて形成されている周壁が傾斜し、前記封止部材
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の周壁であってかつ前記段部から前記引き出し配線部の上部露呈部に至るまでの周壁が垂
直になっていることを特徴とする請求項２に記載の機能素子パッケージ。
【請求項５】
　前記段部が前記封止部材の端部に形成されていることを特徴とする請求項２に記載の機
能素子パッケージ。
【請求項６】
　前記段部が前記封止部材の貫通口の周囲に形成されていることを特徴とする請求項２に
記載の機能素子パッケージ。
【請求項７】
　前記段部に存在する接続配線部と前記引き出し配線部とを接続するボンディングワイヤ
を保護する樹脂材料が、前記封止部材の上面よりも盛り上がらないようにして前記貫通口
に充填されていることを特徴とする請求項６に記載の機能素子パッケージ。
【請求項８】
　前記封止部材がガラスで形成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の機能素子パッケージ。
【請求項９】
　前記封止部材がシリコン材料で形成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の機能素子パッケージ。
【請求項１０】
　前記気密封止空間が減圧されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の機
能素子パッケージ。
【請求項１１】
　前記気密封止空間に不活性ガスが充填されていることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の機能素子パッケージ。
【請求項１２】
　前記機能素子が形成されているシリコン基板と前記封止部材とが中間接着層を介して接
合されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の機能素子パッケージ。
【請求項１３】
　前記機能素子が形成されているシリコン基板と前記封止部材とが直接接合されているこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の機能素子パッケージ。
【請求項１４】
　可動部又は検知部を有する機能素子が形成されているシリコン基板と、該シリコン基板
に接合されかつ前記機能素子を気密に封止する封止部材と、前記機能素子に接続されて気
密封止空間から外部に引き出された引き出し配線部とを有し、前記封止部材はその高さ方
向に段部が設けられ、該段部から前記封止部材の上面にわたって前記引き出し配線部とは
異なる接続配線部が形成され、前記封止部材の上面に存在する接続配線部にバンプが形成
され、前記気密封止空間から外部に向けて引き出された引き出し配線部は導電性部材に接
続され、該導電性部材は前記封止部材の上面以外のかつ前記気密封止空間の側の段部の箇
所において前記段部に形成された接続配線部に接続されている機能素子パッケージの製造
方法であって、
　前記封止部材の上面と前記段部との間にかけて形成されている周壁を傾斜面とするため
に、該周壁を異方性ウエットエッチングにより形成することを特徴とする機能素子パッケ
ージの製造方法。
【請求項１５】
　前記気密封止空間と前記段部とをシリコンを異方性エッチングすることによって同時に
形成することを特徴とする請求項１４に記載の機能素子パッケージの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の封止部材に相当する領域部が多数個形成されているウエハ盤と機能素
子を含む多数の微細構造が形成されているウエハ盤とを接合して多数の機能素子パッケー
ジ部を有する接合ウエハ盤を製作する工程と、これらの機能素子パッケージ部を有する接
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合ウエハ盤を機能素子パッケージ部の形状輪郭線に沿って切断する工程と、からなること
を特徴とする機能素子パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロエレクトロメカニカルシステム（MEMS）技術を応用した可動部、検
出部を有する機能素子のパッケージ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、シリコン基板上に微細加工技術によって可動部や検出部を有する機能素子が
形成されているＭＥＭＳデバイスが知られている。このＭＥＭＳデバイスは、シリコン基
板に半導体プロセスにより一括加工によって形成できるというその製法上の特徴から小型
化が容易なだけではなく、高機能、低消費電力、低コスト、高信頼性等の多くの利点を有
するので、近年精力的に開発が進められてきている。
【０００３】
　このＭＥＭＳデバイスは、すでに自動車や携帯電話に搭載する加速度センサ、角速度セ
ンサ、傾斜角センサや流量センサ、圧力センサ、ディスプレイ用の光スイッチ、プロジェ
クタ用の光スキャナ等の部品として実用化され、又はそのＭＥＭＳデバイスのサンプルを
出荷するレベルにまで完成されてきている。
【０００４】
　これらの機能素子は薄膜や狭ギャップ等のシリコン微細構造や微細な配線から構成され
、外部温度の変動、外部湿度の変動、パーティクル等の変動があったり、汚染されたりす
ると、その動作が不安定になるため、その安定した動作を確保、維持するための対策とし
て機能素子を密封封止し、外界から完全に遮断して機能素子を保護する形態とするために
パッケージ化されている。
【０００５】
　その機能素子の内部の気密封止空間はその種類によって異なり、その気密封止空間が減
圧されていたり、気密封止空間に不活性ガスが充填されている場合がある。
【０００６】
　一般に、高速で振動動作する角速度センサや光スキャナ等に使用されるＭＥＭＳデバイ
ス等の場合、動作抵抗として作用する気体の粘性抵抗を低減するために減圧封止される。
【０００７】
　この気密封止パッケージの機能、形態には、内部の機能素子を保護、性能の維持を図る
ばかりではなく、機能素子を静電力、電磁力、圧電素子等によって駆動するための電極を
気密封止空間の外に引き出すこと、小型であること、実装しやすいこと等も要求される。
【０００８】
　パッケージ化されたＭＥＭＳデバイスのプリント基板等への実装方法として、ワイヤボ
ンディング方法やフリップチップボンディング方法が知られている（例えば、特許文献１
、特許文献２参照）。
【０００９】
　図１（ａ）、（ｂ）はワイヤボンディングによる実装方法の一例を示している。この図
１（ａ）、（ｂ）において、符号１はシリコン基板、符号２はシリコン基板１に形成され
た可動部又は検出部を有する機能素子、符号３は封止部材、符号４は機能素子２から引き
出された配線部、符号５は気密封止空間である。
【００１０】
　ここでは、配線部４には酸化膜又はスリット等によってシリコン基板１から絶縁分離さ
れた一部が用いられている。配線部４は封止部材３との接合部を経由して気密封止空間５
の外側に引き出されている。符号６は気密封止空間５から外に引き出された配線部４の上
部露呈部４’に形成された電極パット、符号７はボンディングワイヤを示している。ボン
ディングワイヤ７は配線の自由度が高く、また、信頼性も高くてかつ低コストでのプリン
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ト基板（図示を略す）等への実装が可能であるので、従来から広く用いられている。
【００１１】
　図２はフリップチップボンディングによる実装方法の一例を示している。この図２にお
いて、符号１１はシリコン基板、符号１２はシリコン基板１１に形成された可動部又は検
出部を有する機能素子、符号１３は封止部材、符号１４は機能素子１２から引き出された
配線部、符号１５は気密封止空間である。
【００１２】
　ここでは、配線部１４には酸化膜又はスリット等によってシリコン基板１１から絶縁分
離されたシリコン基板１１の一部が用いられている。符号１６は気密封止空間１５からシ
リコン基板１１を貫通して外部に引き出された配線部、符号１７は気密封止空間１５から
外部に引き出された配線部１６に形成されたアンダーバンプメタル、符号１８はバンプを
示している。
【００１３】
　そのフリップチップボンディング実装方法は機能素子１２から引き出された配線部１６
をパッケージ化されたＭＥＭＳデバイスの表面に配置するのでワイヤボンディング実装方
法のように、ＭＥＭＳデバイスのチップ周辺部に実装範囲が広がることがないため、プリ
ント基板等へのＭＥＭＳデバイスのチップ実装面積を小さくすることが可能である。
【００１４】
　なお、出願人は、本発明に関する類似の出願として、気密封止された振動ミラーの電極
パットとベース基板のリード端子とをはんだボールを介して電気的に接続する光走査装置
を出願している（特開2005-43612号）。
【特許文献１】特開2005ー109221号公報
【特許文献２】特開2005ー341162号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ところで、ワイヤボンディング実装方法では、ボンディングワイヤ７をシリコン基板１
の外側に向かって引き出すため、ＭＥＭＳデバイスチップの実装領域がＭＥＭＳデバイス
チップよりも更に外側に広がり、このＭＥＭＳデバイスチップを部品として用いて、各種
回路素子が配置されたプリント基板等の回路素子間の狭い設置空間に多数のＭＥＭＳデバ
イスチップを高密度に実装するような場合には限界がある。
【００１６】
　その一方、フリップチップボンディング実装方法では、機能素子１２から引き出された
配線部１４をパッケージ化されたＭＥＭＳデバイスの表面に配置する構造を形成すること
自体が難しく、たとえば、気密封止空間１５からシリコン基板１１を貫通させて電極を埋
め込む場合、埋め込み電極とシリコン基板１１の界面の欠陥や熱膨張係数の差からリーク
が発生する可能性が避けられない。
【００１７】
　また、シリコン基板１１に貫通孔を形成するために、高密度プラズマによるドライエッ
チング方法が用いられている。しかしながら、機能素子１２を形成するシリコン基板１１
、又はこのシリコン基板１１に接合する封止部材１３は通常数100um（数１００ミクロン
メートル）の厚さであることが多い。このため、エッチングに多大な時間を要する。従っ
て、同時に多数枚のシリコン基板１１をエッチング処理できない場合、そのＭＥＭＳデバ
イスチップの製造コストが高くなる。これに加えて、耐性を有するエッチングマスクの種
類、厚さの選定に制限がある。
【００１８】
　さらに、電極を形成するために貫通孔を導電性の金属材料で充填しなければならず、そ
の場合、真空中で溶融状態の金属を貫通孔に接触させて充填したり、又は溶融状態の金属
を液滴吐出させて充填しなければならない。このため、融点の低い金属材料を使わなけれ
ばならず、電極に用いる金属材料が制限される。



(5) JP 5330697 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

【００１９】
　貫通電極を形成しないで、機能素子パッケージの表面のバンプに配線を接続するため、
フリップチップボンディング実装方法とワイヤボンディング実装方法とを併用する実装方
法が提案されている。
【００２０】
　図３（ａ）、（ｂ）はフリップチップボンディング実装方法とワイヤボンディング実装
方法との併用実装方法の一例を示している。
【００２１】
　その図３（ａ）、（ｂ）において、符号２１はシリコン基板、符号２２はシリコン基板
２１に形成されて可動部又は検出部を有する機能素子、符号２３は封止部材、符号２４は
機能素子２２から引き出された配線部、符号２５は気密封止空間である。
【００２２】
　ここでは、配線部２４には酸化膜又はスリット等でシリコン基板２１から絶縁分離され
たシリコン基板の一部が用いられている。配線部２４は、封止部材２３との接合部を経由
して気密封止空間２５の外側に引き出されている。符号２６は気密封止空間２５から外に
引き出された配線部２４の上部露呈部２４’に形成された電極パット、符号２７は封止部
材２３の表面２３’に形成された電極パット、符号２８は電極パット２７上に形成された
バンプ、符号２９は電極パット２７と電極パット２６とを接続するボンディングワイヤを
示している。なお、符号３０はボンディングワイヤ２９を保護するための保護樹脂材料で
ある。
【００２３】
　この図３に示す構造を採用することにより、ワイヤボンディング実装方法の長所である
配線自由度、信頼性の高さとフリップチップボンディング実装方法の長所である実装領域
がＭＥＭＥＳ素子のチップ外に広がらないという長所を併有させることができる。
【００２４】
　しかしながら、この図３に示す実装方法では、ボンディングワイヤ２９を固定、保護す
るための保護樹脂材料３０が必要となり、また、この保護樹脂材料３０が封止部材２３の
上面２３’よりも盛り上がらざるを得ず、上面２３’に形成されているバンプ２８を使っ
ての回路基板（図３（ｂ）参照）等への実装の際に邪魔になり、バンプ側の実装高さを高
精度に設定することが難しく、信頼性の確保が難しい。なお、その図３（ｂ）において、
Ｐｒはプリント回路基板、Ｐｒ’は引き出し配線部である。
【００２５】
　本発明は、上記の事情に鑑みて為されたもので、ワイヤボンディング実装方法とフリッ
プチップボンディング実装方法とを併用して配線の自由度と実装領域の拡大防止とを図っ
た場合に生じる不具合を簡単な構成で解消できかつ信頼性の確保を図ることのできる機能
素子パッケージを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の請求項１に記載の機能素子パッケージは、可動部又は検知部を有する機能素子
が形成されているシリコン基板と、該シリコン基板に接合されかつ前記機能素子を気密に
封止する封止部材と、前記機能素子に接続されて気密封止空間から外部に引き出された引
き出し配線部とを有する機能素子パッケージにおいて、前記封止部材はその高さ方向に段
部が設けられ、該段部から前記封止部材の上面にわたって前記引き出し配線部とは異なる
接続配線部が形成され、前記封止部材の上面に存在する接続配線部にバンプが形成され、
前記気密封止空間から外部に向けて引き出された引き出し配線部は、導電性部材に接続さ
れ、該導電性部材は前記封止部材の上面以外のかつ前記気密封止空間の側の段部の箇所に
おいて前記段部に形成された接続配線部に接続されていることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の請求項２に記載の機能素子パッケージは、前記導電性部材がボンディングワイ
ヤであることを特徴とする。
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【００２８】
　本発明の請求項３に記載の機能素子パッケージは、前記封止部材の上面から前記段部に
かけて形成されている周壁が傾斜していることを特徴とする。
【００２９】
　本発明の請求項４に記載の機能素子パッケージは、前記封止部材の上面から前記段部に
かけて形成されている周壁が傾斜し、前記封止部材の周壁であってかつ前記段部から前記
引き出し配線部の上部露呈部に至るまでの周壁が垂直になっていることを特徴とする。
【００３０】
　本発明の請求項５に記載の機能素子パッケージは、前記段部が前記封止部材の端部に形
成されていることを特徴とする。
【００３１】
　本発明の請求項６に記載の機能素子パッケージは、前記段部が前記封止部材の貫通口の
周囲に形成されていることを特徴とする。
【００３２】
　本発明の請求項７に記載の機能素子パッケージは、前記段部に存在する配線部と前記引
き出し配線部とを接続するボンディングワイヤを保護する樹脂材料が、前記封止部材の上
面よりも盛り上がらないようにして前記貫通口に充填されていることを特徴とする。
【００３３】
　本発明の請求項８に記載の機能素子パッケージは、前記封止部材がガラスで形成されて
いることを特徴とする。
【００３４】
　本発明の請求項９に記載の機能素子パッケージは、前記封止部材がシリコン材料で形成
されていることを特徴とする。
【００３５】
　本発明の請求項１０に記載の機能素子パッケージは、前記気密封止空間が減圧されてい
ることを特徴とする。
【００３６】
　本発明の請求項１１に記載の機能素子パッケージは、前記気密封止空間に不活性ガスが
充填されていることを特徴とする。
【００３７】
　本発明の請求項１２に記載の機能素子パッケージは、前記機能素子が形成されているシ
リコン基板と前記封止部材とが中間接着層を介して接合されていることを特徴とする。
【００３８】
　請求項１３に記載の機能素子パッケージの製造方法は、前記機能素子が形成されている
シリコン基板と前記封止部材とが直接接合されている。
【００３９】
　請求項１４に記載の機能素子パッケージの製造方法は、可動部又は検知部を有する機能
素子が形成されているシリコン基板と、該シリコン基板に接合されかつ前記機能素子を気
密に封止する封止部材と、前記機能素子に接続されて気密封止空間から外部に引き出され
た引き出し配線部とを有し、前記封止部材はその高さ方向に段部が設けられ、該段部から
前記封止部材の上面にわたって前記引き出し配線部とは異なる接続配線部が形成され、前
記封止部材の上面に存在する接続配線部にバンプが形成され、前記気密封止空間から外部
に向けて引き出された引き出し配線部は、導電性部材に接続され、該導電性部材は前記封
止部材の上面以外のかつ前記気密封止空間の側の段部の箇所において前記段部に形成され
た接続配線部４６に接続されている機能素子パッケージの製造方法であって、
　前記封止部材の上面と前記段部との間にかけて形成されている周壁を傾斜面とするため
に、該周壁を異方性ウエットエッチングにより形成することを特徴とする。
【００４０】
　請求項１５に記載の機能素子パッケージの製造方法は、前記気密封止空間と前記段部と
をシリコンを異方性エッチングすることによって同時に形成することを特徴とする。
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　請求項１６に記載の機能素子パッケージの製造方法は、請求項１に記載の封止部材に相
当する領域部が多数個形成されているウエハ盤と機能素子を含む多数の微細構造が形成さ
れているウエハ盤とを接合して多数の機能素子パッケージ部を有する接合ウエハ盤を製作
する工程と、これらの機能素子パッケージ部を有する接合ウエハ盤を機能素子パッケージ
部の形状輪郭線に沿って切断する工程と、からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４１】
　請求項１に記載の発明によれば、可動部又は検知部を有する機能素子が形成されている
シリコン基板と、該シリコン基板に接合されかつ前記機能素子を気密に封止する封止部材
と、前記機能素子に接続されて気密封止空間から外部に引き出された引き出し配線部とを
有する機能素子パッケージにおいて、前記封止部材はその高さ方向に段部が設けられ、該
段部から前記封止部材の上面にわたって前記引き出し配線部とは異なる接続配線部が形成
され、前記封止部材の上面に存在する接続配線部にバンプが形成され、前記気密封止空間
から外部に向けて引き出された引き出し配線部は、導電性部材に接続され、該導電性部材
は前記封止部材の上面以外のかつ前記気密封止空間の側の段部の箇所において前記段部に
形成された接続配線部に接続されているので、導電性部材が機能素子パッケージの外方に
張り出さないことになり、小型の回路基板への高密度の実装を低コストでかつ信頼性を高
くして実現できるという効果を奏する。
　請求項２に記載のように、導電性部材にボンディングワイヤを用いると、ワイヤボンデ
ィング実装方法とフリップチップボンディング実装方法とを併用して配線の自由度と実装
領域の拡大防止とを図った場合に生じる不具合を簡単な構成で解消できかつ信頼性の確保
を図ることができる。
【００４２】
　請求項３に記載の発明によれば、段部から封止部材の上面にかけての接続配線部の成膜
時のカバレジが良好でかつ導通不良の発生を低減できるため、信頼性の高い実装を実現で
きるという効果を奏する。
【００４３】
　請求項４に記載の発明によれば、封止部材の上面から段部にかけて形成されている周壁
が傾斜し、封止部材の周壁であってかつ段部から引き出し配線部の上部露呈部に至るまで
の周壁が垂直に形成されているので、段部から封止部材の上面にかけての接続配線部の成
膜時のカバレジが良好でかつ導通不良の発生を低減できると共に、上部露呈部への充填剤
の充填量も少なくできるので、実装コストを抑えることができるという効果を奏する。
【００４４】
　請求項５に記載の発明によれば、段部を封止部材の端部に形成することにしたので、封
止部材の製造コストの低減を図ることができる。
【００４５】
　請求項６に記載の発明によれば、段部が封止部材の貫通口に形成されているので、樹脂
や導電性接着剤等の充填剤が上面から盛り上がらないように、充填剤の充填量を加減でき
るという効果を奏する。
　また、貫通口の周囲の段部に充填剤の余剰分が溜まり、封止部材の表面まで盛り上がる
ことも防止され、機能素子パッケージのプリント回路基板への実装時にプリント回路基板
等に対する高さ方向の実装を高精度に確保できる。
【００４６】
　請求項７に記載の発明によれば、ボンディングワイヤを保護する樹脂材料の封止部材の
上面から盛り上がらないように充填しているので、プリント回路基板等への高さ方向の実
装精度をより一層確保できる。
【００４７】
　請求項８に記載の発明によれば、封止部材がガラスで形成されているので、光スキャナ
や光スイッチなどの光を用いる機能素子が使用できることになり、機能素子パッケージの
適用範囲が広がるという効果を奏する。
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【００４８】
　請求項９に記載の発明によれば、封止部材がシリコンで形成されているので、加工が容
易となり、低コストで精度の高い機能素子パッケージを提供できるという効果を奏する。
【００４９】
　請求項１０に記載の発明によれば、気密封止空間が減圧されているので、気体の粘性抵
抗が小さくなり、機能素子を高速、高精度に動作させることができるという効果を奏する
。
【００５０】
　請求項１１に記載の発明によれば、気密封止空間に不活性ガスが充填されているので、
共振特性の鋭さを意味するQ値（クオリティファクター）を低く抑えることができること
になり、動作制御がし易いという効果を奏する。
【００５１】
　請求項１２に記載の発明によれば、接合に対する接合面の平坦性や清浄度の要求仕様が
高くないため、基板材料、加工形状への対応範囲が広いという効果を奏する。
【００５２】
　請求項１３に記載の発明によれば、シリコン基板と封止部材とを直接接合するので、機
能素子と封止部材との間の距離に高精度を要するアプリケーションへの適用が可能となる
という効果を奏する。
【００５３】
　請求項１４に記載の発明によれば、壁部の傾斜面形成工程で多くの枚数の封止部材をバ
ッチ処理できるので、製造コストを低減できるという効果を奏する。
【００５４】
　請求項１５に記載の発明によれば、気密封止空間と段部とをシリコン基板を異方性エッ
チングによって同時に形成することにしたので、複数の製造工程で多くの枚数をバッチ処
理できるため、製造コストを大幅に低減できるという効果を奏する。
　請求項１６に記載の発明によれば、請求項１に記載の封止部材に相当する領域部が多数
個形成されているウエハ盤と機能素子を含む多数の微細構造が形成されているウエハ盤と
接合して多数の機能素子パッケージ部を有する接合ウエハ盤を製作する工程と、これらの
機能素子パッケージ部を有する接合ウエハ盤を機能素子パッケージ部の形状輪郭線に沿っ
て切断して個別の機能素子を形成する工程とからなるので、多数の機能素子パッケージを
一括して接合・加工できることになり、製造コストを大幅に低減できるという効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　以下に、本発明に係わる機能素子パッケージ及びその製造方法の発明の実施の形態を図
面を参照しつつ説明する。
【実施例】
【００５６】
（実施例１）
　図４Ａ（ｂ）は本発明の第１実施例に係わる機能素子パッケージの断面図である。その
図４Ａ（ｂ）において、符号41a、41bはシリコン基板である。このシリコン基板41a、41b
は厚さ1umの熱酸化膜41ｃを介して接合されており、その全体の厚さは200umであり、その
電気抵抗は低抵抗である。
【００５７】
　そのシリコン基板41aには可動部４２が形成されている。この可動部４２はシリコン基
板41aをドライエッチング処理により貫通切断することにより形成される。
【００５８】
　シリコン基板41aの表面には厚さ1umの熱酸化膜（図示せず）が形成された封止部材43が
熱酸化膜を介して直接接合されている。この封止部材43は厚さ525umのシリコン基板から
なる。
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【００５９】
　この封止部材43には、可動部42が動作するための深さ200umの揺動空間（気密封止空間
）43aと、可動部42を駆動する電極を外部に引き出すための貫通口43ｂとが形成されてい
る。この揺動空間４３ａと貫通口４３ｂとは高密度プラズマを用いてドライエッチング処
理により形成される。
【００６０】
　また、封止部材43を接合するシリコン基板４１ａの接合面４１ａ’と反対側のシリコン
基板41bの接合面４１ａ”には封止部材41が陽極接合されている。この封止部材４１は厚
さ300umのパイレックス（登録商標）ガラス基板からなる。可動部42はこれらの２個の封
止部材43、41によって密封封止され、内部は減圧状態に保持されている。
【００６１】
　可動部42には低抵抗性のシリコン基板からなる引き出し配線部44が接続されている。こ
の引き出し配線部44はシリコン基板41aに貫通形成された幅50umのスリット（図示せず）
と熱酸化膜41ｃとによってシリコン基板41a、41ｂとから絶縁分離されている。
【００６２】
　貫通口43ｂはその封止部材４３の揺動空間４３ａを除く部分に形成されている。貫通口
43ｂは大径開口４３ｂ’と小径開口４３ｂ”とからなる。揺動空間４３ａから外に引き出
された引き出し配線部44は封止部材43との接合面４１ａ’を経由してその一部が揺動空間
４３ａの外側に引き出されている。
【００６３】
　揺動空間４３ａから外に引き出された引き出し配線部44の一部は小径開口43ｂ”に臨ん
で上部露呈部４４’となっている。この上部露呈部４４’には、メタルマスクを用いてス
パッタリング処理により成膜された金属薄膜としての電極パット45が形成されている。
【００６４】
　貫通口43ｂの周壁には、接合面から200umの高さの部分にステップ（段部）43ｃが高密
度プラズマを用いてドライエッチング処理により形成されている。この貫通口４３ｂの周
壁の一部には、図４Ａ（ａ）に示すように、ステップ４３ｃから封止部材43の上面４３’
に渡って金属薄膜としての接続配線部46が形成されている。なお、この接続配線部４６は
、メタルマスクを用いてスパッタリング処理により成膜することにより形成した。
【００６５】
　ステップ４３ｃの配線端末46’と電極パット45とはボンディングワイヤ47により接続さ
れている。その貫通口43ｂはこのボンディングワイヤ４７を覆う保護樹脂49により充填さ
れている。封止部材43の上面４３’の配線端末46”にはAu-Sn合金からなるバンプ48が形
成されている。機能素子パッケージは、図４Ａ（ｃ）に示すように、このバンプ４８を介
してプリント基板Ｐｒに実装して接合される。このように、気密封止空間４３ａから外部
に引き出された引き出し配線部４４はボンディングワイヤ４７を介して気密封止空間４３
ａの側に折り返されて段部４３ｃに形成された接続配線部４６に接続されている。
【００６６】
　次に図４Ａ、図４Ｂに示す段部ステップ付きの封止部材43の製造方法を図５を用いて説
明する。
【００６７】
　まず、図５（ａ）に示す両面をミラー研磨した厚さ525umのシリコン基板51の一方の面
Ｓ１にレジスト膜52をパターンニングする。このパターンは揺動空間４３ａと小径開口４
３ｂ”の形状に対応するパターンである。次に、図５（ｂ）に示すようにこのレジスト膜
５２をマスクとしてSF６とC4F8ガスを用いて深さ200umまで高密度プラズマエッチング処
理を行った。これにより、揺動空間４３ａに対応する凹処４３ａ’と小径開口４３ｂ”に
対応する凹処（小径開口に用いた符号と同一符号を付す）とが形成される。
【００６８】
　次に、図５（ｃ）に示すように、O2アッシング処理によってレジスト膜５２を除去した
。次に、図５（ｄ）に示すようにシリコン基板５１の他方の面Ｓ２にレジスト膜53をパタ
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ーンニングにより形成した。このレジスト膜53のパターンは大径開口４３ｂ’に対応する
形状である。
【００６９】
　次に、図５（ｅ）に示すようにレジスト膜５４’を有する補助シリコン基板54にシリコ
ン基板５１の一方の面Ｓ１をレジスト膜５４’を介して貼り付けた。
【００７０】
　次に、図５（ｆ）に示すように、補助シリコン基板54に貼り付けられたシリコン基板51
をレジスト膜53をマスクとしてSF６とC4F8ガスを使って深さ325umまで高密度プラズマエ
ッチング処理を行った。
【００７１】
　このプラズマエッチング処理は小径開口（凹所）４３ｂ”が目視確認できる時点で停止
した。次に図示を略すアセトン中に補助シリコン基板54を一体に有するシリコン基板５１
を浸漬して、補助シリコン基板54を取り外すと共に、貫通口４３ｂが形成されたシリコン
基板51を洗浄して、図５（ｇ）に示す貫通口４３ｂが形成されたシリコン基板51を得た。
ついで、図５（ｈ）に示すように、1000℃のウエットO2中でこのシリコン基板５１を処理
することによって、シリコン基板５１の全面に熱酸化膜55を形成した。
　これらの図５（ｆ）から図５（ｈ）までに示す処理によりステップ（段部）４３ｃが形
成される。
　次に、図５（i）に示すように、貫通口４３ｂのステップ４３ｃから封止部材４３の上
面４３’に渡って接続配線部４６をスパッタリング処理により形成した。この接続配線部
４６にはアルミニウム（Ａｌ）材料を用いた。また、スパッタリング処理の際に、接続配
線部形成箇所以外の封止部材４３の箇所をメタルマスクした。
　図６（ａ）はその図５（i）に示すシリコン基板５１の表面図、図６（ｂ）はその図５
（i）に示すシリコン基板５１の裏面図である。
【００７２】
　次に、シリコン基板４１ｂと一体でかつ機能素子４２が形成されているシリコン基板41
aに封止部材４３を接合した。次に、封止部材４１を図５（ｊ）に示すようにシリコン基
板４１ｂに接合した。そのシリコン基板４１ａに封止部材４３を接合する方法として、こ
こでは熱酸化膜５５を介して直接接合する構成とした。
【００７３】
　この熱酸化膜５５を介して機能素子４２が形成されているシリコン基板41aに接合する
構成の代わりに、接合面４１ａ’の平坦性や清浄性が確保できない場合、気密封止が可能
な他の手法、例えば、ガラスフリット等の中間層を介して接合する方法を採用することも
可能である。
　また、接合雰囲気の圧力を調節することによって、揺動空間４３ａ内の圧力を任意に設
定可能である。ついで、図５（ｋ）に示すように、Ａu－Ｓn合金を用いてバンプ４８を形
成すると共に、ボンディングワイヤ４７を形成した。最後に、貫通口４３ｂを図４Ａ（ａ
）、図４Ａ（ｂ）に示すように、保護樹脂４９により充填した。
　図４Ｂ（ｄ）は機能素子パッケージの変形例を示し、導電性部材としてボンディングワ
イヤ４７を用いる代わりに、導電性部材４７’として導電性接着剤又は電気メッキ等によ
り形成された金属薄膜を用いて引き出し配線部４４と接続配線部４６とを接続する構成と
したものである。なお、バンプ４８はＡu－Ｓｎ合金の他にＰｂ／Ｓｎ合金、鉛フリー材
料（Ｓｎ／Ａｇ、Ｓｎ／Ｃu）等を用いることができる。
　図４Ｂ（ｅ）は気密封止空間４３ａから引き出し配線部４４を外部に引き出すための変
形例を示す説明図である。この変形例では、引き出し配線部４４にはアルミニウム（Ａｌ
）材料が用いられている。ここでは、シリコン基板４１ａは封止部材４４”を介して封止
部材４３に接合されている。この封止部材４４”には低融点ガラスが用いられている。
　この変形例によれば、封止部材４３とシリコン基板４１ａとの間に隙間Ｈを確保できる
。その結果、ボンディングワイヤ４７を保護する樹脂材料を貫通口４３ｂに注入した際、
樹脂材料が隙間Ｈに浸透することになり、樹脂材料が封止部材４３の上面４３’から盛り
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上がるのを防止できる。
　その結果、封止部材４３とプリント回路基板Ｐｒとの間隔を高精度に確保できる。従っ
て、この図４Ｂ（ｅ）に示す機能素子パッケージは、機能素子パッケージの実装精度が高
精度に要求される光機能素子搭載機器等に好適である。
（実施例２）
　図７（ａ）、（ｂ）は本発明の第２実施例に係わる機能素子パッケージの説明図である
。
【００７４】
　その図７（ａ）、（ｂ）において、符号61a、61bはシリコン基板である。このシリコン
基板61a、61bは厚さ1umの熱酸化膜61ｃを介して接合されており、その全体の厚さは200um
であり、その電気抵抗は低抵抗である。
【００７５】
　シリコン基板61aには可動部６２が形成されている。この可動部62はドライエッチング
処理によりシリコン基板６１ａを貫通切断することにより形成される。
【００７６】
　シリコン基板61aの表面には厚さ1umの熱酸化膜（図示せず）が形成された封止部材６３
が熱酸化膜を介して接合されている。この封止部材６３は厚さ525umのシリコン基板から
なる。この封止部材63はガラスフリットを介してシールガラス接合されている。
【００７７】
　この封止部材63には可動部62が動作するための深さ200umの揺動空間（気密封止空間）6
3aと、可動部62を駆動する電極を外部に引き出すための貫通口63ｂとが形成されている。
この揺動空間６３ａと貫通口６３ｂとはKOH水溶液を使った異方性エッチングにより形成
される。
【００７８】
　また、封止部材63を接合するシリコン基板６１ａの接合面６１ａ’と反対側のシリコン
基板61bの接合面６１ａ”には封止部材6１が陽極接合されている。この封止部材６１は厚
さ300umのパイレックス（登録商標）ガラス基板からなる。可動部６2はこれらの２個の封
止部材６３、６1によって密封封止され、内部は減圧状態に保持されている。
【００７９】
　可動部６２には　同じ低抵抗性のシリコン基板からなる引き出し配線部64が接続されて
いる。この引き出し配線部64はシリコン基板61aに貫通形成された幅50umのスリット（図
示せず）と酸化膜61ｃとによってシリコン基板61a、61ｂから絶縁分離されている。
【００８０】
　貫通口６３ｂは封止部材６３の気密封止空間６３ａを除く部分に形成されている。貫通
口６3ｂは大径開口６３ｂ’と小径開口６３ｂ”とからなる。揺動空間６３ａから外に引
き出された引き出し配線部６4は封止部材６3との接合面６１ａ’を経由してその一部が揺
動空間６３ａの外側に引き出されている。
【００８１】
　揺動空間６３ａから外に引き出された引き出し配線部６4の一部は小径開口６3ｂ”に臨
んで上部露呈部６４’となっている。この上部露呈部６４’には、メタルマスクを用いて
スパッタリング処理により成膜された金属薄膜としての電極パット６5が形成されている
。
【００８２】
　大径開口６3ｂ’はテーパ壁部を有する。このテーパ壁部の傾斜角度は例えば54.7度で
ある。この貫通口６３ｂには接合面６１ａ’から200umの高さの部分にステップ（段部）6
3ｃがKOH水溶液を使って異方性エッチング処理により形成されている。また、テーパ壁部
の一部にはステップ６３ｃから封止部材63の上面６３’にかけてメタルマスクを用いてス
パッタ処理により成膜された金属薄膜としての接続配線部66が形成されている。
【００８３】
　ステップ６３ｃの配線端末66’と電極パット65とは導電性部材としてのボンディングワ
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イヤ67により接続されている。なお、この実施例２では、その貫通口63ｂはこのボンディ
ングワイヤ６７を覆う保護樹脂により充填されていない。封止部材63の上面６３’の配線
端末66”にはAu-Sn合金からなるバンプ68が形成されている。機能素子パッケージはこの
バンプ６８を介してプリント基板（図示を略す）に実装接合される。
【００８４】
　次に図７に示すステップ付きの封止部材６3の製造方法を図８を用いて説明する。なお
、図８は、説明の便宜のため、１個の貫通口を形成する場合を示している。
【００８５】
　まず、図８（ａ）に示すように、厚さ525umのシリコン基板71の両面をミラー研磨して
、その研磨面の全面にSiH4とアンモニアガスを用いて低圧CVD法によって厚さ100nm（ナノ
メータ）のSiN膜72を形成する。
【００８６】
　次に、図８（ｂ）に示すように、シリコン基板71の一方の面Ｓ１のSiN膜７２を、揺動
空間６３ａと小径開口６３ｂ”の形状に対応するようにパターンニングする。
【００８７】
　次に、図８（ｃ）に示すように、このSiN膜７２をマスクとして80℃、30wt%のKOH水溶
液を用いて深さ200umまで異方性エッチング処理を行った。これにより、揺動空間６３ａ
に対応する凹処６３ａ’と小径開口６３ｂ”に対応する凹処（小径開口と同一符号で示す
）とが形成される。
【００８８】
　次に、熱燐酸処理によって、図８（ｄ）に示すようにシリコン基板７１からSiN膜７２
を除去した。次に、図８（ｅ）に示すように再度SiH4とアンモニアガスを用いて低圧CVD
法により厚さ100nmのSiN膜74を形成する。
【００８９】
　次に、図８（ｆ）に示すように、一方の面Ｓ１と反対側の他方の面Ｓ２のＳiＮ膜７４
を、大径開口６３ｂ’の形状に対応するようにパターンニングする。
【００９０】
　次に、図８（ｇ）に示すように、シリコン基板71をSiN膜74をマスクとして80℃、30wt%
のKOH水溶液を使って深さ325umまで異方性エッチング処理を行った。
【００９１】
　このエッチング処理は小径開口６３ｂ”が目視確認できる時点で停止した。なお、エッ
チング停止時点で、貫通口６３ｂにはSiN膜７４が形成されているので、かつ、そのSiN膜
７４が形成されている箇所でエッチング処理を停止するので、大径開口６３ｂ’と小径開
口６３ｂ”の境界形状がKOH水溶液のエッチング処理により乱れることを防止できる。
【００９２】
　次に、図８（ｈ）に示すように、熱燐酸処理でSiN膜７４を除去し、エッチング処理を
行ったシリコン基板71を洗浄した。次に、図８（i）に示すように、1000℃のウエットO2
中で処理してシリコン基板７１の全面に熱酸化膜75を形成した。
　次に、図８（ｊ）に示すように、貫通口６３ｂのステップ６３ｃから封止部材６３の上
面６３’に渡って接続配線部７６をアルミニウム（Ａｌ）材料を用いてスパッタリング処
理することによって形成した。なお、スパッタリング処理の際に、接続配線部以外の箇所
への膜形成を防止するため、メタルマスクを用いて封止部材６３をマスクした。
【００９３】
　図９（ａ）はこのようにして作製された封止部材63の表面図を示し、図９（ｂ）はこの
ようにして作製された封止部材63の裏面図を示している。
　このようにして作製された封止部材63を機能素子が形成されているシリコン基板61aに
接合する方法として、ここでは熱酸化膜７５を介して直接接合する方法を用いた。
【００９４】
　しかしながら、熱酸化膜７５を介する接合方法の代わりに、接合面６１ａ’の平坦性や
清浄性が十分確保できる場合、気密封止が可能な他の手法、たとえば、ガラスフリット等
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の中間層を介して接合する方法を採用することも可能である。
　なお、このようにして作成された封止部材６３を機能素子が形成されているシリコン基
板に接合する工程は、実施例１と同様であるので、その詳細な説明は省略する。
【００９５】
 （実施例３）
　図１０は本発明の第３の実施例に係わる機能素子パッケージの断面図である。その図１
０において、符号81a、81bはシリコン基板である。このシリコン基板８１ａ、８１ｂは厚
さ1umの熱酸化膜81ｃを介して接合されており、その全体の厚さ200umであり、その電気抵
抗は低抵抗である。そのシリコン基板８１ａには可動部82が形成されている。この可動部
８２はシリコン基板81aをドライエッチング処理により貫通切断することにより形成され
る。
【００９６】
　シリコン基板81aの表面には厚さ1umの熱酸化膜（図示せず）が形成された封止部材８３
が熱酸化膜を介して接合されている。この封止部材８３は厚さ525umのシリコン基板から
なる。
【００９７】
　この封止部材83には、可動部82が動作するための深さ200umの揺動空間（気密封止空間
）83aと可動部82を駆動する電極を外部に引き出すための貫通口83ｂとが形成されている
。この揺動空間（気密封止空間）83aは高密度プラズマを用いてドライエッチング処理に
より形成される。貫通口83ｂは高密度プラズマを使ったドライエッチングとKOH水溶液を
用いた異方性エッチングとの組み合わせにより形成されている。
【００９８】
　また、封止部材83を接合する接合面８１ａ’と反対側のシリコン基板81bの接合面８１
ａ”には封止部材８１が陽極接合されている。この封止部材８１は厚さ300umのパイレッ
クス（登録商標）ガラス基板からなる。可動部82はこれらの２個の封止部材83、81によっ
て密封封止され、内部は減圧状態に保持されている。
【００９９】
　可動部82には、低抵抗性のシリコン基板８１ａと同じ低抵抗性を有するシリコン基板か
らなる引き出し配線部84が接続されている。この引き出し配線部84はシリコン基板81aに
貫通形成された幅50umのスリット（図示せず）と酸化膜81ｃとによってシリコン基板81a
、81ｂから絶縁分離されている。
【０１００】
　貫通口８３ｂは封止部材８３の気密封止空間８３ａを除く部分に形成されている。この
貫通口８３ｂは小径開口８３ｂ”と大径開口８３ｂ’とから構成されている。引き出し配
線部８４は封止部材83との直接の接合面８１ａ’を経由して揺動空間８３ａの外側に引き
出されている。揺動空間８３ａから外に引き出された引き出し配線部84の一部は小径開口
８３ｂ”に臨んで上部露呈部８４’となっている。この上部露呈部８４’にはメタルマス
クを使ってスパッタリング処理により成膜された金属薄膜としての電極パット85が形成さ
れている。
【０１０１】
　大径開口83ｂ’の周壁には接合面８１ａ’から200umの高さの部分にステップ（段部）8
3ｃが高密度プラズマを使ってドライエッチング処理により形成されている。また、この
貫通口８３ｂの周壁の一部にはステップ８３ｃから封止部材83の上面８３’にかけてメタ
ルマスクを使ってスパッタ成膜された金属薄膜としての接続配線部86が形成されている。
【０１０２】
　ステップ８３ｃの接続配線部８６の配線端末86’と電極パット85とは導電性部材として
のボンディングワイヤ87により接続されている。
【０１０３】
　貫通口83ｂの内部はこのボンディングワイヤ８７を覆う保護樹脂89により充填されてい
る。封止部材83の上面８３’の配線端末86”にはAu-Sn合金のバンプ88が形成されている
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。機能素子パッケージはこのバンプ８８を介してプリント基板（図示を略す）に実装して
接合される。
【０１０４】
　この第３実施例のステップ付き封止部材83の製造方法は、第１実施例のステップ付き封
止部材の製造方法と第２実施例のステップ付き封止部材の製造方法とを組み合わせること
によって可能であるので、その詳細な説明は省略する。
（実施例４）
 図１１は本発明の第４実施例に係わる機能素子パッケージの断面図である。その図１１
において、符号91a、91bはシリコン基板である。このシリコン基板91a、91bは厚さ1umの
熱酸化膜91ｃを介して接合されており、その全体の厚さは200umであり、その電気抵抗は
低抵抗である。
【０１０５】
　そのシリコン基板９１ａには可動部９２が形成されている。この可動部９２はシリコン
基板91aをドライエッチング処理により貫通切断することにより形成される。
【０１０６】
　シリコン基板91aの表面には厚さ1umの熱酸化膜（図示せず）が形成された封止部材93が
酸化膜を介して直接接合されている。この封止部材93は厚さ525umのシリコン基板からな
る。
【０１０７】
　この封止部材93には、可動部92が動作するための深さ200umの揺動空間（気密封止空間
）93aが高密度プラズマを使ったドライエッチング処理により形成されている。
【０１０８】
　この封止部材９３には、可動部92を駆動する電極（後述する）を外部に露呈させるため
の切り欠き部93ｂが高密度プラズマを使ってのドライエッチングとKOH水溶液を使っての
異方性エッチングとの組み合わせにより形成されている。
【０１０９】
　この切り欠き部93ｂは、ウエハの状態で実施例３と同様の製造方法により形成された封
止部材９３の貫通口をダイシング手段によって切断分割することにより形成することがで
きる。すなわち、揺動空間９３ａに対応する凹所が貫通口を挟んで対称位置に形成された
シリコン基板（図示を略す）を中央から分割することにより、２個の封止部材９３が形成
される。
【０１１０】
　封止部材93が接合された接合面９１ａ’と反対側のシリコン基板91bの接合面９１ａ”
には封止部材91が陽極接合されている。この封止部材９１は厚さ300umのパイレックス（
登録商標）ガラス基板からなる。可動部92はこれら２個の封止部材93、91によって密封封
止され、内部は減圧状態に保持されている。
【０１１１】
　可動部92には、シリコン基板９１ａと同じ低抵抗性のシリコン基板からなる引き出し配
線部94が接続されている。この引き出し配線部94はシリコン基板91aに貫通形成された幅5
0umのスリット（図示せず）と酸化膜91ｃとによってシリコン基板91a、91ｂから絶縁分離
されている。
【０１１２】
　この引き出し配線部９４は、封止部材93との直接の接合面９１ａ’を経由して揺動空間
９３ａの外側に引き出されている。揺動空間９３ａから外に引き出された引き出し配線部
94は切り欠き部９３ｂに臨んで上部露呈部９４’となっている。この上部露呈部９４’に
はメタルマスクを使ってスパッタリング処理により成膜された金属薄膜としての電極パッ
ト95が形成されている。
【０１１３】
　切り欠き部93ｂの周壁には接合面９１ａ’から200umの高さの部分にステップ（段部）9
3ｃが高密度プラズマを使ってドライエッチング処理により形成されている。この切り欠
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き部９３ｂの周壁の一部にはステップ９３ｃから封止部材93の上面９３’にかけてメタル
マスクを使ってスパッタリング処理により成膜された金属薄膜としての接続配線部96が形
成されている。
【０１１４】
　ステップ９３ｃの接続配線部９６の配線端末96’と電極パット95とは導電性部材として
のボンディングワイヤ97により接続されている。封止部材93の上面９３’の配線端末96”
にはAu-Sn合金のバンプ98が形成されている。機能素子パッケージは同様にこのバンプ９
８を介してプリント基板（図示を略す）に実装接合される。
　この実施例１ないし実施例４によれば、機能素子パッケージが導電性部材とバンプによ
るフリップチップボンディングとの長所を併有するので、低コストかつ信頼性を有する長
所を確保できる。
　また、気密封止空間から引き出された引き出し配線部に接続される導電性部材が気密封
止空間の存在する方向に向かって折り返されているので、機能素子パッケージの外方に張
り出ることがなく、その結果、小型のプリント基板への実装の高密度化を図ることができ
る。
（実施例５）
 次に、傾斜ステップ付の封止部材63の他の製造方法を図１２を参照しつつ説明する。な
お、図１２は、説明の便宜のため、１個の貫通口を形成する場合を示している。
　まず、図１２（ａ）に示すように、両面をミラー研磨した厚さ525umのシリコン基板101
の全面にSiH4とアンモニアガスとを用いて低圧CVD法により厚さ100nmのSiN膜102を形成す
る。
　次に、図１０（ｂ）に示すように、シリコン基板101の両面のSiN膜１０２を両面アライ
ナーとレジストとを用いて揺動空間６３ａと貫通口６３ｂの形状と、実装面側の形状とに
対応するパターンを形成するためのパターニング処理を行った。
【０１１５】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、この両面SiN膜１０２をマスクとして80℃、30wt%の
KOH水溶液を使って両側から同時に貫通口６３ｂが形成されるまで異方性エッチング処理
を行った。ここで、エッチング終了時点では大径開口６３ｂ’と小径開口６３ｂ”との境
界形状がKOH水溶液でエッチングされて乱れるため、あらかじめ、ワイヤボンディングの
ためのステップ６３ｃが得られるようにマスク寸法を設計しておくことが望ましい。
【０１１６】
　次に、図１２（ｄ）に示すように、熱燐酸処理によってSiN膜１０２を全面除去し、エ
ッチング処理により貫通口６３ｂ、凹所６３ａ’が形成されたシリコン基板101を洗浄す
る。次に、図１２（ｅ）に示すように、貫通口６３ｂ、凹所６３ａ’が形成されたシリコ
ン基板101を1000℃のウエットO2中で処理して、シリコン基板１０１の全面に熱酸化膜104
を形成して、封止部材６３を形成する。最後に、図１２（ｆ）に示すように、貫通口６３
ｂのステップ６３ｃから封止部材６３の上面６３’に渡ってメタルマスクを用いてスパッ
タリング処理により接続配線部６６を形成する。
　このようにして作成された封止部材６３を機能素子が形成されているシリコン基板に接
続する工程以降は、実施例１と同様であるので、その詳細な説明は省略する。
【０１１７】
（実施例６）
　図１３、図１４は封止部材４３をシリコン基板にウエハレベルの段階で接合して機能素
子パッケージを製造する工程の説明図である。図１３（ａ）、図１３（ｂ）において、符
号111は封止部材４３に相当する領域部が４３ｚが多数個形成されている円形状ウエハ盤
である。この領域部４３ｚには図４（ａ）に示す気密封止空間４３ａ、貫通口４３ｂ等の
微細構造が形成されているが、図１３（ａ）、図１３（ｂ）では、その微細構造は省略さ
れている。
　また、図１３（ａ）、図１３（ｂ）において、符号１１２は、図４に示すシリコン基板
４１ａ、４１ｂ、封止部材４１に相当する領域部４３ｚ’が多数個形成されている円形状
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ウエハ盤である。シリコン基板41ａには可動部４２、引き出し配線部４４等の微細構造が
形成されているが、図１３（ａ）、図１３（ｂ）では、その微細構造の詳細は省略されて
いる。
　これらの円形状ウエハ盤１１１、１１２は、圧力調節空間内で気密に封止接合され、多
数個の機能素子パッケージ部４３ｚ”を有する接合ウエハ盤１１４が図１３（ｂ）に示す
ように形成される。これらの機能素子パッケージ部４３ｚ”を有する接合ウエハ盤１１４
を機能素子パッケージ部４３ｚ”の形状輪郭線４３ｙに沿って切断することにより、多数
個の機能素子パッケージ１２２を一括して大量に形成できる。その図１４には、その1個
の機能素子パッケージ１２２が拡大されて示されている。その接合ウエハ盤１１４の切断
には、ダイシング手段又はへき開手段を用いる。
【０１１８】
　このように、封止部材４３をシリコン基板にウエハレベルの段階で接合する構成とする
ことにより、より一層製造コストの低減を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　本発明に係わる機能素子パッケージは、デジタル複写機、レーザプリンタ等の書込系に
用いられる光走査装置、又は、バーコードリーダー、スキャナー等の読み取り装置を含む
シリコン微細加工技術によって製造されプリント基板等に実装されるMEMSデバイスに応用
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】従来のワイヤボンディングによる機能素子パッケージの実装方法の一例を示す説
明図であって、（ａ）は（ｂ）に示すＡ－Ａ’線に沿う機能素子パッケージの断面図、（
ｂ）は（ａ）に示す機能素子パッケージの表面図である。
【図２】従来のフリップチップボンディングによる機能素子のパッケージの実装方法の一
例を示す説明図であって、機能素子パッケージの断面図である。
【図３】従来のフリップチップボンディング実装方法とワイヤボンディング実装方法との
併用実装方法の一例を示す機能素子パッケージの説明図であって、（ａ）はプリント基板
への実装前の機能素子パッケージの状態を示す断面図であり、（ｂ）はプリント基板への
実装後の機能素子パッケージの状態を示す断面図である。
【図４Ａ】本発明の実施例１に係わる機能素子パッケージの説明図であって、（ａ）はそ
の平面図、（ｂ）は（ａ）に示すＢ－Ｂ’線に沿う断面図、（ｃ）は（ｂ）に示す機能素
子パッケージをプリント基板に実装した状態を示す断面図である。
【図４Ｂ】図４Ａに示す実施例の変形例を示し、（ｄ）は図４Ａ（ｂ）に示す機能素子パ
ッケージの変形例を示す部分断面図、（ｅ）は図４Ａ（ｂ）に示す機能素子パッケージの
別の変形例を示す断面図である。
【図５】本発明の実施例１に係わる機能素子パッケージの封止部材の製造工程の説明図で
あり、図５（i）は図６（ａ）のＣ－Ｃ’線に沿う断面図を示している。
【図６】図５（i）に示す接続配線部が形成された封止部材の説明図であって、（ａ）は
その封止部材の表面図、（ｂ）は図５（i）に示す接続配線部が形成された封止部材の裏
面図である。
【図７】本発明の実施例２に係わる機能素子パッケージの説明図であり、（ａ）はその表
面図であり、（ｂ）は（ａ）に示すＤ－Ｄ’線に沿う断面図である。
【図８】本発明の実施例２に係わる機能素子パッケージの封止部材の製造工程の説明図で
あり、図８（ｊ）は図９（ａ）のＥ－Ｅ’線に沿う断面図を示している。
【図９】図５（ｊ）に示す接続配線部が形成された封止部材の説明図であって、（ａ）は
その表面図であり、（ｂ）はその裏面図である。
【図１０】本発明の実施例３に係わる機能素子パッケージの断面構造を示す説明図である
。
【図１１】本発明の実施例４に係わる機能素子パッケージの断面構造を示す説明図である



(17) JP 5330697 B2 2013.10.30

10

20

。
【図１２】本発明の実施例５に係わる機能素子パッケージの封止部材の製造工程の説明図
である。
【図１３】本発明の実施例６に係わる機能素子パッケージの封止部材の製造工程の説明図
であって、（ａ）は多数の封止部材が形成された円形状ウエハ盤と多数の微細構造が形成
されたウエハ盤との接合前の状態を示す斜視図であり、（ｂ）は両円形状ウエハ盤が接合
された接合ウエハ盤を示す斜視図である。
【図１４】図１３（ｂ）に示す接合ウエハ盤を示す平面図であり、1個の封止部材が拡大
して示されている。
【符号の説明】
【０１２１】
４２…可動部
４３…封止部材
４４…引き出し配線部
４６…接続配線部
４７…ボンディングワイヤ
４８…バンプ
４１ａ…シリコン基板
４３ａ…揺動空間（気密封止空間）
４３ｃ…ステップ（段部）
４３’…上面

【図１】

【図２】

【図３】
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