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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２層と前記第２層上に形成された第１層とから形成された固定部と、
　可動ランド部、並びに、当該可動ランド部および前記固定部の間を連結する第１梁部お
よび第２梁部を有し、前記第１層から形成された可動部と、
　前記可動ランド部上、前記第１梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動接点部を有する、第１信号線と、
　前記可動接点部に対向する固定接点部を有し、且つ、前記固定部に対して固定されてい
る、第２信号線と、
　前記可動ランド部上、前記第２梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動駆動電極部を有する、第１駆動線と、
　前記可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対して固定
されている、第２駆動線と、を備えるスイッチング素子。
【請求項２】
　第２層と前記第２層上に形成された第１層とから形成された固定部と、
　可動ランド部、並びに、当該可動ランド部および前記固定部の間を連結する第１梁部お
よび第２梁部を有し、前記第１層から形成された可動部と、
　前記第１梁部上および前記固定部上にわたって設けられ、且つ、前記第１梁部上におい
て可動接点部を有する、第１信号線と、
　前記可動接点部に対向する固定接点部を有し、且つ、前記固定部に対して固定されてい
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る、第２信号線と、
　前記可動ランド部上、前記第２梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動駆動電極部を有する、第１駆動線と、
　前記可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対して固定
されている、第２駆動線と、を備えるスイッチング素子。
【請求項３】
　前記可動部は、前記可動ランド部および前記固定部の間を連結する第３梁部を更に有し
、
　前記可動ランド部上、前記第３梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において前記可動駆動電極部から離隔した追加可動駆動電極部を有
する、第３駆動線と、
　前記追加可動駆動電極部に対向する追加固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対
して固定されている、第４駆動線と、を更に備え、
　前記第１信号線の前記可動接点部は、前記可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極
部の離隔方向において当該可動駆動電極部および追加可動駆動電極部の間に位置する、請
求項１または２に記載のスイッチング素子。
【請求項４】
　固定部と、
　可動ランド部、並びに、当該可動ランド部および前記固定部の間を連結する第１梁部お
よび第２梁部を有する、可動部と、
　前記可動ランド部上、前記第１梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動接点部を有する、第１信号線と、
　前記可動接点部に対向する固定接点部を有し、且つ、前記固定部に対して固定されてい
る、第２信号線と、
　前記可動ランド部上、前記第２梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動駆動電極部を有する、第１駆動線と、
　前記可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対して固定
されている、第２駆動線と、を備え、
　前記第１信号線は、前記可動ランド部上において追加可動接点部を有し、
　前記追加可動接点部に対向する追加固定接点部を有し、且つ、前記固定部に対して固定
されている、第３信号線と、
　前記可動ランド部上、前記第２梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において前記可動駆動電極部から離隔した追加可動駆動電極部を有
する、第３駆動線と、
　前記追加可動駆動電極部に対向する追加固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対
して固定されている、第４駆動線と、を更に備え、
　前記追加可動接点部は、前記可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極部の離隔方向
に前記可動接点部から離隔し、
　前記可動ランド部は前記第１梁部と前記第２梁部との間に位置して当該第１および第２
梁部は当該可動ランド部の揺動動作の軸心を規定し、
　前記軸心は、前記可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極部の離隔方向において当
該可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極部の間であり且つ前記可動接点部および前
記追加可動接点部の間を延びる、スイッチング素子。
【請求項５】
　少なくとも前記第１信号線および前記第２信号線に沿う形状を有する第１グラウンド線
と、前記第１グラウンド線とは反対の側において少なくとも前記第１信号線および前記第
２信号線に沿う形状を有する第２グラウンド線と、を更に備える、請求項１から４のいず
れか一つに記載のスイッチング素子。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一つに記載のスイッチング素子を備える、通信機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＥＭＳ技術を利用して製造されるスイッチング素子、および、スイッチン
グ素子を含んで構成される装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話など無線通信機器の技術分野などでは、高機能を実現するために搭載される部
品の増加などに伴い、ＲＦ回路の小型化に対する要求が高まっている。このような要求に
応えるべく、回路を構成する様々な部品について、ＭＥＭＳ（micro-electromechanical 
systems）技術の利用による微小化が進められている。
【０００３】
　そのような部品の一つとして、ＭＥＭＳスイッチが知られている。ＭＥＭＳスイッチは
、ＭＥＭＳ技術により各部位が微小に形成されたスイッチング素子であり、機械的に開閉
してスイッチングを実行するための少なくとも一対の接点や、当該接点対の機械的開閉動
作を達成するための駆動機構などを有する。ＭＥＭＳスイッチは、特にＧＨｚオーダーの
高周波信号のスイッチングにおいて、ＰＩＮダイオードやＭＥＳＦＥＴなどよりなるスイ
ッチング素子よりも、開状態にて高いアイソレーションを示し且つ閉状態にて低い挿入損
失を示す傾向にある。これは、接点対間の機械的開離により開状態が達成されることや、
機械的スイッチであるために寄生容量が少ないことに、起因する。ＭＥＭＳスイッチにつ
いては、例えば下記の特許文献１～３に記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４‐１１８６号公報
【特許文献２】特開２００４‐３１１３９４号公報
【特許文献３】特表２００５‐５２８７５１号公報
【０００５】
　図６５から図６７は、従来のスイッチング素子の一例たるスイッチング素子Ｚ１を表す
。図６５は、スイッチング素子Ｚ１の平面図である。図６６は、スイッチング素子Ｚ１の
一部省略平面図である。図６７は、図６５の線LXVII－LXVIIに沿った断面図である。
【０００６】
　スイッチング素子Ｚ１は、基板Ｓ３と、信号線９１と、駆動線９２と、可動線９３（図
６６にて省略）とを備える。信号線９１は、基板Ｓ３上にパターン形成されたものであり
、図６７に示すように、可動線９３と接触可能な接点部９１ａを有する。駆動線９２は、
基板Ｓ３上にパターン形成されたものであり、駆動電極部９２ａを有する。可動線９３は
、例えばめっき法によって図６７に示すように基板Ｓ３上に立設されたものであり、信号
線９１と接触可能な突起部ないし接点部９３ａを有し、且つ、駆動線９２の駆動電極部９
２ａに対向する部位を有する。信号線９１、駆動線９２、および可動線９３は、各々、所
定の導電材料よりなる。
【０００７】
　このような構造を有するスイッチング素子Ｚ１においては、駆動線９２をグラウンド接
続した状態で、可動線９３に対して所定の駆動電圧を印加すると、駆動線９２の駆動電極
部９２ａおよび可動線９３の間には静電引力が発生し、可動線９３は、接点部９３ａが信
号線９１の接点部９１ａに当接するまで部分的に動作ないし弾性変形する。このようにし
て、スイッチング素子Ｚ１の閉状態が達成される。閉状態においては、信号線９１および
可動線９３が接続され、信号線９１および可動線９３の間を電流が通過することが許容さ
れる。このようなスイッチオン動作により、高周波信号のオン状態を達成することができ
る。
【０００８】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｚ１において、可動線９３に対する電圧印加を停
止することによって駆動電極部９２ａおよび可動線９３の間に作用する静電引力を消滅さ
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せると、可動線９３はその自然状態に復帰し、可動線９３の接点部９３ａは、信号線９１
の接点部９１ａから離隔する。このようにして、スイッチング素子Ｚ１の開状態が達成さ
れる。開状態においては、信号線９１および可動線９３が電気的に分離され、信号線９１
および可動線９３の間を電流が通過することは阻まれる。このようなスイッチオフ動作に
より、高周波信号のオフ状態を達成することができる。また、このような開状態にあるス
イッチング素子Ｚ１については、上述したスイッチオン動作によって再び閉状態ないしオ
ン状態に切り替えることが可能である。
【０００９】
　スイッチング素子Ｚ１においては、可動線９３は信号線９１とともに高周波信号の通過
経路をなし、且つ、駆動線９２の駆動電極部９２ａと対向する部位を有する可動線９３に
は駆動電圧が印加される（即ち、可動線９３は信号線と駆動線を兼ねる）。可動線９３と
これに対向する駆動電極部９２ａとの間の寄生容量が比較的大きいので、可動線９３を通
過すべき高周波信号は、駆動電極部９２ａと可動線９３とが対向する箇所を介して駆動線
９２に漏出しやすい。すなわち、スイッチング素子Ｚ１では、挿入損失が生じやすい。信
号の周波数が高くなるほど、駆動線９２への信号漏出の程度は増大し、挿入損失は大きく
なる傾向にある。このようなスイッチング素子Ｚ１では、優れた高周波特性を得にくい。
【００１０】
　図６８から図７１は、従来のスイッチング素子の一例たるスイッチング素子Ｚ２を表す
。図６８は、スイッチング素子Ｚ２の平面図である。図６９は、スイッチング素子Ｚ２の
一部省略平面図である。図７０および図７１は、各々、図６８の線LXX－LXXおよび線LXXI
－LXXIに沿った断面図である。
【００１１】
　スイッチング素子Ｚ２は、基板Ｓ４と、固定部９４と、可動部９５と、信号線９６Ａと
、一対の信号線９６Ｂ（図６９にて省略）と、駆動線９７Ａと、駆動線９７Ｂ（図６９に
て省略）とを備える。固定部９４は、図７０および図７１に示すように、境界層９８を介
して基板Ｓ４に接合している。可動部９５は、図６９によく表れているように、固定部９
４に固定された固定端９５ａと自由端９５ｂとを有し、スリット９９を介して固定部９４
に囲まれている。これら固定部９４および可動部９５は、単一のシリコン基板において一
体的に作り込まれたものである。信号線９６Ａは、図６９によく表れているように、可動
部９５上にて自由端９５ｂ近くに設けられており、信号線９６Ｂと接触可能な接点部９６
ａを有する。信号線９６Ｂは、各々、例えばめっき法によって図７０に示すように固定部
９４上に立設されたものであり、且つ、信号線９６Ａと接触可能な突起部ないし接点部９
６ｂを有する。駆動線９７Ａは、図６９によく表れているように、固定部９４上および可
動部９５上にわたって設けられており、可動部９５上において駆動電極部９７ａを有する
。駆動線９７Ｂは、例えばめっき法によって図７１に示すように固定部９４上に立設され
たものであり、駆動線９７Ａの駆動電極部９７ａに対向する部位を有する。信号線９６Ａ
，９６Ｂおよび駆動線９７Ａ，９７Ｂは、各々、所定の導電材料よりなる。
【００１２】
　このような構造を有するスイッチング素子Ｚ２においては、駆動線９７Ｂをグラウンド
接続した状態で、駆動線９７Ａに対して所定の駆動電圧を印加すると、駆動線９７Ａの駆
動電極部９７ａおよび駆動線９７Ｂの間には静電引力が発生する。静電引力が充分に大き
い場合、可動部９５は、信号線９６Ａの接点部９６ａが信号線９６Ｂの接点部９６ｂに当
接するまで動作ないし弾性変形する。このようにして、スイッチング素子Ｚ２の閉状態が
達成される。閉状態においては、信号線９６Ａにより一対の信号線９６Ｂが電気的に橋渡
しされ、電流が一対の信号線９６Ｂ間を通過することが許容される。このようなスイッチ
オン動作により、高周波信号のオン状態を達成することができる。
【００１３】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｚ２において、駆動線９７Ａに対する電圧印加を
停止することによって駆動電極部９７ａおよび駆動線９７Ｂの間に作用する静電引力を消
滅させると、可動部９５はその自然状態に復帰し、可動部９５上の信号線９６Ａの接点部
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９６ａは、両信号線９６Ｂの接点部９６ｂから離隔する。このようにして、スイッチング
素子Ｚ２の開状態が達成される。開状態では、一対の信号線９６Ｂが電気的に分離され、
電流が一対の信号線９６Ｂ間を通過することは阻まれる。このようなスイッチオフ動作に
より、高周波信号のオフ状態を達成することができる。また、このような開状態にあるス
イッチング素子Ｚ２については、上述したスイッチオン動作によって再び閉状態ないしオ
ン状態に切り替えることが可能である。
【００１４】
　スイッチング素子Ｚ２では、製造ばらつきにより、非駆動時（可動部９５は自然状態に
ある）における図７０に示す接点部９６ａ，９６ｂ間の二つのギャップＧ’が異なる場合
がある。この場合、駆動線９７Ａに対して所定電圧を印加しても、ギャップＧ’の大きい
方の接点部９６ａ，９６ｂが閉じるに至るまでは可動部９５が弾性変形せず、従って、ス
イッチング素子Ｚ２がオン状態に至らないという不良が発生することがある。また、非駆
動時における図７０に示す二つのギャップＧ’が異なる場合、駆動線９７Ａに対して充分
に大きな電圧を印加すれば、ギャップＧ’の小さい方の接点部９６ａ，９６ｂが閉じるに
至った後、ギャップＧ’の大きい方の接点部９６ａ，９６ｂも閉じるに至るまで、可動部
９５を弾性変形させることは可能である。しかしながら、このような電圧印加によると、
先に閉じた接点部９６ａ，９６ｂ間に、最終的に過剰な荷重がかかるので、先に閉じた当
該接点部９６ａ，９６ｂ間が圧着するというスティッキング不良が発生しやすい。スティ
ッキング不良が発生しやすいことは、長い接点開閉寿命を実現するうえで好ましくない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、以上のような事情の下で考え出されたものであり、信号線と駆動線とが電気
的に分離され且つ長い接点開閉寿命を実現するのに適したスイッチング素子、並びに、そ
のようなスイッチング素子を含んで構成される通信機器を提供することを、目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の第１の側面によるとスイッチング素子が提供される。このスイッチング素子は
、第２層と前記第２層上に形成された第１層とから形成された固定部と、可動ランド部な
らびに当該可動ランド部および固定部の間を連結する第１梁部および第２梁部を有し、前
記第１層から形成された可動部と、可動ランド部上、第１梁部上、および固定部上にわた
って設けられ且つ可動ランド部上において可動接点部を有する第１信号線と、可動接点部
に対向する固定接点部を有し且つ固定部に対して固定されている第２信号線と、可動ラン
ド部上、第２梁部上、および固定部上にわたって設けられ且つ可動ランド部上において可
動駆動電極部を有する第１駆動線と、可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し且
つ固定部に対して固定されている第２駆動線とを備える。第１および第２梁部は、例えば
、可動ランド部および固定部の間において並列して延びる。固定部に対する可動部の支持
構造としては、このような片持ち構造を採用してもよい。或は、固定部に対する可動部の
支持構造としては、両持ち構造を採用してもよい。
【００１７】
　本スイッチング素子においては、第１信号線は、可動ランド部上、第１梁部上、および
固定部上にわたって設けられ且つ可動ランド部上において可動接点部を有し、第２信号線
は、可動接点部に対向する固定接点部を有し且つ固定部に対して固定されており、第１信
号線における可動ランド部上の可動接点部と第２信号線の固定接点部との開閉によって、
例えば高周波信号の第１および第２信号線間の通過および非通過が選択される。すなわち
、本スイッチング素子は、単一の開閉箇所（いわゆる単一接点）を具備するものである。
このような本スイッチング素子では、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したよう
なスティッキング不良は生じにくい。したがって、本スイッチング素子は、長い接点開閉
寿命を実現するのに適する。
【００１８】
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　また、本スイッチング素子においては、第１駆動線は、可動ランド部上、第２梁部上、
および固定部上にわたって設けられ且つ可動ランド部上において可動駆動電極部を有し、
第２駆動線は、可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し且つ固定部に対して固定
されており、第１駆動線における可動ランド部上の可動駆動電極部と第２駆動線の固定駆
動電極部との間への駆動電圧の印加によって、当該駆動電極部間に静電引力が生じて、可
動駆動電極部が接合している可動ランド部が固定駆動電極部側へと動作ないし弾性変形す
る。第１駆動線は第１信号線とは別体として設けられており（第１駆動線は、第１信号線
が通過する第１梁部とは異なる第２梁部を通過して、可動ランド部から固定部まで引き回
されている）、且つ、第２駆動線は第２信号線とは別体として設けられている。すなわち
、本スイッチング素子においては、信号線と駆動線とは電気的に分離されているのである
。このような本スイッチング素子では、従来のスイッチング素子Ｚ１に関して上述したよ
うな、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このような本スイッチング素子は、
挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに適する。
【００１９】
　本発明の第２の側面によるとスイッチング素子が提供される。このスイッチング素子は
、第２層と前記第２層上に形成された第１層とから形成された固定部と、可動ランド部な
らびに当該可動ランド部および固定部の間を連結する第１梁部および第２梁部を有し、前
記第１層から形成された可動部と、可動部の第１梁部上および固定部上にわたって設けら
れ且つ第１梁部上において可動接点部を有する第１信号線と、可動接点部に対向する固定
接点部を有し且つ固定部に対して固定されている第２信号線と、可動ランド部上、第２梁
部上、および固定部上にわたって設けられ且つ可動ランド部上において可動駆動電極部を
有する第１駆動線と、可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し且つ固定部に対し
て固定されている第２駆動線とを備える。第１および第２梁部は、例えば、可動ランド部
および固定部の間において並列して延びる。固定部に対する可動部の支持構造としては、
このような片持ち構造を採用してもよい。或は、固定部に対する可動部の支持構造として
は、両持ち構造を採用してもよい。
【００２０】
　本スイッチング素子においては、第１信号線は、第１梁部上および固定部上にわたって
設けられ且つ第１梁部上において可動接点部を有し、第２信号線は、可動接点部に対向す
る固定接点部を有し且つ固定部に対して固定されており、第１信号線における第１梁部上
の可動接点部と第２信号線の固定接点部との開閉によって、例えば高周波信号の第１およ
び第２信号線間の通過および非通過が選択される。すなわち、本スイッチング素子は、単
一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このような本スイッチング素子では、
従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッキング不良は生じにくい。
したがって、本スイッチング素子は、長い接点開閉寿命を実現するのに適する。
【００２１】
　また、本スイッチング素子においては、第１駆動線は、可動ランド部上、第２梁部上、
および固定部上にわたって設けられ且つ可動ランド部上において可動駆動電極部を有し、
第２駆動線は、可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し且つ固定部に対して固定
されており、第１駆動線における可動ランド部上の可動駆動電極部と第２駆動線の固定駆
動電極部との間への駆動電圧の印加によって、当該駆動電極部間に静電引力が生じて、可
動駆動電極部が接合している可動ランド部が固定駆動電極部側へと動作ないし弾性変形す
る。第１駆動線は第１信号線とは別体として設けられており（第１駆動線は、第１信号線
が設けられている第１梁部とは異なる第２梁部を通過して、可動ランド部から固定部まで
引き回されている）、且つ、第２駆動線は第２信号線とは別体として設けられている。す
なわち、本スイッチング素子においては、信号線と駆動線とは電気的に分離されているの
である。このような本スイッチング素子では、従来のスイッチング素子Ｚ１に関して上述
したような、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このような本スイッチング素
子は、挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに適する。
【００２２】
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　本発明の第１および第２の側面における好ましい実施の形態では、可動部は、可動ラン
ド部および固定部の間を連結する第３梁部を更に有し、本スイッチング素子は、可動ラン
ド部上、第３梁部上、および固定部上にわたって設けられ且つ可動ランド部上において可
動駆動電極部から離隔した追加可動駆動電極部を有する第３駆動線と、追加可動駆動電極
部に対向する追加固定駆動電極部を有し且つ固定部に対して固定されている第４駆動線と
を更に備え、第１信号線の可動接点部は、可動駆動電極部および追加可動駆動電極部の離
隔方向において当該可動駆動電極部および追加可動駆動電極部の間に位置する。このよう
な構成において、第１梁部、第２梁部、および第３梁部は、例えば、可動ランド部および
固定部の間において並列して延び、且つ、第１梁部は第２梁部および第３梁部の間に位置
する。固定部に対する可動部の支持構造としては、このような片持ち構造を採用してもよ
い。或は、第２梁部および第３梁部は、可動ランド部および固定部の間において並列して
延び、且つ、第１梁部は、第２および第３梁部とは反対の側において可動ランド部および
固定部を連結する。固定部に対する可動部の支持構造としては、このような両持ち構造を
採用してもよい。
【００２３】
　このような好ましい実施の形態では、二つの静電引力発生箇所（可動駆動電極部と固定
駆動電極部の間，追加可動駆動電極部と追加固定駆動電極部の間）の離隔方向において当
該二つの静電引力発生箇所の間に開閉箇所（可動接点部と固定接点部）が位置するため、
本素子の駆動時に、可動接点部と固定接点部が当接した後に当該当接箇所の両側から均等
な荷重を当該当接箇所にかけやすく、従って、当該当接箇所について安定した接触を実現
しやすい。
【００２４】
　本発明の第１の側面における好ましい実施の形態では、第１信号線は、可動ランド部上
において追加可動接点部を有し、本スイッチング素子は、追加可動接点部に対向する追加
固定接点部を有し且つ固定部に対して固定されている第３信号線と、可動ランド部上、第
２梁部上、および固定部上にわたって設けられ且つ可動ランド部上において可動駆動電極
部から離隔した追加可動駆動電極部を有する第３駆動線と、追加可動駆動電極部に対向す
る追加固定駆動電極部を有し且つ固定部に対して固定されている第４駆動線とを更に備え
、追加可動接点部は、可動駆動電極部および追加可動駆動電極部の離隔方向に可動接点部
から離隔し、可動ランド部は第１梁部と第２梁部との間に位置して当該第１および第２梁
部は当該可動ランド部の揺動動作の軸心を規定し、軸心は、可動駆動電極部および追加可
動駆動電極部の離隔方向において当該可動駆動電極部および追加可動駆動電極部の間であ
り且つ可動接点部および追加可動接点部の間を延びる。本スイッチング素子は、このよう
なＳＰＤＴ（１入力２出力）スイッチとして構成してもよい。
【００２５】
　好ましくは、本スイッチング素子は、少なくとも第１信号線および第２信号線に沿う形
状を有する第１グラウンド線と、第１グラウンド線とは反対の側において少なくとも第１
信号線および第２信号線に沿う形状を有する第２グラウンド線とを更に備える。第１グラ
ウンド線および／または第２グラウンド線は、例えば、第１および第２信号線に沿って延
びる。本スイッチング素子においては、このようなコプレナー型線路を採用してもよい。
コプレナー型線路の採用は、信号線からの信号漏出を抑制するうえで好ましい。
【００２６】
　好ましくは、第１駆動線は、可動部上における第１信号線のパターン形状と合同のパタ
ーン形状を可動部上において一部に有する。このような対称的な構成は、駆動時に弾性変
形される可動部において不当な変形（捩れ変形等）が生ずるのを抑制するうえで好ましい
。
【００２７】
　好ましくは、本スイッチング素子は、可動ランド部における可動接点部が設けられた側
に対向するストッパ部を更に備える。このような構成は、駆動時において可動駆動電極部
と固定駆動電極部とが当接して短絡するのを防止するうえで好適である。
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【００２８】
　好ましくは、第１信号線は、第１梁部上において厚肉部を有する。このような構成は、
第１信号線における信号損失を抑制するうえで好ましい。また、この場合、第１駆動線は
、第２梁部上において厚肉部を有する。このような対称的な構成は、駆動時の可動部にお
いて不当な変形が生ずるのを抑制するうえで好ましい。
【００２９】
　本発明の第３の側面によると通信機器が提供される。この通信機器は、本発明の第１の
側面に係るスイッチング素子や、第２の側面に係るスイッチング素子を備える。例えば、
第３の側面に係る通信機器は、ＲＦ通信機器であり、送受信切替えスイッチ、バンド切替
えスイッチ、または、可変移相器の一構成要素たるスイッチとして、第１または第２の側
面に係るスイッチング素子を備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　図１から図５は、本発明の第１の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ１を表す。図１は
、スイッチング素子Ｘ１の平面図である。図２は、スイッチング素子Ｘ１の一部省略平面
図である。図３から図５は、各々、図１の線III－III、線IV－IV、および線V－Vに沿った
断面図である。
【００３１】
　スイッチング素子Ｘ１は、基板Ｓ１と、固定部１１と、可動部１２と、信号線１３と、
信号線１４（図２にて省略）と、駆動線１５と、駆動線１６（図２にて省略）と、グラウ
ンド線１７とを備える。
【００３２】
　固定部１１は、図３から図５に示すように、境界層１８を介して基板Ｓ１に接合してお
り、例えば、単結晶シリコンなどのシリコン材料よりなる。固定部１１を構成するシリコ
ン材料は、１０００Ω・ｃｍ以上の抵抗率を有するのが好ましい。境界層１８は例えば酸
化シリコンよりなる。また、本実施形態では、固定部１１は、基板Ｓ１とともに本発明に
おける固定部をなす。
【００３３】
　可動部１２は、例えば図１および図２に表れているように、可動ランド部１２ａおよび
梁部１２ｂ，１２ｃを有し、スリット１９を介して固定部１１に囲まれている。梁部１２
ｂ，１２ｃは、固定部１１および可動ランド部１２ａを連結し、当該固定部１１および可
動ランド部１２ａの間において本実施形態では平行に延びて、並列している。すなわち、
可動部１２は、片持ち構造で固定部１１に支持されている。可動部１２について図３から
図５に示す厚さＴ1は例えば１５μｍ以下である。また、可動部１２について、図２に示
す長さＬ1は例えば２００～４００μｍであり、長さＬ2は例えば３００～５００μｍであ
る。スリット１９の幅は例えば１.５～２.５μｍである。このような可動部１２は、例え
ば単結晶シリコンよりなる。
【００３４】
　信号線１３は、図２によく表れているように、可動ランド部１２ａ上、梁部１２ｂ上、
および固定部１１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部１２ａ上において、信号線
１４と接触可能な接点部１３ａを有する。信号線１３の厚さは例えば０.５～２μｍであ
る。また、信号線１３は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路
に接続されている。信号線１３は、所定の導電材料よりなり、例えば、Ｍｏ下地膜とその
上のＡｕ膜とからなる積層構造を有する。このような信号線１３は、本発明における第１
信号線である。
【００３５】
　信号線１４は、図３に示すように、固定部１１上に立設されており、且つ、信号線１３
に対向する部位を有する。信号線１３に対向する部位において、信号線１４は、信号線１
３に向かって延出する突起部たる接点部１４ａを有する。信号線１４の厚さは例えば１０
μｍ以上である。また、信号線１４は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象



(9) JP 5176148 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

の所定の回路に接続されている。信号線１４の構成材料としては、Ａｕを採用することが
できる。このような信号線１４は、本発明における第２信号線である。
【００３６】
　駆動線１５は、図２によく表れているように、可動ランド部１２ａ上、梁部１２ｃ上、
および固定部１１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部１２ａ上において、駆動電
極部１５ａを有する。駆動電極部１５ａは、本発明における可動駆動電極部である。駆動
線１５の厚さは例えば０.５～２μｍである。駆動線１５の構成材料としては、信号線１
３の構成材料と同一のものを採用することができる。このような駆動線１５は、本発明に
おける第１駆動線である。
【００３７】
　駆動線１６は、図４に示すように、駆動線１５の駆動電極部１５ａの上方を跨ぐように
固定部１１上に立設されており、駆動電極部１５ａと対向する駆動電極部１６ａを有する
。駆動電極部１６ａは、本発明における固定駆動電極部である。駆動線１６の厚さは例え
ば１０μｍ以上である。また、駆動線１６は、図１に示すように信号線１３，１４に沿っ
て延び、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている（従って、駆動線１６
はグラウンド線である）。駆動線１６の構成材料としては、信号線１４の構成材料と同一
のものを採用することができる。このような駆動線１６は、本発明における第２駆動線で
ある。
【００３８】
　グラウンド線１７は、図１に示すように信号線１３，１４に沿って延び、所定の配線（
図示略）を介してグラウンド接続されている。グラウンド線１７の構成材料としては、信
号線１４の構成材料と同一のものを採用することができる。
【００３９】
　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ１において、駆動線１５に電圧を印加す
ると、駆動線１５の駆動電極部１５ａと駆動線１６（グラウンド接続されている）の駆動
電極部１６ａの間には静電引力が発生する。印加電圧が充分に高い場合、可動部１２は、
信号線１３の接点部１３ａが信号線１４の接点部１４ａに当接するまで動作ないし弾性変
形する。このようにして、図６に示すような、スイッチング素子Ｘ１の閉状態が達成され
る。閉状態においては、信号線１３，１４が接続され、信号線１３，１４間を電流が通過
することが許容される。このようなスイッチオン動作により、例えば高周波信号のオン状
態を達成することができる。
【００４０】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｘ１において、駆動線１５に対する電圧印加を停
止することによって駆動電極部１５ａ，１６ａ間に作用する静電引力を消滅させると、可
動部１２はその自然状態に復帰し、信号線１３ないし接点部１３ａは、信号線１４ないし
接点部１４ａから離隔する。このようにして、図３および図５に示すような、スイッチン
グ素子Ｘ１の開状態が達成される。開状態においては、信号線１３，１４が電気的に分離
され、信号線１３，１４間を電流が通過することは阻まれる。このようなスイッチオフ動
作により、例えば高周波信号のオフ状態を達成することができる。また、このような開状
態にあるスイッチング素子Ｘ１については、上述したスイッチオン動作によって再び閉状
態ないしオン状態に切り替えることが可能である。
【００４１】
　スイッチング素子Ｘ１においては、信号線１３は、可動ランド部１２ａ上、梁部１２ｂ
上、および固定部１１上にわたって設けられ且つ可動部１２上ないし可動ランド部１２ａ
上において接点部１３ａを有し、信号線１４は、接点部１３ａに対向する接点部１４ａを
有し且つ固定部１１に対して固定されており、接点部１３ａ，１４ａの開閉によって、例
えば高周波信号の信号線１３，１４間の通過および非通過が選択される。すなわち、スイ
ッチング素子Ｘ１は、単一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このようなス
イッチング素子Ｘ１では、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッ
キング不良は生じにくい。したがって、スイッチング素子Ｘ１は、長い接点開閉寿命を実
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現するのに適する。
【００４２】
　スイッチング素子Ｘ１においては、駆動線１５は、可動ランド部１２ａ上、梁部１２ｃ
上、および固定部１１上にわたって設けられ且つ可動ランド部１２ａ上において駆動電極
部１５ａを有し、駆動線１６は、駆動電極部１５ａに対向する駆動電極部１６ａを有し且
つ固定部１１に対して固定されており、駆動電極部１５ａ，１６ａ間への駆動電圧の印加
によって、駆動電極部１５ａ，１６ａ間に静電引力が生じて、駆動電極部１５ａが接合し
ている可動ランド部１２ａが駆動電極部１６ａ側へと動作ないし弾性変形する。駆動線１
５は信号線１３とは別体として設けられており（駆動線１５は、信号線１３が通過する梁
部１２ｂとは異なる梁部１２ｃを通過して、可動ランド部１２ａから固定部１１まで引き
回されている）、且つ、駆動線１６は信号線１４とは別体として設けられている。すなわ
ち、スイッチング素子Ｘ１においては、信号線１３，１４と駆動線１５，１６とは電気的
に分離されている。このようなスイッチング素子Ｘ１では、従来のスイッチング素子Ｚ１
に関して上述したような、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このようなスイ
ッチング素子Ｘ１は、挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに
適する。
【００４３】
　スイッチング素子Ｘ１では、図１の平面視において、信号線１３，１４のなす信号線路
は駆動線１６（グラウンド線）およびグラウンド線１７の間に配され、且つ、駆動線１６
およびグラウンド線１７は当該信号線路に沿った形状を有する（当該信号線路、駆動線１
６、およびグラウンド線１７は、平行に配されている）。すなわち、信号線路（信号線１
３，１４）および二本のグラウンド線（駆動線１６，グラウンド線１７）は、コプレナー
型線路をなす。コプレナー型線路の採用は、信号線１３，１４からの信号漏出を抑制する
うえで好ましい。
【００４４】
　図７から図１０は、スイッチング素子Ｘ１の製造方法を、図３の一部、図４の一部、お
よび図５の一部に相当する断面の変化として表す。
【００４５】
　本方法においては、まず、図７（ａ）に示すような材料基板１００を用意する。材料基
板１００は、ＳＯＩ（silicon on insulator）基板であり、第１層１０１、第２層１０２
、および、これらの間の中間層１０３よりなる積層構造を有する。本実施形態では、例え
ば、第１層１０１の厚さは１５μｍであり、第２層１０２の厚さは５２５μｍであり、中
間層１０３の厚さは４μｍである。第１層１０１は、例えば単結晶シリコンよりなり、上
述の固定部１１および可動部１２へと加工される。第２層１０２は、例えば単結晶シリコ
ンよりなり、上述の基板Ｓ１へと加工される。中間層１０３は、例えば酸化シリコンより
なり、上述の境界層１８へと加工される。
【００４６】
　次に、図７（ｂ）に示すように、第１層１０１上に導体膜１０４を形成する。例えば、
スパッタリング法により、第１層１０１上にＭｏを成膜し、続いてその上にＡｕを成膜す
る。Ｍｏ膜の厚さは例えば５０ｎｍであり、Ａｕ膜の厚さは例えば５００ｎｍである。
【００４７】
　次に、図７（ｃ）に示すように、フォトリソ法により導体膜１０４上にレジストパター
ン１０５，１０６を形成する。レジストパターン１０５は、信号線１３に対応するパター
ン形状を有する。レジストパターン１０６は、駆動線１５に対応するパターン形状を有す
る。
【００４８】
　次に、図８（ａ）に示すように、レジストパターン１０５，１０６をマスクとして利用
して導体膜１０４に対してエッチング処理を施すことにより、第１層１０１上に、信号線
１３および駆動線１５を形成する。本工程におけるエッチング手法としては、イオンミリ
ング（例えばＡｒイオンによる物理的エッチング）を採用することができる。後出の金属
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材料に対するエッチング手法としてもイオンミリングを採用することができる。
【００４９】
　次に、レジストパターン１０５，１０６を除去した後、図８（ｂ）に示すように、第１
層１０１にエッチング処理を施すことによってスリット１９を形成する。具体的には、フ
ォトリソ法により第１層１０１上に所定のレジストパターンを形成した後、当該レジスト
パターンをマスクとして利用して、第１層１０１に対して異方性エッチング処理を施す。
異方性エッチングとしては、ＤＲＩＥ（deep reactive ion etching）を採用することが
できる。ＤＲＩＥでは、ＳＦ6ガスを用いて行うエッチングとＣ4Ｆ8ガスを用いて行う側
壁保護とを交互に繰り返すＢｏｓｃｈプロセスにおいて、良好な異方性エッチング加工を
行うことができる。後出のＤＲＩＥについても、このようなＤＲＩＥのＢｏｓｃｈプロセ
スを採用することができる。本工程にて、固定部１１および可動部１２が成形されること
となる。
【００５０】
　次に、図８（ｃ）に示すように、可動部１２、信号線１３、および駆動線１５を覆いつ
つ、スリット１９を塞ぐようにして材料基板１００の第１層１０１側に犠牲層１０７を形
成する。犠牲層材料としては例えば酸化シリコンを採用することができる。犠牲層１０７
を形成するための手法としては、例えばプラズマＣＶＤ法やスパッタリング法を採用する
ことができる。形成される犠牲層１０７の厚さは例えば５μｍである。また、犠牲層材料
としてはポリイミドを採用してもよい。
【００５１】
　次に、図９（ａ）に示すように、犠牲層１０７において凹部１０７ａを形成する。具体
的には、フォトリソ法により犠牲層１０７上に所定のレジストパターンを形成した後、当
該レジストパターンをマスクとして利用して犠牲層１０７に対して所定の深さまでエッチ
ング処理を施す。エッチング手法としては、ウエットエッチングを採用することができる
。ウエットエッチングのためのエッチング液としては、例えばバッファードフッ酸（ＢＨ
Ｆ）を採用することができる。犠牲層１０７に対する後出のウエットエッチングにおいて
もＢＨＦを採用することができる。凹部１０７ａは、信号線１４の接点部１４ａたる突起
部を形成するためのものである。
【００５２】
　次に、図９（ｂ）に示すように、犠牲層１０７をパターニングして開口部１０７ｂ，１
０７ｃ，１０７ｄを形成する。具体的には、フォトリソ法により犠牲層１０７上に所定の
レジストパターンを形成した後、当該レジストパターンをマスクとして利用して犠牲層１
０７に対してウエットエッチングなどのエッチング処理を施す。開口部１０７ｂは、固定
部１１において信号線１４が接合する領域を露出させるためのものである。開口部１０７
ｃは、固定部１１において駆動線１６が接合する領域を露出させるためのものである。開
口部１０７ｄは、固定部１１においてグラウンド線１７が設けられる領域を露出させるた
めのものである。
【００５３】
　次に、材料基板１００において犠牲層１０７が設けられている側の表面に通電用の下地
膜（図示略）を形成した後、図９（ｃ）に示すようにレジストパターン１０８を形成する
。下地膜は、例えば、スパッタリング法により厚さ５０ｎｍのＭｏを成膜し、続いてその
上に厚さ３００ｎｍのＡｕを成膜することによって形成することができる。レジストパタ
ーン１０８は、信号線１４に対応する開口部１０８ａ、駆動線１６に対応する開口部１０
８ｂ、およびグラウンド線１７に対応する開口部１０８ｃを有する。
【００５４】
　次に、図１０（ａ）に示すように、信号線１４、駆動線１６、およびグラウンド線１７
を形成する。具体的には、開口部１０８ａ，１０８ｂ，１０８ｃにて露出する上述の下地
膜上に、電気めっき法により例えばＡｕを成長させる。成長させるめっき材料の厚さは例
えば２０μｍである。
【００５５】
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　次に、図１０（ｂ）に示すように、レジストパターン１０８をエッチング除去する。こ
の後、電気めっき用の上述の下地膜において露出している部分を除去する。下地膜の除去
手法としては、イオンミリングや、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）を採用することが
できる。
【００５６】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、犠牲層１０７および中間層１０３の一部を除去する
。具体的には、犠牲層１０７および中間層１０３に対してウエットエッチング処理を施す
。本エッチング処理では、まず犠牲層１０７が除去され、その後、スリット１９に臨む箇
所から中間層１０３の一部が除去される。このエッチング処理は、可動部１２の全体と第
２層１０２との間に適切に空隙が形成された後に停止する。このようにして、中間層１０
３において境界層１８が残存形成される。また、第２層１０２は、基板Ｓ１を構成するこ
ととなる。
【００５７】
　次に、信号線１４および駆動線１６の表面に付着している上述の下地膜（図示略）を必
要に応じて除去する。除去手法としては、ウエットエッチングを採用することができる。
【００５８】
　この後、必要に応じて、超臨界乾燥法により素子全体を乾燥する。超臨界乾燥法による
と、可動部１２が基板Ｓ１等に張り付いてしまうスティッキング現象を適切に回避するこ
とができる。以上のようにして、スイッチング素子Ｘ１を適切に製造することができる。
【００５９】
　本方法では、信号線１３に対向する部位を有する信号線１４について、めっき法によっ
て厚く形成することができる。そのため、信号線１４については、所望の低抵抗を実現す
るための充分な厚さを設定することが可能である。厚い信号線１４は、スイッチング素子
Ｘ１の挿入損失を低減するうえで好ましい。
【００６０】
　図１１および図１２は、スイッチング素子Ｘ１の第１変形例を表す。図１１は、第１変
形例の平面図である。図１２は、第１変形例の一部省略平面図である（図１２では、信号
線１４および駆動線１６を省略する）。
【００６１】
　スイッチング素子Ｘ１は、図１１および図１２に示すようなパターン形状を有する駆動
線１５を備えてもよい。図１１および図１２に示す駆動線１５は、可動部１２上において
部分１５ｂを有する。図の明確化の観点から、部分１５ｂについては、駆動線１５の他の
部分よりも細かいハッチングを付して表す。この部分１５ｂは、可動部１２上における信
号線１３のパターン形状（部分１５ｂと同様の細かいハッチングを付して表す）と合同の
パターン形状を有する。このような対称的な構成は、駆動時に弾性変形する可動部１２に
おいて不当な変形（捩れ変形等）が生ずるのを抑制するうえで好ましい。
【００６２】
　図１３から図１６は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例を表す。図１３は、第２変形
例の平面図である。図１４は、第２変形例の一部省略平面図である（図１４では、信号線
１４および駆動線１６を省略する）。図１５および図１６は、各々、図１３の線XV－XVお
よび線XVI－XVIに沿った断面図である。
【００６３】
　スイッチング素子Ｘ１は、図１３、図１５、および図１６に示すようにストッパ部２０
（図１４にて省略）を備えてもよい。ストッパ部２０は、固定部１１上に立設されており
、且つ、可動部１２に対向する部位を有する。可動部１２に対向する部位において、スト
ッパ部２０は、可動部１２に向かって延出する突起部２０ａを有する。スイッチング素子
Ｘ１の非駆動時（可動部１２は自然状態にある）においては、図１６に示すように、可動
部１２上の信号線１３の接点部１３ａと信号線１４の突起部たる接点部１４ａとの間のギ
ャップＧ1よりも、可動部１２と突起部２０ａとの間のギャップＧ2は、大きい。このよう
なストッパ部２０は、スイッチング素子Ｘ１のスイッチオン動作時（可動部１２は、駆動
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線１６の駆動電極部１６ａの側に弾性変形する）において、接点部１３ａ，１４ａが閉じ
た後に可動部１２に当接可能であり、当該可動部１２が駆動電極部１６ａ側に更に変形し
ようとするのを阻止し得る。したがって、このようなストッパ部２０の採用は、駆動時に
おいて駆動電極部１５ａ，１６ａが当接して短絡するのを防止するうえで好適である。ま
た、このようなストッパ部２０は、固定部１１上に信号線１４を形成したのと同様の手法
によって、固定部１１上に形成することができる。
【００６４】
　図１７および図１８は、スイッチング素子Ｘ１の第３変形例を表す。図１７は、第３変
形例の平面図である。図１８は、第３変形例の一部省略平面図である（図１８では、信号
線１４および駆動線１６を省略する）。
【００６５】
　スイッチング素子Ｘ１は、図１７および図１８に示すような形状の可動部１２、信号線
１３，１４、および駆動線１５を有してもよい。図１７および図１８に示す信号線１３は
、可動部１２の梁部１２ｂ上および固定部１１上にわたってパターン形成され且つ梁部１
２ｂ上において接点部１３ａを有するものであり、例えば図１および図２に示す信号線１
３よりも短い。信号線１３は短いほど低抵抗化するところ、信号線１４よりも相当程度に
薄い信号線１３が図１８に示すように短いことは、信号線路（信号線１３，１４）におけ
る信号損失を抑制するうえで好ましい。また、第３変形例における可動部１２は、図１７
および図１８の平面視において、仮想線Ｐを対称軸として対称な形状を有する。このよう
な対称的な構成は、駆動時に弾性変形する可動部１２において不当な変形（捩れ変形等）
が生ずるのを抑制するうえで好ましい。
【００６６】
　図１９から図２２は、スイッチング素子Ｘ１の第４変形例を表す。図１９は、第４変形
例の平面図である。図２０は、第４変形例の一部省略平面図である（図２０では、信号線
１４および駆動線１６を省略する）。図２１および図２２は、各々、図１９の線XXI－XXI
および線XXII－XXIIに沿った断面図である。
【００６７】
　スイッチング素子Ｘ１は、図２１および図２２に示すように、部分的に厚い箇所を有す
る信号線１３および駆動線１５を備えてもよい。図２１に示す信号線１３は、可動部１２
の主に梁部１２ｂ上において厚肉部１３ｂを有する。信号線１３がこのように厚肉部１３
ｂを有することは、信号線１３の低抵抗化を図るうえで好適であり、従って、信号線路（
信号線１３，１４）における信号損失を抑制するうえで好ましい。また、信号線１３が可
動部１２の主に梁部１２ｂ上において厚肉部１３ｂを有するのと同様に、図２２に示す駆
動線１５は、可動部１２の主に梁部１２ｃ上において厚肉部１５ｂを有する。このような
対称的な構成は、駆動時に弾性変形する可動部１２において不当な変形（捩れ変形等）が
生ずるのを抑制するうえで好ましい。
【００６８】
　図２３から図２７は、本発明の第２の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ２を表す。図
２３は、スイッチング素子Ｘ２の平面図である。図２４は、スイッチング素子Ｘ２の一部
省略平面図である。図２５から図２７は、各々、図２３の線XXV－XXV、線XXVI－XXVI、お
よび線XXVII－XXVIIに沿った断面図である。
【００６９】
　スイッチング素子Ｘ２は、基板Ｓ１と、固定部２１と、可動部２２と、信号線２３と、
信号線２４（図２４にて省略）と、駆動線２５と、駆動線２６（図２４にて省略）と、グ
ラウンド線２７とを備える。固定部２１は、図２５から図２７に示すように、境界層２８
を介して基板Ｓ１に接合している。可動部２２は、図２３および図２４に表れているよう
に、可動ランド部２２ａおよび梁部２２ｂ，２２ｃを有し、スリット２９を介して固定部
２１に囲まれている。梁部２２ｂ，２２ｃは、固定部２１および可動ランド部２２ａを連
結し、当該固定部２１および可動ランド部２２ａの間において本実施形態では平行に延び
て、並列している。信号線２３は、図２４によく表れているように、可動ランド部２２ａ
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上、梁部２２ｂ上、および固定部２１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部２２ａ
上において、信号線２４と接触可能な接点部２３ａを有する。また、信号線２３は、所定
の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている。信号線２４
は、図２５に示すように、固定部２１上に立設されており、且つ、信号線２３に対向する
部位を有する。信号線２３に対向する部位において、信号線２４は、信号線２３に向かっ
て延出する突起部たる接点部２４ａを有する。また、信号線２４は、所定の配線（図示略
）を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている。信号線２３，２４のなす信
号線路は、図２３の平面視において、可動部２２の可動ランド部２２ａ上にて屈曲する（
可動ランド部２２ａ上に接点部２３ａ，２４ａは位置する）。駆動線２５は、図２４によ
く表れているように、可動ランド部２２ａ上、梁部２２ｃ上、および固定部２１上にわた
って設けられ、且つ、可動ランド部２２ａ上において、駆動電極部２５ａを有する。駆動
線２６は、図２６および図２７に示すように、駆動線２５の駆動電極部２５ａの上方を跨
ぐように固定部２１上に立設されており、駆動電極部２５ａと対向する駆動電極部２６ａ
を有する。また、駆動線２６は、図２３に示すように信号線２３，２４に沿う形状を有し
、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている（従って、駆動線２６はグラ
ウンド線である）。グラウンド線２７は、図２３に示すように信号線２３，２４に沿う形
状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている。固定部２１、可動
部２２、信号線２３，２４、駆動線２５，２６、およびグラウンド線２７の各々に関する
他の構成は、第１の実施形態における固定部１１、可動部１２、信号線１３，１４、駆動
線１５，１６、およびグラウンド線１７の各々に関して上述したのと同様である。このよ
うなスイッチング素子Ｘ２は、第１の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ１の製造方法と
同様の手法によって製造することができる。
【００７０】
　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ２において、駆動線２５に駆動電圧を印
加すると、駆動線２５の駆動電極部２５ａと駆動線２６（グラウンド接続されている）の
駆動電極部２６ａの間には静電引力が発生し、可動部２２は、信号線２３の接点部２３ａ
が信号線２４の接点部２４ａに当接するまで動作ないし弾性変形する。このようにして、
スイッチング素子Ｘ２の閉状態が達成される。閉状態においては、信号線２３，２４が接
続され、信号線２３，２４間を電流が通過することが許容される。このようなスイッチオ
ン動作により、例えば高周波信号のオン状態を達成することができる。
【００７１】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｘ２において、駆動線２５に対する電圧印加を停
止することによって駆動電極部２５ａ，２６ａ間に作用する静電引力を消滅させると、可
動部２２はその自然状態に復帰し、信号線２３ないし接点部２３ａは、信号線２４ないし
接点部２４ａから離隔する。このようにして、スイッチング素子Ｘ２の開状態が達成され
る。開状態においては、信号線２３，２４が電気的に分離され、信号線２３，２４間を電
流が通過することは阻まれる。このようなスイッチオフ動作により、例えば高周波信号の
オフ状態を達成することができる。
【００７２】
　スイッチング素子Ｘ２においては、信号線２３は、可動ランド部２２ａ上、梁部２２ｂ
上、および固定部２１上にわたって設けられ且つ可動部２２上ないし可動ランド部２２ａ
上において接点部２３ａを有し、信号線２４は、接点部２３ａに対向する接点部２４ａを
有し且つ固定部２１に対して固定されており、接点部２３ａ，２４ａの開閉によって、例
えば高周波信号の信号線２３，２４間の通過および非通過が選択される。すなわち、スイ
ッチング素子Ｘ２は、単一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このようなス
イッチング素子Ｘ２では、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッ
キング不良は生じにくい。したがって、スイッチング素子Ｘ２は、長い接点開閉寿命を実
現するのに適する。
【００７３】
　スイッチング素子Ｘ２においては、駆動線２５は、可動ランド部２２ａ上、梁部２２ｃ
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上、および固定部２１上にわたって設けられ且つ可動ランド部２２ａ上において駆動電極
部２５ａを有し、駆動線２６は、駆動電極部２５ａに対向する駆動電極部２６ａを有し且
つ固定部２１に対して固定されており、駆動電極部２５ａ，２６ａ間への駆動電圧の印加
によって、駆動電極部２５ａ，２６ａ間に静電引力が生じて、駆動電極部２５ａが接合し
ている可動ランド部２２ａが駆動電極部２６ａ側へと動作ないし弾性変形する。駆動線２
５は信号線２３とは別体として設けられており（駆動線２５は、信号線２３が通過する梁
部２２ｂとは異なる梁部２２ｃを通過して、可動ランド部２２ａから固定部２１まで引き
回されている）、且つ、駆動線２６は信号線２４とは別体として設けられている。すなわ
ち、スイッチング素子Ｘ２においては、信号線２３，２４と駆動線２５，２６とは電気的
に分離されている。このようなスイッチング素子Ｘ２では、従来のスイッチング素子Ｚ１
に関して上述したような、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このようなスイ
ッチング素子Ｘ２は、挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに
適する。
【００７４】
　スイッチング素子Ｘ２では、図２３の平面視において、信号線２３，２４のなす信号線
路は駆動線２６（グラウンド線）およびグラウンド線２７の間に配され、且つ、駆動線２
６およびグラウンド線２７は当該信号線路に沿った形状を有する。すなわち、信号線路（
信号線２３，２４）および二本のグラウンド線（駆動線２６，グラウンド線２７）は、コ
プレナー型線路をなす。コプレナー型線路の採用は、信号線２３，２４からの信号漏出を
抑制するうえで好ましい。
【００７５】
　スイッチング素子Ｘ２では、図２３の平面視において信号線路（信号線２３，２４）が
可動部２２上ないし可動ランド部２２ａ上にて屈曲するように、信号線２３，２４が設け
られている。そのため、スイッチング素子Ｘ２では、可動ランド部上において、第１の実
施形態における信号線１３よりも信号線２３を短く設計しつつ、第１の実施形態における
駆動電極部１５ａ，１６ａの対向面積よりも駆動電極部２５ａ，２６ａの対向面積を大き
く設計しやすい。信号線路（信号線２３，２４）における信号損失を抑制するうえでは、
薄肉の信号線２３は短い方がよい。駆動電圧の低減を図るうえでは、静電引力（駆動力）
を生ずるための駆動電極部２５ａ，２６ａの対向面積は大きい方がよい。すなわち、スイ
ッチング素子Ｘ２は、信号線路における信号損失を抑制しつつ駆動電圧の低減を図るのに
好適な構造を有するのである。
【００７６】
　スイッチング素子Ｘ２では、スイッチング素子Ｘ１の第１変形例における可動部１２上
の信号線１３および駆動線１５に関して上述したのと同様に、可動部２２上の信号線２３
および駆動線２５について、対称的なパターン形状を採用してもよい。スイッチング素子
Ｘ２は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例が具備するのと同様に、駆動時において駆動
電極部２５ａ，２６ａが当接して短絡するのを防止するためのストッパ部２０（突起部２
０ａを伴う）を具備してもよい。スイッチング素子Ｘ２では、スイッチング素子Ｘ１の第
３変形例における信号線１３，１４が梁部１２ｂ上に接点部１３ａ，１４ａを有するのと
同様に、信号線２３，２４について、梁部２２ｂ上に接点部２３ａ，２４ａが位置するよ
うに設けてもよい。また、スイッチング素子Ｘ２では、スイッチング素子Ｘ１の第４変形
例における信号線１３および駆動線１５が部分的に厚肉部１３ａ，１５ａを有するのと同
様に、信号線２３および駆動線２５が部分的に厚肉部を有してもよい。
【００７７】
　図２８から図３１は、本発明の第３の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ３を表す。図
２８は、スイッチング素子Ｘ３の平面図である。図２９は、スイッチング素子Ｘ３の一部
省略平面図である。図３０および図３１は、各々、図２８の線XXX－XXXおよび線XXXI－XX
XIに沿った断面図である。
【００７８】
　スイッチング素子Ｘ３は、基板Ｓ１と、固定部３１と、可動部３２と、信号線３３と、
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信号線３４（図２９にて省略）と、駆動線３５と、駆動線３６（図２９にて省略）と、グ
ラウンド線３７とを備える。固定部３１は、図３０および図３１に示すように、境界層３
８を介して基板Ｓ１に接合している。可動部３２は、図２８および図２９に表れているよ
うに、可動ランド部３２ａおよび梁部３２ｂ，３２ｃを有し、スリット３９を介して固定
部３１に囲まれている。梁部３２ｂ，３２ｃは、同方向に延び、当該延び方向に離隔して
可動ランド部３２ａを間に配し、且つ、可動ランド部３２ａおよび固定部３１を連結する
。すなわち、可動部３２は、両持ち構造で固定部３１に支持されている。信号線３３は、
図２９によく表れているように、可動ランド部３２ａ上、梁部３２ｂ上、および固定部３
１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部３２ａ上において、信号線３４と接触可能
な接点部３３ａを有する。また、信号線３３は、所定の配線（図示略）を介してスイッチ
ング対象の所定の回路に接続されている。信号線３４は、図３０に示すように、固定部３
１上に立設されており、且つ、信号線３３に対向する部位を有する。信号線３３に対向す
る部位において、信号線３４は、信号線３３に向かって延出する突起部たる接点部３４ａ
を有する。また、信号線３４は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定
の回路に接続されている。駆動線３５は、図２９によく表れているように、可動ランド部
３２ａ上、梁部３２ｃ上、および固定部３１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部
３２ａ上において、駆動電極部３５ａを有する。駆動線３６は、図３１に示すように、駆
動線３５の駆動電極部３５ａの上方を跨ぐように固定部３１上に立設されており、駆動電
極部３５ａと対向する駆動電極部３６ａを有する。また、駆動線３６は、図２８に示すよ
うに信号線３３，３４に沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続
されている（従って、駆動線３６はグラウンド線である）。グラウンド線３７は、図２８
に示すように信号線３３，３４に沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウ
ンド接続されている。固定部３１、可動部３２、信号線３３，３４、駆動線３５，３６、
およびグラウンド線３７の各々に関する他の構成は、第１の実施形態における固定部１１
、可動部１２、信号線１３，１４、駆動線１５，１６、およびグラウンド線１７の各々に
関して上述したのと同様である。このようなスイッチング素子Ｘ３は、第１の実施形態に
係るスイッチング素子Ｘ１の製造方法と同様の手法によって製造することができる。
【００７９】
　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ３において、駆動線３５に駆動電圧を印
加すると、駆動線３５の駆動電極部３５ａと駆動線３６（グラウンド接続されている）の
駆動電極部３６ａの間には静電引力が発生し、可動部３２は、信号線３３の接点部３３ａ
が信号線３４の接点部３４ａに当接するまで動作ないし弾性変形する。このようにして、
スイッチング素子Ｘ３の閉状態が達成される。閉状態においては、信号線３３，３４が接
続され、信号線３３，３４間を電流が通過することが許容される。このようなスイッチオ
ン動作により、例えば高周波信号のオン状態を達成することができる。
【００８０】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｘ３において、駆動線３５に対する電圧印加を停
止することによって駆動電極部３５ａ，３６ａ間に作用する静電引力を消滅させると、可
動部３２はその自然状態に復帰し、信号線３３ないし接点部３３ａは、信号線３４ないし
接点部３４ａから離隔する。このようにして、スイッチング素子Ｘ３の開状態が達成され
る。開状態においては、信号線３３，３４が電気的に分離され、信号線３３，３４間を電
流が通過することは阻まれる。このようなスイッチオフ動作により、例えば高周波信号の
オフ状態を達成することができる。
【００８１】
　スイッチング素子Ｘ３においては、信号線３３は、可動ランド部３２ａ上、梁部３２ｂ
上、および固定部３１上にわたって設けられ且つ可動部３２上ないし可動ランド部３２ａ
上において接点部３３ａを有し、信号線３４は、接点部３３ａに対向する接点部３４ａを
有し且つ固定部３１に対して固定されており、接点部３３ａ，３４ａの開閉によって、例
えば高周波信号の信号線３３，３４間の通過および非通過が選択される。すなわち、スイ
ッチング素子Ｘ３は、単一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このようなス
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イッチング素子Ｘ３では、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッ
キング不良は生じにくい。したがって、スイッチング素子Ｘ３は、長い接点開閉寿命を実
現するのに適する。
【００８２】
　スイッチング素子Ｘ３においては、駆動線３５は、可動ランド部３２ａ上、梁部３２ｃ
上、および固定部３１上にわたって設けられ且つ可動ランド部３２ａ上において駆動電極
部３５ａを有し、駆動線３６は、駆動電極部３５ａに対向する駆動電極部３６ａを有し且
つ固定部３１に対して固定されており、駆動電極部３５ａ，３６ａ間への駆動電圧の印加
によって、駆動電極部３５ａ，３６ａ間に静電引力が生じて、駆動電極部３５ａが接合し
ている可動ランド部３２ａが駆動電極部３６ａ側へと動作ないし弾性変形する。駆動線３
５は信号線３３とは別体として設けられており（駆動線３５は、信号線３３が通過する梁
部３２ｂとは異なる梁部３２ｃを通過して、可動ランド部３２ａから固定部３１まで引き
回されている）、且つ、駆動線３６は信号線３４とは別体として設けられている。すなわ
ち、スイッチング素子Ｘ３においては、信号線３３，３４と駆動線３５，３６とは電気的
に分離されている。このようなスイッチング素子Ｘ３では、従来のスイッチング素子Ｚ１
に関して上述したような、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このようなスイ
ッチング素子Ｘ３は、挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに
適する。
【００８３】
　スイッチング素子Ｘ３では、図２８の平面視において、信号線３３，３４のなす信号線
路は駆動線３６（グラウンド線）およびグラウンド線３７の間に配され、且つ、駆動線３
６およびグラウンド線３７は当該信号線路に沿った形状を有する。すなわち、信号線路（
信号線３３，３４）および二本のグラウンド線（駆動線３６，グラウンド線３７）は、コ
プレナー型線路をなす。コプレナー型線路の採用は、信号線３３，３４からの信号漏出を
抑制するうえで好ましい。
【００８４】
　スイッチング素子Ｘ３においては、非駆動時における接点部３３ａ，３４ａ間の離隔距
離および駆動電極部３５ａ，３６ａ間の離隔距離を、正確に制御しやすい。両持ち構造で
固定部３１に支持されている可動部３２は、非駆動時において、図３０および図３１に示
す厚さ方向Ｈには不当に変位しにくいからである。スイッチング素子Ｘ３における信号線
３３は、第１の実施形態における信号線１３と同様の手法によって形成することができ、
そのような信号線３３には、収縮する方向に作用する内部応力が生じ得る。駆動線３５は
、第１の実施形態における駆動線１５と同様の手法によって形成することができ、そのよ
うな駆動線３５には、収縮する方向に作用する内部応力が生じ得る。信号線３３および駆
動線３５の内部応力は、可動ランド部３２ａが信号線３４および駆動線３６の側に接近す
るように可動部３２を変形させる力として可動部３２に対して作用するが、両持ち構造で
固定部３１に支持されている可動部３２は、そのような変形力に抗しやすく、従って、非
駆動時において図３０および図３１に示す厚さ方向Ｈには不当に変位しにくいのである。
【００８５】
　スイッチング素子Ｘ３は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例が具備するのと同様に、
駆動時において駆動電極部３５ａ，３６ａが当接して短絡するのを防止するためのストッ
パ部２０（突起部２０ａを伴う）を具備してもよい。スイッチング素子Ｘ３では、スイッ
チング素子Ｘ１の第３変形例における信号線１３，１４が梁部１３ｂ上に接点部１３ａ，
１４ａを有するのと同様に、信号線３３，３４について、梁部３２ｂ上に接点部３３ａ，
３４ａが位置するように設けてもよい。また、スイッチング素子Ｘ３では、スイッチング
素子Ｘ１の第４変形例における信号線１３および駆動線１５が部分的に厚肉部１３ａ，１
５ａを有するのと同様に、信号線３３および駆動線３５が部分的に厚肉部を有してもよい
。
【００８６】
　図３２から図３６は、本発明の第４の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ４を表す。図



(18) JP 5176148 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

３２は、スイッチング素子Ｘ４の平面図である。図３３は、スイッチング素子Ｘ４の一部
省略平面図である。図３４から図３６は、各々、図３２の線XXXIV－XXXIV、線XXXV－XXXV
、および線XXXVI－XXXVIに沿った断面図である。
【００８７】
　スイッチング素子Ｘ４は、基板Ｓ１と、固定部４１と、可動部４２と、信号線４３と、
信号線４４（図３３にて省略）と、駆動線４５と、駆動線４６（図３３にて省略）と、グ
ラウンド線４７とを備える。固定部４１は、図３４から図３６に示すように、境界層４８
を介して基板Ｓ１に接合している。可動部４２は、図３２および図３３に表れているよう
に、可動ランド部４２ａおよび梁部４２ｂ，４２ｃを有し、スリット４９を介して固定部
４１に囲まれている。梁部４２ｂ，４２ｃは、同方向に延び、当該延び方向に離隔して可
動ランド部４２ａを間に配し、且つ、可動ランド部４２ａおよび固定部４１を連結する。
すなわち、可動部４２は、両持ち構造で固定部４１に支持されている。信号線４３は、図
３３によく表れているように、可動部４２の梁部４２ｂ上および固定部４１上にわたって
設けられ、且つ、梁部４２ｂ上において、信号線４４と接触可能な接点部４３ａを有する
。また、信号線４３は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に
接続されている。信号線４４は、図３４に示すように、固定部４１上に立設されており、
且つ、信号線４３に対向する部位を有する。信号線４３に対向する部位において、信号線
４４は、信号線４３に向かって延出する突起部たる接点部４４ａを有する。また、信号線
４４は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている
。駆動線４５は、図３３によく表れているように、可動ランド部４２ａ上、梁部４２ｃ上
、および固定部４１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部４２ａ上において、駆動
電極部４５ａを有する。駆動線４６は、図３５に示すように、駆動線４５の駆動電極部４
５ａの上方を跨ぐように固定部４１上に立設されており、駆動電極部４５ａと対向する駆
動電極部４６ａを有する。また、駆動線４６は、図３２に示すように信号線４３，４４に
沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている（従って、駆
動線４６はグラウンド線である）。グラウンド線４７は、図３２に示すように信号線４３
，４４に沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている。固
定部４１、可動部４２、信号線４３，４４、駆動線４５，４６、およびグラウンド線４７
の各々に関する他の構成は、第１の実施形態における固定部１１、可動部１２、信号線１
３，１４、駆動線１５，１６、およびグラウンド線１７の各々に関して上述したのと同様
である。このようなスイッチング素子Ｘ４は、第１の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ
１の製造方法と同様の手法によって製造することができる。
【００８８】
　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ４において、駆動線４５に駆動電圧を印
加すると、駆動線４５の駆動電極部４５ａと駆動線４６（グラウンド接続されている）の
駆動電極部４６ａの間には静電引力が発生し、可動部４２は、信号線４３の接点部４３ａ
が信号線４４の接点部４４ａに当接するまで動作ないし弾性変形する。このようにして、
スイッチング素子Ｘ４の閉状態が達成される。閉状態においては、信号線４３，４４が接
続され、信号線４３，４４間を電流が通過することが許容される。このようなスイッチオ
ン動作により、例えば高周波信号のオン状態を達成することができる。
【００８９】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｘ４において、駆動線４５に対する電圧印加を停
止することによって駆動電極部４５ａ，４６ａ間に作用する静電引力を消滅させると、可
動部４２はその自然状態に復帰し、信号線４３ないし接点部４３ａは、信号線４４ないし
接点部４４ａから離隔する。このようにして、スイッチング素子Ｘ４の開状態が達成され
る。開状態においては、信号線４３，４４が電気的に分離され、信号線４３，４４間を電
流が通過することは阻まれる。このようなスイッチオフ動作により、例えば高周波信号の
オフ状態を達成することができる。
【００９０】
　スイッチング素子Ｘ４においては、信号線４３は、梁部４２ｂ上および固定部４１上に
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わたって設けられ且つ梁部４２ｂ上において接点部４３ａを有し、信号線４４は、接点部
４３ａに対向する接点部４４ａを有し且つ固定部４１に対して固定されており、接点部４
３ａ，４４ａの開閉によって、例えば高周波信号の信号線４３，４４間の通過および非通
過が選択される。すなわち、スイッチング素子Ｘ４は、単一の開閉箇所（単一接点）を具
備するものである。このようなスイッチング素子Ｘ４では、従来のスイッチング素子Ｚ２
に関して上述したようなスティッキング不良は生じにくい。したがって、スイッチング素
子Ｘ４は、長い接点開閉寿命を実現するのに適する。
【００９１】
　スイッチング素子Ｘ４においては、駆動線４５は、可動ランド部４２ａ上、梁部４２ｃ
上、および固定部４１上にわたって設けられ且つ可動ランド部４２ａ上において駆動電極
部４５ａを有し、駆動線４６は、駆動電極部４５ａに対向する駆動電極部４６ａを有し且
つ固定部４１に対して固定されており、駆動電極部４５ａ，４６ａ間への駆動電圧の印加
によって、駆動電極部４５ａ，４６ａ間に静電引力が生じて、駆動電極部４５ａが接合し
ている可動ランド部４２ａが駆動電極部４６ａ側へと動作ないし弾性変形する。駆動線４
５は信号線４３とは別体として設けられており（駆動線４５は、信号線４３が設けられて
いる梁部４２ｂとは異なる梁部４２ｃを通過して、可動ランド部４２ａから固定部４１ま
で引き回されている）、且つ、駆動線４６は信号線４４とは別体として設けられている。
すなわち、スイッチング素子Ｘ４においては、信号線４３，４４と駆動線４５，４６とは
電気的に分離されている。このようなスイッチング素子Ｘ４では、従来のスイッチング素
子Ｚ１に関して上述したような、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このよう
なスイッチング素子Ｘ４は、挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得
るのに適する。
【００９２】
　スイッチング素子Ｘ４では、図３２の平面視において、信号線４３，４４のなす信号線
路は駆動線４６（グラウンド線）およびグラウンド線４７の間に配され、且つ、駆動線４
６およびグラウンド線４７は当該信号線路に沿った形状を有する。すなわち、信号線路（
信号線４３，４４）および二本のグラウンド線（駆動線４６，グラウンド線４７）は、コ
プレナー型線路をなす。コプレナー型線路の採用は、信号線４３，４４からの信号漏出を
抑制するうえで好ましい。
【００９３】
　スイッチング素子Ｘ４においては、非駆動時における接点部４３ａ，４４ａ間の離隔距
離および駆動電極部４５ａ，４６ａ間の離隔距離を、正確に制御しやすい。両持ち構造で
固定部４１に支持されている可動部４２は、非駆動時において、例えば図３６に示す厚さ
方向Ｈには不当に変位しにくいからである。スイッチング素子Ｘ４における信号線４３は
、第１の実施形態における信号線１３と同様の手法によって形成することができ、そのよ
うな信号線４３には、収縮する方向に作用する内部応力が生じ得る。駆動線４５は、第１
の実施形態における駆動線１５と同様の手法によって形成することができ、そのような駆
動線４５には、収縮する方向に作用する内部応力が生じ得る。信号線４３および駆動線４
５の内部応力は、可動ランド部４２ａが信号線４４および駆動線４６の側に接近するよう
に可動部４２を変形させる力として可動部４２に対して作用するが、両持ち構造で固定部
４１に支持されている可動部４２は、そのような変形力に抗しやすく、従って、非駆動時
において例えば図３６に示す厚さ方向Ｈには不当に変位しにくいのである。
【００９４】
　スイッチング素子Ｘ４では、図３２の平面視において信号線路（信号線４３，４４）が
可動部４２上ないし梁部４２ｂ上にて屈曲するように、信号線４３，４４が設けられてい
る。そのため、スイッチング素子Ｘ４では、可動ランド部上において、第１の実施形態に
おける信号線１３よりも信号線４３を短く設計しつつ、第１の実施形態における駆動電極
部１５ａ，１６ａの対向面積よりも駆動電極部４５ａ，４６ａの対向面積を大きく設計し
やすい。信号線路（信号線４３，４４）における信号損失を抑制するうえでは、薄肉の信
号線４３は短い方がよい。駆動電圧の低減を図るうえでは、静電引力（駆動力）を生ずる
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ための駆動電極部４５ａ，４６ａの対向面積は大きい方がよい。すなわち、スイッチング
素子Ｘ４は、信号線路における信号損失を抑制しつつ駆動電圧の低減を図るのに好適な構
造を有するのである。
【００９５】
　スイッチング素子Ｘ４は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例が具備するのと同様に、
駆動時において駆動電極部４５ａ，４６ａが当接して短絡するのを防止するためのストッ
パ部２０（突起部２０ａを伴う）を具備してもよい。また、スイッチング素子Ｘ４では、
スイッチング素子Ｘ１の第４変形例における信号線１３および駆動線１５が部分的に厚肉
部１３ａ，１５ａを有するのと同様に、信号線４３および駆動線４５が部分的に厚肉部を
有してもよい。
【００９６】
　図３７から図４２は、本発明の第５の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ５を表す。図
３７は、スイッチング素子Ｘ５の平面図である。図３８は、スイッチング素子Ｘ５の一部
省略平面図である。図３９から図４２は、各々、図３７の線XXXIX－XXXIX、線XL－XL、線
XLI－XLI、および線XLII－XLIIに沿った断面図である。
【００９７】
　スイッチング素子Ｘ５は、基板Ｓ１と、固定部５１と、可動部５２と、信号線５３と、
信号線５４（図３８にて省略）と、駆動線５５Ａ，５５Ｂと、駆動線５６Ａ，５６Ｂ（図
３８にて省略）とを備える。固定部５１は、図３９から図４２に示すように、境界層５８
を介して基板Ｓ１に接合している。可動部５２は、図３７および図３８に表れているよう
に、可動ランド部５２ａおよび梁部５２ｂ，５２ｃ，５２ｄを有し、スリット５９を介し
て固定部５１に囲まれている。三本の梁部５２ｂ～５２ｄは、固定部５１および可動ラン
ド部５２ａを連結し、当該固定部５１および可動ランド部５２ａの間において本実施形態
では平行に延びて、並列している。すなわち、可動部５２は、片持ち構造で固定部５１に
支持されている。信号線５３は、図３８によく表れているように、可動ランド部５２ａ上
、梁部５２ｂ上、および固定部５１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部５２ａ上
において、信号線５４と接触可能な接点部５３ａを有する。また、信号線５３は、所定の
配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている。信号線５４は
、図３９に示すように、固定部５１上に立設されており、且つ、信号線５３に対向する部
位を有する。信号線５３に対向する部位において、信号線５４は、信号線５３に向かって
延出する突起部たる接点部５４ａを有する。また、信号線５４は、所定の配線（図示略）
を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている。駆動線５５Ａは、図３８によ
く表れているように、可動ランド部５２ａ上、梁部５２ｃ上、および固定部５１上にわた
って設けられ、且つ、可動ランド部５２ａ上において、駆動電極部５５ａを有する。駆動
線５５Ｂは、可動ランド部５２ａ上、梁部５２ｄ上、および固定部５１上にわたって設け
られ、且つ、可動ランド部５２ａ上において、駆動電極部５５ｂを有する。駆動線５６Ａ
は、図４０に示すように、駆動線５５Ａの駆動電極部５５ａの上方を跨ぐように固定部５
１上に立設されており、駆動電極部５５ａと対向する駆動電極部５６ａを有する。また、
駆動線５６Ａは、図３７に示すように信号線５３，５４に沿う形状を有し、所定の配線（
図示略）を介してグラウンド接続されている（従って、駆動線５６Ａはグラウンド線であ
る）。駆動線５６Ｂは、図４１に示すように、駆動線５５Ｂの駆動電極部５５ｂの上方を
跨ぐように固定部５１上に立設されており、駆動電極部５５ｂと対向する駆動電極部５６
ｂを有する。また、駆動線５６Ｂは、図３７に示すように信号線５３，５４に沿う形状を
有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている（従って、駆動線５６Ｂ
はグラウンド線である）。固定部５１、可動部５２、信号線５３，５４、および駆動線５
５Ａ，５５Ｂ，５６Ａ，５６Ｂの各々に関する他の構成は、第１の実施形態における固定
部１１、可動部１２、信号線１３，１４、および駆動線１５，１６の各々に関して上述し
たのと同様である。このようなスイッチング素子Ｘ５は、第１の実施形態に係るスイッチ
ング素子Ｘ１の製造方法と同様の手法によって製造することができる。
【００９８】
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　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ５において、駆動線５５Ａ，５５Ｂに駆
動電圧を印加すると、駆動線５５Ａの駆動電極部５５ａと駆動線５６Ａ（グラウンド接続
されている）の駆動電極部５６ａとの間および駆動線５５Ｂの駆動電極部５５ｂと駆動線
５６Ｂ（グラウンド接続されている）の駆動電極部５６ｂとの間には静電引力が発生し、
可動部５２は、信号線５３の接点部５３ａが信号線５４の接点部５４ａに当接するまで動
作ないし弾性変形する。このようにして、スイッチング素子Ｘ５の閉状態が達成される。
閉状態においては、信号線５３，５４が接続され、信号線５３，５４間を電流が通過する
ことが許容される。このようなスイッチオン動作により、例えば高周波信号のオン状態を
達成することができる。
【００９９】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｘ５において、駆動線５５Ａ，５５Ｂに対する電
圧印加を停止することによって駆動電極部５５ａ，５６ａ間および駆動電極部５５ｂ，５
６ｂ間に作用する静電引力を消滅させると、可動部５２はその自然状態に復帰し、信号線
５３ないし接点部５３ａは、信号線５４ないし接点部５４ａから離隔する。このようにし
て、スイッチング素子Ｘ５の開状態が達成される。開状態においては、信号線５３，５４
が電気的に分離され、信号線５３，５４間を電流が通過することは阻まれる。このような
スイッチオフ動作により、例えば高周波信号のオフ状態を達成することができる。
【０１００】
　スイッチング素子Ｘ５においては、信号線５３は、可動ランド部５２ａ上、梁部５２ｂ
上、および固定部５１上にわたって設けられ且つ可動部５２上ないし可動ランド部５２ａ
上において接点部５３ａを有し、信号線５４は、接点部５３ａに対向する接点部５４ａを
有し且つ固定部５１に対して固定されており、接点部５３ａ，５４ａの開閉によって、例
えば高周波信号の信号線５３，５４間の通過および非通過が選択される。すなわち、スイ
ッチング素子Ｘ５は、単一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このようなス
イッチング素子Ｘ５では、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッ
キング不良は生じにくい。したがって、スイッチング素子Ｘ５は、長い接点開閉寿命を実
現するのに適する。
【０１０１】
　スイッチング素子Ｘ５においては、駆動線５５Ａは、可動ランド部５２ａ上、梁部５２
ｃ上、および固定部５１上にわたって設けられ且つ可動ランド部５２ａ上において駆動電
極部５５ａを有し、駆動線５５Ｂは、可動ランド部５２ａ上、梁部５２ｄ上、および固定
部５１上にわたって設けられ且つ可動ランド部５２ａ上において駆動電極部５５ｂを有し
、駆動線５６Ａは、駆動電極部５５ａに対向する駆動電極部５６ａを有し、駆動線５６Ｂ
は、駆動電極部５５ｂに対向する駆動電極部５６ｂを有し、駆動電極部５５ａ，５６ａ間
および駆動電極部５５ｂ，５６ｂ間への駆動電圧の印加によって、駆動電極部５５ａ，５
６ａ間および駆動電極部５５ｂ，５６ｂ間に静電引力が生じて、駆動電極部５５ａ，５５
ｂが接合している可動ランド部５２ａが駆動電極部５６ａ，５６ｂ側へと動作ないし弾性
変形する。駆動線５５Ａ，５５Ｂは信号線５３とは別体として設けられており（駆動線５
５Ａ，５５Ｂは、信号線５３が通過する梁部５２ｂとは異なる梁部５２ｃ，５２ｄを通過
して、可動ランド部５２ａから固定部５１まで引き回されている）、且つ、駆動線５６Ａ
，５６Ｂは信号線５４とは別体として設けられている。すなわち、スイッチング素子Ｘ５
においては、信号線５３，５４と駆動線５５Ａ，５５Ｂ，５６Ａ，５６Ｂとは電気的に分
離されている。このようなスイッチング素子Ｘ５では、従来のスイッチング素子Ｚ１に関
して上述したような、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このようなスイッチ
ング素子Ｘ５は、挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに適す
る。
【０１０２】
　スイッチング素子Ｘ５においては、駆動電極部５５ａ，５６ａ間に静電引力（駆動力）
が発生可能であり、且つ、駆動電極部５５ｂ，５６ｂ間に静電引力（駆動力）が発生可能
である。これら駆動力が発生する箇所は、図３７および図４２に示す矢印Ｄ1方向に離隔
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する。そして、スイッチング素子Ｘ５では、接点部５３ａ，５４ａ（開閉箇所）は、図４
２に示すように、二つの駆動力発生箇所の離隔方向（矢印Ｄ1方向）において当該二つの
駆動力発生箇所の間に位置する。そのため、スイッチング素子Ｘ５の駆動時には、接点部
５３ａ，５４ａが当接した後に当該当接箇所の両側から均等な荷重を当該当接箇所にかけ
やすく、従って、当該当接箇所について安定した接触を実現しやすい。
【０１０３】
　スイッチング素子Ｘ５では、図３７の平面視において、信号線５３，５４のなす信号線
路は駆動線５６Ａ，５６Ｂ（共にグラウンド線）の間に配され、且つ、駆動線５６Ａ，５
６Ｂは当該信号線路に沿った形状を有する。すなわち、信号線路（信号線５３，５４）お
よび二本のグラウンド線（駆動線５６Ａ，５６Ｂ）は、コプレナー型線路をなす。コプレ
ナー型線路の採用は、信号線５３，５４からの信号漏出を抑制するうえで好ましい。
【０１０４】
　スイッチング素子Ｘ５では、スイッチング素子Ｘ１の第１変形例における可動部１２上
の信号線１３および駆動線１５に関して上述したのと同様に、可動部５２上の駆動線５５
Ａ，５５Ｂについて、対称的なパターン形状を採用するのが好ましい。スイッチング素子
Ｘ５は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例が具備するのと同様に、駆動時において駆動
電極部５５ａ，５６ａや駆動電極部５５ｂ，５６ｂが当接して短絡するのを防止するため
のストッパ部２０（突起部２０ａを伴う）を具備してもよい。スイッチング素子Ｘ５では
、スイッチング素子Ｘ１の第３変形例における信号線１３，１４が梁部１２ｂ上に接点部
１３ａ，１４ａを有するのと同様に、信号線５３，５４について、梁部５２ｂ上に接点部
５３ａ，５４ａが位置するように設けてもよい。また、スイッチング素子Ｘ５では、スイ
ッチング素子Ｘ１の第４変形例における信号線１３および駆動線１５が部分的に厚肉部１
３ａ，１５ａを有するのと同様に、信号線５３および駆動線５５Ａ，５５Ｂが部分的に厚
肉部を有してもよい。
【０１０５】
　図４３から図４８は、本発明の第６の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ６を表す。図
４３は、スイッチング素子Ｘ６の平面図である。図４４は、スイッチング素子Ｘ６の一部
省略平面図である。図４５から図４８は、各々、図４３の線XLV－XLV、線XLVI－XLVI、線
XLVII－XLVII、および線XLVIII－XLVIIIに沿った断面図である。
【０１０６】
　スイッチング素子Ｘ６は、基板Ｓ１と、固定部６１と、可動部６２と、信号線６３と、
信号線６４（図４４にて省略）と、駆動線６５Ａ，６５Ｂと、駆動線６６Ａ，６６Ｂ（図
４４にて省略）とを備える。固定部６１は、図４５から図４８に示すように、境界層６８
を介して基板Ｓ１に接合している。可動部６２は、図４３および図４４に表れているよう
に、可動ランド部６２ａおよび梁部６２ｂ，６２ｃ，６２ｄを有し、スリット６９を介し
て固定部６１に囲まれている。梁部６２ｃ，６２ｄは、固定部６１および可動ランド部６
２ａを連結し、当該固定部６１および可動ランド部６２ａの間において本実施形態では平
行に延びて、並列している。これとともに、梁部６２ｂは、梁部６２ｃ，６２ｄとは反対
の側において可動ランド部６２ａおよび固定部６１を連結する。すなわち、可動部６２は
、両持ち構造で固定部６１に支持されている。信号線６３は、図４４によく表れているよ
うに、可動ランド部６２ａ上、梁部６２ｂ上、および固定部６１上にわたって設けられ、
且つ、可動ランド部６２ａ上において、信号線６４と接触可能な接点部６３ａを有する。
また、信号線６３は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に接
続されている。信号線６４は、図４５に示すように、固定部６１上に立設されており、且
つ、信号線６３に対向する部位を有する。信号線６３に対向する部位において、信号線６
４は、信号線６３に向かって延出する突起部たる接点部６４ａを有する。また、信号線６
４は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている。
駆動線６５Ａは、図４４によく表れているように、可動ランド部６２ａ上、梁部６２ｃ上
、および固定部６１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部６２ａ上において、駆動
電極部６５ａを有する。駆動線６５Ｂは、可動ランド部６２ａ上、梁部６２ｄ上、および
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固定部６１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部６２ａ上において、駆動電極部６
５ｂを有する。駆動線６６Ａは、図４６に示すように、駆動線６５Ａの駆動電極部６５ａ
の上方を跨ぐように固定部６１上に立設されており、駆動電極部６５ａと対向する駆動電
極部６６ａを有する。また、駆動線６６Ａは、図４３に示すように信号線６３，６４に沿
う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている（従って、駆動
線６６Ａはグラウンド線である）。駆動線６６Ｂは、図４７に示すように、駆動線６５Ｂ
の駆動電極部６５ｂの上方を跨ぐように固定部６１上に立設されており、駆動電極部６５
ｂと対向する駆動電極部６６ｂを有する。また、駆動線６６Ｂは、図４３に示すように信
号線６３，６４に沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されて
いる（従って、駆動線６６Ｂはグラウンド線である）。固定部６１、可動部６２、信号線
６３，６４、および駆動線６５Ａ，６５Ｂ，６６Ａ，６６Ｂの各々に関する他の構成は、
第１の実施形態における固定部１１、可動部１２、信号線１３，１４、および駆動線１５
，１６の各々に関して上述したのと同様である。このようなスイッチング素子Ｘ６は、第
１の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ１の製造方法と同様の手法によって製造すること
ができる。
【０１０７】
　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ６において、駆動線６５Ａ，６５Ｂに駆
動電圧を印加すると、駆動線６５Ａの駆動電極部６５ａと駆動線６６Ａ（グラウンド接続
されている）の駆動電極部６６ａとの間および駆動線６５Ｂの駆動電極部６５ｂと駆動線
６６Ｂ（グラウンド接続されている）の駆動電極部６６ｂとの間には静電引力が発生し、
可動部６２は、信号線６３の接点部６３ａが信号線６４の接点部６４ａに当接するまで動
作ないし弾性変形する。このようにして、スイッチング素子Ｘ６の閉状態が達成される。
閉状態においては、信号線６３，６４が接続され、信号線６３，６４間を電流が通過する
ことが許容される。このようなスイッチオン動作により、例えば高周波信号のオン状態を
達成することができる。
【０１０８】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｘ６において、駆動線６５Ａ，６５Ｂに対する電
圧印加を停止することによって駆動電極部６５ａ，６６ａ間および駆動電極部６５ｂ，６
６ｂ間に作用する静電引力を消滅させると、可動部６２はその自然状態に復帰し、信号線
６３ないし接点部６３ａは、信号線６４ないし接点部６４ａから離隔する。このようにし
て、スイッチング素子Ｘ６の開状態が達成される。開状態においては、信号線６３，６４
が電気的に分離され、信号線６３，６４間を電流が通過することは阻まれる。このような
スイッチオフ動作により、例えば高周波信号のオフ状態を達成することができる。
【０１０９】
　スイッチング素子Ｘ６においては、信号線６３は、可動ランド部６２ａ上、梁部６２ｂ
上、および固定部６１上にわたって設けられ且つ可動部６２上ないし可動ランド部６２ａ
上において接点部６３ａを有し、信号線６４は、接点部６３ａに対向する接点部６４ａを
有し且つ固定部６１に対して固定されており、接点部６３ａ，６４ａの開閉によって、例
えば高周波信号の信号線６３，６４間の通過および非通過が選択される。すなわち、スイ
ッチング素子Ｘ６は、単一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このようなス
イッチング素子Ｘ６では、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッ
キング不良は生じにくい。したがって、スイッチング素子Ｘ６は、長い接点開閉寿命を実
現するのに適する。
【０１１０】
　スイッチング素子Ｘ６においては、駆動線６５Ａは、可動ランド部６２ａ上、梁部６２
ｃ上、および固定部６１上にわたって設けられ且つ可動ランド部６２ａ上において駆動電
極部６５ａを有し、駆動線６５Ｂは、可動ランド部６２ａ上、梁部６２ｄ上、および固定
部６１上にわたって設けられ且つ可動ランド部６２ａ上において駆動電極部６５ｂを有し
、駆動線６６Ａは、駆動電極部６５ａに対向する駆動電極部６５ａを有し、駆動線６６Ｂ
は、駆動電極部６５ｂに対向する駆動電極部６６ｂを有し、駆動電極部６５ａ，６６ａ間
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および駆動電極部６５ｂ，６６ｂ間への駆動電圧の印加によって、駆動電極部６５ａ，６
６ａ間および駆動電極部６５ｂ，６６ｂ間に静電引力が生じて、駆動電極部６５ａ，６５
ｂが接合している可動ランド部６２ａが駆動電極部６６ａ，６６ｂ側へと動作ないし弾性
変形する。駆動線６５Ａ，６５Ｂは信号線６３とは別体として設けられており（駆動線６
５Ａ，６５Ｂは、信号線６３が通過する梁部６２ｂとは異なる梁部６２ｃ，６２ｄを通過
して、可動ランド部６２ａから固定部６１まで引き回されている）、且つ、駆動線６６Ａ
，６６Ｂは信号線６４とは別体として設けられている。すなわち、スイッチング素子Ｘ６
においては、信号線６３，６４と駆動線６５Ａ，６５Ｂ，６６Ａ，６６Ｂとは電気的に分
離されている。このようなスイッチング素子Ｘ６では、従来のスイッチング素子Ｚ１に関
して上述したような、信号線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このようなスイッチ
ング素子Ｘ６は、挿入損失を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに適す
る。
【０１１１】
　スイッチング素子Ｘ６においては、駆動電極部６５ａ，６６ａ間に静電引力（駆動力）
が発生可能であり、且つ、駆動電極部６５ｂ，６６ｂ間に静電引力（駆動力）が発生可能
である。これら駆動力が発生する箇所は、図４３および図４８に示す矢印Ｄ2方向に離隔
する。そして、スイッチング素子Ｘ６では、接点部６３ａ，６４ａ（開閉箇所）は、図４
８に示すように、二つの駆動力発生箇所の離隔方向（矢印Ｄ2方向）において当該二つの
駆動力発生箇所の間に位置する。そのため、スイッチング素子Ｘ６の駆動時には、接点部
６３ａ，６４ａが当接した後に当該当接箇所の両側から均等な荷重を当該当接箇所にかけ
やすく、従って、当該当接箇所について安定した接触を実現しやすい。
【０１１２】
　スイッチング素子Ｘ６では、図４３の平面視において、信号線６３，６４のなす信号線
路は駆動線６６Ａ，６６Ｂ（共にグラウンド線）の間に配され、且つ、駆動線６６Ａ，６
６Ｂは当該信号線路に沿った形状を有する。すなわち、信号線路（信号線６３，６４）お
よび二本のグラウンド線（駆動線６６Ａ，６６Ｂ）は、コプレナー型線路をなす。コプレ
ナー型線路の採用は、信号線６３，６４からの信号漏出を抑制するうえで好ましい。
【０１１３】
　スイッチング素子Ｘ６では、スイッチング素子Ｘ１の第１変形例における可動部１２上
の信号線１３および駆動線１５に関して上述したのと同様に、可動部６２上の駆動線６５
Ａ，６５Ｂについて、対称的なパターン形状を採用するのが好ましい。スイッチング素子
Ｘ６は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例が具備するのと同様に、駆動時において駆動
電極部６５ａ，６６ａや駆動電極部６５ｂ，６６ｂが当接して短絡するのを防止するため
のストッパ部２０（突起部２０ａを伴う）を具備してもよい。スイッチング素子Ｘ６では
、スイッチング素子Ｘ１の第３変形例における信号線１３，１４が梁部１２ｂ上に接点部
１３ａ，１４ａを有するのと同様に、信号線６３，６４について、梁部６２ｂ上に接点部
６３ａ，６４ａが位置するように設けてもよい。また、スイッチング素子Ｘ６では、スイ
ッチング素子Ｘ１の第４変形例における信号線１３および駆動線１５が部分的に厚肉部１
３ａ，１５ａを有するのと同様に、信号線６３および駆動線６５Ａ，６５Ｂが部分的に厚
肉部を有してもよい。
【０１１４】
　図４９から図５２は、本発明の第７の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ７を表す。図
４９は、スイッチング素子Ｘ７の平面図である。図５０は、スイッチング素子Ｘ７の一部
省略平面図である。図５１および図５２は、各々、図４９の線LI－LIおよび線LII－LIIに
沿った断面図である。
【０１１５】
　スイッチング素子Ｘ７は、基板Ｓ１と、固定部７１と、可動部７２と、信号線７３と、
信号線７４Ａ，７４Ｂ（図５０にて省略）と、駆動線７５Ａ，７５Ｂと、駆動線７６Ａ，
７６Ｂ（図４４にて省略）と、グラウンド線７７Ａ，７７Ｂを備え、ＳＰＤＴ（１入力２
出力）スイッチとして構成されたものである。固定部７１は、図５１および図５２に示す
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ように、境界層７８を介して基板Ｓ１に接合している。可動部７２は、図４９および図５
０に表れているように、可動ランド部７２ａおよび梁部７２ｂ，７２ｃを有し、スリット
７９を介して固定部７１に囲まれている。梁部７２ｂ，７２ｃは、同方向に延び、当該延
び方向に離隔して可動ランド部７２ａを間に配し、且つ、可動ランド部７２ａおよび固定
部７１を連結する。すなわち、可動部７２は、両持ち構造で固定部７１に支持されている
。また、梁部７２ｂ，７２ｃは、固定部７１に対する可動ランド部７２ａの回転変位の軸
心Ａｘを規定する。信号線７３は、図５０によく表れているように、可動ランド部７２ａ
上、梁部７２ｂ上、および固定部７１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部７２ａ
上において、信号線７４Ａと接触可能な接点部７３ａおよび信号線７４Ｂと接触可能な接
点部７３ｂを有する。接点部７３ａ，７３ｂは、例えば図５０の平面視において、軸心Ａ
ｘを間に配するように可動ランド部７２ａ上にて離隔している。また、信号線７３は、所
定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている。信号線７
４Ａは、図５１に示すように、固定部７１上に立設されており、且つ、信号線７３に対向
する部位を有する。信号線７３に対向する部位において、信号線７４Ａは、信号線７３に
向かって延出する突起部たる接点部７４ａを有する。また、信号線７４Ａは、所定の配線
（図示略）を介してスイッチング対象の所定の第１の回路に接続されている。信号線７４
Ｂも、固定部７１上に立設されており、且つ、信号線７３に対向する部位を有する。信号
線７３に対向する部位において、信号線７４Ｂは、信号線７３に向かって延出する突起部
たる接点部７４ｂを有する。また、信号線７４Ｂは、所定の配線（図示略）を介してスイ
ッチング対象の所定の第２の回路に接続されている。駆動線７５Ａは、図５０によく表れ
ているように、可動ランド部７２ａ上、梁部７２ｃ上、および固定部７１上にわたって設
けられ、且つ、可動ランド部７２ａ上において、駆動電極部７５ａを有する。駆動線７５
Ｂは、可動ランド部７２ａ上、梁部７２ｃ上、および固定部７１上にわたって設けられ、
且つ、可動ランド部７２ａ上において、駆動電極部７５ｂを有する。駆動電極部７５ａ，
７５ｂは、例えば図５０の平面視において、軸心Ａｘを間に配するように可動ランド部７
２ａ上にて離隔している。駆動線７６Ａは、図５２に示すように、駆動電極部７５ａと対
向する駆動電極部７６ａを有して固定部７１上に立設されている。また、駆動線７６Ａは
、図４９に示すように信号線７３，７４Ａに沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介
してグラウンド接続されている（従って、駆動線７６Ａはグラウンド線である）。駆動線
７６Ｂは、図５２に示すように、駆動電極部７５ｂと対向する駆動電極部７６ｂを有して
固定部７１上に立設されている。また、駆動線７６Ｂは、図４９に示すように信号線７３
，７４Ｂに沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接続されている（
従って、駆動線７６Ｂはグラウンド線である）。グラウンド線７７Ａは、図４９に示すよ
うに信号線７３，７４Ａに沿う形状を有し、所定の配線（図示略）を介してグラウンド接
続されている。グラウンド線７７Ｂは、信号線７３，７４Ｂに沿う形状を有し、所定の配
線（図示略）を介してグラウンド接続されている。固定部７１、可動部７２、信号線７３
，７４Ａ，７４Ｂ、駆動線７５Ａ，７５Ｂ，７６Ａ，７６Ｂ、およびグラウンド線７７Ａ
，７７Ｂの各々に関する他の構成は、第１の実施形態における固定部１１、可動部１２、
信号線１３，１４、駆動線１５，１６、およびグラウンド線１７の各々に関して上述した
のと同様である。このようなスイッチング素子Ｘ７は、第１の実施形態に係るスイッチン
グ素子Ｘ１の製造方法と同様の手法によって製造することができる。
【０１１６】
　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ７において、駆動線７５Ａに駆動電圧を
印加すると、駆動線７５Ａの駆動電極部７５ａと駆動線７６Ａ（グラウンド接続されてい
る）の駆動電極部７６ａとの間には静電引力が発生し、可動部７２は、図５３（ａ）に示
すように信号線７３の接点部７３ａが信号線７４Ａの接点部７４ａに当接するまで、動作
ないし弾性変形する（梁部７２ｂ，７２ｃは捩れる）。このようにして、スイッチング素
子Ｘ７の第１の閉状態が達成される。第１の閉状態においては、信号線７３，７４Ａが接
続され、信号線７３，７４Ａ間を電流が通過することが許容される。このようなスイッチ
オン動作により、例えば高周波信号の第１のオン状態を達成することができる。
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【０１１７】
　第１の閉状態にあるスイッチング素子Ｘ７において、駆動線７５Ａに対する電圧印加を
停止することによって駆動電極部７５ａ，７６ａ間に作用する静電引力を消滅させると、
可動部７２ないし梁部７２ｂ，７２ｃはその自然状態に復帰し、信号線７３の接点部７３
ａは、信号線７４Ａの接点部７４ａから離隔する。このようにして、スイッチング素子Ｘ
７の開状態が達成される。
【０１１８】
　また、スイッチング素子Ｘ７において、駆動線７５Ｂに駆動電圧を印加すると、駆動線
７５Ｂの駆動電極部７５ｂと駆動線７６Ｂ（グラウンド接続されている）の駆動電極部７
６ｂとの間には静電引力が発生し、可動部７２は、図５３（ｂ）に示すように信号線７３
の接点部７３ｂが信号線７４Ｂの接点部７４ｂに当接するまで、動作ないし弾性変形する
（梁部７２ｂ，７２ｃは捩れる）。このようにして、スイッチング素子Ｘ７の第２の閉状
態が達成される。第２の閉状態においては、信号線７３，７４Ｂが接続され、信号線７３
，７４Ｂ間を電流が通過することが許容される。このようなスイッチオン動作により、例
えば高周波信号の第２のオン状態を達成することができる。
【０１１９】
　第２の閉状態にあるスイッチング素子Ｘ７において、駆動線７５Ｂに対する電圧印加を
停止することによって駆動電極部７５ｂ，７６ｂ間に作用する静電引力を消滅させると、
可動部７２ないし梁部７２ｂ，７２ｃはその自然状態に復帰し、信号線７３の接点部７３
ｂは、信号線７４Ｂないし接点部７４ｂから離隔する。このようにして、スイッチング素
子Ｘ７の開状態が達成される。
【０１２０】
　スイッチング素子Ｘ７は、以上のようにして、ＳＰＤＴスイッチとして機能することが
できる。
【０１２１】
　スイッチング素子Ｘ７は、部分的に構造を共通にする二つのＳＰＳＴ（１入力１出力）
スイッチからなる。一方のＳＰＳＴスイッチ（第１スイッチ）は、接点部７３ａ、信号線
７４Ａないし接点部７４ａ、および駆動線７５Ａ，７６Ａを伴うものであり、他方のＳＰ
ＳＴスイッチ（第２スイッチ）は、接点部７３ｂ、信号線７４Ｂないし接点部７４ｂ、お
よび駆動線７５Ｂ，７６Ｂを伴うものである。
【０１２２】
　スイッチング素子Ｘ７の第１スイッチにおいては、接点部７３ａ，７４ａの開閉によっ
て、例えば高周波信号の信号線７３，７４Ａ間の通過および非通過が選択される。すなわ
ち、第１スイッチは、単一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このような第
１スイッチでは、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッキング不
良は生じにくい。また、第２スイッチにおいては、接点部７３ｂ，７４ｂの開閉によって
、例えば高周波信号の信号線７３，７４Ｂ間の通過および非通過が選択される。すなわち
、第２スイッチは、単一の開閉箇所（単一接点）を具備するものである。このような第２
スイッチでは、従来のスイッチング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッキング不良
は生じにくい。このような第１および第２スイッチを含むＳＰＤＴスイッチたるスイッチ
ング素子Ｘ７は、ＳＰＤＴスイッチとして、長い接点開閉寿命を実現するのに適する。
【０１２３】
　スイッチング素子Ｘ７においては、可動ランド部７２ａ上、梁部７２ｃ上、および固定
部７１上にわたる駆動線７５Ａ，７５Ｂ、並びに、固定部７１上の駆動線７６Ａ，７６Ｂ
は、いずれも、信号線７３，７４Ａ，７４Ｂとは別体として設けられている。すなわち、
スイッチング素子Ｘ７においては、信号線７３，７４Ａ，７４Ｂと駆動線７５Ａ，７５Ｂ
，７６Ａ，７６Ｂとは電気的に分離されている。このようなスイッチング素子Ｘ７では、
従来のスイッチング素子Ｚ１に関して上述したような、信号線から駆動線への信号漏出は
生じにくい。このようなスイッチング素子Ｘ７は、挿入損失を低減するのに適し、また、
優れた高周波特性を得るのに適する。
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【０１２４】
　スイッチング素子Ｘ７では、図４９の平面視において、信号線７３，７４Ａのなす第１
信号線路は駆動線７６Ａ（グラウンド線）およびグラウンド線７７Ａの間や、グラウンド
線７７Ａ，７７Ｂ間に配され、且つ、駆動線７６Ａおよびグラウンド線７７Ａ，７７Ｂは
当該第１信号線路に沿った形状を有する。すなわち、第１信号線路（信号線７３，７４Ａ
）およびグラウンド線（駆動線７６Ａ，グラウンド線７７Ａ，７７Ｂ）は、コプレナー型
線路をなす。また、図４９の平面視において、信号線７３，７４Ｂのなす第２信号線路は
駆動線７６Ｂ（グラウンド線）およびグラウンド線７７Ｂの間や、グラウンド線７７Ａ，
７７Ｂ間に配され、且つ、駆動線７６Ｂおよびグラウンド線７７Ａ，７７Ｂは当該第２信
号線路に沿った形状を有する。すなわち、第２信号線路（信号線７３，７４Ｂ）およびグ
ラウンド線（駆動線７６Ｂ，グラウンド線７７Ａ，７７Ｂ）は、コプレナー型線路をなす
。コプレナー型線路の採用は、信号線７３，７４Ａ，７４Ｂからの信号漏出を抑制するう
えで好ましい。
【０１２５】
　スイッチング素子Ｘ７は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例が具備するのと同様に、
駆動時において駆動電極部７５ａ，７６ａや駆動電極部７５ｂ，７６ｂが当接して短絡す
るのを防止するためのストッパ部２０（突起部２０ａを伴う）を具備してもよい。また、
スイッチング素子Ｘ７では、スイッチング素子Ｘ１の第４変形例における信号線１３およ
び駆動線１５が部分的に厚肉部１３ａ，１５ａを有するのと同様に、信号線７３および駆
動線７５Ａ，７５Ｂが部分的に厚肉部を有してもよい。
【０１２６】
　図５４から図５８は、本発明の第８の実施形態に係るスイッチング素子Ｘ８を表す。図
５４は、スイッチング素子Ｘ８の平面図である。図５５は、スイッチング素子Ｘ８の一部
省略平面図である。図５６から図５８は、各々、図５４の線LVI－LVI、線LVII－LVII、お
よび線LVIII－LVIIIに沿った断面図である。
【０１２７】
　スイッチング素子Ｘ８は、基板Ｓ２と、固定部８１（図５５にて省略）と、可動部８２
（図５５にて省略）と、信号線８３，８４と、駆動線８５，８６と、グラウンド線８７と
を備える。
【０１２８】
　基板Ｓ２は、その表面に信号線８４、駆動線８６、およびグラウンド線８７がパターン
形成されるものであり、例えばガラスやＧａＡｓよりなる。
【０１２９】
　固定部８１は、図５６に示すように基板Ｓ２に接合しており、例えば酸化シリコンまた
はポリシリコンよりなる。また、本実施形態では、固定部８１は、基板Ｓ２とともに本発
明における固定部をなす。
【０１３０】
　可動部８２は、図５４によく表れているように可動ランド部８２ａおよび梁部８２ｂ，
８２ｃを有し、図５６から図５８に示すように基板Ｓ２から離隔する。梁部８２ｂ，８２
ｃは、固定部８１および可動部８２を連結し、当該固定部８１および可動部８２の間にお
いて本実施形態では平行に延びて、並列している。すなわち、可動部８２は、片持ち構造
で固定部８１に支持されている。可動部８２について図５６から図５８に示す厚さＴ2は
例えば１５μｍ以下である。また、可動部８２について、図５４に示す長さＬ3は例えば
２００～４００μｍであり、長さＬ4は例えば３００～５００μｍである。このような可
動部８２は、例えば酸化シリコンまたはポリシリコンよりなる。
【０１３１】
　信号線８３は、図５４によく表れているように、可動ランド部８２ａ上、梁部８２ｂ上
、および固定部８１上にわたって設けられ、且つ、図５６および図５８に示すように、信
号線８４に向かって可動ランド部８２ａを貫通して信号線８４と接触可能な突起部たる接
点部８３ａを有する。信号線８３の厚さは例えば０.５～５μｍである。また、信号線８
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３は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の回路に接続されている。
信号線８３は、所定の導電材料よりなり、例えば、Ｍｏ下地膜とその上のＡｕ膜とからな
る積層構造を有する。このような信号線８３は、本発明における第１信号線である。
【０１３２】
　信号線８４は、例えば図５６に示すように、基板Ｓ２上に設けられており、且つ、信号
線８３に対向する部位を有する。信号線８３に対向する部位において、信号線８４は、信
号線８３と接触可能な接点部８４ａを有する。信号線８４の厚さは例えば０.５～５μｍ
である。また、信号線８４は、所定の配線（図示略）を介してスイッチング対象の所定の
回路に接続されている。信号線８４は、所定の導電材料よりなり、例えば、Ｍｏ下地膜と
その上のＡｕ膜とからなる積層構造を有する。このような信号線８４は、本発明における
第２信号線である。
【０１３３】
　駆動線８５は、図５４によく表れているように、可動ランド部８２ａ上、梁部８２ｃ上
、および固定部８１上にわたって設けられ、且つ、可動ランド部８２ａ上において、駆動
電極部８５ａを有する。駆動電極部８５ａは、本発明における可動駆動電極部である。駆
動線８５の厚さは例えば０.５～５μｍである。駆動線８５の構成材料としては、信号線
８３の構成材料と同一のものを採用することができる。このような駆動線８５は、本発明
における第１駆動線である。
【０１３４】
　駆動線８６は、図５７に示すように、基板Ｓ２上に設けられており、且つ、駆動線８５
の駆動電極部８５ａと対向する駆動電極部８６ａを有する。駆動電極部８６ａは、本発明
における固定駆動電極部である。駆動線８６の厚さは例えば０.５～５μｍである。また
、駆動線８６は、図５４に示すように信号線８３，８４に沿って延び、所定の配線（図示
略）を介してグラウンド接続されている（従って、駆動線８６はグラウンド線でもある）
。駆動線８６の構成材料としては、信号線８４の構成材料と同一のものを採用することが
できる。このような駆動線８６は、本発明における第２駆動線である。
【０１３５】
　グラウンド線８７は、図５４に示すように信号線８３，８４に沿って延び、所定の配線
（図示略）を介してグラウンド接続されている。グラウンド線８７の構成材料としては、
信号線８４の構成材料と同一のものを採用することができる。
【０１３６】
　以上のような構造を有するスイッチング素子Ｘ８において、駆動線８５に駆動電圧を印
加すると、駆動線８５の駆動電極部８５ａと駆動線８６（グラウンド接続されている）の
駆動電極部８６ａの間には静電引力が発生し、可動部８２は、信号線８３の接点部８３ａ
が信号線８４の接点部８４ａに当接するまで動作ないし弾性変形する。このようにして、
図５９に示すような、スイッチング素子Ｘ８の閉状態が達成される。閉状態においては、
信号線８３，８４が接続され、信号線８３，８４間を電流が通過することが許容される。
このようなスイッチオン動作により、例えば高周波信号のオン状態を達成することができ
る。
【０１３７】
　一方、閉状態にあるスイッチング素子Ｘ８において、駆動線８５に対する電圧印加を停
止することによって駆動電極部８５ａ，８６ａ間に作用する静電引力を消滅させると、可
動部８２はその自然状態に復帰し、信号線８３ないし接点部８３ａは、信号線８４ないし
接点部８４ａから離隔する。このようにして、図５６および図５８に示すような、スイッ
チング素子Ｘ８の開状態が達成される。開状態においては、信号線８３，８４が電気的に
分離され、信号線８３，８４間を電流が通過することは阻まれる。このようなスイッチオ
フ動作により、例えば高周波信号のオフ状態を達成することができる。
【０１３８】
　スイッチング素子Ｘ８においては、信号線８３は、可動ランド部８２ａ上、梁部８２ｂ
上、および固定部８１上にわたって設けられ且つ可動部８２上ないし可動ランド部８２ａ
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上において接点部８３ａを有し、信号線８４は、接点部８３ａに対向する接点部８４ａを
有し、接点部８３ａ，８４ａの開閉によって、例えば高周波信号の信号線８３，８４間の
通過および非通過が選択される。すなわち、スイッチング素子Ｘ８は、単一の開閉箇所（
単一接点）を具備するものである。このようなスイッチング素子Ｘ８では、従来のスイッ
チング素子Ｚ２に関して上述したようなスティッキング不良は生じにくい。したがって、
スイッチング素子Ｘ８は、長い接点開閉寿命を実現するのに適する。
【０１３９】
　スイッチング素子Ｘ８においては、駆動線８５は、可動ランド部８２ａ上、梁部８２ｃ
上、および固定部８１上にわたって設けられ且つ可動ランド部８２ａ上において駆動電極
部８５ａを有し、駆動線８６は、駆動電極部８５ａに対向する駆動電極部８６ａを有し、
駆動電極部８５ａ，８６ａ間への駆動電圧の印加によって、駆動電極部８５ａ，８６ａ間
に静電引力が生じて、駆動電極部８５ａが接合している可動ランド部８２ａが駆動電極部
８６ａ側へと動作ないし弾性変形する。駆動線８５は信号線８３とは別体として設けられ
ており（駆動線８５は、信号線８３が通過する梁部８２ｂとは異なる梁部８２ｃを通過し
て、可動ランド部８２ａから固定部８１まで引き回されている）、且つ、駆動線８６は信
号線８４とは別体として設けられている。すなわち、スイッチング素子Ｘ８においては、
信号線８３，８４と駆動線８５，８６とは電気的に分離されているのである。このような
スイッチング素子Ｘ８では、従来のスイッチング素子Ｚ１に関して上述したような、信号
線から駆動線への信号漏出は生じにくい。このようなスイッチング素子Ｘ８は、挿入損失
を低減するのに適し、また、優れた高周波特性を得るのに適する。
【０１４０】
　スイッチング素子Ｘ８では、図５４の平面視において、信号線８３，８４のなす信号線
路は駆動線８６（グラウンド線）およびグラウンド線８７の間に配され、且つ、駆動線８
６およびグラウンド線８７は当該信号線路に沿った形状を有する（当該信号線路、駆動線
８６、およびグラウンド線８７は、平行に配されている）。すなわち、信号線路（信号線
８３，８４）および二本のグラウンド線（駆動線８６，グラウンド線８７）は、コプレナ
ー型線路をなす。コプレナー型線路の採用は、信号線８３，８４からの信号漏出を抑制す
るうえで好ましい。
【０１４１】
　スイッチング素子Ｘ８では、スイッチング素子Ｘ１の第１変形例における可動部１２上
の信号線１３および駆動線１５に関して上述したのと同様に、可動部８２上の信号線８３
および駆動線８５について、対称的なパターン形状を採用してもよい。スイッチング素子
Ｘ８は、スイッチング素子Ｘ１の第２変形例が具備するのと同様に、駆動時において駆動
電極部８５ａ，８６ａが当接して短絡するのを防止するためのストッパ部２０（突起部２
０ａを伴う）を具備してもよい。スイッチング素子Ｘ８では、スイッチング素子Ｘ１の第
３変形例における信号線１３，１４が梁部１２ｂ上に接点部１３ａ，１４ａを有するのと
同様に、信号線８３，８４について、梁部８２ｂ上に接点部８３ａ，８４ａが位置するよ
うに設けてもよい。また、スイッチング素子Ｘ８では、スイッチング素子Ｘ１の第４変形
例における信号線１３および駆動線１５が部分的に厚肉部１３ａ，１５ａを有するのと同
様に、信号線８３および駆動線８５が部分的に厚肉部を有してもよい。
【０１４２】
　図６０から図６３は、スイッチング素子Ｘ８の製造方法を、図５６の一部および図５８
の一部に相当する断面の変化として表す。
【０１４３】
　本方法においては、まず、図６０（ａ）に示すように、基板Ｓ２上に導体膜２０１を形
成する。例えば、スパッタリング法により、基板Ｓ２上にＭｏを成膜し、続いてその上に
Ａｕを成膜する。Ｍｏ膜の厚さは例えば５０ｎｍであり、Ａｕ膜の厚さは例えば５００ｎ
ｍである。
【０１４４】
　次に、図６０（ｂ）に示すように、フォトリソ法により導体膜２０１上にレジストパタ
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ーン２０２，２０３，２０４を形成する。レジストパターン２０２は、信号線８４に対応
するパターン形状を有する。レジストパターン２０３は、駆動線８６に対応するパターン
形状を有する。レジストパターン２０４は、グラウンド線８７に対応するパターン形状を
有する。
【０１４５】
　次に、図６０（ｃ）に示すように、レジストパターン２０２～２０４をマスクとして利
用して導体膜２０１に対してエッチング処理を施すことにより、基板Ｓ２上に、信号線８
４、駆動線８６、およびグラウンド線８７を形成する。
【０１４６】
　次に、図６１（ａ）に示すようにレジストパターン２０２～２０４を除去した後、図６
１（ｂ）に示すように、信号線８４、駆動線８６、グラウンド線８７を覆うようにして基
板Ｓ２上に犠牲層２０５を形成する。犠牲層材料としては例えばポリイミドを採用するこ
とができる。犠牲層２０５を形成するための手法としては、例えばスピンコーティング法
を採用することができる。形成される犠牲層２０５の厚さは例えば５μｍである。また、
犠牲層材料としては酸化シリコンを採用してもよい。
【０１４７】
　次に、図６１（ｃ）に示すように、犠牲層２０５をパターニングする。具体的には、フ
ォトリソ法により犠牲層２０５上に所定のレジストパターンを形成した後、当該レジスト
パターンをマスクとして利用して犠牲層２０５に対してエッチング処理を施す。
【０１４８】
　次に、図６２（ａ）に示すように、固定部８１および可動部８２を構成するための材料
膜２０６を、犠牲層２０５上および基板Ｓ２上にわたって形成する。例えば、ＣＶＤ法に
よって酸化シリコンまたはポリシリコンを５μｍの厚さに成膜することにより、材料膜２
０６を形成することができる。
【０１４９】
　次に、図６２（ｂ）に示すように、材料膜２０６をパターニングする。具体的には、フ
ォトリソ法により材料膜２０６上に所定のレジストパターンを形成した後、当該レジスト
パターンをマスクとして利用して材料膜２０６に対してエッチング処理を施す。本工程に
て、固定部８１および可動部８２が形成されることとなる。
【０１５０】
　次に、図６２（ｃ）に示すように、犠牲膜２０５において凹部２０５ａを形成する。具
体的には、フォトリソ法により犠牲層２０５上および材料膜２０６上に所定のレジストパ
ターンを形成した後、当該レジストパターンをマスクとして利用して犠牲層２０５に対し
て所定の深さまでエッチング処理を施す。エッチング手法としては、例えば反応性イオン
エッチング（ＲＩＥ）を採用することができる。凹部２０５ａは、信号線８３の接点部８
３ａたる突起部を形成するためのものである。
【０１５１】
　次に、図６３（ａ）に示すように導体膜２０７を形成する。例えば、スパッタリング法
によって、Ｍｏを２００ｎｍの厚さに成膜した後、その上にＡｕを５００ｎｍの厚さに成
膜することにより、導体膜２０７を形成することができる。
【０１５２】
　次に、図６３（ｂ）に示すように、導体膜２０７をパターニングする。具体的には、フ
ォトリソ法により導体膜２０７上に所定のレジストパターンを形成した後、当該レジスト
パターンをマスクとして利用して導体膜２０７に対してエッチング処理を施す。本工程に
て、信号線８３および駆動線８５が形成されることとなる。
【０１５３】
　次に、図６３（ｃ）に示すように、犠牲層２０５を除去する。除去手法としては、例え
ば酸素プラズマアッシングを採用することができる。本工程にて、可動部８２が基板Ｓ２
からリリースされる。以上のようにして、スイッチング素子Ｘ８を適切に製造することが
できる。
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【０１５４】
　本発明の実施形態に係る以上のスイッチング素子Ｘ１～Ｘ８は、可変移相器の一部を構
成するスイッチとして使用することができる。また、スイッチング素子Ｘ１～Ｘ８は、Ｌ
ＳＩを電気的に検査するための半導体テスタの具備するＲＦ回路切替えスイッチとして使
用することもできる。
【０１５５】
　図６４は、本発明の第９の実施形態に係る通信機器３００の部分構成を表す。通信機器
３００は、アンテナ３１０と、送受信切替えスイッチ３２０と、受信回路部３３０と、送
信回路部３４０と、ベースバンド部３５０とを備え、時分割通信方式を採用し且つ複数の
周波数帯域で送受信可能な例えば携帯電話などの無線通信機器として構成されたものであ
る。
【０１５６】
　送受信切替えスイッチ３２０は、通信機器３００の通信時において、アンテナ３１０お
よび受信回路部３３０が接続された状態と、アンテナ３１０および送信回路部３４０が接
続された状態とを、高速で切替えるためのものである。切替え速度は、例えば０.１～１
０μsecである。この高速切替えによって、時分割通信方式が実現可能とされる。このよ
うな送受信切替えスイッチ３２０は、ＳＰＤＴ（１入力２出力）スイッチである上述のス
イッチング素子Ｘ７により構成される。スイッチング素子Ｘ７における例えば図４９に示
される信号線７３はアンテナ３１０と電気的に接続され、信号線７４Ａは受信回路部３３
０と電気的に接続され、信号線７４Ｂは送信回路部３４０と電気的に接続される。
【０１５７】
　受信回路部３３０は、アンテナ３１０から取り込まれた所定周波数の信号を処理（増幅
、周波数変換、復調など）するための回路構成を有し、その一部として複数のバンドパス
フィルタ３３１、複数のバンド切替えスイッチ３３２，３３３、およびワイドバンドロー
ノイズアンプ３３４を含み、ベースバンド部３５０と接続されている。複数のバンドパス
フィルタ３３１は、各々、所定の周波数帯域にある信号の通過を許容するように構成され
ている。通過が許容される周波数帯域は、複数のバンドパスフィルタ３３１間において異
なる。このような複数のバンドパスフィルタ３３１は、所望のシステムの周波数帯域を選
択するためのものである。バンド切替えスイッチ３３２は、各バンドパスフィルタ３３１
の入力端側（アンテナ３１０側）に設けられている。バンド切替えスイッチ３３３は、各
バンドパスフィルタ３３１の出力端側（ワイドバンドローノイズアンプ３３４側）に設け
られている。所定の一のバンドパスフィルタ３３１を間に配する一組のバンド切替えスイ
ッチ３３２，３３３が閉状態をとることによって、受信回路部３３０において当該一のバ
ンドパスフィルタ３３１が選択されることとなる。このようなバンド切替えスイッチ３３
２，３３３は、各々、上述のスイッチング素子Ｘ１～Ｘ６，Ｘ８のいずれかによって構成
される。ワイドバンドローノイズアンプ３３４にて、一のバンドパスフィルタ３３１を通
過した信号の強度が増幅される。
【０１５８】
　送信回路部３４０は、アンテナ３１０から送信すべき信号を生成するための回路構成を
有し、その一部として発振回路（図示略）、複数のパワーアンプ３４１、複数のバンドパ
スフィルタ３４２、および複数のバンド切替えスイッチ３４３を含み、ベースバンド部３
５０と接続されている。各パワーアンプ３４１は、送信信号を必要な出力まで増幅するた
めのものである。各バンドパスフィルタ３４２は、所望のシステムの周波数帯域を選択す
るためのものである。バンド切替えスイッチ３４３は、各パワーアンプ３４１の出力端側
（アンテナ３１０側）に設けられ、所望のシステムの周波数帯域に適応するために通信機
器３００を切り替えるためのものである。所定の一のバンド切替えスイッチ３４３が閉状
態をとることによって、送信回路部３４０において所定の一組のパワーアンプ３４１およ
びバンドパスフィルタ３４２が選択されることとなる。このようなバンド切替えスイッチ
３４３は、上述のスイッチング素子Ｘ１～Ｘ６，Ｘ８のいずれかによって構成される。
【０１５９】
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　以上のようなアンテナ３１０、送受信切替えスイッチ３２０、受信回路部３３０、およ
び送信回路部３４０を具備することによって、通信機器３００は、時分割通信方式におい
て複数の異なる周波数帯域を利用する通信システムに対応可能なマルチバンド通信機器と
して稼働することができる。
【０１６０】
　以上のまとめとして、本発明の構成およびそのバリエーションを以下に付記として列挙
する。
【０１６１】
（付記１）固定部と、
　可動ランド部、並びに、当該可動ランド部および前記固定部の間を連結する第１梁部お
よび第２梁部を有する、可動部と、
　前記可動ランド部上、前記第１梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動接点部を有する、第１信号線と、
　前記可動接点部に対向する固定接点部を有し、且つ、前記固定部に対して固定されてい
る、第２信号線と、
　前記可動ランド部上、前記第２梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動駆動電極部を有する、第１駆動線と、
　前記可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対して固定
されている、第２駆動線と、を備えるスイッチング素子。
（付記２）固定部と、
　可動ランド部、並びに、当該可動ランド部および前記固定部の間を連結する第１梁部お
よび第２梁部を有する、可動部と、
　前記第１梁部上および前記固定部上にわたって設けられ、且つ、前記第１梁部上におい
て可動接点部を有する、第１信号線と、
　前記可動接点部に対向する固定接点部を有し、且つ、前記固定部に対して固定されてい
る、第２信号線と、
　前記可動ランド部上、前記第２梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において可動駆動電極部を有する、第１駆動線と、
　前記可動駆動電極部に対向する固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対して固定
されている、第２駆動線と、を備えるスイッチング素子。
（付記３）前記可動部は、固定部に対して片持ち構造で支持されている、付記１または２
に記載のスイッチング素子。
（付記４）前記可動部は、前記固定部に対して両持ち構造で支持されている、付記１また
は２に記載のスイッチング素子。
（付記５）前記可動部は、前記可動ランド部および前記固定部の間を連結する第３梁部を
更に有し、
　前記可動ランド部上、前記第３梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において前記可動駆動電極部から離隔した追加可動駆動電極部を有
する、第３駆動線と、
　前記追加可動駆動電極部に対向する追加固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対
して固定されている、第４駆動線と、を更に備え、
　前記第１信号線の前記可動接点部は、前記可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極
部の離隔方向において当該可動駆動電極部および追加可動駆動電極部の間に位置する、付
記１から３のいずれか一つに記載のスイッチング素子。
（付記６）前記第１梁部、前記第２梁部、および前記第３梁部は、前記可動ランド部およ
び前記固定部の間において並列して延び、且つ、前記第１梁部は前記第２梁部および前記
第３梁部の間に位置する、付記５に記載のスイッチング素子。
（付記７）前記第２梁部および前記第３梁部は、前記可動ランド部および前記固定部の間
において並列して延び、且つ、前記第１梁部は、前記第２および第３梁部とは反対の側に
おいて前記可動ランド部および前記固定部を連結する、付記５に記載のスイッチング素子
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。
（付記８）前記第１信号線は、前記可動ランド部上において追加可動接点部を有し、
　前記追加可動接点部に対向する追加固定接点部を有し、且つ、前記固定部に対して固定
されている、第３信号線と、
　前記可動ランド部上、前記第２梁部上、および前記固定部上にわたって設けられ、且つ
、前記可動ランド部上において前記可動駆動電極部から離隔した追加可動駆動電極部を有
する、第３駆動線と、
　前記追加可動駆動電極部に対向する追加固定駆動電極部を有し、且つ、前記固定部に対
して固定されている、第４駆動線と、を更に備え、
　前記追加可動接点部は、前記可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極部の離隔方向
に前記可動接点部から離隔し、
　前記可動ランド部は前記第１梁部と前記第２梁部との間に位置して当該第１および第２
梁部は当該可動ランド部の揺動動作の軸心を規定し、
　前記軸心は、前記可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極部の離隔方向において当
該可動駆動電極部および前記追加可動駆動電極部の間であり且つ前記可動接点部および前
記追加可動接点部の間を延びる、付記１に記載のスイッチング素子。
（付記９）少なくとも前記第１信号線および前記第２信号線に沿う形状を有する第１グラ
ウンド線と、前記第１グラウンド線とは反対の側において少なくとも前記第１信号線およ
び前記第２信号線に沿う形状を有する第２グラウンド線と、を更に備える、付記１から８
のいずれか一つに記載のスイッチング素子。
（付記１０）前記第１駆動線は、前記可動部上における前記第１信号線のパターン形状と
合同のパターン形状を前記可動部上において一部に有する、付記１から９のいずれか一つ
に記載のスイッチング素子。
（付記１１）前記可動ランド部における前記可動接点部が設けられた側に対向するストッ
パ部を更に備える、付記１から１０のいずれか一つに記載のスイッチング素子。
（付記１２）前記第１信号線は、前記第１梁部上において厚肉部を有する、付記１から１
１のいずれか一つに記載のスイッチング素子。
（付記１３）前記第１駆動線は、前記第２梁部上において厚肉部を有する、付記１から１
２のいずれか一つに記載のスイッチング素子。
（付記１４）付記１から１３のいずれか一つに記載のスイッチング素子を備える、通信機
器。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図２】図１に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図３】図１の線III－IIIに沿った断面図である。
【図４】図１の線IV－IVに沿った断面図である。
【図５】図１の線V－Vに沿った断面図である。
【図６】閉状態における図１の線III－IIIに沿った断面図である。
【図７】図１に示すスイッチング素子の製造方法における一部の工程を表す。
【図８】図７の後に続く工程を表す。
【図９】図８の後に続く工程を表す。
【図１０】図９の後に続く工程を表す。
【図１１】第１の実施形態に係るスイッチング素子の第１変形例の平面図である。
【図１２】図１１に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図１３】第１の実施形態に係るスイッチング素子の第２変形例の平面図である。
【図１４】図１３に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図１５】図１３の線XV－XVに沿った断面図である。
【図１６】図１３の線XVI－XVIに沿った断面図である。
【図１７】第１の実施形態に係るスイッチング素子の第３変形例の平面図である。
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【図１８】図１７に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図１９】第１の実施形態に係るスイッチング素子の第４変形例の平面図である。
【図２０】図１９に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図２１】図１９の線XXI－XXIに沿った断面図である。
【図２２】図１９の線XXII－XXIIに沿った断面図である。
【図２３】本発明の第２の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図２４】図２３に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図２５】図２３の線XXV－XXVに沿った断面図である。
【図２６】図２３の線XXVI－XXVIに沿った断面図である。
【図２７】図２３の線XXVII－XXVIIに沿った断面図である。
【図２８】本発明の第３の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図２９】図２８に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図３０】図２８の線XXX－XXXに沿った断面図である。
【図３１】図２８の線XXXI－XXXIに沿った断面図である。
【図３２】本発明の第４の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図３３】図３２に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図３４】図３２の線XXXIV－XXXIVに沿った断面図である。
【図３５】図３２の線XXXV－XXXVに沿った断面図である。
【図３６】図３２の線XXXVI－XXXVIに沿った断面図である。
【図３７】本発明の第５の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図３８】図３７に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図３９】図３７の線XXXIX－XXXIXに沿った断面図である。
【図４０】図３７の線XL－XLに沿った断面図である。
【図４１】図３７の線XLI－XLIに沿った断面図である。
【図４２】図３７の線XLII－XLIIに沿った断面図である。
【図４３】本発明の第６の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図４４】図４３に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図４５】図４３の線XLV－XLVに沿った断面図である。
【図４６】図４３の線XLVI－XLVIに沿った断面図である。
【図４７】図４３の線XLVII－XLVIIに沿った断面図である。
【図４８】図４３の線XLVIII－XLVIIIに沿った断面図である。
【図４９】本発明の第７の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図５０】図４９に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図５１】図４９の線LI－LIに沿った断面図である。
【図５２】図４９の線LII－LIIに沿った断面図である。
【図５３】図４９のスイッチング素子における二つの異なる閉状態を表す。
【図５４】本発明の第８の実施形態に係るスイッチング素子の平面図である。
【図５５】図５４に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図５６】図５４の線LVI－LVIに沿った断面図である。
【図５７】図５４の線LVII－LVIIに沿った断面図である。
【図５８】図５４の線LVIII－LVIIIに沿った断面図である。
【図５９】閉状態における図５４の線LVI－LVIに沿った断面図である。
【図６０】図５４に示すスイッチング素子の製造方法における一部の工程を表す。
【図６１】図６０の後に続く工程を表す。
【図６２】図６１の後に続く工程を表す。
【図６３】図６２の後に続く工程を表す。
【図６４】本発明の第９の実施形態に係る通信機器の部分構成を表す。
【図６５】従来のスイッチング素子の一例の平面図である。
【図６６】図６５に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図６７】図６５の線LXVII－LXVIIに沿った断面図である。
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【図６８】従来のスイッチング素子の一例の平面図である。
【図６９】図６８に示すスイッチング素子の一部省略平面図である。
【図７０】図６８の線LXX－LXXに沿った断面図である。
【図７１】図６８の線LXXI－LXXIに沿った断面図である。
【符号の説明】
【０１６３】
　Ｘ１～Ｘ８，Ｚ１，Ｚ２　スイッチング素子
　Ｓ１～Ｓ４　基板
　１１，２１，３１，４１，５１，６１，７１，８１　固定部
　１２，２２，３２，４２，５２，６２，７２，８２　可動部
　１２ａ，２２ａ，３２ａ，４２ａ，５２ａ，６２ａ，７２ａ，８２ａ　可動ランド部
　１２ｂ，２２ｂ，３２ｂ，４２ｂ，５２ｂ，６２ｂ，７２ｂ，８２ｂ　梁部
　１２ｃ，２２ｃ，３２ｃ，４２ｃ，５２ｃ，６２ｃ，７２ｃ，８２ｃ　梁部
　１３，２３，３３，４３，５３，６３，７３，８３　信号線
　１３ａ，２３ａ，３３ａ，４３ａ，５３ａ，６３ａ，７３ａ，７３ｂ，８３ａ　接点部
　１４，２４，３４，４４，５４，６４，７４Ａ，７４Ｂ，８４　信号線
　１４ａ，２４ａ，３４ａ，４４ａ，５４ａ，６４ａ，７４ａ，７４ｂ，８４ａ　接点部
　１５，２５，３５，４５，５５Ａ，５５Ｂ，６５Ａ，６５Ｂ，７５Ａ，７５Ｂ　駆動線
　１５ａ，２５ａ，３５ａ，４５ａ，５５ａ，５５ｂ，６５ａ，６５ｂ　駆動電極部
　１６，２６，３６，４６，５６Ａ，５６Ｂ，６６Ａ，６６Ｂ，７６Ａ，７６Ｂ　駆動線
　１６ａ，２６ａ，３６ａ，４６ａ，５６ａ，５６ｂ，６６ａ，６６ｂ　駆動電極部
　１７，２７，３７，４７，７７Ａ，７７Ｂ，８７　グラウンド線
　３００　通信機器
　３１０　　　アンテナ
　３２０　送受信切替えスイッチ
　３３０　受信回路部
　３３２，３３３，３４３　バンド切替えスイッチ
　３４０　送信回路部 
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