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(57)【要約】
【課題】 マイクロメカニカル静電振動子の振動子性能
の向上と製造の容易化を図る。
【解決手段】 本発明は、可動電極３１と、可動電極を
両側支持する支持アーム３２，３３と、可動電極に対向
する加振電極３４，３５とを具備し、可動電極と加振電
極は相互に噛合する態様で対向配置される櫛歯状電極で
あり、可動電極は、支持アーム間を結ぶ方向に伸びると
ともにその両端が支持アームに接続された基部を有し、
一対の支持アームは、基部の延長線に沿って、固定部３
２ａ，３３ａに接続される第１アーム部３２ｂ，３３ｂ
と、可動電極に接続される第２アーム部３２ｄ，３３ｄ
と、第１アーム部と第２アーム部とを接続する中間アー
ム部３２ｃ，３３ｃとが直線状に配置されてなり、第１
及び第２アーム部が可動電極の基部よりも高い可撓性を
有し、かつ、中間アーム部が第１及び第２アーム部より
も低い可撓性を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
可動電極と、該可動電極を両側で支持する一対の支持アームと、前記可動電極に対向す
る加振電極とを具備するマイクロメカニカル静電振動子であって、
前記可動電極と前記加振電極は相互に噛合する態様で対向配置される櫛歯状電極であり
、
前記可動電極は、前記一対の支持アーム間を結ぶ方向に伸びるとともにその両端が前記
一対の支持アームに接続された基部を有し、
前記一対の支持アームは、前記基部の延長線に沿って、固定部に接続される第１アーム
部と、前記可動電極に接続される第２アーム部と、前記第１アーム部と前記第２アーム部
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とを接続する中間アーム部とが直線状に配置されてなり、
前記第１アーム部及び前記第２アーム部が前記可動電極の前記基部よりも高い可撓性を
有し、かつ、前記中間アーム部が前記第１アーム部及び前記第２アーム部よりも低い可撓
性を有することを特徴とするマイクロメカニカル静電振動子。
【請求項２】
前記第１アーム部及び前記第２アーム部の断面積が前記可動電極の前記基部の断面積よ
りも小さいことを特徴とする請求項１に記載のマイクロメカニカル静電振動子。
【請求項３】
前記基部の断面積が前記第１アーム部及び前記第２アーム部の断面積の２．５倍以上で
あることを特徴とする請求項２に記載のマイクロメカニカル静電振動子。
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【請求項４】
前記第１アーム部及び前記第２アーム部における前記可動電極の振動面上の幅が前記基
部における前記可動電極の振動面上の幅よりも小さいことを特徴とする請求項２又は３に
記載のマイクロメカニカル静電振動子。
【請求項５】
前記第１アーム部及び前記第２アーム部の断面積が前記中間アーム部の断面積よりも小
さいことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のマイクロメカニカル静電振
動子。
【請求項６】
前記第１アーム部及び前記第２アーム部における前記可動電極の振動面上の幅が前記中
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間アーム部における前記可動電極の振動面上の幅よりも小さいことを特徴とする請求項５
に記載のマイクロメカニカル静電振動子。
【請求項７】
前記第１アーム部及び前記第２アーム部の構成素材の弾性率が前記可動電極の前記基部
の構成素材の弾性率よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載のマイクロメカニカル
静電振動子。
【請求項８】
前記第１アーム部及び前記第２アーム部の構成素材の弾性率が前記中間アーム部の構成
素材の弾性率よりも小さいことを特徴とする請求項１又は７に記載のマイクロメカニカル
静電振動子。
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【請求項９】
前記可動電極の前記基部において薄膜が積層されていることを特徴とする請求項１に記
載のマイクロメカニカル静電振動子。
【請求項１０】
前記中間アーム部において薄膜が積層されていることを特徴とする請求項１又は９に記
載のマイクロメカニカル静電振動子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はマイクロメカニカル静電振動子に関する。
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【背景技術】
【０００２】
近年の高度情報化社会において通信回路などに用いる振動子においては、より一層の高
周波化が求められている。また、通信機器をはじめとするデバイスは多機能化の一途をた
どっており、それに伴い素子の小型化や多機能化も要求されている。
【０００３】
一 方 、 Ｍ Ｅ Ｍ Ｓ （ Micro Electro Mechanical System） 技 術 を 用 い た デ バ イ ス は 、 プ リ
ン タ ヘ ッ ド や Ｄ Ｍ Ｄ （ Digital Micromirror Device） な ど に 代 表 さ れ る よ う に 、 市 場 に お
いて確実に広がりつつある。ＭＥＭＳデバイスの特徴としては、これまでの素子に比べ格
段に小型化できること、製造時においてバッチ処理が可能であること、動作上の損失が小
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さいことなどが挙げられる。なかでも、Ｓｉ基板上に振動子構造を形成することで、Ｓｉ
基板に形成された集積回路と一体でシステムに組み込むことが可能となるため、システム
の小型化及び多機能化の面で大きな優位性を備えている。
【０００４】
上記のＭＥＭＳ技術を用いて製造したマイクロメカニカル静電振動子としては、図７に
示すように、シリコン基板１０上に、両端が支持された梁状の可動電極１１と、この可動
電極１１に対向配置される加振電極１２と、可動電極１１を挟んで加振電極１２の反対側
に配置された検出電極１３とを備えた振動子構造体を形成してなるものが挙げられる（例
えば、以下の非特許文献１参照）。このマイクロメカニカル静電振動子においては、加振
電極１２に変動電位を供給することで、静電力によって梁状の可動電極１１が屈曲振動し
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、この屈曲振動に起因して可動電極１１と検出電極１３の間の静電容量が変化するため、
この静電容量の変化に応じた出力が得られるようになっている。
【０００５】
また、他のマイクロメカニカル静電振動子として、図８に示すように、基板２０上に一
端が固定された屈折構造を有する一対の支持アーム２１，２１と、これらの支持アーム２
１，２１の他端に接続された可動電極２２と、可動電極２２に両側にそれぞれ対向配置さ
れる対向電極２３，２４と、支持アーム２１を介して可動電極２２に導電接続される出力
電極２５とを備えた振動子構造体を備えたものがある（例えば、以下の非特許文献２参照
）。ここで、可動電極２２と、対向電極２３，２４とは相互に櫛歯状に噛合した態様で対
向配置されている。このマイクロメカニカル静電振動子においては、一方の対向電極２３
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又は２４を加振電極としてこれに所定の変動電位を供給することで、可動電極２２が対向
電極２３，２４の間を往復振動し、この往復振動に起因して可動電極２２と他方の対向電
極との間の静電容量が変化するため、この静電容量の変化に応じた出力が得られるように
なっている。
【 非 特 許 文 献 １ 】 Seong Yoel、 他 ３ 名

"Single‑Crystal Silicon HRPSS Capacitive Res

onators with Submicron Gap‑Spacing"： Solid‑State Sensor, Actuator and Microsyste
ms Workshop：

Hilton Head island, South Carolina、

【 非 特 許 文 献 ２ 】 WILLIAM
ures"

C． TANG、 他 ３ 名

Sensors and Actuators，

June 2‑6, 2002

"Laterally Driven Resonant Microstruct

20（ 1989） P． 25− 32

【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、前述の図７に示すマイクロメカニカル静電振動子においては、構造が簡
単で製造が容易であるという利点がある反面、加振電極１２に印加する駆動電圧に対して
可動電極１１の変形量が比例せず、入出力特性が非線形になるため、デバイス設計や制御
が困難であるという問題点がある。また、可動電極１１と加振電極１２の対向面積が小さ
いので、可動電極１１に対する駆動力が小さく、入力電圧に対する出力電圧の比が小さく
なることから、振動子性能の向上、特に駆動電圧の低電圧化や省エネルギー化が困難であ
るという問題点がある。
【０００７】
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一方、前述の図８に示すマイクロメカニカル静電振動子においては、櫛歯形の電極構造
によって対向面積が大きくなるため、可動電極２２に対する駆動力を大きくすることがで
きるので、駆動電圧の低電圧化や省エネルギー化が可能であるとともに、駆動電圧と静電
力とがほぼ比例するため、入出力特性が線形であるという利点を有している。ところが、
櫛歯型構造を形成する必要があるため、製造が困難であり、特に、櫛歯状の可動電極２２
を基板上からリリースする工程が難しく、可動電極２２の分離不良や製造の長時間化を招
くという問題点がある。また、所望の周波数が低周波である場合は支持アームを長く形成
する必要があるので、可動電極２２の位置が自重によって垂れ下がり、加振電極２３，２
４との電極面が上下にずれることにより電極対向面積が低下するという問題点もある。
【０００８】
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そこで、本発明は上記問題点を解決するものであり、その課題は、振動子性能を向上さ
せることができるとともに、製造が容易なマイクロメカニカル静電振動子を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
斯かる実情に鑑み、本発明のマイクロメカニカル静電振動子は、可動電極と、該可動電
極を両側で支持する一対の支持アームと、前記可動電極に対向する加振電極とを具備する
マイクロメカニカル静電振動子であって、前記可動電極と前記加振電極は相互に噛合する
態様で対向配置される櫛歯状電極であり、前記可動電極は、前記一対の支持アーム間を結
ぶ方向に伸びるとともにその両端が前記一対の支持アームに接続された基部を有し、前記
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一対の支持アームは、前記基部の延長線に沿って、固定部に接続される第１アーム部と、
前記可動電極に接続される第２アーム部と、前記第１アーム部と前記第２アーム部とを接
続する中間アーム部とが直線状に配置されてなり、前記第１アーム部及び前記第２アーム
部が前記可動電極の前記基部よりも高い可撓性を有し、かつ、前記中間アーム部が前記第
１アーム部及び前記第２アーム部よりも低い可撓性を有することを特徴とする。
【００１０】
この発明によれば、可動電極と加振電極とが相互に噛合する態様で対向配置される櫛歯
状電極であることにより、駆動電圧に対する出力特性の線形性や可動電極に対する高い駆
動力などが得られることから振動子性能を向上させることができる。
【００１１】
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また、可動電極に設けられた基部が一対の支持アームを結ぶ方向に伸びるとともにその
両端が一対の直線状の支持アームに接続される、いわゆる基本的な両端支持型の振動子構
造体となるため、全体構成が簡易になり、製造を容易に行うことが可能になる。
【００１２】
さらに、可動電極を両端で支持する支持アームには、第１アーム部、中間アーム部及び
第２アーム部が設けられ、第１アーム部及び第２アーム部が基部よりも高い可撓性を有す
ることで、可動電極の櫛歯形状の変形を抑制しつつ、支持アームを充分に変形させること
ができるので、可動電極の充分な移動ストロークを確保できる。しかも、中間アーム部が
第１アーム部及び第２アーム部よりも低い可撓性を有することにより、中間アーム部によ
って支持アーム全体の支持力（剛性）を確保することができるため、可動電極の移動方向
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がいずれか一方の支持アーム側へ偏ったり、可動電極の姿勢が変化したり、可動電極が垂
れ下がったりすることなどを防止することができる。また、中間アーム部の両側に可撓性
の高い第１アーム部及び第２アーム部を設けることにより、可動電極の姿勢変化を抑制し
つつ、その振動面上における移動ストロークを十分に確保することが可能になる。より具
体的には、剛性の高い中間アーム部の両側に可撓性の高い第１アーム部と第２アーム部が
接続されていることで、中間アーム部がほとんど変形しなくても第１アーム部と第２アー
ム部とが相互に逆方向に湾曲することにより、可動電極の姿勢変化やいずれか一方の支持
アーム側への偏りを防止することができ、しかも、可動電極の充分な移動ストロークを確
保できる。
【００１３】
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本発明において、前記第１アーム部及び前記第２アーム部の断面積が前記可動電極の前
記基部の断面積よりも小さいことが好ましい。第１アーム部及び第２アーム部を基部より
も高い可撓性を有するものとする方法としては、第１アーム部及び第２アーム部の断面積
を基部の断面積よりも小さくする方法がある。この方法では、基部と支持アームの断面積
を相互に調整するだけで、所望の変形特性を得ることができるので、製造プロセスを複雑
化させることなく振動子構造体を容易に製造できる。
【００１４】
この場合において、前記基部の断面積が前記第１アーム部及び前記第２アーム部の断面
積の２．５倍以上であることが好ましい。基部の断面積が第１アーム部及び第２アーム部
の断面積の２・５倍以上であることにより、可動電極の櫛歯形状がほとんど変形しにくく
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なるので、可動電極と加振電極の櫛歯間の接触（電気的短絡）を確実に防止でき、可動電
極の移動ストロークをより大きく確保することが可能になる。
【００１５】
また、前記第１アーム部及び前記第２アーム部における前記可動電極の振動面上の幅が
前記基部における前記可動電極の振動面上の幅よりも小さいことが望ましい。第１アーム
部及び第２アーム部の断面積を基部の断面積よりも小さくするにあたって、特に第１アー
ム部及び第２アーム部における可動電極の振動面上の幅を、基部における左記振動面上の
幅よりも小さくすれば、可動電極の振動時における第１アーム部及び第２アーム部の可撓
性をより効果的に高めることができ、また、平面パターン形状のみで各部の断面積を相互
に調整できるので、製造工程をより簡易に構成することが可能になる。
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【００１６】
本発明において、前記第１アーム部及び前記第２アーム部の断面積が前記中間アーム部
の断面積よりも小さいことが好ましい。中間アーム部を第１アーム部及び第２アーム部よ
りも低い可撓性を有するものとする方法としては、第１アーム部及び第２アーム部の断面
積を中間アーム部の断面積よりも小さくする方法がある。この方法では、第１アーム部及
び第２アーム部と中間アーム部の断面積を相互に調整するだけで、所望の変形特性を得る
ことができるので、製造プロセスを複雑化させることなく振動子構造体を製造できる。特
に、支持アーム全体を同じ材料で形成することが可能であるので、製造工数を低減できる
。この場合、中間アーム部の断面積は、第１アーム部及び第２アーム部の断面積の２．５
倍以上であることが望ましい。
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【００１７】
この場合において、前記第１アーム部及び前記第２アーム部における前記可動電極の振
動面上の幅が前記中間アーム部における前記可動電極の振動面上の幅よりも小さいことが
好ましい。第１アーム部及び第２アーム部の断面積を中間アーム部の断面積よりも小さく
するにあたって、特に第１アーム部及び第２アーム部における可動電極の振動面上の幅を
、中間アーム部における左記振動面上の幅よりも小さくすれば、可動電極の振動時におけ
る第１アーム部及び第２アーム部の可撓性をより効果的に高めることができるとともに、
また、平面パターン形状のみで各部の断面積を相互に調整できるので、製造工程をより簡
易に構成することが可能になる。
【００１８】
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なお、第１アーム部及び第２アーム部において可動電極の振動面上の幅を厚さよりも小
さくすることにより、可動電極の振動方向には支持アームの可撓性を高くし、上下方向に
は支持アームの剛性を高くすることが可能になるので、可動電極に対する支持力を確保し
つつ、スムーズな振動動作を実現することができる。
【００１９】
本発明において、前記第１アーム部及び前記第２アーム部の構成素材の弾性率が前記可
動電極の前記基部の構成素材の弾性率よりも小さいことが好ましい。第１アーム部及び第
２アーム部を基部よりも高い可撓性を有するものとする方法としては、第１アーム部及び
第２アーム部の構成素材の弾性率を基部の弾性率よりも小さくする方法がある。この方法
では、基部と支持アームの構成素材の弾性率を相互に調整することにより、所望の変形特
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性をより容易に実現することができる。特に、可動電極において弾性率の大きい構成素材
を用いることで、可動電極の基部の断面積（特に平面寸法の幅）をそれほど大きくしなく
ても、十分な剛性を得ることができるため、可動電極の平面形状の面積の増大を抑制する
ことができる。これには、振動子構造体の小型化が容易になるとか、製造時における可動
電極のリリースを容易に行うことが可能になるなどという利点がある。この場合に、比重
の小さい構成素材を用いることで、可動電極の基部の剛性を高めつつ、可動電極を軽量化
することができるので、振動子構造体の応答性の向上、動作損失の低減、電極高さの低下
抑制などを図ることができる。
【００２０】
本発明において、前記第１アーム部及び前記第２アーム部の構成素材の弾性率が前記中

10

間アーム部の構成素材の弾性率よりも小さいことが好ましい。中間アーム部を第１アーム
部及び第２アーム部よりも低い可撓性を有するものとする方法としては、第１アーム部及
び第２アーム部の構成素材の弾性率を中間アーム部の構成素材の弾性率よりも小さくする
方法がある。この方法では、第１アーム部及び第２アーム部と中間アーム部の構成素材の
弾性率を相互に調整することにより、支持アームの所望の変形特性をより容易に実現でき
る。
【００２１】
本発明において、前記可動電極の前記基部において薄膜が積層されていることが好まし
い。これによれば、基部において薄膜を積層することで、基部の剛性を高めることができ
るので、櫛歯状の可動電極の変形を抑制することができる。ここで、上記の薄膜は第１ア
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ーム部及び第２アーム部の表面には形成されていないことが好ましい。また、上記薄膜の
構成素材を、基部の構成素材よりも可撓性の低い素材とすることが望ましい。
【００２２】
本発明において、前記中間アーム部において薄膜が積層されていることが好ましい。こ
れによれば、中間アーム部において薄膜が積層されていることにより、中間アーム部の剛
性を高めることができるので、中間アーム部の変形を抑制することができる。ここで、上
記の薄膜は第１アーム部及び第２アーム部の表面には形成されていないことが好ましい。
また、上記薄膜の構成素材を、中間アーム部の構成素材よりも可撓性の低い素材とするこ
とが望ましい。
【発明の効果】
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【００２３】
本発明によれば、振動子性能を向上させることができるとともにその製造を容易に行う
ことが可能になるという優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
次に、添付図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。図１は、本実施
形態のマイクロメカニカル静電振動子の振動子構造体を示す概略斜視図、図２は、図１に
示すＡ−Ａ線に沿った断面形状を示す概略縦断面図（ａ）、及び、（ａ）に示す断面と直
交する断面形状を示す概略縦断面図（ｂ）である。
【００２５】
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本実施形態のマイクロメカニカル静電振動子は、シリコン基板などの半導体基板やガラ
スなどの絶縁基板で構成される基板３０の表面上に振動子構造体が形成されてなる。この
振動子構造体は、両端を支持された可動電極３１と、この可動電極３１の左右両端に接続
された一対の支持アーム３２，３３と、可動電極３１の前後両側に対向配置された対向電
極３４，３５とを備えている。
【００２６】
可動電極３１は、左右に伸びる帯状の基部３１ａの前後に複数の櫛歯状の電極部３１ｂ
，３１ｃがそれぞれ伸びたものである。可動電極３１は、基板３０の表面に対して離間し
た状態で上記支持アーム３２，３３によって支持されている。
【００２７】

50

(7)

JP 2006‑5731 A 2006.1.5

支持アーム３２，３３は、基部３１ａの左右両端に接続され、その反対側の端部が基板
３０の表面上にて固定されている。支持アーム３２，３３は、基板上に固定された固定部
３２ａ，３３ａと、この固定部３２ａ，３３ａに接続された第１アーム部３２ｂ，３３ｂ
と、上記可動電極３１の基部３１ａの端部に接続された第２アーム部３２ｄ，３３ｄと、
第１アーム部と第２アーム部との間に接続された中間アーム部３２ｃ，３３ｃとを有して
いる。本実施形態の場合、固定部３２ａ，３３ａと、第１アーム部３２ｂ，３３ｂと、中
間アーム部３２ｃ，３３ｃと、第２アーム部３２ｄ，３３ｄとが順次に接続されて、全体
として可動電極３１の基部３１ａの延長線に沿って伸びる直線状の支持アーム３２，３３
が構成されている。
【００２８】
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対向電極３４，３５は、基板３０上において固定された基部３４ａ，３５ａと、この基
部３４ａ，３５ａから上記可動電極３１に向かって伸びる櫛歯状の電極部３４ｂ，３５ｂ
とを備えている。そして、対向電極３４，３５の電極部３４ｂ，３５ｂは可動電極３１の
電極部３１ｂ，３１ｃと噛合する態様で所定の間隙を介して対向配置されている。ここで
、対向電極３４，３５は本実施形態の場合、全てが基板３０上に固定された状態となって
いる。ただし、その電極部３４ａ，３５ａを基板３０上から離間した状態に構成してもよ
い。
【００２９】
なお、上記の可動電極３１、支持アーム３２，３３及び対向電極３４，３５は、ポリシ
リコンなどの導電性材料によって構成されている。そして、可動電極３１は支持アーム３
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２，３３を介して図示しない接続端子や基板３０に形成された回路（集積回路）などに導
電接続されている。また、対向電極３４，３５もまた、図示しない接続端子や基板３０に
形成された回路（集積回路）などに導電接続されている。
【００３０】
図６は、上記実施形態のマイクロメカニカル静電振動子の等価回路図である。マイクロ
メカニカル静電振動子の等価回路には、上記可動電極３１に導電接続された接続端子Ｐｘ
と、上記対向電極３４又は３５に導電接続された接続端子Ｐｙ又はＰｚとの間に、静電容
量Ｃａ，インダクタンスＬａ，抵抗Ｒａの直列回路と、この直列回路と並列に接続される
並 列 容 量 (short Capacitance)Ｃ ｓ と が 存 在 す る 。 こ こ で 、 上 記 直 列 回 路 部 分 は 静 電 振 動
子の入出力特性をもたらす部分であり、並列容量Ｃｓは可動電極３１と対向電極３４又は
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３５との間の静電容量の定常成分に相当するものである。また、基板３０が半導体基板若
しくは導体基板である場合、或いは、基板３０の内部や表面に導体が存在する場合には、
上記振動子構造体と基板３０との間に静電容量Ｃｏが存在する。ここで、上記直列回路部
分に対して並列に接続された静電容量Ｃｏを小さくすることで、静電容量Ｃｏの充放電に
よって生ずる電流成分ｉ２を低減し、入出力特性に寄与する直列回路部分に流れる電流成
分ｉ１を増大させることができるので、振動子性能を高めることができる。このように静
電容量Ｃｏを低減するためには、振動子構造体の面積をなるべく小さく構成することが好
ましく、特に、基板３０を絶縁基板とすることがより望ましい。
【００３１】
本実施形態のマイクロメカニカル静電振動子では、接続端子Ｐｘと加振電極Ｐｙとの間
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に変動電圧を印加すると、可動電極３１と対向電極３２との間に時間的に変動する静電力
が発生し、これによって可動電極３１が前後方向に移動する。この移動は、可動電極３１
と対向電極３３との間の静電容量を時間的に変動させるので、この静電容量の変動に対応
した出力信号を得ることができる。
【００３２】
例えば、可動電極３１と、出力電極となる対向電極３３に同じバイアス電圧を印加した
状態で、加振電極となる対向電極３２に例えば正弦波形の電位を供給すると、可動電極３
１と対向電極３２との間に周期的に変動する静電力が生じ、これによって可動電極３１が
図示前後方向に往復振動する。そして、この可動電極３１の往復振動により、可動電極３
１と対向電極３３との間の静電容量が周期的に変動することになる。したがって、対向電
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極３３に検出回路を接続することで、可動電極３１の往復振動に対応する出力（電位若し
くは電流）を取り出すことができる。このとき、可動電極３１及び一対の支持アーム３２
，３３によって構成される可動構造部の共振特性により、上記振動子構造体の入出力特性
が決定される。
【００３３】
本実施形態の可動電極３１と対向電極３４，３５とは共に櫛歯状に構成され、相互に噛
合する態様で対向配置されているので、上記の可動電極３１が図示前後方向に往復振動す
る場合において、その振動ストロークが可動電極３１の電極部３１ｂ、３１ｃと、対向電
極３４，３５の電極部３４ｂ，３５ｂとのオーバーラップ距離よりも小さいときには、可
動電極３１と対向電極３４，３５との間の静電容量の変化率δＣ／δｘは可動電極３１の
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変位ｘに対して一定であり、振動子構造体の入出力特性も線形になる。
【００３４】
本実施形態において、第１アーム部３２ｂ，３３ｂは、その厚さよりもその可動電極の
振動面上の幅が小さくなるように構成されている。このように構成すると、支持アーム３
２，３３の支持剛性、特に、可動電極３１の重量を支持するための上下方向の剛性を確保
することができると同時に、可動電極３１の本来の振動方向（水平方向）の可撓性を高め
ることができることから、不要な振動モードの発生を低減し、動作損失の低減を図ること
ができるので、振動子性能を全体として向上させることができる。
【００３５】
上記のマイクロメカニカル静電振動子において、一方の支持アーム３２の固定端（固定
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部３２ａと第１アーム部３２ｂとの境界位置）から他方の支持アーム３３の固定端（固定
部３３ａと第１アーム部３３ｂとの境界位置）までの距離を１００μｍ、可動構造部の構
成素材をポリシリコン（ヤング率が１６９ＧＰａ、ポアソン比が０．３、密度が２５００
ｋｇ／ｍ

３

）とし、可動構造部の厚さを２０μｍとした上で、支持アーム３２，３３の平

面形状及び寸法を変えてそれぞれ設計した各構造について、静電力を受けたときの変形時
の形状を有限要素法による構造解析によって算出した。その結果を図３に示す。
【００３６】
図３（ａ）に示すケースでは、支持アーム３２，３３における可動電極３１の振動面（
水平面）上の幅を全て一定の５μｍとし、これを可動電極３１の基部３１ａの左記幅と同
一とした。すなわち、上記の一対の支持アーム３２，３３に相当する部分がアームの長手
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方向に見て一定の断面積を有し、その断面積は上記の可動電極３１の基部３１ａに相当す
る部分と同一である。このように構成した結果、変形時においては、支持アーム３２，３
３だけでなく、可動電極３１の基部３１ａも図示のように湾曲し、それによって電極部３
１ｂ，３１ｃが基部３１ａの変形方向へは広がり、反対方向へは狭められた形状となった
。これでは、電極部３１ｂ，３１ｃが対向電極３４，３５の電極部３４ｂ，３５ｂに接触
し、電気的短絡を生ずる恐れがある。この場合の共振周波数は２．５１ＭＨｚであった。
【００３７】
図３（ｂ）に示すケースでは、支持アーム３２，３３の第１アーム部３２ｂ，３３ｂ及
び第２アーム部３２ｄ，３３ｄの上記幅を３μｍとし、中間アーム部３２ｃ，３３ｃの上
記幅を基部３１ａの上記幅と同じ５μｍとした。これによって、可動電極３１の変形はや
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や少なくなったが、それでも電極部３１ｂ，３１ｃの変形が大きく、対向電極３４，３５
との間の接触の恐れが存在する。この場合の共振周波数は１．８０２ＭＨｚであった。
【００３８】
図３（ｃ）に示すケースでは、支持アーム３２，３３の第１アーム部３２ｂ，３３ｂ及
び第２アーム部３２ｄ，３３ｄの上記幅を２μｍとし、中間アーム部３２ｃ，３３ｃの上
記幅を基部３１ａの上記幅と同じ５μｍとした。これによって、第１アーム部及び第２ア
ーム部が集中的に湾曲変形するようになり、可動電極３１の変形はきわめて少なくなった
。この程度であれば、可動電極３１と対向電極３４，３５との間の接触、電気的短絡は生
じないものと考えられる。この場合の共振周波数は１．２０３ＭＨｚであった。このとき
の第１アーム部３２ｂ，３３ｂ及び第２アーム部３２ｄ，３３ｄの断面積に対する中間ア

50

(9)

JP 2006‑5731 A 2006.1.5

ーム部３２ｃ，３３ｃ及び基部３１ａの断面積の比は２．５であった。
【００３９】
図３（ｄ）に示すケースでは、支持アーム３２，３３の第１アーム部３２ｂ，３３ｂ及
び第２アーム部３２ｄ，３３ｄの上記幅を１μｍとし、中間アーム部３２ｃ，３３ｃの上
記幅を基部３１ａの上記幅と同じ５μｍとした。これによって、可動電極３１の変形はほ
とんど生じなくなった。この場合の共振周波数は０．４８９ＭＨｚであった。
【００４０】
上記のように、第１アーム部３２ｂ，３３ｂ及び第２アーム部３２ｄ，３３ｄの断面積
若しくは可動電極３１の振動面上の幅に対する可動電極３１の基部３１ａの断面積若しく
はその振動面上の幅の比は、１よりも大きいことが好ましく、特に２．５以上であること
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が望ましい。このようにすると、可動電極３１の変形を防止しつつ、支持アーム３２，３
３を容易に変形させることができ、可動電極３１を容易に移動させることができるので、
可動電極３１と対向電極３４，３５との間の接触及び電気的短絡を防止しつつ、駆動電圧
に対する出力電圧の比を大きくし、入出力特性を向上させることができる。
【００４１】
また、上記の比が大きくなりすぎると、第１アーム部及び第２アーム部の可撓性が高く
なることにより可動電極３１に対する支持アームの支持剛性が低下するとともに、可動電
極３１の基部３１ａの断面積や幅が大きくなることによりその重量が増大するので、可動
電極３１の姿勢変化や垂れ下がりを防止するためには、上記比は１０以下であることが好
ましい。
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【００４２】
本実施形態では、支持アーム３２，３３は、固定部３２ａ，３３ａに接続された第１ア
ーム部３２ｂ，３３ｂと、この第１アーム部に接続された中間アーム部３２ｃ，３３ｃと
、この中間アーム部及び可動電極３１の間に接続された第２アーム部３２ｄ，３３ｄと、
を有し、中間アーム部３２ｃ，３３ｃが第１アーム部３２ｂ，３３ｂ及び第２アーム部３
２ｄ，３３ｄよりも可撓性が低くなるように構成されている。これによって、中間アーム
部３２ｃ，３３ｃによって可動電極３１の支持剛性を確保し、可動電極３１の移動方向の
偏りを抑制することができるとともに、その両側に設けられた、より可撓性の大きい第１
アーム部３２ｂ，３３ｂ及び第２アーム部３２ｄ，３３ｄによって可動電極３１の移動ス
トロークを確保することができ、また、第１アーム部３２ｂ，３３ｂと第２アーム部３２
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ｄ，３３ｄが相互に逆向きに湾曲変形することで、可動電極３１の姿勢変化を防止するこ
とができる。したがって、可動電極３１を安定的にかつ容易に振動させることが可能にな
るので、不要な振動モードの発生による振動子の損失を低減することができるとともに、
駆動電圧が小さくても比較的大きな出力を得ることができるので、駆動電圧の低電圧化や
省エネルギー化を図ることができるなど、全体として振動子性能が向上する。
【００４３】
図４は、上記実施形態とは異なる振動子構造体の可動構造部（可動電極３１′及び支持
アーム３２′，３３′）の構成例を示す横断面図である。この構成例では、可動電極３１
′と、支持アーム３２′，３３′の第１アーム部３２ｂ′，３３ｂ′及び第２アーム部３
２ｄ′，３３ｄ′とを異なる素材で構成してある。具体的には、可動電極３１′の構成素
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材を剛性の高い（可撓性の低い）、例えば弾性率の大きい素材で構成し、第１アーム部３
２ｂ′，３３ｂ′及び第２アーム部３２ｄ′，３３ｄ′を可動電極３１′の構成素材より
も可撓性の高い、例えば弾性率の小さい素材で構成してある。これによって、上記実施形
態のように基部３１ａ′の断面積若しくは上記幅と、第１アーム部３２ｂ′，３３ｂ′及
び第２アーム部３２ｄ′，３３ｄ′の断面積若しくは上記幅との比をそれほど大きく構成
しなくても、可動電極３１′の変形を抑制することができるとともに、支持アーム３２′
，３３′の可撓性を充分に確保することができる。
【００４４】
また、この構成例では、支持アーム３２′，３３′において、中間アーム部３２ｃ′，
３３ｃ′と、第１アーム部３２ｂ′，３３ｂ′及び第２アーム部３２ｄ′，３３ｄ′とを
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異なる素材で構成してある。具体的には、中間アーム部３２ｃ′，３３ｃ′の構成素材を
剛性の高い（可撓性の低い）、例えば弾性率の大きい素材で構成し、第１アーム部３２ｂ
′，３３ｂ′及び第２アーム部３２ｄ′，３３ｄ′を中間アーム部３２ｃ′，３３ｃ′の
構成素材よりも可撓性の高い、例えば弾性率の小さい素材で構成してある。これによって
、上記実施形態のように中間アーム部３２ｃ′，３３ｃ′の断面積若しくは上記幅と、第
１アーム部３２ｂ′，３３ｂ′及び第２アーム部３２ｄ′，３３ｄ′の断面積若しくは上
記幅との比を１に設定した場合、或いは、それほど大きい値に構成しない場合でも、可動
電極３１′の姿勢変化や垂れ下がりを抑制することができるとともに、支持アーム３２′
，３３′の可撓性を充分に確保することができる。
【００４５】

10

上記の構成例において、第１アーム部及び第２アーム部の構成素材としては弾性率が小
さく、可撓性の高い素材であるものが好ましく、例えば、アルミニウム、マグネシウム、
すず、セレンなどが挙げられる。また、他の部分の弾性率がそれよりも大きい場合には、
シリコン、チタン、銅などを用いることも可能である。一方、中間アーム部や可動電極の
基部の構成素材としては、ニッケル、クロム、タングステン、鉄などが挙げられる。また
、他の部分の弾性率がそれよりも小さい場合には、シリコン、チタン、銅などを用いるこ
とも可能である。
【００４６】
図５は、さらに異なる振動子構造体の可動構造部（可動電極３１″及び支持アーム３２
″，３３″）の構成例を示す概略斜視図である。この構成例では、上記実施形態と基本的
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に同様に構成された可動電極３１″の基部３１ａ″において薄膜３１ｄ″が積層されてい
る。この薄膜３１ｄ″は可動電極３１″の基部３１ａの下地部分と同じ素材で構成されて
いてもよく、異なる素材で構成されていてもよいが、当該下地部分よりも可撓性の低い素
材、例えば弾性率の大きい素材で構成されていることが好ましい。このように、基部３１
ａ″において薄膜３１ｄ″が積層されることにより、基部３１ａ″の可撓性が低くなるた
め、可動電極３１″の変形をさらに抑制することができる。なお、この構成例では、可動
電極３１″のうちの基部３１ａ″のみに薄膜３１ｄ″を積層しているが、可動電極３１″
の全体に薄膜を形成してもよい。
【００４７】
また、この構成例では、支持アーム３２″，３３″の中間アーム部３２ｃ″，３３ｃ″
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において薄膜３２ｅ″，３３ｅ″が積層されている。この薄膜３２ｅ″，３３ｅ″は支持
アーム３２″，３３″の下地部分と同じ素材で構成されていてもよく、異なる素材で構成
されていてもよいが、当該下地部分よりも可撓性の低い素材、例えば弾性率の大きい素材
で構成されていることが好ましい。このように、中間アーム部３２ｃ″，３３ｃ″におい
て薄膜３２ｅ″，３３ｅ″が形成されていることにより、中間アーム部３２ｃ″，３３ｃ
″の可撓性が低くなるため、可動電極３１″の姿勢変化や垂れ下がりをさらに抑制するこ
とができる。
【００４８】
また、この構成例では、薄膜３１ｄ″，３２ｅ″，３３ｅ″を形成することで、振動子
構造体の共振周波数の調整を行うことも可能になる。振動子構造体は、可動構造部の質量
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或いは質量分布と、可動構造部の形状寸法と、可動構造部を構成する素材の機械的特性と
によってその振動特性が決定されるので、薄膜を形成することによって振動特性を調整す
ることができる。例えば、薄膜が付着することで、可動構造部の質量（或いは質量分布）
が変化するとともに、可動構造部の機械的特性も変化するので、共振周波数が変化する。
この場合、薄膜の素材、厚さ、積層範囲などを調整することで、振動特性を精密に調整す
ることが可能になる。
【００４９】
この構成例においては、上記薄膜は、第１アーム部３２ｂ″、３３ｂ″及び第２アーム
部３２ｄ″，３３ｄ″には形成されていないので、第１アーム部及び第２アーム部の可撓
性が薄膜によって阻害されることはない。
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【００５０】
なお、上記の構成例では、薄膜３１ｄ″が可動電極３１″において積層され、しかも、
薄膜３２ｅ″，３３ｅ″が支持アーム３２″，３３″に積層されているが、薄膜３１ｄ″
のみを形成するようにしてもよい。この場合には、可動電極３１″の剛性を高めることが
できる一方、支持アーム３２″，３３″の可撓性を阻害することがなくなる。また、薄膜
３２ｅ″，３３ｅ″のみを形成するようにしてもよい。この場合には、支持アーム３２″
，３３″の支持剛性を高めることができるとともに、その可撓性を極力阻害しないように
構成することができる。
【００５１】
上述のように、図４に示すように部分的に異なる素材を用いた構成例や図５に示す薄膜
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を用いた構成例では部分的に異なる素材を用いるようにしているが、この場合に、基本的
な素材としては同じものを用いるけれども、素材の一部に対して加熱処理やドーピング処
理などの各種処理を施すことによって、その機械的特性を部分的に変えることにより、異
なる素材を用いる場合と同様の効果が得られるようにしてもよい。
【００５２】
尚、本発明のマイクロメカニカル静電振動子は、上述の図示例にのみ限定されるもので
はなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である
。例えば、上記実施形態においては、可動電極の両側に対向する一対の対向電極を配置し
、一方の対向電極を加振電極として用い、他方の対向電極を検出電極として用いているが
、可動電極に対して一つの対向電極のみを形成して、これを加振電極兼検出電極としても
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よく、一対の対向電極に逆相の駆動電圧を供給して一対の対向電極の双方を加振電極兼検
出電極としてもよい。また、加振電極については、上記のように可動電極と相互に噛合す
る態様で対向する櫛歯状に構成するが、検出電極については、可動電極と検出電極とが対
向配置される部分によって平行平板型の静電容量が構成されるように、可動電極に対向す
る検出電極の電極面を平坦に構成してもよいなど、その構成は任意である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】実施形態の振動子構造体の概略斜視図。
【図２】実施形態の縦断面図（ａ）及びこれに直交する断面を示す縦断面図（ｂ）。
【図３】実施形態の第１アーム部及び第２アーム部の幅を変えたときの可動構造部の変形
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形状を示す平面図（ａ）〜（ｄ）。
【図４】異なる可動構造部の構造を示す横断面図。
【図５】さらに異なる可動構造部の構造を示す概略斜視図。
【図６】実施形態の等価回路図。
【図７】従来の基本的な両端支持型の振動子構造体を示す概略斜視図。
【図８】従来の櫛歯状の電極構造を有する振動子構造体を示す概略平面図。
【符号の説明】
【００５４】
３０…基板、３１…可動電極、３１ａ…基部、３１ｂ，３１ｃ…電極部、３２，３３…支
持アーム、３２ａ，３３ａ…固定部、３２ｂ，３３ｂ…第１アーム部、３２ｃ，３３ｃ…
中間アーム部、３２ｄ，３３ｄ…第２アーム部、３４，３５…対向電極、３４ａ，３５ａ
…基部、３４ｂ，３５ｂ…電極部
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