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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 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／MEMS の高集積結合技術（主にパッケージング関連技術）」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、Samsung Electronics 社や ST Microelectronics
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／MEMS の高集積結合技術（主にパッケージ

ング関連技術）」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。 
 
2009 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』

(2009 年 3 月)等により収集した平成 12（2000）年～平成 20（2008）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／MEMS の高集積結合技術（主にパッケージング関連技術）に関する

特許情報に基づくものです。 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．総論 
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１．調査の概要 
 
（１）調査対象技術 

MEMS／MEMS の高集積結合技術に関する米国・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』(2009 年 3 月)
等により収集した平成 12（2000）～平成 20（2008）年末までに発行された海外特許情報う

ち、「MEMS／MEMS の高集積結合技術（主にパッケージング関連技術）」に該当する特許

情報を収録しています。 
 
（２）調査対象とした特許情報 

本資料集では、下記特許情報を調査の対象としました。 
① 米国特許（登録） 
② 欧州特許（ただし、英語表記の EP 公開に限定 
③ 特許協力条約（PCT）に基づく国際特許出願（WO 公開） 
調査総件数は 369 件で、抽出した件数は 40 件でした。 
 
なお、本資料集では、国内特許情報で表れてこない米国、欧州、PCT 特許情報を調査し、

主要企業の特徴をまとめることを目的としています。したがって、国内特許情報で見ること

ができる下記特許情報は調査対象としませんでした。 
・ PCT 出願（国際出願）に基づき、出願人が日本語翻訳を提出して我が国で日本語公開さ

れた特許情報（公表特許） 
・ 国内公開された出願（日本語）に基づいて、国内の出願人が優先権主張している海外（米

国、欧州、PCT）特許情報 
・ 日本以外の第一国出願であっても、我が国では日本語で公開された海外（米国、欧州、

PCT）特許情報 
 
（３）検索式 

国際特許分類（IPC）B81*（マイクロ構造技術）、B82（ナノ構造物）の論理 OR による検

索を行いました（*は前方一致検索の意味です）。いずれの IPC 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特許分類です。 
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２．技術傾向 
 

全体的な出願傾向としては、パッケージ技術、半導体プロセスにおける複数ウェーハ（ウェ

ーハレベルも含む）の接合技術、半導体プロセスにおける via の形態、接合技術の出願が多い

傾向です。将来の可能性を睨む半導体プロセスにおける複数ウェーハの自己組織化技術の出願

は、今回の調査では見当たりませんでした。 
時系列的にはパッケージ技術関連の出願から半導体プロセスにおける複数ウェーハ（ウェー

ハレベルも含む）の接合技術、や半導体プロセスにおける via の形態、接合技術関連の出願が

多くなりつつあるように見えます。 
 

技術 内容 
パッケージ技術 
 

可動部を有する MEMS のパッケージでは、通常の半導体のパ

ッケージとは異なる要求があります。とりわけ、信頼性向上に

関するものが目立ちます。光 MEMS では、光の入射・出射を

可能にする透明部分が必要になります。 
半導体プロセスにおける

複数ウェーハ（ウェーハ

レベルも含む）の接合技

術 

MEMS や半導体集積回路などを形成したウェーハの上にカバ

ー（キャップ）基板を形成する技術が主になります。また、ウ

ェーハレベルでのパッケージの出願も当然あり、その場合は

『半導体プロセスにおける via の形態、接合技術』の分野とも

共通します。 
半導体プロセスにおける

via の形態、接合技術 
MEMS や半導体集積回路をカバーウェーハで被覆し、更に外

部と電気的な接続を確保するためには、カバーウェーハに貫通

電極を形成して、導通を図る技術などが必要になります。また、

フリップチップ化を視野に入れたビアの形成技術に関するも

のもありました。 
半導体プロセスにおける

複数ウェーハの自己組織

化技術 

今回は見当たりませんでした。 

 
次ページの米国・欧州・PCT 特許にみる MEMS／MEMS 高集積結合技術（主に、パッケー

ジング技術） 全体傾向図をご参照ください。 
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半導体プロセスにおける
複数ウェーハの自己組織化技術

半導体プロセスにおける
Viaの形態、接合技術

米国・欧州・PCT 特許にみる

MEMS/MEMS高集積結合技術

（主にパッケージング関連技術）

全体傾向図
©NeoTechnology

半導体プロセスにおける
複数ウェーハ（ウェーハレベルも含む）
の接合技術

パッケージ技術

今回は見当たりませんでした。 可動部を有するMEMSのパッケージ

では、通常の半導体のパッケージと
は異なる要求があります。とりわけ、
信頼性向上に関するものが目立ちま
す。光MEMSでは、光の入射・出射

を可能にする透明部分が必要になり
ます。

MEMSや半導体集積回路などを形

成したウェーハの上にカバー（キャッ
プ）基板を形成する技術が主になり
ます。また、ウェーハレベルでのパッ
ケージの出願も当然あり、その場合
は『半導体プロセスにおけるViaの形
態、接合技術』の分野とも共通します。

MEMSや半導体集積回路をカバーウェー

ハで被覆し、更に外部と電気的な接続を
確保するためには、カバーウェーハに貫
通電極を形成して、導通を図る技術など
が必要になります。また、フリップチップ化
を視野に入れたビアの形成技術に関する
ものもありました。

US6756310
Rockwell Automation

Technologies, Inc.

US6798954
3M Innovative

Properties Company

EP01688776A1
Samsung Electronics Co., Ltd.

EP01908727A1
Seiko Epson Corporation

WO08091221A2
SILEX MICROSYSTEMS AB EP01415950A2

Institute of Microelectronics
EP01460037A1
SensoNor asa

EP01431242A2
Samsung Electronics Co., Ltd.

EP01449810A2
Samsung Electronics Co., Ltd.

EP01659092A1
Samsung Electronics Co., Ltd.



 

4



 
 

３．主要企業の出願動向 
 

本資料集で調査した MEMS／MEMS の高集積結合技術（主にパッケージング関連技術）の

出願人ランキングは下記のとおりです。韓国企業からの出願が 8 件（Samsung 7 件、LG1 件）

あり、この分野への力の入れ具合を垣間見ることが出来ます。なお、我が国からの欧州への出

願はセイコー・エプソンの 1 件がありますが、日本国内への出願を意図していない出願という

意味ですので注意を要します。 
 

権利者 件数 
Samsung Electronics Co., Ltd. 11 
Stmicroelectronics S.R.L. 7 
Infineon Technologies（Sensonor AS も含む） 4 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 2 
Industrial Technology Research Institute 2 
3m Innovative Properties Company 1 
Agere Systems Guardian Corp. 1 
Applied Materials, Inc. 1 
Asia Pacific Microsystems, Inc. 1 
Cavendish Kinetics Limited 1 
Delta Danish Electronics, Light &Amp; Acoustics 1 
Institute Of Microelectronics 1 
Lg Electronics Inc. 1 
Lockheed Martin Corporation 1 
Nxp B.V. 1 
Rockwell Automation Technologies, Inc. 1 
Seiko Epson Corporation 1 
Silex Microsystems Ab 1 
Silverbrook Research Pty. Ltd. 1 
合計 40 

 
次ページに、出願件数の多い Samsung Electronics 社、ST Microelectronics 社、Infineon 

Technologies（前身の SensoNor AS も含む）社、また、その他の企業について特徴をまとめま

した。 
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（１）Samsung Electronics 社（11 件） 
韓国の大手半導体メーカーです。 
全体の傾向としては、パッケージに関するものが多く、特に最近は光学 MEMS に関する

ものが多い傾向です。 
また、基板同士の接合やビアでの電気的接続に関するものも多いです。フリップチップと

しての実装を視野に入れた EP01449810A2 や EP01659092A1 の出願もあります。 
 
（２）ST Microelectronics 社（7 件） 

欧州の大手半導体メーカーです。 
全体の出願傾向としてはウェーハ（基板）同士の接合、及び、ウェーハ（基板）間の電気

的接続を取るためのビア内のプラグの形成技術などの出願が多い傾向です。ウェーハ（基板）

同士の接合については、EP01296374A1 や EP01775259A1 のように確実なボンディングや

ギャップの調整のような細かい手法が注目されます。また、パッケージされたチップの信頼

性に関する EP01878692A1 のような出願もあります。 
 

（３）Infineon Technologies SensoNor AS 社（4 件） 
空気圧センサー大手のノルウェーの企業 SensoNor AS を 2003 年にドイツの半導体大手

Infineon が買収しました。ここでは前身の SensoNor からも含めて記載します。 
自動車用 MEMS でビジネスを展開しており、ウェーハ（基板）どうしの接合の出願が多

いようです。EP01944266A1 のようにパッケージ内のダイ（チップ）の信頼性関係の出願が

あります。 
 

（４）その他の企業 
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS（オランダ）、Industrial Technology Research 

Institute（台湾）から、2 件出願がありました。複数の出願があったのは以上です。 
また、目に付く特徴といえば、台湾の Industrial Technology Research Institute などの国

立研究機関からの出願や、米国 Applied Material などの製造装置メーカーからの出願があり

ました。 
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<主要企業時系列マップ＞

出願の古いものから時系列に並べました。

　　　　　　　　　出願年
　　　　企業名 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Samsung
Electronics

EP01096259A1 EP01167281A2 EP01418154A2

EP01431242A2

EP01449810A2 EP01659092A1 EP01688776A1

EP01748029A2

EP01804110A1

EP01845061A2

EP01900680A2

ST
Microelectronics

EP01151962A1

EP01219565A1

EP01296374A1 EP01775259A1 WO07022978A1

WO07042336A2

EP01878692A1

Infineon
Technologies
SensoNor

EP01310380A1

EP01460037A1

EP01798196A1 EP01944266A1
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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。件数の多い企業順に収録して

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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（１）Samsung Electronics 社 
 

韓国の大手半導体メーカーです。 

全体の傾向としては、パッケージに関するものが多く、特に最近は光学 MEMS に関する

ものが多い傾向です。 

また、基板同士の接合やビアでの電気的接続に関するものも多いです。フリップチッ

プとしての実装を視野に入れた EP01449810A2 や EP01659092A1 の出願もあります。 

 

特許番号 タイトル タイトル和訳 発行日 
EP01096259A1 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及びそ

の製法 

2001/05/02 

EP01167281A2 Chip scale surface-mountable 
packaging method for electronic 
and MEMS devices 

電子及び MEMS デバイスのチ

ップスケール表面マウントパッ

ケージ法 

2002/01/02 

EP01418154A2 Method and apparatus for 
vacuum-mounting a micro electro 
mechanical system on a substrate 

基板に MEMS を真空マウント

するための器具及び方法 
2004/05/12 

EP01431242A2 Bonding method for flip-chip 
semiconductor device, mems 
device package and package 
method using the same 

フリップチップ半導体デバイス

の本ディング方法、MEMS デバ

イスパッケージ及びそれを使用

したパッケージ方法 

2004/06/23 

EP01449810A2 Method for manufacturing 
micro-electro-mechanical system 
using solder balls 

はんだボールを用いた MEMS
の製造方法 

2004/08/25 

EP01659092A1 Method for fabricating an 
electrode in a packaging 
substrate 

パッケージ基板の電極形成方法 2006/05/24 

EP01688776A1 Optical scanner package and 
method of manufacturing the 
same 

光スキャナーパッケージ及びそ

の製法 
2006/08/09 

EP01748029A2 Micro-mirror device package and 
method for fabricating the same 

マイクロミラーデバイスパッケ

ージ及びその製造方法 
2007/01/31 

EP01804110A1 Mirror package and method of 
manufacturing the mirror 
package 

ミラーパッケージ及びミラーパ

ッケージの製造方法 
2007/07/04 

EP01845061A2 Method for making via holes 
filled with conductive material in 
MEMS devices and device with 
such vias 

MEMS デバイスの導電材料で

充填されたビアホールの作製方

法及びそれを有するデバイス 

2007/10/17 

EP01900680A2 Cap wafer having electrodes 電極を有するキャップウェーハ 2008/03/19 
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EP01096259A1 
 

【発行日】2001/05/02 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
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及びその製法 
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。 

【発明相応図】fig.2 

 

【従来図】fig.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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EP01167281A2 
 

【発行日】2002/01/02 
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. 

  
電子及び MEMS デバイスの 

チップスケール表面マウントパッケージ法 
Chip scale surface-mountable packaging method for electronic and MEMS 

devices 
 

発明のポイント： 種々のデバイスが形成された機能部(7)は第一のデバイス基板(6)上に

保持され,カバーとして機能する第二の基板(12)と導電性物質(10)で

接続されている。第二の基板はガラスやセラミック(13)で充填されて

いる。 

【発明相応図】fig.2 

 

【従来図】fig1 

 

【クレーム 1】 

1. A chip scale surface-mountable packaging method for electronic and micro-electro mechanical system (MEMS) devices, 
comprising: (a) forming an interconnection and sealing pattern as a deep trench in one surface of a conductive cover substrate 
using semiconductor fabricating and micromachining techniques; (b) filling the trench as the pattern of the cover substrate with 
an insulating material selected from the group consisting of glass and ceramic, and planarizing the surface of the cover to form a 
bonding pattern; (c) accurately aligning the cover substrate with a device substrate, in which electronic or MEMS devices are 
integrated, and bonding the cover substrate and the device substrate; (d) polishing the other surface of the cover substrate and 
forming an electrode pattern thereon; and (e) dicing the sealed and interconnected substrates to form a complete chip scale 
package. 
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EP01418154A2 
 

【発行日】2004/05/12 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
基板に MEMS を真空マウントするための器具及び方法
Method and apparatus for vacuum-mounting a micro electro mechanical 

system on a substrate 
 

発明のポイント： MEMS デバイス(32)が形成された基板(30)とゲッター(22)をその中に有

するキャビティーが形成されたカバー(20)を真空引きをした後、不活

性ガスを導入して接合する 

【発明相応図】fig.5 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A method for vacuum-mounting at least one micro electro mechanical system (MEMS) on a substrate, comprising: attaching a 
getter to an interior surface of a cavity formed on a cover; aligning the cover and a semiconductor substrate in a vacuum 
chamber; injecting an inert gas into the vacuum chamber to achieve a predetermined degree of vacuum; and bonding the cover 
and the semiconductor substrate. 
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EP01431242A2 
 

【発行日】2004/06/23 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
フリップチップ半導体デバイスの本ディング方法、MEMS 

デバイスパッケージ及びそれを使用したパッケージ方法 
Bonding method for flip-chip semiconductor device, mems device package 

and package method using the same 
 

発明のポイント： 上部基板(100)にはキャビティー(140)とトレンチ(130)が形成され、前

記キャビティー内に MEMS 部が収納されるように調整されている。

MEMS(300)が形成された基板(200)には UBM(400)とその上にはんだ

(500)が形成されて、前記トレンチを介して、両方の基板をボンディン

グさせる。 

【発明相応図】fig10A 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

1. A side-bonding method of a flip-chip semiconductor device, the method comprising: a) forming an under bump metalization 
(UBM) on a bonding line of a lower substrate having a semiconductor device formed thereon; b) plating solder on the UBM on 
the lower substrate; c) forming a trench in an upper substrate to contact the lower substrate at a location corresponding to a 
location of the solder and forming a second UBM in the trench; d) coupling the upper substrate and the lower substrate by 
inserting the solder into the trench; and e) heating the upper substrate and the lower substrate at a temperature higher than a 
melting point of the solder so that the solder is wetted toward sides of the trench to bond the upper substrate and the lower 
substrate. 
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EP01449810A2 
 

【発行日】2004/08/25 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
はんだボールを用いた MEMS の製造方法 

Method for manufacturing micro-electro-mechanical system using solder 

balls 
 

発明のポイント： ガラス基板(400)にはキャビティー(401)と上方に向って径の大きいビ

アホールが形成され、前記キャビティー内に MEMS 部が収納されるよう

に調整されている。前記ビアホールにははんだボール(700)が形成され

ており、MEMS が形成された基板(100)とはバンプメタル(500)で接続さ

れている。 

【発明相応図】fig.6E 

 

【従来図】fig.1 

 

【クレーム 1】 

1. A method for manufacturing micro electro-mechanical systems, comprising: (a) forming an insulation layer on an upper 
surface of a semiconductor substrate and patterning the insulation layer; (b) forming a structure layer on an upper surface of the 
patterned insulation layer and etching the structure layer; (c) forming a via hole in a glass substrate and in a shape such that 
the via hole is larger in diameter at an upper surface of the glass substrate than at a lower surface of the glass substrate, 
wherein the glass substrate is for bonding to the upper surface of the structure layer to create a vacuum chamber that protects a 
structure of the structure layer, wherein an under bump metal is formed in a position corresponding to the via hole; and (d) 
arranging a solder ball in the via hole and bonding the solder ball to the under bump metal by melting the solder ball. 
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EP01659092A1 
 

【発行日】2006/05/24 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
パッケージ基板の電極形成方法 

Method for fabricating an electrode in a packaging substrate 
 

発明のポイント： パッケージ基板(100)にはメッキで導電性物質を充填した貫通ホール

(180)を形成し、上下には電気的接続を可能にする第一のパッド(135)

と第二のパッド(190)を形成する。また、リセス部(140)を有する。 

【発明相応図】fig.1 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A fabrication method of a packaging substrate, the method comprising the steps of: forming a recess by etching a 
predetermined area of a lower surface of a substrate; depositing a seed layer on an upper surface of the substrate; in the recess, 
etching a predetermined area of the lower surface of the substrate and forming at least one via hole that reaches the seed layer; 
and plating an inside of the via hole by using the seed layer, and forming an electrode for electrically coupling upper and lower 
parts of the substrate. 
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EP01688776A1 
 

【発行日】2006/08/09 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
光スキャナーパッケージ及びその製法 

Optical scanner package and method of manufacturing the same 
 

発明のポイント： ミラー部(22)とそれを回転させる櫛型電極(25)が形成された基板(21)

はガラス基板(39)でカバーされており、ガラス基板の保持部(34)で前

記基板と密着している。 

【発明相応図】fig.2 

 

【従来図】fig.1 

 

【クレーム 1】 

1. An optical scanner package (20) comprising: an optical scanner device arranged to scan an incident beam, the optical scanner 
device including a mirror portion (22), comb-electrode structures (25) arranged to rotate the mirror portion (22), and a base 
substrate (21); and a cover glass (39) arranged to protect the mirror portion (22), the cover glass (39) including support portions 
(34) sealingly adhered to a top surface of the base substrate (21) around the mirror portion and a transmission portion (31) with 
first and second transmission surfaces formed on the support portions (34) and sloped with respect to a top surface of the base 
substrate. 
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EP01748029A2 
 

【発行日】2007/01/31 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
マイクロミラーデバイスパッケージ 

及びその製造方法 
Micro-mirror device package and method for fabricating the same 

 
発明のポイント： マイクロミラー(310)が形成された基板(320)を透明部(341)を有する

ウィンドウリッド(340)でカバーしてあり、前記透明部はマイクロミラ

ーに対して、傾けて設置されている。 

【発明相応図】fig.5 

 

【従来図】fig.1 

 

【クレーム 1】 

1. A micro-mirror device package comprising: a micro-mirror device; a substrate, on which the micro-mirror device is mounted; 
and a window lid mounted on the substrate to cover the micro-mirror device, wherein the window lid has a light transmitting 
part, which is sloped in relation to the micro-mirror device, and through which laser beams are transmitted to the micro-mirror 
device, the window lid comprising support parts which extend downwardly from the light transmitting part. 
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EP01804110A1 
 

【発行日】2007/07/04 
Samsung Electronics Co., Ltd 

  
ミラーパッケージ及びミラーパッケージの製造方法 

Mirror package and method of manufacturing the mirror package 
 

発明のポイント： シリコンウェーハ(100)には入射口(110)を出射口(120)が穿たれて、ガ

ラス基板(200)と接合されているミラー用パッケージ。 

【発明相応図】fig.3 

 

【従来図】fig.1 

 

【クレーム 1】 

1. A method of manufacturing a mirror package in a mirror structure, the method comprising: providing a silicon wafer (100); 
forming an inlet (110), through which a laser is able to pass, and an outlet (120), through which the laser is able to be emitted, by 
anisotropic etching the silicon wafer (100); and forming a wafer module by combining the silicon wafer (100), a glass wafer (200) 
made of an at least partially transparent material and a mirror wafer formed with the mirror structure, so that the glass wafer 
(200) combines with a surface of the silicon wafer (100) where the inlet (110) and the outlet (120) are substantially formed. 

28



29



 

EP01845061A2 
 

【発行日】2007/10/17 
Samsung Electronics Co., Ltd. 

  
MEMS デバイスの導電材料で充填されたビアホールの

作製方法及びそれを有するデバイス 
Method for making via holes filled with conductive material in MEMS 

devices and device with such vias 
 

発明のポイント： MEMS が形成された SOI ウェーハ(110)には保護層(140)が形成され、前

記保護層と SOI ウェーハの第一のシリコン層(111)と絶縁層(120)を貫

通するビア(143)が形成されている。その上の第二のシリコン層には換

気孔(150)が形成されている。 

【発明相応図】fig.3 

 

【従来図】fig.2 

 

【クレーム 1】 

1. A micro-electro mechanical system, MEMS, device that uses a silicon-on-insulator, SOI, wafer (110) comprising a first silicon 
layer (111); a second silicon layer (130); and an insulating layer (120) formed between the first (111) and second (130) silicon 
layers, wherein the MEMS device comprises: a protective substrate (140) that is bonded to the first silicon layer (111); a 
grounding via hole (143) that is formed through the first silicon layer (111), the insulating layer (120) and the protective 
substrate (140), and is filled with a conductive material (180); and a ventilation hole (150) connected to the grounding via hole 
(143) in the second silicon layer (130). 
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EP01900680A2 
 

【発行日】2008/03/19 
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 

  
電極を有するキャップウェーハ 

Cap wafer having electrodes 
 

発明のポイント： キャップウェーハ(111)中には、それを貫通するように電極(112)が形

成されており、前記電極は下部に行くほど、径が大きくなる形状を有

し、最下端には電極パッド(116)が形成されている。 

【発明相応図】fig.1 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A cap wafer (110) comprising: a cap wafer substrate (111); at least one penetrated electrode (112) formed to penetrate the cap 
wafer substrate; and at least one electrode pad (116) connected with a lower portion of the penetrated electrode on a lower 
surface of the cap wafer substrate (110),wherein the penetrated electrode (112) has an oblique section which gradually widens 
from an upper surface to the lower surface of the cap wafer substrate. 
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（２）ST Microelectronics 社 
 

欧州の大手半導体メーカーです。 
全体の出願傾向としてはウェーハ（基板）同士の接合、及び、ウェーハ（基板）間の電気

的接続を取るためのビア内のプラグの形成技術などの出願が多い傾向です。ウェーハ（基板）

同士の接合については、EP01296374A1 や EP01775259A1 のように確実なボンディングや

ギャップの調整のような細かい手法が注目されます。また、パッケージされたチップの信頼

性に関する EP01878692A1 のような出願もあります。 
 

特許番号 タイトル タイトル和訳 発行日 
EP01151962A1 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 

第二の半導体材料の第二のボデ

ィー上に形成された半導体材料

の第一のボディーと電気的接続

をとる構造、電気的接続のため

の複合構造、その製造プロセス 

2001/11/07 

EP01219565A1 Process for manufacturing 
integrated devices having 
connections on separate wafers 
and stacking the same 

分離されたウェーハに接続を有

する集積化デバイスの製法と積

層法 

2002/07/03 

EP01296374A1 Process for bonding and 
electrically connecting 
microsystems integrated in 
several distinct substrates 

いくつかの別の基板に集積化さ

れたマイクロシステムをボンデ

ィング及び電気的に接続するプ

ロセス 

2003/03/26 

EP01878692A1 Semiconductor package 
substrate, in particular for 
MEMS devices 

特に MEMS デバイス用の半導

体パッケージ基板 
2008/01/16 

EP01775259A1 Wafer level package for sensor 
devices 

センサーデバイスのウェーハレ

ベルパッケージ 
2007/04/18 

WO07022978A1 MICROELECTROMECHANICA
L DEVICE PACKAGING WITH 
AN ANCHORED CAP AND ITS 
MANUFACTURE 

アンカーキャップでパッケージ

された MEMS デバイス及びそ

の製法 

2007/03/01 

WO07042336A2 SUBSTRATE-LEVEL 
ASSEMBLY FOR AN 
INTEGRATED DEVICE, 
MANUFACTURING PROCESS 
THEREOF AND RELATED 
INTEGRATED DEVICE 

集積化デバイスの基板レベルで

のアセンブリー法、同デバイス

及び関連した集積化デバイスの

製造方法 

2007/04/19 
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EP01151962A1 
 

【発行日】2001/11/07 
STMicroelectronics S.r.l. 

  
第二の半導体材料の第二のボディー上に形成された 

半導体材料の第一のボディーと電気的接続をとる構造、

電気的接続のための複合構造、その製造プロセス 
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： 第一のシリコン基板(10)と、絶縁部(6)に囲まれたプラグ(3)を有する

第二のシリコン基板(1)とを、前記プラグと第一の基板と第二の基板間

に配置された導電部(23)で接続する。 

【発明相応図】fig.8 

【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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EP01219565A1 
 

【発行日】2002/07/03 
STMicroelectronics S.r.l. 

  
分離されたウェーハに接続を有する 

集積化デバイスの製法と積層法 
Process for manufacturing integrated devices having connections on 

separate wafers and stacking the same 
 

発明のポイント： 集積化デバイス(36)は半導体材料基板(1)のボンディング部(34)と第

二の半導体材料からなる基板(25)のプラグ(32)と電気的に接続されて

いる。 

【発明相応図】fig.3 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A process for manufacturing an integrated device (36; 50, 80; 100), comprising the steps of: forming integrated structures (3, 4; 
61) including semiconductor regions (10, 12-15, 20; 58, 59) and isolation regions (7, 18; 55) in a first wafer (1; 51; 81; 101) of 
semiconductor material; forming interconnection structures (28-30, 32; 68, 70; 84, 90, 91; 105, 106) of conductor material on a 
second wafer (25; 52; 82; 102) of semiconductor material; bonding said first wafer and said second wafer together, characterized 
in that said step of forming interconnection structures comprises forming plug elements (32; 68) having at least one bonding 
region (34; 70) of a metal material capable of reacting with said semiconductor regions (10, 12-15, 20; 58, 59) of said first wafer 
(1; 51; 81; 101), and said step of bonding said first wafer and said second wafer (1, 25; 51, 52; 81, 82; 101, 102) comprises causing 
said bonding region (34; 70) to react with said semiconductor regions. 
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EP01296374A1 
 

【発行日】2003/03/26 
STMicroelectronics S.r.l. 

  
いくつかの別の基板に集積化されたマイクロシステ

ムをボンディング及び電気的に接続するプロセス 
Process for bonding and electrically connecting microsystems 

integrated in several distinct substrates 
 

発明のポイント： 微小な集積化デバイスが形成された基板(33)にボンディング部(32)を

設け、ボンディング部は変形する物質(30)で設け、第二の基板と接合

させる。ボンディング部と同じ表面にはボンディングの際のスペーサ

ー(25)が形成されている。 

【発明相応図】fig.9 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A process for bonding two distinct substrates integrating electronic and/or micro-electromechanical devices, comprising the 
steps of: forming micro-integrated devices in at least one of two substrates (10, 13; 33, 34), using micro-electronic processing 
techniques; and bonding said substrates; characterized in that said step of bonding comprises: forming, on a first (10; 33) of said 
substrates, bonding structures (11, 12, 14; 32) of deformable material; and pressing said substrates against each other so as to 
deform said bonding structures and cause said bonding structures to react chemically with a second substrate (13, 34). 
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EP01878692A1 
 

【発行日】2008/01/16 
STMicroelectronics S.r.l. 

  
特に MEMS デバイス用の半導体パッケージ基板 

Semiconductor package substrate, in particular for MEMS devices 
 

発明のポイント： 損傷に敏感なデバイス(21)のパッケージ(20)化する際に導通を取るビ

ア(19)を全体に分布するように配置する。 

【発明相応図】fig.4 

 

【従来図】fig.2 

 

【クレーム 1】 

1. A semiconductor package substrate (20) suitable for supporting a damage-sensitive device (21), comprising: a) a package 
substrate core (14) having an upper and a lower surface (14a, 14b); b) at least one pair of metal layers (12a, 12b, 13a, 13b) 
coating said upper and lower surfaces (14a, 14b) of said package substrate core (14); c) one pair of solder mask layers (11a, 11b) 
coating the outer metal layers (12a, 12b) of said one pair of metal layers (12a, 12b, 13a, 13b); and d) a plurality of vias (19) 
formed across said package substrate core (14) and said at least one pair of metal layers (12a, 12b, 13a, 13b);characterized in 
that said plurality of vias (19) is substantially distributed according to a homogeneous pattern in an area (21a) that is to be 
covered by said damage-sensitive device (21). 
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EP01775259A1 
 

【発行日】2007/04/18 
STMicroelectronics S.r.l. 

  
センサーデバイスのウェーハレベルパッケージ 

Wafer level package for sensor devices 
 

発明のポイント： 集積化デバイス(1)が形成された基板(20)をキャッピング基板(21)で

機械的に結合する。空洞部(25)は基板に形成されたメンブレンと相応

するよう調整されている。 

【発明相応図】fig.7 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A substrate-level assembly (22), characterized by comprising: - a device substrate (20) of semiconductor material, having a top 
face (20a) and housing a first integrated device (1), said first integrated device (1) being provided with a buried cavity (3) formed 
within said device substrate (20), and a membrane (4) suspended over said buried cavity (3) in the proximity of said top face 
(20a); - a capping substrate (21) mechanically coupled to said device substrate (20) above said top face (20a) so as to cover said 
first integrated device (1), in such a manner that a first empty space (25) is provided in a position corresponding to said 
membrane (4); and - electrical-contact elements (28a, 28b) for electrical connection of said first integrated device (1) with the 
outside of said substrate-level assembly (22). 
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WO07022978A1 
 

【発行日】2007/3/1 
STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS 

  
アンカーキャップでパッケージされた MEMS デバイス

及びその製法 
MICROELECTROMECHANICAL DEVICE PACKAGING WITH AN ANCHORED CAP AND ITS 

MANUFACTURE 
 

発明のポイント： 基板上(21)上に形成された空洞部(14)に部分的に囲まれた可動部(13)

は有機ポリマーからなる低誘電部(17)でキャップされている。低誘電

率部を貫通してプラグ部(18,19,16,26)が形成されている。 

【発明相応図】fig.10 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

CLAIMS1-Integrated circuit (1) comprising a substrate (2) and an active component (13) above the substrate (2), characterized 
in that it comprises a cavity (14) surrounding partially the active component (13), a low dielectric region (15) surrounding 
partially the cavity (14) and a protective barrier (16) arranged around the low dielectric region (16). 
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WO07042336A2 
 

【発行日】2007/4/19 
STMicroelectronics S.r.l. 

  
集積化デバイスの基板レベルでのアセンブリー法、 

同デバイス及び関連した集積化デバイスの製造方法 
SUBSTRATE-LEVEL ASSEMBLY FOR AN INTEGRATED DEVICE, MANUFACTURING 

PROCESS THEREOF AND RELATED INTEGRATED DEVICE 
 

発明のポイント： 半導体材料からなる基板(20)には第一の集積化デバイス(1,16)が収納

され、キャップウェーハ(21)と基板レベルでのアセンブリー(22)を行

う。キャップウェーハは集積化デバイスをカバーするように基板に接

続される。 

【発明相応図】fig.8 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

CLAIMS1. A substrate-level assembly (22), characterized by comprising:- a device substrate (20) of semiconductor material, 
having a top face (20a) and housing a first integrated device (1; 16) provided with an active area (4) in the proximity of said top 
face(20a);- a capping substrate (21) coupled to said device substrate (20) above said top face (20a) so as to cover said first 
integrated device (1; 16), in such a manner that a first empty space (25) is provided in a position corresponding to said active 
area (4); 
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（３）Infineon Technologies SensoNor AS 社 
 

空気圧センサー大手のノルウェーの企業 SensoNor AS を 2003 年にドイツの半導体大手

Infineon が買収しました。ここでは前身の SensoNor からも含めて記載します。 
自動車用 MEMS でビジネスを展開しており、ウェーハ（基板）どうしの接合の出願が多

いようです。EP01944266A1 のようにパッケージ内のダイ（チップ）の信頼性関係の出願が

あります。 
特許番号 タイトル タイトル和訳 発行日 
EP01310380A1 A micro-mechanical device and 

method for producing the same 
微小機械デバイス及びその製法 2003/05/14 

EP01460037A1 A multi-layer device and method 
for producing the same 

多層デバイス及びその製造方法 2004/09/22 

EP01798196A1 Multi-layer device with reduced 
UV radiations during 
encapsulation 

封入時に減圧 UV 照射したマル

チレイヤーデバイス 
2007/06/20 

EP01944266A1 MEMS Packaging with reduced 
mechanical strain 

低減された機械的ストレスを有

する MEMS パッケージ 
2008/07/16 
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EP01310380A1 
 

【発行日】2003/05/14 
SensoNor asa 

  
微小機械デバイス及びその製法 

A micro-mechanical device and method for producing the same 
 

発明のポイント： MEMS(8)が形成された基板(7)にはキャビティー(11)が形成されてお

り、更にゲッター(6)が設置されている。不活性ガスを導入した後、同

様にキャビティーが形成されている第二の基板と接合される。 

【発明相応図】fig.4 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A method for producing a multi-layer, micro-mechanical device, the device comprising an internal cavity having a 
micro-mechanical component therein, the method comprising the steps of: forming the micro-mechanical component from a 
layer of first material; providing a sealing layer on at least one surface of the first material to define the cavity; providing a 
getter material within the cavity; and sealing the first material to the sealing layer by anodic bonding whilst supplying an inert 
gas to regulate the pressure inside the cavity. 
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EP01460037A1 
 

【発行日】2004/09/22 
SensoNor asa 

  
多層デバイス及びその製造方法 

A multi-layer device and method for producing the same 
 

発明のポイント： ウェーハ(103)上に形成されたCMOSやセンサーなどのシステム(121)を

接合フレーム(107)の内部に配置するようにして、キャビティーを有す

るキャップウェーハ(136)でカバーする。 

【発明相応図】fig.3 

 

【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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EP01798196A1 
 

【発行日】2007/06/20 
Infineon Technologies SensoNor AS 

  
封入時に減圧 UV 照射したマルチレイヤーデバイス 
Multi-layer device with reduced UV radiations during encapsulation 

 
発明のポイント： MEMS(4)が形成された第一の基板(110)を、第一(2)及び第二のシーリン

グ層(3)とに、MEMS が収納されるキャビティー(5)と電極(6)を有するよ

うに陽極接合する。キャビティーにはガスが導入されている。 

【発明相応図】fig.1 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A multi-layer device comprising: a first layer with a micro-mechanical component formed thereon; first and second sealing 
layers, wherein the first layer is sandwiched between the first and second sealing layers and anodically bonded thereto to define 
a cavity therein; a gas provided within the cavity; an electrode for reducing UV emission, the electrode formed on at least a part 
of a surface of the second sealing layer internal to the cavity and arranged to be in electrical contact, in use, with the first layer. 
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EP01944266A1 
 

【発行日】2008/07/16 
Infineon Technologies SensoNor AS 

  
低減された機械的ストレスを有する MEMS パッケージ

MEMS Packaging with reduced mechanical strain 
 

発明のポイント： MEMS 基板(20)には三個のピラー(1,2,3)が形成されており、パッケージ

(20)との間で起こる MEMS ダイの変形を低減する。 

【発明相応図】fig.4 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A micro-electromechanical device comprising: a micro-electromechanical die (20); a package (10); and three pillars (1; 2; 3) 
attaching the micro-electromechanical die to the package, wherein: at least one of the shape, position and orientation of the 
pillars is such that any strain transferred from the package to the die by deformation of the package is minimised. 
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（４）その他の企業 
 
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS（オランダ）、Industrial Technology Research 

Institute（台湾）から、2 件出願がありました。複数の出願があったのは以上です。 
また、目に付く特徴といえば、台湾の ITRI などの国の研究機関からの出願や、米国 Applied 

Material などの製造装置メーカーからの出願がありました。 
 

特許番号 権利者 タイトル タイトル和訳 発行日 
WO07012992A1 KONINKLIJKE 

PHILIPS 
ELECTRONICS 
N.V. 

A PACKAGE AND 
MANUFACTURING 
METHOD FOR A 
MICROELECTRONIC 
COMPONENT 

微小電子部品のパッ

ケージ及びその作製

法 

2007/02/01 

WO07017819A1 KONINKLIJKE 
PHILIPS 
ELECTRONICS 
N.V. 

METHOD FOR 
MANUFACTURING A 
MICROELECTRONIC 
PACKAGE 
COMPRISING A 
SILICON MEMS 
MICROPHONE 

シリコン MEMS マイ

クロフォンを含むマ

イクロエレクトロニ

クスパッケージの製

法 

2007/02/15 

EP01992588A2 Industrial 
Technology 
Research Institute 

Packaging of MEMS 
microphone 

MEMＳマイクロフォ

ンのパッケージ 
2008/11/19 

EP01992589A2 Industrial 
Technology 
Research Institute 

Packaging of MEMS 
microphone 

MEMＳマイクロフォ

ンのパッケージ 
2008/11/19 

US6798954 3M Innovative 
Properties 
Company 

Packaged optical 
micro-mechanical device 

パッケージされた光

学式微小機械デバイ

ス 

2004/09/28 

US6396711 Agere Systems 
Guardian Corp. 

Interconnecting 
micromechanical devices 

微小機械デバイスの

配線 
2002/05/28 

US6759309 Applied Materials, 
Inc. 

Micromachined 
structures including 
glass vias with internal 
conductive layers 
anodically bonded to 
silicon-containing 
substrates 

シリコンを含む基板

に陽極接合された内

部導電層を有するガ

ラス・ビアホールを含

むマイクロマシン構

造 

2004/07/06 

US6784020 Asia Pacific 
Microsystems, Inc. 
 

Package structure and 
method for making the 
same 

パッケージ構造及び

その製法 
2004/08/31 

WO07060414A1 CAVENDISH 
KINETICS 
LIMITED 

METHOD OF 
ENCLOSING A 
MICRO-ELECTROMEC
HANICAL ELEMENT 

微小電子機械素子の

ための封入法 
2007/05/31 

WO01026136A2 DELTA DANISH 
ELECTRONICS, 
LIGHT &amp; 
ACOUSTICS 

ENCAPSULATION FOR 
A 
THREE-DIMENSIONA
L MICROSYSTEM 

三次元マイクロシス

テムの封入法 
2001/04/12 
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特許番号 権利者 タイトル タイトル和訳 発行日 
EP01415950A2 Institute of 

Microelectronics 
Wafer-level package for 
micro-electro-mechanica
l systems 

MEMS のウェーハレ

ベルパッケージ 
2004/05/06 

EP01674913A2 LG 
ELECTRONICS 
INC. 

Scanning micro-mirror 
package, method for 
fabricating the same, 
and optical scanning 
device employing the 
same 

走査型マイクロミラ

ーパッケージ、その製

法、それを用いた光走

査デバイス 

2006/06/28 

US6780672 Lockheed Martin 
Corporation 

Micro eletro-mechanical 
component and system 
architecture 

微小電子機械部品お

よびその構成 
2004/08/24 

WO08062350A2 NXP B.V. A SEALING 
STRUCTURE AND A 
METHOD OF 
MANUFACTURING 
THE SAME 

シーリング構造およ

びその製法 
2008/05/29 

US6756310 Rockwell 
Automation 
Technologies, Inc. 

Method for constructing 
an isolate 
microelectromechanical 
system (MEMS) device 
using surface fabrication 
techniques 

表面マイクロマシー

ン技術を用いて分離

した MEMS デバイス

を作製する方法 

2004/06/29 

EP01908727A1 Seiko Epson 
Corporation 

Wafer-level MEMS 
package and 
manufacturing method 
thereof 

ウ ェ ー ハ レ ベ ル

MEMS パッケージ及

びその製法 

2008/04/09 

WO08091221A2 SILEX 
MICROSYSTEMS 
AB 

MICROPACKAGING 
METHOD AND 
DEVICES 

マイクロパッキング

法とそのデバイス 
2008/07/31 

WO02056031A1 SILVERBROOK 
RESEARCH PTY. 
LTD. 

ACCELEROMETER 
PROTECTED BY CAPS 
APPLIED AT THE 
WAFER SCALE 

ウェーハスケールで

キャップで保護され

た加速度計 

2002/07/18 
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WO07012992A1 
 

【発行日】2007/2/1 
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 

  
微小電子部品のパッケージ及びその作製法 

A PACKAGE AND MANUFACTURING METHOD FOR A MICROELECTRONIC COMPONENT 
 

発明のポイント： 基板上に設けられた配線層(14)と基板(12)上に保持された微小電子部

品(20)とのワイヤー(28)を包む樹脂(30)の外側にダム(44)を設け、前

記樹脂の形を整える。 

【発明相応図】fig.3 

 

【従来図】fig.1 

 

【クレーム 1】 

CLAIMS:1. A package (50,70) for a microelectronic component, comprising: a carrier element (12) having a first side (16) that 
comprises conductor lines(14); a microelectronic component (20) having a first surface (24) and a second surface (23) facing away 
from the first surface; the microelectronic component with said second surface mounted on said first side and connected to the 
conductor lines via bonding wires (28); a polymeric encapsulation material (30) encapsulating the bonding wires and exposing a 
central zone (40) of said first surface (24), the encapsulation material comprising an outer edge (36) at said first side and an 
inner edge (38) at said first surface; a dam (42,44) abutting to the encapsulation material; characterized in that the dam (44) 
comprises a step-shaped surface transition (46) at said first side (16), the surface transition abutting on said outer edge (36). 
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WO07017819A1 
 

【発行日】2007/2/15 
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 

  
シリコン MEMS マイクロフォンを含む 

マイクロエレクトロニクスパッケージの製法 
METHOD FOR MANUFACTURING A MICROELECTRONIC PACKAGE COMPRISING A SILICON 

MEMS MICROPHONE 
 

発明のポイント： 第一のパッケージ部(11)とシリコンMEMSマイクロフォン(60)を包含す

る第二のパッケージ部(12)を中間パッケージ部(13)を介して電気的に

接続して、全体をパッケージ化する方法。 

【発明相応図】fig.1.f&g 

 

 

 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

CLAIMS:1. Method of manufacturing a microelectronic package (1, 2, 3, 4, 5) comprising an acoustical transducer such as a 
silicon MEMS microphone (60), comprising the following steps: providing a basic structure having three portions, namely a first 
package portion (11; 71, 55; 81; 91) having electrically conductive connection pads (31) for connection of the package (1, 2, 3, 4, 5) 
to another electrical device, a second package portion (12; 72, 65; 82, 85; 92, 95) having a space (16, 66, 86, 96) in which the 
acoustical transducer (60) is accommodated, and an intermediate package portion (13, 73, 83, 93) which is arranged between the 
first package portion (11; 71, 55; 81; 91) and the second package portion (12; 72, 65; 82, 85; 92, 95); folding the basic structure, 
wherein a package (1, 2, 3, 4, 5) is formed in which the first package portion (11; 71, 55; 81; 91) and the second package portion 
(12; 72, 65; 82, 85; 92, 95) are positioned on top of each other, and in which the electrically conductive connection pads (31) of the 
first package portion (l l; 71, 55; 81; 91) are positioned at an outside of the package (1, 2, 3, 4, 5), while the acoustical transducer 
(60) is positioned inside the package (1, 2, 3, 4, 5); and fixing the first package portion (11; 71, 55; 81; 91) and the second package 
portion (12; 72, 65; 82, 85; 92, 95) with respect to each other. 
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EP01992588A2 
 

【発行日】2008/11/19 
Industrial Technology Research Institute 

  
MEMS マイクロフォンのパッケージ 

Packaging of MEMS microphone 
 

発明のポイント： MEMS マイクロフォン(120)のパッケージ(100)のカバー（110）は回路が

印刷されたプリントボード(200)と電気的な接続を有するとともに、

MEMS マイクロフォンに対する音響効果を提供する。 

【発明相応図】fig.2 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A package of a microelectromechanical system (MEMS) microphone, comprising: a cover having an inner surface and a 
conductive trace disposed on the inner surface; and at least one MEMS microphone mounted on the inner surface of the cover 
and electrically connected with the conductive trace, wherein when the cover is assembled to a printed circuit board, the cover 
and the printed circuit board construct or provide an acoustic housing. 
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EP01992589A2 
 

【発行日】2008/11/19 
Industrial Technology Research Institute 

  
MEMS マイクロフォンのパッケージ 

Packaging of MEMS microphone 
 

発明のポイント： MEMS マイクロフォン(120)のパッケージ(100)には導電性の基板(110)

が包含され、この基板と MEMS マイクロフォンの周囲に配置された導電

性シーリング(130)は、プリントボード(200)と電気的に接続されてい

る。これらは MEMS マイクロフォンに対する音響効果を提供する。 

【発明相応図】fig.2 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A package of a microelectromechanical system (MEMS) microphone, comprising: a substrate having at least a conductive 
layer and at least a dielectric layer disposed on the substrate; a MEMS microphone arranged on a bottom surface of the 
substrate and electrically connected to the conductive layer of the substrate; a sealing element arranged on the bottom surface of 
the substrate and around the MEMS microphone; and at least a conductive connecting element arranged on the bottom surface 
of the substrate,wherein when the substrate is mounted on a printed circuit board by the sealing element and the conductive 
connecting element, the sealing element, the printed circuit board, and the substrate construct an acoustic housing, and the 
acoustic housing has at least an acoustic hole. 
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US6798954 
 

【発行日】2004/09/28 
3M Innovative Properties Company 

  
パッケージされた光学式微小機械デバイス 

Packaged optical micro-mechanical device 
 

発明のポイント： 光学 MEMS のパッケージに関するもので、十字形のアパーチャー中に光

学 MEMS(310)が保持されたダイ（チップ）(308)は、パッケージフレー

ム(314)とダイのコーナーでのみ接触するような位置に保持される。 

【発明相応図】fig.12 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A package for optical micro-mechanical devices. comprising:one or more optical micro-mechanical devices on a first surface of 
a die. the first surface of the die including a die reference surface; a package frame comprising an aperture and a first surface. 
the first surface of the package frame comprising a package frame reference surface proximate the aperture. wherein the 
package frame reference surface is adapted to allow the die reference surface to be mounted to the package frame reference 
surface such that the optical micro-mechanical devices are located in the aperture; one or more optical interconnect alignment 
mechanisms formed in the first surface of the package frame. terminating adjacent to the aperture and positioned relative to an 
optical interface reference plane; and distal ends of one or more optical interconnects located in the optical interconnect 
alignment mechanisms and optically coupled with one or more of the optical micro-mechanical devices. wherein the optical 
interconnects terminate adjacent to the die without contacting the die. 
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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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US6396711 
 

【発行日】2002/05/28 
Agere Systems Guardian Corp. 

  
微小機械デバイスの配線 

Interconnecting micromechanical devices 
 

発明のポイント： MEMS デバイス(91)や MCM( multi-chip module, 93,95)など配線基板

(61)に両側で接続され、高密度の実装が可能になる。配線基板は貫通

するビアホールを有している。 

【発明相応図】fig.6  

 

 

 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. An interconnection system for interconnecting:a. a micro-electronic machined mechanical (MEMS) assembly. the MEMS 
assembly comprising a silicon substrate with a top surface and a bottom surface. and a MEMS device mounted on the top 
surface. with b. a first plurality of multi-chip modules (MCMs). and c. a second plurality of multi-chip modules (MCMs). the 
MCMs in the first plurality of multi-chip modules and the MCMs in the second plurality of multi-chip modules each comprising 
a planar MCM substrate with at least one IC chip mounted on the planar MCM substrate. the interconnection system 
comprising:i. a double sided system interconnection substrate. the system interconnection substrate having a top side and a 
bottom side. ii. a first plurality of sockets mounted on the top side of the system interconnection substrate. iii. a second plurality 
of sockets mounted on the bottom side of the system interconnection substrate. iv. at least one MEMs assembly inserted in a 
socket on the system interconnection substrate. v. the first plurality of MCMs inserted directly in the first plurality of sockets on 
the top side of the system interconnection substrate with the MCM substrates parallel to the system interconnection substrate. 
vi. the second plurality of MCMs inserted directly in the second plurality of sockets on the bottom side of the system 
interconnection substrate with the MCM substrates parallel to the system interconnection substrate. and vii. means including 
vias through the system interconnection substrate for electrically connecting the first plurality of sockets and the second 
plurality of sockets through the system interconnection 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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US6759309 
 

【発行日】2004/07/06 
Applied Materials, Inc. 

  
シリコンを含む基板に陽極接合された内部導電層を

有するガラス・ビアホールを含むマイクロマシン構造
Micromachined structures including glass vias with internal conductive 

layers anodically bonded to silicon-containing substrates 
 

発明のポイント： 積層された基板(200)の垂直方向の電気的接続を取る方法であって、第

一のシリコン基板(204)と接合されたガラス基板(202)のビアホール

(208)には内部に導電層(214)が形成され、更にそれを第二のシリコン

基板(216)に陽極接合する。 

【発明相応図】fig.2C 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A method of preparing a vertical. electrically connected structure. comprising the steps of:a) providing a second substrate 
overlying a first substrate. wherein said first substrate and said second substrate comprise materials having similar coefficients 
of expansion. and wherein said second substrate has at least one through-hole formed therein; b) anodically bonding said first 
substrate to said a first surface of said second substrate; c) simultaneously depositing a layer of a conductive material over an 
interior surface of said at least one through-hole. an upper portion of said first substrate exposed in the area of said 
through-hole. and over a portion of a second surface of said second substrate surrounding said through-hole. thereby forming a 
conductive pad surrounding said through-hole; and d) anodically bonding a third substrate to said second surface of said second 
substrate. wherein said second substrate and said third substrate comprise materials having similar coefficients of expansion 
whereby said first substrate is electrically connected to said third substrate by means of said conductive material 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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US6784020 
 

【発行日】2004/08/31 
Asia Pacific Microsystems, Inc. 

  
パッケージ構造及びその製法 

Package structure and method for making the same 
 

発明のポイント： システム・イン・パッケージ(SiP）の方法であり、デバイス基板(213)

を切断ライン(214)の中に配置し、ウェーハレベルのSiPを可能にする。

【発明相応図】fig.2i 

 

【従来図】fig.1a～d 

 

【クレーム 1】 

1. A method of making a package structure. comprising the steps of:providing at least two substrates for composing the package 
structure; making functional elements on at least one of the substrate; assembling discrete elements. dies and devices onto at 
least one of the substrate; forming part of electrical interconnection among the integrated elements and assembled discrete 
elements on one side or both sides of the said substrates; making electrical conduction line and lead line on at least one of the 
substrate for further constructing electrical conduction and signal connection between two different substrates; forming 
interposers. micro-joints and microstructures on a portion of surface of at least one of the substrate; aligning and pre-bonding a 
substrate with the said interposers. micro-joints and microstructures to another substrate; thereafter. the appropriate spacing 
provided by the corresponding said interposers. micro-joints and microstructures between the pre-bonded substrates. may 
accommodate and protect the integrated and hybrid assembled elements on the substrates; forming a completely scaled 
interface between the pre-bonded interfaces of substrates by encapsulating the interfaces via through-hole microstructures. 
therefore a completely sealed package interface of each packaged devices or apparatus in the form of the said package is done 
and separating each packaged structures. devices or apparatus in the form of the said 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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WO07060414A1 
 

【発行日】2007/5/31 
CAVENDISH KINETICS LIMITED 

  
微小電子機械素子のための封入法 

METHOD OF ENCLOSING A MICRO-ELECTROMECHANICAL ELEMENT 
 

発明のポイント： 微小電子機械システムを含む積層ハウジングの作製法で少なくともハ

ウジングのひとつの層に空洞部(15)を含むことを特徴とする方法。 

【発明相応図】fig.15 

 

【従来図】fig.10 

 

【クレーム 1】 

CLAIMS1. A method, in a complementary metal oxide semiconductor fabrication process, of creating a layered housing 
containing a micro-electromechanical system device, the method comprising the steps of: providing a cavity in at least one layer 
of the housing, the cavity being accessible through via holes in a layer of insulating material deposited thereon, and the layer of 
insulating material being covered by a thin film layer of conductive material; hydrophobically treating at least a portion of the 
inner surface of the cavity; submerging the wafer in an electroplating solution; and electroplating a conductive layer onto the 
thin film layer of conductive material such that the cavity remains free of electroplating solution. 
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WO01026136A2 
 

【発行日】2001/4/12 
DELTA DANISH ELECTRONICS, LIGHT &amp; ACOUSTICS 

  
三次元マイクロシステムの封入法 

ENCAPSULATION FOR A THREE-DIMENSIONAL MICROSYSTEM 
 

発明のポイント： マイクロシステム(1)を封入する方法であって、第一の材料からなる第

一層(14)とその外側に配置された第二の材料からなる第二層(15)とで

封入する。 

【発明相応図】fig.4 

 

【従来図】なし 

 

【クレーム 1】 

CLAIMS 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. 
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EP01415950A2 
 

【発行日】2004/05/06 
Institute of Microelectronics 

  
MEMS のウェーハレベルパッケージ 

Wafer-level package for micro-electro-mechanical systems 
 

発明のポイント： 基板を貫通するビアホールを有する第一の基板(352)のボンディング

パッド(368)と、MEMS(374)が形成された第二の基板(372)上に形成され

たメタル部(380)とを、はんだ(378)で接続する。 

【発明相応図】fig.3G 

 

 

【従来図】fig.2C 

 

【クレーム 1】 

1. A method for forming wafers having through-wafer vias for wafer-level packaging of devices, the method comprising the steps 
of: depositing a metal layer on one of a first wafer and a second wafer; bonding the first wafer and the second wafer using the 
metal layer deposited on one of the first wafer and the second wafer; forming a through-wafer via in one of the first wafer and 
the second wafer; filling the through-wafer via with a conductive material; and forming a cavity in the one of the first wafer and 
the second wafer having the through-wafer via, wherein the cavity is superposable over a device. 
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EP01674913A2 
 

【発行日】2006/06/28 
LG ELECTRONICS INC. 

  
走査型マイクロミラーパッケージ、その製法、 

それを用いた光走査デバイス 
Scanning micro-mirror package, method for fabricating the same, and 

optical scanning device employing the same 
 

発明のポイント： マイクロミラーデバイス(31)はハウジング(11)の中に保持され、透明

窓(22)を有するリッド(20)のフレーム(21)で前記ハウジングとのスペ

ースを確保して、結合される。 

【発明相応図】fig.3 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A scanning micro-mirror package, comprising: a housing onto an inner bottom of which a micro-mirror die is attached, said 
micro-mirror die being provided for installing a scanning micro-mirror for reflecting an incident light beam thereon; and a lid, 
combined with the housing to form an internal space therebetween. 
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US6780672 
 

【発行日】2004/08/24 
Lockheed Martin Corporation 

  
微小電子機械部品およびその構成 

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部の製法であって、MEMS

部(300)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 内に有している。 

【発明相応図】fig.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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WO08062350A2 
 

【発行日】2008/5/29 
NXP B.V. 

  
シーリング構造およびその製法 

A SEALING STRUCTURE AND A METHOD OF MANUFACTURING THE SAME 
 

発明のポイント： シーリング構造(1101)を作製するに際し、基板(101)上に配したキャッ

プ材(401)と、前記キャップ下の基板に空洞(801)を作る工程を含み、

キャップ材と基板の接合を自動的に出来るようにする。 

【発明相応図】fig.11 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

CLAIMS:1. A method of manufacturing a structure (1100), the method comprising forming a cap element (401) on a substrate 
(101); removing material (103) in an adjoining region between the substrate (101) and the cap element (401) to thereby form a 
gap (802) between the cap element (401) and the substrate (101); rearranging material of the cap element (401) and/or of the 
substrate (101) to thereby merge the cap element (401) and the substrate (101) to bridge the gap (802). 
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US6756310 
 

【発行日】2004/06/29 
Rockwell Automation Technologies, Inc. 

  
表面マイクロマシーン技術を用いて分離した 

MEMS デバイスを作製する方法 
Method for constructing an isolate microelectromechanical system 

(MEMS) device using surface fabrication techniques 
 

発明のポイント： 基板上(616)に形成された可動部(614)を有するMEMSデバイスをウェー

ハレベルでキャッピング(640)を行う。 

【発明相応図】fig.27 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A method of constructing a MEMS device having a first stationary conductive member separated from a second movable 
conductive member by a variable size gap. the method using exclusively surface fabrication techniques and comprising:(a) 
providing a substrate; (b) depositing sacrificial material onto the substrate to form a sacrificial layer; (c) depositing insulating 
material onto the sacrificial layer to form an insulating layer having at least a portion that is separated from the substrate by 
the sacrificial layer; (d) after step (c). depositing conductive material onto the insulating layer to form a conductive layer; (e) 
etching through a portion of the conductive layer to the insulating layer to form the first and second adjacent conductive 
structures separated by a variable size gap; (f) etching through a portion of the insulating layer around the second conductive 
structure to provide a base for the second conductive structure; and (g) etching through at least a portion of the sacrificial layer 
to release the base and second conductive structure from the substrate. wherein the second conductive structure is movable with 
respect to the first 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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EP01908727A1 
 

【発行日】2008/04/09 
Seiko Epson Corporation 

  
ウェーハレベル MEMS パッケージ及びをその製法 

Wafer-level MEMS package and manufacturing method thereof 
 

発明のポイント： MEMS(1)が形成された基板(2)を空洞部(3)を有するキャップ構造(24)

でカバーする。前記キャップ構造の上側にはインレット孔(8)、下側に

はアウトレット孔(7)が形成されている。 

【発明相応図】fig.1 

 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

1. A MEMS package comprising a base substrate (2) and a cap structure (4) joined to said base substrate (2) forming a chamber 
(3) therewith, the package further comprising at least a MEMS element (1) formed on a base substrate (2) and housed within 
said chamber (3), characterized in that the cap structure (4) comprises at least one protective layer (24) having at least one input 
hole (8) on its upper surface and at least one output hole (7) on its lower surface, wherein the protective layer (24) includes at 
least one channel (9) which communicates said input and output holes (8,7) for the passage of an etching fluid (12) to said 
chamber (3), and wherein the input and output holes (8,7) are arranged in such a manner that they do not overlap. 
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WO08091221A2 
 

【発行日】2008/7/31 
SILEX MICROSYSTEMS AB 

  
マイクロパッキング法とそのデバイス 

MICROPACKAGING METHOD AND DEVICES 
 

発明のポイント： パッケージの小型化に関するもので、予め形成した空洞部(3)に MEMS

などのコンポーネント(4)を電気的な導通部(2,5)を覆う形で接合し、

その上を基板(10)でシーリングする。 

【発明相応図】fig.1 

【従来図】なし 

【クレーム 1】 

CLAIMS:1. A method of micro-packaging a component (4), comprising the steps of:- providing a plurality of substrates (1, 10, 1 1) 
comprising at least a first and a second substrate (1, 10), the first substrate (1) being a semiconductor substrate and being 
provided with an electrical through connection (2);- forming a compartment (3) in either one or a plurality of the substrates (1, 
10, 1 1) by etching;- providing the component (4) above the first semiconductor substrate (1) so that it covers at least the through 
connection (2);- connecting the component (4) to the through connection (2); and-joining the substrates (1, 10, 1 1) to form a 
sealed micro-packaged device (15). 
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WO02056031A1 
 

【発行日】2002/7/18 
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD. 

  
ウェーハスケールでキャップで保護された加速度計 

ACCELEROMETER PROTECTED BY CAPS APPLIED AT THE WAFER SCALE 
 

発明のポイント： 加速度計のカンチレバー式のマス（塊）204 がプラスチック樹脂 210 内

の空洞で可動になるように加速度計チップ 202 がプラスチック樹脂で

キャップされる。このキャップはウェーハからチップを切り出す前に

行う。 

【発明相応図】fig.23 

 
【従来図】fig.3 

 

【クレーム 1】 

Claims : 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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掲載特許一覧表

特許番号 権利者 タイトル タイトル和訳 発行日
EP01096259A1 Samsung Electronics

Co., Ltd.
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
及びその製法

2001/05/02

EP01167281A2 SAMSUNG
ELECTRONICS CO.
LTD.

Chip scale surface-mountable
packaging method for
electronic and MEMS devices

電子及びMEMSデバイスの
チップスケール表面マウン
トパッケージ法

2002/01/02

EP01418154A2 Samsung Electronics
Co., Ltd.

Method and apparatus for
vacuum-mounting a micro
electro mechanical system on
a substrate

基板にMEMSを真空マウン
トするための器具及び方法

2004/05/12

EP01431242A2 Samsung Electronics
Co., Ltd.

Bonding method for flip-chip
semiconductor device, mems
device package and package
method using the same

フリップチップ半導体デバイ
スの本ディング方法、
MEMSデバイスパッケージ
及びそれを使用したパッ

2004/06/23

EP01449810A2 Samsung Electronics
Co., Ltd.

Method for manufacturing
micro-electro-mechanical
system using solder balls

はんだボールを用いた
MEMSの製造方法

2004/08/25

EP01659092A1 Samsung Electronics
Co., Ltd.

Method for fabricating an
electrode in a packaging
substrate

パッケージ基板の電極形
成方法

2006/05/24

EP01688776A1 Samsung Electronics
Co., Ltd.

Optical scanner package and
method of manufacturing the
same

光スキャナーパッケージ及
びその製法

2006/08/09

EP01748029A2 Samsung Electronics
Co., Ltd.

Micro-mirror device package
and method for fabricating the

マイクロミラーデバイスパッ
ケージ及びその製造方法

2007/01/31

EP01804110A1 Samsung Electronics
Co., Ltd

Mirror package and method of
manufacturing the mirror
package

ミラーパッケージ及びミラー
パッケージの製造方法

2007/07/04

EP01845061A2 Samsung Electronics
Co., Ltd.

Method for making via holes
filled with conductive material
in MEMS devices and device
with such vias

MEMSデバイスの導電材料
で充填されたビアホールの
作製方法及びそれを有す
るデバイス

2007/10/17

EP01900680A2 Samsung Electro-
Mechanics Co., Ltd.

Cap wafer having electrodes 電極を有するキャップ
ウェーハ

2008/03/19

EP01151962A1 STMicroelectronics
S.r.l.

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

第二の半導体材料の第二
のボディー上に形成された
半導体材料の第一のボ
ディーと電気的接続をとる
構造、電気的接続のため
の複合構造、その製造プロ
セス

2001/11/07

EP01219565A1 STMicroelectronics
S.r.l.

Process for manufacturing
integrated devices having
connections on separate
wafers and stacking the same

分離されたウェーハに接続
を有する集積化デバイスの
製法と積層法

2002/07/03

EP01296374A1 STMicroelectronics
S.r.l.

Process for bonding and
electrically connecting
microsystems integrated in
several distinct substrates

いくつかの別の基板に集積
化されたマイクロシステム
をボンディング及び電気的
に接続するプロセス

2003/03/26

EP01878692A1 STMicroelectronics
S.r.l.

Semiconductor package
substrate, in particular for
MEMS devices

特にMEMSデバイス用の半
導体パッケージ基板

2008/01/16

EP01775259A1 STMicroelectronics
S.r.l.

Wafer level package for sensor
devices

センサーデバイスのウェー
ハレベルパッケージ

2007/04/18

WO07022978A1 STMICROELECTRONI
CS (CROLLES 2) SAS

MICROELECTROMECHANICA
L DEVICE PACKAGING WITH
AN ANCHORED CAP AND ITS
MANUFACTURE

アンカーキャップでパッケー
ジされたMEMSデバイス及
びその製法

2007/03/01
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掲載特許一覧表

特許番号 権利者 タイトル タイトル和訳 発行日
WO07042336A2 STMicroelectronics

S.r.l.
SUBSTRATE-LEVEL
ASSEMBLY FOR AN
INTEGRATED DEVICE,
MANUFACTURING PROCESS
THEREOF AND RELATED

集積化デバイスの基板レベ
ルでのアセンブリー法、同
デバイス及び関連した集積
化デバイスの製造方法

2007/04/19

EP01310380A1 SensoNor asa A micro-mechanical device
and method for producing the

微小機械デバイス及びそ
の製法

2003/05/14

EP01460037A1 SensoNor asa A multi-layer device and
method for producing the same

多層デバイス及びその製
造方法

2004/09/22

EP01798196A1 Infineon Technologies
SensoNor AS

Multi-layer device with
reduced UV radiations during
encapsulation

封入時に減圧UV照射した
マルチレイヤーデバイス

2007/06/20

EP01944266A1 Infineon Technologies
SensoNor AS

MEMS Packaging with reduced
mechanical strain

低減された機械的ストレス
を有するMEMSパッケージ

2008/07/16

WO07012992A1 KONINKLIJKE
PHILIPS
ELECTRONICS N.V.

A PACKAGE AND
MANUFACTURING METHOD
FOR A MICROELECTRONIC
COMPONENT

微小電子部品のパッケー
ジ及びその作製法

2007/02/01

WO07017819A1 KONINKLIJKE
PHILIPS
ELECTRONICS N.V.

METHOD FOR
MANUFACTURING A
MICROELECTRONIC
PACKAGE COMPRISING A

シリコンMEMSマイクロフォ
ンを含むマイクロエレクトロ
ニクスパッケージの製法

2007/02/15

EP01992588A2 Industrial Technology
Research Institute

Packaging of MEMS
microphone

MEMＳマイクロフォンのパッ
ケージ

2008/11/19

EP01992589A2 Industrial Technology
Research Institute

Packaging of MEMS
microphone

MEMＳマイクロフォンのパッ
ケージ

2008/11/19

US6798954 3M Innovative
Properties Company

Packaged optical micro-
mechanical device

パッケージされた光学式微
小機械デバイス

2004/09/28

US6396711 Agere Systems
Guardian Corp.

Interconnecting
micromechanical devices

微小機械デバイスの配線 2002/05/28

US6759309 Applied Materials, Inc. Micromachined structures
including glass vias with
internal conductive layers
anodically bonded to silicon-
containing substrates

シリコンを含む基板に陽極
接合された内部導電層を
有するガラス・ビアホールを
含むマイクロマシン構造

2004/07/06

US6784020 Asia Pacific
Microsystems, Inc.

Package structure and method
for making the same

パッケージ構造及びその製
法

2004/08/31

WO07060414A1 CAVENDISH
KINETICS LIMITED

METHOD OF ENCLOSING A
MICRO-
ELECTROMECHANICAL

微小電子機械素子のため
の封入法

2007/05/31

WO01026136A2 DELTA DANISH
ELECTRONICS, LIGHT
&amp; ACOUSTICS

ENCAPSULATION FOR A
THREE-DIMENSIONAL
MICROSYSTEM

三次元マイクロシステムの
封入法

2001/04/12

EP01415950A2 Institute of
Microelectronics

Wafer-level package for micro-
electro-mechanical systems

MEMSのウェーハレベル
パッケージ

2004/05/06

EP01674913A2 LG ELECTRONICS
INC.

Scanning micro-mirror
package, method for fabricating
the same, and optical scanning
device employing the same

走査型マイクロミラーパッ
ケージ、その製法、それを
用いた光走査デバイス

2006/06/28

US6780672 Lockheed Martin
Corporation

Micro eletro-mechanical
component and system
architecture

微小電子機械部品および
その構成

2004/08/24

WO08062350A2 NXP B.V. A SEALING STRUCTURE AND
A METHOD OF
MANUFACTURING THE SAME

シーリング構造およびその
製法

2008/05/29

US6756310 Rockwell Automation
Technologies, Inc.

Method for constructing an
isolate microelectromechanical
system (MEMS) device using
surface fabrication techniques

表面マイクロマシーン技術
を用いて分離したMEMSデ
バイスを作製する方法

2004/06/29

EP01908727A1 Seiko Epson
Corporation

Wafer-level MEMS package
and manufacturing method

ウェーハレベルMEMSパッ
ケージ及びその製法

2008/04/09

WO08091221A2 SILEX
MICROSYSTEMS AB

MICROPACKAGING METHOD
AND DEVICES

マイクロパッキング法とそ
のデバイス

2008/07/31
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掲載特許一覧表

特許番号 権利者 タイトル タイトル和訳 発行日
WO02056031A1 SILVERBROOK

RESEARCH PTY. LTD.
ACCELEROMETER
PROTECTED BY CAPS
APPLIED AT THE WAFER

ウェーハスケールでキャッ
プで保護された加速度計

2002/07/18
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