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　まえがき

近年は圧力センサなどに代表される各種センサやイ

ンクジェットヘッドなどのアクチュエータを微細化する

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）が脚光を浴
びている。富士電機では，1980年代よりセンサやアクチュ

エータ製品化の研究・開発を推進してきた。その間に圧力
センサやインクジェットヘッドなどを市場に送り出してき

た
（1）

。

MEMSの要素技術としては，構造設計，回路設計，微
細加工，評価などがある。製品仕様達成のためには，構
造・回路設計と微細加工の相方を考慮した全体の最適化が

必要である。特に量産化を考慮した場合，安定した加工と

高精度な加工を両立することが最大の課題となるため，製
品開発の際には構造・回路設計技術と微細加工技術のレ

ベルを総合的に判断することが求められる。一方で微細加
工技術はMEMS製品の特性上，一般的な半導体製造技術
のような標準化が困難であるため，各社が特徴ある加工技
術・工程を開発・適用している。そのためMEMSの微細
加工技術は単なる製造の手段にとどまらず，製品品質や特
性を決定する重要な要素技術でもある。MEMSの微細加
工技術は，もともとは半導体加工技術から派生しているの

で，多くの面で類似している。しかし加工のディメンショ

ンや使用材料の多様さなど異なる面もある。例えばエッチ

ングによる加工深さは，一般的な半導体製品では 100µm
以下であるのに対して，MEMS製品では 1mmを超える

場合もある。さらに使用材料が半導体製品にはなじみの少
ない白金・金・ホウケイ酸ガラスなどの材料を使用してい

る。半導体製品との相違は後工程においても見られる。特
に真空封止に代表されるように，パッケージ工程自体が製
品の機能を作りこむことも特徴の一つとなっている。

これらのようにMEMS加工技術と半導体加工技術と

は，別々に発展してきた。しかし最近は，“more Moore”
“more  than  Moore”のために TSV（Through  Silicon 
Via）に代表されるMEMS技術を応用した貫通電極半導
体製品や，集積化MEMSのような半導体とセンサなどを

一体化した製品など，半導体製品への応用や融合が進め

られている
（2），（3）

。大きな市場規模を持つ半導体製品との融合は，

MEMSにとって大きな魅力であると同時に急速な技術革
新の機会でもある。今後のMEMS用微細加工技術は，半
導体製品への適合性をさらに高めると同時に，より大量生
産に適した大口径化へ向かうと予想される。また市場の拡
大に伴い，各装置メーカーからも新しい技術・装置の提案
も予想され，今後数年は目覚しい技術革新が進むと思われ

る。

このような状況にあるMEMS用微細加工技術について

本稿で述べる。

　富士電機の微細加工技術

富士電機では，東京工場（東京都日野市）にある表１に

示す仕様のMEMS用製造ラインで，MEMS製品の研究・

開発・量産を行っている。このクリーンルーム内で開発・

量産適用している微細加工技術を表 2に示す。前工程から

後工程までを 1フロアーで行うことにより，量産製品の

効率的な生産だけでなく開発面でも効率的かつ複合的な

技術開発が行える。本稿では表 2に示す富士電機における

MEMSの製造工程の中から，シリコン加工技術および成
膜技術について詳細を述べる。
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表1　MEMS製造ラインの主な仕様

仕様など

約1,700m2

10～10,000

ダウンフロー＋乱流方式

81台

フォト室

成膜室

エッチング室

特性評価室

ボンディング室

項　目

面　積

クラス

方　式

設置装置数

主な工程
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2.1　シリコン加工技術

現在のシリコン加工は ICP（Inductively Coupled Plas-
ma）のプラズマソースを使った Bosch process（エッチン

グとデポジションを交互に繰り返す方式）によるドライ

エッチングや KOHなどのアルカリ溶液によるウエット

エッチングを主に適用している。富士電機ではこの 2種類
のエッチング方式を，製品特性に合わせて使い分けてい

る。表 3に両エッチング方式の比較を示す。ウエットエッ

チングは比較的安価である反面，シリコンの面方位に対す

るエッチング速度依存性があり，その適用範囲が限られる。

一方でドライエッチングは加工条件により形状・面内分布
などが大きく変わる。目的とする加工特性を得るための最
適化が必要であり，加工技術のレベルを決定する大きな要
素である。

ドライエッチングの加工特性を示す指標としては表 4の

項目がある。例えば面内均一性とエッチングレートは一般
的にはトレードオフの関係にあるので，すべての項目につ

いて同時に最高水準を満たすことはできない。ドライエッ

チング条件の要点は，その適用製品の要求特性を満たすた

めに何を達成する必要があるのかを見極めることである。

表 4に富士電機の実力値，図 1に加工例の SEM写真を示
す。

現在富士電機が積極的に進めている加工技術は，1mm

を超える超深堀加工および 2段・3段などの段差加工によ

る複雑な三次元形状加工である。これらの技術は実際の製
品群に広く適用され，量産の実績も十分にある。今後はさ

らなる複雑な三次元形状実現のために，多段差加工による

深堀加工を進めていき，差別化製品の創出を目指していく。

2.2　成膜技術

本稿では，実際に工場で使用しているスパッタによる 
Al-Si膜質向上による高周波対応技術成膜技術について紹
介する

（4）

。

一般に，導体配線に流れる電流は高周波になるほど配線
のごく表面にしか流れなくなるという表皮効果により，伝
送損失が大きくなる。この問題に対し，技術的課題・解決
策を抽出するため，高周波特性の基礎的な評価を実施した。

シリコン基板上に厚さ 2 µmの熱酸化膜を形成後，Al-Si
のマイクロストリップ線路を製作し，RFプローブを用い

て Sパラメータを測定した。高周波特性の評価実験では

製造プロセス条件をパラメータとした。高周波領域では表
皮効果が発生する。Al-Si配線の表面状態により，伝送損
失の度合いが変化すると考え，図 2に示すような損失モデ

ルを想定し，伝送損失の低減方法を検討した。

このモデルを検証するため，配線形成プロセスの条件を

変えることにより，Al-Si配線の表面状態（結晶性の変化
に起因）を変化させて伝送損失の評価を実施した。

具体的な方法として，Al-Siのスパッタ成膜条件（圧力）

を A，B，Cの 3条件に変化させて成膜を行った。デバイ

ス適用を見据えた評価を行うため，最終的な配線構造ま

で形成した。これらの配線表面状態を観察するため，FIB
（Focused Ion Beam）を用いて断面 SIM像の観察を実施
した。図 3に断面 SIM（Selected Ion Monitoring）像を示
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表2　富士電機におけるMEMSの製造工程

小分類大分類 詳　細

レジスト塗布（スピンオン，スプレー，
　　　　　　　ドライフィルム）
露光（片面，両面同時，裏面アライメント）

熱酸化膜形成
不純物拡散

PVD（蒸着，スパッタ）
CVD（TEOS）

ドライエッチング（ICP，RIE，プラズマ）
ウエットエッチング（シリコン，金属）

ウェーハ接合（陽極接合，拡散接合）
ベアチップ実装（ワイヤーボンディング，
　　　　　　　　フリップチップ）

電気特性評価
膜厚評価
形状評価

切断（ダイシング，スライシング）

フォト工程

熱処理工程

成膜工程

エッチング工程

機械加工工程

ボンディング工程

評価工程

前工程

後工程

表3　ウエットエッチングとドライエッチングの比較

項　目

エッチングレート

加工制御性

深さ面内分布

選択比（対SiO2）

加工形状

装置コスト

ランニングコスト

ウエットエッチング

数　m/min以下

薬液管理複雑

数%以内

100～200程度

シリコン面方位に依存

一般的に低

一般的に低

ドライエッチング

10～20  m/min

装置にて管理可能

数%以内

1,000以上可能

加工条件で制御可能

一般的に高

一般的に高

表4　ドライエッチング加工におけると富士電機の実力

富士電機実力値

20  m/min

30以上

2%以内（3σ，6インチ内）

1,000以上

90°±1°

2  m以下

最大6インチ

項　目

エッチングレート

アスペクト比

深さ面内分布

選択比（対SiO2）

垂直性

最小L/S

加工口径

5　m

50　m
20　m

図1　ドライエッチング加工例
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す。スパッタ製膜条件 A〜 Cでは，表面状態が大きく異
なることがわかる。

表面状態はスパッタ製膜条件 Aでは凹凸はなく平坦
であるが，Bは若干の凹凸が発生し，結晶粒界の酸化が

SIM像上で白筋状の影として確認できる。Cは Bの状態
がさらに劣化したように見え，表面状態の凹凸および粒界
の酸化が顕著である。条件 B，Cで発生した凹凸や粒界酸
化は図 2の伝送損失モデルで示したように，表面近傍の電
子走行を阻害するものと推察される。

これらの影響について確認するため，伝送損失の評価を

行った。GHz帯での挙動を主に調査するため 1〜 20GHz
とした。その結果を図 4に示す。出力値は表面状態によっ

て異なる結果が得られた。これは，先の伝送損失モデルの

とおり，表面の凹凸や粒界の影響により，伝送損失が著し

く変化することを示している。特に高周波領域である 6〜
20GHzの条件下では，膜条件 Aは最も結果の悪かった条
件 Cに比べて，伝送損失を 1.5 db以上改善できることが

分かった。

2.3　脱シリコンへの取組み

最近は素材の改良および加工技術の進歩などによって

さまざまな材料や加工技術がMEMS分野に適用され始め

ている。その代表的な例が図 6に示すナノインプリンティ

ングである。ナノインプリンティングは PMMA（Poly 
Methyl Methacrylate）などの樹脂材料を使った三次元加
工技術であり，図 5に示す工程で形状を形成する。このと

きの型材料としては，ガラスやシリコンを用いる。富士電
機でも本技術用の型をシリコンの三次元加工技術を用いて

加工している。

現在は最小線幅 1 µmである。将来的にはサブ µmオー

ダの微細パターンの形成に挑戦する。そのためには，フォ

トリソ技術・エッチング技術をより高度化していく必要が

ある。特にフォトリソ技術においては電子ビームによる直
接描画技術が必須である。また微細パターンエッチング技
術の開発が必要である。

金属を使ったデバイスの加工技術も今後の有望な技術
の一つであり，富士電機は銅板を微細加工した冷却デバイ

スを製品化している（図 6）。フォトリソグラフィー・ウ

エットエッチング・機械加工・めっき・拡散接合技術など

を駆使してデバイス加工をしている。金属加工は近年の加
工技術の進歩により，いっそう微細化が進んでいる。その

ため，近年ではマイクロポンプなど，金属の特徴を生かし

たデバイスの研究も行われており，前述の樹脂と合わせて

MEMSに適用される材料はますます幅を広げていくと予
想されている。
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表面の凹凸

e
e－

走行電子 結晶粒界

凹凸：少⇒衝突・散乱確率：減 粒界：少（結晶の不連続面：少）
　　　⇒衝突・散乱確率：減

（a）表面凹凸による散乱 （b）粒界による散乱

走行電子の衝突・散乱 （a）表面の凹凸部
（b）粒界

伝送損失の推定原因

図2　伝送損失モデル

AI-Si
配線

白筋：粒界 白筋多発

（a）成膜条件A （b）成膜条件B （c）成膜条件C

1　m 1　m 1　m

1　m
0.3　m 0.3　m

図3　FIB による断面SIM像
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図4　成膜条件による伝送損失特性の変化
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図5　ナノインプリンティング技術

図6　冷却デバイス
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　今後の取組み

富士電機のMEMS製品を支える微細加工技術を，今後
さらに高度化させて差別化製品の創出を加速するために，

以下の施策を推進していく。

（a） 　国内外の大学・研究機関との共同研究推進による新
技術の導入

（b） 　新技術用設備の積極的な導入
（c） 　さまざまなアプリケーションを見据えた技術開発の

推進
図 7は同一基板上にさまざまな官能基を選択的に形成さ

せた例である
（5）

。このような表面修飾技術により幾つもの複
合したセンサを形成することができる。富士電機ではこの

技術を応用し，さらに無線技術，エネルギーハーベスティ

ング，電子回路を 1チップ化したセンサモジュール（図 8）

の開発を国家プロジェクト「異分野融合型次世代デバイス

（BEANS）製造技術開発プロジェクト」に参加して取り組
んでいる

（6）

。

また加工技術においては，従来から富士電機の得意技術
であった，深堀加工を中心としたバルクマイクロマシン技
術分野だけでなく，表面のみを三次元加工するサーフェイ

スマイクロマシン技術の開発も推進していく。これらの技
術の組合せにより，注目される技術である TSVや集積化
MEMSを実現していく。

さらに富士電機の差別化技術である無線技術との融合を

進めるため，省電力・小型・高機能などをキーワードとし

たMEMSデバイスの積極的な開発・製品化を推進してい

く。将来はこのようなセンサモジュールを応用した環境監
視ネットワークが実現する可能性があり，これらの新製品
を量産化し，富士電機の次世代機種の柱としていく。

　あとがき

富士電機が持つ微細加工技術の概要を述べた。MEMS
の適用分野は非常に広いため，ここで紹介した微細加工技
術は今後ますます重要性を増していくものであると考えて

いる。社会の安全・安心，環境問題の解決などに貢献でき

るMEMS製品の創出を行い，社会貢献を果たす所存であ

る。
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基板に親水性，疎水性を
パターニング

親水性のみに微粒子を
配列可能

親水性のみ液架橋力により
微粒子が自己整列

微粒子

親水性

疎水性

（a）濡れ性を制御した基板 （b）懸濁液から基板引上げ

（c）自己組織化により微粒子を配列

懸濁液

パ
タ
ー
ニ
ン
グ
基
板

図7　表面修飾技術による官能基の選択的形成

シリコン
基板

信号処理 CPU 無線 電源

Aセンサ

感応素子

配線
基板Bセンサ Cセンサ

微粒子

図8　1チップ化したセンサモジュール例
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