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1　まえがき

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術は近
年急速に発展してきており，研究機関やさまざまな分野の

企業が，製品のキーデバイスとして研究開発を推進して

ている。各種 MEMS 関連分野に対する MEMS の国内市
場規模予想

⑴

を図₁に示す。自動車関連分野および情報通信
機器関連分野における MEMS センサやアクチュエータの

市場が拡大すると予測されている。また，医療福祉関連分
野や精密機器関連分野などで，バイオ MEMS や光・RF-

MEMS などの異分野の技術と融合したデバイスの開発が

盛んになってきている。

MEMS 技術について，経済産業省より図₂に示すよう

な技術戦略マップ
⑵

が提案されている。今後の MEMS 技術
は，環境，安全，エネルギー分野への応用が期待され，環
境監視デバイス，エネルギーハーベスティング，医療機器
への応用のための研究が進むと思われる。

MEMS 技術も複雑化してきており，各企業とも研究機

関や異業種企業との共同研究により，互いの強い技術で相
互補完を行っている。富士電機もパートナーとの相互補
完によって，エネルギー，環境，安全・安心の分野への

MEMS 技術の応用として，環境監視用デバイス，エネル

ギーハーベスティング用デバイス，医療機器用デバイスな

どの開発に取り組んでいる。さらに MEMS センサと無線
技術とを組み合わせて，オートメーションシステムのイン

テリジェント化を推進していく。

以下に富士電機の MEMS 技術と，現在の MEMS 応用
製品事例と最新の事例とを紹介する。またインテリジェン

トシステムの事例として無線による設備監視システムを紹
介し，今後の取組みの方向についても言及する。

2　�富士電機のMEMS技術と現在のMEMS応用
製品

富士電機は 20 年以上にわたってシステムを差別化する
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●新しいライフスタイルの創出
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富士電機では 20 年以上にわたり，システムを差別化する MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を応用した

センサなどの製品化を推進してきた。MEMS 応用製品には圧力センサ，フローセンサなどがあり，プラズマエッチングや

陽極接合技術を応用して三次元加工を行っている。最新の事例として，超低消費電力を実現する薄膜ガスセンサと，設備
や建築物などの診断応用を視野に振動センサを開発している。さらに国家プロジェクトである BEANS に参画し，抗体な

どを表面修飾したセンサの研究やエネルギーハーベスティング技術などを大学と共同で研究している。

For over 20 years, Fuji Electric has advanced the commercialization of sensors and other products that utilize MEMS（Micro Electro 
Mechanical Systems）technology to realize superior systems. Products utilizing MEMS technology include pressure sensors, flow sensors and 
the like, and plasma etching and anodic bonding technology are used to perform three-dimensional processing. Recent development examples 
include a thin-film gas sensor that realizes ultra-low power consumption and a vibration sensor that is being considered for diagnostic 
applications to equipment and buildings. Additionally, Fuji Electric is participating in the planning of the Japanese national project known as 
BEANS（Bio Electromechanical Autonomous Nano Systems）, and is collaborating with some universities to research sensors such as surface-
modified antibodies, and energy harvesting technology.
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MEMS 技術を応用したセンサとアクチュエータの製品化
を推進してきた。オートメーションシステムに使用される

発信器用圧力センサ，各種システムの計測データの記録に

使用する記録計用インクジェットヘッド，放射線管理シ

ステムに使用する個人被ばく線量計用 RI（Radio Isotope）
センサなどの製品である。いずれの製品もシステムを支え

るコンポーネントの差別化のために開発し，特徴あるデバ

イスとなっている。図₃に圧力センサがセンサモジュール

として発信器に組み込まれ，システムのインテリジェント

機能として使われていることを示す。

富士電機の MEMS 製造技術について表₁に示す。三次
元加工にはプラズマエッチングや陽極接合技術などを駆使
している。

これらの MEMS 技術を応用している製品
⑶

を図₄に示し，

以下に概要を紹介する。

₂.₁　広レンジタイプ圧力センサ

発信器用圧力センサの構造図を図₅に示す。両面に作用
する圧力の差によりシリコン（Si）ダイアフラム部が変位
し，その変位を静電容量の変化より検出することで圧力

（差圧）を計測する。ここで Si ダイアフラム部の厚さを変
えて，各種の圧力の測定レンジに適合できるような製品設
計を行っている。

圧力センサは，富士電機の MEMS 加工技術におけるコ

ア技術として，三次元形状を高精度で加工するバルクマイ

クロマシン技術で形成している。例えばダイアフラム部は，

プラズマエッチングによりシリコン基板を両面加工するこ

とによって厚さ精度＋－ 1 µm を実現している。この精度が

圧力センサの検出感度を向上させ，発信器の小型化と高精

度化でシステムの差別化を可能としている。

また，1 チップ上に複数個のセンサを加工・形成するこ

とで，1 チップで 6 〜 130 kPa までの範囲が測定できる広
レンジタイプの圧力センサを実現した。本センサにおいて

は前述のプラズマエッチング技術に加えて陽極接合技術を

適用し，信頼性の高い構造を実現している。

₂.₂　フローセンサ

工業用赤外線式ガス分析計に使用するガラス基板を素材
としたヒータ式フローセンサである。素材として熱伝導率
の低いガラスを採用し，MEMS 技術によって微細な配線
を形成することで高感度化を実現している。例えば分析ガ

ス CO を 2 ppm 濃度までの計測を可能とするなど，分析
計の高性能化に貢献している。また本センサを応用して，

クリーンルーム内の気流（向きと流速）を計測して環境監
視にも利用している。

₂.₃　シリコンインターポーザ

シリコン基板上に配線，抵抗・コンデンサなどの受動素
子を作りこんだインターポーザである。通常のプリント基
板に比べて約 1/4 までサイズが小型化できるため，電子機
器やセンサ素子基板のマザーボードとして利用されている。

最大の特徴は多くのセンサで用いるシリコンを基板材料と

していることである。熱応力の低減によるセンサ素子の温
度特性改善や，基板配線長の短縮による電子回路のノイズ

低減などの効果で搭載するセンサ素子の性能を十分に発揮
できる。ノイズ低減では S/N 比 30% 向上を実現している。

このシリコンインターポーザを適用することによって，コ

ンポーネントの小型化や特性向上といった差別化が可能と

なるため，システムを支える重要な技術として応用を進め
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表₁　富士電機のMEMS製造技術

技術分類 詳　細

フォトリソ
技術

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）

熱処理技術 熱酸化膜形成，不純物拡散　

成膜技術 PVD（蒸着，スパッタ）
CVD（TEOS）

エッチング
技術

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

機械加工
技術 切断（ダイシング，スライシング）

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

評価技術 電気特性評価，膜厚評価，形状評価
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ている。

₂.₄　分析用チップ

化学・バイオ分野での環境化学物質の分析用途として，

シリコン加工による薬液流路を形成した分析用チップを研
究用に開発した。

この MEMS チップでは，測定対象となる試料は，標準
物質を含め 4 種類，分析用の試薬は 2 種類を同時に反応さ

せることができる。素材はシリコンとガラスを使用し，シ

リコンの表裏両面それぞれに，送液，混合，反応場のため

の流路をエッチングにより形成している。流路寸法は，幅
200× 深さ 200（µm），および幅 400× 深さ 100（µm）で

ある。図₆にチップ外観を示す。対象物質の特定・定量は，

チップ内で蛍光反応などにより測定する方法のほか，チッ

プと接続した質量分析装置により行うこともできる。

MEMS によるチップを分析の反応場として利用するこ

とによって，各試料，試薬の量や，反応温度を同条件にそ

ろえることが容易となり，分析精度が向上できる。分析用
チップの利点として，反応速度の高速化やこれまでは不可
能であった微量の分析が行えるなど，さまざまな用途の広
がりがある。今後の富士電機の MEMS 製品において，重
要な役割を果たすデバイスと位置付けている。

₂.₅　インテリジェント化への貢献

富士電機は，電力，産業，水処理など，さまざまな分野
においてシステム製品を提供している。MEMS センサは，

それらのシステムの至るところで使われており，時々刻々
の状態変化を正確に把握するという重要な役割を持ってい

る。制御システムにおけるフィードバック制御などでは，

その制御の精度はセンサの精度により決定付けられ，シス

テムのパフォーマンスにそのまま影響を与える。システム

の正常な運転の維持のために，MEMS センサには高い信
頼性と長期の安定性が求められる。富士電機では従来から

これらの要求に応え，システムのインテリジェント化を支
えてきた。後述するように，最近ではさらに無線技術と 
MEMS センサとを組み合わせたインテリジェント化にも

取り組んでいる。

3　最新のMEMSセンサの事例

₃.₁　薄膜ガスセンサ

宿泊施設や民家などの建屋内の安全・安心のために，ガ

ス漏れを検知するガス警報器に使用されるメタンガスセン

サの開発に取り組んでいる。本センサの特長は MEMS 技
術による小型化・超低消費電力化である。微細加工技術の

適用により図₇に示すようにシリコン基板上に SiO2/Si3N4

ダイアフラムを形成し，そのダイアフラム上に薄膜形成技
術により，図₈に示す薄膜ヒータ，酸化すず膜，触媒層を

形成した。このような微細な三次元構造とすることで，セ

ンサ部の熱容量を低減しかつ熱絶縁性の良い構造としてい

る。薄膜ヒータによる局所・短時間加熱を行うことで応答
性が良く（400 ℃，数十 ms），従来製品の数千分の一とい

う超低消費電力化を実現している
⑷

。

本センサの測定原理は従来のガスセンサと基本的には変
わらないが，MEMS 技術（微細加工技術，薄膜形成技術）

を適用することにより高性能高品質な超小型のセンサを大
量に生産することができる。

従来，ガス警報器は AC 電源を必要としていたが，ガス

センサの超低消費電力化によって，電源配線の不要な電池
駆動が実現する。さらにガス警報器だけでなく，さまざま

な場所で使える持運び可能なガス検知器への応用も可能で

ある。また，無線技術と組み合わせれば，将来的にはユビ

キタスセンサネットワークの構築が実現できて，さらなる

安全・安心な社会・環境の実現に貢献できる。

試料入口 試薬入口

表面

混合場 反応場

裏面

図₆　分析用ＭＥＭＳチップ外観
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₃.₂　振動センサ

設備や建築物などの異常や異常兆候の検出，健全性の診
断などを行うために振動の測定ニーズがあり，MEMS 技
術を応用した振動センサの開発に取り組んでいる。市販の

振動センサは多くあり，適用アプリケーションにより，セ

ンサの要求仕様（周波数範囲，測定範囲，感度，大きさな

ど）が異なる。適用アプリケーションごとの目的に応じ

た振動センサを開発適用することで，より価値のあるソ

リューション提供が可能となると考える。MEMS の三次
元加工技術を用いた加速度センサの例を図₉に示す。セン

サに MEMS 技術を適用することで小型かつ高性能を実現
することができる。

4　インテリジェントシステムの実施例

MEMS 技術によりセンサ素子は小型軽量かつ低消費電
力化が実現できる。これと組み合わせる回路にも高密度実
装技術を適用することで，センサ全体が小型軽量化できる。

この特長を，無線技術との組合せでさらに生かし，従来困
難であった部位のセンシングも容易にできるようになって

きた。また，電源ラインについても配線不要化の必要があ

るため電池駆動との組合せが多く，低消費電力が重要とな

る。配線不要化，低消費電力化が進展することにより，広
範囲に二次元的，三次元的なセンサ配置が可能となること

で，より高度なインテリジェント化が期待される。

図₁0に，無線による設備診断システムの例を示す。上記
のように，無線技術とセンサ技術を融合させることにより

配線の不要なセンサシステムが構築できる。

今後，特にセンシングネットワークへの対応も重要課題
となる。ネットワークの高速・大容量化により，センサ機
能を持った端末がさまざまな場面でネットワークに接続さ

れ，自動車や産業分野に限らず，居住環境，医療，福祉，

家電など広い分野で，種々の情報の伝達・収集が高度化し

システムのインテリジェント化が進展していくことが期待
される。その中でセンサは，新たな情報化社会のキーパー

ツの一つになると考えられる。

5　今後の取組み

富士電機は，MEMS 技術の継続的な高度化のため

に， 国 家 プロジェクトである BEANS（Bio Electro-

mechanical Autonomous Nano Systems：ナノ・バイオと

電気機械の融合により自律分散で機能するデバイス・シス

テム
⑸

）に参画し，図₁1 に示す三次元加工されたデバイス

表面にさまざまな抗体や官能基をナノレベルで表面修飾
し，あらゆる物質の検出を可能とするセンサ開発を行って

いる。さらには東京大学，九州工業大学，首都大学東京な

どと次世代の MEMS デバイスの共同研究を推進しており，

CMOS・MEMS 一体化技術やエネルギーハーベスティン

グ技術などの先端技術開発に取り組んでいる。これらの技
術は今後の富士電機を支えるコア技術になると期待して

いる。また，MEMS センサと無線技術との組合せにより，

ユビキタスセンサネットワークを構築して，システムの新
しいインテリジェント化の姿を目指す。

6　あとがき

富士電機は MEMS 技術を活用して，システムのキーと

なるセンサやデバイスを開発提供することで，システム

のインテリジェント化を支える役割を担っていく。富士
電機にとって MEMS 技術はコア技術であり，今後もパー

m20

図₉　加速度センサ

アクティブタグ 
（温湿度・振動センサなど） 

軸受，ファン温度 
特定小 
電力無線 受信機 
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ＬＡＮ
アダプタ

ＬＡＮ
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筐体（きょうたい）温度 

＊Ethernet：富士ゼロックス株式会社
　　　　 　　の登録商標

ブスバー温度，装置内温度 

図₁₀　無線による設備監視システムの例

Si 基板

信号処理 CPU 無線 電源 

Aセンサ 

感応素子 

基板 Bセンサ Cセンサ 

微粒子 

図₁₁　自己組織化微粒子への表面装飾を利用した多機能センサ
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トナーとの共同開発により MEMS 技術の高度化を推進し，

システムのインテリジェント化によって，社会の安全・安
心に貢献していく所存である。
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