
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　コンタクトパッドを備えた基板と、
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備え、前記基板のコンタクトパッド形成面の
上方に間隔をあけて配置された赤外線受光部と、
　前記基板上で前記赤外線受光部を前記基板の前記コンタクトパッド形成面から浮かせて
支持し、前記基板の前記コンタクトパッドに前記赤外線受光部の前記電極部を電気的に接
続する配線を構成するように少なくとも一部が導電性材料により形成された支持部と、
　前記赤外線受光部の前記赤外線吸収部から突出し、前記電極部との間に空間を隔てて、
前記電極部の、前記基板側と反対側の面を覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを
有し、
　前記庇部は

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線

受光部の外側に向けて 延び
　 隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光
部の中央部に対向する部分が開口している、熱型赤外線検出器。
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複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、

、前記赤外線受光部の縁部から前記赤外線受光部の外側に向けて延びており
、または、前記電極部が無い領域では 前記赤外線受光部の外
側に向けて、前記電極部が有る領域では

、それぞれ ており、
かつ前記庇部は、 前記



【請求項２】
　前記庇部が、前記支持部、および前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔て
て、前記支持部の、前記基板側と反対側の面、および前記コンタクトパッドを覆うもので
ある請求項１に記載の熱型赤外線検出器。
【請求項３】
　
　コンタクトパッドを備えた基板と、
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備え、前記基板のコンタクトパッド形成面の
上方に間隔をあけて配置された赤外線受光部と、
　前記基板上で前記赤外線受光部を前記基板の前記コンタクトパッド形成面から浮かせて
支持し、前記基板の前記コンタクトパッドに前記赤外線受光部の前記電極部を電気的に接
続する配線を構成するように少なくとも一部が導電性材料により形成された支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記支持部と
の間に空間を隔てて前記支持部の、前記基板側と反対側の面を覆い、かつ前記基板の前記
コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタクトパッドを覆う、赤外線を吸収する
材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向
けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の
中央部に対向する部分が開口している、熱型赤外線検出器。
【請求項４】
　前記庇部は、前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、
前記電極部との間に空間を隔てて、前記電極部の、前記基板側と反対側の面を覆うととも
に、前記支持部との間に空間を隔てて前記支持部の、前記基板側と反対側の面を覆い、か
つ前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタクトパッドを覆うも
のである請求項１に記載の熱型赤外線検出器。
【請求項５】
　前記基板の前記赤外線受光部側の表面である前記コンタクトパッド形成面に形成された
赤外線反射膜と、該赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１
の絶縁保護膜とをさらに有し、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部が前記支持部
により前記第１の絶縁保護膜から浮かせられて支持されている請求項１～４のいずれか１
項に記載の熱型赤外線検出器。
【請求項６】
　前記温度検出部の、前記基板側と反対側の面に前記赤外線吸収部の少なくとも一部が配
置されており、
　前記赤外線吸収部の、前記基板側と反対側の表面、および前記庇部の、前記基板側と反
対側の表面に形成された金属薄膜を有する請求項５に記載の熱型赤外線検出器。
【請求項７】
　前記基板の前記コンタクトパッドと電気的に接続され、前記温度検出部により検出され
た前記赤外線吸収部の温度変化を電気信号に変換して該電気信号を読み出す読出回路を前
記基板が有している請求項１～４のいずれか１項に記載の熱型赤外線検出器。
【請求項８】
　前記支持部が、前記基板の前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続するため
の配線を構成する導電性材料と、該導電性材料を覆う第２の絶縁保護膜とから成るもので
ある請求項１～４のいずれか１項に記載の熱型赤外線検出器。
【請求項９】
　
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
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複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、

前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、



該温度検出部と電気的に接続された電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記赤外線受光部の前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッド、および該コン
タクトパッドと電気的に接続されて、前記温度検出部により検出された前記赤外線吸収部
の温度変化を電気信号に変換して該電気信号を読み出す読出回路を備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成された赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記電極部お
よび前記支持部との間に空間を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反
対側の面を覆い、かつ前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタ
クトパッドを覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向
けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の
中央部に対向する部分が開口している、熱型赤外線検出器。
【請求項１０】
　
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成された赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記電極部お
よび前記支持部との間に空間を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反
対側の面を覆い、かつ前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタ
クトパッドを覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向
けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の
中央部に対向する部分が開口している、熱型赤外線検出器。
【請求項１１】
　
　赤外線が照射される金属薄膜、該金属薄膜に接した絶縁膜からの熱によって温度が変化
して前記金属薄膜の温度変化を検出する温度検出部、および温度検出部と電気的に接続さ
れた電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成され、前記赤外線受光部の前記金属薄膜
に照射された前記赤外線のうち前記金属薄膜を透過した赤外線を前記金属薄膜に向けて反
射することで、前記金属薄膜における赤外線同士の干渉によって前記金属薄膜を加熱する
ための赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
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前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、

前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、



の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線受光部の前記絶縁膜から突出し、前記電極部および前記支持部との間に空間
を隔てて前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反対側の面を覆い、かつ前記基板
の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタクトパッドを覆う、赤外線を吸
収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線

受光部の外側に向けて 延び
　 隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光
部の中央部に対向する部分が開口しており、
　前記庇部の、前記基板側と反対側の面全体にまで前記金属薄膜が延びている熱型赤外線
検出器。
【請求項１２】
　前記温度検出部が、サーミスターボロメータ薄膜、焦電型薄膜またはサーモパイルのい
ずれか１つである請求項１～１１のいずれか１項に記載の熱型赤外線検出器。
【請求項１３】
　
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成された赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記電極部お
よび前記支持部との間に空間を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反
対側の面を覆い、かつ前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタ
クトパッドを覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向けて延
び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の中央部
に対向する部分が開口している、熱型赤外線検出器の製造方法であって、
　前記コンタクトパッドを有する前記基板を準備する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
前記赤外線反射膜を形成する工程と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜および前記基板のそれぞれの表面に前
記第１の絶縁保護膜を形成する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
、前記基板と前記赤外線受光部との間の空間を形成するための第１の犠牲層を形成する工
程と、
　前記第１の犠牲層を覆うように前記第１の犠牲層および前記第１の絶縁保護膜のそれぞ
れの表面に、前記赤外線受光部の前記赤外線吸収部および前記支持部の前記第２の絶縁保
護膜を形成するための第１の材料膜を形成する工程と、
　前記第１の材料膜の、前記第１の犠牲層に対応する部分の表面に前記温度検出部を形成
する工程と、
　前記温度検出部を覆うように前記温度検出部および前記第１の材料膜のそれぞれの表面
に、前記赤外線受光部の前記赤外線吸収部および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形
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、前記赤外線受光部の縁部から前記赤外線受光部の外側に向けて延びており
、または、前記電極部が無い領域では 前記赤外線受光部の外
側に向けて、前記電極部が有る領域では

、それぞれ ており、
かつ前記庇部は、 前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器の製造方法であって、

前記



成するための第２の材料膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁保護膜、前記第１および第２の材料膜のそれぞれの、前記コンタクトパ
ッドに対応する部分に、前記コンタクトパッドに前記支持部の前記配線材料を電気的に接
続するための第１の開口部を形成する工程と、
　前記第２の材料膜の、前記温度検出部上の部分における前記電極部に対応する部分に、
前記温度検出部が露出するように第２の開口部を形成する工程と、
　前記第１および第２の開口部の内部、並びに前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受
光部の前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成するための金属膜を形成する工
程と、
　前記第２の材料膜が露出するように前記金属膜をパターニングして前記赤外線受光部の
前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成する工程と、
　前記金属膜を覆うように前記金属膜および前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受光
部の前記赤外線吸収部および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成するための第３の
材料膜を形成する工程と、
　前記第１の犠牲層が露出するように前記第１～第３の材料膜をパターニングして、前記
第１～第３の材料膜のそれぞれの一部分から構成された前記赤外線吸収部、および前記第
１～第３の材料膜のそれぞれの他の部分から構成された前記第２の絶縁保護膜を形成する
工程と、
　前記第３の材料膜の表面、および前記第１の犠牲層の露出面に、前記赤外線受光部の前
記電極部と前記庇部との間の空間、前記支持部と前記庇部との間の空間、および前記基板
の前記コンタクトパッドと前記庇部との間の空間を形成するための第２の犠牲層を形成す
る工程と、
　前記第３の材料膜の、前記温度検出部に対応する部分の一部が露出するように前記第２
の犠牲層をパターニングする工程と、
　前記第２の犠牲層の表面、および前記第３の材料膜の露出面に、前記庇部を形成するた
めの第４の材料膜を形成する工程と、
　前記第２の犠牲層の一部が露出するように前記第４の材料膜をパターニングして、前記
第４の材料膜の一部から構成された前記庇部を、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元
から前記赤外線受光部の外側に向けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離
させ、前記赤外線受光部の中央部に対向する部分が開口するように形成する工程と、
　前記第１および第２の犠牲層を除去する工程とを有する熱型赤外線検出器の製造方法。
【請求項１４】
　前記第４の材料膜をパターニングする工程の前に、前記第４の材料膜の表面に金属薄膜
を形成する工程をさらに有し、
　前記第４の材料膜をパターニングする工程で、前記第４の材料膜と共に前記金属薄膜を
パターニングして、前記庇部および前記赤外線吸収部のそれぞれの表面に前記金属薄膜を
残す請求項１３に記載の熱型赤外線検出器の製造方法。
【請求項１５】
　
　赤外線が照射される金属薄膜、該金属薄膜に接した絶縁膜からの熱によって温度が変化
して前記金属薄膜の温度変化を検出する温度検出部、および温度検出部と電気的に接続さ
れた電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成され、前記赤外線受光部の前記金属薄膜
に照射された前記赤外線のうち前記金属薄膜を透過した赤外線を前記金属薄膜に向けて反
射することで、前記金属薄膜における赤外線同士の干渉によって前記金属薄膜を加熱する
ための赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
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複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器の製造方法であって、



覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線受光部の前記絶縁膜から突出し、前記電極部および前記支持部との間に空間
を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反対側の面を覆い、かつ前記基
板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタクトパッドを覆う、赤外線を
吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線

受光部の外側に向けて 延び
　 隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光
部の中央部に対向する部分が開口しており、
　前記庇部の、前記基板側と反対側の面全体にまで前記金属薄膜が延びている熱型赤外線
検出器の製造方法であって、
　前記コンタクトパッドを有する前記基板を準備する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
前記赤外線反射膜を形成する工程と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜および前記基板のそれぞれの表面に前
記第１の絶縁保護膜を形成する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
、前記基板と前記赤外線受光部との間の空間を形成するための第１の犠牲層を形成する工
程と、
　前記第１の犠牲層を覆うように前記第１の犠牲層および前記第１の絶縁保護膜のそれぞ
れの表面に、前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成するための第１の材料膜を形成す
る工程と、
　前記第１の材料膜の、前記第１の犠牲層に対応する部分の表面に前記温度検出部を形成
する工程と、
　前記温度検出部を覆うように前記温度検出部および前記第１の材料膜のそれぞれの表面
に、前記赤外線受光部の前記絶縁膜および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成する
ための第２の材料膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁保護膜、前記第１および第２の材料膜のそれぞれの、前記コンタクトパ
ッドに対応する部分に、前記コンタクトパッドに前記支持部の前記配線材料を電気的に接
続するための第１の開口部を形成する工程と、
　前記第２の材料膜の、前記温度検出部上の部分における前記電極部に対応する部分に、
前記温度検出部が露出するように第２の開口部を形成する工程と、
　前記第１および第２の開口部の内部、並びに前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受
光部の前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成するための金属膜を形成する工
程と、
　前記第２の材料膜が露出するように前記金属膜をパターニングして前記赤外線受光部の
前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成する工程と、
　前記金属膜を覆うように前記金属膜および前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受光
部の前記絶縁膜および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成するための第３の材料膜
を形成する工程と、
　前記第１の犠牲層が露出するように前記第１～第３の材料膜をパターニングして、前記
第２および第３の材料膜のそれぞれの一部分から構成された、前記赤外線受光部の前記絶
縁膜、および前記第１～第３の材料膜のそれぞれの他の部分から構成された前記第２の絶
縁保護膜を形成する工程と、
　前記第３の材料膜の表面、および前記第１の犠牲層の露出面に、記赤外線受光部の前記
電極部と前記庇部との間の空間、前記支持部と前記庇部との間の空間、および前記基板の
前記コンタクトパッドと前記庇部との間の空間を形成するための第２の犠牲層を形成する
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工程と、
　前記第３の材料膜の、前記温度検出部に対応する部分の一部が露出するように前記第２
の犠牲層をパターニングする工程と、
　前記第２の犠牲層の表面、および前記第３の材料膜の露出面に、前記庇部を形成するた
めの第４の材料膜を形成する工程と、
　前記第４の材料膜の表面全体に、前記赤外線受光部の前記金属薄膜を形成するための第
５の材料膜を形成する工程と、
　前記第２の犠牲層の一部が露出するように前記第４および第５の材料膜をパターニング
して、前記第４の材料膜の一部から構成された前記庇部、および前記第５の材料膜の一部
から構成された前記金属薄膜を、

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する

根元から前記赤外線受光部の外側に向けて 延び かつ 隣接する
画素の庇部および金属薄膜と物理的に分離させ、前記赤外線受光部の中央部に対向する部
分が開口するように形成する工程と、
　前記第１および第２の犠牲層を除去する工程とを有する熱型赤外線検出器の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１および第２の犠牲層の材料としてポリイミドを用いる請求項１３～１５のいず
れか１項に記載の熱型赤外線検出器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、赤外線を受ける受光部が梁等によって基板から空間を隔てて支持された構造、
いわゆる熱分離構造を有する高開口率の熱型赤外線検出器およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
熱分離構造を有する熱型赤外線検出器の開口率（フィルファクター）を向上させるために
、木股氏等による特開平１０－２０９４１８号公報に記載された赤外線固体撮像素子の構
造や、 Ishikawa氏等による文献（ "Low-cost 320 x 240 uncooled IRFPA using conventio
nal silicon IC process" SPIE vol. 3698, 1999年 , p556-564）に記載された熱型赤外線
検出器アレイの構造等が提案されている。図２１は、熱分離構造を有する従来の熱型赤外
線検出器として、上記の特開平１０－２０９４１８号公報に記載された二次元赤外線固体
撮像素子を示す断面図である。図２１では、二次元赤外線固体撮像素子の１個の画素にお
ける電流経路に沿った断面が示されている。図２２は、図２１に示した二次元赤外線固体
撮像素子の１個の画素における赤外線吸収部を除いた部分の平面図である。図２３は、上
記の特開平１０－２０９４１８号公報に記載された二次元赤外線固体撮像素子の別の例を
示す断面図である。また、図２４は、熱分離構造を有する従来の熱型赤外線検出器として
、上記の Ishikawa氏等による文献（ SPIE vol. 3698, 1999年 , p556-564）に記載された熱
型赤外線検出器アレイを示す断面図である。
【０００３】
まず、図２１および図２２に示される従来の熱型赤外線検出器について説明する。図２１
に示すようにシリコン基板１００の表面には、空洞部１０４となる凹部が形成されている
。シリコン基板１００に形成された空洞部１０４の上に、シリコン基板１００の表面に積
層された絶縁膜１０８，１０９等から成る梁１０２，１０３がある。絶縁膜１０８，１０
９のそれぞれの厚さは数百ｎｍであり、梁１０２，１０３の厚さ、すなわちシリコン基板
１００上の絶縁膜の厚さの合計が１μｍ程度となっている。梁１０２，１０３のそれぞれ
の幅は１～３μｍ程度となっている。
【０００４】
梁１０２，１０３はそれぞれ、サーミスターボロメータ薄膜１０１を含む温度検出部１０
５を空洞部１０４の上で浮かして支持している。これらの絶縁膜１０８，１０９はそれぞ
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れ、温度検出部１０５からシリコン基板１００への熱の流出を制御する熱抵抗の大きい材
料であるシリコン窒化膜またはシリコン酸化膜等から成る。これら２つの絶縁膜１０８，
１０９は、梁１０２，１０３および温度検出部１０５の機械的構造を形成して温度検出部
１０５を支えている。
【０００５】
絶縁膜１０８と１０９との間には金属配線１０６，１０７が形成されている。金属配線１
０６，１０７のそれぞれの一端がサーミスターボロメータ薄膜１０１に接続されている。
金属配線１０６の他端は、絶縁膜１０９に形成されたコンタクト部１１０を介して、図２
２に示されるようにシリコン基板１００上に設けられた信号線２０２と電気的に接続され
ている。図２１では、シリコン基板１００上に設けられた信号線２０２が省略されている
。金属配線１０７の他端は、絶縁膜１０９に形成されたコンタクト部１１１を介して信号
読出回路２０１と電気的に接続されている。すなわち、サーミスターボロメータ薄膜１０
１が、金属配線１０６，１０７およびコンタクト部１１０，１１１を介して信号読出回路
２０１と電気的に接続されている。図２１では、シリコン基板１００上に設けられた信号
読出回路２０１が省略されている。
【０００６】
一方、温度検出部１０５の、空洞部１０４側と反対側の面には、接合柱１１３を介して赤
外線吸収部１１２が接合されている。赤外線吸収部１１２は、赤外線を吸収して熱に変換
する部分であり、シリコン窒化膜またはシリコン酸化膜、あるいはそれらの積層膜等によ
り構成されている。接合柱１１３は、赤外線吸収部１１２を温度検出部１０５から離して
保持すると共に赤外線吸収部１１２と温度検出部１０５とを熱的に結合している。接合柱
１１３も赤外線吸収部１１２と同様に、シリコン窒化膜またはシリコン酸化膜、あるいは
それらの積層膜等により構成されている。接合柱１１３の寸法としては、太さが数μｍで
、長さが１～２μｍであることが好ましく、接合柱１１３の形状は任意である。
【０００７】
熱型赤外線検出器では、赤外線吸収部に赤外線が照射されると、赤外線吸収部に赤外線が
吸収されて、その赤外線吸収部の温度が上昇する。そして、赤外線吸収部の温度変化を検
出することによって、赤外線吸収部に照射された赤外線が検出される。従って、図２１お
よび図２２に示した従来の熱型赤外線検出器は、主に赤外線吸収部１１２と温度検出部１
０５とから構成されている。この熱型赤外線検出器では、赤外線吸収部１１２に入射した
赤外線によって赤外線吸収部１１２に生じる温度変化が、接合柱１１３を介して温度検出
部１０５へと伝えられる。そして、温度変化による温度検出部１０５の特性変化、具体的
には図２１および図２２に示されるサーミスターボロメータ薄膜１０１の電気抵抗の変化
を検出することによって、赤外線吸収部１１２の温度変化を検出する。
【０００８】
図２２には、１個の画素２００の全体と、その１個の画素２００における信号読出回路２
０１の一部が示されている。画素２００に設置された信号読出回路２０１は、ＭＯＳトラ
ンジスタやダイオード等から構成されている。この信号読出回路２０１にはコンタクト部
２０５が形成されている。そのコンタクト部２０５が金属配線２０４を介して、制御クロ
ックバスライン２０３に形成されたコンタクト部２０６と接続されている。制御クロック
バスライン２０３は信号読出回路２０１を制御するためのものである。一方、金属配線１
０６は、コンタクト部１１０を介して信号線２０２と接続されている。信号線２０２は、
温度検出部１０５からの信号を読み出すためのものである。
【０００９】
図２３に示される別の熱型赤外線検出器、すなわち特開平１０－２０９４１８号公報に示
される別の例では、シリコン基板３００の上に空洞部３０２を隔てて温度検出部３０１が
配置されている。温度検出部３０１にはサーミスターボロメータ薄膜３０３が備えられて
おり、サーミスターボロメータ薄膜３０３が絶縁保護膜３０４，３０５で取り囲まれてい
る。温度検出部３０１は、梁３０６，３０７によりシリコン基板３００から浮かせて持ち
上げられている。
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【００１０】
サーミスターボロメータ薄膜３０３は、それに電流を流すための金属配線３０８，３０９
と、絶縁膜３０５，３１０に形成されたコンタクト部３１１，３１２とにより、シリコン
基板３００内の信号読出回路（不図示）に接続されている。金属配線３０８，３０９はそ
れぞれ、絶縁膜３０４，３０５で取り囲まれている。温度検出部３０１の、シリコン基板
３００側と反対側の面には、金属反射膜３１３と金属赤外線吸収膜３１６との間に赤外線
吸収部３１５が挟まれて成るものが接合柱３１４を介して接合されている。接合柱３１４
は金属反射膜３１３と一体になっており、金属反射膜３１３の、接合柱３１４側と反対側
の面に、赤外線吸収部３１５および金属赤外線吸収膜３１６がこの順番で積層されている
。このように金属反射膜３１３、赤外線吸収部３１５および金属赤外線吸収膜３１６によ
って、３層構造の光学的共振構造が構成されている。
【００１１】
熱型赤外線検出器によって検出したい赤外線の波長をλとし、赤外線吸収部３１５の屈折
率をｎとすると、赤外線吸収部３１５の厚みは、λ／（４ｎ）と表される。金属反射膜３
１３における赤外線の反射率は１００％であることが好ましく、金属赤外線吸収膜３１６
のシート抵抗は３７７Ω程度であることが望ましい。これらの条件を満たすことで、図２
３に示されるような光学的共振構造によって波長λの赤外線が効率良く吸収されて熱に変
換される。変換された熱は、接合柱３１４を通してサーミスターボロメータ薄膜３０３に
伝えられ、これによりサーミスターボロメータ薄膜３０３の抵抗値が変化する。サーミス
ターボロメータ薄膜３０３の抵抗値の変化は、シリコン基板３００の信号読出回路によっ
て電圧変化に変換されて電気信号として出力され、その電気信号が外部回路によって画像
化される。
【００１２】
図２４に示されるように、前記の Ishikawa氏等による文献（ SPIE vol. 3698, 1999年 , p5
56-564）に記載された熱型赤外線検出器アレイでは、ＳＯＩ（ Silicon on insulator）シ
リコン基板４００の表面に、空洞部４０２となる凹部が形成されている。その空洞部４０
２の上に温度検出部４０１が配置されている。温度検出部４０１は梁４０５によって、空
洞部４０２の底面から空洞部４０２の空間を隔てて、すなわちＳＯＩシリコン基板４００
から隔てられて支持されている。温度検出部４０１のＳＯＩ膜上にはシリコンダイオード
４０３が直列に形成され、シリコンダイオード４０３が絶縁保護膜４０４で取り囲まれて
いる。ここで、ＳＯＩシリコン基板４００には埋め込み酸化膜４１３が存在している。シ
リコンダイオード４０３は、それに電流を流すために梁４０５内に形成された金属配線４
０６により、ＳＯＩシリコン基板４００上の信号線４０７と、ＳＯＩシリコン基板４００
内の信号読出回路（不図示）とに接続されている。金属配線４０６は絶縁膜４０８で取り
囲まれている。
【００１３】
温度検出部４０１の、  ＳＯＩシリコン基板４００側と反側の面には、赤外線反射膜４０
９、絶縁膜４１１および赤外線吸収膜４１２がこの順番で積層されて成るものが接合され
ている。赤外線反射膜４０９、絶縁膜４１１および赤外線吸収膜４１２が積層されたもの
の、温度検出部４０１との接合部分は、温度検出部４０１側に向かって突出して接合柱４
１０となっている。接合柱４１０の絶縁膜４１１側の面が温度検出部４０１に接している
。これら赤外線反射膜４０９、絶縁膜４１１および赤外線吸収膜４１２から、３層構造の
光学的共振構造が構成されている。
【００１４】
熱型赤外線検出器によって検出したい赤外線の波長をλ（具体的には８～１２μｍ帯）と
し、絶縁膜４１１の屈折率をｎとすると、絶縁膜４１１の厚みは、λ／（４ｎ）と表され
る。絶縁膜４１１はシリコン酸化膜とシリコン窒化膜で構成されている。赤外線反射膜４
０９の赤外反射率は１００％であることが好ましく、赤外線吸収膜４１２のシート抵抗は
３７７Ω程度であることが望ましい。これらの条件を満たすことで、図２４に示されるよ
うな光学的共振構造によって波長λの赤外線が効率良く吸収されて熱に変換される。変換
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された熱は、接合柱４１０を通してシリコンダイオード４０３に伝えられ、伝えられた熱
によってシリコンダイオード４０３における電流－電圧特性が変化する。シリコンダイオ
ード４０３における電流－電圧特性の変化は、信号読出回路によって電圧変化に変換され
て電気信号として出力され、その電気信号が外部回路によって画像化される。熱型赤外線
検出器の感度は、温度検出部と基板との間の熱分離が大きいほど高くなる。前記の Ishika
wa氏等の文献に記載された赤外線検出器の場合、熱コンダクタンスが８．２×１０ - 8Ｗ／
Ｋと小さく、高い感度を得られることが予想される。
【００１５】
図２５は、木村氏等による特開平１０－１８５６８１号公報に記載された熱型赤外線セン
サを示す斜視図であり、図２６は、図２５に示される熱型赤外線センサのＡ－Ａ’線断面
図である。図２５および図２６に示される熱型赤外線検出器では、赤外線受光部５１０が
、２つの梁５０１、第１の柱部５０２および第２の柱部５０３によって半導体基板５０４
から浮かせられて支持されている。赤外線受光部５１０には、図２６に示されるように、
ｐｎ接合サーミスターである多結晶シリコン膜５１１が形成されている。赤外線受光部５
１０は、入射した赤外線のエネルギーを吸収する赤外線吸収層と、その赤外線エネルギー
の吸収に起因する温度上昇による物性値（例えば、抵抗値）の変化を電気的に検知するセ
ンサ部として機能する熱電変換層とによって構成されている。
【００１６】
　２つの梁５０１はそれぞれ、平面形状がＬ字型の板状に形成されていて、赤外線受光部
５１０と半導体基板５０４との間に配置されている。半導体基板５０４の表層に部分的に
形成された不純物拡散層５０４ａと、梁５０１の一端部とが第１の柱部５０２によって接
続され、梁５０１の他端部と赤外線受光部５１０とが第２の柱部５０３によって接続され
ている。これら梁５０１、第１の柱部５０２および第２の柱部５０３によって支持部が構
成されている。そして、この支持部によって、赤外線受光部５１０が、図２６に示される
所定の高さｈの空隙Ｍを介して半導体基板５０４上で支持 従って、梁５０１
、第１の柱部５０２および第２の柱部５０３はそれぞれ、赤外線受光部５１０の下方に配
置されている。
【００１７】
図２６に示されるように、赤外線受光部５１０は、多結晶シリコン膜５１１と、多結晶シ
リコン膜５１１の表面を被覆する窒化シリコン膜５１２，５１３，５１４とによって構成
されている。窒化シリコンは、赤外線を吸収し易い材質であるため、多結晶シリコン膜５
１１の上面に形成された窒化シリコン膜５１３，５１４が赤外線受光部５１０における赤
外線吸収層の実質的な大きさ（面積）を決定することになる。
【００１８】
多結晶シリコン膜５１１には、ｎ形拡散層およびｐ形拡散層が形成され、これらｎ形拡散
層およびｐ形拡散層によってｐｎ接合型サーミスタが構成されている。また、赤外線受光
部５１０の所定の位置にはスルーホール５２４が設けられており、スルーホール５２４を
囲むように、高濃度不純物拡散層（導電部）５１１ａが形成されている。この高濃度不純
物拡散層５１１ａは前記ｐｎ接合型サーミスタに電気的に接続されている。
【００１９】
２つの梁５０１はそれぞれ、図２６に示すようにチタン膜５１５、およびチタン膜５１５
を覆う窒化シリコン膜５１６，５１７により構成されている。これらの膜のうちチタン膜
５１５の一端部５１５ａは、半導体基板５０４に形成された不純物拡散層５０４ａに電気
的に接続されている。また、チタン膜５１５を覆う窒化シリコン膜５１７には開口５１７
ａが設けられ、この開口５１７ａにおいてチタン膜５１５の他端部５１５ｂがアルミニウ
ム膜５１８を介して、多結晶シリコン膜５１１に形成された高濃度不純物拡散層（導電部
）５１１ａに電気的に接続される。従って、赤外線受光部５１０の導体部（若しくは半導
体部）と半導体基板５０４の不純物拡散層５０４ａとが、チタン膜５１５およびアルミニ
ウム膜５１８を介して電気的に接続されている。
【００２０】
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されている。



チタン膜５１５の一端部５１５ａが第１の柱部５０２（および導電部）として機能し、ア
ルミニウム膜５１８が第２の柱部５０３（および導電部）として機能している。アルミニ
ウム膜５１８は、スルーホール５２４において高濃度不純物拡散層５１１ａに接するよう
にスルーホール５２４の内壁に形成されている。アルミニウム膜５１８の外周面および内
周面は各々、保護膜としての窒化シリコン膜５１４，５１３で覆われている。
【００２１】
このような熱型赤外線検出器では、赤外線が赤外線受光部５１０に入射すると、入射した
赤外線が赤外線受光部５１０の赤外線吸収部に吸収されて熱に変換される。そして、変換
された熱量に応じて赤外線受光部５１０のセンサ部の物性値（例えば抵抗値）が変化する
。上述したように梁５０１は、赤外線受光部５１０とほぼ平行に赤外線受光部５１０の下
方に配置されている。また、梁５０１と共に支持部を構成する第１の柱部５０２および第
２の柱部５０３も、赤外線受光部５１０の下方に配置されている。よって、赤外線が入射
する側（図２６の上方）から見たとき、梁５０１と第１の柱部５０２と第２の柱部５０３
とから成る支持部が赤外線受光部５１０で覆われている。これにより、赤外線受光部５１
０が占める面積の割合（開口率）を高めることができ、温度分解能を向上させることがで
きる。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
上述した特開平１０－２０９４１８号公報や、 Ishikawa等による文献（ SPIE vol. 3698, 
1999年 , p556-564）に記載された熱型赤外線検出器は、小さい熱コンダクタンスと高い開
口率（フィルファクター）を有しているため感度が高いと予想される。熱型赤外線検出器
アレイを用いて実時間画像（３０Ｈｚ以上のフレームレート）を得るためには、熱時定数
が３０ msecより十分小さいことが要求される。熱時定数（τ t h）は、図２１～図２６に示
したそれぞれの熱型赤外線検出器において、次の式（１）のように温度検出部および赤外
線吸収部の熱容量（Ｈ）と、熱分離構造の熱コンダクタンス（Ｇ t h）との比で表わされる
。
【００２３】
【数１】
　
　
　
　
　
前述した従来のそれぞれの熱型赤外線検出器は、次に説明するように、熱時定数が３０ ms
ecよりかなり大きいことが予想され、実時間画像化において残像が大きな問題になると考
えられる。
【００２４】
前記の Ishikawa氏等（ SPIE vol. 3698, 1999年 , p556-564）の文献に記載された熱型赤外
線検出器の場合、熱コンダクタンスの値が８．２×１０ - 8Ｗ／Ｋと記述されているが、熱
容量に関する記載が一切ない。但し、温度検出部の大きさは、その文献中のＳＥＭ写真よ
り約１７×２３μｍであることが分かる。上記の Ishikawa等と同じグループである木股氏
等の文献（特開平１０－２０９４１８号公報）では、熱コンダクタンスに関する記述はな
いが、温度検出部の厚さは梁の厚さから約１μｍと推測でき、その温度検出部の熱容量を
計算することができる。また、赤外線吸収部の熱容量については、 Ishikawa等の光学的共
振構造に対して、波長８～１２μｍ帯でのシリコン酸化膜とシリコン窒化膜の屈折率の値
および両材料の定積比熱から計算される。波長８～１２μｍ帯の赤外線に対するシリコン
酸化膜の屈折率は、 Given W. Cleek氏による文献（ "The Optical Constants of Some Oxi
de Glasses in the Strong Absorption Region" Applied Optics, vol. 5, No. 5 / 1966
年 , p771）に記載されているように０．５１～３．３８の範囲にあり、波長９．５μｍに
特異な吸収があるため、同波長帯での代表的な屈折率を決めることは容易ではない。しか
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し、ここでは上記の Given W. Cleek氏による文献の７７４頁に記載された図７を参考にし
て、波長８～１２μｍ帯の赤外線に対するシリコン酸化膜の屈折率として１．５を用いる
ことにする。波長８～１２μｍ帯でのシリコン窒化膜の屈折率は、 B. E. Cole氏による特
表平７－５０９０５７号公報の図７に示されているシリコン窒化膜の反射率のデータから
１．９と計算される。シリコン酸化膜の定積比熱は成膜方法に依存していて、１．０５Ｊ
／ｃｍ 3・Ｋ（ Henry Baltes氏と Oliver Paul氏による "Thermal Sensors Fabricated by C
MOS and Micromachining" Sensors and Materials, vol. 8, 1996年 , p409-421）から２
．２７Ｊ／ｃｍ 3・Ｋ（ R. A. Wood, "Monolithic Silicon Microbolometer Arrays" in "
Uncooled Infrared Imaging Arrays and Systems", Semiconductors and Semimetals, Vo
lume 47, volume editors Paul W. Kruse and David D. Skatrud, Academic Press, 1997
年 , p99）の範囲にある。シリコン窒化膜の定積比熱についてはデータが見当たらない。
そこで両材料に対して１．７Ｊ／ｃｍ 3・Ｋという値を用いて熱容量を計算する。
【００２５】
まず、波長８～１２μｍ帯でのシリコン酸化膜とシリコン窒化膜の屈折率の値から赤外線
吸収部の絶縁膜４１１の厚みは１．３～１．７μｍと推測され、 Ishikawa等の熱型赤外線
検出器アレイの開口率が９０％であることを考慮すると、温度検出部４０１と赤外線吸収
部（４０９，４１１，４１２）の熱容量は各々、６．６×１０ - 1 0Ｊ／Ｋ、（３．２～４
．２）×１０ - 9Ｊ／Ｋであり、熱容量の合計は（３．９～４．８）×１０ - 9Ｊ／Ｋとなる
。この値と熱コンダクタンスの値８．２×１０ - 8Ｗ／Ｋより、木股等および Ishikawa等の
熱型赤外線検出器アレイの熱時定数は、４７～５８ msecと予想され、実時間画像化におい
て残像等が大きな問題になると判断される。
【００２６】
次に、赤外線吸収部が、厚さ５００ｎｍのシリコン窒化膜から成る絶縁膜４１１と、厚さ
１５０ｎｍのＴｉ膜から成る赤外線反射膜４０９とだけで構成されている場合、赤外線吸
収部の熱容量が１．７×１０ - 9Ｊ／Ｋとなり、熱時定数は３０ msecと計算される。しかし
、依然としてテレビのフレームレート３０Ｈｚ（時間で３３ msec）とあまり変わらず、や
はり残像等が問題になると判断される。
【００２７】
特開平１０－１８５６８１号公報の熱型赤外線検出器の場合、赤外線受光部５１０、梁５
０１および半導体基板５０４の三階建て構造のため、第１の柱部５０２および第２の柱部
５０３が必要となる。よって、導電材料の接触不良が発生しやすいという問題点がある。
また、第２の柱部５０３の直上部とその近傍はサーミスターの電極として機能するため、
その分、開口率が小さくなるという問題点がある。
【００２８】
本発明の目的は、開口率を高めると同時に、熱時定数を殆ど増加させることなく、感度を
より高くすることが可能な熱型赤外線検出器およびその製造方法を提供することにある。
【００２９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、

　コンタクトパッドを備えた基板と、
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備え、前記基板のコンタクトパッド形成面の
上方に間隔をあけて配置された赤外線受光部と、
　前記基板上で前記赤外線受光部を前記基板のコンタクトパッド形成面から浮かせて支持
し、前記基板の前記コンタクトパッドに前記赤外線受光部の前記電極部を電気的に接続す
る配線を構成するように少なくとも一部が導電性材料により形成された支持部と、
　前記赤外線受光部の前記赤外線吸収部から突出し、前記電極部との間に空間を隔てて、
前記電極部の、前記基板側と反対側の面を覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを
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複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外
線検出器であって、



有し、
　前記庇部は

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線

受光部の外側に向けて 延び
　 隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光
部の中央部に対向する部分が開口している。
【００３０】
上記の発明では、赤外線受光部の赤外線吸収膜と、赤外線吸収部から突出した庇部とに赤
外線が入射すると、入射した赤外線の少なくとも一部が赤外線吸収膜と庇部に吸収されて
、赤外線吸収膜および庇部が加熱される。赤外線吸収膜の熱は温度検出部に伝わり、庇部
の熱も赤外線吸収膜を通して温度検出部に伝わり、温度検出部の温度が変化する。温度検
出部の温度変化は、温度検出部と電気的に接続された電極部、支持部の配線、および基板
をコンタクトパッドを通して信号として、例えば信号読出回路に伝えられて、その信号読
出回路によって電気信号に変換される。そして、その電気信号を基に温度検出部の温度変
化が外部回路などによって赤外画像化される。ここで、上記のように赤外線受光部の赤外
線吸収部から庇部を突出させて、その庇部によって、電極部との間に空間を隔てて前記電
極部の、前記基板側と反対側の面を覆うことにより、熱型赤外線検出器の各画素の開口率
を増加させて、赤外線をより多く吸収することができる。その結果、熱型赤外線検出器の
感度を高くすることができる。また、庇部の根元を赤外線受光部の縁部近傍に配置させる
ことにより、熱容量も殆ど増えず、熱時定数もテレビのフレームレートに対応する時間３
３ msecより十分小さくすることができる。
前記庇部が、前記支持部、および前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて
前記支持部の、前記基板側と反対側の面、および前記コンタクトパッドを覆うものである
ことが好ましい。
【００３１】
　上記のように、赤外線受光部の赤外線吸収部から突出した庇部によって、基板のコンタ
クトパッド、および赤外線受光部を支持する支持部との間に空間を隔てて、コンタクトパ
ッドおよび支持部を覆うことにより、熱型赤外線検出器における各画素の開口率をより増
加させて、赤外線をより多く吸収することができる。
　また、本発明は、
　コンタクトパッドを備えた基板と、
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備え、前記基板のコンタクトパッド形成面の
上方に間隔をあけて配置された赤外線受光部と、
　前記基板上で前記赤外線受光部を前記基板のコンタクトパッド形成面から浮かせて支持
し、前記基板の前記コンタクトパッドに前記赤外線受光部の前記電極部を電気的に接続す
る配線を構成するように少なくとも一部が導電性材料により形成された支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記支持部と
の間に空間を隔てて前記支持部の、前記基板側と反対側の面を覆い、かつ前記基板の前記
コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタクトパッドを覆う、赤外線を吸収する
材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向
けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の
中央部に対向する部分が開口している。
【００３２】
上記の発明では、赤外線受光部の赤外線吸収部における電極部に対応する部分を除く部分
から庇部を突出させて、その庇部によって支持部、および基板のコンタクトパッドを覆う
ことにより、熱型赤外線検出器の各画素の開口率を増加させて、赤外線をより多く吸収す
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、前記赤外線受光部の縁部から前記赤外線受光部の外側に向けて延びており
、または、前記電極部が無い領域では 前記赤外線受光部の外
側に向けて、前記電極部が有る領域では

、それぞれ ており、
かつ前記庇部は、 前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、

前記



ることができる。ここで、赤外線吸収部の、電極部に対応する部分を除く部分から庇部を
突出させたことにより、庇部の熱が電極部、および支持部の配線を伝わって基板に逃げる
ということが防止される。その結果、熱型赤外線検出器の感度が悪化するということが防
止される。
【００３３】
　具体的には、前記基板の前記赤外線受光部側の表面
に形成された赤外線反射膜と、該赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形
成された第１の絶縁保護膜とをさらに有し、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部
が前記支持部により前記第１の絶縁保護膜から浮かせられて支持されていることが好まし
い。
【００３４】
　上記のように、基板の赤外線受光部側の表面 に、赤
外線反射膜、および赤外線反射膜を覆う第１の絶縁保護膜が形成されていることにより、
赤外線受光部を透過した赤外線が基板上の赤外線反射膜によって赤外線受光部に向けて反
射される。反射された赤外線は、赤外線吸収部や庇部に再度入射して、それらに吸収され
る。よって、このように基板の に赤外線反射膜が形成されている
ことにより、より多くの赤外線を赤外線吸収部や庇部に吸収させることができる。
【００３５】
さらに、前記温度検出部の、前記基板側と反対側の面に前記赤外線吸収部の少なくとも一
部が配置されており、前記赤外線吸収部の、前記基板側と反対側の表面、および前記庇部
の、前記基板側と反対側の表面に形成された金属薄膜を有していてもよい。
【００３６】
上記のように、赤外線吸収部および庇部の、前記基板側と反対側の表面に金属薄膜を形成
することにより、その金属薄膜で赤外線同士を干渉させて金属薄膜を加熱するように熱型
赤外線検出器を構成することができる。そのような熱型赤外線検出器における具体的な動
作としては、まず、赤外線吸収部および庇部上の金属薄膜に赤外線が入射すると、入射し
た赤外線の一部が金属薄膜により反射されようとする。一方、金属薄膜に入射した赤外線
の他の部分は、金属薄膜を通過して基板に向かって進行する。金属薄膜を通過した赤外線
は、基板上の赤外線反射膜やコンタクトパッド等により金属薄膜に向けて反射されて、金
属薄膜に再び入射する。ここで、金属薄膜に再び入射する赤外線は、金属薄膜により反射
されようとする元の赤外線と打ち消し合う干渉を起こし、干渉を起こした赤外線同士が金
属薄膜内の自由電子により吸収され熱になる。その結果、金属薄膜が加熱されてその温度
が上昇し、金属薄膜の熱は庇部や赤外線吸収膜を介して温度検出部に伝わる。ここで、庇
部および赤外線吸収部上に形成された金属薄膜によって、庇部および赤外線吸収部の熱が
温度検出部に速く伝わるようになっている。
【００３７】
さらに、前記基板の前記コンタクトパッドと電気的に接続され、前記温度検出部により検
出された前記赤外線吸収部の温度変化を電気信号に変換して該電気信号を読み出す読出回
路を前記基板が有していることが好ましい。
【００３８】
　さらに、前記支持部が、前記基板の前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続
するための配線を構成する導電性材料と、 を覆う第２の絶縁保護膜とから成
るものであることが好ましい。
【００３９】
　さらに本発明は、
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記赤外線受光部の前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッド、および該コン
タクトパッドと電気的に接続されて、前記温度検出部により検出された前記赤外線吸収部
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である前記コンタクトパッド形成面

である前記コンタクトパッド形成面

コンタクトパッド形成面

該導電性材料

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、



の温度変化を電気信号に変換して該電気信号を読み出す読出回路を備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成された赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記電極部お
よび前記支持部との間に空間を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反
対側の面を覆い、かつ前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタ
クトパッドを覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向
けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の
中央部に対向する部分が開口している。
【００４０】
　さらに、本発明は、
　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成された赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記電極部お
よび前記支持部との間に空間を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反
対側の面を覆い、かつ前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタ
クトパッドを覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向
けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の
中央部に対向する部分が開口している。
【００４１】
上記の本発明のそれぞれの熱型赤外線検出器では、赤外線受光部の赤外線吸収部から突出
した庇部によって、赤外線受光部の電極部、支持部、および基板のコンタクトパッドを覆
うことで、上述したのと同様に熱型赤外線検出器の各画素の開口率を増加させて、赤外線
をより多く吸収することができる。
【００４２】
さらに、前記庇部の材料が、赤外線を吸収するものであることが好ましい。
【００４３】
　さらに、本発明は、
　赤外線が照射される金属薄膜、該金属薄膜に接した絶縁膜からの熱によって温度が変化
して前記金属薄膜の温度変化を検出する温度検出部、および温度検出部と電気的に接続さ
れた電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成され、前記赤外線受光部の前記金属薄膜
に照射された前記赤外線のうち前記金属薄膜を透過した赤外線を前記金属薄膜に向けて反
射することで、前記金属薄膜における赤外線同士の干渉によって前記金属薄膜を加熱する
ための赤外線反射膜と、
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前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、

前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器であって、



　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料
を覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第
１の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線受光部の前記絶縁膜から突出し、前記電極部および前記支持部との間に空間
を隔てて前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反対側の面を覆い、かつ前記基板
の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタクトパッドを覆う、赤外線を吸
収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線

受光部の外側に向けて 延び
　 隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光
部の中央部に対向する部分が開口しており、
　前記庇部の、前記基板側と反対側の面全体にまで前記金属薄膜が延びている。
　上記の発明では、赤外線受光部の金属薄膜に赤外線が入射すると、入射した赤外線の一
部が金属薄膜により反射されようとする。一方、金属薄膜に入射した赤外線の他の部分は
、金属薄膜を通過して基板に向かって進行する。金属薄膜を通過した赤外線は、基板上の
赤外線反射膜やコンタクトパッド等により金属薄膜に向けて反射されて、再び金属薄膜に
入射する。ここで、金属薄膜に再び入射する赤外線は、金属薄膜により反射されようとす
る元の赤外線と打ち消し合う干渉を起こし、干渉を起こした赤外線同士が金属薄膜内の自
由電子により吸収され熱になる。その結果、金属薄膜が加熱されてその温度が上昇し、金
属薄膜の熱は、その金属薄膜に接した絶縁膜や庇部を介して温度検出部に伝わる。このよ
うに金属薄膜で赤外線同士を干渉させて金属薄膜を加熱するように構成された熱型赤外線
検出器においても、赤外線受光部の絶縁膜から庇部を突出させて、その庇部によって、赤
外線受光部の電極部、支持部、および基板のコンタクトパッドを覆うようにする。そして
、その庇部の、基板側と反対側の面全体にまで金属薄膜を延ばすことにより、熱型赤外線
検出器の各画素の開口率を増加させて、赤外線をより多く吸収することができる。その結
果、熱型赤外線検出器の感度を高くすることができる。
【００４４】
前記温度検出部は、サーミスターボロメータ薄膜、焦電型薄膜またはサーモパイルのいず
れか１つであることが好ましい。
【００４５】
　さらに、本発明は、

　赤外線を吸収することで該赤外線により加熱される赤外線吸収部、該赤外線吸収部から
の熱によって温度が変化して前記赤外線吸収部の温度変化を検出する温度検出部、および
該温度検出部と電気的に接続された電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成された赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線吸収部の、前記電極部に対応する部分を除く部分から突出し、前記電極部お
よび前記支持部との間に空間を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反
対側の面を覆い、かつ前記基板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタ
クトパッドを覆う、赤外線を吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は、前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線受光部の外側に向けて延
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、前記赤外線受光部の縁部から前記赤外線受光部の外側に向けて延びており
、または、前記電極部が無い領域では 前記赤外線受光部の外
側に向けて、前記電極部が有る領域では

、それぞれ ており、
かつ前記庇部は、 前記

複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器の製造方法
であって、



び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光部の中央部
に対向する部分が開口している、熱型赤外線検出器の製造方法であって、
　前記コンタクトパッドを有する前記基板を準備する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
前記赤外線反射膜を形成する工程と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜および前記基板のそれぞれの表面に前
記第１の絶縁保護膜を形成する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
、前記基板と前記赤外線受光部との間の空間を形成するための第１の犠牲層を形成する工
程と、
　前記第１の犠牲層を覆うように前記第１の犠牲層および前記第１の絶縁保護膜のそれぞ
れの表面に、前記赤外線受光部の前記赤外線吸収部および前記支持部の前記第２の絶縁保
護膜を形成するための第１の材料膜を形成する工程と、
　前記第１の材料膜の、前記第１の犠牲層に対応する部分の表面に前記温度検出部を形成
する工程と、
　前記温度検出部を覆うように前記温度検出部および前記第１の材料膜のそれぞれの表面
に、前記赤外線受光部の前記赤外線吸収部および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形
成するための第２の材料膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁保護膜、前記第１および第２の材料膜のそれぞれの、前記コンタクトパ
ッドに対応する部分に、前記コンタクトパッドに前記支持部の前記配線材料を電気的に接
続するための第１の開口部を形成する工程と、
　前記第２の材料膜の、前記温度検出部上の部分における前記電極部に対応する部分に、
前記温度検出部が露出するように第２の開口部を形成する工程と、
　前記第１および第２の開口部の内部、並びに前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受
光部の前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成するための金属膜を形成する工
程と、
　前記第２の材料膜が露出するように前記金属膜をパターニングして前記赤外線受光部の
前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成する工程と、
　前記金属膜を覆うように前記金属膜および前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受光
部の前記赤外線吸収部および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成するための第３の
材料膜を形成する工程と、
　前記第１の犠牲層が露出するように前記第１～第３の材料膜をパターニングして、前記
第１～第３の材料膜のそれぞれの一部分から構成された前記赤外線吸収部、および前記第
１～第３の材料膜のそれぞれの他の部分から構成された前記第２の絶縁保護膜を形成する
工程と、
　前記第３の材料膜の表面、および前記第１の犠牲層の露出面に、記赤外線受光部の前記
電極部と前記庇部との間の空間、前記支持部と前記庇部との間の空間、および前記基板の
前記コンタクトパッドと前記庇部との間の空間を形成するための第２の犠牲層を形成する
工程と、
　前記第３の材料膜の、前記温度検出部に対応する部分の一部が露出するように前記第２
の犠牲層をパターニングする工程と、
　前記第２の犠牲層の表面、および前記第３の材料膜の露出面に、前記庇部を形成するた
めの第４の材料膜を形成する工程と、
　前記第２の犠牲層の一部が露出するように前記第４の材料膜をパターニングして、前記
第４の材料膜の一部から構成された前記庇部を、前記赤外線受光部の縁部に位置する根元
から前記赤外線受光部の外側に向けて延び、かつ隣接する 画素の庇部と物理的に分離
させ、前記赤外線受光部の中央部に対向する部分が開口するように形成する工程と、
　前記第１および第２の犠牲層を除去する工程とを有する。
【００４６】
前記第４の材料膜をパターニングする工程の前に、前記第４の材料膜の表面に金属薄膜を

10

20

30

40

50

(17) JP 3921320 B2 2007.5.30

前記

前記



形成する工程をさらに有し、前記第４の材料膜をパターニングする工程で、前記第４の材
料膜と共に前記金属薄膜をパターニングして、前記庇部および前記赤外線吸収部のそれぞ
れの表面に前記金属薄膜を残してもよい。
【００４７】
　さらに、本発明は、

　赤外線が照射される金属薄膜、該金属薄膜に接した絶縁膜からの熱によって温度が変化
して前記金属薄膜の温度変化を検出する温度検出部、および温度検出部と電気的に接続さ
れた電極部を備えた赤外線受光部と、
　前記電極部と電気的に接続されるコンタクトパッドを備えた基板と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の面に形成され、前記赤外線受光部の前記金属薄膜
に照射された前記赤外線のうち前記金属薄膜を透過した赤外線を前記金属薄膜に向けて反
射することで、前記金属薄膜における赤外線同士の干渉によって前記金属薄膜を加熱する
ための赤外線反射膜と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜の表面に形成された第１の絶縁保護膜
と、
　前記コンタクトパッドに前記電極部を電気的に接続する配線材料、および該配線材料を
覆う第２の絶縁保護膜から成り、前記第１の絶縁保護膜上で前記赤外線受光部を前記第１
の絶縁保護膜から浮かせて支持する支持部と、
　前記赤外線受光部の前記絶縁膜から突出し、前記電極部および前記支持部との間に空間
を隔てて、前記電極部および前記支持部の、前記基板側と反対側の面を覆い、かつ前記基
板の前記コンタクトパッドとの間に空間を隔てて前記コンタクトパッドを覆う、赤外線を
吸収する材料からなる庇部とを有し、
　前記庇部は

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する根元から前記赤外線

受光部の外側に向けて 延び
　 隣接する 画素の庇部と物理的に分離されており、前記赤外線受光
部の中央部に対向する部分が開口しており、
　前記庇部の、前記基板側と反対側の面全体にまで前記金属薄膜が延びている熱型赤外線
検出器の製造方法であって、
　前記コンタクトパッドを有する前記基板を準備する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
前記赤外線反射膜を形成する工程と、
　前記赤外線反射膜を覆うように前記赤外線反射膜および前記基板のそれぞれの表面に前
記第１の絶縁保護膜を形成する工程と、
　前記基板の前記コンタクトパッド側の表面における前記赤外線受光部に対応する部分に
、前記基板と前記赤外線受光部との間の空間を形成するための第１の犠牲層を形成する工
程と、
　前記第１の犠牲層を覆うように前記第１の犠牲層および前記第１の絶縁保護膜のそれぞ
れの表面に、前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成するための第１の材料膜を形成す
る工程と、
　前記第１の材料膜の、前記第１の犠牲層に対応する部分の表面に前記温度検出部を形成
する工程と、
　前記温度検出部を覆うように前記温度検出部および前記第１の材料膜のそれぞれの表面
に、前記赤外線受光部の前記絶縁膜および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成する
ための第２の材料膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁保護膜、前記第１および第２の材料膜のそれぞれの、前記コンタクトパ
ッドに対応する部分に、前記コンタクトパッドに前記支持部の前記配線材料を電気的に接
続するための第１の開口部を形成する工程と、
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複数の画素がアレイ状に並んだ構成の熱型赤外線検出器の製造方法
であって、

、前記赤外線受光部の縁部から前記赤外線受光部の外側に向けて延びており
、または、前記電極部が無い領域では 前記赤外線受光部の外
側に向けて、前記電極部が有る領域では

、それぞれ ており、
かつ前記庇部は、 前記



　前記第２の材料膜の、前記温度検出部上の部分における前記電極部に対応する部分に、
前記温度検出部が露出するように第２の開口部を形成する工程と、
　前記第１および第２の開口部の内部、並びに前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受
光部の前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成するための金属膜を形成する工
程と、
　前記第２の材料膜が露出するように前記金属膜をパターニングして前記赤外線受光部の
前記電極部および前記支持部の前記配線材料を形成する工程と、
　前記金属膜を覆うように前記金属膜および前記第２の材料膜の表面に、前記赤外線受光
部の前記絶縁膜および前記支持部の前記第２の絶縁保護膜を形成するための第３の材料膜
を形成する工程と、
　前記第１の犠牲層が露出するように前記第１～第３の材料膜をパターニングして、前記
第２および第３の材料膜のそれぞれの一部分から構成された、前記赤外線受光部の前記絶
縁膜、および前記第１～第３の材料膜のそれぞれの他の部分から構成された前記第２の絶
縁保護膜を形成する工程と、
　前記第３の材料膜の表面、および前記第１の犠牲層の露出面に、記赤外線受光部の前記
電極部と前記庇部との間の空間、前記支持部と前記庇部との間の空間、および前記基板の
前記コンタクトパッドと前記庇部との間の空間を形成するための第２の犠牲層を形成する
工程と、
　前記第３の材料膜の、前記温度検出部に対応する部分の一部が露出するように前記第２
の犠牲層をパターニングする工程と、
　前記第２の犠牲層の表面、および前記第３の材料膜の露出面に、前記庇部を形成するた
めの第４の材料膜を形成する工程と、
　前記第４の材料膜の表面全体に、前記赤外線受光部の前記金属薄膜を形成するための第
５の材料膜を形成する工程と、
　前記第２の犠牲層の一部が露出するように前記第４および第５の材料膜をパターニング
して、前記第４の材料膜の一部から構成された前記庇部、および前記第５の材料膜の一部
から構成された前記金属薄膜を、

前記赤外線受光部の縁部から
前記電極部の内側に位置する

根元から前記赤外線受光部の外側に向けて 延び かつ 隣接する
画素の庇部および金属薄膜と物理的に分離させ、前記赤外線受光部の中央部に対向する部
分が開口するように形成する工程と、
　前記第１および第２の犠牲層を除去する工程とを有する。
【００４８】
前記第１および第２の犠牲層の材料としてはポリイミドを用いることが好ましい。
【００４９】
上記の通りの、本発明の熱型赤外線検出器の製造方法によれば、上述したように開口率が
高く、赤外線をより多く吸収することが可能な高感度の熱型赤外線検出器を製造すること
ができる。
【００５０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００５１】
（第１の実施の形態）
図１は、本発明の第１の実施形態の熱型赤外線検出器を示す平面図である。図２は図１の
Ｘ－Ｘ’線断面図であり、図３は図１のＹ－Ｙ’線断面図である。図４は、図１～図３に
示した熱型赤外線検出器における電流経路に沿った断面図であり、図５は図２のＡ－Ａ’
線断面図である。本実施形態の熱型赤外線検出器は、画素ピッチが４０μｍの２次元アレ
イセンサであり、図１には４つの画素が示されている。
【００５２】
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前記赤外線受光部の縁部から前記赤外線受光部の外側に
向けて延びるように、または、前記電極部が無い領域では 前
記赤外線受光部の外側に向けて、前記電極部が有る領域では

、それぞれ るように、 、 前記



図２および図３に示すようにシリコン基板１の表面には、Ｔｉから成る厚さ２００ｎｍの
赤外線反射膜２が形成されている。赤外線反射膜２の表面には、酸化シリコンから成る厚
さ２００ｎｍの絶縁保護膜３が形成されており、絶縁保護膜３によって赤外線反射膜２が
覆われている。本実施形態では、赤外線反射膜２を構成する金属材料としてＴｉを用いた
が、その金属材料として、波長８～１２μｍ帯の赤外線をほぼ１００％反射するものであ
れば、Ｔｉ以外にＡｌ、Ｗ、ＷＳｉまたはＴｉＮ等を用いても構わない。また、本実施形
態では絶縁保護膜３がシリコン酸化膜であるが、絶縁保護膜３はシリコン窒化膜またはシ
リコン酸窒化膜であってもよい。
【００５３】
本実施形態の熱型赤外線検出器では、図１～図５のそれぞれに示すようにシリコン基板１
の第１の絶縁保護膜３側の面の上方に、複数の赤外線受光部５が配列されている。それぞ
れの赤外線受光部５は、２つの支持部６によって空洞部４を隔てて第１の絶縁保護膜３の
表面から浮かせられて支持されており、１つの画素に１つの赤外線受光部５が配置されて
いる。それぞれの支持部６は、図１および図５に示すように、赤外線受光部５の上面から
見て、赤外線受光部５の外周に沿って延びている。また、それぞれの支持部６は、赤外線
受光部５とシリコン基板１との間の熱コンダクタンスを小さくするために、赤外線受光部
５における互いに隣り合う２つの辺に渡って長く延びている。この支持部６は、シリコン
基板１の表面に対して平行な梁６ａと、梁６ａの一端に接続された支持脚６ｂとから成る
。
【００５４】
赤外線受光部５は、温度検出部であるサーミスターボロメータ薄膜７と、サーミスターボ
ロメータ薄膜７に接した２つの電極部１３と、サーミスターボロメータ薄膜７および２つ
の電極部１３を取り囲む、赤外線吸収部である絶縁保護膜８とから構成されている。サー
ミスターボロメータ薄膜７および赤外線受光部５の外形形状はほぼ矩形であり、サーミス
ターボロメータ薄膜７の一辺と平行な方向にそれぞれの電極部１３が延びている。１つの
赤外線受光部５に備えられた２つの電極部１３のうち一方の電極部１３がサーミスターボ
ロメータ薄膜７の一端部に接触してサーミスターボロメータ薄膜７と電気的に接続されて
いる。また、他方の電極部１３がサーミスターボロメータ薄膜７の他端部に接触してサー
ミスターボロメータ薄膜７と電気的に接続されている。
【００５５】
一方、支持部６を構成する板状の支持脚６ｂの一端部は、シリコン基板１のコンタクトパ
ッド１１上に固定されている。支持脚６ｂは、シリコン基板１側の一端部からシリコン基
板１から離れる方向に向かってシリコン基板１の表面に対して斜めに延びている。その支
持脚６ｂにおけるシリコン基板１側と反対側の他端部に、シリコン基板１の表面に対して
平行な梁６ａの一端部が接続されている。梁６ａは、赤外線受光部５の角部の近傍で９０
度に折れ曲がっており、梁６ａの他端部が赤外線受光部５の側面に接続されている。
【００５６】
支持部６の梁６ａおよび支持脚６ｂはそれぞれ、金属配線９が第２の絶縁保護膜１０によ
り被覆されて成るものである。金属配線９のシリコン基板１側の一端部がコンタクトパッ
ド１１と電気的に接続され、金属配線９の赤外線受光部５側の他端部が電極部１３の一端
部に電気的に接続されている。よって、赤外線受光部５の電極部１３と、シリコン基板１
のコンタクトパッド１１とが支持部６内の金属配線９を介して電気的に接続されている。
それぞれの画素には２つのコンタクトパッド１１が配置されており、それぞれのコンタク
トパッド１１が、図４に示されるようにシリコン基板１内に形成された読出回路１６と電
気的に接続されている。
【００５７】
空洞部４には、後述する製造工程でポリイミド膜が犠牲層として元々詰まっており、製造
工程の最終段階でそのポリイミド膜が、例えば酸素プラズマによるアッシングで除去され
る。上記のように支持部６によって赤外線受光部５をシリコン基板１から浮かせて支持す
る熱分離構造により、赤外線受光部５に蓄積された熱が、ヒートシンクであるシリコン基
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板１に逃げ難くなっている。
【００５８】
　赤外線受光部５の、シリコン基板１側と反対側の面、すなわち絶縁保護膜８の、赤外線
が照射される上面からは庇部１２が突出している。庇部１２は、赤外線受光部５内の電極
部１３との間、支持部６との間、およびシリコン基板１のコンタクトパッド１１との間に
空間を隔てて、電極部１３、支持部６およびコンタクトパッド１１を覆うように延びてい
る。すなわち、電極部１３の、シリコン基板１側と反対側の面、金属配線９の、シリコン
基板１側と反対側の面、およびコンタクトパッド１１の表面がそれぞれ、空間を隔てて庇
部１２によって覆われている。庇部１２はシリコン窒化膜であり、赤外線を吸収してその
赤外線を熱に変換する赤外線吸収部である。この庇部１２は、シリコン窒化膜の他に、シ
リコン酸化膜、シリコン酸窒化膜、ＳｉＣ膜、あるいは の膜のうち少なくとも２つ
を組み合わせた積層膜であってもよい。
【００５９】
従って、庇部１２の、絶縁保護膜８との接続部、すなわち庇部１２の根元部は、電極部１
３の近傍の領域で、図２および図４に示すように赤外線受光部５の上面側から見て電極部
１３よりも赤外線受光部５の内側に配置されている。他の領域、すなわち電極部１３の近
傍ではない領域では、庇部１２の根元部が、図３および図５に示すように赤外線受光部５
の上面側から見て赤外線受光部５の縁部に配置されている。庇部１２の、電極部１３の近
傍にある部分と、電極部１３との距離は、サーミスターボロメータ薄膜７上の絶縁保護膜
８の厚さ以上の値に設定されていることが好ましい。
【００６０】
サーミスターボロメータ薄膜７の材質としては酸化バナジウムが用いられており、サーミ
スターボロメータ薄膜７の厚さは約１００ｎｍとなっている。電極部１３は厚さ約１００
ｎｍのＴｉから成り、絶縁保護膜８は厚さ約５００ｎｍのシリコン窒化膜８から成る。サ
ーミスターボロメータ薄膜７の材質としては、抵抗温度係数が大きいものであればどのよ
うなものを用いてもよく、不純物をドーピングした非晶質シリコンや非晶質ゲルマニウム
、不純物を添加した酸化バナジウム、チタン等を用いてもよい。
【００６１】
　梁６ａおよび支持脚６ｂ内の金属配線９はＴｉから成り、その金属配線９の断面形状は
、厚さ１００ｎｍで幅１μｍの矩形である。金属配線９を取り囲む第２の絶縁保護膜１０
はシリコン窒化膜から成り、梁６ａおよび支持脚６ｂの断面形状は、厚さ５００ｎｍで幅
２．６μｍの矩形になっている。１本の梁６ａと１本の支持脚６ｂの合計の長さは約８６
μｍである。絶縁保護膜８および １０はそれぞれ、シリコン窒化膜の他
に、シリコン酸化膜、シリコン酸窒化膜、ＳｉＣ膜、あるいは の膜のうち少なくと
も２つを組み合わせた積層膜であってもよい。絶縁保護膜８および庇部１２の材料は、赤
外線を効率良く吸収するものであることが要求される。
【００６２】
サーミスターボロメータ薄膜７を覆う絶縁保護膜８、および支持部６の第２の絶縁保護膜
１０は、後述する製造工程によって形成された、図４に示される絶縁保護膜３２，３３，
３７によって構成されている。熱型赤外線検出器の製造工程を簡略化するためには、この
ように絶縁保護膜８および第２の絶縁保護膜１０を同じ絶縁保護膜によって構成し、絶縁
保護膜８および第２の絶縁保護膜１０の材質として同じものを用いることが好ましい。絶
縁保護膜８が、絶縁保護膜３２，３３，３７の、サーミスターボロメータ薄膜７の周囲に
ある一部分から構成されている。また、第２の絶縁保護膜１０が、絶縁保護膜３２，３３
，３７のそれぞれの他の部分から構成されている。さらに、赤外線受光部５の電極部１３
、および支持部６内の金属配線９は、図４に示される金属膜３６により構成されていて、
同じ配線材料によって形成されている。その金属膜３６におけるサーミスターボロメータ
薄膜７との接続部分が電極部１３となっている。
【００６３】
コンタクトパッド１１の大きさは約７．５μｍ角であり、コンタクトパッド１１の殆どの
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領域（約６μｍ角）が、厚さ１００ｎｍのＴｉ膜と厚さ２００ｎｍのＡｌ膜とで覆われて
いる。このようにコンタクトパッド１１がＴｉ膜およびＡｌ膜で覆われていて、コンタク
トパッド１１の上方で赤外線の反射率が高くなると共に、コンタクトパッド１１上のＴｉ
膜およびＡｌ膜がシリコン基板１内の読出回路１６と電気的に接続されている。シリコン
基板１の内部には、図４および図５に示すように、互いに平行な方向に延びる信号線１７
、および画素への配線１８がそれぞれ複数形成されている。信号線１７、および画素への
配線１８のそれぞれの上方に複数のコンタクトパッド１１が配列されており、信号線１７
上のコンタクトパッド１１が信号線１７と電気的に接続され、画素への配線１８上のコン
タクトパッド１１が、画素への配線１８と電気的に接続されている。
【００６４】
コンタクトパッド１１を覆う金属膜は、ＴｉとＡｌの積層膜の他に、Ａｌ、Ｗ、ＷＳｉ、
ＴｉＮ等の膜や、これらの金属膜にＴｉ膜を含めた積層構造の膜であってもよい。コンタ
クトパッド１１上にＴｉ膜およびＡｌ膜を積層した本実施形態の構成の場合、熱コンダク
タンスは８．２×１０ - 8Ｗ／Ｋ、赤外線受光部５の開口率は４７％、赤外線受光部５の熱
容量は９×１０ - 1 0Ｊ／Ｋとなった。また、熱時定数は１１ msecとなって、テレビのフレ
ームレートに対応する時間３３ msecに比べて十分小さくなり、実時間画像化の際、問題が
無かった。
【００６５】
このように赤外線受光部５が支持部６によって支持されている構成において、電極部１３
が無い領域では赤外線受光部５の外周から、電極部１３が有る領域ではその内側約０．５
～１μｍの領域から、赤外線を吸収する庇部１２を出すことで、開口率を増やすことがで
きる。本実施形態では、電極部１３が無い領域では庇部１２の根元を赤外線受光部５の縁
部に配置し、電極部１３が有る領域では電極部１３より０．５μｍ内側に入ったところに
庇部１２の根元を配置した。その結果、赤外線受光部５と庇部１２を合わせた開口率は９
０％となり、赤外線受光部５だけの場合より検出器の感度が１．９倍高くなった。本実施
形態では、庇部１２の根元の位置について、電極部１３が有る領域では０．５μｍ内側に
入ったところに設定したが、必ずしも０．５μｍである必要はなく、サーミスターボロメ
ータ薄膜７の上に形成された絶縁保護膜８の厚さ程度でもよい。庇部１２としては、波長
１０μｍ帯の赤外線を吸収するものであれば、非晶質ＳｉＣ、シリコン酸化膜またはシリ
コン酸窒化膜、あるいはそれらの膜のうち少なくともいずれか２つを組み合わせた積層膜
を用いてもよい。
【００６６】
次に、本実施形態の熱型赤外線検出器の動作原理について説明する。
【００６７】
まず、赤外線受光部５の絶縁保護膜８と庇部１２に赤外線１５が入射すると、入射した赤
外線１５の一部が絶縁保護膜８と庇部１２のそれぞれで吸収されて、絶縁保護膜８および
庇部１２が加熱される。絶縁保護膜８と庇部１２に入射した赤外線１５の他の部分は、赤
外線受光部５や庇部１２、支持部６をそれぞれ透過してシリコン基板１側に向かって進行
する。赤外線受光部５や庇部１２、支持部６をそれぞれ透過した赤外線は、赤外線反射膜
２や金属配線９およびコンタクトパッド１１により赤外線受光部５および庇部１２に向け
て反射されて、再び絶縁保護膜８と庇部１２に入射する。これにより、赤外線反射膜２に
よって反射された赤外線が絶縁保護膜と庇部１２に吸収されて、絶縁保護膜８および庇部
１２がさらに加熱される。
【００６８】
庇部１２の熱は、絶縁保護膜８を通してサーミスターボロメータ薄膜７に伝わる。このよ
うに庇部１２および絶縁保護膜８からの熱によりサーミスターボロメータ薄膜７の温度が
変化して、サーミスターボロメータ薄膜７の抵抗値が変化する。この抵抗値の変化は、シ
リコン基板１内の信号読出回路１６により電圧変化に変換されて電気信号として読み出さ
れ、その電気信号を基に外部回路により赤外画像化される。ここで、庇部１２や赤外線受
光部５を透過した赤外線を、庇部１２と赤外線受光部５に再度入射させるために、赤外線
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反射膜２、梁６ａ内の金属配線９およびコンタクトパッド１１は平坦であることが望まし
い。
【００６９】
上述したように本実施形態の熱型赤外線検出器では、赤外線受光部５の絶縁保護膜８から
庇部１２が突出し、その庇部１２によって、電極部１３および支持部６の、シリコン基板
１側と反対側のそれぞれの面や、コンタクトパッド１１が空間を隔てて覆われている。こ
れにより、熱時定数を殆ど増加させることなく、各画素の開口率が増加し、赤外線をより
多く吸収することができる。その結果、熱型赤外線検出器の感度を高くすることができる
。また、庇部の根元を赤外線受光部の縁部近傍に配置させることにより、熱容量も殆ど増
えず、熱時定数もテレビのフレームレートに対応する時間３３ msecより十分小さくするこ
とができる。
【００７０】
以上で述べた実施形態の熱型赤外線検出器は、サーミスターボロメータ型のものであるが
、庇１２を赤外線受光部５からせり出すことにより開口率を増加させる方法は、強誘電体
型（焦電型）やサーモパイル型の熱型赤外線検出器に対しても成り立つ。すなわち、赤外
線受光部５の温度検出部として、サーミスターボロメータ薄膜７の代わりに焦電型薄膜ま
たはサーモパイルを用いてもよい。
【００７１】
次に、上記の熱型赤外線検出器の製造方法について図６～図１３を参照して説明する。図
６～図１３はそれぞれ、本実施形態の熱型赤外線検出器の製造方法について説明するため
の図である。図６～図９、および図１１～図１３のそれぞれでは、図４と同様に熱型赤外
線検出器の電流経路に沿った断面が示されている。まず、図６（ａ）において、読出回路
１６およびコンタクトパッド１１を複数備えたシリコン基板１を準備する。シリコン基板
１の内部に読出回路１６が形成され、シリコン基板１の表面に、読出回路１６と電気的に
接続されたコンタクトパッド１１の表面が露出している。
【００７２】
次に、図６（ｂ）において、シリコン基板１の、赤外線受光部５に対応する部分の表面や
、コンタクトパッド１１の表面およびその周囲に赤外線反射膜２を形成する。
【００７３】
次に、図７（ａ）において、シリコン基板１上のそれぞれの赤外線反射膜２を覆うように
、シリコン基板１の表面や、それぞれの赤外線反射膜２の表面全体に第１の絶縁保護膜３
を形成する。
【００７４】
次に、図７（ｂ）において、第１の絶縁保護膜３の表面における赤外線受光部５に対応す
る部分やその周囲に、支持部６とシリコン基板１との間の空間や空洞部４を形成するため
の第１の犠牲層３１を部分的に形成する。第１の犠牲層３１はシリコン基板１上に島状に
複数形成されており、第１の犠牲層３１の、支持脚６ｂに対応する部分の表面は、図７（
ｂ）に示すようにシリコン基板１の表面に対して傾斜している。第１の犠牲層３１はポリ
イミドから成るものであり、製造工程の最終段階で除去される。第１の犠牲層３１を形成
する際には、まず、第１の絶縁保護膜３の表面全体に感光性ポリイミドを塗布する。そし
て、露光および現像の工程と、熱処理とによって第１の絶縁保護膜３上の感光性ポリイミ
ドをパターニングして島状に整形し、感光性ポリイミドから成る第１の犠牲層３１を形成
する。
【００７５】
次に、第１の犠牲層３１および第１の絶縁保護膜３のそれぞれの表面全体に、プラズマＣ
ＶＤ法により第１の材料膜として絶縁保護膜３２を形成し、絶縁保護膜３２によって第１
の犠牲層３１を覆う。絶縁保護膜３２としては、例えばシリコン窒化膜、シリコン酸化膜
またはシリコン酸窒化膜を形成する。
【００７６】
次に、図８（ａ）において、絶縁保護膜３２の、第１の犠牲層３１上の部分における赤外
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線受光部５に対応する部分の表面にサーミスターボロメータ薄膜７を形成する。サーミス
ターボロメータ薄膜７を形成する際には、まず、絶縁保護膜３２の表面全体に、熱電変換
材料薄膜として、サーミスターボロメータ材料である酸化バナジウムの膜を反応性スパッ
ター法により形成する。そして、露光および現像の工程の後、絶縁保護膜３２上の酸化バ
ナジウムの膜を、特開平１１－３３００５１号公報に記載されているようにＳＦ 6とＣＯ 2

の混合ガスのプラズマによりエッチング加工する。このような露光および現像の工程と、
エッチング加工とにより酸化バナジウムの膜をパターニングすることで、酸化バナジウム
から成るサーミスターボロメータ薄膜７を形成する。
【００７７】
次に、サーミスターボロメータ薄膜７を覆うように、サーミスターボロメータ薄膜７およ
び絶縁保護膜３２のそれぞれの表面全体に、プラズマＣＶＤ法により第２の材料膜として
絶縁保護膜３３を形成する。絶縁保護膜３３としては、例えばシリコン窒化膜、シリコン
酸化膜またはシリコン酸窒化膜を形成する。
【００７８】
次に、図８（ｂ）において、シリコン基板１内の読出回路１６との電気的なコンタクトを
得るために、第１の絶縁保護膜３および絶縁保護膜３２，３３の、コンタクトパッド１１
に対応する部分に、コンタクトホールとなる第１の開口部３４を形成する。これにより、
第１の開口部３４の底面にコンタクトパッド１１上の赤外線反射膜２の表面が露出する。
【００７９】
次に、サーミスターボロメータ薄膜７との電気的なコンタクトを得るために、絶縁保護膜
３３の、サーミスターボロメータ薄膜７の端部に対応する部分、すなわち図５などに示し
た電極部１３に対応する部分に、コンタクトホールとなる第２の開口部３５を形成する。
第２の開口部３５の形状は、電極部１３の形状に対応して、サーミスターボロメータ薄膜
７の縁部に沿って細長く延びたスリット状になっている。これにより、第２の開口部３５
の底面にサーミスターボロメータ薄膜７の表面の一部が露出する。
【００８０】
第１の開口部３４を形成する工程では、露光および現像の工程の後、ＣＦ 4とＯ 2の混合ガ
スまたはＣＨＦ 3とＯ 2の混合ガスのプラズマにより第１の絶縁保護膜３および絶縁保護膜
３２，３３の、コンタクトパッド１１に対応する部分をエッチングする。第２の開口部３
５を形成する工程では、露光および現像の工程の後、ＣＦ 4とＯ 2の混合ガスまたはＣＨＦ

3とＯ 2の混合ガスのプラズマにより絶縁保護膜３３の、サーミスターボロメータ薄膜７の
端部に対応する部分をエッチングする。
【００８１】
次に、図９（ａ）において、シリコン基板１内の読出回路１６とサーミスターボロメータ
薄膜７とを電気的に接続するために、絶縁保護膜３３の表面全体や、赤外線反射膜２の露
出面を含む第１の開口部３４の内壁全体、およびサーミスターボロメータ薄膜７の露出面
を含む第２の開口部３５の内壁全体に、例えばチタンまたはニクロムから成る金属膜３６
をスパッター法により形成する。次に、露光および現像の工程の後、例えば金属膜３６が
チタンから成る場合にＣｌ 2とＢＣｌ 3の混合ガスのプラズマにより金属膜３６をエッチン
グして、金属膜３６をパターニングする。これにより、金属膜３６を、サーミスターボロ
メータ薄膜７とコンタクトパッド１１とを電気的に接続する電気配線の形状に加工する。
【００８２】
金属膜３６の、サーミスターボロメータ薄膜７と接する部分によって電極部１３が構成さ
れている。また、金属膜３６の、第１の犠牲層３１上に形成された部分の一部によって支
持部６内の金属配線９が構成されている。金属膜３６の、第１の開口部３４内の部分は、
コンタクトパッド１１上の赤外線反射膜２を介してコンタクトパッド１１と電気的に接続
されている。
【００８３】
次に、図９（ｂ）において、金属膜３６を覆うように金属膜３６および絶縁保護膜３３の
表面全体に、プラズマＣＶＤ法により第３の材料膜として絶縁保護膜３７を形成する。絶
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縁保護膜３７としては、例えば、シリコン窒化膜、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化
膜を形成する。
【００８４】
次に、図１０において、赤外線受光部５が支持部６によってシリコン基板１から浮かせら
れている熱分離構造を形成するために、図９（ｂ）に示した絶縁保護膜３２，３３，３７
をパターニングして、それらの絶縁保護膜にスリット３８，３９を形成する。スリット３
８が、１つの画素における赤外線受光部５と支持部６との間の隙間となり、スリット３９
が、隣り合う２つの支持部同士の間の隙間となる。赤外線受光部５と支持部６との間の隙
間となるスリット３８の底面には、第１の犠牲層３１が露出している。
【００８５】
スリット３８，３９をそれぞれ形成する際には、露光および現像の工程の後、ＣＦ 4とＯ 2

の混合ガスまたはＣＨＦ 3とＯ 2の混合ガスのプラズマにより、絶縁保護膜３２，３３，３
７をスリット状にエッチングする。これにより、スリット３８，３９のそれぞれの底面に
第１の犠牲層３１のポリイミドを露出させる。絶縁保護膜３２，３３，３７の、サーミス
ターボロメータ薄膜７の周囲にある部分から、サーミスターボロメータ薄膜７を覆う絶縁
保護膜８が構成される。また、絶縁保護膜３２，３３，３７のそれぞれの他の部分から、
支持部６の第２の絶縁保護膜１０が構成される。
【００８６】
次に、図１１において、庇部１２の形状を形成するための第２の犠牲層を形成するために
絶縁保護膜３７の表面全体に感光性ポリイミドを塗布すると共に、その感光性ポリイミド
を、図１０に示したスリット３８，３９内に充填する。そして、その感光性ポリイミドを
、露光および現像の工程と、熱処理とによってパターニングして島状に整形し、感光性ポ
リイミドから成る第２の犠牲層４０を絶縁保護膜３７の表面に形成する。第２の犠牲層４
０は、赤外線受光部５の電極部１３と庇部１２との間の空間、支持部６と庇部１２との間
の空間、およびコンタクトパッド１１と庇部１２との間の空間を形成するためのものであ
り、第２の犠牲層４０の表面の形状は、庇部１２の形状に対応して湾曲している。
【００８７】
この第２の犠牲層４０によって、サーミスターボロメータ薄膜７の中央部を除く部分が全
て覆われている。第２の犠牲層４０をパターニングによって整形した直後では、絶縁保護
膜３７の、サーミスターボロメータ薄膜７の中央部に対応する部分の表面が露出している
。従って、金属膜３６やコンタクトパッド１１の、シリコン基板１側と反対側の面全体が
第２の犠牲層４０によって覆われている。上述したようにスリット３８，３９内にも感光
性ポリイミドを充填してスリット３８，３９内に第２の犠牲層４０を形成したことにより
、スリット３８の底面で露出していた第１の犠牲層３１の表面にも第２の犠牲層４０が形
成されている。よって、スリット３８の底面で第１の犠牲層３１と第２の犠牲層４０とが
接している。
【００８８】
次に、第２の犠牲層４０の表面全体および絶縁保護膜３７の露出面全体に、
プラズマＣＶＤ法により第４の材料膜として絶縁保護膜４１を形成する。絶縁保護膜４１
としては、例えば、シリコン窒化膜、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜を形成する
。
【００８９】
次に、図１２において、赤外線を吸収する庇部１２を形成するために、露光および現像の
工程の後、ＣＦ 4とＯ 2の混合ガスまたはＣＨＦ 3とＯ 2の混合ガスのプラズマにより絶縁保
護膜４１をスリット状にエッチングして第２の犠牲層４０を部分的に露出させる。これに
より、第２の犠牲層４０上に残った絶縁保護膜４１から成り、絶縁保護膜３７から突出し
ている庇部１２が形成される。図１２では、絶縁保護膜４１の、絶縁保護膜３７の表面に
直接形成されている部分が除去されているが、絶縁保護膜４１のその部分、すなわち絶縁
保護膜３７に接していた部分を除去しなくともよい。
【００９０】
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次に、図１３において、第１の犠牲層３１および第２の犠牲層４０をＯ 2ガスのプラズマ
を用いたアッシングにより除去することで、庇部１２のシリコン基板１側の空間と、赤外
線受光部５のシリコン基板１側の空洞部４を形成する。これにより、庇部１２を備えた赤
外線受光部５が支持部６によってシリコン基板１から浮かせられて支持されている熱分離
構造が熱型赤外線検出器に形成される。以上の工程を経て、上記の熱分離構造を有する熱
型赤外線検出器が作製される。
【００９１】
（第２の実施の形態）
図１４および図１５はそれぞれ、本発明の第２の実施形態の熱型赤外線検出器を示す断面
図である。本実施形態の熱型赤外線検出器は、第１の実施形態のものと比較して、赤外線
同士の干渉により加熱される金属薄膜が赤外線受光部に形成されている点が主に異なって
いる。図１４および図１５では、第１の実施形態と構成が同じものに同一の符号を付して
あり、以下では、第１の実施形態の熱型赤外線検出器と異なる点を中心に説明する。
【００９２】
図１４および図１５のそれぞれに示すように、本実施形態の熱型赤外線検出器の構成は、
第１の実施形態の熱型赤外線検出器において庇部１２および絶縁保護膜８の、シリコン基
板１側と反対側の面に、赤外線吸収膜として、高い熱伝導率の金属薄膜１４が形成された
ものである。従って、赤外線受光部５の、シリコン基板１側と反対側の面に金属薄膜１４
が形成され、その金属薄膜１４が庇部１２の、シリコン基板１側と反対側の面全体にまで
延びている。金属薄膜１４としては厚さ３ｎｍのＮｉＣｒ膜を用い、金属薄膜１４は、真
空インピーダンス３７７Ω／□に設定されている。庇部１２としては、波長３～５μｍ帯
の赤外線に対して透明で、かつ波長１０μｍ帯の赤外線を吸収する厚さ５００ｎｍのシリ
コン窒化膜を用いた。
【００９３】
また、金属薄膜１４の、絶縁保護膜８と接する部分と、赤外線反射膜２との間隔を約１μ
ｍに設定した。これにより、波長３～５μｍ帯の赤外線に対しては、金属薄膜１４におけ
る赤外線同士の干渉効果を利用して、その波長帯の赤外線が金属薄膜１４に吸収される。
従って、本実施形態の熱型赤外線検出器には、金属薄膜１４および赤外線反射膜２から構
成された光学的共振構造が形成されている。庇部１２および絶縁保護膜８のシリコン窒化
膜には、波長１０μｍ帯の赤外線が効率良く吸収される。この場合、庇部１２の熱容量は
５．８×１０ - 1 0Ｊ／Ｋとなり、赤外線受光部５の熱容量と合わせると、１．５×１０ - 9

Ｊ／Ｋにしかならない。この時、熱時定数は１８ msecとなり、テレビのフレームレートに
対応する時間３３ msecに比べて十分小さく、実時間画像化の際、問題は無かった。
【００９４】
本実施形態の熱型赤外線検出器に対して第１の実施形態のものでは、赤外線受光部５に金
属薄膜１４が形成されていないため、絶縁保護膜８および庇部１２としてシリコン窒化膜
を用いた場合、そのシリコン窒化膜によって波長１０μｍ帯の赤外線だけが吸収される。
そのような第１の実施形態の熱型赤外線検出器では、３００Ｋの物体からの熱輻射を検出
する限り、本実施形態の熱型赤外線検出器と比較しても信号雑音比は殆ど変わらなかった
。庇部１２で波長１０μｍ帯の赤外線を吸収させる場合、庇部１２としては、非晶質Ｓｉ
Ｃ、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜、あるいはそれらの膜のうち少なくともいず
れか２つを組み合わせた積層膜を用いることができる。
【００９５】
絶縁保護膜８の材料としては、波長３～５μｍ帯の赤外線に対して透明なものを用いるこ
とができ、ＳｉＮおよびＳｉＯの他に、例えばＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＣａＦ 2、ＢａＦ 2また
はＧｅ等を用いることができる。ただし、ＳｉＮは、波長９～１３μｍの赤外線を吸収す
る性質があり、ＳｉＯは、波長９．５μｍの赤外線を強く吸収する性質がある。
【００９６】
また、絶縁保護膜８の材料と、支持部６の第２の絶縁保護膜１０の材料とが異なると、製
造工程が増えて製造方法が複雑になり、熱型赤外線検出器の製造が困難になるため、絶縁
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保護膜８と第２の絶縁保護膜１０の材料が同一であることが好ましい。ここで、第２の絶
縁保護膜１０の材料としては、熱伝導率の小さいものを用いる必要がある。ＺｎＳｅ、Ｃ
ａＦ 2、ＢａＦ 2およびＧｅは熱伝導率が高く、第２の絶縁保護膜１０の材料には適してい
ない。
【００９７】
本実施形態の熱型赤外線検出器の動作原理について説明する。
【００９８】
まず、金属薄膜１４に赤外線１５が入射すると、入射した赤外線１５の一部が金属薄膜１
４により反射されようとする。一方、金属薄膜１４に入射した赤外線１５の他の部分は、
金属薄膜１４を通過してシリコン基板１側に向かって進行する。金属薄膜１４を通過した
赤外線は、赤外線反射膜２や金属配線９およびコンタクトパッド１１により金属薄膜１４
に向けて反射されて、再び金属薄膜１４に入射する。ここで、赤外線反射膜２によって反
射されて再び金属薄膜１４に入射する赤外線は、庇部１２、絶縁保護膜８または第２の絶
縁保護膜１０を透過している。
【００９９】
赤外線反射膜２によって反射されて再び金属薄膜１４に入射する赤外線は、金属薄膜１４
により反射されようとする元の赤外線と打ち消し合う干渉を起こし、干渉を起こした赤外
線同士が金属薄膜１４内の自由電子により吸収されて熱になる。その結果、金属薄膜１４
が加熱されてその温度が上昇し、金属薄膜１４の熱は、金属薄膜１４に接した絶縁保護膜
８および庇部１２を介してサーミスターボロメータ薄膜７に伝わる。また、波長１０μｍ
帯の赤外線は庇部１２に直接吸収され、その赤外線によって庇部１２が加熱される。庇部
１２の熱は金属薄膜１４および絶縁保護膜８を介してサーミスターボロメータ薄膜７に伝
わる。ここで、庇部１２および絶縁保護膜８上に形成された金属薄膜１４によって、庇部
１２および絶縁保護膜８の熱がサーミスターボロメータ薄膜７に速く伝わるようになって
いる。
【０１００】
このように金属薄膜１４、庇部１２および絶縁保護膜８からのそれぞれの熱によってサー
ミスターボロメータ薄膜７の温度が変化し、サーミスターボロメータ薄膜７の抵抗値が変
化する。この抵抗値の変化は、シリコン基板１内の読出回路により電圧変化に変換されて
電気信号として読み出され、その電気信号を基に外部回路により赤外画像化される。本実
施形態の熱型赤外線検出器では、赤外線同士が干渉するように赤外線反射膜２と、梁６ａ
内の金属配線９と、コンタクトパッド１１とでそれぞれ、赤外線を反射させるため、赤外
線反射膜２、梁６ａ内の金属配線９およびコンタクトパッド１１は平坦であることが望ま
しい。
【０１０１】
上述したように金属薄膜１４は、真空インピーダンス３７７Ω／□に設定されているため
、金属薄膜１４で吸収する赤外線の波長をλ、金属薄膜１４と赤外線反射膜２との間の実
効的な屈折率をｎとすると、金属薄膜１４と赤外線反射膜２との間隔を、λ／（４ｎ）に
設定する必要がある。ここで、赤外線受光部５の厚みをｄ xとし、赤外線受光部５と赤外
線反射膜２との距離、すなわち空洞部４の高さをｄ 0とし、絶縁保護膜８の屈折率をｎ xと
し、空洞部４内の空気の屈折率をｎ 0として、上記の実効的な屈折率ｎ＝（ｎ x・ｄ x＋ｎ 0

・ｄ 0）／（ｄ x＋ｄ 0）と近似した。空洞部４内の空気の屈折率ｎ 0の値は１である。
【０１０２】
金属薄膜１４の、絶縁保護膜８に接する部分と、赤外線反射膜２との間隔を上記のλ／（
４ｎ）に設定すると、金属薄膜１４の、庇部１２に接する部分と、赤外線反射膜２との間
隔はλ／（４ｎ）よりも大きくなる。この場合、金属薄膜１４の、庇部１２に接する部分
では、金属薄膜１４と赤外線反射膜２との間隔に対応した波長の赤外線が吸収される。
【０１０３】
次に、本実施形態の熱型赤外線検出器の製造方法について説明する。本実施形態の熱型赤
外線検出器の製造方法では、第１の実施形態で説明した製造方法における図６～図１１の

10

20

30

40

50

(27) JP 3921320 B2 2007.5.30



工程と同様な工程が行われる。それら図６～図１１の工程において、例えばサーミスター
ボロメータ薄膜７を覆う絶縁保護膜８および庇部１２の材料や膜厚が第１の実施形態の場
合と異なる場合には、それらの材料および膜厚に応じてそれぞれの膜を形成していけばよ
い。以下では、第１の実施形態で説明した製造方法における図１１の工程の後の段階につ
いて図１６～図１８を参照して説明する。図１６～図１８はそれぞれ、本実施形態の熱型
赤外線検出器の製造方法について説明するための断面図である。
【０１０４】
図１６において、絶縁保護膜４１を形成した後に絶縁保護膜４１の表面全体に、スパッタ
ー法により第５の材料膜として金属薄膜１４を形成する。金属薄膜１４の材質として、例
えば窒化チタンまたはニクロムを用いる。
【０１０５】
次に、図１７において、赤外線を吸収する庇部１２を形成するために、露光および現像の
工程の後、Ｃｌ 2とＢＣｌ 3の混合ガスのプラズマにより金属薄膜１４をスリット状にエッ
チングし、続いてＣＦ 4とＯ 2の混合ガスまたはＣＨＦ 3とＯ 2の混合ガスのプラズマにより
絶縁保護膜４１をスリット状にエッチングして第２の犠牲層４０を部分的に露出させる。
これにより、第２の犠牲層４０上に残った絶縁保護膜４１から成り、絶縁保護膜３７から
突出している庇部１２が形成される。
【０１０６】
次に、図１８において、第１の犠牲層３１および第２の犠牲層４０を、Ｏ 2ガスのプラズ
マを用いたアッシングにより除去することで、庇部１２のシリコン基板１側の空間と、赤
外線受光部５のシリコン基板１側の空洞部４を形成する。これにより、庇部１２および金
属薄膜１４を備えた赤外線受光部５が支持部６によってシリコン基板１から浮かせられて
支持されている熱分離構造が熱型赤外線検出器に形成される。以上の工程を経て、上記の
熱分離構造を有する熱型赤外線検出器が作製される。
【０１０７】
図１９は、図１４および図１５に示した熱型赤外線検出器の変形例を示す断面図である。
図１９に示される変形例では、図１４および図１５に示した熱型赤外線検出器と比較して
庇部１２の根元の位置、および電極部１３の位置が主に異なっている。図１９に示すよう
に、庇部１２の、電極部１３の近傍にある根元の位置を赤外線受光部５の縁部に配置させ
ると共に、電極部１３の位置を、赤外線受光部５の上面から見て庇部１２の根元から離れ
るように赤外線受光部５の内側に配置させてもよい。この電極部１３の位置に応じて、サ
ーミスターボロメータ薄膜７の幅が、図１４および図１５に示した場合よりも狭くなって
いる。
【０１０８】
ここで、もし、庇部１２の根元、すなわち庇部１２の、絶縁保護膜８との接続部が電極部
１３の直上にあると、庇部１２の熱の一部が電極部１３、および梁６ａ内の金属配線９を
伝わって、ヒートシンクのシリコン基板１に逃げてしまい、感度が低下する。従って、第
１および第２の実施形態の熱型赤外線検出器や、図１９に示される熱型赤外線検出器のよ
うに庇部１２の根元の真下に電極部１３を配置しないようにする。これにより、庇部１２
上の金属薄膜１４からの熱、および庇部１２からの熱が電極部１３に直接伝わることが防
止され、感度の低下が抑制される。第１および第２の実施形態の熱型赤外線検出器のよう
に、赤外線受光部５の上面から見て、電極部１３よりも赤外線受光部５の内側に庇部１２
の根元を配置させる方が、感度をより向上させることができる。
【０１０９】
図１９に示した熱型赤外線検出器と同様に、図１～図５に示した第１の実施形態の熱型赤
外線検出器において、庇部１２の、電極部１３の近傍にある根元の位置を赤外線受光部５
の縁部に配置させると共に、赤外線受光部５の上面から見て電極部１３が庇部１２の根元
と重ならないように、電極部１３を赤外線受光部５の内側に配置させてもよい。図２０は
、図１～図５に示した第１の実施形態の熱型赤外線検出器の変形例を示す断面図である。
図２０に示すように、庇部１２上および赤外線受光部５上に金属薄膜１４が形成されてい
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ない熱型赤外線検出器においても、赤外線受光部５の上面から見て、庇部１２の根元と重
ならない位置に電極部１３を配置させてもよい。
【０１１０】
本発明の熱型赤外線検出器は、以上で説明したものに限定されず、赤外線を吸収する庇部
を用いて、開口率が高くなるように構成された熱型赤外線検出器は全て、本発明に含まれ
るものである。例えば、第１の実施形態のように赤外線吸収膜のみによって赤外線を吸収
する画素と、第２の実施形態のように赤外線同士の干渉により加熱される金属薄膜を備え
た画素とを有する熱型赤外線検出器に対して、本発明の特徴である庇部の構成を適用して
もよい。そのような熱型赤外線検出器では、ある画素に、真空インピーダンス３７７Ω／
□に整合された金属薄膜を赤外線受光部に形成し、かつ、その金属薄膜と、基板上の赤外
線反射膜との距離を約１μｍにして光学的共振構造を作る。これにより、その画素では、
主に波長３～５μｍ帯の赤外線を吸収して検出する。この場合、サーミスターボロメータ
薄膜を覆う絶縁保護膜の材料として、波長３～５μｍ帯の赤外線に対して透明なもの、例
えばＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＣａＦ 2、ＢａＦ 2またはＧｅ等を用いる。そして、他の画素では
、金属薄膜を形成せずに、サーミスターボロメータ薄膜を覆う絶縁保護膜として波長１０
μｍ帯の赤外線を吸収するもの、例えばＳｉＮ、ＳｉＯ、ＳｉＯＮまたはＳｉＣ等を用い
る。これにより、他の画素では波長１０μｍ帯の赤外線を吸収して検出する。
【０１１１】
このような、１つのアレイセンサで複数の波長帯の赤外線を検出する熱型赤外線検出器に
おいても、それぞれの画素で、赤外線を吸収する方法に応じて庇部を設けることにより開
口率を高くすることが可能となる。ここで述べたのは一例であって、検出したい波長帯が
変われば、光学的共振構造を構成する金属薄膜と赤外線反射膜との距離は、λ／（４ｎ）
に応じて変更することができる。
【０１１２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、赤外線受光部から突出した庇部によって、赤外線受光部の
電極部、赤外線受光部を基板から浮かせて支持する支持部、および基板のコンタクトパッ
ドのそれぞれを空間を隔てて覆うことで、熱時定数を殆ど増加させることなく開口率を高
めることができる。その結果、より高感度で実時間の赤外画像が得られる熱型赤外線検出
器を実現することができる。
【０１１３】
また、本発明の熱型赤外線検出器の製造方法によれば、開口率が高く、赤外線をより多く
吸収することが可能な高感度の熱型赤外線検出器を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態の熱型赤外線検出器を示す平面図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ’線断面図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ’線断面図である。
【図４】図１～図３に示した熱型赤外線検出器における電流経路に沿った断面図である。
【図５】図２のＡ－Ａ’線断面図である。
【図６】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための断面図
である。
【図７】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための断面図
である。
【図８】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための断面図
である。
【図９】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための断面図
である。
【図１０】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための平面
図である。
【図１１】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための断面
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図である。
【図１２】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための断面
図である。
【図１３】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するための断面
図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態の熱型赤外線検出器を示す断面図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態の熱型赤外線検出器を示す断面図である。
【図１６】図１４および図１５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するた
めの断面図である。
【図１７】図１４および図１５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するた
めの断面図である。
【図１８】図１４および図１５に示した熱型赤外線検出器の製造方法について説明するた
めの断面図である。
【図１９】図１４および図１５に示した熱型赤外線検出器の変形例を示す断面図である。
【図２０】図１～図５に示した熱型赤外線検出器の変形例を示す断面図である。
【図２１】熱分離構造を有する従来の熱型赤外線検出器としての二次元赤外線固体撮像素
子を示す断面図である。
【図２２】図２１に示した二次元赤外線固体撮像素子の１個の画素における赤外線吸収部
を除いた部分の平面図である。
【図２３】図２１および図２２に示した従来の二次元赤外線固体撮像素子の別の例を示す
断面図である。
【図２４】熱分離構造を有する従来の熱型赤外線検出器を示す断面図である。
【図２５】熱分離構造を有する従来の熱型赤外線検出器を示す斜視図である。
【図２６】図２５に示される熱型赤外線検出器のＡ－Ａ’線断面図である。
【符号の説明】
１　　シリコン基板
２　　赤外線反射膜
３　　第１の絶縁保護膜
４　　空洞部
５　　赤外線受光部
６　　梁
７　　サーミスターボロメータ薄膜
８　　絶縁保護膜
９　　金属配線
１０　　第２の絶縁保護膜
１１　　コンタクトパッド
１２　　庇部
１３　　電極部
１４　　金属薄膜
１５　　赤外線
１６　　読出回路
１７　　信号線
１８　　画素への配線
３１　　第１の犠牲層
３２、３３、３７、４１　　絶縁保護膜
３４　　第１の開口部
３５　　第２の開口部
３６　　金属膜
３８、３９　　スリット
４０　　第２の犠牲層
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】
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