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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上面に、前記基板の上面との間にドーム状の膨らみを有する空隙が形成されるよ
うに設けられた下部電極と、
　該下部電極上に設けられた圧電膜と、
　該圧電膜上に設けられた上部電極と、
　前記圧電膜を挟む前記下部電極と前記上部電極との重なり領域であるメンブレン領域と
、を具備し、
　前記空隙の前記基板面上への投影領域は前記メンブレン領域を含み、
　前記空隙は前記下部電極及び前記圧電膜により閉じられた空間であることを特徴とする
圧電薄膜共振器。
【請求項２】
　前記投影領域の輪郭は曲線を含むことを特徴とする請求項１記載の圧電薄膜共振器。
【請求項３】
　前記投影領域の輪郭は非平行からなる多角形であることを特徴とする請求項１記載の圧
電薄膜共振器。
【請求項４】
　前記メンブレン領域の輪郭は曲線からなることを特徴とする請求項１記載の圧電薄膜共
振器。
【請求項５】
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　前記メンブレン領域の輪郭は非平行からなる多角形であること特徴とする請求項１記載
の圧電薄膜共振器。
【請求項６】
　前記下部電極、前記圧電膜および前記上部電極からなる複合膜の応力は圧縮応力である
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項記載の圧電薄膜共振器。
【請求項７】
　前記下部電極に穴部が設けられていることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項
記載の圧電薄膜共振器。
【請求項８】
　前記圧電膜は、（００２）方向を主軸とする配向性を示す窒化アルミニウムおよび酸化
亜鉛のいずれかであることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項記載の圧電薄膜共
振器。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の圧電薄膜共振器を複数組み合わせて構成されている
ことを特徴とするフィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電薄膜共振器およびフィルタに関し、特に、ドーム状の空隙を有する圧電
薄膜共振器およびフィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話に代表される無線機器の急速な普及により、小型で軽量な共振器およびこれを
組み合わせて構成したフィルタの需要が増大している。これまでは主として誘電体と表面
弾性波（ＳＡＷ）フィルタが使用されてきたが、最近では、特に高周波での特性が良好で
、かつ小型化とモノリシック化が可能な素子である圧電薄膜共振器およびこれを用いて構
成されたフィルタが注目されつつある。
【０００３】
　このような圧電薄膜共振器の一つとして、ＦＢＡＲ（Film Bulk Acoustic Resonator）
タイプの共振器が知られている。これは、基板上に、主要構成要素として、上部電極膜と
圧電膜と下部電極膜の積層構造体（複合膜）を有し、上部電極と下部電極が対向する部分
の下部電極下には空隙（バイアホールあるいはキャビティ）が形成されている。このよう
な空隙は、素子基板として用いられるＳｉ基板を裏面からエッチング（ウェットエッチン
グやドライエッチィング）することで形成されたり、あるいは、Ｓｉ基板の表面に設けた
犠牲層をウェットエッチングなどして形成される。
【０００４】
　上部電極と下部電極との間に高周波の電気信号を印加すると、上部電極と下部電極に挟
まれた圧電膜内部に、逆圧電効果によって励振される弾性波や圧電効果に起因する歪によ
って生じる弾性波が発生する。そして、これらの弾性波が電気信号に変換される。このよ
うな弾性波は、上部電極（膜）と下部電極（膜）がそれぞれ空気に接している面で全反射
されるため、厚み方向に主変位をもつ厚み縦振動波となる。この素子構造では、空隙上に
形成された上部電極膜／圧電膜／下部電極膜を主要構成要素とする薄膜構造部分の合計膜
厚Ｈが、弾性波の１／２波長の整数倍（ｎ倍）になる周波数において共振が起こる。弾性
波の伝搬速度Ｖは材料によって決まり、共振周波数ＦはＦ＝ｎＶ／２Ｈで与えられる。こ
のような共振現象を利用すると膜厚をパラメータとして共振周波数を制御することが可能
であるから、所望の周波数特性を有する共振器やフィルタを作製することができる。
【０００５】
　ここで、上下の電極膜としては、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）、白金（Ｐｔ）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロ
ジウム（Ｒｈ）、イリジウム（Ｉｒ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）などの金属材料
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あるいはこれらの金属を組み合わせた積層材料を用いることができる。また、圧電膜とし
ては、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺ
Ｔ）、チタン酸鉛（ＰｂＴｉＯ３）などを用いることができる。特に、（００２）方向を
主軸とする配向性をもつ窒化アルミニウム（ＡｌＮ）または酸化亜鉛（ＺｎＯ）であるこ
とが好ましい。さらに、素子基板としては、シリコン、ガラス、ＧａＡｓなどを用いるこ
とができる。
【０００６】
　既に説明したように、上記構成の圧電薄膜共振器では、下部電極膜（あるいは誘電体膜
）の直下に、バイアホールあるいはキャビティを形成する必要がある。以下では、基板の
裏面から表面まで貫通している穴をバイアホールと呼び、基板の表面近傍や下部電極膜（
あるいは誘電体膜）の直下に存在する空洞をキャビティと呼ぶことにする。従来の圧電薄
膜共振器はバイアホールタイプとキャビティタイプに分類される。
【０００７】
　図１は、非特許文献１に記載されている従来の圧電薄膜共振器（従来例１）の概略構成
を説明するための断面図である。この構造では、熱酸化膜（ＳｉＯ２）１２を有する（１
００）Ｓｉ基板１１上に、下部電極１３としてＡｕ－Ｃｒ膜、圧電膜１４としてＺｎＯ膜
、上部電極１５としてＡｌ膜が形成されて積層構造を形成している。そして、この積層構
造の下方にはバイアホール１６が形成されている。このバイアホール１６は、（１００）
Ｓｉ基板１１の裏面側から、ＫＯＨ水溶液あるいはＥＤＰ水溶液（エチレンジアミンとピ
ロカテコールと水の混合液）を用いた異方性エッチングを施して形成したものである。
【０００８】
　しかしながら、図１に示したバイアホールタイプの圧電薄膜共振器には、以下のような
問題がある。第１に、そもそも上述した異方性エッチングというのは、Ｓｉ基板の（１０
０）面のエッチングレートが（１１１）面のエッチングレートに比較してある程度の高い
値をもつという特性を利用しているため、Ｓｉ基板のカット面が（１００）面である場合
に限って有効な手法である点である。第２に、バイアホールは、（１００）面と（１１１
）面が交差する角度である５４．７°の傾斜をもつ側壁形状をとらざるを得ないために、
素子サイズが大きくなることを避けることができず、かつＳｉ基板裏面の一部領域を大き
くエッチングして形成されるバイアホールにより機械的強度も低下してしまう点である。
第３に、このような圧電薄膜共振器を複数個近接して配置させてフィルタを構成する場合
、個々の共振器の小型化が困難であるためにフィルタも実用的なサイズにまで小型かする
ことが不可能な点である。第４に、Ｓｉ基板にバイアホールを形成しているためにインダ
クタンスやキャパシタンスなどといった他の素子を同一基板上に製造する際の妨げとなり
、集積化が容易ではない点である。第５に、Ｓｉ基板をダイシングして個々のチップに分
割する工程やパッケージへの実装工程において、強度の弱い素子の破損を回避するため特
別な配慮を必要とする点である。
【０００９】
　これに対してキャビティタイプの圧電薄膜共振器は、犠牲層上に、上部電極膜と圧電膜
と下部電極膜（必要によりさらに誘電体膜）の積層構造を有し、この犠牲層をエッチング
により除去して形成されたキャビティを備えた圧電薄膜共振器である。
【００１０】
　図２は、このようなキャビティタイプの圧電薄膜共振器（従来例２）の概略構成を説明
するための断面図である（特許文献１参照）。この構造では、熱酸化膜（ＳｉＯ２）２２
を有する基板２１上に、下部電極２３と圧電膜２４と上部電極２５とが形成されて積層構
造を形成している。そして、この積層構造の下方にはキャビティ２６が形成されている。
このキャビティ２６は、予めアイランド（島）状のＺｎＯの犠牲層をパターニングしてお
き、この犠牲層パターン上に上記の積層構造を形成し、さらに積層構造の下方にある犠牲
層を酸で除去することにより形成される。
【００１１】
　一般に、ＦＢＡＲのような厚み縦振動を利用した圧電薄膜共振器では、良好な共振特性
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を得るには圧電膜の配向性が良好であることが前提となる。通常、キャビティ深さは、振
動変位とメンブレン部分のたわみを考慮すると、数μｍ～数十μｍ必要である。しかしな
がら、このように厚い犠牲層を成膜した後の表面は粗く、その犠牲層上に成長させる下部
電極膜２３と圧電膜２４の配向性はかなり低下してしまう。さらに、上部電極膜２５／圧
電膜２４／下部電極膜２３の積層体は、ＳｉＯ２膜２２により上側に隆起する橋状の下地
の上に設けられることとなるため、機械振動に対する強度も弱く実用上の信頼性に劣ると
いう問題がある。
【００１２】
　図３は、かかる配向性の問題を克服する方法として特許文献２に開示されている圧電薄
膜共振器（従来例３）の概略構成を説明するための断面図である。この構造では、熱酸化
膜（ＳｉＯ２）３２を有するＳｉ基板３１上に、下部電極３３と圧電膜３４と上部電極３
５とが形成されて積層構造を形成している。そして、この積層構造の下方にキャビティ３
６が形成されている。この構成の圧電薄膜共振器は次のようにして作製される。
【００１３】
　先ず、Ｓｉ基板３１の表面の一部領域にエッチングにより窪みを形成し、次に犠牲層と
して使用するＰＳＧ（燐石英ガラス）中の燐がＳｉ基板３１中に拡散するのを防止するた
め、Ｓｉ基板３１表面に熱酸化膜（ＳｉＯ２）３２を形成する。犠牲層のＰＳＧを堆積し
た後に研磨及びクリーニングを行い、表面のミラー仕上げを行う。続いて、下部電極膜３
３、圧電膜３４、上部電極膜３５の順に堆積し、最後にＰＳＧを除去する。しかしながら
、このような圧電薄膜共振器の作製方法では作製コストが高くなり、しかも、スラリ残渣
などの処理を必要とする厄介な研磨工程を含んでおり、製造工程数も多く生産性に劣ると
いう問題がある。
【特許文献１】特開昭６０－１８９３０７号公報
【特許文献２】特開２０００－６９５９４号公報
【非特許文献１】Electron. Lett., １９８１年、１７巻、５０７－５０９頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、機械的強度、信頼性、生産性に優
れ、かつ良好な圧電膜配向性および性能を有する圧電薄膜共振器およびフィルタを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、基板の上面に、前記基板の上面との間にドーム状の膨らみを有する空隙が形
成されるように設けられた下部電極と、該下部電極上に設けられた圧電膜と、該圧電膜上
に設けられた上部電極と、前記圧電膜を挟む前記下部電極と前記上部電極との重なり領域
であるメンブレン領域と、を具備し、前記空隙の前記基板面上への投影領域は前記メンブ
レン領域を含み、前記空隙は前記下部電極及び前記圧電膜により閉じられた空間であるこ
とを特徴とする圧電薄膜共振器である。本発明によれば、機械的強度、信頼性、生産性に
優れ、かつ良好な圧電膜配向性および性能を有する圧電薄膜共振器を提供することができ
る。
【００１６】
　上記構成において、前記投影領域の輪郭は曲線を含むことを特徴とすることができる。
また、記投影領域の輪郭は非平行からなる多角形であることを特徴とすることができる。
これらの構成によれば、複合膜の強度の確保と共振特性のばらつきの低減とを両立させる
ことができる。
【００１７】
　上記構成において、前記メンブレン領域の輪郭は曲線からなることを特徴とすることが
できる。また、前記メンブレン領域の輪郭は非平行からなる多角形であること特徴とする
ことができる。これらの構成によれば、横方向振動の影響を低減することができる。
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【００１８】
　上記構成において、前記下部電極、前記圧電膜および前記上部電極からなる複合膜の応
力は圧縮応力であることを特徴とすることができる。また、前記下部電極に穴部が設けら
れていることを特徴とすることができる。これらの構成によれば、ドーム状の膨らみを有
する空隙を形成することができる。
【００１９】
　上記構成において、前記圧電膜は、（００２）方向を主軸とする配向性を示す窒化アル
ミニウムおよび酸化亜鉛のいずれかであることを特徴とすることができる。この構成によ
れば、良好な共振特性を有する圧電薄膜共振器を提供することができる。
【００２０】
　本発明によれば、上記構成の圧電薄膜共振器を複数組み合わせて構成されていることを
特徴とするフィルタである。本発明によれば、機械的強度、信頼性、生産性に優れ、かつ
良好な圧電膜配向性および性能を有するフィルタを提供することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、機械的強度、信頼性、生産性に優れ、かつ良好な圧電膜配向性および
性能を有する圧電薄膜共振器およびフィルタを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照に本発明に係る実施例について説明する。
【実施例１】
【００２３】
　図４（ａ）は実施例１に係る圧電薄膜共振器の平面図、図４（ｂ）は図４（ａ）のＡ－
Ａ断面図、図４（ｃ）は図４（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。図４（ａ）から図４（ｃ）を
参照に、Ｓｉ基板４１上に、基板４１との間に下部電極４３側にドーム状の膨らみを有す
る空隙４６が形成されるように下部電極４３が設けられている。ドーム状の膨らみとは、
例えば空隙４６の周辺では空隙の高さが小さく、空隙の内部ほど空隙の高さが高くなるよ
うな形状の膨らみである。下部電極４３上に圧電膜４４、圧電膜４４上に上部電極４５が
それぞれ設けられている。下部電極４３、圧電膜４４および上部電極４５は複合膜を構成
している。下部電極４３および上部電極４５はＲｕ、圧電膜４４は（００２）方向を主軸
とするＡｌＮを用いている。圧電膜４４を挟む下部電極４３と上部電極４５との重なり領
域がメンブレン領域である。図４（ａ）より下部電極４３にはＢ－Ｂの方向に後述する犠
牲層をエッチングするための導入路４９が形成されている。導入路４９の先端付近は圧電
膜４４で覆われておらず、下部電極４３は導入路４９の先端に穴部４７を有する。圧電膜
４４には下部電極４３と電気的に接続するための開口部が設けられている。
【００２４】
　図５（ａ）から図５（ｈ）は、実施例１に係る圧電薄膜共振器の製造工程を示す断面図
である。図５（ａ）から図５（ｄ）は図４（ａ）のＡ－Ａ断面に相当する断面であり、図
５（ｅ）から図５（ｈ）は図４（ｂ）のＢ－Ｂ断面に相当する
断面である。図５（ａ）および図５（ｅ）を参照に、シリコン基板４１上に、例えばＭｇ
Ｏ等からなる膜厚が約２０ｎｍの犠牲層４８を例えばスパッタリング法または蒸着法を用
い形成する。基板４１は前述のようにシリコン基板以外にも石英基板、ガラス基板、Ｇａ
Ａｓ基板等を用いることができる。特に、空隙４６を形成する際、従来例１および３のよ
うに基板４１をエッチングしないため、エッチングの難しい基板も用いることができる。
犠牲層４８としては、ＺｎＯ、Ｇｅ、Ｔｉなど、エッチング液により、容易に溶解できる
材料が好ましい。露光技術とエッチング技術を用い、犠牲層４８を所定の形状とする。
【００２５】
　図６（ａ）はこのときの犠牲層４８を形成した領域とメンブレン領域５０になるべき領
域（以下ではそれぞれ犠牲層４８とメンブレン領域５０ともいう）の関係を示した平面図
である。犠牲層４８がメンブレン領域５０を含むように形成されている。犠牲層４８を除
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去するためのエッチング液を導入するための導入路４９が２箇所設けられている。導入路
４９は１箇所または３箇所以上であっても良い。
【００２６】
　図５（ｂ）および図５（ｆ）を参照に、Ｒｕからなり膜厚が約１００ｎｍの下部電極４
３を０．６～１．２ＰａのＡｒガス雰囲気中のスパッタリングで形成する。下部電極４３
としては、前述した金属を用いることができる。露光技術とイオンミリング技術を用い、
下部電極４３を所定の形状とする。図６（ｂ）はこのときの犠牲層４８とメンブレン領域
５０の関係を示した平面図である。その上に下部電極４３が形成されていない犠牲層４８
は下部電極４３のエッチングの際、除去される。この結果、図の左側の犠牲層４８の輪郭
は下部電極４３の形状の輪郭（すなわちメンブレン領域５０の輪郭）と一致する。一方、
図の右側は、メンブレン領域５０と下部電極４３の引き出し部とがつながっている。この
ため、下部電極４３のエッチングの際、この部分の犠牲層４８が除去されることはない。
この結果、メンブレン領域５０の左側は犠牲層４８とメンブレン領域５０の輪郭が一致し
、メンブレン領域５０の右側は犠牲層４８がメンブレン領域５０を含む。導入路４９の先
端には、穴部４７が形成される。なお、穴部４７は後に形成しても良い。
【００２７】
　図５（ｃ）および図５（ｇ）を参照に、下部電極４３および基板４１上に、（００２）
方向を主軸とするＡｌＮ膜からなり膜厚が約４００ｎｍの圧電膜４４を、約０．３Ｐａの
圧力のＡｒ／Ｎ２混合ガス雰囲気中のスパッタリングで形成する。圧電膜４４上に、Ｒｕ
からなり膜厚が約１００ｎｍの上部電極４３を０．６～１．２ＰａのＡｒガス雰囲気中の
スパッタリングで形成する。圧電膜４４としては、前述のようにＺｎＯ等の圧電材料を用
いることもできる。上部電極４５は下部電極４３と同様の金属を用いることができる。露
光技術とエッチング技術を用い上部電極４５および圧電膜４４を所定の形状とする。この
とき、図５（ｃ）のように、下部電極４３上には、下部電極４３を電気的に接続するため
の圧電膜４４の開口部が設けられる。また、図５（ｇ）のように、導入路４９の先端には
圧電膜４４および上部電極４５は形成されていない。
【００２８】
　図５（ｄ）および図５（ｈ）を参照に、犠牲層４８をエッチングするためのエッチング
液を穴部４７、導入路４９を経て導入し、犠牲層４８を除去する。ここで、下部電極４３
、圧電膜４４および上部電極４５からなる複合膜の応力は圧縮応力となるように設定され
ている。このため、犠牲層４８のエッチングが完了した時点で、複合膜は膨れ上がり、下
部電極４３と基板４１の間に複合膜側にドーム状形状を有する空隙４６が形成される。な
お、実施例１では複合膜の圧縮応力は３００ＭＰａとなるように設定されている。
【００２９】
　　図６（ｃ）は実施例１に係る圧電薄膜共振器のメンブレン領域５０と空隙４６の基板
４１への投影領域（以下、簡単に空隙４６ともいう）を示した図である。メンブレン領域
は楕円形をしている。図の左側、つまり上部電極４５とつながるメンブレン領域５０の輪
郭は、空隙４６の輪郭と一致している。一方、下部電極４３とつながるメンブレン領域５
０の輪郭は空隙４６の輪郭に含まれている。このように、空隙４６の基板４１面上への投
影領域はメンブレン領域５０を含んでいる。ここで、メンブレン領域５０の縦方向の幅を
ＬＥ、横方向の幅をＷＥ、空隙の縦方向の幅をＬＳ、横方向の幅をＷＳとする。実施例１
では、ＬＭ＝１５０μｍおよびＬＳ＝１２５μｍとした。なお、図５（ｂ）および図５（
ｆ）において、下部電極４３をエッチングする際、犠牲層４８もエッチングされるため、
図６（ｃ）の空隙４６の左側でメンブレン領域５０と空隙４６の輪郭が一致している。下
部電極４３をエッチングする際、犠牲層４８がエッチングされないようにすることにより
、空隙４６の左側においても、メンブレン領域５０の輪郭が空隙４６の輪郭を含むように
することも可能である。
【００３０】
　図７は、空隙サイズ（ＬＳ）からメンブレン領域のサイズ（ＬＥ）を引いた値に対する
圧電薄膜共振器の電気機械結合係数を示した図である。ここで、ＬＳ－ＬＥはＷＳ－ＷＥ
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の約２倍としている。ＬＳ－ＬＥ大きくすることにより電気機械結合定数が大きくなる。
発明者の実験によると、ＬＳ－ＬＥが１０μｍ程度までは良好な電気機械結合定数を得ら
れることがわかった。このように、空隙４６はメンブレン領域５０を含むことにより、電
気機械結合定数を向上させることができ、共振特性が向上する。一方、ドーム状の膨らみ
を有する空隙４６がメンブレン領域５０より小さい場合、空隙４６の形状が不良となる、
あるいは空隙が形成できても挿入損失が劣化し、安定な共振特性を得ることができなかっ
た。
【００３１】
　実施例１によれば、空隙４６を複合膜側にドーム状形状としているため、従来例１およ
び２のように基板４１をエッチングする必要がない。よって、生産性の向上が図れる。ま
た、基板４１の機械的強度も図ることができる。さらに、空隙４６を形成する領域は小さ
くて済むため集積化を図ることができる。従来例２に比べ、空隙４６の大きさを小さくで
きるため、複合膜の機械振動による信頼性劣化を抑制することがきる。また、空隙４６を
形成するための犠牲層４８の厚さを薄くすることができるため、従来例１および従来例３
と同様に良好な圧電膜４４の配向性を確保することができる。さらに、図７のように、空
隙４６の基板４１面上への投影領域はメンブレン領域５０を含むことにより、圧電薄膜共
振器の共振特性を向上させ優れた性能を得ることができる。
【００３２】
　また、実施例１のように、空隙４６の基板４１面上への投影領域の輪郭は曲線を含むこ
とが好ましい。応力が特定の辺に集中することを抑制することができるためである。よっ
て、複合膜の強度の確保と共振特性のばらつきの低減とを両立させることができる。全て
の輪郭が曲線であることがより好ましく、楕円形や円形であることが、応力を集中させな
いためより好ましい。例えば、図８（ａ）は、下部電極４３ａ、上部電極４５ａおよび空
隙４６ａを示した例である。図８（ａ）のように、四角の辺を曲線とした空隙４６ａとし
てもよい。四角以外の多角形の辺を曲線とした形状でもよい。さらに、図８（ｂ）は、下
部電極４３ｂ、上部電極４５ｂおよび空隙４６ｂを示した例である。空隙４６の基板４１
面上への投影領域の輪郭は、平行な辺を有さない非平行な辺からなる多角形である。この
場合も、応力が特定の辺に集中することを抑制することができる。
【００３３】
　さらに、実施例１のように、メンブレン領域の輪郭は曲線からなることが好ましい。横
方向振動の影響を低減できるためである。楕円形や円形であることが、より横方向振動の
影響を低減するため好ましい。例えば図８（ａ）のように、メンブレン領域（下部電極４
３ａと上部電極４５ａとが重なる領域）を多角形の辺を曲線とした形状でもよい。また、
図８（ｂ）のように、メンブレン領域（下部電極４３ｂと上部電極４５ｂとが重なる領域
）を平行な辺を有さない非平行な辺からなる多角形とすることもできる。この場合も、横
方向振動の影響を低減できる。
【００３４】
　さらに、下部電極４３、圧電膜４４および上部電極４５からなる複合膜の応力を圧縮応
力とすることにより、ドーム状の膨らみを有する空隙４６が潰れることなく形成すること
ができる。また、下部電極４３には穴部４７が設けられている。この穴部４７より犠牲層
４８をエッチングすることにより、ドーム状の膨らみを有する空隙４６を形成することが
できる。
【００３５】
　さらに、圧電膜４４として、（００２）方向を主軸とする配向性を示す窒化アルミニウ
ム、または酸化亜鉛を用いることにより、良好な共振特性を有する圧電薄膜共振器を提供
することができる。
【実施例２】
【００３６】
　実施例２は、実施例１に係る圧電薄膜共振器を複数組み合わせて構成されているフィル
タの例である。図９（ａ）は実施例２に係るフィルタの上面図、図９（ｂ）は図９（ａ）
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のＡ´－Ａ´断面図である。基本的な構成は実施例１と同様であり、実施例１と同じ部材
は同じ符号を付し説明を省略する。このフィルタは、直列腕共振器４個と並列腕共振器３
個で構成されるラダー型フィルタである。Ｓ１からＳ４は直列腕共振器のメンブレン領域
、Ｐ１からＰ３は並列腕共振器のメンブレン領域を示している。圧電膜４４には下部電極
４３に電気的に接続するための開口部５２が設けられている。各共振器とも、空隙４６は
ドーム状の膨らみを有しておりメンブレン領域を含んでいる。図示していないが、並列腕
共振器Ｐ１からＰ３の上部電極４５上には、Ｔｉからなる付加膜が形成されている。これ
は、並列共振器の共振周波数を低下させバンドバスフィルタの特性を得るためである。
【００３７】
　図１０は実施例２に係るフィルタの通過特性を示す図であり、周波数に対する減衰量を
示している。実施例は実施例２に係るフィルタの特性であり、比較例はメンブレン領域と
空隙とが一致する形状である以外は実施例２と同じ構造のフィルタである。図１０より、
実施例２では、通過特性は通過帯域に渡り改善している。さらに、共振器の電気機械結合
係数の向上により通過地域内のリップルが改善している。一方、発明者の実験によれば、
ドーム状の膨らみを有する空隙４６がメンブレン領域５０より小さく、その他は実施例２
と同様に作製したフィルタの場合、空隙４６の形状が不良となる、あるいは空隙が形成で
きても挿入損失が劣化し、安定な特性を得ることができなかった。このように、実施例２
によれば、特性の良好なフィルタを得ることができた。実施例１に係る圧電薄膜共振器は
、ラダー型フィルタ以外のフィルタに適用することもできる。この場合もフィルタ特性を
向上させることができる。
【００３８】
　このように、実施例１に係る圧電薄膜共振器を複数組み合わせてフィルタを構成するこ
とにより、機械的強度、信頼性、生産性に優れ、かつ良好な圧電膜配向性および性能を有
するフィルタを得ることができる。
【００３９】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・
変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は従来例１に係る圧電薄膜共振器の断面図である。
【図２】図２は従来例２に係る圧電薄膜共振器の断面図である。
【図３】図３は従来例３に係る圧電薄膜共振器の断面図である。
【図４】図４（ａ）は実施例１に係る圧電薄膜共振器の平面図、図４（ｂ）は図４（ａ）
のＡ－Ａ断面図、図４（ｃ）は図４（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図５】図５（ａ）から図５（ｈ）は実施例１に係る圧電薄膜共振器の製造工程を示す断
面図である。
【図６】図６（ａ）から図６（ｃ）はメンブレン領域と犠牲層または空隙との関係を示し
た図である。
【図７】図７は実施例１に係る圧電薄膜共振器の電気機械結合係数を示した図である。
【図８】図８は実施例１の変形例を示した図である。
【図９】図９（ａ）は実施例２に係るフィルタの平面図であり、図９（ｂ）は図９（ａ）
のＡ´－Ａ´断面図である。
【図１０】図１０は実施例２に係るフィルタの通過特性を示す図である。
【符号の説明】
【００４１】
　　１１、２１、３１、４１　　基板
　　１３、２３、３３、４３　　下部電極
　　１４、２４，３４、４４　　圧電薄膜
　　１５、２５、３５、４５　　下部電極
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　　１６、２６、３６、４６　　空隙
　　４７　　　　　　　穴部
　　４８　　　　　　　犠牲層
　　４９　　　　　　　導入路
　　５０　　　　　　　メンブレン領域

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】
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