
JP 4704398 B2 2011.6.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電気力によって駆動されるＭＥＭＳ（マイクロ電気機械システム）バルブであって、
　概ね平坦な面を有する基板と、
　前記基板の前記平坦な面上に配置された基板電極であって、前記基板及び前記基板電極
が協働して、それぞれを貫通する開口を形成する基板電極と、
　湾曲しない状態では概ね前記開口の上にあり前記基板によって全面的に支持され、電極
素子、バイアス素子、及び該バイアス素子に制約を与えるバイアス制御素子を備え、前記
基板の前記平坦な面に取り付けられた固定部と前記固定部に隣接し静電気力がない状態で
は湾曲した状態にあり前記基板電極に対して静電気力により移動可能なフラップ状末端部
とを含む可動膜と、
　前記基板電極と前記膜の電極素子との間に配置された少なくとも１つのポリマーの誘電
体層とを備え、
　前記基板電極と前記可動膜の電極素子との間に確立された電圧差が前記膜を前記湾曲し
た状態から概ね湾曲しない状態まで移動させて、これにより、前記可動膜によってカバー
された前記開口の部分を制御可能に調整する、
ことを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項２】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記少なくとも１つのポリマーの誘電体層
が前記基板電極上に配置された第１のポリマーの誘電体層を含み、前記基板、前記基板電
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極及び前記第１のポリマーの誘電体層が協働してそれぞれを貫通する開口を形成し、前記
第１のポリマーの誘電体層がバルブシートを形成する、ことを特徴とするＭＥＭＳバルブ
。
【請求項３】
　請求項２に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記第１のポリマーの誘電体層がテクスチ
ャー加工したバルブシート面を含み、前記テクスチャー加工したバルブシート面がバルブ
が動作する間に前記基板の前記平坦な面からの前記可動膜の剥離を容易にすることを特徴
とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項４】
　請求項２に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記第１のポリマーの誘電体層がポリイミ
ド材料を含むことを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項５】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記少なくとも１つのポリマーの誘電体層
が前記可動膜上に配置された第１のポリマーの誘電体層であり、かつバルブシールとして
動作する平面を形成することを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項６】
　請求項５に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記第１のポリマーの誘電体層がテクスチ
ャー加工したバルブシール面を含み、前記テクスチャー加工したバルブシール面がバルブ
が動作する間に前記基板の前記平坦な面から前記可動膜の剥離を容易にすることを特徴と
するＭＥＭＳバルブ。
【請求項７】
　請求項５に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記第１のポリマーの誘電体層がポリイミ
ド材料を含むことを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項８】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記少なくとも１つのポリマーの誘電体層
が前記基板上に配置された第１のポリマーの誘電体層及び前記可動膜上に配置された第２
のポリマーの誘電体層を備え、前記第１のポリマーの誘電体層がバルブシートを形成し、
前記第２のポリマーの誘電体層がバルブシールを形成することを特徴とするＭＥＭＳバル
ブ。
【請求項９】
　請求項８に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記第１のポリマーの誘電体層がテクスチ
ャー加工したバルブシート面を含み、かつ前記第２のポリマーの誘電体層がテクスチャー
加工したバルブシール面を含み、前記テクスチャー加工したバルブシール面及び前記テク
スチャー加工したバルブシート面がバルブが動作する間に前記基板の前記平坦な面から前
記可動膜の剥離を容易にすることを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項１０】
　請求項８に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記第１及び第２のポリマーの誘電体層が
ポリイミド材料を含むことを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項１１】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記開口の形状が、前記可動膜に最も近い
ところでは半径が最も小さい概ねファンネル状であることを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項１２】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記バイアス素子が少なくとも１つのポリ
マーフィルム層を備えることを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項１３】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記バイアス素子が前記電極素子を備える
電極層の向かい合った側の上に蒸着された２つのポリマーフィルム層を含むことを特徴と
するＭＥＭＳバルブ。
【請求項１４】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、静電気力がない場合に前記可動膜を湾曲さ
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せるように、前記電極素子及び前記バイアス素子の熱膨張率が異なることを特徴とするＭ
ＥＭＳバルブ。
【請求項１５】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、静電気力がない場合に前記可動膜を湾曲さ
せるように、前記バイアス素子が少なくとも２つの厚さが異なるポリマーフィルムを備え
ることを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記少なくとも２つの厚さが異なるポリ
マーフィルムが、前記基板に最も近い前記電極素子の面上に蒸着された厚さが薄い第１の
ポリマーフィルムと、前記基板から最も遠い前記電極素子の面上に蒸着された厚さがより
厚い第２のポリマーフィルムとを備えることを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項１７】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、静電気力がない場合に前記可動膜を湾曲さ
せるように、前記バイアス素子が膨張率の異なる少なくとも２つのポリマーフィルムを含
むことを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項１８】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブが、前記基板電極及び前記基板素子の少なくとも１つ
に電気的に接続された静電気エネルギーのソースをさらに備えることを特徴とするＭＥＭ
Ｓバルブ。
【請求項１９】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記基板が前記可動膜の下側にある圧力解
放用開口をさらに形成することを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【請求項２０】
　静電気力によって駆動されるＭＥＭＳバルブアレイであって、
概ね平坦な面を有する基板と、
　前記基板の前記平坦な面上に配置された基板電極であって、前記基板及び前記基板電極
が協働してそれぞれを貫通する複数の開口を形成する基板電極と、
　湾曲しない状態では概ね前記複数の開口の上にあり前記基板によって全面的に支持され
、電極素子、バイアス素子、及び該バイアス素子に制約を与えるバイアス制御素子を備え
、前記基板の前記平坦な面に取り付けられた固定部と前記固定部に隣接し静電気力がない
状態では湾曲した状態にあり前記基板電極に対して静電気力により移動可能なフラップ状
末端部とを含む単一の可動膜と、
　前記基板電極と前記膜の電極素子との間に配置された少なくとも１つのポリマーの誘電
体層とを備え、
　前記基板電極と前記可動膜の電極素子との間に確立された電圧差が前記膜を前記湾曲し
た状態から概ね湾曲しない状態まで動かして、これにより、前記可動膜によってカバーさ
れた前記複数の開口の１つ以上を制御可能に調整する、
ことを特徴とするＭＥＭＳバルブアレイ。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のＭＥＭＳバルブアレイであって、前記基板電極が前記基板の前記平
坦な面上に配置された複数の基板電極をさらに備え、前記複数の基板電極及び前記基板が
協働してそれぞれを貫通する複数の開口を形成し、前記各基板電極が対応する開口を有し
、
前記複数の基板電極の１つ以上と前記電極素子との間に確立された電圧差が前記膜を前記
湾曲した状態から概ね湾曲しない状態まで動かして、これにより、前記可動膜によってカ
バーされた前記複数の開口の１つ以上を制御可能に調整する、
ことを特徴とするＭＥＭＳバルブアレイ。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のＭＥＭＳバルブアレイであって、前記複数の開口が前記可動膜の長
さ方向に概ね直角に延びる行内に配置されることを特徴とするＭＥＭＳバルブアレイ。
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【請求項２３】
　請求項２２に記載のＭＥＭＳバルブアレイであって、流れを可変にするために、前記開
口の行が前記対応する基板電極に対して所定の角度で全体的に傾斜されることを特徴とす
るＭＥＭＳバルブアレイ。
【請求項２４】
　請求項２１に記載のＭＥＭＳバルブアレイであって、前記可動膜が、それぞれが概ね前
記基板電極及び前記複数の開口の対応する開口の一部の上にある複数の可動膜をさらに備
え、前記それぞれの可動膜が電極素子及びバイアス素子を含み、前記それぞれの可動膜が
前記基板の前記平坦な面に取り付けられた固定部と前記固定部に隣接し静電気力がない場
合は湾曲した状態にあり静電気力により前記基板電極に対して移動可能な末端部とを含み
、
　前記基板電極と前記少なくとも１つの電極素子との間に確立された電圧差が前記少なく
とも１つの膜を前記湾曲した状態から概ね湾曲しない状態まで動かして、これにより、前
記対応する可動膜によってカバーされた前記開口の部分を制御可能に調整する、
ことを特徴とするＭＥＭＳバルブアレイ。
【請求項２５】
　静電気力によって駆動されるＭＥＭＳバルブを製造する方法であって、
　基板を通って少なくとも部分的に伸びるバルブ開口を形成するために、前記基板の前面
側をエッチングするステップと、
　前記バルブ開口を犠牲プラグ材料で充填するステップと、
　前記基板の前面側で前記バルブ開口の上に膜バルブ構造体を形成するステップと、
　前記犠牲プラグ材料を露出するために前記基板の後側をエッチングするステップと、
　前記犠牲プラグ材料を取り除くステップと、
　解離層まで前記膜バルブ構造体を部分的に通って、前記バルブ開口の後側をエッチング
するステップと、
　可動膜を前記基板から少なくとも部分的に離すために前記解離層をエッチングするステ
ップとを含み、
　前記可動膜が、前記基板の平坦な面に取り付けられた固定部と、前記固定部及びバイア
ス素子に制約を与えるバイアス制御素子とに隣接し静電気力がない状態では湾曲した状態
にあるフラップ状末端部とを含むようにしてなることを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法であって、前記可動膜バルブ構造体を形成する方法が、
　第１の基板誘電体層を前記基板の前面側に配置するステップと、
　基板電極を前記第１の基板誘電体層の上に配置するステップと、
　第２の基板誘電体層を前記基板電極の上に配置するステップと、
　解離層を前記第２の基板誘電体層の上に配置するステップと、
　第１のバイアス層を前記解離層及び前記第２の基板誘電体層の上に配置するステップと
、
　膜電極を前記第１のバイアス層の上に配置するステップと、
　第２のバイアス層を前記膜電極の上に配置するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の方法が、
　バルブ開口を形成するために前記基板の前面側をエッチングする前に、前記基板内に空
洞を形成するために前記基板の後側をエッチングするステップをさらに含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項２８】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記バイアス制御素子が、前記固定部の前
記可動膜上に設けたタブで構成されたＭＥＭＳバルブ。
【請求項２９】
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　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記バイアス制御素子が、前記バイアス素
子の上側に設けられたＭＥＭＳバルブ。
【請求項３０】
　請求項１に記載のＭＥＭＳバルブであって、前記バイアス制御素子が、前記可動膜上で
該可動膜の両側面に向けて外方向に伸びるＭＥＭＳバルブ。
【請求項３１】
　静電気力によって駆動されるＭＥＭＳ（マイクロ電気機械システム）バルブであって、
　概ね平坦な面を有する基板と、
　前記基板の前記平坦な面上に配置された基板電極であって、前記基板及び前記基板電極
が協働して、それぞれを貫通する開口を形成する基板電極と、
　湾曲しない状態では概ね前記開口の上にあり前記基板によって全面的に支持され、電極
素子、バイアス素子、及び該バイアス素子に制約を与えるバイアス制御素子を備え、前記
基板の前記平坦な面に取り付けられた固定部と前記固定部に隣接し静電気力がない状態で
は湾曲した状態にあり前記基板電極に対して静電気力により移動可能なフラップ状末端部
とを含む可動膜と、
　前記基板電極と前記膜の電極素子との間に配置された誘電体層とを備え、
　前記基板電極と前記可動膜の電極素子との間に確立された電圧差が前記膜を前記湾曲し
た状態から概ね湾曲しない状態まで移動させて、これにより、前記可動膜によってカバー
された前記開口の部分を制御可能に調整する、
ことを特徴とするＭＥＭＳバルブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）式バルブ構造体に関し、より詳細に
は、低電力で高速の静電気的に動作するＭＥＭＳのバルブ構造体及び関連する製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜技術における進歩により、精巧な集積回路の開発が可能になった。この進歩した半
導体技術を利用して、ＭＥＭＳ（マイクロ電気機械システム）の構造体を作り出してきた
。ＭＥＭＳ構造体は、一般に、運動すなわち力を加えることができる。マイクロセンサ、
マイクロギヤ、マイクロモータ、及び他の微小に設計された装置を含む、多くのいろいろ
違った種類のＭＥＭＳ装置が作り出されてきた。ＭＥＭＳ装置は、低価格、高い信頼性、
及び極めて小さい寸法を提供するため、多種多様な用途向けに開発されている。
【０００３】
　ＭＥＭＳ装置の設計者に与えられた設計の自由度が、微細構造体内で所望の動作をさせ
るために必要な力を与える種々の技術及び構造体開発をもたらしている。例えば、マイク
ロカンチレバーを使用して、マイクロマシン化されたスプリング及びギヤを回転させるた
めの機械的な回転力を与える。電磁場を使用して、マイクロモータを駆動する。圧電力も
うまく使用して、マイクロマシン化された構造体を制御可能に動作させる。アクチュエー
タ又は他のＭＥＭＳ素子の制御された熱膨張を使用して、マイクロ装置を駆動する力を作
り出す。そのような装置の１つは、マイクロ装置を動かすために熱膨張を利用する、「Ｍ
ｉｃｒｏｐｒｏｂｅ」という名称のＭａｒｃｕｓらによる１９９５年１２月１２日に発行
された米国特許第５，４７５，３１８号（特許文献１）の中で見出される。マイクロカン
チレバーは、熱膨張係数が異なる材料から構成される。加熱されると、バイモルフ層が別
個にアーチ形に曲がり、これによりマイクロカンチレバーを動かす。同様の機構は、発明
者の名前がＮｏｒｌｉｎｇである１９９５年１０月３１日に発行された「Ｍｉｃｒｏｍａ
ｃｈｉｎｅｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｓｗｉｔｃｈ」という名称の米国特許第５，４６３，２３
３号（特許文献２）の中で説明されているように、マイクロマシン化された熱スイッチを
動作させるために使用される。
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【０００４】
　静電気力も、構造体を動かすために使用されてきた。従来の静電気装置は、プラスチッ
ク又はマイラー材料から切り取られた貼り合わせフィルムから組み立てられた。可撓性の
電極がフィルムに取り付けられ、別の電極がベースの構造体に固定された。それぞれの電
極を電気的に付勢すると、互いに電極を引き合う又は互いに電極から反発する静電気力を
作り出した。これら装置の代表的な実施例は、発明者の名前がＫａｌｔである１９８１年
５月１２日に発行された「Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ Ｍａｋｉｎｇ Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｄｅ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ Ｄｅｖｉｃｅ」という名称の米国特許
第４，２６６，３３９号（特許文献３）の中で見出される。これらの装置は一般的な運動
の用途に対してはうまく動作するが、これらの装置は小型化された集積回路、生物医学的
な用途、又はＭＥＭＳ構造体に適当な寸法で作ることはできない。
【０００５】
　ＭＥＭＳの静電気装置は、寸法が極めて小さいために、種々の用途に都合よく使用され
る。電荷間の電界による静電気力は、ＭＥＭＳ装置内で固有の電極の離隔距離が小さいこ
とを考えると、比較的大きな力を発生することができる。これらの装置の実施例は、Ｇｏ
ｏｄｗｉｎ－Ｊｏｈａｎｓｓｏｎという発明者の名前で１９９９年６月３０日に出願され
た「ＡＲＣ ｒｅｓｉｓｔａｎｔ Ｈｉｇｈ Ｖｏｌｔａｇｅ Ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎｅｄ
 Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ Ｓｗｉｔｃｈ」という名称の米国特許出願第０９／３４５
，３００号及びＧｏｏｄｗｉｎ－Ｊｏｈａｎｓｓｏｎという発明者の名前で１９９９年５
月２７日に出願された「Ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎｅｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ Ａｃ
ｔｕａｔｏｒ ｗｉｔｈ Ａｉｒ Ｇａｐ」という名称の米国特許出願第０９／３２０，８
９１号の中で見出すことができる。これらの特許出願は両方とも、本発明の譲受人のＭＣ
ＮＣに譲渡されている。
【０００６】
　一般的なＭＥＭＳバルブは、大きい流量でバルブを制御するために熱動作／熱活性化方
法を採用している（すなわち、大きな開口及び開口の周りの大きな間隔面積）。熱動作は
、必要な大きな距離にわたってバルブを制御するために必要な大きな力を提供できるため
好ましい。しかしながら、バルブ材料に対する熱による時間の制約のために、これらのバ
ルブの動作速度は比較的遅い。さらに、熱により動作するＭＥＭＳバルブは抵抗加熱法を
使用するが、この方法では、消費される電力は電流に抵抗の自乗をかけることによって計
算され、相当な電力がバルブの動作に消費される。
【０００７】
　大きな変位と大きな力の両方を発生できる静電気動作を用いて、ＭＥＭＳバルブ装置を
作ることが好ましいであろう。ＭＥＭＳバルブの静電気の性質により消費電力を比較的小
さくできるため、流れるガス又は流体の不当な加熱は発生しない。さらに、静電気のバル
ブは比較的高速の動作を行うため、バルブの開閉状態をより正確に制御することができる
。その上、漏れ率を確実に低くするように、バルブカバーの境界面に信頼できるバルブシ
ートを形成するようなＭＥＭＳバルブを開発することが好ましい。基板と可動膜との間の
静止摩擦の発生を最小にするようなＭＥＭＳバルブを提供することも有益である。静止摩
擦はマイクロエレクトロニクスでは周知の概念であり、ＭＥＭＳの表面が互いに貼り付く
ように接触する傾向として定義される。静止摩擦は、圧力差が閉じたバルブの全体にわた
って存在するようなバルブ装置では特に問題である。バルブを開く前に圧力差を取り除く
ＭＥＭＳバルブを考え出すことは有益である。
【０００８】
　このため、改良された性能特性を有するＭＥＭＳ静電気バルブは、多くの用途で要求さ
れている。例えば、使用電力が最小で早い動作、大きなバルブ力、また大きなバルブのフ
ラップの変位を実現できるマイクロマシン化されたバルブが望ましいが、現在は入手でき
ない。
【特許文献１】米国特許第５，４７５，３１８号公報
【特許文献２】米国特許第５，４６３，２３３号公報
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【特許文献３】米国特許第４，２６６，３３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、バルブを通る増加した量のガス又は流体の効率的な搬送を可能にする、大き
なバルブ力、高速な動作及び可動膜の大きな変位という利点がある改良されたＭＥＭＳ静
電気バルブを提供する。さらに、本発明に基づいて、ＭＥＭＳ静電気バルブを作る方法が
提供される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に基づいて静電気力によって駆動されるＭＥＭＳバルブ装置は、開口が中に形成
された平面基板とこの平面基板上に配置された基板電極とを備える。さらに、本発明のＭ
ＥＭＳバルブ装置は、開口の上にあり、電極素子及びバイアス素子を有する可動膜を含む
。この可動膜は、基板に取り付けられた固定部と基板に対して移動可能な末端部とを有す
るように横方向に定義される。その上、少なくとも１つの弾性的に圧縮可能な誘電体層を
設けて、基板電極と可動膜の電極素子との間の電気的絶縁を確実にする。動作に当たって
は、開口に対して膜を動かすように電圧差を基板電極と可動膜の電極素子との間に設けて
、これにより、膜によってカバーされる開口の部分を制御可能に調整する。
【００１１】
　本発明によるＭＥＭＳバルブ装置の１つの実施形態では、弾性的に圧縮可能な誘電体層
が基板電極上に形成され、バルブシート面を提供する。本発明の別の実施形態では、弾性
的に圧縮可能な誘電体層が可動膜上に形成されてバルブシート面を提供する。さらに別の
実施形態では、弾性的に圧縮可能な誘電体層が基板電極及び可動膜の両方に形成されて、
バルブシート面及びバルブシール面の両方を提供する。誘電体層の弾性的に圧縮可能な性
質により、確実に閉じたバルブを形成することができ、漏れ率を低くできる利点が生じる
。
【００１２】
　さらに別の実施形態では、弾性的に圧縮可能な誘電体層は、バルブシート、バルブシー
ルのいずれか又はその両方の表面にテクスチャー加工の表面を有する。これらの表面をテ
クスチャー加工することによって、バルブは静電気電圧が除かれた後でＭＥＭＳフィルム
が一緒に貼り付く原因となる静止摩擦に打ち勝つことができる。実際において、テクスチ
ャー加工は境界面をシールするバルブシートの周りの表面面積を減らして、これにより静
止摩擦の影響を減少させる。さらに、テクスチャー加工により、バルブの開放を容易にす
るために圧力を都合よく使用することができる。
【００１３】
　本発明の別の実施形態では、圧力解放用の開口が平面基板の中に形成され、可動膜の下
側に配置される。この圧力開放用の開口は、バルブを開く前に圧力を減らすことによって
、バルブの開口にわたる圧力差を減少させる。
【００１４】
　別の方法では、本発明の別の実施形態は、静電気力によって駆動されるＭＥＭＳバルブ
アレイを提供する。このＭＥＭＳバルブアレイは、複数の開口が中に形成された平面基板
と、この平面基板上に配置された基板信号用電極とを備える。さらに、本発明のＭＥＭＳ
バルブ装置は、複数の開口の上にあり、電極素子及びバイアス素子を有する可動膜を含む
。この可動膜は、基板に取り付けられた固定部及び基板に対して移動可能な末端部を有す
るように横方向に形成される。その上、少なくとも１つの弾性的に圧縮可能な誘電体層を
設けて、基板電極と可動膜の電極素子との間の電気的絶縁を確実にする。このアレイ構成
によって、ガス又は流体の流れを増加させることができる。
【００１５】
　アレイの１つの実施形態では、基板は複数の開口と複数の可動膜とを備え、各開口は対
応する可動膜を有する。この方法では、可動膜の電極素子には別個に静電気用電圧を与え
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ることができるため、開閉する開口の数を制御することができる。この構成により、流量
が可変のバルブが実現される。
【００１６】
　アレイの別の実施形態では、基板は複数の開口と複数の基板電極とを備え、各開口は対
応する基板電極を有する。この方法では、基板電極には別個に静電気用電圧を与えること
ができるため、開閉する開口の数を制御することができる。この構成により、流量が可変
のバルブが実現される。
【００１７】
　その上、本発明のアレイは、可動膜及び／又は基板内に複数の開口及び成形加工した（
ｓｈａｐｅｄ）電極素子を有する基板の中で具体化される。成形加工した電極素子の性質
により、電極間に印加された電圧の大きさに基づいて、膜を曲げない程度を調整すること
ができる。
【００１８】
　あるいはまた、本発明の別の実施形態では、前述したＭＥＭＳバルブ装置を作る方法が
提供される。この方法は、基板を通って部分的に伸びる開口を形成するために、基板の前
面側をエッチングするステップと、この開口をプラグ材料で充填するステップと、基板の
前面側上に膜バルブ構造体（ｍｅｍｂｒａｎｅ ｖａｌｖｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を形成
するステップと、プラグ材料を取り除くステップと、解離層までバルブ開口の裏面側をエ
ッチングするステップと、膜を基板から少なくとも部分的に解放するために解離層を取り
除くステップとを含む。この提供された方法により、開口と基板電極との位置合わせを基
板の前面側上で実現することができる。
【００１９】
　このように、静電気力によって駆動されるＭＥＭＳバルブ装置は、大きな変位及び大き
な力の両方を発生することができる。ＭＥＭＳバルブの静電気の性質により消費電力を比
較的小さくできるため、流れるガス又は流体の不当な加熱は発生しない。さらに、静電気
のバルブは比較的高速の動作を行うため、より速いサイクル時間及びより正確な開閉状態
の制御が可能になる。さらに、ＭＥＭＳバルブは、漏れ率を確実に低くするように、バル
ブカバーの境界面に信頼できるバルブシートを提供する。付加的な利点は、基板と可動膜
との間の静止摩擦の発生を最小にするようなＭＥＭＳバルブを提供することである。バル
ブシート及び／又はバルブシールの境界面にテクスチャー加工の表面を設けることによっ
て又は圧力解放用の開口を基板内に形成できるようにすることによって、静止摩擦を克服
する。本発明のＭＥＭＳバルブ装置により、これらのまたさらに多くの利点を理解するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明をここで添付の図面を参照して、以後より詳細に説明する。とりわけ図３には、
本発明の好ましい実施形態が示されている。しかしながら、本発明は多くの異なった形態
で具体化することができるが、本願に記載された実施形態に限定されると解釈してはなら
ない。むしろ、本願の実施形態は、この開示が綿密で完全であり、また発明の範囲を当業
者に十分に伝えるように、本願の実施形態が提供される。全体を通して、同じ番号は同じ
素子を指している。
【００２１】
　図１及び図２を参照する。本発明の参考となる形態による基板構成体の断面図（図１）
及び平面図（図２）により、高速で可変の流量を提供することができる静電気力によって
駆動されるＭＥＭＳバルブ装置１０が提供される。図１に示すように、ＭＥＭＳバルブ装
置の構成体の層が垂直に配置されて図示される。この実施形態では、静電気式ＭＥＭＳバ
ルブ装置１０は、ほぼ平面の基板２０、基板用絶縁体３０、基板電極４０、基板誘電体５
０、及び可動膜６０から層状に構成される。基板は、バルブの開口として機能する、貫通
して形成された開口７０を形成する。図示した参考となる形態では、この開口７０は基板
２０、基板用絶縁体３０、基板電極４０、及び基板用誘電体５０と共同して形成される。
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この方法では、開口７０は基板２０、基板用絶縁体３０、基板電極４０、及び／又は基板
誘電体５０を貫通して形成される。流動性を有する媒体（すなわち、ガス、流体、光など
）が基板構成体の一方の側から流入し基板構成体の反対側から流出することができるよう
な各種の他の構成で開口７０を形成することも可能であり、本願で開示する発明の概念に
含まれる。一般に、開口７０の形状は円筒形である。しかしながら、周囲がバルブシート
においては小さくて基板の裏側の開口では大きいじょうご（ファンネル）形のような他の
形状も可能であり、開示される発明の範囲に含まれる。
【００２２】
　可動膜６０は、固定部８０及び末端部９０と呼ばれる２つの部分を有するとして説明さ
れる。これらの部分は、可動膜６０の長さに沿って横方向に付着形成される。固定部８０
は、取付け点１００において下側の基板すなわち中間層にしっかりと固定される。末端部
９０は、ＭＥＭＳバルブ装置１０を製造する間は、下側の基板すなわち中間層から離され
る。ＭＥＭＳバルブ装置１０が動作する間は、装置の末端部９０は下側の基板及び基板電
極４０に対して動くことができる。このため、末端部９０の動きにより、可動膜６０によ
って覆われる開口７０の部分が制御可能に調整される。
【００２３】
　図１の断面図では、可動膜６０は、少なくとも１つの電極素子層６２及び少なくとも１
つのバイアス素子層６４及び／又は６６を含む複数の層から構成する。バイアス素子６４
、６６は、図１に示したバイアスされた形状を有する可動膜６０を提供する。製造の間に
可動膜６０を基板２０から一旦離すと、バイアス素子６４、６６は膜構造体全体を基板２
０から離して位置付けることができる。図１に示した実施形態では、バイアスにより可動
膜６０の形状が上方に湾曲される。バイアスは、熱膨張率が異なり断面の厚さに相当な相
違がある材料を与えることによって実現することができるが、他の材料の特性もバイアス
効果を生じることができる。電極素子層６２は、静電気動作の手段を有する可動膜６０を
提供する。バルブ動作に当たっては、電圧が電極素子層６２に加えられると、電極素子層
６２は基板電極４０に向かって静電気的に引き付けられる。基板構成体に接触すると、可
動膜６０は基板内に形成された開口７０を密閉するバルブシールを形成する。
【００２４】
　可動膜６０及び下側の基板層を含む静電気式ＭＥＭＳバルブ装置１０は、周知の集積回
路の材料及びマイクロエンジニアリング技術を用いて組み立てられる。下側の基板層及び
可動膜６０を形成するために異なった材料、様々な多数の層、及び多数の層の配列も使用
することができることは、当業者は理解するであろう。図面に示されたＭＥＭＳバルブ装
置１０は、製造の詳細を説明する例として使用されるが、この説明は、特に断りのない限
り、本発明が提供する全てのＭＥＭＳバルブ装置１０に等しく適用される。
【００２５】
　図１及び図２を参照する。基板２０は、静電気式ＭＥＭＳバルブ装置１０がその上に構
成される略平面２２を規定する。基板２０は、略平坦な面を有する任意の適当な基板材料
を使用することができるが、シリコンなどのマイクロ電子基板から構成することが好まし
い。本発明の製造に含まれるさらに別の処理ステップは、比較的低い温度で行われ、この
ため、使用する基板は従来の高温用基板に限定されない。一例として、石英、ガラス、又
は絶縁特性を有する他の適当な材料は、基板として機能することができる。基板用絶縁体
層３０は概して基板２０の平面２２の上にあり、電気的な絶縁を行う。強力な絶縁特性を
有する基板材料を実現するいくつかの形態では、基板用絶縁体層なしでＭＥＭＳバルブ装
置１０を形成することができる。この基板用絶縁体層は、ポリイミド樹脂又は窒化物など
の非酸化ベースの絶縁体又はポリマーから成ることが好ましい。この用途では、解離層を
除く処理においてある種の酸（フッ化水素酸など）を使用する場合は、酸化物ベースの絶
縁体を使用することはできない。基板用絶縁体層は、基板の平面上に絶縁層を蒸着するた
めに、従来のスピニング又は低圧化学蒸着（ＬＰＣＶＤ）などの標準的な蒸着技術を用い
ることによって形成することが好ましい。
【００２６】
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　基板電極４０は、下側の基板用絶縁体層３０又は基板２０の表面の少なくとも一部に固
定されたほぼ平面の層として蒸着される。基板電極４０は、絶縁体層の上面に蒸着された
金の層から構成することが好ましい。基板電極４０が金の層から形成される場合、任意に
薄いクロムの層を基板信号電極層（ｓｕｂｓｔｒａｔｅ ｓｉｇｎａｌ ｅｌｅｃｔｒｏｄ
ｅ ｌａｙｅｒ）を蒸着する前に蒸着することにより、絶縁層への接着を一層良好にする
ことができ、及び／又は基板信号電極層が蒸着された後で蒸着することにより、全てのそ
の後の隣接する材料へより優れた接着を行うことができる。あるいはまた、他の適当な金
属又は導電性の材料は、解離層の処理動作が結果として電極の腐食を生じない限り、基板
信号電極用に使用することができる。標準的なフォトリソグラフィ及びエッチング技術を
一般的に使用して、基板の表面に電極を蒸着する。
【００２７】
　一旦基板電極４０が形成されると、好ましくは、基板誘電体層５０が基板電極４０の上
に蒸着されて、基板信号を可動膜６０内にある電極素子層６２から電気的に絶縁する誘電
体を提供する。基板誘電体層５０を利用する形態では、この層５０はバルブの開口７０を
取り巻くバルブシート５２としての働きをする。好ましい形態では、基板誘電体層５０は
弾性的に圧縮可能な材料から構成する。所定の材料に対する弾性は、（ａ）バルブシート
５２の面積に対する開口７０の周りのバルブの静電気力の比率（すなわち、加えた圧力）
を、（ｂ）所定の材料に対するヤング率（弾性の尺度）とバルブシートの厚さに対するバ
ルブシート５２の表面粗さとの積と比較することによって評価することができる。基板誘
電体層５０の弾性的に圧縮可能な性質により、バルブシート５２は可動膜６０と接触する
と変形される。このバルブシート５２の変形特性により正常なバルブシール５２が形成さ
れるため、流れ停止動作が改良される。１つのそのような弾性的に圧縮可能な基板誘電体
５０の材料にはポリイミドがあるが、解離層の処理に耐性のある他の弾性的に圧縮可能な
誘電性絶縁体又はポリマーも使用することができる。基板誘電体層５０は、標準的なスピ
ニング技術又は低圧化学蒸着（ＬＰＣＶＤ）などの従来の蒸着技術を用いることによって
形成される。
【００２８】
　基板誘電体層５０は（図１に示すように）ほぼ平坦な面を有するように形成されるか、
又は基板誘電体層５０はテクスチャー加工した平面を有するように形成される。バルブシ
ート５２の区域の表面をテクスチャー加工することは、可動膜６０を離したいと望む場合
に可動膜６０が下側の基板に「粘着する」ようなこれらの形態においては好ましい。２つ
の結合するＭＥＭＳ表面が互いに粘着する傾向があるというＭＥＭＳの現象は、静止摩擦
として当業者には周知である。バルブシートにテクスチャー加工した表面を設けることに
より、バルブシートが閉じる場合に可動膜に接触する表面積が小さくなるので、静止摩擦
に打ち勝つための力は少なくなる。テクスチャー加工した表面は一般に製造する間に形成
され、そのような表面を実現及び製造することは、当業者には周知である。
【００２９】
　解離層（図１及び図２には示していない）が、上側の可動膜６０の末端部９０のほぼ下
側の区域内の基板誘電体層５０の表面上に蒸着される。この解離層は、下側の基板構造体
に固定されない可動膜部分の下側のこれらの区域上のみに蒸着される。解離層は、酸をそ
こに加えたときにエッチングで除去することができる酸化物又は他の適当な材料から構成
することが好ましい。可動膜の上側の層を基板上に蒸着した後、フッ化水素酸エッチング
のような標準的なマイクロエンジニアリングの酸エッチング技術によって解離層を取り除
く。解離層が取り除かれた後、可動膜６０の末端部９０が下側の面から分離される。バイ
アス素子のバイアス特性に関連して基板から可動膜６０を離すと、一般に結果として湾曲
した形状の末端部９０を有する薄いフィルム膜が生じる。可動膜６０にバイアスを加える
と、静電気力を印加しない場合、（図１に示すように）湾曲して基板から離れた可動膜６
０が一般に結果として生ずる。静電気力が印加されない場合に基板に向かって湾曲するよ
うに、可動膜にバイアスを加えることも可能である。
【００３０】
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　可動膜６０にバイアスを加える動作は、厚さ、熱膨張率又は任意の他のバイアス特性が
異なるバイアス素子及び電極素子の材料を備えることによって実現することができる。別
の方法では、可動膜６０を湾曲させるような固有の応力を作り出す処理ステップを利用す
ることによって、バイアス動作を製造の間に生じさせることができる。例えば、ポリマー
のバイアス素子を液体として蒸着し、次に、固体のバイアス層を形成するように高温にす
ることによって、それを湾曲させることができる。バイアス素子が、電極素子６２よりも
熱膨張率が高いポリマー材料を含むことが好ましい。次に、バイアス素子及び電極素子６
２を冷却し、これにより熱膨張率の違いに起因する応力を膜の中に生じさせる。ポリマー
のバイアス素子が電極層よりも早く収縮するために、可動膜６０は湾曲する。
【００３１】
　さらに、バイアス素子層と電極素子層との間の熱膨張率に差を与えることにより、バイ
アスを作ることができる。温度を増加すると、これにより層は異なる速度で膨張するため
、可動膜は熱膨張率が小さい層に向かって湾曲する。このため、熱膨張率が異なる２つの
層を有する可動膜は、温度が上昇するにつれて、熱膨張率が小さい層に向かって湾曲する
。さらに、熱膨張率が異なる２つのポリマーフィルムの層を電極層と並行に使用して、必
要に応じて可動膜６０にバイアスを加えることができる。
【００３２】
　可動膜６０の層は、概して、基板電極４０及び開口７０の上に位置する。周知の集積回
路製造工程を使用して、可動膜６０を含む層を作る。この可動膜は、電極素子及びバイア
ス素子から構成する。可動膜の１つ又はそれ以上の層が電極素子を含み、１つまたはそれ
以上の別の層がバイアス素子を含むことが好ましい。図１に示すように、可動膜の１つの
好ましい実施形態には、２つのバイアス素子層６４、６６の間に配置された電極素子層６
２が含まれる。電極素子層が電極素子層のいずれかの側に配置された１つのバイアス層し
か持たないように、可動膜を構成することも可能である。バイアス素子層は、基板電極と
可動膜の電極素子との間を完全に電気的に絶縁することができる絶縁体として機能するこ
ともできる。
【００３３】
　可動膜を構成する少なくとも１つの層が可撓性の材料から形成されることが好ましい。
例えば、可撓性のポリマー（すなわち、バイアス素子）及び／又は可撓性の導体（すなわ
ち、電極）を使用することができる。好ましい実施形態では、バイアス素子は、可動膜を
静電気力がない場合に静止位置に保持するために使用される可撓性のポリマーフィルムか
ら成る。バイアス素子が基板に接触してバルブシールを形成するようなこれらの用途では
、このバイアス素子は弾性的に圧縮可能な材料から構成することが好ましい。バイアス素
子層の弾性的に圧縮可能な性質により、バルブシールは下側の基板構造体と接触すると変
形される。この接触するバイアス素子表面の変形特性により正常なバルブシールが形成さ
れるため、流れ停止動作が改良される。弾性的に圧縮可能な特性を有するポリマーフィル
ムの材料はポリイミド材料を含むが、弾性特性を有し解離層のエッチング処理に耐えるこ
とができる他の適当な可撓性のポリマーも使用することができる。１つの実施形態では、
基板誘電体層及び可動膜のバイアス素子層の両方が、ポリイミド材料のような弾性的に圧
縮可能な材料から形成される。
【００３４】
　可動膜の中でポリイミド材料を使用することは、膜がシールする目的の開口にわたって
発生する圧力に耐えることが証明されている。さらに、ポリイミド材料の強度は、長期間
にわたって使用した後でさえも、破裂又は膨れに耐えることが証明されている。圧力差が
２．０６７ＭＰａ（３００ｐｓｉ）の場合の円周が８０マイクロメートルの穴部の上のポ
リイミド膜のたわみが、３マイクロメートルの膜に対しては約０．０６４マイクロメート
ルであり、２マイクロメートルの膜に対しては約０．２２マイクロメートルであることが
、計算によって証明されている。これらの計算は、可動膜全体のたわみ量を常にさらに限
定する電極素子層を考慮に入れていない。
【００３５】
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　可動膜６０の電極素子６２は、可撓性の導体材料の層から構成することが好ましい。電
極素子は、基板構成体及び解離層の最も上の平面又は、必要に応じて、任意の第１のバイ
アス層（すなわち、ポリマーフィルム）上に直接蒸着される。電極素子は金で構成するこ
とが好ましいが、解離層の処理に耐える他の導体及び導電性のポリマーフィルムのような
他の可撓性材料を使用することができる。電極素子の表面区域及び／又は構成は、所望の
静電気力がＭＥＭＳバルブ装置を動作させることができるように必要に応じて変更するこ
とができる。電極素子を所定の方法で成形することによって、バルブの開放速度を変化さ
せることが実現できる。金を使用して電極素子を形成する場合、金の層を可撓性のポリマ
ーフィルムなどの１つ又はそれ以上のバイアス層のような隣接する材料により良く接着で
きるように、クロムの薄い層を電極素子上に蒸着する。
【００３６】
　可動膜の中で使用される層の数、層の厚さ、層の配列、及び材料の選定は、可動膜を必
要に応じてバイアスさせるように選択する。特に、末端部が固定部から離れる場合に、末
端部に変化するバイアスを加えることができる。末端部のバイアスされた部分を個別に又
は集合的にカスタマイズして、下側の平面及び基板電極からの所望の分離を行わせること
ができる。例えば、末端部が下側の平面に平行に残るようにバイアスすることができる。
あるいはまた、末端部をバイアスして、下側の平面に向かうように又はそこから離れるよ
うに湾曲させることによって、下側の平面からの分離を変更することができる。末端部に
バイアスを加えて下側の基板から湾曲させて離し、そこからの分離を変更することが好ま
しい。１つ又はそれ以上のポリマーフィルムを使用することができ、またフィルムを電極
素子のいずれか一方の側又は両側に蒸着することができることは、当業者に理解されよう
。
【００３７】
　電圧が可動膜６０の電極素子と基板電極との間に印加されると、電極間の静電気力が可
撓性の電極素子を基板に向かって引き付け、可動膜６０を広げて開口７０の被覆率が変更
する。２つの電極が極めて接近してバルブが閉じると、結果として強力な静電気力が生ず
る。この強力な静電気力が、結果として漏れ率が少ないバルブシールを実現する。電圧が
電極から除かれると、フィルム内の応力により可撓性の電極が基板から湾曲して離れてバ
ルブを開く。開いた位置では、開口をカバーする膜の位置が基板から比較的大きな距離に
あるので、開口を通過する大きな流れを制限なしに実現することができる。
【００３８】
　膜が開口をシールする場合に圧力差を膜に対していずれかの方向に加えることができる
ように、バルブを構成することができる。バルブが閉じているときに圧力が基板の後側か
ら加わり膜を押し上げる場合、この圧力は電圧が除かれたときにフィルムが再度湾曲する
ことを支援する。しかしながら、圧力が基板の前側から加わりバルブが閉じているときに
膜を押し下げる場合は、バルブを開くために膜内の応力は加えられた圧力に対抗して動作
する必要がある。この圧力の増大は、可動膜６０の末端部９０の終端に最も近い場所に基
板を貫通する小さい開口を設けることによって、最小にすることができる。膜を巻き上げ
るために必要な応力は膜の全幅に比例するため、小さい圧力解放用開口において働く圧力
と比較すると、この小さい開口を設けることによって湾曲応力を増加させることができる
。一旦小さい圧力解放用開口を開くと、バルブの開口において膜に加わる圧力差が減少さ
れ、このため、膜内の応力がバルブを開くことを容易にする。そのような圧力解放用開口
１０２の参考例を、図１及び図２に示す。
【００３９】
　図３は、本発明によるＭＥＭＳ静電気バルブの実施形態の断面図を示す。この実施形態
のＭＥＭＳ静電気バルブ１０は、可動膜６０の中間部１２０の下側に特性上均一な空隙１
１０を有する。この可動膜の中間部１２０は、固定部８０と末端部９０との間の水平領域
として形成される。解離層（図３では図示せず）が、可動膜６０の中間部１２０及び末端
部９０の下側の区域内の基板構成体の一番上の層上に蒸着される。その後、この解離層は
取り除かれて、結果として可動膜６０の中間部１２０及び末端部９０と下側の基板２０と
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の間に全体的に分離した空間が生ずる。
【００４０】
　中間部１２０は末端部９０とほぼ同様の構成で作られ、このため、電極素子６２とバイ
アス素子６４、６６との間の熱膨張率の差により中間部１２０が湾曲する。可動膜６０が
湾曲する性質は、末端部９０に対しては望ましいが、中間部１２０に対しては通常は望ま
しくない。予測可能性は改良された動作電圧特性に結び付くため、予測可能な中間部１２
０及びこれにより予測可能な空隙１１０を備えることが重要である。中間部１２０が湾曲
する傾向を減らすために、可動膜６０の固定部８０及び中間部１２０の上側にあり中間部
１２０に構造的に制約を与えるバイアス制御層１３０を一般に設ける。一般に、このバイ
アス制御層１３０は膜の固定部８０及び中間部１２０の上側にあり、バイアス制御層１３
０を基板に留めることができるように、膜の両側の上にわたって外側に伸びる。バイアス
制御層１３０は金属材料から形成することができ、中間部１２０を静止位置に保持するよ
うに、一般に下側の膜の材料とは異なる熱膨張率を有する。バイアス制御層１３０は、中
間部１２０を支持し空隙１１０の形状を制御するために、一般に固体の層とするか、又は
線、グリッド、クロスハッチング、又は必要に応じて他のパターンを含むことができる。
【００４１】
　別の方法では、可動膜６０上の固定部８０にタブ１０４（図２の平面図に示す）を設け
ることによって、可動膜６０の中間部１２０を解放の間に制止することができる。これら
のタブ１０４は、概ね膜を含む層の延長部であり、均一な空隙を中間部１２０の下側に確
実に与えるようにする追加保持力（ａｄｄｅｄ ｈｏｌｄｉｎｇ ｆｏｒｃｅ）を提供する
。タブ１０４は可動膜６０を含む１つ又はそれ以上の層から形成することができる。
【００４２】
　図４は、ＭＥＭＳ静電気バルブのさらに別の参考となる形態の断面図を示す。この参考
となる形態のＭＥＭＳ静電気バルブ１０は、可動膜６０の中間部１２０の下側に空隙１５
０を減少させる特徴を有する。この形態では、カンチレバー部は下側の基板構成体に接触
するまで下に向かって傾斜し、この接触点で可動膜は末端部９０に移行して、膜は湾曲し
て下側の平面から離れる。一例として、変曲領域１６０で薄い領域を作るようにバイアス
層をパターニングすることによって、又は中間部１２０を基板２０に向かって傾斜させる
ように中間部１２０の傾斜領域をパターニングすることによって、傾斜する中間部１２０
を製造することができる。
【００４３】
　空隙の形状をあらかじめ形成することによって、最近開発されたＭＥＭＳ静電気装置は
、より低い不規則でない動作電圧で動作することができる。あらかじめ形成された空隙を
有する最近開発されたＭＥＭＳ静電気装置についてのこれ以上の説明は、本発明を過度に
複雑にしないようにするために、この開示内容から省略する。最近開発された改良された
ＭＥＭＳ装置の実施例については、Ｇｏｏｄｗｉｎ－Ｊｏｈａｎｓｓｏｎという発明者の
名前で１９９９年５月２７日に出願された「Ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎｅｄ Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｓｔａｔｉｃ Ａｃｔｕａｔｏｒ ｗｉｔｈ Ａｉｒ Ｇａｐ」という名称の米国特許出願
第０９／３２０，８９１号を参照されたい。この特許出願は、本発明の譲受人のＭＣＮＣ
に譲渡されており、参照することによってあたかも本願に完全に記載されているように本
願に組み込まれる。
【００４４】
　１つの基板に形成された開口のアレイを作ることにより、ガス又は液体の流れを増加さ
せることができる。図５～図７は、本発明のさらに別の実施形態に基づいた、様々なＭＥ
ＭＳ静電気バルブのアレイの斜視図を示す。図５はＭＥＭＳバルブのアレイ２００であり
、このバルブアレイ２００では、開口２１０が所定の配列で基板２２０の中で形成され、
各バルブの開口は対応する可動膜２３０を有する。個々の膜内の電極素子を選択的にアド
レス指定することにより、開閉するバルブの数を制御することによって、流量を可変にす
ることができる。
【００４５】
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　図６はＭＥＭＳバルブのアレイ２５０であり、このバルブアレイ２５０では、開口２１
０が所定の配列で基板２２０の中で形成され、各バルブの開口２１０は基板上に配置され
た対応する固定した基板電極を有する。基板内の固定した基板電極を選択的にアドレス指
定することにより、開閉するバルブの数を制御することによって、流量を可変にすること
ができる。１つの大きな可動膜２３０を使用するため、これは一般に開口の行に対して電
圧を与える必要がある。行はこの文脈では、可動膜の長さ方向に直角に走る開口の線とし
て形成される。例えば、静電気電圧がバルブ構造体の固定部に最も近い開口の行に対する
基板電極に加えられる場合、可動膜は下に引かれてこれらの開口をシールし、膜の残りの
末端部は湾曲した位置に留まる。あるいはまた、この性質のアレイにより、開口の行が下
側の基板電極の行に対してわずかな角度で傾斜を付けられて、階段状の流れの変化とは対
照的により大きな可変の流れが提供される。図５の実施形態の個々の膜を図６の実施形態
の個々の基板電極と結合するようなアレイを構成することも可能であり、開示された本願
の発明の概念の中に含まれる。
【００４６】
　図７はＭＥＭＳバルブのアレイ２７０であり、このバルブアレイ２７０では、開口２１
０が所定の配列で基板２２０の中で形成され、可動膜２３０は、成形加工した電極素子２
８０（図７に二重の破線により輪郭が描かれている）を有する。この電極素子２８０によ
り、電極素子２８０に印加された電圧の大きさに比例して膜を曲げない程度を調整するこ
とができる。この点に関して、電極素子２８０に最大限の電圧を加えると、可動膜は完全
に湾曲が解けるため、アレイ内の全てのバルブをシールする。最大限の電圧よりも小さい
電圧が加えられる場合は、膜は部分的に湾曲を解くため、膜の湾曲を解いた部分の下側の
バルブのみがシールすることになる。電極素子の形状は、実施例の目的で示される。電極
素子の形状は、可動膜の寸法、アレイの寸法及びアレイの構成に基づいて前もって決めら
れる。別の方法では、成形加工した電極は基板電極とすることができる。膜電極とは対照
的に基板電極を成形加工することは、可動膜の中で確実に均一に湾曲させるために好まし
い。
【００４７】
　さらに、本発明は静電気力によって駆動されるＭＥＭＳバルブ装置を作る方法を提供す
る。図８～図１１は、本発明の実施形態を作る方法に基づいて、ＭＥＭＳ静電気バルブを
製造する各種の段階を示す。この方法では、最初の開口の形成はバルブの製造の前に始ま
り、バルブの製造の後に完了する。この方法は、開口と周りの基板電極との間の位置合わ
せを基板構成の前側で実行できる利点を有する。可動膜を開口の上に来るように形成する
必要があるので、開口を最終的に開くことは膜の形成の後に完了することになる。製造技
術に対する薄膜の性質により、基板電極と膜の可撓性の電極素子とを形成する前に製造面
がほぼ平坦であることが必要である。
【００４８】
　図８は、基板３００の断面図を示す図である。この基板３００は、大きな空洞３１０を
形成するために後側がエッチングされ、バルブの開口３２０を形成するために前側がエッ
チングされている。最初、大きな空洞３１０が基板３００の後側に形成される。一般的に
、従来の湿式エッチング処理を使用して、大きな空洞３１０を形成する。この大きな空洞
３１０は、一般に、基板３００を約５０マイクロメートルまで薄くする結果生じるが、他
の望ましい厚さも可能である。大きな空洞３１０のエッチング処理は、流れの制限を最小
にすると共に、その後のバルブの開口を簡単に形成するための任意の処理である。大きな
空洞３１０が形成された後、バルブの開口３２０が基板の前側を部分的に通ってエッチン
グされる。一般に、バルブの開口に必要である正確なエッチングを行うために、リアクテ
ィブイオンエッチング（ＲＩＥ）処理を使用する。次に、犠牲プラグ材料（ｓａｃｒｉｆ
ｉｃｉａｌ ｐｌｕｇ ｍａｔｅｒｉａｌ）３３０を開口３２０内に入れて、連続的な基板
層の上に容易にバルブを構成できるようにする。この犠牲プラグ材料３３０は一般に銅を
含むが、任意の他の適当な材料も犠牲プラグ材料として使用することができる。一旦プラ
グ材料３３０が配置されると、それは一般に研磨処理を受けて確実に表面が平坦にされ、
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基板３００にバルブを構成する準備ができる。
【００４９】
　図９は、バルブ構造体が基板の前面に形成された後のＭＥＭＳバルブ構成の断面図を示
す。一般に、バルブ構造体の形成には、絶縁体層３４０を基板上に配置すること、基板電
極層３５０を絶縁体層上に配置、パターンニング及びエッチングすること、及び誘電体層
３６０を基板電極層上に配置することが含まれる。これらの層の形成に続いて、解離層３
７０が形成される。この解離層３７０は一般に酸化物であり、その後で除かれて、基板か
ら膜の部分が剥離することを容易にする。次に、膜３８０が解離層上に配置され、誘電体
層を介して基板に留められる。図示した実施形態では、膜は、解離層及び誘電体層上に配
置された第１のバイアス素子／誘電体層３９０と、この第１のバイアス素子／誘電体層上
に配置された電極素子層４００と、電極上に配置された第２のバイアス素子層４１０とか
ら構成する。これらのバルブ構成層及び製造工程は実施例によって示されるが、他の層形
成順序も可能であり、開示された本願の発明の概念に含まれる。最終的にバルブシート及
びバルブカバーを形成する面をテクスチャー加工した面にして、ＭＥＭＳ装置が静止摩擦
に関連した共通の剥離の問題を克服できるようにする。図示した実施形態では、誘電体層
３６０及び／又は第１のバイアス素子／誘電体層３９０をテクスチャー加工することが望
ましい。これらの面をテクスチャー加工することは、解離層３７０の蒸着及び除去と併せ
て行うことができる。ＭＥＭＳ装置の表面をテクスチャー加工する工程は、当業者には周
知である。
【００５０】
　図１０は、基板３００の後側がプラグ材料３３０（図８参照）を露出するためにエッチ
ングされた後の、ＭＥＭＳバルブ構成の断面図を示す。このプラグ材料３３０は取り除か
れ、開口３２０がエッチングされて解離層３７０を露出する。基板３００の後側のエッチ
ングは、一般に、湿式エッチング処理を用いて行われる。エッチング処理が犠牲プラグ材
料３３０の後側を露出すると、プラグはエッチング処理を行うことによって除かれる。一
般に、プラグ材料３３０は、従来の湿式エッチング処理によって除かれる。プラグ材料３
３０が除かれた後、開口３２０は解離層３７０まで、バルブ構成の中にさらに進んで形成
される。一般に、リアクティブイオンエッチング処理を使用して、開口３２０をさらに形
成すると共に、開口３２０が確実に正確な仕上げ面を持つようにする。図１１は、解離層
３７０が除かれ、このため、膜の末端部を基板３００から解離できるようにした後の、完
成したＭＥＭＳバルブ構成を示す。
【００５１】
　この方法では、最初の開口の形成はバルブの製造の前に始まり、バルブの製造の後に完
了する。この方法は、開口と周りの基板電極との間の位置合わせを基板構成の前側で実行
できる利点を有する。
【００５２】
　本発明の多くの変形例及び他の実施形態は、前述した説明及び関連する図面の中で示し
た教義の利点を有する、本発明が属する技術の熟練技術者には思い浮かぶであろう。この
ため、本発明は開示された特定の実施形態に限定されるものではなく、また変形例及び他
の実施形態は添付した特許請求の範囲の中に含まれるものとすることは理解されよう。本
願の中で特定の用語が使用されるが、それらの用語は一般的で説明のためのみに使用され
たものであり、本発明の範囲を多少なりとも限定する目的で使用したのではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の参考となる形態によるＭＥＭＳ静電気バルブの断面図である。
【図２】本発明の参考となる形態によるＭＥＭＳ静電気バルブの平面図である。
【図３】本発明に係る実施形態による、基板と可動膜との間に空隙を有するＭＥＭＳ静電
気バルブの断面図である。
【図４】本発明の他の参考となる形態による、基板と可動膜との間に減少する空隙を有す
るＭＥＭＳ静電気バルブの断面図である。
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【図５】本発明の別の実施形態による、アレイの開口に対して個別の可動膜を有するＭＥ
ＭＳ静電気バルブアレイの斜視図である。
【図６】本発明の別の実施形態による、アレイの開口に対して個別の基板電極を有するＭ
ＥＭＳ静電気バルブアレイの斜視図である。
【図７】本発明の別の実施形態による、可動膜内に成形加工した電極素子を有するＭＥＭ
Ｓ静電気バルブアレイの斜視図である。
【図８】本発明の実施形態を作る方法による、製造の様々な段階の間のＭＥＭＳバルブ構
成体の断面図である。
【図９】本発明の実施形態を作る方法による、製造の様々な段階の間のＭＥＭＳバルブ構
成体の断面図である。
【図１０】本発明の実施形態を作る方法による、製造の様々な段階の間のＭＥＭＳバルブ
構成体の断面図である。
【図１１】本発明の実施形態を作る方法による、製造の様々な段階の間のＭＥＭＳバルブ
構成体の断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０　ＭＥＭＳバルブ装置
２０、２２０、３００　基板
２２　平面（平坦な面）
４０　基板電極
５０　基板誘電体（誘電体層）
５２　バルブシート
６０、２３０　可動膜
６２　電極素子層
６４、６６　バイアス素子層
７０、２１０、３２０　開口
８０　固定部
９０　末端部
１０２　圧力解放用開口
２００、２５０　バルブアレイ
３３０　犠牲プラグ材料
３１０　空洞
３７０　解離層
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