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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚肉部および他の厚肉部を連結する薄肉部を有するマイクロ構造体を製造するための方
法であって、
　　第１導体層と、第２導体層と、第３導体層と、前記第２導体層において薄肉部へと加
工される薄肉部箇所をマスクするための部位を含むパターン形状を有して前記第１導体層
および前記第２導体層の間に介在する第１絶縁層と、前記第２導体層における前記薄肉部
箇所をマスク領域に含むパターン形状を有して前記第２導体層および前記第３導体層の間
に介在する第２絶縁層と、を含む積層構造を有する材料基板において、前記第１導体層の
側から、前記薄肉部箇所に対応する箇所を非マスク領域に含むマスクパターンを介して、
前記第２絶縁層に至るまでエッチング処理を行うことによって、前記薄肉部を成形し、ま
た、前記第３導体層の側から、前記薄肉部に対応する箇所を非マスク領域に含むマスクパ
ターンを介して、前記第２絶縁層に至るまでエッチング処理を行う、マイクロ構造体の製
造方法。
【請求項２】
　前記材料基板は、更に、前記第１絶縁層を貫通し且つ前記第１導体層と前記薄肉部とを
電気的に接続するための第１導電連絡部、および／または、前記第２絶縁層を貫通し且つ
前記第３導体層と前記薄肉部とを電気的に接続するための第２導電連絡部を有する、請求
項１に記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項３】
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　厚肉部および他の厚肉部を連結する薄肉部を有するマイクロ構造体を製造するための方
法であって、
　　第１導体層と、第２導体層と、第３導体層と、前記第２導体層において前記薄肉部へ
と加工される薄肉部箇所をマスクするための薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有し
て前記第１導体層および前記第２導体層の間に介在する第１絶縁層と、前記第２導体層に
おける前記薄肉部箇所をマスク領域に含むパターン形状を有して前記第２導体層および前
記第３導体層の間に介在する第２絶縁層と、を含む積層構造を有するように、材料基板を
作製する材料基板積層化工程と、
　　前記材料基板における前記第１導体層の側から、前記薄肉部箇所に対応する箇所を非
マスク領域に含むマスクパターンを介して、前記第２絶縁層に至るまでエッチング処理を
行うことによって、前記薄肉部を成形する薄肉部成形工程と、
　　前記材料基板における前記第３導体層の側から、前記薄肉部に対応する箇所を非マス
ク領域に含むマスクパターンを介して、前記第２絶縁層に至るまでエッチング処理を行う
工程と、を含む、マイクロ構造体の製造方法。
【請求項４】
　前記材料基板積層化工程は、
　　第１導体層上に、前記薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形
成する第１絶縁層形成工程と、
　　前記第１導体層に対して前記第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第２導体層を積層形成する第１積層工程と、
　　前記第２導体層上に、当該第２導体層における前記薄肉部箇所をマスク領域に含むパ
ターン形状を有する第２絶縁層を形成する第２絶縁層形成工程と、
　　前記第２導体層に対して前記第２絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第３導体層を積層形成する第２積層工程と、を含む、請求項３に記載のマイクロ構造体の
製造方法。
【請求項５】
　前記材料基板積層化工程は、
　　第１導体層上に、前記薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形
成する第１絶縁層形成工程と、
　　前記第１導体層に対して前記第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第２導体層を積層形成する第１積層工程と、
　　前記第２導体層上に第１プレ絶縁層を成膜する工程と、
　　第１プレ絶縁層が成膜された前記第２導体層と、表面に第２プレ絶縁層が成膜されて
いる第３導体層とを、前記第１プレ絶縁層および前記第２プレ絶縁層を介して接合するこ
とによって、前記第２導体層に対して、前記第１プレ絶縁層および前記第２プレ絶縁層に
由来して形成された第２絶縁層を介して前記第３導体層を積層形成する第２積層工程と、
を含む、請求項３に記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項６】
　前記材料基板積層化工程は、
　　第１導体層上に、当該第１導体層において櫛歯部へと加工される櫛歯部箇所を非マス
ク領域に含み且つ前記薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形成す
る第１絶縁層形成工程と、
　　前記第１導体層に対して前記第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第２導体層を積層形成する第１積層工程と、
　　前記第２導体層の側から、前記櫛歯部箇所をマスクするためのマスクパターンを介し
て、前記第１導体層の途中までエッチング処理を行う工程と、
　　前記第２導体層上に第１プレ絶縁層を成膜する工程と、
　　第１プレ絶縁層が成膜された前記第２導体層と、表面に第２プレ絶縁層が成膜されて
いる第３導体層とを、前記第１プレ絶縁層および前記第２プレ絶縁層を介して接合するこ
とによって、前記第２導体層に対して、前記第１プレ絶縁層および前記第２プレ絶縁層に
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由来して形成された第２絶縁層を介して前記第３導体層を積層形成する工程と、を含む、
請求項３に記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項７】
　前記材料基板積層化工程は、
　　第２導体層と、第３導体層と、前記第２導体層および前記第３導体層の間の前記第２
絶縁層よりなる材料基板中間体における前記第２導体層上に、前記薄肉部マスク部位を含
むパターン形状を有する第１絶縁層を形成する第１絶縁層形成工程と、
　　前記第２導体層に対して前記第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第１導体層を積層形成する第１積層工程と、を含む、請求項３に記載のマイクロ構造体の
製造方法。
【請求項８】
　前記材料基板積層化工程は、
　　第２導体層と、ベース層と、前記第２導体層における前記薄肉部箇所をマスク領域に
含むパターン形状を有して前記第２導体層および前記ベース層の間に介在する第２絶縁層
と、よりなる材料基板中間体における前記第２導体層上に、前記薄肉部マスク部位を含む
パターン形状を有する第１絶縁層を形成する第１絶縁層形成工程と、
　　前記第２導体層に対して前記第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第１導体層を積層形成する第１積層工程と、
　　前記ベース層を除去することによって前記第２絶縁層を露出させる絶縁層露出工程と
、
　　前記第２導体層に対して前記第２絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第３導体層を積層形成する第２積層工程と、を含む、請求項３に記載のマイクロ構造体の
製造方法。
【請求項９】
　前記材料基板積層化工程は、
　　ベース導体層上に、前記薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を
形成する第１絶縁層形成工程と、
　　前記ベース導体層に対して、前記第１絶縁層をマスクとして、前記薄肉部の厚みに相
当する深さまでエッチング処理を行う工程と、
　　前記ベース導体層に対して前記第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって
、第１導体層を形成する第１積層工程と、
　　前記ベース導体層を、前記第１導体層とは反対の側から、前記薄肉部の厚みに相当す
る厚みが残る深さまで除去することによって、第２導体層を形成する工程と、
　　前記第２導体層上に、第２絶縁層を形成する第２絶縁層形成工程と、
　　前記第２導体層に対して、前記第２絶縁層の側から導体材料を堆積することによって
、第３導体層を積層形成する第２積層工程と、を含む、請求項３に記載のマイクロ構造体
の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１絶縁層形成工程で形成される前記第１絶縁層は、導電連絡部用の非マスク部を
更に含むパターン形状を有し、前記第１積層工程では、前記非マスク部に前記導体材料が
堆積することによって、前記第１導体層と前記薄肉部とを電気的に接続するための導電連
絡部が形成される、請求項４から９のいずれか１つに記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２絶縁層形成工程で形成される前記第２絶縁層は、導電連絡部用の非マスク部を
更に含むパターン形状を有し、前記第２積層工程では、前記非マスク部に前記導体材料が
堆積することによって、前記第３導体層と前記薄肉部とを電気的に接続するための導電連
絡部が形成される、請求項４または９に記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２積層工程においては、前記第２導体層に対して前記第２絶縁層の側から導体材
料を成膜した後に当該導体材料をエピタキシャル成長させる工程を含む、請求項４に記載
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のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項１３】
　更に、前記第３導体層および前記第２絶縁層を貫通して前記第２導体層に至る貫通孔を
形成する工程と、当該貫通孔に導体材料を供給することによって、前記第３導体層と前記
薄肉部とを電気的に接続するための導電連絡部を形成する工程と、を含む、請求項５また
は６に記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項１４】
　前記第１絶縁層形成工程で形成される前記第１絶縁層は、導電連絡部用の第１非マスク
部を更に含むパターン形状を有し、前記第１絶縁層形成工程の後であって前記第１積層工
程の前に、更に、前記第１絶縁層をマスクとして前記第２導体層に対して前記第２絶縁層
に至るまでエッチング処理を行う工程と、前記第２絶縁層に対して導電連絡部用の第２非
マスク部を形成する工程とを含み、前記第１積層工程では、前記第２非マスク部に前記導
体材料が堆積することによって、前記第３導体層と前記薄肉部とを電気的に接続するため
の導電連絡部が形成される、請求項７に記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項１５】
　前記絶縁層露出工程の後、更に、前記第２絶縁層に対して導電連絡部用の非マスク部を
形成する工程を含み、前記第２積層工程では、前記非マスク部に前記導体材料が堆積する
ことによって、前記第３導体層と前記薄肉部とを電気的に接続するための導電連絡部が形
成される、請求項８に記載のマイクロ構造体の製造方法。
【請求項１６】
　厚肉部および他の厚肉部を連結する薄肉部を有するマイクロ構造体を製造するための方
法であって、
　　第１導体層、第２導体層、並びに、当該第１導体層および第２導体層の間の第１絶縁
層よりなる積層構造を含む第１材料基板における第２導体層に対して、前記第２導体層に
おいて薄肉部へと加工される薄肉部箇所をマスクするための部位を有するマスクパターン
を介して、前記第１絶縁層に至るまで第１エッチング処理を行うことによって、前記第１
絶縁層に接する前記薄肉部を形成する工程と、
　　前記薄肉部をエッチングストップ膜により被覆する工程と、
　　前記第２導体層に対して、前記薄肉部を埋め込むように、第３導体層を積層形成する
工程と、
　　前記第３導体層の側から、前記薄肉部に対応する箇所を非マスク領域に含むマスクパ
ターンを介して、前記第１絶縁層に至るまで第２エッチング処理を行う工程と、を含む、
マイクロ構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、マイクロマシニング技術により作製されるマイクロミラー素子、加速度センサ
素子、角速度センサ素子、振動素子などのマイクロ構造体の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、様々な技術分野において、マイクロマシニング技術により形成される微小構造を有
する素子の応用化が図られている。例えば光通信技術の分野においては、光反射機能を有
する微小なマイクロミラー素子が注目されている。
【０００３】
光通信においては、光ファイバを媒体として光信号が伝送され、光信号の伝送経路を或る
ファイバから他のファイバへと切換えるためには、一般に、いわゆる光スイッチング装置
が使用される。良好な光通信を達成するうえで光スイッチング装置に求められる特性とし
ては、切換え動作における、大容量性、高速性、高信頼性などが挙げられる。これらの観
点より、光スイッチング装置としては、マイクロマシニング技術によって作製されるマイ
クロミラー素子を組み込んだものに対する期待が高まっている。マイクロミラー素子によ
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ると、光スイッチング装置における入力側の光伝送路と出力側の光伝送路との間で、光信
号を電気信号に変換せずに光信号のままでスイッチング処理を行うことができ、上掲の特
性を得るうえで好適だからである。
【０００４】
マイクロミラー素子は、光を反射するためのミラー面を備え、当該ミラー面の揺動により
光の反射方向を変化させることができる。ミラー面を揺動するために静電力を利用する静
電駆動型のマイクロミラー素子が、多くの光学装置で採用されている。静電駆動型マイク
ロミラー素子は、いわゆる表面マイクロマシニング技術によって製造されるマイクロミラ
ー素子と、いわゆるバルクマイクロマシニング技術によって製造されるマイクロミラー素
子とに大きく２つに類別することができる。
【０００５】
表面マイクロマシニング技術では、基板上において、各構成部位に対応する材料薄膜を所
望のパターンに加工し、このようなパターンを順次積層することにより、支持体、ミラー
面および電極部など、素子を構成する各部位や、後に除去される犠牲層を形成する。一方
、バルクマイクロマシニング技術では、材料基板自体をエッチングすることにより支持体
やミラー部などを所望の形状に成形し、必要に応じてミラー面や電極を薄膜形成する。バ
ルクマイクロマシニング技術については、例えば特許文献１～３に開示されている。
【０００６】
【特許文献１】
特開平５－３０２１８２号公報
【特許文献２】
特開平１０－２１４９７８号公報
【特許文献３】
特開平１０－２５６５６９号公報
【０００７】
マイクロミラー素子に要求される技術的事項の一つとして、光反射を担うミラー面の平面
度が高いことが挙げられる。しかしながら、表面マイクロマシニング技術によると、最終
的に形成されるミラー面が薄いため、ミラー面が湾曲し易く、高平面度が保証されるのは
、ミラー面のサイズにおいて一辺の長さが数１０μｍのものに限られる。
【０００８】
これに対して、バルクマイクロマシニング技術によると、相対的に分厚い材料基板自体を
エッチング技術により削り込んでミラー部を構成し、このミラー部上にミラー面を設ける
ため、より広面積のミラー面であっても、その剛性を確保することができる。その結果、
充分に高い光学的平面度を有するミラー面を形成することが可能となる。したがって、特
に一辺の長さが１００μｍ以上のミラー面が必要とされるマイクロミラー素子の製造にお
いては、バルクマイクロマシニング技術が広く採用されている。
【０００９】
図２９は、バルクマイクロマシニング技術によって作製された従来の静電駆動型マイクロ
ミラー素子の一例としての、マイクロミラー素子４００の一部省略分解斜視図である。マ
イクロミラー素子４００は、ミラー基板４１０とベース基板４２０とがスペーサ（図示略
）を介して積層された構造を有する。ミラー基板４１０は、ミラー部４１１と、内フレー
ム４１２と、外フレーム４１３とを有する。ミラー部４１１と内フレーム４１２は、一対
のトーションバー４１４により連結されている。内フレーム４１２と外フレーム４１３は
、一対のトーションバー４１５により連結されている。一対のトーションバー４１４は、
内フレーム４１２に対するミラー部４１１の回転動作の軸心を規定する。一対のトーショ
ンバー４１５は、外フレーム４１３に対する内フレーム４１２およびこれに伴うミラー部
４１１の回転動作の軸心を規定する。
【００１０】
ミラー部４１１の裏面には、一対の平板電極４１１ａ，４１１ｂが設けられており、表面
には、光を反射するためのミラー面（図示略）が設けられている。また、内フレーム４１
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２の裏面には、一対の平板電極４１２ａ，４１２ｂが設けられている。
【００１１】
ベース基板４２０には、ミラー部４１１の平板電極４１１ａ，４１１ｂに対向するように
、平板電極４２０ａ，４２０ｂが設けられており、内フレーム４１２の平板電極４１２ａ
，４１２ｂに対向するように、平板電極４２０ｃ，４２０ｄが設けられている。従来のマ
イクロミラー素子においては、駆動手法として、一般的には、このような平板電極を用い
て静電力を発生させる手法が採用される場合が多い。
【００１２】
このような構成によれば、例えば、ミラー部４１１の平板電極４１１ａを正に帯電させた
状態において、ベース基板４２０の平板電極４２０ａを負に帯電させると、平板電極４１
１ａと平板電極４２０ａの間に静電引力が発生し、ミラー部４１１は、一対のトーション
バー４１４を捩りながら矢印Ｍ１の方向に揺動する。
【００１３】
一方、例えば、内フレーム４１２の平板電極４１２ａを正に帯電させた状態において、ベ
ース基板４２０の平板電極４２０ｃを負に帯電させると、平板電極４１２ａと平板電極４
２０ｃの間に静電引力が発生し、内フレーム４１２は、ミラー部４１１を伴って、一対の
トーションバー４１５を捩りながら矢印Ｍ２方向に揺動する。図３０は、このような回転
駆動によって、内フレーム４１２およびこれに伴うミラー部４１１が、外フレーム４１３
に対して傾斜角度θまで変位した状態を表す。
【００１４】
平板電極４２０ａ，４２０ｂに対する平板電極４１１ａ，４１１ｂの配向については、図
２９に示す状態と図３０に示す状態とでは異なる。そのため、図２９および図３０に示す
各状態において、例えば平板電極４１１ａと平板電極４２０ａとの間に同じ電圧を印加し
ても、発生する静電引力の大きさは異なり、その結果、内フレーム４１２に対するミラー
部４１１の傾斜角度は、相違することとなる。したがって、図２９および図３０に示す各
状態において、内フレーム４１２に対するミラー部４１１の傾斜角度を同一とするために
は、例えば平板電極４１１ａと平板電極４２０ａとの間に、各状態に応じて異なる適切な
大きさの静電引力を発生させなければならない。これを達成するためには、外フレーム４
１３に対する内フレーム４１２の傾斜角度を考慮して、平板電極４１１ａおよび平板電極
４２０ａに印加する電圧を制御する必要がある。
【００１５】
このような印加電圧の制御を行うためには、ミラー部４１１の内フレーム４１２に対する
印加電圧に応じた傾斜角度のデータ、および、外フレーム４１３に対する印加電圧に応じ
た傾斜角度のデータを保存しておき、これらを参照して印加電圧を選択する等の手法を採
用しなければならない。そのうえ、そのデータ量は膨大となる。そのため、このような印
加電圧制御を伴う駆動手法が採用されるマイクロミラー素子４００では、スイッチング速
度の向上が困難であって、駆動回路に対する負担も過大となってしまう。
【００１６】
また、マイクロミラー素子４００に採用されている平板電極構造にあっては、ベース基板
４２０に設けられた平板電極４２０ａ，４２０ｂ，４２０ｃ，４２０ｄによって、平板電
極４１１ａ，４１１ｂを備えたミラー部４１１、ないし、平板電極４１２ａ、４１２ｂを
備えた内フレーム４１２を引き込むような駆動をするため、その駆動に際して引入れ電圧
（Pull-in Voltage）が存在する。すなわち、或る電圧でミラー部４１１ないし内フレー
ム４１２が急激に引き込まれる現象が生じ、ミラー部４１１の傾斜角度を適切に制御でき
ないという問題が発生する場合がある。この問題は、特に大きな傾斜角度（約５°以上）
を達成しようとする場合、すなわちトーションバーの捩れの程度が大きい場合に顕著とな
る。
【００１７】
このような不具合を解決すべく、平板電極構造に代えて、櫛歯電極構造によって、マイク
ロミラー素子を駆動する手法が提案されている。図３１は、櫛歯電極構造を採用した従来
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のマイクロミラー素子５００の一部省略斜視図である。
【００１８】
マイクロミラー素子５００は、上面または下面にミラー面（図示略）が設けられたミラー
部５１０と、内フレーム５２０と、外フレーム５３０（一部省略）とを有し、各々に、櫛
歯電極が一体的に形成されている。具体的には、ミラー部５１０には、その一対の平行な
側面から外方に延出する一対の櫛歯電極５１０ａ，５１０ｂが形成されている。内フレー
ム５２０には、櫛歯電極５１０ａ，５１０ｂに対応して一対の櫛歯電極５２０ａ，５２０
ｂが内方に延びて形成されているとともに、一対の櫛歯電極５２０ｃ，５２０ｄが外方に
延びて形成されている。外フレーム５３０には、櫛歯電極５２０ｃ，５２０ｄに対応して
、一対の櫛歯電極５３０ａ，５３０ｂが内方に延びて形成されている。また、ミラー部５
１０と内フレーム５２０は、一対のトーションバー５４０により連結されており、内フレ
ーム５２０と外フレーム５３０は、一対のトーションバー５５０により連結されている。
一対のトーションバー５４０は、内フレーム５２０に対するミラー部５１０の回転動作の
軸心を規定し、一対のトーションバー５５０は、外フレーム５３０に対する内フレーム５
２０およびこれに伴うミラー部５１０の回転動作の軸心を規定している。
【００１９】
このような構成のマイクロミラー素子５００においては、静電力を発生させるために近接
して設けられた一組の櫛歯電極、例えば櫛歯電極５１０ａおよび櫛歯電極５２０ａは、電
圧非印加時には、図３２（ａ）に示すように、上下２段に分かれた状態をとっている。そ
して、電圧印加時には、図３２（ｂ）に示すように、櫛歯電極５１０ａが櫛歯電極５２０
ａに引き込まれ、これによってミラー部５１０を駆動する。より具体的には、図３０にお
いて、例えば、櫛歯電極５１０ａを正に帯電させ、櫛歯電極５２０ａを負に帯電させると
、ミラー部５１０が、一対のトーションバー５４０を捩りながらＭ３の方向に揺動する。
一方、櫛歯電極５２０ｃを正に帯電させ、櫛歯電極５３０ａを負に帯電させると、内フレ
ーム５２０は、一対のトーションバー５５０を捩りながらＭ４の方向に揺動する。
【００２０】
これら２つの回転動作は、互いに独立している。すなわち、櫛歯電極５１０ａ，５１０ｂ
および櫛歯電極５２０ａ，５２０ｂに電位を付与する前において、外フレーム５３０に対
する内フレーム５２０の傾斜角度の大きさに拘わらず、櫛歯電極５１０ａ，５１０ｂは、
櫛歯電極５２０ａ，５２０ｂに対して常に同じ配向状態をとる。このように、マイクロミ
ラー素子５００においては、外フレーム５３０に対する内フレーム５２０およびこれに伴
うミラー部５１０の傾斜角度が影響を与えないため、ミラー部５１０の傾斜角度の制御を
単純化することができる。
【００２１】
また、櫛歯電極構造によると、生ずる静電力の作用方向について、ミラー部５１０の揺動
方向に対して略直交するように設定される。したがって、ミラー部５１０の駆動の際に、
引込みによる櫛歯電極の接触が起こりにくく、その結果、ミラー部５１０について、大き
な傾斜角度を適切に達成することが可能となる。
【００２２】
マイクロミラー素子５００では、ミラー部５１０および内フレーム５２０の回転動作に伴
って櫛歯（電極）が変位するため、ミラー部５１０および内フレーム５２０の傾斜角度に
見合った充分な厚みを有する櫛歯電極を形成しておく必要がある。例えば、ミラー部５１
０の胴体部５１１の長さＤが１ｍｍである場合、ミラー部５１０を内フレーム５２０に対
して、一対のトーションバー５４０によって規定される軸心まわりに５°傾斜させると、
胴体端部５１１’の一方は４４μｍ沈み込む。そのため、ミラー部５１０に形成する櫛歯
電極５１０ａ，５１０ｂの厚みＴは、少なくとも４４μｍ以上とする必要がある。
【００２３】
その一方で、小さな印加電圧によって大きな傾斜角度を得るという観点からは、捩り抵抗
を有するトーションバー５４０，５５０については、薄肉に形成するのが好ましい。しか
しながら、従来のマイクロミラー素子５００では、トーションバー５４０，５５０は、ミ
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ラー部５１０、内フレーム５２０および外フレーム５３０を構成する材料基板と同一の厚
みに形成されており、分厚い。例えば、上述のように櫛歯電極５１０ａ，５１０ｂの厚み
Ｔを４４μｍ以上に設計すると、ミラー部５１０とともに、トーションバー５４０，５５
０の厚みも４４μｍ以上となってしまう。このような分厚いトーションバー５４０，５５
０であると、これらを捩るために櫛歯電極間に発生させるべき静電力は大きくなり、その
結果、駆動電圧も大きくなってしまう。また、従来の技術においては、トーションバー５
４０，５５０の幅寸法を変更することによって、トーションバー５４０，５５０の捩れ抵
抗力を調節しているが、幅方向の設計変更だけでは、適切な捩れ抵抗力を設定するのには
充分でない場合が多い。
【００２４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、バルクマイクロマシニング技術により作製されるマイクロ構造体では、材料
基板においてエッチング成形される種々の構造部において、異なる厚みないし高さが要求
される場合がある。しかしながら、従来のバルクマイクロマシニング技術においては、厚
い構造部に一体的に接続する薄い構造部を、厚み寸法について高精度に形成するのは困難
であった。
【００２５】
本発明は、このような事情のもとで考え出されたものであって、厚み寸法について高精度
に形成された薄肉部を有するマイクロ構造体の製造方法を提供することを目的とする。
【００２６】
本発明の第１の側面によると、薄肉部を有するマイクロ構造体を製造するための方法が提
供される。この方法は、第１導体層と、第２導体層と、第３導体層と、第２導体層におい
て薄肉部へと加工される薄肉部箇所をマスクするための部位を含むパターン形状を有して
第１導体層および第２導体層の間に介在する第１絶縁層と、第２導体層における薄肉部箇
所をマスク領域に含むパターン形状を有して第２導体層および第３導体層の間に介在する
第２絶縁層と、を含む積層構造を有する材料基板における第１導体層の側から、薄肉部箇
所に対応する箇所を非マスク領域に含むマスクパターンを介して、第２絶縁層に至るまで
エッチング処理を行うことによって、薄肉部を成形する工程を含む。
【００２７】
好ましくは、材料基板は、更に、第１絶縁層を貫通し且つ第１導体層と薄肉部とを電気的
に接続するための第１導電連絡部、および／または、第２絶縁層を貫通し且つ第３導体層
と薄肉部とを電気的に接続するための第２導電連絡部を有する。
【００２８】
本発明の第２の側面によると、薄肉部を有するマイクロ構造体を製造するための他の方法
が提供される。この方法は、第１導体層と、第２導体層と、第３導体層と、第２導体層に
おいて記薄肉部へと加工される薄肉部箇所をマスクするための薄肉部マスク部位を含むパ
ターン形状を有して第１導体層および第２導体層の間に介在する第１絶縁層と、第２導体
層における薄肉部箇所をマスク領域に含むパターン形状を有して第２導体層および第３導
体層の間に介在する第２絶縁層と、を含む積層構造を有するように、材料基板を作製する
材料基板積層化工程と、材料基板における第１導体層の側から、薄肉部箇所に対応する箇
所を非マスク領域に含むマスクパターンを介して、第２絶縁層に至るまでエッチング処理
を行うことによって、薄肉部を成形する薄肉部成形工程と、を含む。
【００２９】
第２の側面における第１の好ましい実施形態では、形態材料基板積層化工程は、第１導体
層上に、薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形成する第１絶縁層
形成工程と、第１導体層に対して第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、
第２導体層を積層形成する第１積層工程と、第２導体層上に、当該第２導体層における薄
肉部箇所をマスク領域に含むパターン形状を有する第２絶縁層を形成する第２絶縁層形成
工程と、第２導体層に対して第２絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、第３
導体層を積層形成する第２積層工程と、を含む。
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【００３０】
第２の側面における第２の好ましい実施形態では、材料基板積層化工程は、第１導体層上
に、薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形成する第１絶縁層形成
工程と、第１導体層に対して第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、第２
導体層を積層形成する第１積層工程と、第２導体層上に第１プレ絶縁層を成膜する工程と
、第１プレ絶縁層が成膜された第２導体層と、表面に第２プレ絶縁層が成膜されている第
３導体層とを、第１プレ絶縁層および第２プレ絶縁層を介して接合することによって、第
２導体層に対して、第１プレ絶縁層および第２プレ絶縁層に由来して形成された第２絶縁
層を介して第３導体層を積層形成する第２積層工程と、を含む。
【００３１】
第２の側面における第３の好ましい実施形態では、材料基板積層化工程は、第１導体層上
に、当該第１導体層において櫛歯部へと加工される櫛歯部箇所を非マスク領域に含み且つ
薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形成する第１絶縁層形成工程
と、第１導体層に対して第１絶縁層の側から導体材料を堆積することによって、第２導体
層を積層形成する第１積層工程と、第２導体層の側から、櫛歯部箇所をマスクするための
マスクパターンを介して、第１導体層の途中までエッチング処理を行う工程と、第２導体
層上に第１プレ絶縁層を成膜する工程と、第１プレ絶縁層が成膜された第２導体層と、表
面に第２プレ絶縁層が成膜されている第３導体層とを、第１プレ絶縁層および第２プレ絶
縁層を介して接合することによって、第２導体層に対して、第１プレ絶縁層および第２プ
レ絶縁層に由来して形成された第２絶縁層を介して第３導体層を積層形成する工程と、を
含む。
【００３２】
第２の側面における第４の好ましい実施形態では、材料基板積層化工程は、第２導体層と
、第３導体層と、第２導体層および第３導体層の間の第２絶縁層よりなる材料基板中間体
における第２導体層上に、薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形
成する第１絶縁層形成工程と、第２導体層に対して第１絶縁層の側から導体材料を堆積す
ることによって、第１導体層を積層形成する第１積層工程と、を含む。
【００３３】
第２の側面における第５の好ましい実施形態では、材料基板積層化工程は、第２導体層と
、ベース層と、第２導体層における薄肉部箇所をマスク領域に含むパターン形状を有して
第２導体層およびベース層の間に介在する第２絶縁層と、よりなる材料基板中間体におけ
る第２導体層上に、薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形成する
第１絶縁層形成工程と、第２導体層に対して第１絶縁層の側から導体材料を堆積すること
によって、第１導体層を積層形成する第１積層工程と、ベース層を除去することによって
第２絶縁層を露出させる絶縁層露出工程と、第２導体層に対して第２絶縁層の側から導体
材料を堆積することによって、第３導体層を積層形成する第２積層工程と、を含む。
【００３４】
第２の側面における第６の好ましい実施形態では、材料基板積層化工程は、ベース導体層
上に、薄肉部マスク部位を含むパターン形状を有する第１絶縁層を形成する第１絶縁層形
成工程と、ベース導体層に対して、第１絶縁層をマスクとして、薄肉部の厚みに相当する
深さまでエッチング処理を行う工程と、ベース導体層に対して第１絶縁層の側から導体材
料を堆積することによって、第１導体層を形成する第１積層工程と、ベース導体層を、第
１導体層とは反対の側から、薄肉部の厚みに相当する厚みが残る深さまで除去することに
よって、第２導体層を形成する工程と、第２導体層上に、第２絶縁層を形成する第２絶縁
層形成工程と、第２導体層に対して、第２絶縁層の側から導体材料を堆積することによっ
て、第３導体層を積層形成する第２積層工程と、を含む。
【００３５】
第２の側面の第１から第６の好ましい実施形態においては、好ましくは、第１絶縁層形成
工程で形成される第１絶縁層は、導電連絡部用の非マスク部を更に含むパターン形状を有
し、第１積層工程では、非マスク部に導体材料が堆積することによって、第１導体層と薄
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肉部とを電気的に接続するための導電連絡部が形成される。
【００３６】
第１および第６の好ましい実施の形態においては、好ましくは、第２絶縁層形成工程で形
成される第２絶縁層は、導電連絡部用の非マスク部を更に含むパターン形状を有し、第２
積層工程では、非マスク部に導体材料が堆積することによって、第３導体層と薄肉部とを
電気的に接続するための導電連絡部が形成される。
【００３７】
第１の好ましい実施の形態においては、好ましくは、第２積層工程においては、第２導体
層に対して第２絶縁層の側から導体材料を成膜した後に当該導体材料をエピタキシャル成
長させる工程を含む。
【００３８】
第２および第３の好ましい実施の形態においては、好ましくは、更に、第３導体層および
第２絶縁層を貫通して第２導体層に至る貫通孔を形成する工程と、当該貫通孔に導体材料
を供給することによって、第３導体層と薄肉部とを電気的に接続するための導電連絡部を
形成する工程と、を含む。
【００３９】
第４の好ましい実施の形態においては、好ましくは、第１絶縁層形成工程で形成される第
１絶縁層は、導電連絡部用の第１非マスク部を更に含むパターン形状を有し、第１絶縁層
形成工程の後であって第１積層工程の前に、更に、第１絶縁層をマスクとして第２導体層
に対して第２絶縁層に至るまでエッチング処理を行う工程と、第２絶縁層に対して導電連
絡部用の第２非マスク部を形成する工程とを含み、第１積層工程では、第２非マスク部に
導体材料が堆積することによって、第３導体層と薄肉部とを電気的に接続するための導電
連絡部が形成される。
【００４０】
第５の好ましい実施の形態においては、好ましくは、絶縁層露出工程の後、更に、第２絶
縁層に対して導電連絡部用の非マスク部を形成する工程を含み、第２積層工程では、非マ
スク部に導体材料が堆積することによって、第３導体層と薄肉部とを電気的に接続するた
めの導電連絡部が形成される。
【００４１】
本発明の第３の側面によると、薄肉部を有するマイクロ構造体を製造するための他の方法
が提供される。この方法は、第１導体層、第２導体層、並びに、当該第１導体層および第
２導体層の間の第１絶縁層よりなる積層構造を含む第１材料基板における第２導体層に対
して、第２導体層において薄肉部へと加工される薄肉部箇所をマスクするための部位を有
するマスクパターンを介して、第１絶縁層に至るまで第１エッチング処理を行うことによ
って、第１絶縁層に接する薄肉部を形成する工程と、薄肉部をエッチングストップ膜によ
り被覆する工程と、第２導体層に対して、薄肉部を埋め込むように、第３導体層を積層形
成する工程と、第３導体層の側から、薄肉部に対応する箇所を非マスク領域に含むマスク
パターンを介して、第１絶縁層に至るまで第２エッチング処理を行う工程と、を含む。
【００４２】
【発明の実施の形態】
図１および図２は、本発明により製造することのできるマイクロ構造体の一例としてのマ
イクロミラー素子Ｘ１を表す。
【００４３】
マイクロミラー素子Ｘ１は、不純物をドープすることによって導電性が付与されたシリコ
ンまたはポリシリコン、および、絶縁層、よりなる多層構造を有する材料基板において成
形されたものであり、ミラー部１１０と、これを囲む内フレーム１２０と、内フレーム１
２０を囲む外フレーム１３０と、ミラー部１１０および内フレーム１２０を連結する一対
の連結部１４０と、内フレーム１２０および外フレーム１３０を連結する一対の連結部１
５０とを備える。ミラー部１１０と内フレーム１２０との間の離隔距離、および、内フレ
ーム１１０と外フレーム１２０と間の離隔距離は、例えば１０～２００μｍである。一対
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の連結部１４０は、内フレーム１２０に対するミラー部１１０の回転動作の軸心を規定す
る。一対の連結部１５０は、外フレーム１３０に対する内フレーム１２０およびこれに伴
うミラー部１１０の回転動作の軸心を規定する。連結部１４０，１５０は、これら２つの
軸心が直交するように、設けられている。図２では、連結部１４０，１５０よりも紙面手
前方向に突き出る部位が、ハッチを付して表されている。
【００４４】
ミラー部１１０には、その一対の平行な側面から外方に延出する一対の櫛歯電極１１０ａ
，１１０ｂが一体成形されている。また、ミラー部１１０の上面には、ミラー面１１１が
設けられている。
【００４５】
内フレーム１２０は、上層部１２１と、一対の下層部１２２とを有する。上層部１２１お
よび下層部１２２は、電気的に分離されている。上層部１２１には、外方に延出する櫛歯
電極１２１ａ，１２１ｂが一体的に成形されている。一対の下層部１２２には、内方に延
出する櫛歯電極１２２ａ，１２２ｂが一体的に成形されている。櫛歯電極１２２ａは、ミ
ラー部１１０から延出する櫛歯電極１１０ａの下方に位置しているが、内フレーム１２０
に対するミラー部１１０の回転動作時において櫛歯電極１１０ａの歯と櫛歯電極１２２ａ
の歯とが当接しないように、配設されている。同様に、櫛歯電極１２２ｂは、ミラー部１
１０から延出する櫛歯電極１１０ｂの下方に位置しているが、ミラー部１１０の回転動作
時において櫛歯電極１１０ｂの歯と櫛歯電極１２２ｂの歯とが当接しないように、配設さ
れている。
【００４６】
外フレーム１３０は、上層部１３１と下層部１３２とを有する。上層部１３１および下層
部１３２は、電気的に分離されている。下層部１３２には、内方に延出する櫛歯電極１３
２ａ，１３２ｂが一体的に成形されている。櫛歯電極１３２ａは、内フレーム１２０の上
層部１２１から延出する櫛歯電極１２１ａの下方に位置しているが、外フレーム１３０に
対する内フレーム１２０の回転動作時において、櫛歯電極１２１ａの歯と櫛歯電極１３２
ａの歯とが当接しないように、配設されている。同様に、櫛歯電極１３２ｂは、内フレー
ム１２０の上層部１２１から延出する櫛歯電極１２１ｂの下方に位置しているが、内フレ
ーム１２０の回転動作時において、櫛歯電極１２１ｂの歯と櫛歯電極１３２ｂの歯とが当
接しないように、配設されている。
【００４７】
各連結部１４０は、相互に離隔している２本のトーションバー１４１からなる。各トーシ
ョンバー１４１は、ミラー部１１０および内フレーム１２０と接続し、これらよりも薄肉
である。また、２本のトーションバー１４１の間隔は、内フレーム１２０の側からミラー
部１１０の側にかけて次第に広くなっている。
【００４８】
各連結部１５０は、相互に離隔している２本のトーションバー１５１からなる。各トーシ
ョンバー１５１は、内フレーム１２０および外フレーム１３０と接続し、これらよりも薄
肉である。また、２本のトーションバー１５１の間隔は、外フレーム１３０の側から内フ
レーム１２０の側にかけて次第に広くなっている。
【００４９】
このように、マイクロミラー素子Ｘ１は、ミラー部１１０および内フレーム１２０よりも
薄肉であって、ミラー部１１０および内フレーム１２０の間の導電経路を担い得る連結部
１４０ないしトーションバー１４１を有し、且つ、内フレーム１２０および外フレーム１
３０よりも薄肉であって、内フレーム１２０および外フレーム１３０の間の導電経路を担
い得る連結部１５０ないしトーションバー１５１を有する。各連結部１４０，１５０に含
まれるトーションバーの数については、必要に応じて変更してもよい。
【００５０】
図３（ａ）～図６（ｃ）は、本発明の第１の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法にお
ける一連の工程を表す。この方法は、マイクロマシニング技術によって上述のマイクロミ
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ラー素子Ｘ１を製造するための一手法である。
【００５１】
図３（ａ）～図６（ｃ）においては、図６（ｃ）に示すミラー部Ｍ、トーションバーＴ１
、内フレームＦ１、一組の櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、内フレームＦ２、
トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の形成過程を、一の断面により表す。当該
一の断面は、マイクロマシニングが施される材料基板（多層構造を有するウエハ）におけ
る単一のマイクロミラー素子形成区画に含まれる複数の所定箇所の断面を、モデル化して
連続断面としたものである。
【００５２】
図６（ｃ）において、ミラー部Ｍは、ミラー部１１０の一部位に相当する。トーションバ
ーＴ１は、トーションバー１４１に相当し、その延び方向に沿った断面により表されてい
る。内フレームＦ１は、内フレーム１２０において上層部１２１を含む一部位に相当する
。櫛歯電極Ｅ１は、櫛歯電極１１０ａ，１１０ｂ，１２１ａ，１２１ｂの一部に相当する
。櫛歯電極Ｅ２は、櫛歯電極１２２ａ，１２２ｂ，１３２ａ，１３２ｂの一部に相当する
。トーションバーＴ２は、トーションバー１４１，１５１に相当し、その延び方向に垂直
な断面により表されている。内フレームＦ２は、内フレーム１２０において上層部１２お
よび下層部１２２を含む一部位に相当する。トーションバーＴ３は、トーションバー１５
１に相当し、その延び方向に沿った断面により表されている。外フレームＦ３は、外フレ
ーム１３０の一部位に相当する。
【００５３】
図６（ｃ）に示すトーションバーＴ３は、内フレーム１２０の下層部１２２と、外フレー
ム１３０の下層部１３２とを電気的に接続しているが、後述するように、トーションバー
Ｔ３については、上層部１２１と上層部１３１、上層部１２１と下層部１３２、または、
下層部１２２と上層部１３１を電気的に接続するように形成することもできる。
【００５４】
また、図３（ａ）～図５（ｃ）においては、当該モデル化断面とともに、ウエハの端部付
近におけるアライメントマーク形成部位についての２種類の断面を表す。この２種類の断
面は、異なる２つのアライメントマーク形成方法に対応するものである。モデル化断面の
右隣の断面により、第１アライメントマーク形成方法によるアライメントマークの形成過
程を表す。図中最も右側の断面により、第２アライメントマーク形成方法によるアライメ
ントマークの形成過程を表す。本実施形態では、いずれのアライメントマーク形成方法を
採用してもよい。また、アライメントマークは、ウエハにおける適切な２箇所に形成され
る。
【００５５】
第１の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法においては、まず、図３（ａ）に示すよう
に、シリコン基板１１の上に酸化膜パターン１２を形成する。本実施形態では、シリコン
基板１１は、ＰやＳｂをドープすることによって導電性が付与されたシリコンよりなるウ
エハであり、例えば３００μｍの厚みを有する。酸化膜パターン１２の形成においては、
具体的には、まず、熱酸化法（加熱温度９００℃）により、シリコン基板１１の表面に、
酸化シリコンよりなり厚が例えば０．２５μｍの酸化膜を成長させる。そして、シリコン
基板１１の上面の酸化膜については、所定のレジストパターンをマスクとしたエッチング
によりパターニングする。このパターニングにおけるエッチング液としては、例えば、フ
ッ酸とフッ化アンモニウムからなるバッファードフッ酸（ＢＨＦ）を使用することができ
る。熱酸化膜またはＣＶＤ酸化膜からなる後出の各酸化膜パターンについても、このよう
なレジストパターンの形成およびその後のエッチング処理を経て形成される。シリコン基
板１１の下面に成長した酸化膜は、ＢＨＦにより除去される。
【００５６】
酸化膜パターン１２は、図６（ａ）に示す工程において、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ
１、内フレームＦ１、トーションバーＴ２、および、トーションバーＴ３へと加工される
箇所をマスクするためのものである。また、第１アライメントマーク形成方法を採用する
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場合には、本工程にて、アライメントマークＡＭ１が形成される。
【００５７】
次に、例えばＣＶＤ法により、酸化膜パターン１２の上方からシリコン基板１１に対して
ポリシリコンを成膜することによって、図３（ｂ）に示すように、ポリシリコン層１３ａ
，１３ｂを形成する。ポリシリコン層１３ａ，１３ｂは、ＣＶＤ時にポリシリコンにＰを
ドープすることによって導電性が付与されており、酸化膜パターン１２の表面から例えば
３μｍの厚みを有する。本工程を経た材料基板においては、ポリシリコン層１３ａと、シ
リコン基板１１およびポリシリコン層１３ｂとは、電気的に接続している。また、ポリシ
リコン層１３ａの表面には、酸化膜パターン１２の厚みに起因して、約０．２５μｍの段
差が生じるが、図の簡潔化の観点より当該段差は省略する。
【００５８】
次に、図３（ｃ）に示すように、ポリシリコン層１３ａの上に酸化膜パターン１４を形成
する。具体的には、まず、ＣＶＤ法により、ポリシリコン層１３ａの表面に、酸化シリコ
ンよりなり例えば１μｍの厚みを有する酸化膜を成長させる。その後、当該酸化膜をパタ
ーニングする。酸化膜パターン１４は、導電連絡部用の開口部１４ａ，１４ｂを有する。
第１アライメントマーク形成方法を採用する場合には、酸化膜パターン１４は、アライメ
ントマークＡＭ１に対応する位置に開口部１４ｃを有する。また、第２アライメントマー
ク形成方法を採用する場合には、本工程にて、アライメントマークＡＭ２が形成される。
【００５９】
次に、ＣＶＤ法により、酸化膜パターン１４の上方からポリシリコンを成膜することによ
って、図３（ｄ）に示すように、酸化膜パターン１４の開口部１４ａ，１４ｂに導電連絡
部としてのプラグＰ１，Ｐ２を形成し、且つ、酸化膜パターン１４の上にポリシリコン層
１５を形成する。ポリシリコン層１５は、ＣＶＤ時にポリシリコンにＰをドープすること
によって導電性が付与されており、酸化膜パターン１４の表面から例えば３μｍの厚みを
有する。本工程を経た材料基板においては、ポリシリコン層１５とポリシリコン層１３ａ
とは、電気的に接続している。
【００６０】
次に、図４（ａ）に示すように、エピタキシャル成長法により、ポリシリコン層１５の上
にポリシリコン層１６を形成する。本実施形態では、ポリシリコン層１６は、エピタキシ
ャル成長時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性が付与されており、ポリ
シリコン層１５の表面から約１３０μｍの厚みを有する。本工程では、ポリシリコン層１
６の表面には、比較的大きな凹凸が形成されてしまう。
【００６１】
次に、図４（ｂ）に示すように、ポリシリコン層１６の表面を研削およびそれに続いて鏡
面研磨する。これにより、酸化膜パターン１４上のポリシリコン層１５およびポリシリコ
ン層１６の総厚を５０μｍとする。
【００６２】
本工程を経ることによって、シリコン基板１１およびポリシリコン層１３ｂよりなる第１
導体層１０１と、ポリシリコン層１３ａよりなる第２導体層１０２と、ポリシリコン層１
５およびポリシリコン層１６よりなる第３導体層１０３と、第１導体層および第２導体層
の間に介在する酸化膜パターン１２（第１絶縁層１０４）と、第２導体層および第３導体
層の間に介在する酸化膜パターン１４（第２絶縁層１０５）とからなる積層構造を有する
材料基板が形成される。
【００６３】
次に、図４（ｃ）に示すように、アライメントマークを露出させる。第１アライメントマ
ーク形成方法を採用する場合には、第３導体層１０３の側から、所定のレジストパターン
をマスクとして、ＤＲＩＥ（Deep Reactive Ion Etching）により、第１導体層１０１が
数μｍ掘れるまでエッチング処理を行う。第２アライメントマーク形成方法を採用する場
合には、第３導体層１０３の側から、所定のレジストパターンをマスクとして、ＤＲＩＥ
により、第１絶縁層１０４に至るまでエッチング処理を行う。



(14) JP 4102158 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

【００６４】
ＤＲＩＥでは、エッチングと側壁保護を交互に行うＢｏｓｃｈプロセスにおいて、ＳＦ6

ガスによるエッチングを例えば８秒行い、Ｃ4Ｆ8ガスによる側壁保護処理を例えば６．５
秒行い、ウエハに印加するバイアスを例えば２３Ｗとすることによって、良好なエッチン
グ処理を行うことができる。以降のＤＲＩＥについても、このような条件を採用すること
ができる。
【００６５】
次に、図４（ｄ）に示すように、第１導体層１０１上に配線１７（図１および図２におい
て図示せず）を形成するとともに、第３導体層１０３上にミラー面１１１を形成する。具
体的には、第１導体層１０１および第３導体層１０３に対して、スパッタリングにより、
例えば、Ｃｒ（５０ｎｍ）およびこれに続いてＡｕ（２００ｎｍ）を成膜した後に当該金
属膜に対して所定のマスクを介したエッチング処理を行うことによって、配線１７および
ミラー面１１１をパターン形成する。Ｃｒに対するエッチング液としては、例えば硝酸第
二セリウムアンモニウムを使用することができる。Ａｕに対するエッチング液としては、
例えば、ヨウ化カリウム－ヨウ素水溶液を使用することができる。第３導体層１０３上に
おけるミラー面１１１のパターニングに際しては、アライメントマーク（ＡＭ１またはＡ
Ｍ２）を参照して位置合せを行う。第１導体層１０１上における配線１７のパターニング
に際しては、第３導体層１０３上のミラー面１１１のパターン形状を参照して位置合せを
行う。
【００６６】
次に、図５（ａ）に示すように、第１導体層１０１および第３導体層１０３に対して、酸
化膜パターン１８を形成し、且つ、第１導体層１０１に対してレジストパターン１９を形
成する。レジストパターン１９の形成においては、具体的には、第１導体層１０１上に液
状のフォトレジストをスピンコーティングにより成膜し、露光および現像を経てパターニ
ングする。フォトレジストとしては、例えば、ＡＺＰ４２１０（クラリアントジャパン製
）やＡＺ１５００（クラリアントジャパン製）を使用することができる。以降のレジスト
パターンについても、このようなフォトレジストの成膜およびその後の露光・現象を経て
形成される。
【００６７】
第３導体層１０３上の酸化膜パターン１８は、図５（ｃ）に示す工程にて、第３導体層１
０３においてミラー部Ｍ、内フレームＦ１、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２、および、外
フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。第１導体層１０１上の
酸化膜パターン１８は、図５（ｄ）および図６（ａ）に示す工程にて、第１導体層１０１
において外フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。レジストパ
ターン１９は、図５（ｄ）に示す工程にて、第１導体層１０１において櫛歯電極Ｅ２およ
び内フレームＦ２へと加工される箇所に対応する箇所をマスクするためのものである。
【００６８】
次に、図５（ｂ）に示すように、アライメントマーク（ＡＭ１またはＡＭ２）を穴埋めし
てもよい。穴埋めには、レジストやＳＯＧ（Spin-on-Glass）などを使用することができ
る。
【００６９】
次に、図５（ｃ）に示すように、第３導体層１０３に対して、酸化膜パターン１８をマス
クとして、ＤＲＩＥにより第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによ
って、ミラー部Ｍの一部、内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２の一部
、および、外フレームＦ３の一部が成形される。
【００７０】
次に、図５（ｄ）に示すように、ＤＲＩＥにより、酸化膜パターン１８およびレジストパ
ターン１９をマスクとして、第１導体層１０１に対して櫛歯電極Ｅ２の厚みに相当する深
さまでエッチング処理を行う。当該エッチング処理の前に、図５（ｄ）に示すように、第
２絶縁層１０５の上位に犠牲膜２０を形成しておいてもよい。犠牲膜２０は、第２絶縁層
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１０５の上位の構造が、本工程以降に破損することを防止すべく設けられるものである。
犠牲膜２０は、例えば、液状ガラスを塗布した後にこれをアニールすることによって形成
することができる。これに代えて、犠牲膜２０としてはレジストを塗布形成してもよい。
或は、紫外線硬化型接着フィルムシートなどのような接着力を制御できるフィルムを材料
基板に張り付けることによって、犠牲膜２０を形成してもよい。
【００７１】
次に、レジストパターン１９を剥離した後、図６（ａ）に示すように、第１導体層１０１
の側から第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによって、ミラー部Ｍ
の一部、トーションバーＴ１、内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ２、トーションバーＴ
２、内フレームＦ２の一部、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の一部が成形
される。また、内フレームＦ２には、導電連絡部としてのプラグＰ３が形成される。同様
に、外フレームＦ３には、プラグＰ４が形成される。レジストパターン１９を剥離するた
めの剥離液としては、ＡＺリムーバ７００（クラリアントジャパン製）を使用することが
できる。以降のレジストパターンの剥離についても、これを使用することができる。
【００７２】
次に、図６（ｂ）に示すように、犠牲層２０を除去する。犠牲層２０の除去に際しては、
液状ガラスに対しては例えばＢＨＦを使用することができる。レジストに対しては、ＡＺ
リムーバ７００（クラリアントジャパン製）を使用することができる。
【００７３】
次に、図６（ｃ）に示すように、エッチング液に素子を浸漬することによって、露出して
いる第１絶縁層１０４、第２絶縁層１０５、および、酸化膜パターン１８をエッチング除
去する。
【００７４】
以上の一連の工程を経ることによって、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ１、内フレームＦ
１、櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、内フレームＦ２、トーションバーＴ３、
および、外フレームＦ３が形成される。すなわち、図１および図２に示すマイクロミラー
素子Ｘ１が製造される。
【００７５】
本実施形態では、図３（ｂ）に示す工程において、ポリシリコン層１３ａすなわち第２導
体層１０２を、厚み寸法について高精度に成膜することができる。したがって、本実施形
態によると、絶縁層１０４，１０５の間において予め厚み寸法が高精度に規定されている
第２導体層１０２から、トーションバー１４１，１５１を、厚み寸法について高精度に成
形することができるのである。
【００７６】
本実施形態において形成されるミラー部Ｍは、第３導体層１０３に由来する部位と、第２
導体層１０２に由来してトーションバーＴ１に連続する部位とを有し、これら２つの部位
は、プラグＰ１を介して電気的に接続している。内フレームＦ１は、第３導体層１０３に
由来する部位すなわち上層部１２１と、第２導体層１０２に由来してトーションバーＴ１
に連続する部位とを有し、これら２つの部位は、プラグＰ２を介して電気的に接続してい
る。したがって、ミラー部Ｍ（ミラー部１１０）と内フレームＦ１（内フレーム１２０）
の上層部１２１とは、トーションバーＴ１（トーションバー１４１）によって電気的に接
続されている。
【００７７】
また、内フレームＦ２は、第２導体層１０２に由来してトーションバーＴ３に連続する部
位と、第１導体層１０１に由来する部位すなわち下層部１２２とを有し、これら２つの部
位は、プラグＰ３を介して電気的に接続している。外フレームＦ３は、第２導体層１０２
に由来してトーションバーＴ３に連続する部位と、第１導体層１０１に由来する部位すな
わち下層部１３２とを有し、これら２つの部位は、プラグＰ４を介して電気的に接続して
いる。したがって、内フレームＦ２（内フレーム１２０）の下層部１２２と、外フレーム
Ｆ３（外フレーム１３０）の下層部１３２とは、トーションバーＴ３（トーションバー１
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５１）によって電気的に接続されている。
【００７８】
本実施形態においては、内フレームＦ２および外フレームＦ３の間の電気的接続の態様に
ついて、他の態様を形成することもできる。内フレームＦ２において、下層部１２２と第
２導体層由来部位との間にプラグＰ３を設けずに、下層部１２２と第２導体層由来部位と
の間を第１絶縁層１０４により電気的に分離し、且つ、上層部１２１と第２導体層由来部
位との間に、例えば内フレームＦ１のプラグＰ２を形成したのと同様の工程を経て導電プ
ラグを設けることによって、内フレームＦ２の上層部１２１は、トーションバーＴ３と電
気的に接続することとなる。図６（ｃ）における内フレームＦ２の構造をこのように変更
すると、内フレームＦ２（内フレーム１２０）の上層部１２１と、外フレームＦ３（外フ
レーム１３０）の下層部１３２とを、トーションバーＴ３（トーションバー１５１）によ
って電気的に接続することができる。
【００７９】
同様に、外フレームＦ３において、下層部１３２と第２導体層由来部位との間にプラグＰ
４を設けずに、下層部１３２と第２導体層由来部位との間を第１絶縁層１０４により電気
的に分離し、且つ、上層部１３１と第２導体層由来部位との間に、例えば内フレームＦ１
のプラグＰ２と同様のプラグを設けることによって、外フレームＦ３の上層部１３１は、
トーションバーＴ３と電気的に接続することとなる。図６（ｃ）における外フレームＦ３
の構造をこのように変更すると、内フレームＦ２（内フレーム１２０）の下層部１２２と
、外フレームＦ３（外フレーム１３０）の上層部１３１とを、トーションバーＴ３（トー
ションバー１５１）によって電気的に接続することができる。
【００８０】
また、図６（ｃ）における内フレームＦ２および外フレームＦ３の構造を、共に上述のよ
うに変更すると、内フレームＦ２（内フレーム１２０）の上層部１２１と、外フレームＦ
３（外フレーム１３０）の上層部１３１とを、トーションバーＴ３（トーションバー１５
１）によって電気的に接続することができる。
【００８１】
マイクロミラー素子Ｘ１において、連結部１５０に含まれる各トーションバー１５１につ
いて上述のいずれかの電気的接続態様を適宜選択し、且つ、各トーションバー１５１が不
適切に短絡しないように内フレーム１２０および外フレーム１３０の内部において導電経
路を形成することによって、外フレーム１３０から内フレーム１２０に対して、複数の電
位伝達が可能となる。すなわち、各櫛歯電極に対して付与すべき電位の大きさを、個別に
制御することが可能となる。その結果、マイクロミラー素子Ｘ１について、複雑な動作を
適切に実現することが可能となる。
【００８２】
図７（ａ）～図１０（ｃ）は、本発明の第２の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法に
おける一連の工程を表す。この方法も、マイクロマシニング技術によって上述のマイクロ
ミラー素子Ｘ１を製造するための一手法である。図７（ａ）～図１０（ｃ）においては、
図３（ａ）～図６（ｃ）と同様に、モデル化した一の断面によって、ミラー部Ｍ、トーシ
ョンバーＴ１、内フレームＦ１、一組の櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、内フ
レームＦ２、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の形成過程を表す。また、本
実施形態では、アライメントマークＡＭ３の形成過程についても、モデル化断面において
表す。
【００８３】
本実施形態では、まず、図７（ａ）に示すように、シリコン基板２１の下面にアライメン
トマークＡＭ３としての凹部を形成した後、シリコン基板２１の上面に酸化膜パターン２
２を形成する。アライメントマークＡＭ３は、ＤＲＩＥにより、所定のマスクを介して５
μｍ程の深さまでエッチング処理を行うことによって形成する。酸化膜パターン２２は、
熱酸化法によりシリコン基板２１の上面に成膜された酸化膜（厚みは例えば０．２５μｍ
）をパターニングすることによって形成する。当該パターニングに際しては、アライメン
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トマークＡＭ３を参照して位置合せを行う。酸化膜パターン２２は、図１０（ａ）に示す
工程において、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ１、内フレームＦ１、トーションバーＴ２
、および、トーションバーＴ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。
【００８４】
次に、ＣＶＤ法により、酸化膜パターン２２の上方からシリコン基板２１に対してポリシ
リコンを成膜することによって、図７（ｂ）に示すように、ポリシリコン層２３ａ，２３
ｂを形成する。ポリシリコン層２３ａ，２３ｂは、ＣＶＤ時にポリシリコンにＰをドープ
することによって導電性が付与されており、酸化膜パターン２２の表面から例えば３μｍ
の厚みを有する。本工程を経た材料基板においては、ポリシリコン層２３ａと、シリコン
基板２１およびポリシリコン層２３ｂとは、電気的に接続している。ポリシリコン層２３
ｂには、アライメントマークＡＭ３に対応する凹部が形成される。
【００８５】
次に、図７（ｃ）に示すように、ＣＶＤ法により、ポリシリコン層２３ａ，２３ｂの上に
、例えば１μｍの厚みを有する酸化膜２４’を成膜する。次に、図７（ｄ）に示すように
、片面に酸化膜２４’’が成膜されたシリコン基板２５を用意する。酸化膜２４’’は、
熱酸化法によりシリコン基板２５上に形成されたものである。
【００８６】
次に、図８（ａ）に示すように、シリコン基板２５を、酸化膜２４’’を介して酸化膜２
４’の上に加熱接合する。酸化膜２４’と酸化膜２４’’は、一体となって酸化膜２４と
なる。
【００８７】
次に、図８（ｂ）に示すように、シリコン基板２５に対して酸化膜２４に至る貫通孔を形
成した後、酸化膜２４に対して導電連絡部用の開口部２４ａ，２４ｂを形成する。シリコ
ン基板２５における貫通孔は、所定のレジストパターンをマスクとするＤＲＩＥにより形
成する。開口部２４ａ，２４ｂは、ＢＨＦに素子を浸漬することによって形成する。この
とき、ポリシリコン層２３ｂ上の酸化膜２４’も除去される。
【００８８】
次に、図８（ｃ）に示すように、ポリシリコン層２６およびプラグＰ５，Ｐ６を形成する
。これらの形成においては、まず、例えばＣＶＤ法により、シリコン基板２５上および開
口部２４ａ，２４ｂ内に、ポリシリコン膜（例えば１μｍ）を成膜する。次に、例えばＣ
ＶＤ法により、当該ポリシリコン膜上にリンシリケートガラス（ＰＳＧ）膜（例えば１μ
ｍ）を成膜し、続いて熱処理を行う。これにより、導電機能を有するプラグＰ５，Ｐ６の
形成が可能となる。次に、開口部２４ａ，２４ｂに連通するシリコン基板２５の貫通孔を
、ポリシリコンをエピタキシャル成長させることによって填塞する。次に、貫通孔外にて
エピタキシャル成長したポリシリコンを研磨して除去する。このようにして、ポリシリコ
ン層２６およびプラグＰ５，Ｐ６を形成することができる。本工程を経た材料基板におい
ては、シリコン基板２５とポリシリコン層２３ａとは、電気的に接続している。
【００８９】
本工程を経ることによって、シリコン基板２１およびポリシリコン層２３ｂよりなる第１
導体層１０１と、ポリシリコン層２３ａよりなる第２導体層１０２と、シリコン基板２５
およびポリシリコン層２６よりなる第３導体層１０３と、第１導体層および第２導体層の
間に介在する酸化膜パターン２２（第１絶縁層１０４）と、第２導体層および第３導体層
の間に介在する酸化膜２４（第２絶縁層１０５）とからなる積層構造を有する材料基板が
形成される。
【００９０】
次に、図８（ｄ）に示すように、第１導体層１０１上に配線２７（図１および図２におい
て図示せず）を形成するとともに、第３導体層１０３上にミラー面１１１を形成する。具
体的には、第１の実施形態において図４（ｄ）を参照して上述したのと略同様である。た
だし、第１導体層１０１上における配線２７のパターニングに際しては、アライメントマ
ークＡＭ３を参照して位置合せを行う。第３導体層１０３上のミラー面１１１のパターニ
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ングに際しては、第１導体層１０１上の配線２７のパターン形状を参照して位置合せを行
う。
【００９１】
次に、図９（ａ）に示すように、第１導体層１０１および第３導体層１０３に対して、酸
化膜パターン２８を形成し、且つ、第１導体層１０１に対してレジストパターン２９を形
成する。
【００９２】
第３導体層１０３上の酸化膜パターン２８は、図９（ｂ）に示す工程にて、第３導体層１
０３においてミラー部Ｍ、内フレームＦ１、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２、および、外
フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。第１導体層１０１上の
酸化膜パターン２８は、図９（ｃ）および図１０（ａ）に示す工程にて、第１導体層１０
１において外フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。レジスト
パターン２９は、図９（ｃ）に示す工程にて、第１導体層１０１において櫛歯電極Ｅ２お
よび内フレームＦ２へと加工される箇所に対応する箇所をマスクするためのものである。
【００９３】
次に、図９（ｂ）に示すように、第３導体層１０３に対して、酸化膜パターン２８をマス
クとして、ＤＲＩＥにより第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによ
って、ミラー部Ｍの一部、内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２の一部
、および、外フレームＦ３の一部が成形される。
【００９４】
次に、図９（ｃ）に示すように、第２絶縁層１０５の上位に犠牲膜２０を形成した後に、
ＤＲＩＥにより、レジストパターン２９をマスクとして、第１導体層１０１に対して櫛歯
電極Ｅ２の厚みに相当する深さまでエッチング処理を行う。
【００９５】
次に、レジストパターン２９を剥離した後に、図１０（ａ）に示すように、第１導体層１
０１の側から第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによって、ミラー
部Ｍの一部、トーションバーＴ１、内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ２、トーションバ
ーＴ２、内フレームＦ２の一部、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の一部が
成形される。また、内フレームＦ２には、第１の実施形態と同様のプラグＰ３が形成され
る。同様に、外フレームＦ３には、プラグＰ４が形成される。
【００９６】
次に、図１０（ｂ）に示すように、第１の実施形態において図６（ｂ）を参照して上述し
たのと同様に、犠牲層２０を除去する。次に、図１０（ｃ）に示すように、エッチング液
に素子を浸漬することによって、露出している第１絶縁層１０４、第２絶縁層１０５、お
よび、酸化膜パターン２８をエッチング除去する。
【００９７】
以上の一連の工程を経ることによって、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ１、内フレームＦ
１、櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、内フレームＦ２、トーションバーＴ３、
および、外フレームＦ３が形成される。すなわち、図１および図２に示すマイクロミラー
素子Ｘ１が製造される。
【００９８】
本実施形態では、図７（ｂ）に示す工程において、ポリシリコン層２３ａすなわち第２導
体層１０２を、厚み寸法について高精度に成膜することができる。したがって、本実施形
態によると、絶縁層１０４，１０５の間において予め厚み寸法が高精度に規定されている
第２導体層１０２から、トーションバー１４１，１５１を、厚み寸法について高精度に成
形することができるのである。
【００９９】
本実施形態において形成されるミラー部Ｍは、第３導体層１０３に由来する部位と、第２
導体層１０２に由来してトーションバーＴ１に連続する部位とを有し、これら２つの部位
は、プラグＰ５を介して電気的に接続している。内フレームＦ１は、第３導体層１０３に
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由来する部位すなわち上層部１２１と、第２導体層１０２に由来してトーションバーＴ１
に連続する部位とを有し、これら２つの部位は、プラグＰ６を介して電気的に接続してい
る。したがって、ミラー部Ｍ（ミラー部１１０）と内フレームＦ１（内フレーム１２０）
の上層部１２１とは、トーションバーＴ１（トーションバー１４１）によって電気的に接
続されている。
【０１００】
本実施形態により形成される、内フレームＦ２および外フレームＦ３の間の電気的接続態
様、および、そのバリエーションについては、第１の実施形態に関して上述したのと同様
である。したがって、本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１においては、
外フレーム１３０から内フレーム１２０に対して、複数の電位伝達が可能となり、各櫛歯
電極に対して付与すべき電位の大きさを、個別に制御することが可能となる。その結果、
本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１においても、複雑な動作を適切に実
現することが可能となる。
【０１０１】
図１１（ａ）～図１４（ｄ）は、本発明の第３の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法
における一連の工程を表す。この方法も、マイクロマシニング技術によって上述のマイク
ロミラー素子Ｘ１を製造するための一手法である。図１１（ａ）～図１４（ｄ）において
は、図３（ａ）～図６（ｃ）と同様に、モデル化した一の断面によって、ミラー部Ｍ、ト
ーションバーＴ１、内フレームＦ１、一組の櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、
内フレームＦ２、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の形成過程を表す。また
、本実施形態では、第２の実施形態と同様に、アライメントマークＡＭ３の形成過程につ
いても、モデル化断面において表す。
【０１０２】
本実施形態では、まず、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示すように、第２の実施形態
において図７（ａ）および図７（ｂ）を参照して上述したのと同様の工程を経る。
【０１０３】
次に、ポリシリコン層２３ａ，２３ｂの上に例えば１μｍの厚みを有する酸化膜３１を成
膜した後、図１１（ｃ）に示すように、ポリシリコン層２３ａ上の酸化膜３１をパターニ
ングして酸化膜パターン３２を形成する。酸化膜パターン３２は、図１１（ｄ）に示す工
程において、櫛歯電極Ｅ２へと加工される箇所をマスクするためのものである。
【０１０４】
次に、図１１（ｄ）に示すように、酸化膜パターン３２をマスクとして、ＤＲＩＥにより
、ポリシリコン層２３ａおよびシリコン基板２１に対して、櫛歯電極Ｅ２の厚みに相当す
る深さまでエッチング処理を行う。
【０１０５】
次に、図１２（ａ）に示すように、酸化膜パターン３２の上方から、ＣＶＤ法により、更
に酸化シリコンよりなる酸化膜を成膜する。これにより、前工程で成形された櫛歯電極Ｅ
２の表面が酸化膜３２’により被覆される。
【０１０６】
次に、図１２（ｂ）に示すように、片面に酸化膜３３が成膜されたシリコン基板３４を用
意する。酸化膜３３は、熱酸化法によりシリコン基板３４上に形成されたものである。
【０１０７】
次に、図１２（ｃ）に示すように、シリコン基板３４を、酸化膜３３を介して酸化膜３２
の上に加熱接合する。酸化膜３２と酸化膜３３は、一体となって酸化膜３５となる。
【０１０８】
次に、図１２（ｄ）に示すように、シリコン基板３４に対して酸化膜３５に至る貫通孔を
形成した後、酸化膜３５に対して導電連絡部用の開口部３５ａ，３５ｂを形成する。シリ
コン基板３４における貫通孔は、所定のレジストパターンをマスクとするＤＲＩＥにより
形成する。開口部３５ａ，３５ｂは、ＢＨＦに素子を浸漬して、酸化膜３５において露出
する部分をエッチング除去することによって形成する。このとき、ポリシリコン層２３ｂ
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上の酸化膜３１も除去される。
【０１０９】
次に、図１３（ａ）に示すように、ポリシリコン層３６およびプラグＰ５，Ｐ６を形成す
る。これらの形成においては、まず、例えばＣＶＤ法により、シリコン基板３４上および
開口部３５ａ，３５ｂ内に、ポリシリコン膜（例えば１μｍ）を成膜する。次に、例えば
ＣＶＤ法により、当該ポリシリコン膜上にリンシリケートガラス（ＰＳＧ）膜（例えば１
μｍ）を成膜し、続いて熱処理を行う。これにより、導電機能を有するプラグＰ５，Ｐ６
の形成が可能となる。次に、開口部３５ａ，３５ｂに連通するシリコン基板３４の貫通孔
を、ポリシリコンをエピタキシャル成長させることによって填塞する。次に、貫通孔外に
てエピタキシャル成長したポリシリコンを研磨して除去する。本工程を経た材料基板にお
いては、シリコン基板３４とポリシリコン層２３ａとは、電気的に接続している。
【０１１０】
本工程を経ることによって、シリコン基板２１およびポリシリコン層２３ｂよりなる第１
導体層１０１と、ポリシリコン層２３ａよりなる第２導体層１０２と、シリコン基板３４
およびポリシリコン層３６よりなる第３導体層１０３と、第１導体層および第２導体層の
間に介在する酸化膜パターン２２（第１絶縁層１０４）と、第２導体層および第３導体層
の間に介在する酸化膜３５（第２絶縁層１０５）とからなる積層構造を有する材料基板が
形成される。
【０１１１】
次に、図１３（ｂ）に示すように、第１導体層１０１上に配線３７（図１および図２にお
いて図示せず）を形成するとともに、第３導体層１０３上にミラー面１１１を形成する。
具体的には、第２の実施形態において図８（ｄ）を参照して上述したのと同様である。
【０１１２】
次に、図１３（ｃ）に示すように、第１導体層１０１および第３導体層１０３に対して、
酸化膜パターン３８を形成し、且つ、第１導体層１０１に対してレジストパターン３９を
形成する。第３導体層１０３上の酸化膜パターン３８は、図１３（ｄ）に示す工程にて、
第３導体層１０３においてミラー部Ｍ、内フレームＦ１、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２
、および、外フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。第１導体
層１０１上の酸化膜パターン３８は、図１４（ａ）および図１４（ｂ）に示す工程にて、
第１導体層１０１において外フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのもので
ある。レジストパターン３９は、図１４（ａ）に示す工程にて、第１導体層１０１におい
て櫛歯電極Ｅ２および内フレームＦ２へと加工される箇所に対応する箇所をマスクするた
めのものである。
【０１１３】
次に、図１３（ｄ）に示すように、第３導体層１０３に対して、酸化膜パターン３８をマ
スクとして、ＤＲＩＥにより第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これに
よって、ミラー部Ｍの一部、内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２の一
部、および、外フレームＦ３の一部が成形される。
【０１１４】
次に、図１４（ａ）に示すように、第２絶縁層１０５の上位に犠牲膜２０を形成した後に
、ＤＲＩＥにより、レジストパターン３９をマスクとして、第１導体層１０１に対して所
定の深さまでエッチング処理を行う。
【０１１５】
次に、レジストパターン３９を剥離した後に、図１４（ｂ）に示すように、第１導体層１
０１の側から第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによって、ミラー
部Ｍの一部、トーションバーＴ１、内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ２、トーションバ
ーＴ２、内フレームＦ２の一部、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の一部が
成形される。本工程におけるエッチング処理中には、櫛歯電極Ｅ２は、酸化膜３２’に被
覆保護される。また、内フレームＦ２には、第１の実施形態と同様のプラグＰ３が形成さ
れる。同様に、外フレームＦ３には、プラグＰ４が形成される。



(21) JP 4102158 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

【０１１６】
次に、図１４（ｃ）に示すように、第１の実施形態において図６（ｂ）を参照して上述し
たのと同様に、犠牲層２０を除去する。
【０１１７】
次に、図１４（ｄ）に示すように、エッチング液に素子を浸漬することによって、露出し
ている第１絶縁層１０４、第２絶縁層１０５、酸化膜パターン３８、および、櫛歯電極Ｅ
２を保護していた酸化膜３２’をエッチング除去する。
【０１１８】
以上の一連の工程を経ることによって、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ１、内フレームＦ
１、櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、内フレームＦ２、トーションバーＴ３、
および、外フレームＦ３が形成される。すなわち、図１および図２に示すマイクロミラー
素子Ｘ１が製造される。
【０１１９】
本実施形態では、図１１（ｂ）に示す工程において、ポリシリコン層２３ａすなわち第２
導体層１０２を、厚み寸法について高精度に成膜することができる。したがって、本実施
形態によると、絶縁層１０４，１０５の間において予め厚み寸法が高精度に規定されてい
る第２導体層１０２から、トーションバー１４１，１５１を、厚み寸法について高精度に
成形することができるのである。
【０１２０】
本実施形態において形成されるミラー部Ｍおよび内フレームＦ２の間の電気的接続態様に
ついては、第２の実施形態に関して上述したのと同様である。したがって、ミラー部Ｍ（
ミラー部１１０）と内フレームＦ１（内フレーム１２０）の上層部１２１とは、トーショ
ンバーＴ１（トーションバー１４１）によって電気的に接続されている。
【０１２１】
本実施形態により形成される、内フレームＦ２および外フレームＦ３の間の電気的接続態
様、および、そのバリエーションについては、第１の実施形態に関して上述したのと同様
である。したがって、本実実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１においては
、外フレーム１３０から内フレーム１２０に対して、複数の電位伝達が可能となり、各櫛
歯電極に対して付与すべき電位の大きさを、個別に制御することが可能となる。その結果
、本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１においても、複雑な動作を適切に
実現することが可能となる。
【０１２２】
また、本実施形態では、櫛歯電極Ｅ２は、シリコン基板２１において予め埋め込み形成さ
れる。そのため、外フレームＦ３の下層部１３２よりも厚み寸法の短い櫛歯電極Ｅ２を精
度よく形成することができる。
【０１２３】
図１５（ａ）～図１７（ｄ）は、本発明の第４の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法
における一連の工程を表す。この方法も、マイクロマシニング技術によって上述のマイク
ロミラー素子Ｘ１を製造するための一手法である。図１５（ａ）～図１７（ｄ）において
は、図３（ａ）～図６（ｃ）と同様に、モデル化した一の断面によって、ミラー部Ｍ、ト
ーションバーＴ１、内フレームＦ１、一組の櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、
内フレームＦ２、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の形成過程を表す。また
、図１５（ａ）～図１７（ａ）においては、当該モデル化断面とともに、ウエハの端部付
近におけるアライメントマーク形成部位の断面を表す。
【０１２４】
本実施形態では、まず、図１５（ａ）に示すように、ＳＯＩ（Silicon on Insulator）基
板４０に対して、酸化膜パターン４４を形成する。ＳＯＩ基板４０は、相対的に厚いシリ
コン層４１と、相対的に薄いシリコン層４２と、これらに挟まれた酸化膜４３とからなる
積層構造を有する。
【０１２５】
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シリコン層４１，４２は、ＰやＳｂをドープすることによって導電性が付与されたシリコ
ンよりなる。酸化膜４３は、熱酸化法により、シリコン層４１またはシリコン層４２の表
面に成長形成された酸化シリコンよりなる。酸化膜４３の成膜手段としては、熱酸化法に
代えて、ＣＶＤ法を採用してもよい。酸化膜４３の成長形成の後、シリコン層４１とシリ
コン層４２とが接合されてＳＯＩ基板４０が作製される。本実施形態では、例えば、シリ
コン層４１の厚みは例えば１５０μｍであり、シリコン層４２の厚みは例えば５μｍであ
り、酸化膜４３の厚みは例えば１μｍである。
【０１２６】
酸化膜パターン４４は、シリコン層４２上に、熱酸化法により酸化シリコンよりなる酸化
膜を成長させ、これをパターニングすることによって形成する。酸化膜パターン４４は、
図１５（ｂ）および図１７（ｂ）に示す工程において、主にトーションバーＴ１～Ｔ３を
マスクするためのものである。また、本工程においては、シリコン層４２上にアライメン
トマークＡＭ４が形成される。
【０１２７】
次に、図１５（ｂ）に示すように、酸化膜パターン４４をマスクとして、ＤＲＩＥにより
、シリコン層４２に対して酸化膜４３に至るまでエッチング処理を行う。次に、図１５（
ｃ）に示すように、所定のレジストパターンをマスクとして、酸化膜４３の所定の箇所に
、導電連絡部用の開口部４３ａ，４３ｂを形成する。次に、ＣＶＤ法により、ＳＯＩ基板
４０に対してポリシリコンを成膜することによって、図１５（ｄ）に示すように、ポリシ
リコン層４５ａ，４５ｂを形成する。このとき、当該ポリシリコンにより、酸化膜パター
ン４３の開口部４３ａ，４３ｂは填塞される。ポリシリコン層４５ａ，４５ｂは、ＣＶＤ
時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性が付与されており、約１μｍの厚
みを有する。本工程を経た材料基板においては、ポリシリコン層４５ａおよびシリコン層
４２と、シリコン層４１およびポリシリコン層４５ｂとは、電気的に接続している。
【０１２８】
次に、図１６（ａ）に示すように、エピタキシャル成長法により、ポリシリコン層４５ａ
の上にポリシリコン層４６を形成する。本実施形態では、ポリシリコン層４６は、エピタ
キシャル成長時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性が付与されており、
ポリシリコン層４５ａの表面から約１３０μｍの厚みを有する。本固定では、ポリシリコ
ン層４６の表面には、比較的大きな凹凸が形成されてしまう。
【０１２９】
次に、図１６（ｂ）に示すように、ポリシリコン層４６の表面を研削およびそれに続いて
鏡面研磨する。これにより、酸化膜パターン４４上のポリシリコン層４５ａおよびポリシ
リコン層４６の総厚を５０μｍとする。
【０１３０】
本工程を経ることによって、ポリシリコン層４５ａおよびポリシリコン層４６よりなる第
１導体層１０１と、シリコン層４２およびポリシリコン層４５ａよりなる第２導体層１０
２と、シリコン層４１およびポリシリコン層４５ｂよりなる第３導体層１０３と、第１導
体層および第２導体層の間に介在する酸化膜パターン４４（第１絶縁層１０４）と、第２
導体層および第３導体層の間に介在する酸化膜４３（第２絶縁層１０５）とからなる積層
構造を有する材料基板が形成される。
【０１３１】
次に、図１６（ｃ）に示すように、アライメントマークＡＭ４を露出させる。具体的には
、第１導体層１０１の側から、所定のレジストパターンをマスクとして、ＤＲＩＥにより
、第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。図１６（ｃ）以降の図においては
、図の簡潔化の観点より、ポリシリコン層４６に入り込むポリシリコン層４５ａは図示し
ない。
【０１３２】
次に、図１６（ｄ）に示すように、第１導体層１０１上にミラー面１１１を形成するとと
もに、第３導体層１０３上に配線４７（図１および図２において図示せず）形成する。具
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体的には、第１の実施形態において図４（ｄ）を参照して上述したのと略同様である。
【０１３３】
次に、図１７（ａ）に示すように、第１導体層１０１に対して酸化膜パターン４８を形成
し、且つ、第３導体層１０３に対して酸化膜パターン４９を形成する。酸化膜パターン４
８は、図１７（ｂ）に示す工程にて、第１導体層１０１においてミラー部Ｍ、内フレーム
Ｆ１、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２、および、外フレームＦ３へと加工される箇所をマ
スクするためのものである。ただし、酸化膜パターン４８は、内フレームＦ２、および、
外フレームＦ３へと加工される箇所をマスクする部位に、各々、開口部４８ａ，４８ｂを
有する。酸化膜パターン４９は、図１７（ｃ）に示す工程にて、第３導体層１０３におい
て、櫛歯電極Ｅ２、内フレームＦ２、および、外フレームＦ３へと加工される箇所をマス
クするためのものである。
【０１３４】
次に、図１７（ｂ）に示すように、第１導体層１０１の側から、酸化膜パターン４８をマ
スクとして、ＤＲＩＥにより第３導体層１０３が数μｍ掘れるまでエッチング処理を行う
。これによって、ミラー部Ｍの一部、トーションバーＴ１、内フレームＦ１の一部、櫛歯
電極Ｅ１、トーションバーＴ２、内フレームＦ２の一部、および、外フレームＦ３の一部
が成形される。このとき、ミラー部Ｍおよび内フレームＦ１において、各々、導電連絡部
としてのプラグＰ７およびプラグＰ８が形成される。これとともに、内フレームＦ２およ
び外フレームＦ３において、各々、導電連絡部としてのプラグＰ９およびプラグＰ１０が
形成される。
【０１３５】
次に、図１７（ｃ）に示すように、第２絶縁層１０５の上位に犠牲膜２０を形成した後に
、ＤＲＩＥにより、レジストパターン４９をマスクとして、第３導体層１０３に対して、
第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによって、ミラー部Ｍの一部、
内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ２、内フレームＦ２の一部、および、外フレームＦ３
の一部が成形される。
【０１３６】
次に、第１の実施形態において図６（ｂ）を参照して上述したのと同様に犠牲層２０を除
去した後、図１７（ｄ）に示すように、エッチング液に素子を浸漬することによって、露
出している第１絶縁層１０４、第２絶縁層１０５、および、酸化膜パターン４８，４９を
エッチング除去する。
【０１３７】
以上の一連の工程を経ることによって、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ１、内フレームＦ
１、櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、内フレームＦ２、トーションバーＴ３、
および、外フレームＦ３が形成される。すなわち、図１および図２に示すマイクロミラー
素子Ｘ１が製造される。
【０１３８】
本実施形態では、図１５（ａ）に示す工程において使用するＳＯＩ基板４０において、シ
リコン層４２すなわち第２導体層１０２を、薄膜形成技術により、厚み寸法について高精
度に形成しておくことができる。したがって、本実施形態によると、絶縁層１０４，１０
５の間において予め厚み寸法が高精度に規定されている第２導体層１０２から、トーショ
ンバー１４１，１５１を、厚み寸法について高精度に成形することができるのである。
【０１３９】
本実施形態において形成されるミラー部Ｍは、第１導体層１０１に由来する部位と、第２
導体層１０２に由来してトーションバーＴ１に連続する部位とを有し、これら２つの部位
は、プラグＰ７を介して電気的に接続している。内フレームＦ１は、第１導体層１０１に
由来する部位すなわち上層部１２１と、第２導体層１０２に由来してトーションバーＴ１
に連続する部位とを有し、これら２つの部位は、プラグＰ８を介して電気的に接続してい
る。したがって、ミラー部Ｍ（ミラー部１１０）と内フレームＦ１（内フレーム１２０）
の上層部１２１とは、トーションバーＴ１（トーションバー１４１）によって電気的に接
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続されている。
【０１４０】
また、内フレームＦ２は、第２導体層１０２に由来してトーションバーＴ３に連続する部
位と、第３導体層１０３に由来する部位すなわち下層部１２２とを有し、これら２つの部
位は、プラグＰ９を介して電気的に接続している。外フレームＦ３は、第２導体層１０２
に由来してトーションバーＴ３に連続する部位と、第３導体層１０３に由来する部位すな
わち下層部１３２とを有し、これら２つの部位は、プラグＰ１０を介して電気的に接続し
ている。したがって、内フレームＦ２（内フレーム１２０）の下層部１２２と、外フレー
ムＦ３（外フレーム１３０）の下層部１３２とは、トーションバーＴ３（トーションバー
１５１）によって電気的に接続されている。本実施形態により形成される、内フレームＦ
２および外フレームＦ３の間の電気的接続態様のバリエーションについては、第１の実施
形態に関して上述したのと略同様である。したがって、本実施形態により製造されるマイ
クロミラー素子Ｘ１においては、外フレーム１３０から内フレーム１２０に対して、複数
の電位伝達が可能となり、各櫛歯電極に対して付与すべき電位の大きさを、個別に制御す
ることが可能となる。その結果、本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１に
おいても、複雑な動作を適切に実現することが可能となる。
【０１４１】
また、本実施形態では、櫛歯電極Ｅ２は、外フレームＦ３の下層部１３２と同じ厚み寸法
を有する。したがって、櫛歯電極Ｅ２を成形するためのエッチング深度は浅くて済み、厚
み寸法について櫛歯電極Ｅ２を精度よく形成することができる。
【０１４２】
図１８（ａ）～図２１（ｄ）は、本発明の第５の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法
における一連の工程を表す。この方法も、マイクロマシニング技術によって上述のマイク
ロミラー素子Ｘ１を製造するための一手法である。図１８（ａ）～図２１（ｄ）において
は、図３（ａ）～図６（ｃ）と同様に、モデル化した一の断面によって、ミラー部Ｍ、ト
ーションバーＴ１、内フレームＦ１、一組の櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、
内フレームＦ２、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の形成過程を表す。また
、図１８（ａ）～図２１（ａ）においては、当該モデル化断面とともに、ウエハの端部付
近におけるアライメントマーク形成部位の断面を表す。
【０１４３】
本実施形態では、まず、図１８（ａ）に示すように、ＳＯＩ基板５０に対して、酸化膜パ
ターン５４を形成する。ＳＯＩ基板５０は、相対的に厚いシリコン層５１と、相対的に薄
いシリコン層５２と、これらに挟まれた酸化膜５３とからなる積層構造を有する。シリコ
ン層５１，５２は、ＰやＳｂをドープすることによって導電性が付与されたシリコンより
なる。酸化膜５３は酸化シリコンよりなる。ＳＯＩ基板５０は、第４の実施形態における
ＳＯＩ基板４０と同様にして作製されたものである。本実施形態では、シリコン層５２の
厚みは例えば５μｍであり、酸化膜５３の厚みは例えば１μｍである。
【０１４４】
酸化膜パターン５４は、シリコン層４２上に、熱酸化法により酸化シリコンよりなる酸化
膜を成長させ、これをパターニングすることによって形成する。酸化膜パターン４４は、
図１８（ｂ）および図２１（ｂ）に示す工程において、主にトーションバーＴ１～Ｔ３を
マスクするためのものである。また、本工程においては、シリコン層５２上にアライメン
トマークＡＭ５が形成される。
【０１４５】
次に、図１８（ｂ）に示すように、酸化膜パターン５４をマスクとして、ＤＲＩＥにより
、シリコン層５２に対して酸化膜５３に至るまでエッチング処理を行う。次に、ＣＶＤ法
により、ＳＯＩ基板５０に対して、酸化膜パターン５４の上方からポリシリコンを成膜す
ることによって、図１８（ｃ）に示すように、ポリシリコン層５５ａを形成する。ポリシ
リコン層５５ａは、ＣＶＤ時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性が付与
されており、約１μｍの厚みを有する。本工程を経た材料基板においては、ポリシリコン
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層５５ａとシリコン層５２とは、電気的に接続している。
【０１４６】
次に、図１８（ｄ）に示すように、エピタキシャル成長法により、ポリシリコン層５５ａ
の上にポリシリコン層５５ｂを形成する。本実施形態では、ポリシリコン層５５ｂは、エ
ピタキシャル成長時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性が付与されてお
り、ポリシリコン層５５ａの表面から約１３０μｍの厚みを有する。本工程では、ポリシ
リコン層５５ｂの表面には、比較的大きな凹凸が形成されてしまう。
【０１４７】
次に、図１９（ａ）に示すように、ポリシリコン層５５ｂの表面を研削およびそれに続い
て鏡面研磨する。これにより、酸化膜パターン５４上のポリシリコン層５５ａおよびポリ
シリコン層５５ｂの総厚を５０μｍとする。
【０１４８】
次に、図１９（ｂ）に示すように、ＳＯＩ基板５０のシリコン層５１を研磨により除去す
る。図１９（ｂ）以降の図においては、図の簡潔化の観点より、ポリシリコン層５５ｂに
入り込むポリシリコン層５５ａは図示しない。次に、図１９（ｃ）に示すように、酸化膜
５３に対して、所定のマスクを用いたエッチング処理により、導電連絡部用の開口部５３
ａ，５３ｂを形成する。次に、ＣＶＤ法により、酸化膜５３に対してポリシリコンを成膜
することによって、図１９（ｄ）に示すように、ポリシリコン層５６ａを形成する。この
とき、酸化膜５３の開口部５３ａ，５３ｂがポリシリコンにより填塞されることによって
、導電連絡部としてのプラグＰ１１，Ｐ１２が形成される。ポリシリコン層５６ａおよび
プラグＰ１１，Ｐ１２は、ＣＶＤ時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性
が付与されており、ポリシリコン層５６ａは約１μｍの厚みを有する。本工程を経た材料
基板においては、ポリシリコン層５６ａとシリコン層５２とは、電気的に接続している。
【０１４９】
次に、図２０（ａ）に示すように、エピタキシャル成長法により、ポリシリコン層５６ａ
上にポリシリコン層５６ｂを形成する。本実施形態では、ポリシリコン層５６ｂは、エピ
タキシャル成長時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性が付与されており
、ポリシリコン層５６ａの表面から約１３０μｍの厚みを有する。本工程では、ポリシリ
コン層５６ｂの表面には、比較的大きな凹凸が形成されてしまう。
【０１５０】
次に、図２０（ｂ）に示すように、ポリシリコン層５６ｂの表面を研削およびそれに続い
て鏡面研磨する。これにより、酸化膜５３上のポリシリコン層５６ａおよびポリシリコン
層５６ｂの総厚を５０μｍとする。
【０１５１】
本工程を経ることによって、ポリシリコン層５５ａおよびポリシリコン層５５ｂよりなる
第１導体層１０１と、シリコン層５２およびポリシリコン層５５ａよりなる第２導体層１
０２と、ポリシリコン層５６ａおよびポリシリコン層５６ｂよりなる第３導体層１０３と
、第１導体層および第２導体層の間に介在する酸化膜パターン５４（第１絶縁層１０４）
と、第２導体層および第３導体層の間に介在する酸化膜５３（第２絶縁層１０５）とから
なる積層構造を有する材料基板が形成される。
【０１５２】
次に、図２０（ｃ）に示すように、アライメントマークＡＭ５を露出させる。具体的には
、第１導体層１０１の側から、所定のレジストパターンをマスクとして、ＤＲＩＥにより
、第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。次に、図２０（ｄ）に示すように
、第１導体層１０１上にミラー面１１１を形成するとともに、第３導体層１０３上に配線
５７（図１および図２において図示せず）形成する。具体的には、第１の実施形態におい
て図４（ｄ）を参照して上述したのと略同様である。
【０１５３】
次に、図２１（ａ）に示すように、第１導体層１０１に対して酸化膜パターン５８を形成
し、且つ、第３導体層１０３に対して酸化膜パターン５９を形成する。酸化膜パターン５
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８は、図２１（ｂ）に示す工程にて、第１導体層１０１および第２導体層１０２において
ミラー部Ｍ、内フレームＦ１、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ２、および、外フレームＦ３
へと加工される箇所をマスクするためのものである。酸化膜パターン４９は、図２１（ｃ
）に示す工程にて、第３導体層１０３において、櫛歯電極Ｅ２および内フレームＦ２、お
よび、外フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。
【０１５４】
次に、図２１（ｂ）に示すように、第１導体層１０１に対して、酸化膜パターン５８をマ
スクとして、ＤＲＩＥにより第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これに
よって、ミラー部Ｍの一部、トーションバーＴ１、内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ１
、トーションバーＴ２、内フレームＦ２の一部、および、外フレームＦ３の一部が成形さ
れる。このとき、ミラー部Ｍおよび内フレームＦ１において、各々、導電連絡部としての
プラグＰ７およびプラグＰ８が形成される。
【０１５５】
次に、図２１（ｃ）に示すように、第２絶縁層１０５の上位に犠牲膜２０を形成した後に
、ＤＲＩＥにより、レジストパターン５９をマスクとして、第３導体層１０３に対して、
第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによって、ミラー部Ｍの一部、
内フレームＦ１の一部、櫛歯電極Ｅ２、内フレームＦ２の一部、および、外フレームＦ３
の一部が成形される。
【０１５６】
次に、第１の実施形態において図６（ｂ）を参照して上述したのと同様に犠牲層２０を除
去した後、図２１（ｄ）に示すように、エッチング液に素子を浸漬することによって、露
出している第１絶縁層１０４、第２絶縁層１０５、および、酸化膜パターン５８，５９を
エッチング除去する。
【０１５７】
以上の一連の工程を経ることによって、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ１、内フレームＦ
１、櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、内フレームＦ２、トーションバーＴ３、
および、外フレームＦ３が形成される。すなわち、図１および図２に示すマイクロミラー
素子Ｘ１が製造される。
【０１５８】
本実施形態では、図１８（ａ）に示す工程において使用するＳＯＩ基板５０において、シ
リコン層５２すなわち第２導体層１０２を、薄膜形成技術により、厚み寸法について高精
度に形成しておくことができる。したがって、本実施形態によると、絶縁層１０４，１０
５の間において予め厚み寸法が高精度に規定されている第２導体層１０２から、トーショ
ンバー１４１，１５１を、厚み寸法について高精度に成形することができるのである。
【０１５９】
本実施形態により形成される、ミラー部Ｍおよび内フレームＦ２の間の電気的接続態様に
ついては、第３の実施形態に関して上述したのと同様である。また、内フレームＦ２は、
第２導体層１０２に由来してトーションバーＴ３に連続する部位と、第３導体層１０３に
由来する部位すなわち下層部１２２とを有し、これら２つの部位は、プラグＰ１１を介し
て電気的に接続している。外フレームＦ３は、第２導体層１０２に由来してトーションバ
ーＴ３に連続する部位と、第３導体層１０３に由来する部位すなわち下層部１３２とを有
し、これら２つの部位は、プラグＰ１２を介して電気的に接続している。したがって、内
フレームＦ２（内フレーム１２０）の下層部１２２と、外フレームＦ３（外フレーム１３
０）の下層部１３２とは、トーションバーＴ３（トーションバー１５１）によって電気的
に接続されている。本実施形態により形成される、内フレームＦ２および外フレームＦ３
の間の電気的接続態様のバリエーションについては、第１の実施形態に関して上述したの
と略同様である。したがって、本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１にお
いては、外フレーム１３０から内フレーム１２０に対して、複数の電位伝達が可能となり
、各櫛歯電極に対して付与すべき電位の大きさを、個別に制御することが可能となる。そ
の結果、本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１においても、複雑な動作を
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適切に実現することが可能となる。
【０１６０】
また、本実施形態では、櫛歯電極Ｅ２は、外フレームＦ３の下層部１３２と同じ厚み寸法
を有する。したがって、櫛歯電極Ｅ２を成形するためのエッチング深度は浅くて済み、厚
み寸法について櫛歯電極Ｅ２を精度よく形成することができる。
【０１６１】
図２２（ａ）～図２３（ｃ）は、本発明の第６の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法
における一部の工程を表す。この方法も、マイクロマシニング技術によって上述のマイク
ロミラー素子Ｘ１を製造するための一手法である。図２２（ａ）～図２３（ｃ）において
は、図３（ａ）～図６（ｃ）と同様に、モデル化した一の断面によって、ミラー部Ｍ、ト
ーションバーＴ１、内フレームＦ１、一組の櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、
内フレームＦ２、トーションバーＴ３、および、外フレームＦ３の形成過程を表す。また
、図２２（ａ）～図２３（ｃ）においては、当該モデル化断面とともに、ウエハの端部付
近におけるアライメントマーク形成部位の断面を表す。
【０１６２】
本実施形態では、まず、図２２（ａ）に示すように、シリコン基板６１に対して、酸化膜
パターン６２を形成する。シリコン基板６１は、ＰやＳｂをドープすることによって導電
性が付与されたシリコンよりなるウエハである。酸化膜パターン６２は、熱酸化法により
シリコン基板６１上に成膜された酸化シリコン膜をパターニングすることによって形成さ
れる。本実施形態では、シリコン基板６１の厚みは例えば１５０μｍであり、酸化膜パタ
ーン６２の厚みは例えば１μｍである。酸化膜パターン６２は、第５の実施形態の酸化膜
パターン５４と同様に主にトーションバーＴ１～Ｔ３をマスクするためのものである。ま
た、本工程においては、シリコン基板６１上にアライメントマークＡＭ６が形成される。
【０１６３】
次に、図２２（ｂ）に示すように、酸化膜パターン６２をマスクとして、ＤＲＩＥにより
、シリコン基板６１に対して、トーションバーＴの厚みに相当する深さまでエッチング処
理を行う。
【０１６４】
次に、ＣＶＤ法により、シリコン基板６１に対して、酸化膜パターン６２の上方からポリ
シリコンを成膜することによって、図２２（ｃ）に示すように、ポリシリコン層６３を形
成する。ポリシリコン層６３は、ＣＶＤ時にポリシリコンにＰをドープすることによって
導電性が付与されており、約１μｍの厚みを有する。本工程を経た材料基板においては、
ポリシリコン層６３とシリコン基板６１とは、電気的に接続している。
【０１６５】
次に、図２２（ｄ）に示すように、エピタキシャル成長法により、ポリシリコン層６３の
上にポリシリコン層６４を形成する。本実施形態では、ポリシリコン層６４は、エピタキ
シャル成長時にポリシリコンにＰをドープすることによって導電性が付与されており、ポ
リシリコン層６３の表面から約１３０μｍの厚みを有する。本工程では、ポリシリコン層
６４の表面には、比較的大きな凹凸が形成されてしまう。
【０１６６】
次に、図２３（ａ）に示すように、ポリシリコン層６４の表面を研削およびそれに続いて
鏡面研磨する。これにより、酸化膜パターン６２上のポリシリコン層６３およびポリシリ
コン層６４の総厚を５０μｍとする。
【０１６７】
次に、図２３（ｂ）に示すように、シリコン基板６１を研磨する。具体的には、ポリシリ
コン層６３が現れ、且つ、トーションバーＴ１～Ｔ３が現れるまで、シリコン基板６１を
研磨する。図２３（ｂ）以降の図においては、図の簡潔化の観点より、ポリシリコン層６
４に入り込むポリシリコン層６３は図示しない。
【０１６８】
次に、図２３（ｃ）に示すように、研磨表面に対して、酸化膜パターン６５を形成する。
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具体的には、ＣＶＤ法により、当該研磨面に酸化シリコンよりなる酸化膜を形成した後、
これをパターニングすることによって、酸化膜パターン６５を形成する。酸化膜パターン
６５は、導電連絡部用の開口部６５ａ，６５ｂを有する。
【０１６９】
以降の工程については、第５の実施形態において図１９（ｄ）～図２１（ｄ）を参照して
上述した工程と同一である。したがって、本実施形態によると、第５の実施形態により製
造されるのと同様の内部層構造を有するマイクロミラー素子Ｘ１を製造することができる
。
【０１７０】
図２４（ａ）～図２８（ｄ）は、本発明の第７の実施形態に係るマイクロ構造体製造方法
における一部の工程を表す。この方法も、マイクロマシニング技術によって上述のマイク
ロミラー素子Ｘ１を製造するための一手法である。図２４（ａ）～図２８（ｄ）において
は、モデル化した一の断面によって、図２８（ｄ）に示すミラー部Ｍ、トーションバーＴ
１、内フレームＦ１、一組の櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、トーションバー
Ｔ３、内フレームＦ２、トーションバーＴ４、および、外フレームＦ３の形成過程を表す
。上述の第１～第６の実施形態とは異なり、トーションバーＴ２は、マイクロミラー素子
Ｘ１のトーションバー１４１に相当し、その延び方向に垂直な断面により表されている。
また、トーションバーＴ３は、トーションバー１５１に相当し、その延び方向に垂直な断
面により表されている。トーションバーＴ４は、トーションバー１５１に相当し、その延
び方向に沿った断面により表されている。また、図２５（ａ）～図２７（ａ）においては
、当該モデル化断面とともに、ウエハの端部付近におけるアライメントマーク形成部位の
断面を表す。
【０１７１】
本実施形態では、まず、図２４（ａ）に示すようなＳＯＩ基板７０を用意する。ＳＯＩ基
板７０は、相対的に厚いシリコン層７１と、相対的に薄いシリコン層７２と、これらに挟
まれた酸化膜７３とからなる積層構造を有する。シリコン層７１，７２は、ＰやＳｂをド
ープすることによって導電性が付与されたシリコンよりなる。酸化膜７３は酸化シリコン
よりなる。ＳＯＩ基板７０は、第４の実施形態におけるＳＯＩ基板４０と同様にして作製
されたものである。本実施形態では、シリコン層７１の厚みは例えば３００μｍであり、
シリコン層７２の厚みは例えば５μｍであり、酸化膜７３の厚みは例えば１μｍである。
【０１７２】
次に、図２４（ｂ）に示すように、シリコン層７２において、トーションバー１４１（Ｔ
１，Ｔ２）を成形する。具体的には、所定のレジストパターンをマスクとして、ＤＲＩＥ
により、酸化膜７３に至るまでエッチング処理を行なうことによって、トーションバー１
４１を成形する。
【０１７３】
次に、図２４（ｃ）に示すように、レジストパターン７４を形成した後、ＤＲＩＥ、また
は、ＫＯＨ水溶液を使用する異方性エッチングにより、トーションバーＴ１，Ｔ２を若干
量（例えば１μｍ）削る。すなわち、トーションバーＴ１，Ｔ２を少しだけ薄くする。レ
ジストパターン７４は、トーションバーＴ１，Ｔ２以外のシリコン層７２を覆っている。
【０１７４】
次に、図２４（ｄ）に示すように、トーションバーＴ１，Ｔ２を、熱酸化法により形成さ
れた酸化シリコンよりなる酸化膜７５により被覆する。
【０１７５】
次に、図２５（ａ）に示すように、シリコン層７２に対して、レジスト膜７６を積層形成
する。シリコン層７２が凹凸を有するので、レジスト膜７６の形成においては、レジスト
スプレー（ノンコンタクトジェットディスペンサ）を使用するのが好ましい。
【０１７６】
次に、レジスト膜７６に対して、トーションバーＴ１，Ｔ２との位置合わせを正確に行い
つつアライメントマーク形成用の開口部７６ａを形成した後、当該レジスト膜７６をマス
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クとして、図２５（ｂ）に示すように、ＤＲＩＥにより酸化膜７３に至るまでエッチング
処理することによって、アライメントマークＡＭ７を形成する。
【０１７７】
次に、図２５（ｃ）に示すように、ＢＨＦを作用させることにより、アライメントマーク
形成部において前工程で露出した酸化膜７３の一部を除去する。次に、図２５（ｄ）に示
すように、アライメントマーク形成部において、更なるＤＲＩＥにより、シリコン層７１
に対して所定の深さまでエッチング処理を行なう。
【０１７８】
次に、図２６（ａ）に示すように、ＳＯＩ基板７０からレジスト膜７６を除去する。次に
、図２６（ｂ）に示すように、ＳＯＩ基板７０のシリコン層７２の側に対して、シリコン
基板７７を加熱接合する。シリコン基板７７は、ＰやＳｂをドープすることによって導電
性が付与されたシリコンよりなり、例えば１５０μｍの厚みを有する。
【０１７９】
本工程を経ることによって、シリコン基板７７よりなる第１導体層１０１と、シリコン層
７２よりなる第２導体層１０２と、シリコン層７１よりなる第３導体層１０３と、第１導
体層および第２導体層の間に介在する酸化膜７５（第１絶縁層１０４）と、第２導体層お
よび第３導体層の間に介在する酸化膜７３（第２絶縁層１０５）とからなる積層構造を有
する材料基板が形成される。
【０１８０】
次に、図２６（ｃ）に示すように、シリコン層７１が所定の厚みとなるように、当該シリ
コン層７１を研磨する。このとき、アライメントマークＡＭ７が第３導体層１０３の側に
露出する。
【０１８１】
次に、図２６（ｄ）に示すように、第１導体層１０１上にミラー面１１１を形成するとと
もに、第３導体層１０３上に配線７８を形成する。具体的には、第２の実施形態において
図８（ｄ）を参照して上述したのと同様である。
【０１８２】
次に、図２７（ａ）に示すように、第１導体層１０１に対して酸化膜パターン７９を形成
し、且つ、第３導体層１０３に対して酸化膜パターン８０およびレジストパターン８１を
形成する。酸化膜パターン７９は、図２７（ｂ）に示す工程にて、第１導体層１０１およ
び第２導体層１０２においてミラー部Ｍ、内フレームＦ１、櫛歯電極Ｅ１、内フレームＦ
２、および、外フレームＦ３へと加工される箇所をマスクするためのものである。酸化膜
パターン８０は、図２７（ｃ）および図２８（ａ）に示す工程にて、第３導体層１０３に
おいて、櫛歯電極Ｅ２および内フレームＦ２、および、外フレームＦ３へと加工される箇
所をマスクするためのものである。レジストパターン８１は、図２７（ｃ）に示す工程に
て、トーションバーＴ３，Ｔ４へと加工される箇所に対応する箇所をマスクするためのも
のである。
【０１８３】
次に、図２７（ｂ）に示すように、第１導体層１０１および第２導体層１０２に対して、
酸化膜パターン７９をマスクとして、ＤＲＩＥにより第２絶縁層１０５に至るまでエッチ
ング処理を行う。これによって、ミラー部Ｍの一部、トーションバーＴ１、内フレームＦ
１の一部、櫛歯電極Ｅ１、トーションバーＴ２、内フレームＦ２の一部、および、外フレ
ームＦ３の一部が成形される。
【０１８４】
次に、図２７（ｃ）に示すように、第２絶縁層１０５の上位に犠牲膜２０を形成した後に
、ＤＲＩＥにより、酸化膜パターン８０およびレジストパターン８１をマスクとして、第
３導体層１０３に対して、トーションバーＴ３，Ｔ４の厚みに相当する深さまでエッチン
グ処理を行う。次に、図２７（ｄ）に示すように、レジストパターン８１を除去する。
【０１８５】
次に、図２８（ａ）に示すように、配線パターン８０をマスクとして、第３導体層１０３
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に対して、第２絶縁層１０５に至るまでエッチング処理を行う。これによって、櫛歯電極
Ｅ２、トーションバーＴ３、内フレームＦ２の一部、トーションバーＴ４、および、外フ
レームＦ３の一部が成形される。
【０１８６】
次に、図２８（ｂ）に示すように、第１の実施形態において図６（ｂ）を参照して上述し
たのと同様に犠牲層２０を除去する。次に、図２８（ｃ）に示すように、エッチング液に
素子を浸漬することによって、露出している第１絶縁層１０４、第２絶縁層１０５、およ
び、酸化膜パターン７９，８０をエッチング除去する。
【０１８７】
以上の一連の工程を経ることによって、ミラー部Ｍ、トーションバーＴ１、内フレームＦ
１、櫛歯電極Ｅ１，Ｅ２、トーションバーＴ２、トーションバーＴ３、内フレームＦ２、
トーションバーＴ４、および、外フレームＦ３が形成される。すなわち、図１および図２
に示すマイクロミラー素子Ｘ１が製造される。
【０１８８】
本実施形態では、図２４（ａ）に示す工程において使用するＳＯＩ基板７０において、シ
リコン層７２すなわち第２導体層１０２を、薄膜形成技術により、厚み寸法について高精
度に形成しておくことができる。したがって、本実施形態によると、絶縁層１０４，１０
５の間において予め厚み寸法が高精度に規定されている第２導体層１０２から、トーショ
ンバー１４１を、厚み寸法について高精度に成形することができるのである。
【０１８９】
本実施形態により形成される、ミラー部Ｍ（ミラー部１１０）と内フレームＦ１（内フレ
ーム１２０）の上層部１２１とは、図２８（ａ）に表れているように、トーションバーＴ
１によって機械的かつ電機的に接続されている。また、内フレームＦ２（内フレーム１２
０）の下層部１２２と、外フレームＦ３（外フレーム１３０）の下層部１３２とは、図２
８（ａ）に表れているように、トーションバーＴ４によって機械的かつ電機的に接続され
ている。本実施形態においては、内フレームＦ２と外フレームＦ３との間にトーションバ
ーＴ４に代えて、又はこれとともに、トーションバーＴ１と同様の工程を経て他のトーシ
ョンバーを設けることによって、内フレームＦ２の上層部１２１と外フレームＦ３の上層
部１３１とを電気的に接続することができる。内フレームＦ２と外フレームＦ３とに接続
するこのようなトーションバーを設ける場合、内フレームＦ２および外フレームＦ３の内
部においては、当該トーションバーとトーションバーＴ４とが短絡しないような導電経路
を形成する。このように、本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１において
は、外フレーム１３０から内フレーム１２０に対して、複数の電位伝達が可能となり、各
櫛歯電極に対して付与すべき電位の大きさを、個別に制御することが可能となる。その結
果、本実施形態により製造されるマイクロミラー素子Ｘ１においても、複雑な動作を適切
に実現することが可能となる。
【０１９０】
また、本実施形態では、櫛歯電極Ｅ２は、外フレームＦ３の下層部１３２と同じ厚み寸法
を有する。したがって、櫛歯電極Ｅ２を成形するためのエッチング深度は浅くて済み、厚
み寸法について櫛歯電極Ｅ２を精度よく形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明により製造することのできるマイクロ構造体の一例としてのマイクロミラ
ー素子の斜視図である。
【図２】図１に示すマイクロミラー素子の平面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るマイクロミラー素子製造方法における一部の工程
を表す。
【図４】図３に続く工程を表す。
【図５】図４に続く工程を表す。
【図６】図５に続く工程を表す。
【図７】本発明の第２の実施形態に係るマイクロミラー素子製造方法における一部の工程
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を表す。
【図８】図７に続く工程を表す。
【図９】図８に続く工程を表す。
【図１０】図９に続く工程を表す。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係るマイクロミラー素子製造方法における一部の工
程を表す。
【図１２】図１１に続く工程を表す。
【図１３】図１２に続く工程を表す。
【図１４】図１３に続く工程を表す。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係るマイクロミラー素子製造方法における一部の工
程を表す。
【図１６】図１５に続く工程を表す。
【図１７】図１６に続く工程を表す。
【図１８】本発明の第５の実施形態に係るマイクロミラー素子製造方法における一部の工
程を表す。
【図１９】図１８に続く工程を表す。
【図２０】図１９に続く工程を表す。
【図２１】図２０に続く工程を表す。
【図２２】本発明の第６の実施形態に係るマイクロミラー素子製造方法における一部の工
程を表す。
【図２３】図２２に続く工程を表す。
【図２４】本発明の第７の実施形態に係るマイクロミラー素子製造方法における一部の工
程を表す。
【図２５】図２４に続く工程を表す。
【図２６】図２５に続く工程を表す。
【図２７】図２６に続く工程を表す。
【図２８】図２７に続く工程を表す。
【図２９】従来の平板電極型マイクロミラー素子の分解斜視図である。
【図３０】図２９に示すマイクロミラー素子の傾斜態様の一例を表す。
【図３１】従来の櫛歯電極型マイクロミラー素子の一部切欠斜視図である。
【図３２】一組の櫛歯電極の配向を表す。
【符号の説明】
Ｘ１　　　マイクロミラー素子
１１０，Ｍ　　　ミラー部
１２０，Ｆ１，Ｆ２　　　内フレーム
１３０，Ｆ３　　　外フレーム
１４０，１５０　　　連結部
１４１，１５１，Ｔ１～Ｔ４　　　トーションバー
１０１　　　第１導体層
１０２　　　第２導体層
１０３　　　第３導体層
１０４　　　第１絶縁層
１０５　　　第２絶縁層
Ｅ１，Ｅ２　　　櫛歯電極
Ｐ１～Ｐ１２　　　プラグ
ＡＭ１～ＡＭ７　　　アライメントマーク
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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