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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面（１０１）を有し、この一面（１０１）側に第１の部位（１１８）とこの第１の部
位（１１８）に対して電気的に絶縁された第２の部位（１１９）とを含んだ第１センシン
グ部（１０２）が設けられたセンサ部（１００）と、
　前記センサ部（１００）の一面（１０１）に接合される一面（３０１）を有するキャッ
プ部（３００）とを備え、
　前記センサ部（１００）の一面（１０１）に前記キャップ部（３００）の一面（３０１
）が接合されたことにより、前記第１センシング部（１０２）が前記センサ部（１００）
と前記キャップ部（３００）とによって密閉された半導体装置であって、
　前記キャップ部（３００）は、前記センサ部（１００）において絶縁された前記第１の
部位（１１８）と前記第２の部位（１１９）とを電気的に接続したクロス配線部（３２３
）を備えており、
　前記キャップ部（３００）は、該キャップ部（３００）の一面（３０１）の反対側の他
面（３０２）を有し、
　前記クロス配線部（３２３）は、
　前記キャップ部（３００）の一面（３０１）に平行な平面方向に延設されたものであり
、前記キャップ部（３００）の他面（３０２）に配置されると共に、前記キャップ部（３
００）の他面（３０２）の平面方向に延設されたクロス配線（３２２）と、
　前記キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一端が前記
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クロス配線（３２２）に電気的に接続され、他端が前記第１の部位（１１８）に電気的に
接続された第１貫通電極（３０６）と、
　前記キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一端が前記
クロス配線（３２２）に電気的に接続され、他端が前記第２の部位（１１９）に電気的に
接続された第２貫通電極（３０７）とを備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記キャップ部（３００）は、第２センシング部（３１０）を備えた基板（３０３）と
、前記基板（３０３）に接合された隔壁基板（３８７）とを備え、
　前記キャップ部（３００）において、前記隔壁基板（３８７）のうち前記基板（３０３
）が接合された面とは反対側の面側が前記キャップ部（３００）の一面（３０１）とされ
、
　前記センサ部（１００）の一面（１０１）と前記キャップ部（３００）の一面（３０１
）とが接合されたことにより、前記センサ部（１００）と前記キャップ部（３００）との
間に密閉された第１気密室（１２４）が形成され、この第１気密室（１２４）に前記第１
センシング部（１０２）が配置されており、
　前記キャップ部（３００）において、該キャップ部（３００）の基板（３０３）と隔壁
基板（３８７）とが接合されたことにより前記基板（３０３）と前記隔壁基板（３８７）
との間に密閉された第２気密室（３８８）が形成され、前記基板（３０３）のうち前記第
２気密室（３８８）が形成された位置に前記第２センシング部（３１０）が配置されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１気密室（１２４）と前記第２気密室（３８８）とは異なる気圧になっているこ
とを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１気密室（１２４）と前記第２気密室（３８８）とには異なる気体が充満してい
ることを特徴とする請求項２または３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　一面（１０１）を有し、この一面（１０１）側に第１の部位（１１８）とこの第１の部
位（１１８）に対して電気的に絶縁された第２の部位（１１９）とを含んだ第１センシン
グ部（１０２）が設けられたセンサ部（１００）と、
　一面（３０１）およびこの一面（３０１）の反対側の他面（３０２）とを有するキャッ
プ部（３００）とを備え、
　前記センサ部（１００）の一面（１０１）に前記キャップ部（３００）の一面（３０１
）が接合されたことにより、前記第１センシング部（１０２）が前記センサ部（１００）
と前記キャップ部（３００）とによって密閉された半導体装置の製造方法であって、
　前記第１センシング部（１０２）が設けられた前記センサ部（１００）と、前記キャッ
プ部（３００）とをそれぞれ用意する工程と、
　前記センサ部（１００）の一面（３０１）側と前記キャップ部（３００）を接合する工
程と、
　前記キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一端を前記
第１の部位（１１８）に電気的に接続させた第１貫通電極（３０６）を形成すると共に、
前記キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一端を前記第
２の部位（１１９）に電気的に接続させた第２貫通電極（３０７）を形成する工程と、
　前記キャップ部（３００）の他面（３０２）に、前記第１貫通電極（３０６）の他端と
前記第２貫通電極（３０７）の他端とを電気的に接続するクロス配線（３２２）を形成し
、前記第１、第２貫通電極（３０６、３０７）および前記クロス配線（３２２）によって
構成されたクロス配線部（３２３）によって前記第１の部位（１１８）と前記第２の部位
（１１９）とを電気的に接続する工程とを含んでいることを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項６】
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　前記キャップ部（３００）は、第２センシング部（３１０）を備えた基板（３０３）と
、前記基板（３０３）に接合された隔壁基板（３８７）とを備え、
　前記キャップ部（３００）を用意する工程では、前記キャップ部（３００）を構成する
第２センシング部（３１０）を備えた基板（３０３）と、隔壁基板（３８７）とを用意し
、
　前記センサ部（１００）の一面（３０１）側と前記キャップ部（３００）を接合する工
程では、前記センサ部（１００）の一面（１０１）と前記隔壁基板（３８７）を接合する
ことにより前記センサ部（１００）と前記キャップ部（３００）との間に密閉された第１
気密室（１２４）を形成し、前記第１気密室（１２４）に前記第１センシング部（１０２
）を配置する一方、前記基板（３０３）と前記隔壁基板（３８７）とを接合することによ
り前記キャップ部（３００）を構成し、さらに前記基板（３０３）と前記隔壁基板（３８
７）との間に密閉された第２気密室（３８８）を形成し、前記基板（３０３）のうち前記
第２気密室（３８８）が形成された位置に前記第２センシング部（３１０）を配置するこ
とを特徴とする請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記センサ部（１００）の一面（３０１）側と前記キャップ部（３００）を接合する工
程では、前記第１気密室（１２４）と前記第２気密室（３８８）とを異なる気圧にするこ
とを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記センサ部（１００）の一面（３０１）側と前記キャップ部（３００）を接合する工
程では、前記第１気密室（１２４）と前記第２気密室（３８８）とに異なる気体を充満さ
せることを特徴とする請求項６または７に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センシング部が設けられたセンサ部とキャップ部とを備え、センサ部にキャ
ップ部が接合されたことにより、センシング部がセンサ部とキャップ部とによって密閉さ
れた半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば容量式加速度センサを有する第１基板と、例えばピエゾ式圧力センサ
を有すると共に、第１基板に当接する第２基板とを備えた半導体装置が、例えば特許文献
１で提案されている。この半導体装置は、第１基板に、第２基板が対向して当接すること
により封止空間が形成され、この封止空間内に容量式加速度センサが封止された構造を有
している。
【０００３】
　また、第１基板および第２基板の一方または両方に貫通電極が設けられている。これに
より、第１基板および第２基板の積層方向に配線取り出しが可能になっている。さらに、
第１基板には、貫通電極に接続するための配線が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２０４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の技術では、貫通電極に接続するための配線を第１基板に設け
るとなると、容量式加速度センサのセンシング部の構造を考慮して配線をレイアウトしな
ければならない。具体的には、センシング部の構造が設けられた階層において、可動部の
可動電極と固定電極との間の隙間に配線をレイアウトしなければならない場合や、センシ
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ング部の各構成要素を迂回して配線をレイアウトしなければならない場合がある。このよ
うに、第１基板においてセンシング部の構造が設けられた階層において、該第１基板の平
面方向に配線を形成しようとすると、配線を設ける場所が限定されてしまう。このため、
配線のレイアウトが複雑になるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記点に鑑み、センシング部を複数の基板で封止した半導体装置において、
基板の平面方向に配線を設けたとしても、配線のレイアウトを簡略化することができる構
造、およびその製造方法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】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、キャップ部（３００）は、第１
の部位（１１８）と第２の部位（１１９）とを電気的に接続したクロス配線部（３２３）
を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　これによると、センサ部（１００）の第１の部位（１１８）と第２の部位（１１９）と
を電気的に接続するクロス配線部（３２３）は、センサ部（１００）とキャップ部（３０
０）との積層方向において第１の部位（１１８）や第２の部位（１１９）が形成された階
層とは異なる階層すなわちキャップ部（３００）に配置されているので、第１の部位（１
１８）と第２の部位（１１９）との間に他の構造が設けられていても、該構造の隙間に配
線をレイアウトしたり、該構造を迂回して配線をレイアウトする必要がなくなる。このよ
うに、クロス配線部（３２３）のレイアウトがセンサ部（１００）において第１の部位（
１１８）や第２の部位（１１９）が形成された階層の構造に影響することはないので、ク
ロス配線部（３２３）のレイアウトを簡略化することができる。
【０００９】
　また、請求項１に記載の発明では、クロス配線部（３２３）は、キャップ部（３００）
の一面（３０１）に平行な平面方向に延設されたクロス配線（３２２）を備えていること
を特徴とする。
【００１０】
　これによると、該平面方向においてクロス配線（３２２）をレイアウトすることができ
る。この場合、クロス配線（３２２）は第１の部位（１１８）や第２の部位（１１９）が
形成された階層とは異なる階層に配置されるため、第１の部位（１１８）や第２の部位（
１１９）が形成された階層の構造に影響することなくクロス配線（３２２）をレイアウト
することができる。
【００１１】
　さらに、請求項１に記載の発明では、キャップ部（３００）は、該キャップ部（３００
）の一面（３０１）の反対側の他面（３０２）を有し、クロス配線部（３２３）は、キャ
ップ部（３００）の他面（３０２）に配置されると共に、キャップ部（３００）の他面（
３０２）の平面方向に延設されたクロス配線（３２２）と、キャップ部（３００）の一面
（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一端がクロス配線（３２２）に電気的に接続さ
れ、他端が第１の部位（１１８）に電気的に接続された第１貫通電極（３０６）と、キャ
ップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一端がクロス配線（３
２２）に電気的に接続され、他端が第２の部位（１１９）に電気的に接続された第２貫通
電極（３０７）とを備えていることを特徴とする。
【００１２】
　このように、センサ部（１００）とキャップ部（３００）との積層方向において第１の
部位（１１８）や第２の部位（１１９）が形成された階層とは異なる階層であるキャップ
部（３００）の他面（３０２）にクロス配線（３２２）を配置している。このため、キャ
ップ部（３００）の他面（３０２）にはクロス配線（３２２）を迂回させる構造がないの
で、クロス配線（３２２）のレイアウトを簡略化することができる。
【００１３】
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　また、キャップ部（３００）にクロス配線部（３２３）を構成する第１、第２貫通電極
（３０６、３０７）を設けているので、第１の部位（１１８）および第２の部位（１１９
）の電位をキャップ部（３００）の他面（３０２）に取り出すことができると共に、クロ
ス配線（３２２）によって第１、第２貫通電極（３０６、３０７）を電気的に接続するこ
とができる。これにより、第１の部位（１１８）と第２の部位（１１９）とを電気的に接
続することができる。
【００１４】
　請求項２に記載の発明では、キャップ部（３００）は、第２センシング部（３１０）を
備えた基板（３０３）と、基板（３０３）に接合された隔壁基板（３８７）とを備え、キ
ャップ部（３００）において、隔壁基板（３８７）のうち基板（３０３）が接合された面
とは反対側の面側がキャップ部（３００）の一面（３０１）とされ、センサ部（１００）
の一面（１０１）とキャップ部（３００）の一面（３０１）とが接合されたことにより、
センサ部（１００）とキャップ部（３００）との間に密閉された第１気密室（１２４）が
形成され、この第１気密室（１２４）に第１センシング部（１０２）が配置されており、
キャップ部（３００）において、該キャップ部（３００）の基板（３０３）と隔壁基板（
３８７）とが接合されたことにより基板（３０３）と隔壁基板（３８７）との間に密閉さ
れた第２気密室（３８８）が形成され、基板（３０３）のうち第２気密室（３８８）が形
成された位置に第２センシング部（３１０）が配置されていることを特徴とする。
【００１５】
　このように、キャップ部（３００）に隔壁基板（３８７）を設けているので、センサ部
（１００）に係る第１センシング部（１０２）とキャップ部（３００）に係る第２センシ
ング部（３１０）とをそれぞれ異なる気密室（１２４、３８８）に配置することができる
。
【００１６】
　請求項３に記載の発明では、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とは異なる
気圧になっていることを特徴とする。
【００１７】
　これにより、第１気密室（１２４）を第１センシング部（１０２）に適合した気圧とす
ることができ、第２気密室（３８８）を第２センシング部（３１０）に適合した気圧とす
ることができる。
【００１８】
　例えば、第１センシング部（１０２）を加速度センサとし、第２センシング部（３１０
）を圧力センサとした場合、第１気密室（１２４）を高い気圧にすることで加速度センサ
等の可動部分のダンピング効果を得るようにすることができ、第２気密室（３８８）を真
空にすることで圧力センサの基準圧とすることができる。第１センシング部（１０２）が
ジャイロセンサである場合、第１気密室（１２４）を真空にすることができる。
【００１９】
　請求項４に記載の発明では、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とには異な
る気体が充満していることを特徴とする。
【００２０】
　これにより、第１気密室（１２４）を第１センシング部（１０２）に適合した気体で充
満させることができ、第２気密室（３８８）を第２センシング部（３１０）に適合した気
体で充満させることができる。
【００２１】
　例えば、第１センシング部（１０２）を加速度センサあるいはジャイロセンサとし、第
２センシング部（３１０）を圧力センサとした場合、第１気密室（１２４）を粘性が高い
気体で充満させることで加速度センサ等の可動部分のダンピング効果を得るようにするこ
とができ、第２気密室（３８８）を熱伝導性が良い気体で充満させることで第２気密室（
３８８）内を均一な温度にすることができる。
【００２２】
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　一方、クロス配線部（３２３）は、キャップ部（３００）の一面（３０１）に配置され
たクロス配線（３２２）と、クロス配線（３２２）の上に配置され、一端がクロス配線（
３２２）に電気的に接続され、他端が第１の部位（１１８）に電気的に接続された第１接
続部（３４８）と、クロス配線（３２２）の上に配置され、一端がクロス配線（３２２）
に電気的に接続され、他端が第２の部位（１１９）に電気的に接続された第２接続部（３
４９）とを備えている構成としても良い。
【００２３】
　このように、センサ部（１００）とキャップ部（３００）との積層方向において第１の
部位（１１８）や第２の部位（１１９）が形成された階層とは異なる階層であるキャップ
部（３００）の一面（３０１）にクロス配線（３２２）を配置している。このため、キャ
ップ部（３００）の一面（３０１）にはクロス配線（３２２）を迂回させる構造がないの
で、クロス配線（３２２）のレイアウトを簡略化することができる。
【００２４】
　また、キャップ部（３００）にクロス配線部（３２３）を構成する第１、第２接続部（
３４８、３４９）を設けているので、第１、第２接続部（３４８、３４９）およびクロス
配線（３２２）によって第１の部位（１１８）と第２の部位（１１９）とを電気的に接続
することができる。
【００２５】
　上記の場合、キャップ部（３００）は、キャップ部（３００）の一面（３０１）の反対
側の他面（３０２）と、キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫
通し、一端がクロス配線（３２２）に電気的に接続され、他端がキャップ部（３００）の
他面（３０２）に配置された貫通電極（３４４）とを備えている構成としても良い。
【００２６】
　これにより、貫通電極（３４４）を介してクロス配線（３２２）の電位をキャップ部（
３００）の他面（３０２）に取り出すことができる。すなわち、第１の部位（１１８）お
よび第２の部位（１１９）の電位をキャップ部（３００）の他面（３０２）に取り出すこ
とができる。
【００２７】
　また、キャップ部（３００）は、基板（３０３）と、基板（３０３）の上に設けられた
空中配線補強部（３６３）とを備え、クロス配線（３２２）は、該クロス配線（３２２）
の一部が空中配線補強部（３６３）によって支持されていることで、基板（３０３）に対
して浮いている構成としても良い。
【００２８】
　これによると、空中配線補強部（３６３）によりクロス配線（３２２）と基板（３０３
）との間に空間を設けることができるので、クロス配線（３２２）と基板（３０３）との
間の寄生容量を低減することができる。
【００２９】
　一方、基板（１０４）と、基板（１０４）の上に設けられた絶縁層（１０５）と、この
絶縁層（１０５）の上に第１の部位（１０７）とこの第１の部位（１０７）に対して電気
的に絶縁された第２の部位（１２８）とを含んだ第１センシング部（１０２）とを有する
センサ部（１００）と、一面（３０１）を有するキャップ部（３００）とを備え、センサ
部（１００）のうち第１センシング部（１０２）側がキャップ部（３００）の一面（３０
１）に接合されたことにより、第１センシング部（１０２）がセンサ部（１００）とキャ
ップ部（３００）とによって密閉された半導体装置であって、センサ部（１００）は、絶
縁層（１０５）の上に該絶縁層（１０５）の平面方向に延設され、一端側の上に第１の部
位（１０７）が配置されると共にこの第１の部位（１０７）に電気的に接続され、他端側
の上に第２の部位（１２８）が配置されると共にこの第２の部位（１２８）に電気的に接
続されることで、第１の部位（１０７）と第２の部位（１２８）とを電気的に接続したク
ロス配線部（１２９）を備えている構成とすることもできる。
【００３０】
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　これによると、クロス配線部（１２９）は、センサ部（１００）とキャップ部（３００
）との積層方向において第１の部位（１０７）や第２の部位（１２８）が形成された階層
とは異なる階層すなわち第１の部位（１０７）等の階層と絶縁層（１０５）の階層との間
の階層に配置されているので、第１の部位（１０７）と第２の部位（１２８）との間に他
の構造が設けられていても、該構造の隙間に配線をレイアウトしたり、該構造を迂回して
配線をレイアウトする必要がなくなる。このように、クロス配線部（１２９）のレイアウ
トがセンサ部（１００）の第１の部位（１０７）や第２の部位（１２８）が形成された階
層の構造に影響しないので、クロス配線部（１２９）をセンサ部（１００）の一面（１０
１）に平行な平面方向に形成したとしても、該クロス配線部（１２９）のレイアウトを簡
略化することができる。
【００３１】
　この場合、キャップ部（３００）は、キャップ部（３００）の一面（３０１）の反対側
の他面（３０２）と、キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通
し、一端が第１の部位（１０７）または第２の部位（１２８）に電気的に接続され、他端
がキャップ部（３００）の他面（３０２）に配置された貫通電極（３８５）とを備えてい
る構成としても良い。
【００３２】
　これにより、貫通電極（３８５）を介して第１の部位（１０７）および第２の部位（１
２８）の電位をキャップ部（３００）の他面（３０２）に取り出すことができる。
【００３３】
　また、キャップ部（３００）は、キャップ部（３００）の一面（３０１）の反対側の他
面（３０２）と、第２センシング部（３１０）を備えた基板（３０３）と、基板（３０３
）に接合された隔壁基板（３８７）とを備え、キャップ部（３００）において、隔壁基板
（３８７）のうち基板（３０３）が接合された面とは反対側の面側がキャップ部（３００
）の一面（３０１）とされ、センサ部（１００）の第１センシング部（１０２）側とキャ
ップ部（３００）の一面（３０１）とが接合されたことにより、センサ部（１００）とキ
ャップ部（３００）との間に密閉された第１気密室（１２４）が形成され、この第１気密
室（１２４）に第１センシング部（１０２）が配置されており、キャップ部（３００）に
おいて、該キャップ部（３００）の基板（３０３）と隔壁基板（３８７）とが接合された
ことにより基板（３０３）と隔壁基板（３８７）との間に密閉された第２気密室（３８８
）が形成され、基板（３０３）のうち第２気密室（３８８）が形成された位置に第２セン
シング部（３１０）が配置されている構成としても良い。これにより、請求項２と同様の
効果を得ることができる。
【００３４】
　また、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とは異なる気圧になっている構成
も可能である。これにより、請求項３と同様の効果を得ることができる。
【００３５】
　そして、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とには異なる気体が充満してい
る構成とすることもできる。これにより、請求項４と同様の効果を得ることができる。
【００３６】
　請求項５に記載の発明では、一面（１０１）を有し、この一面（１０１）側に第１の部
位（１１８）とこの第１の部位（１１８）に対して電気的に絶縁された第２の部位（１１
９）とを含んだ第１センシング部（１０２）が設けられたセンサ部（１００）と、一面（
３０１）およびこの一面（３０１）の反対側の他面（３０２）とを有するキャップ部（３
００）とを備え、センサ部（１００）の一面（１０１）にキャップ部（３００）の一面（
３０１）が接合されたことにより、第１センシング部（１０２）がセンサ部（１００）と
キャップ部（３００）とによって密閉された半導体装置の製造方法であって、第１センシ
ング部（１０２）が設けられたセンサ部（１００）と、キャップ部（３００）とをそれぞ
れ用意する工程と、センサ部（１００）の一面（３０１）側とキャップ部（３００）を接
合する工程と、キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一
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端を第１の部位（１１８）に電気的に接続させた第１貫通電極（３０６）を形成すると共
に、キャップ部（３００）の一面（３０１）と他面（３０２）とを貫通し、一端を第２の
部位（１１９）に電気的に接続させた第２貫通電極（３０７）を形成する工程と、キャッ
プ部（３００）の他面（３０２）に、第１貫通電極（３０６）の他端と第２貫通電極（３
０７）の他端とを電気的に接続するクロス配線（３２２）を形成し、第１、第２貫通電極
（３０６、３０７）およびクロス配線（３２２）によって構成されたクロス配線部（３２
３）によって第１の部位（１１８）と第２の部位（１１９）とを電気的に接続する工程と
を含んでいることを特徴とする。
【００３７】
　このように、センサ部（１００）とキャップ部（３００）との積層方向において第１の
部位（１１８）や第２の部位（１１９）が形成された階層とは異なる階層であるキャップ
部（３００）の他面（３０２）にクロス配線（３２２）を形成しているので、キャップ部
（３００）の他面（３０２）にはクロス配線（３２２）を迂回させる構造が存在せず、ひ
いてはクロス配線（３２２）のレイアウトを簡略化することができる。
【００３８】
　また、キャップ部（３００）にクロス配線部（３２３）を構成する第１、第２貫通電極
（３０６、３０７）を形成しているので、第１の部位（１１８）および第２の部位（１１
９）の電位をキャップ部（３００）の他面（３０２）に取り出すと共に、第１、第２貫通
電極（３０６、３０７）およびクロス配線（３２２）によって第１の部位（１１８）と第
２の部位（１１９）とを電気的に接続する構造を得ることができる。
【００３９】
　請求項６に記載の発明では、キャップ部（３００）は、第２センシング部（３１０）を
備えた基板（３０３）と、基板（３０３）に接合された隔壁基板（３８７）とを備え、キ
ャップ部（３００）を用意する工程では、キャップ部（３００）を構成する第２センシン
グ部（３１０）を備えた基板（３０３）と、隔壁基板（３８７）とを用意し、センサ部（
１００）の一面（３０１）側とキャップ部（３００）を接合する工程では、センサ部（１
００）の一面（１０１）と隔壁基板（３８７）を接合することによりセンサ部（１００）
とキャップ部（３００）との間に密閉された第１気密室（１２４）を形成し、第１気密室
（１２４）に第１センシング部（１０２）を配置する一方、基板（３０３）と隔壁基板（
３８７）とを接合することによりキャップ部（３００）を構成し、さらに基板（３０３）
と隔壁基板（３８７）との間に密閉された第２気密室（３８８）を形成し、基板（３０３
）のうち第２気密室（３８８）が形成された位置に第２センシング部（３１０）を配置す
ることを特徴とする。
【００４０】
　このように、キャップ部（３００）に隔壁基板（３８７）を設けて基板（３０３）とセ
ンサ部（１００）とで隔壁基板（３８７）を挟んだ構造を形成しているので、センサ部（
１００）に係る第１センシング部（１０２）とキャップ部（３００）に係る第２センシン
グ部（３１０）とをそれぞれ異なる気密室（１２４、３８８）に配置した構造を得ること
ができる。
【００４１】
　請求項７に記載の発明では、センサ部（１００）の一面（３０１）側とキャップ部（３
００）を接合する工程では、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とを異なる気
圧にすることを特徴とする。これにより、請求項３と同様の効果を得ることができる。
【００４２】
　請求項８に記載の発明では、センサ部（１００）の一面（３０１）側とキャップ部（３
００）を接合する工程では、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とに異なる気
体を充満させることを特徴とする。これにより、請求項４と同様の効果を得ることができ
る。
【００４３】
　一方、一面（１０１）を有し、この一面（１０１）側に第１の部位（１１８）とこの第
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１の部位（１１８）に対して電気的に絶縁された第２の部位（１１９）とを含んだ第１セ
ンシング部（１０２）が設けられたセンサ部（１００）と、一面（３０１）を有するキャ
ップ部（３００）とを備え、センサ部（１００）の一面（１０１）にキャップ部（３００
）の一面（３０１）が接合されたことにより、第１センシング部（１０２）がセンサ部（
１００）とキャップ部（３００）とによって密閉された半導体装置の製造方法であって、
第１センシング部（１０２）が設けられたセンサ部（１００）を用意する工程と、基板（
３０３）を備えたキャップ部（３００）を用意し、基板（３０３）の上に絶縁膜（３０４
）を形成し、この絶縁膜（３０４）の上に該絶縁膜（３０４）の平面方向に延びるクロス
配線（３２２）を形成する工程と、クロス配線（３２２）のうち第１の部位（１１８）に
対応した場所に第１接続部（３４８）を形成すると共に、第２の部位（１１９）に対応し
た場所に第２接続部（３４９）を形成する工程と、センサ部（１００）の第１センシング
部（１０２）側とキャップ部（３００）の一面（３０１）側とを接合し、第１接続部（３
４８）を第１の部位（１１８）に接合すると共に、第２接続部（３４９）を第２の部位（
１１９）に接合することで、第１接続部（３４８）、クロス配線（３２２）、および第２
接続部（３４９）によって構成されるクロス配線部（３２３）を介して第１の部位（１１
８）と第２の部位（１１９）とを電気的に接続する工程とを含んでいる方法を採用しても
良い。
【００４４】
　このように、センサ部（１００）とキャップ部（３００）との積層方向において第１の
部位（１１８）や第２の部位（１１９）が形成された階層とは異なる階層であるキャップ
部（３００）の一面（３０１）にクロス配線（３２２）を形成しているので、キャップ部
（３００）の一面（３０１）にはクロス配線（３２２）を迂回させる構造が存在せず、ひ
いてはクロス配線（３２２）のレイアウトを簡略化することができる。
【００４５】
　また、キャップ部（３００）にクロス配線部（３２３）を構成する第１、第２接続部（
３４８、３４９）を形成しているので、第１、第２接続部（３４８、３４９）およびクロ
ス配線（３２２）によって第１の部位（１１８）と第２の部位（１１９）とを電気的に接
続する構造を得ることができる。
【００４６】
　この場合、第１の部位（１１８）と第２の部位（１１９）とを電気的に接続する工程の
後、キャップ部（３００）の一面（３０１）とこの一面（３０１）の反対側の他面（３０
２）とを貫通し、一端をクロス配線（３２２）に電気的に接続すると共に、他端をキャッ
プ部（３００）の他面（３０２）に配置した貫通電極（３４４）を形成する工程を含んで
いても良い。
【００４７】
　これにより、貫通電極（３４４）を介してクロス配線部（３２３）の電位をキャップ部
（３００）の他面（３０２）に取り出す構造を得ることができる。すなわち、第１の部位
（１１８）および第２の部位（１１９）の電位をキャップ部（３００）の他面（３０２）
に取り出す構造を得ることができる。
【００４８】
　さらに、第１接続部（３４８）および第２接続部（３４９）を形成する工程では、第１
接続部（３４８）および第２接続部（３４９）を形成した後、絶縁膜（３０４）のうち第
１接続部（３４８）および第２接続部（３４９）に対応した部分が残るように絶縁膜（３
０４）の一部を除去することにより空中配線補強部（３６３）を形成し、この空中配線補
強部（３６３）によってクロス配線（３２２）の一部を支持することで、クロス配線（３
２２）を基板（３０３）に対して浮かせることもできる。
【００４９】
　これにより、空中配線補強部（３６３）によりクロス配線（３２２）と基板（３０３）
との間に空間を設けることができるので、クロス配線（３２２）と基板（３０３）との間
の寄生容量を低減させた構造を得ることができる。
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【００５０】
　一方、基板（１０４）と、基板（１０４）の上に設けられた絶縁層（１０５）と、この
絶縁層（１０５）の上に第１の部位（１０７）とこの第１の部位（１０７）に対して電気
的に絶縁された第２の部位（１２８）とを含んだ第１センシング部（１０２）とを有する
センサ部（１００）と、一面（３０１）を有するキャップ部（３００）とを備え、センサ
部（１００）のうち第１センシング部（１０２）側がキャップ部（３００）の一面（３０
１）に接合されたことにより、第１センシング部（１０２）がセンサ部（１００）とキャ
ップ部（３００）とによって密閉された半導体装置の製造方法であって、基板（１０４）
を用意し、この基板（１０４）の上に絶縁層（１０５）を形成し、この絶縁層（１０５）
の上に該絶縁層（１０５）の平面方向に延びるクロス配線部（１２９）を形成する工程と
、クロス配線部（１２９）の一端側の上に第１の部位（１０７）が配置されると共に、他
端側の上に第２の部位（１２８）が配置されるように、絶縁層（１０５）の上に第１セン
シング部（１０２）を形成し、クロス配線部（１２９）を介して第１の部位（１０７）と
第２の部位（１２８）とを電気的に接続する工程と、キャップ部（３００）を用意する工
程と、クロス配線部（１２９）が設けられたセンサ部（１００）の第１センシング部（１
０２）側とキャップ部（３００）を接合する工程とを含んでいる方法も可能である。
【００５１】
　これによると、センサ部（１００）とキャップ部（３００）との積層方向において第１
の部位（１０７）や第２の部位（１２８）が形成された階層とは異なる階層すなわち第１
の部位（１０７）等の階層と絶縁層（１０５）の階層との間の階層にクロス配線部（１２
９）を形成しているので、第１の部位（１０７）と第２の部位（１２８）との間に他の構
造が存在していたとしても、該構造の隙間に配線をレイアウトしたり、該構造を迂回して
配線をレイアウトする必要がない。このように、クロス配線部（１２９）のレイアウトが
センサ部（１００）の第１の部位（１０７）や第２の部位（１２８）が形成された階層の
構造に影響しないので、該クロス配線部（１２９）のレイアウトを簡略化することができ
る。
【００５２】
　この場合、センサ部（１００）のセンシング部（１０２）側とキャップ部（３００）を
接合した後、キャップ部（３００）の一面（３０１）とこの一面（３０１）の反対側の他
面（３０２）とを貫通し、一端を第１の部位（１０７）または第２の部位（１２８）に電
気的に接続し、他端をキャップ部（３００）の他面（３０２）に配置した貫通電極（３８
５）を形成する工程を含んでいる方法としても良い。
【００５３】
　これにより、貫通電極（３８５）を介して第１の部位（１０７）および第２の部位（１
２８）の電位をキャップ部（３００）の他面（３０２）に取り出す構造を得ることができ
る。
【００５４】
　また、キャップ部（３００）は、第２センシング部（３１０）を備えた基板（３０３）
と、基板（３０３）に接合された隔壁基板（３８７）とを備え、キャップ部（３００）を
用意する工程では、基板（３０３）と、隔壁基板（３８７）とを用意し、センサ部（１０
０）の第１センシング部（１０２）側とキャップ部（３００）を接合する工程では、セン
サ部（１００）の第１センシング部（１０２）側と隔壁基板（３８７）を接合することに
よりセンサ部（１００）とキャップ部（３００）との間に密閉された第１気密室（１２４
）を形成し、第１気密室（１２４）に第１センシング部（１０２）を配置する一方、基板
（３０３）と隔壁基板（３８７）とを接合することによりキャップ部（３００）を構成し
、さらに基板（３０３）と隔壁基板（３８７）との間に密閉された第２気密室（３８８）
を形成し、基板（３０３）のうち第２気密室（３８８）が形成された位置に第２センシン
グ部（３１０）を配置するようにしても良い。
【００５５】
　このように、キャップ部（３００）に隔壁基板（３８７）を設けて基板（３０３）とセ
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ンサ部（１００）とで隔壁基板（３８７）を挟んだ構造を形成しているので、センサ部（
１００）に係る第１センシング部（１０２）とキャップ部（３００）に係る第２センシン
グ部（３１０）とをそれぞれ異なる気密室（１２４、３８８）に配置した構造を得ること
ができる。
【００５６】
　さらに、センサ部（１００）の一面（３０１）側とキャップ部（３００）を接合する工
程では、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とを異なる気圧にすることも可能
である。これにより、請求項３と同様の効果を得ることができる。
【００５７】
　そして、センサ部（１００）の一面（３０１）側とキャップ部（３００）を接合する工
程では、第１気密室（１２４）と第２気密室（３８８）とに異なる気体を充満させること
もできる。これにより、請求項４と同様の効果を得ることができる。
【００５８】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ’断面図である。
【図４】図１に示されたセンサ部の平面図である。
【図５】ウェハにセンサ部やキャップ部を形成する様子を示した模式図である。
【図６】図１に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図７】図６に続く製造工程を示した図である。
【図８】図７に続く製造工程を示した図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図１０】図９のＣ－Ｃ’断面図である。
【図１１】図９のＤ－Ｄ’断面図である。
【図１２】図９～図１１に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図１３】図１２に続く製造工程を示した図である。
【図１４】図１３に続く製造工程を示した図である。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図１６】本発明の第４実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図１７】図１６のＥ－Ｅ’断面図である。
【図１８】図１６および図１７に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図１９】図１８に続く製造工程を示した図である。
【図２０】本発明の第５実施形態に係る半導体装置の製造工程を示した図である。
【図２１】（ａ）は本発明の第６実施形態に係る半導体装置のうちセンサ部の可動電極部
の平面図であり、（ｂ）は（ａ）の破線部分を含んだ半導体装置の断面図である。
【図２２】本発明の第７実施形態に係る半導体装置のうちセンサ部の平面図である。
【図２３】第７実施形態に係る半導体装置のうちキャップ部の他面の平面図である。
【図２４】図２２のＦ－Ｆ’断面図である。
【図２５】図２２～図２４に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図２６】図２５に続く製造工程を示した図である。
【図２７】図２６に続く製造工程を示した図である。
【図２８】本発明の第８実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図２９】図２８に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図３０】図２９に続く製造工程を示した図である。
【図３１】図３０に続く製造工程を示した図である。
【図３２】本発明の第９実施形態に係る半導体装置の断面図である。
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【図３３】図３２に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図３４】本発明の第１０実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図３５】図３４に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図３６】図３５に続く製造工程を示した図である。
【図３７】本発明の第１１実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図３８】本発明の第１２実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図３９】図３８に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図４０】図３９に続く製造工程を示した図である。
【図４１】本発明の第１３実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図４２】図４１に示される半導体装置の製造工程を示した図である。
【図４３】図４２に続く製造工程を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
【００６１】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図を参照して説明する。図１は、本実施形態に係
る半導体装置の平面図である。図２は、図１のＡ－Ａ’断面図である。また、図３は、図
１のＢ－Ｂ’断面図である。以下、図１～図３を参照して、本実施形態に係る半導体装置
の構造について説明する。
【００６２】
　図２および図３に示されるように、半導体装置は、センサ部１００とキャップ部３００
とが積層されて構成されたものである。センサ部１００は、一面１０１を有する板状のも
のであり、キャップ部３００は一面３０１とこの一面３０１の反対側の他面３０２とを有
する板状のものであり、両者が互いに張り合わされて構成されている。
【００６３】
　センサ部１００は、該センサ部１００の一面１０１側に加速度等の物理量を検出する第
１センシング部１０２が設けられたものである。このセンサ部１００は、第１シリコン層
１０３と第２シリコン層１０４とで絶縁層１０５が挟みこまれて構成されるＳＯＩ基板と
、第１シリコン層１０３の表層部に設けられたＮ型のイオン注入層１０６とよって構成さ
れている。このイオン注入層１０６の表面がセンサ部１００の一面１０１に該当する。各
シリコン層１０３、１０４として、例えばＮ型の単結晶シリコンが採用され、絶縁層１０
５として例えばＳｉＯ２が採用される。
【００６４】
　第１センシング部１０２は、ＳＯＩ基板のうち、第１シリコン層１０３およびイオン注
入層１０６がパターニングされて設けられている。図４は、図１のうち、センサ部１００
のみを抜き出した平面図である。第１シリコン層１０３およびイオン注入層１０６には、
図４に示されるように、可動電極固定部１０７、可動電極部１０８、第１固定電極固定部
１０９、第２固定電極固定部１１０、および周辺部１１１が形成されている。
【００６５】
　可動電極固定部１０７は、ブロック状をなしており、絶縁層１０５の上に２個所設けら
れている。これら可動電極固定部１０７の間に可動電極部１０８が配置されている。図１
に示されるように、可動電極部１０８は、質量部１１２と、梁部１１３と、可動電極１１
４とを備えている。
【００６６】
　質量部１１２は、半導体装置に加速度や角速度が印加されたときに可動電極固定部１０
７に対して可動電極１１４を移動させる錘として機能するものである。この質量部１１２
は四角形状をなしており、複数のエッチングホール１１５が形成されている。
【００６７】
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　可動電極１１４は、質量部１１２の長辺に対して直角方向に延設され、複数本が設けら
れることで櫛歯状に配置されている。
【００６８】
　梁部１１３は、可動電極固定部１０７と質量部１１２とを連結し、バネ性を有するもの
である。図１に示されるように、梁部１１３は、平行な２本の梁がその両端で連結された
矩形枠状をなしており、２本の梁の長手方向と直交する方向に変位するバネ機能を有して
いる。
【００６９】
　そして、質量部１１２、梁部１１３が各可動電極固定部１０７の間に連結されることで
、可動電極部１０８が第２シリコン層１０４上に浮いた状態になっている。
【００７０】
　第１固定電極固定部１０９は配線部１１６と固定電極１１７とを備えている。また、第
２固定電極固定部１１０は、電気的に独立した第１固定部１１８と第２固定部１１９とで
構成されている。第１固定部１１８は配線部１２０と固定電極１２１とを備え、第２固定
部１１９は、配線部１２２と固定電極１２３とを備えている。配線部１１６、１２０、１
２２は、固定電極１１７、１２１、１２３と外部とを電気的に接続する部位である。
【００７１】
　第１固定電極固定部１０９は、配線部１１６と固定電極１１７とが連結されることで、
Ｕ字状にレイアウトされている。第２固定電極固定部１１０の第２固定部１１９は第１固
定電極固定部１０９の各固定電極１１７に挟まれている。第１固定電極固定部１０９の一
方の固定電極１１７は、第１固定部１１８と第２固定部１１９とによって挟まれている。
そして、各固定電極１１７、１２１、１２３は、可動電極１１４に対してそれぞれ対向配
置されている。これにより、可動電極部１０８の可動電極１１４と各固定電極１１７、１
２１、１２３とが櫛歯状に配置された櫛歯電極、すなわちコンデンサが構成されている。
図１や図４では、第１、第２固定電極固定部１０９、１１０や可動電極１１４を最小の個
数で示してあるが、実際にはさらに多くの櫛歯電極が形成されている。
【００７２】
　周辺部１１１は、第１センシング部１０２を一周して囲むように形成されている。この
周辺部１１１はキャップ部３００に接合される部位である。
【００７３】
　キャップ部３００は、センサ部１００の第１センシング部１０２への水や異物等の混入
を防止するものである。このキャップ部３００は、Ｎ型の単結晶のシリコン基板３０３と
、絶縁膜３０４、３０５と、複数の貫通電極３０６～３０９とを備えている。
【００７４】
　図２に示されるように、シリコン基板３０３のうちセンサ部１００に向けられた面にＳ
ｉＯ２等の絶縁膜３０４が形成されている。この絶縁膜３０４の表面がキャップ部３００
の一面３０１に該当する。また、シリコン基板３０３のうち絶縁膜３０４とは反対側にＳ
ｉＯ２等の絶縁膜３０５が形成されている。この絶縁膜３０５の表面がキャップ部３００
の他面３０２に該当する。
【００７５】
　このようなシリコン基板３０３に圧力媒体の圧力を検出する圧力センサとしての第２セ
ンシング部３１０が形成されている。具体的には、図３に示されるように、キャップ部３
００の一面３０１側において、絶縁膜３０４を貫通した凹部３１１によってシリコン基板
３０３が薄肉化されたダイヤフラム３１２が形成されている。このダイヤフラム３１２に
Ｐ型のピエゾ抵抗層３１３が形成されている。
【００７６】
　図１に示されるように、ピエゾ抵抗層３１３はブリッジ回路を構成するようにダイヤフ
ラム３１２の中央部と外縁部とに波形状にレイアウトされている。これにより、ダイヤフ
ラム３１２に圧力が印加されると、ダイヤフラム３１２が歪むので、圧力に応じて変化し
たピエゾ抵抗層３１３の抵抗値が検出されるようになっている。
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【００７７】
　図２に示されるように、キャップ部３００には、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、
絶縁膜３０４を貫通する孔部３１４が設けられている。そして、この孔部３１４の壁面に
絶縁膜３１５が形成され、この絶縁膜３１５の上に一端が第１固定部１１８の配線部１２
０に電気的に接続された第１貫通電極３０６が設けられている。同様に、キャップ部３０
０に、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、絶縁膜３０４を貫通する孔部３１６が設けら
れ、この孔部３１４の壁面に絶縁膜３１７が形成され、この絶縁膜３１７の上に一端が第
２固定部１１９の配線部１２２に電気的に接続された第２貫通電極３０７が設けられてい
る。
【００７８】
　この他、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、絶縁膜３０４を貫通する孔部３１８が設
けられ、この孔部３１８に絶縁膜３１９および一端が周辺部１１１に電気的に接続された
第３貫通電極３０８が設けられている。
【００７９】
　また、図３に示されるように、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、絶縁膜３０４を貫
通する孔部３２０が設けられ、この孔部３２０に絶縁膜３２１および一端が第１固定電極
固定部１０９の配線部１１６に電気的に接続された第４貫通電極３０９が設けられている
。
【００８０】
　上記各貫通電極３０６～３０９により、配線部１１６、１２０、１２２および周辺部１
１１の電位をキャップ部３００の他面３０２に取り出すことが可能となる。このような各
貫通電極３０６～３０９は、ＡｌやＣｕ等の金属により形成されている。また、各絶縁膜
３１５、３１７、３１９、３２１は、ＳｉＯ２等の絶縁体により形成されている。
【００８１】
　なお、キャップ部３００には、一端が可動電極固定部１０７に接続された貫通電極も設
けられている。
【００８２】
　そして、キャップ部３００の絶縁膜３０５の上には、該絶縁膜３０５から露出した各貫
通電極３０６～３０９の他端を接続した配線が形成されている。絶縁膜３０５の上に設け
られた配線は、例えばＡｌ等の金属により形成されている。
【００８３】
　具体的には、図２に示されるように、絶縁膜３０５の上に該絶縁膜３０５の表面に平行
な平面方向に延設されたクロス配線３２２が設けられている。このクロス配線３２２は、
絶縁膜３０５から露出した第１貫通電極３０６の他端と第２貫通電極３０７の他端とに電
気的に接続されている。これにより、第１、第２貫通電極３０６、３０７およびクロス配
線３２２によって、第１固定部１１８の配線部１２０と第２固定部１１９の配線部１２２
とを電気的に接続したクロス配線部３２３が構成されている。本実施形態では、図１に示
されるように、クロス配線３２２は第１、第２貫通電極３０６、３０７の各他端を最短で
結ぶように直線状にレイアウトされている。
【００８４】
　これによると、センサ部１００の各配線部１２０、１２２を電気的に接続するためのク
ロス配線部３２３は、センサ部１００とキャップ部３００との積層方向において各配線部
１２０、１２２が形成された階層とは異なる階層であるキャップ部３００に配置されてい
る。つまり、絶縁膜３０４、シリコン基板３０３、および絶縁膜３０５の各階層に第１、
第２貫通電極３０６、３０７を設け、絶縁膜３０５の上の階層にクロス配線３２２を設け
ている。このため、各配線部１２０、１２２を電気的に接続するに際し、各配線部１２０
、１２２が形成された第１シリコン層１０３の階層において各配線部１２０、１２２の間
に他の構造である第１固定電極固定部１０９の固定電極１１７が配置されていても、該固
定電極１１７を迂回するように配線をレイアウトする必要がない。そして、キャップ部３
００には絶縁膜３０５の表面に平行な平面方向においてクロス配線３２２を迂回させてレ
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イアウトしなければならないような構造はないので、クロス配線３２２のレイアウトを簡
略化することが可能となる。したがって、本実施形態では上述のように、直線状にクロス
配線３２２をレイアウトしている。
【００８５】
　クロス配線３２２は、絶縁膜３０５上に形成された第１配線３２４に接続されている。
この第１配線３２４はダイヤフラム３１２の周囲に設けられており、絶縁膜３０５の外縁
部に形成された第１加速度センサ取り出しパッド部３２５に接続されている。
【００８６】
　また、第１固定電極固定部１０９の配線部１１６に接続された第４貫通電極３０９は、
絶縁膜３０５上に形成された第２配線３２６に接続されている。この第２配線３２６は、
絶縁膜３０５の外縁部に形成された第２加速度センサ取り出しパッド部３２７に接続され
ている。
【００８７】
　そして、絶縁膜３０５の上には、ダイヤフラム３１２の中央部および外縁部に形成され
た各ピエゾ抵抗層３１３を接続する第３配線３２８が形成されている。この第３配線３２
８は、絶縁膜３０５の外縁部に形成された第１圧力センサ取り出しパッド部３２９に接続
されている。また、絶縁膜３０５の上には、各ピエゾ抵抗層３１３に接続された第４、第
５配線３３０、３３１が形成されており、第４、第５配線３３０、３３１は絶縁膜３０５
の上に形成された第２、第３圧力センサ取り出しパッド部３３２、３３３にそれぞれ接続
されている。
【００８８】
　さらに、絶縁膜３０５の上には、該絶縁膜３０５を貫通して第３貫通電極３０８に接続
された第３加速度センサ取り出しパッド部３３４が形成されている。また、キャップ部３
００のシリコン基板３０３のうち絶縁膜３０５が形成された側の表層部に該シリコン基板
３０３の電位を取るためのＮ＋型領域３３５が形成され、絶縁膜３０５の上には該絶縁膜
３０５を貫通してＮ＋型領域３３５に接続された第４圧力センサ取り出しパッド部３３６
が形成されている。
【００８９】
　加えて、可動電極固定部１０７に接続された貫通電極には第６配線３３７が形成されて
おり、この第６配線３３７は絶縁膜３０５の上に形成された第４加速度センサ取り出しパ
ッド部３３８に接続されている。なお、第３～第６配線３２８、３３０、３３１、３３７
は、絶縁膜３０５を貫通して各ピエゾ抵抗層３１３や可動電極固定部に接続された貫通配
線にそれぞれ接続されている。
【００９０】
　そして、図２および図３に示されるように、絶縁膜３０５の上にＳｉＯ２やＳｉＮ等の
パッシベーション膜３３９が形成されている。このパッシベーション膜３３９は、各配線
３２４、３２６、３２８、３３０、３３１、３３７を覆うと共に各パッド部３２５、３２
７、３２９、３３２～３３４、３３６、３３８の一部を露出している。これにより、各パ
ッド部３２５、３２７、３２９、３３２～３３４、３３６、３３８にワイヤボンドできる
ようになっている。
【００９１】
　上記構造を有するセンサ部１００の一面１０１すなわちイオン注入層１０６に、キャッ
プ部３００の一面３０１すなわち絶縁膜３０４が直接接合されている。これにより、図３
に示されるように、センサ部１００とキャップ部３００とによって密閉された気密室１２
４が形成され、該気密室１２４に第１センシング部１０２が配置された状態になっている
。
【００９２】
　本実施形態では、気密室１２４は真空になっている。これにより、キャップ部３００の
第２センシング部３１０は、真空圧を基準圧として圧力媒体の圧力の絶対圧を検出するこ
ととなる。一方、センサ部１００の第１センシング部１０２では、半導体装置が受けた加
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速度や角速度等の物理量が検出される。上述のように、気密室１２４を構成するキャップ
部３００の他面３０２には凹部３１１が設けられているため、第１センシング部１０２の
可動電極部１１４がキャップ部３００に当たってしまうことはない。
【００９３】
　以上が、本実施形態に係る半導体装置のセンサ部１００およびキャップ部３００の全体
構成である。
【００９４】
　次に、図１～図４に示された半導体装置の製造方法について、図５～図８を参照して説
明する。なお、図６～図８では、半導体装置において、周辺部１１１、可動電極固定部１
０７、配線部１１６、１２０、固定電極１２３、可動電極１１４、Ｎ＋型領域３３５を横
切る断面図を示してある。
【００９５】
　半導体装置を製造するに当たっては、図５に示されるように、ウェハ５００の状態で製
造し、最後に各チップに分割することで半導体装置を得る。
【００９６】
　まず、図６（ａ）に示す工程では、ＳＯＩ基板を用意する。このため、０．００１～０
．１Ω・ｃｍの比抵抗を有すると共に、４００～５００μｍの厚さであり、（１００）面
を有するＮ型の単結晶のシリコン基板である第２シリコン層１０４を用意する。この第２
シリコン層１０４の表面を熱酸化するか、またはＣＶＤ法により０．５～３μｍの厚さの
ＳｉＯ２膜を形成する。このＳｉＯ２膜が絶縁層１０５となる。
【００９７】
　また、第２シリコン層１０４と同じような比抵抗を有すると共に（１００）面を有する
Ｎ型の単結晶のシリコン基板である第１シリコン層１０３を用意し、例えば、１０００℃
～１１５０℃、Ｎ２雰囲気中、０．５～１０時間の条件で絶縁層１０５の上面に直接接合
する。この後、第１シリコン層１０３の表面を所定の厚さ１０～３０μｍに研磨する。本
実施形態では、第１シリコン層１０３を１５μｍの厚さにまで研磨する。
【００９８】
　そして、第１シリコン層１０３の表面にリンイオン、Ａｓイオンを注入すると共に活性
化して高濃度化することにより、第１シリコン層１０３の表層部にイオン注入層１０６を
形成する。
【００９９】
　なお、第１シリコン層１０３は上記のように単結晶であることが望ましいが、高温での
高濃度ポリシリコンを所定の厚さに形成することで作製されたものであっても良い。また
、第１、第２シリコン層１０３、１０４としてＮ型のものを用いているが、Ｐ型のものを
用いても良く、その際の不純物はボロン等を高濃度に導入することで可能である。さらに
、第１、第２シリコン層１０３、１０４としてＰ型のものを用い、Ａｌ（アルミニウム）
の配線層を形成する場合は、高濃度化のイオン注入は必要ない。
【０１００】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、第１シリコン層１０３から可動電極固定部１０７、
可動電極部１０８、第１固定電極固定部１０９、第２固定電極固定部１１０、周辺部１１
１となる部分をホトリソグラフィーおよびドライエッチングによりパターン形成する。
【０１０１】
　図６（ｃ）に示す工程では、第１シリコン層１０３のうち質量部１１２、梁部１１３、
および可動電極１１４となる部分の下部に形成された絶縁層１０５をフッ酸水溶液または
気相でのフッ酸でエッチング除去する。これにより、質量部１１２、梁部１１３、および
可動電極１１４を可動状態とする。上記図６（ａ）～図６（ｃ）の工程により、センサ部
１００が完成する。
【０１０２】
　図６（ｄ）に示す工程では、２～１０Ω・ｃｍの比抵抗を有し、（１００）面または（
１１０）面のＮ型の単結晶のシリコン基板３０３を用意する。そして、シリコン基板３０
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３のうち所定の領域にボロンイオンを注入することによりピエゾ抵抗層３１３を形成する
。また、シリコン基板３０３とオーミックコンタクトをとるためにシリコン基板３０３に
イオン注入を行うことにより、Ｎ＋型領域３３５を形成する。さらに、シリコン基板３０
３の表面および裏面にＣＶＤ法等によりＳｉＯ２等の絶縁膜３０４、３０５を形成する。
【０１０３】
　図６（ｅ）に示す工程では、シリコン基板３０３のうちセンサ部１００と対向する面側
の絶縁膜３０４およびシリコン基板３０３の一部をＫＯＨのアルカリエッチング等する。
これにより、シリコン基板３０３のうちセンサ部１００とは反対側の面側にダイヤフラム
３１２を形成する。また、絶縁膜３０５のうちのピエゾ抵抗層３１３およびＮ＋型領域３
３５に対応した部分にコンタクトホール３４０、３４１を形成する。こうして、キャップ
部３００の一部が完成する。
【０１０４】
　続いて、図７（ａ）に示す工程では、センサ部１００が多数形成されたウェハ５００と
、キャップ部３００が多数形成されたウェハ５００とを真空装置内に配置する。そして、
センサ部１００のうちイオン注入層１０６の表面およびキャップ部３００の絶縁膜３０４
の表面にＡｒイオンビームを照射する。これにより、イオン注入層１０６および絶縁膜３
０４の各表面を活性化させる。
【０１０５】
　なお、活性化の手法については、Ａｒイオンビームの照射の他に、大気中または真空中
でプラズマ処理を行うことによっても可能である。
【０１０６】
　図７（ｂ）に示す工程では、真空装置内にて、室温～５５０℃の低温で両ウェハ５００
をいわゆる直接接合する。上述のように、周辺部１１１は第１センシング部１０２を一周
して囲むように形成されているため、両ウェハ５００によって密閉された気密室１２４は
真空に保たれ、該真空が第２センシング部３１０である圧力センサの基準圧となる。また
、可動電極部１０８を有する第１センシング部１０２である加速度センサにとっては、ゴ
ミやパーティクルの無いクリーンな空間を維持することができ、信頼性向上に繋がる。
【０１０７】
　なお、本工程では真空室内で両ウェハ５００を接合したため、気密室１２４は真空にな
っているが、両ウェハ５００の接合時における装置内の圧力を調節することにより、気密
室１２４の圧力を任意に調節することができる。
【０１０８】
　図７（ｃ）に示す工程では、キャップ部３００において、ドライエッチングにより絶縁
膜３０５、シリコン基板３０３、および絶縁膜３０４を貫通する孔部３１４、３１８、３
２０、３４２を形成する。各孔部３１４、３１８、３２０、３４２は、まず、絶縁膜３０
５を垂直ドライエッチングし、次にシリコン基板３０３を垂直ドライエッチングし、この
後に絶縁膜３０４を垂直ドライエッチングすることにより形成できる。なお、図示しない
孔部３１６も形成する。
【０１０９】
　そして、各孔部３１４、３１８、３２０、３４２の側壁にＣＶＤ法やスパッタリング法
等によりＳｉＯ２膜等の絶縁膜３１５、３１９、３２１、３４３を形成する。また、各孔
部３１４、３１８、３２０、３４２の底部に形成された各絶縁膜３１５、３１９、３２１
、３４３を異方性ドライエッチングで除去し、イオン注入層１０６を露出させる。なお、
図示しない絶縁膜３１７も形成する。
【０１１０】
　図８（ａ）に示す工程では、各孔部３１４、３１８、３２０、３４２にＡｌ、Ｃｕ等の
金属をＣＶＤ法やメッキ法で埋め込むことで各貫通電極３０６、３０８、３０９、３４４
を形成する。表面全体にＡｌ等を０．５～１．５μｍ形成、コンタクトホール３４０、３
４１にも金属を埋め込む。このとき、絶縁膜３０５の上には金属層３４５が残されている
。
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【０１１１】
　なお、図示しない貫通電極３０７も形成する。本工程では、各貫通電極３０６～３０９
、３４４のための金属層と、配線パターンとなる金属層３４５とを別々の工程で形成して
も良い。また、各金属層は異なる金属で形成されていても良い。この場合、Ａｌ、Ｃｕ、
Ｗ、Ｇｅ、Ｉｎ等の金属の組み合わせとなる。
【０１１２】
　図８（ｂ）に示す工程では、絶縁膜３０５上の金属層３４５をパターニングすることに
より、クロス配線３２２、各配線３２６、３３０、３３７、第３加速度センサ取り出しパ
ッド部３３４、および第４圧力センサ取り出しパッド部３３６をそれぞれ形成する。この
場合、金属層３４５に対し、ホトリソグラフィーおよびエッチングにより不要な金属層３
４５を除去することとなる。なお、図示しない各配線３２４、３２８、３３１、各加速度
センサ取り出しパッド部３２５、３２７、３３８、各圧力センサ取り出しパッド部３２９
、３３２、３３３も形成する。
【０１１３】
　該金属層３４５のパターニングに際しては、絶縁膜３０５の上には金属層３４５以外の
構造は形成されていないため、配線やパッド等のレイアウトの自由度が高い。特に、セン
サ部１００の第１固定部１１８の配線部１２０と第２固定部１１９の配線部１２２との電
気的接続については、各固定部１１８、１１９の間に第１固定電極固定部１０９の固定電
極１１７が配置されているため、配線のレイアウトが難しい。しかし、第１、第２貫通電
極３０６、３０７でセンサ部１００の第１、第２固定部１１８、１１９の電位を該第１、
第２固定部１１８、１１９とは異なる階層である絶縁膜３０５の上に導き、絶縁膜３０５
の上でクロス配線３２２によって各貫通電極３０６、３０７を電気的に接続している。こ
のため、第１シリコン層１０３において、各固定部１１８、１１９と固定電極１１７との
隙間を通る配線のレイアウトや他の構造を迂回する配線のレイアウトは不要である。つま
り、センサ部１００の構造がキャップ部３００の配線のレイアウトにまったく影響しない
。したがって、図１に示されるように、絶縁膜３０５の表面に平行な平面方向において、
第１固定電極固定部１０９の固定電極１１７をまたぐ直線状のクロス配線３２２を備えた
クロス配線部３２３を形成することができる。また、第１、第２貫通電極３０６、３０７
を最短の距離で接続することができ、配線の寄生容量が低減されて高信頼性に繋がる。こ
のように、センサ部１００の各固定部１１８、１１９を接続するクロス配線部３２３をキ
ャップ部３００に形成することにより、クロス配線部３２３のレイアウトを簡略化するこ
とができる。
【０１１４】
　この後、プラズマＣＶＤ法等により絶縁膜３０５の上および各配線パターンの上にＳｉ
Ｏ２やＳｉＮ等の絶縁膜を形成し、各パッドとなる部分を開口することによりパッシベー
ション膜３３９を形成する。そして、ウェハ５００をチップ単位に分割することにより半
導体装置が完成する。
【０１１５】
　また、パッシベーション膜３３９から露出した各パッドにワイヤボンディングされるこ
とで半導体装置と外部とが電気的に接続される。なお、ワイヤボンディングではなく、ボ
ンディングボールを用いたフリップチップボンディングによって外部との電気的接続を図
ることもできる。
【０１１６】
　上記のようにして製造された半導体装置において、加速度および圧力は以下のように検
出される。
【０１１７】
　まず、加速度は、第１センシング部１０２によって検出される。具体的には、加速度が
印加された質量部１１２が可動電極１１４の延設方向に直角の方向に動くため、可動電極
１１４と各固定電極１１７、１２１、１２３との離間距離がそれぞれ変化する。したがっ
て、この離間距離に応じた容量を検出することにより、センサ部１００の平面方向の加速
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度を得ることができる。
【０１１８】
　一方、圧力は、第２センシング部３１０によって検出される。具体的には、キャップ部
３００において、圧力媒体の圧力がダイヤフラム３１２に印加されると、該圧力と真空圧
との差圧つまり絶対圧に応じてピエゾ抵抗層３１３の抵抗値が変化する。したがって、圧
力に応じた抵抗値を検出することにより、圧力媒体の圧力を得ることができる。
【０１１９】
　以上説明したように、本実施形態では、センサ部１００の第１、第２固定部１１８、１
１９の各配線部１２０、１２２をキャップ部３００に設けられたクロス配線部３２３を用
いて電気的に接続する構造になっていることが特徴となっている。
【０１２０】
　これによると、クロス配線部３２３を構成する第１、第２貫通電極３０６、３０７およ
びクロス配線３２２は、センサ部１００とキャップ部３００との積層方向において第１固
定部１１８や第２固定部１１９が形成された階層とは異なる階層に配置されているので、
第１固定部１１８と第２固定部１１９との間に第１固定電極固定部１０９が設けられてい
ても、これらの隙間に配線をレイアウトしたり、これらを迂回して配線をレイアウトする
必要がない。このように、センサ部１００の一面１０１に平行な平面方向におけるクロス
配線部３２３のレイアウトがセンサ部１００の第１、第２固定部１１８、１１９が形成さ
れた階層の構造に影響することはないので、クロス配線部３２３をセンサ部１００の一面
１０１に平行な平面方向に形成したとしても、該クロス配線部３２３のレイアウトを簡略
化することができる。
【０１２１】
　また、第１、第２固定部１１８、１１９をセンサ部１００の一面１０１に平行な平面方
向に接続するクロス配線３２２の長さが、センサ部１００に配線が複雑にレイアウトされ
た場合よりも短くすることができるので、該クロス配線部３２３の寄生容量を低減するこ
とができる。さらに、加速度センサとしての第１センシング部１０２がキャップ部３００
によって真空の気密室１２４に配置されており、ゴミ等の影響を受けることはない。この
ため、信頼性の高い半導体装置を提供することができる。
【０１２２】
　そして、センサ部１００に第１、第２固定部１１８、１１９を電気的に接続するための
配線のスペースが不要となるので、センサ部１００の一面１０１に平行な平面方向におけ
るサイズを小さくすることができる。また、第２固定電極固定部１１０の電位をセンサ部
１００とキャップ部３００との積層方向に取り出しているので、センサ部１００の一面１
０１に平行な平面方向に延設された第２固定電極固定部１１０の長さを小さくすることが
できる。このようなことから、該平面方向において半導体装置を小型化することができる
。
【０１２３】
　なお、本実施形態の記載と特許請求の範囲の記載との対応関係については、第１固定部
１１８が特許請求の範囲の第１の部位に対応し、第２固定部１１９が特許請求の範囲の第
２の部位に対応する。また、キャップ部３００のシリコン基板３０３が特許請求の範囲の
基板に対応する。
【０１２４】
　（第２実施形態）
　本実施形態では、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。本実施形態では、
クロス配線３２２をキャップ部３００のうちセンサ部１００に接合される側に設けたこと
が特徴となっている。
【０１２５】
　図９は、本実施形態に係る半導体装置の平面図である。図１０は、図９のＣ－Ｃ’断面
図である。また、図１１は、図９のＤ－Ｄ’断面図である。以下、図９～図１１を参照し
て、本実施形態に係る半導体装置の構造について説明する。
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【０１２６】
　センサ部１００は、第１実施形態で示されたものと同じ構造のものである。したがって
、図９に示されたセンサ部１００の各部の平面レイアウトは、図４に示されたものと同じ
である。なお、本実施形態では、第１シリコン層１０３にイオン注入層１０６は形成され
ていない。したがって、本実施形態に係るセンサ部１００の一面１０１は第１シリコン層
１０３の表面に相当する。
【０１２７】
　キャップ部３００は、第１実施形態と同様に、ダイヤフラム３１２にピエゾ抵抗層３１
３が形成された第２センシング部３１０を備えた構造になっている。そして、本実施形態
では、図１０および図１１に示されるように、キャップ部３００のうちセンサ部１００側
の絶縁膜３０４の上にセンサ部１００の各部を電気的に接続するための配線が形成されて
いる。
【０１２８】
　具体的には、図９に示されるように、第１固定部１１８と第２固定部１１９とを電気的
に接続するためのクロス配線３２２、各クロス配線３２２を接続するための第１配線３２
４、および２つの第１固定電極固定部１０９を接続するための第２配線３２６が形成され
ている。また、周辺部１１１に対応してクロス配線３２２等を一周して囲む第７配線３４
６が形成されている。これらクロス配線３２２、第１配線３２４、第２配線３２６、およ
び第７配線３４６は、例えばＮ＋型の高濃度ポリシリコンにより形成されている。
【０１２９】
　そして、絶縁膜３０４の上には、クロス配線３２２、第１配線３２４、第２配線３２６
、および第７配線３４６を覆うＳｉＯ２等の絶縁膜３４７が形成されている。この絶縁膜
３４７からクロス配線３２２、第１配線３２４、第２配線３２６が露出するように、絶縁
膜３４７の一部が開口させられている。
【０１３０】
　この絶縁膜３４７の上には、該絶縁膜３４７の開口部から露出するクロス配線３２２に
接続された第１接続部３４８および第２接続部３４９が形成されている。これら第１、第
２接続部３４８、３４９およびクロス配線３２２によってクロス配線部３２３が構成され
ている。
【０１３１】
　また、絶縁膜３４７の上には、該絶縁膜３４７の開口部から露出する第２配線３２６に
接続された第３接続部３５０と、該絶縁膜３４７の開口部から露出する第７配線３４６に
接続された第４接続部３５１とが形成されている。
【０１３２】
　上記第１～第４接続部３４８～３５１は、例えばＮ＋型の高濃度ポリシリコンにより形
成されている。本実施形態では、第１～第４接続部３４８～３５１の表面がキャップ部３
００の一面３０１となる。
【０１３３】
　そして、キャップ部３００の一面３０１とセンサ部１００の第１シリコン層１０３とが
直接接合されている。すなわち、第１接続部３４８は第１固定部１１８の配線部１２０に
接合され、第２接続部３４９は第１固定電極固定部１０９に囲まれた第２固定部１１９の
配線部１２２に接合されている。これにより、第１、第２固定部１１８、１１９の各配線
部１２０、１２２はクロス配線部３２３によって電気的に接続される。また、第３接続部
３５０は第１固定電極固定部１０９の配線部１１６に接合され、第４接続部３５１は周辺
部１１１に接合されている。
【０１３４】
　このように、第４接続部３５１が周辺部１１１に接続されることで、センサ部１００と
キャップ部３００とにより気密室１２４が形成される。これにより、第１センシング部１
０２は気密室１２４に配置される。この場合、各接続部３４８～３５１は、キャップ部３
００の絶縁膜３４７とセンサ部１００の一面１０１との間隔を広げる役割を果たしている
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。したがって、第１センシング部１０２の可動電極部１０８は絶縁膜３４７に当たること
なく可動できるようになっている。
【０１３５】
　本実施形態では、クロス配線部３２３、第１配線３２４、第２配線３２６、および第７
配線３４６と外部との電気的接続を図るべく、貫通電極によって各配線の電位をキャップ
部３００の絶縁膜３０５側に取り出している。
【０１３６】
　具体的には、図１０に示されるように、キャップ部３００のうちクロス配線部３２３に
対応する場所において、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、絶縁膜３０４を貫通する孔
部３４２が設けられている。そして、この孔部３４２の壁面に絶縁膜３４３が形成され、
この絶縁膜３４３の上に一端がクロス配線部３２３に電気的に接続された第５貫通電極３
４４が設けられている。
【０１３７】
　また、図１１に示されるように、キャップ部３００のうち第２配線３２６および第３接
続部３５０に対応する場所において、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、絶縁膜３０４
を貫通する孔部３５２が設けられている。そして、この孔部３５２の壁面に絶縁膜３５３
が形成され、この絶縁膜３５３の上に一端が第２配線３２６に電気的に接続された第６貫
通電極３５４が設けられている。
【０１３８】
　さらに、キャップ部３００のうち周辺部１１１に対応する場所において、絶縁膜３０５
、シリコン基板３０３、絶縁膜３０４を貫通する孔部３５５が設けられている。そして、
この孔部３５５の壁面に絶縁膜３５６が形成され、この絶縁膜３５６の上に一端が第７配
線３４６に電気的に接続された第７貫通電極３５７が設けられている。
【０１３９】
　第５～第７貫通電極３４４、３５４、３５７の各他端はキャップ部３００の他面３０２
に配置され、パッドの形状をなしている。これにより、クロス配線部３２３、第１配線３
２４、第２配線３２６、および第７配線３４６は、第５～第７貫通電極３４４、３５４、
３５７を介して外部と電気的に接続される。
【０１４０】
　なお、キャップ部３００には、可動電極固定部１０７に対応した位置において、絶縁膜
３０５の上に配線が形成され、この配線の上に接続部が形成されている。この接続部は可
動電極固定部１０７に接合されている。また、キャップ部３００に上記と同様の貫通電極
が設けられ、この貫通電極の一端が該配線に接続され、他端がキャップ部３００の他面３
０２に配置されている。これにより、可動電極固定部１０７と外部との電気的接続が可能
になっている。
【０１４１】
　次に、図９～図１１に示された半導体装置の製造方法について、図１２～図１４を参照
して説明する。なお、図１２～図１４は、図９のＣ－Ｃ’断面に相当する図である。また
、本実施形態についても、図５に示されるように、ウェハ５００の状態で製造し、最後に
チップ状に分割する。
【０１４２】
　まず、図１２（ａ）に示す工程では、（１１０）面のＮ型の単結晶のシリコン基板３０
３を用意し、図６（ｄ）に示す工程と同様に、シリコン基板３０３のうち所定の領域にボ
ロンイオンを注入することによりピエゾ抵抗層３１３を形成する。また、シリコン基板３
０３の両面を熱酸化する方法やＣＶＤ法等により０．５～３μｍの厚さの絶縁膜３０４、
３０５を形成する。そして、ＣＶＤ法により、絶縁膜３０４の上にリン、ヒ素の不純物を
含んだ高濃度の０．５～３μｍの厚さの第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８を形成する。
【０１４３】
　図１２（ｂ）に示す工程では、第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８に配線層となるパタ
ーン、すなわちクロス配線３２２、第１配線３２４、第２配線３２６、および第７配線３
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４６等の各配線を形成する。続いて、ＣＶＤ法により、各配線の上にＳｉＯ２膜である絶
縁膜３４７を形成し、該絶縁膜３４７のうち各接続部３４８～３５１が設けられる部位を
開口する。
【０１４４】
　図１２（ｃ）に示す工程では、絶縁膜３４７の上および絶縁膜３４７から露出した各配
線の上に、図１２（ａ）に示す工程と同様に第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９を形成す
る。本工程では、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９を第１のＮ＋型ポリシリコン層３５
８よりも厚く形成し、該第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９の表面をＣＭＰ法により鏡面
状態になるように平坦化する。
【０１４５】
　図１２（ｄ）に示す工程では、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９をパターニングする
。これにより、第１固定部１１８の配線部１２０、第２固定部１１９の配線部１２２、第
１固定電極固定部１０９の配線部１１６、および周辺部１１１に接続される第１～第４接
続部３４８～３５１を形成する。これにより、第１、第２接続部３４８、３４９およびク
ロス配線３２２によって構成されるクロス配線部３２３が得られる。もちろん、可動電極
固定部１０７に接続される接続部も形成する。これら各接続部３４８～３５１の表面がキ
ャップ部３００の一面３０１となる。
【０１４６】
　これによると、各接続部３４８～３５１と第３絶縁膜３４７とによって空間部が構成さ
れる。この空間部と対向する位置に第１センシング部１０２の可動電極部１０８、第１固
定電極固定部１０９、第１、第２固定電極固定部１０９、１１０が配置されることとなる
。
【０１４７】
　また、図示しないが、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９、第３絶縁膜３４７、第１絶
縁膜３０４を貫通し、さらにシリコン基板３０３の一部を除去することによって凹部３１
１を形成する。これにより、シリコン基板３０３の一部にダイヤフラム３１２を設ける。
【０１４８】
　図１３（ａ）に示す工程では、図６（ａ）～図６（ｃ）の工程を行うことによりセンサ
部１００を形成する。このとき、第１シリコン層１０３の表層部にＮ＋イオンの注入は行
わない。これは、後の工程で行う低温の直接接合により、第１シリコン層１０３のシリコ
ンと、キャップ部３００の各接続部３４８～３５１のシリコンとを接合するためである。
このように、本実施形態では、キャップ部３００およびセンサ部１００共に直接接合面は
シリコンになる。イオン注入をおこなわなくても十分な電気的接続は達成できるからであ
る。
【０１４９】
　図１３（ｂ）に示す工程では、センサ部１００の一面１０１とキャップ部３００の一面
３０１とをそれぞれＡｒイオンビーム、Ａｒプラズマで表面活性化を行い、またはＮ２（
窒素）、Ｎｅ、Ｈ２等のガス種を用いＡｒと同じように表面活性化を行い、真空中でセン
サ部１００の一面１０１とキャップ部３００の一面３０１との直接接合を行う。この結果
、キャップ部３００の各接続部３４８～３５１とセンサ部１００の配線部１２０、１２２
等とがそれぞれ接続され、各部が配線接続される。
【０１５０】
　また、真空中でセンサ部１００とキャップ部３００とを接合しているので、センサ部１
００とキャップ部３００とによって密閉された空間は真空の気密室１２４となる。
【０１５１】
　図１４に示す工程では、図７（ｃ）に示す工程と同様に、キャップ部３００の絶縁膜３
０５、シリコン基板３０３、および絶縁膜３０４を貫通する孔部３４２を形成し、各孔部
３４２の側壁にＳｉＯ２膜等の絶縁膜３４３を形成する。そして、各孔部３４２に金属を
埋め込むことで貫通電極３４４を形成する。なお、本工程では、図示しない孔部３５２、
３５５、絶縁膜３５３、３５６、および貫通電極３５４、３５７も形成する。
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【０１５２】
　この後、絶縁膜３０５上の金属層３４５をパターニングすることにより、各貫通電極３
４４、３５４、３５７の各他端をパッド状に形成する。こうして、図９～図１１に示され
た半導体装置が完成する。
【０１５３】
　上記のように形成された半導体装置において、クロス配線部３２３は、第１実施形態と
同様に、センサ部１００における第１固定部１１８の配線部１２０と第２固定部１１９の
配線部１２２とを電気的に接続するものとして機能する。本実施形態では、第１実施形態
とは異なり、キャップ部３００のうちセンサ部１００側の絶縁膜３０４の上にクロス配線
３２２を設けているが、絶縁膜３０４の上にもクロス配線３２２を迂回させる構造はない
。したがって、クロス配線部３２３のレイアウトの自由度は高く、各配線部１２０、１２
２の間の配線部１１６をまたぐようにクロス配線３２２を形成することが可能である。以
上のように、キャップ部３００の一面３０１側にクロス配線部３２３を設ける場合におい
ても、センサ部１００の一面１０１に平行な面におけるクロス配線部３２３のレイアウト
を簡略化することができる。
【０１５４】
　そして、キャップ部３００に第５～第７貫通電極３４４、３５４、３５７を設け、クロ
ス配線部３２３等の電位をキャップ部３００の他面３０２に取り出す構造としているので
、キャップ部３００の他面３０２を利用して外部とセンサ部１００とを電気的に接続する
ことも可能である。
【０１５５】
　また、キャップ部３００に設けられた各接続部３４８～３５１が、センサ部１００から
絶縁膜３４７を離す役割を果たしている。このため、センサ部１００とキャップ部３００
との間の寄生容量を低減することができ、半導体装置の高信頼性に繋がる。さらに、キャ
ップ部３００とセンサ部１００との間に各接続部３４８～３５１の厚さに応じた空間部が
形成されるため、キャップ部３００側に可動電極部１０８が当たらないようにするための
キャビティを設ける必要がない。これは、製造工程の削減やコスト削減に繋がる。
【０１５６】
　（第３実施形態）
　本実施形態では、第１、第２実施形態と異なる部分についてのみ説明する。本実施形態
に係る半導体装置は、クロス配線部３２３等がキャップ部３００の一面３０１側に設けら
れ、さらにキャップ部３００に第２センシング部３１０ではなく集積回路部が設けられた
構造を有している。
【０１５７】
　図１５は、本実施形態に係る半導体装置の断面図であり、図９のＤ－Ｄ’断面に相当す
る図である。この図に示されるように、キャップ部３００を構成するシリコン基板３０３
に第１センシング部１０２の検出信号を信号処理するＩＣやＬＳＩ等の集積回路部３６０
が設けられている。
【０１５８】
　この集積回路部３６０は、シリコン基板３０３のうちセンサ部１００とは反対側の面の
表層部に形成されている。このような集積回路部３６０は、シリコン基板３０３の両面に
絶縁膜３０４、３０５を形成する前に半導体プロセスによりシリコン基板３０３に形成さ
れる。
【０１５９】
　また、キャップ部３００の他面３０２側には、集積回路部３６０に用いられる第８配線
３６１も設けられている。この第８配線３６１は絶縁膜３０５の一部が開口した場所や絶
縁膜３０５の上にそれぞれ設けられており、各貫通電極３４４、３５４、３５７の他端が
パターニングされる際に同時に形成される。この第８配線３６１により、集積回路部３６
０内の回路どうしや集積回路部３６０の回路と第１センシング部１０２とが電気的に接続
される。
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【０１６０】
　以上のように、キャップ部３００が集積回路部３６０を備えた構造とすることもできる
。これによると、半導体装置内で物理量の検出およびその処理を行い、信号処理したデー
タを外部に出力することが可能となる。
【０１６１】
　（第４実施形態）
　本実施形態では、第１～第３実施形態と異なる部分についてのみ説明する。本実施形態
では、キャップ部３００の一面３０１側に設けたクロス配線部３２３等を浮遊させた構造
になっていることが特徴になっている。
【０１６２】
　図１６は、本実施形態に係る半導体装置の平面図である。図１７は、図１６のＥ－Ｅ’
断面図である。以下、図１６および図１７を参照して、本実施形態に係る半導体装置の構
造について説明する。
【０１６３】
　センサ部１００は、第１実施形態で示されたものと同じ構造のものである。したがって
、図１６に示されたセンサ部１００の各部の平面レイアウトは、図４に示されたものと同
じである。また、第１シリコン層１０３の表面がセンサ部１００の一面１０１に相当する
。
【０１６４】
　キャップ部３００は、第１実施形態と同様に、ダイヤフラム３１２にピエゾ抵抗層３１
３が形成された第２センシング部３１０を備えた構造になっている。
【０１６５】
　また、図１７に示されるように、シリコン基板３０３のうちセンサ部１００側の面に形
成された絶縁膜３０４は、第１実施形態で示されたものよりも厚く形成されている。絶縁
膜３０４の上には、上述のクロス配線３２２、第１配線３２４、第２配線３２６が形成さ
れている。
【０１６６】
　そして、絶縁膜３０４は、センサ部１００に直接接合される各接続部３４８～３５１等
の接続部が設けられた部分や第１、第２配線３２４、３２６が設けられた部分の一部が残
されるように除去されている。具体的には、絶縁膜３０４のうち第７配線３４６および第
４接続部３５１に対応する部分が周辺接続部３６２として残されている。また、図１６に
示されるように、絶縁膜３０４のうち第１配線３２４や第２配線３２６の一部および第１
、第２接続部３４８、３４９に対応する部分は、空中配線補強部３６３として残されてい
る。
【０１６７】
　空中配線補強部３６３のうち第１、第２接続部３４８、３４９に対応した場所に設けら
れたものは、クロス配線部３２３のクロス配線３２２を支持するためものである。このよ
うに、クロス配線３２２は空中配線補強部３６３によって吊られることになるため、クロ
ス配線３２２を軽量化すべく、またクロス配線部３２３の絶縁膜３６３を除去して寄生容
量を低減化するため図１６に示されるようにクロス配線３２２は３本の配線が並列に配置
され窓部を形成したレイアウトになっている。
【０１６８】
　また、空中配線補強部３６３のうち第１配線３２４の一部に対応した場所に設けられた
ものは、第１配線３２４をシリコン基板３０３に対して支持することにより、折れたり曲
がったりすることを防止するものである。
【０１６９】
　これによると、クロス配線３２２および第１配線３２４は、これらクロス配線３２２や
第１配線３２４の一部が空中配線補強部３６３によってシリコン基板３０３に支持されて
いることで、シリコン基板３０３とクロス配線３２２との間、および該シリコン基板３０
３と第１配線３２４との間に空間が設けられる。つまり、シリコン基板３０３に対してク
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ロス配線３２２や第１配線３２４が浮いている。このため、クロス配線３２２と空中配線
補強部３６３との間の寄生容量を低減することが可能となる。
【０１７０】
　そして、キャップ部３００には上述の第５貫通電極３４４が設けられている。これによ
り、空中配線補強部３６３によって支持されたクロス配線３２２の電位をキャップ部３０
０の他面３０２に取り出すことが可能になっている。
【０１７１】
　次に、図１６および図１７に示された半導体装置の製造方法について、図１８および図
１９を参照して説明する。なお、上述のように、ウェハ５００の状態で製造していく。
【０１７２】
　まず、図６（ａ）～図６（ｃ）の工程を行うことによりセンサ部１００を形成する。ま
た、図１２（ａ）～図１２（ｃ）の工程を行うことにより、ダイヤフラム３１２を備えた
キャップ部３００を形成する。このとき、第２実施形態の場合よりも、シリコン基板３０
３のうちセンサ部１００側の面に形成する絶縁膜３０４を厚く形成する。これは、該シリ
コン基板３０３からクロス配線３２２や第１配線３２４を離して位置させるためである。
【０１７３】
　続いて、図１８（ａ）に示す工程では、キャップ部３００において、絶縁膜３０４のう
ち周辺接続部３６２および空中配線補強部３６３となる部分が残されるように絶縁膜３０
４の一部を除去する。このため、先に絶縁膜３０４上の絶縁膜３４７をすべて除去し、こ
の後、絶縁膜３０４の一部を除去することにより周辺接続部３６２および空中配線補強部
３６３を形成する。これにより、周辺接続部３６２によって第７配線３４６を支持する。
また、空中配線補強部３６３によってクロス配線３２２の一部や第１、第２配線３２４、
３２６の一部を支持することで、クロス配線３２２や第１、第２配線３２４、３２６をシ
リコン基板３０３に対して浮かせる。
【０１７４】
　図１８（ｂ）に示す工程では、図１３（ｂ）の工程と同様に、図１８（ａ）の工程で得
られたキャップ部３００とセンサ部１００との直接接合を行う。
【０１７５】
　図１９に示す工程では、図１４に示す工程と同様に、キャップ部３００の絶縁膜３０５
、シリコン基板３０３、および絶縁膜３０４を貫通する孔部３４２、孔部３４２の側壁の
絶縁膜３４３、孔部３４２内の貫通電極３４４を順に形成する。なお、図示しない孔部３
５２、３５５、絶縁膜３５３、３５６、貫通電極３５４、３５７も形成する。また、絶縁
膜３０５上の金属層３４５をパターニングしてパッドを形成する。こうして、図１６およ
び図１７に示された半導体装置が完成する。
【０１７６】
　以上説明したように、本実施形態では、キャップ部３００の絶縁膜３０４のうち各接続
部３４８～３５１等の接続部が設けられた部分や第１、第２配線３２４、３２６が設けら
れた部分の一部が残されるように除去されていることが特徴となっている。
【０１７７】
　これにより、クロス配線３２２や第１、第２配線３２４、３２６がシリコン基板３０３
に対して浮いている状態になるので、クロス配線３２２とシリコン基板３０３との間の寄
生容量を低減させた構造を得ることができる。
【０１７８】
　（第５実施形態）
　本実施形態では、第４実施形態と異なる部分についてのみ説明する。本実施形態では、
キャップ部３００においてクロス配線３２２等を形成する際に、絶縁膜３０４のうち各貫
通電極３４４、３５４、３５７が形成される場所に第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８を
埋め込んでおくことが特徴となっている。
【０１７９】
　すなわち、キャップ部３００の製造に際し、図２０（ａ）に示す工程では、キャップ部



(26) JP 4858547 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

３００のシリコン基板３０３のうちセンサ部１００側の面に絶縁膜３０４を形成した後、
各貫通電極３４４、３５４、３５７が形成される場所に開口部３６４を形成する。そして
、絶縁膜３０４の上に第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８を形成すると共に、および開口
部３６４内に第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８を埋め込む。
【０１８０】
　続いて、図２０（ｂ）に示す工程では、図１２（ｂ）に示す工程と同様に、第１のＮ＋
型ポリシリコン層３５８をクロス配線３２２等にパターニングし、クロス配線３２２等お
よび絶縁膜３０４の上に絶縁膜３４７を形成し、該絶縁膜３４７のうち各接続部３４８～
３５１に対応した部分を開口する。
【０１８１】
　この後、図示しないが、図１２（ｃ）に示す工程および図１２（ｄ）に示す工程を順に
行うことで各接続部３４８～３５１を形成する。
【０１８２】
　そして、図２０（ｃ）に示す工程では、キャップ部３００と別途用意しておいたセンサ
部１００との直接接合を行う。また、キャップ部３００のうち絶縁膜３０４の開口部３６
４に対応する場所に絶縁膜３０５およびシリコン基板３０３を貫通する各孔部３４２、３
５２、３５５の形成、各絶縁膜３４３、３５３、３５６の形成、および各貫通電極３４４
、３５４、３５７の形成を行う。この後、絶縁膜３０５上の金属層をパターニングし、パ
ッドを形成する。こうして、図１６および図１７に示された半導体装置が完成する。
【０１８３】
　以上のように、先に絶縁膜３０４にポリシリコン層３５８を埋め、キャップ部３００と
センサ部１００とを接合した後に絶縁膜３０４に各孔部３４２、３５２、３５５を形成す
ることも可能である。
【０１８４】
　（第６実施形態）
　本実施形態では、第４、第５実施形態と異なる部分についてのみ説明する。本実施形態
では、センサ部１００の第１センシング部１０２が、Ｚ軸すなわちセンサ部１００とキャ
ップ部３００の積層方向の加速度等を検出する可動電極部を有していることが特徴となっ
ている。この例では空中配線を使用した例で示したがそうでなく絶縁膜上に形成した配線
構造でもよい。
【０１８５】
　図２１（ａ）は、本実施形態に係るセンサ部１００の可動電極部の平面図であり、図２
１（ｂ）は図２１（ａ）の可動電極部を含んだ半導体装置の断面図である。なお、図２１
（ｂ）では、図２１（ａ）の可動電極部３６５の破線部分を含んだ断面を示している。ま
た、クロス配線３２２等は他の断面に設けられている。
【０１８６】
　図２１（ａ）に示されるように、本実施形態に係る可動電極部３６５は、四角形状の質
量部３６６の一側面とこの一側面に反対側の他側面とに梁部３６７が設けられ、各梁部３
６７が質量部３６６を一周して囲む支持部３６８に支持されている。支持部３６８は絶縁
層１０５の上に形成されているが、質量部３６６および梁部３６７の下部には絶縁層１０
５は設けられていない。これにより、質量部３６６は、第２シリコン層１０４に対して浮
いた状態になっている。したがって、梁部３６７がひねられることで、質量部３６６はキ
ャップ部３００側または第２シリコン層１０４側にシーソーのように動くようになってい
る。すなわち、質量部３６６が可動電極として機能する。
【０１８７】
　そして、本実施形態では、図２１（ｂ）に示されるように、キャップ部３００のうち質
量部３６６に対向した位置に空中配線補強部３６３によってシリコン基板３０３に支持さ
れた電極配線３６９が配置されている。この電極配線３６９は上述のクロス配線３２２等
と同様に形成されたものであり、固定電極として機能する。この電極配線３６９と質量部
３６６との間の容量の変化が検出されることにより、加速度等が検出されるようになって
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いる。
【０１８８】
　以上のように、半導体装置の第１センシング部１０２が、センサ部１００とキャップ部
３００の積層方向の加速度等を検出するものであっても良い。また、本実施形態に係る半
導体装置と、上記各実施形態で示された半導体装置を一つのパッケージにまとめることで
、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸の３軸すべての加速度を検出できる装置を得ることもできる。
【０１８９】
　（第７実施形態）
　本実施形態では、第１～第６実施形態と異なる部分についてのみ説明する。上記各実施
形態では、センサ部１００の第１、第２固定部１１８、１１９を電気的に接続するための
クロス配線部３２３がキャップ部３００に設けられた半導体装置について説明したが、本
実施形態では、各部を電気的に接続する配線がセンサ部１００に設けられていることが特
徴となっている。
【０１９０】
　図２２は、本実施形態に係る半導体装置のうちセンサ部１００の平面図である。図２３
は、本実施形態に係る半導体装置のうちキャップ部３００の他面３０２の平面図である。
また、図４は、図２２のＦ－Ｆ’断面図である。以下、図２２～図２４を参照して、本実
施形態に係る半導体装置の構造について説明する。なお、図２４は、図２２のＦ－Ｆ’断
面であるが、センサ部１００およびキャップ部３００を含んだ半導体装置全体の断面に相
当する。
【０１９１】
　図２４に示されるように、センサ部１００は、第２シリコン層１０４と、第２シリコン
層１０４の上に形成された絶縁層１０５と、この絶縁層１０５の上に形成された各配線と
、各配線の上に形成された絶縁層１２５と、絶縁層１２５の上に形成された第１シリコン
層１０３とを備えている。
【０１９２】
　このうち、第１シリコン層１０３は、上述のように、可動電極固定部１０７、可動電極
部１０８、第１固定電極固定部１０９、第２固定電極固定部１１０である第１固定部１１
８および第２固定部１１９、そして周辺部１１１にそれぞれパターニングされている。こ
れらは、図４に示されるものと同じ形をなしている。さらに、第１シリコン層１０３は第
１固定接続部１２６、第２固定接続部１２７、および可動接続部１２８が残されるように
パターニングされている。これら第１固定接続部１２６、第２固定接続部１２７、および
可動接続部１２８は、可動電極部３６５の周囲に配置されている。そして、本実施形態で
は、可動電極固定部１０７等の第１シリコン層１０３がパターニングされた部位の表面が
センサ部１００の一面１０１に該当する。
【０１９３】
　第１シリコン層１０３がパターニングされた上記各部は、該第１シリコン層１０３と絶
縁層１０５との間に設けられた各配線にそれぞれ電気的に接続されている。
【０１９４】
　具体的には、絶縁層１０５の上には、絶縁層１０５の上に該絶縁層１０５の平面方向に
延設されたクロス配線部１２９、第１配線３２４、第２配線３２６、第７配線３４６、お
よび第９配線１３０、および第１０配線１３１が設けられている。
【０１９５】
　クロス配線部１２９は、第１固定部１１８の配線部１２０と第２固定部１１９の配線部
１２２とを電気的に接続するための直線状の配線である。このクロス配線部１２９の一端
側の上に配線部１２０が配置され、他端側の上に配線部１２２が配置されることで、各配
線部１２０、１２２が電気的に接続されている。
【０１９６】
　第１配線３２４は、各クロス配線部１２９を接続するための配線である。この第１配線
３２４は、可動電極部３６５の周囲にレイアウトされている。さらに、第１配線３２４の
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一部の幅が広くされており、この部分の上に絶縁層１２５を介して第２固定接続部１２７
が配置されている。図２２に示されるように、絶縁層１２５にはコンタクトホール１３２
が設けられており、このコンタクトホール１３２を介して第２固定接続部１２７が第１配
線３２４に電気的に接続されている。
【０１９７】
　第２配線３２６は、各第１固定電極固定部１０９を接続するための配線であり、可動電
極部３６５の周囲にレイアウトされている。この第２配線３２６の両端の上に第１固定電
極固定部１０９の配線部１１６がそれぞれ配置されている。さらに、第２配線３２６の一
部の幅が広くされており、この部分の上に第１固定接続部１２６が配置されている。この
第１固定接続部１２６は絶縁層１２５に設けられたコンタクトホール１３２を介して第２
配線３２６に電気的に接続されている。
【０１９８】
　第７配線３４６は、第１センシング部１０２を一周して囲むようにレイアウトされてい
る。この第７配線３４６の上に絶縁層１２５が形成されており、この絶縁層１２５の上に
周辺部１１１が形成されている。また、絶縁層１０５および絶縁層１２５のうち周辺部１
１１に対応した場所にはこれら絶縁層１０５および絶縁層１２５を貫通するコンタクトホ
ール１３３が設けられており、周辺部１１１は該コンタクトホール１３３を介して第２シ
リコン層１０４に電気的に接続されている。
【０１９９】
　第９配線１３０は、可動電極固定部１０７と可動接続部１２８とを電気的に接続するた
めの配線である。すなわち、第９配線１３０の一端側の上に絶縁層１２５が配置され、こ
の絶縁層１２５の上に可動電極固定部１０７が配置されている。そして、絶縁層１２５の
コンタクトホール１３２を介して可動電極固定部１０７が第９配線１３０に電気的に接続
されている。同様に、第９配線１３０の他端側の上に絶縁層１２５が配置され、この絶縁
層１２５の上に可動接続部１２８が配置されており、コンタクトホール１３２を介して可
動接続部１２８が第９配線１３０に電気的に接続されている。
【０２００】
　第１０配線１３１は、２つの可動電極固定部１０７の高さを同じにするべく、可動接続
部１２８に電気的に接続される可動電極固定部１０７とは反対側の可動電極固定部１０７
の下部に設けられている。これにより、各可動電極固定部１０７のうちの一方は絶縁層１
０５の上の第９配線１３０および絶縁層１２５の上に配置され、他方は絶縁層１０５の上
の第１０配線１３１および絶縁層１２５の上に配置されることとなる。これにより、各可
動電極固定部１０７の高さが同じになり、可動電極部１０８が絶縁層１２５に対して平行
になる。
【０２０１】
　これら各配線は、絶縁層１０５の上に形成されたＰ＋型ポリシリコン層がパターニング
されることでそれぞれ形成されている。
【０２０２】
　上記第１シリコン層１０３の階層に形成されたもののうち、可動電極固定部１０７、第
１固定電極固定部１０９の配線部１１６、周辺部１１１、第１固定接続部１２６、第２固
定接続部１２７、および可動接続部１２８は、絶縁層１２５の上に配置され、第２固定電
極固定部１１０の各配線部１２０、１２２はクロス配線部１２９の上に配置されている。
一方、可動電極部１０８、第１固定電極固定部１０９の固定電極１１７、第２固定電極固
定部１１０の各固定電極１２１、１２３の下部の絶縁層１２５は除去されている。これに
より、絶縁層１２５が除去された部位は絶縁層１０５やクロス配線部１２９に対して浮い
た状態になっている。各固定電極１１７、１２１、１２３については、図２２に示される
ように、一部が軽量化のために除去されている。
【０２０３】
　上述のように、第１シリコン層１０３の階層では、第１固定部１１８と第２固定部１１
９との間に固定電極１１７が配置されているが、クロス配線部１２９は第１シリコン層１
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０３とは異なる階層すなわち絶縁層１０５と第１シリコン層１０３との間の階層に設けら
れている。このため、図２２に示されるように、平面的に、固定電極１１７が延設された
方向とクロス配線部１２９が延設された方向とを交差させることが可能になっている。
【０２０４】
　キャップ部３００は、上述のように、シリコン基板３０３およびシリコン基板３０３の
両面に形成された絶縁膜３０４、３０５により構成されたものである。本実施形態では、
キャップ部３００のうち、センサ部１００において可動電極固定部１０７等の第１シリコ
ン層１０３がパターニングされた部位を除いた領域に対向する場所に凹部３７０が設けら
れている。この凹部３７０は、キャップ部３００がセンサ部１００に接合された際に、可
動電極部１０８や各固定電極１１７、１２１、１２３がキャップ部３００の絶縁膜３０４
に接触してしまうことを防止するために設けられている。
【０２０５】
　本実施形態では、絶縁膜３０４の表面がキャップ部３００の一面３０１に該当し、絶縁
膜３０５の表面がキャップ部３００の他面３０２に該当する。
【０２０６】
　また、キャップ部３００のシリコン基板３０３のうちセンサ部１００とは反対側の面側
には、ＩＣ等の回路を含んだイメージセンサ３７１が形成されている。このイメージセン
サ３７１は、図２３に示されるように、ＣＣＤ型やＣＭＯＳ型の画素が形成された画素領
域３７２を備えている。これにより、景色の撮影が可能になっている。
【０２０７】
　さらに、図２４に示されるように、キャップ部３００には、絶縁膜３０５、シリコン基
板３０３、および絶縁膜３０４を貫通する孔部３１８および孔部３７３が設けられ、孔部
３１８および孔部３７３の壁面に絶縁膜３１９および絶縁膜３７４がそれぞれ形成されて
いる。そして、絶縁膜３１９の上に一端が周辺部１１１に電気的に接続された第３貫通電
極３０８が設けられており、絶縁膜３７４の上に一端が可動接続部１２８に電気的に接続
された第８貫通電極３７５が設けられている。
【０２０８】
　このような貫通電極は、図２４に示されるものの他、キャップ部３００のうち第１固定
接続部１２６および第２固定接続部１２７に対応する場所にもそれぞれ設けられている。
第１固定電極固定部１０９に電気的に接続された第１固定接続部１２６は第６貫通電極３
５４に接続されている。この第６貫通電極３５４は、キャップ部３００に設けられた孔部
３５２の側壁に形成された絶縁膜３５３の上に形成されている。また、第２固定電極固定
部１１０に電気的に接続された第２固定接続部１２７は第５貫通電極３４４に接続されて
いる。この第５貫通電極３４４は、キャップ部３００に設けられた孔部３４２の側壁に形
成された絶縁膜３４３の上に形成されている。
【０２０９】
　そして、図２３に示されるように、絶縁膜３０５の上に設けられた各貫通電極の他端が
パターニングされて、イメージセンサ３７１に接続された第１１配線３７６やパッド部が
それぞれ形成されている。なお、第１１配線３７６は、絶縁膜３０５に設けられた開口部
を介してイメージセンサ３７１の各回路に接続されている。
【０２１０】
　例えば、第１固定接続部１２６は貫通電極や第１１配線３７６を介して第１固定接続パ
ッド部３７７に接続されている。第２固定接続部１２７は貫通電極や第１１配線３７６を
介して第２固定接続パッド部３７８に接続されている。また、可動接続部１２８は、第８
貫通電極３７５や第１１配線３７６を介して可動接続パッド部３７９に接続されている。
さらに、周辺部１１１は、第３貫通電極３０８や第１１配線３７６を介して周辺部接続パ
ッド部３８０に接続されている。この他、キャップ部３００の他面３０２の外縁部には、
他の回路と電気的に接続されるパッド部３８１が複数設けられている。これにより、キャ
ップ部３００の他面３０２と外部との電気的接続が可能となる。
【０２１１】



(30) JP 4858547 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

　以上が、本実施形態に係る半導体装置のセンサ部１００およびキャップ部３００の全体
構成である。
【０２１２】
　次に、図２２～図２４に示された半導体装置の製造方法について、図２５～図２７を参
照して説明する。なお、図２５～図２７は、図２２のＦ－Ｆ’断面に相当する図である。
また、上述のように、ウェハ５００の状態で製造していく。
【０２１３】
　まず、図２５（ａ）に示す工程では、０．０１～１０Ω・ｃｍの比抵抗を有すると共に
、（１００）面を有するＰ型のシリコン基板である第２シリコン層１０４を用意する。そ
して、第２シリコン層１０４の表面を熱酸化するか、またはＣＶＤ法により０．５～３μ
ｍの厚さのＳｉＯ２膜を形成する。このＳｉＯ２膜が絶縁層１０５となる。
【０２１４】
　この後、絶縁層１０５の上に、ボロン等を高濃度に含んだＰ＋型ポリシリコン層１３４
をＣＶＤ法により０．５～３μｍの厚さで形成する。このボロン等を高濃度に含んだＰ＋
型ポリシリコン層１３４への不純物導入については、イオン打ち込みで行っても良いし、
ポリシリコンをＣＶＤ法で堆積させるときに不純物ガスを同時に流して行うこともできる
。
【０２１５】
　図２５（ｂ）に示す工程では、Ｐ＋型ポリシリコン層１３４からクロス配線部１２９、
第１配線３２４、第２配線３２６、第７配線３４６、および第９配線１３０、および第１
０配線１３１となる部分をホトリソグラフィーおよびエッチングによりパターン形成する
。このようにパターン形成した各配線および絶縁層１０５の上に全体に、ＣＶＤ法により
０．５～１μｍの厚さの絶縁層１２５を形成する。
【０２１６】
　図２５（ｃ）に示す工程では、各配線の上の絶縁層１２５に各配線を露出させるための
コンタクトホール１３２をそれぞれ形成する。また、絶縁層１０５、１２５のうち周辺部
１１１に対応した場所に絶縁層１０５、１２５を貫通するコンタクトホール１３３を形成
する。そして、各コンタクトホール１３２、１３３内および絶縁層１２５の上に第１シリ
コン層１０３としての５～３０μｍの厚さのＰ＋型ポリシリコン層を形成する。これによ
り、絶縁層１２５のうちコンタクトホール１３２が設けられた部分については、第１シリ
コン層１０３と各配線とが電気的に接続される。また、絶縁層１０５、１２５にコンタク
トホール１３３が設けられた部分については、第１シリコン層１０３と第２シリコン層１
０４とが電気的に接続される。そして、ＣＭＰにより第１シリコン層１０３の表面を平坦
化する。
【０２１７】
　続いて、図２６（ａ）に示す工程では、第１シリコン層１０３に可動電極固定部１０７
、可動電極部１０８、第１固定電極固定部１０９、第２固定電極固定部１１０、周辺部１
１１、第１固定接続部１２６、第２固定接続部１２７、および可動接続部１２８となる部
分をホトリソグラフィーおよびドライエッチングによりパターン形成する。
【０２１８】
　図２６（ｂ）に示す工程では、少なくとも可動電極部１０８、第１固定電極固定部１０
９の固定電極１１７の下部の絶縁層１２５を除去する。言い換えると、第１固定接続部１
２６、第２固定接続部１２７、可動電極固定部１０７、および周辺部１１１の下部に絶縁
層１２５が残されるように、絶縁層１２５を除去する。これにより、可動電極固定部１０
７は絶縁層１０５に対して浮いた状態となり、各可動電極固定部１０７の間で可動できる
ようになる。また、各固定電極１１７、１２１、１２３が絶縁層１０５やクロス配線部１
２９から浮いた状態となる。こうして、センサ部１００が完成する。
【０２１９】
　一方、上記各工程とは別に、貫通電極等が設けられていないキャップ部３００を用意す
る。具体的には、Ｐ型で１～２０Ω・ｃｍ、（１００）面のシリコン基板３０３を用意し
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、このシリコン基板３０３のうちセンサ部１００とは反対側の面側にイメージセンサ３７
１を形成する。この後、シリコン基板３０３のうちセンサ部１００側の面に、周辺部１１
１等以外の領域が凹んだ凹部３７０を形成する。そして、シリコン基板３０３の両面に絶
縁膜３０４、３０５を形成する。この例では凹部３７０を形成したが他の実施例で示した
ように凹部３７０を形成せず、平坦な面であってもよい。
【０２２０】
　続いて、図２７（ａ）に示す工程では、例えば、図７（ｂ）に示す工程と同様に、上記
のように用意されたキャップ部３００とセンサ部１００との直接接合を行う。これにより
、キャップ部３００とセンサ部１００との間に真空の気密室１２４が形成される。また、
イメージセンサ３７１の各回路に第１１配線３７６を接続するため、キャップ部３００の
絶縁膜３０５に開口部を設ける。
【０２２１】
　図２７（ｂ）に示す工程では、キャップ部３００のうち、第１固定接続部１２６、第２
固定接続部１２７、可動接続部１２８、および周辺部１１１に対応する場所の絶縁膜３０
５、シリコン基板３０３、および絶縁膜３０４を貫通する孔部３１８、３７３を形成し、
各孔部３１８、３７３の上に絶縁膜３１９、３７４をそれぞれ形成する。そして、各絶縁
膜３１９、３７４の上にＡｌ等の金属を埋め込む。これにより、貫通電極３０８、３７５
をそれぞれ形成する。なお、図示しない孔部３４２、３５２、絶縁膜３４３、３５３、貫
通電極３４４、３５４も形成する。
【０２２２】
　また、絶縁膜３０５の開口部にも金属を埋め込む。このように、金属層３４５の形成に
Ａｌを用いた場合には、Ｐ＋型ポリシリコン層１３４である第１シリコン層１０３の濃度
が低くても、金属層３４５と第１シリコン層１０３とのオーミックコンタクトを取ること
ができる。
【０２２３】
　この後、絶縁膜３０５上の金属層３４５を配線やパッド状にパターニングすることによ
り、第１１配線３７６、第１固定接続パッド部３７７、第２固定接続パッド部３７８、可
動接続パッド部３７９、周辺部接続パッド部３８０、および複数のパッド部３８１を形成
する。こうして、図２２～図２４に示される半導体装置が完成する。
【０２２４】
　なお、上記では、各シリコン層１０３、１０４、シリコン基板３０３、ポリシリコン層
１３４がＰ型のものについて説明したが、もちろんＮ型のものについても同様に形成する
ことができる。
【０２２５】
　以上説明したように、本実施形態では、センサ部１００において、絶縁層１０５の上に
クロス配線部１２９等が配置された配線層を設け、該配線層の上に第１固定電極固定部１
０９等の各部を配置していることが特徴となっている。
【０２２６】
　これによると、センサ部１００とキャップ部３００との積層方向において第１シリコン
層１０３がパターニングされて形成された各部位の階層とは異なる階層すなわち第１シリ
コン層１０３の階層と絶縁層１０５の階層との間の階層にクロス配線部１２９を形成して
いるので、各配線部１２０、１２２の間に固定電極１１７が存在していたとしても、固定
電極１１７と各配線部１２０、１２２との隙間に配線をレイアウトしたり、固定電極１１
７等を迂回して配線をレイアウトする必要がない。このように、クロス配線部１２９のレ
イアウトが第１シリコン層１０３の各部位の配置に影響されることがないため、センサ部
１００の一面１０１に平行な平面方向に形成したとしても、該クロス配線部１２９のレイ
アウトを簡略化することができる。
【０２２７】
　本実施形態では、可動電極固定部１０７と可動接続部１２８との電気的接続についても
、第１シリコン層１０３の階層に配線を設けて接続するのではなく、第１シリコン層１０
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３とは異なる階層に配置された第９配線１３０によって接続している。このため、第１シ
リコン層１０３の階層において、可動電極固定部１０７と可動接続部１２８との間に他の
構造が配置されていたとしても、この他の構造によって第９配線１３０のレイアウトが影
響を受けることはない。すなわち、可動電極固定部１０７と可動接続部１２８との間に他
の構造が配置されている場合、第９配線１３０を可動電極固定部１０７と可動接続部１２
８とを電気的に接続するためのクロス配線部として機能させることができる。
【０２２８】
　また、本実施形態では、キャップ部３００に各貫通電極３０８、３４４、３５４、３７
５をそれぞれ形成しているので、センサ部１００の各部の電位をキャップ部３００の他面
３０２に取り出すことができる。これにより、キャップ部３００の他面３０２を利用して
、外部との電気的接続を図ることが可能となる。上記では、キャップ部３００に各貫通電
極３０８、３４４、３５４、３７５を設ける構造について説明したが、各貫通電極３０８
、３４４、３５４、３７５をセンサ部１００に設けても良い。
【０２２９】
　そして、上記のようにキャップ部３００にイメージセンサ３７１を設け、センサ部１０
０の第１センシング部１０２として加速度センサまたはジャイロセンサを用いた場合には
、半導体装置を手ぶれ防止機能を備えたものとすることができる。
【０２３０】
　なお、本実施形態の記載と特許請求の範囲の記載との対応関係については、第２シリコ
ン層１０４が特許請求の範囲の基板に対応する。
【０２３１】
　（第８実施形態）
　本実施形態では、第７実施形態と異なる部分についてのみ説明する。第７実施形態では
、キャップ部３００にイメージセンサ３７１が設けられたものが示されているが、本実施
形態では、キャップ部３００に第２センシング部３１０として加速度センサまたはジャイ
ロセンサが設けられたものである。
【０２３２】
　すなわち、第１センシング部１０２が加速度センサまたはジャイロセンサであると、第
２センシング部３１０が加速度センサまたはジャイロセンサであると、半導体装置は、加
速度センサ－加速度センサ、加速度センサ－ジャイロセンサ、ジャイロセンサ－ジャイロ
センサのいずれかのセンサの組み合わせを備えたものとなる。本実施形態では、第１セン
シング部１０２と第２センシング部３１０とが共に加速度センサの場合について説明する
。
【０２３３】
　図２８は、本実施形態に係る半導体装置の断面図である。センサ部１００は、第２シリ
コン層１０４、絶縁層１０５、窒化膜１３５、第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８、絶縁
層１３６、および第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９が順に積層されて構成されたもので
ある。
【０２３４】
　窒化膜１３５の上には、第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８から形成されたクロス配線
部１２９や第７配線３４６等が配置されている。すなわち、クロス配線部１２９は、窒化
膜１３５の上に該窒化膜１３５の平面方向に延設されている。また、第７配線３４６につ
いては、絶縁層１０５および窒化膜１３５を貫通するコンタクトホール１３７を介して第
２シリコン層１０４に電気的に接続されている。そして、第７配線３４６の上には絶縁層
１３６が形成され、該絶縁層１３６の上に周辺部１１１が配置されている。この周辺部１
１１は、絶縁層１３６に設けられたコンタクトホール１３８を介して第７配線３４６に電
気的に接続されている。
【０２３５】
　また、絶縁層１０５のうち、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９がパターニングされて
形成された可動電極部１０８に対応する部分は除去され、可動電極部１０８は第２シリコ
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ン層１０４に対して浮いている。すなわち、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９は、絶縁
層１３６の上に形成されるが、該可動電極部１０８が設けられる部位の窒化膜１３５、第
１のＮ＋型ポリシリコン層３５８、および絶縁層１３６が取り除かれた絶縁層１０５の上
にも形成される。この絶縁層１０５の上に形成された第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９
がパターニングされて可動電極部１０８が形成されている。
【０２３６】
　これによると、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９の表面については、周辺部１１１が
形成された部分の表面が第２シリコン層１０４の面に対してもっとも遠い位置にあるが、
可動電極部１０８の表面は、窒化膜１３５、第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８、および
絶縁層１３６の厚さ分だけ第２シリコン層１０４側に下げられる。このような構造となっ
ているのは、周辺部１１１等がキャップ部３００に接合された際に、センサ部１００の可
動電極部１０８がキャップ部３００に当たらないようにするためである。これによると、
本実施形態では、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９のうち周辺部１１１にパターニング
された部分の表面がセンサ部１００の一面１０１となる。
【０２３７】
　一方、クロス配線部１２９の上には、第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８がパターニン
グされて形成された可動接続部１２８、可動電極固定部１０７、および固定接続部１３９
が配置されている。固定接続部１３９は、第１固定電極固定部１０９等と同電位にされる
部位である。そして、可動接続部１２８および可動電極固定部１０７はクロス配線部１２
９に接続されているが、固定接続部１３９はクロス配線部１２９に対して浮いた状態にな
っている。
【０２３８】
　このように、可動接続部１２８および可動電極固定部１０７と同じ階層に、異なる電位
にされる固定接続部１３９が配置されているが、固定接続部１３９とは異なる階層にクロ
ス配線部１２９が配置されているため、固定接続部１３９をまたぐようにしてクロス配線
部１２９によって可動接続部１２８と可動電極固定部１０７とを電気的に接続することが
可能になっている。
【０２３９】
　また、キャップ部３００は、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、絶縁膜３０４、およ
びＮ＋型シリコン層３８２が積層されて構成されたものである。Ｎ＋型シリコン層３８２
がパターニングされることで、第２センシング部３１０として加速度センサの可動電極部
３８３や周辺部３８４等の構造が形成されている。本実施形態では、周辺部３８４等の表
面がキャップ部３００の一面３０１となる。
【０２４０】
　さらに、キャップ部３００には、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、および絶縁膜３
０４を貫通して加速度センサの各構造に電気的に接続された複数の貫通電極部３８５が形
成されている。この貫通電極部３８５は、上記各実施形態で示されたように、孔部、絶縁
膜、および貫通電極によって構成されるものである。本実施形態においても、キャップ部
３００の他面３０２にパッドが設けられている。
【０２４１】
　そして、センサ部１００の一面１０１とキャップ部３００の一面３０１とが直接接合に
より接合されている。これにより、センサ部１００の第１センシング部１０２とキャップ
部３００の第２センシング部３１０とが気密室１２４内に配置された構造となる。気密室
１２４は真空になっている。以上が、本実施形態に係る半導体装置の構成である。
【０２４２】
　次に、図２８に示された半導体装置の製造方法について、図２９～図３１を参照して説
明する。なお、本実施形態においても、上述のように、ウェハ５００の状態で製造してい
く。
【０２４３】
　まず、図２９（ａ）に示す工程では、Ｎ＋型シリコン基板である第２シリコン層１０４
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を用意する。この第２シリコン層１０４の上にＳｉＯ２膜である絶縁層１０５を形成した
後、絶縁層１０５の上に窒化膜１３５を形成する。そして、第７配線３４６に対応した場
所に窒化膜１３５および絶縁層１０５を貫通するコンタクトホール１３７を形成する。こ
の後、窒化膜１３５の上およびコンタクトホール１３７内に第１のＮ＋型ポリシリコン層
３５８を形成する。
【０２４４】
　続いて、図２９（ｂ）に示す工程では、第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８をパターニ
ングし、クロス配線部１２９や第７配線３４６等の各配線を形成する。そして、パターニ
ングされた第１のＮ＋型ポリシリコン層３５８および窒化膜１３５の上に絶縁層１３６を
形成する。
【０２４５】
　図２９（ｃ）に示す工程では、絶縁層１３６のうち、コンタクトホール１３７に対応す
る部分、可動電極部１０８が配置される部分、可動接続部１２８や可動電極固定部１０７
等が配置される部分が開口するように絶縁層１３６をパターニングする。これにより、ク
ロス配線部１２９の一部が絶縁層１３６から露出する。また、絶縁層１３６から露出した
窒化膜１３５も除去する。
【０２４６】
　図２９（ｄ）に示す工程では、絶縁層１３６の上、および絶縁層１３６から露出した第
７配線３４６、クロス配線部１２９、絶縁層１０５の上に第２のＮ＋型ポリシリコン層３
５９を形成する。これにより、コンタクトホール１３８を介して第２のＮ＋型ポリシリコ
ン層３５９が第７配線３４６に電気的に接続される。
【０２４７】
　図３０（ａ）に示す工程では、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９をパターニングする
ことにより、可動電極部１０８、可動電極固定部１０７、固定接続部１３９、周辺部１１
１等を形成する。この後、図３０（ｂ）に示す工程では、可動電極部１０８の下部や固定
接続部１３９の下部の絶縁層１３６を除去する。これにより、可動電極部１０８第２シリ
コン層１０４に対して浮かせ、固定接続部１３９をクロス配線部１２９に対して浮かせる
。こうして、第１センシング部１０２として加速度センサを備えたセンサ部１００が完成
する。
【０２４８】
　図３１（ａ）に示す工程では、シリコン基板３０３を用意し、該シリコン基板３０３の
両面に絶縁膜３０４、３０５を形成する。この後、絶縁膜３０４の上にＮ＋型シリコン層
３８２を形成する。そして、該Ｎ＋型シリコン層３８２を可動電極部３８３や周辺部３８
４等にパターニングする。これにより、キャップ部３００に第２センシング部３１０を形
成する。
【０２４９】
　続いて、図３１（ｂ）に示す工程では、キャップ部３００とセンサ部１００とを直接接
合する。これにより、キャップ部３００とセンサ部１００との間には、周辺部１１１、３
８４によって密閉された気密室１２４が形成される。この気密室１２４にセンサ部１００
の第１センシング部１０２とキャップ部３００の第２センシング部３１０とが配置される
。
【０２５０】
　また、この場合、センサ部１００において可動電極部１０８は周辺部１１１よりも第２
シリコン層１０４側に位置しているため、センサ部１００とキャップ部３００との各周辺
部１１１、３８４が接合されたとしても各可動電極部１０８、３８３が当たってしまうこ
とはない。
【０２５１】
　この後、キャップ部３００に貫通電極部３８５を形成する。これにより、例えば、第２
シリコン層１０４の電位を、第７配線３４６、センサ部１００の周辺部１１１、キャップ
部３００の周辺部３８４、および貫通電極部３８５を介してキャップ部３００の他面３０
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２に取り出すことが可能となる。こうして、図２８に示された半導体装置が完成する。
【０２５２】
　以上のように、センサ部１００の第１センシング部１０２を加速度センサとし、キャッ
プ部３００の第２センシング部３１０を加速度センサとした構造のものについても、クロ
ス配線部１２９による各部の電気的接続が可能となる。
【０２５３】
　なお、本実施形態の記載と特許請求の範囲の記載との対応関係については、窒化膜１３
５が特許請求の範囲の絶縁層に対応する。また、可動電極固定部１０７が特許請求の範囲
の第１の部位に対応し、可動接続部１２８が特許請求の範囲の第２の部位に対応する。こ
の関係は逆でも構わない。また、貫通電極部３８５が特許請求の範囲の貫通電極に相当す
る。
【０２５４】
　（第９実施形態）
　本実施形態では、第８実施形態と異なる部分についてのみ説明する。第８実施形態では
、第１センシング部１０２の可動電極部１０８と第２センシング部３１０の可動電極部３
８３とが当たらないように、第１センシング部１０２の可動電極部１０８を周辺部１１１
よりも第２シリコン層１０４側に位置させていた。本実施形態では、センサ部１００とキ
ャップ部３００との間に電気的接続を担う層を介在させることが特徴となっている。
【０２５５】
　図３２は、本実施形態に係る半導体装置の断面図である。この図に示されるように、セ
ンサ部１００は、第２シリコン層１０４、絶縁層１０５、第１のＮ＋型ポリシリコン層３
５８、絶縁層１３６、および第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９が順に積層されて構成さ
れている。本実施形態では、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９がパターニングされて形
成された可動電極部１０８は、周辺部１１１等と同じ階層に配置されている。
【０２５６】
　一方、キャップ部３００はかさ上げ部３８６を備えている。このかさ上げ部３８６は、
キャップ部３００の周辺部１１１等の上に配置されている。このかさ上げ部３８６は、セ
ンサ部１００の第１センシング部１０２の可動電極部１０８とキャップ部３００の第２セ
ンシング部３１０の可動電極部３８３とが当たらないようにするためのスペーサとして機
能する。また、センサ部１００の各部と電気的に接続され、センサ部１００の各部の電位
をキャップ部３００の他面３０２に取り出すための配線の一部としても機能する。このた
め、かさ上げ部３８６はアルミニウム、ゲルマニウム等の金属で形成されている。なお、
かさ上げ部３８６は、金属に限らず、ポリシリコンにより形成されたものであっても良い
。この実施例ではＮ＋型ポリシリコンを用いている。
【０２５７】
　このような半導体装置は、図３３（ａ）に示されるように、かさ上げ部３８６を設けた
キャップ部３００を用意し、図３３（ｂ）に示されるように、第２のＮ＋型ポリシリコン
層３５９において周辺部１１１と同じ階層に可動電極部１０８等を形成したものを用意す
る。
【０２５８】
　そして、センサ部１００とキャップ部３００とを直接接合する。すなわち、キャップ部
３００のかさ上げ部３８６をセンサ部１００の周辺部１１１等に接合する。これにより、
センサ部１００とキャップ部３００との間に気密室１２４が形成され、第１センシング部
１０２および第２センシング部３１０が共に気密室１２４に密閉される。また、かさ上げ
部３８６の厚みによって、各センシング部１０２、３１０が当たってしまうことはない。
【０２５９】
　以上のように、半導体装置にかさ上げ部３８６を設けることにより、センサ部１００に
おいて、可動電極部１０８等がキャップ部３００に当たらないようにする構造を形成する
必要がなくなる。したがって、センサ部１００の製造を簡略化することができる。またか
さ上げ部３８６はセンサ部１００側に設けることもできる。
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【０２６０】
　（第１０実施形態）
　本実施形態では、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。本実施形態では、
センサ部１００とキャップ部３００との間に隔壁基板が配置されていることにより、セン
サ部１００と隔壁基板との間の気密室とキャップ部３００と隔壁基板との間の気密室とが
分離される構造になっている。各気密室は所定の圧力、所定の雰囲気（ガス）に設定でき
る。
【０２６１】
　図３４は、本実施形態に係る半導体装置の断面図である。なお、図３４は、半導体装置
において、周辺部１１１、可動電極固定部１０７、配線部１１６、１２０、固定電極１２
３、可動電極１１４、Ｎ＋型領域３３５を横切る断面図である。
【０２６２】
　図３４に示されるように、半導体装置は、センサ部１００とキャップ部３００とが接合
されて構成されている。センサ部１００の構造は、第１実施形態の図２や図３で示された
ものと同じである。
【０２６３】
　一方、キャップ部３００は、絶縁膜３０４、隔壁基板３８７、シリコン基板３０３、お
よび絶縁膜３０５が順に積層されて構成されている。すなわち、第１実施形態で示された
キャップ部３００において、絶縁膜３０４とシリコン基板３０３とで隔壁基板３８７が挟
まれたものになっている。本実施形態においても、絶縁膜３０４の表面がキャップ部３０
０の一面３０１に該当し、絶縁膜３０５の表面がキャップ部３００の他面３０２に該当す
る。
【０２６４】
　隔壁基板３８７は、センサ部１００とキャップ部３００との間に密閉された第１気密室
１２４を形成すると共に、該隔壁基板３８７とシリコン基板３０３との間に密閉された第
２気密室３８８を形成するものである。この隔壁基板３８７として、シリコン基板やガラ
ス基板が採用される。
【０２６５】
　このような隔壁基板３８７により、センサ部１００に設けられた第１センシング部１０
２は第１気密室１２４に配置される。また、キャップ部３００のシリコン基板３０３に設
けられた第２センシング部３１０はシリコン基板３０３のうち第２気密室３８８が形成さ
れた位置に配置される。これによると、第２センシング部３１０を構成するダイヤフラム
３１２は、第２気密室３８８内の圧力とパッシベーション膜３３９が受ける圧力とを受け
ることとなる。
【０２６６】
　第１気密室１２４と第２気密室３８８とは異なる気圧になっている。第１センシング部
１０２が加速度センサのとき、可動電極部１０８のダンピング効果を得るべく、第１気密
室１２４は１～５気圧の気圧とすることができる。また、第１気密室１２４はＮ２で充満
されている。
【０２６７】
　一方、第２センシング部３１０は圧力センサであるため、該圧力センサの基準圧とすべ
く、第２気密室３８８を真空（０気圧）とすることができる。これにより、第２センシン
グ部３１０は絶対圧を測定する圧力センサとして機能する。なお、第１センシング部１０
２がジャイロセンサのときは、第１気密室１２４を真空にすることが好ましい。また、圧
力センサの基準圧は真空に限らず、一定の圧力になっていても良い。
【０２６８】
　また、可動電極部１０８がキャップ部３００に当たらないようにするために、キャップ
部３００の絶縁膜３０４のうち可動電極部１０８に対向する部分を取り除き、絶縁膜３０
４から隔壁基板３８７を露出させている。これにより、絶縁膜３０４の厚さ分だけセンサ
部１００の一面１０１と隔壁基板３８７とが離間することになるので、可動電極部１０８
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がキャップ部３００に当たることはない。
【０２６９】
　そして、キャップ部３００に隔壁基板３８７が設けられた構成になっているが、第１実
施形態と同様に、本実施形態に係るキャップ部３００にも複数の貫通電極３０６～３０９
、３４４が設けられている。この場合、各孔部３１４、３１６、３１８、３２０、３４２
は、キャップ部３００の一面３０１と他面３０２とを貫通するが、本実施形態では絶縁膜
３０５、シリコン基板３０３、隔壁基板３８７、および絶縁膜３０４を貫通することとな
る。このような各孔部３１４、３１６、３１８、３２０、３４２の側壁に絶縁膜３１５、
３１７、３１９、３２１、３４３がそれぞれ形成され、各絶縁膜３１５、３１７、３１９
、３２１、３４３の上に各貫通電極３０６～３０９、３４４が設けられている。
【０２７０】
　次に、図３４に示された半導体装置の製造方法について、図３５および図３６を参照し
て説明する。
【０２７１】
　まず、図６（ａ）～図６（ｃ）に示す工程を行い、センサ部１００を用意する。また、
図６（ｄ）および図６（ｅ）に示す工程を行い、ダイヤフラム３１２が形成されたシリコ
ン基板３０３を用意する。この後、図６（ｅ）に示されたシリコン基板３０３のうち凹部
３１１が設けられた側の絶縁膜３０４を一度除去する。
【０２７２】
　続いて、図３５（ａ）に示す工程では、隔壁基板３８７を用意し、隔壁基板３８７の接
合面とシリコン基板３０３のうち凹部３１１が設けられた面とをＡｒイオン、プラズマ等
で表面活性化する。そして、真空中で隔壁基板３８７の接合面とシリコン基板３０３のう
ち凹部３１１が設けられた面との常温直接接合を行う。これにより、シリコン基板３０３
と隔壁基板３８７とに密閉された第２気密室３８８が形成される。したがって、シリコン
基板３０３のうち第２気密室３８８が形成された位置に第２センシング部３１０が配置さ
れる。該第２気密室３８８は真空になっている。
【０２７３】
　この後、隔壁基板３８７のうちシリコン基板３０３とは反対側の面に絶縁膜３０４を形
成し、この絶縁膜３０４のうちセンサ部１００の可動電極部１０８と対向する部分を除去
する。これにより、キャップ部３００がセンサ部１００の可動電極部１０８等に当たらな
いようにする。
【０２７４】
　図３５（ｂ）に示す工程では、１気圧のＮ２雰囲気中でセンサ部１００の一面１０１と
キャップ部３００の一面３０１との常温直接接合を行う。これにより、センサ部１００と
キャップ部３００とに密閉された第１気密室１２４が形成され、該第１気密室１２４に第
１センシング部１０２が配置される。
【０２７５】
　図３５（ｃ）に示す工程では、図７（ｃ）に示す工程と同様に、キャップ部３００に各
孔部３１４、３１８、３２０、３４２を形成し、各孔部３１４、３１８、３２０、３４２
の側壁に絶縁膜３１５、３１９、３２１、３４３をそれぞれ形成する。なお、図示しない
孔部３１６および絶縁膜３１７も形成する。
【０２７６】
　図３６（ａ）に示す工程では、図８（ａ）に示す工程と同様に、各孔部３１４、３１８
、３２０、３４２に金属を埋め込んで各貫通電極３０６、３０８、３０９、３４４を形成
する。なお、めっきの方法により、各孔部３１４、３１８、３２０、３４２内にＣｕ等を
形成しても良い。また、貫通電極３０７も形成する。そして、絶縁膜３０５の上にＡｌの
金属層３４５を形成する。
【０２７７】
　図３６（ｂ）に示す工程では、図８（ｂ）に示す工程と同様に、絶縁膜３０５上の金属
層３４５をパターニングすることにより、クロス配線３２２等を形成する。これにより、
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第１、第２貫通電極３０６、３０７およびクロス配線３２２によって、各配線部１２０、
１２２を電気的に接続したクロス配線部３２３を構成する。この後、絶縁膜３０５の上お
よび各配線の上にパッシベーション膜３３９を形成し、ウェハ５００をチップ単位に分割
することにより半導体装置が完成する。
【０２７８】
　以上説明したように、キャップ部３００に隔壁基板３８７を設けることにより、第１セ
ンシング部１０２が配置される空間と、第２センシング部３１０が配置される空間とを別
々に分離することができる。このため、第１気密室１２４を第１センシング部１０２に合
わせた気圧に設定することができ、第２気密室３８８を第２センシング部３１０に合わせ
た気圧に設定することができる。
【０２７９】
　なお、本実施形態の記載と特許請求の範囲の記載との対応関係については、シリコン基
板３０３が特許請求の範囲の基板に対応する。
【０２８０】
　（第１１実施形態）
　本実施形態では、第１０実施形態と異なる部分についてのみ説明する。第１０実施形態
では、センサ部１００の可動電極部１０８等がキャップ部３００に当たらないようにする
ためにキャップ部３００の絶縁膜３０４の一部を除去していた。本実施形態では、可動電
極部１０８等がキャップ部３００に確実に当たらないようにする構造を提供する。
【０２８１】
　図３７は、本実施形態に係る半導体装置の断面図である。この図に示されるように、キ
ャップ部３００において、隔壁基板３８７のうち絶縁膜３０４から露出した部分に凹部３
８９が設けられている。この凹部３８９は、例えば図３５に示す工程で、絶縁膜３０４を
パターニングした後、該絶縁膜３０４から露出した隔壁基板３８７をエッチングすること
により形成することができる。
【０２８２】
　このように、隔壁基板３８７のうちセンサ部１００の可動電極部１０８等に対向する部
分に凹部３８９を設けることで、該可動電極部１０８等から隔壁基板３８７を遠ざけるこ
とができる。したがって、可動電極部１０８等が隔壁基板３８７に確実に当たらないよう
にすることができる。また、可動電極部１０８等と隔壁基板３８７との間の距離が大きく
なるため、可動電極部１０８等と隔壁基板３８７との間の寄生容量を低減することができ
る。これは、第１センシング部１０２の高信頼性ひいては半導体装置の高信頼性に繋がる
。
【０２８３】
　（第１２実施形態）
　本実施形態では、第８実施形態と異なる部分についてのみ説明する。本実施形態では、
図２８に示された半導体装置において、キャップ部３００に上記第１０実施形態で示され
た隔壁基板３８７を備えたことが特徴となっている。
【０２８４】
　図３８は、本実施形態に係る半導体装置の断面図である。この図に示されるように、本
実施形態に係る半導体装置は、図２８の半導体装置において、キャップ部３００のうち周
辺部３８４等にパターニングされたＮ＋型シリコン層３８２の上に隔壁基板３８７が設け
られ、この隔壁基板３８７がセンサ部１００に接合された構造をなしている。
【０２８５】
　本実施形態では、キャップ部３００において、絶縁膜３０５、シリコン基板３０３、絶
縁膜３０４、およびＮ＋型シリコン層３８２が積層された部分を基板部３９０という。
【０２８６】
　なお、キャップ部３００の基板部３９０は第８実施形態の図２８で示されたものと同じ
である。また、センサ部１００に設けられた第１センシング部１０２はジャイロセンサと
して機能し、キャップ部３００に設けられた第２センシング部３１０は加速度センサとし
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て機能する。
【０２８７】
　隔壁基板３８７は、複数の貫通電極部３９１～３９３を備えている。各貫通電極部３９
１～３９３は、隔壁基板３８７の一部を一周して取り囲むようにリング状に形成された貫
通孔３９４～３９６に絶縁層３９７～３９９が埋め込まれると共に、該一部が絶縁層３９
７～３９９によって他の隔壁基板３８７の部分と電気的に独立にされることで構成されて
いる。つまり、隔壁基板３８７のうち絶縁層３９７～３９９で囲まれた部分が貫通電極と
して機能する。そして、隔壁基板３８７の各貫通電極部３９１～３９３は、基板部３９０
のＮ＋型シリコン層３８２の各部にそれぞれ電気的に接続されている。
【０２８８】
　また、隔壁基板３８７のうちセンサ部１００の可動電極部１０８等と対向する部分には
凹部４００が形成されている。これにより、該可動電極部１０８等が隔壁基板３８７に当
たらないようになっている。一方、隔壁基板３８７のうちシリコン基板３０３に設けられ
た可動電極部３８３等と対向する部分には凹部４０１が形成されている。これにより、該
可動電極部３８３等が隔壁基板３８７に当たらないようになっている。このような構成を
有する隔壁基板３８７は、高濃度Ｎ＋型単結晶シリコン基板により構成されている。
【０２８９】
　そして、キャップ部３００の隔壁基板３８７がセンサ部１００に直接接合されているの
で、キャップ部３００において、隔壁基板３８７のうちシリコン基板３０３が接合された
面とは反対側の面がキャップ部３００の一面３０１となる。
【０２９０】
　センサ部１００の一面１０１とキャップ部３００の一面３０１とが接合されたことによ
り、センサ部１００とキャップ部３００との間に密閉された第１気密室１２４が形成され
、この第１気密室１２４に第１センシング部１０２であるジャイロセンサが配置されてい
る。また、キャップ部３００において、該キャップ部３００の基板部３９０と隔壁基板３
８７とが接合されたことにより基板部３９０と隔壁基板３８７との間に密閉された第２気
密室３８８が形成され、この第２気密室３８８に第２センシング部３１０である加速度セ
ンサが配置されている。本実施形態では、第１気密室１２４は真空になっており、第２気
密室３８８は１気圧のＮ２が充満されている。
【０２９１】
　上記構成によると、例えば、第２シリコン層１０４の電位は、第７配線３４６、センサ
部１００の周辺部３８４、隔壁基板３８７の貫通電極部３９１、周辺部３８４、およびシ
リコン基板３０３の貫通電極部３８５を介してキャップ部３００の他面３０２に取り出さ
れる。センサ部１００における他の部分、例えば可動電極部１０８の電位の場合は、クロ
ス配線部１２９、可動接続部１２８、貫通電極部３９３、Ｎ＋型シリコン層３８２、およ
び可動電極部１０８を介してキャップ部３００の他面３０２に取り出される。基板部３９
０における可動電極部１０８等の各部の電位は貫通電極部３８５によりキャップ部３００
の他面３０２に取り出されることとなる。
【０２９２】
　次に、図３８に示された半導体装置の製造方法について、図３９および図４０を参照し
て説明する。なお、本実施形態においても、上述のように、ウェハ５００の状態で製造し
ていく。
【０２９３】
　まず、図２９（ａ）～図２９（ｄ）に示す工程、図３０（ａ）、図３０（ｂ）に示す工
程を行い、センサ部１００を形成する。また、図３１（ａ）に示す工程を行い、基板部３
９０を形成する。
【０２９４】
　続いて、図３９（ａ）に示す工程では、高濃度Ｎ＋型単結晶シリコン基板である隔壁基
板３８７を用意する。
【０２９５】
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　図３９（ｂ）に示す工程では、隔壁基板３８７のうち、センサ部１００の可動電極部１
０８等に対向する部分に凹部４００を形成し、基板部３９０の可動電極部３８３等に対向
する部分に凹部４０１を形成する。これは、隔壁基板３８７の両面に図示しない絶縁膜を
形成してパターニングし、絶縁膜から露出した隔壁基板３８７をエッチングすることによ
り形成可能である。
【０２９６】
　また、隔壁基板３８７のうち基板部３９０に接合される面において、貫通孔３９４～３
９６の形成予定場所に隔壁基板３８７の一部を一周して囲むリング状の各トレンチ４０２
～４０４を形成する。この後、各トレンチ４０２～４０４内にＣＶＤ法によりＳｉＯ２等
の絶縁層３９７～３９９を埋め込む。
【０２９７】
　なお、トレンチ４０２～４０４は凹部４００等と同様の方法により形成することができ
る。また、本工程における各トレンチ４０２～４０４および絶縁層３９７～３９９の形成
については、隔壁基板３８７のうちセンサ部１００に接合される面側で行っても良い。
【０２９８】
　図３９（ｃ）に示す工程では、隔壁基板３８７のうち各トレンチ４０２～４０４を形成
した面とは反対側の面すなわちセンサ部１００に接合される面をＣＭＰにより平坦化する
。この場合、該面から絶縁層３９７～３９９が露出するまで研磨する。これにより、各ト
レンチ４０２～４０４は隔壁基板３８７を貫通した貫通孔３９４～３９６になる。また、
隔壁基板３８７の一部が各絶縁層３９７～３９９によって他の部分と電気的に絶縁された
貫通電極部３９１～３９３が構成される。
【０２９９】
　図３９（ｄ）に示す工程では、隔壁基板３８７から露出した絶縁層３９７～３９９を部
分的にエッチング除去する。これにより、隔壁基板３８７の両面から各絶縁層３９７～３
９９を後退させる。こうして、貫通電極部３９１～３９３を備えた隔壁基板３８７が完成
する。
【０３００】
　そして、図４０（ａ）に示す工程では、１気圧のＮ２雰囲気中で基板部３９０と隔壁基
板３８７とを常温直接接合し、キャップ部３００を形成する。この場合、基板部３９０の
Ｎ＋型シリコン層３８２の各部と隔壁基板３８７とが接合される。これにより、隔壁基板
３８７の各貫通電極部３９１～３９３が基板部３９０のＮ＋型シリコン層３８２の各部に
それぞれ電気的に接続される。また、基板部３９０と隔壁基板３８７との間に１気圧のＮ

２が充満した第２気密室３８８が構成される。
【０３０１】
　図４０（ｂ）に示す工程では、真空中でキャップ部３００の一面３０１とセンサ部１０
０の一面１０１とを常温直接接合する。これにより、隔壁基板３８７の各貫通電極部３９
１～３９３がセンサ部１００の第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９の各部にそれぞれ電気
的に接続される。また、センサ部１００と隔壁基板３８７との間に真空の第１気密室１２
４が構成される。
【０３０２】
　この後、キャップ部３００に貫通電極部３８５を形成し、ウェハ５００を個々のチップ
に分割することで、図３８に示された半導体装置が完成する。
【０３０３】
　以上のように、センサ部１００にクロス配線部１２９を設けたものについても、キャッ
プ部３００に隔壁基板３８７を設けることにより、センサ部１００の第１センシング部１
０２に係る第１気密室１２４とキャップ部３００の第２センシング部３１０に係る第２気
密室３８８とをそれぞれ分離した空間とすることができる。
【０３０４】
　また、本実施形態の記載と特許請求の範囲の記載との対応関係については、基板部３９
０が特許請求の範囲の基板に対応する。さらに、本実施形態において貫通電極部３８５と
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Ｎ＋型シリコン層３８２がパターニングされた各部と貫通電極部３９１～３９３とによっ
て構成された一つの電気的導通路が特許請求の範囲に係る貫通電極に対応する。すなわち
、該電気的導通路が「キャップ部３００の一面３０１と他面３０２とを貫通し、一端が可
動電極固定部１０７または可動接続部１２８に電気的に接続され、他端がキャップ部３０
０の他面３０２に配置された貫通電極」に相当する。
【０３０５】
　（第１３実施形態）
　本実施形態では、第８、第９、第１２実施形態と異なる部分についてのみ説明する。上
記第１２実施形態では、隔壁基板３８７に絶縁層３９７～３９９を形成することにより、
各貫通電極部３９１～３９３を構成していたが、本実施形態では、隔壁基板３８７の一部
をエッチングにより他の部分と分離することにより、各貫通電極部３９１～３９３を構成
していることが特徴となっている。
【０３０６】
　図４１は、本実施形態に係る半導体装置の断面図である。この図に示されるように、半
導体装置は、隔壁基板３８７と基板部３９０とが積層されたキャップ部３００とセンサ部
１００とで構成されている。このうち、基板部３９０の構造は第８実施形態の図２８で示
されたものと同じである。また、センサ部１００の構造は第９実施形態の図３２で示され
たものと同じである。
【０３０７】
　なお、本実施形態においても、センサ部１００に設けられた第１センシング部１０２は
ジャイロセンサとして機能し、キャップ部３００に設けられた第２センシング部３１０は
加速度センサとして機能する。
【０３０８】
　隔壁基板３８７には、センサ部１００の第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９の一部すな
わち可動接続部１２８と、キャップ部３００の基板部３９０のＮ＋型シリコン層３８２の
一部とを電気的に接続するための貫通電極部３９３が設けられている。本実施形態に係る
貫通電極部３９３は、隔壁基板３８７の一部が隔壁基板３８７に設けられた貫通孔３９６
によって他の部分と完全に分離されることにより構成されている。
【０３０９】
　これによると、可動電極固定部１０７の電位をクロス配線部１２９、可動電極部１０８
、貫通電極部３９３、Ｎ＋型シリコン層３８２の一部、貫通電極部３８５を介してキャッ
プ部３００の他面３０２に取り出すことができる。
【０３１０】
　なお、図４１では隔壁基板３８７に設けられた貫通電極部３９１のみを示してあるが、
実際には図示しない場所にも貫通電極部が複数設けられている。これにより、センサ部１
００の各部の電位をキャップ部３００の他面３０２に取り出すことができるようになって
いる。
【０３１１】
　本実施形態では、センサ部１００の第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９には、周辺部１
１１、可動電極部１０８等の第１センシング部１０２、可動接続部１２８の他、可動電極
部１０８等を一周して囲むリング状の気密リング部１４０がパターニングされている。気
密リング部１４０は、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９の階層において、可動電極部１
０８と可動接続部１２８との間に挟まれて位置しているが、第２のＮ＋型ポリシリコン層
３５９とは異なる階層に設けられたクロス配線部１２９を介して可動電極部１０８と可動
接続部１２８との電気的接続が図られている。
【０３１２】
　そして、キャップ部３００の隔壁基板３８７とセンサ部１００の気密リング部１４０と
が接合されたことにより、隔壁基板３８７とセンサ部１００との間に密閉された第１気密
室１２４が形成されている。第１気密室１２４は真空になっている。一方、キャップ部３
００において隔壁基板３８７と基板部３９０とが接合されたことにより第２気密室３８８
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が形成されている。上述のように、隔壁基板３８７には貫通した貫通孔３９６が設けられ
ているため、気密リング部１４０で囲まれていない領域は第２気密室３８８を構成する空
間となる。したがって、隔壁基板３８７と基板部３９０との間に形成された空間と、隔壁
基板３８７とセンサ部１００との間に形成された空間とが貫通孔３９６を介して一つの繋
がった空間になっている。この第２気密室３８８は１気圧のＮ２が充満している。
【０３１３】
　次に、図４２に示された半導体装置の製造方法について、図４１および図４２を参照し
て説明する。なお、本実施形態においても、上述のように、ウェハ５００の状態で製造し
ていく。
【０３１４】
　図４２（ａ）に示す工程では、高濃度Ｎ＋型単結晶シリコン基板である隔壁基板３８７
を用意し、図３９（ｂ）に示す工程と同様に、隔壁基板３８７のうちセンサ部１００の可
動電極部１０８等に対向する部分に凹部４００を形成し、基板部３９０の可動電極部３８
３等に対向する部分に凹部４０１を形成する。
【０３１５】
　図４２（ｂ）に示す工程では、図２５（ａ）～図２５（ｃ）に示す工程、図２６（ａ）
および図２６（ｂ）に示す工程と同様の工程を行う。これにより、第２のＮ＋型ポリシリ
コン層３５９の階層に周辺部１１１、第１センシング部１０２、気密リング部１４０等を
形成し、第２のＮ＋型ポリシリコン層３５９の階層とは異なる階層にクロス配線部１２９
を形成したセンサ部１００を用意する。
【０３１６】
　図４２（ｃ）に示す工程では、真空中でセンサ部１００の一面１０１と隔壁基板３８７
とを常温直接接合する。これにより、気密リング部１４０が隔壁基板３８７に接合される
ので、隔壁基板３８７とセンサ部１００との間に密閉された真空の第１気密室１２４が形
成され、該第１気密室１２４に第１センシング部１０２の可動電極部１０８等が配置され
る。また、隔壁基板３８７には凹部４０１が設けられているため、可動電極部１０８等が
隔壁基板３８７に当たってしまうことはない。
【０３１７】
　続いて、図４３（ａ）に示す工程では、隔壁基板３８７に貫通電極部３９３を形成すべ
く、隔壁基板３８７のうちの一部を一周して囲む貫通孔３９６を形成する。具体的には、
隔壁基板３８７に図示しない絶縁膜を形成し、該絶縁膜のうち貫通孔３９６の形成予定位
置を開口して該絶縁膜をマスクとして該開口部から隔壁基板３８７をドライエッチングし
て貫通孔３９６を形成する。この後、該絶縁膜を除去する。これにより、貫通電極部３９
３は隔壁基板３８７の他の部分から完全に分離され、センサ部１００の可動接続部１２８
にのみ接合された状態となる。なお、隔壁基板３８７の他の部分に形成する貫通電極部に
ついても同様に形成する。
【０３１８】
　図４３（ｂ）に示す工程では、別工程で用意した第２センシング部３１０が設けられた
基板部３９０を１気圧のＮ２雰囲気中で隔壁基板３８７に常温直接接合する。これにより
、キャップ部３００が構成されると共に、隔壁基板３８７と基板部３９０との間に第２気
密室３８８が形成される。そして、該第２気密室３８８に第２センシング部３１０が配置
される。また、基板部３９０のＮ＋型シリコン層３８２の各部とセンサ部１００の第２の
Ｎ＋型ポリシリコン層３５９の各部とが、隔壁基板３８７の貫通電極部３９３等によって
それぞれ電気的に接続される。
【０３１９】
　この後、基板部３９０のシリコン基板３０３のうち隔壁基板３８７とは反対側の面に絶
縁膜３０５を形成し、該基板部３９０の所定の場所に貫通電極部３８５をそれぞれ形成す
る。また、絶縁膜３０５の上の金属層をパッド状にパターニングする。そして、ウェハ５
００を個々に分割することにより、図４１に示された半導体装置が完成する。
【０３２０】
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　以上のように、隔壁基板３８７をセンサ部１００に接合した後、隔壁基板３８７の一部
を貫通孔３９６で他の部分と分離することにより、第１２実施形態のように絶縁層３９７
～３９９を形成する必要がなくなる。したがって、半導体装置の製造工程を簡略化するこ
とができる。
【０３２１】
　（他の実施形態）
　上記第１～第６、第１０、第１１実施形態では、キャップ部３００の一面３０１もしく
は他面３０２にクロス配線３２２が設けられていた。また、第７～第９、第１２、第１３
実施形態では、センサ部１００にクロス配線部１２９が設けられていた。これらは、クロ
ス配線３２２およびクロス配線部１２９が配置される階層の一例を示したものであり、ク
ロス配線３２２やクロス配線部１２９が配置される場所がこれらに限定されるものではな
く、クロス配線３２２およびクロス配線部１２９が他の階層にそれぞれ配置されていても
良い。
【０３２２】
　すなわち、クロス配線部３２３のクロス配線３２２は、キャップ部３００の一面３０１
に平行な平面方向に延設されていれば良い。例えば、キャップ部３００が複数の基板が積
層されて構成されたものであるとき、クロス配線３２２は各基板のいずれかの階層に配置
されることとなる。この場合にもクロス配線３２２はキャップ部３００の一面３０１に平
行な平面方向に延設されたものとなる。
【０３２３】
　また、センサ部１００にクロス配線部１２９を設ける場合も同様に、可動接続部１２８
等の部位とは異なる階層にセンサ部１００の一面１０１に平行な方向にクロス配線部１２
９を延設すればセンサ部１００のどの階層にクロス配線部１２９が配置されていても良い
。
【０３２４】
　第２実施形態では、第５貫通電極３４４等によってキャップ部３００の他面３０２側に
クロス配線部３２３等の電位を取り出していたが、半導体装置はキャップ部３００に第５
貫通電極３４４を設けない構造であっても良い。
【０３２５】
　第３実施形態では、キャップ部３００に集積回路部３６０が設けられた構造が示されて
いるが、キャップ部３００は第２センシング部３１０も集積回路部３６０も設けられてい
ない構造になっていても良い。
【０３２６】
　第７実施形態では、絶縁層１０５の上に形成したＰ＋型ポリシリコン層１３４を各配線
にパターニングしているが、可動電極部１０８がＺ軸を検出するタイプのものである場合
、Ｐ＋型ポリシリコン層１３４を固定電極としてパターンすることもできる。
【０３２７】
　第１０実施形態では、各気密室１２４、３８８を異なる気圧にしていたが、各気密室１
２４、３８８には異なる気体を充満させても良い。例えば、第１センシング部１０２を加
速度センサとし、第２センシング部３１０を圧力センサとした場合、第１気密室１２４を
粘性が高い気体で充満させることで加速度センサ等の可動部分のダンピング効果を得るよ
うにすることができ、第２気密室３８８を熱伝導性が良い気体で充満させることで第２気
密室３８８内を均一な温度にすることができる。この場合、各気密室１２４、３８８に異
なる気圧の異なる気体をそれぞれ充満させても良い。
【０３２８】
　第１０実施形態では、キャップ部３００の他面３０２にクロス配線部３２３を構成する
クロス配線３２２を設けているが、シリコン基板３０３と隔壁基板３８７との間等、他の
面に配置されていても良い。隔壁基板３８７が複数の基板が積層されたものであれば、隔
壁基板３８７のいずれかの階層にクロス配線３２２を設けることもできる。
【０３２９】
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　第１０実施形態では、シリコン基板３０３に隔壁基板３８７を接合し、この後、隔壁基
板３８７をセンサ部１００に接合することにより、各気密室１２４、３８８を形成してい
たが、米国特許第６９３６４９１号明細書に示されるように、犠牲層エッチングの充填材
および積層膜、犠牲層としてのエッチング除去部の穴をふさぐ積層膜を用いた表面からの
加工法により、例えば加速度センサを収納する空間を作成しても良い。この場合、少なく
とも加速度センサの可動電極、錘、梁部と、可動電極に対向する固定電極部がこの空間内
に入っていれば良い。
【０３３０】
　第１０実施形態では、キャップ部３００に隔壁基板３８７を設けていたが、該隔壁基板
３８７をセンサ部１００に設けても良い。
【０３３１】
　第１０～第１３実施形態では、半導体装置に隔壁基板３８７が備えられたものが示され
ているが、この隔壁基板３８７として集積回路等を作り込んだものを用いても良い。外部
との電気的接続は、キャップ部３００に集積回路に接続するための貫通電極を設けること
により可能である。
【０３３２】
　上記各実施形態では、圧力センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、イメージセンサ３
７１を例に説明したが、湿度センサ、流量センサ等にも適用しても良い。
【符号の説明】
【０３３３】
　１０１　センサ部の一面
　１１８　第１固定部
　１１９　第２固定部
　１０２　第１センシング部
　１００　センサ部
　３０１　キャップ部の一面
　３００　キャップ部
　３２３　クロス配線部
　３２２　クロス配線
　３０６　第１貫通電極
　３０７　第２貫通電極
　３１０　第２センシング部
　３８７　隔壁基板
　１２４　第１気密室
　３８８　第２気密室
　３２２　クロス配線
　３４８　第１接続部
　３４９　第２接続部
　３０２　キャップ部の他面
　３４４　第５貫通電極
　３０３　シリコン基板
　３６３　空中配線補強部
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