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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定ミラーと、
　空隙を介して前記固定ミラーと対向するように配置され、静電気力によって光透過領域
における前記固定ミラーとの距離が調整される可動ミラーと、を備え、
　前記可動ミラーのうち前記光透過領域を囲む包囲部には、前記光透過領域を囲む複数の
第１環状溝、及び、前記空隙側及びその反対側に開口する複数の第１貫通孔が形成されて
おり、
　前記包囲部は、最も外側の前記第１環状溝の外縁と最も内側の前記第１環状溝の内縁と
の間の部分であり、
　前記固定ミラーと前記可動ミラーとが対向する対向方向に平行であり且つ前記光透過領
域の中心を通る断面において、最も外側の前記第１環状溝の前記外縁と最も内側の前記第
１環状溝の前記内縁との間の幅は、前記対向方向に垂直な方向における前記光透過領域の
幅よりも小さく、
　前記複数の第１貫通孔の少なくとも一部は、隣り合う前記第１環状溝間に位置している
、ファブリペロー干渉フィルタ。
【請求項２】
　前記可動ミラーのうち前記包囲部の内側の部分には、前記空隙側及びその反対側に開口
する複数の第２貫通孔が形成されている、請求項１記載のファブリペロー干渉フィルタ。
【請求項３】
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　前記固定ミラーには、前記対向方向において、前記複数の第１環状溝にそれぞれ対応す
る複数の第２環状溝が形成されており、
　前記固定ミラーのうち前記複数の第２環状溝の外側の部分には、前記光透過領域を囲む
ように第１駆動電極が設けられており、
　前記可動ミラーには、前記静電気力を発生させるために前記第１駆動電極との間に電圧
が印加される第２駆動電極が設けられている、請求項１又は２記載のファブリペロー干渉
フィルタ。
【請求項４】
　前記固定ミラーには、前記光透過領域を含むように、前記第２駆動電極と同電位に接続
された補償電極が設けられており、
　前記補償電極は、前記対向方向において、前記第１駆動電極に対して前記第２駆動電極
の反対側に位置している、請求項３記載のファブリペロー干渉フィルタ。
【請求項５】
　前記固定ミラーには、前記光透過領域を含むように、前記第２駆動電極と同電位に接続
された補償電極が設けられており、
　前記補償電極は、前記複数の第２環状溝を介して前記第１駆動電極の内側に位置してい
る、請求項３記載のファブリペロー干渉フィルタ。
【請求項６】
　固定ミラーと、
　空隙を介して前記固定ミラーと対向するように配置され、静電気力によって光透過領域
における前記固定ミラーとの距離が調整される可動ミラーと、を備え、
　前記可動ミラーのうち前記光透過領域を囲む包囲部には、前記光透過領域を囲む複数の
第１環状溝、及び、前記空隙側及びその反対側に開口する複数の第１貫通孔が形成されて
おり、
　前記固定ミラーには、前記固定ミラーと前記可動ミラーとが対向する対向方向において
、前記複数の第１環状溝にそれぞれ対応する複数の第２環状溝が形成されており、
　前記固定ミラーのうち前記複数の第２環状溝の外側の部分には、前記光透過領域を囲む
ように第１駆動電極が設けられており、
　前記可動ミラーには、前記静電気力を発生させるために前記第１駆動電極との間に電圧
が印加される第２駆動電極が設けられている、ファブリペロー干渉フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファブリペロー干渉フィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、空隙を介して互いに対向するように配置された固定ミラー及び
可動ミラーを備え、光透過領域を囲む１本の環状溝、及び、当該環状溝の外側に位置する
複数の貫通孔が可動ミラーに形成されたファブリペロー干渉フィルタが記載されている。
このファブリペロー干渉フィルタにおいては、１本の環状溝によって、駆動時（静電気力
によって光透過領域における固定ミラーと可動ミラーとの距離が調整される際）における
光透過領域での可動ミラーの平坦化が図られている。なお、環状溝の外側に位置する複数
の貫通孔は、固定ミラーと可動ミラーとの間の空隙をエッチングで形成する際に、エッチ
ングホールとして利用されるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２８６８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　上述したようなファブリペロー干渉フィルタには、駆動時における光透過領域での可動
ミラーの平坦性の向上、及び、可動ミラーの耐久性の向上が望まれている。
【０００５】
　そこで、本発明は、駆動時における光透過領域での可動ミラーの平坦性の向上、及び、
可動ミラーの耐久性の向上を図ることができるファブリペロー干渉フィルタを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のファブリペロー干渉フィルタは、固定ミラーと、空隙を介して固定ミラーと対
向するように配置され、静電気力によって光透過領域における固定ミラーとの距離が調整
される可動ミラーと、を備え、可動ミラーのうち光透過領域を囲む包囲部には、光透過領
域を囲む複数の第１環状溝、及び、空隙側及びその反対側に開口する複数の第１貫通孔が
形成されている。
【０００７】
　このファブリペロー干渉フィルタでは、可動ミラーのうち光透過領域を囲む包囲部に、
光透過領域を囲む複数の第１環状溝が形成されている。これにより、駆動時（静電気力に
よって光透過領域における固定ミラーと可動ミラーとの距離が調整される際）に包囲部が
変形し易くなる。更に、可動ミラーのうち光透過領域を囲む包囲部に、空隙側及びその反
対側に開口する複数の第１貫通孔が形成されている。これにより、駆動時に可動ミラーに
生じる応力のバランスが良くなる。したがって、駆動時における光透過領域での可動ミラ
ーの平坦性の向上を図ることができる。また、包囲部に複数の第１貫通孔が形成されてい
ることで、駆動時に可動ミラーに生じる応力が分散される。したがって、可動ミラーの耐
久性の向上を図ることができる。
【０００８】
　本発明のファブリペロー干渉フィルタでは、可動ミラーのうち包囲部の内側の部分には
、空隙側及びその反対側に開口する複数の第２貫通孔が形成されていてもよい。この場合
、固定ミラーと可動ミラーとの間の空隙をエッチングで形成する際に、複数の第１貫通孔
及び複数の第２貫通孔をエッチングホールとして利用することで、空隙の形成に要する時
間の短縮化を図ることができる。
【０００９】
　本発明のファブリペロー干渉フィルタでは、固定ミラーには、固定ミラーと可動ミラー
とが対向する対向方向において、複数の第１環状溝にそれぞれ対応する複数の第２環状溝
が形成されており、固定ミラーのうち複数の第２環状溝の外側の部分には、光透過領域を
囲むように第１駆動電極が設けられており、可動ミラーには、静電気力を発生させるため
に第１駆動電極との間に電圧が印加される第２駆動電極が設けられていてもよい。この場
合、複数の第２環状溝によって、第１駆動電極と固定ミラーのうち複数の第２環状溝の内
側の部分とが電気的に絶縁されるため、駆動時における光透過領域での可動ミラーの平坦
性の更なる向上を図ることができる。
【００１０】
　本発明のファブリペロー干渉フィルタでは、固定ミラーには、光透過領域を含むように
、第２駆動電極と同電位に接続された補償電極が設けられており、補償電極は、対向方向
において、第１駆動電極に対して第２駆動電極の反対側に位置していてもよい。この場合
、光透過領域を含むように固定ミラーに形成された補償電極が、可動ミラーに設けられた
第２駆動電極と同電位となるため、駆動時における光透過領域での可動ミラーの平坦性の
更なる向上を図ることができる。しかも、補償電極が第１駆動電極と第２駆動電極との間
に位置していないため、第１駆動電極と第２駆動電極との間に、印加されている電圧に応
じた静電気力を好適に発生させることができる。
【００１１】
　本発明のファブリペロー干渉フィルタでは、固定ミラーには、光透過領域を含むように
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、第２駆動電極と同電位に接続された補償電極が設けられており、補償電極は、複数の第
２環状溝を介して第１駆動電極の内側に位置していてもよい。この場合、光透過領域を含
むように固定ミラーに形成された補償電極が、可動ミラーに設けられた第２駆動電極と同
電位となるため、駆動時における光透過領域での可動ミラーの平坦性の更なる向上を図る
ことができる。しかも、固定ミラー内の同一平面上に配置された第１駆動電極及び補償電
極について、それらの間の電気的な絶縁を複数の第２環状溝によって確実に実現すること
ができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、駆動時における光透過領域での可動ミラーの平坦性の向上、及び、可
動ミラーの耐久性の向上を図ることができるファブリペロー干渉フィルタを提供すること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態のファブリペロー干渉フィルタが適用された分光センサの分解斜視
図である。
【図２】図１のII－II線に沿ってのファブリペロー干渉フィルタの断面図である。
【図３】第１駆動電極が設けられたポリシリコン層の平面図である。
【図４】補償電極が設けられたポリシリコン層の平面図である。
【図５】第２駆動電極が設けられたポリシリコン層の平面図である。
【図６】第１実施形態のファブリペロー干渉フィルタの一部拡大断面図である。
【図７】駆動時における第１実施形態のファブリペロー干渉フィルタの断面図である。
【図８】第２実施形態のファブリペロー干渉フィルタの断面図である。
【図９】第３実施形態のファブリペロー干渉フィルタの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図におい
て同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
［第１実施形態］
［分光センサ］
【００１５】
　図１に示されるように、分光センサ１は、配線基板２と、光検出器３と、複数のスペー
サ４と、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａと、を備えている。配線基板２には、光検出
器３が実装された実装部２ａ、例えばサーミスタ等の温度補償用素子（図示省略）が実装
された実装部２ｂ、及び電極パッド２ｃ，２ｄが設けられている。実装部２ａは、配線２
ｅによって電極パッド２ｃと電気的に接続されている。実装部２ｂは、配線２ｅによって
電極パッド２ｄと電気的に接続されている。光検出器３は、例えば赤外線検出器であって
、ＩｎＧａＡｓ等が用いられた量子型センサ、又は、サーモパイル、焦電センサ若しくは
ボロメータ等の熱型センサである。なお、紫外、可視及び近赤外の各領域の光を検出する
場合には、光検出器３としてシリコンフォトダイオード等を用いることができる。
【００１６】
　ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａは、複数のスペーサ４を介して配線基板２上に固定
されている。この状態で、光検出器３は、配線基板２とファブリペロー干渉フィルタ１０
Ａとの間においてファブリペロー干渉フィルタ１０Ａの光透過領域１１と対向している。
ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａと各スペーサ４との固定には、ファブリペロー干渉フ
ィルタ１０Ａへの熱ストレスの影響を抑制するために、可撓性を有する樹脂材料が用いら
れている。当該樹脂材料は、室温硬化又は１５０℃以下の低温硬化のものから選択される
ことが望ましい。複数のスペーサ４は、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａにおいて特に
複数のスペーサ４と固定される部分との熱膨張係数差を緩和するために、例えば石英又は
シリコン等、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａを構成する基板１４と熱膨張係数が同等
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の材料、或いは熱膨張係数が小さい材料で形成されることが望ましい。なお、配線基板２
と各スペーサ４とを別体で形成する構成に代えて、配線基板２と各スペーサ４とを一体で
形成する構成としてもよい。また、配線基板２も、例えば石英又はシリコン等、ファブリ
ペロー干渉フィルタ１０Ａを構成する基板１４と熱膨張係数が同等の材料、或いは熱膨張
係数が小さい材料で形成されることが望ましい。
【００１７】
　図示はしないが、配線基板２、光検出器３、複数のスペーサ４及びファブリペロー干渉
フィルタ１０Ａは、配線基板２がステム上に固定され且つファブリペロー干渉フィルタ１
０Ａの光透過領域がキャップの光透過窓に対向した状態で、ＣＡＮパッケージ内に収容さ
れている。配線基板２の各電極パッド２ｃ，２ｄ及びファブリペロー干渉フィルタ１０Ａ
の各端子１２，１３は、ステムを貫通する複数のリードピンのそれぞれとワイヤボンディ
ングによって電気的に接続されている。光検出器３及び温度補償用素子（図示省略）に対
する電気信号の入出力等は、リードピン、電極パッド２ｃ、配線２ｅ及び実装部２ａを介
して行われる。ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａへの電圧の印加は、リードピン及び各
端子１２，１３を介して行われる。なお、光検出器３及び温度補償用素子に対する電気信
号の入出力等は、光検出器３及び温度補償用素子のそれぞれの端子とワイヤボンディング
によって電気的に接続されたリードピンを介して行われてもよい。
【００１８】
　以上のように構成された分光センサ１では、配線基板２の反対側からファブリペロー干
渉フィルタ１０Ａの光透過領域１１に測定光が入射すると、ファブリペロー干渉フィルタ
１０Ａに印加されている電圧に応じてエアギャップが変化し、所定波長を有する光がファ
ブリペロー干渉フィルタ１０Ａの光透過領域１１を透過する。そして、光透過領域１１を
透過した光は、光検出器３で検出される。このように、分光センサ１では、ファブリペロ
ー干渉フィルタ１０Ａに印加する電圧を変化させながら、光透過領域１１を透過した光を
光検出器３で検出することで、分光スペクトルを得ることができる。
［ファブリペロー干渉フィルタ］
【００１９】
　図２に示されるように、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａは、例えば正方形板状の基
板１４を備えている。基板１４の光入射側の表面１４ａには、反射防止層１５、第１積層
体３０、支持層１６及び第２積層体４０がこの順序で積層されている。第１積層体３０と
第２積層体４０との間には、枠状の支持層１６によって、エアギャップとしての空隙Ｓが
形成されている。枠状の支持層１６は、その中央部分が犠牲層としてエッチングによって
除去されることで形成されたものである。ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａの中央部に
は、例えば円柱状の光透過領域１１が画定されている。基板１４は、例えば、シリコン、
石英又はガラス等の光透過性材料からなる。反射防止層１５及び支持層１６は、例えば酸
化シリコンからなる。支持層１６の厚さは、中心透過波長（ファブリペロー干渉フィルタ
１０Ａが透過させ得る光の波長範囲の中央値の波長）の１／２の整数倍であることが好ま
く、例えば１５０ｎｍ～１０μｍである。
【００２０】
　第１積層体３０のうち空隙Ｓに臨む領域に対応する部分は、固定ミラー３１として機能
する。第１積層体３０は、例えば、複数のポリシリコン層３２と複数の窒化シリコン層３
３とが一層ずつ交互に積層されることで構成されている。より具体的には、二酸化シリコ
ン等からなる反射防止層１５上に、ポリシリコン層３２ａ、窒化シリコン層３３ａ、ポリ
シリコン層３２ｂ、窒化シリコン層３３ｂ及びポリシリコン層３２ｃがこの順序で積層さ
れている。ポリシリコン層３２及び窒化シリコン層３３のそれぞれの光学厚さは、中心透
過波長の１／４の整数倍であることが好ましく、例えば５０ｎｍ～２μｍである。
【００２１】
　第２積層体４０のうち空隙Ｓに臨む領域に対応する部分は、可動ミラー４１として機能
する。可動ミラー４１は、空隙Ｓを介して固定ミラー３１と対向するように配置されてい
る。第２積層体４０は、例えば、複数のポリシリコン層４２と複数の窒化シリコン層４３
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とが一層ずつ交互に積層されることで構成されている。より具体的には、支持層１６上に
、ポリシリコン層４２ａ、窒化シリコン層４３ａ、ポリシリコン層４２ｂ、窒化シリコン
層４３ｂ及びポリシリコン層４２ｃがこの順序で積層されている。ポリシリコン層４２及
び窒化シリコン層４３のそれぞれの光学厚さは、中心透過波長の１／４の整数倍であるこ
とが好ましく、例えば５０ｎｍ～２μｍである。
【００２２】
　図１及び図２に示されるように、端子１２は、固定ミラー３１と可動ミラー４１とが対
向する対向方向Ｄから見た場合に光透過領域１１を挟んで対向するように、一対設けられ
ている。各端子１２は、第２積層体４０の表面４０ａ（すなわち、第２積層体４０のポリ
シリコン層４２ｃの表面）から第１積層体３０のポリシリコン層３２ｃに至る貫通孔内に
配置されている。端子１３は、対向方向Ｄから見た場合に光透過領域１１を挟んで対向す
るように、一対設けられている。各端子１３は、第２積層体４０の表面４０ａから第２積
層体４０のポリシリコン層４２ａに至る貫通孔内に配置されている。なお、一対の端子１
２が対向する方向と一対の端子１３が対向する方向とは、直交している。
【００２３】
　図２及び図３に示されるように、固定ミラー３１には、光透過領域１１を囲むように、
例えば円環状の第１駆動電極１７が設けられている。更に、固定ミラー３１には、第１駆
動電極１７から対向方向Ｄに垂直な方向に沿って各端子１２の直下に延在するように、一
対の配線２１が設けられている。第１駆動電極１７及び一対の配線２１は、ポリシリコン
層３２ｃの所定部分に不純物がドープされて当該所定部分が低抵抗化されることで形成さ
れている。第１駆動電極１７は、各端子１２が各配線２１の端部２１ａに接続されること
で、各端子１２と電気的に接続されている。
【００２４】
　図２及び図４に示されるように、固定ミラー３１には、光透過領域１１を含むように、
例えば円形状の補償電極１８が設けられている。更に、固定ミラー３１には、補償電極１
８から対向方向Ｄに垂直な方向に沿って各端子１３の直下に延在するように、一対の配線
２２が設けられている。補償電極１８及び一対の配線２２は、ポリシリコン層３２ｂの所
定部分に不純物がドープされて当該所定部分が低抵抗化されることで形成されている。補
償電極１８は、各端子１３が配線２３を介して各配線２２の端部２２ａに接続されること
で、各端子１３と電気的に接続されている。配線２３は、各配線２２の端部２２ａから対
向方向Ｄに沿って各端子１３の直下に延在するものであり、第２積層体４０のポリシリコ
ン層４２ａから第１積層体３０のポリシリコン層３２ｂに至る貫通孔内に配置されている
。
【００２５】
　図２及び図５に示されるように、可動ミラー４１には、対向方向Ｄにおいて第１駆動電
極１７及び補償電極１８と対向するように、例えば円形状の第２駆動電極１９が設けられ
ている。更に、可動ミラー４１には、第２駆動電極１９から対向方向Ｄに垂直な方向に沿
って各端子１３の直下に延在するように、一対の配線２４が設けられている。第２駆動電
極１９及び一対の配線２４は、ポリシリコン層４２ａの所定部分に不純物がドープされて
当該所定部分が低抵抗化されることで形成されている。第２駆動電極１９は、各端子１３
が各配線２４の端部２４ａに接続されることで、各端子１３と電気的に接続されている。
【００２６】
　図２に示されるように、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａにおいては、第２駆動電極
１９と同電位に接続された補償電極１８は、対向方向Ｄにおいて、第１駆動電極１７に対
して第２駆動電極１９の反対側に位置している。つまり、第１駆動電極１７と補償電極１
８とは、固定ミラー３１において同一平面上に配置されておらず、補償電極１８は、第１
駆動電極１７よりも第２駆動電極１９から離れている。
【００２７】
　第１積層体３０の表面３０ａ（すなわち、第１積層体３０のポリシリコン層３２ｃの表
面）には、配線２３を囲む環状溝２５が形成されている。環状溝２５は、例えば円環状に
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延在している。環状溝２５の底面は、第１積層体３０の窒化シリコン層３３ｂに達してい
る。環状溝２５内には、例えば酸化シリコンからなる絶縁部材が配置されている。これに
より、配線２３は、第１駆動電極１７と電気的に絶縁されている。環状溝２５の幅は、例
えば０．１～１００μｍである。なお、環状溝２５は、例えば同心円状に並ぶように複数
形成されていてもよい。
【００２８】
　第２積層体４０の表面４０ａには、端子１２を囲む環状溝２６が形成されている。環状
溝２６は、例えば円環状に延在している。環状溝２６の底面は、支持層１６に達している
。環状溝２６内は、空隙となっている。これにより、端子１２は、第２駆動電極１９と電
気的に絶縁されている。環状溝２６の幅は、例えば０．１～１００μｍである。なお、環
状溝２６は、例えば同心円状に並ぶように複数形成されていてもよい。
【００２９】
　基板１４の光出射側の表面１４ｂには、反射防止層５１、第３積層体５２、中間層５３
及び第４積層体５４がこの順序で積層されている。反射防止層５１及び中間層５３は、そ
れぞれ、反射防止層１５及び支持層１６と同様の構成を有している。第３積層体５２及び
第４積層体５４は、それぞれ、基板１４を基準として第１積層体３０及び第２積層体４０
と対称の積層構造を有している。これらの反射防止層５１、第３積層体５２、中間層５３
及び第４積層体５４によって、積層体５０が構成されている。
【００３０】
　積層体５０の光出射側の表面５０ｂには、測定光を遮光するための遮光層２７が形成さ
れている。遮光層２７は、例えばアルミニウムからなる。遮光層２７及び積層体５０には
、光透過領域１１を含むように、例えば円柱状の開口５０ａが形成されている。開口５０
ａは、光出射側に開口しており、開口５０ａの底面は、反射防止層５１に至っている。遮
光層２７の表面及び開口５０ａの内面には、保護層２８が形成されている。保護層２８は
、例えば酸化アルミニウムからなる。なお、保護層２８の厚さを３０ｎｍ程度に薄くする
ことで、保護層２８による光学的な影響を無視することができる。
【００３１】
　図２及び図６に示されるように、可動ミラー４１には、光透過領域１１を囲む包囲部４
１ａが画定されている。包囲部４１ａは、例えば円筒状に画定されている。包囲部４１ａ
には、光透過領域１１を囲む複数（例えば３本）の第１環状溝４４が形成されている。各
第１環状溝４４は、例えば円環状に延在しており、各第１環状溝４４内は、空隙となって
いる。複数の第１環状溝４４は、隣り合う第１環状溝４４に着目した場合に一方の第１環
状溝４４を他方の第１環状溝４４が囲むように（すなわち、例えば同心円状に）、並んで
いる。各第１環状溝４４は、空隙Ｓの反対側に開口しており、複数のポリシリコン層４２
及び複数の窒化シリコン層４３のそれぞれが空隙Ｓ側に部分的に落ち込むことで形成され
ている。各第１環状溝４４の幅は、例えば０．１～１００μｍである。隣り合う第１環状
溝４４間の距離は、例えば１～２５０μｍである。なお、各第１環状溝４４は、連続的な
環状であるものに限定されず、例えば断続的な環状であるものであってもよい。また、隣
り合う第１環状溝４４の一部が繋がっていてもよい。
【００３２】
　更に、包囲部４１ａには、空隙Ｓ側及びその反対側に開口する複数の第１貫通孔４５が
形成されている（図２では、図示省略）。複数の第１貫通孔４５の少なくとも一部は、隣
り合う第１環状溝４４間に位置している。各第１貫通孔４５は、例えば円柱状に形成され
ており、各第１貫通孔４５の直径は、例えば１～１０μｍというように、径方向における
包囲部４１ａの幅（複数の第１環状溝４４が同心円状に並んでいる場合には、最も外側の
第１環状溝４４の外周半径と最も内側の第１環状溝４４の内周半径との差）よりも小さく
なっている。複数の第１貫通孔４５は、隣り合う第１貫通孔４５間の距離が例えば１０～
１００μｍで、均一に分散して形成されている。また、可動ミラー４１のうち包囲部４１
ａの内側の部分には、空隙Ｓ側及びその反対側に開口する複数の第２貫通孔４６が形成さ
れている（図２では、図示省略）。各第２貫通孔４６は、例えば円柱状に形成されており
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、各第２貫通孔４６の直径は、例えば１～１０μｍとなっている。複数の第２貫通孔４６
は、隣り合う第２貫通孔４６間の距離が例えば１０～１００μｍで、均一に分散して形成
されている。
【００３３】
　固定ミラー３１には、対向方向Ｄにおいて、複数の第１環状溝４４にそれぞれ対応する
複数の第２環状溝３４が形成されている。各第２環状溝３４は、例えば円環状に延在して
おり、各第２環状溝３４内は、空隙となっている。複数の第２環状溝３４は、隣り合う第
２環状溝３４に着目した場合に一方の第２環状溝３４を他方の第２環状溝３４が囲むよう
に（すなわち、例えば同心円状に）、並んでいる。各第２環状溝３４は、空隙Ｓ側に開口
しており、第１駆動電極１７の内縁に沿ってポリシリコン層３２ｃが部分的に除去される
ことで形成されている。つまり、第１駆動電極１７は、固定ミラー３１のうち複数の第２
環状溝３４の外側の部分に設けられている。各第２環状溝３４の幅は、例えば０．１～１
００μｍである。隣り合う第２環状溝３４間の距離は、例えば１～２５０μｍである。
【００３４】
　以上のように構成されたファブリペロー干渉フィルタ１０Ａにおいては、各端子１２，
１３を介して第１駆動電極１７と第２駆動電極１９との間に電圧が印加されると、当該電
圧に応じた静電気力が第１駆動電極１７と第２駆動電極１９との間に発生する。これによ
り、図７に示されるように、可動ミラー４１は、主に包囲部４１ａ及びその外側の部分で
変形し、可動ミラー４１において光透過領域１１に対応する部分は、平坦性を維持しつつ
固定ミラー３１側に引き寄せられる。このように、光透過領域１１における固定ミラー３
１と可動ミラー４１との距離は、発生する静電気力、延いては印加される電圧によって、
調整される。ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａを透過する光の波長は、光透過領域１１
における固定ミラー３１と可動ミラー４１との距離に依存するため、第１駆動電極１７と
第２駆動電極１９との間に印加する電圧を調整することで、透過する光の波長を適宜選択
することができる。
【００３５】
　以上、説明したように、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａでは、可動ミラー４１のう
ち光透過領域１１を囲む包囲部４１ａに、光透過領域１１を囲む複数の第１環状溝４４が
形成されている。これにより、駆動時（静電気力によって光透過領域１１における固定ミ
ラー３１と可動ミラー４１との距離が調整される際）に包囲部４１ａが変形し易くなる。
更に、包囲部４１ａに、空隙Ｓ側及びその反対側に開口する複数の第１貫通孔４５が形成
されている。これにより、駆動時に可動ミラー４１に生じる応力のバランスが良くなる。
したがって、駆動時における光透過領域１１での可動ミラー４１の平坦性の向上を図るこ
とができる。また、包囲部４１ａに複数の第１貫通孔４５が形成されていることで、駆動
時に可動ミラー４１に生じる応力が分散される。したがって、可動ミラー４１の耐久性の
向上を図ることができる。
【００３６】
　また、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａに熱を加えられる状況においては、熱歪が発
生するが、上述のとおり、可動ミラー４１に生じる応力のバランスが良くなるため、可動
ミラー４１の歪も均質となる。したがって、可動ミラー４１の歪に起因する分解能（透過
波長特性）の低下を抑制することができる。
【００３７】
　また、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａでは、可動ミラー４１のうち包囲部４１ａの
内側の部分に、空隙Ｓ側及びその反対側に開口する複数の第２貫通孔４６が形成されてい
る。そのため、固定ミラー３１と可動ミラー４１との間の空隙Ｓをエッチングで形成する
際に、複数の第１貫通孔４５及び複数の第２貫通孔４６をエッチングホールとして利用す
ることで、空隙Ｓの形成に要する時間の短縮化を図ることができる。
【００３８】
　また、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａでは、固定ミラー３１に、複数の第２環状溝
３４が形成されており、固定ミラー３１のうち複数の第２環状溝３４の外側の部分に、第
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１駆動電極１７が設けられている。これにより、第１駆動電極１７と固定ミラー３１のう
ち複数の第２環状溝３４の内側の部分（すなわち、複数の第２環状溝３４の内側のポリシ
リコン層３２ｃ）とが電気的に絶縁されるため、駆動時における光透過領域１１での可動
ミラー４１の平坦性の更なる向上を図ることができる。
【００３９】
　なお、固定ミラー３１に複数の第２環状溝３４が形成されている場合、その外側の部分
と内側の部分との電気的な絶縁は、固定ミラー３１に１本の第２環状溝３４が形成されて
いる場合に比べ、確実なものとなる。それは、複数の第２環状溝３４のうち一部の第２環
状溝３４に欠陥が生じてリーク電流が発生し得る状態となっても、残りの第２環状溝３４
によって当該リーク電流が阻止されるからである。また、全ての第２環状溝３４に欠陥が
生じてリーク電流が発生し得る状態となっても、リーク電流が遠回りし易くなるからでる
。
【００４０】
　また、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａでは、固定ミラー３１に、第２駆動電極１９
と同電位に接続された補償電極１８が設けられており、補償電極１８が、対向方向Ｄにお
いて、第１駆動電極１７に対して第２駆動電極１９の反対側に位置している。これにより
、光透過領域１１を含むように固定ミラー３１に形成された補償電極１８が、可動ミラー
４１に設けられた第２駆動電極１９と同電位となるため、駆動時における光透過領域１１
での可動ミラー４１の平坦性の更なる向上を図ることができる。しかも、補償電極１８が
第１駆動電極１７と第２駆動電極１９との間に位置していないため、第１駆動電極１７と
第２駆動電極１９との間に、印加されている電圧に応じた静電気力を好適に発生させるこ
とができる。
【００４１】
　なお、第１環状溝４４の本数を増加させるほど、例えば１本の第１環状溝４４の幅を増
加させる場合に比べ、駆動時における光透過領域１１での可動ミラー４１の平坦性の向上
が顕著となる。また、上述したように、第２環状溝３４の本数を増加させるほど、その外
側の部分と内側の部分との電気的な絶縁が確実なものとなるため、第２環状溝３４の本数
を増加させることも、駆動時における光透過領域１１での可動ミラー４１の平坦性の向上
に寄与する。
［ファブリペロー干渉フィルタの製造方法］
【００４２】
　上述したファブリペロー干渉フィルタ１０Ａの製造方法について、図２及び図６を参照
して説明する。まず、基板１４の表面１４ａに反射防止層１５が積層される。これと同時
に、基板１４の表面１４ｂに反射防止層５１ｇが積層される。続いて、反射防止層１５上
に、第１積層体３０の一部をなすポリシリコン層３２ａ、窒化シリコン層３３ａ及びポリ
シリコン層３２ｂがこの順序で積層される。これと同時に、反射防止層５１上に、第３積
層体５２の一部をなすポリシリコン層、窒化シリコン層及びポリシリコン層がこの順序で
積層される。続いて、ポリシリコン層３２ｂの所定部分に不純物がドープされて当該所定
部分が低抵抗化されることで、補償電極１８及び一対の配線２２が形成される。
【００４３】
　続いて、ポリシリコン層３２ｂ上に、第１積層体３０の一部をなす窒化シリコン層３３
ｂが積層される。これと同時に、第３積層体５２の一部をなすポリシリコン層上に、第３
積層体５２の一部をなす窒化シリコン層が積層される。続いて、窒化シリコン層３３ｂの
所定部分がエッチングにより除去されることで、配線２３を配置するための貫通孔の一部
が形成される。
【００４４】
　続いて、窒化シリコン層３３ｂ上に、第１積層体３０の一部をなすポリシリコン層３２
ｃが積層される。これと同時に、第３積層体５２の一部をなす窒化シリコン層上に、第３
積層体５２の一部をなすポリシリコン層が積層される。続いて、ポリシリコン層３２ｃの
所定部分に不純物がドープされて当該所定部分が低抵抗化されることで、第１駆動電極１
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７及び一対の配線２１が形成される。また、ポリシリコン層３２ｃの所定部分がエッチン
グにより除去されることで、環状溝２５及び複数の第２環状溝３４、並びに、配線２３が
配置されるための貫通孔の一部が形成される。なお、ポリシリコン層３２ｃの所定部分を
選択的に除去するために、予めエッチングストッパが設けられていてもよい。続いて、環
状溝２５内に、例えば酸化シリコンからなる絶縁部材が配置される。
【００４５】
　続いて、ポリシリコン層３２ｃ上に、支持層１６が積層される。これと同時に、第３積
層体５２の一部をなすポリシリコン層上に、中間層５３が積層される。このとき、支持層
１６の表面には、ポリシリコン層３２ｃに形成された複数の第２環状溝３４内に支持層１
６が部分的に落ち込むことで、複数の第２環状溝３４に倣った複数の環状溝が形成される
。続いて、支持層１６の所定部分がエッチングにより除去されることで、配線２３が配置
されるための貫通孔の一部、及び各端子１２が取り出されるための貫通孔の一部が形成さ
れる。続いて、支持層１６の表面から第１積層体３０のポリシリコン層３２ｂに至る貫通
孔内に配線２３が配置される。
【００４６】
　続いて、支持層１６上に、第２積層体４０の一部をなすポリシリコン層４２ａが積層さ
れる。これと同時に、中間層５３上に、第４積層体５４の一部をなすポリシリコン層が積
層される。続いて、ポリシリコン層４２ａの所定部分に不純物がドープされて当該所定部
分が低抵抗化されることで、第２駆動電極１９及び一対の配線２４が形成される。
【００４７】
　続いて、ポリシリコン層４２ａ上に、第２積層体４０の一部をなす窒化シリコン層４３
ａ、ポリシリコン層４２ｂ、窒化シリコン層４３ｂ及びポリシリコン層４２ｃがこの順序
で積層される。これと同時に、第４積層体５４の一部をなすポリシリコン層上に、第４積
層体５４の一部をなす窒化シリコン層、ポリシリコン層、窒化シリコン層及びポリシリコ
ン層がこの順序で積層される。このとき、第２積層体４０の表面４０ａ（すなわち、第２
積層体４０のポリシリコン層４２ｃの表面）には、支持層１６の表面に形成された複数の
環状溝に複数のポリシリコン層４２及び複数の窒化シリコン層４３のそれぞれが部分的に
落ち込むことで、複数の第２環状溝３４に倣った複数の第１環状溝４４が第２環状溝３４
の直上に形成される。
【００４８】
　続いて、第２積層体４０及び支持層１６の所定部分がエッチングにより除去されること
で、第２積層体４０の表面４０ａから第１積層体３０のポリシリコン層３２ｃに至る貫通
孔が形成される。また、第２積層体４０の所定部分がエッチングにより除去されることで
、第２積層体４０の表面４０ａから第２積層体４０のポリシリコン層４２ａに至る貫通孔
が形成される。続いて、第２積層体４０の表面４０ａから第１積層体３０のポリシリコン
層３２ｃに至る貫通孔内に導電部材が配置されることで、端子１２が形成される。また、
第２積層体４０の表面４０ａから第２積層体４０のポリシリコン層４２ａに至る貫通孔内
に導電部材が配置されることで、端子１３が形成される。
【００４９】
　続いて、第２積層体４０の所定部分がエッチングにより除去されることで、第２積層体
４０の表面４０ａから支持層１６に至る第１貫通孔４５、第２貫通孔４６及び環状溝２６
が形成される。続いて、第４積層体５４上に、遮光層２７が積層される。続いて、第３積
層体５２、中間層５３、第４積層体５４及び遮光層２７の所定部分がエッチングにより除
去されることで、開口５０ａが形成される。続いて、遮光層２７の表面及び開口５０ａの
内面に、保護層２８が形成される。なお、遮光層２７は、エッチングの後又はエッチング
の途中に形成されてもよい。
【００５０】
　続いて、第１貫通孔４５及び第２貫通孔４６を介したエッチングにより支持層１６の所
定部分（中央部分）が犠牲層として除去されることで、空隙Ｓが形成される。酸化シリコ
ンからなる支持層１６に空隙Ｓを形成するために、フッ酸ガスを用いた気相エッチングが
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実施されると、第１積層体３０の複数のポリシリコン層３２及び複数の窒化シリコン層３
３、並びに、第２積層体４０の複数のポリシリコン層４２及び複数の窒化シリコン層４３
の侵食が防止される。このとき、酸化シリコンからなる反射防止層５１は、開口５０ａの
底面において、酸化アルミニウムからなる保護層２８に覆われているため、当該反射防止
層５１の侵食も防止される。
【００５１】
　以上の製造工程は、基板１４となる部分を複数含むウェハに対して実施される。以上の
製造工程が実施された後に、ウェハがチップ化されることで、ファブリペロー干渉フィル
タ１０Ａが得られる。なお、ウェハのチップ化には、レーザ光の照射によって基板１４の
内部等に改質領域を形成し、当該改質領域を起点としてウェハを分割する内部加工型のレ
ーザ加工技術を用いることが好ましい。内部加工型のレーザ加工技術によれば、ウェハを
チップ化する際に、メンブレン状の可動ミラー４１が損傷するのを抑制することができる
。
【００５２】
　以上、説明したように、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａの製造方法では、支持層１
６に空隙Ｓをエッチングで形成する際に、複数の第２貫通孔４６に加え、複数の第１貫通
孔４５をエッチングホールとして利用することができるため、空隙Ｓの形成に要する時間
の短縮化を図ることができる。
【００５３】
　ところで、窒化シリコンとフッ酸ガスとが反応して、フッ化アンモニウム系の残渣が発
生することが知られている（B.DU　BOIS,HF　ETCHING　OF　SI-OXIDES　AND　SI-NITRIDE
S　FOR　SURFACE　MICROMACHINING,　Sensor　Technology　2001,　Proceedings　of　th
e　Sensor　Technology　Conference　2001,　held　in　Enschede,　The　Netherlands,
　14-15　May,　2001,　pp131-136参照）。ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａの製造工
程において、酸化シリコンからなる支持層１６に空隙Ｓを形成するために、フッ酸ガスを
用いた気相エッチングを実施する際には、固定ミラー３１において複数の第２環状溝３４
の底面に窒化シリコン層３３ｂが露出しているが、複数の第２環状溝３４を含むような１
本の環状溝の底面に窒化シリコン層３３ｂが露出している場合に比べ、残渣の発生を抑制
することができる。なお、フッ化アンモニウム系の残渣は、真空ベーク等により昇華させ
ることで除去することが可能である。
［第２実施形態］
【００５４】
　図８に示されるように、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ｂは、第１駆動電極１７及び
補償電極１８が固定ミラー３１内の同一平面上に配置されている点で、上述したファブリ
ペロー干渉フィルタ１０Ａと主に相違している。ファブリペロー干渉フィルタ１０Ｂでは
、補償電極１８は、複数の第２環状溝３４を介して第１駆動電極１７の内側に位置してい
る。つまり、補償電極１８は、第１駆動電極１７と共に、第１積層体３０のポリシリコン
層３２ｃに設けられている。第１駆動電極１７及び補償電極１８は、ポリシリコン層３２
ｃの所定部分に不純物がドープされて当該所定部分が低抵抗化されることで形成されてい
る。
【００５５】
　補償電極１８は、一対の配線２９を介して各配線２３に接続されることで、各端子１３
と電気的に接続されている。各配線２９は、配線２９ａ，２９ｂを含んでいる。一対の配
線２９ａは、各配線２３の端部から対向方向Ｄに垂直な方向に沿って補償電極１８の縁部
の直下に延在するように、第１積層体３０のポリシリコン層３２ｂに設けられている。一
対の配線２９ａは、ポリシリコン層３２ｂの所定部分に不純物がドープされて当該所定部
分が低抵抗化されることで形成されている。一対の配線２９ｂは、補償電極１８の縁部か
ら対向方向Ｄに沿って各配線２９ａの端部に延在するものであり、補償電極１８からポリ
シリコン層３２ｂに至る貫通孔内に配置されている。
【００５６】
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　以上のように構成されたファブリペロー干渉フィルタ１０Ｂでは、上述したファブリペ
ロー干渉フィルタ１０Ａと同様に、可動ミラー４１の包囲部４１ａに複数の第１環状溝４
４及び複数の第１貫通孔４５が形成されている。よって、駆動時における光透過領域１１
での可動ミラー４１の平坦性の向上、及び、可動ミラー４１の耐久性の向上を図ることが
できる。
【００５７】
　また、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ｂでは、第２駆動電極１９と同電位に接続され
た補償電極１８が、複数の第２環状溝３４を介して第１駆動電極１７の内側に位置してい
ている。これにより、固定ミラー３１内の同一平面上に配置された第１駆動電極１７及び
補償電極１８について、それらの間の電気的な絶縁を確実に実現することができ、駆動時
における光透過領域１１での可動ミラー４１の平坦性の更なる向上を図ることができる。
［第３実施形態］
【００５８】
　図９に示されるように、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ｃは、固定ミラー３１に補償
電極１８が設けられていない点、固定ミラー３１に複数の第２環状溝３４が形成されてい
ない点、及び可動ミラー４１の包囲部４１ａに複数の第１環状溝４４がエッチングで形成
されている点で、上述したファブリペロー干渉フィルタ１０Ａと主に相違している。ファ
ブリペロー干渉フィルタ１０Ｃでは、第２積層体４０の所定部分をエッチングにより除去
することで、第２積層体４０の表面４０ａから第２積層体４０のポリシリコン層４２ａに
至る複数の第１環状溝４４を形成する。なお、第２積層体４０の所定部分を選択的に除去
するために、予めエッチングストッパが設けられていてもよい。
【００５９】
　以上のように構成されたファブリペロー干渉フィルタ１０Ｃでは、上述したファブリペ
ロー干渉フィルタ１０Ａと同様に、可動ミラー４１の包囲部４１ａに複数の第１環状溝４
４及び複数の第１貫通孔４５が形成されている。よって、駆動時における光透過領域１１
での可動ミラー４１の平坦性の向上、及び、可動ミラー４１の耐久性の向上を図ることが
できる。
【００６０】
　また、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ｃでは、固定ミラー３１に複数の第２環状溝３
４が形成されていないため、第１駆動電極１７とポリシリコン層３２ｃにおける第１駆動
電極１７の内側の部分とが電気的に接続されることになる。これにより、ポリシリコン層
３２ｃにおける第１駆動電極１７の内側の部分と第２駆動電極１９との間にも電位差が生
じて静電気力が発生することになるので、固定ミラー３１と可動ミラー４１との距離を調
整するために第１駆動電極１７と第２駆動電極１９との間に印加する電圧を低くすること
ができる。
【００６１】
　また、ファブリペロー干渉フィルタ１０Ｃでは、酸化シリコンからなる支持層１６に空
隙Ｓを形成するために、フッ酸ガスを用いた気相エッチングを実施しても、固定ミラー３
１に複数の第２環状溝３４が形成されておらず、窒化シリコン層３３ｂが露出していない
ため、フッ化アンモニウム系の残渣の発生をより一層抑制することができる。
【００６２】
　以上、本発明の第１、第２及び第３実施形態について説明したが、本発明は、上述した
第１、第２及び第３実施形態に限定されるものではない。例えば、第１積層体３０を構成
するポリシリコン層３２及び窒化シリコン層３３の層数及び膜厚、並びに、第２積層体４
０を構成するポリシリコン層４２及び窒化シリコン層４３の層数及び膜厚は、各ファブリ
ペロー干渉フィルタ１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃが透過させる光の波長の分解能及び適用範囲
に応じて適宜変更可能である。また、可動ミラー４１の貫通孔は、包囲部４１ａ及びその
内側の領域だけでなく、包囲部４１ａの外側の領域に形成されてもよい。また、光透過領
域１１は、開口５０ａよりも狭い範囲である場合に限定されず、例えば、開口５０ａより
も広い範囲の測定光が入射する場合に、開口５０ａによって光透過領域１１が画定されて
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もよい。また、各ファブリペロー干渉フィルタ１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃの各構成には、上
述した材料及び形状に限らず、様々な材料及び形状を適用することができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ…ファブリペロー干渉フィルタ、１１…光透過領域、１７…第
１駆動電極、１８…補償電極、１９…第２駆動電極、３１…固定ミラー、３４…第２環状
溝、４１…可動ミラー、４１ａ…包囲部、４４…第１環状溝、４５…第１貫通孔、４６…
第２貫通孔、Ｓ…空隙。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】



(16) JP 6356427 B2 2018.7.11

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  廣瀬　真樹
            静岡県浜松市東区市野町１１２６番地の１　浜松ホトニクス株式会社内
(72)発明者  川合　敏光
            静岡県浜松市東区市野町１１２６番地の１　浜松ホトニクス株式会社内

    審査官  山本　貴一

(56)参考文献  特開２０１２－１０８３７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１１２７７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－００２２６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１９１６６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１７４７２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００５／０１３４９６２（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　５／２８，２６／００
              Ｂ８１Ｂ　３／００
              Ｇ０１Ｊ　３／２６
              　
              ＪＳＴＰｌｕｓ（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

