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(57)【要約】
　ＭＥＭＳ装置が、ＬＣＤ又はＯＬＥＤ製造に使用され
る材料を含み、この同じ製造システムでの製造を容易に
する。可能ならば、同じ及び同様な材料が、ＭＥＭＳ装
置内の多層用に使用され、部分的に透明な電極への透明
な導体の使用を避けることができ、必要な材料の数を最
小化し、製造コストを最小化する。ある層が、所望の特
性を得るように選択された合金を含む。製造プロセスの
間に、堆積層の中間処理が行われ、所望の特性を有する
層が提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的ＭＥＭＳ装置であって、
　基板上に形成され、ストリップ電極を形成するようにパターン化された導電光吸収体；
　前記光吸収体上に形成された少なくとも１つの支持構造；及び
　前記少なくとも１つの支持構造上に形成され、前記導電光吸収体から離隔された導電可
変層；
　を備え、
　前記光吸収体が、前記ＭＥＭＳ装置の光学的活性領域内における前記ストリップ電極内
の第１導体として機能し、
　前記可変層が、前記光吸収体に向かって静電的にたわむことが可能であることを特徴と
する光学的ＭＥＭＳ装置。
【請求項２】
　前記光吸収体が、約２原子％のクロムを含むモリブデン－クロム合金を含むことを特徴
とする請求項１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項３】
　前記光吸収体が、約７０－７５オングストロームの厚さを有することを特徴とする請求
項２に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項４】
　前記光吸収体が、入射可視光の約２８．５％から３４．５％を反射することを特徴とす
る請求項１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項５】
　前記光吸収体の少なくとも一部の下に位置したブラックマスク吸収体層をさらに備え、
　前記ブラックマスク吸収体が、前記光吸収体と同じ材料を含むことを特徴とする請求項
１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項６】
　前記ＭＥＭＳ装置が、前記可変層と前記光吸収体との間に、犠牲層を備え、
　前記犠牲層が、前記光吸収体及び前記ブラックマスク吸収体と同じ材料を含むことを特
徴とする請求項５に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項７】
　前記犠牲層、前記光吸収体、及び前記ブラックマスク吸収体の各々が、モリブデン層を
備えることを特徴とする請求項６に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの前記ブラックマスク吸収体及び前記光吸収体が、入射光の一部を吸収
する干渉型ブラックマスクを形成することを特徴とする請求項５に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項９】
　前記ブラックマスク吸収体が、ディスプレイの光学的非活性領域に位置することを特徴
とする請求項５に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１０】
　ブラックマスク吸収体層の少なくとも一部が、前記少なくとも１つの支持構造の一部の
下に位置することを特徴とする請求項１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１１】
　前記可変層が、
　前記光吸収体に面した反射副層、及び
　前記反射副層上に位置した機械的副層
　を備え、
　前記反射副層が、アルミニウムを含み、
　前記機械的副層が、ニッケルを含むことを特徴とする請求項１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１２】
　前記反射副層が、アルミニウム－ネオジム合金を含むことを特徴とする請求項１１に記
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載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１３】
　前記アルミニウム－ネオジム合金が、約２原子％のネオジムを含むことを特徴とする請
求項１２に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１４】
　前記機械的副層が、ニッケル－ホウ素合金を含むことを特徴とする請求項１１に記載の
ＭＥＭＳ装置。
【請求項１５】
　前記ニッケル－ホウ素合金が、約０．５原子％のホウ素を含むことを特徴とする請求項
１４に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１６】
　前記光吸収体層と電気通信する導電ブッシング構造をさらに備えることを特徴とする請
求項１１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１７】
　前記ブッシング構造が、第１副層及び第２副層を備え、
　前記第１副層が、前記可変層の反射副層と同じ材料を含み、
　前記第２副層が、前記可変層の機械的副層と同じ材料を含むことを特徴とする請求項１
６に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１８】
　前記光吸収体の少なくとも一部上に位置した光誘電体層をさらに備え、
　前記光吸収体が、ディスプレイの光学的活性領域における前記光誘電体層と前記基板と
の間に位置した１つの導電材料を含むことを特徴とする請求項１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項１９】
　前記ＭＥＭＳ装置が、ディスプレイの光学的活性領域内にＩＴＯを含まないことを特徴
とする請求項１に記載のＭＥＭＳ装置。
【請求項２０】
　前記ＭＥＭＳ装置が、干渉型変調器として機能することを特徴とする請求項１に記載の
ＭＥＭＳ装置。
【請求項２１】
　光学的ＭＥＭＳ装置の製造方法であって、
　基板上に導電光吸収体を形成する段階と、
　ストリップ電極を形成するように前記導電光吸収体をパターニングする段階と、
　前記光吸収体上に犠牲層を形成する段階と、
　前記光吸収体上に少なくとも１つの支持構造を形成する段階と、
　前記犠牲層及び少なくとも１つの前記支持構造上に導電可変層を形成する段階と、
　前記犠牲層を除去するようにリリースエッチングを行う段階と、
　前記可変層と前記光吸収体との間にキャビティを形成する段階と、
を含み、
　前記光吸収体が、前記ＭＥＭＳ装置の光学的活性領域内において、前記ストリップ電極
内の第１導体として機能することを特徴とする光学的ＭＥＭＳ装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記光吸収体が、約２原子％のクロムを含むモリブデン－クロム合金を含むことを特徴
とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記光吸収体が、約７０－７５オングストロームの厚さを有することを特徴とする請求
項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記光吸収体が、入射可視光の約２８．５％から３４．５％を反射することを特徴とす
る請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
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　前記光吸収体の堆積の前に、ブラックマスク吸収体層を形成する段階をさらに含み、
　前記ブラックマスク吸収体が、前記光吸収体と同じ材料を含むことを特徴とする請求項
２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ＭＥＭＳ装置の光学的活性領域において、前記ブラックマスク吸収体層を除去する
ように前記ブラックマスク吸収体層をパターニングする段階をさらに含むことを特徴とす
る請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記犠牲層が、前記光吸収体及び前記ブラックマスク吸収体と同じ材料を含むことを特
徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記犠牲層、前記光吸収体、及び前記ブラックマスク吸収体の各々が、モリブデン層を
備えることを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記可変層を形成する段階の前に、Ｎ２Ｏを含むプラズマ環境に前記犠牲層を露出させ
る段階をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの支持構造を形成する段階の後で、Ｎ２Ｏを含むプラズマ環境に前
記犠牲層を露出させる段階が実施されることを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記光吸収体と電気通信するブッシング構造を形成する段階をさらに含むことを特徴と
する請求項２１に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ブッシング構造を形成する段階が、
　第１ブッシング副層を形成する段階と、
　一定時間の間、前記第１ブッシング副層を真空に露出させる段階と、
　前記第１ブッシング副層を真空に露出させる段階の後で、第１層上に第２ブッシング副
層を形成する段階と、
を含むことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第１ブッシング副層が、約２原子％のネオジムを含むアルミニウム－ネオジム合金
を含み、
　前記第２ブッシング副層が、約０．５原子％のホウ素を含むニッケル－ホウ素合金を含
むことを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記可変層を形成する段階が、
　前記犠牲層上に、アルミニウムを含む反射副層を形成する段階と、
　第１副層上に、ニッケルを含む機械的副層を形成する段階と、
を含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記反射副層が、約２％のネオジムを含むアルミニウム－ネオジム合金を含むことを特
徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記機械的副層が、約０．５％のホウ素を含むニッケル－ホウ素合金を含むことを特徴
とする請求項３４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）が、微小機械素子、アクチュエーター、及び電子機
器を含む。
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【背景技術】
【０００２】
　微小機械素子が、堆積、エッチング及び／又は他のマイクロマシニングプロセスを使用
して形成されてよく、このマイクロマシニングプロセスが、基板及び／若しくは堆積材料
層の部分をエッチングし、又は電気及び電気機械デバイスを形成するように層を追加する
。あるタイプのＭＥＭＳ装置が、干渉型（ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ）変調器と呼
ばれる。本願明細書に使用されるものとして、干渉型変調器又は干渉型光変調器という用
語は、光学干渉の原理を使用して光を選択的に吸収及び／又は反射するデバイスについて
言及したものである。ある実施形態において、干渉型変調器が、一組の導電板を備えてよ
く、この導電板の一方又は両方が、その全体又は一部が透明である及び／又は反射型であ
ってよく、適切な電気信号を印加すると相対運動することが可能であってよい。特定の実
施形態において、一方の板が、基板上に堆積された固定層を備えてよく、他方の板が、空
隙によって固定層から分離された金属膜を備えてよい。本願明細書においてさらに詳しく
記載されているように、他方に対しての一方の板の位置により、干渉型変調器上への入射
光の光学干渉を変化させることが可能である。このようなデバイスが、広範囲の用途を有
し、当業界において、これらのタイプのデバイスの特徴を活用する及び／又は変更するの
に役立ち、これらの特徴が、既存製品の改善及び未だ開発されていない新規な製品の製造
に利用されることが可能である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　ある実施形態において、基板上に形成され、かつストリップ電極を形成するようにパタ
ーン化された導電光吸収体、該光吸収体上に形成された少なくとも１つの支持構造、及び
該少なくとも１つの支持構造上に形成され、かつ導電光吸収体から離隔された導電可変層
を含む光学ＭＥＭＳ装置が提供され、この光吸収体が、ＭＥＭＳ装置の光学的活性領域内
において、ストリップ電極内における第１導体として機能し、この可変層が光吸収体に向
かって静電的にたわむ。
【０００４】
　他の実施形態において、光学ＭＥＭＳ装置の製造方法が提供され、この方法が、基板上
に導電光吸収体を形成する段階、ストリップ電極を形成するように導電光吸収体をパター
ン化する段階、光吸収体上に犠牲層を形成する段階、光吸収体上に少なくとも１つの支持
構造を形成する段階、犠牲層及び少なくとも１つの支持構造上に導電可変層を形成する段
階、並びに、犠牲層を除去するようにリリースエッチング（ｒｅｌｅａｓｅ　ｅｔｃｈ）
を行う段階、可変層と光吸収体との間にキャビティを形成する段階を含み、光吸収体が、
ＭＥＭＳ装置の光学的活性領域内において、ストリップ電極内の第１導体として機能する
。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】ある実施形態の干渉型変調器ディスプレイの一部を図示した等角図であって、第
１干渉型変調器の可動反射層が緩和位置（ｒｅｌａｘｅｄ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）内にあり
、第２干渉型変調器の可動反射層が作動位置内にある。
【図２】ある実施形態の３×３干渉型変調器ディスプレイを組み込んだ電子デバイスを図
示したシステムブロック図である。
【図３】図１の干渉型変調器のある例示的な実施形態に対して加えられた電圧対可動ミラ
ー位置の図である。
【図４】干渉型変調器ディスプレイを駆動するために使用されうる行及び列の電圧の組の
図である。
【図５Ａ】図２の３×３干渉型変調器ディスプレイに表示データのフレームを書き込むた
めに使用されうる行及び列信号に対するある例示的なタイミング図を図示したものである
。
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【図５Ｂ】図２の３×３干渉型変調器ディスプレイに表示データのフレームを書き込むた
めに使用されうる行及び列信号に対するある例示的なタイミング図を図示したものである
。
【図６Ａ】複数の干渉型変調器を含むある実施形態の画像表示装置を図示するシステムブ
ロック図である。
【図６Ｂ】複数の干渉型変調器を含むある実施形態の画像表示装置を図示するシステムブ
ロック図である。
【図７Ａ】図１の装置の断面図である。
【図７Ｂ】他の実施形態の干渉型変調器の断面図である。
【図７Ｃ】さらに他の実施形態の干渉型変調器の断面図である。
【図７Ｄ】さらに他の実施形態の干渉型変調器の断面図である。
【図７Ｅ】さらなる他の実施形態の干渉型変調器の断面図である。
【図８Ａ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｂ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｃ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｄ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｅ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｆ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｇ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｈ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図８Ｉ】干渉型変調器の製造時における様々な段階の略断面図である。
【図９】干渉型変調器の非作動アレイの底面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の詳細な記載は、ある特定の実施形態を対象とするものである。しかしながら、本
願明細書に記載された教示内容は、多数の異なる方法に適用されることが可能である。こ
の記載において、全体を通して、同種の部品が、同種の参照符号で示される図面を参照す
る。動く（例えばビデオ）又は動かない（例えば静止像）、及びテキスト又は画像の像を
表示するように構成されたいずれの装置において、本実施形態が、実施されてよい。特に
、制限するものではないが、携帯電話、ワイヤレス機器、携帯情報端末（ＰＤＡｓ）、ハ
ンドヘルド又はポータブルコンピューター、ＧＰＳ受信機／ナビゲーター、カメラ、ＭＰ
３プレーヤー、カムコーダー、ゲーム機、腕時計、時計、計算機、テレビ用モニター、フ
ラットパネルディスプレイ、コンピューター用モニター、自動車用ディスプレイ（例えば
、走行距離計用ディスプレイ等）、コックピットコントロール及び／又はディスプレイ、
カメラビューのディスプレイ（例えば、自動車内における後方確認用カメラのディスプレ
イ）、電子写真、電光掲示板又はサイン、プロジェクター、建築物、パッケージング、並
びに、芸術的建造物（例えば、宝石類上の像のディスプレイ）のような、様々な電子装置
内で又はこれと関連させて本実施形態が実施されうると考えられる。本願明細書に記載さ
れたそれらと同様な構造のＭＥＭＳ装置が、電子スイッチ装置のような非－ディスプレイ
用途に使用されることも可能である。
【０００７】
　干渉型変調器のようなＭＥＭＳ装置の製造プロセスが、製造プロセスを単純化するよう
に設計されてよく、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）製造施設、又は、フラットパネルディス
プレイ工場、若しくは従来のＬＣＤ，ＯＬＥＤ工場のような“工場”における製造を容易
にする製造プロセスに適応するように設計されてよい。多層用に同じ材料（例えば、吸収
体及び犠牲層用にＭｏＣｒ又はＭｏ）を使用すること、及び信号を運ぶ光吸収体を使用す
るのに十分に小さなアレイ用のオプティカルスタックから高価な透明な導電性酸化物（例
えば、ＩＴＯ）を除去することにより、さらに簡易化することが出来る。ある実施形態に
おいて、製造プロセスに、そのような製造施設において使用されるＭｏＣｒ合金のような
材料が組み込まれてよい。他の実施形態において、特定の組成を有する合金のような材料
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が、干渉型変調器又は他のＭＥＭＳ装置に所望の特性を提供するために使用されてよい。
【０００８】
　干渉型ＭＥＭＳ表示素子を備えたある干渉型変調器ディスプレイの実施形態が、図１に
示されている。これらの装置において、ピクセルが、明るい又は暗い状態のいずれかであ
る。明るい（“緩和”又は“オープン”）状態において、表示素子が、ユーザに入射する
可視光の大部分を反射する。暗い（“作動”又は“クローズ”）状態において、表示素子
が、ユーザに入射する可視光をほとんど反射しない。実施形態により、“オン”及び“オ
フ”状態の光の反射率特性が反対になってもよい。ＭＥＭＳピクセルが、選択された色に
おいて大部分を反射するように構成されることが可能であり、黒及び白に加え、カラー表
示を可能とする。
【０００９】
　図１は、画像表示の一連のピクセル内における２つの隣接するピクセルを描いた等角図
であり、各ピクセルが、ＭＥＭＳ干渉型変調器を備える。いくつかの実施形態において、
干渉型変調器ディスプレイが、これらの干渉型変調器の行／列アレイを備える。各干渉型
変調器が、互いに可変かつ制御可能な距離に位置された一組の反射層を含み、少なくとも
１つの可変寸法を持つ共振光学ギャップを形成する。ある実施形態において、反射層のひ
とつが、２つの位置の間を移動しうる。本願明細書において緩和位置と呼ばれる第１位置
において、可動反射層が、固定された部分的反射層から比較的に大きく離れて位置される
。本願明細書において作動位置と呼ばれる第２位置において、可動反射層が、部分的反射
層とより密接に隣接して位置される。２つの層から反射する入射光が、可動反射層の位置
により、発展的に又は破壊的に干渉し、各ピクセルに対し全体的な反射型又は非－反射型
状態のいずれかを形成する。
【００１０】
　図１におけるピクセルアレイの示された部分が、２つの隣接する干渉型変調器１２ａ及
び１２ｂを含む。左の干渉型変調器１２ａにおいて、可動反射層１４ａが、部分的反射層
を含むオプティカルスタック（ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｔａｃｋ）１６ａから所定の距離だけ
離れた緩和位置に示されている。右の干渉型変調器１２ｂにおいて、可動反射層１４ｂが
、オプティカルスタック１６ｂに隣接する作動位置に示されている。
【００１１】
　本願明細書において参照されるオプティカルスタック１６ａ及び１６ｂ（合わせてオプ
ティカルスタック１６と呼ぶ）が、通常、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）のような電極
層、クロムのような部分的反射層、及び透明誘電体を含むことが可能ないくつかの融合（
ｆｕｓｅｄ）層を含む。従って、オプティカルスタック１６が、導電性であり、部分的に
透明であり、及び部分的に反射型であり、例えば、透明基板２０の上に１つ又はそれ以上
の上位層を堆積することにより、製造されてよい。部分的反射層が、様々な金属、半導体
及び誘電体のような部分的に反射型である様々な材料から形成されることが可能である。
部分的反射層が、材料の１つまたはそれ以上の層から形成されることが可能であり、各層
が、単一の材料又は材料の組み合わせにより形成されることが可能である。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、オプティカルスタック１６の層が、縞模様にパターン化
され、以下にさらに記載されるように、表示装置内の行電極を形成してよい。可動反射層
１４ａ、１４ｂが、柱１８の上端に堆積された列を形成する堆積金属層又は複数の層（行
電極１６ａ、１６ｂと直交する）及び柱１８間に堆積された中間（ｉｎｔｅｒｖｅｎｉｎ
ｇ）犠牲材料の一連の縞模様に形成されてよい。犠牲材料が、エッチングされた場合、可
動反射層１４ａ、１４ｂが、定義された間隙１９だけ、オプティカルスタック１６ａ、１
６ｂから分離される。反射層１４に対し、アルミニウムのような高導電性かつ反射性材料
が、使用されてよく、これらのストリップが、表示装置内の列電極を形成してよい。図１
が、縮尺通りではないことに留意すべきである。いくつかの実施形態において、柱１８間
の間隔が、約１０－１００μｍでよく、一方、間隙１９が、約１０００オングストローム
未満であってよい。
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【００１３】
　図１のピクセル１２ａによって示されるように、電圧をかけない場合、間隙１９が、可
動反射層１４ａとオプティカルスタック１６ａとの間に残り、可動反射層１４ａが機械的
に緩和状態にある。しかしながら、選択された行及び列に電位（電圧）差が与えられた場
合、対応するピクセルにおいて行及び列電極の交点に形成されたコンデンサが、帯電され
、静電力により、電極を引き合わせる。電圧が十分に高い場合、可動反射層１４が変形さ
れ、オプティカルスタック１６に押し付けられる。図１の右側の作動ピクセル１２ｂによ
って示されるように、オプティカルスタック１６内の誘電層（この図には示さない）が、
短絡を防ぎ、層１４と１６の間の分離距離を制御しうる。与えられた電位差の極性にかか
わらず、この挙動は同じである。
【００１４】
　図２から５が、ディスプレイ用途における干渉型変調器のアレイを使用するためのある
例示的なプロセス及びシステムを示す。
【００１５】
　図２は、干渉型変調器を組み込みうるある実施形態の電子デバイスを示すシステムブロ
ック図である。電子デバイスが、ＡＲＭ（登録商標）、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）、８
０５１、ＭＩＰＳ（登録商標）、Ｐｏｗｅｒ　ＰＣ（登録商標）、若しくはＡＬＰＨＡ（
登録商標）のようないずれの汎用シングル－又はマルチ－チップマイクロプロセッサ、又
はデジタルシングルプロセッサ、マイクロコントローラー、若しくはプログラマブル　ゲ
ート　アレイのようないずれの特殊用途マイクロプロセッサでありうるプロセッサ２１を
含む。当業界において従来と同じように、プロセッサ２１が、１つ又はそれ以上のソフト
ウェアモジュールを実行するように構成されてよい。オペレーティングシステムを実行す
るのに加え、プロセッサが、ウェブブラウザ、テレフォンアプリケーション、電子メール
プログラム、又はいずれの他のソフトウェアアプリケーションを含む１つ又はそれ以上の
ソフトウェアアプリケーションを実行するように構成されてよい。
【００１６】
　ある実施形態において、プロセッサ２１が、アレイドライバ２２と通信するように構成
されてもよい。ある実施形態において、アレイドライバ２２が、ディスプレイアレイ又は
パネル３０に信号を提供する行駆動回路２４及び列駆動回路２６を含む。図１に示された
アレイの断面が、図２における線１－１によって示される。明確にするため、図２が、３
×３アレイの干渉型変調器を図示しているが、ディスプレイアレイ３０が、数多くの干渉
型変調器を含んでよく、及び、列と行とで異なる数の干渉型変調器を有してもよいこと（
例えば、列につき１９０ピクセルに対し、行につき３００ピクセル）に留意すべきである
。
【００１７】
　図３は、ある例示的な実施形態の図１の干渉型変調器に対して加えられた電圧対可動ミ
ラー位置の図である。ＭＥＭＳ干渉型変調器に対し、行／列作動プロトコルが、図３に示
されたこれらの装置のヒステリシス特性を利用しうる。例えば、可動層が緩和状態から作
動状態に変形するためには、干渉型変調器が、１０ボルトの電位差を必要としうる。しか
しながら、電圧がこの値から減らされた場合、電圧が、１０ボルト以下に戻るにつれて、
可動層が、その状態を維持する。図３の例示的な実施形態において、電圧が２ボルト以下
に下がるまで、可動層が、完全には緩和しない。このため、図３に示された実施例におけ
る約３から７Ｖの電圧範囲が存在し、ここで、装置が、緩和又は作動状態のいずれかで安
定する範囲内である印加電圧のウィンドウが存在する。本願明細書において、これは、“
ヒステリシスウインドウ（ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ　ｗｉｎｄｏｗ）”又は“スタビリティ
ウインドウ（ｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ｗｉｎｄｏｗ）”と呼ばれる。図３のヒステリシス特
性を有するディスプレイアレイに対し、行ストロービング（ｓｔｒｏｂｉｎｇ）の間、作
動されるストローブ行におけるピクセルが、約１０ボルトの電圧差にさらされ、緩和され
るピクセルが、ゼロボルトに近い電圧差にさらされるように、行／列作動プロトコルが、
設計されることが可能である。ストローブの後で、ピクセルが、約５ボルトのバイアス電



(9) JP 2010-534865 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

圧差又は定常状態にさらされ、行ストローブがそれらをいずれの状態に位置させるように
これらが維持される。書き込まれた後、各ピクセルに、この実施例においては３－７ボル
トの“スタビリティウインドウ”内の電圧差が与えられる。この特徴により、既存の作動
又は緩和状態のいずれかにおける同じ印加電圧条件下において、図１において示されたピ
クセル設計が安定化される。作動又は緩和状態のいずれかにおける干渉型変調器の各ピク
セルが、本質的に、反射層を固定させる及び移動させることによって形成されたコンデン
サであるため、この安定状態が、ほぼ電力消費のないヒステリシスウインドウ内の電圧で
維持されることが可能である。印加電位が固定される場合、本質的に、ピクセル内に電流
が流れない。
【００１８】
　以下においてさらに記載するように、主な用途において、第１行における所望の組の作
動ピクセルに従い、一組のデータ信号（各々が、ある電圧レベルを有する）を列電極の組
を介して送信することによって画像のフレームが形成されてよい。次に、行パルスが、第
１行電極に印加され、この組のデータ信号に対応するピクセルを作動させる。次に、第２
行における所望の組の作動ピクセルに対応して、データ信号の組が、交換される。次に、
パルスが、第２行電極に印加され、データ信号に従い、第２行における適当なピクセルが
作動される。第１行ピクセルが、第２行パルスによる影響を受けず、第１行パルスの間に
これらが設定される状態に維持する。フレームを形成するために、順次的な方法で、全体
の一連の行に対して、これが、繰り返されてよい。通常、フレームが、リフレッシュされ
る及び／又は毎秒ある所望の数のフレームにおいてこのプロセスを連続的に繰り返すこと
により新たな画像データで更新される。また、画像フレームを形成するピクセルアレイの
行及び列電極を駆動するための多くの種類のプロトコルが、使用されてよい。
【００１９】
　図４及び５が、図２の３×３アレイ上に表示フレームを形成するためのある実行可能な
作動プロトコルを示す。図４が、図３のヒステリシス曲線を示すピクセルに使用されうる
列及び行電圧レベルの実行可能な組を示す。図４の実施形態において、ピクセルを作動さ
せる段階が、適切な列を－Ｖバイアスに、適切な行を＋ΔＶに設定する段階を含み、これ
らは、それぞれ－５ボルト及び＋５ボルトに対応しうる。ピクセルを緩和する段階が、適
切な列を＋Ｖバイアスに、適切な行を同じ＋ΔＶに設定する段階により達成され、ピクセ
ルにわたってゼロボルトの電位差を形成する。列が＋Ｖバイアス又は－Ｖバイアスのいず
れであるにもかわらず、行電圧がゼロボルトに維持されているこれらの行において、これ
らがはじめにいずれの状態にあったにせよピクセルが安定している。また、図４に示され
ているように、上記のそれらと異極性の電圧が使用されることが可能であり、例えば、ピ
クセルを作動する段階が、適切な列を＋Ｖバイアスに、適切な行を－ΔＶに設定する段階
を含む。この実施形態において、ピクセルを緩和する段階が、適切な列を－Ｖバイアスに
、適切な行を同じ－ΔＶに設定する段階によって達成され、ピクセルにわたってゼロボル
トの電位差を形成する。
【００２０】
　図５Ｂは、図５Ａに示された表示装置を生じる図２の３×３アレイに与えられた一連の
行及び列信号を示すタイミング図であり、ここで、作動ピクセルが、非－反射型である。
図５Ａに示されたフレームを書き込む前に、ピクセルがいずれの状態にあることが可能で
あり、この実施例においては、最初に全ての行が０ボルトであり、全ての列が＋５ボルト
である。これらの印加電圧を備え、それらが存在する作動又は緩和状態において、全ての
ピクセルが安定である。
【００２１】
　図５Ａのフレームにおいて、ピクセル（１，１）、（１，２）、（２，２）、（３，２
）及び（３，３）が作動されている。これを達成するために、行１に対する“ラインタイ
ム（ｌｉｎｅ　ｔｉｍｅ）の間、列１及び２が、－５ボルトに設定され、列３が、＋５ボ
ルトに設定される。全てのピクセルが、３－７ボルトのスタビリティウインドウに維持さ
れるため、これが、いずれのピクセルの状態を変化させない。次に、行１が、０から最大
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５ボルトに達し、ゼロに戻るパルスでストローブされる。これが、ピクセル（１，１）、
（１，２）を作動し、ピクセル（１，３）を緩和する。アレイの他のピクセルは影響を受
けない。要求どおりに行２を設定するために、列２が－５ボルトに設定され、列１及び３
が＋５ボルトに設定される。次に、行２に適用された同じストローブが、ピクセル（２，
２）が作動し、ピクセル（２，１）及び（２，３）が緩和される。同様に、アレイの他の
ピクセルは影響を受けない。列２及び３を－５ボルトに、列１を＋５ボルトに設定するこ
とにより、行３が同様に設定される。図５Ａに示されるように、行３ストローブが、行３
ピクセルを設定する。フレームに書き込んだ後、行電位がゼロであり、列電位が、＋５又
は－５ボルトのいずれかのまま維持されることが可能であり、次に、ディスプレイが図５
Ａの配置に安定する。同じ方法が、数十又は数百の行及び列のアレイに対して使用される
ことが可能である。行及び列の作動を行うために使用される電圧のタイミング、順番、及
びレベルが、上記のように一般的原理の範囲内において広く変更されることが可能である
が、上記実施例は、例示のみを目的とするものであり、本願明細書に記載されたシステム
及び方法とともに、いずれの作動電圧法が、使用されることが可能である。
【００２２】
　図６Ａ及び６Ｂが、表示装置４０の実施形態を示すシステムブロック図である。表示装
置４０が、例えば、セル方式（ｃｅｌｌｕｌａｒ）携帯無線電話又は携帯電話であること
が可能である。しかしながら、表示装置４０又はそれをわずかに変形させたものの同じ部
品も、テレビ受信機及びポータブルメディアプレイヤーのような様々なタイプの表示装置
の実例となる。
【００２３】
　表示装置４０が、ハウジング４１，ディスプレイ３０，アンテナ４３，スピーカー４５
、入力装置４８、及びマイクロホン４６を含む。通常、ハウジング４１が、射出成形及び
真空成形を含むいずれの様々な製造プロセスから形成される。さらに、ハウジング４１が
、いずれの様々な材料から形成されてよく、制限するものではないが、プラスチック、金
属、ガラス、ゴム、及びセラミック、又はこれらの組み合わせを含む。ある実施形態にお
いて、ハウジング４１が、可動部（示さない）を含み、この可動部が、異なる色の、又は
異なるロゴ、図、若しくはシンボルを含む他の可動部と交換されてよい。
【００２４】
　例示的な表示装置４０のディスプレイ３０が、本願明細書に記載されたような、双安定
（ｂｉ－ｓｔａｂｌｅ）ディスプレイを含むいずれの様々なディスプレイであってよい。
他の実施形態において、ディスプレイ３０が、上記のような、プラズマ、ＥＬ、ＯＬＥＤ
、ＳＴＮ　ＬＣＤ、若しくはＴＦＴ　ＬＣＤのようなフラットパネルディスプレイ、又は
、ＣＲＴ若しくは他のチューブデバイスのような非－フラットパネルディスプレイを含む
。しかしながら、本実施形態を記載する目的のために、ディスプレイ３０が、本願明細書
に記載したような干渉型変調器ディスプレイを含む。
【００２５】
　ある実施形態の例示的な表示装置４０の部品が、図６Ｂに概略的に示されている。示さ
れた例示的な表示装置４０が、ハウジング４１を含み、その中に少なくとも部分的に含ま
れたさらなる部品を含むことが可能である。例えば、ある実施形態において、例示的な表
示装置４０が、トランシーバ４７とつながれるアンテナ４３を含むネットワークインター
フェース２７を含む。トランシーバ４７が、調整用ハードウェア５２と接続されるプロセ
ッサ２１と接続される。調整用ハードウェア５２が、信号を調整するように構成されてよ
い（例えば、信号をフィルターする）。調整用ハードウェア５２が、スピーカー４５及び
マイクロホン４６と接続される。プロセッサ２１が、入力装置４８及びドライバコントロ
ーラー２９にも接続される。ドライバコントローラー２９が、フレームバッファ２８及び
アレイドライバ２２と連結され、アレイドライバ２２が、順にディスプレイアレイ３０と
連結される。特定の例示的な表示装置４０の設計の必要に応じ、電力供給装置５０が、全
ての部品に電力を提供する。
【００２６】
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　例示的な表示装置４０が、ネットワーク上の１つ又はそれ以上の装置と通信できるよう
に、ネットワークインターフェース２７が、アンテナ４３及びトランシーバ４７を含む。
ある実施形態において、プロセッサ２１の要求を軽減するように、ネットワークインター
フェース２７が、いくつかの処理機能を有してもよい。アンテナ４３が、信号を送信及び
受信するための、いずれのアンテナである。ある実施形態において、ＩＥＥＥ　８０２．
１１（ａ）、（ｂ）又は（ｇ）を含むＩＥＥＥ　８０２．１１規格に従い、アンテナが、
ＲＦ信号を送信及び受信する。他の実施形態において、ブルートゥース規格に従い、アン
テナが、ＲＦ信号を送信及び受信する。セル方式携帯無線電話の場合、アンテナが、ＣＤ
ＭＡ、ＧＳＭ、ＡＭＰＳ、Ｗ－ＣＤＭＡ、又は無線セル方式携帯無線電話ネットワーク内
において通信するために使用される他の周知の信号を受信するように設計される。トラン
シーバ４７が、アンテナ４３から受信した信号を前処理し、これらが、プロセッサ２１に
よって受信され、さらに操作されてよい。また、トランシーバ４７が、プロセッサ２１か
ら受信した信号を処理し、これらが、アンテナ４３を介して、例示的な表示装置４０から
送信されてよい。
【００２７】
　代替の実施形態において、トランシーバ４７が、レシーバによって置換されることが可
能である。さらに他の代替の実施形態において、ネットワークインターフェース２７が、
プロセッサ２１に送られる画像データを保存する又は生成することが可能な画像ソースに
よって置換されることが可能である。例えば、画像ソースが、画像データを含むハードデ
ィスクドライブ若しくはデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、又は画像データを生成する
ソフトウェアモジュールであることが可能である。
【００２８】
　プロセッサ２１が、通常、例示的な表示装置４０の全体のオペレーションを制御する。
プロセッサ２１が、ネットワークインターフェース２７又は画像ソースからの圧縮画像デ
ータのようなデータを受信し、データを生（ｒａｗ）画像データ又は原画像データに容易
に処理されるフォーマットに処理される。次に、プロセッサ２１が、処理データをドライ
バコントローラー２９に、又は保存のためのフレームバッファ２８に送る。通常、生デー
タが、画像内における各位置の画像特性を識別する情報を参照する。例えば、このような
画像特性が、色、彩度及びグレースケールレベルを含むことが可能である。
【００２９】
　ある実施形態において、例示的な表示装置４０のオペレーションを制御するために、プ
ロセッサ２１が、マイクロコントローラー、ＣＰＵ、又は論理ユニットを含む。信号をス
ピーカー４５に送信し、マイクロホン４６からの信号を受信するために、調整用ハードウ
ェア５２が、通常、増幅器及びフィルターを含む。調整用ハードウェア５２が、例示的な
表示装置４０内において、個別部品であってよく、プロセッサ２１又は他の部品内に組み
込まれてもよい。
【００３０】
　ドライバコントローラー２９が、プロセッサ２１によって生成された生画像データを、
プロセッサ２１から直接的に又はフレームバッファ２８から取り込み、アレイドライバ２
２に高速で送信するために、生画像データを適切に再フォーマットする。具体的には、ド
ライバコントローラー２９が、生画像データを、ラスタ（ｒａｓｔｅｒ－ｌｉｋｅ）のフ
ォーマットを有するデータフローに再フォーマットし、これが、ディスプレイアレイ３０
にわたるスキャンニングに適したタイムオーダーを有する。次に、ドライバコントローラ
ー２９が、フォーマット化された情報を、アレイドライバ２２に送る。ＬＣＤコントロー
ラーのようなドライバコントローラー２９が、しばしば、スタンド－アローン集積回路（
ＩＣ）としてのシステムプロセッサ２１と連結されるが、このようなコントローラーが、
多くの方法で実行されてよい。これらが、ハードウェアとしてプロセッサ２１に内蔵され
、ソフトウェアとしてプロセッサ２１に内蔵されてよく、又はハードウェア内にアレイド
ライバ２２と完全に統合されてよい。
【００３１】
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　通常、アレイドライバ２２が、ドライバコントローラー２９からフォーマット化された
情報を受信し、ビデオデータを、ディスプレイのピクセルのｘ－ｙマトリックスから生じ
る数百及びときには数千のリードに毎秒何度も適応されるパラレルセット（ｐａｒａｌｌ
ｅｌ　ｓｅｔ）の波形に再フォーマットする。
【００３２】
　ある実施形態において、ドライバコントローラー２９、アレイドライバ２２、及びディ
スプレイアレイ３０が、本願明細書に記載されたいずれのタイプのディスプレイに適して
いる。例えば、ある実施形態において、ドライバコントローラー２９が、従来型のディス
プレイコントローラー又は双安定ディスプレイコントローラーである（例えば、干渉型変
調器コントローラー）。他の実施形態において、アレイドライバ２２が、従来型のドライ
バ又は双安定ディスプレイドライバである（例えば、干渉型変調器ディスプレイ）。ある
実施形態において、ドライバコントローラー２９が、アレイドライバ２２と統合される。
このような実施形態が、セル方式の携帯無線電話、腕時計、及び他の狭い面積のディスプ
レイのような高度に統合されたシステムによく見られる。さらに他の実施形態において、
ディスプレイアレイ３０が、標準的なディスプレイアレイ又は双安定ディスプレイアレイ
である（例えば、干渉型変調器のアレイを含むディスプレイ）。
【００３３】
　入力装置４８により、ユーザが、例示的な表示装置４０のオペレーションを制御するこ
とが可能となる。ある実施形態において、入力装置４８が、ＱＷＥＲＴＹキーボード又は
電話キーパッドのようなキーパッド、ボタン、スイッチ、タッチセンサースクリーン、又
は感圧若しくは感熱膜を含む。ある実施形態において、マイクロホン４６が、例示的な表
示装置４０用の入力装置である。マイクロホン４６が、装置にデータを入力するために使
用される場合、例示的な入力装置４０のオペレーションを制御するために、音声命令が、
ユーザによって与えられてよい。
【００３４】
　電力供給装置５０が、当業界において周知であるような様々なエネルギーストレージデ
バイスを含むことが可能である。例えば、ある実施形態において、電力供給装置５０が、
ニッケル－カドミウム電池又はリチウムイオン電池のような充電池である。他の実施形態
において、電力供給装置５０が、再生可能エネルギー源、コンデンサ、又はプラスチック
太陽電池及び太陽電池ペイント（ｐａｉｎｔ）を含む太陽電池である。他の実施形態にお
いて、電力供給装置５０が、壁コンセントから電力を受け取るように構成される。
【００３５】
　いくつかの実施例において、上記のように、プログラム可能性の制御が、電子表示シス
テムの様々な場所に位置することが可能であるドライバコントローラーに備わっている。
いくつかの場合、プログラム可能性の制御が、アレイドライバ２２に備わっている。上記
の最適化が、いずれの数のハードウェア及び／又はソフトウェア部品、並びに様々な機器
構成において実現されうる。
【００３６】
　上記に説明した原理に従って作動する干渉型変調器の構造の詳細が、大きく変更されて
よい。例えば、図７Ａ－７Ｅが、可動反射層１４及びその支持構造の５つの異なる実施形
態を図示する。図７Ａが、図１の実施形態の断面であり、金属材料１４のストリップが、
直交してのびる支持体１８上に堆積される。図７Ｂにおいて、各干渉型変調器の可動反射
層１４が、正方形又は長方形状であり、その角のみで支持体に取り付けられ、テザー（ｔ
ｅｔｈｅｒ）３２に取り付けられている。図７Ｃにおいて、可動反射層１４が、正方形又
は長方形状であり、柔軟性金属を備えうる可変層３４からつるされている。可変層３４が
、直接的に又は間接的に可変層３４の周辺の基板２０と接続される。これらの接続部を、
本願明細書において、支柱と呼ぶ。図７Ｄにおいて示された実施形態が、支柱プラグ４２
によって形成された支持体を有し、可変層３４が、それ上に配置される。図７Ａ－７Ｃの
ように、可動反射層１４が、間隙上につるされたまま維持されるが、可変層３４とオプテ
ィカルスタック１６との間のホールを満たすことにより、可変層３４が、支柱を形成しな
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い。正しくは、支柱が、支柱プラグ４２を形成するために使用される平坦化材料から形成
される。他の実施形態において、支持体が、支持レールのような連続する壁をさらに又は
代替的に含むことが可能である。図７Ｅに示された実施形態が、図７Ｄに示された実施形
態をベースとしているが、また、図７Ａ－７Ｃに示されたいずれかの実施形態、及び示さ
れないさらなる実施形態と連動するように適応されてよい。図７Ｅに示された実施形態に
おいて、金属又は他の導電材料の追加層が、バス構造４４を形成するために使用される。
これにより、信号が、干渉型変調器の背面に沿ってルーティングされることが可能となり
、別な方法で基板２０上に形成されうる多くの電極を排除することが可能となる。
【００３７】
　図７に示されたそれらのような実施形態において、干渉型変調器が、直視型（ｄｉｒｅ
ｃｔ－ｖｉｅｗ）装置として機能し、画像が、透明基板２０の前側から見られ、この側が
、変調器が配置される側と対向する。これらの実施形態において、反射層１４が、可変層
３４を含む基板２０と対向する反射層の側面上の干渉型変調器の部分を光学的にシールド
する。これにより、画質に悪影響を与えることなく、シールド領域が、構成され、操作さ
れる。例えば、このようなシールディングが、図７Ｅにおけるバス構造４４を可能とし、
アドレッシング及びそのアドレッシングの結果として生じる動作のような、変調器の電気
機械特性から変調器の光学特性を分離する能力を提供する。この分離可能な変調器アーキ
テクチャにより、変調器の電気機械的観点及び光学的観点のために使用される材料及び構
造設計が、選択され、及び互いに独立して機能することが可能となる。さらに、図７Ｃ－
７Ｅに示された実施形態が、可変層３４によって実行されるその機械的特性からの反射層
１４の光学特性のデカップリングから生じるさらなる利点を有する。これにより、反射層
１４のために使用される構造設計及び材料が、光学特性に関して最適化されることが可能
となり、可変層３４のために使用される構造設計及び材料が、所望の機械的特性に関して
最適されることが可能となる。
【００３８】
　干渉型変調器のようなＭＥＭＳ装置のアレイ内で又は隣接して、さらなる構造が設けら
れてよい。例えば、アレイが見えた場合に、マスクが、望ましくない光学的効果を最小化
又は防ぎ、ブッシング（ｂｕｓｓｉｎｇ）構造が、アレイを通した導電性を改善すること
が可能である。さらに、特定の材料が、ある所望の効果を得るために使用されてよい。使
用される材料が、装置を製造するために使用される異なる材料の量を最小化するように選
択されてもよく、製造プロセスを単純化する又は薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）製造施設若
しくは“工場”などにおいて既に配置済みの特定の製造装置に製造プロセスを適用させる
。
【００３９】
　図８Ａ－８Ｉでは、ＭＥＭＳ装置のアレイを形成するために使用されうるプロセスフロ
ーが図示される。特に、このプロセスフローが、干渉型変調器のアレイの形成を対象とす
るが、このプロセスフローのある段階、及びその中で使用されるある材料が、他のタイプ
のＭＥＭＳ装置の製造に使用されてもよい。
【００４０】
　図８Ａでは、光－透過型基板１００が図示され、これ上にブラックマスク吸収体層１１
０が形成される。ある実施形態において、光－透過型基板１００が、透明又は実質的に透
明であってよく、ガラス又はポリマーのような材料を含んでよい。ある実施形態において
、所望の隙間を設けるために光透過型層によって間隙をあけて配置された２つの吸収体層
を含む固定干渉型構造が、干渉型ブラックマスクとして使用されてよく、干渉型ブラック
マスク上に入射する光の干渉型の調節のため、暗くみえる。ブラックマスクと称されるが
、ブラックマスクが、黒くみえる必要はなく、観察者の方に反射して戻る光の強度が弱ま
らない限り、グレーのようないくつかの他の色に見えてもよい。このような実施形態にお
いて、ブラックマスク吸収体層１１０が、入射光に対し部分的に透過性である材料及び厚
さで形成され、ある入射光は、反射され、ある入射光は、下位層にそれを通して透過され
る。ある実施形態において、ブラックマスク吸収体層１１０が、約７０－７５オングスト
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ロームの厚さを有するＭｏＣｒ合金の層を含むが、他の適当な材料及び厚さが使用されて
もよい。例えば、以下においてさらに詳細に議論されるように、ある実施形態において、
ブラックマスク吸収体層が、適当な厚さのモリブデンを含んでよく、クロムのみを含む層
が使用されてもよい。ある実施形態において、可視光に対する吸収体層の反射率が、２８
．５％と３４．５％の間となるように、ブラックマスク吸収体層１１０の厚さ及び材料が
選択される。ある実施形態において、ブラックマスク吸収体層１１０が、基板上にスパッ
タ蒸着されるが、他の適当な蒸着法が使用されてもよい。
【００４１】
　特定の実施形態において、ＭｏＣｒ層が、約２原子％のクロムを含んでよい。他の実施
形態において、ＭｏＣｒ層が、約２から３原子％の間のクロムを含んでよい。モリブデン
層内におけるクロムの含有物が、層の反射率を増加させることが可能である。高レベルの
クロムが、層のパターニングを困難にし、また、ある装置内のクロム量の制限を調節する
ことによって、高レベルのクロムが抑制されうる。他の実施形態において、吸収体層とし
てのＭｏＣｒの使用が、フラットパネルディスプレイ工場、又は従来のＬＣＤ若しくはＯ
ＬＥＤ工場のようなＴＦＴ工場におけるこれらの材料の製造を容易なものにしうるが、こ
れは、このようなＭｏＣｒがこのような工場においてゲート材料として一般的に使用され
ているためである。
【００４２】
　図８Ｂにおいて、ブラックマスク吸収体層１１０が、パターン化され、ブラックマスク
吸収体１１２を形成するようにエッチングされ、ブラックマスク誘電体層１２０が、ブラ
ックマスク吸収体１１２上に堆積されている。平面として図示されているが、材料及び堆
積プロセスによって、この層及び次の堆積層が、下位層上にコンフォーマルに堆積されて
よく、平面上面を備えなくてもよいと理解されうる。図示された実施形態において、ブラ
ックマスク吸収体層１１０が、導体材料から形成されてよく、いくつかの実施形態では、
ブラックマスク誘電体層１２０が、実質的にパターン化されないままであってよく、又は
、ブラックマスク誘電体層１２０が、ブラックマスク吸収体１１２を覆わず、ブラックマ
スク誘電体層１２０の部分を除去するようにパターン化されてもよい。いくつかの実施形
態において、ブラックマスク誘電体層１２０が、干渉型ブラックマスク内の２つの吸収体
層の間の光キャビティ又はスペーサーとして機能し、ブラックマスク誘電体層１２０が、
約８００オングストロームの厚さを有するＳｉＯ２を含んでよく、約１．４６の屈折率を
有してよいが、他の適当な材料が使用されてもよい。いくつかの実施形態において、層１
２０が、７６０から８４０オングストロームの間の厚さを有してよいが、それよりも厚い
又は薄い層が使用されてもよい。従って、誘電体層１２０が、干渉型ブラックマスクの光
路を規定し、所望の“色”に対する厚さが、選択された材料の屈折率によって決まるもの
であると理解される。ブラックマスク誘電体層１２０が、化学的気相成長法によって蒸着
されてよいが、他の適当な方法が使用されてもよい。下部のブラックマスク吸収体層１１
２内のいずれの鋭いエッジを滑らかにする上部層のコンフォーマルな堆積を容易にするよ
うに、ブラックマスク誘電体層１２０の厚さが、選択されてもよい。
【００４３】
　図８Ｃにおいて、光吸収体１３０が、ブラックマスク誘電体層１２０上に堆積される。
ある実施形態において、光吸収体が、ブラックマスク吸収体１１２と同じ材料から形成さ
れてよく、従って、同じタイプの装置を使用して堆積されてよい。従って、いくつかの実
施形態において、光吸収体１３０が、ＭｏＣｒの層を備えてよく、７０－７５オングスト
ロームの厚さを有してよい。ＭｏＣｒ光吸収体１３０が、導電性であるため、電極として
機能する別の導電層の堆積が必要ないが、他の実施形態では、インジウムスズ酸化物のよ
うな別の透明導電層が、光吸収体１３０の上又は下のいずれかに堆積されてよい。
【００４４】
　ある実施形態において、４０未満のピクセルにわたる行及び列を有する干渉型変調器の
アレイのような小さなアレイのＭＥＭＳ装置に対し（例えば、光吸収体１３０によって形
成された導電層が、わずか４０ピクセルに広がる）、別の透明導電層の堆積が、信号伝導
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またはブッシングのために不要であるが、使用される材料及びピクセルのサイズに依存し
、別の導電層なしに、異なるサイズ及び形状のＭＥＭＳアレイが、形成されてよい。従っ
て、ＩＴＯ又は他の透明導体が、図示された実施形態から省略される。光吸収体１３０が
、下部又は行電極内で唯一の又は第１の導体として機能してよく、光吸収体層１３０の組
成が、その導電性、及び光学特性に応じて選択されて良い。上記のように、約２原子％の
クロムを含むＭｏＣｒ層が、光吸収体１３０として使用されてよく、適当な導電性を有す
る層が提供されてよい。さらなるクロムの含有物が、その導電性を増加させうるものであ
るが、行電極をパターニングするためのエッチングを複雑化するような、集積への望まし
くない効果を有することが見いだされている。次に、その後のパターニング段階が、実行
されてよく、アレイに対する行電極を定めるストリップ電極の形成のような、所望のパタ
ーン（図示しない）を形成するように光吸収体１３０がパターン化される。光補償層１３
０に隣接して透明導電層が堆積されない場合、光補償層が、このようなストリップ電極の
少なくとも一部における第１の又は唯一の導体として機能してよい。
【００４５】
　光吸収体１３０が、アレイの異なる部分における２つの光学的機能を果たしてよい。上
記のように、光吸収体１３０がブラックマスク吸収体１３０上に位置するブラックマスク
領域１１４において、光吸収体及びブラックマスク吸収体が、共同して、干渉型ブラック
マスクを形成する。特定の寸法及び材料を考慮すると、固定素子が、入射光の大部分を吸
収し、ブラックマスクとして機能し、反射光から覆っている構造を妨げる。ＭＥＭＳアレ
イの状態にかかわらず、ブラックマスク領域１１４が、特定の色又は光を反射する（又は
、光を吸収する）ため、これらの領域が、光学的に非活性であるとみなされうる。ある実
施形態において、光の大部分が吸収されるが、反射される光の量を、吸収体層の厚さ及び
不透明性を変えることによって制御することが可能である。反射される光の量の変化が、
このようなアレイを組み込んだ表示装置のコントラスト比に影響を及ぼす。
【００４６】
　ブラックマスク領域１１４から離れて位置する領域のような、光学的に活性な領域にお
いて、光吸収体１３０が、例えば、図１のオプティカルスタック１６における部分的な反
射層のような干渉型変調器における部分的な反射層として機能してよい。従って、光吸収
体１３０が、１つ又はそれ以上の様々な色を反射しうる干渉型変調器における部分的反射
及び部分的透明層として機能する。また、Ｍｏの含有物が、ある色に対し優れた色の性能
を提供しうるものであり、ＭｏＣｒのようなＭｏを含む光吸収体が、Ｃｒ光吸収体を有す
る干渉型変調器よりも優れた赤色を提供しうる。
【００４７】
　図８Ｄにおいて、ブッシング層が、光吸収体１３０上に堆積され、ブッシング構造を形
成するようにパターン化される。ブッシング構造が、光吸収体１３０又は他の導電層より
も優れた導電性を提供する材料又は厚さを備えてよい。図８Ｄに示された特定の実施形態
において、ブッシング構造が、下部副層１４２及び上部副層１４４を含む。また、ブッシ
ング層、アレイの外側に広がり、コンタクトパッド又はドライバ回路のような外部の部品
とアレイ内の部品との間の電気通信を可能としうると考えられる。
【００４８】
　ある実施形態において、下部副層１４２が、Ａｌを含み、上部副層１４４が、Ｎｉを含
み、特定の実施形態において、下部副層１４２が、Ａｌ－Ｎｄ合金を含み、上部副層１４
４が、Ｎｉ－Ｂ合金を含む。以下においてされに詳細に議論されるように、Ａｌ－Ｎｄ合
金が、約２％のネオジムを含み、Ｎｉ－Ｂ合金が、約０．１－０．５％のホウ素を含んで
よい。これらの特定の合金が、ＭＥＭＳ装置内の他の層に使用されてもよい。
【００４９】
　図８Ｄから分かるように、ブッシング構造１４０が、ブラックマスク吸収体１１２によ
って決まるブラックマスク１１４の一部上に位置してよい。ブラックマスク領域１１４が
、上部層からの光学干渉を最小化するため、望ましくない光学的効果を生じさせることな
く、Ａｌのような反射材料が、ブッシング構造１４０内で使用されてよい。従って、ある
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実施形態において、ブッシング構造が、アレイ内のブラックマスク領域１１４、又はアレ
イの外側のルーティング領域内における相互接続のような、ディスプレイの光学的非活性
領域内において導体として機能してよく、導電性光吸収体層１３０が、ディスプレイのあ
る光学的活性領域におけるストリップ電極内の第１の又は唯一の導体として機能してよい
。光学的非活性領域におけるブッシング構造１４０の使用により、光学的活性領域におけ
る低い導電性を補うことができ、ＩＴＯのような透明導電層が必要なくなる。
【００５０】
　図８Ｅにおいて、光誘電体層１５０が、ブッシング構造１４０上に堆積され、次に、エ
ッチバリア層１５２及び犠牲層１６０が堆積される。ある実施形態において、光誘電体層
１５０が、ブラックマスク誘電体層１２０と同じ材料を含んでよい。特定の実施形態にお
いて、光誘電体層１５０が、ＳｉＯ２の層を含み、このＳｉＯ２の層が、化学的気相成長
法によって堆積されてよく、３８０から４４０オングストロームの厚さを有してよいが、
他の適当な材料、厚さ及び堆積技術が使用されてもよい。崩壊状態（図１参照）の場合、
光誘電体の厚さ及び材料（屈折率）が、完成した干渉型変調器によって反射された干渉型
の色を決定するように選択される。エッチバリア層１５２が、犠牲層１６０のような隣接
する層の組成及び使用される特定のエッチによって決まる様々な材料を含んでよい。ある
実施形態において、エッチバリア層が、ＸｅＦ２エッチに対し耐性を有してよいが、製造
プロセスにおいて後に使用される他の化学エッチング又はリリースによって決まる異なる
材料が使用されてよい。ある実施形態において、エッチバリア層が、約８０オングストロ
ームの厚さを有するＡｌｘＯｙ層を含み、光誘電体層１５０上にスパッタ蒸着されてよい
が、他の厚さ及び材料が使用されてもよい。
【００５１】
　犠牲層１６０の高さが、犠牲層が除去された場合に形成される干渉型キャビティのサイ
ズに影響を及ぼし、次に、可動反射層が図１の可動反射層１４ａのような緩和した又は非
作動の位置にある場合に干渉型変調器によって反射される色に影響を及ぼす。図８Ｅでは
、実質的に一定の高さを有する犠牲層１６０が描かれている。他の実施形態において、犠
牲層１６０が、様々な高さを有しうると理解される。例えば、犠牲層１６０が、緩和位置
において異なる干渉型の色を反射する個別のピクセルに対応する領域で異なる高さを有し
うる。このような犠牲層が、例えば、反復の堆積及びパターニングプロセスをとおして形
成されてよい。可動反射層が非作動位置にある場合に、緑黄色の光を反射するモノクロア
レイの特定の実施形態において、犠牲層１６０が、エッチバリア層１５２上にスパッタ蒸
着されたモリブデン層を含み、約１７１５から１８５５オングストロームの厚さを有して
よい。しかしながら、異なる色のモノクロアレイを得るために、異なる厚さが使用されて
もよいと理解される。
【００５２】
　図８Ｆにおいて、犠牲層１６０が、パターン化され、犠牲層１６０を通して広がる開口
部１６２を形成し、次に、支持柱材料の層１７０が、犠牲層１６０上に堆積されることが
分かる。図示された実施形態において、これらの開口部１６２が、犠牲層１６０を通して
、この場合はエッチバリア層１５２である下部層に広がるテーパー開口部の形状となる。
図に示すように、開口部のテーパーが、支持柱層１７０のコンフォーマルな堆積を容易に
する。ある実施形態において、支持柱材料が、化学気相成長法を使用して堆積された約４
３６０から４５２０オングストロームの厚さを有するＳｉＯ２の層を備えるが、他の材料
、厚さ、及び堆積プロセスが使用されてもよい。特に、支持柱層１７０の厚さが、層を形
成するために使用される材料、及び結果として生じる支持柱の所望の機械的特性によって
決まるものであってよい。
【００５３】
　図８Ｇにおいて、支持柱層１７０が、パターン化され、支持構造１７２を形成するよう
にエッチングされ、ＭＥＭＳ装置のアレイ全体にわたって様々な形状とされてよい。図８
Ｇでは、テーパー端部１７６を備えた実質的に水平に広がるウイング部１７４を有する支
持構造１７２が描かれている。ウイング部１７４のサイズを変化させることよって、この
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水平に広がるウイング部１７４が、（例えば、以下に記載される機械的、ミラー層）上部
層の動作及び高さを制御するために使用されることができる。テーパー端部１７６が、上
部層の連続したコンフォーマルな堆積を容易にする。
【００５４】
　さらに、図８Ｇに関して記載された段階に続いて、可変反射層１８０の堆積の前に犠牲
層１６０の露出部が処理される処理段階が実施される（以下の図８Ｈ参照）。犠牲層１６
０が、後に除去された場合に、例えば、テクスチャ―表面の形成及び／又は表面エネルギ
ーの変更のような犠牲層の処理により、テクスチャ―表面及び／又は変更された表面エネ
ルギーを有する可変反射層１８０が結果として生じる。例えば、テクスチャ―下面を有す
る可変反射層１８０の形成により、可変反射層１８０と下部層との間の静摩擦の発生を防
ぐ又は遅らせうる。
【００５５】
　特定の実施形態において、犠牲層１６０が、Ｎ２Ｏプラズマ処理プロセスによって処理
されてよい。支持構造１７２を形成するために柱層１７０をパターニングした後で、これ
によって、柱から離れて位置する犠牲層１６０の部分が露出され、Ｎ２Ｏを含むプラズマ
環境が形成されてよく、部分的に製造されたアレイが、しばらくのあいだＮ２Ｏプラズマ
環境に露出される。ある実施形態において、この露出が、３０秒から５分の間継続されて
よいが、他の実施形態では、これより長い又は短い露出時間が使用されてもよい。ある実
施形態において、柱構造が、ドライ－エッチチャンバ内で形成され、プラズマ環境が、同
じドライ－エッチチャンバの内側で形成されてよい。他の実施形態において、この処理が
、開口部１６２を形成するための犠牲層１６０の最初のパターニングの前のように、柱形
成の前に行われてよい。
【００５６】
　図８Ｈにおいて、可変反射層１８０が、支持構造１７２上に形成される。可変反射層１
８０が、反射副層１８２及び該反射副層１８２上に形成された機械的副層１８４を含む。
通常、反射副層１８２が、その光学的特性を第一に考えて選択される材料を含んでよく、
機械的副層が、その機械的特性を第一に考えて選択される材料を含んでよい。
【００５７】
　ある実施形態において、反射副層が、アルミニウムを含んでよく、機械的副層が、ニッ
ケルを含んでよい。反射層内におけるネオジムの存在が、アルミニウム層上において青い
スポット状の変色を引き起こしうるアルミニウム移動を抑制し、このスポットが、望まし
くない光学的効果を引き起こしうる。反射層内における約２原子％のネオジムの存在が、
アルミニウム移動を抑制するために十分であるが、さらなるネオジムの含有が、反射副層
の反射性を減少させ、反射副層の抵抗を十分に増加させうる。従って、反射副層内のＮｄ
が、アルミニウム膜の２．５原子％以下となるように選択され、特に、約０．５原子％か
ら２．５原子％の間となるように選択されることが可能である。
【００５８】
　特定の実施形態において、反射副層が、Ａｌ－Ｎｄ合金を含んでよく、特定の実施形態
では、約２原子％のネオジムを含むスパッタ－蒸着Ａｌ－Ｎｄ合金を含んでよい。特定の
実施形態において、反射副層が、約３００から４００オングストロームの間の厚さを有し
てよい。特定の実施形態において、機械的副層が、Ｎｉ－Ｂ合金を含んでよく、特定の実
施形態では、約０．１－０．５原子％のボロンを含みかつ約７５０から８５０オングスト
ロームの厚さを有するＮｉ－Ｂ合金を含んでよい。機械的層内のホウ素の含有が、機械的
層の剛性を増加させる。光学層の剛さの増加が、機械的層の復元力の減少を防ぐ又は遅ら
せるために役立つことができ、この減少が、予期された電圧において、ピクセルがリリー
スしそこなうことにつながる。さらに、堅い機械的層が、アレイ全体をとおしてわずかな
支持構造を必要とし、アレイの大部分が、光学的に活性となることができ、ブラックマス
クによってマスクされない。ブッシング構造１４０を含む実施形態において、柱の減少か
らの活性領域の増加が、ブッシング構造のマスキングによる活性領域の損失を相殺する。
約０．５原子％である比較的少ない量のホウ素の使用により、光誘電体及び吸収体層を含
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む隣接層へのホウ素の過度の拡散を回避し、この拡散が望ましくない電気的効果を引き起
こしうる。
【００５９】
　ブッシング構造１４０又は可変反射層１８０内のように、Ｎｉ－Ｂ合金が、Ａｌ－Ｎｄ
合金上に堆積された実施形態において、Ｎｉ－Ｂ層の堆積が、望ましくない電気的特性を
有しうるこの２つの層の間における金属間化合物合金の形成を生じうる。この金属間化合
物合金の形成が、いずれのＡｌ含有層及びいずれのＮｉ含有層の間にも生じうる。この金
属間化合物合金の形成を回避する又は最小化するために、下部層の堆積物（この場合Ａｌ
－Ｎｄ層）と上部層の堆積物（この場合Ｎｉ－Ｂ層）との間において、真空破壊が使用さ
れてよい。直近に堆積されたＡｌ－Ｎｄ層をきれいな室内の空気にさらすことで、Ａｌ－
Ｎｄ層の表面上のＡｌｘＯｙの自然酸化物の形成が促進され、上部Ｎｉ－Ｂ層の堆積物上
における金属間化合物合金の形成が抑制され、金属間化合物合金よりもさらに望ましい電
気的特性を有しうる。
【００６０】
　最後に、図８Ｉにおいて、可変反射層１８０が、所望の構造を形成するようにパターン
化され、リリースエッチが、犠牲層１６０を除去するように実施され、可変反射層１８０
と下部層との間にキャビティ１６４を形成することがわかる。ある実施形態において、エ
ッチホール１８６が、反射可変層１８０内に形成されてよく、犠牲層１６０のさらなる部
分をエッチャントに露出させる。さらに、可変反射層が、エッチングされてよく、アレイ
と該アレイの外側のコンタクトパッドとの間の導電リード及び列ストリップ電極のような
さらなる特徴部（図示しない）が形成される。
【００６１】
　エッチバリア層１５２の一部（図８Ｉにおいて部分的に除去されて示される）が、この
リリースエッチプロセスの間に消滅されるが、一部は、完成した装置において残ったまま
でありうる。ある実施形態において、ＸｅＦ２リリースエッチが、ＡｌｘＯｙエッチバリ
ア層を実質的にエッチングすることなく、Ｍｏ犠牲層を除去するために使用されてよい。
図８Ｉにおいて支持構造１１７２の間の領域において除去されたものとして示されるが、
エッチバリア層１５２の一部が、これらの領域に残されうると理解される。このように、
干渉型変調器１９０が形成され、干渉型変調器１９０によって反射された光の波長を変え
るために、可変反射層１８０が、下部層に向かって静電的に作動可能である。
【００６２】
　図９は、干渉型変調器のアレイ２００の下から見た図を示す。可変反射層１８０（図８
Ｉ参照）が、列電極２１０を形成するようにパターン化されていることが分かる。空隙の
下に位置した導電層が、行電極２１５を形成するようにパターン化され、可変反射層１８
０の特定の部分の作動を可能にするレール支持体２１７によって図９に描かれている。特
定のピクセル内の行電極又は柱の間の引き延ばしたレール状でありうる支持構造が、暗く
みえるブラックマスク領域２２０によってマスクされる。さらに、エッチホール２３０（
図８Ｉのエッチホール１８６と同様）が、アレイ全体で暗いスポットのようにも見える。
可変反射層の作動時に、列電極２１０の部分が、行電極２１５に向かって移動し、アレイ
の作動部が、アレイ全体を通して暗くみえうる。しかしながら、異なる構成が使用されて
よく、異なる寸法又は材料が使用された場合に、アレイが、非作動位置において第１の色
を反射することと、作動位置において第２の色を反射することを切り替えることが可能で
あり、作動位置が、暗い状態を生じる必要がないと理解される。
【００６３】
　ある実施形態において、以下の表で説明されるプロセスフローが、ＭＥＭＳ装置の製造
に使用されてよい。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
　表１のプロセスフローにおいて、ＭｏＣｒ及びＳｉＯ２のような使用された材料が、薄
膜トランジスタ製造施設において容易に入手可能であり、多くの材料が、多層に使用され
、製造プロセスを単純化する。さらなる導体を必要とせず、従って別個の透明導体又はル
ーティング材料を含まないディスプレイサイズを製造する場合に、上記プロセスが、使用
可能でありうることが分かる。エッチストップ層としてのＡｌＯｘ（又はＡｌｘＯｙ）の
堆積が、薄膜トランジスタ製造施設において容易に実施されることが可能である。反射体
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に使用されるＡｌ－Ｎｄ合金が、他の特性の中で、アルミニウム移動に対するその耐性を
考慮して選択され、ニッケルが、その機械的強度及び信頼性を考慮して選択される。
【００６６】
　他の実施形態において、同様な材料及び厚さを使用する代替のプロセスフローが、以下
の表に記載される。
【００６７】
【表２】
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【００６８】
　上記プロセスフローにおいて、Ｎｉ－Ｂ合金が、ルーティング／ブッシング層と機械的
層の両方に使用され、このプロセスフローを単純化し、ある実施形態において使用されう
るコンタクトパッドを取り除くために最後の段階としてパターニングし及びエッチングす
る。また、プレートにわたる犠牲層及びブッシング層のような層の厚さの変化が、ある実
施形態において、あるレベルよりも下であってよい。例えば、ブッシング層の厚さの変化
が、１８０Å以下であってよく、通常、約３０Åであってよい。同様に、犠牲層の厚さの
変化が、２００Å以下であってよく、通常、約３０Åであってよい。
【００６９】
　上記のように、ある材料が、上記の材料の代わりにある材料が使用されてよい。上記の
実施形態において、ＭｏＣｒが、ブラックマスク吸収体１１２及び光吸収体１３０として
利用される。代替の実施形態において、上記表におけるブラックマスク及び光吸収体が、
クロムの追加なしに、所望の反射性を生じさせる適当な厚さのモリブデンを含んでよい。
ある実施形態において、ブラックマスク及び光吸収体が、約６０から７０オングストロー
ムの厚さを有するモリブデンを含んでよいが、他の材料及び厚さが使用されてもよい。こ
の実施形態において、シングルタイプの堆積ツールが、ブラックマスク、光吸収体及び犠
牲層の３つ全てを堆積するために利用されることが可能である。
【００７０】
　上記実施形態の様々な組み合わせが可能であると理解される。上記実施形態におけるこ
れらの層を形成する層の順番及び材料が、単に例示的なものであると認められる。さらに
、いくつかの実施形態において、図示されない他の層が、堆積され、ＭＥＭＳ装置の部分
を形成するように又は基板上に他の構造を形成するように処理されてよい。他の実施形態
において、これらの層が、当業者に周知である、代替の堆積、パターニング、及びエッチ
ング材料及びプロセスを使用して形成されてよく、異なる順番で堆積されてよく、又は異
なる材料から構成されてよい。
【００７１】
　特に、上記のように、作動位置にある場合に、干渉型変調器によって反射される光の波
長を制御するために、様々な層の高さが変更されてよい。特に、犠牲層の高さが、犠牲層
が除去された場合に生じるキャビティの高さに影響を及ぼすため、犠牲層の厚さが、干渉
型変調器によって反射される色を制御するように変更されてよい。
【００７２】
　また、特に明記しない限り、実施例に応じて、本願明細書に記載されたいずれの方法の
イベント及び動作が、他の順序で実施されることが可能であり、追加され、まとめられ、
又は完全に省略されてよい（例えば、その方法の実行にすべての動作又はイベントが必要
であるわけではない）と認められる。例えば、上記のように、特に、ディスプレイが十分
に小さい場合、ある実施形態が、上記のブッシング構造を含まなくてよい。
【００７３】
　上記の詳細な記載が示され、記載され、及び、様々な実施形態に適用されるような本発
明の新規な特徴が示されたが、説明されたプロセスの装置の詳細及びその形式が、本発明
の精神から逸脱することなく、当業者により、様々な省略、置換、及び変更がなされうる
と理解されるだろう。認識されるように、いくつかの特徴が、他のものから独立して使用
され又は実施されうるため、本願明細書において説明された全ての特徴及び利点を提供し
ない形式内で、本発明が、具体化されてよい。
【符号の説明】
【００７４】
　　１２　干渉型変調器
　　１４　可動反射層
　　１６　オプティカルスタック
　　１８　柱
　　１９　間隙
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　　２０　基板
　　２１　プロセッサ
　　２２　アレイドライバ
　　２４　行駆動回路
　　２６　列駆動回路
　　２７　ネットワークインターフェース
　　２８　フレームバッファ
　　２９　ドライバコントローラー
　　３０　ディスプレイ
　　４０　表示装置
　　４１　ハウジング
　　４３　アンテナ
　　４５　スピーカー
　　４６　マイクロホン
　　４７　トランシーバ
　　４８　入力装置
　　５０　電力供給装置
　　５２　調整用ハードウェア

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６Ａ】
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【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図７Ｅ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図８Ｅ】

【図８Ｆ】

【図８Ｇ】

【図８Ｈ】

【図８Ｉ】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月23日(2010.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的電気機械装置であって、
　基板上に形成され、ストリップ電極を形成するようにパターン化された導電光吸収体；
　前記基板上に形成された少なくとも１つの支持構造；及び
　前記少なくとも１つの支持構造上に形成され、前記導電光吸収体から離隔された導電可
変層；
　を備え、
　前記光吸収体が、前記電気機械装置の光学的活性領域内における前記ストリップ電極内
の第１導体として機能し、
　前記可変層が、前記光吸収体に向かって静電的にたわむことが可能であることを特徴と
する光学的電気機械装置。
【請求項２】
　前記光吸収体が、モリブデン－クロム合金を含むことを特徴とする請求項１に記載の電
気機械装置。
【請求項３】
　前記光吸収体が、約７０－７５オングストロームの厚さを有することを特徴とする請求
項２に記載の電気機械装置。
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【請求項４】
　前記光吸収体が、入射可視光の約２８．５％から３４．５％を反射することを特徴とす
る請求項１に記載の電気機械装置。
【請求項５】
　前記光吸収体の少なくとも一部の下に位置したブラックマスク吸収体層をさらに備え、
　前記ブラックマスク吸収体が、前記光吸収体と同じ材料を含むことを特徴とする請求項
１に記載の電気機械装置。
【請求項６】
　前記電気機械装置が、前記可変層と前記光吸収体との間に、犠牲層を備え、
　前記犠牲層が、前記光吸収体及び前記ブラックマスク吸収体と同じ材料を含むことを特
徴とする請求項５に記載の電気機械装置。
【請求項７】
　前記犠牲層、前記光吸収体、及び前記ブラックマスク吸収体の各々が、モリブデン層を
備えることを特徴とする請求項６に記載の電気機械装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの前記ブラックマスク吸収体及び前記光吸収体が、入射光の一部を吸収
する干渉型ブラックマスクを形成することを特徴とする請求項５に記載の電気機械装置。
【請求項９】
　前記ブラックマスク吸収体が、前記電気機械装置の光学的非活性領域に位置することを
特徴とする請求項５に記載の電気機械装置。
【請求項１０】
　ブラックマスク吸収体層の少なくとも一部が、前記少なくとも１つの支持構造の一部の
下に位置することを特徴とする請求項１に記載の電気機械装置。
【請求項１１】
　前記可変層が、
　前記光吸収体に面した反射副層、及び
　前記反射副層上に位置した機械的副層
　を備え、
　前記反射副層が、アルミニウムを含み、
　前記機械的副層が、ニッケルを含むことを特徴とする請求項１に記載の電気機械装置。
【請求項１２】
　前記反射副層が、アルミニウム－ネオジム合金を含むことを特徴とする請求項１１に記
載の電気機械装置。
【請求項１３】
　前記アルミニウム－ネオジム合金が、約２原子％のネオジムを含むことを特徴とする請
求項１２に記載の電気機械装置。
【請求項１４】
　前記機械的副層が、ニッケル－ホウ素合金を含むことを特徴とする請求項１１に記載の
電気機械装置。
【請求項１５】
　前記ニッケル－ホウ素合金が、約０．５原子％のホウ素を含むことを特徴とする請求項
１４に記載の電気機械装置。
【請求項１６】
　前記光吸収体層と電気通信し、前記電気機械装置の光学的非活性領域に位置する導電ブ
ッシング構造をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載の電気機械装置。
【請求項１７】
　前記ブッシング構造が、第１副層及び第２副層を備え、
　前記第１副層が、前記可変層の反射副層と同じ材料を含み、
　前記第２副層が、前記可変層の機械的副層と同じ材料を含むことを特徴とする請求項１
６に記載の電気機械装置。
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【請求項１８】
　前記光吸収体の少なくとも一部上に位置した光誘電体層をさらに備え、
　前記光吸収体が、前記電気機械装置の光学的活性領域における前記光誘電体層と前記基
板との間に位置した１つの導電材料を含むことを特徴とする請求項１に記載の電気機械装
置。
【請求項１９】
　前記電気機械装置が、前記電気機械装置の光学的活性領域内にＩＴＯを含まないことを
特徴とする請求項１に記載の電気機械装置。
【請求項２０】
　前記電気機械装置が、ディスプレイを含み、
　前記ディスプレイが、干渉型変調器のアレイを含むことを特徴とする請求項１に記載の
電気機械装置。
【請求項２１】
　光学的電気機械装置の製造方法であって、
　基板上に導電光吸収体を形成する段階と、
　ストリップ電極を形成するように前記導電光吸収体をパターニングする段階と、
　前記光吸収体上に犠牲層を形成する段階と、
　前記基板上に少なくとも１つの支持構造を形成する段階と、
　前記犠牲層及び少なくとも１つの前記支持構造上に導電可変層を形成する段階と、
を含み、
　前記光吸収体が、前記電気機械装置の光学的活性領域内において、前記ストリップ電極
内の第１導体として機能することを特徴とする光学的電気機械装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記犠牲層を除去するようにリリースエッチングを行う段階と、
　前記可変層と前記光吸収体との間にキャビティを形成する段階と、
をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記光吸収体が、約２原子％のクロムを含むモリブデン－クロム合金を含むことを特徴
とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記光吸収体が、約７０－７５オングストロームの厚さを有することを特徴とする請求
項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記光吸収体が、入射可視光の約２８．５％から３４．５％を反射することを特徴とす
る請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記光吸収体の堆積の前に、ブラックマスク吸収体層を形成する段階をさらに含み、
　前記ブラックマスク吸収体が、前記光吸収体と同じ材料を含むことを特徴とする請求項
２１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記電気機械装置の光学的活性領域から前記ブラックマスク吸収体層を除去するように
前記ブラックマスク吸収体層をパターニングする段階をさらに含むことを特徴とする請求
項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記犠牲層が、前記光吸収体及び前記ブラックマスク吸収体と同じ材料を含むことを特
徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記犠牲層、前記光吸収体、及び前記ブラックマスク吸収体の各々が、モリブデン層を
備えることを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
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　前記可変層を形成する段階の前に、Ｎ２Ｏを含むプラズマ環境に前記犠牲層を露出させ
る段階をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの支持構造を形成する段階の後で、Ｎ２Ｏを含むプラズマ環境に前
記犠牲層を露出させる段階が実施されることを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記光吸収体と電気通信し、前記電気機械装置の光学的非活性領域に位置するブッシン
グ構造を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記ブッシング構造を形成する段階が、
　第１ブッシング副層を形成する段階と、
　一定時間の間、前記第１ブッシング副層を真空に露出させる段階と、
　前記第１ブッシング副層を真空に露出させる段階の後で、第１層上に第２ブッシング副
層を形成する段階と、
を含むことを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１ブッシング副層が、約２原子％のネオジムを含むアルミニウム－ネオジム合金
を含み、
　前記第２ブッシング副層が、約０．５原子％のホウ素を含むニッケル－ホウ素合金を含
むことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記可変層を形成する段階が、
　前記犠牲層上に、アルミニウムを含む反射副層を形成する段階と、
　第１副層上に、ニッケルを含む機械的副層を形成する段階と、
を含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項３６】
　前記反射副層が、約２％のネオジムを含むアルミニウム－ネオジム合金を含むことを特
徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記機械的副層が、約０．５％のホウ素を含むニッケル－ホウ素合金を含むことを特徴
とする請求項３５に記載の方法。
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