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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板（１０）上の第１の電極（ｅ１）と、第２の電極（ｅ２）とを備えるマイクロ電気
機械デバイスであって、
　前記第２の電極（ｅ２）は、可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０）の一部であり、前記
可動要素の変形可能部分（ｋ１，ｋ２）の弾性変形によって第１の位置と十分に近接した
第２の位置との間で前記第１の電極（ｅ１）に向かって及び前記第１の電極（ｅ１）から
移動可能であるとともに、前記第１の位置において所定の間隙だけ前記第１の電極（ｅ１
）から離間し、
　前記可動要素は、弾性カップリング（ｋ２）により前記可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，
８０）の主要部に対して結合される第１の独立可動部（８０）及び第２の独立可動部（７
０）を備え、それにより、前記弾性カップリング（ｋ２）は、前記第２の電極（ｅ２）が
前記第２の位置にあるときに前記可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０）に対して前記第１
の電極（ｅ１）から離隔する方向に力を及ぼし、
　前記第１の電極（ｅ１）及び前記第２の電極（ｅ２）は、ＲＦキャパシタの電極であり
、
　前記可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０）の前記第１の独立可動部（８０）の一部とし
て、電圧源と接触可能な第３の電極（ｅ３）が配置され、
　前記第３の電極（ｅ３）と対向して第２の電極対を形成する第４の電極（ｅ４）が、前
記基板上（１０）に配置されることを特徴とするマイクロ電気機械デバイス。
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【請求項２】
　前記弾性カップリングは、前記変形可能部分よりも大きいバネ定数を有していることを
特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記弾性カップリングは、前記第１の独立可動部の少なくとも二つの側に配置されてい
ることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記第１の独立可動部は、少なくとも三つの側において前記主要部によって取り囲まれ
ていることを特徴とする請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記第１の独立可動部は、前記基板に向かって突出していることを特徴とする請求項１
に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記主要部は、前記変形可能部分に対して結合されていることを特徴とする請求項１に
記載のデバイス。
【請求項７】
　前記変形可能部分は、一つ以上の可撓性要素として存在することを特徴とする請求項１
に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記第１の電極及び前記第２の電極の対は、ガルバニックスイッチを形成することを特
徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記可動要素は、実質的に金属層により構成され、前記第１の独立可動部と前記主要部
との間の弾性カップリングは、少なくとも一つのブリッジとして構成されることを特徴と
する請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　基板（１０）と、
　ＲＦキャパシタの一部である可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０）と、
　前記可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０）を前記基板（１０）に向けて移動させるため
の駆動手段（ｅ１，ｅ２）とを有し、
　前記可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０）は、前記可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０
）の残余の部分に対して弾性的に結合された第１の独立可動部（８０）及び第２の独立可
動部（７０）と、前記基板（１０）に対する支持部（４１）と、を有し、
　前記可動要素（ｋ１，ｋ２，７０，８０）の前記第１の独立可動部（８０）の一部とし
て、電圧源と接触可能な第３の電極（ｅ３）が配置され、
　前記第３の電極（ｅ３）と対向して第２の電極対を形成する第４の電極（ｅ４）が前記
基板（１０）上に配置されることを特徴とするマイクロ電気機械デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、第１の電極（ｅ１）と第２の電極（ｅ２）とを備え、第２の電極が可動要
素の一部であり且つ可動要素の変形可能部分の弾性変形によって第１の位置と第２の位置
との間において第１の電極に対して移動することができ、第２の電極がその第１の位置に
おいて所定の間隙だけ第１の電極（ｅ１）から離間されるマイクロ電気機械（ＭＥＭＳ）
デバイスに関する。
【０００２】
　また、本発明は、そのようなＭＥＭＳデバイスを組み込む集積回路、及び、そのような
デバイスを介して通信サービスを提供する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　用語「ＭＥＭＳ」（マイクロ電気機械システム又は構造体又はスイッチ）は様々なデバ
イスを包含している。ＭＥＭＳデバイスの一般的な構成は、第１の電極が第２の電極に対
向して配置された自立構造のビームを備えている。第１及び第２の電極は、空隙によって
互いに離間されている。第１の電極は、動作電圧を印加して静電気力を与えることにより
第２の電極の方へ移動することができ又は第２の電極から離隔することができる。基本的
には、誘導力等の他の力を使用することができる。
【０００４】
　いくつかの一般的な用途は、
　－　マイクロフォン又はラウドスピーカ（特定のタイプの膜を使用する）としての使用
　－　センサ、特に気圧センサとしての使用
　－　共振器としての使用
　－　ディスプレイのピクセルスイッチとして、又は、光スイッチのためのミラーを駆動
するものとしての使用、
　－　ＲＦ用途における使用、特にスイッチ又は可変キャパシタンスとしての使用、
である。
【０００５】
　商業的に重要な用途のうちの一つは、電話又はコンピュータ等のモバイル無線機器のフ
ロントエンドにおける集積バンドスイッチングを伴う可変インピーダンスマッチングのた
めの使用である。
【０００６】
　二つの一般的な構造は、以下の通りである。
１．シリコン基板におけるＭＥＭＳデバイス。この場合、電極は、基板表面に対して垂直
に向けられる。この構造は、センサ用途又は共振器用途において使用されるが、他の用途
も除外されない。
２．薄膜要素としてのＭＥＭＳデバイス。ここでは、ビームが基板と略平行に方向付けら
れる。このタイプのＭＥＭＳデバイスは、ＲＦ　ＭＥＭＳのために使用される。ビームに
関しては、以下のような少なくとも二つの構造がある。
　－　ダブルクランプビーム、例えば二つ以上の側で基板表面に対して接続されるビーム
。そのため、ビームの中心において基板への偏りが起こる。このタイプのビームは、両端
が組み込まれたビームとして知られており、不静定である。
　－　シングルクランプビーム。この場合、ビームの端部において基板への偏りが起こる
。このタイプのビームは、片持ち梁と呼ばれており、静定である。
【０００７】
　ビームには、概して、穴が設けられており、これらの穴は、空隙を形成するためのビー
ムと基板との間の犠牲層のエッチングの結果として存在する。また、これらの穴は、ビー
ムを開放している間又は閉じている間にビームと基板との間の空隙に対して空気を流入出
できるようにすることにより、空気ダンピング（空気制動）を減少させるのに役立つ。し
かしながら、英国特許出願公開公報第ＧＢ－Ａ－２，３５３，４１０号（特許文献１）に
記載されているように、ビームが基板に対して組み付けられ、そのため、エッチングのた
めに穴が不要になる製造技術がある。
【０００８】
　冒頭で述べた種類のデバイスは、米国特許出願公開公報第ＵＳ２００２／０１４９０７
１号（特許文献２）から知られている。この文献のＭＥＭＳデバイスは、二つの別個の動
作電極を基板上に備えており、これらの動作電極間には割り込み信号ラインが存在する。
ここで、可動要素は、動作電極によって静電的に動作させられる一つの金属層であり、信
号ラインの二つの部分を接続するためにスイッチ電極を含んでいる。スイッチ電極は、二
つの動作電極間のブリッジとして配置されている。これらの電極は、フレキシブル要素を
介して基板上の支持体に対して接続されている。実際には、このＭＥＭＳデバイスは、リ
レーとして動作する。
【０００９】
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　ＭＥＭＳスイッチの主な故障メカニズムのうちの一つは、動作電圧が除去されるときに
ビーム又は膜が対向電極から解放されないスティクション（stiction：固着）である。接
触面上で窪み形成等の表面粗さ又はコーティングを使用することによりスティクションに
対処することは知られている。
【００１０】
　既知のデバイスは、大きい動作電極を有しており、これらはスティクションに影響され
る。そのようなスティッキング（固着）は、主に、移動可能な動作ステージと基板上の動
作電極との間に水分又は異物が存在する場合に起こる。スティッキングは、使用時又は製
造プロセス中に起こる場合もある。従来においては、そのようなスティッキングを防止す
るために、動作ステージの底面に突起が形成され又はテフロン加工の薄膜が形成されてい
る。スティクションを制限するため、既知のデバイスは、フレキシブル要素上に又はフレ
キシブル要素と対向する基板上に突起を更に備えている。突起は、デバイスが閉じられる
ときに接触抵抗を増大させる。また、突起はスティクションに抗する対抗力を与える。
【００１１】
　しかしながら、特にＲＦ用途においては、スイッチの切り換え速度が最も重要である。
また、既知のデバイスは、スティクションに抗する対抗力を与えるが、この対抗力はあま
り大きくない。フレキシブル要素の柔軟性は、突起の作用に対する動作電極の大きな表面
積を確かに考慮すると、これを妨げる。
【００１２】
　また、工業的用途においては、デバイスの良好な寿命が必須条件である。その点におい
て、既知のデバイスは比較的弱い。この分野において知られているように、静電気的動作
を伴うＭＥＭＳ要素は、例えば可動要素が基板上に即座に落下する特定のプルイン電圧Ｖ

ＰＩよりも上で、プルイン作用を示す。フレキシブル要素上の突起は、そのような状況下
では、損傷する傾向が高い特徴、従って、望ましくない特徴を有している。
【特許文献１】英国特許出願公開公報第ＧＢ－Ａ－２，３５３，４１０号
【特許文献２】米国特許出願公開公報第ＵＳ２００２／０１４９０７１号
【特許文献３】米国特許第ＵＳ６，４１８，００６号公報
【特許文献４】米国特許第ＵＳ６，７７７，２８４号公報
【特許文献５】国際公開公報第ＷＯ－ＩＢ２００４／０５０８６３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明の目的は、冒頭で述べた種類のデバイスであって、高速で且つ工業的に
実行可能なデバイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の態様において、本発明は、可動要素が、弾性カップリングにより可動要素の主要
部に対して結合される独立可動部を備えるマイクロ電気機械デバイスであって、弾性カッ
プリングが、第２の電極がその第２の位置にあるときに可動要素に対して第１の電極から
離隔する方向において力を及ぼす、マイクロ電気機械デバイスを提供する。
【００１５】
　主要部に対して弾性的に結合される独立可動部を使用することにより、この独立可動部
が概して主要部と共に移動するようになる。それは、可動部の他の部分と何等異ならない
ため、固有の弱点ではない。また、主要部に対するその独立結合により、設計の必要性に
従って弾性カップリングのバネ定数を設定することができる。その上、電気通信又は可動
要素の懸架を損なうことなく、スティクションに対する対抗力を大きくすることができる
。この出願の関連においては、弾性カップリングによって定められる境界条件により許容
される限りにおいて、独立可動部が可動要素の一部として移動できるとともに単独でも移
動できることが理解される。
【００１６】
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　本発明のデバイスの利点は、切り換え速度を変化させることができるとともに高めるこ
ともできるという点である。これは、特にＲＦ用途において当てはまる。スイッチ開放遅
延の多くは、開放の初期段階に関係している。これは、電極が最も接近するときに静電気
引力が最大となるからである。独立可動部に異なるバネ力を与えることができ、また、独
立可動部は、例えば、異なる開放率に寄与し得る。請求項に記載された構造体の利点は、
非線形バネ応答である。既知のデバイスと比較して、独立可動部の使用は、各バネ構成の
最適化を独立に行うことができる等の利点を有している。また、装置を摩耗や高レベルの
応力に晒す必要がなければ、長い寿命期間に亘って信頼性及び精度を向上させることがで
きる。
【００１７】
　また、可動要素内の力の適用によっても、また、独立可動部と基板との間の力によって
も独立可動部を移動させることができるのが分かる。そのような力の例としては、電圧差
の印加による電気的な相互作用、磁気的な相互作用、独立可動部に局所的な収縮を形成す
るための圧電力、弾性カップリングだけの機械的な力が挙げられる。また、基板と対向す
る独立可動部の表面は、基板表面の材料に対して固有の引力又は斥力を有するように選択
されてもよく又は化学的に改質されてもよい。
【００１８】
　一見したところでは関連すると思われるＭＥＭＳデバイスが、米国特許第ＵＳ６，４１
８，００６号（特許文献３）から知られている。また、このＭＥＭＳデバイスは、調整可
能な第１の電極と、別個の動作電極とを有している。調整可能な電極と可動要素との間の
間隙は、動作電極と可動要素との間の間隙よりも小さい。この場合、可動要素の面積、大
きな間隙部分、小さな間隙部分は、効果的に非常に厳格に形成される。その上、小さな間
隙部分は、トレイ形状に形成される。しかしながら、この既知のデバイスは、実際には非
常に異なっている。可動要素は、動作電極と接触することができず、また、小さな間隙部
分は、決して可動要素の主要部に対して独立に移動することができない。その結果、この
既知のデバイスでは、本発明において与えられるスティクションに抗する対抗力を得るこ
とができない。
【００１９】
　好ましい実施の形態において、弾性カップリングは、変形可能部分よりも大きいバネ定
数を有している。このようにすると、カップリングは、スティクション力よりも適切に大
きくてもよい効果的な対抗力を与えることができる。スティクションの効果的な障壁は、
図面の記載で更に詳細に説明するように、解放電圧Ｖｒｅｌとして表されてもよい。基本
的には、必要に応じて他の電極のバネ定数が高いといった逆のことも考えられる。独立可
動部の面積は、他の電極よりも小さいことが好ましく、それにより、弾性カップリングの
大きなバネ定数に寄与し得る。
【００２０】
　本発明の更なる有利な特徴として、電極のプルイン（引き込み）に抵抗するためにフレ
キシブル要素が配置され、また、弾性カップリングのバネ定数及び独立可動部の位置がプ
ルインに対する更なる抵抗を与えるように設定される。これにより、解放電圧を高くする
ことができ、従って、スティクションの虞を低減することができる。また、Ｖｒｅｌに対
するＶＰＩの比率を減少させることができ、そのため、可動要素を移動させるために幅広
い範囲の電圧を利用することができる。
【００２１】
　独立可動部は、第２の電極よりも小さい表面積を有していることが好ましい。これによ
り、独立可動部に対して集中的な力を与えることができ、そのため、独立可動要素を基板
から効果的に引き離すことができる。また、独立可動部を小さく形成することにより、そ
のような弾性的に結合された独立可動部を複数設けることができる。また、これにより、
解放電圧ＶＲＥＬが減少し、切り換え速度が増大する。また、大きな表面積に亘ってステ
ィクション力が比較的均一に釣り合わされる。
【００２２】
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　他の更なる特徴として、弾性カップリングは、電極の独立可動部の少なくとも二つの側
に配置される。これにより、例えば振動や製造のばらつきに影響され難い、より安定した
信頼できる構造体を提供することができる。実際には、この場合、独立可動部は、主要部
に形成される。特に、可動要素のほぼ全体が金属層として具現化され且つ独立可動部の形
成のために必要な穴を製造中にエッチング穴として使用することができる実施の形態と組
み合わせると有益である。
【００２３】
　他の更なる特徴として、独立可動部は、少なくとも三つの側で他のそれぞれの電極によ
り取り囲まれる。いくつかの独立可動部を電極の側面に設けることが有利であると思われ
る。この場合、電極の形状は、実際には、電極の側面での大きな渦電流の形成を防止する
ことができるような形状になっている。そのような渦電流は、一般に高い周波数で起こる
厄介な副作用である。あるいは、独立可動部が主要部の中心に設けられてもよい。これに
より、可動要素の安定性の低下が最小となり、短いバネで大きなバネ定数ｋ２が得られる
。
【００２４】
　好ましい実施の形態では、独立可動部が基板に向けて突出している。このようにすると
、独立可動部は、可動要素の主要部の前に基板と接触するようになる。独立可動部が基板
と接触するときに更なる戻し力が与えられてもよい。この可動部の突出は、可動部に接続
される別個の中間層として適切に具現化される。この中間層は、その上側に被さる可動部
の外側において又は中間層と直接に接触する可動部の部位の少なくとも外側において横方
向に延在していてもよい。突出のために中間層を使用すると、中間層の材料の選択により
又は中間層の横方向の延在又はパターンにより機械的特性を最適化できる。そのような横
方向の延在部は、一般に可動部と比べて厚さが薄く、従って、より弾力性がある。そのよ
うな突出の更なる利点は、大きな設計自由度である。少なくとも第２の電極として機能す
る領域の部分においてそのような突出部分を主要部に設けることも排除しない。
【００２５】
　具体的には、独立可動部は、第１の電極と第２の電極との間の間隔よりも小さい間隔を
基板との間に有する休止位置を有している。間隔が小さいため、独立可動部が独立に移動
されず可動要素の一部としてのみ移動される場合であっても、独立可動要素が早期に基板
と接触することになる。電極が独立可動部と反対側の基板上に配置されてもよいことは理
解されるであろう。その場合、実際に二つのマイクロ電気機械要素が異なる動作電圧及び
特性をもって一つのデバイス中に形成されるという点において、電気的性質においても有
利である。
【００２６】
　従って、第１の更なる実施の形態では、独立可動部が第３の電極を備え、第２の電極対
を形成するために第３の電極と対向する第４の電極が基板上に配置される一方、第２の電
極が可動要素の主要部の一部として配置される。第２の電極対は、休止位置では、第１の
電極対とは別の間隔を有することが好ましい。この実施の形態はいくつかの構造が可能で
あり、そのうちの一つにおいては、第２の電極対がガルバニックスイッチを形成し、第１
の電極対がアクチュエータを形成し、任意的にはＲＦキャパシタも形成する。あるいは、
両方の電極対が可変キャパシタを形成してもよく、また、これらを直列に又は並列に配置
することができる。可動要素の限られた数の位置だけを使用する場合であっても、そのよ
うな組み合わせにより、結果として得られるキャパシタンスを複数の値に調整することが
できる。
【００２７】
　可動要素は、実質的には一つの金属ビームであることが適当であり、その場合、第２及
び第３の電極は互いに接続されて同じ電圧で存在する。このとき、弾性カップリングは、
多数のブリッジとして具現化される。この最良の形態に代わる手段が存在し、これらの手
段は、先ず第１に、電極及びその表面上での相互接続を伴う電気絶縁ビームに基づく可動
要素の使用を含んでいる。特定の変形は、圧電材料をビームとして又はビームの一部とし
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て使用することである。他の代替的手段は、弾性カップリングのために、また、任意的に
は独立可動部のためにも電気絶縁手段を使用することである。独立可動部が第３の電極を
含む場合、それに対する接触は、ワイヤボンディングを使用して達成されてもよい。これ
との関連においては、別個の中間層の使用が特に適しており、この中間層は、電極及び他
の機能パターンの形成を可能にし、従って、機能性と機械的構成とを垂直に分離する。
【００２８】
　更なる実施の形態では、可動要素の変形可能部分が主要部から分離される。特に、主要
部は、変形可能部分によって基板上の支持体に対して結合されている。この別個の変形可
能部分は、基板と金属との間の熱膨張係数の差にデバイスが影響されないようにするとい
う点において有益である。このサスペンション（ｋ１）の内側に独立可動部を含ませると
、このサスペンションの利点は維持される。
【００２９】
　具体的に、デバイスには、動きに応じて可動要素に対して力を与えるように結合され且
つ可動要素と基板上の一つ以上の突起との間に存在する一つ以上のフレキシブル要素が設
けられている。そのようなフレキシブル要素の使用はそれ自体は知られているが、特に、
フレキシブル要素と弾性カップリングとの組み合わせが興味深い構成となることが分かっ
た。これは、フレキシブル要素及び弾性カップリングの機械的な力が互いに増強し得るが
互いに釣り合うからである。そのようなフレキシブル支持体は、可動要素における電極の
少なくとも二つの側に配置される。これは、例えば振動や製造のばらつきにほとんど影響
されない、より安定で信頼できる構造体を与えることができる。この構造体は、高いバネ
定数を得るため、また、製造中又は動作中にデバイスが高温に影響されないようにするた
めに使用することができる。
【００３０】
　本発明のＭＥＭＳデバイスは、限られた数の状態を有するガルバニックスイッチ又は容
量スイッチであることが最も好ましいがこれに限定されず、また、この場合、第１の電極
は、同時に動作電極としての機能を果たす。第１の位置での第１の電極と第２の電極との
間の間隙は、変化させられてもよい。
【００３１】
　また、本発明のデバイスは、可動要素と基板上に配置された電極とを有する複数のマイ
クロ電気機械要素を備えていてもよい。これらの要素は、同じ構造を有していてもよいが
、そうである必要はない。一つの実施の形態において、構造は、異なる範囲を与えるため
に電極のサイズが異なっている。他の実施の形態において、構造は、要素の異なる機能を
考慮して異なっている。即ち、この場合、一方の要素は例えばインピーダンスマッチング
回路で可変キャパシタを構成し、一方、他方の要素はバンドスイッチを構成する。
【００３２】
　一つのデバイスが複数のＭＥＭＳ要素を備える場合、間隙サイズは同じである必要はな
く変化させられてもよい。また、本発明のＭＥＭＳデバイスは、双安定型のものであって
もよい。その場合、基板上の第１の電極と基板上の別個の要素の第３の電極との間におい
て第２の電極を切り換えることができる。また、この実施の形態において、独立可動部は
、基板に対するスティクション（固着）に抗する対抗力を与えることが最も適切であるが
、別個の要素に対するスティクションに抗する対抗力を与えるように独立可動部を構成す
ることも排除しない。しかしながら、第２及び第３の電極間の接触は、スティクションに
ほとんど影響されないと思われる。
【００３３】
　本発明のデバイスは、薄膜キャパシタ、レジスタ、インダクタ、ダイオード等の更なる
要素を備えていることが適当である。これらの要素は、用途に適するように且つ用途にお
いて望ましいように任意の構造に従って互いに接続される。可動要素が金属層中に形成さ
れる場合、特に中間金属層が存在する場合には、薄膜キャパシタ及びインダクタをデバイ
ス中に容易に組み込むことができるのが分かる。このとき、薄膜キャパシタは、基板上の
導電層中の電極と中間層との間に形成される。その場合、基板上の選択された領域におい
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てのみ誘電体層が除去され、これは技術的に達成することができる。インダクタは、十分
なＱ係数に達することができる十分な厚さを有する可動要素の金属層中に形成される。
【００３４】
　また、本発明のデバイスには、トランジスタの回路が設けられてもよい。この場合、デ
バイスは集積回路であり、マイクロ電気機械要素は、相互接続構造体の一部として形成さ
れ又は不動態層の上端にも形成される。そのような要素を相互接続構造体中に組み込むこ
とは、例えば米国特許第ＵＳ６，７７７，２８４号（特許文献４）から知られている。こ
の実施の形態は、マイクロ電気機械要素が共振器又は可変キャパシタとして使用される場
合に特に適すると思われる。
【００３５】
　第２の態様において、本発明は、基板と、可動要素と、可動要素を基板に向けて移動す
るための駆動手段とを有し、可動要素が、可動要素の残余の部分に対して弾性的に結合さ
れた独立可動部を有しているマイクロ電気機械デバイスを提供する。独立可動部は、独立
可動部が基板に接触するときに更なる戻り力を与えるために基板に向けて突出しているこ
とが好ましい。更なる好ましい実施の形態においては、動きに応じて可動要素に戻り力を
与えるため、複数のフレキシブル要素が存在する。
【００３６】
　これにより、可動要素を引き離す戻り力を移動範囲の一部に亘って増大させることがで
きる。これは、特定の用途に適するようにデバイスを設計する際に更なる自由度を与える
ことができる。例えば、範囲の一部は、スティクションの危険が存在する場所となるよう
に、又は、開放が最も遅れる場所即ち例えば静電気力が最も大きい場所となるように設定
することができる。ストッパを使用する前述した非線形バネ構成と比較すると、独立可動
部の使用は、各バネ構成の最適化を独立に行うことができる等の利点を有する。また、摩
耗や高レベルの応力に晒される可能性があるストッパが必要なければ、長い寿命期間に亘
って信頼性及び精度を高めることができる。また、基板上に接触点又は固定点がほとんど
存在しない場合には、構造を更に簡単にすることができる。
【００３７】
　この態様の更なる特徴は、第１の態様に関して説明した特徴である。両方の態様の大き
な違いは、駆動手段の存在である。静電駆動手段が好ましい。なぜなら、そのような動作
原理を有するマイクロ電気機械デバイスは、頑強な方法、従って、容易に工業化できる方
法で製造できるからである。圧電動作手段は、駆動電圧が低いという利点を有している。
【００３８】
　第３の態様は、基板と、可動要素と、可動要素を基板に向けて移動するための駆動手段
とを有し、基板が、当該基板に対して弾性的に結合される可動部を有し、可動部が可動要
素と接触するときに更なる戻り力を与えるために可動部に向けて突出しているマイクロ電
気機械デバイスを提供する。
【００３９】
　可動部は、基板に取り付けられてもよく、可動要素に取り付けられなくてもよい。この
場合、弾性カップリングは、例えば、基板と可動部との間の弾性層又は圧電層によって具
現化される。あるいは、可動部は、片持ち構造を有することができる。
【００４０】
　更なる特徴として、弾性カップリングは、フレキシブル要素のバネ定数よりも高いバネ
定数を有している。
【００４１】
　他の更なる特徴として、可動要素の少なくとも二つの側にフレキシブル支持体が配置さ
れる。これにより、例えば振動や製造のばらつきに影響され難い、より安定した信頼でき
る構造体を提供することができる。
【００４２】
　他の更なる特徴として、独立可動部の少なくとも二つの側に弾性カップリングが配置さ
れる。これにより、例えば振動や製造のばらつきに影響され難い、より安定した信頼でき
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る構造体を提供することができる。
【００４３】
　本発明の他の態様は、切り換えのためのデバイスの使用を含んでいる。本発明のデバイ
スの使用の結果として、切り換え速度がかなり高められる。
【００４４】
　本発明の他の態様は、そのようなデバイス及び少なくとも一つの半導体デバイスを有す
るモジュールを含んでいる。マイクロ電気機械要素及びデバイス、例えば本発明のデバイ
スは、当然、個々のトランジスタと比較して大きい。従って、システム・イン・ア・パッ
ケージコンセプトとして組み合わせを提供することが適切である。モジュールに関しては
、様々なコンセプトが存在し、それ自体は知られている。興味深い改良点は、本発明のデ
バイス内部のキャビティ内に更なる半導体デバイスを設けた点である。そのようなキャビ
ティは、特に基板中に形成される。この基板は半導体基板であることが好ましいが、無論
、ガラス又はアルミナ、高分子、多層基板又は他の基板も排除しない。特に、基板は少な
くとも部分的に除去され、それにより、半導体デバイスの背面がヒートシンクに対して直
接に接続される。半導体デバイスがこの背面から薄肉化されることにより、デバイスの基
板を通じて熱抵抗が低減されることが適当である。そのようなモジュールは、参照するこ
とにより本願に組み込まれる出願の国際公開公報第ＷＯ－ＩＢ２００４／０５０８６３号
（特許文献５）に記載されている。このモジュールで使用される半導体デバイスは、先ず
第１に、本発明のデバイスのためのドライバである。更なる若しくはこれに代わる半導体
デバイスは、例えば電力増幅器及びトランジスタであり、又は、共振器として使用する場
合には本発明のデバイスのための検出回路である。電力増幅器モジュールの場合、本発明
のデバイスは、可変キャパシタ及び／又は異なる周波数帯域間及びモジュール内において
送信モードと受信モードとの間を切り換えるスイッチを有するインピーダンスマッチング
回路（の一部として）適切に使用される。
【００４５】
　本発明の更なる態様は、そのようなデバイスを有する携帯機器、及び、そのような携帯
機器を介して通信サービスを提供する方法を含んでいる。これは、改良されたデバイスの
究極目的が料金を請求できる改良された通信サービスを可能にすることであるという認識
である。サービスの価格は、ある場合には無料で提供できるデバイスの販売価格よりもか
なり高くなる可能性があり、そのため、価値はサービスによってもたらされる。
【００４６】
　任意の更なる特徴は、互いに組み合わせることができるとともに、本発明の任意の態様
と組み合わせることができる。特に他の従来の技術と比較すると他の利点は、当業者には
明らかである。本発明の請求項の範囲から逸脱することなく多数の変形及び変更をなすこ
とができる。従って、本発明の形態が単なる例示であり本発明の範囲を限定しようとする
ものではないことは明確に理解されるべきである。ここで、添付の概略図を参照しながら
、一例として、本発明がどのようにして効果的な状態に置かれるのかについて説明する。
【００４７】
　本発明の特徴は、本発明の好ましい実施の形態を示す添付図面を参照することにより更
に良く理解できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　特定の実施の形態に関して特定の図面を参照しながら本発明を説明するが、本発明は、
これらに限定されず、請求項のみによって限定される。描かれている図面は、単なる概略
であり、限定的なものではない。図面中、いくつかの要素のサイズは、説明のため、誇張
され且つ一定の倍率で描かれていない場合がある。単数名詞を参照する際に不定冠詞又は
定冠詞、例えば「ａ」又は「ａｎ」、「ｔｈｅ」が使用される場合、これは、何か他のこ
とが具体的に述べられていない限り複数のそのような名詞を含んでいる。
【００４９】
　また、明細書本文中及び請求項中の第１、第２、第３等の用語は、同様の要素同士を区



(10) JP 5259188 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

別するために使用されるが、必ずしも順番又は時間的順序を表すものではない。そのよう
に使用される用語が適切な状況下では置き換え可能であり、また、ここに記載された本発
明の実施の形態が、ここで説明され又は図示された順序以外の順序で動作可能であること
は、理解されるべきである。
【００５０】
　また、明細書本文中及び請求項中の上端、下端、上側、下側等の用語は、記述的な目的
で使用されるが、必ずしも相対的な位置を表すためのものではない。そのように使用され
る用語が適切な状況下では置き換え可能であり、また、ここに記載された本発明の実施の
形態がここで説明され又は図示された方向以外の方向において動作可能であることは、理
解されるべきである。
【００５１】
　尚、請求項中で使用される用語「備える、含む（comprising）」は、その後に記載され
る手段に限定されるものと解釈されるべきではなく、他の要素又はステップを排除するも
のではない。従って、「手段Ａ及びＢを備えるデバイス」という表現の範囲は、構成要素
Ａ及びＢのみからなるデバイスに限定されるべきではない。つまり、本発明に関しては、
デバイスの単なる関連する構成要素がＡ及びＢであるということである。
【００５２】
　図１は、参考のため、可動要素３０が湾曲要素４０により基板１０の上方において支持
される既知の構成を示している。これらは、アンカー又は支持要素２０に対して可動要素
を伸縮自在に取り付けるためのものである。湾曲要素は、可動要素の移動中に可動要素を
支持する湾曲要素が所定量だけ弾性的に変形させられるときに湾曲要素の反発力を急激に
大きく増大させるためにストッパ６０の形態をなす反発要素を有している。所定のサイズ
を有する反発要素は、湾曲要素と湾曲要素に対向する基板上に固定された固定要素との間
に配置されたストッパである。ストッパは、湾曲要素が所定量だけ弾性的に変形させられ
る際に湾曲要素の中央部がストッパと接触するように、湾曲要素と対向する固定要素の部
位に配置されていてもよい。また、ストッパは、湾曲要素が所定量だけ弾性的に変形させ
られる際にストッパが固定要素と接触するように、固定要素と対向する湾曲要素の中央部
に形成されていてもよい。
【００５３】
　スティクション（固着）の原因のうちの一つは誘電体層の帯電であり、それによりΔＶ
＝ρｓｚｄ／εｄの有効電圧の変動が引き起こされる。ここで、ρｓは誘電体における表
面電荷であり、ｚｄは誘電体の厚さであり、εｄは誘電体の誘電率である。帯電電圧がス
イッチの解放電圧よりも大きい場合（即ち、ΔＶ＞Ｖｒｅｌ）にはスティクションが起こ
る。従って、Ｖｒｅｌが増大すると、スイッチの信頼性が高まる。しかしながら、従来の
スイッチにおいては、（ＶＰＩ／Ｖｒｅｌ）２＝４／２７（Ｃｄｏｗｎ／Ｃｕｐ）２であ
る。従って、Ｖｒｅｌが増大することにより（通常は望ましくない）ＶＰＩの増大が引き
起こされる。図１の構成は、これを軽減することができるが、著しい実用的欠点を有して
いる。
【００５４】
　図２に示される本発明の第１の実施の形態は、ＶＰＩをわずかに減少（即ち、スティク
ションを減少）させつつＶｒｅｌを増大させることができる二重バネ構造体を有するＭＥ
ＭＳ構造を伴っている。従来のＭＥＭＳスイッチは、間隙ｇだけ離間され且つバネｋによ
り吊り下げられた二つの電極ｅ１，ｅ２を備えている。側面図で概略的に示される図２の
構造は、一つの上端電極を有する代わりに、電気的に接続されるがバネｋ２の形態をなす
弾性カップリングにより機械的に分離された二つの部品ｅ２，ｅ３からなる分割された上
端電極を有している。電極ｅ３は、独立に移動できる部分の一例である。電極ｅ２，ｅ３

の面積はそれぞれＡ２，Ａ３である。構造は、連続的な下端電極ｅ１を基板１０上に備え
ている。デバイスの用途に応じて、可動要素を例えばミラー、電気スイッチ接点、又は、
キャパシタプレート等に対して取り付けることができる。
【００５５】
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ＶＰＩに対する影響：　
　図示の実施の形態において、バネｋ２のバネ定数は、バネｋ１のそれよりも十分に大き
い。このように電極ｅ３の有効バネ定数は、電極ｅ１のそれよりもわずかに小さいため、
プルイン電圧はわずかに小さいが、この影響はごくわずかであり、ｋ２がｋ１よりも十分
に大きい場合には無視することができる。実際にこれはいくつかの用途において有益とな
り得る。
【００５６】
Ｖｒｅｌに対する影響：　
　電極に対して高い電圧を印加することにより電極を互いに接近させる（スイッチの用途
において、これはスイッチの閉状態に対応する）と、上端電極ｅ２，ｅ３に作用する静電
気力がこれらの電極の面積に比例する。電極ｅ２の面積Ａ２が従来のスイッチのそれ（Ａ

２＋Ａ３）よりも小さいため、静電気力も小さい。従って、同じバネ定数を有する従来の
スイッチと比較すると、提案されたスイッチの電極ｅ２は、高い解放電圧を有する。注目
に値する有効性の指標は、比率ＶＰＩ

２／Ｖｒｅｌ
２をｋ２／ｋ１と比較することである

。Ａ２＝Ａ３となる場合、これは、従来の単一バネデバイスにおいては直線であり、２バ
ネデバイスにおいては直線より下方の曲線である。ｋ２／ｋ１＝８の場合には、従来のス
イッチに比較して相対解放電圧が約４０％増大され、それにより、スイッチの信頼性が更
に高くなる。
【００５７】
他の結果：　
　二重バネ構造体の構造は、ＭＥＭＳデバイスの開放速度も高める。これは、スティクシ
ョン作用が低減されるとともに、スイッチの加速のために多くの力を利用することができ
るからである。これは、特にスイッチデバイスにおいて重要である。この機構は、開放動
作の初期の部分においてのみ意味がある。前述したように、二重バネ構造体は、静電ＭＥ
ＭＳスイッチの信頼性を高めることができる。当該構造は、約１．４の係数分だけ比率Ｖ

ＰＩ／Ｖｒｅｌを減少させることができ、それにより、ＭＥＭＳデバイスの信頼性を著し
く高めることができる。
【００５８】
　図３は、図２の構成に類似するが両側が支持された可動要素と両側が弾性カップリング
により支持された独立に移動できる部分（独立可動部）とを有する構成の概略図を示して
いる。これは、構造的利点をもたらすことができる。電極の独立可動部ｅ３は、他の電極
ｅ２に対して引っ込められた休止位置で示されている。これは、電極部分ｅ３が電極の引
力に抗し且つスティクションに抗する大きな分離力を有し得るようにするのに役立つ。
【００５９】
　図３の構成に対応するそのようなデバイスの構造の平面図が図４に示されている。この
図は、製造中に間隙をエッチングできるようにし且つ空気流が空気ダンピング（空気制動
）を低減できるようにするために多数の穴を有する正方形電極ｅ２を示している。正方形
の各辺には四つのアンカー（４１）が示されている。可撓性のある支持部材が各アンカー
から正方形の可動要素ｅ２の各角部へと延在している。これらのそれぞれのバネ定数は、
例えば長さ、厚さ、材料のタイプによって設定することができる。独立可動部ｅ３も正方
形であり、この独立可動部ｅ３は、他の電極ｅ２の中心にある正方形の開口内に配置され
ている。独立可動部の各角部は、開口の各角部から部分ｅ３の隣接する角部へと向かう細
長いバーの形態をなす弾性カップリングにより支持されている。これらのカップリングは
、支持部材よりも短く、そのため、高いバネ定数を有している。また、部分ｅ３は、エッ
チング及び空気の流れを可能にするために規則正しいパターンで穴を有している。下端電
極ｅ１は、大部分が他の電極の下側に隠れており、他の電極の組み合わせとほぼ同じ形状
をなしている。下端電極は、図の上端及び下端に接触領域を有している。
【００６０】
　図５は、本発明のデバイス１００の概略的な一つの断面図を示しているが、多くの他の
断面も可能である。図は、基板１０の上端に、金属、例えばＡｌ等の導電材料からなる層
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４２を示している。この層４２には、基板１０上に配置された第１の電極ｅ１が形成され
ている。第１の電極ｅ１は、空隙６０によって可動要素４０から分離されている。空隙６
０は、中間金属層によって互いに分離されてもよい第１及び第２の絶縁層の堆積により形
成される。絶縁層は、その後にエッチングにより除去され、このエッチングにおいては可
動要素４０の貫通穴を適切に利用することができる。犠牲層の除去においては、例えば国
際公開公報第ＷＯ２００４／０３７７１３Ａ１号に記載されているようにドライエッチン
グ技術及びウェットエッチング技術の両方を適用することができる。この場合、可動要素
４０は、アルミニウム又はアルミニウム合金等の導電材料を含んでいる。しかしながら、
ＣｕやＮｉ等の他の導電材料を使用することができ、また、可動要素を導電性にする必要
はない。可動要素４０は、基板１０に対する支持部４１と主要部８０とを備えるとともに
、本発明に従って独立可動部７０も備えている。この独立可動部７０は、弾性カップリン
グｋ２を用いて主要部８０に接続されている。また、可動要素４０は、この実施の形態で
はフレキシブル要素ｋ１を備えているが、これは必ずしも必要ではない。しかしながら、
弾性カップリングｋ２がフレキシブル要素ｋ１よりも大きな弾性率を有していることが好
ましく、そのためには、カップリング手段ｋ２及びフレキシブル要素ｋ１の長さが主要な
パラメータである。導電性の可動要素４０のこの実施例において、カップリング手段ｋ２
及びフレキシブル要素ｋ１は、いずれも金属層中に組み込まれている。これは処理のため
に有利である。この実施例でも、主要部８０が第２の電極ｅ２を構成するとともに、独立
可動部７０が第３の電極ｅ３を構成する。第１の電極ｅ１は、第２及び第３の電極ｅ２，
ｅ３の両方と対向するように横方向に延在している。ここで、第３の電極ｅ３は、弾性カ
ップリングｋ２の動きにより独立に移動することができるとともに、第１の電極ｅ１によ
って引き付けられる。第３の電極は、第２の電極ｅ２よりも第１の電極ｅ１の方へと移動
しやすい。
【００６１】
　この第３の電極ｅ３は、デバイス１００の寿命に有利な影響を及ぼすと考えられる。Ｍ
ＥＭＳデバイスの寿命は、主に帯電作用に依存しており、金属疲労又は同様の材料特性に
は依存しない。上記帯電作用を回避するためには、解放電圧ができる限り高くなければな
らず、これが第３の電極の本来の目的である。第２及び第３の導電層が、ｅ２，ｅ３，ｋ
１，ｋ２をそれぞれ形成する。
【００６２】
　図６は、切り換え速度の増大を生み出すことができる他の実施の形態を示している。Ｍ
ＥＭＳスイッチの切り換え速度は、通常、空気ダンピングによって大きく減少させられる
。静電スイッチの閉塞速度は、高い動作電圧を印加することによって高めることができる
。しかしながら、静電気力が常に引き付けているため、開放速度は構造体のバネ定数及び
空気ダンピングによって完全に決定される。（膜領域の寸法が、通常は間隙距離よりも十
分に大きい）ＭＥＭＳスイッチにおいて、支配的な空気ダンピング力は、以下によって与
えられるスクイーズ（squeeze）膜ダンピング力である。
　　　Ｆｓｆｄ＝ｂ０ｖ／ｚ３　　　　　　（１）
【００６３】
　ここで、ｖは速度であり、ｚは電極間の距離である。空気ダンピングの影響を減少させ
るための一つの方法は、膜に穴を設けて定数ｂ０を減少させることである。
【００６４】
　図６は、以下のように従来の構造を改良することができるスタンプ構造体を使用する他
の方法を示している。即ち、この方法は、基板と可動要素とを引き離すバネ力を高めてス
ティクションを回避するのを補助することにより、開放速度を増大させて信頼性を高める
ことができる。これは、ＶＰＩに影響を与えないようにしつつＶｒｅｌを増大させる（即
ち、スティクションを減少させる）ことを伴う。
【００６５】
　間隙ｇ１だけ離間され且つバネｋ１によって吊り下げられた二つの電極ｅ１，ｅ２を備
える従来のＭＥＭＳスイッチに加えて、スイッチは、電極ｅ２を有する可動要素と‘スタ



(13) JP 5259188 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

ンプ’と称される独立可動部とを備えている。このスタンプは、バネｋ２の形態をなす弾
性カップリングにより上端（又は下端）電極に接続されるとともに、間隙ｇ２だけ基板か
ら離間されている。スタンプは、間隙ｇ２が電極間の間隙よりも小さくなるように間隙内
に突出している。スタンプの下側の接触領域Ａは、電極として使用されず、そのため、デ
バイス面積がわずかに増大される。
【００６６】
ＶＰＩに対する影響：　
　プルイン電圧及び解放電圧を従来支配している方程式は、以下の通りである。即ち、Ｖ

ＰＩ＝８ｋ１ｇ１
３／（２７Ａε０）及びＶｒｅｌ

２＝２ｇ１ｋ１Ａε０／Ｃｄｏｗｎで
ある。最初に、提案されたスイッチのプルイン電圧及び解放電圧と従来のスイッチのそれ
との間の差について検討する。ｇ２がｇ１／３よりも大きい場合には、上端膜のプルイン
電圧ＶＰＩが影響を受けないため、ＶＰＩにおいては、スタンプが基板に接触するまでス
イッチが閉じている。この時点で、電極間の間隙はｇ１－ｇ２であり、スイッチの有効バ
ネ定数はｋ１＋ｋ２である。プルイン方程式から分かるように、スタンプを有する構造体
のプルイン電圧は、以下が成り立つ限りスタンプが無い構造体と同じである。
　　　ｋ１ｇ１

３＞（ｋ１＋ｋ２）（ｇ１－ｇ２ｋ２／（ｋ１＋ｋ２））３

【００６７】
　図７は、（ｋ１＋ｋ２）がｇ２／ｇ１と共にどのように変化するのかを示している。例
えばｇ２＝ｇ１／２であり且つｋ２＝ｋ１である場合には、プルイン電圧が増大されない
。ＶＰＩがスタンプによって影響されない領域が、図７のラインの右側に示されている。
即ち、その領域のＶＰＩは、独立可動部を有する本発明のＭＥＭＳ要素においては、その
ような可動部が無い従来のＭＥＭＳ要素の場合と同じである。尚、ＶＰＩが増大される場
合であっても、ＶＰＩ／Ｖｒｅｌの比率は、スタンプの影響を有利に受ける。
【００６８】
Ｖｒｅｌに対する影響：　
　スタンプは、以下のファクタ分だけＶｒｅｌ

２を増大させる。
　　　Ｖ２

ｒｅｌ．ｓｔａｍｐ／Ｖ２
ｒｅｌ．ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　

　　＝１＋（ｋ２／ｋ１）［１－ｇ２／ｇ１］　　　　　　　　（２）
【００６９】
　従って、スタンプ構造体がＭＥＭＳデバイスの信頼性を高めることができるのが分かる
。
例えばｇ２＝０．６ｇ１であり且つｋ２＝９ｋ１である場合には、スタンプの結果として
解放電圧が９０％だけ増大する一方で、プルイン電圧は影響を受けないままである。
【００７０】
速度に対する影響：　
　スタンプは、スイッチをその閉動作中にわずかに減速するが、この影響はあまり大きく
ない。これは、スイッチがほぼ閉じられているときにだけスタンプの力が大きく、それに
対し、この領域では静電気力が非常に大きく、静電気力がバネ力を容易に補償し得るから
である。閉塞中のスイッチの速度は、電極が一緒に閉じられるときに最大となるのが分か
る。
【００７１】
　開放時、スタンプの開放力は、スイッチ動作の第１段階において非常に役立つ。これは
、この範囲では、空気ダンピング力が最も大きいからである（方程式（１）参照）。スイ
ッチ動作の最初の開放段階におけるそのいくらかの余分な力は、切り換え時間を大きく減
少させることができ、一般的なスイッチが間隙の最初のたった２０％を移動するために開
放時間の約８０％を費やすということを示すことにより確認される。先と同様にｇ２＝０
．６ｇ１であり且つｋ２＝９ｋ１である場合には、閉じられた状態におけるバネ力が４．
６の係数分だけ増大され、それにより、確実にスイッチの速度が著しく増大し、切り換え
時間を２－３の係数分だけ短くすることができるのが分かる。
【００７２】
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　前述したように、スタンプ構造体が組み込まれた新規なＭＥＭＳ構造は、静電ＭＥＭＳ
スイッチの速度及び信頼性を高めることができる。この新規な構造は、２を上回る係数分
だけ速度を高めることが期待されるとともに、約２の係数分だけ比率ＶＰＩ／Ｖｒｅｌを
減少させることができ、従って、ＭＥＭＳデバイスの信頼性を高めることができる。
【００７３】
　スタンプが両側で支持されたデバイスの概略図が図８に示されている。そのようなデバ
イスの構造の平面図が図９に示されている。図８において、スタンプは、両側が弾性カッ
プリングｋ２により支持されている。バネの形態をなすこれらのカップリングは、可動要
素に対して固定されている。可動要素は、スタンプを配置するための開口を中央に持つ電
極ｅ２を有している。前述したように、スタンプは、間隙ｇ２が電極間の間隙ｇ１よりも
小さくなるように間隙内に突出している。また、基板上の電極ｅ１は、スタンプの接触領
域のための間隙を中央に有している。可動要素は、固定部２０に取り付けられたバネｋ１
の形態をなすフレキシブルな支持体によって支持されている。図９は、同様の構成を有す
る集積回路の平面図を示している。これは、スタンプが電極の独立可動部よりも小さい面
積である点を除き、図５に対応している。図示のスタンプは、空気ダンピングを減少させ
るために穴を必要としない。図示のように、スタンプは四つではなく二つのバネｋ２だけ
を有している。
【００７４】
　図１０は、図８及び図９のデバイスを断面図で示している。この図は、図５のそれと類
似しており、両方の図において同じ参照符号は同じ部分を示している。先と同様に、これ
も単なる一つの実施の形態であり、可動要素４０を異なるように構成してもよい。この実
施例において、独立可動部７０は、基板１０に向かって突出している。この突出は、可動
要素４０の金属層が局所的に厚く且つ更なる中間層５０のスタンプが存在するという両方
の点から形成される。図１０に示されるように、スタンプ５０と基板１０との間の結果と
して得られる間隔ｇ２は、第１及び第２の電極ｅ１，ｅ２間の間隔よりも狭い。ここで、
スタンプ５０及び独立可動要素７０のいずれも電極として使用されず、主に機械的機能を
有している。一つのスタンプ５０の代わりに複数のスタンプが存在してもよく、また、第
２の電極ｅ２に一つ以上のスタンプが設けられていてもよいことが理解される。
【００７５】
　図１１は、更なるデバイスを断面図で示している。このデバイスも図１０のデバイスに
類似しており、そのため、同じ参照符号が同等の要素を示している。ここで、独立可動部
７０又は実際にはスタンプ５０は、基板１０上の第４の電極（ｅ４）と対向している第３
の電極ｅ３として機能する。この実施の形態は、第２の電極対ｅ３－ｅ４がガルバニック
スイッチとして使用される場合には非常に適しており、これに対し、第１の電極対ｅ１－
ｅ２は可変キャパシタ及び／又はアクチュエータとして使用するためのものである。しか
しながら、いずれの電極対も容量性機能を有していてもよい。
【００７６】
　デバイスの利点が特に第２の閉状態におけるその位置に起因していることが理解される
。通常、独立可動部７０及び可動要素の主要部（例えば、第２の電極ｅ２）は、基板に対
して取り付けられる。その結果、両方の部分同士の間の弾性カップリングｋ２は、圧縮応
力下にあり、対抗力を与える。これは、この実施例では、可動要素が基板に向かう突出部
を独立可動部において有していることによるものである。両方の部分が基板に対して取り
付けられると、独立可動部が主要部に対して相対的に上側に押し上げられる。結果として
得られる応力を支持するのは弾性カップリングであり、弾性カップリングはそれをもって
スティクションに抗する対抗力を与える。
【００７７】
　任意の実施の形態において前述したＭＥＭＳデバイスは、例えば、集積回路、携帯電話
等のモバイル機器、又は、無線モバイルコンピュータデバイスに組み込むことができる。
基板に対して垂直に移動することができる要素に関して説明したが、基本的には、動きは
平行にすることができ又は平行成分を有することができる。前述したように、ＭＥＭＳデ
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バイスは、可動要素（３０）と、可動要素を移動させるための一対の電極（ｅ１，ｅ２）
と、電極のプルイン（引き込み）に対する更なる抵抗を与えるために他のそれぞれの電極
に対して弾性的に結合された独立可動部（ｅ３）を有する一つの電極とを有している。こ
れは、高い解放電圧Ｖｒｅｌを可能にし、従って、スティクションの危険を低減すること
ができる。また、Ｖｒｅｌに対するＶＰＩの比率も減少させることができ、そのため、可
動要素の移動のために幅広い範囲の電圧を利用することができる。これにより、高速切り
換えが可能になる。独立可動部の面積は他の電極よりも小さく、また、弾性カップリング
のバネ定数はフレキシブルな支持体のそれよりも大きい。あるいは、可動要素は、それが
基板と接触するときにプルインに対する更なる抵抗を与えるために、基板に対して弾性的
に結合され且つ基板に向けて突出する可動スタンプ部分を有することができる。
【００７８】
　従って、要約すると、本発明は、可動要素３０と、可動要素を移動させるための一対の
電極ｅ１，ｅ２と、電極のプルインに対する更なる抵抗を与えるために他のそれぞれの電
極に対して弾性的に結合された独立可動部ｅ３を有する一つの電極とを有するＭＥＭＳデ
バイスを提供する。これは、高い解放電圧Ｖｒｅｌを可能にし、従って、スティクション
の危険を低減することができる。また、Ｖｒｅｌに対するＶＰＩの比率も減少させること
ができ、そのため、可動要素の移動のために幅広い範囲の電圧を利用することができる。
これにより、高速切り換えが可能になる。独立可動部の面積は他の電極よりも小さく、ま
た、弾性カップリングのバネ定数はフレキシブルな支持体のそれよりも大きい。あるいは
、可動要素は、それが基板と接触するときにプルインに対する更なる抵抗を与えるために
基板に対して弾性的に結合され且つ基板に向けて突出する可動スタンプ部分を有すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】米国特許出願公開公報第ＵＳ２００２／０１４９０７１号から知られる構成を示
している。
【図２】第１の実施の形態に係る構成の概略図を示している。
【図３】第２の実施の形態に係る構成の概略図を示している。
【図４】図３の実施の形態に対応する実施の形態を有するデバイスの平面図を示している
。
【図５】図４のデバイスに対応するデバイスを概略断面図で示している。
【図６】第３の実施の形態の概略図を示している。
【図７】図６に示されるｋ１，ｋ２，ｇ１，ｇ２の様々な値に関してＶＰＩがどのように
影響を受けるかを表すグラフを示している。
【図８】第４の実施の形態の概略図を示している。
【図９】図８のデバイスに対応するデバイスの平面図を示している。
【図１０】図９のデバイスに対応するデバイスを概略断面図で示している。
【図１１】デバイスの第５の実施の形態を概略断面図で示している。
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