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はじめに 
 
小型・高機能で省エネ性に優れた高付加価値部品の製造を可能とする MEMS（Micro 

Electro Mechanical Systems、微小電気機械システム）技術に対し、我が国製造業を支える

新たな基盤技術としての期待が高まっています。 
 

財団法人マイクロマシンセンターでは、すでに、高集積・複合 MEMS 製造技術開発に関

わる３分野 「MEMS／ナノ機構の複合技術」、「MEMS／半導体の一体形成技術」および

「MEMS／MEMS 間の高集積結合技術」について、日米の特許データベースを構築・運用

しています。 
 
MEMS 技術の一部はすでに実用・応用の段階にあり、世界の有力企業が、幅広い領域で意

欲的に研究開発を進めています。また、欧米企業の一部では高集積・複合 MEMS の開発が

着実に進んでおり、海外メーカーに席巻される恐れがあります。 
 
本資料集は、「高集積・複合 MEMS 製造技術開発プロジェクト」の一環として、特に、

「MEMS／半導体の一体形成技術」を取り上げ、我が国の MEMS 技術の研究開発に携わる

皆様に役立つ資料を提供することを目的に作成されたものです。 
 
国内特許情報では表れてこない欧米特許情報（米国特許、欧州特許、特許協力条約 PCT に

基づく国際特許出願（PCT 特許））を調査し、Bosh 社や STMicroelectronics 社などに代表さ

れる主要企業の出願の特徴をまとめました。 
 
グローバルな研究開発競争の中で、「MEMS／半導体の一体形成技術」の最先端の状況と

競合企業の動向を探り、研究開発の促進のためにお役立てください。 
 
2008 年 3 月 
 

財団法人マイクロマシンセンター 
 
 

なお、この資料集は、『高集積/複合 MEMS 知識データベースの整備としての特許調査報告書』

(2007 年 3 月)等により収集した平成 12（2000）年～平成 19（2007）年末まで発行の米国特許（登

録）、および、欧州特許（英語表記の EP 公開）、特許協力条約 PCT に基づく国際特許出願（WO
公開）のうち、MEMS／半導体の一体形成技術に関する特許情報に基づくものです。 

 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．総論 
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１．技術傾向 
 

出願の技術的傾向として、同一ウエハ（基板）に MEMS と半導体集積回路を形成するとい

うより、半導体集積化回路基板と MEMS デバイス基板の積層化に軸足が置かれています。と

りわけ、ウエハレベルでのパッケージが主流になっています。MEMS の可動部が動くスペース

を確保することが容易になるためと思われます。 
 

技術 内容 
メタルスタック構造 
 

MEMS 部と半導体集積回路部を電気的に接続する電極構

造やプロセス、材料に関するものです。信頼性などの観点

からも特殊な金属やバリアメタルが使用されます。 
MEMS on 集積回路 半導体集積回路などを形成したウエハの上に MEMS を形

成するプロセスや構造に関するもので、MEMS を形成す

る前の平坦化工程が重要になります。 
貫通電極 MEMS をカバーウエハで被覆し、さらにその上に半導体

集積回路基板を積層した場合、カバーウエハに貫通電極を

形成して導通を図っています。 
ウエハ（基板）レベルでのパ

ッケージ 
半導体集積化回路基板と MEMS デバイス基板の積層化は

製造の生産性の観点からウエハレベルでの積層になり、導

通電極の位置あわせやシールの方法などが課題になりま

す。 
 
次ページの米国・欧州・PCT 特許にみる MEMS／半導体の一体形成技術 全体傾向図をご参

照ください。 
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メタルスタック
構造

ウエハ（基板）レベル
でのパッケージ

US6878626 
Analog Devices, Inc.

米国・欧州・PCT 特許にみる

MEMS/半導体の一体形成技術

全体傾向図
©NeoTechnology

貫通電極

MEMS on
集積回路

US6956274 
Analog Devices, Inc.

EP1361192 
Zarlink Semiconductor Limited

US6917459 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

US6512300 
Raytheon Company

US6559530 
Raytheon Company

US6936918 
Analog Devices, Inc

US6673697 
Intel Corporation

US6479320
Raytheon Company

US6841453
STMicroelectronics S.r.l.

US6861277 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

MEMS部と半導体集積回路部を電気

的に接続する電極構造やプロセス、材
料に関するものです。信頼性などの観
点からも特殊な金属やバリアメタルが
使用されます。

半導体集積回路などを形成したウエハ
の上にMEMSを形成するプロセスや構
造に関するもので、ＭEMSを形成する

前の平坦化工程が重要になります。

MEMSをカバーウエハで被覆し、さら

にその上に半導体集積回路基板を
積層した場合、カバーウエハに貫通
電極を形成して導通を図っています。

半導体集積化回路基板とMEMSデバイ

ス基板の積層化は製造生産性の観点
からウエハレベルでの積層になり、導通
電極の位置あわせやシールの方法など
が課題になります。



 
 

２．主要企業の出願動向 
 

下記主要企業 6 社について各企業の特徴をまとめました。 
（１）Analog Devices 社 
（２）Hewlett-Packard 社 
（３）Intel 社 
（４）Raytheon 社 
（５）Robert Bosch 社 
（６）ST Microelectronics 社 

 
（１）Analog Devices 社（5 件） 

Analog Devices 社の特徴は、同じウエハに MEMS と半導体集積回路を形成するというよ

り半導体集積化回路基板と MEMS デバイス基板の集積化に軸足をおいているようです。 
特に、US6,933,163、US6,964,882 に代表されるような集積化した際の電気的導通を取る

ためのメタルスタック構造、US6,956,274 に代表されるような上下をつなぐ導通コンタクト、

US6,936,918 に代表されるようなウエハボンディング技術の出願があります。 
 

特許番号 
（出願日） 内容 

US6,956,274 
(2002 年 1 月 11 日) 

集積化 MEMS の電気的コンタクト構造に使用されるメタルスタック

構造に関するものであり、スタック構造はＴｉＷ密着層兼バリア膜と

その最上部に形成された白金であり、白金は酸化膜ハードマスクを用

いて、まずウェットエッチングを行い、その後、スパッタエッチング

を用いて形成します。 
US6,933,163 
(2002 年 9 月 27 日) 

集積化された MEMS デバイスを中間電極を用いて製造する方法に関

するもので、中間電極は集積回路ウエハに形成されており、MEMS
ウエハにはマイクロ光学ミラーが形成され、集積回路ウエハとボンデ

ィングされます。 
US6,964,882 
(2002 年 9 月 27 日) 

複合 MEMS を製造するためのフリップ・ボンディング技術であって、

種々の MEMS 構造が 2 枚のウエハのそれぞれ前面に形成され、一方

のウエハが他方に、それぞれ前面を向い合わせて、フリップ・ボンデ

ィングされます。 
US6,878,626 
(2002 年 12 月 20 日) 

集積化 MEMS の電気的コンタクト構造に使用されるメタルスタック

構造に関するものであり、ＴｉＷと密着層兼バリアメタルとその最上

部に形成された白金からなり、白金は酸化膜ハードマスクを用いて、

まずウェットエッチングを行い、その後、スパッタエッチングを用い

て形成します。 
US6,936,918 
(2004 年 4 月 19 日) 

MEMS デバイスであって、前記 MEMS 構造が形成されている基板の

最上面から最下部まで拡張した、少なくともひとつの導電経路を有

し、少なくともひとつの導電経路により最上部から最下部まで電気的

に導通されています。 
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（２）Hewlett-Packard 社（5 件） 
Hewlett-Packard 社全体としては、同じ基板に MEMS と半導体集積回路を形成する積層

化に軸足をおいています。ⅳ(US6,917,459)に見られるように集積回路の上に MEMS を形成

するような方法に注力していると推測されます。また、ここに挙げたものは殆ど ARS システ

ムのようです（US6,436,794、US6,440,820、US6,930,368）。また、US6,861,277 は光 MEMS
と集積回路の一体化であり、同社の方向性が伺えます。 
 

特許番号 
（出願日） 内容 

US6,440,820 
(2001 年 5 月 11 日) 

原子レベル解像度のストレージ（ARS）システムの改良プロセスに関

するものであり、他のプロセスに先立って、ローターウエハの記録媒

体側に導電層や他の保護膜を形成します。CMOS 回路はステーター

ウエハに後で形成します。 
US6,436,794 
(2001 年 5 月 21 日) 

原子レベル解像度のストレージ（ARS）システムの改良プロセスに関

するものであり、グラインディングや CMP などのウエハ薄片化の前

にローターウエハの記録媒体側に導電層を形成することなどを特徴

とします。CMOS 回路はステーターウエハに後で形成します。 
US6,917,459 
(2003 年 6 月 3 日) 

MEMS デバイスの製法であって、ベース材料と該ベース材料の第一

の表面に形成された少なくともひとつの導電性材料からなり、導電性

材料の上に絶縁層を形成し、絶縁層の上にカバー層を形成し、更に

MEMS と電気的接続を取るために、それらに開口部を設けることを

含みます。 
US6,930,368 
(2003 年 7 月 3 日) 

MEMS デバイスであって、第一のウエハ、可動部を有する第二の基

板、および第三のウエハを有し、可動部は第一と第三のウエハ間で可

動し、これら、第一、第二、第三のウエハはボンディングされていま

す。 
US6,861,277 
(2003 年 10 月 2 日) 

MEMS の製法に関するものであって、基板上に導電層を形成し、導

電層上に第一の犠牲層を形成し、その犠牲層の表面を平坦にし、その

上に第一の素子を形成し、犠牲層を通して、第一の素子と導電層の導

通を取ることを含みます。 
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（３）Intel 社（2 件） 
Intel 社の特徴として、同じウエハに MEMS と半導体集積回路を形成するというより半導

体集積化回路基板と MEMS デバイス基板の集積化に軸足をおいているようです。 
 

特許番号 
（出願日） 内容 

US6,808,955 
(2001 年 11 月 2 日) 

MEMS を含む集積回路の製法に関するもので、MEMS を基板上に形

成し、基板を集積回路にカップリングさせ、MEMS を内包するキャ

ビティーをシールする工程を含むことを特徴とします。 
US6,673,697 
(2002 年 4 月 3 日) 

第一と第二の半導体構造が結合されて形成されたハーメチック・キャ

ビティーの中に MEMS が収納される。結合ははんだでシールされ、

キャビティー周辺全体に渡ります。 
 

（４）Raytheon 社（4 件） 
Raytheon 社の特徴は、同じウエハに MEMS と半導体集積回路を形成するというよりは半

導体集積化回路基板と MEMS デバイス基板の集積化に軸足をおいています。とりわけ、ウ

エハレベル（MEMS 収納キャビティーを設ける）でのパッケージが主体のようですべてその

種の出願です。US6,512,300 や US6,559,530 はカバーウエハに貫通孔を設けるタイプです。 
 

特許番号 
（出願日） 内容 

US6,479,320 
(2000 年 2 月 2 日) 

真空でパッケージする MEMS デバイスの製法に関するもので、一枚

のウエハに複数の MEMS デバイスを形成し、各 MEMS やパッドの

周辺に第一のシーリング用リングが形成され、一方、集積回路が形成

された蓋ウエハには第二のシーリング・リングが形成されています。 
US6,512,300 
(2001 年 1 月 10 日) 

第一の高抵抗基板に形成された RF-MEMS システムが、第二の低抵

抗基板に形成された回路と第一の基板が重畳するように結合され、第

一の基板の回路と第二の基板の回路が相対するように配置されてお

り、その間は不活性ガスで満たされている。厚い絶縁膜リッドが

MEMS デバイスの周辺に形成されています。 
US6,559,530 
(2003 年 6 月 4 日) 

MEMS デバイスと非 MEMS デバイスを集積する製法において、非

MEMS デバイスを通常の方法で形成する。そのために非 MEMS デバ

イスが形成された基板上に厚い絶縁膜を形成し、MEMS デバイスは

その上に形成し、厚い絶縁膜を通して導通を得ます。 
 

US6,633,079 
(2003 年 7 月 3 日) 

第一の高抵抗基板に形成された RF-MEMS システムが、第二の低抵

抗基板に形成された回路と第一の基板が重畳するように結合され、厚

い絶縁膜リッドが MEMS デバイスの周辺に形成されている。ふたつ

の基板の間は不活性ガスで満たされています。 
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（５）Robert Bosch 社（4 件） 
Robert Bosch 社の傾向としては同じウエハに MEMS と半導体集積回路を形成するという

よりは半導体集積化回路基板と MEMS デバイス基板の積層化に軸足をおいています。基板

（ウエハ）レベルパッケージング技術に関するものが多いようです。 
 

特許番号 
（出願日） 内容 

WO200177008 
(2000 年 4 月 11 日) 

 優先権主張日 

基板に形成された MEMS であって、MEMS 機能部とその上に形成さ

れたカバー部、さらにその上に敷設された配線部とからなり、前記カ

バー部は単結晶、または多結晶であることを特徴とします。 
WO 200293122 
(2001 年 5 月 11 日) 

MEMS センサーの配列方法とその製造技術に関するものであり、セ

ンサー部、前記センサー部をハーメチックシールドするカバー部から

なります。カバー部には電子回路が集積され、センサーと電気的に接

続され、センサーの信号を解析します。 
US6,936,491 
(2003 年 6 月 4 日) 

MEMS デバイス、およびその製法に関するもので、最終的にパッケ

ージする前に MEMS デバイスを内包する空間を有し、空間の少なく

とも一部に外部とのコンタクトを取る開口部を有します。 
US6,960,536 
(2003 年 7 月 3 日) 

マイクロシステムの製法に関するもので、基板上に形成され、その第

一の機能部は導電層と補助層を含み、第一の機能部上には第二の機械

的な機能部を有し、前記第二の機能部は第一の機能部上に形成された

犠牲層上にまず形成されています。 
 

（６）ST Microelectronics 社（3 件） 
ST Microelectronics 社の特徴は同じ基板（ウエハ）に MEMS と半導体集積回路を形成す

るというよりは半導体集積化回路基板と MEMS デバイス基板の積層化に軸足をおいている

ようです。すべて基板（ウエハ）レベルのボンディング技術であり、US6,846,690 はその代

表と思われます。なお EP 1312586 と US6,846,690 は同じ発明者です。 
 

特許番号 
（出願日） 内容 

EP 1312586 
(2000 年 4 月 28 日) 

半導体材料の第二の基体を上部に配置した第一の半導体材料の基体

と電気的接続を取る構造、電気的接続のための複合構造、およびその

製造プロセスです。 
US6,841,453 
(2001 年 12 月 19 日) 

集積化デバイスの製法に関するものであり、第一のウエハには半導体

材料、および半導体層、分離層がそれぞれ集積された構造を有し、第

二のウエハには半導体層、メタルの配線層が形成され、第一のウエハ

と第二のウエハをボンディングにより結合させる工程を含みます。 
US6,846,690 
(2002 年 12 月 3 日) 

集積化デバイスの製法であって、まず初めに電子回路チップを、次に

チップ上に予備デバイスを形成し、予備デバイス上に保護膜を形成す

ることを特徴とします。 
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<主要企業時系列マップ＞

　　　　　　　　　　　　　出願年
　　　　企業名 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Analog Devices

Hewlett-Packard

Intel

Raytheon Company

Robert Bosch GmBH

ST Microelectronics

US6956274

US6878626

US6933163

US6964882

US6936918

US6436794

US6440820

US6917459

US6930368

US6861277

US6808955 US6673697

US6479320
US6512300

US6559530

US6633079

WO200293122

US6936491

US6960536

EP1151962
US6841453

US6846690
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３．この資料集に掲載した特許情報 
 
（１）収録した特許情報 

MEMS／半導体の一体形成技術に関する米国・欧州・PCT 特許の分析作業として行った『高

集積/複合 MEMS 知識データベースの整備としての特許調査報告書』(2007 年 3 月)等により

収集した平成 12（2000）～平成 19（2007）年末までに発行された海外特許情報うち、「MEMS
／半導体の一体形成技術」に該当する特許情報を収録しています。 
米国特許（登録）、および、欧州特許（但し、英語表記の EP 公開に限定）、特許協力条約

PCT に基づく国際特許出願（WO 公開）を対象にしています。なお、本資料集には日本語で

内容を把握できる下記の特許情報は掲載していません。 
①公表特許 

PCT 出願（国際出願）について出願人が日本語翻訳文を提出して我が国で日本語公開さ

れた特許情報。 
②国内公開された出願（日本語）に基づいて海外に優先権主張している海外特許情報 
③日本以外の第一国出願であっても我が国（JP）では日本語で公開された海外特許情報 
 

公報種別 件数 
米国特許（US 登録） 66 件 
欧州特許（EP 公開、ただし、英語表記分に限る） 5 件 
特許協力条約 PCT に基づく国際特許出願（WO 公開） 9 件 
合計 80 件 

 
（２）調査した特許情報 

国際特許分類（2006 年 IPC8 版アドバンスト）の B81*「マイクロ構造技術」と B82*「ナ

ノ構造物」の論理 OR に該当する特許情報を掲載しています（*は前方一致検索の意味です）。

いずれの IPC 分類も 1999 年に新設され、マイクロマシンや MEMS 関連の特許情報を対象

とする重要な特許分類です。なお、半導体関連の国際特許分類では他に IPC：H01L などが

あります。 
 
（３）資料集の構成 

①総論部 
国内特許情報には表れない米国・欧州・PCT 特許から見た技術の傾向や、主要な出願人

の特徴をまとめています。 
②各論部 
収録した特許情報（上記 80 件）には、発明内容を反映した和文タイトル（なお、公報の

英文タイトルとは異なる場合があります）、第一クレームに対応する図を発明相応図（公報

のフロントページに掲載されている図と異なる場合があります。）、要部符号の説明を掲載

しています。 
③電子媒体 
各公報詳細は電子媒体（PDF 形式）に収録しています。 
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Ⅱ．各論 
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ページ構成について 
 

収録特許情報は見開き2ページで1件を掲載しています。左ページには技術的な説明を、

右ページには特許情報のフロントページを掲載しています。公報種別ごとに、公報番号順

（昇順）で収録しています。 
 

＜左ページ＞           ＜右ページ＞ 
 
米国特許番号        
権利者          発行日 
 

(1)日本語タイトル 
英語タイトル 

 
 
 
 
 

 (3)発明相応図 
 (4)従来図 
 
 (5)Claim.1 
 

 

 

 (6)フロントページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）発明内容を反映した和文タイトル 
発明内容を反映した和文タイトルを付与しています。公報の英文タイトルとは異なる場合があ

ります。 
（２）発明のポイント 
第一クレームを基に発明の技術的特徴をキーセンテンスにまとめ、図との対比に要部の符号を

記した発明のポイントを掲載しています。 
（３）発明相応図 
第一クレームに対応する図を掲載しています。公報のフロントページに掲載されている図と異

なる場合があります。なお、要部の符号の説明は上記の発明ポイントに盛り込んでいます。 
（４）従来図 
発明内容の特徴を明確に理解するために役立つ適切な従来図が公報に示されている場合には、

発明相応図との対比で従来図も掲載しています。 
（５）クレーム 1 
特許請求の範囲（クレーム）の第一クレームを掲載しています。 

（６）フロントページ 
フロントページを掲載しています。掲載されている要約文(ABSTRACT)や代表図は、必ずしも

権利範囲を代表するとは限らない場合があります。 

(2)発明のポイント 
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米国特許 
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US6082208 
 

【発行日】20000704 
Sandia Corporation, Albuquerque NM [US] 

  
五層 MEMS 構造の作製法および作製された電子機械式

トランスミッション装置 
Method for fabricating five-level microelectromechanical structures 

and microelectromechanical transmission formed 
 

発明のポイント： ４層の機械的構造のポリシリコン 14,16 と１層の電気的な参照電位面

となる下層のポリシリコンからなる少なくとも５層のポリシリコンか

らなる複合 MEMS の製法に関するものである。 

【発明相応図】8 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A microelectromechanical (MEM) apparatus, comprising: 
(a) a plurality of gears on a silicon substrate forming an incomplete gear train; and 
(b) a bridging set of gears located on a carriage, with the bridging set of gears and the carriage being moveable on the silicon 
substrate from a disengaged state to engage the plurality of gears, thereby completing the gear train. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6136630 
 

【発行日】20001024 
The Regents of the University of Michigan, Ann Arbor MI [US] 

  
単結晶半導体基板からの MEMS 作製方法 

及びモノリシックに形成されたセンサ－ 
Method of making a micromechanical device from a single crystal 

semiconductor substrate and monolithic sensor formed thereby 
 

発明のポイント： モノリシックに形成されたセンサに関するもので、機械部 2 は、シリ

コン単結晶基板 1 とは電気的には絶縁されてながらも、稼動するよう

に支持されている構造を有し、BiCMOS3,3’と集積されていることを特

徴とする。 

【発明相応図】1g 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A method of making a micromechanical device from a single crystal semiconductor substrate, the method comprising: 
a) introducing a dopant into a portion of the substrate from a first surface; 
b) selectively removing unwanted substrate material from the first surface of the substrate wherein at least one doped 
mechanical structure is formed after performing steps a) and b); and 
c) selectively removing substrate material from the first surface of the semiconductor substrate to release the at least one doped 
mechanical structure wherein the at least one doped mechanical structure is movably supported by but electrically isolated from 
the semiconductor substrate. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6362512 
 

【発行日】20020326 
Xerox Corporation, Stamford CT [US] 

  
ＳＯＩウエハより形成された電子機械構造 

Microelectromechanical structures defined from silicon on insulator 

wafers 
 

発明のポイント： 単結晶シリコン中に、厚い酸化膜などでハンドルウエハと分離されて

デバイス 200 が形成されており、このデバイスはセンサ 203 や CMOS 回

路 205 が集積されたものであり、ハンドルウエハから剥離することが

できる。 

【発明相応図】3 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A microstructure produced by a process comprising the steps of 
defining a device structure in a single-crystal silicon layer separated by an insulator layer from a handle wafer; 
selectively etching the single crystal silicon layer; 
depositing a sacrificial oxide layer on the etched single crystal layer; 
depositing a polysilicon layer on the sacrificial oxide layer; 
depositing a protective oxide layer; 
integrating CMOS circuitry and sensors, and 
releasing formed silicon microstructures having sensors connected to CMOS circuitry. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6436794 
 

【発行日】20020820 
Hewlett-Packard Company, Palo Alto CA [US] 

  
ローターウエハの記録側のプロセス以前に 

セレン化ウエハボンディング法を用いる 

ARS 移動子のプロセスフロー 
Process flow for ARS mover using selenidation wafer bonding before 

processing a media side of a rotor wafer 
 

発明のポイント： 原子レベル解像度のストレージ（ARS）システム 200 の改良プロセスに

関するものであり、グラインディングや CMP などのウエハ薄片化の前

にローターウエハの記録媒体側に導電層を形成することなどを特徴と

する。CMOS 回路 232 はステーターウエハ 230 に後で形成する。 

【発明相応図】2a 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A method for processing an atomic resolution storage (ARS) system, comprising: 
depositing a protective layer on a first side of a first wafer; 
bonding the first wafer with a handle wafer; 
thinning the first wafer at a second side of the first wafer; 
processing a second wafer; 
bonding the first wafer and the second wafer; 
detaching the handle wafer; and 
processing the first side of the first wafer by depositing conductive electrodes on the first side of the first wafer. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6440820 
 

【発行日】20020827 
Hewlett Packard Company, Palo Alto CA [US] 

  
ローターウエハの記録側の形成後に 

セレン化ウエハボンディング法を用いる 

ARS 移動子のプロセスフロー 
Process flow for ARS mover using selenidation wafer bonding after 

processing a media side of a rotor wafer 
 

発明のポイント： 原子レベル解像度のストレージ（ARS）200 システムの改良プロセスに

関するものであり、他のプロセスに先立って、ローターウエハの記録

媒体側に導電層や他の保護膜を形成する。CMOS 回路 232 はステーター

ウエハ 230 に後で形成する。 

【発明相応図】2a 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A method for processing an atomic resolution storage (ARS) system, comprising: 
processing a first side of a first wafer by depositing conductive electrodes on the first side of the first wafer; 
depositing a protective layer on the first side of the first wafer; 
bonding the first wafer with a handle wafer; 
thinning the first wafer at a second side of the first wafer; 
processing a second wafer; 
bonding the first wafer with the second wafer; and 
detaching the handle wafer. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6479320 
 

【発行日】20021112 
Raytheon Company, Lexington MA [US] 

  
MEMS デバイスと集積回路部品との 

真空パッケージ形成法 
Vacuum package fabrication of microelectromechanical system devices 

with integrated circuit components 
 

発明のポイント： 真空でパッケージする MEMS デバイス 50 の製法に関するもので、一枚

のウエハに複数の MEMS デバイス 12 を形成し、各 MEMS やパッドの周辺

に第一のシーリング用リングが形成されてなり、一方、集積回路が形

成された蓋ウエハには第二のシーリング・リング32が形成されている。

【発明相応図】7 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A method for vacuum packaging MEMS devices during the MEMS fabrication process, comprising: 
fabricating on a device wafer a plurality of MEMS devices; 
fabricating one or more device mating pads on the device wafer, the device mating pads selectively coupled to the MEMS devices; 
forming a plurality of first sealing rings surrounding both one of the plurality of MEMS devices and the one or more device 
mating pads selectively coupled to the MEMS device; 
fabricating on a lid wafer a plurality of CMOS or other integrated circuit devices; 
fabricating one or more lid mating pads on the lid wafer, the one or more lid mating pads corresponding in position to the one or 
more device mating pads selectively coupled to the MEMS devices to enable selective electrical connection of the CMOS or other 
integrated circuit devices to selected MEMS devices; 
fabricating one or more bonding pads on either the one or more device mating pads or the one or more lid mating pads; 
forming on the lid wafer a plurality of second sealing rings, each of the plurality of second sealing rings surrounding one of the 
plurality of CMOS or other integrated circuit devices and the one or more mating pads of the CMOS or other integrated circuit 
devices, each of the plurality of second sealing rings positioned between the perimeter of the CMOS or other integrated circuit 
device and one or more bonding pads coupled to the CMOS or other integrated circuit device; 
forming a sealing layer on either each of the plurality of first sealing rings or on each of the plurality of second sealing rings; and 
mating the device wafer with the lid wafer in a vacuum environment to form a vacuum package within each of the plurality of 
first sealing rings and second sealing rings, each vacuum package enclosing one or more of the plurality of MEMS devices and 
one or more of the CMOS or other integrated circuit devices thereby selectively interconnected through one or more bonding 
pads. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6512300 
 

【発行日】20030128 
Raytheon Company, Lexington MA [US] 

  
ウエハレベル配線 

Water level interconnection 
 

発明のポイント： 第一の高抵抗基板 17 に形成された RF-MEMS システム 15 が、第二の低

抵抗基板 13 に形成された回路 11 と第一の基板が重畳するように結合

され、第一の基板の回路と第二の基板の回路が相対するように配置さ

れており、、その間は不活性ガスで満たされている。厚い絶縁膜リッド

19 が MEMS デバイスの周辺に形成されている。 

【発明相応図】1 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A semiconductor for coupling a first and a second substrate, the semiconductor comprising: 
a first substrate that includes a high resistivity material and that is coupled to a first circuitry; 
a second substrate that includes a low resistivity material and that is coupled to a second circuitry; and 
a plurality of interconnecting conductors that each extend to said first and second substrates such that an electrical coupling is 
provided between said first and second circuitries; and 
a dielectric lid positioned between said first and second circuitries and operable to define operational space between said first 
and second substrates, wherein said interconnecting conductors extend through said dielectric lid and said dielectric lid defines 
a gap between said first circuitry and said dielectric lid, and wherein said gap is an inert environment. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6531331 
 

【発行日】20030311 
Sandia Corporation, Albuquerque NM [US] 

  
MOSFET と MEMS デバイスのモノリシック集積化 

Monolithic integration of a MOSFET with a MEMS device 
 

発明のポイント： 共通の基板に少なくともひとつの MOSFET10 と少なくともひとつの

MEMS20 が形成された集積化 MEMS であって、その集積化の方法は共通の

基板 30 にモノリシックに MOSFET と MEMS を形成する。 

【発明相応図】1I 

    

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

We claim: 
1. A method for integrating a metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) with a microelectromechanical 
systems (MEMS) device on a semiconductor substrate, comprising: 
forming a gate insulator of the MOSFET on an electronics portion of the substrate surface; 
forming a gate electrode of the MOSFET on the gate insulator; 
forming an inter-layer dielectric on the electronics portion of the substrate, thereby encapsulating the gate electrode and the 
gate insulator; 
forming a gate electrical contact through the inter-layer dielectric to the gate electrode; 
forming a source electrical contact through the inter-layer dielectric to a source region of the substrate proximate to one side of 
the gate electrode wherein the source electrical contact further comprises a solid dopant source; 
forming a drain electrical contact through the inter-layer dielectric to a drain region of the substrate proximate to the other side 
of the gate electrode wherein the drain electrical contact further comprises a solid dopant source; 
forming a MEMS device structure on a MEMS portion of the substrate surface comprising at least one dielectric layer on the 
substrate, at least one structural layer built up from the at least one dielectric layer, and at least one sacrificial layer 
interleaving the at least one structural layer; 
heating the substrate to a sufficiently high temperature to thermally diffuse dopant atoms from the source and drain electrical 
contacts into the substrate to form the source and drain of the MOSFET and to relieve the stress in the at least one structural 
layer of the MEMS device structure; 
forming electrical interconnections from the gate electrical contact, the source electrical contact, and the drain electrical contact 
of the MOSFET to the MEMS device structure; and 
removing the at least one sacrificial layer to release the MEMS device. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6559530 
 

【発行日】20030506 
Raytheon Company, Lexington MA [US] 

  
低抵抗率シリコン基板を用いた MEMS の集積化法 
Method of integrating MEMS device with low-resistivity silicon 

substrates 
 

発明のポイント： MEMS デバイス 50 と非 MEMS デバイス 66 を集積する製法において、非

MEMS デバイスを通常の方法で形成する。そのために MEMS デバイスが形

成された基板上に厚い絶縁膜を形成し、MEMS デバイスはその上に形成

し、厚い絶縁膜を通して導通を得る。 

【発明相応図】3b 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

We claim: 
1. A device which includes microelectromechanical system (MEMS) devices and non-MEMS devices fabricated on respective 
substrates, comprising: 
a first substrate on which at least one MEMS device is fabricated, 
a lid bonded to said first substrate which encapsulates said MEMS devices, 
at least one via through said lid, each of said vias filled with a conductive material, and 
a second substrate on which at least one non-MEMS device is fabricated, said second substrate bonded to the side of said lid 
opposite said first substrate such that at least one of said MEMS devices is interconnected to at least one of said devices on said 
second substrate via at least one of said vias. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6624003 
 

【発行日】20030923 
Teravicta Technologies, Inc., Austin TX [US] 

  
集積化 MEMS とそのパッケージ 

Integrated MEMS device and package 
 

発明のポイント： 下方の面に導電層を有するパッケージ基板10を含む電子機械回路であ

って、回路は基板の上方の面に MEMS デバイス 20 を有し、デバイスの

少なくともひとつの素子の下面は基板の上方の面と接続されている。 

【発明相応図】8B 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A microelectromechanical circuit, comprising: 
a packaging substrate having one or more conductive features upon its lower surface; 
a microelectromechanical device formed upon the upper surface of the substrate, wherein an underside of at least one element of 
the device is in contact with the upper surface of the substrate; and 
a cover spaced above the device and the substrate, wherein the substrate and the cover combine to form a protective enclosure 
around the device, and wherein the cover comprises a getter material adapted to remove contaminant gas or particulate matter 
from within the protective enclosure. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6633079 
 

【発行日】20031014 
Raytheon Company, Lexington MA [US] 

  
ウエハレベル配線 

Wafer level interconnection 
 

発明のポイント： 第一の高抵抗基板 17 に形成された RF-MEMS システム 15 が、第二の低

抵抗基板 13 に形成された回路 11 と第一の基板が重畳するように結合

され、厚い絶縁膜リッドが MEMS デバイスの周辺に形成されている。ふ

たつの基板の間は不活性ガスで満たされている。 

【発明相応図】1 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A semiconductor for coupling a first and a second substrate, the semiconductor comprising: 
a first substrate that includes a high resistivity material and that is coupled to a first circuitry; 
a second substrate that includes a low resistivity material and that is coupled to a second circuitry; 
a dielectric lid positioned between the first and second circuitries and operable to provide a gap between the first and second 
substrates; and 
a plurality of interconnecting conductors that each extend to the first and second substrates such that an electrical coupling is 
provided between the first and second circuitries. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6648453 
 

【発行日】20031118 
Silverbrook Research Pty Ltd, Balmain [AU] 

  
あらかじめ定められた MEMS 高さによるインクジェッ

トプリントヘッド 
Ink jet printhead chip with predetermined micro-electromechanical 

systems height 
 

発明のポイント： インクジェットプリンターヘッドのチップがウエハ12に形成されてい

るものであって、CMOSドライブ回路20がウエハ上にも形成されており、

ノズルアレイ 10 もウエハに同時に形成されている。MEMS アクチュエー

ター14 は CMOS ドライブ回路と結合している。 

【発明相応図】4 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. An ink jet printhead chip that comprises 
a wafer substrate, 
a CMOS drive circuitry layer positioned on the wafer substrate, and 
a plurality of nozzle arrangements positioned on the wafer substrate and the CMOS drive circuitry layer, each nozzle 
arrangement comprising 
- nozzle chamber walls and a roof wall that define a nozzle chamber and an ink ejection port defined in the roof wall, and 
- a micro-electromechanical actuator connected to the CMOS drive circuitry layer and that has at least one movable member 
that is positioned to act on ink in the nozzle chamber to eject the ink from the ink ejection port on receipt of a signal from the 
drive circuitry layer, the, or each, movable member being spaced between 2 microns and 15 microns from the CMOS drive 
circuitry layer. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6667558 
 

【発行日】20031223 
The Regents of the University of Michigan, Ann Arbor MI [US] 

  
モジュールおよびその製法 
Module and method of making same 

 
発明のポイント： マイクロプラットフォームに形成されたモジュール及びその改良され

た形成法に関するもので、マイクロプラットフォーム 30 上に形成され

た MEMS 部の基板に複数のボンディング部 27 を設け、BiCMOS 部 34 にも

複数のバンプ部 32 を設け、それを機械的、電気的に結合させ集積させ

るものである。 

【発明相応図】1J 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A module comprising: 
a device including a microplatform, at least one microplatform bonding site on the microplatform, and a structure fabricated and 
supported on the microplatform; and 
a second substrate including at least one bonding site thereon and a circuit, wherein the microplatform is coupled to the second 
substrate at the respective microplatform and circuit bonding sites such that the microplatform is in opposed and spaced 
relation to the second substrate. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6673697 
 

【発行日】20040106 
Intel Corporation, Santa Clara CA [US] 

  
電子機械構造のパッケージ法 

Packaging microelectromechanical structures 
 

発明のポイント： 第一と第二の半導体構造 12,14 が結合されて形成されたハーメチッ

ク・キャビティーの中に MEMS34 が収納される。結合ははんだでシール

され、キャビティー周辺全体に渡る。 

【発明相応図】1 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method comprising: 
forming a microelectromechanical system on a first side of a first semiconductor structure; 
combining the first semiconductor structure and a second semiconductor structure to form a cavity surrounding said system; 
forming an opening underneath said system through a second side of said first semiconductor structure; and 
covering said opening to form an open area under said system. 

 

 

38



 

(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6674159 
 

【発行日】20040106 
Sandia National Laboratories, Albuquerque NM [US] 

  
集積化された開口部を有する二層の 

マイクロエレクトロニクスデバイス 
Bi-level microelectronic device package with an integral window 

 
発明のポイント： MEMS100 の収納用の集積化された開口部 26 を有するパッケージ 8 に関

するもので、開口部はパッケージと開口部の間の密着層を分離する層

を用いることなく、パッケージに直接ボンディングされる。 

【発明相応図】3A 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A package with an integral window for housing a microelectronic device, comprising a monolithic multilayered body with an 
integral window; wherein the body comprises: 
a first sub-stack comprising at least one layer of an electrically insulating multilayered material, a first aperture disposed 
through the first sub-stack, and a first electrical conductor disposed on the top surface of the first sub-stack; 
a second sub-stack comprising at least one layer of the electrically insulating multilayered material, a second aperture disposed 
through the first sub-stack, and a second electrical conductor disposed on the top surface of the second sub-stack; 
a third sub-stack comprising at least one layer of the electrically insulating multilayered material and a third aperture disposed 
through the third sub-stack; and 
an integral window disposed across the first aperture; 
wherein the second sub-stack is stacked on top of the first sub-stack, and the third sub-stack is stacked on top of the second 
sub-stack; 
wherein the third aperture is wider than the second aperture; 
wherein the second aperture is wider than the first aperture; and 
wherein the integral window is bonded directly to the body without having a separate layer of adhesive material disposed 
in-between the window and the body. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6750521 
 

【発行日】20040615 
Delphi Technologies, Inc., Troy MI [US] 

  
マイクロマシンデバイスの表面マウント 

パッケージ法 
Surface mount package for a micromachined device 

 
発明のポイント： 半導体デバイス及び該半導体デバイス 12と MEMS14 とを回路基板 38に

直接、表面マウントさせる方法を提供する。キャッピング用チップ 16

はデバイスチップとボンディングされ、その中に MEMS を収納する。 

【発明相応図】4 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A semiconductor device comprising: 
a device chip with a micromachine and at least one electrically-conductive runner to the micromachine; 
a capping chip enclosing the micromachine on the device chip, the capping chip having a first surface facing the device chip, an 
oppositely-disposed second surface, and at least one electrical interconnect comprising a conductive via that extends through the 
capping chip from the first surface to the second surface, tile electrical interconnect electrically communicating with the runner 
on the device chip; 
solder that has been reflowed to electrically connect the conductive via of the capping chip with the runner of the device chip; 
a bond pad on the capping chip and electrically communicating with the electrical interconnect through the capping chip; and 
solder on the bond pad of tile capping chip, the solder bonding the semiconductor device to a circuit board so that the capping 
chip is between the device chip and the circuit board. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6750775 
 

【発行日】20040615 
個人 

  
加速度を関知するための複数の開放された梁（ビー

ム）を有する集積化センサーおよびその分離法 
Integrated sensor having plurality of released beams for sensing 

acceleration and associated methods 
 

発明のポイント： 予め定められた方向の加速度をセンシングする集積回路及びその製法

を提供する。開放された梁 26 が集積化された構造であり、スイッチ検

出回路 12 を含み、それらの回路は隣接している構造を有する。 

【発明相応図】1 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of sensing an activity, the method comprising: 
providing a switch detecting circuit region; 
providing a first plurality of floating contacts positioned in spaced relation in a normally open position with at least one fixed 
contact layer, each of the first plurality of floating contacts having substantially the same length; 
contacting less than all of the first plurality of floating contacts with the at least one fixed contact layer so as to form a closed 
switch position; 
generating an activity confirmation signal responsive to a majority of the first plurality of floating contacts contacting the at 
least one fixed contact layer; 
providing a second plurality of floating contacts having a different length than the first plurality of contacts; 
contacting less than all of the second plurality of floating contacts with the at least one fixed contact layer so as to form a closed 
switch position; and 
generating an activity confirmation signal responsive to a majority of the second plurality of floating contacts contacting the at 
least one fixed contact layer. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6756138 
 

【発行日】20040629 
Sensonor ASA, Horten [NO] 

  
センサ用 MEMS、および、数層の基板から 

作製される方法 
Micro-electromechanical devices 

 
発明のポイント： MEMS の構造に関するもので、第一の層 1、またはその構造物は一つ以

上の電極、導電層の機能を有し、第二の層 2 は、一つ以上の押し付け

コンタクト 4、またはワイヤコンタクト、またはワイヤボンドパッドを

有する。第一の層は比較的硬く、第二の層は比較的柔らかい。 

【発明相応図】5 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A device having electrical and mechanical components, the device comprising multiple layers that include; 
a first layer or set of layers arranged to function as one or more electrodes or conductors, wherein the first layer or set of layers is 
formed from titanium and titanium nitride; and 
a second layer overlying the first layer and arranged to function as one or more press contacts or wire bond pads, wherein the 
second layer has different physical properties than the first layer, and wherein the first layer or set of layers is relatively hard or 
tough and the second layer is relatively soft or malleable. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 

47



 

 

US6767757 
 

【発行日】20040727 
Samsung Electronics Company, Ltd., Suwon-si [JP] 

  
高真空下でパッケージされた 

マイクロジャイロスコープおよびその製法 
High-vacuum packaged microgyroscope and method for manufacturing the 

same 
 

発明のポイント： 物体の角速度を検出する真空パッケージされたマイクロジャイロスコ

ープとその製法に関するもので、前記ジャイロスコープは信号処理の

ASIC 回路が形成された基板 200 とともに真空パッケージされており、

前記回路基板は別の基板のジャイロスコープのサスペンション構造 13

の上にフリップチップの形でマウントされている。 

【発明相応図】2 【従来図】1 

 

【クレーム 1】 

1. A method for manufacturing a high-vacuum packaged microgyroscope, comprising the steps of: 
(a) etching a first substrate to form a groove cavity at the center of the first substrate, where a suspension structure is to be 
formed, and forming a first passivation layer for protecting the first substrate; 
(b) depositing a polysilicon layer on the etched surface of the first substrate and patterning the polysilicon layer into inner and 
outer electrode pads; 
(c) forming a suspension structure by depositing a sacrificial layer over the inner and outer electrode pads, patterning the 
sacrificial layer to form openings to be anchors for sustaining the suspension structure, depositing polysilicon over the opening 
and the sacrificial layer and patterning the deposited polysilicon layer; 
(d) removing the sacrificial layer by etching to float the suspension structure; 
(e) forming an oxide pattern on a second substrate having a signal processing circuit for sensing the motion of the suspension 
structure; 
(f) patterning the second substrate using the oxide pattern as an etching mask to form through holes for interconnection to the 
outside, removing the oxide pattern, and forming a first passivation layer for protecting the entire surface of the second 
substrate; 
(g) forming an interconnect by depositing a polysilicon layer to cover both sides and the top and bottom edges of the second 
substrate surrounded by the first passivation layer, and patterning the polysilicon layer; 
(h) depositing a second passivation layer to cover the interconnect and the second substrate and patterning the second 
passivation layer to form openings for interconnection to the outside; 
(i) forming inner metal/semiconductor composite layers for connection through the openings to the interconnect, and outer 
metal/semiconductor composite layer for vacuum packaging on the second passivation layer; and 
(j) vacuum sealing the first and second substrates by co-melting bond between the inner electrode pads of the first substrate and 
the inner metal/semiconductor composite layers, and between the outer electrode pads of the first substrate and the outer 
metal/semiconductor composite layers of the second substrate, to maintain the cavity of the suspension structure in a vacuum 
condition. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6770503 
 

【発行日】20040803 
The Charles Stark Draper Laboratory, Inc., Cambridge MA [US] 

  
微小機械センサの集積化パッケージ 

およびそのコントロール法 
Integrated packaging of micromechanical sensors and associated control 

circuits 
 

発明のポイント： MEMS センサ 42 が一方の半導体基板 40 に形成され、もう一方の基板に

はそのコントロール回路が形成される。コントロール回路が形成され

たウエハ 36 の裏面にはキャビティーが形成され、そのキャビティー内

に MEMS センサーが収納されるようにする。 

【発明相応図】6 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of packaging a micromechanical sensor with an associated control circuit, comprising: 
fabricating the sensor on a front side of a first wafer of semiconductor material, said sensor having electrical contact points of 
electrical I/O; 
fabricating the control circuit on a front side of a second wafer of semiconductor material, said control circuit having electrical 
contacts; 
forming a cavity on the back side of the second wafer, the cavity being formed such that the sensor fits within the cavity when 
the front side of the first wafer is placed in an adjoining relationship with the back side of the second wafer; 
forming through-holes in the second wafer at locations adjacent to the cavity allowing access to the electrical contacts of the 
control circuit from the back side of the second wafer; 
depositing a patterned layer of metal on the back side of the second wafer and in the through holes to form electrical 
interconnections to the electrical contacts of the control circuit via the through-holes, the interconnections terminating in 
back-side termination points arranged such that electrical contact points of the sensor contact the termination points when the 
wafers are placed in an adjoining relationship; and 
subsequent to the depositing step, bonding the first wafer and the metallized second wafer together in the adjoining 
relationship. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6770569 
 

【発行日】20040803 
Freescale Semiconductor, Inc., Schaumburg IL [US] 

  
MEMS 応用の低温プラズマ Si および SIGe 

Low temperature plasma Si or SiGe for MEMS applications 
 

発明のポイント： MEMS 構造 83 の作製法において、配線層を有するＣＭＯＳ基板に、Si

またはＳｉＧｅから選択された材料を用い、プラズマ CVD 法 31 で作製

された MEMS 構造が基板 51 上に形成されることを特徴とする。 

【発明相応図】FP 

 

 

【従来図】2 

 

 

 

 

【クレーム 1】 

1. A method for making a MEMS structure, comprising the steps of: 
providing a CMOS substrate having interconnect metal deposited thereon; and 
creating a MEMS structure on the substrate through the plasma assisted chemical vapor deposition of a material selected from 
the group consisting of silicon and silicon-germanium alloys. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6773566 
 

【発行日】20040810 
Nanolytics, Inc., Raleigh NC [US] 

  
マイクロ流体用静電アクチュエータおよびその製法 
Electrostatic actuators for microfluidics and methods for using same 

 
発明のポイント： 電解質の液滴移動を誘引する装置であり、電解質液滴と混合すること

のない溶液を満たした内部容量を持つハウジング、および開口部を有

し、ハウジングを上下のチャンバー23,27 に分割するチャンバー内に配

置された分散板 24 などを有する。 

【発明相応図】4a 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. An apparatus for inducing movement of an electrolytic droplet, comprising: 
a housing having an internal volume filled with a liquid immiscible with an electrolytic droplet; 
a distribution plate positioned within the chamber having an aperture therein, the distribution plate dividing the housing into 
upper and lower chambers; 
a lower electrode positioned below the lower chamber and below the aperture in the distribution plate, the lower electrode being 
electrically insulated from the lower chamber and being separated from the lower chamber by an overlying hydrophobic layer; 
an upper electrode located above the upper chamber and above the aperture of the distribution plate, the upper chamber 
electrode being electrically insulated from the upper chamber and being separated from the upper chamber by an underlying 
hydrophobic layer; and 
first, second and third voltage generators that are electrically connected to, respectively, the lower and upper electrodes and the 
distribution plate, the first, second and third second voltage generators being configured to apply electrical potentials thereto, 
thereby inducing movement of the electrolytic droplet between the hydrophobic layers of the upper and lower chambers. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6774327 
 

【発行日】20040810 
Agilent Technologies, Inc., Palo Alto CA [US] 

  
電子部品のハーメチックシール 
Hermetic seals for electronic components 

 
発明のポイント： ハーメチックシールされた複数の電子デバイスを作製する方法におい

て、第一、第二の基板 200,300 はウエハボンディングして、エンクロ

ージャを形成し、その内部に複数の電子デバイスを収納することを特

徴とする。 

【発明相応図】4 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

What is claimed is: 
1. A method for producing a plurality of hermetically sealed electronic components, comprising: 
wafer bonding first and second substrates to enclose a plurality of electronic components therebetween; 
cutting through the first substrate to expose first seals on the first substrate and second seals on the second substrate, the first 
and second seals defining perimeters around the plurality of electronic components; 
dispensing solder into the cuts in the first substrate; and 
reflowing the solder to join corresponding pairs of the first and second seals. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6780672 
 

【発行日】20040824 
Lockheed Martin Corporation, Bethesda MD [US] 

  
微小電子機械部品およびそのシステム構成 

Micro eletro-mechanical component and system architecture 
 

発明のポイント： 少なくともひとつの集積回路 110 を含む MEMS 部 300 の製法であって、

MEMS 部を積層して MEMS システム 400 を形成する際にフラッシュ・マウ

ント可能なキャビティーを前記 MEMS 部内に有している。 

【発明相応図】4 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for fabricating electro-mechanical structures comprising a plurality of modules, each of said modules having a 
plurality of via holes therein, said via holes traversing from a module first surface through to a second surface and positioned in 
at least one substantially same location within each of said plurality of modules, said method comprising the steps of: 
arranging said plurality of modules in a stacked fashion, wherein selective via holes in adjoining modules are flushly engaged to 
provide at least one communication path between at least one first module and at least one disposed module through via holes of 
intervening modules, said arranging further comprising associating at least one integrated circuit die with at least one of said 
plurality of modules; 
placing said at least one integrated circuit die within at least one well created in said first surface; 
covering said at least one well such that said covering and said first surface are substantially flush; 
creating a cavity in said second surface in opposition to each of said placed integrated circuit dies, wherein said cavity is sized 
substantially equal to a corresponding covering. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6784028 
 

【発行日】20040831 
Nantero, Inc., Woburn MA [US] 

  
電子機械式スリートレイス接合デバイスの製法 

Methods of making electromechanical three-trace junction devices 
 

発明のポイント： 電子機械回路の製法に関するものであり、下部の部位には下部を支持

する構造と導電層を有し、ナノチューブリボン 101 は下部部位 103 の

上面に形成されており、下部の支持構造とコンタクトする構造になっ

ている。ナノチューブリボンの上に上部構造 102 がある。 

【発明相応図】1 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of producing an electromechanical circuit element, comprising: 
providing a lower structure having lower support structures and a lower electrically conductive element; 
forming a nanotube ribbon on an upper surface of the lower structure so as to contact the lower support structures; 
forming an upper structure over the nanotube ribbon, the upper structure including upper support structures and an upper 
electrically conductive element. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6787804 
 

【発行日】20040907 
AU Optronics Corporation, Hsin-Chu [TW] 

  
半導体加速度センサ 

Semiconductor acceleration sensor 
 

発明のポイント： 半導体加速度センサ 30 であって、非単結晶基板 32、および稼動部と不

動部を有する絶縁性のビーム、更にビーム上に形成された少なくとも

ひとつのピエゾ抵抗体 42 などを含む。TFT で構成されたコントロール

回路 44 を前記非単結晶性基板に有する。 

【発明相応図】2 

 

 

 

【従来図】1 

 
 

【クレーム 1】 

1. A semiconductor acceleration sensor comprising: 
a non-single-crystal-silicon-based substrate; 
an insulating beam structure having a movable section and a stationary section; 
at least one piezoresistor positioned on the beam structure; 
an insulating supporter positioned on the non-single-crystal-silicon-based substrate for fixing the stationary section of the beam 
structure and forming a distance between the beam structure and the non-single-crystal-silicon-based substrate; and 
a thin film transistor (TFT) control circuit positioned on the non-single-crystal-silicon-based substrate and electrically connected 
to the piezoresistor and the beam structure. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6793829 
 

【発行日】20040921 
Honeywell International Inc., Morristown NJ [US] 

  
MEMS のボンディングおよび MEMS ベースデバイス 

Bonding for a micro-electro-mechanical system (MEMS) and MEMS based 

devices 
 

発明のポイント： MEMS 及び MEMS をベースにしたデバイスをボンディング、またはパッケ

ージングする方法 160 において、固液相互拡散を用いることを特徴と

する。MEMS と MEMS のボンディングは初めにクロム、次に金を成膜した

材料によって行われる。 

【発明相応図】9 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of forming a bond between members of a Micro-Electro-Mechanical System (MEMS), wherein the members each 
have mating surfaces at which the bond may be formed, the method comprising: 
depositing a first layer of mating material on a first mating surface; 
depositing a first layer of bonding material on the first layer of mating material, wherein the first layer of bonding material is 
selected from the group consisting of gold and tin; 
depositing a second layer of mating material on a second mating surface; 
depositing a second layer of bonding material on the second layer of mating material, wherein the second layer of bonding 
material is selected from the group consisting of indium and lead; and 
pressing the first mating surface and the second mating surface together, thereby pressing the first layer of bonding material to 
the second layer of bonding material, thereby forming an alloy to serve as the bond between the mating surfaces of the members 
of the MEMS. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6794725 
 

【発行日】20040921 
Xerox Corporation, Stamford CT [US] 

  
集積化された発光源で高均一性を得るため 

 マイクロスプリング配線を有する 

アモルファスシリコンセンサー 
Amorphous silicon sensor with micro-spring interconnects for achieving 

high uniformity in integrated light-emitting sources 
 

発明のポイント： ハイブリッドの構造体またはデバイス 34’であって、ひとつの基板 32

上に形成され、基板表面と初めから結合した弾性材料を有し、アンカ

部は基板表面もしくは自由な部位に固定されている少なくともひとつ

のマイクロスプリング配線を有することを特徴とする。 

【発明相応図】10 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A hybrid device comprising: 
a substrate; 
a spring interconnect formed on the substrate, the spring interconnect including, 
- an elastic material that is operatively associated with a surface of the substrate including, 
an anchor portion fixed to the substrate, and 
a free portion spaced from the substrate, the free portion including a tip separated from the substrate; and 
a sensor formed on the substrate, the sensor including an active layer and contacts, said active layer configured to sense light 
and be at least partially transparent to light at selected wavelengths, 
said spring interconnect and said sensor being integrated on the substrate. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6800912 
 

【発行日】20041005 
Corporation for National Research Initiatives, Reston VA [US] 

  
集積化された電子機械式スイッチと 

可変キャパシタおよびその製法 
Integrated electromechanical switch and tunable capacitor and method 

of making the same 
 

発明のポイント： モノリシックに形成され、DC からミリ波までの信号を処理することが

できる MEMS 型μ波スイッチ 10、および集積化された MEMS 型キャパシ

タ 10 であって、両者は熱力学的あるいは静電気的に可動な梁を含むこ

とを特徴とする。 

【発明相応図】5 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. An electromechanical device comprising: 
a substrate having a first cavity formed therein; 
a movable beam attached to the substrate, the movable beam being formed from a conductive layer and at least one dielectric 
layer; and 
a fixed beam positioned above and separated from the movable beam by a second cavity formed under the fixed beam, the fixed 
beam being formed from a conductive layer and a dielectric mechanical support layer, 
the movable beam being activated by an applied current or voltage to control its contact with the fixed beam, the movable beam 
having a share that does not completely close the opening between the first and second cavities. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6808955 
 

【発行日】20041026 
Intel Corporation, Santa Clara CA [US] 

  
キャビティを有する MEMS デバイスを 

シールした集積回路の製法 
Method of fabricating an integrated circuit that seals a MEMS device 

within a cavity 
 

発明のポイント： MEMS32 を含む集積回路 10 の製法に関するもので、MEMS を基板上に形

成し、基板を集積回路にカップリングさせ、MEMS を内包するキャビテ

ィー60 をシールする工程を含むことを特徴とする。 

【発明相応図】7 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method comprising: 
forming a MEMS device on a substrate; 
etching a conductive layer on the substrate to form a first ring layer and a first pad such that the MEMS device and the first pad 
are within the first ring layer; 
forming an integrated circuit; and 
bonding the first ring layer and the first pad to the integrated circuit to form a sealed cavity that includes the MEMS device and 
the first pad. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6829814 
 

【発行日】20041214 
Delphi Technologies, Inc., Troy MI [US] 

  
オールシリコン製マイクロフォンの製法 

Process of making an all-silicon microphone 
 

発明のポイント： 容量型の音響変換器 10 であって、望ましくはすべてシリコン 16 でモ

ノリシックに作製され、ドープされた単結晶シリコン層からなるキャ

パシタで作製された容量プレートを含むことを特徴とする。 

【発明相応図】14 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A process of forming a capacitive audio transducer, the process comprising the steps of: 
providing a first wafer having a substrate and a first single-crystal silicon layer doped with boron and germanium so as to be 
p-type; 
forming on the first single-crystal silicon layer a second single-crystal silicon layer; 
forming a recess in the second single-crystal silicon layer so as to expose a portion of the first single-crystal silicon layer, the 
portion of the first single-crystal silicon layer defining a first capacitor plate of the capacitive audio transducer; 
providing a second wafer having a substrate and a third single-crystal silicon layer doped with boron and germanium so as to be 
p-type; 
bonding the first and second wafers together so that the recess in the second single-crystal silicon layer defines a cavity between 
the first and third single-crystal silicon layers; and 
removing at least portions of the substrates of the first and second wafers to expose a portion of the first single-crystal silicon 
layer defining the first capacitor plate and to expose a portion of the third single-crystal silicon layer that is spaced apart from 
the first single-crystal silicon layer by the cavity, the portion of the third single-crystal silicon layer defining a second capacitor 
plate that is capacitively coupled to the first capacitor plate of the capacitive audio transducer, one of the first and second 
capacitor plates being movable in response to impingement by sound vibrations; 
wherein a capacitive output signal is produced in response to changes in the distance between the first and second capacitor 
plates that occur as a result of sound-induced vibration. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6829937 
 

【発行日】20041214 
VTI Holding Oy, [FI] 

  
モノリシックシリコン加速度センサ 

Monolithic silicon acceleration sensor 
 

発明のポイント： 複数の直交する軸の加速度を検出する、モノリシックにシリコンで形

成された加速度センサ 100 であって、MEMS 技術によりひとつ、または

それ以上のセンサセルを有し、各センサーはシリコン基板に支持され

たビーム 400 に慣性質量 300 を有している。 

【発明相応図】1 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A monolithic silicon acceleration sensor comprising at least one silicon acceleration sensor cell, the sensor cell comprising a 
movable silicon inertial mass with a first surface and a second surface, the first and second surfaces being essentially parallel, 
the inertial mass positioned by beam members fixed to a silicon support structure having a first and opposing second surface, 
the inertial mass being able to move in response to acceleration along two orthogonal axes of acceleration, a first axis being 
parallel to the first and second surfaces of the inertial mass and a second axis being perpendicular to the first and second 
surfaces of the inertial mass, magnitudes of motion of the inertial mass under equal accelerations along the first axis and the 
second axis being substantially equal, the silicon acceleration sensor cell having means for detecting movement of the inertial 
mass in response to the acceleration along the first axis and the second axis. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6835589 
 

【発行日】20041228 
International Business Machines Corporation, Armonk NY [US] 

  
三次元に集積化された CMOS-MEMS デバイス 

およびその製法 
Three-dimensional integrated CMOS-MEMS device and process for making 

the same 
 

発明のポイント： MEMS1 と MEMS に信号を送るチップ 2 が垂直方向に集積されたものであ

って、MEMS はそれを通じて導電体となるアンカー部で基板に固定され、

チップは MEMS 基板と法線方向で結合されていることを特徴とする。 

【発明相応図】3,8C 

 

 

【従来図】2 

 

 

【クレーム 1】 

1. A method for fabricating an integrated structure including a micro-electromechanical system (MEMS) and a chip for 
delivering signals to the MEMS, the method comprising the steps of: 
providing a MEMS substrate having a surface; 
forming the MEMS to provide an anchor portion therein, the MEMS being connected to the MEMS substrate at the anchor 
portion; 
forming a conductor from the anchor portion of the MEMS through the MEMS substrate; including, 
- forming a via in the substrate, 
- depositing metal in the via, 
- attaching a carrier plate to the MEMS substrate, where the carrier plate is transparent to ablating radiation, 
- thinning the MEMS substrate at a backside thereof to expose the metal, and 
- forming a metal pad at the backside surface in contact with the metal in the via; and 
attaching the chip to the MEMS substrate in a direction normal to said surface, so as to make a conductive path from the chip to 
the MEMS, 
- wherein said step of attaching the chip includes exposing the carrier plate to ablating radiation, thereby detaching the carrier 
plate. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6841453 
 

【発行日】20050111 
STMicroelectronics S.r.l., Agrate Brianza [IT] 

  
分離ウエハ上に接続を有する集積デバイスを 

作製するためのプロセスおよび 

その方法で得られた集積化デバイス 
Process for manufacturing integrated devices having connections on a 

separate wafer, and integrated device thus obtained 
 

発明のポイント： 集積化デバイスの製法に関するものであり、第一のウエハ 82 には半導

体材料、および半導体層、分離層がそれぞれ集積された構造を有し、

第二のウエハ 54 には半導体層、メタルの配線層が形成され、第一のウ

エハと第二のウエハをボンディングにより結合させる工程を含む。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A process for manufacturing an integrated device, comprising: 
forming integrated structures including semiconductor regions and isolation regions at a first wafer of semiconductor material; 
forming interconnection structures of conductor material on a second wafer of semiconductor material, including forming plug 
elements, each including a base region and a bonding region, the bonding region of a metal material different from the base 
region and capable of reacting with said semiconductor regions of said first wafer; and 
bonding said first wafer and said second wafer together, including causing said bonding regions to react with said semiconductor 
regions. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6841838 
 

【発行日】20050111 
HRL Laboratories, LLC, Malibu CA [US] 

  
MEMS 式トンネリングジャイロスコープおよび 

MEMS 式トンネリングジャイロスコープを 

作製するためのアッセンブリ 
Microelectromechanical tunneling gyroscope and an assembly for making 

a microelectromechanical tunneling gyroscope therefrom 
 

発明のポイント： MEMS 型のジャイロスコープの製法に関するものであり、カンチレバー

型ビーム 12-2、側面電極の第一の位置、およびそのつがい構造が第一

の基板に形成され、少なくとも一つのコンタクト構造が側面電極の第

二の位置に形成される。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. An assembly for making a MEM tunneling gyroscope therefrom, thc assembly comprising: 
(a) a beam structure, first portions of side drive electrodes and a mating structure defined on a first substrate or wafer; 
(b) sense electrodes, second portions of the side drive electrodes and a mating structure defined on a second substrate or wafer, 
the mating structure on the second substrate or wafer being of a complementary shape to the mating structure on the first 
substrate or wafer; and the second portions of the side drive electrodes being of a complementary shape to the first portions of 
side drive electrodes on the first substrate or wafer; and 
(c) a pressure/heat sensitive bonding layer disposed on at least one of said mating structures and on at least one of said first and 
second portions of the side drive electrodes for bonding the mating structure defined on the first substrate or wafer to mating 
structure on the second substrate or wafer and for bonding said first and second portions of the side drive electrodes together in 
response to the application of pressure/heat therebetween. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6844623 
 

【発行日】20050118 
Sandia Corporation, Albuquerque NM [US] 

  
パッケージ中のマイクロエレクトロニクス 

デバイスの一時的な保護膜 
Temporary coatings for protection of microelectronic devices during 

packaging 
 

発明のポイント： マイクロエレクトロニクスデバイスを、パッケージングの際に保護す

る方法であって、デバイスの敏感な部分（MEMS）に水に不溶の一時的

な保護コーティング14をするステップと少なくとも一回のパッケージ

ングをするステップと好ましくはドライエッチングで前記コーティン

グを剥離するステップとを含む。 

【発明相応図】3A 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A temporarily protected, non-functioning MEMS device, comprising: 
a released MEMS device disposed on a substrate; and 
a temporary, immobilizing coating directly contacting and immobilizing the released MEMS device; wherein the temporary, 
immobilizing coating is selected from the group consisting of parylene, carbon, amorphous carbon, diamond-like carbon, 
perfluoropolyether, and perfluorodecanoic carboxylic acid; 
wherein the temporary, immobilizing coating is sufficiently thick so as to immobilize any movable elements of the released 
MEMS device; and 
wherein the temporary, immobilizing coating is insoluble in water and organic solvents; and 
wherein said temporarily protected, non-functioning MEMS device represents an intermediate step in the process of fabricating 
a fully-functional MEMS device. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6844959 
 

【発行日】20050118 
Reflectivity, Inc, Sunnyvale CA [US] 

  
光吸収域を有する空間的な光変調器 

Spatial light modulators with light absorbing areas 
 

発明のポイント： プロジェクタ、空間光変調器、及びそのマイクロミラー48 の製法に関

するものであって、光変調器のアレイ中に配列され、静電気的に偏向

するマイクロミラー素子用の回路や電極を含む基板 58 を用いる。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A spatial light modulator comprising: 
a substrate having an array of electrodes and circuitry thereon; and 
an array of micromirrors held above the array of electrodes and circuitry; 
wherein the micromirrors comprise a hinge portion and a plate portion connected to the hinge portion, wherein the plate portion 
or the hinge portion comprises a light absorbing material that absorbs at least 50% of visible light incident thereon. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6846690 
 

【発行日】20050125 
STMicroelectronics S.A., Montrouge [FR] 

  
電子チップ上に配置された、例えば、受動素子、 

MEMS などの予備デバイスからなる集積化デバイス 

およびその製法 
Integrated circuit comprising an auxiliary component, for example a 

passive component or a microelectromechanical system, placed above an 

electronic chip, and the corresponding fabrication process 
 

発明のポイント： 集積化デバイス CI の製法であって、まず初めに電子回路チップ PC を、

次にチップ上に補助デバイス CAX を形成し、補助デバイス上に保護膜

を形成することを特徴とする。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A process for fabricating an integrated circuit comprising the production of an electronic chip and the production of at least 
one auxiliary component placed above the chip and of a protective cover which covers the auxiliary component, wherein the chip 
is produced from a first semiconductor substrate, in that the auxiliary component is produced from a second semiconductor 
substrate, separate from the first and in that the second substrate supporting the auxiliary component is made to adhere 
mutually to the first semiconductor substrate in an adhesion region lying outside a cavity containing the auxiliary component 
and extending into one or other of the two substrates or into both substrates, the second substrate then also forming the 
protective cover. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
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また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6861205 
 

【発行日】20050301 
Battelle Memorial Institute, Richland WA [US] 

  
三次元微細構造およびその製法 

Three dimensional microstructures and method of making 
 

発明のポイント： 複雑な三次元の微小構造の製法であって、外部の刺激を感光性の材料

の第一の層に与えて第一層にボイドを形成し、このボイド中の材料を

除去する。その後、犠牲材料を少なくとも前記ボイドに満たすことを

含む。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for fabricating three dimensional structures comprising the steps of 
a. providing a first layer of a photosensitive material of epoxy resin of bisphenol A glycidyl ether polymer) (CAS 28906-96-9) and 
a photoacid generator of mixed triarylsulfonium/hexafluoroantimonate salt (CAS 89452-37-9/CAS 71449-78-0), 
b. applying an external stimulus of UV light to said first layer, thereby creating voids in said first layer, 
c. removing any material present in said voids, 
d. providing a layer of a sacrificial material of a fluropolymer within at least a portion of said voids, 
e. providing a second layer of photosensitive material of epoxy resin of bisphenol A glycidyl ether polymer) (CAS 28906-96-9) and 
a photoacid generator of mixed triarylsulfonium/hexafluoroantimonate salt (CAS 89452-37-9/CAS 71449-78-0) on top of said 
layer of a sacrificial material and in contact with at least a portion of said first layer; 
f. applying an external stimulus of UV light to said second layer, thereby bonding said first to said second layer, and 
g. removing said sacrificial layer by dissolving said sacrificial layer in carbon dioxide. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 

89



 

 

US6861277 
 

【発行日】20050301 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston TX [US] 

  
MEMS デバイスの作製法 
Method of forming MEMS device 

 
発明のポイント： MEMS140 の製法に関するものであって、基板 200 上に導電層を形成し、

前記導電層上に第一の犠牲層を形成し、その犠牲層の表面を平坦にし、

その上に第一の素子を形成し、犠牲層を通して第一の素子と導電層の

導通を取ることを含む。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of forming a MEMS device, the method comprising: 
depositing a conductive material on a substructure; 
forming a first sacrificial layer over the conductive material, including forming a substantially planar surface of the first 
sacrificial layer; 
forming a first element over the substantially planar surface of the first sacrificial layer, including communicating the first 
element with the conductive material through the first sacrificial layer; 
forming a second sacrificial layer over the first element, including forming a substantially planar surface of the second sacrificial 
layer; 
forming a support through the second sacrificial layer to the first element after forming the second sacrificial layer, including 
filling the support; 
forming a second element over the support and the substantially planar surface of the second sacrificial layer; and 
substantially removing the first sacrificial layer and the second sacrificial layer, including supporting the second element 
relative to the first element with the support. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6865944 
 

【発行日】20050315 
Honeywell International Inc., Morristown NJ [US] 

  
MEMS 構造中の試験質量の減速方法とそのシステム 

Methods and systems for decelerating proof mass movements within MEMS 

structures 
 

発明のポイント： MEMS デバイスであって、少なくともひとつのアンカー、少なくともひ

とつの減速方向に拡張したり、減速方向を示すなどする試験質量、モ

ータドライブ櫛状電極 18、モータセンス櫛状電極を有する基板を含む

ことを特徴とする。 

【発明相応図】FP 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A micro-electromechanical systems (MEMS) device comprising: 
a substrate comprising at least one anchor; 
a proof mass comprising either or both of at least one deceleration extension extending from said proof mass and at least one 
deceleration indentation formed in said proof mass; 
a motor drive comb; 
a motor sense comb; 
a plurality of suspensions configured to suspend said proof mass over said substrate and between said motor drive comb and 
said motor sense comb, said suspensions anchored to said substrate; 
a body attached to said substrate; and 
at least one deceleration beam extending from said body, said deceleration beams configured to engage either said at least one 
deceleration extension or said at least one deceleration indentation and slow or stop said proof mass before said proof mass 
contacts said motor drive comb and said motor sense comb. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6878626 
 

【発行日】20050412 
Analog Devices, Inc., Norwood MA [US] 

  
TiW、白金配線およびその作製方法 

TiW platinum interconnect and method of making the same 
 

発明のポイント： 集積化MEMSの電気的コンタクト構造に使用されるメタルスタック構造

に関するものであり、TiW 密着層兼バリアメタル 608 とその最上部に形

成された白金 606 からなり、白金は酸化膜ハードマスクを用いて、ま

ずウェットエッチングを行い、その後、スパッタエッチングを用いて

形成する。 

【発明相応図】FP 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of forming a metallization stack for use as a contact structure in an integrated MEMS device, the method 
comprising: 
providing a substrate having an electrically conductive structure therein; 
forming a field oxide formed over the substrate; 
forming having a contact hole in the field oxide; 
forming a silicide layer formed in the contact hole of said field oxide; 
forming, on the silicide layer, a titanium-tungsten layer that operatively contacts the electrically conductive structure in the 
integrated MEMS device, and 
forming a platinum layer, a first portion of the platinum layer being formed directly on the titanium-tungsten layer, a second 
portion being formed directly on said field oxide. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6892582 
 

【発行日】20050517 
Hitachi, Ltd., Tokyo [JP] 

Hitachi Car Engineering Company, Ltd., Hitachinaka [JP] 
  

半導体圧力センサーおよび圧力感知デバイス 
Semiconductor pressure sensor and pressure sensing device 

 
発明のポイント： 圧力センサーに関するものであって、各チャンネルのシーリング構造

が湿気の浸透の防止に優れ、圧力センサー中のダイヤフラム 8 の一時

的な変化に対しても耐久性を有する。センサーは犠牲層プロセスで作

製される。 

【発明相応図】FP 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A semiconductor pressure sensor, comprising: a substrate;a diaphragm arranged on said substrate, the diaphragm comprising 
an etch channel;a silicon oxide film covering said diaphragm and sealing said etch channel; anda polysilicon film with a first side 
covering part or all of said silicon oxide film and a second side exposed to an environment of the pressure sensor. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6897551 
 

【発行日】20050524 
SAES Getters, S.p.A., Milan [IT] 

  
マイクロエレクトロニクス、マイクロフォト 

エレクトロニクス、または微小機械デバイス 
Support for microelectronic, microoptoelectronic or micromechanical 

devices 
 

発明のポイント： マイクロエレクトロニクス、マイクロオプトエレクトロニクス、MEMS

などのデバイス 50 を製造する際の機器であって、汚染を吸収する層を

設けることで、デバイスの寿命や操作性を改良させる。 

【発明相応図】FP 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A device for use in manufacturing, comprising a base, wherein said base functions as mechanical support for said device, 
wherein said device is configured such that on said base a contaminant removing material is deposed in the form of discrete 
deposits, wherein said discrete deposits are configured to be at least partially exposed to the atmospheric environment of said 
device. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6900072 
 

【発行日】20050531 
Reflectivity, Inc., Sunnyvale CA [US] 

  
犠牲用基板を使用した微小機械デバイスの製造方法 
Method for making a micromechanical device by using a sacrificial 

substrate 
 

発明のポイント： 全体的かその一部の工程に、第一の基板に少なくともひとつ以上の

MEMS 構造 50 を多数構築する MEMS デバイスの製造方法であって、第二

の基板51を少なくともひとつ以上のデバイスを有する多数の領域をカ

バーするように、第一の基板にボンディングする工程を含む。 

【発明相応図】FP 

 
 

 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for forming a micromechanical device, comprising: fully or partially forming one or more micromechanical 
structures multiple times on a first substrate; bonding a second substrate onto the first substrate so as to cover the multiple 
areas each having one or more micromechanical structures, so as to form a substrate assembly; separating the substrate 
assembly into individual dies, each die having the one or more micromechanical structures held on a portion of the first 
substrate, with a portion of the second substrate bonded to the first substrate portion; and removing the second substrate 
portion from each die to expose the one or more micromechanical structures on the first substrate portion. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6906392 
 

【発行日】20050614 
paragon, Delbruck [DE] 

  
微小機械部品 

Micromechanical component 
 

発明のポイント： 基板と基板上に形成されたカバー層 40 からなる MEMS であって、カバ

ー層の下には機械的に基板を支持し、熱的には遮断された多孔質材料

が存在し、カバー層上には該カバー層を加熱するヒータ 70 が存在する

ことを特徴とする。 

【発明相応図】4 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A micromechanical component comprising: a substrate; a cover layer deposited on the substrate; a region of porous material 
situated underneath the cover layer, the region mechanically supporting and thermally insulating the cover layer; a heating 
device situated on the cover layer for heating the cover layer above the region; a detector situated above the region for 
measuring an electric property of a heated medium provided above the region on the cover layer; and a structure including a 
hollow space underneath the region. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6906847 
 

【発行日】20050614 
Reflectivity, INC, Sunnyvale CA [US] 

  
光遮蔽・吸収域を有する空間光変調器 

Spatial light modulators with light blocking/absorbing areas 
 

発明のポイント： プロジェクタ、空間光変調器、およびそのマイクロミラーの製法に関

するものであって、光変調器はふたつの基板 120,122 がウエハレベル

でボンディングされた構造であり、その一方の基板にはマイクロミラ

ーアレイが形成されている。 

【発明相応図】FP 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for making a spatial light modulator, comprising: providing a first substrate that is transmissive to visible light; 
providing a second substrate having an array of circuitry and electrodes thereon; depositing a light absorbing layer on the first 
substrate to selectively block the passage of light through the first substrate, wherein the light absorbing layer is black or dark 
in color; forming an array of deflectable reflective elements on the first or second substrate; and positioning the first and second 
substrates proximate to each other to form a substrate assembly, further comprising: bonding the first and second substrates 
together to form the substrate assembly; and singulating the substrate assembly into a set of assembly dies, each of which 
comprises a plurality of deflectable reflective elements. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6906850 
 

【発行日】20050614 
Texas Instruments Incorporated, Dallas TX [US] 

  
容量結合型マイクロミラー 
Capacitively coupled micromirror 

 
発明のポイント： 容量結合された MEMS デバイスであって、半導体基板 104、少なくとも

ふたつの状態のどちらかに偏向可能な機能、電位信号に選択的に接続

可能なスイッチ、からなることを特徴とする。 

【発明相応図】1 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A micromechanical device comprising: at least one member operable to deflect to either of at least two states; a switch 
associated with each said at least one member for selectively connecting said member to a ground signal; and at least one bias 
electrode associated with each said at least one member operable to apply a reset pulse when said member is connected to said 
ground signal by said switch. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6912082 
 

【発行日】20050628 
Palo Alto Research Center Incorporated, Palo Alto CA [US] 

  
高電圧薄膜トランジスタを用いた 

MEMS デバイス用の集積化駆動エレクトロニクス 
Integrated driver electronics for MEMS device using high voltage thin 

film transistors 
 

発明のポイント： 電気的に稼動な MEMS100 デバイスを集積する機器であって、高電位で

駆動する電子デバイスがひとつの基板上に形成され、電子デバイスは

オフセットゲート型の高電位 TFT(HVTFTs)140 であり、MEMS デバイスを

駆動させることを特徴とする。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. An apparatus comprising: a substrate; a driver circuit including a plurality of high-voltage thin-film transistors (HVTFTs) 
formed on the substrate, each HVTFT including a controlling gate electrode, a source electrode, and a drain electrodearranged 
such that the source electrode is separated from the controlling gate electrode by a first distance, and the drain electrode is 
spaced from the controlling gate electrode such that a shortest distance between any part of the drain electrode and the 
controlling gate electrode is significantly larger than the first distance, and such that a first break down voltage between the 
drain electrode and the source electrode is larger than a second break down voltage between the controlling gate electrode and 
the source electrode; and a plurality of actuated MEMS devices formed on the substrate, wherein each of the actuated MEMS 
device is connected to the drain electrode of an associated HVTFT of the plurality of HVTFTs. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6916728 
 

【発行日】20050712 
Freescale Semiconductor, Inc., Schaumburg IL [US] 

  
エピタキシャル成長による半導体構造の形成方法 

Method for forming a semiconductor structure through epitaxial growth 
 

発明のポイント： MEMS 構造 51 の製法であって、基板 53、単結晶半導体層 65 からなり、

基板と半導体層の間に形成された第一の絶縁材料からなる犠牲層を有

し、半導体層と犠牲層に渡って開口部を設け、基板を露出する工程を

含む。 

【発明相応図】FP 

 

 

 

【従来図】3 

 

 

【クレーム 1】 

1. A method for creating a semiconductor structure, comprising the steps of: providing an article comprising a substrate and a 
single crystal semiconductor layer and having a sacrificial layer comprising a first dielectric material disposed between the 
substrate and the semiconductor layer; creating an opening which extends through the semiconductor layer and the sacrificial 
layer and which exposes a portion of the substrate; forming an anchor portion in the opening, the anchor portion comprising a 
second dielectric material; and epitaxially growing the semiconductor layer, thereby forming a device layer. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6917459 
 

【発行日】20050712 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston TX [US] 

  
MEMS デバイスおよび MEMS デバイスの形成方法 

MEMS device and method of forming MEMS device 
 

発明のポイント： MEMS デバイス 10 の製法であって、ベース材料とベース材料の第一の表

面に形成された少なくともひとつの導電性材料からなり、導電性材料

の上に絶縁層を形成し、絶縁層の上にカバー層を形成し、さらに MEMS

と電気的接続を取るために、それらに開口部を設けることを含む。 

【発明相応図】FP 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of forming a MEMS device, the method comprising: providing a substructure including a base material and at least 
one conductive layer formed on a first side of the base material; forming a dielectric layer over the at least one conductive layer 
of the substructure; forming a protective layer over the dielectric layer; defining an electrical contact area for the MEMS device 
on the protective layer; and forming an opening within the electrical contact area through the protective layer and the dielectric 
layer to the at least one conductive layer of the substructure. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6927482 
 

【発行日】20050809 
General Electric Company, Plainville CT [US] 

  
表面マウントパッケージおよび 

マルチチップセンサーデバイスの形成方法 
Surface mount package and method for forming multi-chip microsensor 

device 
 

発明のポイント： マルチチップデバイスの表面マウント型のパッケージであって、第一

および第二のダイ・パッド 50,54 とともに形成されたリードフレーム

58、それぞれのダイ・パッドからのリードアウトを含む。環境のセン

サーチップが第一のパッドに、環境と分離されたチップが第二のパッ

ドにマウントされる。 

【発明相応図】FP 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A surface mount package for a multi-chip device comprising: a leadframe having a first and a second die pad and leadouts 
from the respective die pads; at least one environmentally responsive sensor chip secured to the first die pad of the leadframe; at 
least one environmentally isolated chip secured to the second die pad of the leadframe, the leadframe being coupled between the 
chips for establishing communication therebetween; a body including an over molded portion for encasing the environmentally 
isolated chip and a portion of the leadframe; and an open molded portion having a recess formed with an opening for receiving 
the environmentally sensitive chip therein; and an apertured cover secured in the recess forming a protective covering over the 
sensor chip and for allowing communication of the sensor chip externally of the package. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6930368 
 

【発行日】20050816 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston TX [US] 

  
三層のウエハ構造を有する MEMS 

MEMS having a three-wafer structure 
 

発明のポイント： MEMS デバイスであって、第一のウエハ 420、可動部を有する第二の基

板 430、および第三のウエハ 440 を有し、可動部は第一と第三のウエハ

間で可動し、これら、第一、第二、第三のウエハはボンディングされ

ている。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A microelectromechanical system (MEMS) device comprising: a first wafer; a second wafer; and a third wafer, wherein at least 
a portion of the second wafer is movably connected between the first wafer and the third wafer; material bonding the first wafer, 
the second wafer, and the third wafer together; an internal cavity formed between the first wafer and third wafer, wherein the at 
least a portion of the second wafer is located within the internal cavity; and a seal formed from the material bonding the first 
wafer, the second wafer, and the third wafer together, wherein the seal seals the internal cavity. 

 

 

116



 

(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6933163 
 

【発行日】20050823 
Analog Devices, Inc., Norwood MA [US] 

  
中間電極層を用いた集積化 MEMS の製造方法 

Fabricating integrated micro-electromechanical systems using an 

intermediate electrode layer 
 

発明のポイント： 集積化された MEMS デバイス 1100 を中間電極を用いて製造する方法に

関するもので、前記中間電極は集積回路ウエハ1000に形成されており、

MEMS ウエハ 100 にはマイクロ光学ミラーが形成されており、前記集積

回路ウエハとボンディングされる。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for fabricating an integrated micro-electromechanical system, the method comprising: providing a first 
micromachined apparatus having at least one micromachined optical mirror; providing a second micromachined apparatus; 
providing an intermediate electrode structure having at least one electrode, the intermediate electrode structure comprising one 
of a polymer material and a photoresist material; bonding the intermediate electrode structure to the second micromachined 
apparatus; and bonding the first micromachined apparatus to one of the intermediate electrode structure and the second 
micromachined apparatus such that the at least one electrode is a predetermined distance from the at least one micromachined 
optical mirror. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6936491 
 

【発行日】20050830 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart [DE] 

  
MEMS の製造方法およびトレンチ分離コンタクトを 

有するデバイス 
Method of fabricating microelectromechanical systems and devices 

having trench isolated contacts 
 

発明のポイント： MEMS デバイス 12、およびその製法に関するもので、最終的にパッケー

ジする前に MEMS デバイスを内包する空間 28 を有し、空間の少なくと

も一部に外部とのコンタクトを取る開口部を有する。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of sealing a chamber of a microelectromechanical device having a micromechanical structure and a contact wherein 
the micromechanical structure is in a chamber, the method comprising: depositing a sacrificial layer over at least a portion of the 
micromechanical structure; depositing a first encapsulation layer over the sacrificial layer; forming at least one vent through the 
first encapsulation layer to allow removal of at least a portion of the sacrificial layer; removing at least a portion of the sacrificial 
layer to form the chamber; depositing a second encapsulation layer over or in the vent to seal the chamber wherein the second 
encapsulation layer is a semiconductor material; forming a trench around at least a portion of the contact which is disposed 
outside the chamber; and depositing an insulating material in the trench to electrically isolate the contact. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6936918 
 

【発行日】20050830 
Analog Devices, Inc., Norwood MA [US] 

  
基板に導通路を有する MEMS デバイス 

MEMS device with conductive path through substrate 
 

発明のポイント： MEMS デバイス 10 であって、MEMS 構造が形成されている基板の最上面

から最下部まで拡張した、少なくともひとつの導電経路 28 を有し、少

なくともひとつの導電経路により最上部から最下部まで電気的に導通

されている。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A MEMS device comprising: a substrate having a top facing side and a bottom facing side, the top facing side including MEMS 
structure; andat least one conductive path extending through the substrate from the MEMS structure to the bottom facing side, 
the at least one conductive path being integral with and formed from substantially the same material as the MEMS structure. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6943448 
 

【発行日】20050913 
Akustica, Inc., Pittsburgh PA [US] 

  
多層メタル MEMS とその作製プロセス 

Multi-metal layer MEMS structure and process for making the same 
 

発明のポイント： 通常のＣＭＯＳプロセスを使用して作製した金属膜と犠牲層が交互に

積層された多層構造とその製法、その構造を用いたデバイスの製法に

関するものであって、これらを用いて、マイクロマシンメッシュ 24 を

作製する。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A structure, comprising: first, second and third stacked metal layers carried by a substrate, each of said metal layers have a 
micro-machined mesh formed in at least a portion thereof, each of said metal layers being supported by a sacrificial layer with 
the sacrificial layer removed in the area of said micro-machined meshes such that each micro-machined mesh is suspended at a 
height determined by the thickness of its respective underlying sacrificial layer; and a material for sealing the micro-machined 
mesh formed in said second metal layer to form a membrane and wherein said micro-machined mesh in said first metal layer 
functions as a lower electrode and wherein said micro-machined mesh of said third metal layer functions as an upper electrode. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6951768 
 

【発行日】20051004 
HRL Laboratories, LLC, Malibu CA [US] 

  
単結晶、二層ウエハ、基板の突起を有する 

トンネリングセンサーまたはスイッチ、 

およびそれらの製法 
Single crystal, dual wafer, tunneling sensor or switch with substrate 

protrusion and a method of making same 
 

発明のポイント： MEMS スイッチ、トンネリングセンサーの製法に関するもので、カンチ

レバー状のビーム構造 12-2、ひとつのつがい構造が第一の基板または

ウエハに形成されて、第二の基板またはウエハには少なくともひとつ

のコンタクト構造、ひとつのつがい構造が形成されている。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of making a MEMSwitch or tunneling sensor comprising the steps of: (a) defining a cantilevered beam structure and 
a mating structure on a first substrate or wafer; (b) forming at least one contact structure and a mating structure on a second 
substrate or wafer, the mating structure on the second substrate or wafer being of a complementary shape to the mating 
structure on the first substrate or wafer, at least one of the two mating structures including a protrusion extending from the 
substrate or wafer from which the at least one protrusion is defined; (c) positioning the mating structure of the first substrate or 
wafer into a confronting relationship with the mating structure of the second substrate or wafer; (d) bonding a layer associated 
with said mating structure on the first substrate or wafer with a layer associated with the mating structure on the second 
substrate or wafer; (e) removing at least a portion of the first substrate or wafer to release the cantilevered beam structure. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6953982 
 

【発行日】20051011 
California Institute of Technology, Pasadena CA [US] 

  
フレキシブル基板に対応した MEMS 
Flexible skin incorporating MEMS technology 

 
発明のポイント： ポリイミド膜に内包されたシリコンの島状態からなるフレキシブルな

スキン状構造 220 であって、シリコンの島状態には MEMS デバイスが含

まれており、お互いにポリイミド膜（好ましくは 1～100μｍ厚）によ

り結合されている。 

【発明相応図】2C 

 

 

 

【従来図】1c 

 

 

【クレーム 1】 

1. A flexible microelectronic device, comprising: a first silicon island, having portions of sidewalls which are substantially 
vertical, and having a first sidewall and a top surface;a second silicon island, also having portions of sidewalls which are 
substantially vertical, and also having a top surface, said second silicon island having a first side wall which is facing but spaced 
from said first sidewall of said silicon island;an aluminum contact layer, coupled to said top surface of said first silicon island, 
and coupled to said top surface of said second silicon island, and extending across a gap between said first and second silicon 
island and aligned with said gap and covering an entire area between said first and second silicon islands; anda protective layer, 
covering a top and bottom surface of said aluminum contact layer. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6956268 
 

【発行日】20051018 
Reveo, Inc., Elmsford NY [US] 

  
MEMS および MEMS の作製方法 
MEMS and method of manufacturing MEMS 

 
発明のポイント： MEMS 及び MEMS100 の製法に関するもので、とりわけ垂直方向に集積し

たものであり、これらの集積化は好ましくはウエハレベルで行われ、

基板に結合した MEMS 上に複数の MEMS が形成されるものである。 

【発明相応図】FP 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A MEMS layer, wherein said MEMS layer is part of a multilayer MEMS device, wherein the MEMS layer prior to fabrication 
of the MEMS on the layer is selectively bonded to a substrate layer, wherein selective bonding includes at least one region of 
strong bonding and at least one region of weak bonding at the interface of the MEMS layer and the substrate layer, wherein a 
plurality of MEMS are formed upon or within the surface of the MEMS layer at the region of weak bonding, and further wherein 
the MEMS layer is removable from the substrate by debonding primarily at the strong bond region. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6956274 
 

【発行日】20051018 
Analog Devices, Inc., Norwood MA [US] 

  
TiW、白金配線およびその作製方法 

TiW platinum interconnect and method of making the same 
 

発明のポイント： 集積化MEMSの電気的コンタクト構造に使用されるメタルスタック構造

に関するものであり、スタック構造はＴｉＷ密着層兼バリア膜 406 と

その最上部に形成された白金 408 からなり、白金は酸化膜ハードマス

クを用いて、まずウェットエッチングを行い、その後、スパッタエッ

チングを用いて形成する。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A metallization stack in an integrated MEMS device, the metallization stack comprising: a substrate having an electrically 
conductive structure; a field oxide, having a contact hole therein, formed over said substrate; a silicide layer formed in said 
contact hole of said field oxide; a titanium-tungsten layer, formed directly on said silicide layer, to operatively contact said 
electrically conductive structure in said substrate; and an integral platinum layer; said integral platinum layer having a first 
portion formed directly on said titanium-tungsten layer; said integral platinum layer having a second portion formed directly on 
said field oxide; said silicide layer, said titanium-tungsten layer, and said integral platinum layer, together, forming an electrical 
connection to said electrically conductive structure. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6958123 
 

【発行日】20051025 
Reflectivity, INC, Sunnyvale CA [US] 

  
圧縮流体による犠牲材料の除去方法 

Method for removing a sacrificial material with a compressed fluid 
 

発明のポイント： 基板 10 上に有機化合物（犠牲層）を堆積させ、その後、その上に前記

有機化合物とは別の材料を追加形成し、有機化合物層を高圧の流体で

除去する。また、この有機化合物の除去の後に高圧流体で貼り付き防

止層を形成することも含まれる。 

【発明相応図】1E 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method comprising: depositing an organic material on a substrate; depositing additional material different from said 
organic material after depositing the organic material; and removing the organic material with a compressed fluid; wherein the 
released and movable additional material forms a micromirror for a display system or optical switch. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6960488 
 

【発行日】20051101 
The Regents of the University of California, Oakland CA [US] 

  
電気的に分離された微細に作製された 

高アスペクト比デバイスの製造方法 
Method of fabricating a microfabricated high aspect ratio device with 

electrical isolation 
 

発明のポイント： 垂直方向の大きいアスペクト・レシオを有し、構造物領域と回路領域

の電気的な分離性を有するマイクロデバイス 10 に関するもので、ひと

つの基板 18 に形成され、構造物領域と回路領域の導通部 64 を有する

ものである。 

【発明相応図】FP 

 
 【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of fabricating a microelectromechanical system, comprising: providing a substrate having a device layer including 
single-crystal silicon, a handle layer and a sacrificial layer between the device layer and the handle layer; etching a first trench 
in the single-crystal silicon; depositing a dielectric isolation layer in the first trench to form an isolation trench; after depositing 
the dielectric isolation layer, etching a second trench in the single-crystal silicon, the second trench defining a microstructure 
including a plurality of elements laterally anchored to the isolation trench such that the isolation trench provides electrical 
isolation for the anchored elements of the microstructure from each other; and removing a portion of the sacrificial layer, 
wherein the removed portion entirely undercuts the plurality of laterally anchored elements. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6960536 
 

【発行日】20051101 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart [DE] 

  
集積化マイクロデバイスの製造方法 
Method for producing integrated microsystems 

 
発明のポイント： マイクロシステム 1 の製法に関するもので、基板 3 上に形成され、そ

の第一の機能部 2 は導電層と補助層を含み、第一の機能部上には第二

の機械的な機能部 4（；第二の機械的機能部）を有し、第二の機能部は

第一の機能部上に形成された犠牲層上にまず形成されている。 

【発明相応図】1 

 
 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for producing an integrated microsystem, the method comprising: providing at least one silicon-germanium 
functional layer; providing at least one germanium sacrificial layer, wherein the at least one germanium sacrificial layer is at 
least partially removed in an etching solution, and a pH value of the etching solution is stabilized around a pH value of at least 
approximately 7 by using a buffer; and providing at least one open metal surface. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6961257 
 

【発行日】20051101 
Movaz Networks, Inc., Norcross GA [US] 

  
内容にアドレス可能なコントロールシステム 

Content addressable control system 
 

発明のポイント： MEMS 中に形成された、例えば、光学スイッチとして使用できる静電気

的なアクチュエーターのアレイ 140 にとりわけ応用可能なパルス幅変

調コントロールおよび駆動回路 144 であって、その高電位部は MEMS 素

子に垂直に配列された駆動セルを含む集積回路と結合されている。 

【発明相応図】3 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A content addressable arrayed control system, comprising a plurality of control cells each comprising a plurality of memory 
cells, each memory cell receiving a respective one of a plurality of data lines distributed to all of said control cells and a 
respective one of a plurality of timing lines distributed to all of said control cells, and a load line distributed only to one of the 
control cells of said plurality of control cells, each memory cell comprising: a 1-bit latch triggered by said load line to latch a 
signal on said respective data line; and a 1-bit comparator comparing an output of said latching circuit with a signal on said 
respective timing line and outputting a valid bit compare signal on an output line commonly connected to the comparators of all 
memory cells of said control cell, an address compare signal on said output line being valid only when all of said comparators of 
said control cell output valid bit compare signals. 
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(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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US6964882 
 

【発行日】20051115 
Analog Devices, Inc., Norwood MA [US] 

  
フリップボンディング技術を用いた 

複合 MEMS の製法 
Fabricating complex micro-electromechanical systems using a flip 

bonding technique 
 

発明のポイント： 複合MEMSを製造するためのフリップ・ボンディング技術であって、種々

の MEMS 構造が 2枚のウエハ 400,500 のそれぞれ前面に形成され、一方

のウエハが他方に、それぞれ前面を向い合わせてフリップ・ボンディ

ングされる。 

【発明相応図】6 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for fabricating a micro-electromechanical system, the method comprising: providing a first micromachined 
apparatus having a front side including at least one micromachined structure and raised offset structures built upon the front 
side;providing a second micromachined apparatus having a front side including at least one micromachined structure; 
andbonding the front side of the first micromachined apparatus and the front side of the second micromachined apparatus 
together, wherein one micromachined apparatus comprises a micro-electromechanical system wafer having micromachined 
mechanical and electrical components and the other micromachined apparatus comprises an integrated circuit wafer having 
micromachined integrated circuitry, and wherein the raised offset structures separate the micromachined structures of the first 
and second apparatuses by a predetermined distance, and wherein bonding the front side of the first micromachined apparatus 
and the front side of the second micromachined apparatus together comprises solder bump and gold compression between bond 
pads on the raised offset structures and the front side of the second micromachined apparatus. 

 

142



 

(22)には現実の出願日、 
(30)には優先権の基礎となったアメリカ以外の国の出願日(優先日)、 
(63)にはアメリカの継続出願(CP、CIP)の履歴が記載されています。 
また、(56)からは審査で引用された先行特許文献などを知ることができます。 
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EP1096259 
 

【発行日】20010502 
Samsung Electronics Co., Ltd.; 416, Maetan-dong, Paldal-gu; Suwon-city, Kyungki-do 

(KR) 
  

高真空下でパッケージされた 

マイクロジャイロスコープおよびその製法 
High-vacuum packaged microgyroscope and method for manufacturing the 

same 
 

発明のポイント： 信号処理の ASIC 回路が形成された基板 200とともにジャイロスコープ

13 が真空パッケージされている構造。 

【発明相応図】ＦＰ 

 

 

 

 

【従来図】1 

 

 

【クレーム 1】 

1. A high-vacuum packaged microgyroscope comprising:  
a first substrate (100) including a suspension structure (13) suspended over a groove cavity (150) formed at the center of one 
surface thereof, and inner and outer electrode pads (12); and  
a second substrate (200) including a signal processing circuit for sensing the motion of the suspension structure, an interconnect 
(22) for extracting electrodes of the signal processing circuit and the suspension structure of the second substrate to the outside, 
and inner and outer metal/semiconductor composite layers (24, 25) for vacuum sealing the first and second substrates; 
characterized in that the first and second substrates are placed such that the suspension structure (13) and the signal 
processing circuit thereof face each other, and then sealed by co-melting bond between the outer electrode pads and the outer 
metal/semiconductor composite layers (25), and between the inner electrode pads and the inner metal/semiconductor composite 
layers, to form a vacuum space in the groove cavity (150) which receives the suspension structure, so that the first and second 
substrates (100, 200) are grounded and the electrodes of the suspension structure and the signal processing circuits are 
extracted to the top of the second substrate through the interconnect (22).  
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EP1151962 
 

【発行日】20011107 
STMicroelectronics S.r.l.; Via C. Olivetti, 2; 20041 Agrate Brianza (Milano) (IT) 

  
MEMS が形成されたウエハどうしを 

電気的接続を取り積層する方法を提供する。 
Structure for electrically connecting a first body of semiconductor 

material overlaid by a second body of semiconductor material, composite 

structure using the electric connection structure, and manufacturing 

process thereof 
 

発明のポイント： 半導体材料の第二の基体 1 を上部に配置した第一の半導体材料の基体

10 と電気的接続を取る構造、電気的接続のための複合構造、およびそ

の製造プロセス 

【発明相応図】16 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. An electric connecting structure for connecting a first body (10) of semiconductor material overlaid by second body (1) of 
semiconductor material, characterized by:  
at least one plug region (3; 73, 62; 64) extending through a portion of said second body (1) and made of semiconductor material;  
at least one insulation region (2a, 6; 60a, 72a, 76; 65a, 66) surrounding laterally said plug region (3; 73, 62; 64); and  
at least one first electromechanical connection region (23) of electrically conductive material arranged between said first body 
(10) and said second body (1) and in electrical contact with said plug region (3; 73, 62; 64) and with conductive regions (15-19; 40) 
of said first body (10).  
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EP1361192 
 

【発行日】20031112 
Zarlink Semiconductor Limited; Cheney Manor; Swindon, Wiltshire SN4 2QW (GB) 

  
MEMS のコンタクトホールを 

メタルでコーティングする方法およびその応用 
METHODS OF METAL COATING CONTACT HOLES IN MEMS AND SIMILAR APPLICATIONS 

 
発明のポイント： 集積回路 2 上の絶縁膜に等方性エッチングでコンタクトホールを形成

し、そこに MEMS 用のメタル 12 のコーティングを行う。 

【発明相応図】FP 

  

              
            

 

  

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method of coating contact holes in MEMS and micro-machining applications, the method comprising:  
providing an insulating layer above an integrated circuit; providing a resist layer above the insulating layer;  
patterning and developing the resist layer in order to form at least one contact aperture in the resist layer;  
isotropically etching the insulating layer using the resist layer as a mask, so that a contact hole is formed in the insulating layer; 
and coating the walls of said contact hole with a layer of metal.  
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EP1460037 
 

【発行日】20040922 
SensoNor asa; PO Box 196; 3192 Horten (NO) 

  
多層デバイスおよびその製造方法 

A multi-layer device and method for producing the same 
 

発明のポイント： CMOS 回路やセンサーなどをひとつのウエハ上に形成し、それらが形成

されたキャビティをキャップウエハでカバーする。 

【発明相応図】FP 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for producing a multi-layer device, the method comprising the steps of:  
providing a substrate comprising a support region for supporting an electrical component in use;  
forming an electrically conductive bond layer on a surface of the substrate, the bond surrounding the support region;  
providing an encasing layer in contact with the bond layer, to encase the component between the substrate and the encasing 
layer; and  
bonding the encasing layer to the bond layer to form a sealed cavity enclosing the component.  
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EP1860418 
 

【発行日】20071128 
Sensirion AG; Laubisr?tistrasse 50 Postfach 235; 8712 St?fa (CH) 

  
SOI ウエハを用いて圧力センサーを作製する方法 
A method for fabricating a pressure sensor using SOI wafers 

 
発明のポイント： 集積回路が形成されたウエハ 1 上に、さらに SOI ウエハより作製した

圧力センサ 14 を積層する。 

【発明相応図】FP 

 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for fabricating a pressure sensor comprising the steps of 
providing a first wafer (1a) comprising integrated circuitry (2) thereon, 
providing a second wafer (14), and 
mounting said second wafer (14), or a chip prepared from said second wafer, on said first wafer (1a), 
said method being characterized by the step of 
electrically connecting said second wafer (14) to said circuitry (2) on said first wafer (1a). 
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WO200075762 
 

【発行日】20001214 
ASTRAZENECA AB [SE / SE] S-151 85 Södertälje (SE) (except US) 

MARNFELDT, Göran [SE / SE] AstraZeneca R & D Lund S-221 87 Lund (SE) (only US) 
  

シリコン基板上に作製した振動システム用 MEMS 
ELECTRICAL DEVICE 

 
発明のポイント： 集積回路のクロック信号発生器とその発生法に関するもので、シリ

コン基板 2と振動システム 4からなり、前記振動システムは表面マ

イクロマシーニング技術で作製された電気的に駆動する MEMS であ

る。 

【発明相応図】2 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

 1. A clock signal generator in an integrated circuit semiconductor device, comprising :  
a semiconductor substrate (2); 
an oscillator unit (4) which comprises at least one support member (10,12) which is 
fixed relative to the substrate (2), an oscillator arm (6) which is oscillatably disposed 
to the at least one support member (10,12) with regard a reference position, which 
oscillator arm (6) includes first and second conductive sections (6a, 6b) at positions 
extended from the at least one support member (10,12), and at least one biasing 
element (14,16) for biasing the oscillator arm (6) towards the reference position; 
a driver (18) which is disposed at the substrate (2) in spaced relation adjacent one of 
the conductive sections (6a) of the oscillator arm (6), which driver (18) is configured 
in use to drive the one of the conductive sections (6a) of the oscillator arm (6) towards 
or away therefrom when an electrical signal is applied thereto; 
a sensor (20) which is disposed at the substrate (2) in spaced relation adjacent the other 
of the conductive sections (6b) of the oscillator arm (6), which sensor (20) is 
configured in use to generate an electrical signal dependent upon the spacing of the 
other of the conductive sections (6b) of the oscillator arm (6) therefrom; 
loop circuitry (28) which in use receives the variable electrical signal generated by the 
sensor (20) and in response thereto applies an electrical signal to the driver (18) so as 
to cause oscillation of the oscillator arm (6) at the natural oscillating frequency of the 
oscillator arm (6); and 
a clock signal output (36), which is responsive to the variation in the variable electrical 
signal, generated by the sensor (20) so as to provide a clock signal. 
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WO200075999 
 

【発行日】20001214 
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON [SE / SE] S-126 25 Stockholm (SE) 

  
可変容量素子、ローパスフィルタ、 

電子機械スイッチ配置 
VARIABLE CAPACITANCE, LOW PASS FILTER AND MICRO-ELECTROMECHANICAL 

SWITCHING ARRANGEMENT 
 

発明のポイント： 可変型キャパシタ 10 で第一（11,11’）、第二の導電層（12,12’）、

並びに半導体層（14,14’）からなり、第一、第二の導電層は静電

気的に発生する力に対し、お互いに影響を受けるように配置してな

る。ローパス・フィルターや MEMS に用いることができる。 

【発明相応図】2 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

 1. A variable capacitance (10, lOa, lOb, lO'a, lO'b) comprising a first conductive layer (11,11'), a second conductive layer (12,12') and a 
semiconductor layer (14,14'), said first and second conductive layers (11,11', 12,12'a, 12'b) being arranged to be displaced relative each other 
under influence of an electrostatically generated force, characterised in, that said semiconductor layer (14,14') constitutes a voltage generator, 
which when exposed to a radiation, produces a voltage charging said first and second conductive layers (11,11', 12,12'a, 12'b) and induces 
said electrostatically generated force. 
 

 

160



161



WO200126136 
 

【発行日】20010412 
DELTA DANISH ELECTRONICS, LIGHT & ACOUSTICS [DK / DK] Venlighedsvej 4 DK-2970 Hørsholm (DK) 

(except US)／JANTING, Jacob [DK / DK] Slangerupgade 27 B, 1. tv. DK-3400 Hillerød (DK) (only 

US)／BRANEBJERG, Jens, Anders [DK / DK] Stumpedyssevej 9 DK-2970 Hørsholm (DK) (only US)／

ROMBACH, Pirmin [DE / DK] Christian X's Allé 92 DK-2800 Lyngby (DK) (only US) 
  

三次元マイクロシステムのカプセル化 
ENCAPSULATION FOR A THREE-DIMENSIONAL MICROSYSTEM 

 
発明のポイント： センサ、トランデューサ、アクチュエータ、MEMS などの３次マイク

ロシステム化に関するもので、外部の環境の影響を少なくするため

に、マイクロシステムの少なくとも外面に形成された第一の材料の

上に第二の材料をコートする。 

【発明相応図】4 

   

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. An encapsulation for a three-dimensional microsystem having an outer surface, said encapsulation covering at least part of the outer 
surface, the encapsulation comprising -a first layer of a first material, said first layer defining a first interface region with the outer surface of 
the three-dimensional microsystem, -a second layer of a second material having an outer surface, said second layer being held by the first 
layer and defining a second interface region with said first layer, wherein the shortest distance between the first and second interface regions 
is essentially constant, and wherein the shortest distance between the first interface region and the outer surface of the second layer is 
essentially constant and between 5 um and 500 pm.  
 

 

162



163



WO200241622 
 

【発行日】20020627 
TECHNION RESEARCH & DEVELOPMENT FOUNDATION LTD. [IL/ IL] Technion City, 32000 Haifa (IL) (except 

US)／RAFAEL - ARMAMENT DEVELOPMENT AUTHORITY LTD. [IL/ IL] P.O. Box 2250, 31021 Haifa (IL)

／NEMIROVSKY, Yael [IL/ IL] Rehov Golda Meir 7, 34982 Haifa (IL) (only US)／DEGANI, Ofir [IL/ 

IL] Rehov Eli Cohen 37/16, 78306 Ashkelon (IL) (only US) ／ SETER, Dan [IL/ IL] Rehov 

Tchernichovsky 51/4, 35704 Haifa (IL) (only US)／SOCHER, Eran [IL/ IL] Rehov Burla 42, 69364 

Tel-Aviv (IL) (only US) 
  

増強変調された統合化微分光学センシングを用い

たマイクロマシンセンサのセンス法および装置 
METHOD AND APPARATUS FOR MICRO-MACHINED SENSORS USING ENHANCED 

MODULATED INTEGRATIVE DIFFERENTIAL OPTICAL SENSING 
 

発明のポイント： MEMS 部とセンサ部の距離を検知するためのデバイス及び方法に関

するもので、検知は光学的に行い、MEMS はフォトダイオードアレイ

と読取り回路からなる CMOS チップに MEMS のグリッド 44 を前記フ

ォトダイオード 42 が位置合せされてボンディングされている。 

【発明相応図】3a 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

 1. A microsensor system, comprising integrated on a single chip - a thermally insulated semiconductor structure (11, 21,31,51) including a 
eatable area, - at least one electrode (16,25,35,47) on said eatable area, - a microheater (13,23,33,43,44) for heating said eatable area, and - at 
least one first integrated circuit for controlling power and/or tempera ture of said microheater and/or temperature of said eatable area. 
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WO200250528 
 

【発行日】20020718 
EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH [CH/ CH] Physical Electronics Laboratory, ETH 

Hönggerberg HPT-H6, CH-8093 Zürich (CH) (except US)／BALTES, Henry [CH/ CA] Hauswiesenstrasse 

1, CH-8049 Zürich (CH) (only US)／BARRETTINO, Diego [CH/ IT] Axenstrasse 4, CH-6454 Flüelen 

(CH) (only US)／GRAF, Markus [CH/ DE] Am Börtli 17, CH-8049 Zürich (CH) (only US)／HAGLEITNER, 

Christoph [CH/ AT] Reservoirstrasse 4, CH-8304 Wallisellen (CH) (only US)／HIERLEMANN, Andreas 

[CH/ DE] Im Wingert 5, CH-8049 Zürich (CH) (only US) 
  

マイクロセンサおよびワンチップに集積された 

マイクロセンサシステム 
MICROSENSOR AND SINGLE CHIP INTEGRATED MICROSENSOR SYSTEM 

 
発明のポイント： ガスセンサに関するもので、センサ、とりわけ、抵抗膜センサが楕

円状か多角形状のマイクロヒーターが付属しており、それらがワン

チップに集積されている。マイクロセンサは熱的に絶縁された半導

体構造の上に形成されている。 

【発明相応図】2 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

 1. A micro machined accelerometer package including: a chip having a top surface and a bottom surface and having a micro machined 
accelerometer formed in the chip, the accelerometer including a mass cantilevered from the remainder of the chip to be movable out of the 
plane of the chip; a first hollow molded cap bonded to the top surface over at least part of the accelerometer to define a first cavity into which 
the cantilevered mass may move, wherein the first molded cap has been bonded to the chip at the wafer stage prior to separation of the wafer 
into individual chips. 
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WO200293122 
 

【発行日】20020523 
ROBERT BOSCH GMBH [DE/ DE] Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE) (except US)

RUDHARD, Joachim [DE/ DE] Langwiesenstr. 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen (DE) 

(only US) 

HEYERS, Klaus [DE/ DE] Robert-Koch-Strasse 37, 72766 Reutlingen (DE) (only US) 
  

センサ配列、とりわけ微小機械センサ配列 
SENSOR ARRANGEMENT, IN PARTICULAR MICRO-MECHANICAL SENSOR 

ARRANGEMENT 
 

発明のポイント： MEMS センサ 1の配列方法とその製造技術に関するものであり、セン

サ部 2、センサ部をハーメチックシールドするカバー部 3からなる。

カバー部には電子回路が集積され、センサと電気的に接続され、セ

ンサの信号を解析する。 

【発明相応図】2 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

 1. A micro-opto-electro-mechanical system for measuring the acceleration of a platform along a fixed axis, using partially integrated mode 
enhanced modulated integrative differential optical sensing, said system comprising: a CMOS chip comprising at least two integrated arrays 
of photodiode illumination detectors and analog readout electronics ; a frame affixed to said CMOS chip ; an LED mounted above said 
frame, providing illumination for said photodiode detectors ; a sensing proof-mass, elastically suspended by a set of beams fixed to said 
frame; a grid of slits integrally formed with said sensing proof-mass, and being orthogonal to said fixed acceleration axis, such that when 
said system is at rest, said grid evenly and partially covers each said array of photodiodes, so that equal amounts of light illuminate each of 
said arrays and equal photocurrents are measured at each of said arrays, and when said platform accelerates, said sensing proof-mass is 
displaced along said fixed acceleration axis, thereby increasing the exposed area of one of said arrays of photodiodes to illumination, while 
decreasing the exposed area of the second of said arrays of photodiodes, and increasing a resulting differential photocurrent from said arrays 
of photodiodes, said differential photocurrent being proportional to the displacement and therefore to the acceleration, thus providing a 
measurement of the acceleration of said platform. 
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WO200378301 
 

【発行日】20030925 
QINETIQ LIMITED [GB/ GB] 85 Buckingham Gate, London SW1E 6PD (GB) (except US) 
BRUNSON, Kevin, Michael [GB/ GB] c/o QINETIQ, Malvern Technology Centre, St Andrews Road, 
Malvern, Warwickshire WR14 3PS (GB) (only US)／BUNYAN, Robert, John, Tremayne [GB/ GB] c/o 
QINETIQ, Malvern Technology Centre, St Andrews Road, Malvern, Warwickshire WR14 3PS (GB) (only 
US)／HAMILTON, David, James [GB/ GB] c/o QINETIQ, Malvern Technology Centre, St Andrews Road, 
Malvern, Warwickshire WR14 3PS (GB) (only US)／McNIE, Mark, Edward [GB/ GB] c/o QINETIQ, Malvern 
Technology Centre, St Andrews Road, Malvern, W rwickshire WR14 3PS (GB) (only US) a

  
センサ素子と JFET が電気的に接続された 

MEMS の製法 
MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

 
発明のポイント： センサー素子が結合された MEMS、およびセンサー1と JFET2 が電気

的に導通した前記 MEMS の製法に関するもので、JFET は MEMS とモノ

リシックに基板に形成され、センサー素子とワイヤボンドで電気的

な接続を得ることが可能である。 

【発明相応図】8 

 

 
【従来図】なし 

【クレーム 1】 

 1. A method of fabricating a micro-electromechanical system (MEMS) incorporating a sensing element and a junction field-effect transistor 
(JFET) electrically connected to the sensing element, the method comprising the steps of : (a) forming a first layer of electrically insulating 
barrier material on a surface of a substrate; (b) patterning the first layer so as to expose a first region of the substrate; (c) doping by ion 
implantation the first region of the substrate to form a well region of the JFET ; (d) forming a second layer of barrier material on the surface 
of both the first layer and the first region of the substrate; (e) patterning the barrier material so as to expose a part of the first region of the 
substrate; doping by ion implantation the exposed part of the first region of the substrate to form source and drain contact areas of the JFET; 
(g) patterning the barrier material so as to expose a second region of the substrate; and (h) doping by ion implantation the second region of 
the substrate to form gate and substrate contact areas of the JFET in a single implantion step.  
 

2 1 
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WO2004109163  
【発行日】20040715 

WIJNGAART, Wouter van der [BE/ SE] Surbrunnsgatan 2, S-114 21 Stockholm (SE)

STEMME, Göran [SE/ SE] Ruddammsvägen 31 B, S-114 21 Stockholm (SE) 

RIDGEWAY, Anthony, S. [US/ US] 12481 160th Street, What Cheer, IA 50268 (US) 
  

高流速圧力計用ナイフ状マイクロバルブ 
A MICROMACHINED KNIFE GATE VALVE FOR HIGH-FLOW PRESSURE REGULATION 

APPLICATIONS 
 

発明のポイント： 高流速の圧力計に用いられるマイクロバルブに関するもので、第一

の基板 650 とその上に設けられた第二の基板 660 からなり、その間

がチャンネル 640 となる。バイモルフのアクチュエータ 610 で駆動

するナイフ状のゲート 600 で流速を制御する。 

【発明相応図】6a 

 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

We claim : 1. A memory system comprising a plurality of MEM memory cells arranged in an array, wherein each of the plurality of MEM 
memory cells is configured for storing a charge therein.  
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WO200459652 
 

【発行日】20041216 
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION [US/ US] T.J. Watson Research 

Center, P.O. Box 218, Yorktown Heights, NY 10598 (US) (except US) 

HSU, Louis, L. [US/ US] 7 Crosby Court, Fishkill, NY 12524 (US) (only US) 

WANG, Li-Kong [US/ US] 2 Morgan Court, Montvale, NJ 07645 (US) (only US) 
  

マイクロマシン電子機械ランダムアクセスメモリ

およびその製法 
MICROMACHINED ELECTROCHEMICAL (MEM) RANDOM ACCESS MEMORY ARRAY AND 

METHOD OF MAKING SAME 
 

発明のポイント： MEMS を用いた RAM(ランダムアクセスメモリ)300 とその製法に関す

るもので、MEMS スイッチと容量素子のアレイが集積されたものであ

る。MEMS スイッチは記憶情報を読み込むために第一の部位から第二

の部位に移動する機能を有する。 

【発明相応図】3 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

 1. A microvalve for providing flow regulation suitable for use in a microsystem comprising; a first substrate layer defining a first plane; a 
second layer disposed over the first substrate layer cooperating with the first substrate layer to form a flow duct through which the flow 
traverses thereby defining a direction of main flow; an obstruction element defined by the second layer for obstructing the flow, said 
obstruction element being displaceable in a second plane substantially perpendicular to the direction of main flow and out of plane with 
respect to the first substrate layer; and actuator means operative on the obstruction element for controllably displacing the obstruction 
element to regulate the flow.  
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掲載特許一覧表　US 特許番号順

特許番号 権利者 タイトル タイトル和訳 発行日
US6082208 Sandia Corporation,

Albuquerque NM [US]
Method for fabricating five-level
microelectromechanical
structures and
microelectromechanical
transmission formed

五層MEMS構造の作製法および作
製された電子機械式トランスミッショ
ン装置

20000704

US6136630 The Regents of the
University of Michigan, Ann
Arbor MI [US]

Method of making a
micromechanical device from a
single crystal semiconductor
substrate and monolithic sensor
formed thereby

単結晶半導体基板からのＭＥＭＳ作
製方法及びモノリシックに形成され
たセンサー

20001024

US6362512 Xerox Corporation, Stamford
CT [US]

Microelectromechanical
structures defined from silicon
on insulator wafers

ＳＯＩウエハより形成された電子機械
構造

20020326

US6436794 Hewlett-Packard Company,
Palo Alto CA [US]

Process flow for ARS mover
using selenidation wafer bonding
before processing a media side
of a rotor wafer

ローターウエハの記録側のプロセス
以前にセレン化ウエハボンディング
法を用いるARS移動子のプロセスフ
ロー

20020820

US6440820 Hewlett Packard Company,
Palo Alto CA [US]

Process flow for ARS mover
using selenidation wafer bonding
after processing a media side of
a rotor wafer

ローターウエハの記録側の形成後
にセレン化ウエハボンディング法を
用いるARS移動子のプロセスフロー

20020827

US6479320 Raytheon Company,
Lexington MA [US]

Vacuum package fabrication of
microelectromechanical system
devices with integrated circuit
components

MEMSデバイスと集積回路部品との
真空パッケージ形成法

20021112

US6512300 Raytheon Company,
Lexington MA [US]

Water level interconnection ウエハレベル配線 20030128

US6531331 Sandia Corporation,
Albuquerque NM [US]

Monolithic integration of a
MOSFET with a MEMS device

MOSFETとMEMSデバイスのモノリ
シック集積化

20030311

US6559530 Raytheon Company,
Lexington MA [US]

Method of integrating MEMS
device with low-resistivity
silicon substrates

低抵抗率シリコン基板を用いた
MEMSの集積化法

20030506

US6624003 Teravicta Technologies, Inc.,
Austin TX [US]

Integrated MEMS device and
package

集積化MEMSとそのパッケージ 20030923

US6633079 Raytheon Company,
Lexington MA [US]

Wafer level interconnection ウエハレベル配線 20031014

US6648453 Silverbrook Research Pty
Ltd, Balmain [AU]

Ink jet printhead chip with
predetermined micro-
electromechanical systems

あらかじめ定められたMEMS高さに
よるインクジェットプリントヘッド

20031118

US6667558 The Regents of the
University of Michigan, Ann
Arbor MI [US]

Module and method of making
same

モジュールおよびその製法 20031223

US6673697 Intel Corporation, Santa
Clara CA [US]

Packaging
microelectromechanical

電子機械構造のパッケージ法 20040106

US6674159 Sandia National
Laboratories, Albuquerque
NM [US]

Bi-level microelectronic device
package with an integral window

集積化された開口部を有する二層
のマイクロエレクトロニクスデバイス

20040106

US6750521 Delphi Technologies, Inc.,
Troy MI [US]

Surface mount package for a
micromachined device

マイクロマシンデバイスの表面マウ
ントパッケージ法

20040615

US6750775 個人 Integrated sensor having
plurality of released beams for
sensing acceleration and
associated methods

加速度を関知するための複数の開
放された梁（ビーム）を有する集積化
センサーおよびその分離法

20040615

US6756138 Sensonor ASA, Horten [NO] Micro-electromechanical
devices

センサ用MEMS、および、数層の基
板から作製される方法

20040629

US6767757 Samsung Electronics
Company, Ltd., Suwon-si
[JP]

High-vacuum packaged
microgyroscope and method for
manufacturing the same

高真空下でパッケージされたマイク
ロジャイロスコープおよびその製法

20040727

US6770503 The Charles Stark Draper
Laboratory, Inc., Cambridge
MA [US]

Integrated packaging of
micromechanical sensors and
associated control circuits

微小機械センサの集積化パッケー
ジおよびそのコントロール法

20040803

US6770569 Freescale Semiconductor,
Inc., Schaumburg IL [US]

Low temperature plasma Si or
SiGe for MEMS applications

MEMS応用の低温プラズマSiおよび
SIGe

20040803
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掲載特許一覧表　US 特許番号順

特許番号 権利者 タイトル タイトル和訳 発行日
US6773566 Nanolytics, Inc., Raleigh NC

[US]
Electrostatic actuators for
microfluidics and methods for
using same

マイクロ流体用静電アクチュエータ
およびその製法

20040810

US6774327 Agilent Technologies, Inc.,
Palo Alto CA [US]

Hermetic seals for electronic
components

電子部品のハーメチックシール 20040810

US6780672 Lockheed Martin
Corporation, Bethesda MD
[US]

Micro eletro-mechanical
component and system
architecture

微小電子機械部品およびそのシス
テム構成

20040824

US6784028 Nantero, Inc., Woburn MA
[US]

Methods of making
electromechanical three-trace
junction devices

電子機械式スリートレイス接合デバ
イスの製法

20040831

US6787804 AU Optronics Corporation,
Hsin-Chu [TW]

Semiconductor acceleration
sensor

半導体加速度センサ 20040907

US6793829 Honeywell International Inc.,
Morristown NJ [US]

Bonding for a micro-electro-
mechanical system (MEMS) and
MEMS based devices

MEMSのボンディングおよびMEMS
ベースデバイス

20040921

US6794725 Xerox Corporation, Stamford
CT [US]

Amorphous silicon sensor with
micro-spring interconnects for
achieving high uniformity in
integrated light-emitting sources

集積化された発光源で高均一性を
得るため　マイクロスプリング配線を
有するアモルファスシリコンセンサー

20040921

US6800912 Corporation for National
Research Initiatives, Reston
VA [US]

Integrated electromechanical
switch and tunable capacitor and
method of making the same

集積化された電子機械式スイッチと
可変キャパシタおよびその製法

20041005

US6808955 Intel Corporation, Santa
Clara CA [US]

Method of fabricating an
integrated circuit that seals a
MEMS device within a cavity

キャビティを有するＭＥＭＳデバイス
をシールした集積回路の製法

20041026

US6829814 Delphi Technologies, Inc.,
Troy MI [US]

Process of making an all-silicon
microphone

オールシリコン製マイクロフォンの製
法

20041214

US6829937 VTI Holding Oy, [FI] Monolithic silicon acceleration
sensor

モノリシックシリコン加速度センサ 20041214

US6835589 International Business
Machines Corporation,
Armonk NY [US]

Three-dimensional integrated
CMOS-MEMS device and
process for making the same

三次元に集積化されたCMOS-
MEMSデバイスおよびその製法

20041228

US6841453 STMicroelectronics S.r.l.,
Agrate Brianza [IT]

Process for manufacturing
integrated devices having
connections on a separate
wafer, and integrated device
thus obtained

分離ウエハ上に接続を有する集積
デバイスを作製するためのプロセス
およびその方法で得られた集積化
デバイス

20050111

US6841838 HRL Laboratories, LLC,
Malibu CA [US]

Microelectromechanical
tunneling gyroscope and an
assembly for making a
microelectromechanical
tunneling gyroscope therefrom

MEMS式トンネリングジャイロスコー
プおよびMEMS式トンネリングジャイ
ロスコープを作製するためのアッセ
ンブリ

20050111

US6844623 Sandia Corporation,
Albuquerque NM [US]

Temporary coatings for
protection of microelectronic
devices during packaging

パッケージ中のマイクロエレクトロニ
クスデバイスの一時的な保護膜

20050118

US6844959 Reflectivity, Inc, Sunnyvale
CA [US]

Spatial light modulators with light
absorbing areas

光吸収域を有する空間的な光変調
器

20050118

US6846690 STMicroelectronics S.A.,
Montrouge [FR]

Integrated circuit comprising an
auxiliary component, for example
a passive component or a
microelectromechanical system,
placed above an electronic chip,
and the corresponding
fabrication process

電子チップ上に配置された、例えば、20050125

US6861205 Battelle Memorial Institute,
Richland WA [US]

Three dimensional
microstructures and method of
making

三次元微細構造およびその製法 20050301

US6861277 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.,
Houston TX [US]

Method of forming MEMS device MEMSデバイスの作製法 20050301
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US6865944 Honeywell International Inc.,

Morristown NJ [US]
Methods and systems for
decelerating proof mass
movements within MEMS
structures

MEMS構造中の試験質量の減速方
法とそのシステム

20050315

US6878626 Analog Devices, Inc.,
Norwood MA [US]

TiW platinum interconnect and
method of making the same

TiW、白金配線およびその作製方法 20050412

US6892582 Hitachi, Ltd., Tokyo [JP]
Hitachi Car Engineering
Company, Ltd., Hitachinaka
[JP]

Semiconductor pressure sensor
and pressure sensing device

半導体圧力センサーおよび圧力感
知デバイス

20050517

US6897551 SAES Getters, S.p.A., Milan
[IT]

Support for microelectronic,
microoptoelectronic or
micromechanical devices

マイクロエレクトロニクス、マイクロ
フォトエレクトロニクス、または微小
機械デバイス

20050524

US6900072 Reflectivity, Inc., Sunnyvale
CA [US]

Method for making a
micromechanical device by using
a sacrificial substrate

犠牲用基板を使用した微小機械デ
バイスの製造方法

20050531

US6906392 paragon, Delbruck [DE] Micromechanical component 微小機械部品 20050614

US6906847 Reflectivity, INC, Sunnyvale
CA [US]

Spatial light modulators with light
blocking/absorbing areas

光遮蔽・吸収域を有する空間光変調
器

20050614

US6906850 Texas Instruments
Incorporated, Dallas TX

Capacitively coupled micromirror 容量結合型マイクロミラー 20050614

US6912082 Palo Alto Research Center
Incorporated, Palo Alto CA
[US]

Integrated driver electronics for
MEMS device using high voltage
thin film transistors

高電圧薄膜トランジスタを用いたＭ
ＥＭＳデバイス用の集積化駆動エレ
クトロニクス

20050628

US6916728 Freescale Semiconductor,
Inc., Schaumburg IL [US]

Method for forming a
semiconductor structure through
epitaxial growth

エピタキシャル成長による半導体構
造の形成方法

20050712

US6917459 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.,
Houston TX [US]

MEMS device and method of
forming MEMS device

MEMSデバイスおよびMEMSデバイ
スの形成方法

20050712

US6927482 General Electric Company,
Plainville CT [US]

Surface mount package and
method for forming multi-chip
microsensor device

表面マウントパッケージおよびマル
チチップセンサーデバイスの形成方
法

20050809

US6930368 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.,
Houston TX [US]

MEMS having a three-wafer
structure

三層のウエハ構造を有するMEMS 20050816

US6933163 Analog Devices, Inc.,
Norwood MA [US]

Fabricating integrated micro-
electromechanical systems using
an intermediate electrode layer

中間電極層を用いた集積化MEMS
の製造方法

20050823

US6936491 Robert Bosch GmbH,
Stuttgart [DE]

Method of fabricating
microelectromechanical systems
and devices having trench
isolated contacts

MEMSの製造方法およびトレンチ分
離コンタクトを有するデバイス

20050830

US6936918 Analog Devices, Inc.,
Norwood MA [US]

MEMS device with conductive
path through substrate

基板に導通路を有するMEMSデバイ
ス

20050830

US6943448 Akustica, Inc., Pittsburgh PA
[US]

Multi-metal layer MEMS
structure and process for
making the same

多層メタルMEMSとその作製プロセ
ス

20050913

US6951768 HRL Laboratories, LLC,
Malibu CA [US]

Single crystal, dual wafer,
tunneling sensor or switch with
substrate protrusion and a
method of making same

単結晶、二層ウエハ、基板の突起を
有するトンネリングセンサーまたは
スイッチ、およびそれらの製法

20051004

US6953982 California Institute of
Technology, Pasadena CA
[US]

Flexible skin incorporating MEMS
technology

フレキシブル基板に対応したMEMS 20051011

US6956268 Reveo, Inc., Elmsford NY
[US]

MEMS and method of
manufacturing MEMS

MEMSおよびMEMSの作製方法 20051018

US6956274 Analog Devices, Inc.,
Norwood MA [US]

TiW platinum interconnect and
method of making the same

TiW、白金配線およびその作製方法 20051018

US6958123 Reflectivity, INC, Sunnyvale
CA [US]

Method for removing a sacrificial
material with a compressed fluid

圧縮流体による犠牲材料の除去方
法

20051025
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US6960488 The Regents of the

University of California,
Oakland CA [US]

Method of fabricating a
microfabricated high aspect ratio
device with electrical isolation

電気的に分離された微細に作製さ
れた高アスペクト比デバイスの製造
方法

20051101

US6960536 Robert Bosch GmbH,
Stuttgart [DE]

Method for producing integrated
microsystems

集積化マイクロデバイスの製造方法 20051101

US6961257 Movaz Networks, Inc.,
Norcross GA [US]

Content addressable control
system

内容にアドレス可能なコントロール
システム

20051101

US6964882 Analog Devices, Inc.,
Norwood MA [US]

Fabricating complex micro-
electromechanical systems using
a flip bonding technique

フリップボンディング技術を用いた複
合ＭＥＭＳの製法

20051115
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EP1096259 Samsung Electronics Co.,

Ltd.; 416, Maetan-dong,
Paldal-gu; Suwon-city,
Kyungki-do (KR)

High-vacuum packaged
microgyroscope and method
for manufacturing the same

高真空下でパッケージされたマ
イクロジャイロスコープおよびそ
の製法

20010502

EP1151962 STMicroelectronics S.r.l.;
Via C. Olivetti, 2; 20041
Agrate Brianza (Milano)
(IT)

Structure for electrically
connecting a first body of
semiconductor material
overlaid by a second body of
semiconductor material,
composite structure using the
electric connection structure,
and manufacturing process
th f

MEMSが形成されたウエハどうし
を電気的接続を取り積層する方
法を提供する

20011107

EP1361192 Zarlink Semiconductor
Limited; Cheney Manor;
Swindon, Wiltshire SN4
2QW (GB)

METHODS OF METAL
COATING CONTACT HOLES
IN MEMS AND SIMILAR
APPLICATIONS

MEMSのコンタクトホールをメタ
ルでコーティングする方法および
その応用

20031112

EP1460037 SensoNor asa; PO Box
196; 3192 Horten (NO)

A multi-layer device and
method for producing the

多層デバイスおよびその製造方
法

20040922

EP1860418 Sensirion AG; Laubisrü
tistrasse 50 Postfach 235;
8712 Stäfa (CH)

A method for fabricating a
pressure sensor using SOI
wafers

SOIウエハを用いて圧力セン
サーを作製する方法

20071128
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WO200075762 ASTRAZENECA AB [SE / SE]

S-151 85 Södertälje (SE)
(except US)
MARNFELDT, Göran [SE / SE]
AstraZeneca R & D Lund S-
221 87 Lund (SE) (only US)

ELECTRICAL DEVICE シリコン基板上に作製した振動シス
テム用ＭＥＭＳ

20001214

WO200075999 TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON [SE / SE] S-126
25 Stockholm (SE)

VARIABLE CAPACITANCE, LOW
PASS FILTER AND MICRO-
ELECTROMECHANICAL
SWITCHING ARRANGEMENT

可変容量素子、ローパスフィルタ、
電子機械スイッチ配置

20001214

WO200126136 DELTA DANISH
ELECTRONICS, LIGHT &
ACOUSTICS [DK / DK]
Venlighedsvej 4 DK-2970 Hø
rsholm (DK) (except US)
JANTING, Jacob [DK / DK]
Slangerupgade 27 B, 1. tv. DK-
3400 Hillerød (DK) (only US)
BRANEBJERG, Jens, Anders
[DK / DK] Stumpedyssevej 9
DK-2970 Hørsholm (DK) (only
US)
ROMBACH, Pirmin [DE / DK]
Christian X's Allé 92 DK-2800
L ngb (DK) (onl US)

ENCAPSULATION FOR A
THREE-DIMENSIONAL
MICROSYSTEM

三次元マイクロシステムのカプセル
化

20010412

WO200241622 TECHNION RESEARCH &
DEVELOPMENT FOUNDATION
LTD. [IL/ IL] Technion City,
32000 Haifa (IL) (except US)
RAFAEL - ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY
LTD. [IL/ IL] P.O. Box 2250,
31021 Haifa (IL)
NEMIROVSKY, Yael [IL/ IL]
Rehov Golda Meir 7, 34982
Haifa (IL) (only US)
DEGANI, Ofir [IL/ IL] Rehov Eli
Cohen 37/16, 78306 Ashkelon
(IL) (only US)
SETER, Dan [IL/ IL] Rehov
Tchernichovsky 51/4, 35704
Haifa (IL) (only US)
SOCHER, Eran [IL/ IL] Rehov
Burla 42, 69364 Tel-Aviv (IL)
(only US)

METHOD AND APPARATUS
FOR MICRO-MACHINED
SENSORS USING ENHANCED
MODULATED INTEGRATIVE
DIFFERENTIAL OPTICAL
SENSING

増強変調された統合化微分光学セ
ンシングを用いたマイクロマシンセン
サのセンス法および装置

20020627

WO200250528 EIDGENÖSSISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
ZÜRICH [CH/ CH] Physical
Electronics Laboratory, ETH H
önggerberg HPT-H6, CH-8093
Zürich (CH) (except US)
BALTES, Henry [CH/ CA]
Hauswiesenstrasse 1, CH-8049
Zürich (CH) (only US)
BARRETTINO, Diego [CH/ IT]
Axenstrasse 4, CH-6454 Flü
elen (CH) (only US)
GRAF, Markus [CH/ DE] Am B
örtli 17, CH-8049 Zürich (CH)
(only US)
HAGLEITNER, Christoph [CH/
AT] Reservoirstrasse 4, CH-
8304 Wallisellen (CH) (only US)
HIERLEMANN, Andreas [CH/
DE] Im Wingert 5, CH-8049 Zü
rich (CH) (only US)

MICROSENSOR AND SINGLE
CHIP INTEGRATED
MICROSENSOR SYSTEM

マイクロセンサおよびワンチップに
集積されたマイクロセンサシステム

20020718
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WO200293122 ROBERT BOSCH GMBH [DE/

DE] Postfach 30 02 20, 70442
Stuttgart (DE) (except US)
RUDHARD, Joachim [DE/ DE]
Langwiesenstr. 3, 70771
Leinfelden-Echterdingen (DE)
(only US)
HEYERS, Klaus [DE/ DE]
Robert-Koch-Strasse 37,
72766 Reutlingen (DE) (only

SENSOR ARRANGEMENT, IN
PARTICULAR MICRO-
MECHANICAL SENSOR
ARRANGEMENT

センサ配列、とりわけ微小機械セン
サ配列

20020523

WO200378301 QINETIQ LIMITED [GB/ GB]
85 Buckingham Gate, London
SW1E 6PD (GB) (except US)
BRUNSON, Kevin, Michael
[GB/ GB] c/o QINETIQ,
Malvern Technology Centre, St
Andrews Road, Malvern,
Warwickshire WR14 3PS (GB)
(only US)
BUNYAN, Robert, John,
Tremayne [GB/ GB] c/o
QINETIQ, Malvern Technology
Centre, St Andrews Road,
Malvern, Warwickshire WR14
3PS (GB) (only US)
HAMILTON, David, James [GB/
GB] c/o QINETIQ, Malvern
Technology Centre, St
Andrews Road, Malvern,
Warwickshire WR14 3PS (GB)
(only US)
McNIE, Mark, Edward [GB/ GB]
c/o QINETIQ, Malvern
Technology Centre, St
A d R d M l

MICRO-ELECTROMECHANICAL
SYSTEMS

センサ素子とJFETが電気的に接続
されたMEMSの製法

20030925

WO2004109163WIJNGAART, Wouter van der
[BE/ SE] Surbrunnsgatan 2, S-
114 21 Stockholm (SE)
STEMME, Göran [SE/ SE]
Ruddammsvägen 31 B, S-114
21 Stockholm (SE)
RIDGEWAY, Anthony, S. [US/
US] 12481 160th Street, What
Cheer, IA 50268 (US)

A MICROMACHINED KNIFE
GATE VALVE FOR HIGH-FLOW
PRESSURE REGULATION
APPLICATIONS

高流速圧力計用ナイフ状マイクロバ
ルブ

20040715

WO200459652 INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION
[US/ US] T.J. Watson
Research Center, P.O. Box
218, Yorktown Heights, NY
10598 (US) (except US)
HSU, Louis, L. [US/ US] 7
Crosby Court, Fishkill, NY
12524 (US) (only US)
WANG, Li-Kong [US/ US] 2
Morgan Court, Montvale, NJ
07645 (US) (only US)

MICROMACHINED
ELECTROCHEMICAL (MEM)
RANDOM ACCESS MEMORY
ARRAY AND METHOD OF
MAKING SAME

マイクロマシン電子機械ランダムア
クセスメモリおよびその製法

20041216
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ＭＥＭＳ／半導体の一体形成技術に関する 
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