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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　希土類元素を含有する窒化アルミニウム薄膜を備えている圧電体薄膜であって、上記希
土類元素はスカンジウムであり、かつ、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウ
ム薄膜におけるアルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジ
ウムの含有率が、０．５～５０原子％の範囲内であり、上記窒化アルミニウム薄膜は基板
上に設けられており、上記窒化アルミニウム薄膜と上記基板との間には、少なくとも１層
の中間層が設けられていることを特徴とする圧電体薄膜。
【請求項２】
　希土類元素を含有する窒化アルミニウム薄膜からなる圧電体薄膜であって、上記希土類
元素はスカンジウムであり、かつ、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウム薄
膜におけるアルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジウム
の含有率が、０．５～３５原子％の範囲内であることを特徴とする圧電体薄膜。
【請求項３】
　希土類元素を含有する窒化アルミニウム薄膜からなる圧電体薄膜であって、上記希土類
元素はスカンジウムであり、かつ、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウム薄
膜におけるアルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジウム
の含有率が、４０～５０原子％の範囲内であることを特徴とする圧電体薄膜。
【請求項４】
　上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウム薄膜におけるアルミニウムの原子数
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との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジウムの含有率が、１５～４５原子％の
範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の圧電体薄膜。
【請求項５】
　上記スカンジウムの含有率は、上記スカンジウムの原子数と上記アルミニウムの原子数
との総量を１００原子％としたとき、１０～３５原子％の範囲内であることを特徴とする
請求項２に記載の圧電体薄膜。
【請求項６】
　上記中間層は、窒化チタンまたはスカンジウムの含有率の異なる窒化アルミニウム薄膜
であることを特徴とする請求項１に記載の圧電体薄膜。
【請求項７】
　希土類元素を含有する窒化アルミニウム薄膜を備えている圧電体であって、上記希土類
元素はスカンジウムであり、かつ、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウムに
おけるアルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジウムの含
有率が、０．５～５０原子％の範囲内であり、上記窒化アルミニウム薄膜は基板上に設け
られており、上記窒化アルミニウム薄膜と上記基板との間には、少なくとも１層の中間層
が設けられていることを特徴とすることを特徴とする圧電体。
【請求項８】
　希土類元素を含有する窒化アルミニウムからなる圧電体であって、上記希土類元素はス
カンジウムであり、かつ、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウムにおけるア
ルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジウムの含有率が、
０．５～３５原子％の範囲内であることを特徴とする圧電体。
【請求項９】
　希土類元素を含有する窒化アルミニウムからなる圧電体であって、上記希土類元素はス
カンジウムであり、かつ、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウムにおけるア
ルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジウムの含有率が、
４０～５０原子％の範囲内であることを特徴とする圧電体。
【請求項１０】
　基板上に、希土類元素を含有する窒化アルミニウム薄膜を備えている圧電体薄膜の製造
方法であって、少なくとも窒素ガスを含む雰囲気下で、アルミニウムと、スカンジウムと
を同時にスパッタリングするスパッタリング工程を含み、かつ、上記スパッタリング工程
における上記スカンジウムの電力密度が、０．０５～１０Ｗ／ｃｍ２の範囲内であること
を特徴とする圧電体薄膜の製造方法。
【請求項１１】
　上記圧電体薄膜が、上記窒化アルミニウム薄膜からなるものであって、上記基板にアル
ミニウムと、スカンジウムとを同時にスパッタリングするスパッタリング工程を含み、か
つ、上記スパッタリング工程における上記スカンジウムの電力密度が、０．０５～６．５
Ｗ／ｃｍ２または８．５～１０Ｗ／ｃｍ２の範囲内であることを特徴とする請求項１０に
記載の圧電体薄膜の製造方法。
【請求項１２】
　上記スパッタリング工程の前に、上記基板上に中間層を形成する中間層形成工程をさら
に含み、上記スパッタリング工程における上記スカンジウムの電力密度が、０．０５～１
０Ｗ／ｃｍ２の範囲内であることを特徴とする請求項１０に記載の圧電体薄膜の製造方法
。
【請求項１３】
　上記スパッタリング工程における上記電力密度が、２～６．５Ｗ／ｃｍ２の範囲内であ
ることを特徴とする請求項１１に記載の圧電体薄膜の製造方法。
【請求項１４】
　上記スパッタリング工程における上記電力密度が、９．５～１０Ｗ／ｃｍ２の範囲内で
あることを特徴とする請求項１１に記載の圧電体薄膜の製造方法。
【請求項１５】
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　上記スパッタリング工程における上記基板の温度が２０～６００℃の範囲内であること
を特徴とする請求項１０から１４のいずれか１項に記載の圧電体薄膜の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の圧電体薄膜を備えていることを特徴とする圧電
体薄膜共振子。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の圧電体薄膜共振子を備えていることを特徴とするフィルタ。
【請求項１８】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の圧電体薄膜を備えていることを特徴とするアク
チュエータ素子。
【請求項１９】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の圧電体薄膜を備えていることを特徴とする物理
センサー。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電体および圧電体薄膜に関するものであり、特には、窒化アルミニウムに
スカンジウムを添加した圧電体、および窒化アルミニウム薄膜にスカンジウムを添加した
圧電体薄膜に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　圧電現象を利用するデバイスは、幅広い分野において用いられており、小型化および省
電力化が強く求められている携帯電話機などの携帯用機器において、その使用が拡大して
いる。その一例として、ＩＦ（Intermediate Frequency）およびＲＦ（Radio Frequency
）用フィルタを挙げることができる。ＩＦおよびＲＦ用フィルタの具体例としては、弾性
表面波共振子（Surface Acoustic Wave Resonator；ＳＡＷＲ）を用いたフィルタである
ＳＡＷフィルタなどがある。
【０００３】
　ＳＡＷフィルタは、固体表面を伝わる音響波を利用する共振子を用いたフィルタであり
、設計および生産技術の向上により、ユーザーの厳しい要求に対応している。しかし、Ｓ
ＡＷフィルタは、利用周波数の高周波数化とともに、特性向上の限界に近づいている。
【０００４】
　そこで、ＳＡＷフィルタに代わる新たなフィルタとして、ＲＦ－ＭＥＭＳ（Radio Freq
uency－Micro Electro Mechanical System）デバイスの一つである、薄膜バルク音響波共
振子（Film Bulk Acoustic Resonator；ＦＢＡＲ）を用いた、ＦＢＡＲフィルタの開発が
進められている。
【０００５】
　ＲＦ－ＭＥＭＳは、近年注目を集めている技術であり、機械的な微小構造を主に半導体
基板上に作り付け、極小のアクチュエータおよびセンサー、共振器などのデバイスを作製
する技術であるＭＥＭＳをＲＦフロントエンドに適用したものである。
【０００６】
　ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスの一つであるＦＢＡＲフィルタは、圧電応答性を示す薄膜の厚
み縦振動モードを用いた共振子によるフィルタである。すなわち、入力される高周波電気
信号に対して、圧電体薄膜が厚み縦振動を起こし、その振動が薄膜の厚さ方向において共
振を起こす現象を用いた共振子によるフィルタであり、ギガヘルツ帯における共振が可能
である。このような特性を有するＦＢＡＲフィルタは、低損失であり、かつ広帯域におけ
る動作を可能としつつ、携帯用機器のさらなる小型化および省電力化を実現している。
【０００７】
　また、ＦＢＡＲフィルタ以外のＲＦ－ＭＥＭＳデバイスであるＲＦ－ＭＥＭＳキャパシ



(4) JP 5190841 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

タおよびＲＦ－ＭＥＭＳスイッチなどにおいても、圧電現象を利用することによって、高
周波数帯における低損失、高アイソレーションおよび低ひずみを実現している。
【０００８】
　このようなＲＦ－ＭＥＭＳデバイスなどに用いられる圧電体薄膜の圧電体材料としては
、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３

）およびチタン酸ジルコン酸鉛（Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ３；ＰＺＴ）などを挙げることが
できる。これらの中でも、特に、窒化アルミニウムを備えた圧電体薄膜は、弾性波の伝播
速度、Ｑ値、および周波数温度係数の特性が良好であるため、高周波帯域におけるフィル
タの圧電薄膜共振子の圧電材料として非常に好適であることが知られている（例えば、特
許文献１を参照）。
【０００９】
　なお、特許文献１には、窒化アルミニウム薄膜にアルカリ土類金属および／または希土
類元素などの第３成分を添加することによって、共振特性が向上することが開示されてい
る。
【特許文献１】特開２００２－３４４２７９号公報（平成１４年１１月２９日公開）
【非特許文献１】V. Ranjan et al., PHYSICAL REVIEW LETTERS, 90, 25, 257602 (2003)
【非特許文献２】V. Ranjan et al., PHYSICAL REVIEW B, 72, 085315 (2005)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、窒化アルミニウム薄膜は、他の圧電材料に比べて、その圧電定数が低い。具体
的には、窒化アルミニウム薄膜の圧電定数ｄ３３が５．１～６．７ｐＣ／Ｎ程度であるの
に対して、酸化亜鉛薄膜の圧電定数ｄ３３は９．９～１２．４ｐＣ／Ｎ程度であり、ニオ
ブ酸リチウム薄膜の圧電定数ｄ３３は６～１２ｐＣ／Ｎ程度であり、そしてチタン酸ジル
コン酸鉛薄膜の圧電定数ｄ３３は９７～１００ｐＣ／Ｎ程度である。すなわち、窒化アル
ミニウム薄膜は、他の圧電材料の１／２～１／２０程度の圧電定数しか有していない。
【００１１】
　したがって、例えば、ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスなどのデバイスに窒化アルミニウム薄膜
を備えている圧電体薄膜を用いる場合には、酸化亜鉛など他の圧電材料よりも高い動作電
圧が必要となる。すなわち、窒化アルミニウムを備えた圧電体薄膜を備えたデバイス、例
えばＲＦ－ＭＥＭＳデバイスでは、省電力化が困難となる。
【００１２】
　また、圧電定数が低いことによって、例えば、窒化アルミニウムを備えた圧電体薄膜を
アクチュエータに用いた場合では、酸化亜鉛などの圧電定数が高い圧電材料を備えた圧電
体薄膜を用いたアクチュエータよりもその可動領域が狭くなる問題を生じ、上記圧電体薄
膜をフィルタに用いた場合では、損失が大きくなる問題を生じる。すなわち、窒化アルミ
ニウムの圧電定数が低いことが、窒化アルミニウムを備えた圧電体薄膜を備えたデバイス
における小型化、および性能の向上を妨げる一因となっている。
【００１３】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、圧電応答性を向
上した、窒化アルミニウム薄膜を備えた圧電体薄膜を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　圧電材料の圧電応答性を向上させる方法として、非特許文献１では、準安定相である六
方晶系（hexagonal）の窒化スカンジウム（ＳｃＮ）を歪ませることにより、その圧電応
答性を向上することができることが計算科学に基づいて算出した結果から示唆されている
。また、非特許文献２では、窒化ガリウム（ＧａＮ）および窒化インジウム（ＩｎＮ）に
スカンジウム（Ｓｃ）を添加することにより、その圧電応答性を向上することができるこ
とが、計算科学に基づいて算出した結果から示唆されている。
【００１５】
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　本発明者らは、窒化アルミニウムにスカンジウムを適当量添加することによって、窒化
アルミニウムの結晶構造を変化でき、その圧電応答性を向上することができると考え、ス
カンジウムの添加量を鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った。
【００１６】
　なお、非特許文献１および２は、実際に窒化スカンジウムの結晶格子を歪ませたり、窒
化ガリウムおよび窒化インジウムにスカンジウムを添加したりしたものではなく、仮想空
間におけるシミュレーションによる結果である。
【００１７】
　また、窒化ガリウムおよび窒化インジウムは、発光ダイオードなどの発光デバイスにお
いて非常に注目を集めている素材であり、発光デバイスの小型化および省電力化を実現す
るために研究が盛んに行われている。一方、バンドギャップが広い窒化アルミニウムは、
可視光において発光しないため、窒化ガリムを発光デバイスとして用いるためのバッファ
層として用いられており、窒化アルミニウムの圧電応答性を向上させる研究は、ほとんど
行われていない。すなわち、非特許文献１および２において、窒化アルミニウムにスカン
ジウムを添加することによる圧電応答性の向上については、何も記載されていない。
【００１８】
　本発明は、係る新規な知見に基づいて完成されたものであり、以下の発明を包含する。
【００１９】
　本発明に係る圧電体薄膜は、上記課題を解決するために、希土類元素を含有する窒化ア
ルミニウム薄膜を備える圧電体薄膜であって、上記希土類元素はスカンジウムであり、か
つ、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウム薄膜におけるアルミニウムの原子
数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジウムの含有率が、０．５～５０原子
％の範囲内であることを特徴としている。
【００２０】
　窒化アルミニウム薄膜に含有されるスカンジウムの含有率を上記範囲とすることによっ
て、窒化アルミニウム薄膜の有する弾性波の伝播速度、Ｑ値、および周波数温度係数の特
性を失うことなく、圧電応答性を向上することができる。
【００２１】
　これによって、本発明に係る圧電体薄膜は、従来の窒化アルミニウムを備えた圧電体薄
膜ではなし得なかった効果を奏する。具体的には、上記構成の窒化アルミニウムを備えた
圧電体薄膜をデバイス、例えばＲＦ－ＭＥＭＳデバイスに備える場合には、低電圧での作
動を実現できる。また、上記デバイスがアクチュエータの場合には、同じ電圧であれば、
その可動領域を拡大でき、同じ範囲の可動領域であればその動作電圧を低減できる。さら
に、上記デバイスがフィルタの場合には、挿入損失を低減できる。したがって、上記圧電
体薄膜を備えるデバイスにおける小型化および省電力化を実現するとともに、その性能を
向上することができる効果を奏する。また、本発明に係る圧電体薄膜をジャイロセンサー
、圧力センサー、および加速度センサーなどの物理センサーに応用した場合には、その検
出感度を向上することができる効果を奏する。
【００２２】
　本発明に係る圧電体薄膜は、さらに、希土類元素を含有する窒化アルミニウム薄膜から
なる圧電体薄膜であって、上記希土類元素はスカンジウムであり、かつ、上記スカンジウ
ムの原子数と上記窒化アルミニウム薄膜におけるアルミニウムの原子数との総量を１００
原子％としたとき、上記スカンジウムの含有率が、０．５～３５原子％または４０～５０
原子％の範囲内であることが好ましい。
【００２３】
　上記の構成によれば、圧電体薄膜は、スカンジウムを０．５～３５原子％または４０～
５０原子％の範囲内で含有する窒化アルミニウム薄膜からなる。特に、基板上にスカンジ
ウムを含有する窒化アルミニウム薄膜を直接形成する場合に、窒化アルミニウム薄膜に含
有されるスカンジウムの含有率を上記範囲とすることによって、窒化アルミニウム薄膜の
有する弾性波の伝播速度、Ｑ値、および周波数温度係数の特性を失うことなく、圧電応答
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性を向上することができる効果を奏する。
【００２４】
　本発明に係る圧電体薄膜は、さらに、上記窒化アルミニウム薄膜は基板上に設けられて
おり、上記窒化アルミニウム薄膜と上記基板との間には、少なくとも１層の中間層が設け
られていることが好ましい。
【００２５】
　基板と窒化アルミニウム薄膜との間に中間層を設けることによって、中間層を設けない
場合に生じる圧電応答性の低下を抑制することができる。すなわち、スカンジウム濃度が
３５原子％よりも大きく４０原子％よりも小さい場合に生じる圧電応答性の低下を抑制す
ることができる。
【００２６】
　これによって、組成を厳密に管理する必要がなくなるため、圧電応答性を向上した窒化
アルミニウム薄膜を容易に得ることができる効果を奏する。
【００２７】
　本発明に係る圧電体薄膜は、さらに、上記スカンジウムの原子数と上記窒化アルミニウ
ム薄膜におけるアルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、上記スカンジ
ウムの含有率が、１５～４５原子％の範囲内であることが好ましい。
【００２８】
　上記の構成によれば、基板と窒化アルミニウム薄膜との間に中間層を設けた場合であっ
ても。窒化アルミニウム薄膜の有する弾性波の伝播速度、Ｑ値、および周波数温度係数の
特性を失うことなく、圧電応答性を向上することができる効果を奏する。
【００２９】
　本発明に係る圧電体薄膜では、さらに、上記スカンジウムの含有率は、上記スカンジウ
ムの原子数と上記アルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、１０～３５
原子％の範囲内であることが好ましい。
【００３０】
　窒化アルミニウム薄膜に含有されるスカンジウムの含有率を上記範囲とすることによっ
て、表面粗さを低減できる。すなわち、圧電体薄膜の膜厚の均一性を向上することができ
る。
【００３１】
　一般的に、フィルタなどの共振周波数は、膜厚の厚さによって決定されている。したが
って、本発明に係る圧電体薄膜を、例えば、ＳＡＷデバイスに用いることによって、膜厚
の精度を向上し、伝搬損失を抑制できる。これによって、挿入損失がより少なく、かつノ
イズを低減したＳＡＷフィルタを実現できる効果を奏する。また、上記圧電体薄膜におけ
る表面粗さを低減することによって、多結晶における粒界を消滅させ、圧電体薄膜を高密
度化できる。これによって、本発明に係る圧電体薄膜を、例えばＦＢＡＲフィルタに用い
る場合には、窒化アルミニウム薄膜を電極によって挟む際の短絡を防止できる効果を奏す
る。
【００３２】
　本発明に係る圧電体薄膜では、さらに、上記スカンジウムの含有率は、上記スカンジウ
ムの原子数と上記アルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、４０～５０
原子％の範囲内であることが好ましい。
【００３３】
　窒化アルミニウム薄膜に含有されるスカンジウムの含有率を上記範囲とすることによっ
て、窒化アルミニウム薄膜の有する特性を失うことなく、圧電応答性をより一層向上する
ことができる。
【００３４】
　これによって、本発明に係る圧電体薄膜は、従来の窒化アルミニウムを備えた圧電体薄
膜ではなし得なかったより一層の効果を奏する。具体的には、上記構成の窒化アルミニウ
ムを備えた圧電体薄膜をデバイス、例えばＲＦ－ＭＥＭＳデバイスに備える場合には、よ
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り一層の低電圧での作動を実現できる。また、上記デバイスがアクチュエータの場合には
、その可動領域をより一層拡大し、フィルタの場合には、挿入損失をより一層低減できる
。したがって、上記圧電体薄膜を備えるデバイスにおけるより一層の小型化および省電力
化を実現するとともに、その性能をより一層向上することができる効果を奏する。また、
本発明に係る圧電体薄膜をジャイロセンサーおよび圧力センサー、加速度センサーなどの
物理センサーに応用した場合は、検出感度をより一層向上することができる効果を奏する
。
【００３５】
　本発明に係る圧電体薄膜では、さらに、上記中間層は、窒化チタンまたはスカンジウム
の含有率の異なる窒化アルミニウム薄膜であることが好ましい。
【００３６】
　本発明に係る圧電体は、上記課題を解決するために、希土類元素を含有する窒化アルミ
ニウムを備える圧電体であって、上記希土類元素はスカンジウムであり、かつ、上記スカ
ンジウムの原子数と上記窒化アルミニウムにおけるアルミニウムの原子数との総量を１０
０原子％としたとき、上記スカンジウムの含有率が、０．５～５０原子％の範囲内である
ことを特徴としている。
【００３７】
　上記の構成によれば、スカンジウムの含有率が、０．５～５０原子％の範囲内である窒
化アルミニウム薄膜を備えている圧電体薄膜と同様の効果を奏する。
【００３８】
　本発明に係る圧電体は、さらに、希土類元素を含有する窒化アルミニウムからなる圧電
体であって、上記希土類元素はスカンジウムであり、かつ、上記スカンジウムの原子数と
上記窒化アルミニウムにおけるアルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき
、上記スカンジウムの含有率が、０．５～３５原子％または４０～５０原子％の範囲内で
あることが好ましい。
【００３９】
　上記の構成によれば、スカンジウムの含有率が、０．５～３５原子％または４０～５０
原子％の範囲内である窒化アルミニウム薄膜からなる圧電体と同様の作用効果を奏する。
【００４０】
　本発明に係る圧電体薄膜の製造方法は、上記課題を解決するために、基板上に、希土類
元素を含有する窒化アルミニウム薄膜を備える圧電体薄膜の製造方法であって、少なくと
も窒素ガスを含む雰囲気下で、アルミニウムと、スカンジウムとを同時にスパッタリング
するスパッタリング工程を含み、かつ、上記スパッタリング工程における上記スカンジウ
ムの電力密度が、０．０５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内であることを特徴としている。
【００４１】
　少なくとも窒素ガスを含む雰囲気下で、スカンジウムを上記範囲の電力密度によりスパ
ッタリングすることによって、窒化アルミニウム薄膜のスカンジウムの含有率を０．５～
４５原子％とすることができる。したがって、スカンジウムの含有率が、０．５～４５原
子％である窒化アルミニウム薄膜を備えている圧電体薄膜と同様の効果を奏する。
【００４２】
　本発明に係る圧電体薄膜の製造方法は、さらに、上記圧電体薄膜が、上記窒化アルミニ
ウム薄膜からなるものであって、上記基板にアルミニウムと、スカンジウムとを同時にス
パッタリングするスパッタリング工程を含み、かつ、上記スパッタリング工程における上
記スカンジウムの電力密度が、０．０５～６．５Ｗ/ｃｍ２または８．５～１０Ｗ/ｃｍ２

の範囲内であることが好ましい。
【００４３】
　スカンジウムを上記範囲の電力密度によりスパッタリングすることによって、窒化アル
ミニウム薄膜のスカンジウムの含有率を０．５～３５原子％または４０～４５原子％の範
囲内とすることができる。したがって、スカンジウムの含有率が、０．５～３５原子％ま
たは４０～４５原子％の範囲内である窒化アルミニウム薄膜を備えている圧電体薄膜と同
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様の効果を奏する。
【００４４】
　本発明に係る圧電体薄膜の製造方法は、さらに、上記スパッタリング工程の前に、上記
基板上に中間層を形成する中間層形成工程をさらに含み、上記スパッタリング工程におけ
る上記スカンジウムの電力密度が、０．０５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内であることが好ま
しい。
【００４５】
　スカンジウムを上記範囲の電力密度によりスパッタリングすることによって、中間層上
に形成される窒化アルミニウム薄膜のスカンジウムの含有率を１５～４５原子％の範囲内
とすることができる。これによって、中間層上に形成された、スカンジウムを１５～４５
原子％の範囲内で含む窒化アルミニウム薄膜と同様の作用効果を奏する。
【００４６】
　本発明に係る圧電体薄膜の製造方法では、さらに、上記スパッタリング工程における上
記電力密度は、２～６．５Ｗ/ｃｍ２の範囲内であることが好ましい。
【００４７】
　スカンジウムを上記範囲の電力密度によりスパッタリングすることによって、窒化アル
ミニウム薄膜のスカンジウムの含有率を１０～３５原子％の範囲内とすることができる。
したがって、スカンジウムの含有率が、１０～３５原子％の範囲内である窒化アルミニウ
ム薄膜を備えている圧電体薄膜と同様の効果を奏する。
【００４８】
　本発明に係る圧電体薄膜の製造方法では、さらに、上記スパッタリング工程における上
記電力密度は９．５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内であることが好ましい。
【００４９】
　スカンジウムを上記範囲の電力密度によりスパッタリングすることによって、窒化アル
ミニウム薄膜中のスカンジウムの含有率を４０～４５原子％の範囲内とすることができる
。したがって、スカンジウムの含有率が４０～４５原子％の範囲内である窒化アルミニウ
ム薄膜を備えている圧電体薄膜と同様の効果を奏する。
【００５０】
　本発明に係る圧電体薄膜の製造方法では、さらに、上記スパッタリング工程における上
記基板の温度が、２０～６００℃の範囲内であることが好ましい。
【００５１】
　アルミニウムおよびスカンジウムを付着させる基板の温度を上記範囲とすることによっ
て、スカンジウムを含有する窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性をより一層向上すること
ができる効果を奏する。
【００５２】
　また、上記圧電体薄膜を備えていることを特徴とする圧電薄膜共振子、およびそれを備
えたフィルタ、ならびに上記圧電体薄膜を備えていることを特徴とするアクチュエータ素
子、およびジャイロセンサー、圧力センサーおよび加速度センサーなどの物理センサーも
本発明の範疇に含まれる。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明に係る圧電体薄膜は、以上のように、０．５～５０原子％の範囲内のスカンジウ
ムを含有する窒化アルミニウム薄膜を備えることによって、従来の窒化アルミニウムを備
えた圧電体薄膜ではなし得なかった効果を奏する。
【００５４】
　具体的には、本発明に係る圧電体薄膜をデバイス、例えばＲＦ－ＭＥＭＳデバイスに備
えることによって、ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスにおける小型化および省電力化を実現すると
ともに、その性能の向上を計ることができる。また、本発明に係る圧電体薄膜をジャイロ
センサー、圧力センサーおよび加速度センサーなどの物理センサーに応用した場合には、
その検出感度を向上することができる効果を奏する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　〔実施形態１〕
　本発明に係る圧電体薄膜の一実施形態について、実施形態１として、図１および２を参
照して以下に説明する。
【００５６】
　なお、本発明に係る圧電体薄膜は、圧電現象を利用した圧電素子に用いる場合、その具
体的な用途は特に限定されるものではない。例えば、圧電体薄膜は、ＳＡＷデバイスまた
はＲＦ－ＭＥＭＳデバイスに利用することができる。ここで、本明細書等における「圧電
体」とは、力学的な力が印加されることにより電位差を生じる性質、すなわち圧電性（以
下、圧電応答性とも称する）を有する物質を意味する。また、「圧電体薄膜」とは、上記
性質を有する薄膜を意味する。
【００５７】
　また、本明細書等における「原子％」とは、原子百分率を指しており、具体的には、ス
カンジウム原子数とアルミニウム原子数との総量を１００原子％としたときのスカンジウ
ム原子の数またはアルミニウム原子の数を表す。すなわち、スカンジウムを含有した窒化
アルミニウムにおけるスカンジウム原子およびアルミニウム原子の濃度と言い換えること
もできる。また、本実施形態においては、スカンジウムの原子％を、窒化アルミニウムに
対するスカンジウムの含有率として以下に説明する。
【００５８】
　本実施の形態に係るスカンジウムを含有した窒化アルミニウム薄膜（以下、Ｓｃ含有窒
化アルミニウム薄膜とも称する）は、一般式を用いて、ＳｃｘＡｌ１－ｘＮ（式中、ｘは
スカンジウムの含有率（濃度）を示し、０．００５～０．５の範囲である）と表すことも
できる。例えば、スカンジウムの含有率が１０原子％である窒化アルミニウム薄膜の場合
には、Ｓｃ０．１Ａｌ０．９Ｎと表す。
【００５９】
　（圧電応答性を向上するスカンジウムの含有率）
　図１に示すように、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜に含有されるスカンジウムの含有率
を変化させることによって、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性（圧電性）を向
上することができる。図１は、スカンジウムの含有率とＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜の
圧電応答性との関係を示す図である。図１に示すように、スカンジウムの含有率が０％で
ある場合に比べて、スカンジウムをわずかでも含有する場合は圧電応答性が向上している
。具体的には、スカンジウムの含有率を０．５～３５原子％または４０～５０原子％の範
囲内とすることによって、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性を向上することが
できる。スカンジウムの含有率を上記範囲とすることによって、Ｓｃ含有窒化アルミニウ
ム薄膜の圧電応答性は６～２４．６ｐＣ／Ｎ程度となる。一般的な窒化アルミニウム薄膜
の圧電応答性は、５．１～６．７ｐＣ／Ｎ程度であるため、スカンジウムの含有率を上記
範囲内とすることによって、圧電応答性を１．４～４倍程度向上することができる。
【００６０】
　これによって、スカンジウムの含有率が上記範囲内であるＳｃ含有窒化アルミニウム薄
膜を備えている圧電体薄膜１を、ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスに備える場合には、低電圧での
作動を実現できる。また、圧電体薄膜１を、ＲＦ－ＭＥＭＳアクチュエータに備える場合
には、その可動領域を拡大し、ＦＢＡＲフィルタに備える場合には、挿入損失を低減でき
る。また、圧電体薄膜１をジャイロセンサー、圧力センサー、および加速度センサーなど
の物理センサーに応用した場合には、その検出感度を向上することができる。
【００６１】
　したがって、スカンジウムの含有率が上記範囲内であるとき、Ｓｃ含有窒化アルミニウ
ム薄膜を備えている圧電体薄膜を有するデバイスにおける小型化および省電力化を実現す
るとともに、その性能を向上することができる。
【００６２】
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　（圧電応答性をさらに向上させるスカンジウムの含有率）
　圧電応答性のさらなる向上の観点によれば、スカンジウムの含有率は、４０～５０原子
％の範囲内であることが好ましい。図１に示すように、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜の
圧電応答性は、スカンジウムの含有率が４５原子％（Ｓｃ０．４５Ａｌ０．５５Ｎ）であ
るとき、最大値を示し（約２４．６ｐＣ／Ｎ）、スカンジウムを含有しない窒化アルミニ
ウムの圧電応答性の約４倍となる。なお、圧電応答性を最大とするスカンジウムの含有率
は、測定条件などの条件により±５原子％程度の誤差を示す。
【００６３】
　したがって、スカンジウムの含有率が上記範囲内であるとき、Ｓｃ含有窒化アルミニウ
ム薄膜を備えている圧電体薄膜を有するデバイスにおける小型化および省電力化をより一
層実現するとともに、その性能をより一層向上することができる。
【００６４】
　なお、上述した効果は圧電体薄膜に限定されるものではなく、スカンジウムの原子数と
アルミニウムの原子数との総量を１００原子％としたとき、０．５～３５原子％または４
０～５０原子％の範囲内のスカンジウムを含有する窒化アルミニウムを備えた圧電体であ
っても、本実施形態に係る圧電体薄膜と同様の効果を得ることができる。
【００６５】
　（圧電体薄膜１の構成）
　ここで、本発明に係る圧電体薄膜の一例について、図２を参照してより具体的に説明す
る。圧電体薄膜１は、図２に示すように、基板２上にスカンジウムを含有した窒化アルミ
ニウム薄膜（以下、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜とも称する）３を備えている。Ｓｃ含
有窒化アルミニウム薄膜３は、スカンジウムの原子数とアルミニウムの原子数との総量を
１００原子％としたとき、０．５～～５０原子％の範囲内のスカンジウムを含有している
。図２は、圧電体薄膜１の概略断面図である。
【００６６】
　（基板２）
　基板２は、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３を変形することなく保持する。基板２の材
質としては、特に限定されるものではなく、シリコン（Ｓｉ）単結晶、またはＳｉ単結晶
などの基材の表面にシリコン、ダイヤモンドおよびその他の多結晶膜を形成したものを用
いることができる。
【００６７】
　（Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３）
　Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３は、スカンジウムを含む窒化アルミニウム薄膜であり
、圧電応答性を有する。
【００６８】
　〔実施形態２〕
　本発明に係る圧電体薄膜の他の形態について、実施形態２として、図３～５を参照して
以下に説明する。本実施形態において、実施形態１と同一の部材には同一の番号を施して
いる。また、実施形態１と同一用語は、本実施形態においても同一の意味として用いる。
【００６９】
　（圧電体薄膜１ｂの構成）
　図３に示すように、本実施形態に係る圧電体薄膜１ｂは、基板２とＳｃ含有窒化アルミ
ニウム薄膜３との間に中間層４が形成されている。すなわち、圧電体薄膜１ｂにおいて、
Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３は、基板２に中間層４を介して設けられている。基板２
およびＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜３は実施形態１において説明したので、ここではそ
の詳細な説明を省略する。したがって、本実施形態では、中間層４についてのみ以下に説
明する。図３は、圧電体薄膜１ｂの概略断面図である。
【００７０】
　（中間層４）
　中間層４は、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３と相互作用を引き起こすために設けられ
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ている。中間層４の材質としては、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３および基板２の双方
と相互作用を引き起こしやすい材質であることが好ましい。中間層４の材料としては、例
えば、窒化チタン（ＴｉＮ）、窒化スカンジウム（ＳｃＮ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタ
ン（Ｔｉ）、ルテニウム（Ｒｕ）、酸化ルテニウム（ＲｕＯ２）、クロム（Ｃｒ）、窒化
クロム、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、
タンタル（Ｔａ）、イリジウム（Ｉｒ）、パラジウム（Ｐｄ）およびニッケル（Ｎｉ）な
どを用いることができる。
【００７１】
　例えば、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３としてＳｃ０．４５Ａｌ０．５５Ｎを用いた
場合には、中間層４として窒化スカンジウム（ＳｃＮ）を用いることにより、中間層を設
けない場合と比較して、圧電応答性を約４ｐＣ／Ｎ向上することができる。
【００７２】
　（圧電応答性を向上するスカンジウムの含有率）
　中間層４を備えている場合の圧電体薄膜１ｂの圧電応答性の変化について、図４を参照
して以下に説明する。図４は、中間層４を備えている場合のスカンジウムの含有率とＳｃ
含有窒化アルミニウム薄膜３の圧電応答性との関係を示す図である。
【００７３】
　図４に示すように、中間層４を設けることにより、スカンジウムの含有率が３５原子％
よりも大きく４０原子％よりも小さい場合であっても、圧電体薄膜１ｂの圧電応答性を向
上させることができる。すなわち、実施形態１の圧電体薄膜１において問題となっていた
圧電応答性の低下を抑制することができる。これによって、圧電体薄膜を製造する際に、
Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３の組成を厳密に管理する必要がなくなるため、圧電応答
性を向上した圧電体薄膜の製造を容易にすることができる。
【００７４】
　また、スカンジウムの含有率を１５～４５原子％の範囲内とすることによって、窒化ア
ルミニウム薄膜の圧電応答性を向上することができる。スカンジウムの含有率を上記範囲
とすることによって、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３の圧電応答性は６～１８ｐＣ／Ｎ
程度となる。一般的な窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性は、５．１～６．７ｐＣ／Ｎ程
度であるため、スカンジウムの含有率を上記範囲内とすることによって、圧電応答性を１
．１～３倍程度向上することができる。
【００７５】
　これによって、スカンジウムの含有率が上記範囲内であるＳｃ含有窒化アルミニウム薄
膜３を備えている圧電体薄膜１ｂを、ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスに備える場合には、低電圧
での作動を実現することができる。また、圧電体薄膜１ｂをＲＦ－ＭＥＭＳアクチュエー
タに備える場合には、その可動領域を拡大し、ＦＢＡＲフィルタに備える場合には、挿入
損失を低減することができる。また、圧電体薄膜１ｂをジャイロセンサー、圧力センサー
、および加速度センサーなどの物理センサーに応用した場合には、その検出感度を向上す
ることができる。
【００７６】
　したがって、スカンジウムの含有率が上記範囲内であるとき、Ｓｃ含有窒化アルミニウ
ム薄膜３を備えている圧電体薄膜１ｂを有するデバイスにおける小型化および省電力化を
実現するとともに、その性能を向上することができる。
【００７７】
　（中間層４の変形例）
　中間層４は、図５（ｂ）～（ｅ）に示すように、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３と組
成の異なるＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜としてもよい。中間層４として組成の異なるＳ
ｃ含有窒化アルミニウム薄膜を用いることにより、圧電体薄膜１ｂの圧電応答性を向上す
ることができる。
【００７８】
　例えば、図５（ａ）に示すように、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３としてＳｃ０．４
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７Ａｌ０．５３Ｎ層を用いた圧電体薄膜１は約７ｐＣ／Ｎの圧電応答性を示す。これに対
して、図５（ｂ）に示すように、Ｓｃ０．４７Ａｌ０．５３Ｎ層と基板２との間に、中間
層４としてＳｃ０．４０Ａｌ０．６０Ｎ層を設けることにより、圧電体薄膜１ｂの圧電応
答性は約１０ｐＣ／Ｎに向上する。また、図５（ｃ）に示すように、中間層４としてＳｃ

０．４２Ａｌ０．５８Ｎ層を設けることにより、圧電体薄膜１ｂの圧電応答性を２５ｐＣ
／Ｎに大幅に向上させることができる。
【００７９】
　また、基板２上にＳｃ含有窒化アルミニウム層３としてＳｃ０．５０Ａｌ０．５０Ｎ層
を設けた圧電体薄膜１の圧電応答性は、０ｐＣ／Ｎである。しかし、図５（ｄ）に示すよ
うに、基板２とＳｃ含有窒化アルミニウム層３との間に中間層４としてＳｃ０．４２Ａｌ

０．５８Ｎ層を設けることにより、圧電応答性を０ｐＣ／Ｎから１４ｐＣ／Ｎに向上する
ことができる。
【００８０】
　すなわち、組成の異なるＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜を中間層４として用いることに
より、圧電体薄膜の圧電応答性を大幅に向上することができる。
【００８１】
　また、中間層４として用いる組成の異なるＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜は、１層に限
定されるものではなく、複数層備えられていてもよい。
【００８２】
　例えば、図５（ｅ）に示すように、Ｓｃ含有圧電体薄膜３としてＳｃ０．４７Ａｌ０．

５３Ｎを用い、中間層４として、基板側から順に、Ｓｃ０．４０Ａｌ０．６０Ｎ層、Ｓｃ

０．４２Ａｌ０．５８Ｎ層、およびＳｃ０．４５Ａｌ０．５５Ｎ層の３層を用いた圧電体
薄膜１ｂは、約１９ｐＣ／Ｎの圧電応答性を示す。このように、中間層４が複数の層から
なる場合であっても、圧電体薄膜１ｂの圧電応答性を向上することができる。
【００８３】
　このように、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３を中間層４を介して基板２に設けること
によって、圧電体薄膜１ｂの圧電応答性の向上だけでなく、スカンジウムの含有率がわず
かに変化することにより圧電体薄膜自体の圧電応答性が大きく低下することを抑制するこ
とができる。すなわち、中間層４を設けることにより、物性の一定した圧電体薄膜の製造
を容易にすることができる。なお、図５（ａ）～（ｅ）では、基板２としてＳｉ基板を用
いているが、もちろんこれに限定されるものではない。
【００８４】
　〔実施形態３〕
　実施形態１に係る圧電体薄膜１の製造方法の一実施形態について、実施形態３として、
図６を参照して以下に説明する。なお、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜は、圧電現象を利
用した圧電素子に用いるのであれば、その具体的な用途は特に限定されるものではない。
例えば、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜を備えている圧電体薄膜をＳＡＷデバイスまたは
ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスに利用することができる。また、本実施形態において、実施形態
１と同一の用語は同一の意味として用いる。
【００８５】
　圧電体薄膜１の製造方法は、窒素ガス（Ｎ２）雰囲気下、または窒素ガス（Ｎ２）およ
びアルゴンガス（Ａｒ）混合雰囲気下において、基板２（例えばシリコン（Ｓｉ）基板）
にスカンジウムおよびアルミニウムを同時にスパッタ処理するスパッタリング工程を含む
。これによって、密着性に優れ、純度の高いＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜３を形成する
ことができる。また、スカンジウムとアルミニウムとを同時にスパッタリングすることに
よって、窒化スカンジウムおよび窒化アルミニウムが一部に偏在することなく、均一に分
布したＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜３とすることができる。
【００８６】
　（圧電応答性を向上する電力密度の範囲）
　スパッタリング工程において、アルミニウムのターゲット電力密度を７．９Ｗ/ｃｍ２
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の範囲内と固定した場合、スカンジウムのターゲット電力密度は、０．０５～６．５Ｗ/
ｃｍ２または８．５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内となる。
【００８７】
　なお、本明細書等における「電力密度」とは、スパッタリング電力をターゲット面積で
割った値である。また、本発明に係る圧電体薄膜の製造方法では、スカンジウムとアルミ
ニウムとを同時にスパッタリングするため、スカンジウムのターゲット電力密度と、アル
ミニウムのターゲット電力密度との２種類のターゲット電力密度がある。本明細書等にお
いて、単に「ターゲット電力密度」と称する場合には、スカンジウムのターゲット電力密
度のことを指す。
【００８８】
　ターゲット電力密度を０．０５～６．５Ｗ/ｃｍ２または８．５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲
内とすることによって、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜における圧電応答性を向上するこ
とができる。
【００８９】
　すなわち、図６に示すように、ターゲット電力密度が０．０５～６．５Ｗ/ｃｍ２の範
囲内である場合には、スカンジウムの含有率が０．５～３５原子％の範囲内である場合に
対応し、８．５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内である場合には、含有率が４０～５０原子％の
範囲内である場合に対応する。図６は、ターゲット電力密度と、スカンジウムの含有率と
、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性との関係を示す図である。
【００９０】
　図６に示すように、ターゲット電力密度を０．０５～６．５Ｗ/ｃｍ２または８．５～
１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内とすることによって、スカンジウムの含有率は、０．５～３５原
子％または４０～５０原子％の範囲内となり、６～２４．６ｐＣ／Ｎ程度の圧電応答性を
得ることができる。したがって、ターゲット電力密度を０．０５～６．５Ｗ/ｃｍ２また
は９．５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内とすることによって、０．５～３５原子％または４０
～５０原子％の範囲内のＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜３を備えている圧電体薄膜１と同
様の効果を得ることができる。
【００９１】
　なお、スパッタリング工程において、ターゲット電力密度が上記範囲内であれば、その
他の条件は、特に限定されるものではない。例えば、スパッタリング圧力およびスパッタ
リング時間は適宜設定することができる。
【００９２】
　（圧電応答性を向上する基板温度の範囲）
　スパッタリング工程において、ターゲット電力密度を０．０５～６．５Ｗ/ｃｍ２また
は８．５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内としたとき、基板温度を変化させることによって、Ｓ
ｃ含有窒化アルミニウム薄膜３の圧電応答性をさらに向上することができる。基板温度と
Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３の圧電応答性との関係について図７に示す。
【００９３】
　図７に示すように、スパッタリング工程において、基板の温度を２０～６００℃の範囲
内、より好ましくは２００～４５０℃の範囲内、さらに好ましくは４００～４５０℃の範
囲内とすることによって、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３の圧電応答性を向上すること
ができる。具体的には、基板の温度を２０～６００℃の範囲内とすることによって、圧電
応答性を１５～２８ｐＣ／Ｎ程度とすることができ、２００～４５０℃の範囲内とするこ
とによって、圧電応答性を２６～２８ｐＣ／Ｎ程度とすることができる。なお、基板温度
を４００～４５０℃の範囲内としたときには、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３の圧電応
答性を最大（約２８ｐＣ／Ｎ）とすることができる。
【００９４】
　したがって、スパッタリング工程における基板温度を上記範囲内とすることによって、
作製したＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜３を備えた圧電体薄膜１を有するデバイスをより
一層小型化および省電力化することができるとともに、その性能をより一層向上すること
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ができる。
【００９５】
　（圧電応答性をさらに向上する電力密度の範囲）
　圧電応答性のさらなる向上の観点によれば、ターゲット電力密度は、上記範囲の中でも
９．５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内であることが好ましく、１０Ｗ/ｃｍ２であることがより
好ましい。図６に示すように、ターゲット電力密度を５～１０Ｗ/ｃｍ２の範囲内とする
ことによって、圧電応答性はより向上する。特に、ターゲット電力密度が１０Ｗ/ｃｍ２

であるとき、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３におけるスカンジウムの含有率は４５原子
％となり、圧電応答性が最大値（２４．６ｐＣ／Ｎ）を示す。すなわち、ターゲット電力
密度が１０Ｗ/ｃｍ２である場合には、スカンジウムの含有率が４５原子％であるときと
同様の効果を得ることができる。
【００９６】
　なお、圧電応答性を最大とするスカンジウムの含有率は、測定条件などの条件により、
±５原子％程度の誤差を示す。
【００９７】
　（中間層４を備えた圧電体薄膜１ｂの製造方法）
　上記では、実施形態１に係る圧電体薄膜１の製造方法について説明したが、実施形態２
に係る圧電体薄膜１ｂであっても同様の製造方法により製造することができる。
【００９８】
　圧電体薄膜１ｂは、基板２に中間層４を形成する中間層形成工程をさらに含む点が異な
るのみである。中間層４の形成方法は、中間層４として用いる材質に応じて適宜設定する
ことができる。例えば、スパッタリング、真空蒸着、イオンプレーティング、化学的気相
成長法（ＣＶＤ）、モレキュラービームエピタキシー（ＭＢＥ）、レーザーアブレーショ
ン、メッキなどを挙げることができる。
【００９９】
　中間層４を設けた圧電体薄膜１ｂにおける、スカンジウムのターゲット電力密度と、ス
カンジウムの含有率と、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性との関係を、図８に
示す。なお、図８は、中間層４として窒化チタン（ＴｉＮ）を用いた場合の図である。
【０１００】
　図８に示すように、中間層４を設けることにより、中間層４を設けない場合に圧電応答
性の低下していた、スカンジウムの含有率が３５原子％よりも大きく、４０原子％よりも
小さい場合、すなわち、ターゲット電力密度が６．５Ｗ/ｃｍ２より大きく、８．０Ｗ/ｃ
ｍ２よりも小さい場合における圧電応答性の低下を抑制することができる。
【０１０１】
　なお、中間層４を、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３と組成の異なるＳｃ含有窒化アル
ミニウムとする場合には、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３の形成方法と同様の方法を用
いればよい。
【０１０２】
　〔実施形態４〕
　本発明に係る圧電体薄膜を備えている圧電体薄膜共振子の一実施形態について、実施形
態４として以下に説明する。本発明に係る圧電体薄膜を備えた圧電体薄膜共振子の具体的
な用途は、特に限定されるものではない。本実施形態では、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄
膜３を備えている圧電体薄膜１を、ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスの一つであるＦＢＡＲフィル
タに利用した場合を例に挙げて説明する。なお、本実施形態では圧電体薄膜１を用いたＦ
ＢＡＲフィルタについて説明しているが、もちろん圧電体薄膜１ｂを用いることもできる
。また、本実施形態において、実施形態１～３と同一の用語は、同一の意味として用いる
。
【０１０３】
　本実施形態に係るＦＢＡＲフィルタ１０（圧電体薄膜共振子）について、図９を参照し
て以下に説明する。



(15) JP 5190841 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

【０１０４】
　（ＦＢＡＲフィルタ１０の構成）
　ＦＢＡＲフィルタ１０は、図９に示すように、基板１１、および基板１１上に形成され
た圧電積層構造体１２を備えている。図９は、ＦＢＡＲフィルタ１０の概略断面図である
。
【０１０５】
　（基板１１）
　基板１１は、圧電積層構造体１２を保持するための基板であり、圧電積層構造体１２を
自由に振動させるために、圧電積層構造体１２が形成されている下部にキャビティ部１６
が設けられている。
【０１０６】
　基板１１の材質としては、圧電積層構造体１２を変形することなく保持できる材質であ
れば、特に限定されるものではない。例えば、シリコン（Ｓｉ）単結晶、またはＳｉ単結
晶などの基材の表面にシリコン、ダイヤモンドおよびその他の多結晶膜を形成したものを
用いることができる。
【０１０７】
　また、キャビティ部１６の形成方法としては、異方性エッチング法、またはディープ反
応性異方性エッチング法などを用いることができる。
【０１０８】
　（圧電積層構造体１２の構成）
　圧電積層構造体１２は、下部電極１３および上部電極１５と、下部電極１３と上部電極
１５とに挟まれた圧電体薄膜１４とからなる。各部材について以下に説明する。
【０１０９】
　（下部電極１３および上部電極１５）
　下部電極１３および上部電極１５は、圧電体薄膜１４に交流電界を加えるための電極で
ある。下部電極１３および上部電極１５の材質としては、モリブデン（Ｍｏ）、タングス
テン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）、白金とチタンとの積層膜（Ｐｔ／Ｔｉ）、および金
とクロムとの積層膜（Ａｕ／Ｃｒ）などを用いることができる。これらの中でも、散弾性
損失が少ないモリブデンを用いることが好ましい。
【０１１０】
　また、下部電極１３および上部電極１５の厚みは、５０～２００ｎｍの範囲内であるこ
とが好ましい。下部電極１３および上部電極１５の厚みを上記範囲内とすることによって
、損失を小さくできることができる。下部電極１３および上部電極１５の形成方法として
は、従来公知の方法を用いることができる。例えば、スパッタ法または蒸着法などを用い
ることができる。
【０１１１】
　（圧電体薄膜１）
　圧電体薄膜１については、実施形態１および３において詳述したため、本実施形態では
その説明を省略する。なお、圧電体薄膜１の厚みは、０．１～３０μｍの範囲内であるこ
とが好ましい。圧電体薄膜１の厚みを上記範囲内とすることによって、密着性に優れた薄
膜とすることができる。
【０１１２】
　（付記事項）
　なお、ＦＢＡＲフィルタ１０は、基板１１と下部電極１３との間に下地膜を備えていて
もよい。下地膜は、絶縁膜であり、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）、窒化シリコンお
よび酸化シリコンと窒化シリコンとの積層膜を主成分とする誘電体膜などを用いることが
できる。ここで、本明細書等における「主成分」とは、誘電体膜に含まれる全成分のうち
、５０質量％を越える成分であることを意味している。
【０１１３】
　誘電体膜は、単層からなってもよく、また密着性を高めるための層などを追加した多層
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からなるものでもよい。下地膜の厚みは、０．０５～２．０μｍであることが好ましい。
【０１１４】
　なお、下地膜は、従来公知の方法によって形成できる。例えば、シリコンからなる基板
１１表面における熱酸化法、および化学蒸着法（ＣＶＤ）によって形成できる。
【０１１５】
　〔実施形態５〕
　本発明に係る圧電体薄膜を備えているアクチュエータ素子の一実施形態について、実施
形態５として以下に説明する。本発明に係る圧電体薄膜を備えたアクチュエータ素子の具
体的な用途は、特に限定されるものではない。本実施形態では、Ｓｃ含有窒化アルミニウ
ム薄膜３を備えている圧電体薄膜１を、ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスの一つであるスイッチに
利用した場合を例に挙げて説明する。なお、本実施形態では圧電体薄膜１を用いたＲＦ－
ＭＥＭＳデバイスについて説明しているが、もちろん圧電体薄膜１ｂを用いることもでき
る。また、本実施形態において、実施形態１～４と同一の用語は、同一の意味として用い
る。
【０１１６】
　（スイッチ２０）
　本実施形態に係るスイッチ２０（アクチュエータ素子）について、図１０（ａ）および
（ｂ）を参照して以下に説明する。図１０（ａ）および（ｂ）は、スイッチ２０の概略断
面図を示す図であり、（ａ）は、電圧を印加していない状態を示す図であり、（ｂ）は電
圧を印加した状態を示す図である。
【０１１７】
　スイッチ２０は、図１０（ａ）および（ｂ）に示すように、主として、基板２１、下部
電極２２および可動部２３を備えている。
【０１１８】
　（基板２１）
　基板２１は、固定電極２２および可動部２４を保持するための基板であり、一方の端部
に下部電極２２が設けられており、下部電極２２が設けられている側の端部と対向する側
の端部において、可動部２４を保持している。
【０１１９】
　基板２１の材質としては、下部電極２２、誘電体膜２３および可動部２４を変形するこ
となく保持できるものであれば、特に限定されるものではない。例えば、シリコン（Ｓｉ
）単結晶、またはＳｉ単結晶などの基材の表面にシリコン、ダイヤモンドおよびその他の
多結晶膜を形成したものを用いることができる。
【０１２０】
　（下部電極２２）
　下部電極２２は、スイッチ２０が通電している、すなわち「ＯＮ」状態であるとき、下
記に記載する上部電極２８と接触する電極である。
【０１２１】
　下部電極２２の材質としては、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウ
ム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金とチタンとの積層膜（Ｐｔ／Ｔｉ）、
および金とクロムとの積層膜（Ａｕ／Ｃｒ）などを用いることができる。
【０１２２】
　下部電極２２の形成方法としては、従来公知の方法を用いることができる。例えば、ス
パッタ法または蒸着法などを用いることができる。
【０１２３】
　（可動部２３の構成）
　可動部２３は、図１０（ａ）および（ｂ）に示すように、圧電体薄膜１、第１可動用電
極２５、第２可動用電極２６、第３可動用電極２７および上部電極２８を備えている。各
部材について以下に説明する。なお、圧電体薄膜１については、実施形態１および２にお
いて詳述しているため、本実施形態ではその説明を省略する。
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【０１２４】
　（第１可動用電極２５、第２可動用電極２６および第３可動用電極２７）
　第１可動用電極２５、第２可動用電極２６および第３可動用電極２７は、圧電体薄膜１
を駆動させる電圧を印加する際に用いる電極であり、第１可動用電極２５と第２可動用電
極２６との間、および第２可動用電極２６と第３可動用電極２７との間に圧電体薄膜１を
備えている。
【０１２５】
　第１可動用電極２５、第２可動用電極２６および第３可動用電極２７の材質としては、
モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、ニッケ
ル（Ｎｉ）、白金とチタンとの積層膜（Ｐｔ／Ｔｉ）、および金とクロムとの積層膜（Ａ
ｕ／Ｃｒ）などを用いることができる。
【０１２６】
　第１可動用電極２５、第２可動用電極２６および第３可動用電極２７の形成方法として
は、従来公知の方法を用いることができる。例えば、スパッタ法または蒸着法などを用い
ることができる。
【０１２７】
　（上部電極２８）
　上部電極２８は、可動部２３の基板２１に保持されている側の端部に対向する側の端部
に設けられており、可動部２３が可動した際に下部電極２２と接する電極である。
【０１２８】
　上部電極２８の材質としては、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウ
ム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金とチタンとの積層膜（Ｐｔ／Ｔｉ）、
および金とクロムとの積層膜（Ａｕ／Ｃｒ）などを用いることができる。
【０１２９】
　上部電極２８の形成方法としては、従来公知の方法を用いることができる。例えば、ス
パッタ法または蒸着法などを用いることができる。
【０１３０】
　（スイッチ２０の動作）
　スイッチ２０は、図１０（ｂ）に示すように、第１可動用電極２５、第２可動用電極２
６および第３可動用電極２７に電圧を印加することによって、スイッチ２０が通電してい
ない状態から通電している状態へと変化する。すなわち、スイッチ２０の状態が「ＯＦＦ
」から「ＯＮ」へと変化する。
【０１３１】
　より具体的には、第１可動用電極２５、第２可動用電極２６および第３可動用電極２７
に電圧を印加することによって、圧電体薄膜１が、例えば図１０（ｂ）に示すように、伸
び縮みし、可動部２３が基板２１側へと駆動する。これによって、下部電極２２と上部電
極２８とが接触する。これによって、スイッチ２０が「ＯＦＦ」から「ＯＮ」へと変化す
る。
【０１３２】
　〔実施形態６〕
　本発明に係る圧電体薄膜を備えている物理センサーの一実施形態について、実施形態６
として以下に説明する。本発明に係る圧電体薄膜を備えた物理センサーの具体的な用途は
、特に限定されるものではない。本実施形態では、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜３を備
えている圧電体薄膜１を、圧力センサーに利用した場合を例に挙げて説明する。なお、本
実施形態では圧電体薄膜１を用いたＲＦ－ＭＥＭＳデバイスについて説明しているが、も
ちろん圧電体薄膜１ｂを用いることもできる。また、本実施形態において、実施形態１～
５と同一の用語は、同一の意味として用いる。
【０１３３】
　（圧力センサー３０）
　本実施形態に係る圧力センサー３０（物理センサー）について、図１１（ａ）および（
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ｂ）を参照して以下に説明する。図１１（ａ）および（ｂ）は、圧力センサー３０の概略
図を示す図であり、（ａ）は、上記電極と下部電極との間に圧電体薄膜を備えている場合
を示す図であり、（ｂ）は圧電体薄膜と下部電極との間に支持部を備えている場合を示す
図である。
【０１３４】
　本実施形態に係る圧力センサー３０は、図１１（ａ）に示すように、主として、上部電
極３１、圧電体薄膜１、および下部電極３３を備えている。各部材について以下に説明す
る。なお、圧電体薄膜１については、実施形態１および３において説明したため、本実施
形態ではその説明を省略する。
【０１３５】
　（上部電極３１および下部電極３３）
　上部電極３１および下部電極３３は、圧力センサー３０における電極として作用するも
のである。図１１（ａ）に示すように、上部電極３１および下部電極３３は、圧電体薄膜
１を挟むように形成されている。
【０１３６】
　なお、上部電極３１および下部電極３３のいずれを陰極とするかまたは陽極とするかは
、特に限定されるものではなく、適宜設定することができる。
【０１３７】
　上部電極３１および下部電極３３の材質としては、圧電体薄膜１において発生した電荷
を失うことなく取り出すことができるものであれば特に限定されるものではない。例えば
、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）、白金とチタンとの積層膜（Ｐｔ／Ｔｉ）、および金とクロムとの積層膜（
Ａｕ／Ｃｒ）などを用いることができる。
【０１３８】
　また、上部電極３１および下部電極３３の形成方法としては、従来公知の方法を用いる
ことができる。例えば、スパッタ法または蒸着法などを用いることができる。
【０１３９】
　（圧力センサー３０の動作）
　図１１（ａ）に示すように、圧力センサー３０に力Ｆを加えると、圧電体薄膜１は、印
加された圧力に応じた電荷を発生する。発生された電荷は、上部電極３１および下部電極
３３によって取り出され、コンデンサー（キャパシタ）に送られる。すなわち、圧力セン
サー３０は、コンデンサーにおいて取り出された電荷分の電位を測定できるため、測定し
た電位から印加された圧力Ｆの大きさを測定することができる。
【０１４０】
　（圧力センサー３０の変形例）
　圧力センサー３０は、図１１（ｂ）に示すように、圧電体薄膜１と下部電極３３との間
に支持部３４を備えていてもよい。
【０１４１】
　支持部３４はモノモルフとして用いられるものであり、その材質は金属、高分子、また
はセラミックスなどである。支持部３４を備えていることによって、圧電センサー３０は
、増感効果を発揮できる。
【０１４２】
　なお、本実施形態においては、物理センサーの一例として圧力センサーを例に挙げて説
明したが、これに限定されるものではなく、例えば、ジャイロセンサーおよび加速センサ
ーであってもよい。
【０１４３】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１４４】



(19) JP 5190841 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

　以下、実施例を示し、本発明の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本発明
は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な様態が可能である。
【実施例】
【０１４５】
　〔実施例１〕
　（スカンジウムを添加した窒化アルミニウム薄膜の作製方法）
　シリコン基板に対して、窒素雰囲気下でアルミニウムおよびスカンジウムをスパッタリ
ングし、シリコン基板上にＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜を作製した。スパッタリングの
条件は、アルミニウムターゲット電力密度７．９Ｗ／ｃｍ２、スカンジウムターゲット電
力密度０～１０Ｗ／ｃｍ２、基板温度５８０℃、窒素ガス濃度４０％、およびスパッタリ
ング時間４時間である。なお、ターゲット電力密度０Ｗとは、窒化アルミニウム薄膜にス
カンジウムを添加していないことを示している。
【０１４６】
　（圧電応答性測定方法）
　Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性は、ピエゾメーターを用いて、加重０．２
５Ｎ，周波数１１０Ｈｚによって測定した。
【０１４７】
　〔比較例１〕
　スカンジウムの代わりにマグネシウム（Ｍｇ）を用いて、ターゲット電力密度を０～２
Ｗ／ｃｍ２とした以外は、実施例１と同様の方法を用いて窒化アルミニウム薄膜を作製し
、圧電応答性を測定した。
【０１４８】
　〔比較例２〕
　スカンジウムの代わりにホウ素（Ｂ）を用いて、ターゲット電力密度を０～７．６Ｗ／
ｃｍ２とした以外は、実施例１と同様の方法を用いて窒化アルミニウム薄膜を作製し、圧
電応答性を測定した。
【０１４９】
　〔比較例３〕
　スカンジウムの代わりにケイ素（Ｓｉ）を用いて、ターゲット電力密度を０～１．５Ｗ
／ｃｍ２とした以外は、実施例１と同様の方法を用いて窒化アルミニウム薄膜を作製し、
圧電応答性を測定した。
【０１５０】
　〔比較例４〕
　スカンジウムの代わりにチタン（Ｔｉ）を用いて、ターゲット電力密度を０～１．８Ｗ
とした以外は、実施例１と同様の方法を用いて窒化アルミニウム薄膜を作製し、圧電応答
性を測定した。
【０１５１】
　〔比較例５〕
　スカンジウムの代わりにクロム（Ｃｒ）を用いて、ターゲット電力密度を０～０．８Ｗ
／ｃｍ２とした以外は、実施例１と同様の方法を用いて窒化アルミニウム薄膜を作製し、
圧電応答性を測定した。
【０１５２】
　〔実施例１および比較例１～５の測定結果〕
　実施例１における測定結果は上記において説明したため、ここではその説明を省略する
。比較例１～５における測定結果を図１２（ａ）～（ｅ）に示す。図１２（ａ）～（ｅ）
は、ターゲット電力密度と圧電応答性との関係を示す図であり、（ａ）は、マグネシウム
を添加した場合であり、（ｂ）はホウ素を添加した場合であり、（ｃ）はケイ素を添加し
た場合であり、（ｄ）はチタンを添加した場合であり、（ｅ）はクロムを添加した場合で
ある。
【０１５３】
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　図１２（ａ）～（ｅ）に示すように、スカンジウム以外の元素を添加しても、窒化アル
ミニウム薄膜の圧電応答性は、減少するのみであり、向上しないことが示された。なお、
図６に示すように、電力密度が６．５～８．５Ｗ／ｃｍ２の範囲内、すなわちスカンジウ
ムの含有率が３５～４０原子％の範囲内の場合には、スカンジウムを含有していない窒化
アルミニウム薄膜の圧電応答性よりも圧電応答性が低下してしまうことが示された。
【０１５４】
　〔実施例２〕
　スカンジウムの含有量（以下、Ｓｃ含有量とも称する）を２５原子％としたＳｃ含有窒
化アルミニウム薄膜における表面粗さを測定した。
【０１５５】
　表面粗さの測定方法は、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて測定した。なお、本明細書
等における「表面粗さ」とは、算術平均粗さ（Ｒａ）を意味している。
【０１５６】
　〔比較例６〕
　Ｓｃを含有しない窒化アルミニウム薄膜（Ｓｃ含有量が０原子％である窒化アルミニウ
ム薄膜）を用いた以外は、実施例２と同様の方法によって表面粗さを測定した。
【０１５７】
　〔比較例７〕
　Ｓｃ含有量を３８原子％とした以外は、実施例２と同様の方法によって表面粗さを測定
した。
【０１５８】
　〔比較例８〕
　Ｓｃ含有量を４２原子％とした以外は、実施例２と同様の方法によって表面粗さを測定
した。
【０１５９】
　〔表面粗さの測定結果〕
　実施例２および比較例６～８における表面粗さの結果を図１３（ａ）～（ｄ）に示す。
図１３（ａ）～（ｄ）は、実施例２および比較例６～８における表面粗さを原子間力顕微
鏡を用いて観察した図であり、（ａ）はＳｃ含有量を２５原子％とした場合であり、（ｂ
）はＳｃ含有量を０原子％とした場合であり、（ｃ）はＳｃ含有量を３８原子％とした場
合であり、（ｄ）Ｓｃ含有量を４２原子％とした場合である。
【０１６０】
　Ｓｃ含有量を２５原子％とした場合、すなわち図１３（ａ）では、表面粗さＲａは０．
６ｎｍであった。それに対して、Ｓｃ含有量を０原子％とした場合、すなわち図１３（ｂ
）では、表面粗さＲａは０．９ｎｍ程度であった。これによって、Ｓｃの添加量を０．５
原子％～３５原子％とすることによって、表面粗さを減少できることが示された。
【０１６１】
　Ｓｃ含有量を３８原子％とした場合および４２原子％とした場合、すなわち図１３（ｃ
）および（ｄ）に示す場合の表面粗さＲａは、３．５ｎｍおよび３．０ｎｍであり、表面
粗さは、Ｓｃ含有量を２５原子％とした場合に比べて約５倍以上増加することが示された
。
【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　本発明に係る圧電体薄膜は、例えば、ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスなどの圧電現象を利用し
たデバイスにおいて好適に用いることができる。また、本発明に係る圧電体薄膜を備えた
ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスは、携帯電話などの小型であり、かつ高性能な電子機器類に好適
に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】スカンジウムの含有率とＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性との関係を
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示す図である。
【図２】実施形態１に係る圧電体薄膜を示す概略断面図である。
【図３】実施形態２に係る圧電体薄膜を示す概略断面図である。
【図４】中間層を設けた場合における、スカンジウムの含有率とＳｃ含有窒化アルミニウ
ム薄膜の圧電応答性との関係を示す図である。
【図５】本発明に係る圧電体薄膜の具体的な例を示す図であり、（ａ）は中間層を設けな
い場合であり、（ｂ）は中間層としてＳｃ０．４０Ａｌ０．６０Ｎ層を設けた場合であり
、（ｃ）は中間層としてＳｃ０．４２Ａｌ０．５８Ｎ層を設けた場合であり、（ｄ）はＳ
ｃ含有窒化アルミニウム薄膜としてＳｃ０．５０Ａｌ０．５０Ｎを用いた場合に、中間層
としてＳｃ０．４２Ａｌ０．５８Ｎ層を設けた場合であり、（ｅ）は中間層が複数層から
なる場合である。
【図６】スカンジウムのターゲット電力密度と、スカンジウムの含有率と、Ｓｃ含有窒化
アルミニウム薄膜の圧電応答性との関係を示す図である。
【図７】基板温度とＳｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性との関係を示す図である
。
【図８】中間層を備えた圧電体薄膜における、スカンジウムのターゲット電力密度と、ス
カンジウムの含有率と、Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜の圧電応答性との関係を示す図で
ある。
【図９】実施形態４に係るＦＢＡＲフィルタの概略断面図を示す図である。
【図１０】実施形態５に係るスイッチの概略断面図を示す図であり、（ａ）は電圧を印加
していない状態であり、（ｂ）は電圧を印加した状態である。
【図１１】実施形態６に係る圧力センサーの概略断面図を示す図であり、（ａ）は、上記
電極と下部電極との間に圧電体薄膜を備えている場合であり、（ｂ）は圧電体薄膜と下部
電極との間に支持部をさらに備えている場合である。
【図１２】ターゲット電力密度と、圧電応答性との関係を示す図であり、（ａ）は窒化ア
ルミニウム薄膜にマグネシウムを添加した場合であり、（ｂ）はホウ素を添加した場合で
あり、（ｃ）はケイ素を添加した場合であり、（ｄ）はチタンを添加した場合であり、（
ｅ）はクロムを添加した場合である。
【図１３】Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜または窒化アルミニウム薄膜の表面形状を原子
間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて観測した図であり、（ａ）はＳｃ含有量を２５原子％とし
た場合であり、（ｂ）はＳｃ含有量を０原子％とした場合であり、（ｃ）はＳｃ含有量を
３８原子％とした場合であり、（ｄ）Ｓｃ含有量を４２原子％とした場合である。
【符号の説明】
【０１６４】
　１、１ｂ　　圧電体薄膜
　２　　　　　基板
　３　　　　　Ｓｃ含有窒化アルミニウム薄膜
　４　　　　　中間層
　１０　　　　ＦＢＡＲフィルタ（圧電体薄膜共振子）
　１１　　　　基板
　１２　　　　圧電積層構造体
　１３　　　　下部電極
　１５　　　　上部電極
　１６　　　　キャビティ部
　２０　　　　スイッチ（アクチュエータ素子）
　２１　　　　基板
　２２　　　　下部電極
　２３　　　　可動部
　２５　　　　第１可動用電極
　２６　　　　第２可動用電極
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　２７　　　　第３可動用電極
　２８　　　　上部電極
　３０　　　　圧力センサー（物理センサー）
　３１　　　　上部電極
　３３　　　　下部電極
　３４　　　　支持部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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