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MEMS技術を応用した新しい計測技術への取組み
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　まえがき

　水処理・産業・電力分野システムなどにおいて，さまざ

まな状態を把握するセンサは固有技術を有しており，最近
で は MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）（290
ページの「解説」参照）と総称される有望な分野である。

富士電機では大学，研究機関などとも次世代MEMSの開
発を積極的に実施している。MEMSファウンドリーとし

ても各種セミナーなどで紹介しており，特に安全・安心へ

の高まりの中で身近な分野でのさまざまな要求を受けてい

る。新しい計測技術の中心となるMEMSの実用化，高度
化に対して，商品化・差別化技術の向上を行うことで対応
している。

　小さな物理化学的な反応を精度よく検出するために微細
化することは必須である。センサのアレイ化や多機能の複
合化により，性能を高める必要性もある。一方，センサの

微小な出力を増幅し，処理しやすい信号に変える必要があ

り，センサと回路の集約化が必要になる。一般的には初期
コストが大きく，物量規模の大きな分野への集中になりが

ちであるが，富士電機ではシリコンによるインターポーザ

回路基板により，センサとの集約化を実現している。その

結果，多品種少量分野でのユニークなセンシングへの適用
が可能である。

　MEMS技術

2.1　これまでのMEMS技術

　富士電機のMEMSは，プラントシステム対応として，

圧力，流量，ガス，Ri（Radioisotope）などのシリコンを

材料としたセンサを中心に 20年以上の開発・生産実績を

保有している。特色ある技術としては，三次元加工技術，

成膜技術，接合技術である。ウェーハからパッケージング

までの全工程を生産可能な完結型クリーンルームと一連の

設備を保有するとともに，ボンディング，FPC（Flexible 
Printed Circuit board）実装，パッケージングなど回路と

の複合化生産体制も可能である。それらのシーズをもとに

光センサ，風速センサ，バイオ応用センサ，冷却用アク

チュエータ，超微量ピエゾポンプ，新環境センサ，µTAS
（マイクロタス）など，新しい計測分野に広がっている。

（1）　圧力センサ

　発信器は，主に化学プラントの配管内の流量やタンク内
の液レベル（深さ）を計測するための制御機器である。こ

の FCX発信器には，図 1に示す静電容量型圧力センサが

搭載されている。検出原理は，上下の穴からかかる圧力を

ダイアフラムが受け，その差を静電ギャップ間のコンデン

サ容量で計測する。この圧力センサはシリコンとセラミッ

クスを材料とし，半導体製造技術を応用した製造プロセス

で生産されている。ダイアフラム部は上下からドライエッ

チングにより深掘りし，上下の三層板は精密超音波加工
機により加工されている。センサの容量変化を伝達するス

ルーホールは，スパッタリング法による成膜方法により

形成されている。心臓部となる 6 µmのギャップは液晶な

どに利用されているシリカ材を応用し，精密に制御されて

いる。このように製造されている圧力センサは，現在でも

トップクラスの精度を誇っている。

（2）　インクジェットヘッド

　記録計に搭載されている印字構造として，インクジェッ

トが採用されている。図 2は富士電機の記録計用ヘッドの

構造である。インクだまりにあるインクをピエゾと呼ばれ

る圧電素子に電圧を加えることで突出させる。この機器に
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図1　静電容量型圧力センサの外観
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よりさまざまな計測データを記録している。

（3）　IMM
　IMM（Intelligent Micro Module）は MEMS技術を応
用した，電子回路などを小型化・高機能化する技術である。

図 3に示すように抵抗やコンデンサなどの受動素子を内蔵
したシリコンインターポーザに，電子部品やセンサなどを

実装したモジュールである。このシリコンインターポーザ

はMEMS技術および設備によって製作されるため，数千
台程度の少量生産に対応ができる。したがって，この技術
を用いれば，例えばガラスエポキシ基板を使った電子回路
を 1/4程度の小型化を少量生産で可能とする。また，シリ

コンセンサなどを実装する場合は，基板とセンサの材料が

同じシリコンであるため熱膨張係数の不一致による熱応力
の発生を最小限に抑えることが可能となり，結果的にセン

サモジュールの特性向上にも寄与する。また，基板材料と

してのシリコンは，熱伝導性や耐環境性などの面でガラス

エポキシ基板と比べ優れた特性を持っているため，適用し

た製品に対して上記以外の利点も期待されている。これま

でこの IMM技術を用いて温度計測機器，放射線計測機器，

医療計測機器などの製品開発の実績があり，小型化や高機
能化の実現に寄与してきた。今後はセンサなどのMEMS
デバイスへの適用拡大を進めるとともに，高周波回路に対
応するための開発も行っていく予定である。

2.2　富士電機の差別化MEMS技術

　富士電機のMEMS技術は前述の圧力センサやインク

ジェットから始まっていて，バルクマイクロマシニング技
術をベースとして発展してきた。これは基板を三次元的に

加工する技術であり，富士電機が最も得意としてきたもの

はシリコンのプラズマエッチング技術である。これはふっ

素系ガスを用いた化学的なエッチング手法で，この技術を

使ってこれまでに圧力センサやインクジェットヘッドなど

を製品化してきた。現在はこのプラズマエッチング技術
だけでなく，薬液を使ったウェットエッチング技術やセラ

ミック砥粒を使ったサンドブラスト技術なども開発し，多
彩な三次元加工を実現している。図 4，図 5にそれぞれ加
工例を示す。

　また接合技術に関しては，前記のインクジェットヘッド

の商品化において陽極接合技術を取り入れた。陽極接合と

シリコン基板に
ガラスを接合

圧電素子

チップサイズ
17×21（mm）

図2　インクジェットヘッドの外観

図3　アナログ回路への IMM適用例
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図4　ICPエッチング加工例断面
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図5　サンドブラスト加工例（ガラス基板）
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図6　両面同時陽極接合の実施例
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は，シリコン基板とナトリウム含有のガラスとを接合層を

介さずに直接接合する技術である。富士電機の陽極接合の

特徴は，シリコン基板の両面にガラス基板を同時に接合す

ることである。これによってMEMS技術の特徴の一つで

ある両面加工の幅を広げることに寄与している。図 6に接
合の事例を示す。

　新しいMEMSへの取組み

3.1　MEMSファウンドリーへの取組み

　前述した富士電機の製品のほかに現在，ファウンドリー

として他社製品の開発から量産化までを行っている。富士
電機の保有する技術を活用し，さまざまな分野の製品を各
社に提供している。他社でも，幾つかのメーカーがファウ

ンドリー事業を立ち上げている。その多くは半導体，いわ

ゆる LSI（Large Scale Integurated Circuit）のラインを

流用している。富士電機が他社と大きく相違する点は，先
に述べた圧力センサやインクジェットの製造ラインを利用
していることである。このラインはMEMS製造ラインと

して設計されており，設備も特殊な仕様になっている。

　富士電機の顧客分野はインクジェットが最も多く，その

他電子部品やセンサなど多岐にわたる。ここで，富士電機
が注力している製品は，例えば，インクジェットでは，家
庭で使用されているプリンタ用ではなく，特殊な印刷に使
用されるもので，物量はさほど大きくないが，非常に付
加価値が高い製品である。富士電機が目指す分野は，こ

のような付加価値の高い製品に注力しており，その市場と

して，今後，医療分野やバイオ分野，さらに RF（Radio 
Frequency）分野をターゲットとして，独自の技術を応用
し，他社に真似のできないデバイス製品を提供していくこ

とである。

　以上のように，富士電機のMEMSファウンドリー事業
は，さまざまな分野へ，付加価値の高い製品を提供すると

ともに，その技術を応用し，自社製品の開発を推進してい

る。今後は富士電機のMEMS技術を応用した製品の市場
拡大が期待できる。

3.2　バイオ・医療分野へのMEMS展開と事例

　近年，バイオ関連などのさまざまな分野で，µTASと称
される技術が注目されているが，これは，従来培ってき

た上述のMEMS技術と非常に密接に関連した技術であり，

富士電機としても，社外の機関などと連携して，バイオ・

医療分野への応用に取り組んでいる。

　µTASとは，寸法が数百 µm程度の微小なマイクロチッ

プの中で化学反応などを行う技術分野の呼称であり，微小
であるがゆえに反応が非常に迅速に進む，というその特徴
を生かし，バイオ，化学合成，分析など，さまざまな分野
への適用が期待されている。

　一例として，焼却の排煙に含まれるダイオキシン濃度を，

この技術を用い迅速に測定する，というプロジェクト（経
済産業省地域新生コンソーシアム研究開発事業）の事例を

述べる。本例では，酵素免疫反応という，特定の物質（こ

の場合，ダイオキシン類）をきわめて選択性よく測定で

きるバイオ技術を，マイクロチップに応用した。開発した

チップの写真を図 7に示す。

　このチップはシリコンとガラスから成り，その中にたん

ぱく質の皮膜を持ったビーズをあらかじめ充てんしておく。

そのためのダム構造も，MEMS技術により形成されてお

り，この流路に，測定すべき試料や各種試薬を順次送液し，

最終的には，レーザ光で励起された蛍光の強度を測定する

ことで，試料中のダイオキシン類の濃度が測定できる。

　この酵素免疫反応技術は，上記以外に，例えば生化学的
な検査などにも応用できる技術であり，現在，唾液（だえ

き）中の特定物質を測定するシステムへと展開を図ってい

る。

　MEMSセンサと無線技術の複合化

　センサと回路の小型軽量化により，設置に対する制約が

減少し，従来得ることのできなかった部位のセンシングが

可能となる。さらに無線技術との複合化により，電源，信
号ラインの制約をなくすことにより，移動体，回転体の情
報を得るだけでなく，工事不要で簡便な設置が可能となる。

富士電機では微弱無線のコンパクトなプラットフォーム基
板を用意しており，さまざまのセンサを複合化すること

が可能である。微弱無線と低消費電力技術の組合せにより，

コンパクトなセンシングタグを提供できるとともに，シス

テム技術で培ったネットワーク技術によりお客様のユビキ

タス応用に寄与が可能である。

4.1　センサと無線の複合化事例1

　センサネットワークに代表されるように，センサと無線
を組み合わせて新しい応用を開拓する試みが世界的規模で

進展している。無線を適用して最も効果があるのは，移動
体，回転体などへの取付けの場合である。二次的な効果と

して配線レスによる既存設備への後付けの容易化，非接触
でのアクセスによる信頼性向上などが挙げられる。

　圧力・温度センサと無線の組合せの代表的な例として，

TPMS（Tire Pressure Monitoring Systems）が挙げられ，
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図7　開発したバイオチップの外観
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運輸，物流分野などの安全性，省エネルギーによる環境保
護などへの貢献を目指して量産中である。加速度（G）セ

ンサと TPMSを組み合わせて，輸送品質の証明などへの

展開も行っている。

4.2　センサと無線の複合化事例2

　複数センサの組合せで特徴が出せる応用として，人感セ

ンサと明るさセンサとの組合せによるセキュリティ応用，

省エネルギー応用などの製品がすでに市販されている。富
士電機では振動センサと温度センサの組合せによるモータ

などの劣化診断への取組みを行っている。

　センサの小型化，省電力化の進展とともに複数センサと

無線の組合せにより，これまで考えられなかった新しいア

プリケーションが現実のものとなる可能性があり，アプリ

ケーションを探索しながら必要なセンサと無線の組合せ開
発を進めている。

　あとがき

　これまで述べてきたように富士電機においてMEMS技
術は非常に重要な役割を担っており，今後もさらにその重
要性は増してくる。さらなるMEMS技術の向上に取り組
み，コンポーネントやシステムの付加価値向上に寄与して

いく所存である。
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解　説 MEMS（メムス）

　一般にMEMS（Micro Electro Mechanical Systems： 
メムス）とは，半導体の微細加工技術を応用して，機
械，電子，光，化学などの多様な機能を集積化したデ

バイスなどの総称であり，日本では以前にはマイクロ

マシンと呼ばれていた分野である。

　加工する素材はさまざまだが，代表的なものとし

てはシリコン（Si）ウェーハやガラスウェーハなどが

ある。LSI（Large Scale Integrated Circuit）製造と

ほぼ同一の設備を使用し製造することができる反面で，

陽極接合のような接合工程・数百 µmレベルの深掘り

エッチング工程・メンブレンなどを形成するための犠
牲層工程などは LSIにはない工程であり，MEMS独

自の設備が必要である。

　MEMSの構造体形成技術としては，犠牲層工程を

利用して Si基板などの表面上に積層構造物を形成す

るサーフェイス・マイクロマシニングと深掘りエッチ

ング技術を利用して Si基板自体を加工し構造物を形
成するバルク・マイクロマシニングがある。一般的に

は LSIとのインテグレーションにはサーフェイス・マ

イクロマシニングが適していると言われている。

　MEMSデバイスの代表的な例として，圧力センサ，

加速度センサ，インクジェットヘッドなどがあり，近
年では携帯電話用のマイクロホンや高周波デバイスな

どの研究・開発が盛んである。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




