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序
戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発
展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の
公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開
発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始
めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、我が国の機械産業は、国内需要の
停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念
が台頭しております。
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策
等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の
解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械
業界をあげて取り組む必要に迫られております。我が国機械工業における技術開発
は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製
品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあげるまでになってきて
おります。
これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくにはこの
力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創
的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっておりま
す。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげり
はなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるも
のと確信いたしております。
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテ
ーマの一つとして財団法人マイクロマシンセンターに「ＭＥＭＳの信頼性評価技術
に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、
関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。
平成１７年３月
社団法人
会

日本機械工業連合会
長

金

井

務

序
半導体微細加工を利用してミクロンオーダーの三次元構造を作り、ナノメート
ルの精度で駆動制御するＭＥＭＳ技術は、２１世紀を支える基盤技術と考えられ
ております。ＭＥＭＳは既に研究から産業化フェーズに大きく踏み出しており、
自動車の加速度センサー、ハードディスク用のピックアップ、プリンター用のヘ
ッド、デジタルカメラの光学系やセンサーなどに実用化されており、不況といわ
れるわが国の現状でも毎年大きな伸びを示す今日の代表的成長産業領域となって
いるばかりか、社会生活に密接した大きな市場を形成するに至っております。
ＭＥＭＳは、機械、電気、化学、流体、材料物性などの複数の構成要素が、必
要とされる製品や応用商品に合わせて加工され、組み合わされて融合する技術領
域であります。そのため、半導体のようにベースとなるプロセスや構造で一度信
頼性を検証すれば基本的な信頼性検証が済んでしまうものとは性格が異なります。
ＭＥＭＳは、目的や用途に合わせてカスタムに製造され、精緻で高付加価値の製
品に応用されるため、機能や性能の高さのみならず、高い信頼性を伴ってこそ産
業競争力の強化や国内の製造技術の再生につながるものと考えられます。これま
でＭＥＭＳの信頼性については、製品ごとにその都度検討や経験を積み上げる方
法をとっており、また知見もノウハウとして企業内に閉じられることが多いのが
実情です。
本調査研究事業は、社団法人日本機械工業連合会より「ＭＥＭＳの信頼性評価
技術に関する調査研究」の受託を受けて、財団法人マイクロマシンセンターが実
施したもので、ＭＥＭＳが今後さらに社会に大きく普及、浸透していく際に、産
業用や民生品として必要となる信頼性についての調査研究を行いました。具体的
には、ＭＥＭＳの信頼性確保に必要となると想定される評価項目・技術・手法等
を階層的に抽出し、将来標準化に向けた課題と提言を纏め上げたものであります。
関係各方面において広く利用いただければ幸いであります。

平成１７年３月
財団法人
理事長

マイクロマシンセンター
野

間

口

有
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１

調査研究の背景と目的
ＭＥＭＳは既に研究から産業化フェーズに大きく踏み出しており、２１世紀を支える

基盤技術と考えられている。本調査研究では、ＭＥＭＳが今後さらに社会に大きく普及、
浸透していく際にＭＥＭＳの信頼性確保にとって必要になると想定される評価項目、計
測評価技術や手法等の現状及びその課題を明らかにすること、また将来的には標準化を
測ることの可能性について研究することを目的とする。

２

調査研究の体制
MEMS の信頼性評価技術に係る実態と課題について調査研究を実施するため、学識経
験者及び専門家等から成る「MEMS の信頼性評価技術に関する調査研究委員会」を中心
とする以下のような組織を作り、調査研究を実施した。

社団法人

日本機械工業連合会

財団法人

マイクロマシンセンター

（調査委託）
調査研究部

MEMS の信頼性評価技術
に関する調査研究委員会

事務局、研究

信頼性評価技術を調査研究するに際し、関連分野を大きく４つの分科会に分け、そ
れぞれの分野で信頼性評価関連技術の実態と課題について調査を実施した。さらに、
４つの分野以外のものについても MEMS 信頼性に係るものも調査研究の対象として
取り上げた。設置した５分科会は、可動デバイス分科会、センサーデバイス分科会、
実装・トライボロジー分科会、材料特性・計測法分科会、その他(全般、総説等）分科
会である。
それぞれの分科会にはリーダを選出し各分科会の調査の取り纏めをした。

i

３

実施結果

３．１ MEMS の信頼性評価技術の現状の調査研究
今年度、ＭＥＭＳの信頼性に関連する調査は主として文献からの情報整理という位置
づけで行った。そのための手段としてＭＥＭＳ信頼性関連文献を抽出するために、その
検索手段としては主としてＪＩＣＳＴを採用した。期間は１９９８年から２００４年の
最新の入手可能なものまでの範囲とした。また検索のキーワードは、
L1：ＭＥＭＳ、
L2：ＭＩＣＲＯＭＡＣＨＩＮＥ、
L3：ＭＩＣＲＯＳＥＮＳＯＲ、
L4：マイクロマシン、Ｌ５：マイクロマシニング、
L5：信頼性、耐久性、
L6：耐環境性、
L7：ＲＥＬＩＡＢＩＬＩＴＹ
を用い、実際の検索は式

(L1 or L2 or L3 or L4) and (L5 or L6 or L7)として、ＭＥ

ＭＳ技術の研究・開発で信頼性まで言及したものを抽出するようにした。その他の文献
検索としては SCIENCEDIJEST を一部使用した。抽出した文献リストからアブストラ
クトをチェックして更に詳細に分析するべき物の全文のコピーを入手した。第２章に掲
載の調査個票はこうして入手した文献資料の内容を解析した結果を書式に則り記載し
てまとめたものである。
関連４分野に亘り調査収集したＭＥＭＳ信頼性関連文献の内容を分析して、信頼性に
関連する課題要素を一覧に整理した。このような調査から信頼性評価技術として要求さ
れる性能・信頼性及び信頼性評価技術の現状が見えてくる。これらの調査結果を第２章
に掲載した。
３．２

MEMS の信頼性評価技術の課題についての調査研究

上記の調査・解析を通して各分野の信頼性評価技術の課題を抽出するとともにその分
野での今後取り組むべきポイントを提言として第３章に掲載した。
３．３

MEMS の信頼性評価技術に係る提言

分野ごとに文献検索・調査で収集した信頼性評価技術の現状から課題と今後取り組むべ
きポイントをおおまかに抽出することができたので、将来に向けて実用化が更に拡大す
るに際し今後取り組むべきＭＥＭＳ信頼性評価技術の方向性の提言を総括して第４章に
掲載した。

ii

４．業界において予測される効果
本調査研究は、ＭＥＭＳデバイスや使用する材料・部品の信頼性に係る計測・評価技
術及びその方法についての議論の最初の一歩を踏み出したものである。これをきっかけ
に今後この分野の調査研究が進み、将来ロードマップ等の構築に展開することになるの
で、ＭＥＭＳに関心を持つ全ての大学・研究機関、企業等において有益な指針となるも
のと考える。またわが国独自の強みを持つ加工・製造技術の研究開発の進展とそれによ
る高信頼性のＭＥＭＳ造出に繋がり、新たな市場や産業の萌芽が活性化されるものと予
測される。

iii

本

編

はじめに

近年、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems：微小電気機械システム）技術は、
高付加価値型製品を生み出すための基盤技術として大いに注目され、国内外で様々な用途
のマイクロ機能デバイスの開発研究が活発に行われている。しかしながら、自動車のエア
バック用加速度センサーや、液晶プロジェクター用のデジタルミラーデバイス等のマイク
ロ機能デバイス等がすでに製品化されてはいるものの、この技術に基づいて製品化された
事例は未だ数少ないという現状にある。この理由の一つとして、ＭＥＭＳの加工技術に関
しては、これまでに多様な開発が成されてきたが、実装技術や信頼性技術に関しては、未
だ極めて未成熟な段階にあるという点が挙げられ、今後のＭＥＭＳ技術に関する大きな課
題となっている。とりわけ信頼性技術に関しては、実用化・製品化にとって、その死命を
制する極めて重要な技術であるにも拘わらず、ＭＥＭＳにあっては、未だいわば神頼性（神
頼み）のレベルにあるといってよく、我が国ではこれまでにまとまった調査研究も行われ
てこなかった。そこで、本調査研究では、新たにＭＥＭＳの信頼性評価技術を本格的に取
り上げ、そのまず第１段階として、文献調査によりＭＥＭＳ信頼性評価技術の現状を把握
し、今後の課題を明らかにするとともに、いくつかの提言を行うこととした。

平成１７年３月
ＭＥＭＳ信頼性評価技術に関する調査研究委員会 委員長
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石川 雄一

第１章 調査研究の概要
１．１ 調査研究の背景と目的
半導体微細加工を利用してミクロンオーダーの三次元構造を作り、ナノメートルの精
度で駆動制御するＭＥＭＳ技術は、２１世紀を支える基盤技術と考えられている。ＭＥ
ＭＳは既に研究から産業化フェーズに大きく踏み出しており、自動車の加速度センサ、
ハードディスク用のピックアップ、プリンタ用のヘッドなど、社会生活に密接した大き
な市場を形成するに至っている。本提案では、ＭＥＭＳが今後さらに社会に大きく普及、
浸透していく際に、産業用や民生品として必要となる信頼性についての調査研究を行う。
ＭＥＭＳは、機械、電気、化学、流体、材料物性などの複数の構成要素が、必要とさ
れる製品や応用商品に合わせて加工され、組み合わされて融合する技術領域である。そ
のため、半導体のようにベースとなるプロセスや構造で一度信頼性を検証すれば基本的
な信頼性検証が済んでしまうものとは性格が異なる。ＭＥＭＳは、目的や用途に合わせ
てカスタムに製造され、精緻で高付加価値の製品に応用されるため、機能や性能の高さ
のみならず、高い信頼性を伴ってこそ産業競争力の強化や国内の製造技術の再生につな
がるものと考えられる。これまでＭＥＭＳの信頼性については、製品ごとにその都度検
討や経験を積み上げる方法をとっており、また知見もノウハウとして企業内に閉じられ
ることが多かった。
本調査研究では、ＭＥＭＳの信頼性確保に必要となると想定される評価項目・技術・
手法等を階層的に抽出し、将来標準化にとって重要な指針となるロードマップを纏め上
げる。
１．２ 調査研究の体制
学識経験者及び専門家から成る｢MEMS の信頼性評価技術に関する調査研究委員会｣
を財団法人マイクロマシンセンター内に設置して以下のような組織を作り、調査研究を
実施した。
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社団法人 日本機械工業連合会

財団法人 マクロマシンセンター
（調査委託）
調査研究部

MEMS の信頼性評価技術
に関する調査研究委員会

事務局、研究員
可動デバイス分科会
センサーデバイス分科会
実装・トライボロジー分科会
材料特性・計測法分科会
その他（全般、総説等）分科会

信頼性評価技術を調査研究するに際し、関連分野を大きく４つの分科会に分け、そ
れぞれの分野で信頼性評価関連技術の実態と課題について調査を実施した。さらに、
４つの分野以外のものについても MEMS 信頼性に係るものは調査研究の対象として
取り上げた。
それぞれの分科会にはリーダを選出し各分科会の調査の取り纏めをした。
[分科会構成]
・ 可動デバイス分科会

大和田委員リーダ

・ センサーデバイス分科会

生津委員リーダ

・ 実装・トライボロジー分科会

高木委員リーダ

・ 材料特性・計測法分科会

高島委員リーダ

・ その他(全般、総説等）分科会

石川委員リーダ
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１．３ 調査研究項目・スケジュール
本調査研究活動では以下の項目について調査研究を実施することとした。
（１） ＭＥＭＳの信頼性確保にとって必要な要件の調査研究
ⅰ. ＭＥＭＳにおいて必要とされる信頼性とは何かについて調査研究する。
ⅱ. ＭＥＭＳデバイス・材料・部品の信頼性確保の為にどのような項目、評価・
試験法等が必要となるかについて調査研究する。
（２） ＭＥＭＳの信頼性評価・検証の課題についての調査研究
ⅰ. 上記（１）で必要性を明らかにした評価項目や評価・試験法等に関する技術
課題について調査研究を行う。
（３） 今後求められるＭＥＭＳ信頼性評価技術のあり方についての調査研究
ⅰ. 今後ＭＥＭＳの信頼性確保・向上にとって必要となる信頼性評価技術、及び
評価基準となる標準化項目に関するロードマップを作成し、提言する。
事業のタイム・スケジュール
半期別・月別
項 目

上半期
16 /
4

5

6

7

8

9

10

11

下半期
17 /
12
1

2

① ＭＥＭＳの信頼性確保
にとって必要な要件の
調査研究
②ＭＥＭＳの信頼性評
価・検証の課題について
の調査研究
③今後求められるＭＥＭ
Ｓ信頼性評価技術のあ
り方についての調査研
究

○

④委員会の開催
⑤報告書の作成・公表
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○

○

○

3

第２章 ＭＥＭＳの信頼性評価技術の現状の調査研究
２．１ まえがき
本調査研究では、まず第１段階として、文献調査により、ＭＥＭＳの信頼性評価技術の
現状を把握することとした。調査の対象とする文献としては、まずＪＩＣＳＴの文献デー
タベースを用い、
（ＭＥＭＳ、ＭＩＣＲＯＭＡＣＨＩＮＥ、ＭＩＣＲＯＳＥＮＳＯＲ、マイ
クロマシン）＊（信頼性、耐久性、耐環境性、ＲＥＬＩＡＢＩＬＩＴＹ）のシソーラス検
索式により、合計５０９件の文献を抽出した。これらの文献の内容をおおまかに見た結果、
マイクロアクチュエータ等の可動デバイスに関するもの、センサーデバイスに関するもの、
実装・トライボロジーに関するもの、材料特性・計測法に関するものの大きく４つの領域
に分類できることがわかった。そこで、本調査研究では、この４つの領域に対応した４つ
の分科会（可動デバイス分科会、センサーデバイス分科会、実装・トライボロジー分科会、
材料特性・計測法分科会）を設置し、それぞれの分科会において、合計８７件の中から、
重要であると思われる文献をさらに抽出し、調査の対象とすることにした。調査対象文献
は、全７５件であり、それらは本章の各領域別の調査結果報告の中に、一覧表の形式で示
すとともに、その内容をキーワード分類の形で示している。
ＪＩＣＳＴから検索した文献の中に、個別のデバイスを対象としているというよりは、
むしろＭＥＭＳの信頼性評価技術に関する横断的、総論的な解説記事がいくつか見られた。
それらの一覧表を表２－１に示し、それぞれの文献ごとの調査結果は別紙の個票に示す。
これらの文献についての全体的な印象や注目すべき事項を以下に記す。
（１）デバイス
ある特定の故障メカニズムを解明するための TEG のような試作デバイスが紹介されて
いた点が注目される。
（２）故障メカニズム
電気的な故障についての文献が少なかったが、静電駆動デバイスでは数百 V という高電
圧が必要になるものが多く、一般の IC とは異なった電気的故障メカニズム（陽極酸化、
電荷トラップによる実効印加電圧の変調など）が考えられる。今後は電気的な故障メカニ
ズムについても、さらに研究が必要であると考えられる。
（３）評価方法
総論的な文献の調査であったため、具体的な評価方法についての記述はあまりなかった
が、ウェハーレベルでの評価、温湿度環境下での評価といったものが、信頼性評価の期間
短縮に有効であると指摘した文献があり、注目される。
（４）標準化
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微小クラック、微小クリープ、角度ドリフト、振動特性など MEMS の特性評価方法に
関しての標準化が望まれるという文献が散見されたが、さらに故障メカニズムやその試験
方法（試験条件、試験時間等）についての標準化も検討されるべきであると考えられる。
また、標準化とは若干異なるが、一部文献には薄膜物性や故障メカニズム、評価技術など
についてのハンドブックやデータベースが必要であるとし、すでにそれらを構築しだして
いるとの報告もあり、注目される。
（５）課題
信頼性評価の大きな目的は「寿命予測」であるが、これを短期間で行うためには、
①故障モードの把握
②故障メカニズムの解明
③故障を加速させるパラメータの特定
④試験方法の決定
⑤活性化エネルギー等の把握による加速係数の算出
といったステップが必要である。しかし、①から⑤までを明確に示している文献は総論的
文献を調査した中にはなかった。今後は各故障メカニズムに対する加速係数の算出を進め
ていくことが重要であると考えられる。
また、これらの調査研究結果に基づいて、標準化が必要なアイテムを抽出していくこと
が大きな課題であると考えられる。

なお、本調査研究と同様な調査研究が、すでに米国のサンディア国立研究所（ＳＮＬ）
を 中 心と して 行わ れてお り 、そ の報 告書 が２０ ０ ０年 に出 版さ れてい る 。“ Sandia
Report(SAND 2000-0091)”と題する１６７ページに及ぶ大著の報告書であり、米国のＭＥ
ＭＳに関する先進的な取り組みとして、特筆に値し、大いに注目される。

8

表２－１ ＭＥＭＳ信頼性調査文献リスト（総説関連）
文献No

79
54
300

論文名

A little KNOWLEDGE
Design for Relaiability of Micro-ElectroMechanical Systems(MEMS)
MEMS Reliability:The Challenge and the
Promise

320

Reliability Roadmap for Microstructures
and Micromechanical Systems

87
92

執筆者(筆頭)

Stuart B. Brown
Patric McCluskey
William M. Miller

年度

2003
2002
1998

国

組織

記載無し

記載無し

USA

CALCE Electronic
Products and
Systems Center

有

SNL

有

USA

有

Frank T. Hartley

1998

USA

JPL

有

MEMS Failure Analysis and Reliability

Victor Samper

2003

シンガ
ポール

Institute of
Microelectronics

有

MEMS reliability from a failure
mechanisms perspective

W. Merlijin van
Spengen

2003

ベルギー

IMEC

有
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信頼性のテーマ

概要の
有無

一口コメント

スティク
クリープ 脆性破壊
ション

摩耗

静電気

1

1

1

総論
MEMSの信頼性、設計のためのｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄ教材の提案
総論

1

1

1

1

ﾏｲｸﾛ宇宙船のための信頼性課題
総論
総論

1

対象デバイス

パッケー
表面処理 耐衝撃性 耐振性
ジ
1

疲労

マイクロ マイクロ ミラーデ カンチレ
フォン 流路応用 バイス
バー

1

1

DMD

検査方法
マイクロ 圧力セン
スイッチ
エンジン
サ

1

1

赤外イ
メージ

AFM

SEM

EDS

XPS

疲労試験 摩耗試験

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

4

3

4

3

2

3

1
1

1
1

加速試験 振動試験 衝撃試験

1

1

1

解析

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

0

2

1

1

1

1

0

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

0

2

0

1

２．１ ＭＥＭＳ信頼性調査文献個票（総説関連）
資料番号[ 79 ]
文献タイトル：A little KNOWLEDGE
著者：S.B.Brown
出典：Mech. Eng. Vol.125, No.10, pp.48-51(2003)
キーワード：
概要：
MEMS は、広い分野で、その小型、低消費電力等により従来部品からの置き換えが期待
されているが、その信頼性が実用化への制限となっている。実用化のためには故障ﾒｶﾆｽﾞﾑ
の解明とそれに対する対策の改善が必要である。以下代表的な故障ﾒｶﾆｽﾞﾑとそれが影響を
うける代表的なﾃﾞﾊﾞｲｽについて記す。
①金属伝導体の微小領域での電気接続及び磨耗：ｵｰﾐｯｸｽｲｯﾁ
微小電極の材質、接触圧、表面状態などが電気接続及び磨耗に与える影響は詳しく調べ
られていない。
②絶縁層への電荷蓄積：容量ｽｲｯﾁ
絶縁層に蓄積される電荷について、絶縁体の材料や電圧などの関係はほとんど知られて
いない。
③ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ：微小共振 MEMS
長さ 1μm、幅 50nm、高さ 20nm のｶﾝﾁﾚﾊﾞｰ共振子はその表面に一層の水分子が吸着し
ただけで 0.6%共振周波数が低下する。これを避けるための一つの方法として気密実装
があるが、ﾊﾟｯｹｰｼﾞの気密性やｸﾘｰﾝ度、さらにﾊﾟｯｹｰｼﾞ自身からのｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ等の課題が
ある。
④ｸﾗｯｸ成長：心臓血管用ﾏｲｸﾛ圧力ｾﾝｻ
ﾏｲｸﾛ圧力ｾﾝｻを心臓血管などに使う場合、10 年間使用するとすると、一日に 1 原子分の
ｸﾗｯｸ成長しか許されない。共振のﾃｽﾄ構造を使って 300 原子／日のｸﾗｯｸ成長を評価した
例はあるが、このような遅いｸﾗｯｸ成長は測定することができない。
⑤ｸﾘｰﾌﾟ：圧力ｾﾝｻ、残留引っ張り応力で保持する支持構造をもった MEMS
毎秒 10-11 のｸﾘｰﾌﾟﾚｲﾄが問題になる場合もあるが、どの物質がこのようなｸﾘｰﾌﾟを起こさ
ないのかわからないし、またこのような遅いｸﾘｰﾌﾟを測定する方法もない。巨視的なｱﾌﾟ
ﾘｹｰｼｮﾝでは、融点の 0.3 倍の温度以上でｸﾘｰﾌﾟが発生する。これによると Al は室温でｸﾘ
ｰﾌﾟが発生する。しかしｸﾞﾚｲﾝｻｲｽﾞや拡散長に近いところでのｸﾘｰﾌﾟが同じようになるの
かは不明である。また、Si や SiN はｸﾘｰﾌﾟやｸﾗｯｸに大変強いが、駆動温度の変化による
長期間の信頼性や MEMS に使われる新しい材料については未だに不明である。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：MEMS 全般
評価範囲：特定の評価範囲無し
評価原理：個別評価の記述無し
装置構成：装置の記述無し
測定性能：－
特徴・問題点：MEMS 全般の信頼性課題及び測定方法の困難さについて記述
標準化に対する要望：微小ｸﾗｯｸや微小ｸﾘｰﾌﾟ等の測定方法
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資料番号[54]
文献タイトル： Design for Reliability of Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS)
著者：P.McCluskey
出典：Proc Electron Compon Technol Conf
キーワード：MEMS の設計、信頼性、教材、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、実装
概要：
MEMS とその実装の基本的な故障ﾒｶﾆｽﾞﾑ、及び高信頼性の MEMS とﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑを設計する
ための情報を提供する、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ教材の構築を提案。これには次の内容を含む。
故障物理
MEMS と実装の故障ﾒｶﾆｽﾞﾑ
学際的なｺｰｽ
この教材は,中央ホスト機関を経由して世界中の大学と企業が web ﾌｫｰﾏｯﾄで利用でき、追加
教材の配信とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸが容易である。
この教材により、
複合的な教育
現行教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの追加
経験ある技術者や科学者のためのﾀｲﾑﾘｰな情報提供
が可能となる。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：MEMS 全般
評価範囲：電気特性、光学特性、機械特性（具体的でない）
評価原理：記述無し
装置構成：記述無し
測定性能：記述無し
特徴・問題点：
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ教材の提案であり、具体的な故障ﾓｰﾄﾞや故障ﾒｶﾆｽﾞﾑ、評価方法などについての記述
はない。
標準化に対する要望：
特になし
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資料番号[300]
文献タイトル：MEMS Reliability : The Challenge and the Promise
著者：W.M.Miller, D.M.Tanner, S.L.Miller and K.A.Peterson
出典：US DOE Rep
キーワード：信頼性評価装置、故障ﾒｶﾆｽﾞﾑ、故障ﾓﾃﾞﾙ、磨耗
概要：
MEMS の市場拡大には信頼性の確保（市場への約束）が必要である。MEMS の信頼性評
価にも電子ﾃﾞﾊﾞｲｽと同様に、次の 3 つの手法（挑戦）が要求される。
①統計的手法
②故障ﾒｶﾆｽﾞﾑ
③故障物理ﾓﾃﾞﾙ
ここではこれら手法の現状について記述。
１．統計的手法
統計的な信頼度予測のためには、多数のｻﾝﾌﾟﾙの評価が必要である。このため、
実装された最大 256 個のｻﾝﾌﾟﾙ評価が同時に可能なｼｽﾃﾑ
を作製した。この装置では、電気、光学、構造のﾓﾆﾀｰができる。また、評価ｻﾝﾌﾟﾙ数
の増大と評価効率の向上のため、ｳｪﾊｰﾚﾍﾞﾙでの信頼性評価装置も開発した。
２．故障ﾒｶﾆｽﾞﾑ
①破断
poly-Si の破断については多くの研究がなされており、設計上の課題であるが、現
在の大きな信頼性課題ではない。
②ｽﾃｨｸｼｮﾝ
歩留り向上の大きな課題であり、また、信頼性でも水分の影響により発生するこ
とは容易に想像できる。
③磨耗
滑り動作をする MEMS ｱｸﾁｭｴｰﾀにとって最も重要な故障ﾒｶﾆｽﾞﾑであり、主要因は
粘着性の磨耗である。
３．故障物理ﾓﾃﾞﾙ
粘着性の磨耗についての故障ﾓﾃﾞﾙを構築。故障に至るまでのﾏｲｸﾛｴﾝｼﾞﾝの回転数を定
式化した。このﾓﾃﾞﾙと実験結果はよく一致している。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：ﾏｲｸﾛｴﾝｼﾞﾝ
評価範囲：電気特性、光学特性、MEMS 構造とのみ記述（具体的でない）
評価原理：個別評価の記述無し
装置構成：最大 256 個の実装品が評価可能なもの。ｳｪﾊｰﾚﾍﾞﾙでの信頼性評価が可能なもの。
測定性能：測定性能に関する記述無し
特徴・問題点：
MEMS 全般について信頼性確保が重要としているが、故障ﾓﾃﾞﾙについては磨耗についての
みの記述。
標準化に対する要望：
特になし
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資料番号[320]
文献タイトル： Reliability Roadmap for Microstructures and Micromechanical Systems
著者：F.T.Hartley
出典：Proc Sens Expo Chicago 1998
キーワード：MEMS 信頼性 ロードマップ
概要：
JPL が将来のﾏｲｸﾛ宇宙船（ﾏｲｸﾛﾊﾟｰﾂを用いた宇宙船）のため、MEMS の信頼性課題を解
決するための委員会を立ち上げた。この文献はその委員会のまとめである。ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟとい
う表題であるが時間軸の記述はない。
①MEMS を構成する物質の特性
ﾏｸﾛな機械特性は良く知られている物質でも、薄膜では、そのｸﾞﾚｲﾝｻｲｽﾞや原子結合、結
晶境界構造などが特性に影響を与えるため不明な場合が多い。また MEMS では薄膜を
積層したりさらに積層した犠牲層をｴｯﾁﾝｸﾞするなど、その工程による応力の違いなどが
ある。ﾌｧｳﾝﾀﾞﾘはそれぞれの特性を把握しているがその情報をｵｰﾌﾟﾝにはしていない。
JPL では委員会のﾒﾝﾊﾞｰであるﾌｧｳﾝﾀﾞﾘの情報のﾃﾞﾀﾍﾞｰｽ化を進めている。
②MEMS の品質及び信頼性のﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
委員会では、ﾌﾟﾛｾｽ、材料評価、実装、ﾃﾞﾊﾞｲｽ評価、信頼性評価に関するﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸが必
要であるとし、JPL が編集している。
③一般的なﾃｽﾀｰ
MEMS の場合、半導体で一般的な電気、温度特性の他に物理的な特性のﾃｽﾄが必要であ
る。これらに対してﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを共通化したﾃｽﾀｰの開発を委員会はｻﾎﾟｰﾄする。
④故障ﾒｶﾆｽﾞﾑの予測
膨張係数が異なる物質の境界での破壊を理解するため、SEM や AFM が使われる。破
断面の形状と故障原因の相関を調査中である。
⑤機械的衝撃
JPL は共振板と pyro shock（熱衝撃？）を用いた機械衝撃装置を開発した。今後その
有効性を実証し、従来の落下試験との相関を調べる。
⑥劣化
圧力ｾﾝｻとﾏｲｸﾛﾘﾚｰについて形状解析や元素分析等により解析を始めた。
⑦加速寿命試験
機械的特性に対する加速試験は、ｳｪﾊｰ上でﾔﾝｸﾞ率を直接測定する方法が有効であると考
え、その準備をしている。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象： MEMS 全般
評価範囲：電気特性、光学特性、機械特性（具体的でない）
評価原理：記述無し
装置構成：記述無し
測定性能：記述無し
特徴・問題点：
JPL が考える MEMS 全般の信頼性技術のあるべき姿が示してある。
標準化に対する要望：
特になし
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資料番号[87]
文献タイトル：MEMS Failure Analysis and Reliability
著者：Victor Samper and Alastair Trigg (Institute of Microelectronics/Singapore)
出典：Proceedings of 10th IPFA 2003、2003 年
キーワード：故障診断、信頼性、プロセス、実装、マイクロフォン、マイクロ流路
概要：①プロセス、②使用時、③パッケージ時に生じる故障を分類し、その現象と原因をリストアップして表にま
とめた。さらに④マイクロフォンと⑤DNA 抽出デバイスを事例に詳細な故障診断を行った
① プロセス時の主な故障は金属層の拡散、接着、アンダーカット、ステップカバーレッジなど
② 使用時の故障は スティクション、破損、静電気など(Fig2,3)
③ パッケージ(接合を含む)起因の故障 電極間のアーク,静電吸着、真空パッケージのリークなど(Fig.4)
④ ケーススタディ 1：シリコン静電容量マイクロフォン(fig.5)
このデバイスの故障はスティクションとリーク電流。スティクションの原因はパッケージ時の溶剤の蒸気と考えら
れる。故障解析の手段は IR image(fig.6)と thermal emission image(fig.15)が有効。メンブレンの動作は IR image
で得られるメンブレンとベースとのレネルリングを計測することで解析出来る(fig.8)。動作前後の差分でより詳細
な解析が可能となる(fig.11)。リーク電流は thermal emission image でリーク箇所を判定し(Fig.15)、プロセス、構
造へその対策を反映する
⑤ ケーススタディ 2：DNA 抽出用のマイクロ流路応用デバイス
SiO2 と DNA の親和力を利用した全血からの DNA 抽出デバイス。約 15ng/cm2 の NDA が SiO2 に吸着すると
考えられる。ただし、現在の技術では DNA の吸着量は、前後の DNA 減量、もしくはチップからの抽出量から推
定するしかない。DNA の吸着量は、その状態(1 本鎖か 2 本鎖か)と SiO2 の表面状態によって変化するが、それ
を直接計る手法が確立されていない。吸着後の SiO2 を AFM や XPS で計測することで、吸着量そのものを計測
できるが、精度が低く、またデータの解析方法が不十分である。

評価対象： シリコン静電容量マイクロフォン、DNA 抽出用のマイクロ流路応用デバイス
評価範囲： 微小変位(0-1.5μm)、DNA 吸着量(重量)変化
評価原理： IR、thermal emission、AFM、XPS
装置構成： 詳細の表記なし
測定性能： 詳細の表記なし
特徴･問題点： 概説のため、個々の測定原理、装置、性能など詳細の開示が少ない
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資料番号[92]
文献タイトル：MEMS reliability from a failure mechanisms perspective
著者： W. Merlijin van Spengen (IMEC/Belgium)
出典：Microelectronics Reliability 43(2003),2003 年
キーワード：信頼性、故障、 スティクション、クリープ、脆性破壊、摩耗、静電気、実装、コンタミ
概要：故障モードを分類し、主なモードについて個別に概説。各々の故障モードについて主要な文献を示す
① スティクション： MEMS 信頼性の最大課題。主要な原因は毛細管力、分子間力、静電力。対策は表面エネ
ルギを低減すること。その手法は粗さの抑制、表面処理など
② クリープ：メタル MEMS の主要課題。クリープに関する公開された研究は TI による DMD の研究が優れてい
る。この研究では Al 薄膜のクリープを計測し、Al3Ti,AlTi,AlN が有効であることを明らかにした。疲労は薄膜とバ
ルクの特性の差異が課題である
③脆性破壊：Ｓｉの脆性破壊は、引張応力下で自然酸化膜に亀裂が発生し亀裂内面の酸化によって亀裂がより
進展するメカニズム(fig.8)。単結晶、他結晶いずれでも生じる。表面マイクロマシンで製作した専用デバイス
(fig.9)を用いた研究がある(fig,10)
④ 摩耗: Si 系 MEMS の摩耗は凝着摩耗であり、接点が破損し、摺動面の間で移動して、アブレッシブ摩耗の
起点となる(fig.13)。この摩耗による破損予測モデルが構築され破損までのサイクルが推定できる。一般的に
MEMS デバイスにおける潤滑技術が不足しており､これが課題である
⑤ 静電気:センサのドリフトは静電気が主要因(fig.14)。さらに、RF-MEMS デバイスなどでは薄膜間、微小空隙
間に数-数十 V が印加するため高電界が生じる。絶縁破壊も故障原因となる
⑥ コンタミ、実装 : MEMS の特異な実装がコスト高の原因であり、市場拡大を阻害する主な原因である。デバ
イスの多くは真空、不活性ガス封止実装が求められる。真空封止にはゲッターが有効。

評価対象： 概説のため、特定の対象は無い
評価範囲： 同上
評価原理： 同上
装置構成： 同上
測定性能： 同上
特徴･問題点： 概説のため、個々の測定原理、装置、性能など詳細の開示がない
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２．２

可動デバイス分野における信頼性評価技術の現状

（１）要求される性能・信頼性
① RF MEMS（スイッチ）
駆動電圧、スイッチング時間、直列抵抗、挿入損失、アイソレーション、動作寿
命（動作回数および動作期間）、耐電力性、素子の特性バラツキ（接点抵抗、動
作寿命、耐電力性）、耐環境性（温度、湿度、衝撃、振動、静電気、電磁場）。
② RF MEMS（バラクタ）
最大静電容量、静電容量変化率、バイアス電圧範囲、Q、静電容量－電圧変化曲
線の経時変化、故障寿命（オープン、ショート）
③ RF MEMS（チューナブルフィルタ）
中心周波数、チューニング電圧、挿入損失、反射損失、1 dB帯域、特性経時変化、
故障寿命（オープン、ショート）
④

光 MEMS（光スイッチ、アッテネータ（通信用）
）
通信用としては TELCORDIA にて規格化されている
挿入損失、反射減衰量、偏波依存性、温度特性、耐衝撃性、耐振動特性、長期動
作における安定性、寿命

⑤

光 MEMS（ディスプレーデバイス）
寿命（疲労破壊、形状メモリー）、光照射による反射率の低下、耐環境（熱衝撃、
熱サイクル、湿度、耐衝撃、耐振動、加速度、保管温度）

⑥

光 MEMS（SLM（空間光変調器）
）
寿命、画素欠陥（歩留まり）
、光照射による反射率の低下

（２）信頼性評価技術の現状
1) RF MEMS スイッチ
①

動作寿命試験：動作寿命に対して RF 電力やスイッチング方式が大きく影響す

ることが報告されている。また動作寿命に関する報告例では、機械的な動作に起因
する故障（材料の疲労降伏など）はあまり見られず、電気接点に起因する故障例（接
点の付着や劣化）と誘電体膜への電荷蓄積に起因する故障例が多い。
②

耐電力試験：Cold スイッチと Hot スイッチとで耐電力性は大きく異なり、ど

のようなスイッチの形態でも Hot スイッチの方が耐電力性が低い。故障原因に関す
ると、金属接触の場合は接点の溶解や付着が主であり、容量結合の場合は Self
Actuation やラッチングが主な要因である。
③

素子の特性バラツキ：素子の特性バラツキに関する報告例は少なく、接点抵抗
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と Pull-in 電圧に関する文献が数件見られる程度である。動作寿命や耐電力性のウ
ェハ内バラツキを検証した例はまだ無い。
④

環境試験：熱サイクル試験、衝撃試験などの報告例があるが、パッケージした

MEMS スイッチでは、環境試験による故障は報告されていない。試験例としては、
-20~70℃×25 回あるいは-55~125℃×100 回の熱サイクル試験、
湿度 90%温度 50℃
にて 96 時間の湿度耐性試験、500G の衝撃繰り返し試験、5000G の最大衝撃試験、
などがある。
2) RF MEMS バラクタ
1010 サイクルにおける CV 特性と直列抵抗の経時変化特性が測定されている。
3) RF MEMS チューナブルフィルタ
構成部品（スイッチ、バラクタ）のサイクル試験、フィルタのサイクル動作試験
が行なわれ挿入損失等が測定されている。
4) 光 MEMS
光 MEMS のうち光通信用デバイスの信頼性評価に関しては既に TLCORDIA に
て規格化されている。しかし、TELCORDIA はあくまでも光通信用デバイスに関す
る規格を示しており、MEMS そのものについて言及していない。光 MEMS の信頼
性試験に関しては、単純な繰り返し疲労試験や衝撃試験、振動試験はしばしば行わ
れている。
また、光 MEMS の実用化例として頻繁に取り上げられる TI の DMD は、
MEMS 部分の信頼性評価について十分に検討されている。しかし、光 MEMS 全体
では、信頼性に影響を与える MEMS 部分の疲労、変形等のメカニズムの把握、そ
れらの設計や製造へのフィードバックは不十分である。
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２．２（３） ＭＥＭＳ信頼性調査文献リスト及び分析（可動デバイス分野）
信頼性のテーマ
文献
No

対象デバイス

検査方法

論文名

執筆者(筆頭)

年度

国

組織

概要の
有無

Lifetime Characterization of Capacitive
RF MEMS Switches

C. Goldsmith

2001

USA

Raytheon

有

キャパシティブMEMSスイッチにお
ける駆動電圧と動作寿命の関係

1

1

1

02A61
0702

RF Power Handling of Capacitive RF
MEMS Devices

B. Pillans

2003

USA

Raytheon

有

キャパシティブ型MEMSスイッチに
おけるRF電力と動作寿命の関係

1

1

1

02A02
400

高周波マイクロマシンドリレー

積 知範

2002

日本

OMRON

有

MEMSスイッチのパッケージ後の動
作寿命試験

1

1

有

MEMSスイッチのパッケージ後の環
境試験および動作寿命試験

1

1

01A04 The Microreed, An Ultra-Small Passive
26399
MEMS Magnetic Proximity Sensor
Designed For Portable Applications
66

11

Low-Actuation Voltage RF MEMS
Shunt Switch With Cold Switching
Lifetime of Seven Billion Cycles
Investigation of Dielectric Degration of
Microwave Capacitive Microswitches

A-11 RF MEMS Switch Lifetime Testing

A-12 RF MEMS Reliability at Raytheon

F. Gueissaz

2001

スイス

Swatch group

R. Chan

S. Melle

D. Judy

Brandon Pillans

2003

2004

2004

2004

USA

フランス

USA

USA

Univ. of Illinois

LAAS-CNRS

DARPA

Raytheon

有

有

キャパシティブMEMSスイッチにお
ける誘電体膜へのチャージアップ
現象

有

DARPAによるRF MEMSスイッチ信
頼性の目標設定と評価法のガイ
ドライン提示

有

VHF high-power tunable RF
bandpass filter using
microelectromechanical (MEM)
microrelays

R. D. Streeter

2004

USA

Raytheon

有

A-14

Variable MEMS Capacitors
Implemented Into RF Filter Systems

R. L. Borwick

2004

USA

Rockwell

有

0020

Nontactile Reliability Testing of a Micro
Optical Attenuator

C.Rembe,

2000 Germany

Univ. of Ulm

有

0040

Reliability Test and Failure Analysis of
Optical MEMS

P.Dürr

2002 Germany

Fraunhofer-Institute for
Misroelectronic Circuits and
Systems

有

0002

Lifetime Estimates and Unique Failure
Machanisms of the Digital Micromirror
Device(DMD)

0007

Reliability and Lifetime Estimation for
Large-Scale Photonic Cross-Connect Kazuhiro NOGUCHI 2003
Switch of Photonic Network

0008
00A06
72779
00A06
72780

MEMS Variable Optical Attenuator for
Volume Production
Ultra-compact Multichannel Optical
Switch and VOA based on PLC and
MEMS Technologies
MEMS reliability in shock
environmentｓ
MEMS reliability in vibration
environment

The Effect of Humidity on the
92-49 Reliability of a Surface Micromachined
Microengine
59
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資料番号[]
文献タイトル：LIFETIME CHARACTERRIZATION OF CAPACITIVE RF MEMS
SWITCHES
著者：C. Goldsmith, J. Ehmke, A. Malczewski, B. Pillans, S. Eshelman, Z. Yao, et al.
出典：2001 IEEE MTT-S Dig, p 227-230
キーワード：
概要：キャパシティブ型の MEMS スイッチにおいて、駆動電圧を変化させた場合の繰り返
し動作特性を評価している。本論文の MEMS スイッチは、信号線上に誘電体膜が設けられ、
信号線の上空に Al メンブレンのブリッジ（信号線両脇のグラウンド導体を支持部として）
が形成されている構造である。駆動方式は信号線へ DC 電圧を重積すると Al メンブレンが
信号線側へ吸引され、Al メンブレンと信号線が誘電体膜を介してキャパシティブコンタク
トする形態である。駆動電圧の印加については図１に示すようなデュアルパルス波形を用
いており、始めは高電圧(Actuation Voltage)を印加してメンブレンを Pull-in させ、その後
のスイッチ ON 時間は低電圧(Holding Voltage)でメンブレンを Pull-in 状態で保持する方法
を用いている。こうすることでスイッチ ON 時間が長くとも誘電体膜へのチャージアップ
を低減することができる。駆動電圧を 30V から 60V まで変化させて繰り返し動作寿命を測
（図
定した結果、駆動電圧の増加に対して繰り返し動作寿命は 108 回から 104 回まで減少した
２）。これは駆動電圧の増加と共に誘電体膜への電界強度が増したため、誘電体膜へのチャ
ージアップが促進されたと推定される。

図 1 デュアルパルスの波形

図 2 駆動電圧と繰り返し動作特性の関係
（○印は故障せず）

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：繰り返し動作試験。
評価範囲：繰り返し動作：～１億回、駆動電圧：30～60V。
試験条件：前処理として 15min＠125℃による脱水処理、N2 雰囲気チャンバー、バイアス
電圧：1kHz、デュアルパルス波形。
評価原理：
特徴・問題点：本試験では RF 電力を入力せずに繰り返し動作を行っていると思われる。
標準化に対する要望：
本論文ではキャパシティブ型 MEMS スイッチによる試験であるが、誘電体膜へのチャージ
アップは吸引電極上に誘電体膜を設けているタイプのメタルコンタクト型の MEMS スイ
ッチにも共通する問題である。
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資料番号[02A610702]
文献タイトル：RF Power Handling of Capacitive RF MEMS Devices
著者：B. Pillans, J. Kleber, C. Goldsmith, M. Eberly
出典：IEEE MTT－S Dig, VOL. 2002 NO. Vol.1; PAGE. 329-332; (2002)
キーワード：
概要：キャパシティブ型 MEMS スイッチによる駆動電圧のウェハ分布、耐電力性、耐電力
と繰り返し動作寿命の関係を検証している。本スイッチは信号線が両脇のグラウンド導体
よりも薄く形成されており、グラウンド導体を支持部として信号線の上空に Al メンブレン
のエアブリッジ構造が設けられている。信号線上には SiNx が形成されており、Al メンブレ
ンが静電力により信号線へ吸引されたとき、RF 信号は容量結合により SiNx 及び Al メンブ
レンを介してグランド導体へ流れ込みシャントされる。ウェハ内の駆動電圧分布を検証し
た結果（1500 個ほど？）
、Max. 37 V、Min. 28 V、Avg. 33 V、Std. Dev. 1.6V であった。
10 個の素子で耐電力性を検証した結果、平均 4W で Self Actuation が発生し、平均 0.5W
で Latching が発生した。また RF 電力と繰り返し動作寿命の関係を検証した結果、500mW
までは全てのスイッチにおいて一億回以上の動作でも故障は発生しなかった。しかし
500mW 以上では、全てのスイッチがほぼ即座に故障した（おそらく Latching）。Self
Actuation と Latching は RF 信号の自己バイアス電圧によるもので、信号線とスイッチの
対向面積が大きい(キャパシタンスが大きい)キャパシティブ型 MEMS スイッチにおける深
刻な問題の一つである。

図２ RF 電力と繰り返し動作寿命の関係

図１ 試験装置のブロック図

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：駆動電圧のウェハ分布、耐電力性、入力 RF 電力と繰り返し動作寿命の関係評価。
範囲：耐電力性：～4W、繰り返し動作：～1 億回。
試験条件：測定環境：N2 雰囲気チャンバー@25℃、 RF 電力＝10GHz、バイアス電圧：
2.78kHz、50 µsec @ 40 V + 60 µsec @ 15V のデュアルパルス波形。
評価原理：耐電力性は“ホットスイッチ”と“コールドスイッチ”で異なる。コールドス
イッチはスイッチング動作の瞬間に RF 電力を入力しない方式で、ホットスイッチはスイッ
チング動作の瞬間も RF 電力を入力する方式である。Latching はホットスイッチ特有の故
障モードである。
特徴・問題点：
標準化に対する要望：本論文はキャパシティブ型 MEMS スイッチによる試験であるが、メ
タルコンタクト型でも構造によっては Self Actuation や Latching が発生する可能性があ
る。
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資料番号[02A02400]
文献タイトル：高周波マイクロマシンドリレー
著者：積 知範、藤井 充、今仲 行一
出典：日本応用磁気学会研究会資料 VOL. 123rd; PAGE. 43-47; (2002/02/07)
キーワード：
概要：ウェハレベルパッケージによる MMR(Micro Machined Relay)の RF 特性と DC 負荷
による繰り返し動作試験の結果を紹介している。本 MMR は可動構造体がシリコンで形成
され、Au 系金属を接点材料とするシリーズ型 MEMS スイッチである（図１）。パッケージ
に関してはデバイスへの有機汚染を防ぐため、接合材として低融点ガラスフリット材を用
いて不活性ガスによる封止を行っている。リークレートは 0.49×10-16[Pa･m3/s]であり、非
常に気密性の高い封止を実現している。ガラスフリットパッケージの後に更にモールドパ
ッケージを行った本 MMR に対して RF 特性を行った。その結果、2GHz において挿入損失
が-0.38dB、アイソレーションが-45GHz であり、パッケージ後においても優れた RF 特性
を示している。また DC 負荷（0.5V-0.5mA）による繰り返し動作試験を行い、20 個の評価
チップの全てにおいて 1 億回動作後でも抵抗値の変化は無く、またスティッキング等の故
障も見られなかった（図２）。

図 1 MMR の分解斜視図

図 2 繰り返し動作試験結果

評価対象：動作寿命、繰り返し動作とコンタクト抵抗の変化の関係。
評価範囲：動作回数：~1 億回。
試験条件：測定環境：不活性ガスによる封止パッケージを行ったサンプル、繰り返し動作
試験時の DC 負荷：0.5V-0.5mA
評価原理：
特徴・問題点：ガラスフリットによるキャップ接合や犠牲層が必要ない構造で、有機コン
タミの要因を徹底的に排除しており、その結果、極めて清浄なコンタクト面を実現してい
る。
標準化に対する要望：繰り返し動作試験における DC 負荷と AC 負荷の整合が確認できれば、
ネットワークアナライザなどの高価な測定機器を用いないで繰り返し動作試験が検証でき
る。
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資料番号[02A0240025]
文献タイトル：THE MICROREED , AN ULTRA-SMALL PASSIVE MEMS MAGNETIC
PROXIMITY SENSOR DESIGNED FOR PORTABLE APPLICATIONS
著者：F. Gueissaz and D. Piguet
出典：Tech Dig IEEE MEMS, VOL. 14th; PAGE. 269-273; (2001)
キーワード：
概要：リードスイッチを模擬した磁気駆動型 MEMS スイッチで、パッケージ有り無しでの
コンタクト抵抗の分布と繰り返し動作寿命を比較している。本論文のスイッチはカンチレ
バータイプであり、磁気駆動するバネ部分は FeNi で作製され、コンタクト面は Rh が使用
されている。パッケージはエポキシボンディングによるガラスキャップ封止を用いている。
パッケージ後の 2 素子に関して、-20～70℃の熱サイクル試験（25 回）
、湿度 92%温度 50℃
での 96 時間の負荷試験、10 万回の機械的繰り返し動作試験、500g の繰り返し衝撃試験、
5000g の最大衝撃試験を行ったが全ての試験において 2 素子とも故障は無かった。コンタ
クト抵抗の分布を測定した結果、パッケージ無しの場合では 2~20Ω程度であったが、パッ
ケージ有りでは 10~100Ωまで抵抗が増加した（図１）。これはエポキシボンディングに起
因する有機コンタミが原因であると推測している。また繰り返し動作試験を行った結果、
パッケージ無しでは 108 回程度の信頼性が得られたが、パッケージ有りでは 5.0×105 回程
度の信頼性しか得られなかった（図２）
。これも先に述べた有機コンタミの影響であると思
われる。

図２ 繰り返し動作試験の結果

図１ コンタクト抵抗の分布
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：コンタクト抵抗測定、繰り返し動作試験、環境試験。
評価範囲：繰り返し動作：～1 億回、環境試験：-20℃～70℃までの熱サイクル試験（25 回）
、
湿度 92％温度 50℃で 96 時間の負荷試験、10 万回の機械的繰り返し試験、500g の衝撃繰
り返し試験、5000g の最大衝撃試験。
試験条件：エポキシパッケージ：N2 封止、オンウェハ：Ar 雰囲気中。
評価原理：
特徴・問題点：詳細な説明は無いが環境試験を行っている。
標準化に対する要望：
本論分の環境試験は主にパッケージへの負荷として行っていると思われるが、スイッチへ
の影響とパッケージへの影響とを切り分けた環境試験が必要と思われる。

24

資料番号[66]
文献タイトル：Low-Actuation Voltage RF MEMS Shunt Switch With Cold Switching
Lifetime of Seven Billion Cycles
著者：Richard Chan, Robert Lesnick, David Becher, and Milton Feng, Fellow,
出典：Journal Of MicroElectroMichanical Systems, Vol.12, No.5, October 2003
キーワード：Microwave switches, reliability, RF MEMS, stiction, switch
概要：メタルコンタクトによるシャントスイ
ッチを作製して、コールドスイッチ及びホッ
トスイッチによる繰り返し動作試験を行っ
ている。図 1 に RF 信号と制御電圧の波形を
示す。RF 信号は制御電圧よりも周波数がか
なり高いので矩形化して見えている。
繰り返し動作による主な故障モードとし
て、電極部分あるいはコンタクト部分のステ
ィッキング(膜と膜の張り付き)がある。原因
は誘電体膜へのチャージアップであると推
図 1 RF 信号と制御電圧の波形
定している。著者はスティッキングを回避す
るため、基板側電極の脇に凸状のポストを設
け、スイッチ ON 時にメタルブリッジと基板
側電極が接触しない構造を提案している。こ
の構造を用いたスイッチにおいて、コールド
スイッチによる試験で 7×109 回の動作を確
認している。これはポストを設けていないス
イッチよりも、三桁も多い回数である。また
ホットスイッチによる試験では、繰り返し動
作寿命は 1.6×106 回であった。コールドス
イッチよりも回数が減少したのは、RF 信号
の電流成分により、コンタクト面が劣化した
図 2 コンタクト面の劣化
ためと推察している(図 2)。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：メタルコンタクトによるシャント式 RF MEMS スイッチ
評価範囲：コールドスイッチ、ホットスイッチ
評価原理：スイッチが故障あるいは RF 特性が劣化するまで繰り返し動作を行う。コールド
スイッチは繰り返し動作時には RF 信号を入力せず、一定回数毎の動作確認時にのみ、RF
信号を入力する試験方式である。これに対しホットスイッチは、スイッチング時も RF 信号
を入力し続ける駆動方式で、デバイスへの負荷がコールドスイッチよりも大きい。
装置構成：回路に関する記述は無い。測定条件は、制御電圧が 5kHz のパルス信号で、RF
入力信号が 1MHz のサイン波である。
測定性能：
特徴・問題点：
ホットスイッチの試験において、故障に関する明確な定義が無い。
標準化に対する要望：
ホットスイッチによる試験では、スイッチング回数の増加とともに、コンタクト抵抗が増
加する現象がある。この時、故障と見なすコンタクト抵抗の値が研究機関毎に異なってい
ると思われる。
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資料番号[11]
文献タイトル：Investigation of Dielectric Degradation of Microwave Capacitive
Microswitches
著者：S.Melle, F.Flourens, D.Dubuc, K.Grenier, P.Pons, J.L.Muraro, Y.Segui and
R.Plana
出典：IEEE MicroElectroMechanical Systems 2004, Vol.17,141-144
キーワード：
概要：キャパシティブ型のシャントスイッチを用い
て、繰り返し動作によるスティッキング、駆動電圧
のシフトについて検証している。評価装置のブロッ
ク図を図 1 に示す。
まず正の制御電圧を 0 分、30 分、60 分印加した
場合の駆動電圧の比較を行った。その結果、印加時
間の増加に従い、駆動電圧のしきい値が+側へシフ
トする現象が見られた。続いてこのサンプルに対し
て負の制御電圧を印加したところ、印加時間の増加
に伴い、駆動電圧のしきい値は－側へシフトし、初
期の駆動電圧に戻った。これは長時間の電圧印加に
よって、誘電体膜がチャージアップしたためと推定
される。
次に繰り返し試験による RF 特性の変化を検証
した。試験前の状態では-0.2dB であったスイッチ
OFF 状態の S21 パラメータが、3 万回の繰り返し
動作後、-1.4dB に劣化した。更に 7 万回まで動作
図 1 評価装置のブロック図
を繰り返すと、-3.2dB まで劣化した。また駆動電
圧のしきい値も+側へシフトしていた。これはスティッキングによってスイッチが元の位置
まで完全には復元せず、部分的にシャント状態のままになっているためである。
次に別のタイプのスイッチを試験した結果、10 万回試行後、スイッチ ON 時のアイソレ
ーションが-7.5dB から-2.8dB へ劣化する現象が見られた。この場合も駆動電圧のしきい値
が+側へシフトしていた。これは駆動電圧のしきい値が上昇したことで Pull-in が起きず、
十分な容量変化を得ることが出来なかったためと考えられる(本論文ではこの現象をスクリ
ーニングと呼んでいる)。この現象も誘電体膜へのチャージアップが原因であると推定して
いる。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：キャパシティブコンタクトによるシャント式 RF MEMS スイッチ
評価範囲：
評価原理：シャントスイッチであるので、スイッチ ON 時にはアイソレーション(シャント)
状態で、スイッチ OFF 時には導通状態である。それぞれの状態は、ベクトルネットワーク
アナライザによる S21 パラメータの値にて判断している。
装置構成：図 1 に示すとおり、制御電圧の印加には、汎用 DC サプライとパルスジェネレ
ータを用いている。PC 制御により幾つかのパルスパターンを作製できる。繰り返し試験時
の制御電圧の周波数は 5kHz、波形は正電圧と 0V の矩形パルスである。RF 測定の周波数
は 20GHz である。駆動電圧の同定には、制御電圧を-40 から 40V、あるいは-100 から 100V
へと電圧をスウィープしながら RF 測定を行う試験を用いている。
測定性能：
特徴・問題点：電圧をスウィープしながら RF 測定を行う試験は他の文献ではあまり見られ
ない。繰り返し動作時の RF 測定に 20GHz を用いており、実際的な試験と思われる。
標準化に対する要望：繰り返し動作時の RF 周波数は研究機関毎に異なり、正確な比較が出
来ていない。
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資料番号[A-11]
文献タイトル：RF MEMS Switch Lifetime Testing
著者：D. Judy, H. Newman, and J. Ebel
出典：IEEE MTT-S International Microwave Symposium Workshop, WFF-1, 2004.

キーワード：
概要：DARPA が RF MEMS スイッチ信頼性の目標設定と評価法のガイドライン提示
①DARPA の要求条件：可変回路、フェーズシフタ、スイッチトアンテナ、フィルタの用途
別に特性と信頼性の要求条件を提示
②定義：スイッチサイクル、ホットスイッチ、コールドスイッチ
③HERMIT program の目標（Harsh Environment Robust Micromechanical Technology）
・Ka 帯（20-30GHz）
、1W ホットスイッチ、耐放射線、軍用温度範囲、
・フェーズ I：ハーメチックパッケージ、損失< 0.15dB
・フェーズ II：損失< 0.30dB、寿命>100B サイクル
・フェーズ III：損失< 0.20dB、寿命>500B サイクル
④RFMIP (RF MEMS Improvement Program)の目標
・寿命>100B サイクル
・目標特性
周波数
挿入損失
アイソレーション
反射損失
X band (8-10GHz)
0.3 dB
−20 dB
−15 dB
Ku band (10-15GHz) 0.5 dB
−20 dB
−15 dB
Ka band (20-30GHz) 0.7 dB
−20 dB
−15 dB
・RF パワーハンドリング> 1 W
・パッケージデバイスのコスト< $5
・動作波形の標準化（RF 波形、スイッチング波形）右下図参照
・加速寿命試験法（駆動電圧、温度、RF パワー）

動作波形例
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：RF MEMS スイッチ
評価範囲：サイクル試験、
評価原理：MCTF でサイクル寿命予測
測定性能：RF MEMS スイッチ特性
特徴・問題点：
①DARPA が RF MEMS スイッチの目標特性・信頼性・評価法の標準化を提示
②目標値はハイレベル。
標準化に対する要望：
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資料番号[A-12]
文献タイトル：RF MEMS Reliability at Raytheon
著者：Brandon Pillans
出典：IEEE MTT-S International Microwave Symposium Workshop, WFF-7, 2004.

キーワード：
概要：Raytheon 社での RF MEMS 高信頼化の取組みを紹介。
①信頼性影響要因：湿気、RF パワー、誘電体チャージング、飛散粒子、パッケージング。
②飛散粒子：寿命試験後のスイッチメンブレン上に飛散粒子を観察。元素分析で Si 検出。
発生源はプロセスにある。（右下図参照）
③RF MEMS スイッチの寿命予測（MCTF: Mean Cycle To Failure）
・MCTF = 35 × 109（左下図参照）
・ミサイル探査機には使用可
・通信や監視装置には不十分
・目標は MCTF = 1012
④RF MEMS 環境試験
・ESD 試験、ランダム振動、EMI、湿気、温度サイクル、
⑤低コスト・パッケージ技術
従来パッケージ：高信頼、耐環境性、高コスト（50 ドル以上）、損失大、占有面積大
将来技術：ウェハレベルパッケージング：損失小、占有面積小、ウェハ工程でパッケージ
プロセス開発必要
⑥最近の高信頼化取組み例―温度安定化メンブレン
従来：メンブレン材料が Al のため、Si 基板と熱膨張係数のミスマッチがありメンブレン
に応力が生じて、スイッチの引下げ電圧が温度依存性を持っていた。
改良：材料の改良により、温度依存性は大幅に低減した。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：RF MEMS スイッチ等
評価範囲：サイクル試験、環境試験、故障メカニズム解析
評価原理：MCTF でサイクル寿命予測
測定性能：RF MEMS スイッチ特性
特徴・問題点：
①Raytheon 社はロックウェル社と並んで軍事用に RF MEMS を開発。高信頼性必要
②RF MEMS スイッチの信頼性では最先端。
標準化に対する要望：
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資料番号[A-13]
文献タイトル：VHF high-power tunable RF bandpass filter using
microelectromechanical (MEM) microrelays
著者：R. D. Streeter, C. A. Hall, R. Wood, and R. Madadevan
出典：Int. J. RF Microwave CAE, Vol. 11, No. 5, pp. 261-275, 2001.
キーワード：チューナブルフィルタ、RF MEMS スイッチ
概要：チューナブルキャパシタと熱型 RF MEMS スイッチを用いた VHF 帯チューナブル
フィルタが開発された（Fig.1）。スイッチには Fig.5 に示す熱アーチ梁構造が使用された。
スイッチコンタクトにはロジウムまた金メッキが低抵抗で高信頼性の点から用いられた。以
下の試験が実施された。
①スイッチの機械的信頼性試験結果
40Hz 動作で無通電、通電試験実施。109 回でも無劣化。
②スイッチの電気的信頼性試験結果
2-5Hz で 10V、10mA 通電で試験し、接触抵抗測定。3.8-5.5M 回で一時的に接触抵抗増
大、その後回復。6M 回で試験中止。
③スイッチの環境信頼性試験結果
-65°F～160°F、20 回の熱衝撃試験、60G、8-10ms の衝撃試験で劣化なし。
④RF フィルタ（スイッチ 6 個、チューナブルキャパシタ 8 個構成）の寿命試験
25W 入力のフィルタで動作試験。スイッチ OFF 時に 125Vrms の RF 信号が、ON 時に
350mA の RF 電流が加わる。53×106 回の動作試験でもフィルタ挿入損失の劣化は見られ
なかった。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：①熱アーチ梁構造の RF MEMS スイッチ、
②VHF 帯チューナブルフィルタ（チューナブルキャパシタ+ MEMS スイッチ）
評価原理：
①スイッチ動作試験（無通電、通電）
②環境試験 （熱衝撃試験、衝撃試験）
③フィルタ動作試験
測定性能：
①スイッチ（接触抵抗、SEM による目視試験）
②フィルタ（挿入損失）
特徴・問題点：
①フィルタ特性とスイッチの劣化の対応付けが特徴。スイッチ故障はフィルタの 2 dB の損
失に対応。
②53×106 回の動作試験で中止しているが､もっと先の結果に興味ある。
標準化に対する要望：
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資料番号[A-14]
文献タイトル：Variable MEMS Capacitors Implemented Into RF Filter Systems
著者：R. L. Borwick, III, P. A. Stupar, J. F. DeNatale, R. Anderson, and R. Erlandson
出典：IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. 51, No. 1, pp. 315-319, 2003.
キーワード：RF MEMS バラクタ、チューナブルフィルタ
概要：集中定数インダクタと RF MEMS バラクタから構成された 225 MHz～400 MHz 帯
のチューナブルフィルタが開発された。RF MEMS バラクタは交差指型で、同調範囲が広
く取れ、740％である。また、Q は 100 以上である。
この RF MEMS バラクタに対し、11.1×109 サイクルのサイクル試験が行なわれた。
Fig.6 は 11.1×109 サイクルにおける RF MEMS バラクタの CV 変化曲線を示したもので、
各測定点は測定誤差の範囲内で同じポイントに重なっている。Fig.7 は 11.1×109 サイクルに
おける RF MEMS バラクタの直列抵抗変化を示したものである。同サイクル中で直列抵抗
は 2-3 Ωの範囲にあり、明確な変化は見られなかった。
フィルタ特性は、以下の通りである。
中心周波数： 225 MHz～400 MHz で連続可変、
挿入損失：
6.2 dB 以下
1 dB 帯域： 2.5%

Fig. 6. Change in capacitance versus tuning voltage
after 11.1-billion cycles.
All ten curves overlap each other within 1%.
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：交差指構造の RF MEMS バラクタ、
評価原理：
サイクル動作試験：11.1×109 サイクル
測定性能：
① CV カーブ
② 直列抵抗
特徴・問題点：
①RF MEMS バラクタの信頼性試験例は少ないので貴重
②バラクタはスイッチのような接点が無いので高信頼性。
標準化に対する要望：
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資料番号[0020]
文献タイトル：Nontactile Reliability Testing of a Micro Optical Attenuator
著者：C.Rembe, H.Aschemann, S.Wiesche, E.P.Hofer, H.Debeda, J.Mohr, U.Wallrabe
(Univ. of Ulm, Research Center Karlsruhe, Univ. of California)
出典：IEEE 00CH37059, 38th Annual International Reliability Physics Symposium, San
Jose, California, 2000 pp.123-128
キーワード：Failure Analysis, Failure Mechanism, Micro Electro Mechanical Systems,
Reliability of MEMS, High-Speed Photomicrography
概要：
LIGA で作製した光アッテネータの信頼性試験について報告されている。アッテネータ
は、Ni の構造体をピエゾ基板上に形成した構成である（図 1 参照）
。ビームは両端のコン
タクトパッドでピエゾ基板に接続され、ビーム中央にはシャッターが配置されている。コ
ンタクトパッド以外の部分は Cu の犠牲層エッチングにより基板からリリースされている。
従って、電圧印加による基板の収縮は、コンタクトパッド間隔を収縮させ、シャッターを
駆動させる。
信頼性に関する試験は、特に高速応答が要求されるシャッター動作について、瞬間的な
ビームの変形が信頼性や寿命に影響を与えるという観点で、応答の動解析が行われた。動
解析には 2 つの撮影手法が用いられた。周期的な応答や再現性のある応答には、ストロボ
スコープを用いた疑似撮影装を使用し（図 2 参照）
、再現性のない応答には高速度撮装置を
用いた（図 3 参照）
。
試験の結果、ピエゾ基板は再現性のある応答を示し、ビームの有無はダンピングの状態
が僅かに変化するのみで大きな影響を与えないことがわかった。しかし、実際のシャッタ
ーの動きは再現性が得られなかった。応答初期にシャッターが傾いたり、光ファイバーの
固定構造にビームが衝突したりするためである。この原因は、瞬間的にはりの歪みが生じ
ることによるものであった。

図 1 アッテネータの構成

図 2 Pseudo cinematographic setup

図 3 Real hi-speed cinematography
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（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：信頼性、寿命
評価原理：高速度撮影法によるステップ応答の動解析
装置構成：上図 2 および図 3 の通り
測定性能：図 3 の装置のシャッター速度最短 10ns
特徴・問題点：
動解析を高速度撮影とシミュレーションで行い、ビームの瞬間的な変形をとらえるとこ
ろが特徴である。
タイトルはアッテネータのテストであるが、内容はシャッターの高速応答についてのみ
の評価に関してであり、高速応答にのみ適用できる手法である。
標準化に対する要望：
MEMS デバイスのステップ応答評価には標準的に用いることができる手法であると考え
られる。

32

資料番号[0040]
文献タイトル：Reliability Test and Failure Analysis of Optical MEMS
著者：P.Dürr, U.Dauderstädt, D.Kunze, M.Auvert, H.Lakner (Fraunhofer-Inatitute for
Microelectronic Circuits and Systems (FhG-IMS)
出典：Proc. Of 9th IPFA 2002, Singapore pp.201-206
キーワード：Optical MEMS, Spatial Light Modulator, DUV, Lifetime test
概要：
(1)欠陥検査
UV リソグラフィーに応用するための空間光変調器（Spatial light modulation: SLM）の
信頼性評価を行った。SLM は想定波長 248nm の深紫外（Deep UV: DUV）レーザーマス
ク描画用に設計された。2048×512 ピクセルのアルミミラーで構成されており（図 1 およ
び図 2 参照）
、それぞれ別々に駆動させることができる。
従来、ミラーの欠陥検査には白色光干渉計（White light interferometer: WLI）を用いて
いた。この検査方法は多くの時間を要するため、より簡便は方法を開発した（図 3 参照）
。
露光装置の様な縮小光学系を用い、SLM の像を CCD カメラで観察する。ミラーが傾いて
いる部分からの反射光は回折光となり、空間フィルターでカットされる。従って、ミラー
傾きの有無を判別することができる。使用した CCD は 1536×1024 ピクセルであり、SLM
の 1 ピクセルは CCD の 2×2 ピクセルに対応している。
この試験装置を用いて、
・反応しない、または反応の悪いミラー（機械的問題、または電極の問題）
・傾いたままのミラー（ミラーの貼り付きか、ヒンジの問題）
・反射の弱いミラー（ゴミやレーザーのダメージなど）
を検出することができる。
(2)長時間（寿命）試験
MOEMS の故障メカニズムはよくわかっていないので、加速試験を行うことが難しい。
従って、寿命試験には多くの時間を要するため、8 個のチップを一度に試験できる装置を開
発した。試験の結果、材料として用いている窒化チタン膜が UV 照射により酸化されるた
め、UV 照射を行った後のデバイスは電極のチャージによる動作不良が発生することがわか
った。

図 1 SLM チップ

図 2 ピクセルの概要

図 3 試験装置

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）
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評価対象：ミラー（ピクセル）の欠陥、および寿命
評価原理：縮小光学系を用い、画素を CCD で直接観察する方法
装置構成：上図 3 の通り
特徴・問題点：
2048×512=1M ピクセルから故障しているピクセルを特定可能な優れた手法であるとい
える。
標準化に対する要望：
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資料番号[0002]
文献タイトル：Lifetime Estimates and Unique Failure Machanisms of the Digital
Micromirror Device(DMD)
著者：M.R.Douglass
出典：IEEE 98CH36173, 36th Annual International Reliability Physics Symposium,
Reno, Nevada, 1998
キーワード：
概要： Texas Instruments の DMD(Digital Micromirror Device)について、信頼性に影響
を与える因子の特定・解析とそれに対する改良を行い、寿命の見積もりを行った。想定し
た故障モデルとその概要は以下の通りである。
(1)ヒンジの疲労破壊：通常の速度の 10 倍に相当する 20μsec の切り替え速度で 1012 回動
作させても疲労破壊は発生しなかった。最終的に 2×1018 回の切り替えでも故障は発生しな
かった。バルク材料の特性を用いた有限要素解析ではこの長時間の耐久性は予測できなか
った。薄膜ではヒンジはグレイン 1 層で構成される部材となるため転位の発生がよくせい
されると考えられる。薄膜の特性を用いた解析では、どんな使用状態でも少なくとも 10 年
は故障せず、通常使用では 50 年故障しない。
(2)ヒンジのメモリー：10 度のミラー傾斜角に対して 35～40%傾くメモリーが発生すると
動作しなくなる。温度と Duty 比が最も影響のある因子である。温度 65℃Duty95/5
（ON/OFF）の条件で加速試験を行った。160 時間の動作後、ミラーを駆動させるためのバ
。こ
イアス電圧の中央値(Vbias50)と発生数をプロットすると正規分布となった（図 1 参照）
れにより、より短時間の試験による見積もりが可能となった。いくつかの条件の試験結果
から温度がもっとも影響のある因子であることがわかった。原因は金属のクリープであり、
材料の変更や温度対策が行われた。
(3)ミラーの貼り付き：ミラーの貼り付きの原因は、ミラー上やミラー下のゴミ、ミラー着
地点の残査物、その他（液体の毛管現象、CMOS の故障、原子間力等）がある。残査によ
るリセット電圧の変化は実験用にプロセスを変更してデバイスを作製することにより確認
した（図 2 参照）
。ミラーの貼り付きはミラーの着地点に微小なスプリング構造を形成する
ことにより改善された。
(4)露光：短波長の光で信頼性が影響をうけることを確認した。従って、UV フィルターを
搭載した。
(5)環境耐性：ミラーは熱衝撃、温度サイクル、高湿度、機械的衝撃、振動、加速度、保管
温度、
．
．
．など様々な環境試験に対して影響を受けなかった。しかし、パッケージ内部にダ
イアタッチ剤と貼り付き防止の表面コート剤の化学反応による浮遊粒子が発生することが
わかった。
最終的に MTBF（Mean Time Between Failure: 平均故障間隔）は 119,000 時間と計算
された。
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図 1 160 時間加速試験後のバイアス電圧の中央値(Vbias50)の分布（正規分布）

図 2 リセット電圧と非動作ミラーの数
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：疲労強度
評価範囲：20μsec の切り替え速度で 1012 回
評価原理：故障エレメントをカウント
備考
：薄膜の物性を用いた解析が必要
評価対象：ヒンジのメモリー効果
評価原理：高温、偏った Duty 比（温度 65℃Duty95/5）による加速試験
評価項目：(1)試験時間に対するバイアス電圧の変化
(2)一定時間試験後のバイアス電圧の分布
評価対象：ミラーの貼り付き
評価原理：プロセスを変更した貼り付き発生しやすいデバイスを持ちいて原因調査
評価対象：強い光の影響
評価範囲：可視光～紫外光
評価方法：Residual gas analysis(RGA), X-ray photoelectron spectroscopy(XPS),
time-off-flight secondary ion mass spectroscopy(ToFSIMS)
評価対象：熱衝撃、温度サイクル、高湿度、機械的衝撃、振動、加速度、保管温度、．
．
．
評価方法：記載なし
特徴・問題点：
実際のデバイスを用いた加速試験を提案しているところが特徴的である。特に、疲労試
験やメモリー効果等、測定時間を要する試験に対して有効なディスカッションがなされた。
また、個々の故障モードに対して対策の効果を同様に加速試験で確認することができて
いる。
標準化に対する要望：
MEMS デバイスに関して、疲労試験で述べられているように薄膜のパラメータを用いた
解析が有効である。従って、薄膜材料の試験に関する標準化を行い、パラメータをデーベ
ース化することが望まれる。
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資料番号[105]007
文献タイトル：Reliability and Lifetime Estimation for Large-Scale Photonic
Cross-Connect Switch of Photonic Network
著者：Kazuhiro NOGUCHI and Masafumi KOGA
出典：IEICE Transaction on Communications, VOL.E86-B, No.5 MAY 2003
キーワード：photonic network, optical switch, reliability
概要： 分配合流型光スイッチ（Delivery and Convergence Switch, DC-SW）
、2 次元 MEMS
光スイッチ（2D-MEMS）
、3 次元 MEMS 光スイッチ（3D-MEMS）などをもちいた大規模
光クロスコネクト（PXCs）の信頼性は、システムを構成する個々の光スイッチの信頼性が
大きく影響を与える。各光スイッチのタイプについて、等価素子数（1×2SW 相当）を算
出し、システムの歩留まりや寿命を統計的
に見積もった。
図 1 はスイッチのポート数に対する必要
な光スイッチ素子数の関係を示した。
3D-MEMS の必要素子数は等価素子数で
考えると最大となる。DC-SW は素子数が
最少であり、大規模化した場合、最も信頼
性が高いといえる。
本稿では実際の信頼性試験は行っていな
い。
図1 各構成における所用光スイッチ素子数
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：
評価範囲：
評価原理：
装置構成：
測定性能：

特徴・問題点：
標準化に対する要望：
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資料番号[28]0003
文献タイトル：MEMS Variable Optical Attenuator for Volume Production
著者：Vladimir Vaganov, Sebastiaan in ‘t Hout, Nickolai Belov
出典：Proceedings of SPIE Vol.5116(2003)
キーワード：MEMS, system approach, manufacturability, optical attenuator, low cost
概要： MegaSense 社の VOA を例として取り上げ、MEMS 製品の開発に不可欠な「system
approach」設計手法に関して解説されている。製品の開発には、いわゆる MEMS レベルでは
なく、製品レベルでの要求と制約を完璧に理解することが不可欠である。表 1 には低コスト
MEMS の開発に関係する性能と信頼性の一覧を示した。性能の要求は、Primary（VOA の主
性能に関連するもの）、Secondary（信号の歪みに関連するもの）にわけられる。また、信頼性
の要求、operational（リアルタイムの動作条件）
、environmental（長時間の定常的な動作条件）
に分けられる。信頼性の評価は、振動特性が取り上げられている。振動特性は、周波数 0-100Hz、
加速度数 G では、減衰率の高い状態においても 0.1dB 以下である。この VOA の信頼性は、
TELCORDIA の GR-1221-CORE、および GR-1209-CORE に適合している。

表１ VOA に制約を与える項目
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：振動特性

評価範囲：20-2000Hz
評価原理：恐らく実機による挿入損失測定
装置構成：
測定性能：
特徴・問題点：
通信デバイスの信頼性試験は、既に TELCORDIA で規格化されているので、特筆すべき特徴
はない
標準化に対する要望：
前項記載の通り、既に規格化されている。
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資料番号[55]0008
文献タイトル：Ultra-compact Multichannel Optical Switch and VOA based on PLC and
MEMS Technologies
著者：T.Sunaga, T.Kanie, M.Katayama
出典：PROCEEDINGS OF THE 20TH SENSOR SYMPOSIUM, 2003
キーワード：Optical MEMS, PLC, cantilever with comb drive
概要：12ch の 2×2 のクロスタイプ平面光導波路基板と、500µm 間隔で配列させたコムド
ライブ付きカンチレバー基板をフリップチップボンディングして光スイッチ、および
VOA(Variable Optical Attenuator)を構成した。一般に MEMS 光部品は、衝撃や振動に対
して敏感と言われているが、このカンチレバーは TELCORDIA-GR-1221 の規格に準拠し
た耐衝撃性、耐振動性を持つように設計されている。図 1 に装置構成を示す。クロスタイ
プ導波路の交差部にトレンチを設け、その中にミラーを配置している。ミラーはコムドラ
イブカンチレバーで駆動され
る。長さ 1.5mm、幅 10µm、
厚さ 50µm の長尺カンチレバ
ーとコムドライブを組み合わ
せることによって、低電圧大変
位駆動と高速応答を実現して
いる。10-55Hz、変位 1.52mm
の振動試験の結果、挿入損失の
変動は 0.04dB 以下であった。
また、50G、8msec の衝撃試験
図１ 光スイッチの構成
では、挿入損失の変動は 0.2dB
以下であった。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：耐振動特性
評価範囲：10-55Hz、1.52mm
評価原理：実機による挿入損失測定
装置構成：
測定性能：
---評価対象：耐衝撃性
評価範囲：50G、8ms
評価原理：実機による挿入損失測定
装置構成：
測定性能：
特徴・問題点：
通信デバイスの信頼性試験は、既に TELCORDIA で規格化されているので、特筆すべき特
徴はない。
標準化に対する要望：
前項記載の通り、既に規格化されている。
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資料番号[00A0672779]
文献タイトル：MEMS reliability in shock environmentｓ
著者： Tanner D.M 他 (Sandia National Lab.)
出典：IEEE 38th Annual international Reliability physics Symposium,2000 年
キーワード：衝撃試験、表面マイクロマシン、アクチュエータ、マイクロエンジン、要素、スプリング、ギ
ヤ、クランプ、サイン波、500-40,000g、1-0.2ms
概要：表面マイクロマシンで製作したマイクロアクチュエータの耐衝撃性を計測。結果は、比較的衝
撃に強い。20,000g 以上になると要素(梁、アンカー)の破壊が認められる。さらに破片が発生、その移
動によって櫛歯のショートが生じる。
評価対象は静電駆動型のマイクロアクチュエータ(Fig.1)。可動部の重量を算出し(Fig.2,Table1)、単
純な梁モデルに置き換えて加わる力を算出。このときに空気のダンピングは無視(最悪ケース)。表面
マイクロマシンで製作した試験片(Fig.4)をセラミックパッケージに実装(Fig.8)し衝撃試験に搭載。上
記計算から予想される破壊限界衝撃値(500g-40,000g)を 3 方向(Fig.8)から複数回加えた。試験後、
試験片を稼動させ、さらに詳細に観察してダメージの有無を調べた。要素の破壊、変形に加えて、実
装工程で発生する破片の移動(ショートの原因)も調べた。
500-1,000ｇではすべての試験片（46 個）にダメージはなく、試験後もスムーズに稼動。4,000g では
12 個中 11 個が機能。僅かな破片の移動が認められた。10,000g では 19 個中 17 個が機能。破壊は
試験片がパッケージから剥がれたため。接着剤の不良と考えられる。破片の移動は顕著。20,000g で
は 19 個中 13 個が機能。この荷重で初めてアクチュエータ要素の破損が認められ（Fig.10）、破片によ
ってショートが生じた(Fig.13)。40,000g ではセラミックパッケージが破損する。

評価対象： 静電駆動型の表面マイクロマシンによって作成したマイクロアクチュエータ
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評価範囲： 耐衝撃性
評価原理： 衝撃(サイン波)を 3 方向から複数回加えた後、詳細な観察
装置構成： 衝撃試験機
測定性能： 500-40,000g、1-0.2ms
特徴･問題点： 特になし
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資料番号[00A0672780]
文献タイトル：MEMS reliability in vibration environment
著者： Tanner D.M 他 (Sandia National Lab.)
出典：IEEE 38th Annual international Reliability physics Symposium,2000 年
キーワード：振動試験、表面マイクロマシン、アクチュエータ、マイクロエンジン、要素、スプリング、ギ
ヤ、加速度-120g、周波数 20-2,000Hz
概要：表面マイクロマシンで製作したマイクロアクチュエータの耐振性を計測。22 個中、2 個が機械的
に破損,3 個が電気的に破損。電気的に破損は静電駆動の櫛歯電極の静止側がグランドにショートし
たため。
評価対象は表面マイクロマシンで製作した静電駆動型のマイクロアクチュエータ(Fig.1)、その共振
周波数は約 1,500Hz。セラミックパッケージに実装、3 軸方向に加振(Fig.2)する。デバイスと振動方向
の関係は Fig.3 の通り。周波数は 20Hz-2,000Hz(共振周波数は範囲内)。典型的ペクトルを fig.4 に表
示。加振中アクチュエータは稼動させない。破損の有無は、試験後にアクチュエータは稼動(1Hz で
ギヤを回転)させることで判定する。
最初の top/bottom 方向の振動試験では、14 個中 13 個が損傷無し。スティション、ずれも生ぜず試
験後も 1Hz でスムーズに駆動した。唯一、1 個の試験片で歯車のピンジョイントが破損した。しかしな
がら、強度計算によると振動による荷重(1.2μN)は破断荷重(2.4mN)に遠く及ばない。ピン破断の再
現のため long side 方向の再試験を 16 個(8 個が可動可能,8 個が可動不可)の試験片で追加した。8
個の可動可試験片では 1 個が凝着し(Fig.12)、3 個の試験片が櫛歯電極のショートによって固着した
(Fig.14)。ピン破断は再現しなかった。
以上の結果から、ピン破断は振動が原因と考えられず、試験片表面に存在する傷などの影響と推
測される。凝着は振動によって引き起こされた。振動方向でガイドとシャトルが擦り合い凝着に至っ
た。櫛歯電極のショートは振動によって引き起こされたか、プロセス中の何かによって引き起こされた
かは明確ではない。振動ではないと推測される。
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評価対象：静電駆動型の表面マイクロマシンによって作成したマイクロアクチュエータ
評価範囲：耐振性
評価原理：振動を加えた後、デバイスを 1Hz で稼動、その後詳細な SEM 観察
装置構成：振動試験機
測定性能：最大加速度-120g、周波数 20-2,000Hz
特徴･問題点：各種故障の明確な原因確定には至っていない。原因確定にはデータが不足
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資料番号[92-49]
文献タイトル：The Effect of Humidity on the Reliability of a Surface Micromachined Microengine
著者： Tanner D.M 他 (Sandia National Lab.)
出典：IEEE 37th Annual international Reliability physics Symposium,1999 年
キーワード：摩耗試験、表面マイクロマシン、アクチュエータ、マイクロエンジン、湿度、表面処理
概要：表面マイクロマシンで製作したマイクロアクチュエータを用い、シリコンの摩耗に及ぼす湿度、
表面処理の影響を評価した。
評価対象は表面マイクロマシンで製作した静電駆動型のマイクロアクチュエータ(マイクロエンジ
ン)(Fig.1)。ポリシリコン製。表面構造体のリリース時に C6F13CH2SiCl3 を用いた表面処理(FTS、
C6F13CH2SiCl3)と、超臨界 CO2 を用いた表面処理(SCCO2)の 2 種類を施した試験片を各種湿度雰囲
気中(1.8%-68%@25℃,table1)、周波数は 1720Hz で稼動。このデバイスの共振周波数は 1500Hz。駆
動期間は 2000,4000,8000,16000・・・サイクル。摺動部の摩耗、破損状態、摺動部から発生した摩耗
粉を SEM,TEM、X 線で解析した。
破損個数積算とサイクル数の関係(Fig.3)、試験片個数の 50%破損までのサイクル数と湿度との関
係(Fig.4)から、SCCO2 処理は FTS 処理に信頼性で劣り湿度の影響が大きい。摩耗はピン結合部で発
生し、リンク破損を引き起こす(Fig.9)。発生する摩耗粉はアモルファスの酸化シリコンでありポリシリコ
ンの摩耗粉は認められない(Fig.14)。摩耗は湿度に依存する。湿度の増加と共に摩耗率は低下する
(Fig.15)。

table1
Humidity
(%RH@25℃)
1.8
1.8
10
24
31
39
68
1.8
31

Surface
Treatment
FTS
FTS
FTS
FTS
FTS
FTS
FTS
SCCO2
SCCO2

#Parts Tested
28
30
44
29
29
22
31
16
33
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評価対象： 静電駆動型の表面マイクロマシンによって作成したマイクロアクチュエータ
評価範囲： 耐摩耗性
評価原理： 湿度コントロール中で摺動試験、試験後 SEM、X 線で詳細な観察
装置構成： 摺動試験
測定性能： 湿度 1.8%-68%@25℃s
特徴･問題点： 特になし
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資料番号[ 59 ]
文献タイトル：On the Road to Reliable MEMS
著者：A.Gasparyan, H.Shea, S.Arney, V.Aksyuk, M.E.Simon, F.Pardo,
H.B.Chan,
J.Kim, J.Gates, S.Goyal, and R.Kleimen
出典：Conf. Proc. Int. LEOS Annu.Meet. (IEEE Lasers Electro-Opt Soc)
Vol.16th, No.2, pp.626-627(2003)
キーワード：
概要：
光通信用 MEMS（3 次元光ｽｲｯﾁ）の信頼性課題とその解決方法についての記述。
MEMS の光通信への応用には、高い性能と信頼性が要求される。信頼性の高い
MEMS を構築するにあたって留意すべき項目は、不完全ではあるが以下の項目で
ある。
絶縁体の帯電、機械的ｸﾘｰﾌﾟと材料の疲労、薄膜における応力と応力緩和、
機械的振動や衝撃に対する耐性
①絶縁体の帯電
絶縁体の帯電は、静電駆動ｱﾅﾛｸﾞ MEMS の位置あるいは角度ﾄﾞﾘﾌﾄの主要因で
ある。poly-Si で遮蔽層を形性することにより、角度ﾄﾞﾘﾌﾄをなくした。
②応力と機械的振動や衝撃に対する耐性
Si と光反射膜としての金属薄膜との熱膨張係数の違いにより微小ﾐﾗｰに応力が
働き、ﾐﾗｰ曲率を増加させる。金属膜を厚くすれば曲率は小さくなるが、この
ことにより、ﾐﾗｰの質量増加をもたらし振動衝撃耐性が劣化する。ﾄｰｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞの設計を最適化することにより、これらの劣化を抑え、充分な振動衝撃耐性
を実現した。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：光通信用 MEMS（3 次元光ｽｲｯﾁ）
評価範囲：角度ﾄﾞﾘﾌﾄ、ﾐﾗｰ曲率の変化、振動衝撃耐性
評価原理：個別評価の記述無し
装置構成：装置の記述無し
測定性能：－
特徴・問題点：
光通信用 MEMS（3 次元光ｽｲｯﾁ）の故障ﾓｰﾄﾞ及び故障原因の解説とその対策。
評価方法等の記述は無し。
標準化に対する要望：
角度ﾄﾞﾘﾌﾄ、ﾐﾗｰ曲率の変化、振動衝撃耐性の評価方法の標準化
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資料番号[
]
文献タイトル：Effects of Electrical Leakage Currents on MEMS Reliability and
Performance
著者：H.R.Shea, A.Gasparyan, H.B.Chan, S.Arney, R.E.Frahm, D.Lopez, S.Jin,
and R.P.Mcconnell
出典：IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, Vol.4, No.2, June 2004
キーワード：静電駆動 MEMS、ﾘｰｸ電流、電荷ﾄﾗｯﾌﾟ、ﾄﾞﾘﾌﾄ、降伏電圧、ｶﾞｽ雰囲気
概要：
従来の電子ﾃﾞﾊﾞｲｽと異なり、MEMS には機械的に動作する部分がある。このため MEMS
の信頼性に関する研究の多くは機械的な部分についてなされている。しかし特に静電駆動
MEMS では電気的側面も重要であり、ここではﾘｰｸ電流や電荷ﾄﾗｯﾌﾟなどによる以下のよう
な電気的故障について述べる。
①poly-Si の陽極酸化
poly-Si や Si を電極や配線に用いているものでは、電圧と湿度により Si の陽極酸化が
起こる。陽極酸化の際 GND－電極間には微小な電流が流れるので、これを用いて、陽
極酸化を早い段階で検出するﾊﾟﾀｰﾝを考案した（cf. Fig.1）
。
②絶縁膜への電荷ﾄﾗｯﾌﾟ
DC ﾊﾞｲｱｽをかけるような静電駆動ﾃﾞﾊﾞｲｽでは、絶縁膜への電荷ﾄﾗｯﾌﾟによりﾄﾞﾘﾌﾄ等の
故障が発生する（この際ﾘｰｸ電流が流れる）。これを防ぐため、絶縁膜に対して電極をｵ
ｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞさせ、さらに電極間の下部にｼｰﾙﾄﾞ層を設けた（cf. Fig.2）
。
③ｶﾞｽ雰囲気での電極間降伏電圧
電極間の間隔が 5μm 以下になると電極間の降伏電圧が小さくなってくるが、1μm 以
上では電極のｶﾞｽ雰囲気によりその電圧は異なる。

Fig.1 陽極参加検出ﾊﾟﾀｰﾝ

Fig.2 電荷ﾄﾗｯﾌﾟ防止構造

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：静電駆動 MEMS
評価範囲：電気特性
評価原理：評価方法についての記述無し
装置構成：装置に関する記述無し
測定性能：－
特徴・問題点：
MEMS の信頼性に関する研究の多くは機械的な部分についてなされているが、この文献で
は電気的側面について述べている。
標準化に対する要望：
特になし
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２．３

センサデバイス分野における信頼性評価技術の現状

(1)要求される性能・信頼性
今回調査した MEMS センサは、加速度センサ、角速度センサ、圧力センサ、流量セン
サ、湿度センサ、赤外線センサ、ガスセンサの 7 種類であり、これらはセンシングの対象
を考慮することにより機械的・熱的・化学的センサに大別される。具体的には、加速度・
角速度・圧力センサが機械的センサ、流量・湿度・赤外線センサが熱的センサ、そして、
ガスセンサが化学的センサに属する。以下に、センサ分類毎に求められる性能・信頼性項
目をそれぞれ記す。
a. 機械的 MEMS センサ（加速度・角速度・圧力）
機械的MEMSセンサに求められる性能・信頼性

性能

信頼性

許容加速度・圧力レンジ，使用温度範囲における感度（TCS・TCR：
Temperature Coefficient of Sensitivity・Resistivity），リニアリティ，ド
リフト，ヒステリシス，応答性，共振周波数，耐衝撃性
使用環境での電気的・機械的耐久性・寿命，長期動作におけるそれら
の安定性・再現性

機械的センサには、センシングの際にµm オーダの寸法を有するシリコン系構造体
の機械的動作を伴うものが多い。これより、構成材料の微小寸法下でのヤング率・ポ
アソン比等の機械的性質が機械的 MEMS センサの性能面に、破壊強度や疲労寿命、
および耐衝撃性等の動的な特性がその信頼性面に求められ、電気特性に加えてこれら
の機械特性の性能・信頼性を向上させることが重要となる。
b. 熱的 MEMS センサ（流量・湿度・赤外線）
熱的MEMSセンサに求められる性能・信頼性
性能
信頼性

広温度域での感度，リニアリティ，温度ドリフト，ヒステリシス，応
答性
使用環境での電気的耐久性，長期動作におけるその安定性・再現性

熱的センサは温度検知部に強誘電体膜等の各種金属薄膜を用いているものが多く、
これら薄膜材料と母材との密着性や熱膨張差、および薄膜材料の微細成形性等も、上
表の性能・信頼性面に加えて要求される。また、温度検知部と他の周辺構造体との断
熱性も、熱的センサ設計における重要検討項目の一つである。
c. 化学的 MEMS センサ（ガス）
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化学的MEMSセンサに求められる性能・信頼性
性能

信頼性

感応膜材料の均質性，感度，応答速度，保守点検の周期が長く，か
つ，容易であること，共存物質による干渉が少ないこと

使用環境での電気的耐久性・寿命，長期動作における安定性・再現
性，高温，かつ，酸化性または還元性雰囲気における感応膜材料の物
理的および化学的安定性

化学的センサの多くは各種感応膜を有しており、膜の均質性および膜構造の環境・
長期安定性等が化学的センサの性能・信頼性に及ぼす影響は大きい。したがって、基
本性能が高く、かつ、信頼性に優れる感応膜を形成する技術を確立することが重要で
ある。
以上、既存の MEMS センサに求められる性能・信頼性を概観した。MEMS センサは、
基本的にはセンシングの対象となる何らかの物理量変化を電気信号変化に置き換える機構
を有しているため、性能項目としては、まず、電気信号の感度・オフセット・応答速度・
リニアリティ・ヒステリシスおよびこれらの温度特性、信頼性項目としては電気信号の長
期安定性・使用環境（温度・湿度等）下での安定性・再現性が要求される。電気信号の温
度特性は、各種使用環境下での MEMS センサの性能と直結するため、とくに重要である。
また、MEMS センサは、半導体加工技術より成形されたシリコン系材料の微小構造体や各
種成膜法により形成された機能性薄膜等のマイクロスケール機械部品から構成されている。
このことから、センサ構成要素部品となる各種材料のマイクロ寸法下での弾性特性、破壊・
疲労特性や使用環境下でのこれらの長期安定性、薄膜の機能性に影響を及ぼす膜構造の均
質性および成膜の再現性、薄膜と基板との密着性、微小構造体形成の際の加工面性状、等
の機械的な特性も、MEMS センサ開発の際に求められる性能・信頼性の重要項目であると
考えられる。
(2)信頼性評価技術の現状
これまでに実施されてきた MEMS センサを対象とした信頼性評価試験の内容は、各セ
ンサのセンシング対象にも依存するが、大きく分けて 1)温度・湿度等の雰囲気を変化させ
てセンサ機能（電気信号変化）を評価したもの、2)完成したセンサデバイスに力学的負荷
を加え、電気信号変化を調べたもの、および 3)前述 2 つの複合、の 3 項目に分類できる。
ここでは、これらの信頼性評価試験をそれぞれ環境試験、耐久試験、複合試験と定義し、
以下に各試験の概要について述べる。
a. 環境試験
一般的に、環境試験は完成したデバイスを種々の環境下に放置し、その機能の安定性・
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再現性等を評価することを目的としている。MEMS センサを対象とした環境試験では、
主としてデバイスの使用環境を考慮して試験環境を設定し、それを種々変化させてセ
ンサの出力電気信号変化を調べたものが多い。可変パラメータとしては、温度（高温・
低温）、湿度（高湿）、熱衝撃、熱サイクル、結露、各種気体・液体暴露などが挙げら
れる。今回の調査範囲では、高温・高湿下でセンサ機能（特に、感度・オフセット・
ドリフト）を調べた内容が多く、これらの環境下での電気的な性能維持が MEMS セ
ンサにとって特に重要であると言える。また、環境試験は多くの MEMS センサに対
して実施されており、センシングの対象を問わず、一般的に行われる信頼性評価試験
方法であると考えられる。
b. 耐久試験
耐久試験は、主に可動部を有するセンサを対象としており、機械的ストレスに対する
耐久性を評価するものである。耐久試験においてセンサに与える負荷としては、応力
サイクルや衝撃等が挙げられる。応力サイクル試験は通常使用状況を、衝撃試験は使
用状況に加えてセンサ完成後の搬送をそれぞれ考慮に入れた試験と考えられ、電気信
号の安定性・再現性に加えてセンサ構成要素の機械的耐久性を調べることが目的であ
る。
c. 複合試験
複合試験とは環境試験と耐久試験とを複合的に実施するものであり、温度（主に高温）
、
湿度（高湿）、熱応力（温度変化・熱膨張率の違いによるストレス）等を与えた状態で
デバイス可動部に力学的負荷を加え、センサの電気的性能変化を調べる試験法である。
例えば、流量センサでは通常使用環境下でデバイスに流れ込むダスト量を調べ、高温
環境下で通常使用時以上の大量のダストをセンサ部に与えることで、デバイスの耐久
性・寿命を評価するものがこれに相当する。複合試験では、通常の使用環境を大きく
上回る過酷環境を与えることで、センサの耐久性・寿命を調べることが目的であり、
今回の調査範囲においては加速試験的な意味合いを含んでいると考えられる。
以上、MEMS センサを対象とした信頼性評価試験技術について述べた。今回調査研究を
行った結果、MEMS センサの信頼性評価技術に関する報告が極めて少ない印象を得た。こ
れは、MEMS センサの研究・開発において、機構・構造等の観点において新規性の高いデ
バイスを作る｢もの作り｣が現状で重視・先行していることに起因しているものと考えられ、
未だ作られたデバイスの信頼性評価技術に係わる詳細にまで研究・開発が十分及んでいな
いと推察される。また、MEMS センサが一括加工により大量に生産されるため 1 デバイ
スのコストが安価となり、故障後の取替えが金銭的に比較的容易であることも、センサの
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信頼性評価技術に関する報告が希薄であることと関連していると思われる。
(3)ＭＥＭＳ信頼性調査文献リスト及び分析（センサデバイス分野）
今回の MEMS センサに関する調査結果の一覧表を示す。前述のように、性能・信頼性
項目において、今回調査した範囲では各センサにおける感度・応答性等の電気的性能の温
度特性および長期安定性を調べた内容が多く、センサの信頼性評価試験は主として電気的
機能に対して実施されていることが確認できる。また、評価試験項目に関しては環境試験
を実施した内容が多く、同試験は MEMS センサの評価試験として一般的に行われている
ものと考えられる。
(4)調査個票
今回調査した MEMS センサの信頼性評価に係わる以下の 18 文献の個票を示す。
a.加速度センサ（2 件）
B-1

高精度高信頼性加速度センサ

B-2

Mechanical Reliability of MEMS-Structures under Shock Load

b. 角速度センサ（1 件）
B-3

Reliability of Resonant Micromachined Sensors and Actuators

c. 圧力センサ（3 件）
B-4

SOI 技術を用いた耐環境シリコンマイクロセンサ

B-5

Experimental Evaluation of MEMS Strain Sensors Embedded in
Composites

B-6

Fabrication of Micromachined Ceramic Thin-Film Type Pressure
Sensors for Overpressure Tolerance and Its Characteristics

d. 湿度センサ（3 件）
B-7

MEMS 技術を用いた新しい容量式湿度センサ

B-8

A Micromachined Robust Humidity Sensor for Harsh Environment
Applications

B-9

A High-Sensitivity Polyimide Capacitive Relative Humidity
Sensor for Monitoring Anodically Bonded Hermetic Micropackages

e. 流量センサ（3 件）
B-10

エアフローセンサ開発における高精度センサ設計技術

B-11

MEMS Flow Sensors for Nano-Fluidic Applications

B-12

Reliability of MEMS-Based Mass-Flow Controllers for Semiconductor
Processing
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f. ガスセンサ（4 件）
B-13

Investigation of Stability and Reliability of Tin Oxide Thin-Film for
Integrated Micro-Machined Gas Sensor Devices

B-14

A Novel Cold – Wall MOCVD Method for Fabrication of a Durable
Micro-Machined SnO2 Gas Sensor

B-15

Accelerated Life Testing for Micro-Machined Chemical Sensors

B-16

Results on The Reliability of Silicon Micromachined Structures

g. 赤外線センサ（2 件）
B-17

SOI ダイオード型非冷却赤外線センサに用いるドライマイクロマシニン
グプロセス

B-18

サーモパイル型赤外線センサ
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2.3(3) ＭＥＭＳ信頼性調査文献リスト及び分析（センサデバイス分野）
文献
No

文献名

B-1

高精度高信頼性MEMS加速度センサ

石田 拓郎

2000

日本

B-2

Mechanical reliability of MEMS-structures under shock
load

U. Warner

2001

B-3

Reliability of Resonant Micromachined Sensors and
Actuators

D. Sparks

B-4

SOI技術を用いた耐環境シリコンマイクロセンサ

B-5

センシング対象

概要の
有無

一口コメント

松下電工株式会社

有

加速度センサのドリフト改善設計

1

ドイツ

Robert Bosch GmbH

有

カンチレバー耐衝撃

1

2001

米国

Delphi Automotive
Systems

有

共振型MEMSセンサ/アクチュエー
タの耐久性

石田 誠

2003

日本

豊橋科学技術大学

有

SOI応用センサ

Experimental Evaluation of MEMS Strain Sensors
Embedded in Composites

C. Hautamaki

1999

米国

University of
Minnesota

有

MEMS歪センサ、引張試験

B-6

Fabrication of micromachined ceramic thin-film type
pressure sensors for overpressure tolerance and its
characteristics

G. S. Chung

2004

韓国

Dongseo Univ

有

セラミック薄膜圧力センサの温度
特性

B-7

MEMS技術を用いた新しい容量式湿度センサ

小倉 勉

2000

日本

株式会社山武

有

容量式湿度センサの高湿度環境
下での長期信頼性

1

有

抵抗変化式湿度センサの長期信
頼性

1
1

執筆（筆頭）者

年

国

所属（筆頭者）

機械的
圧力

加速度

性能・信頼性項目
熱的

角速度

歪

湿度

流量

化学的
赤外線

ガス

感度

リニアリ
ティ

ドリフト オフセット

1

ヒステリ
シス

1

応答性

評価試験項目

共振周波
長期安定
耐衝撃性 温度特性
再現性
数
性

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

D.-H. Lee

2001

韓国

B-9

A High-Sensitivity Polyimide Capacitive Relative Humidity
Sensor for Monitoring Anodically Bonded Hermetic
Micropackages

M. Dokmeci

2001

米国

University of Michigan

有

容量式湿度センサの長期信頼性

B-10

エアフローセンサ開発における高精度センサ設計技術

青島 滋

2001

日本

株式会社山武

有

気体流量センサの耐ダスト性能

1

1

B-11

MEMS flow sensors for nano-fluidic applications

S. Wu

2001

米国

California Institute of
Technology

有

ナノリッタ/分の液体流量センサ開
発

1

1

B-12

Reliability of MEMS-based Mass-Flow Controllers for
Semiconductor Processing

E. D. Lawrence

2003

米国

Redwood
Microsystems Inc.

有

マスフローコントローラの耐久試験

B-13

Investigation of stability and reliability of tin oxide thin-film
forintegrated micro-machined gas sensor devices

R. K. Sharma

2001

中国

Hong Kong University
of Science and
Technology

有

ガスセンサの感応膜の安定性

1

1

B-14

A Novel Cold－Wall MOCVD Method for Fabrication of a
DurableMicro-Machined SnO2 Gas Sensor

Y. Okajima

1998

日本

東京ガス株式会社

有

ガスセンサの感応膜の強度

1

1

1

B-15

Accelerated life testing for micro-machined chemical
sensors

J.-M. Bosc

1998

フランス

1

1

1

Motorola SPS

有

ガスセンサの加速試験方法

1

2001 スペイン

有

ガスセンサの熱的強度と機械的強
度

1

B-16

Results on the reliability of silicon micromachined
structures for semiconductor gas sensors

I .Gracia

B-17

SOIダイオード型非冷却赤外線センサに用いるドライマイク
ロマシニングプロセス

中木 義幸

2004

日本

三菱電機株式会社

有

赤外線イメージセンサ作製技術

1

B-18

サーモパイル型赤外線センサ

森田 信一

2003

日本

株式会社アイ・エイチ・
アイ・エアロスペース

有

赤外線センサ作製技術

1
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1

3

3

2

1

13

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Centro Nacional de
Microelectronica
(CSIS)

1

1

1

1

A Micromachined Robust Humidity Sensor for Harsh
Environment Applications

1

1

1

1

B-8

2

1
1

LG Electronics
Institute of
Technology

2

耐久試験
膜の化学
数値解析 環境試験 複合試験
的安定性 引張試験 疲労試験 振動試験 衝撃試験

1

1

3

耐久性

1

7

4

5

5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

7

1

1
1

1

11

11

4

4

3

1

5

3

5

2

9

10

２．３（４） 調査個票
資料番号[B-1]
文献タイトル：高精度高信頼性 MEMS 加速度センサ
著者：石田拓郎、片岡万士、上 浩則、斎藤 宏、赤井澄夫、野原一也
所属：松下電工株式会社
出典：松下電工技報，2000．
キーワード：車載用 MEMS 加速度センサ
概要：本センサは小型化を狙った構造で、外界からの軽微な応力により、0G 時の出力が変化す
るために、自動車の高温環境下において、応力による特性変動がなくなるように、上部ガラスと
シリコンと下部ガラスの三層構造において、その応力バランスがとれる寸法設計をした。さらに
小型化によりセンサチップ自体の感度が低下して、出力の温度特性まで悪化したために、センサ
の信号処理を行う回路も、温度特性を補正できる回路をデジタルトリミング技術を用いて開発し
た。これにより、センサの性能や車載の高温環境にも対応できる信頼性を得ることができた。
問題点・改善案：本内容は、自動車用に一般的に評価される信頼性を改善するための問題解決と
して、MEMS を設計する上での改善ポイントが記されているが、メカニズムに踏み込んだ分析（応
力の分布や時間的変化等）が必要。
評価対象：加速度センサ
ビーム
構成・動作原理：シリコンチップ内に錘とこれを固定して
錘
いるビーム、さらにビーム上に半導体ピエゾ抵抗を形成
し、加速度が印加されることによりビームが歪み、そのひ
ずみで半導体ピエゾ抵抗の抵抗値が変化することをブリ
ッジ回路より電圧で出力する。
加速度センサチップ断面図
求められる性能：
自動車 ABS 制御用途に用いられるセンサ
項目

結果

加速度レンジ

±14.7m/s2 （±1.5Ｇ）

使用温度範囲

－40℃～85℃

オフセット電圧

2.500±0.060Ｖ

出力電圧（+1.5Ｇ） 4.000±0.090Ｖ

ピエゾ抵抗のブリッジ回路図

出力電圧（-1.5Ｇ） 1.000±0.090Ｖ
応答周波数範囲

0～20Hz（～3dB）

信頼性評価法・条件：自動車の車体を想定した環境として、
右記の項目を設定し、0G 出力変化が試験前後で±3％FS
以下に入ることを、判断基準においている。

項目

条件

低温放置試験

－40℃、500時間

低温作動試験

－40℃、５Ｖ、168時間

高温放置試験

125℃、500時間

高温作動試験

85℃、５Ｖ、168時間

熱衝撃試験

100℃⇔－40℃／500cyc

高温高湿通電試験 60℃、90％、5Ｖ、300時間
結露試験

－5℃⇔35℃、85％／5cyc

特徴：外界からの軽微な応力により 0G 時の出力が変化するために、自動車の高温環境下におい
て、応力による特性変動がなくなるように、上部ガラスとシリコンと下部ガラスの三層構
造において、その応力バランスがとれる寸法設計をした。
問題点・改善案：本内容は、自動車用に一般的に評価される信頼性を改善するための問題解決と
して、MEMS を設計する上での改善ポイントが記されているが、メカニズムに踏み込ん
だ分析（応力の分布や時間的変化等）が必要。
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資料番号[B-2]
文献タイトル：Mechanical reliability of MEMS-structures under shock load
著者：U.Warner, J.Franz, M.Schweiker, W.Bernhard,
所属：Robert Bosch GmbH, Corporate Research／Robert Bosch GmbH, Automotive Electronics
出典：Microelectronics Reliability 41, 2001.
キーワード：カンチレバー、落下試験、振子式加速度試験、耐衝撃性、動的有限要素解析
概要：車載用途において、加速度センサやジャイロセンサ内の MEMS 構造体の機械的信頼性に
対する保証の要求は厳しい。本論文では、落下試験で発生する衝撃負荷について考察した。
これら衝撃負荷は、構造体に潜在的なダメージを与えるほどの大きなストレスを内在した
予期せぬ内部接触を誘発する。筆者らは、ポリシリコン製カンチレバーの場合について、
動的有限要素解析法と実験検証により設計を最適化し、耐衝撃性を初期設計の３倍に改善
した。
評価対象：加速度センサ（z-sensor、カンチレバー付 z-sensor）
構成・動作原理：2 つのﾄｰｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞにより非対称に支持さ
れた検震用マスが、加速度が印加された際に回転し、下部
電極との間の容量変化により加速度を検出（図 1 参照）
。衝
撃緩和のためにカンチレバーを付加（図 2 参照）
。
求められる性能・信頼性：
・車載品質（ 厳しい要求仕様、特に耐衝撃性 ）
・耐衝撃性（ 1.2ｍの高さより落下しても壊れない→10, 000
～100,000G に相当 ）
信頼性評価法・条件：
①落下試験（金属製立方体にセンサを貼り付け、様々な高
さより落下させる）
②振子式加速度試験（最大 100,000G）
・顕微鏡検査でﾁｯﾋﾟﾝｸﾞや構造破壊などをチェック。
・破壊箇所を確認し、有限要素法によるシミュレーション
予測と比較。→カンチレバーの効果を検証。

図３ ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ発生（ｶﾝﾁﾚﾊﾞｰなし）

seismic mass
frame
spring

図１ Basic z-sensor
cantilevers

図２ ｶﾝﾁﾚﾊﾞｰ付z-sensor

図４ 破壊痕なし（改善品；ｶﾝﾁﾚﾊﾞｰあり）

特徴：カンチレバー付 z-sensor のシミュレーションに基づいた構造設計を試作・評価により検証。
問題点・改善案：
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資料番号[B-3]
文献タイトル：Reliability of Resonant Micromachined Sensors and Actuators
著者：D. Sparks, M. Chia, S. Zarabadi
所属：Delphi Automotive Systems
出典：2001 Society of Automotive Engineers, Inc., 2001.
キーワード：自動車用の角速度センサ、微小変動の補正
概要：自動車用の角速度センサとして安定したセンサ出力が得られるように設計し、温度や電圧
に関する試験やこれらのサイクル試験を実施して、信頼性の高いセンサを作り上げた。

評価対象：共振型 MEMS センサ/アクチュエータ（角速度セン
サ）
構成・動作原理：自動車用の角速度センサとして右図のように
リング構造の静電方式のセンサを構成し、30～35kHz の共振周
波数で振動させ、フェイズロックやバランス、増幅、レートの
制御を行っている。特に高い Q 値を得るために、ウエハボンデ
ィングにより振動系の雰囲気を真空にしており、レートを出力
して微小変動の補正をかけて安定したセンサ出力が得られる
ように設計している。
求められる性能・信頼性：自動車用 MEMS 部品の信頼性とし
ては、部分的に「Society of Automotive Engineers」や「Military
Standards」から部分的に取り入れ、右表のように設定し、自動
車用の動作としては 5～10 年か 10 万マイル、商用部品として
は 10 年か 100 万マイルのライフタイムを想定している。
信頼性評価法・条件：右表に示す。さらに、その結果について
数例を下に示す。

≪角速度センサ≫

≪評価試験一覧表≫

特徴：一般の信頼性項目に加え、特に自動車用 MEMS 部品としては、特徴的な試験項目として
は、温度だけではなく電圧に関してもサイクル試験（ON⇔OFF）、流体の浸漬を考慮したものが
ある。特に高いパフォーマンスを得るために、真空雰囲気に保つことが重要で、設計面での検討
が不可欠である。
問題点・改善案：
・バランス制御を行っているフィルター出力が 1～4V に設定されているが、高温導通反復信頼性
試験で、反復の疲労により、そのフィルター出力が 4V を越えると時間とともに変動する。
・プラズマでデポされた SiN 膜等に電荷が載りやすいため、高温高電圧下では、これと金属リン
グとスティクションを起こし、接着して突然センサゲインの低下や共振周波数が突然シフトす
る。
・その他機械的なショックに耐えうるように、アブゾーバーを付けたパッケージに入れる。
・高温導通反復信頼性試験でのフィルター出力シフトや金属リングのスティクションに関して
は、ノンバイアス・高温下でアニールすることにより回復する。
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資料番号[B-4]
文献タイトル：SOI 技術を用いた耐環境シリコンマイクロセンサ
著者：石田 誠、高尾英邦
所属：豊橋科学技術大学 工学部 電気電子工学科系
出典：電気学会 E 準部門論文誌，2003．
キーワード：SOI（Silicon on Insulator）構造、耐高温環境性
概要：SOI の高温時における漏れ電流が極めて低い性質を利用して、耐高温環境性の優れた力学
系センサを作り、200℃を超える高温域まで安定した出力が得られることを確認した。
評価対象：耐環境シリコンマイクロセンサ
構成・動作原理：SOI（Silicon on Insulator）構造を有する MEMS
力学センサ耐高温環境性、耐放射線性の高い方式であり、半
導体ピエゾ抵抗効果を利用したセンサでその耐高温環境性
を評価する。
①圧力センサ
ＳＯＩ圧力センサ断面構造図
Epitaxial Al2O3/Epitaxial Si/Epitaxial Al2O3 の三層の上に Si が形
成され、その Si に半導体ピエゾ抵抗を形成して、圧力が印加
された時のダイヤフラムの歪を半導体ピエゾ抵抗の変化で
検知する。
②3 軸加速度センサ
SOI 構造のウエハを用いて、中心に錘（図の Support）と周辺
に薄いビーム（図の Beam）を有する構造で、加速度が発生
ＳＯＩ３軸加速度センサ斜体図
した時のビームの歪を、その上に形成した半導体ピエゾ抵抗
の変化で検知する。
何れも半導体ピエゾ抵抗を形成している Si 層と基板の間に絶縁膜が形成されているので、高温
時における漏れ電流が極めて低いため、200℃を超える高温域まで安定した出力が得られる。同
様に、磁気センサも形成した。
求められる性能・信頼性：
ＳＯＩ３軸加速度センサ性能一覧

ＳＯＩ圧力センサ性能一覧

信頼性評価法・条件：
記載は温度特性のみ
右図は、左から、SOI 圧力センサ
の感度/オフセットの温度特性と
SOI3 軸加速度センサの感度/オフ
セットの温度特性。

特徴：SOI を MEMS 力学センサに応用して、高温時における漏れ電流が極めて低い性質を利用し
て、耐高温環境性の優れた、圧力センサと 3 軸加速度センサを評価した。
問題点・改善案：（SOI を MEMS 力学センサに応用することによる、他の信頼性への影響の記載
がなし。
）
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資料番号[B-5]
文献タイトル：Experimental Evaluation of MEMS Strain Sensors Embedded in Composites
著者：Charles Hautamaki, Shayne Zurn, Susan C. Mantell, Dennis L. Polla
所属：Finite Engineering, Integrated Magnetroelectronics, University of Minnesota
出典：Journal of Microelectromechanical Systems, Vol. 8, No. 3, 1999.
キーワード：MEMS 歪センサ、引っ張り試験
概要：MEMS の歪センサを構成するゲージ部をカンチレバー構造など３種類作製し、引っ張り試
験でセンサの応答性が、円形のビーム構造が最も安定していることが分かった。
評価対象：合成製品に埋め込まれた MEMS 歪センサ
構成・動作原理：右図のように合成物の中に MEMS の
歪センサと信号処理回路と無線用のアンテナを入れ、
MEMS の歪センサとしては、シリコン上に薄いドープ
ドポリシリコンフィラメントを載せたもの
（ monofilament ） と 、 カ ン チ レ バ ー 構 造 （ Cantilever
≪センサの全体構成≫
Beam）
、曲線型ビーム構造（Curved Beam）を有して、
ピエゾ抵抗効果を利用して歪を検知する。
求められる性能・信頼性：歪センサの性能として、センサの応答（ここでは正規化したピエゾ抵
抗変化）が、軸方向によらず、また、埋め込む薄片の厚みによらず、屈曲条件に対して一貫した
特性を有することである。

monofilament

Cantilever Beam

Curved Beam

信頼性評価法・条件：
①センサ再現性：平均の負荷を 12.5Ｎとし、これに対して±5N を繰り返し 10000 サイクルかけ
る。10、100、1000、10000 サイクル後に引っ張り試験でセンサの応答のデータを取り、その安定
性を確認する。
②センサ応答：薄片にした材料の厚みに対する応答を確認する。

特徴：本内容は、航空機のドアパネルや機体のポリマー材料にかかる圧縮ひずみが過度にかかる
ことを防ぐことに活用できる。従来のポリイミドコート金属片やファイバー用の歪センサに対
し、MEMS でセンサを作ると小型かつ無線でネットワークを組めるため、歪分布を取るにもネッ
トワーク線を損傷しない。
問題点・改善案：今回は 3 方式の MEMS 歪センサの応答を評価した結果、薄いドープドポリシ
リコンフィラメントを載せた monofilament は最も感度が高いがバラツキが大きく、カンチレバー
構造（Cantilever Beam）
、曲線型ビーム構造（Curved Beam）は同様の応答をするが、圧縮に対し
て曲がってしまう。ウエハ上での配置や向きに対する検討は今後の課題である。
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資料番号[B-6]
文献タイトル：Fabrication of micromachined ceramic thin-film type pressure sensors for overpressure
tolerance and its characteristics
著者：G. S. Chung , J. M. Kim
所属：School of Information System Eng. , Dongseo Univ.
出典：Proceeding of SPIE Vol.5276, 2004.
キーワード：セラミック薄膜圧力センサ
概要：Ta-N 薄膜歪みゲージから成る圧力センサを用いて、高温下での抵抗や感度の温度係数や
非直線性、ヒステリシス、感度を調べ、安定した特性を得ることができた。

評価対象：セラミック薄膜圧力センサ
構成・動作原理：SDB(Si-wafer Direct Bonding)技術とエレク
トロケミカルエッチストップ技術により形成されたダイヤ
フラム部に、Ta-N 薄膜歪みゲージから成るホイートストー
ンブリッジ回路を形成。電極部には Au/Al の積層電極を採
用している。動作原理は、圧力に応じてダイヤフラム部に
発生する歪みを歪みゲージからなるブリッジ回路が検出す
る仕組み（図 1）
。
求められる性能・信頼性：
図１ センサ構造
・TCR（Temperature Coefficient of Resistance）
・TCS（Temperature Coefficient of Sensitivity）
・非直線性、ヒステリシス、感度
・高温環境下での上記特性安定性
信頼性評価法・条件：25-200℃環境下で、感度；1.21-1.097mV/V・kgf/cm 、最大非直線性；0.43%FS
を確認。

図２ センサ出力の温度依存性

図３ 感度とTCSの温度依存性

特徴：
・センサ基本特性の高温環境下での挙動を評価し、その安定性を検証した。
・長期信頼性面での記述なし。
問題点・改善案：
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資料番号[B-7]
文献タイトル：MEMS 技術を用いた新しい容量式湿度センサ
著者：小倉勉、小原幸子、宮岸哲也、黒岩孝明、定岡芳彦
所属：株式会社山武（前者４名）、愛媛大学（後者１名）
出典：CHS-02-34, pp. 85-88, 2003.
キーワード：湿度センサ、容量式、MEMS、高湿度、長期信頼性
概要：従来型の容量式湿度センサの高湿度環境下での長期信頼性の問題を改良すべく、MEMS 技
術を用いて、感湿膜の膨潤を抑えるように１対の電極を形成したセンサを試作。
同センサの初期性能および長期信頼性を評価し、大幅な改善効果があることを検証した。

評価対象：容量式湿度センサ
構成・動作原理：シリコンウェハとガラス基板を陽極接合で
貼り合せた後、シリコンを研磨、及びウエットエッチングし、
ガラス基板上にシリコン薄膜を形成する。次に ICP エッチン
グによりシリコン電極をパターニングした後に、高分子をス
ピンコート、熱処理を行い感湿膜を形成。最後に電極上のポ
リマーを機械的に除去し、電極部を露出させた後、導電性接
着剤で電極を取り出している。動作原理は、感湿膜が吸湿す
ることによる容量変化を検出している（図 1）
。
図１ センサ構造
求められる性能・信頼性：
・湿度-容量特性（直線性、低ヒステリシス）
・多湿雰囲気下での長期信頼性
信頼性評価法・条件：
・耐湿性試験（40℃90%RH、1000hrs）25℃における 10、30、50、70、90%RH でのセンサ容量値
の経時変化を評価。
センサ膜厚を 10μm から 5μm に薄くし、センサ表面にシールド用金属薄膜を形成、
さらに電極取り出し部に Ti/Au の蒸着膜を形成することにより、センサ特性（10～50%RH）の長
期信頼性を大幅に改善（図 2、図 3）
。

図２ 従来センサの多湿雰囲気下での容量特性

図３ 改良センサの多湿雰囲気下での容量特性

特徴：
・上記センサ構造の改良により、多湿雰囲気下での長期信頼性を大幅に改善。
・評価方法については、注目すべき記述なし。
問題点・改善案：
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資料番号[B-8]
文献タイトル：A Micromachined Robust Humidity Sensor for Harsh Environment Applications
著者：Don-Hee Lee, Hyung-Ki Hong, Chil-Keun Park, Geun Ho Kim, Young-Sam Jeon and Jong Uk Bu
所属：LG Electronics Institute of Technology
出典：Proc. of MEMS 2001, pp.558-561, 2001.
キーワード：Humidity sensor, harsh environment, durability, long-term stability.
概要：熱的に分離された 2 個の金属抵抗素子を有するメンブレンから構成される高感度で強固な
湿度センサであり，窒素と大気との熱伝導率の差によって大気中の湿度を計測可能である．同セ
ンサの感度は 0.054mV/%RH であり，反応時間は 25sec である．また，相対湿度 40％～90％の範
囲において，フルスケール 1％の非線形性と 2％以下のヒステリシスを有している．実環境下で
の使用に耐えうるため，150℃/-70℃の高/低温環境での長時間持続試験，相対湿度 95％環境耐久
試験，およびコンタミネーション試験を実施した．

評価対象：マイクロマシン技術で作られた湿度センサ
構成・動作原理：シリコンチップ内の SiO2/Si3N4/SiO2 製メンブレン上に 2 組の Pt/Ti 湿度検出素
子を作製し，窒素と大気との熱伝導率の差による Pt/Ti 線の抵抗差から相対湿度を求める．
求められる性能・信頼性：
高感度，高レスポンス，低消費電力，繰り返し再現性，化学的安定性
信頼性評価法・条件：
室温，95％RH 条件下で湿度センサ素子の Pt/Ti 膜配線の抵抗を 1100 時間計測．同配線の抵抗変
化は，1100 時間で 5Ω以内．また，150℃/-70℃環境下で同様の実験を 200 時間実施した結果，計
測精度に変化なし．

特徴：高い TCR（Temperature Coefficient of Resistivity）値：0.28％/K，温度-抵抗特性の優れた線
形性，化学的不活性などの特徴を有する Pt を抵抗体として用い，高温・低温下，高湿度下で繰り
返し再現性に優れた湿度センサを開発した点．
問題点・改善案：
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資料番号[B-9]
文献タイトル：A High-Sensitivity Polyimide Capacitive Relative Humidity Sensor for Monitoring
Anodically Bonded Hermetic Micropackages
著者：Mehmet Dokmeci, Khalil Najafi
所属：University of Michigan
出典：J. Microelectromechanical Systems, Vol. 10, No. 2, pp. 197-204, 2001.
キーワード：Anodic bonding, hermetic packaging, polyimide sensors, relative humidity sensors.
概要：MEMS 技術を用いて作製したポリイミドベースの高感度湿度センサについて，設計・製作・
特性評価を実施した．容量センサ部には，湿気を感知するために 2 つの金属電極ではさまれた厚
さ 30nm～120nm の CU1512 ポリイミド膜を用いた．30nm および 120nm 厚フィルムを用いたセン
サの感度は，それぞれ 3.4pF/%RH および 0.86pF/%RH であった．通常の陽極接合条件下（400℃，
1 時間）で 120nm 厚センサの性能を試験した結果，50％RH，37℃環境下の 48 時間計測で 1%RH
以下のドリフトを示し，30%～70％RH でのヒステリシスは 2％RH 以下であった．

評価対象：ポリイミドベースの容量型湿度センサ
構成・動作原理：30nm～120nm 厚のポリイミドフィルムを 2 枚の金属膜電極で挟み，湿度変化か
らもたらされるキャパシタンス変化から湿度を導出．
求められる性能・信頼性：
感度，線形性，長期安定性，低ヒステリシス
信頼性評価法・条件：
①ドリフト試験：37℃，50％RH の環境下で 10 日間（240 時間）キャパシタンス変化を測定．そ
の結果，ドリフトは 3％RH 以下．
②ヒステリシス試験：37℃，30％RH～70％RH で変化させた際のキャパシタンス変化を測定．そ
の結果，ヒステリシスは最大で 1.75％RH．

特徴：ポリイミドの膜厚をサブミクロンレベルにすることで，感度向上を図った点．
問題点・改善案：70％RH 以上では，湿度-キャパシタンス線図が非線形となり，安定性・ドリフ
トの問題有．
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資料番号[B-10]
文献タイトル：エアフローセンサ開発における高精度センサ設計技術
著者：青島滋，森田靖二，島田勝介，関一夫
所属：株式会社 山武
出典：Savemation Review｢マイクロフローセンサ｣特集号，pp. 108-113，2001.
キーワード：エアフローセンサ，センサ設計，耐久性，ダスト．
概要：家庭用ガス給湯器の燃焼制御用風量調節センサとして，マイクロマシニング技術によりマ
イクロ流量センサを開発．システム全体を通して高精度調整が可能な回路，ダストなどに対する
耐久性向上を図る内部流路構造を採用し，長時間，風量を高精度計測可能なセンサを開発．

評価対象：優れた耐ダスト性能を有するエアフローセンサ
構成・動作原理：単結晶シリコン基板表面に特殊絶縁
膜を形成し，その上に Pt 薄膜抵抗を用いてヒータと温
度センサを配置している．センサチップ中央に配置さ
れたヒータが流体温度より常に一定温度だけ高くなる
よう，ヒータ抵抗が加熱されている．気流のないとき
はヒータ両側に対称に配置された温度センサの温度は
等しく，気流を受けたときは両側の温度センサ間に温
度差が生じる．風上側の温度センサは風下側のそれよ
り温度が低くなることで抵抗変化を生じさせ，風量に
換算することが可能となる．
求められる性能・信頼性：空気中に含まれるダストに
よるセンサ特性の劣化に対する信頼性．
信頼性評価法・条件：ダスト試験を実施．家庭用ガス
給湯器で 10 年間使用されることを想定し，その間センサに侵入すると思われるダスト量を推定
した．ダスト試験には，JIS Z 8901 試験用ダスト 8 種を用い，余裕度を与えるため 20 年相当とし
て 15mg のダストを用いた．空気流量を約 20l/h 一定の条件で投入し，サンプルに侵入させる実験
を実施．基準値の 15mg の 4 倍に相当する 60mg のダストを投入して試験を行った結果，出力変
化は製品使用の±5%FS/10 年間相当に対して十分小さく，実用上問題ないことを確認．
特徴：高感度，高速応答，測定再現性，低消費電力．センサ材料・構造を耐環境性に優れる設計
を施しており，機能部品がワンチップ上に集積化されているため経年変化が小さく，測定再現性
が良い．
問題点・改善案：
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資料番号[B-11]
文献タイトル：MEMS flow sensors for nano-fluidic applications
著者：Shuyun Wu, Qiao Lin, Yin Yuen and Yu-Chong Tai
所属：California Institute of Technology
出典：Sensors and Actuators A, Vol. 89, pp. 152-158, 2001.
キーワード：MEMS, Nano-fluidic applications, Micromachined thermal sensors
概要：ナノリッター/分レベルの液体流量計測のための MEMS 流量センサ．流量センサにはボロ
ンドープされたポリシリコンヒータを備えており，ヒータの温度抵抗係数を上昇させるためにド
ープを実施．センサの流量計測分解能は 0.4nl/min であった．

評価対象：ナノリッター/分レベルの液体流量計測用 MEMS 流量センサ
構成・動作原理：Si3N4 膜で構成されるマイクロ流路の一部にボロンドープした多結晶シリコンヒ
ータを設け，その温度を計測することにより液体の流速を求める．
求められる性能・信頼性：低熱損失，低ノイズ，高温度抵抗係数
信頼性評価法・条件：デバイスのキャリブレーションのみで，信頼性評価に関する記述なし．
特徴：流路とシリコン基板との間に空間を設けることで熱損失を低減させ，センサの感度低下を
防ぐ構造．センサ感度がヒータの温度抵抗係数に依存するため，ドープ濃度および構造の異なる
3 種類のヒータ構造を作製・評価・比較．
問題点・改善案：
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資料番号[B-12]
文献タイトル：Reliability of MEMS-based Mass-Flow Controllers for Semiconductor Processing
著者：Elizabeth D. Lawrence and Albert K. Henning
所属：Redwood Microsystems Inc.
出典：IEEE 41st Annual International Reliability Physics Symposium, Dallas, Texas, 2003.
キーワード：MEMS、シリコン製マイクロバルブ、シリコン製圧力センサ、マスフローコント
ローラー、信頼性、平均故障寿命(MTTF)
概要：本研究では、シリコン製圧力センサと微小オリフィスおよびマイクロバルブからなるマス
フローコントローラーにおける信頼性と平均故障寿命に関する研究結果について報告して
いる。精度、応答時間、インボードリーク率、パーティクル発生率などをサイクル数に対し
て全てモニタした。これら測定値から、平均故障寿命が３００万サイクル以上であることを
算出した。また、故障モードについても詳しく論じている。
評価対象：マスフローコントローラー
構成・動作原理：フローセンサとマイクロバルブとから
成り、フローセンサはシリコン製オリフィス、温度セン
サ IC、および 2 つのピエゾ抵抗式圧力センサより構成さ
れている。動作原理は、観測点の流体の流れに対する圧
力センサの出力を補正情報としてマイクロバルブの弁を
制御（図 1）。

図１ ＭＦＣ構造

求められる性能・信頼性：
・基本特性（パーティクル、精度、直線性、オフセット、
バルブリーク、応答性、インボードリーク）
・耐久性（動作寿命）
信頼性評価法・条件：
サイクル試験；SEMI 規格に準拠（SEMI E67 テスト・プ
ロトコル：図 2）
＜試験結果＞
・8/11 個；2,000,000 サイクルで OK
・1/11 個；1,000,000 サイクルで OK、試験以外で破壊
・1/11 個；1,000,000 サイクルでインボードリーク不
良発生（図３）
・1/11 個；250,000 サイクルでバルブリーク不良発生
＜推定寿命＞
MTTF=3.35×106 サイクル

図２ SEMI E67 ﾃｽﾄ･ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

ｲﾝﾎﾞｰﾄﾞﾘｰｸ不良

図３ ｻｲｸﾙ試験におけるｲﾝﾎﾞｰﾄﾞﾘｰｸ変動

特徴：
・MFC（ﾏｽﾌﾛｰ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ）の耐久性試験を実施し、寿命推定と故障解析を実施。
・評価方法については、SEMI 規格のテスト・プロトコルを適用している。
問題点・改善案：
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資料番号[B-13]
文 献 タ イ ト ル ： Investigation of stability and reliability of tin oxide thin-film forintegrated
micro-machined gas sensor devices
著者：Rajnish K Sharma, Philip C.H. Chan, Zhenan Tang, Guizhen Yan, I-Ming Hsing, Johnny K.O. Sin
所属：Department of Electrical and Electronic Engineering, Hong Kong University of Science and
Technology
出典：Sensors and Actuators B, Vol. 81, pp. 9-16, 2001.
キーワード：Reliability, Lifetime, Integrated sensor, CMOS compatible, Stability
概要：ガスセンサデバイスを CMOS 回路と集積化する場合、安定性、信頼性が非常に重要である。
特に、次段の信号処理回路のバイアス電流に影響を与えるセンサ出力電圧のベースラインのドリ
フトを低減すること、および、長期にわたる動作サイクルを経てもセンサ感度の再現性が得られ
ることが必要である。3 種類の感応膜(SnO2/Pt、SnO2-Cu/Pt、SnO2/Pt/SnO2/Pt)を搭載した CO ガス
センサを作成し、評価したところ、SnO2-Cu/Pt 薄膜ベースのセンサが良い感応特性を示した。薄
膜を高温または長時間アニールすると、クラックが生じて薄膜の抵抗が変化し、出力ベースライ
ンや感度のドリフトの原因となる。SnO2-Cu/Pt 薄膜は Cu がクラックの発生を抑制するため、他
の薄膜と比べて安定性が良い。

評価対象：SnO2 薄膜ガスセンサ
構成・動作原理：SnO2 薄膜＋ヒータ CO 検知により SnO2 薄膜抵抗値が変化
求められる性能・信頼性：
・出力電圧のベースライン（検知ガスがない状態での出力）のドリフトがないこと
・センサ感度の再現性
信頼性評価法・条件：
感度安定性評価：300℃、CO ガス濃度 1000ppm、600hr
出力ベースラインドリフト評価：300℃、160hr
薄膜クラック評価：①350℃、984hr
②250℃～室温、15000 サイクル

特徴：CO ガスを検出する SnO2 感応膜の膜質が、センサの安定性および再現性に影響を与えると
し、温度ストレスや動作サイクルストレスを与えながら、薄膜自体を SEM で観察することによ
り、薄膜抵抗変化の原因となる膜のクラックの状態を直接見ることで信頼性評価を行っている。
問題点・改善案：
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資料番号[B-14]
文献タイトル：A Novel Cold－Wall MOCVD Method for Fabrication of a DurableMicro-Machined
SnO2 Gas Sensor
著者：Yuichiro Okajima, Takahiro Ide, Kei Kikuchi, Ken-ichi Nakamura
所属：Frontier Technology Research Institute, Tokyo Gas Co., Ltd.
出典：Sensors and Materials, Vol.10, No.2, pp113-127, 1998.
キーワード：SnO2, gas, sensor, micro, CVD, cold wall, durability,
selective
概要：マイクロマシン技術で製作したマイクロヒータを有機
金属源の熱分解熱源として使用する SnO2 ガスセンサを、コー
ルドウォール MOCVD 法を使って作製した（N センサ）
。こ
の方法では、マイクロヒータ部のみを加熱して SnO2 膜を選択
蒸着するため、SnO2 膜のパターニング工程は不要である。ま
た、マイクロヒータ部が高温で変形した状態で SnO2 膜をデポ
するため、室温では SnO2 膜には圧縮応力が働いている。その
ため、膜の機械的強度は高くなり、500℃,100ms～室温,100ms
での熱サイクル試験では、従来のホットウォール MOCVD 法
で製作したセンサ(C センサ)が数十万回の熱サイクルで破壊
したのに対し、N センサは 700 万回の熱サイクルに耐えた。

評価対象：Si ベース SnO2 薄膜ガスセンサ
構成・動作原理：SnO2 薄膜＋ヒータ→ガス検知により SnO2 薄膜抵抗値が変化。
求められる性能・信頼性：
・SnO2 薄膜抵抗の安定性。ガス感度の安定性。
・温度差約 500℃の熱サイクルストレスに対する膜の強度。
信頼性評価法・条件：
・SnO2 薄膜センサの抵抗を測定。
・マイクロヒータ温度 500℃,100ms～室温,100ms 熱サイクル
特徴：強度評価としては、センサを構成しているヒータにより熱サイクルストレスを与え、セン
サ出力をモニタする方法で実施している。
問題点・改善案：
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資料番号[B-15]
文献タイトル：Accelerated life testing for micro-machined chemical sensors
著者：Jean-Mark Bosc, Yifan Guo, Vijay Sarihan, Tom Lee
所属：Motorola SPS
出典：IEEE Transactions on Riliability, Vol.47, No.2, pp135-141, 1998.
キーワード：Micro-machined silicon device, Chemical
sensor, Gas sensor, Accelerated life testing
概要：Si ベースの SnO2 薄膜ガスセンサの新しい加速試
験方法について述べている。Si ベースの SnO2 薄膜ガス
センサでは、Si 薄膜上にヒータとガス検出部となる SnO2
薄膜を形成しており、ヒータ電圧をパルス状に変動させ、
温度を変化させながら（100℃～400℃）CO ガスを検出
する。このような局部的な高温、熱の拡散による Si 薄膜
の変形とそれに伴う局部応力等により不具合が発生す
る。通常の温度サイクル試験では、温度もストレスサイクルも実使用条件とは合わず、高温雰囲
気化における試験でも加速性が得られない。そのため、実使用と同様のヒータ電圧サイクルを時
間を短縮して行う方法を提案した。Si 薄膜の変形および温度が実使用時と変わらないパルス時間
を実測およびシミュレーションによって求め、加速係数 50 を実現した。試験結果は、ガスセン
サへの適用の範囲で、信頼性を評価できるものであった。

評価対象：Si ベース SnO2 薄膜ガスセンサ
構成・動作原理：SnO2 薄膜＋ヒータ→CO 検知により SnO2 薄膜抵抗値が変化。
求められる性能・信頼性：
・実使用時の Si 薄膜の温度変化による変形と、それに伴う局部応力等により、不具合が発生しな
いこと。
・ヒータ抵抗および SnO2 薄膜抵抗の安定性
信頼性評価法・条件：
ヒータ電圧サイクル＝0.1sec @5V、0.2sec @1V
（実使用時 240 サイクル/hr に対して 12000 サイクル/hr）
特徴：一般的な信頼性試験（温度サイクル試験、高温寿命試験）では、パッケージやダイアタッ
チの信頼性は確認できるが、Si 薄膜上のセンサそのものの温度サイクルによる不具合を検出でき
ないため、実使用時にセンサに加わるストレスを加速して与えることにより、センサの安定性を
確認するものである。
問題点・改善案：
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資料番号[B-16]
文献タイトル：Results on the reliability of silicon micromachined structures for semiconductor gas
sensors
著者：I.Gracia, J. Santander, C. Cane, M.C. Horrillo, I. Sayago, J. Gutierrez
所属：Centro Nacional de Microelectronica (CSIS)
出典：Sensors and Actuators B, Vol. 77, pp. 409-415, 2001.
キーワード：Microelectronic gas sensor, Micromachined structures, Survivability, Reliability
概要：熱的に分離されたシリコン基板上に製作した低消費
電力の薄膜半導体ガスセンサを提案した。シリコンマイク
ロマシン構造（Si3N4 膜構造、及びその下にシリコンプラ
グをもつ構造）のセンサに対して一連の熱的及び機械的試
験を適用し、過酷な使用条件下での耐久性を評価した。シ
リコンプラグの使用は、良好な温度均一性を与えることが
分かった。

評価対象：SnO2 薄膜ガスセンサ
構成・動作原理：SnO2 薄膜＋ヒータ
求められる性能・信頼性：
・機械的強度
①過大圧、②振動、③衝撃 に対する薄膜の強度
・熱的強度
①熱衝撃、②高温バイアス（HTOB）に対するセンサの安定性
信頼性評価法・条件：

特徴：シリコン上の薄膜部にヒータと感応膜を形成したガスセンサ構造の部品としての信頼性を
評価している。一般の電子部品の試験のように、MIL スタンダードに従って評価を行い、センサ
特有の部分的な高温部の影響評価とは別の観点で信頼性を調べている。さらに、薄膜上の温度分
布をエミッション顕微鏡や赤外線カメラにより観察することにより、シリコンプラグ（ヒートス
プレッダ）構造の効果を調べている。
問題点・改善案：
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資料番号[B-17]
文献タイトル：SOI ダイオード型非冷却赤外線センサに用いるドライマイクロマシニングプロセ
ス
著者：中木義幸、秦久敏
所属：三菱電機株式会社 先端技術総合研究所
出典：三菱電機技報，2004．
キーワード：赤外線カメラ、イメージセンサ
概要：赤外線吸収体からの熱を検知する SOI ダイオードを基板から熱的に分離した構造として実
現するマイクロマシニング技術を開発した。この技術により作製したセンサアレイは衝撃試験や
温度サイクル試験に対しても問題なく高い信頼性をもつ。

評価対象：赤外線イメージセンサ
構成・動作原理：入射赤外線によるダイオードの温度変化を、定電流動作時の順方向電圧変化と
して観測。
求められる性能・信頼性：
・赤外線イメージセンサの画素構造体の強度
・赤外線イメージセンサとしての撮像性能
信頼性評価法・条件：
①振動試験（10G）
②衝撃試験（500G、半正弦波）
③温度サイクル試験（-40～85℃、サイクル数不明）

特徴：信頼性確認として、主に機械的な強度試験を行っている。デバイスの特性・機能を評価す
ることによって判定している。
問題点・改善案：
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資料番号[B-18]
文献タイトル：サーモパイル型赤外線センサ
著者：森田信一、寺島光彦
所属：株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース 特機技術部
出典：映像情報メディア学会技術報告，2003．
キーワード：Infrared, Thermal sensor, Thermopile, Thermovoltaic effect, Micromachining, CMOS,
Responsivity, Response speed

概要：CMOS プロセスと両立する Si 表面バルクマイクロマシニング技術を用いて、熱起電圧を
利用するサーモパイル型赤外線センサを開発した。熱電対の p+ポリシリコンの幅を n+ポリシリ
コンの約 2 倍にする最適化により、S/N 比が向上し、サーモパイル型センサとしては最高性能を
実現した。センサは 20000g 以上の衝撃性に耐えることも確認した。

評価対象：サーモパイル型赤外線センサ
構成・動作原理：
入射赤外線による温度変化を、p+/n+ポリシリコン熱電対による熱起電圧として観測。
求められる性能・信頼性：
チップ＋パッケージの強度
信頼性評価法・条件：
・耐衝撃性試験（20000g ×0.1msec）
評価装置 AVEX（エアーブラウン）社製 SM-110

特徴：機械的な強度試験として、耐衝撃性を評価している。
問題点・改善案：
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２．４ 実装・トライボロジー分野における信頼性評価技術の現状
（１）要求される性能・信頼性
（ａ）実装分野
半導体電子回路の実装技術ではとかく小型軽量化や高密度化が先端技術として注目され
がちであるが、そこではもちろん確実な電気的接続と半導体チップの保護が大前提となる。
すなわち、実装技術は必然的に信頼性を確保するための技術と言える。MEMS デバイスの
実装技術においては電気信号の入出力に加え、光、流体などの入出力を MEMS デバイス
に接続すること、圧力や加速度などの機械量を擾乱することなく MEMS デバイスに伝達
することなど、多様な要求に応えなくてはならない。工業プロセスや自動車の制御などに
用いられる MEMS デバイスでは、高温の腐食性環境や振動・衝撃などに対応することも
実装技術の重要な役割である。また、振動型センサや熱型の赤外センサでは共振の Q 値の
向上又は断熱のために真空封止技術が要求され、次に述べるトライボロジーとの関連では
湿度変化による可動部のスティクション防止のために特定の雰囲気での封止と気密性が要
求される。一方で、実装工程でデバイス及び接続部に応力が発生すると、MEMS デバイス
の可動部の特性に直接影響する。このように、MEMS デバイスの実装技術は多くの制約の
中で様々な要求に応える必要があり、デバイスに応じて多様な形態が考案されている。そ
して、その信頼性の確保はこれからの大きな課題であると考えられる。MEMS デバイスの
実装技術に求められる特性とその信頼性に関する要求を下記に示す。これらの中には従来
の半導体実装と共通の項目もあるが、MEMS の特有の項目も多く、MEMS の実装技術の
信頼性評価は多くの課題を抱えている。
熱安定性：温度サイクル、熱衝撃
衝撃耐性：機械的衝撃
耐環境性：高温高湿、腐食性環境（海水、酸アルカリ、反応性ガスなど）
接合部信頼性（耐環境）
：接着剤、ハンダ
接合部信頼性（ばらつき）
：直接接合（ウェハ直接接合、陽極接合、圧着）
素子への応力：熱応力（使用時の温度変化）
、
樹脂硬化に伴う応力、接合部残留熱応力（製造プロセス）
電気的接続：アナログ信号伝送（低ノイズ）
、高周波（RF）
封止性能：真空封止、雰囲気封止
流体接続部のシール特性：気体、液体
光入出力：光学的アライメント、光ファイバ接続
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（ｂ）トライボロジー分野：
トライボロジーは通常の機械構造において信頼性の確保に密接に関係しているが、
MEMS デバイスにおいても同様に、ある意味ではそれ以上に重大な影響を及ぼす。MEMS
のような微小な可動デバイスでは、スケーリング則により質量などに対して表面の影響が
相対的に大きくなる。これはすなわち、運動において慣性力に比べて摩擦力の影響が大き
くなることを意味する。さらに、摩擦により摩耗が生じた場合、摩耗量やそれにより発生
する摩耗粉は MEMS のデバイスサイズと比べて無視できない大きさとなり、深刻な問題
を引き起こす。従って、微小構造では低摩擦・低摩耗に対する要求は通常の機械より遙か
に厳しいといえる。ところが、MEMS では摩擦速度が低いことや、潤滑油の粘性抵抗その
ものが大きな抵抗になることなどから、通常の機械で最も有効な潤滑法である流体潤滑が
使えない。そのため潤滑の手法としては、表面コーティング膜による固体潤滑や転がり接
触構造に限られてしまう。また、MEMS では作製プロセスの問題から、機構の大きさに比
べて相対的に摺動面の面粗さの制御が困難なことも、摩耗の問題を難しくしている。また
表面粗さと摩擦速度の問題から、磁気ヘッドのナノトライボロジーに見られるような手法
による信頼性の確保も難しい。
このような理由から、多くの MEMS デバイスは極力摺動面を持たない構造をとること
により、摩擦・摩耗の問題を避けている。そのような場合においてもなお問題となるのが、
可動部と他の部分との接触に伴う凝着・スティクションである。これには、デバイス作製
中の乾燥工程におけるスティクションの問題の他、動作中のデバイスの可動部が偶発的に
他の部分に接触した際に起こる固着、接点やストッパーなどで接触・分離が繰り返される
ことによる摩耗や固着などの劣化があげられる。このような観点からは、トライボロジー
分野への要求は、大きく下記のように整理することが出来る。すなわち、現状では主要な
課題は凝着現象の抑制であり、摩擦摩耗の低減すなわち潤滑の実現にはまだまだ今後の研
究開発が必要であると考えられる。
現状の要求：凝着の抑制
①製造プロセスの乾燥工程におけるスティクション
②偶発的な入力による可動部の固着
③繰り返し接触部の劣化
将来的な要求：低摩擦係数、低摩耗

（２）信頼性評価技術の現状
（ａ）実装分野
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MEMS の実装技術に関する信頼性の評価のうち、
熱サイクル、熱衝撃、
機械的衝撃、
高温高湿試験、
接着剤・ハンダの耐食性。
雰囲気封止
などについては、半導体実装で用いられている手法が流用されることが多い。それらは、
IEC、JIS、MIL などの規格に規定されているほか、JEDEC(Joint Electron Device
Engineering Council)、JEITA（電子情報技術産業協会）
、JPCA（日本プリント回路工業
会）
、Telcordia などでも試験条件を規格化している。このような、半導体実装で用いられ
る手法は、情報通信分野など半導体集積回路と同じような環境で使用される MEMS デバ
イスの信頼性評価には、有効であろうと考えられる。
一方で、MEMS デバイスは半導体デバイスに比べて様々な過酷な環境で使用されること
が多い。それらは、半導体実装用の規格を拡張することにより個別の使用条件に適合させ
ることが出来る場合と、個別に全く別の評価手法が必要となる場合とに分けることが出来
るであろう。MEMS デバイスの信頼性に関わる各項目について下記に述べるが、まだまだ
検討段階という課題が多い。

腐食性環境：MEMS デバイス、特にセンサなどでは、海水や酸、アルカリ、反応性ガスな
ど、非常に過酷な腐食性環境にさらされるものがある。これらは高温高湿試験の拡張など
では対応は困難で、実際の使用環境を模擬した試験環境を用意して、長時間の安定性の試
験などが行われている。もちろん、加速試験的な手法が求められるが、試験パラメータと
試験時間の関係などはほとんど解明されておらず、今後の課題である。

接合部の信頼性：接着剤、ハンダなどは従来の高温高湿試験や衝撃試験などにより、評価
がされている。ただし、上記のような過酷な環境での使用については、同様の問題がある。
また、陽極接合やウェハ直接接合、およびそれらによるパッケージングは MEMS に独特
の接合法である。これらの接合法は接着剤などの中間材を必要としないため耐食性の面で
は有利と期待されるが、湿度や各種環境の影響については十分に検討されているとは言え
ない。また、これらの接合法は MEMS 以外ではあまり使用されていないこともあり、接
合強度の定量的な評価法でさえ標準的な手法は確立しておらず、衝撃試験や振動に対する
信頼性など、検討すべき課題は多い。
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素子への応力：素子への応力のうち、使用中の温度変化に伴う熱応力による疲労破壊など
は、従来の電子デバイス実装の手法がある程度応用できると考えられる。一方、MEMS
ではこのような応力はデバイスの動作特性に直接影響するため、デバイス特性の測定によ
る直接評価も行われている。これらについては、使用時の温度変化による特性の変化を低
減することも重要であるが、製造時に発生する樹脂硬化に伴う応力や接合部残留熱応力な
どによってもデバイス特性が設計値からずれるため、それらを低減することも製品の均一
性を確保する意味では重要である。

封止性能：湿度の影響を避けるための封止程度であれば、半導体実装用に策定されたヘリ
ウムや放射性同位元素ガスによるリーク試験が使用可能である。一方、MEMS デバイスを
真空封止する場合には、要求される真空度やリークレートが従来の評価法の測定限界を超
える。このため、MEMS の振動子の共振の Q 値や、MEMS ピラニゲージなど、MEMS
そのものを用いた評価法が検討されている。封止性能については、長時間の安定性を測定
するほか、高温高湿などの加速試験的な手法との組み合わせも用いられている。

（ｂ）トライボロジー分野
凝着・スティクション：MEMS のトライボロジー現象については、凝着・スティクション
についての検討が多くなされている。その場合、凝着力が低ければ信頼性向上に有効と判
断されている。表面間の凝着力の評価手法としては、MEMS プロセスを用いて
カンチレバー（片持ち梁）
ビーム（両持ち梁）
バタブライ型梁
などの形状を作製し、長さを変えた多数の梁と基板の凝着の有無から、梁の弾性変形エネ
ルギーを基に凝着力を評価している。これらの方法は、デバイス作製工程、すなわち乾燥
工程におけるスティクションの解析に適しており、各種の表面処理によるスティクション
防止効果や、乾燥方法の改善などの評価に用いられている。それにより、超臨界乾燥法な
ど乾燥工程におけるスティクションの防止に非常に有効な手法が開発されている。一方こ
の手法は、カンチレバー構造および基板に電極を形成することにより、デバイス動作中の
接触及びそれに伴う固着現象の検討にも使用可能である。これを用いた検討により、湿度
が凝着力に大きな影響を与えることが示されている。このことから、スティクションの防
止には、一定の低湿度雰囲気にデバイスを保持することが有効であり、それには実装技術
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なども影響してくる。その他、衝撃荷重などの偶発的な外部入力はスティクションを引き
起こす原因と考えられる。実験上の問題などからトライボロジー特性と関連づけた検討例
は少ないが、この場合も凝着力を低減する対策をしておくことが有効と考えられる。

摩耗：MEMS の製造プロセスにより作製した微小部品を摺動させて、摺動面や摩耗粉の
SEM 観察などの評価が行われている。多くの場合は、微小部品の大きさに対して摩耗量
および摩耗粉とも無視できない大きさになっている。摺動面への様々な表面処理、および
摺動の繰り返しによる寿命測定なども行われているが、現状では摺動部の信頼性を確保す
ることは困難と思われる。

マクロスケールの評価法：トライボロジー分野で従来から用いられている様々な評価法も、
現象的にはミクロな表面現象に基づくものであり、MEMS のトライボロジー評価に有効と
考えられる。具体的には、接触角の測定による表面エネルギーや親水性の評価、ナノイン
デンターによる微小硬度の測定、Pin-on-Disk による摩擦係数の測定や摩耗試験などが、
各種表面処理の評価などに使用されている。

表面処理：評価手法とは異なるが、トライボロジー特性の改善には表面の制御が非常に重
要であるため、代表的なアプローチを以下にまとめておく。凝着力の低減は、結合エネル
ギーを小さくするというアプローチと、ミクロに見たときの接触面積を小さくするという
アプローチに分けられる。
低表面エネルギー膜：結合エネルギーの減少。SAM(Self Assembled Monolayer)法に
よる OTS(Octadecyltriclorosilane)など。
硬質膜：接触面積の減少と、摩擦および摩耗の低減。TiC、TiO2 など。
表面粗さの増大：接触面積の減少。シリコン表面の陽極酸化など。

その他：凝着現象は統計的なばらつきが大きいため、実験結果を統計的に扱うような検討
もなされている。また、摩擦、摩耗、固着に対して、原因の分析及びモデル化、そして対
策なども議論されているが、実験的には特性が改善した膜の種類や条件の報告にとどまっ
ているものが多く、原因の分析及びモデル化に関して実験的に検討した例は少ない。
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２．４（３）ＭＥＭＳ信頼性調査文献リスト及び分析（実装技術分野）
信頼性のテーマ
文献No

論文名

執筆者(筆頭)

年度

国

組織

一口コメント

3-1

Reliability assessment of delamination in
chip-to-chip bonded MEMS packaging

R. Swaminathan

2003

USA

University of
Maryland

3-2

The reliability of microelectromechanical
systems (MEMS) in shock environments

V. T. Srikar

2002

USA

3-3

Chip scale packaging of a MEMS
accelerometer

L. E. Felton

2004

USA

3-4

Piezoresistive MEMS pressure sensor and
packaging for harsh oceanic environment

A. Mohan

2004

USA

University of
Arkansas

圧力センサのパッケージングを，海水
による腐食性環境で試験．１００気圧
までの高圧環境でも試験している．

3-5

A mold and transfer technique for leadfree fluxless soldering and application to
wafer-level low-temperature thin-film
packages

B. H. Stark

2004

USA

University of
Michigan

MEMSデバイスの真空封止パッケー
ジにおいて，長期安定性，熱サイク
ル，高温高湿試験などを実施

3-6

Weibull fracture probability for
characterisation of the anodic bond
process

A. Richard

2002

スウェー
デン

Uppsala
University

3-7

信頼性解析技術のロードマップ

津久井 勤

2003

日本

東海大学

接着剤及びハンダによるMEMSパッ
ケージング接合部に，熱サイクルや
衝撃試験など各種の信頼性試験を
行った

MEMSデバイスは高い共振周波数を
持つため機械構造としては衝撃耐性
は高く，衝撃荷重に対してはパッケー
ジング及びその接合部からの破損が
重要となる．
加速度センサを樹脂モールドでパッ
Analog Devices ケージングし，温度安定性などを評価
Inc
MIT
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デバイス
耐衝撃性 耐振性 温度安定
性

封止

評価対象

真空封止 接合強度

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

4

3

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

長期安定
衝撃試験
性

1

1

1

1

高圧力

1

1

1

1

1

1

1

陽極接合の接合強度に及ぼすプロセ
ス条件の影響を，接合強度の測定値
にワイブル統計を適用して評価した

電子機器全般の実装技術の信頼性
解析・評価技術に関する総説

接合部剥 有機接着
ハンダ
離
剤

検査方法

解析・シ
キャッピ 保護膜
陽極接 セラミック
高温高湿 腐食性環 熱サイク
加速度セ 圧力セン 光学顕微 超音波顕 接合強度
樹脂モー
統計処理 ミュレー
ングウェ コーティ 両持ち梁
合・直接 パッケー
試験
境
ル
ンサ
サ
鏡
微鏡
測定
ルド
ング
ション
ハ接合
ジ
接合

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

4

1

1

1

3

２．４（３） ＭＥＭＳ信頼性調査文献リスト及び分析（トライボロジー分野）
信頼性のテーマ
文献
No

論文名

3-8

A simple experimental technique for
the measurement of the work of
adhesion of microstructure

3-9

Stiction of surface micromachined
structures after rinsing and drying:
model and investigation of adhesion
mechanisms

執筆者(筆頭)

Rob Legtenberg 1994

Adesion in surface micromechanical
structures

3-11

Measuring and Modeling Electrostatic
Adhesion in Micromachines

M. P. de Boer

3-12

NANOMETER-THIN TITANIA FILMS
WITH SAM-LEVEL STICTION AND
SUPERIOR WEAR RESISTANCE FOR
RELIABLE MEMS PERFORMANCE

W.R.Ashurst

Integrated TiC coatings for moving
MEMS

3-14

THE METHOD TO PREVENT
STICTION USING SILICON
ANODIZATION FOR SDB-SOI
STRUCTURE

出展

IEEE Solid-State Sensor and
Mastrangelo CH 1992 Actuator Workshop, New York,
USA, 1992. p.208

3-10

3-13

年度

Roya Maboudian 1997

1997

Y.Matsumoto

1998

USA

組織

Ford Motor
Company

内容
カンチレバーを用いた凝着エネル
ギー測定実験の先駆者。

スティク 脆性破
ション
壊

摩耗

摩擦係
数

静電気

故障時期
表面処
理

耐振性

疲労

カンチレ
動作中 バー(片 両持ち梁
持)
1

1

1

1

プロセス中に毛管力で固着したマイ
クロブリッジの凝着エネルギー測定
により、疎水表面の固着原因はヴァ
MESA Research ンデルワールス力で、親水表面では
オランダ
Institute
水素結合がそれに加わることを示し
た。固着問題を削減する手法の紹介
もあり。
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J. Vac. Sci. Technol. B 15(1),
Jan/Feb 1997

MEMSにおける凝着に関する研究の
現状について述べている。(総論)
①理論的見地からの凝着に作用す
る力
②凝着力(エネルギー)を評価する手
法
③凝着力を抑制する技術(化学的表
面処理、SAM・DLCなどの機能膜)
3種類のカンチレバーを比較
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資料番号[３－８]と同じ評価デバイス
で、カンチレバーの固着に静電駆動
Sandia National も使用。また、チャンバーに評価デ
バイスに入れることで、湿度の影響
Labs
も調べている。

University of
California at
Berkeley

SAM(Self-Assembled Monolayer)プ
ロセスが凝着と摩耗の抑制に有効と
報告。MEMS構造を用いた摩耗試験
により寿命評価を実施している。

1

1
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摩擦、摩耗対策としてPLC(PulsedLaser-Deposited)プロセスによるTiC
膜の有効性を提示。隠れた部位へ
The Aerospace の製膜に、Magnetic Field PLCと呼
Corporation ぶ手法を提言し、３次元形状の
MEMSデバイスへの有効性を今後検
証したいと結んでいる。
Toyohashi
University of
Technology

Yonsei
University

スティクション問題に陽極酸化による
表面改質の有効性を提示。デバイス
の製作中と、稼働中に分類して、現
象の分析を論じている。
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1

弾性体のバネ性、水分子の毛管力
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SAM(Self-Assembled Monolayer)プ
ロセスによる
OTS(Octadecyltrichlorosilane)膜の
特性評価をPin-on-Diskなどの一般
的なトライボロジー評価手法により
行っている。巨視的な振る舞いと、ミ
クロな振る舞いの相関に今後発展さ
せたいと考察している。

摺動部で発生するp-Siの摩耗が、真
University of 空と大気中で異なるメカニズムを持
Dayton, Airforce つ。
Research
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Universiteit
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２．４（４）調査個票：実装関連
資料番号[ ３－１ ]
文献タイトル：Reliability assessment of delamination in chip-to-chip bonded MEMS
Packaging
著者：R. Swaminathan, H. Bhaskaran, P. A. Sandborn, G. Subramanian, M. A. Deeds, K.
R. Cochran
出典：IEEE Transactions on Advanced Packaging, Vol. 28, No. 2, 141-151
組織：University of Maryland
キーワード：chip-to-chip bonding, delamination, die shear, MEMS, MEMS packaging,
reliability, scanning acoustic microscopy
概要：MEMS を研究室レベルから市場で受け入れられるものとする鍵になるのはパッケー
ジング技術である。
MEMS のパッケージングでは長期にわたる信頼性の確保が必要である。
本論文では特に要求が厳しい安全保障軍事関係の応用例を試験対象として取り上げてい
る。信頼性の確保には、実験的手法による加速試験が重要となる。２つの MEMS チップを
各種接着剤およびインジウムはんだで接合し、各種加速試験後の接合面の剥離を超音波顕
微鏡により測定した。高温高湿試験では、接着剤の材料により結果は異なるものの、剥離
部分の面積が増大し完全に剥離したものもあった。熱サイクル試験および機械的衝撃試験
では、ほとんど劣化は見られなかった。最後にダイシェアテストにより接合体を破断した。
破断面の状態は超音波顕微鏡による観察結果とよく一致した。破壊強度の測定値は大きく
ばらついたが、接合体の形状および剥離部分の形状から有限要素法により破壊時の最大応
力を解析することで、ある程度定量的に説明可能であった。
対信頼性負荷方法：高温高湿加速試験（85℃、湿度 80%、100 日、DoD の CTIP では 100℃
なのでアレニウスの関係式で試験時間を換算）、熱サイクル試験（-54℃で８時
間、71℃で 16 時間、5℃/min、で 28 回）
、機械的衝撃（250G、3msec）
評価範囲：チップレベル接合された MEMS デバイス。熱可塑性接着剤ペースト、熱可塑性
接着剤シート、エポキシ樹脂シート、インジウムハンダ接合にて面接合。シリ
コン同種基板接合、シリコン／セラミックス異種基板接合、間に金属製スペー
サを挟んだ三層接合構造。
評価対象：接合部の剥離
評価原理：超音波顕微鏡
装置構成：汎用超音波顕微鏡
測定性能：剥離部分の面積比の計測精度±５％、
評価対象：ダイシェア強度
評価原理：ダイシェアテスト
装置構成：専用設計の治具によるシェアテスト
測定性能：分解能約 0.1MPa（18.21psi）
測定結果：接着の強度には高温高湿加速試験がもっとも影響が大きかった。熱サイクルテ
ストは若干の低下が見られたが、機械的衝撃試験ではほとんど劣化は見られな
かった。強度評価については、試料形状および接合部の欠陥の影響が大きく、
定量的評価には有限要素法による解析等が必要であった。
特徴・問題点：超音波顕微鏡に関しては一定の有効性が示されている。一方、強度評価に
ついて有限要素法による解析まで行っているが、高温高湿試験などの前後での接着強度の
変化については評価ができていない。
標準化に対する要望：高温高湿試験や熱サイクルなど電子部品関連の評価手法を流用してい
る。標準化には、MEMSに特有の現象について解析を進めることが重要であろう。
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資料番号[ ３－２ ]
文献タイトル：The reliability of microelectromechanical systems in shock environments
著者：V. T. Srikar and Stephen D. Senturia
出典：Journal of Microelectromechanical Systems, Vol 11, No. 3, (2002), P206-214
組織：MIT
キーワード：Fracture, Microelectromechanical systems (MEMS), reliability, shock,
stiction, stress waves, vibration
概要：MEMS の機械的衝撃に対する応答特性について検討した。機械的衝撃に対する応答
は、構造体の音響過渡応答時間（Acoustic Transit Time: τA）および振動周期（T）と衝撃
荷重の時間幅(τ)との関係により大きく変化する。τA>>τ、T>>τの場合には、構造体に応力
波が発生し瞬間的に大きな荷重が作用することにより、衝撃荷重の危険性が高くなる。一
方、τA<<τ、T<<τの場合、構造体にとって衝撃荷重は準静的な荷重と見なせてしまい、衝撃
による破壊の危険性は低いと言える。MEMS 構造は小型で非常に軽量なため多くの場合
τA<<τ、T<<τとなり、通常スケールの機械構造に比べれば衝撃による破壊の可能性は低い。
このことは、チップ大のシリコン基板についても同様である。一方、パッケージは MEMS
デバイスに比べサイズも重量も遥かに大きいため、衝撃荷重の影響を受けやすい。
対信頼性負荷方法：衝撃荷重
評価範囲：MEMS 構造、MEMS チップ基板、パッケージ
評価対象：モデル構造
評価原理：理論解析
評価結果：衝撃荷重に対する各構造の応答は、荷重の時間幅(τ)と構造の固有振動周期(T)か
ら、弾性波の発生(τ < 0.25T)、共振(0.25T < τ < 2.5T)、準静的(τ > 2.5T)に分類
することが出来る。
評価範囲：各種の MEMS 構造の衝撃試験、衝撃加速度 20～120,000g
衝撃荷重時間スパン、40～3000μs
評価対象：MEMS 構造の音響応答時間(T)と衝撃荷重の時間スパン(τ)
評価方法：参考文献による事例調査
評価結果：ほとんどの事例で、T＜τが成立し、MEMS デバイスでは衝撃試験においても
荷重は準静的に作用すると考えて良い。
評価範囲：衝撃加速度 3000 g、衝撃荷重の時間幅 300～400μs
評価対象：ポリシリコン MEMS 構造、ダイボンディング接着
部、ワイヤボンド接合部、セラミックパッケージ、
CaF2 ウィンドウ接合部を含むテスト構造
評価方法：MIL-STD-833D 準拠の衝撃試験装置及び数値シミュ
レーションによる破壊確率の予測
評価結果：CaF2 ウィンドウからの破壊が観察され、その他の部分では破壊は観察されなか
った。これは、衝撃荷重による最大荷重を数値シミュレーションし、その結果
から求めた破断の確率と良く一致した。
特徴・問題点：MEMS は機械的構造を持ちながら、共振周波数が高く機械的応答が早いこ
とから衝撃荷重に対する耐性は高く、その面では半導体デバイスなどのチップと同様に扱
えることが示されており、興味深い。一方で、衝撃荷重の周期については現状の試験器の
性能に基づいて比較を行っており、実際の使用環境等に基づいているものではない。
標準化に対する要望：MEMSデバイスに負荷される可能性のある衝撃荷重の大きさおよび
時間スパンについて、パッケージや基板における衝撃荷重の伝搬特性も含めて検討するこ
とが、衝撃耐性の試験法の確立には重要となると思われる。
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資料番号[ ３－３ ]
文献タイトル：Chip scale packaging of a MEMS accelerometer
著者：L. E. Felton, N. Hablutzel, W. A. Webster and K. P. Harney
出典：Proc. 2004 Electric Components and Technology Conference, pp. 869-873
組織：Analog Devices Inc.
キーワード：LFCSP, LCC, Wafer-scale capping, Molding, Accelerometer, 0-g offset
概要：MEMS ベースの加速度センサは、衝突の関知や車両の運動制御など、自動車の分野
で多く使われている。更に最近ではモバイル機器への適用も進んでおり、そこではセンサ
のパッケージの小型化が要求される。そのため、樹脂モールドによるリードフレームチッ
プサイズパッケージ(LFCSP)を用いた、 4x4x1.5 mm3 の２軸加速度センサを開発した。開
発したセンサには、MEMS 構造と信号処理回路を同一チップ上に作製する技術、ウェハス
ケールで MEMS デバイスに保護用のキャップをつけ樹脂モールドに対応する技術、MEMS
デバイス用に改良した LFCSP 構造などを使用した。これによりパッケージサイズの大幅な
小型化を実現した。一方このように作製したデバイスの特性を、LCC によりパッケージし
たデバイスと比較したところ、樹脂モールド工程に伴う残留歪みによりゼロ点の出力特性
にばらつきが見られた。また、樹脂とチップの熱膨張のミスマッチにより、温度安定性の
面でも LCC パッケージに比べて劣化が見られた。
対信頼性負荷方法：温度変化

-40℃～125℃

評価対象：樹脂モールドパッケージされた加速度センサデバ
イスの、ゼロ点での特性のばらつき及び温度安定
性
評価原理：樹脂モールドの有無及び温度変化による、センサ
出力変化を測定
装置構成：温度制御装置及び電気測定器
測定結果：樹脂モールドを用いるパッケージではシリコンの
チップとモールド樹脂の熱膨張のミスマッチおよ
びモールド時の残留応力により、ゼロ点出力のば
らつきと温度安定性の劣化が見られた。

特徴・問題点：ここで検討している樹脂モールドを用いたパッケージングは、パッケージ
ングまで含めたデバイスの小型化及び低コスト化という面で重要な技術開発課題であると
考えられる。デバイス特性の面では従来のセラミックスパッケージ等に比べ若干の劣化が
見られるが、モバイル応用に対しては実用的に十分な特性が得られているとのことであり、
このようなパッケージングの信頼性評価は今後重要性を増していくものと思われる。
標準化に対する要望：
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資料番号[ ３－４ ]
文献タイトル：Piezoresistive MEMS Pressure Sensor and Packaging for Harsh Oceanic
Environment
著者：Ashwin Mohan, Ajay P. Malshe, Shyam Arvamudhan and Shekhar Bhansali
出典：Proc. 2004 Electric Components and Technology Conference, pp. 948-950
組織：University of Arkansas
キーワード：Harsh environment, High pressure, Pressure sensor, Packaging
概要：海中の状態を継続的にモニターすることは、海中で起こる様々な変化を解明し安全
を確保する上で重要である。そのため、水深数 100 メートルの海水中という腐食性環境で
使用される MEMS 圧力センサを開発する。そのような水深では数十気圧の圧力がかかり、
センサのパッケージングには耐食性とともに高い圧力への対策が必要とされる。圧力セン
サは 20～60μm のシリコンメンブレンと、ボロンドープシリコンピエゾ抵抗検出部で構成
した。圧力センサ構造を形成したシリコンウェハにパイレックスガラスのキャップウェハ
の接合し、内部のキャビティを気密封止することで参照圧力部を形成した。高い圧力に対
応するため、パッケージングにおいては接着剤の強度や耐食性、温度安定性などを十分吟
味し、腐食性環境に対応するため最後にデバイス全体を非常に薄い LUMIFLON の膜でコ
ーティングした。海水を入れた高圧チャンバ中で、作製したデバイスに高圧を負荷し深海
での動作のための信頼性試験を行った。
対信頼性負荷方法：高圧力、腐食性環境
評価範囲：負荷圧力最大 100 気圧（水深 1000m 相当）、海水中
評価対象：デバイスの破損および接合部からの親水
評価原理：高圧の海水中に一定時間保持し、気密封止部への海水の浸入を評価
装置構成：下図の圧力チャンバ、及び光学顕微鏡観察
測定結果：100 気圧までの圧力をかけた場合でも、デバイスの破損や接合部の剥離は見ら
れなかった

特徴・問題点：ここで負荷されているような高い圧力は、過酷な環境にさらされながら計
測を行わなくてはならない MEMS デバイスならではの試験である。その意味で、電子部品
の試験よりも機械部品の試験に近い。
標準化に対する要望： 腐食性環境での信頼性試験は生体内に埋め込まれるデバイスなどで
も重要になってくると考えられ、MEMSに特有の信頼性評価項目として今後重要性を増し
てくるものと思われる。
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資料番号[ ３－５ ]
文献タイトル：A mold and transfer technique for lead-free fluxless soldering and
application to wafer-level low-temperature thin-film packages
著者：B. H. Stark, K. Najafi
出典：Proceedings MEMS ’04, pp.13-16.
組織：University of Michigan
キーワード：lead free solder, fluxless soldering, vacuum package, thin film package,
Pirani gauge
概要：共振器型の RF-MEMS やジャイロセンサーなどでは、真空封止がデバイスの特性の
向上と信頼性の確保において重要である。ニッケルメッキとフォトレジストの犠牲層エッ
チングを用いて、真空封止が可能なパッケージを開発した。ハンダによりエッチング用ア
クセスホールをふさぐことで真空封止を行う。深彫り加工したシリコンウェハにハンダペ
ーストを充填し、これを熱処理することにより多数のハンダボールを基板上に高精度に作
製した。これを用いて、パッケージングを作製した基板上に多数のハンダボールを一括転
写することで、多数のパッケージの一括封止を行った。このようにパッケージしたものに
対し、長時間の保持、熱サイクル、高温高湿試験などの処理を行い、真空度の変化を調べ
た。封止直後の真空度は 1.5Torr 程度であった。封止時の雰囲気１mTorr と比べると悪化
がみられたことから、封止プロセスそのものに若干の問題があることが指摘されている。
これを室温の大気中で保持した場合、160 日まではほとんど内部圧力は変化しなかった。
また、熱サイクル試験およびプレッシャークッカー試験においても内部圧力の変化は非常
に少なかったが、熱サイクル試験では 150 サイクル後に７つのうち１つが、プレッシャー
クッカー試験では 150 時間後で７つのうち３つが破損した。なお、封止には 60Sn-40Bi
の鉛フリーハンダを用いている。
対信頼性負荷方法：長時間保持（160 日）
、熱サイクル（-55℃→125℃、30℃/min、150 回）、
高温高湿試験（130℃、２気圧、湿度 85%、150 時間）
評価対象：封止パッケージの真空度
評価原理：MEMS ピラニゲージ。ピラニゲージは、金属線に電流を流して加熱した際に、
金属線の温度が周囲の気体による放熱とのバランスで決まることを利用して、
金属線の温度測定から周囲の真空雰囲気を測定する。
装置構成：ニッケルメッキによるパッケージング内に MEMS ピラニゲージを形成し、時間
経過や熱処理による内部圧力の変化を測定。熱サイクルおよび高温高湿試験器
は標準的なものを使用。
測定性能：１mTorr～大気圧、リークレート感度 10-17cc/s
（実際の封止真空度は１Torr 程度）
測定結果：真空封止性能についてはすべての試験について問題な
し。ただし、熱サイクルおよびプレッシャークッカー
試験では一部デバイスが破壊
特徴・問題点：真空度のセンサ自体は MEMS により作製されて内蔵されているので、信頼
性評価には汎用の雰囲気制御装置が使用可能。ハンダでシールしたことによりピラニゲー
ジ周りの伝熱状態が変化する可能性があり、ピラニゲージの特性変化が懸念される。
標準化に対する要望：MEMS では共振の Q 値のコントロールや断熱の確保のため真空封止
が求められ、その場合、機密性への要求は電子デバイスよりも厳しいものとなる。そのた
め、機密性の評価については従来の手法・規格では十分に対応できなくなることが考えら
れ、今後より高精度の手法の開発が求められる。
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資料番号[ ３－６ ]
文献タイトル：Weibull fracture probability for characterization for the anodic bond
process
著者：A. Richard, J. Koehler, and K. Jonsson
出典：Sensors and Actuators A 99 (2002) 304-311
組織：Uppsala University
キーワード：Weibull fracture probability, Anodic bonding,
概要：陽極接合による構造の信頼性評価手法として、破壊確率と Weibull 統計解析の手法
を適用した。これにより、陽極接合の接合条件が接合部の特性に及ぼす影響を評価するこ
とが可能となった。接合強度の測定には、ガス圧負荷式の破裂試験法を用いた。破壊はシ
リコンとパイレックスガラスの接合界面を起点とし、ガラス内部へと進展した。接合温度
を変化させて接合強度への影響を検討した結果は、従来報告されている結果とよく一致し
た。300℃から 450℃の温度で陽極接合した接合体は、シリコンウェハの直接接合で 800℃
以上で熱処理を行ったものと、ほぼ同等の強度を示した。Weibull 統計解析を用いることに
より、接合温度や電圧印加方法による接合強度への影響が明瞭に確認できた。
評価対象：陽極接合の接合強度
評価原理：接合面に一定の大きさのキャビティを形成し、そこに内圧を負荷することによ
り接合部から破断させる。その際の破壊強度を Weibull 統計により解析する。
装置構成：マイクロマシニングにより作製した試験片及び空気圧供給装置（左下図）
測定結果：Weibull 統計を用いることにより、接合温度による接合強度への影響が明瞭に確
認された。加熱後一定温度で電圧を印加した場合（右下図の Shock）と、電圧
を印可してから加熱を行った場合（右下図の Ramp）では、Shock 方式の方が
接合強度のばらつきが少ないことが確認された。

特徴・問題点：接合部の強度は測定値のばらつきが大きく、定量的な比較が難しいとされ
ているが、Weibull 統計は接合部の強度評価においても非常に重要であることが示されて
いる。また、ここで用いられているガス圧による破裂試験も、ばらつき低減に有効な手法
であると考えられる。
標準化に対する要望：接合部の強度評価はMEMSの信頼性に大きく影響するため、接合部
の評価法の標準化も重要な課題であると考えられる。
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資料番号[ ３－７ ]
文献タイトル：信頼性解析技術のロードマップ
著者：信頼性解析技術委員会（津久井 勤）
出典：エレクトロニクス実装学会誌 Vol.6, No.1, pp.16-20 (2003)
組織：エレクトロニクス実装学会信頼性解析技術委員会（東海大学）
キーワード：
概要：
電子機器全般の実装技術（特に MEMS に限らない）に関する信頼性解析/評価技術につ
いて、大きく 2 つの視点（以下の 2 項目）からそのﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟと技術課題を記述。ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
とはいえ時間軸での記述はなく、技術のﾄﾚﾝﾄﾞと課題の明確化を主眼としている。
１．電気的・電気化学的信頼性解析・評価技術
(1)今後の評価技術・評価方法の動向
①試験法の精度向上
市場故障と試験結果の対応、加速条件の最適化など
②破壊現象の兆候捕捉
故障ﾒｶﾆｽﾞﾑを明かにしてその兆候となる物理現象を評価することにより、評価
効率が向上し開発段階での信頼性確保が可能。
③不定愁訴型故障（一時故障してすぐに機能回復するような故障）の評価
ﾉｲｽﾞ、ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ等による不定愁訴型故障の評価は、電子機器の軽薄短小化によ
り重要度が増加。電気特性の連続評価や誘電物性等の材料劣化評価技術の導入。
(2)信頼性評価内容
①環境試験における加速試験結果と使用状況との対応：特に HAST、PCT との対応
②耐腐食性試験や耐ｳｲｽｶ性試験における評価：Pb ﾌﾘｰ半田で重要度増
③複合構成やﾍﾞｱﾁｯﾌﾟ実装に対する信頼性検証：複合構成の最弱点把握
④ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙや光実装における信頼性評価：信頼性への要求把握と高電界に留意
⑤ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術の構築：ﾃﾞｰﾀ蓄積による絶縁等の分野へのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術の導入
２．機械的信頼性解析・評価技術
今後確立すべき信頼性解析・評価技術
①微細構造（50μm～1mm）の材料特性（温度依存性、非線形性）計測手法
②ﾏｲｸﾛ接合部の組成材料（薄膜、ﾒｯｷ等）の計測技術
③複合構造である多層基板の材料特性評価手法
④材料の非線形性（温度依存性、粘弾性、弾塑性、ｸﾘｰﾌﾟ等）を考慮した界面剥離強
度の評価法
⑤材料の不均質（結晶粒子の不均質等）を考慮した接合部の疲労強度評価法
⑥ﾏｲｸﾛ金属接合部（半田接合部）の金属間化合物成分を考慮した界面の疲労寿命評
価と強度評価法
⑦ﾏｲｸﾛ接合部の衝撃強度の評価手法
⑧ﾏｲｸﾛ接合部の振動特性とその強度信頼性評価手法
⑨構造の複雑化及び小型化による強度信頼性のﾊﾞﾗﾂｷ拡大に対する評価手法の確立
（確率的な信頼性評価手法の導入と確立）
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：電子機器全般の実装技術
評価範囲：特定の評価範囲無し
評価原理：個別評価の記述無し
装置構成：装置の記述無し
測定性能：－
特徴・問題点：特に MEMS 特有の記述はなく、実装技術全般の内容
標準化に対する要望：上記評価技術はほとんど標準化されておらず、測定の再現性、評価効
率の向上のためにもこれらの標準化が望まれる。
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２．４（４）調査個票：トライボロジー関連
資料番号[ ３－８ ]
文献タイトル：A simple experimental technique for the measurement of the work of
adhesion of microstructure
著者：C. H. Mastrangelo, C. H. Hsu
出典：IEEE Solid-State Sensor and Actuator Workshop, New York, USA, 1992. p.208
組織：Ford Motor Company
キーワード： adhesion; surface-micromachined; micromechanical;
[概要] ポリシリコンの梁とシリコン基板にはたらく、面間の凝着エネルギーを測定する手
法。ポリシリコン製カンチレバーの引き剥がしと分離によるもの。親水性・疎水性の両サ
ンプルにおける表面エネルギーが、ともに 140±70mJ/m2 であることがわかった。
この技術は、他の材料の MEMS デバイスの凝着エネルギー測定にも応用可能である。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：表面(凝着)エネルギー
評価範囲：数百ｍJ

評価原理：固着したカンチレバーの状態から以下の項目を算出し、エネルギーに換算。
①固着したカンチレバーのたわみによるバネ力
②当接箇所の面積と角度

装置構成：評価したい表面を持つ基板に、所望のステップで長さ
を変えたポリシリコンのカンチレバーをアレイ化する。カンチレ
バーは犠牲層エッチングにて形成。固着させるのに、乾燥時に発
生する毛管力を利用。評価したい表面の疎水性／親水性を制御す
るために、犠牲層エッチング後のリンス処理の条件を変えた。
固着部分の長さ測定には、光干渉計顕微鏡を使用した。また、カ
ンチレバーの先端だけが固着した場合は、その接触角度がバネの
強さに影響するので、接触角度はＳＥＭで計測した。
測定性能：記載なし。(測定データから一部算出可能？)
特徴・問題点：同じ表面状態を再現性よく維持できるかがキー。乾燥工程のばらつきで結
果が変わってしまう可能性あり。また、SEM 画像による測定しているが、観察条件により
値が大きく変わってしまう可能性あり。
標準化に対する要望：測定精度の検証が必要。固着したカンチレバー先端の接触角度測定は、
別の手法を考える必要がある。
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資料番号[ ３－９ ]
文献タイトル：Stiction of surface micromachined structures after rinsing and drying:
model and investigation of adhesion mechanisms
著者：Rob Legtenberg
出典：Sensors and Actuators A, 43 (1994) 230-238
組織：MESA Research Institute
キーワード：stiction; micromachined; adhesion; micromachining;
[概要] 表面マイクロプロセスの工程中(リンス→乾燥)の固着について、言及している。この
固着原因は、リンス液からの乾燥中に発生する毛管力が微細構造を基板に張り付けてしま
うことであった。実験では、2 点支持のカンチレバー構造を用いて凝着エネルギーを評価し
た。表面としては疎水／親水表面を調べた。疎水表面では、0.05～0.10 J/m^2、親水表面
では、0.24～0.26 J/m^2 であった。
片持ちのカンチレバー(資料３－７)で課題となっていた、梁先端の接触角度の影響を排除
できるように両持ち梁構造にしたことで、純粋に表面に発生する力を見るのに好適。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：凝着エネルギー
評価範囲：不明

評価原理：カンチレバーを乾燥時の毛管力により固着させ、カンチレバーのたわみによる
バネ力から凝着エネルギーを算出。カンチレバーは 2 点支持。(資料番号[３－８]で紹介さ
れていた)
装置構成：長さの異なるカンチレバーアレイ(2 点支持)と固着を判定する光干渉顕微鏡。
測定性能：記載なし

特徴・問題点：プロセス中固着を評価するには、ほぼ完成されている。

標準化に対する要望：測定精度の検証と表面状態の管理項目策定。
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資料番号[ ３－１０]
文献タイトル：Adhesion in surface micromechanical structures
著者：Roya Maboudian
出典：J. Adhesion Sci. Technol., Vol. 17, No. 4, pp. 583-591(2003)
組織：University of California, Berkeley
キーワード：adhesion; micromechanical; micromachining; MEMS; friction;
[概要] MEMS における凝着に関する研究の現状について述べている。(総論)
①理論的見地からの凝着に作用する力
②凝着力(エネルギー)を評価する手法
③凝着力を抑制する技術(化学的表面処理、SAM・DLC などの機能膜)
全てがリファレンスからの抜粋。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：凝着エネルギー
評価範囲：記載なし

評価原理：カンチレバーを固着させ、カンチレバーのたわみによるバネ力から凝着エネル
ギーを算出。(基本は、資料番号[３－８]と同じ)
装置構成：３種類のカンチレバーを紹介
①Cantilever beam array technique (1 点支持の片持ち梁、資料番号[3－8])
②Doubly clamped cantilever beam array technique (2 点支持の両持ち梁資料番号[3－9])
③Folded-beam butterfly suspension test structure (線対称に梁を支持)
②の利点：純粋に表面力だけを捉えることができる(本文に記載はなし)
③の利点：②の利点に加えて、解析を単純化することで内部で発生する shear 力を避ける
ことが可能

測定性能：記載なし
特徴・問題点：
標準化に対する要望：
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資料番号[ ３－１１ ]
文献タイトル：Measuring and Modeling Electrostatic Adhesion in Micromachines
著者：M. P. de Boer
出典：Transducers '97 1D3.08P
組織：Sandia National Labs
キーワード：electrostatic; adhesion; micromachine; actuator; stiction;
[概要] 静電引力で駆動するカンチレバーが基板に固着した変形形状を計測し、シミュレー
ションの結果と比較した。梁は過酸化処理後、超臨界乾燥処理するかまたは、
ODTS(OctaDecylTrichloroSilane)でコーティングした。湿度 30%の大気中において、計測
された変形はシミュレーション結果と一致した。湿度 75%においては、超臨界乾燥処理さ
れた梁の変形は、静電引力よりも毛管力の方が支配的であった。ODTS コーティングされ
た梁は疎水性コーティングとして予想されるように、毛管力の影響が少ないことがわかっ
た。資料番号[３－７]と同じ評価手法であるが、チャンバーに評価デバイスを入れることで、
湿度の影響も調べている。

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：表面(凝着)エネルギー
評価範囲：記載なし

評価原理：資料番号[３－８]と同じ
装置構成：評価したい表面を持つ基板に、所望のステッ
プで長さを変えたポリシリコンのカンチレバーをアレイ
化する。カンチレバーは静電駆動で当接させる。評価サ
ンプルはチャンバー内におかれ、プローブ駆動によりカ
ンチレバーを静電引力で固着させる。湿度環境を変える
ことが可能。
カンチレバーの撓みを計測するのに、光干渉計を備える。
(Michelson 干渉アタッチメント付き、λ=547nm)
測定性能：記載なし

特徴・問題点：資料番号[３－８]に、湿度環境を変えて評価できるようにした。［３－８］
同様に片持ち梁の問題と、チャンバーに持ち込むまでの表面管理(搬送中の付着防止)が重
要。
標準化に対する要望：チャンバー内で評価する表面を同一条件にする機構を加える。(例：
アニール用のヒータを付ける)
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資料番号【 ３－１２ 】
文献タイトル：NANOMETER-THIN TITANIA FILMS WITH SAM-LEVEL STICTION
AND SUPERIOR WEAR RESISTANCE FOR RELIABLE MEMS PERFORMANCE
著者：W.R.Ashurst, Y.J.Jang, L.Magagnin, C.Carraro, M.M.Surng and R.Maboudian
出典：IEEE Micro Electro Mechanical Systems 2004, Vol.17, pp.153-156
組織：University of California at Berkeley, USA
キーワード：SAM-Level Stiction, Atomic layer deposition,
概 要 ： MEMS の 摺 動 部 で 問 題 と な る 凝 着 と 摩 耗 に 対 し 、 SAM （ Self-Assembled
Monolayer：自己組織化単層膜）プロセスによる、非常に均質な薄膜が有効である事を
報告している。薄膜として、ALD（Atomic Layer De-position）による TiO2 膜、VFDTS
（Vapor FDTS）を試し、その有効性を報告している。有効性を判断する指標として、そ
れぞれの薄膜をコートした MEMS 摺動試験デバイスでの寿命を用いている。有効性をも
たらす要因分析用に、静摩擦係数と、凝着力（Adhesion Energy）も測定している。TiO2,
および VFDTS を用いる事で、顕著な寿命延長（２～３倍）があった事を報告している。
結果を表１に示す。トライボロジー的に、上記薄膜がどのような作用をもたらしているか
を議論する為に、それぞれの薄膜をコートした部材に対する接触角や、X 線光電子分光法
等による測定結果を示している。今後の仕事として、上記薄膜の製膜方法に対する改善や、
上記薄膜の膜厚と寿命との相間調査等を計画しているとの事。
表１．処理内容と寿命の関係
Coating

W

μs

μJ/m2

Lifetime

Lifetime

at 3Hz

at 30Hz

UVO SiO2

20,000

1.1

11,000

44,000

UVO TiO2

46

0.45

28,000

76,000

VFDTS on SiO2

3-5

0.12

20,000

50,000

VFDTS on TiO2

< 10

0.13

32,000

65,000

信頼性評価手法：MEMS 摺動試験デバイスによる繰り返し摺動寿命。周波数（３Hz、30Hz）
。
評価対象：MEMS 摺動試験デバイスの寿命、および摺動部の摩擦係数、接触角、X 線光
電子分光法
特徴・問題点：有効性を実験にて確認した事の報告論文。何故それらの薄膜がどのような
作用で有効性を示すのかという事に対する考察・分析が今後の課題と思われる。ただ、
MEMS の信頼性評価の事例紹介としては、有益。
標準化に対する要望：
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資料番号【 ３－１３ 】
文献タイトル：Integrated TiC coatings for moving MEMS
著者：G.Radhakrishman, R.E.Robertson, P.M.Adams, and R.C.Cole
出典：Thin Solid films 420-421, 2002, pp.553-564
組織：The Aerospace Corporation
キ ー ワ ー ド ： Integrated coatings, Titanium carbide, Pulsed laser deposition,
Micromotor
概要：MEMS デバイスにおいては、摩耗と摩擦への対策が重要であり、多くの研究者に
より、様々なコーティング膜が対策として検討されている。それらは、有効ではあるが、
３次元形状をした MEMS デバイスの摺動、および案内部位に適切に皮膜する事は難しく、
まだ研究開発要素が多く残されている。筆者らは、PLC（Pulsed-Laser-Deposited）-TiC
膜を候補とし、製膜方法として、隠れた部位への皮膜可能性を持つ Magnetic Field PLC
と呼ぶ手法を提案し、その可能性を提示している。ただ、あくまで可能性の提示であり、
実際に３次元形状の MEMS デバイスの隠れた部位への皮膜への成功・有効性を検証は行
えていない。TiC 膜の機械的な特性を、ナノインデンターを用いて、硬さと弾性率を測定
している。また、実機適用時の寿命として、表面マイ
クロマシニングで製作されるモータを代表例として
抽出し、GND 部位との摺動、軸との摺動をそれぞれ
評価対象として抜き出している（デバイス概略、およ
び写真を示す）
。筆者ら提案の手法の有効性を論じて
いるが、具体的な
数字による、従来
製法デバイスと
の比較データは
未記載。
信頼性評価手法：表面マイクロマシニングで製作したマイクロモータ。
評価対象：GND 部との摺動、およびモータ軸部とロータ部との摺動。
特徴・問題点：TiC の製膜方法に関する部分が主たる内容。機械的特性が優れている事を
実験的に調べている。当初の目論見である、３次元構造を持つ MEMS デバイスの隠れた
摺動部位への皮膜、および実機適用時の有効性評価・検証は今後の課題と結んでいる。
標準化に対する要望：信頼性の評価方法という観点に立つと、将来、マイクロ硬さと、実
機での摺動性（耐摩擦、摩耗）の相関が取れるように、データ蓄積を規格化する事も有効。
また、摺動性を評価する信頼性負荷対象としては、回転式モータも有用。ただ、本文献で
は、滑り摩擦を利用する通常回転モータと、転がり摩擦を利用するワブルモータが混在し
て論じられており注意必要。カンチレバーと比べ、複雑で設計パラメータが多いため、標
準化は難しいが、何らかのガイドラインを示せると有意な指標になると思われる。
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資料番号【 ３－１４ 】
文 献 タ イ ト ル ： THE METHOD TO PREVENT STICTION USING SILICON
ANODIZATION FOR SDB-SOI STRUCTURE
著者：Y.Matsumoto, T.Shimada, and M.Ishida
出典：Technical Digest of the 16th Sensor Symposium, 1998, pp.213-216
組織：Toyohashi University of Technology, Japan
キーワード：after-rinse stiction, in-use stiction, silicon anodization, water contact angle,
SOI, 73% HF
概要：表面マイクロマシニングにおいて問題となる、“Stiction 問題”への対策として、
シリコン表面の陽極酸化が有効であることを提示、実験にて検証した報告。“Stiction 問
題”を２つに大別。１つは、構造製作（プロセス）後の“After-rinse Stiction”
、もう１
つは、デバイス稼働中の“In-use Stiction”。
“After-rinse Stiction”現象を、洗浄液によ
る毛管力と、ファンデルワールス力により引き起こされると分析し、毛管力が水の接触角
と相間が有ることから、陽極酸化にてシリコン表面粗さを数十 nm レベルで荒らし、その
酸化プロセスと接触角の相関を実験にて確認している。
（イメージ説明図を示す）
。ファン
デルワールス力に関しては、疎水処理にてボンド数低減を実施。実機での有効性は、表面
マイクロマシニングで製作した、片持ち梁・両持ち梁を用いて、それぞれの条件で、
“Stiction”が発生する梁の長さによって評価している。“In-use Stiction”に関しては、
表面粗さが適度に悪くなることで、被対象物と真実に接触している面積が低下することで、
改善すると論じている。検証に関して
は、現在評価中との事。また、陽極酸
化の方法に関しても、検討・工夫を実
施し、手法の有用性を論じている。
信頼性評価手法：片持ち、および両持ちのカンチレバーの Stiction。
評価対象：
“Stiction”を起こさないカンチレバー腕長さ、表面の接触角、および表面粗さ
特徴・問題点：陽極酸化による改質にて、接触角を大きくできることを提示・検証。

標準化に対する要望：信頼性の評価方法という観点に立つと、接触角・表面荒さを指標と
している。
“Stiction”の評価として、カンチレバー腕の長さ、寿命としてカンチレバーの
繰り返し動作数などが他文献にも出てくるが、標準化の観点より、カンチレバーの形状・
製法・材質、および試験方法を規格化することは有意義と思われる。
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資料番号【 ３－１５ 】
文献タイトル：Investigation of the tribological behavior of octadecyltrichlorosilane
deposited on silicon
著者：Kum-Hwan Cha and Dae-Eun Kim
出典：Wear 251, 2001, pp.1169-1176
組織：Department of Mechanical Engineering, Yonsei University, South Korea
キーワード：Contact angle, Friction coefficient, Octadecyltrichlorosilane
概要：SAM(Self-assembled monolayer)法による、OTS(Octadecyltrichlorosilane)膜は、
表面エネルギーが低く、疎水性の特性を持つため、MEMS デバイスのコーティングとし
て有効である。ただ、その特性が製膜時間（OTS 溶液への浸漬時間）に大きく依存する
性質も手伝い、トライボロジー的な挙動は必ずしも明確になっていない。筆者らは、OTS
の製膜条件を、製膜時間を中心に各種変化させ、接触角、摩擦力等を測定し、評価を行っ
ている。巨視的な振る舞いを明らかに
することを目的に、測定装置を自作し
ている。接触角は、マイクロインジェ
クションより流体を吐出（約５μｌ）
し、
CCD カメラで様子を観察している。
摩擦力は、いわゆる“Pin-on-disk”タ
イプにて、試料に Pin を当て、Pin に
設けたストレインゲージにて摩擦力を
測定している。 （装置概略を示す）
。
対信頼性負荷方法：
評価対象：Si 上に製膜した SAM 法による OTS 膜に対する接触角と摩擦力を測定。
評価原理：接触角は、視覚（CCD カメラ）による観察。接触角は、
“Pin-on-disk”タイプ。
Pin の変位をストレインゲージにて測定。
装置構成：試料台となるステージ。プローブ。
特徴・問題点：SAM 法による OTS 膜の性質を実験にて詳細に調べている。膜の性質とし
てマクロ的な（接触部が数百μｍオーダ）測定を実施。表面マイクロマシニングでの微小
領域での摺動・案内現象との相関を調べる事が今後必要と思われる。また、製膜時間によ
り、どのようなメカニズムで機械的特性が大きく変化するかの分析も今後の課題。
標準化に対する要望：信頼性の評価方法という観点に立つと、マイクロトライボロジーと
マクロトライボロジー間での相関が一定の条件下で成立し、その相関が分かれば、測定の
簡便性・利便性より、マクロ的な特性の測定で、マイクロ的な特性を予想出来る有用性は
大きい。本文献では、マクロとマイクロの相関は論じてないが、規格化への準備として、
相関が成立する条件の規定を将来盛り込むことは有用と感じる。
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資料番号[ ３－１６ ]
文献タイトル：Failure mechanism of a MEMS actuator in very high vacuum
著者：S.T.Patton
出典：37th Annual International Reliability Physics Symposium(1999)
組織：University of Dayton, Airforce Research Laboratory
キーワード：MEMS; stiction; micromachining; micromachined; adhesion; actuator;
概要：平行スライドする静電アクチュエータにおいて、異なる雰囲気(1x10-7Torr、乾燥大
気中)における p-Si 同士のこすれで発生するパーティクルを SEM／EDX で評価した。
こすれ動作で発生する p-Si の削れが、真空と大気で異なるメカニズムを持つ。
いずれも最初は、表面の自然酸化膜の破片が削れる。大気中の場合、自然酸化膜が削れた
部分の p-Si 表面には、直ちに自然酸化膜が形成される。こすれ動作によって再び自然酸化
膜が削れる。これの繰り返しである。また、こすれ動作によって発生した小さな破片が寄
り集まって塊となることもある。一方、高真空中(1x10-7Torr)の場合は、表面の自然酸化膜
が削れた後は、自然酸化膜が形成されない。そのため p-Si 同士の接触が起こる。動作を繰
り返すうちに、p-Si 同士の接触の接触面積が大きくなり、凝着力が増大する。その後、p-Si
のグレインから引きちぎられることとなる。

Vacuum

Dry Air

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：雰囲気による摩耗メカニズム
評価範囲：記載なし

評価原理：摩耗が発生するデバイスを雰囲気を変えて動作させ、発生した摩耗粉の形状
観察と定性分析を行う。
装置構成：摩耗が起こるデバイス、SEM／EDX
測定性能：記載なし
特徴・問題点：定量的な評価まで踏み込んでいない。

標準化に対する要望：
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資料番号【 ３－１７ 】
文献タイトル：The Prediction of Stiction Failures in MEMS
著者：W.Merlijin van Spengen, Robert Puers and Ingrid De Wolf
出 典 ： IEEE Transactions of Device and Materials Reliability 2003, Vol.3,No.4,
pp.167-172
組織：Department of Electrical Engineering, Katholieke Universiteit, Belgium
キーワード：Reliability, Statistical Methods, Stiction,
概要：MEMS 分野での粘着トラブルに関する発生リスク(MTTF:Mean Time To Failure)
を、主に統計学の手法を用いて定量化する方法に関して解説している。対象となるモデル
として、弾性体で支持された梁等を用いている。粘着トラブルの発生を、物質同士が接触
した際の分子間力や周辺水分子の毛管力等の‘吸着させようとする力’と、支持体のバネ
性などの‘引きはがそうとする力’の大小関係で説明している。MEMS 構造体を製造す
る条件が同じでも、粘着に関わる物性値等がバラツク為、発生リスクの定量化に統計学の
手法を導入しています。特性のバラツキ、および、MEMS を搭載したデバイスが受ける
外乱や外力を、それぞれ基本的に正規分布に従うとして定量化しています。ただ、この定
式化は、あくまで理論的なものであり、実験にて有効性を全て検証した訳では無いと結論
部で記しています。検証出来ない理由は、統計学的に十分たるサンプル数の MEMS デバ
イスを準備出来ないためとの事です。その為、MEMS デバイスの提供ベンダーが発生リ
スクを考えて、どのような計画立案をするかのベースとなると結んでいます。

対信頼性負荷方法：
（例えば衝撃試験、５回・600g、５回・800g）
評価対象：MEMS 製の加速度センサー
評価原理：統計学（MEMS の接触部をモデル化し、物性値のバラツキ、および対信頼性
評価時の外乱・外力が正規分布に従うとして、凝着トラブルの発生リスクを定量化）
特徴・問題点：現象に関して、理論的に説明が出来ない部分が残るため、実験結果に基づ
く経験式や、統計学の知見を導入するという手法は、MEMS の信頼性評価に特有なトピ
ックという事ではなく、半導体デバイスの製造など、理論的な分析・解明は必ずしも終え
ていないが、ある一定の歩留まりで製造する事が重要である製品・技術領域に渡り、広く
用いられる手法。MEMS デバイスの信頼性評価に適用する事は有用である。
標準化に対する要望：トライボロジー的な観点と併せて、MEMS デバイスの信頼性評価
という観点から、統計学的な手法にて評価する試みは有用と思われる。
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２．５ 材料特性・計測法分野における信頼性評価技術の現状
（１）要求される性能・信頼性
MEMS の設計にあたり、材料の選択（最適な弾性率、強度の組み合わせ等）ならびにそ
の加工法の選択はきわめて重要である。特に、信頼性、耐久性という観点からは、引張、
曲げ、破壊靭性などの静的な強度だけでなく、繰返し荷重（振動、衝撃を含む）下におけ
る材料特性を評価することが重要となる。特に、MEMS デバイスでは、基板上に形成させ
た薄膜から、半導体の製造技術を応用したマイクロマシニング技術により、三次元の微小
構造体を作製している。したがって、作製される部材の寸法は、薄膜の厚さを基本とする
サイズ、すなわちサブミクロンからミクロン程度の寸法となる。このような薄膜の機械的
性質は、作製プロセス（スパッター、メッキ、エッチングの条件等）に大きく依存する。
また、プロセス中に欠陥が導入された場合も、通常サイズでは問題とならないようなミク
ロン/ナノサイズの欠陥でも、微小部材に対しては信頼性・耐久性に大きな影響を与える。
このことは、対応するバルク材料（通常寸法材料）の機械的性質から、薄膜の機械的性質
を推定することが不可能であることを示している。そのため、MEMS デバイスの開発のた
めには、薄膜から作製した微小サイズ試験片に対して、直接機械的性質を評価する試験法
の策定が必要となる。以下に、信頼性評価に必要とされる材料特性、計測法について考え
てみる。
１）試験片作製
上述のように、MEMS では薄膜を構造体に用いるため、その構造体の機械的性質を明ら
かにするためには、薄膜から試験片を作製して機械的性質を評価することになる。このこ
とは、機械的性質評価のための試験片サイズもミクロンあるいはサブミクロンオーダーに
なることを意味している。例えば、10mm の試験片サイズに対して 10μm の精度で加工
を行うことはそれほど困難ではないが、10μm サイズの試験片に対して 10nm の精度で試
験片作製を行うことは極めて困難である。したがって、試験片の寸法精度の目標を明らか
にする必要がある。また、薄膜のプロセッシングならびに加工プロセスに伴い発生する（表
面）欠陥も通常サイズ試験片に比べて大きな影響を及ぼすと考えられることから、それを
機械的性質評価にどのように反映させるかが重要となる。
２）引張強さ、降伏応力
引張強さ、降伏応力は機械構造物設計にあたり最も基本的な機械的性質で、これは
MEMS のような微小構造物でも同様である。したがって、引張強度を求める手法を最初に
開発することが、MEMS の実用化においてきわめて重要となる。しかしながら、デバイス
の寸法がミクロンサイズときわめて微小なため、計測荷重ならびに変位値が微小となり、
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その計測は困難となる。例えば、試験片のサイズが 10μm 角、引張強度が 1GPa とする
と、計測荷重は 100mN となる。荷重分解能としては、最大荷重の 1/1000（0.1%）が必要
とすれば、100μN となる。また、変位の計測量として、例えば評点長さを 50μm とすれ
ば、変位分解能としてその 1/1000（0.1%）の 50nm が必要とされる。また、試験片の軸
合わせ、装着に対する工夫が重要となる。ところで、MEMS で使用される材料は単結晶シ
リコン、多結晶シリコンが主体であり、これらの材料は脆性材料であるため、室温では塑
性変形しないため、降伏応力よりも引張強さが重要となる。
３）曲げ強度、ねじり強度
カンチレバー構造を有する MEMS デバイスについては、曲げ負荷、ねじり負荷、ある
いはその両方を受けるため、これらの強度も信頼性評価に対して重要である。特に、セン
サー、
アクチュエータでは、信頼性に関して引張特性よりこれらの特性の方が重要となる。
また、負荷荷重は同サイズの引張試験片の場合より小さくなるために、さらに精度の高い
荷重計測が要求される。
４）弾性定数（ヤング率）
弾性定数はセンサーの感度、アクチュエータの性能を示す重要な機械的性質であり、設
計を行う際の基本データとなるばかりでなく、シミュレーションを行う際の基本データで
もある。特に、薄膜ではたとえ多結晶やアモルファスであったとしても、面外、面内方向
での弾性定数の異方性が報告されている。計測法としては、引張、曲げ試験から求める方
法、カンチレバーの共振周波数より求める方法、超音波を利用する手法等がある。いずれ
の手法とも試験片の寸法精度が測定結果に大きな影響を与える。
５）疲労特性
MEMS 材料の疲労特性は、デバイスの長期信頼性、耐久性を保証するために重要な、機
械的性質パラメータである。これらのパラメータとして、疲労強度、疲労寿命、疲労き裂
伝播特性等がある。また、薄膜材料では、体積と表面積の比が大きくなるため、通常サイ
ズ材に比べて環境の影響も大きく受けることが予測されるため、その影響を調べる必要が
ある。さらに、疲労試験の場合、破壊までの繰り返し負荷数が 109 回以上となる場合もあ
り、加速試験法の開発も検討する必要がある。
６）破壊靭性
破壊靱性は、構造物の損傷許容設計において重要なパラメータである。そのパラメータ
としては、KIC（平面歪破壊靭性値)、JIC（弾塑性破壊靭性値）等がある。MEMS 材料に
おいて、このような破壊力学的パラメータがそのまま適用可能であるかどうか検討する必
要がある。
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７）衝撃特性
耐衝撃特性は、実使用条件下で重要なパラメータとなる。衝撃特性を表すパラメータと
しては、落下試験時の最大応力、繰返し衝撃負荷を与えたときの破壊までの繰返し数であ
る。
８）その他
上述の計測パラメータはどれも環境（雰囲気、温度、湿度等）によって大きく変化する
ものと予想されることから、環境の影響を考慮する必要がある。

（２）信頼性評価技術の現状
１）引張試験
上述のごとく、引張用強度、ヤング率は MEMS デバイス設計の基礎データであるため、
多くの評価法が開発されており、データの収集も行われている。試験法としては、薄膜か
らマイクロマシンニング技術により微小試験片を作製し、それに引張荷重を負荷する手法
が主である。試験片の装着法としては、静電気、機械的なクランプ、接着等が利用されて
いる他、オンチップ法として、トーションバーを利用し、曲げ荷重を、引張荷重に変えて
引張負荷を与える手法も開発されている。一方、歪の計測としては、試験片上にマーキン
グした標点間の距離を直接観察する手法、レーザ干渉を利用する方法が行われている。
また、我が国においては、マイクロマシンセンターが NEDO の委託により行った「基
準創成研究開発事業（H11～H13）」において、単結晶、多結晶シリコンのほか、Ni（メッ
キ膜）ならびに Ti（蒸着膜）薄膜に対してラウンドロビン試験が行われている。この成果
は引き続き日本規格協会の支援を受けてマイクロマシンセンターが中心となった「材料特
性標準化委員会」に引き継がれ、平成 15 年に IEC（International Electrotechnical
Commission）/TC47 に NP（New Proposal）提案２件（「薄膜材料の引張試験法」と「薄
膜標準試験片」）が行われた。これらの提案は、現在 CD（Committee Draft）の段階にあ
る。一方、米国においても ASTM（American Society for Testing and Materials）の
Working Group E08.05.03 において、ラウンドロビン試験が行われたが、規格の提案は行
われていない。したがって、現時点において、薄膜材料の引張試験法に関する世界標準規
格に関する提案は、我が国から行われたもののみであり、我が国が世界を主導していると
言える。

２）疲労試験
引張試験に比べて MEMS 材料の疲労試験は報告が少ない。試験法としては、マイクロ
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マシニングにより、共振構造体と試験片を作りこみ、これを共振させることによって疲労
破壊までの荷重繰り返し数を求める方法や、引張試験片や曲げ試験片に対して繰返し負荷
を直接与える方法がなされている。また、疲労の場合は、疲労き裂が発生するまでの寿命
とき裂が伝播し最終破壊を起こすまでの寿命とに分類できるが、後者のみの特性を調べる
研究も行われている。しかしながら、結果として、MEMS 材料の場合は試験片の寸法がき
わめて微小なため、き裂が伝播を開始するとすぐに最終破壊に至るため、疲労寿命は主と
してき裂の発生までの寿命に支配されており、き裂発生までの寿命が、デバイスの寿命と
なることが多い。特に、Si では表面に生成した酸化皮膜（SiO2）が繰返し負荷に伴い破壊
し、それが起点となり疲労が生じるメカニズムの提案が行われている。
ところで、疲労試験法については、標準化についての報告はなく、現在、マイクロマシ
ンセンターが経産省より委託を受けている「マイクロ・ナノ材料の疲労試験に関する標準
化」事業が世界で初めての疲労に関する調査研究となっている。

３）破壊靱性試験
破壊靭性に関しては、疲労よりもさらに報告数が少ない。MEMS 材料においては、表面
に存在する微小な欠陥でも強度に大きな影響を及ぼすために、設計にあたっては引張強度
よりも重要性が高いとも言える。試験法としては、引張あるいは曲げ試験片に切欠を導入
して、破壊荷重から破壊靭性値（KIC）を計測している。また、通常サイズの試験片にお
ける破壊靱性試験と同様に切欠先端に疲労予き裂を導入した試験片に対して破壊試験を行
う手法も開発されており、より精度の高い計測のためには、MEMS 材料においても疲労予
き裂の導入が必要なことが示されている。
しかしながら、試験片のサイズがミクロンサイズになると、き裂先端の塑性域サイズ（き
裂先端の応力拡大係数と降伏応力によって決まる）が試験片寸法に対して相対的に大きく
なり、小規模降伏条件を満足することが困難になる。したがって、KIC 以外の破壊靱性パ
ラメータによる評価が必要との指摘もなされている。
一方、脆性材料でかつ基板に密着した薄膜については、ナノインデンテーションを利用
して、圧子の押し込み過程に伴い発生したき裂長さと荷重値の関係から破壊靱性を求める
試みもなされている。ただし、薄膜の厚さによっては、薄膜と基板界面に割れが発生し、
有効な破壊靭性値が評価できない場合がある。
なお、MEMS 材料に対する標準化は現時点では、まったく行われていない。

４）衝撃試験
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衝撃試験は、MEMS デバイスの実使用環境下での信頼性を保証するために重要な試験法
になりえるものである。しかしながら、現状では個々の企業、研究機関によって独自の手
法が考案され、その結果が述べられているのみである。したがって、衝撃特性を定量的に
記述するための測定法の開発が必要となる。
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資料番号[材料特性・計測法９]
文献タイトル：Specimen Size Effect on Tensile Strength of Surface-Micromachined
Polycrystalline Silicon Thin Films
著者：T. Tsuchiya, O. Tabata, J. Sakata and Y. Taga
出典：J. Microelectromechanical Systems, Vol. 7 (1998) pp.106-113
キーワード：引張試験、多結晶シリコン、引張強度、Weibull 分布、サイズ効果
概要：多結晶シリコン薄膜の引張強度 とその信頼性を評価するために静電力式グリップを
用いた引張試験装置を開発した。用いた試料は長さ 30-300 µm、幅 2-5 µm、厚さ 2 µm の
多結晶シリコン（P ドープ又はノンドープ）である。図 1 のように多結晶シリコン試験片
に対して Si3N4 絶縁膜を介してプローブを静電吸着させ水平方向へ引張試験を行った。引
張強度のばらつきは、試料間の初期欠陥ばらつきに起因するとし、ワイブル分布を求め、
平均引張強度及びワイブル係数を求めた。その結果、Ｐドープの平均引張り強度
（2.0-2.8GPa)の方がノンドープのそれ（2.0-2.7GPa)に比較して低いにもかかわらず、その
ばらつきはノンドープのワイブル係数(5.3-6.9)に対し
てＰドープのそれ（8.7-12.6）の方が大きく、Ｐドー
プの方がばらつきが小さかった。また、Ｐドープ、ノ
ンドープ共平均引張り強度はサンプル幅に関係無く、
サンプル長さ及び側面積に関係しており、これらが増
加するに従って平均引張り強度は低下した。この結果
から予測されるように、実際ＳＥＭ観察を行ってみる
と破壊は両サンプルとも、表面にある欠陥（犠牲層の
ＨＦ処理時に生成）から起こっていた。ポリシリコン
の測定信頼性を制御するには、ばらつきを低減する
（すなわち欠陥の大きさを制御する）方が平均破壊強
図1 静電チャック型引張試験法
度を増加させるより有効である。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：ノンドープと P ドープした多結晶シリコンの引張強度
評価範囲：引張試験（引張強度とそのワイブル分布）
評価原理：SEM のステージ上に固定した微小試験片を静電力でプローブに把持し、ステー
ジを動かすことで引張力を加える。プローブに取り付けられたロードセルで引張力を計測
する。変位量は、ステージにあるひずみ計で検出する。
装置構成：SEM、ステッピングモーター付きプローブ、ピエゾ式アクチュエーター
測定性能：特に記述なし
特徴・問題点：
機械式でなく、静電式でサンプルを固定して薄膜の強度試験を行う方法を開発した点が
特徴。サンプルを作成する段階で出来たサンプルの表面上の欠陥でデータにばらつきがあ
り、測定結果の信頼性に影響がある。
標準化に対する要望：
薄膜で出来たサンプルの引張り強度試験に適している。水平方向に引張った時の計測を
行うので、デバイスの構造に左右されない工夫が必要になる。
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資料番号[材料特性・計測法１３]
文献タイトル：Cross Comparison of Thin Film Tensile-Testing Methods Examined with
Single-Crystal Silicon, Polysilicon, Nickel, and Titanium Films
著者：T. Tsuchiya, M. Hirata, N. Chiba, R. Udo, Y. Yoshitomi, T. Ando, K. Sato, K.
Takashima, Y. Higo, Y. Saotome, H. Ogawa and K. Ozaki
出典：Proc. MEMS 2003, (2003), pp.666-669.
キーワード：ラウンドロビン試験、引張試験、標準化
概要：本論文は、平成 11～13 年度にわたって NEDO から
の委託によりマイクロマシンセンターが行った「基準創成
研究開発事業 マイクロマシン用材料の特性計測評価法の
標準化」の成果の一部を公表したものである。試料には、
単結晶シリコン薄膜、多結晶シリコン薄膜、Ni メッキ薄膜、
Ti 蒸着薄膜を用い、同一プロセスを通して作製した同一の
ウエハから試験片を作製した。表 1 に試験片のサイズを示
す。引張試験は、名古屋大学、群馬大学、東京工業大学、
豊田中央研究所でそれぞれに開発した試験機を用いて行っ
た。図 1 に単結晶シリコンの結果を示す。この図に示すよ
うに、各研究機関で得られた機械的性質はほぼ一致し、試
験法による差がないこと、各研究機関の試験装置の測定精
度が十分満足できるものであることを確認することができ
た。この結果は、現在 IEC に提案中の薄膜引張試験方法の
国際標準規格案に反映されている。

表1 試験片寸法

図1 単結晶Siの応力－歪曲線

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：単結晶シリコン薄膜、多結晶シリコン薄膜、Ni メッキ薄膜、Ti 蒸着薄膜
評価範囲：引張試験（ヤング率、引張強度）
評価原理：微小サイズ試験片の両端を把持し、引張試験を行う。
装置構成：試験片の把持法、引張負荷法として、静電チャック式、接着式、オン・チップ
式、機械的クランプ式を用いている。ロードセルには、歪ゲージ型を使用。
測定性能：各研究機関によって異なる。詳細は以下の文献を参照のこと。
静電チャック式：T. Tsuchiya et al., J. MEMS, 7 (1998) pp.106-113.
接着式：Y. Higo et al., MRS Symp. Proc., 605(2000) pp.241-246.
オン・チップ型：K. Sato et al., Proc. IEEE MEMS (1996), pp.360-365
機械的クランプ式：Y. Saotome et el., Proc. 2nd Int. Workshop on Microfactories (2000),
pp.99-102, H. Ogawa et al., Proc. IEEE MEMS (1997), pp.430-435.
特徴・問題点：
薄膜、微小サイズ試験片に対する我が国で最初のラウンドロビン試験の結果である。こ
の成果をもとに IEC へ国際標準規格を提案中。
標準化に対する要望：
国際標準規格のバックアップデータとして使用されている。
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資料番号[材料特性・計測法１６]
文献タイトル：Cross Comparison of Direct Strength Testing Techniques on Polysilicon
Films
著者：D. A. La Van, T. Tuchiya, G. Coles, W. G. Knauss, I. Chasiotis and D. Read
出典：ASTM STP-1413, (2001), pp. 16-27
キーワード：多結晶シリコン、引張試験、ラウンドロビン試験、ワイブル統計処理
概要：
本論文は、MEMS および電子デバイス用構造薄膜材料に関する ASTM Working Group
E08.05.03 の支援により行われたラウンドロビン試験の結果をまとめたものである。本試験
には５つの研究機関（Sandia 国立研究所、豊田
表1
中央研究所、Johns Hopkins 大学、カリフォル
ニア工科大学、NIST）が参加し、試験片による
誤差を抑えるために、Sandia 国立研究所で作製
された同一試験片に対して引張試験を行った。試
験片の寸法は厚さが 2.5µm で、長さを 15～
1000µm、幅を 5.8µm と 19 .8µm に変えた試験
表2
片を準備した。それぞれの研究機関で得られたデ
ータについて、引張り強さの平均値、標準偏差、
ワイブル係数を求めた結果について提示した（表
１および表２）
。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：多結晶シリコン薄膜（厚さ：2.5μm）
評価範囲：引張試験
評価原理： 試験片の片側を固定し、エッチングにより片側をフリーにして、その部分を把
持して、引張応力を負荷させる。なお、試験片把持方法は、個々の研究機関で異なる。
装置構成：個々の研究機関で独立に開発した方法を使用。試験片の固定方法としては、静
電チャック方式、UV 接着方式、リングによる引掛け方式を使用した。
測定性能：個々の研究機関により異なる。詳細は下記の文献を参照のこと。
T. Tuchiya et al., Trans. Inst. Elect. Eng. Jpn., 116-E(1996) pp.441-446.
W. N. Sharpe, Jr. et al., MRS Proc., (1998) pp.51-56.
I. Chasiotis et al., Proc. SPIE, 4175 (2000), pp.92-99.
D. T. Read et al., SEM Annual Conf. Proc., (2001) to be published.
D. A. La Van et al., ASTM STP-1413, (2001), pp.62-71.
特徴・問題点：
米国 Sandia 国立研究所の SUMMiT IV プロセスにより作製された同一の薄膜材料から
微小引張試験片を作製し、５つの研究機関において世界で初めてラウンドロビン試験を行
った。結果が示されているのみで、考察については特に記していない。
標準化に対する要望：
現時点で、ASTM ではこの試験結果から標準試験法を提案していない。
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資料番号［材料特性・計測法４］
文献タイトル：Equivalent strengths for reliability assessment of MEMS structures
著者：Kuo-Shen Chen, Kuang-Shun Ou
出典：Sensors and Actuators A 112 (2004) 163-174
キーワード：Fracture strength, Failure probability, MEMS, Weibull statistics
概要：
一般に MEMS 材料の強度データは試験片の「大きさ」
「形状」「負荷の与え方」
「プロセ
ス」によって異なる値を示すこと、さらに試験片と実際の設計構造の間でもこれら４要
素が異なるのことは、信頼性の高い MEMS 設計を困難なものとしている。そこで安易に試
験片から得られた最大応力に適当な安全率をかけて構造設計するのではなく、セラミッ
クの世界で実績のある確率論的アプローチを MEMS 分野にも導入することを提案する。こ
の手法によると例えば強度とは“63.2%の故障率を有する負荷”という概念となる。
大きさ、形状、負荷の異なる構造間で強度を変換する場合、次の３タイプが考えられ
る。
Type1：形状と負荷が同じだが、大きさだけが異なる構造間のマッピング
Type2：標準試験片から設計構造へのマッピング（標準試験とは例えば一軸引張りや３
点支持曲げ試験など）
Type3：非標準試験片から設計構造へのマッピング
標準試験片のない MEMS 分野で最も一般的なケースとなる Type3 は、
Type3 = inversed( Type2 ) + Type1 + Type 2
に分解してマッピング可能と考えた。
確率分布にはワイブル分布を用いた（ただし、ワイブルはあくまでも現象論的で物理
的見地を欠くことを承知で）。ワイ
ブル分布に従う故障率を構造体の
全表面積（または全体積）にわたっ
て積分する作業には有限要素法を
使う。Cares/LIFE はこの確率論的
手法を導入できるプログラムであ
る。
図は Type3 の場合の信頼性評価
フローであり、
ΩA が非標準試験片、
ΩD が目的とする設計構造、ΩC と
ΩD は大きさの異なる仮想的な標準
試験片である。ΩA～ΩD すべてが
同一プロセスを経た材料とすると
各ワイブル分布の形状パラメータ
m は等しいものと仮定でき、マッピングが簡素化される。
（複数含まれる場合は個別に記載）
評価対象：試験片から得た破壊強度を用いた設計構造の破壊強度の推定値
評価範囲：故障確率がワイブル分布にあてはまる範囲。さらに試験片と設計構造が同一プ
ロセスによるものに限定される。
評価原理：設計構造と試験片との間で、大きさ、寸法、負荷の与え方が異なっても、前記
Type1～3 のマッピングを経て設計構造の強度を推定できる。
装置構成：ワイブル分布に基づいた信頼性評価法が導入された有限要素法プログラム
“Cares/LIFE”
。
測定性能：ある梁の曲げ試験片から得られた信頼性データに基づき、大きさの異なる構造
体の引張り試験の強度を推定した結果、推定値は 0.4 GPa であるのに対し、実測
値は 0.3 GPa とほぼ一致した。
特徴・問題点：
試験片と設計構造が異なっても、設計構造の信頼性を評価できる手法を提案している。
多くの材料データベースが必要となるが、個々のデータに関しても単純な強度の平均値
と分散ではなく、ワイブル分布にあてはめた場合のパラメータ（特に形状パラメータ m ）
の蓄積が要求される。
標準化との係り・要望事項
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資料番号[92-31]
文献タイトル：Materials Reliability in MEMS Devices
著者： Stuart B. Brown (Failure Analysis Associates)
出典：TRANSDUCERS’97
キーワード： 疲労試験、ポリシリコン、試験方法
概要： 表面マイクロマシンによるポリシリコン製の振動子を用いた疲労試験。湿度の影響も考察
している
ポリシリコンの疲労破壊を評価する振動子を開発した(fig.1)。表面マイクロマシンによる扇形の
振動子。付根は基板に固定、扇形の一辺が静電駆動用の櫛歯電極、他辺が変位を計測する静
電駆動電極。付根にノッチ(Fig.2)を形成し応力集中を図る。まず広範な周波数で振動させ変位
を計測し、共振周波数を確定する。その後共振周波数で一定時間振動させ、ノッチの破損を確
認する。実験は湿度 75%、温度 27℃雰囲気で実施。
試験結果を Fig.3 に示す。縦軸は駆動用の出力、すなわち駆動変位。これはほぼノッチの応
力値に比例する。横軸は試験時間。0.77-0.73 の変位でも長時間破壊しなかった 2 個の試験片
(点線で囲んだ結果)については、その理由は明らかではない。この 2 点を除き考察するとポリシ
リコンの繰り返し寿命は応力に依存する。
この実験に先立った予備実験結果を考慮すると、ポリシリコンのクラック伸展には湿度が必要
と考えられる。すなわち、ポリシリコンの繰り返し寿命は、ポリシリコン表面の自然酸化膜の腐食
疲労とみなせる。よく知られたのシリカのクラック発生と伸展が雰囲気中の湿度に依存する現象
がある。ポリシリコンの疲労破壊は、表面酸化膜における動揺の現象と予想される。

拡大

評価対象：表面マイクロマシンによるポリシリコン製の振動子
評価範囲：疲労破壊
評価原理：振動子の面内首振り。付根は固定端、そこに形成したノッチの破壊を計測する
装置構成：表面マイクロマシンによる扇形振動子。付根は基板に固定、扇形の一辺が静電駆動
用の櫛歯電極、他辺が変位を計測する静電駆動電極。
測定性能：駆動と変位測定を静電容量で行う。共振周波数を容易に計測可能
特徴･問題点： 開示データが少ない
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資料番号[材料特性・計測法８]
文献タイトル：単結晶シリコン振動子の疲労寿命予測
著者：土屋智由、井上敦子、坂田二郎、橋本雅人、横山敦子、杉本雅裕
出典：電気学会研究会資料 MM-98-22 (マイクロマシン研究会) (1998), pp. 7-10.
キーワード：単結晶シリコン、振動子、疲労試験、疲労寿命、ワイブル分布
概要：
単結晶シリコンの両持ち梁型振動子（図１）を相対湿度 78％の高湿度状態で共振させる
ことによって、繰返し負荷（疲労）試験を行うとともに、実使用の低荷重下での長期振動
による疲労寿命を予測した。疲労破壊のモデルには、初期き裂 a が繰り返し応力によって
成長する Paris 式を基本とし、さらにワイブル統計で決定される破断確率を代入すること
によって得られる式（log(-log(1 - F) = (m/N) log n + mlog σ + C …①)を用いた。ここで F :
破断確率、m: ワイブル係数、N: 疲労特性を示す指数である。実験は、振動の振幅を変え
て平均静的破壊荷重（557MPa)の 65～90% に相当する 360～499MPa の４レベルの応力
を負荷し、破断までの荷重繰返し回数を求めた。この時の破壊確率を、F＝（n 番目に壊れ
た試料）/(全試料数）で定義して、F と n の関係を上記４レベルの応力を変数としてプロッ
トし、結果を①式とフイッテングすることにより、m=12.6、N=43.3 を得た。図２は実験
で求めた m, N, C を用いて、各負荷応力における荷重繰返し回数と破壊確率を予測した結
果である。例えば 200MPa を x1012 回（共振周
波数 9KHz では約 3.5 年に相当）印加した場合
の破壊確率は 0.1%以下である。また、1x1012
回の繰り返し荷重の疲労破壊確率を 1x10-6 以
下にするためには負荷応力を 121MPa 以下に
すればよい。本実験は高湿度の劣悪条件下での
寿命予測であったが、実際の使用環境は真空中
であったり、N2 封止であったりするので、こ
れより寿命は長いと考えられる。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：中央のマスを 4 本のビームで支えた単結晶シリコン振動子の疲労試験
評価範囲：静的破壊応力平均値（577MPa)の 65～90%の負荷応力領域での疲労破壊確率を
実験結果より算出。負荷荷重と破壊確率の関係を求めた。
評価原理：基本原理は、初期き裂が繰り返し応力によって成長し、き裂寸法が臨界値に達
したとき瞬時に破断が発生するというモデルに基づく。試料への負荷応力と破壊確率のワ
イブル分布より、ワイブル係数を算出。
装置構成：疲労試験装置：発振回路と積層圧電素子型加振機（8 組）
。歪ゲージ出力信号に
基づいて共振状態を維持し、振幅が一定になるように加振信号を制御している。
測定性能：特に記述なし
特徴・問題点：低応力の繰返し負荷による多結晶 Si の寿命を予測した点が特徴。実験では、
疲労破壊を加速させるために高湿度（78％RH)雰囲気下で実験。装置は共振周波数（9kHz)
で一定変位を８試料に同時に印加できる装置を製作。
標準化に対する要望：
特に無し
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資料番号[材料特性・計測法５]
文献タイトル：High-cycle fatigue and durability of polycrystalline silicon thin films in
ambient air
著者：C. L. Muhlstein, S. B. Brown, R. O. Ritchie
出典：Sensors and Actuators A 94 (2001) 177-188.
キーワード：疲労、応力－寿命、耐久性、多結晶シリコン
概要：MEMS 材料の長期間にわたる耐久性を評価するために、2μm 厚の多結晶シリコン
膜から作製した静電駆動切欠付片持ち梁共振試験片（図 1）の疲労における応力－寿命挙動
を調べた。高繰返し周波数負荷(40kHz)のもとで、28 本の試験片に対して、2.0～4.0GPa
の応力振幅（正弦波形、引張－圧縮応力）を負荷し、疲労寿命を求めた結果、約 10 秒～34
日（3×105～1.2×1011 サイクル）という結果が得られた。片持ち梁試験片のコンプライア
ンスは連続的に増加し、時間遅れ破壊の様相を示した。109 サイクル以上での破壊強度は、
2GPa であり、静的曲げ強度の約 1/2 であった（図 2）
。実験結果ならびに数値解析の結果、
疲労はこれまでのマクロな疲労とは大きく異なり、表面酸化皮膜の環境誘起割れ（反応層
疲労）によるまったく新しい機
構により生じることが判明し
た。本研究で得られた結果は、
多結晶シリコン薄膜を MEMS
部材へ適用したときの高サイク
ル疲労に対する疲労強度設計に
きわめて有効である。
図1 試験片形状
図2 S-N曲線
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：多結晶シリコン薄膜（厚さ 2μm）
評価範囲：表面マイクロマシニングにより試験片が加工可能な薄膜材料の疲労試験、S-N
曲線評価、試験は室温大気中
評価原理：静電アクチュエータによる試験片の共振を利用して繰返し荷重を負荷。荷重繰
返し数は負荷周波数×荷重負荷時間で計測。き裂の発生、伝播は共振周波数の変化（試験
片のコンプライアンス変化）から計測。
装置構成：表面マイクロマシニングにより、試験片と静電アクチュエータの両方を同時に
つくりこむ On-Chip タイプの試験（試験機と試験片を同時に作製）。疲労試験は、静電ア
クチュエータに交流電流を負荷することにより与える。
測定性能：繰り返し周波数は試験片の形状で決まる。応力比 1%以内で制御可能。負荷様式
は変位制御試験のみで、荷重（応力）制御試験は行えない。
特徴・問題点：
高サイクル疲労特性が求められる。荷重の直接計測が行えない（荷重値は計算機シミュ
レーション（FEM: ANSYS ver.5.5）により求める）。また、この手法では面内方向の疲労
挙動しか計測できない。
標準化に対する要望：
標準化のためには、試験片の作製が困難。また、試験片の形状が標準化に適しているか
どうかを検討する必要あり。
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資料番号[材料特性・計測法１４]
文献タイトル：Fatigue Crack Growth Behavior of Micro-Sized Specimens Prepared from
an Elecroless Plated Ni-P Amorphous Alloy Thin Film
著者：K. Takashima, Y. Higo, S. Sugura and M. Shimojo
出典：Mat. Trans., 42 (2001) pp.68-73

き裂伝播速度, da/dN / m/cycle

キーワード：疲労試験、マイクロサイズ試験片、き裂伝播、アモルファス薄膜
概要：
無電解めっきした Ni-P アモルファス合金薄膜から、切欠を導
B=10µm
入した微小サイズの曲げ試験片を作製し、疲労き裂伝播試験を
10µm
荷重負荷
行った。作製した試験片のサイズは、10 x 10 x 50 μm で、こ
のサイズは通常試験片サイズの約 1/1000 である（図１）
。一定
40µm
荷重振幅のもとで疲労試験を行った結果、疲労破面上にはスト
W=12µm
ライエーションが明瞭に観察された。ストライエーション間隔
20µm
より疲労き裂伝播速度（da/dN）を計測し、疲労き裂伝播抵抗
図1 試験片のSEM写真
曲線（図２）を作成した。通常サイズの試験片では、最終破壊
は疲労き裂伝播速度が 10-4～10-3 m/cycle で起こるが、微小試験 10-7
片では、疲労き裂伝播速度が 10-7 m/cycle 以下で最終破壊に至
っている。このことは、疲労き裂が進展を開始すると、すぐに
最終破壊を起こすことを示している。また、応力比 0.3～0.5 で
は、き裂伝播速度がほぼ同じであるが、応力比 0.1 ではそれよ
り小さくなっている。このことは微小サイズ試験片でもき裂閉
R=0.7
口現象が現われることを示している。本試験片の場合の疲労き
R=0.5
R=0.3
裂長さはわずか 2μm 程度であるが、このような微小なき裂長
R=0.1
10-8
さでも、a/W のような相対的なき裂長さに換算すると約 0.5 程
1
2
3
4
度となり、十分長いき裂とみなすことができる。したがって、
応力拡大係数範囲, ∆K / MPam1/2
き裂長さの絶対値が微小でも、相対的には Long Crack となり、 図2 ミクロンサイズ試験片の疲労
き裂伝播抵抗曲線
き裂閉口現象が顕著に現われたと考えられる。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：Ni-P アモルファス合金薄膜（厚さ：12μm）
評価範囲：疲労試験、疲労き裂伝播速度試験
評価原理：繰り返し荷重負のために荷磁歪素子を利用。き裂伝播速度は、ストライエーシ
ョンの間隔より計測
装置構成：アクチュエータに磁歪素子、ロードセルには歪ゲージ型を使用。
測定性能：荷重計測精度 10μN、変位分解能 5nm、
特徴・問題点：
微小サイズ試験片における疲労き裂伝播速度を世界で初めて明らかにした。この結果は、
耐久性に優れる MEMS/マイクロマシンを設計する上できわめて重要。
標準化に対する要望：
試験片として通常サイズの試験片を約 1/1000 に比例縮小した試験片を使用しており、通
常サイズで規定されている規格に対して、試験片寸法の下限界を規定するために重要な結
果が得られている。
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資料番号[材料特性・計測法７]
文献タイトル：Fatigue of Polycrystalline silicon under long-term cyclic loading
著者：J. Bagdahn and W.N. Sharpe Jr.
出典：Sensors and actuators A 103 (2003) pp9-15
キーワード：多結晶シリコン、信頼性、強度、疲労
概要：
厚さ 3.5 µm (MUMPs プロセスを使って多結晶シリコン 2 µm+ 1.5 µm を重ねた) 、幅
50 µm、長さ 250, 500, 1000 と 2000 µm の多結晶シリコンを、引張－引張で繰返し負荷を
与えた疲労試験を行い、疲労に伴う機械特性の変化を調べた。図 1 に使用した試験片と試
験装置を示す。疲労試験時の荷重繰返し周波数は、50 ～6000 Hz とした。荷重繰返し数の
増加とともに、試験片の疲労強度は低下した。試験前の試験片の静的引張強度 は 1.1 GPa
であったが、109 回繰返し負荷時の疲労強度は 0.70 GPa であり、35 %の低下が観測された。
試験で使用した荷重繰返し周波数の範囲内では、疲労特性に及ぼす周波数の影響は無かっ
た。試験片の長さは、疲労試験結果に影響を及ぼさなかった。また、破断までの荷重繰返
し数は、同一荷重レベルの試験において周波数に依存しなかった。このことは、疲労挙動
が、応力腐食の影響のみでは説明できないことを示している。

図1 試験片

図2 試験装置の構成

（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：多結晶シリコンの疲労挙動の調査。荷重繰返し周波数と疲労破壊までの時間の
関係、疲労強度と試験片長さの関係。
評価範囲：疲労試験（疲労寿命と荷重繰返し周波数、試験片長さの関係）
評価原理：アクチュエータにはピエゾ素子またはスピーカーを用い、これよりファイバー
を介して微小試験片を UV 硬化接着剤にて固定し、繰返し負荷をかける構造になっている。
装置構成：アクチュエータとして、ピエゾ素子（１ＫＨｚ迄）または、波形生成装置に取
り付けた音響用スピーカを使用。ロードセルはピエゾ型。
機器の詳細は、W. N. Sharpe et al.,
J. MEMS, 10 (2001) pp.317-326 を参照
測定性能：ピエゾ式ロードセルは±50 N まで、補正範囲は±0.5 N、固有振動数は 10 kHz
以上。
特徴・問題点：
本手法を用いた評価は、デバイスの大きさ、構造上、応力分布の違いにより結果に影響
すると考えられる。従って本実験結果を、デバイス強度の予測に使う際には注意が必要。
標準化に対する要望：
デバイスの構造やその大きさを総合的に考慮すると、この方法で実用上デバイス強度の
予測は難しく、実際のデバイスを使って測定する必要がある
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資料番号［材料特性・計測法３］
文献タイトル：
Versatile tool for characterising long-term stability and reliability of
micromechanical structures
著者：R. Kazinczi, J.R. Mollinger, A. Bossche
出典：Sensors and Actuators 85 (2000) 84-89
キーワード：Reliability, Micromechanical, AFM, Resonant, Cantilever, Beam
概要：
MEMS 材料特性評価やその長期にわたる安定性評価には AFM（原子間力顕微鏡）が有用で
ある。AFM 装置一台で、
（１）共振周波数測定、（２）静的／動的曲げ試験、
（３）表面性
状観察の３種類の測定が可能である。
（複数含まれる場合は個別に記載）
（１）
評価対象：LPCVD で生成したシリコン窒化膜カンチレバーの共振周波数
評価範囲：
周波数の上限は、励振に用いるピエゾ素子や振動検
出に用いる４分割フォトダイオードの周波数特性で
制限されると思われる。
（市販の AFM カンチレバーは
共振周波数が 1 MHz 以下なので、AFM 装置にそれ以
上の周波数の保証は期待できないと思われる）
評価原理：
試料の共振周波数を計測する。
装置構成：
AFM カンチレバーホルダに試料を搭載し、ピエゾ素子などで励振。試料へ照射したレ
ーザの反射光を４分割ダイオードで検出して共振特性を得る。
測定性能：共振周波数 34.5 kHz の試料の場合で 10 Hz の繰り返し測定誤差。
（２）
評価対象：衝撃負荷印加後の LPCVD シリコン窒化膜カンチレバーの共振周波数
評価範囲：記述なし。印加可能な負荷は AFM プローブ可動域で制限される。
評価原理：大変位や衝撃負荷を AFM プローブで与えて、前後の共振周波数の変化から
材料の疲労等を推測する。
装置構成：
（１）と同じ。
測定性能：記述なし。
（３）
評価対象：繰り返し疲労試験後の LPCVD シリコン窒化膜カ
ンチレバーの表面性状
評価範囲：AFM 装置に依存。文献では 0.7 ・m × 0.7 ・m
の領域。
評価原理：試料表面の AFM 像を取得し、試料表面に発生したクラックを観察。
測定性能：記述なし。
特徴：以下は、AFM 装置で得られた特性評価結果例である。
シリコン窒化膜カンチレバーの共振周波数は時間とともに上昇。著者らは酸化による
stiffening 効果と推測。振幅の大きい塑性域での振動では Q 値が減少。衝撃負荷の印加
による共振周波数の低下も確認。繰り返し疲労試験後の AFM 像にクラックを確認。
問題点：
（１）共振周波数が時間とともに上がる要因（stiffening 等）と下がる要因（クラックの
発生等）が複合された場合に、各々を個別に抽出する方法。
（２）静的な曲げを与えて試料のばね定数を求めるには、リファレンスとなる AFM カンチ
レバーのばね定数と試料への作用点の正確な把握が必要。
（３）クラックの生じた個所を AFM で探りあてるのは困難であると推測される。
標準化との係り・要望事項
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資料番号［材料特性・計測法１２］
文献タイトル：
High-Cycle Fatigue Damage Evaluation For Micro-Nanoscale Single Crystal Silicon
Under Bending and Tensile Stressing
著者：T. Namazu and Y. Isono
出典：Proceedings of the 7'th International Conference on Microelectromechanical
System, MEMS 2004, pp.149-152.
キーワード：単結晶シリコン、疲労寿命
概要：
単結晶シリコン(SCS)の繰り返し疲労寿命に関わるパラメータを提案。本パラメータを用
いると、構造体のサイズ（ナノ／マイクロ）や試験モード（曲げ／引張り）に関わらず、
疲労寿命の予測が可能。
（複数含まれる場合は個別に記載）
評価対象：単結晶シリコン、繰返し負荷による疲労寿命
評価範囲：記載なし、ただし幅が数百ｎｍのナノ構造体にも適用可能。
評価原理：
試料片に繰り返し変形を加え、試料片に故障
が生じるサイクル数をカウントする。ただし
１周期内での応力の最大値 σpeak が一定の
値となるように制御する。実験では、準静的
に 測 定 し た 破 壊 強 度 σf の 10 ～ 90% に
σpeak を設定。
装置構成：
試料片の大きさに応じて、ＡＦＭ（原子間力
顕微鏡）
、ナノインデンションテスタ、引張
り試験機（自作）の３種類を使い分ける。各
装置には試料片の応力を制御する機能が付
加されている。
（例えばＡＦＭでは Fig.3 の
ように試料片を乗せるピエゾアクチュエー
タの変位量が制御される。
）
測定性能：
破壊に至った荷重繰り返し数 Nf と σpeak の
関係は、サイズと試験モードによって異なる。
しかし、破壊は試料片の表面のき裂から生じる
と仮定し、せん断応力 τc を用いたパラメータ
τc σpeak / σf と Nf の関係を調べたところ、τc
σpeak / σf = 25.6 Nf-0.33 の相関を見出した。本
パラメータは構造体のサイズや試験モードに依
存しないため、MEMS 分野における疲労寿命
の予測に有効である。

特徴：
幅数百ｎｍのナノ試料片の疲労寿命テストも行えること、またその疲労寿命の予測がマ
イクロサイズの試料片と統一的に扱えることが見出されたこと。
問題点：
課題は記載されていない。ジャイロなど共振点で動作する構造体の疲労の予測に本手法
がどのように関連づけられていくのか興味深い。
標準化との係り・要望事項
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資料番号[材料特性・計測法２]
文献タイトル：Reliability investigations in micromechanical devices
著者：U.M Mescheder, W.Kronast, N.Naychuk
出典：Sensors and actuators A, 110 (2004) pp.150-156
キーワード：振動加速試験、寿命、き裂、単結晶 Si、Paris 式、ストレス強度、破壊強度
概要：錘を先端に形成した単結晶 Si カンチレバー構造のビーム部に初期き裂を導入した後、
高周波共鳴振動（337Hz-508Hz)により繰返し負荷を与え、ビーム破壊が発生する臨界加速
度を実験的に求めた。また、疲労き裂伝播に対する Paris 式を改良することにより疲労寿命
を推定する手法を提案した。実験ではビーム幅、ビーム厚さ、き裂長さを変えて臨界破壊
加速度を実験的に求めた。また、FEM シミュレーションと上記実験式の両者を用いて、破
壊が起こる Kc 値を算出した。ビーム幅、ビーム厚さ、き裂長さにかかわらず Kc 値は、1.87
±0.3MPam1/2 と一定となった。この値は報告されている単結晶 Si の Kc 値 0.93 MPam1/2
の約２倍の値であった。この差はき裂の形状、ビーム厚さが薄いことが関係していると考
えられる。得られた Kc 値より算出した臨界破壊加速度と、実験によって求めた Kc 値は良
い線形関係を示した。き裂長さと破壊加速度との関係の外挿から、実プロセスで発生する
と想定される 100nm 程度のき裂では、破壊加速度は 1500G 程度になった。これは一般の
商用品として出ている加速度センサの耐衝撃性とオーダーがほぼ一致している。寿命に関
しては、応力拡大係数が Kc 値付近になると急激に低下する。しかし、Kc 値以下（例えば
K=0.5 MPam1/2）の場合、150 万回の繰返し負荷でもき裂の発生は見られなかった。上記実
プロセスで想定される 100nm の初期き裂では、10 年の寿命保証をするためには、き裂先
端での K 値を 0.465 MPam1/2 になるようにすべきである。この値は本構造に対して 700G
の加速度を 10 年間印加し続けることに相当する。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：初期き裂を導入した単結晶 Si ビーム部における振動加速破壊試験と、そのモデ
ル化。ビーム部ストッパー構造の振動加速評価。
評価範囲：破壊に至る臨界加速度および FEM シミュレーション結果から導き出される臨界
応力拡大係数 Kc の算出。K 値に対する寿命の算出。ビーム部ストッパー構造の振動加速印
加時の動き
評価原理：基本原理は振動加速破壊が、初期き裂の成長によって起こるとするモデル（Paris
方程式の改良）に基づく。実験的に求めた破壊発生に至る臨界加速度と、ANSY シミュレ
ーションから Kc 値を算出。寿命は、破壊に至る加速度の繰返し負荷回数から算出。加速度
は振動している錘部から反射してくるレーザ光を検出することにより算出。
装置構成：振動試験装置、高周波発生装置、アンプ、コントローラー、周波数アナライザ、
レーザ反射計、ビーム共鳴周波数検知機
測定性能：特に記述なし
特徴・問題点：振動加速破壊が、初期き裂の成長（疲労蓄積）によって起こるとするモデ
ルに基づいてテスト用 TEG の作成や実験条件を決めている点が特徴。本モデルでは初期き
裂を想定しているが、実際の破壊では、初期き裂が無いところから破壊に至るまでの知見
が重要。この種の研究が必要である。
標準化に対する要望：実際のピエゾ型加速度センサのビームの厚は、5-10μm ともっと薄い
ところを使っている。実際のデバイスに即した標準化サンプルが必要。試験方法として、
振動試験中にメカニカルな変化だけでなく、電気的な特性（抵抗変化等）をモニターする
手法を取り入れたい。各種構造による初期クラック発生の研究・評価も行ってほしい。
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資料番号[材料特性・計測法１５]
文献タイトル：Fracture Behavior of Micro-Sized Specimens with Fatigue Pre-Crack
Prepared from a Ni-P Amorphous Alloy Thin Film
著者：K. Takashima, M. Shimojo, Y. Higo and M. V. Swain
出典：ASTM STP-1413, (2001), pp. 72-81

Load / mN

キーワード：疲労試験、マイクロサイズ試験片、き裂伝播、アモルファス薄膜
概要：
無電解めっきした Ni-P アモルファス合金薄膜から、切欠を導入した微小サイズの曲げ試
験片を作製し、破壊靱性試験を行った。作製した試験片のサイズは、10 x 10 x 50 μm で、
このサイズは通常試験片サイズの約 1/1000 である。また、切欠の先端に疲労予き裂を導入
した試験片についても準備した。き裂長さは２種類の試験片で a/W が 0.5 になるように調
整している。それら２種類の試験片に対しての荷重－変位曲線を図 1 に示す。き裂長さが
ほぼ同一であるにもかかわらず、荷重－変位曲線は２つの
8
試験片で大きく異なっており、破断荷重には２倍もの差が
あった。このことは、10μm サイズの試験片においても精
6
Notch Only
Fatigue Pre-Crack
度の高い破壊靭性測定のためには、疲労予き裂の導入が必
要であることを示している。本試験では、き裂進展荷重を
4
正確に求めることはできなかったが、最大荷重でき裂が進
2
展を開始したと仮定して KQ 値を算出した結果、7 MPam1/2
という値が得られた。この値は寸法条件を満足しないため
0
KIC 値（平面歪破壊靭性値）とはみなせないが、本結果は
0
5
10
15
20
Displacement / µm
ミクロンサイズの試験片に対して疲労予き裂を導入して破
図1 マイクロサイズ試験片の破壊
壊靭性試験を行った世界初の計測結果である。
靭性試験に伴う荷重－変位曲線
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：Ni-P アモルファス合金薄膜（厚さ：12μm）
評価範囲：破壊靱性試験
評価原理：微小試験片に切欠ならびに疲労予き裂を導入して、破壊靱性試験を行った。最
大荷重でき裂が伝播したと考えて破壊靭性値を算出した。
装置構成：アクチュエータに磁歪素子、ロードセルには歪ゲージ型を使用。
測定性能：荷重計測精度 10μN、変位分解能 5nm
特徴・問題点：
き裂先端の塑性域のサイズは降伏応力と応力拡大係数で表されるが、応力拡大係数は試
験片の形状で決定され、降伏応力はサイズが小さくなってもそれほど大きく変化しないた
め、通常サイズの試験片に対しては、十分に平面歪条件を満足できても、マイクロサイズ
の試験片では、寸法条件を満足できないことになる。このことは、たとえ脆性材料であっ
ても、寸法が小さくなると KIC の計測が困難になることを意味しており、MEMS 材料の破
壊評価を行う上で大きな問題となる。
標準化に対する要望：
試験片として通常サイズの試験片を約 1/1000 に比例縮小した試験片を使用しており、通
常サイズで規定されている規格に対して、試験片寸法の下限界を規定するために重要な結
果が得られている。
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資料番号[材料・試験法６]
文献タイトル：Evaluation of fracture properties of silicon by combining resonance
frequency and microtensile methods
著者：D. Son, J-J Kim, T. W. Lim, D. Kwon
出典：Thin Solid Films, 468 (2004) pp.163-173
キーワード：Fracture strength, Fracture toughness, MEMS, Fatigue pre-crack, Silicon
概要：単結晶ならびに多結晶シリコン薄膜の破壊特性を共振法と微小引張試験法を組み合
わせた新しい手法により評価した。シリコン薄膜の破壊靱性を破壊力学に厳密に基づいて
評価するために、２段階犠牲層除去プロセスを利用した表面マイクロマシニングにより、
共振法と微小引張試験法を組み合わせた試験装置を開発した（図 1）
。疲労予き裂は試験片
と同時に組み込んだ静電駆動型アクチュエータにより繰返し負荷を与え、試験片の切欠先
端に導入した。微小引張試験の前に２番目の犠牲層除去を行い、静電アクチュエータ部分
を除去した。疲労予き裂を試験片中に導入することに成功し、破壊靭性値を破壊力学に基
づいて決定した。疲労予き裂を導入させた単結晶 Si 試験片の破壊靱性値は約 1.0MPam1/2
であり、切欠のみを導入した試験片で求めた値約 1.5MPam1/2 より低く、より精度の高い測
定のためには、疲労予き裂の導入
が必要であることが示された。ま
た、破壊靭性値は、試験片形状に
依存しなかった。多結晶 Si 試験
片について、破壊靭性値に及ぼす
ドーピング条件の影響について
調べた結果、ドーパントの種類に
図1 試験片と試験方法の概要
よって破壊靭性値が変化した。
（どれかの項目が複数含まれる場合、個別に記載）

評価対象：単結晶ならびに多結晶シリコン薄膜
評価範囲：表面マイクロマシニングにより試験片が加工可能な薄膜材料の破壊強度ならび
に破壊靭性
評価原理：疲労予き裂は静電型アクチュエータを利用することにより導入し、その後圧電
素子を利用したアクチュエータにより、破壊試験を行い、破壊荷重より破壊靭性値を求め
る。疲労予き裂の有無は試験片の共振周波数の変化より計測。
装置構成：疲労予き裂導入については、試験片とともに組み込んだ櫛歯型静電アクチュエ
ータにより導入。破壊試験は、圧電素子アクチュエータを用いた引張試験装置
測定性能：荷重測定範囲 0－1.5N, 荷重分解能 0.2mN, 変位計測範囲 0－90μm, 変位分解
能 1.8nm
特徴・問題点：
破壊力学に基づいた破壊靭性を精度よく計測するために疲労き裂を導入させた試験片に
ついて破壊靭性を計測している。疲労き裂導入のための静電アクチュエータ部分を試験片
とともに組み込むために試験片作製手順がきわめて複雑。破壊試験時の荷重計測精度はそ
れほど高くなく、計測精度に問題がある。
標準化に対する要望：
MEMS デバイス材料に対する破壊靭性計測法の標準化は、まだ先になると思われるが、
ここでも示されているとおりに従来の破壊力学的評価が微小試験でも使えるかどうか、ま
た、そのときの下限界がどの程度の寸法になるかを調べることが重要。
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資料番号［材料特性・計測法１１］
文献タイトル：
Measurement for fracture toughness of single crystal silicon film with tensile test
著者：X. Li, T. Kasai, S. Nakao, H. Tanaka, T. Ando, M. Shikida and K. Sato
出典：Sensors and Actuators A, (2004), in press.
キーワード：引張テスト、単結晶シリコン、薄膜、機械特性値、破壊靭性
概要：
単結晶シリコン(SCS)の試料片の片側に切欠を導入し、引張り試験を行い、破壊靭性を測
定した結果、1.58 MPam1/2 の値を得た。また破断面の SEM 観察を行った。
（複数含まれる場合は個別に記載）
評価対象：単結晶シリコンの破壊靭性
評価範囲：記載なし、ただし試験片には数 GPa の引張応力を印加
評価原理：
(100) シリコンから加工した長さ 100 µm、幅 50
µm、厚み 5 µm の試験片 ( Fig.2 )の長さ半分の個所
の側面に FIB で長さ a の切欠を形成し、<110> 方
向に引張り応力を負荷して破断させた。破断時の引張
応力 σf から K 値；KIC=Y σf a0.5 を求め、材料固有
の破壊靭性とした。
（Y は a と試験片の幅で決まる係
数）
装置構成：
試験機への試料のハンドリングが容易となるよう試
料の構成を工夫した。Load lever の面上に圧子による外
力を与え、Torsion bar を軸としたねじり変位を起こし、
同時に試験片に引張応力を与える。圧子への反力は試験
片の引張りと Torsion bar のねじりの複合となるので、
試験片が破断した後に、Torsion bar のみの反力を測定
し、試験片の引張り応力を算出する( Fig.3 )。
測定性能：
測定した破壊靭性の平均は 1.58 MPam1/2 とバルクシ
リコンに関する他の報告例に比べてやや大きな値となっ
た ( Fig.9 ) 。 こ れ は
3-4 nm と予測される
クラック先端の曲率に
比べて、FIB で作製したノッチ先端の曲率が約 30 nm
と鈍っているためである。
破断面の SEM 観察をした結果、最大応力が働く (110)
面にクラックが進展するが、なんらかの欠陥が存在する
と 表面エネルギが小さな (111) 面で破断する個所も生
じる。き裂の経路が試料によって異なることが破壊靭性
の測定値のばらつきに関与していると予測。

特徴：
試験機への試料のハンドリングが容易となるような試料片の構成。
問題点：
ねじりの剛性が高いと試験片の引張り応力の算出精度が低下。一方、ねじりの剛性を弱く
るすとねじり部分でクラックが生じないかが疑問。
標準化との係り・要望事項
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資料番号［材料特性・計測法１０］
文献タイトル：
Materials issues in the processing, the operation and the reliability of MEMS
著者：A. Witvrouw, H.A.C. Tilmans, I. De Wolf
出典：Microelectronic Engineering 76 (2004) 245-257
キーワード：MEMS、応力、スティクション、パッケージング
概要：本論文では、MEMS デバイスのプロセッシング、動作、信頼性に関する材料学的諸
問題について議論した。特に、RF-MEMS デバイスを例に、応力、スティクション、パッ
ケージングの課題を明らかにし、信頼性の評価方法とその結果について述べた。
（複数含まれる場合は個別に記載）
（１）
評価対象：残留応力をもつアルミ構造体のクリ
ープ
評価範囲：記載なし
評価原理：
基板の反りで残留応力を測る。温度を与えて
応力が緩和するのは粒界すべりによると考
え、応力緩和の理論式に対して実験値をフィ
ッティングし、転位運動の活性化エネルギと
非熱的な変形応力を算出した。これらの値が
大きいほど耐クリープ強度に優れた合金であ
る。
装置構成：記載なし
測定性能：記載なし
（２）
評価対象：スイッチの繰り返し動作とスティクシ
ョンによる故障
評価範囲：記述なし
評価原理：容量性 MEMS スイッチの ON/OFF
間の静電容量変化∆C を測定。Fig.17 で
は 2×106 回でスティクションした。ス
ティクションの原因として、誘電体に電
荷がトラップされプルイン電圧低下を
招いていると予測。
装置構成：記載なし
測定性能：記載なし
（３）
評価対象：BCB(BenzoCycloButene)膜によるパッ
ケージングのリーク
評価範囲：MIL-STD-883D 記載の Fine leak 試験（He の漏れ検出）の検出上限と Gross
leak 試験（フッ素系不活性液体によるバブル法）の検出下限の間の空白
評価原理：パッケージしたボロメータ、または共振器を利用
測定性能：容積 100 nl 程度の MEMS パッケージでは、Fine leak 試験で「漏れなし」
と測定されても、①「本当に漏れがない」のか②「He リーク試験準備の数
分の間に漏れきった」のかがわからない領域（空白）がある。パッケージ内
のボロメータの熱コンダクタンスや共振器の Q の値は圧力依存性があるの
で、これらを用いて前記空白の計測に成功した。
特徴：
RF-MEMS スイッチの信頼性に関わる３項目について独自の評価手法を開発。
問題点：
上記（２）に関しては、誘電体への電荷のトラップを別の評価手法で確認する必要あり。
標準化との係り・要望事項
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第３章

ＭＥＭＳの信頼性評価の課題についての調査研究

３．１

まえがき

第２章の様々な文献調査の結果に基づき、現状の「信頼性評価における技術的問題
点・課題」や今後の「改善に向けた提言」について、本調査研究委員会の中で議論し
た結果を、各領域別にまとめたものを、以下に示す。
３．２

可動デバイス分野における課題

（１）信頼性評価における技術的問題点・課題
1）RF MEMS スイッチ
① RF MEMS スイッチのサイクル寿命試験における、動作波形等の試験法の統一
化。
② RF MEMS スイッチのサイクル寿命試験における、試験時間短縮化に有効な加
速試験法の確立。
③ 高信頼かつ低コストなパッケージ技術。
2) 光 MEMS
① 信頼性に対して、定量性のある加速試験のパラメータが見つけられていないこ
と。
② 設計に利用できる微細構造体に特有の物理パラメータが容易に入手できないこ
と。
③ 高速応答時に微小要素が予想できない挙動を示す場合があり、その挙動が過大
な変位となったり、部材同志の衝突を引き起こしたりし、信頼性に影響を及ぼ
す場合があること。
④ 数 10 万～100 万以上の素子マトリックスから故障素子を特定しなければなら
ない場合があること。
（２）改善に向けた提言
1) RF MEMS スイッチ
①

サイクル寿命試験における動作波形等の試験法の統一化
DARPA の RF MEMS Improvement Program で RF MEMS スイッチのサイク

ル寿命試験における試験法が提案されている。これは動作波形、試験装置、デー
タ解析・統計手法を含んでいる。この方法をベースに、現在、各社各様に行なわ
れている試験法を統一化し、場合によっては国際標準とすることも必要である。
②

サイクル寿命試験における加速試験法
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【必要性】

RF MEMS スイッチは従来の高周波スイッチに対して高 ON/OFF

特性、省電力、小型化を同時に実現し得る次世代デバイスである。信頼性の観点
でも、MEMS スイッチは機械的な接点により ON/OFF 機能を成すので、半導体
スイッチより温度や入力電力に対するリニアリティが優れる。しかし動作寿命に
関しては十分な信頼性を得ておらず、重要な開発課題の一つとなっている。また
スイッチング時間がµ~msec オーダーである MEMS スイッチでは 100 億回を超
える高サイクルの動作寿命の試験を行うには試験時間が非常にかかるので、加速
試験が必要であると言われている。そこで本件では動作寿命に影響する駆動条件
を抽出し、スイッチの形態別にそれら駆動条件の動作寿命への影響をまとめた。
この関係性は信頼性向上への指針になる共に、加速試験の際に負荷すべきストレ
スを選定する材料となる。
【動作寿命に影響する駆動条件】

文献等を調査した結果、スイッチング方式

（Hot スイッチ*1 or Cold スイッチ*2）、RF 電力、バイアス電圧が動作寿命への
影響が大きいと考えられた。また MEMS スイッチは接点構造（金属接触*3 or 容
量結合*4）および電極構造（インライン*5 or 電極分離*6）によって大きく四つの
形態*7 に分類できる。そこでスイッチの形態別に、スイッチング方式、RF 電力
およびバイアス電圧の動作寿命への影響をまとめた（表 1）。
*1Hot スイッチ・・・RF 電力を入力した状態でスイッチングを行う方式。
*2Cold スイッチ・・・RF 電力を入力していない状態でスイッチングを行う
方式。
*3 金属接触・・・金属接点の開閉により RF 電力の ON/OFF を行う形態。
*4 容量結合・・・接点に誘電体膜が設けられ、容量結合により RF 電力の
ON/OFF を行う形態。
*5 インライン・・・信号線自体が電極構造となっており、信号線へバイアス
電圧を重積して駆動する形態。
*6 電極分離・・・電極部分が信号線とは別構造となっている形態。
*7 スイッチの形態例：金属接触×インライン＝Analog Devices, 金属接触×
電極分離＝OMRON, 容量結合×インライン＝Raytheon, 容量結合×電極分
離＝Michigan Univ.
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表1

スイッチ構造別の各駆動条件による動作寿命への影響
金属接触

金属接触

容量結合

容量結合

×インライン

×電極分離

×インライン

×電極分離

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ方式

○

○

×

×

RF 電力

○

○

△

△

バイアス電圧

×

△

○

△

※ ○・・・動作寿命への影響が大きい。△・・・動作寿命への影響は小さい。
×・・・動作寿命への影響はほぼ無い。
以下に表１の詳細を述べる。
スイッチング方式に関して
金属接触型では、Hot スイッチであると接点が離れる瞬間にアーク放電が発生
し接点の溶着が起こる可能性がある。また接点材料の付着が激しくなり、接点の
劣化が激しい。文献等では Cold スイッチよりも動作寿命が一桁低下するケース
が多く見られる。容量結合型では Hot スイッチと Cold スイッチとでは動作寿命
にあまり影響しない。
RF 電力に関して
金属接触型では RF 電力が増加すると、ジュール熱による接点の溶着や接点材
料の付着が起こりやすくなる。また容量結合型で MEMS スイッチ自体が信号線
あるいは GND 導体となっている場合、信号線と GND 導体との間に発生する電
圧がスイッチへのバイアス電圧になり、Self Actuation*8 やラッチング*9 が発生
する可能性が出てくる。しかし Self Actuation とラッチングは或るしきい値の RF
電力を超えたときにのみ発生する現象で、それ以下の RF 電力では RF 電力の大
きさは動作寿命に影響しない。
*8 Self Actuation・・・バイアス電圧を OFF していてもスイッチが自発的に
駆動してしまう現象。
*9 ラッチング ・・・スイッチ ON からスイッチ OFF への状態へ移行する
際にバイアス電圧を OFF してもスイッチが OFF 状態へ移行しない（ON 状
態のままとなる）現象。
バイアス電圧に関して
電極間に誘電体膜が形成されている場合では、バイアス電圧を高くすると誘電
体膜へ高電界が印加され電荷の蓄積が起こる。その結果、Pull-in 電圧のシフトや
ラッチングが発生する。誘電体への電荷蓄積は膜質に強く依存し、欠陥の多い膜
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ほど電荷蓄積が起こり易い。容量結合×インラインのような形態ではこの問題が
特に顕著であり、バイアス電圧を二段階に分けて Pull-in 時は高電圧に、ホール
ド時は低電圧にするといったバイアス電圧印加手法が提案されている。

2) 光 MEMS
①

加速試験
繰り返し試験、寿命試験等は通常多くの時間を要する。様々なデバイスの加速
パラメータの評価を行い、材料、寸法、構造（負荷の種類）、などに対する加速
パラメータを分類（標準化）してデータベース化し、最適な加速パラメータを評
価計測試験に用いることによって試験の効率化が可能となる。

②

薄膜や微細構造体の機械特性（物理パラメータ）の把握
バルク材料とは異なる薄膜、梁、細線などの微細構造体の機械特性（物理パラ
メータ）を計測し（計測方法を標準化し）、データベースを構築することが望ま
れる。可動デバイスの設計に際しては、この微細構造体の物理パラメータを使用
して最適設計や安全設計を行うことができる。ただし、データの利用に関しては、
破壊モードに対応したデータを使用するために、それぞれのデバイスの破壊メカ
ニズムを十分考察する必要がある。

③

高速応答の評価・解析
光スイッチなどをはじめとする高速応答を必要するデバイスについて、微小部
材の変形部位の瞬間的な挙動を計測する手法が準備されている必要がある。その
結果をもとに過大変位や衝突などの異常な挙動を防ぐ構造を採用することによ
って、より信頼性の高いデバイスを実現することが可能となる。

④

欠陥ピクセルの特定（マトリックスデバイスの場合）
光デバイスでは、例えば数 10 万個から数 100 万個の可動構造がマトリックス
状に配置されているデバイス（画像デバイス、3D 光スイッチ、空間光変調器な
ど）がある。これらの、故障解析を効率良く行うためには～100 万からなる可動
構造の中から、故障個所を短時間で特定する技術が必要である。
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３．３

センサデバイス分野における課題

（１）信頼性評価における技術的問題点・課題
以下に、MEMS センサの信頼性評価に係わる技術的な問題点・課題と、改善に向けた提
言を項目毎に記す。
a. 破壊試験・抜き取り試験
MEMS センサは一括加工で製作されるため、同一工程を経て作られた 1 ウェハ内の
デバイス完成度における個体差は、一般的には小さいと考えられる。しかし、信頼性
評価試験は基本的には破壊試験、かつ、抜き取り試験であるため、試験より得られた
寿命および耐久性能は個々の MEMS センサのそれらを表すものではない。したがっ
て、MEMS センサの機械的・電気的な長期信頼性を如何に保障するかが現状の課題と
考えられ、今後は非破壊、かつ、短時間でデバイスの性能・信頼性を評価可能な新規
試験技術の開発が必須であると言える。ただし、センサとしての電気的機能検査を目
的とした通電確認試験は、作られた全てのデバイスに対して必ず実施されている。
b. 打ち切り試験
MEMS センサの信頼性試験は打ち切り試験であることが多く、従来の評価法ではその
寿命・耐久性を正確に把握することは困難である。例えば、加速度センサに代表され
るシリコンベースのセンサを対象とした信頼性試験では、センサの電気的性能劣化が
現れるまで試験を行う必要性は低いと考えられるが、ガスセンサ等の化学的センサの
多くは機能性薄膜材料を用いており、その長期性能・信頼性・寿命がセンサの特性・
寿命に直結するため、打ち切り試験による寿命評価は課題が残る。
c. 完成デバイスを対象とした評価試験
上記 b.と関連して、MEMS センサの信頼性評価試験のほとんどが、完成したセンサ
デバイスを対象としたものである。MEMS センサは数多くの異種微小寸法材料から構
成されているが、構成要素毎の信頼性評価試験は少ない。
d. 電気信号評価試験
MEMS センサの信頼性評価試験は、主として様々な環境下でのセンサ機能の安定性・
再現性を評価したものがほとんどであり、その対象はほぼ電気信号のみに限られてい
る。MEMS センサは微小構造体を多く含み、また、異種薄膜材料の積層構造を多く有
しているが、これら構成材料の破壊・疲労や薄膜の剥離等に代表される機械的特性の
計測・評価を対象としたデバイス単位での信頼性評価試験は少ない。
e. 加速試験
前述のように、環境試験と耐久試験との複合試験が加速試験的要素を含んでいると考
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えられる。しかし、現状の手法では加速試験の大半が高温・高湿環境下で繰返し負荷
を与えた状態での電気信号劣化を調べたものであり、最適な加速率の下で試験が実施
されているとは言い難い。
（２）改善に向けた提言
a. 破壊試験・抜き取り試験について
MEMS センサの信頼性評価試験は現状では破壊試験・打ち切り試験が主であるため、
得られるデータは離散的であり、過酷環境や繰返し負荷に対するデバイス自体の耐久
性を正確に表すものとは言い難い。この原因の一つとして、MEMS センサの信頼性評
価試験に関して規格化・標準化がなされていないことが挙げられ、これらを提案する
ことが今後の MEMS センサの信頼性向上に繋がることは必至である。また、MEMS
センサの構造検査に関しては、例えばチェックをより簡便に行うために、完成したデ
バイスの微小な反りや応力分布を X 線、超音波、光等を応用して非破壊で計測可能な
信頼性実験技術の開発が望まれる。さらに、既存の信頼性評価試験（雰囲気を変化さ
せ、電気的・機械的な信号を与える試験）結果より、被検査デバイスの故障・非故障
原因を詳細に調べるための分析技術の開発も望まれる。
b.c. 打ち切り試験・完成デバイスを対象とした評価試験について
これまで行われてきた信頼性評価試験は、完成デバイスを対象とした打ち切り試験が
多い。今後は、デバイス構成要素材料の標準試験片等を用いた材料試験を実施し、個々
の要素の信頼性評価を行うことが重要になると考えられる。また、ガスセンサ等の機
能性材料を用いる MEMS センサについては、その材料単体での基礎特性評価・信頼
性評価を行うことが、デバイスの耐久性・寿命を向上させる上でとくに重要となる。
しかし、薄膜等のマイクロスケール材料の標準試験片だけでなく、評価試験法に関す
る標準化も未だなされておらず、これらは急務の課題であると言える。
d. 電気信号評価試験について
MEMS センサの評価試験では、電気信号の評価がほとんどである。各センサの基本的
な電気特性に加えて、各構成要素の応力状態などの機械特性を個別にモニタ可能なテ
ストチップなどの提案・開発が今後望まれる。
e. 加速試験について
前述のように、環境・耐久複合試験が加速試験的要素を含んでいるが、加速試験の最
適化を図るためにも、各センサのセンシング対象を考慮した加速パラメータ・加速率
の定量評価を実施することが重要である。
以上、MEMS センサの信頼性評価技術に関する問題点と改善に向けた提言を述べた。
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MEMS センサの信頼性評価技術の標準化・規格化に向けた動きは、世界的に見ても皆無に
等しいのが現状である。各センサの信頼性評価技術を確立することはもちろん重要である
が、評価試験を実施する以前に、まず、信頼性の高いセンサ製作を心がけなければならな
い。本質的に性能・信頼性の優れる MEMS センサを製作するためには、まず各構成要素
の性能・信頼性向上を図ることが重要であり、そのためにはより信頼性の高い各構成要素
設計が求められる。MEMS センサは主としてシリコン系材料から構成されているが、それ
以外にも金属膜・機能性薄膜等の材料を多く含むのが特徴である。したがって、機械的要
素材料ではヤング率・ポアソン比等の基本的な弾性特性や機械的強度・疲労特性・弾塑性
特性・付着強度等の諸特性を十分調べた上で、要素設計にフィードバックして構成要素の
性能・信頼性向上を図ることが、今後の MEMS センサの発展には極めて重要であると考
えられる。
一方、MEMS センサはリソグラフィや各種エッチングを基とした半導体加工技術により
製作される。その加工精度は年々向上しているが、例えばドライエッチングにより形成し
たトレンチ構造の側壁の平坦性等を定量評価することは技術的に極めて難しい。ナノレベ
ルでの加工性状・面粗度はマイクロスケール微小構造体を多く含む MEMS センサの機械
的寿命に大きく影響を及ぼすと考えられることから、これらを考慮した加工プロセス設計
を行うことや側壁面粗さの計測基準を設けること等も MEMS センサの信頼性向上へと繋
がり、今後の課題と言える。
最後に、今後、当調査報告書を基に、MEMS センサの信頼性評価技術の標準化ならびに
高信頼設計・開発に関するプロジェクト発足を期待するとともに、MEMS センサ分野の更
なる発展を期する次第である。
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３．４ 実装・トライボロジー分野における課題
（１）信頼性評価における技術的問題点・課題
（ａ）実装分野
MEMS 実装の信頼性評価においても、半導体実装の標準的手法はある程度使用可能で有
効な手法である。ただし、これは使用環境が半導体デバイスとほぼ同じと見なせる MEMS
デバイスに限られる。それはすなわち、MEMS の実装分野の信頼性評価における最大の課
題は、MEMS デバイスの使用環境が非常に幅広く、過酷な環境が多いことであることを意
味している。それぞれのデバイスはもちろん用途に応じて設計製作されるが、その評価手
法は使用環境に応じた個別のものになる。これらの環境への対応は実装技術への必然的な
要求であるから、パッケージングも用途に応じた個別のものとならざるを得ず、その評価
もデバイスに応じて個別のものとならざるを得ない。
このことは、MEMS 実装の信頼性評価において２つの問題を引き起こす。一つは、実装
技術に共通な技術体系の構築が困難であることである。対象があまりにも多様であるため、
パラメータの調整程度では個別の要求に対応できず、いくつものアプローチが並立するこ
ととなる。もう一つの問題は、加速試験が困難で、模擬環境での長時間試験などに頼らざ
るを得ないことである。加速試験の正当性を保証するためには、故障のモードとそれを引
き起こす要因との間の関係を記述する何らかの理論が必要であるが、技術そのものの体系
化が困難な状況ではそのような理論が個別のデバイス及び使用環境に対してそれぞれ必要
となり、現実には対応が不可能となる。これらの理由により、MEMS の実装技術に関して
は個別のデバイス及びパッケージングごとに、実際の使用環境を考慮した信頼性評価を個
別に検討して実施しているというのが現状であり、体系化や標準化はこれからの課題であ
る。

（ｂ）トライボロジー分野
MEMS デバイスにおいても、通常機械と同じく故障のうちかなりの割合は、トライボロ
ジー現象が関与していると思われる。そのため、実際の製品においてはある程度トライボ
ロジー的な対応はなされているはすである（固着防止の表面処理など）。ただし様々なデバ
イス（パッケージを含む）に個別の事情に埋もれて、トライボロジー的な現象だけを取り
出して議論することが困難である場合が多い。また、トライボロジー現象が関係する故障
は再現性が乏しく、ばらつきも大きい。特に、ランニング中の故障に関する研究が重要で
あるが、トライボロジー特性の面から信頼性評価として何を見ていけばよいかわからない
状態で、ある程度測定・比較が可能な量として、固着力の影響などが調べられていると思
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われる。
その凝着力の評価においても、測定結果は表面状態（湿度、コーティング、表面汚染）
やデバイス作製プロセスに起因する表面粗さなどに大きく左右される。ところが従来の報
告では、これらの条件の一部しか管理されておらず、他の要因の影響が分離できないため
様々な報告の結果を比較検討することは困難である。カンチレバーによる凝着評価やスラ
イダの摺動部の評価でも、形状がまちまちであることが実験データの一般性を低下させ、
様々な報告間での比較検討を困難にしている。また、カンチレバーによる測定では、バネ
力をカンチレバーのサイズ及び弾性定数から見積もっているが、どちらも誤差を含んでお
り、カンチレバーの反りも影響するなど測定精度には問題がある。対策としては加工精度
の向上なども考えられるが、MEMS 構造では限界もあり力を直接測定できる方法、および
その精度の校正方法の確立が望まれる。
マクロな世界においてもトライボロジー現象を理解する上では、原子レベルのミクロな
現象の理解が欠かせない。そのため従来のトライボロジー評価手法の多くは、MEMS のト
ライボロジー現象の解明にも有効であると期待されるが、どのような面ではマクロな評価
法が MEMS に有効であり、逆にどのよう現象については適用出来ないかについて、整理
されていないことも問題である。

（２）改善に向けた提言
（ａ）実装分野
MEMS の実装技術に関する信頼性の評価については課題が山積しており、今後様々な検
討が必要と考えられる。その中でまず取り組むべき切り口として、半導体実装のための信
頼性評価技術の MEMS デバイスへの拡張があげられる。上記にも述べたように、半導体
デバイスの信頼性評価手法は様々な MEMS デバイスにも応用されているが、半導体デバ
イス用の試験条件をそのまま適用している事例が多い。使用環境が同じであればそれなり
の合理性はあるといえるが、MEMS デバイス特有の故障モードなどに対応するには、特に
加速試験などでは不十分であろう。この対策として、半導体デバイスの信頼性評価手法に
用いられている各パラメータの値を選択した理由と、その背後にある理論体系とから、
MEMS デバイス用のテストパラメーターを検討することが出来るのではないだろうか。そ
のようなテスト手法を整理していくことにより、より多くの MEMS デバイス及びより広
い使用環境に対応した信頼性評価手法へとつなげていくことが期待される。
また、もう一つの取り組みとして、MEMS ならではの課題の抽出と、それを整理して体
系化していくことがあげられる。これまで述べたように、MEMS の使用環境は多様であり、
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要求される信頼性性能も多様である。現状では残念ながら、それらが整理されないまま個
別の要求に対して対応がされている状態といわざるを得ない。それらの課題がある程度整
理されてくれば、個別の評価手法の位置づけが明らかになり、評価手法の体系化にもつな
がっていくものと期待される。前章では、まだまだ不十分であろうことは否定のしようも
ないが、そのような事項についての整理を試みている。

（ｂ）トライボロジー分野
MEMS のトライボロジー現象の理解、さらには標準化を考える上では、そのバックグラ
ウンドになる理論の提案が重要であると考えられる。もちろん、これには加速試験も含ま
れることが望ましい。MEMS のトライボロジーは原子レベルでの解析になると思われ、現
状でもその理論はいくつか出されている。それらを実験的に検証する上では、表面状態、
表面粗さ、雰囲気（湿度）などトライボロジー特性に影響を与える条件を制御してデータ
を取得し、多くのデータの比較検討を可能にすることが必要である。
そのためには前段階として、どのような条件がトライボロジー特性に影響するかという
ことを整理して、リストアップすることが必要になる。これらの条件の絞り込みには、理
論からの予想と実験的な検証が必要となるが、１つの条件のみを変化させた実験データな
どからある程度の絞り込みは可能であろう。トライボロジー分野では信頼性の確保につい
てもまだまだ課題が多いというのが現状と思われるが、このような実験条件の整理などが
標準化の面で先行して進められるべきと考えられる。
また信頼性の確保に関しては、確立論的な取り扱いが重要となってくる。上記の実験条
件の制御も再現性の向上に大きく影響するが、各種の測定法の精度の向上も重要である。
測定の精度や再現性では、従来からマクロなトライボロジー現象の評価に用いられてきた
手法が、MEMS 構造を利用した手法よりも優れている場合も多い。これらを MEMS のト
ライボロジー特性の評価に適用する際の問題点や制限を明らかにし、質の高いデータ取得
を可能とすることも重要であると考えられる。
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３．５ 材料特性・計測法分野における課題
（１）信頼性評価における技術的問題点・課題
MEMS 材料の場合、作製プロセス条件によって材料の組織や表面状態が異なる場合があ
り、また、同一ウエハー上においても、その場所によってそれらの状態が異なる可能性が
ある。さらに、材料作製後の保管環境・状態（温湿度、雰囲気）も機械的性質に影響を及
ぼすと考えられる。また、試験片の加工プロセスによっても、微小な欠陥が導入されるこ
とがあり、このことが実デバイスで使用されている構造体と試験片の機械的性質に差異を
与える要因ともなる。上記のことは、結果として、計測値に大きなばらつきを与えること
になる。
一方、試験片のサイズが小さくなると、機械的性質に寸法効果が現れる。この寸法効果
には、上記のプロセス上の問題も含まれるが、intrinsic な寸法効果も含まれており、これ
をどのように分離するかが重要となる。特に、延性材料の曲げ試験の場合、歪勾配（試験
片の寸法に依存）が機械的性質に大きな影響を及ぼすことが知られており、この点につい
て言及する必要がある。一方、引張強度に関しては、MEMS で使用される構造体の寸法（ミ
クロンオーダー）までは、intrinsic な寸法効果は顕著に現れないことが報告されている。
ところで、現在 IEC に提案されている薄膜材料の引張試験に関する標準規格は、あくまで
も「試験法そのものの規格」であり、得られたデータに関する解釈については当然のこと
ながら言及されていない。しかしながら、基本的な試験方法さえ統一できれば、MEMS
で使用される薄膜材料機械的性質に関し、応用面も含めて統一的な議論が進められること
になる。これは通常サイズ材料の規格でも同じであり、まず、最初に基本となる試験法の
規格があり、それに派生して、例えば強度の統計的な処理法に関する規格等が順次制定・
整備されてきている。今後、MEMS 材料の機械的性質に関する評価法の規格も、これを基
に派生した規格の制定を行う必要があるが、これらの規格に上記の問題点をどのように反
映させていくかが課題となる。
疲労、破壊靱性、衝撃試験については、まだ標準化が提案されていない段階であるが、
特に疲労は長期にわたる信頼性、耐久性を保証する設計を行う上できわめて重要であり、
標準試験法の規格化が急務である。

（２）改善に向けた提言
１）標準試験片の整備
機械的性質評価の基本となる標準試験片（IEC に提案した規格：
「薄膜標準試験片」
）を
整備し、常に供給可能な状態にする。これにより、各機関で行っている機械的性質計測の
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校正を行うことが可能になり、機械的性質計測精度の向上が計れる。
２）できる限り安価な標準試験機の供給
現時点で、MEMS 材料の機械的性質評価は限られた機関でしか行うことができない。こ
れでは、たとえ規格が制定されても計測が迅速に対応できず、結果として我が国の MEMS
の産業化に貢献できない。また、計測装置の価格が高価では導入台数が限られてしまう。
したがって、できる限り安価な計測装置の供給がきわめて重要と考えられる。
３）規格の整備
引張試験については、我が国が主導して基本規格ならびに標準試験片に関する規格を
IEC に提案した。一方、基本規格に加えて、MEMS 設計への展開を考慮した強度の統計
処理等の規格を整備する必要がある。また、
信頼性評価にとってきわめて重要となる疲労、
破壊試験に関する規格の早期制定が望まれる。なお、疲労試験の標準化に関しては、経産
省の委託によりマイクロマシンセンターが中心となって「マイクロ・ナノ材料の疲労試験
に関する標準化」事業で規格の策定が行われている。
４）データベースの構築
MEMS 材料のプロセス、試験片の作製方法等の詳細を記したデータベースが構築できれ
ば、MEMS 設計の時間を大きく短縮できる可能性がある。結果として、我が国の国際競争
力の向上に大きく寄与できる。なお、データベースの整備についてはマイクロマシンセン
ターにおいて「MEMS-ONE」プロジェクトが進行中である。
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第４章

ＭＥＭＳ信頼性評価技術に係わる提言

第３章において、各領域別に今後の「改善に向けた提言」を示したので、個別的、技術
的観点からの提言はそちらに譲ることとして、本章においては、より広くＭＥＭＳ信頼性
評価技術に関する全般的な視点からの提言を行うこととしたい。
（１）ＭＥＭＳの信頼性評価技術に関しては、海外、特に米国（ＳＮＬ等）においてい
ち早く研究が行われており、未だ日本での取り組みは数少ないが（特に表面マイクロマシ
ンニングに関するもの）
、すでに手遅れというレベルではない。信頼性評価技術は、ＭＥＭ
Ｓによるマイクロ機能デバイスの実用化・製品化にとって、その死命を制する重要な技術
であることから、今後、我が国においても、これまでの遅れを取り戻すべく、産学官連携
のもとで積極的に取り組むべきである。
（２）これまでのＭＥＭＳ信頼性評価技術に関する研究は、個別デバイスごとの評価技
術に関するものが多く、個々バラバラの感がある。今後は、効率的な研究開発を推進する
ために、個別デバイスを横断する共通的な評価技術項目を抽出して、取り組むことが望ま
れる。
（３）前述の共通的な評価技術項目として、ＭＥＭＳによるマイクロ機能デバイスの構
成要素（材料）ごとの評価試験技術が重要である。現状のＭＥＭＳ信頼性評価技術に関す
る研究の中では、比較的取り組みが多い技術分野ではあるが、未だ十分というにははほど
遠いレベルにある。また、ＭＥＭＳにおいて多用される薄膜材料の、信頼性に係わる様々
な特性のデータベース化に対するニーズが高いことを、重要視する必要がある。
（４）現状では、様々な故障メカニズムに対するモデリングや、故障モードごとのパラ
メーターの抽出ができていないため、予測が全くできないということが大きな問題点であ
る。
このモテリングやパラメーター抽出を行うことによって、
疲労試験をはじめとする様々
な信頼性評価試験の加速試験につなげていくことが、極めて重要である。
（５）自動車の衝突試験と同様に、実機を用いた試験だけではなく、より効率のよい、
計算機によるシミュレーションを最大限に活用した故障の予測や、信頼性評価を行う技術
を開発することも重要である。
（６）デジタルミラーディバイスの評価試験の状況等を見ると、ＬＳＩやＩＣ等の半導
体電子デバイスの信頼性試験のアプローチが、ＭＥＭＳデバイスにも使えるように思われ
る。ただし、一般に生産量（規模）が異なるため、ＭＥＭＳとしての独自のアレンジが必
要になるようにも思われる。
（７）ＭＥＭＳデバイスの評価装置を、同じウエハレベルの中に作り込み、システム化
するための研究開発が、米国のＳＮＬやＪＰＬにおいて行われている。温湿度の制御下等
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で数多くの試験を同時に行うことが可能となっており、エレガントなアプローチ法として、
大いに注目される。今後このアプローチや考え方を、さらに発展させていくことが重要で
ある。
（８）ＭＥＭＳということで、これまでは機械特性系の評価技術に関する研究が比較的
多かったが、ＭＥＭＳの特殊性に基づいた電気的特性も無視できないため、電気特性系の
評価技術の進展も望まれる。
（９）なぜ壊れたのかという原因を追及するための、破壊したデバイスの分析実験技術
の開発も重要である。
（１０）米国のＤＡＲＰＡにおいてすでに行われているような、試験法の統一化が今後ま
すます重要になってくるであろう。
（１１）ＭＥＭＳの信頼性評価技術にとって、今後標準化が望まれる項目としては、まず
第一に、信頼性評価の基礎となる様々な量の測定・評価法の標準化が重要であると考えら
れる。この測定・評価する量としては、マイクロな物体の変位、
（優先度第 1 位か？）
、形
状・寸法、運動しているときの 3 次元形状、マイクロ流体の流速・圧力などが挙げられる。
（１２）米国においては、信頼性のあるＭＥＭＳマイクロ機能デバイスを設計するための
インターネット教材の必要性が指摘されており、すでに一部は開発されてもいるようであ
る。今後様々な企業や機関によって、様々な用途のマイクロ機能デバイスを開発し、実用
化・製品化していくためには、我が国においても、このような取り組みが必要となるであ
ろう。
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第５章

むすび

本調査研究では、これまで我が国ではまとまった調査研究が行われてこなかったＭＥＭ
Ｓの信頼性評価技術を取り上げ、その第１段階として、文献調査により技術の現状を把握
するとともに、今後の課題を明らかにし、いくつかの提言を行った。このＭＥＭＳ信頼性
評価技術は、ＭＥＭＳ技術によるマイクロ機能デバイスの実用化・製品化にとって、その
死命を制するとも言える重要な技術であり、もとより今回の１年間の調査研究のみでは、
その全貌を明らかにし、今後の具体的な技術開発に結びつけていくためには、極めて不十
分である。今後、本調査研究で明らかにした課題や、提言等に基づきつつ、マイクロ機能
デバイスのメーカーやユーザーからのニーズを的確に把握し、ある程度領域や課題を絞り
込んで、さらに調査研究を深化させて行くことが大いに望まれる。
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