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序 

 

 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業におい

てはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に伴い、世界的

規模で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点での見直

しを行う必要性が高まっています。このため弊会では経済産業省の委託を受けて、従

来から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業に取り組んで参りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、品質や

環境などをはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されてきております。

弊会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジ

メントにかかわる規格や、機械工業横断的な規格についての取り組みを強化している

ところです。 

 具体的には、国内規格と世界標準との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備と

リスクアセスメント実施のガイド作成、各専門分野の機関・団体の協力による機種別・

課題別標準化の推進などです。これらの事業成果は、日本発の国際規格への提案や国

際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶもの

であります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進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 における規格化戦略に関する調査研究」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１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  
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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ます。 Ｍ

ＥＭＳ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、プリンタ用のヘッドなどを代表とした様々な産

業への展開が進み、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、材料など複数の技術要素が、必要とされる製品・シス

テムに合わせて加工組立てられる融合領域であることから、各技術領域・産業分野の独

自規格や標準が相互に作用し、ＭＥＭＳの効率的な開発、生産、応用に障害が起こるこ

とが懸念されます。 従って、今後、ＭＥＭＳ技術・製品が世界市場において国際競争

力を維持強化していくためには品質、性能、安全性、寸法などの国際標準化に取り組む

事が極めて重要であります。  

本調査研究事業は、社団法人日本機械工業連合会より「ＭＥＭＳにおける規格化戦略

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

る標準化・規格化についての調査研究を行ったものであります。 具体的にはＭＥＭＳ

産業力の維持強化とそれを基盤とした国際展開にとって必要となる国際標準化・規格化

に関して、MEMS 産業からのニーズを基にした技術課題の調査を行い、世界における日本

の現状把握と、将来の標準化・規格づくりに必要な技術要件を明確にし、今後に向けた

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頂ければ幸いであります。 
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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産業力の維持強化とそれを基盤とし

た国際展開にとって必要となる戦略的な国際標準化・規格化の取り組みとして、ＭＥＭＳ

産業からのニーズに基づく技術課題の調査研究を行うことにより、世界における日本の現

状把握と、将来の標準化・規格づくりに必要な技術要件を明確にし、今後の標準化ロード

マップ策定に向けた提言を行うことを目的とする。 

  

２ 調査研究の体制         

ＭＥＭＳ関連技術分野における標準化・規格化については多角的観点から調査研究を実

施するため、学識経験者及び専門家等から成る「ＭＥＭＳにおける規格化戦略に関する調

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。 

 

 

 

          

 

 

（調査委託） 

 

事務局、研究員 

 

本調査研究は、ＭＥＭＳ関連企業および大学・研究所におけるニーズの高い技術課題を

把握し、これらの課題を４技術分野に分け、上記課題について調査研究を実施した。技術

分野に対応する４分科会では、それぞれリーダーを選出し各分科会の調査取り纏めを実施

した。 

 

３ 実施結果        

３．１ ＭＥＭＳ関連技術における標準化・規格化のニーズ調査 

ＭＥＭＳ関連技術分野の標準化・規格化の戦略を策定するための基本情報収集を目的と

したアンケートを、ＭＥＭＳユーザー、メーカー（装置/材料を含む）、ならびに大学・研

財団法人 マイクロマシンセンター          

社団法人 日本機械工業連合会 

調査研究部 ＭＥＭＳにおける規格化戦略に関する調査研究委員会 
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究所の研究者を対象に実施し、ＭＥＭＳ産業界からニーズの洗い出しを行なった。 上記

アンケートの設問、調査対象、およびアンケート結果とその分析詳細について第３章に掲

載した。 

  

３．２ ＭＥＭＳ関連技術分野の標準化・規格化に関する現状課題の分析 

各分科会にて、上記アンケート結果と分析に基づいたニーズの高い分野別課題について、

何を規定すれば役に立つ規格になるか、またそれらに対する技術シーズについて、関連す

る既存規格、学術文献、ならびに有識者ヒアリングなどの調査活動を行なうことで MEMS

関連の標準化・規格化に関する現状把握を行ない、将来の規格化の為に必要となる技術要

件のあぶり出しを行なった。 これらについては技術分野毎の標準化・規格化に向けて課

題・提言として第４章に掲載した。  

 

３．３ ＭＥＭＳ関連技術分野の標準化・規格化ロードマップ策定に向けた提言 

各分科会の調査活動により、将来の標準化・規格化の為に必要となる技術要件のあぶり

出しを行なうことができたので、今後、我が国の優位性が発揮できる分野について戦略的・

継続的な標準化ロードマップの策定に向け、本調査研究のまとめと今後への提言を第５章

に掲載した。 

 

４ 業界において予想される効果 

本調査研究ではＭＥＭＳ産業界からのニーズを基に、標準化・規格化のための技術課題

の調査研究を行い、世界における日本の現状把握と、将来の標準化・規格づくりに必要な

技術要件を明確にしてきた。これらは今後の標準化ロードマップ策定に展開することにな

るもので、ＭＥＭＳに関心を有するすべての大学・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。 
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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。 既に自動車のエアバック用

加速度センサーや、プロジェクター用のデジタルミラーデバイス等が製品化され、自動車、

FA 等、産業・社会生活に密接した市場を形成するに至っている。  

 ＭＥＭＳ技術は新生の技術であるとともに機械、電気、電子、化学、材料など多岐の技

術分野にまたがった融合技術領域であることから、研究開発の早期の段階から標準化（試

験・評価方法など）を一体的に推進することが重要であり、ＭＥＭＳ関連技術分野の基盤

として役に立つ標準化・規格づくりを推進していく事は我が国の MEMS 研究開発成果の

世界市場における実用化に必要であると考えられる。 

 そこで、本調査研究では MEMS 産業力の維持強化とそれを基盤とした国際展開にとっ

て必要となる国際標準化・規格化に関して、MEMS 産業からのニーズを基にした技術シー

ズの分析調査を行い、世界における日本の現状把握と、将来の標準化・規格づくりに必要

な技術課題を明らかにし、今後の標準化・規格化にとって重要な指針となるロードマップ

策定に向けていくつかの提言を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年３月 

ＭＥＭＳにおける規格化戦略に関する調査研究委員会 委員長  石川 雄一 
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第１章 調査研究の概要 

 

 １．１ 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。 Ｍ

ＥＭＳ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。  

ＭＥＭＳは、機械、電気、化学、流体、材料物性などの複数要素が、必要とされる製

品や応用商品に合わせて加工・組み立てられる融合の技術領域であるため、機能や性能

の高さと合わせて国際標準を伴ってこそ産業競争力の強化につながるものと考えられる。 

現在日本は、ＭＥＭＳ領域では IEC(International Electro technical Commission)

の場において、専門用語と材料試験法の国際標準化活動でイニシャティブを執っており、

今後も継続して主導の立場を確保すべく戦略的な標準化・規格づくりの活動が必要と考

えられる。  

本調査研究の目的はＭＥＭＳ産業力の維持強化とそれを基盤とした国際展開にとって

必要となる国際標準化・規格化に関して、ＭＥＭＳ産業からのニーズを基にした技術シ

ーズの分析調査を行うことにより、世界における日本の現状把握と、将来の標準化・規

格づくりに必要となる技術要件を明確にし、今後の標準化・規格化にとって重要な指針

となるロードマップ策定に向けた提言を行うことにある。 

 

 １．２ 調査研究の体制         

 ＭＥＭＳ関連技術分野における標準化・規格化について材料・加工・応用などの多角的

観点から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における

規格化戦略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。 
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（調査委託） 

 

 

事務局、研究員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＥＭＳ関連技術分野における標準化・規格化に関する調査研究は、まずＭＥＭＳ関連

企業および大学・研究所に対し標準化・規格化に関するニーズ調査アンケートを行ない、

本アンケート結果からニーズの高い課題を把握し、関連技術分野毎に設定した４分科会に

て高いニーズ課題の中から分科会で取り上げる調査対象を抽出、調査研究を実施した。 そ

れぞれの分科会ではリーダーを選出し、各分科会の調査取り纏めを実施した。 

 

 

 

 

財団法人 マイクロマシンセンター          

社団法人 日本機械工業連合会 

調査研究部 MEMS における規格化戦略に関する調査研

究委員会 

計測分科会 

材料分科会 

パッケージ分科会 

デバイス分科会 
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【分科会構成】 

・計測分科会  生津委員リーダー 

 ・材料分科会  高島委員リーダー 

 ・パッケージ分科会 高木委員リーダー 

 ・デバイス分科会 佐々木委員リーダー 

 

 

 １．３ 調査研究の項目・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した。 

（１）ＭＥＭＳ関連規格の現状についての調査研究 

ⅰ ユーザー、あるいはメーカーとして取り込みたいＭＥＭＳ関連規格（ニーズ）

についてＭＥＭＳ関連企業および大学・研究所にアンケートを実施 

ⅱ 上記アンケート結果から現状でのニーズの高い課題を抽出 

（２）標準化・規格に関する現状課題の分析 

ⅰ 上記抽出課題について世界の現状と日本の現状（優位性/ポテンシャル）を文 

献、有識者講演などから比較研究する。 

（３）今後求められる標準化・規格のあり方について調査研究 

ⅰ 我が国の優位性が発揮できる分野について主体的取組みを継続して実施する

ための標準化ロードマップ策定に向け、いくつかの提言を行う。 
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事業のタイム・スケジュール 

上半期 下半期     半期別・月別 

   

項 目 
17 / 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10

 

11

 

12 

18 / 

1 

 

2 

 

3 

 

①MEMS 関連規格の現状に

ついての調査研究（アン

ケート調査） 

 

②標準化・規格に関する現

状課題の分析 

 

③今後求められる MEMS 標

準化・規格のあり方につ

いて調査研究 

 

④委員会の開催 

 

⑤報告書の作成・公表 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 
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第２章 国際規格（ＩＳＯ、ＩＥＣ）の概要と規格内容の多様性 

２.１ 国際規格（ＩＳＯ、ＩＥＣ）の概要 

２.１.１ 国際標準化の重要性 

 今、国際標準化の重要性が高まっている。第一の理由は WTO（世界貿易機構）で TBT 

(Technology Barriers to Trade)協定が 1995 年に締結されたことである。これにより、IEC

規格、ISO 規格使用が義務付けられ、各国の個別規格が貿易の技術的障害になってはなら

ないことが明確化された。 

日本が国際標準を獲得しなかったために貿易に障害が出た例として 2 槽式洗濯機があ

る。2 槽式洗濯機については、欧州が国際標準を取っていて、日本の方式は国際標準では

なかった。東南アジアの国々の一部で、国内規格を国際標準にあわせる形で見直したため、

日本からの 2 槽式洗濯機の輸入が禁止されたケースがある。 

第二の理由は技術をめぐる環境の変化にある。技術の複雑化、細分化により、近年はひ

とつの製品やサービスの実用化に多数のコア技術（特許）が必要になってきている。また、

経済のグローバル化により市場が世界規模に拡大し、はじめから世界市場を視野に入れな

ければ企業が生き残れない状況になっている。 

この結果、国際標準化の意義や取り組みに変化が起こってきている。従来は、国際標準

化は商品を実用化する上で不可欠の要素ではなかった。このため、企業も標準化の取り組

みにそれほど熱心ではなかった。最近は、「特許をとっても標準化されなければ使われない」、

「標準化活動なくしては、研究開発の成果を確実に実用化・産業化できない」ことが認識

されるようになった結果、国際標準化に対する意識や取り組みに変化が起こってきている。

日本経団連でも戦略的な国際標準化の推進に関する提言[1]を行なっている。 

このような国際標準化の重要性の高まりを受けて、企業レベルでは商品、技術の性格に

応じて、標準化戦略を立て、研究開発戦略、知的財産戦略とともに三位一体で取り組む必

要がある。また、政府レベルでは普及啓発、人材育成などの環境整備を進める必要がある。 

 

２.１.２ 国際標準化の種類 

国際標準化の方法には、表２－１に示すように３種類に大別できる。デジュール標準は、

IEC、ISO等の標準化国際機関により各国の利害を調整しながら標準化するもので、各国の

利害を十分反映できる利点があるが、標準化までに長時間（3～5年）要するという欠点が

ある。デファクト標準はパソコンのOS（ウィンドウズ）やマイクロプロセッサ（インテル）

などのように特定の会社の製品が市場を制覇し、その社の方式が事実上の国際標準となる

ものである。この場合は市場制覇した時点で標準化は終了しその会社にとって好都合であ
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るが、ユーザー等の関係者の利害は殆ど反映されないという問題点がある。また、先端技

術分野では、デファクト標準の占有（１人勝ち）は次第に困難になってきている。 

フォーラム・コンソーシアム標準は利害関係者がフォーラムまたはコンソーシアムを結

成し、その中で標準化を行なうものである。標準化が比較的短時間で終了するので、最近

は多く試みられているが、次世代DVDのように標準化のために複数のグループが形成され

てその間の紛争が長期化する例もある。表２－２に代表的国際標準化機関を示す。 

 

表２－１ 国際標準化の種類 

 

国際標準化の種類 国際標準化の方法 実例 特徴 

デジュール標準 

IEC、ISO等の標準

化国際機関により

各国の利害を調整

しながら標準化 

MPEG-２等 各国の利害反映 

標準化に長時間要す 

 

デファクト標準 

市場を制覇するこ

とにより、その社の

方式が事実上の標

準となる 

VHS vs β戦争、 

ウィンテル連合等

 

市場制覇した会社には好

都合 

ユーザーの利害は反映さ

れない 

フォーラム・コン

ソーシアム標準 

利害関係者がフォ

ーラム・コンソーシ

アムを結成しその

中で標準化 

次世代大容量光デ

ィスク等 

次世代DVD 

Bluetooth 等 

標準化が比較的短時間 

グループ間で紛争する場

合もある 

 

表２－２ 国際標準化機関 

 

対象分野 国際標準化機関 

電気関係 IEC (International Electrotechnical Commission) 

電気以外 ISO (International Organization for Standardization) 

情報技術 ISO/IEC JTC1 (Joint Technical Committee 1) 

電気通信 ITU (International Telecommunication Union) 
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２.１.３ 規格の階層 

規格には、上位レベルから順に、国際規格、地域（欧州等）規格、国家規格、団体規格

がある。表２－３に規格の階層と実例を示す。団体規格の適用領域はその団体内、国家規

格の適用領域はその国家内であり、上位レベルになるほど適用領域は広がる。規格化する

場合、まず団体規格にしてから、国家規格、国際規格にすることも多い。 

 

表２－３ 規格の階層 

 

階層 実例 

国際規格 IEC、ISO、ITU 等 

地域規格 

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

CEN (European Committee for Standardization) 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 等 

国家規格 

JIS（Japanese Industrial Standard、日本）、 

DIN（Deutsches Institüt für Normung、独）、 

ANSI(American National Standards Institute、米)  

BSI (British Standards Institution、英) 等 

団体規格 

JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 

Association、電子産業技術協会)  

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  

JEDEC (Joint Electron Devices Engineering Councils) 

 

２.１.４ IEC の概要 

 MEMSの標準化は現在IECで進められているのでIECの概要について説明する。IECは、

１９０６年ロンドンで設立され、現在、本部はジュネーブにある。法律上はスイス所属の

NGOという形態をとっている。会員国は正会員が５１ヶ国、準会員１５ヶ国、保留１ヶ国

である。 

専門委員会(TC, Technical Committee)は９０あり、技術分野ごとに活動している。予算

規模は、１９､３００千スイスフラン（約１５億７０００万円）程度で、各会員国からの分

担金と規格の売り上げが主な収入源となっている。 

日本加盟は１９５３年で、日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）が加盟団体となっている。

審議団体として、分野ごとに学会、工業会に審議が委託されており、MEMSが所属する         
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TC47(半導体デバイス)の審議団体はJEITA（電子情報技術産業協会）であるが、MEMS関

係の実質審議はマイクロマシンセンーで行なわれている。 

 

２.１.５ TC47・MEMS の標準化組織 

 標準化組織を図２－１に示す。MEMS の標準化は IEC TC47 直属の WG4: 

Micro-electromechanical Devices で行なわれる。TC47 の国内審議団体は JEITA であるが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ TC47・MEMS の標準化組織 

IEC 

     TC47: Semiconductor Devices 

            WG1: Terminology 

WG2: Climatic and mechanical tests 

WG3: Electronic Components - Long duration storage of electronic 

components guide for implementation 

WG4: Micro-electromechanical Devices 

WG5: Temperature stability test- MOSFET and Dielectric Breakdown test 

         SC47A: Integrated Circuits 

           SC47D: Mechanical Standardization of Semiconductor Devices 

           SC47E: Discrete Semiconductor Devices 

 日本工業標準調査会（JISC） 

  電子情報技術産業協会 (JEITA) 

    TC47国内委員会（半導体デバイス） 

          ＳＣ４７Ａ国内委員会（集積回路） 

          ＳＣ４７D国内委員会（半導体パッケージ） 

          ＳＣ４７E国内委員会（個別半導体） 

    マイクロマシンセンター 

       標準化事業委員会 

         専門用語委員会（ＭＥＭＳ専門用語集） 

         材料特性標準化委員会（薄膜引張り試験）           

          疲労試験標準化推進委員会（疲労試験） 
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MEMS関係の実質審議はマイクロマシンセンターの標準化事業委員会の中で行なわれてい

る。現在、専門用語委員会（ＭＥＭＳ専門用語関係）、材料特性標準化委員会（薄膜引張

り試験関係）、疲労試験標準化推進委員会（疲労試験関係）があり、それぞれMEMSの標

準化活動を行なっている。 

 

２.１.６ TC47 と TC47/WG4 の概要 

 表２－４に TC47 の概要を、表２－５に TC47/WG4 の概要を示す。 

 

表２－４ TC47 の概要 

 

項目 内容 

歴史 1967年にＴＣ23から分離発足 

取り扱い範囲 個別半導体、集積回路、半導体センサ、ＭＥＭＳ 

Chairperson Nicholas E.F. LYCOUDES  (USA) 

Secretary Ilsub CHUNG (Korea) 

P-member 

 

英、米、仏、独、伊、日、韓、中、蘭、チェコ、インド 

オーストリア、ポーランド、ロシア、スェーデン Members 

O-member １７ヶ国 

 

表２－５ TC47/WG4 の概要 

 

項目 内容 

歴史 1997年TC47ソウル会議で発足 

名称 Micro-electromechanical devices 

Convenor Robert TURNER  （ＵＫ） 

Project 

leader 

Kuniki OHWADA （Japan） 

Se-Kwang PARK  (Korea) 

Members 韓 4、独 2、仏、米、中 計 9 名 

 



－12－ 

２.１.７ 国際規格の審議フロー 

 IEC 国際規格は関係国の利害を反映させるため、提案から発行まで TC の会員国間で 3

回の投票が行なわれる。会員国には P メンバー(Participating Member)と O メンバー

(Observer Member)の 2 種があり、P メンバーは投票権がありコメントも付けられるが、

O メンバーは投票権が無くコメントを付けるだけである。図２－２に国際規格の審議フロ

ーを示す。 

 新規作業項目（NP, New Proposal）は会員国ならばどこでも提案でき、提案の採否は投

票にかけられる。投票の可決条件は、①TC の P メンバーから 4 ヶ国以上のプロジェクト

参加、②投票した P メンバーの過半数が賛成、の 2 条件を同時に満たす必要がある。この

投票でプロジェクトリーダーとプロジェクトメンバーも決められる。 

 プロジェクトリーダーによって、可決された NP をベースに、付与されたコメントを考

慮した委員会原案(CD : Committee Draft)が作成、回付される。CD に対し、会員国はコ

メントを付与することができる。CD の完成度が高い場合は TC の国際幹事の判断で CDV

のステージに進む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 国際規格の審議フロー 

新規作業項目(NP)提案

委員会原案(CD)回付

投票用委員会原案(CDV)回付

最終国際規格原案(FDIS)回付

国際規格(IS)発行

投票

完成度

投票

投票

No

No

No

No

・4ヶ国以上の参加

・過半数の賛成

・幹事判断

・2/3以上の国の賛成

投票可決条件

・2/3以上の国の賛成
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 プロジェクトリーダーによって、CD をベースに、付与されたコメントを考慮した投票

用委員会原案(CDV : Committee Draft for Vote)が作成、回付される。CDV に対する投票

可決条件は投票した P メンバーの２／３が賛成である。 

 可決された CDV をベースに、付与されたコメントを考慮した最終国際規格原案(FDIS : 

Final Draft for International Standard)が作成され、投票にかけられる。この場合の可決

条件は投票した P メンバーの２／３が賛成である。また、FDIS 投票においては編集上の

コメントを付けることはできるが、技術的なコメントを付けることはできない。 

 

２.２ 国際規格の内容の多様性と分類化 

２.２.１ 規格の定義、目的と条件 

 規格の定義は、ISO/IEC 専門業務用指針によって次のように定められている[2]。 

「規則、指針、または特性を規定する文書であって、合意に基づいて制定され、認知され

た組織によって承認され、所定の文脈の中でもっとも望ましい水準を達成することを目指

すもの」 

 ISO/IEC 規格の目的は以下のように規定されている[3]。 

ISO および IEC が発行する文書の目的は、国際的な取引きおよびコミュニケーションを

促進するため、明瞭かつあいまいさのない規定を定めることである。この目的を達成する

ため、文書は次の条件を満たさなければならない。 

・ 適用範囲によって規定された範囲で、必要十分の完全性を持つ 

・ 一貫性があり、明瞭かつ正確である 

・ 先端技術を十分に考慮する 

・ 将来の技術開発に対する枠組みを提供する 

・ 文書作成に参画しなかった有識者が理解できる 

 

２.２.２ 規格の種類と実例 

 国際規格の種類は、表２－６に示すように５種類に大別できる。用語集規格は、特定の

技術分野の用語と定義を集めたものでその分野の標準化の基礎となるものである。試験法

規格は、評価法、測定法、評価基準も含み、多くの対象に対し普遍的な基準を与えるもの

で、特定の製品に対するものは次の製品規格に含まれる。製品規格は、設備、装置、機器、

部品、材料を対象としており、ユーザーとサプライヤーのインターフェースとなるべきも

のである。システム規格は、方式・システムを対象としたものである。マネージメントシ

ステム規格は認証の仕組みを含んだものである。 
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表２－６ 規格の種類と実例 

 

規格の種類 実例 備考 

用語集規格 ・MEMS用語集  

試験法規格 ・薄膜材料引張り試験法 
評価法、測定法、評

価基準も含む 

製品規格 ・半導体加速度センサ 
設備、装置、機器、

部品、材料を対象 

システム規格 ・生産プロセスシステム  

マネージメント

システム規格 

・ISO 9001 Quality management systems 

・ISO 14001 Environmental management systems  
認証の仕組みを含む

 

２.２.３ 用語集規格 

 規格における用語の取り扱いは２種類あり、用語集規格を独立させる場合と個別規格の

中で用語の章を設定する場合がある。 

用語集の構成は技術分野ごとに用語を分類し、用語とその定義を配列する。定義以外の

説明的事項は注で補足する。用語集の構成の実例として、MEMS 用語集の構成を表２－７

に示す。ここでは、MEMS 用語を８分野に分類して、分野ごとに用語を配列している。 

 

表２－７ MEMS 用語集の構成 

 

MEMS 用語集の構成 

1 適用範囲 

2 引用規格 

3 用語と定義 

 3.1 一般的な用語 

 3.2 科学技術に関する用語 

 3.3 材料科学に関する用語 

 3.4 機能要素に関する用語  

3.5 加工技術に関する用語 

 3.6 接合・実装に関する用語 

 3.7 評価技術に関する用語 

 3.8 応用技術に関する用語 

付属書 用語集作成に当たっての基準と留

意点 
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表２－８ 用語・定義の実例 

 

項目 実例 

用語 MEMS 

定義 
micro-sized electromechanical systems, in which sensors, actuators and/or 

electric circuits are integrated on a chip using semiconductor process 

注 

MEMS is an acronym standing for "micro electro mechanical systems". The 

term MEMS is mostly used in the United States. In general this term means 

technologies to realize micro structures, sensors, and actuators by using 

silicon process technology though it is occasionally used in some other 

meanings. 

 

MEMS 用語集の中から用語・実例として、「MEMS」とその定義、注を表２－８に示す。

定義は該当用語が含まれる文章中でその用語と置き換えても意味が通じるような形式で表

現されなければならない。定義は「文章」でなく、「句」で表現され、小文字で始まってピ

リオドは付けない。 

 

２.２.４ 試験法規格 

試験法規格の一般的な構成要素を表２－９に示す。これは一般的な構成要素なので、試

験法の対象によってより適した構成にする必要がある。 

 

表２－９ 試験法規格の構成要素 

 

構成要素 

・原理 

・試薬 and/or 材料 

・装置 

・サンプルおよび試験片の調整および保存 

・手順 

・計算方法および試験方法の精度、試験結果の表示法 

・試験報告書 
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表２－１０ 薄膜材料引張り試験規格の構成 

 

薄膜材料引張り試験規格の構成 

1 適用範囲 

2 引用規格 

3 記号 

4 試験法と試験装置 

5 試験片 

6 試験報告書 

付属書Ａ 試験片把持法 

付属書Ｂ 試験条件 

付属書Ｃ 試験片（詳細事項） 

 

試験法規格の構成の実例として日本から提案している薄膜材料引張り試験法の構成を表

２－１０に示す。薄膜材料引張り試験法においては、試験片把持法、試験条件、および試

験片が特に重要なので、これらの項目については付属書で補足的な説明を行なっている。 

 

２.２.５ 製品規格 

製品規格は設備、装置、機器、部品、材料が対象となり、その構成は種々である。表２

－１１に製品規格の一例として、半導体デバイスの構成を示す。 

 

表２－１１ 製品規格の構成（半導体デバイスの例） 

 

項目 内容 

一般的事項 適用範囲、引用規格 

用語 用語、定義、記号 

定格と特性 
最大定格 

電気的特性 

測定法 電気的特性の測定法 

信頼性  
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これらの項目のうち最も重要なのは製品を規定する定格と特性である。定格と特性で使

われる用語のうち既存規格で定義されてない新用語を用語の項目で定義する。また、電気

的特性のうち既存規格で測定法が与えられてないものを測定法の項目で記述する。信頼性

については一般的な信頼性規格で規定されてない固有のものがあればここで規定する。 

 

２.３ （財）マイクロマシンセンターにおけるこれまでの取り組みと現状 

２.３.１ MEMS 専門用語集 

マイクロマシンセンターでは１９９３年度から専門用語部会においてマイクロマシン技

術用語の抽出、整理、語意調査を行い、１９９５年度に２２０語の和文用語集を完成させ

た。１９９７年度に英文用語集をまとめ、１９９８年度には和文と英文を統合したマイク

ロマシン技術専門用語集をマイクロマシンセンターテクニカルレポートとして発行した。 

この用語集を国際規格としてもっと世界中に普及させるために、マイクロマシン用語集

（英文版）をＩＥＣに新規作業項目（NP）として提案することになった。提案に当たって

英文版用語集を IEC の書式に書き直し２００２年７月に IEC に提案した。表２－１２に

MEMS 専門用語集の審議状況を示す。提案時の用語数は２２０語であったが、NP から

FDIS までの４つの審議段階を経て、その後の追加と絞込みにより、最終的には１０８語 

 

表２－１２ MEMS 専門用語集の審議状況 

 

審議段階 提案 投票結果 提案／投票内容／コメント 

NP 2002.7.5 承認 

提案：２２０用語 

賛成多数、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加：日、韓、米、英、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 

韓国３０用語追加、米国：関係薄い用語の削除 

CD 2003.4.4 － 

提案：１００用語（韓国提案を２１語に絞込み） 

韓国１１語追加、中国２１語追加 

CDV 2004.4.9 承認 

提案１０８語（韓中提案を絞り込み） 

投票賛成多数 

独：編集上のコメント、日本：用語配列を分野別に 

FDIS 2005.6.17 承認 

提案１０８語（分野別用語配列） 

投票賛成多数 

2005.9 国際規格発行 
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となった。２００５年９月に MEMS 専門用語集は国際規格として発行された。 

 

２.３.２ 薄膜材料引張り試験法 

マイクロマシンセンターではＮＥＤＯの新規産業支援型国際標準開発事業の委託を受け

て､１９９９年度～２００１年度にマイクロマシン用材料の特性計測評価方法の標準化プ

ロジェクトを実施した。この新規産業支援型国際標準開発事業では、３年間の委託期間で

国際標準化を目指した技術確立を行い、その後の３年間で国際規格提案を行なうものであ

る。３年間のプロジェクトでシリコン薄膜や金属薄膜などＭＥＭＳに使われる材料の試験

片作成法を検討し、この試験片を用いて、引張り試験法を５研究機関におけるラウンドロ

ビンテストにより実施し、試験規格作りの基礎データを収集した。 

２００２年度にマイクロマシンセンター材料特性評価委員会では上記データに基づいて

厚さ 10 μm 以下、幅、長さ 1 mm 以下の MEMS 用各種薄膜材料の引張り試験規格原案

と標準試験片作成法規格原案を作成した。 

２００３年度はこの２原案をＩＥＣの規格書式にして７月にＮＰ提案した。表２－１３

に薄膜材料引張り試験法の審議状況を示す。提案後大きな修正も無く、NP から CDV まで

の３つの審議段階を経た。２００６年２月現在は、FDIS 原案作成を完了し、回付待ちの

状況である。 

 

表２－１３ 薄膜材料引張り試験法の審議状況 

 

審議段階 提案 投票結果 提案／投票内容／コメント 

NP 2003.7.11 承認 

提案：引張り試験法と標準試験片の２規格案 

賛成多数、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加：日、米、独、仏、中 

コメント：英国から英語表現コメント 

CD 2004.4.9 － 

提案：英語表現の修正 

独、米から編集上のコメント 

CDV 2005.3.18 承認 

提案：CD コメントで指摘された部分の修正 

投票賛成多数 

独：文章表現のコメント、米：規格案の位置付け疑問視

会議結論：独コメント採用、米コメント不採用 

FDIS   独コメント採用して原案作成、回付待ち 
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２.３.３ 薄膜材料疲労試験法 

ＭＥＭＳ材料の疲労特性はデバイスの信頼性を左右するため、ＭＥＭＳを実用化する上で

重要な課題である。マイクロマシンセンターでは経済産業省から「エネルギー使用合理化

標準化調査」事業として、「マイクロ・ナノ材料の疲労試験に関する標準化」というテー

マで受託され、２００３年度～２００５年度の３ヶ年でマイクロ・ナノ材料の疲労試験法

の確立と規格開発を進めている。 

試験法については、京都大とセイコーインスツル社で作成した試験片を東工大、名古屋

大、群馬大、京都大、熊本大、立命館大、兵庫県立大で測定し、ラウンドロビンテストを

行なっている。またラウンドロビンテストと平行して試験規格原案の検討も進めている。

２００５年度末までに試験法を確立し、２００６年５月頃に薄膜材料疲労試験法規格原案

を IEC に提案する予定である。 

 

２.３.４ 韓国提案に対する取り組み（RF MEMS スイッチ） 

２.４節で述べるように、韓国が MEMS の国際標準化に力を入れてきた。その一環とし

て２００５年１２月に、韓国から RF MEMS スイッチの規格原案が IEC に提案された。

RF MEMS スイッチは今後の MEMS デバイスの中でも重要な位置を占めるもので、日本

企業でも多く取り組んでいることからその標準化の動向を傍観することはできない。そこ

で、関係企業（オムロン、三菱電機、富士通研究所、松下電工、ソニー）の参加により対

策ワーキンググループがマイクロマシンセンターの中に設立された。 

対策ワーキンググループで韓国提案を審議した結果以下の問題点が明確になった。 

① 規格案としてのレベルが低い 

② 何を規定して、何を規定すべきでないかという規格の要件を理解せずに作成して

いる 

③ 日本の利害が反映されていない 

投票の賛否を協議した結果、投票には賛成、プロジェクトには参加とし問題点をコメン

トとして提出することになった。反対投票すると修正意見が出し難くなるので、むしろ賛

成に回ってプロジェクトに参加し日本の利害を反映させたほうが得策との判断である。 

 

２.３.５ 国際標準化ワークショップ 

国際標準化活動を進める上で、提案に賛同する仲間作りが重要である。このため、MEMS

専門用語集や薄膜材料引張り試験法の提案に先立って表２－１４のように標準化ワークシ

ョップを開催した。ワークショップでは関係国にMEMS専門用語集や薄膜材料引張り試験 
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表２－１４ MEMS標準化ワークショップ 

 

 開催年、開催地 参加国 テーマ 

第１回標準化ワ

ークショップ 

２００１年 

ロンドン 

日本、英、米、独、仏、

デンマーク、 
専門用語と測定法 

第２回標準化ワ

ークショップ 

２００２年 

東京 

米、独、韓、スイス、

日本 
薄膜材料引張り試験法 

日韓中標準化ワ

ークショップ 

２００５年 

東京 
日、韓、中 

日韓中のMEMS標準化取組状

況 

 

規格の重要性と日本の原案取組状況を説明して、規格に対する理解と賛同が得られるよう

な環境作りを進めた。日韓中標準化ワークショップでは韓国のMEMS標準化に対する積極

的姿勢が目立った。今後、毎年日韓中で開催地を回りもちでMEMS標準化ワークショップ

を開催することが決まった。 

 

２.４ IEC/TC47（半導体デバイス）/WG4（ＭＥＭＳデバイス）における審議動向 

２.４.１ IEC/TC47/WG4 発足以来の動き 

 表２－１５に TC47/WG4 の審議動向を示す。1995 年に IEC の未来技術会長諮問委員 

 

表２－１５ TC47/WG4 の審議動向 

  

年 時期 審議動向 

1997 設立期 

1995 年：IEC の未来技術会長諮問委員会(PACT)が MEMS 技術

を IEC の標準化項目として取上げることを提案 

1997 年：TC47 ソウル会議で設立決定、初代主査：ドーレ教授

1998～ 

2001 
停滞期 

新規提案なし、主査ターナー氏に交代 

この間会議開催は 1度のみ（２０００年ロンドン会議） 

2002～ 

2004 
日本活躍期 日本が３件新規提案し、日本の活躍が顕著 

2005～ 韓国勃興期 日本の活躍は継続しているが、韓国の活動が活発化 
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会(PACT: President’s Advisory Committee on future Technology)が MEMS 技術を IEC

の標準化項目として取上げることを提案した。審議組織をどうするかが検討されたが、独

立の TC とするには標準化活動が未発達なので、プロセス技術が近い TC47（半導体デバ

イス）の中に WG を設立することが提案され、１９９７年 TC47 ソウル会議で設立が決定

された。初代主査（コンビナ）は UK のドーレ教授（インペリアルカレッジ）が就任した。 

 その後２００１年まで活動は停滞した。WG 会議が開催されないまま主査がドーレ教授

から UK のターナー氏に交代し、２０００年に 1 度 WG 会議がロンドンで開催されたのみ

であった。新規提案（NP）がなく、このままでは WG の廃止が警告されるようになった。 

 ２００２年に日本から MEMS 専門用語集が提案され、さらに、２００３年に薄膜材料

引張り試験法と引張り試験用標準試験片が提案されて審議が活発化した。 

２００５年から韓国の活動が活発化し、２００４年に韓国からMEMS通則が提案され、

さらに２００５年に RF MEMS スイッチが提案された。 

 

２.４.２ 日本の活動状況 

 表２－１６に日本の文書提案とその後の審議状況を示す。日本からは３件の規格案が提

案され、そのうち MEMS 専門用語集は MEMS 最初の国際規格として、２００５年９月に

発行された。 

 今後、２００６年に薄膜材料疲労試験法を提案予定である。 

 

２.４.３ 韓国の活動状況 

 韓国の活動状況と今後の予定を表２－１７に示す。韓国は２００４年に１件、２００５

年に１件提案してきたが、２００６年は３件提案予定であり、MEMS 標準化活動を急速に

活発化させている。日本としてもその活動に注意して対応する必要がある。 

 

表２－１６ 日本の IEC 文書提案とその後の審議状況 

 

日本提案文書 提案時期 現在の状況 備考 

MEMS 専門用語集 ２００２年 国際規格 ２００５年９月発行 

薄膜材料引張り試験法 ２００３年 CDV FDIS 回付待ち 

引張り試験用標準試験片 ２００３年 CDV FDIS 回付待ち 

薄膜材料疲労試験法   ２００６年提案予定 
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表２－１７ 韓国の活動状況と今後の予定 

 

提案時期 提案文書 現在状況・今後の予定 

２００４年 MEMS 通則 NP 

２００５年 RF MEMS スイッチ NP 

ボンディング法とパッケージ評価法 提案予定 

MEMS フィルタと FBAR 提案予定 ２００６年 

ストリップベンディング試験 提案予定 

 

参考文献 

[1] 日本経団連、「戦略的な国際標準化の推進に関する提言」、http://www.keidanren.or.jp 

/japanese/policy/2004/007.html 

[2] ISO/IEC Directives, Part 2, Ed.5, 3.1, p.8, 2004. 

[3] ISO/IEC Directives, Part 2, Ed.5, 4.1, p.10, 2004. 
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第３章 ＭＥＭＳ関連技術における標準化・規格化のニーズに関するアンケート調査 

 

３．１ まえがき      

本調査研究では、ＭＥＭＳ関連技術における標準化・規格化について、ＭＥＭＳ産業界、

大学・研究所を対象にニーズアンケートを実施した。 ３．２にアンケートの目的、設問

と調査対象の設定、３．３に調査結果のまとめ、３．４に調査結果の分析としてＭＥＭＳ

関連技術におけるニーズの高い標準化・規格化項目を記し、３．５では本事業で取り上げ

る調査研究項目を記す。  

 

３．２ アンケートの目的、設問と調査対象の設定  

アンケートは、我が国のＭＥＭＳ関連技術分野の標準化・規格化の戦略を策定するため

の基本情報収集を目的とし、その設問はニーズ（標準化・規格化がない為に困っている問

題）をボトムアップで伺う形式とした。 アンケート内容については本章末尾に、資料３

－１として掲載した。 

調査対象としては、ＭＥＭＳを部品として扱うユーザー、ＭＥＭＳ開発・製品に直接関

わっているメーカー（装置/材料を含む）、ならびに大学・研究所の研究者を挙げ、マイク

ロマシンセンター賛助会員（３７社・団体）、ならびに本調査研究に関連すると思われる大

学・研究機関の研究者（４５名）をアンケート対象とした。 

 

３．３ 調査結果のまとめ    

アンケートの回収率は全体で４０．２％（３３/８２件）、その内訳は大学・研究所 ３

３．３％（１５/４５件）、マイクロマシンセンター賛助会員企業・団体４８．６％（１８/

３７件）という結果であった。 
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図３－１：アンケート回収率結果 
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回収されたアンケート回答は大きく、【計測】、【材料】、【パッケージ】、【デバイス】、【そ

の他】、の計５技術分野に分け集計を行なった。 寄せられた回答のうち複数の技術分野に

跨いだ内容については更に詳細分割し、関連する技術分野に振り分けをおこなっている。 

集計表を表３－１～表３－５に示す。 なお集計表の見方は図３－２を参照して頂きたい。 

  

 

  

  

 

 

また、本アンケート【質問 3】のうち今後、具体的規格案の策定作業が行われる場合の

作業参加の可否について伺った結果を図３－３としてまとめた。 現時点では「わからな

い」との回答が過半数を超えている。 

 

 

回答立場 =＞ Ｍ：ＭＥＭＳメーカー/ＲＤ：大学・研究所/Ｕ：ＭＥＭＳユーザー 

回答者 =＞  回答者の立場ごとにｉｄをアルファベット化 

課題の優先度 =＞ 回答者からみた優先度を１，２，３・・にて順位付け 

（例）ＭＥＭＳユーザーの立場であるＣ氏が回答し、この問題は優先度が一番高いと認識 

技術分野＝＞ デバイス、材料、パッケージ、微小計測、その他 

図３－２ アンケート集計表の見方説明図 
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参加できる

14%

参加できない

29%

わからない

57%

 

 

 

 

 

図３－３：今後の規格案策定作業への参加可否  

集計結果まとめ 

 

３．４ 調査結果の分析（ニーズの高い標準化・規格化項目の抽出）    

アンケート集計表３－１～５より、ニーズ（優先度）の高い課題項目を技術分野ご

とに整理すると、以下項目が挙げられる。 

 【計測分野】  微小力・トルクの計測法など 

 【材料分野】  薄膜物性値測定、バネ定数、熱伝導率、疲労試験など 

【パッケージ分野】 気密性・真空度測定、接合強度など 

【デバイス分野】 寿命試験・高温高湿・動作寿命など 

【その他分野】   

 

技術分野毎の項目詳細および件数は以下の通りである。 

【微小計測分野】     合計  １２件 

  微小力・トルク      ６件） 

 微小寸法・公差、SPM 表面粗さ、変位（動的）  ６件） 

【材料分野】      合計  ３２件 

残留歪・残留応力     ７件） 

  薄膜物性値測定、バネ定数、熱伝道率、 

誘電率、比抵抗   ９件） 

   薄膜密着力      ４件） 

 振動破壊寿命、破壊靭性、衝撃試験   ６件） 

 疲労試験      ６件） 

【パッケージ分野】     合計  １６件 

気密性、真空度測定     ８件） 

 接合強度      ８件） 

 

参加できる 参加できないわからない
メーカー 2 4 8
ユーザー 0 1 2

大学・研究所 6 0 10
合計 8 5 20
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【デバイス分野】     合計  ２１件 

寿命試験、高温高湿、動作寿命    １２件） 

  衝撃試験      ５件） 

  個別要素      ４件） 

【その他分野】      合計   ６件 

重要な項目ではあるが将来対象にすべき項目  ３件） 

 技術開発を伴わないが重要な項目    ３件)  
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３．５ 本事業における調査研究対象項目の抽出   

本アンケートから得られたニーズ（優先度）の高い課題項目を中心に各分科会では以下

を調査研究対象として取り上げた。 第４章では各分科会で取り上げた課題についての調

査結果がまとめられている。 

 

■ 計測分科会 

① １軸微小力の計測方法 

② １軸微小力の校正方法  

③ １軸微小変位（歪み）の計測方法  

■ 材料分科会 

① 薄膜の残留応力(歪）の計測方法  

② 薄膜弾性率の計測方法 

③ 薄膜と基板の密着強度計測方法 

■ パッケージ分科会 

 ① 封止性能の評価法 

② ウエハ接合の強度評価法 

■ デバイス分科会 

① 加速度センサ 

② ＤＭＤ 

＊ デバイスの加速寿命試験に対する強いニーズに情報を提供すべく、

ガイドラインと既存ＬＳＩ規格について広く認識した上で加速度センサ

とＤＭＤを具体例として調査対象とした。 
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資料３－１：アンケート内容 

= = = = = = = = = =  ア ン ケ ー ト  = = = = = = = = = 

 

【質問１】 回答者のお立場をご記入ください。 

 

 （該当箇所の塗りつぶし■、あるいはレ点チェック☑をお願いします。） 

□ MEMS を部品として購入して自社商品（PCB、モジュール等）に活用する、  

  ユーザーの立場 

□ MEMS のメーカ、または MEMS 用装置／材料のメーカ の立場 

□ 大学、研究所等  

 

【質問２】 ＭＥＭＳについてお尋ねいたします。 

 

<2-1> あなたの会社（大学、研究機関）で、ＭＥＭＳに関し標準化されていないために

困っている問題があったら差し支えない範囲で挙げてください。  基盤技術､デバイス

技術、システム技術、その他分野を問いません。 できれば優先順位をつけてくださ

い。 

標準化されていないために困っている問題を挙げてください。 

① ： 

② ： 

③ ： 

④ ： 

できれば上記問題に優先順位をつけてください。 

（例 ： ④、②、③、①、    ← ④が最も優先度が高い場合の表現） 

 

<２-２> 上記 2-1．で挙げた問題を解決する為に、こんな標準や規格が有ればよいと思

うものがあったら事例（最終頁に列記）を参考に挙げてください。 

解決するためにあればよいと思う標準・規格 

① に対応 ： 

② に対応 ： 

③ に対応 ： 

④ に対応 ：  
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<２－３> 上記 2-2．でお示し頂いた標準・規格に関する参考情報（文献・資料、研究機

関名、研究者名等なんでも結構です）をご提供ください。    

① に対応する参考情報 ： 

② に対応する参考情報 ： 

③ に対応する参考情報 ： 

④ に対応する参考情報 ： 

  

【質問 3】 標準化・規格化に関連する技術シーズについてお尋ねします。 

 

<３－１> 現在ご研究中の研究テーマの中に、将来標準化・規格化に結びつくと思われる

テーマ 

があればお教えください。 

① ：       

② ： 

③ ： 

④ ： 

 

<３－２> 今後、具体的に規格案の策定作業が行われる場合、この作業にご参加していた

だけますか。  □ 参加できる   □ 参加できない  □ わからない 

 

【 回 答 事 例 】 

 

・ 基盤技術 

  ①微小力・トルクの測定方法 

②薄膜の残留歪計測法 

③微小寸法材料の高サイクル疲労加速試験方法 

④薄膜の破壊靭性評価法 

⑤ＳＰＭによる表面粗さの測定方法と表示法 

⑥微小寸法の測定方法と寸法公差 

⑦ウエハ接合強度測定方法 
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・ デバイス技術 

 ①MEMS デバイスチップ内の真空度の測定方法 

 ②MEMS デバイスの真空封止の劣化寿命試験・評価方法 

 ③RF-MEMS スイッチの寿命加速試験方法 

 ④MEMS デバイスの高温・高湿加速寿命試験方法 

 ⑤MEMS デバイスの衝撃破壊試験および評価方法 

 ⑥狭ギャップをもつ MEMS デバイスの静電破壊・過電圧印加試験方法 

 ⑦マイクロアクチュエーターの動作寿命試験・評価方法 

 

 

 

 

 

 

 



表３-1：アンケート集計（計測分野）

ニーズ回答

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 4 マイクロアクチュエータの駆動トルクや静止トルクの測定が困難 微小力・トルクの測定方法

Ｍ E 2 片持ち梁のバネ性の測定方法 微小力・トルクの測定方法

安藤泰久他　「マイクロマインとトライボロジー」、機会技術研究所研究発表会 基礎機会技術分野
平成１２年１２月
濱田繁他　「微小ポリシリコン構造体の強度特性評価」

Ｍ I 3 基材、成膜材料等の構成材料の物性値（基本物性、機械特性、電気特性など）
微小力・トルクの測定方法や、微小領域の物
性測定方法

WEB上に公開されているMEMS物性データなど

ＲＤ G 1 微小な力の測定（高い周波数で変動する力の測定の方法など） 標準的測定法と絶対値の校正法 残念ながら分かりません

ＲＤ J 2
微小力計測方法
nN, pNオーダーの力を計測する標準方法があれば，ナノ材料試験や化学材料分野で有益

微小力計測標準

ＲＤ L 1
微小力検出器（ロードセル）に適切なものがない．市販されているものでも，微小荷重
用のものは精度を保証していないのが問題だ．

「微小力検出器」標準・規格 ロードセルを出している企業は，共和電業，昭和測器，ＭＴＳなど

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 1
ウェハ上に形成した微小な加工物の形状精度の測定が困難。例えば基板に垂直部分の表
面粗さや垂直度等

微小寸法の測定方法と寸法公差

Ｍ I 2 フォトプロセスやエッチング加工時の加工精度、形状精度
ＳＰＭによる表面粗さの測定方法と表示法、
微小寸法の測定方法と寸法公差

論文等参照するが、最終的に水準を振った実験等行う

M L 4 ３次元形状の表記方法＆形状測定（０．０１ミクロン精度～１００ミクロンオーダ）

ＲＤ G 2 変位測定法（とくに高い周波数の場合）
MEMSデバイスの基本的な機能計測方法と性能
標準化

残念ながら分かりません

ＲＤ J 1

微小寸法計測方法
薄膜材料試験をする際に，試験片寸法が計測法の違いによりばらつき，結果として材料
物性のばらつきとして表れることがある．

マイクロ・ナノ寸法計測標準

U C 2
計測・評価に関する問題
構造体の寸法やラフネスなどの計測方法

ＳＰＭによる表面粗さの測定方法と表示法、
微小寸法の測定方法と寸法公差

計測

微小力・トルク

6件

計測

微小寸法・公差、
SPMによる表面粗さ、
変位（動的）

6件
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表３-２：アンケート集計（材料分野）

ニーズ回答

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ A 3
メンブレンの反り制御。成膜された薄膜(金属、酸化膜)の残留応力制御が難しい。メンブ
レン形状が変わるたびに材料や膜厚をふって実デバイスを試作し、データを取り直して、
最適値を求めている。

標準試験片を用いた、薄膜の残留応力計測方法

Ｍ B 2
微小な構造体の破壊強度・バネ定数や、微小領域に成膜した薄膜の密着度、微小な接合部
分の接合強度などの測定が困難

微小構造体の機械特性測定方法。例えば、薄膜の残留歪計測法

Ｍ D 3 薄膜の応力 薄膜の応力測定方法

Ｍ I 1 成膜、薄膜化した際の残留応力や、それに基づく反り量などと装置のプロセス条件の関係 薄膜の残留歪計測法 WEB上に公開されているMEMS物性データなど

Ｍ J 1 内部応力評価。 ＭＥＭＳチップの局所応力評価基準

ＲＤ C 2 複雑な残留応力が発生している場合が多い 薄膜の残留歪計測法

ＲＤ D 4 薄膜の残留応力 薄膜の残留応力測定法
著者： C. S. Litteken, S. Strohband, R. H. Dauskardt
出典： Acta Materialia, 53 (2005), pp.1955-1961.

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 2
微小な構造体のバネ定数や、微小領域に成膜した薄膜の密着度、微小な接合部分の接合強
度などの測定が困難

微小構造体の機械特性測定方法。

Ｍ F 4

新規材料のMEMSデバイスへの導入を検討する際、その材料の物性値を知ることはMEMS構造
体の設計上重要である。通常は材料供給メーカーのカタログ値を参考にしているがメー
カー間での測定方法の違いによるばらつきや、値の無いものがある。これらの測定方法が
標準化されれば、材料選定やデバイス設計に役立つ。

各種材料（複合材料含む）物性値の測定方法(ヤング率,ポアソン比,密度、
線膨張係数、比熱量, 熱伝導率、応力指数)

特にシリコンゴム等、特殊材料の物性値の測定データが不足している。

Ｍ G 2 薄膜材料の熱伝導率、誘電率、比抵抗 各薄膜材料（基本的な製造手法いくつかによる）の熱伝導率や誘電率

Ｍ I 3 基材、成膜材料等の構成材料の物性値（基本物性、機械特性、電気特性など） 微小領域の物性測定方法 WEB上に公開されているMEMS物性データなど

M L 1 微細構造物の機械特性パラメータの取得（ばね定数等） 薄膜材料の基礎的な物理量（密度等）の計測方法

M L 2 ＭＥＭＳデバイスの薄膜機械特性評価 ３Ｄ構造体上の薄膜特性評価方法

Ｍ M 4 極薄系の有機材料の物性評価手法（特に、有機系薄膜の多層系）

ＲＤ B 1 弾性率測定

ＲＤ D 2 MEMS設計の基礎となる薄膜の弾性率 薄膜の弾性率計測法
著者： H. Ogi, G. Shimoike, M. Hirao, K. Takashima and Y. Higo
出典： J. Appl. Phys., 91 (2002),  pp.4857-4862.

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ A 4

薄膜(特に金属)の密着度評価は、テープテストが主流である。
ダイシングで直接薄膜にダイシングブレードが入る場合は、テープテストで合格してもダ
イシングされた界面から薄膜が剥離することがある。また、密着度を定量的に評価した
い。

薄膜の密着度評価方法

Ｍ D 2 薄膜の密着強度 薄膜の密着強度測定方法

ＲＤ D 1 薄膜と基板の密着強度、界面の破壊靭性 薄膜と基板の密着強度計測法
著者： J. Wang, N. R. Scottos and R. L. Weaver
出典： J. Mechanics and Physics of Solids, 52 (2004), pp.999-
1022.

ＲＤ N 1 薄膜の密着力計測法 特になし 公開できません

材料

薄膜密着力

4件

材料

残留歪
残留応力

7件

材料

薄膜物性値測定、
バネ定数、

熱伝導率、誘電率、
比抵抗

9件
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表３-２：アンケート集計（材料分野）

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 2
微小な構造体のバネ定数や、微小領域に成膜した薄膜の密着度、微小な接合部分の接合強
度などの測定が困難

微小構造体の機械特性測定方法。例えば、薄膜の破壊靭性評価法

Ｍ D 1 薄膜の破壊強度 薄膜の破壊強度測定方法 京都大学大学院　機械工学専攻　　土屋智由　助教授

Ｍ E 2 片持ち梁のバネ性の測定方法 薄膜の破壊靭性評価法
安藤泰久他　「マイクロマインとトライボロジー」、機会技術研究所研
究発表会 基礎機会技術分野　平成１２年１２月
濱田繁他　「微小ポリシリコン構造体の強度特性評価」

Ｍ F 3

振動破壊寿命試験は、特定のアプリケーションでは重要な試験だが、破壊に至らせる加速
試験方法や評価方法の規格がないため、振動寿命の算出ができない。　加速試験の方法と
して初期クラックを入れて破壊に至らせるといった論文報告があるが、クラックの作り方
や大きさ等、規格が無いのが現状。

振動破壊寿命試験の試験方法及び評価方法 土屋他”単結晶シリコン振動子の疲労寿命予測“

Ｍ H 1 材料評価試験法が各社まちまちなため、文献情報が参考にならない。 衝撃試験法、試験片形状・製法の規格 名古屋大学佐藤教授、産総研梅田先生

ＲＤ D 5 薄膜の破壊評価ならびに微小構造体の破壊力学に基づいた損傷許容設計 薄膜の破壊靭性計測法
著者： K. Takashima, M. Shimojo, Y. Higo and M. V. Swain
出典： ASTM STP-1413, (2001), pp. 72-81.

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 2
微小な構造体の破壊強度・バネ定数や、微小領域に成膜した薄膜の密着度、微小な接合部
分の接合強度などの測定が困難

微小構造体の機械特性測定方法。
例えば、微小寸法材料の高サイクル疲労加速試験方法

Ｍ H 2 信頼性試験法が標準化されていないため、研究成果を事業部にPRする際に迫力にかける。 疲労試験法、試験片形状・製法の規格 京都大学工学部？駒井教授

Ｍ K 1 振動体材料の疲労強度 疲労試験の方法と評価基準

ＲＤ A 2
MEMS用材料の信頼性評価方法：材料の信頼性の評価方法が標準化されていないために，設
計に用いる情報が不足する．

微小寸法材料の高サイクル疲労加速試験方法

ＲＤ C 3 バルクで材料が作れないために力学特性の評価ができない 微小寸法材料の高サイクル疲労加速試験方法

ＲＤ D 3 薄膜ならびに微小構造体の長寿命疲労評価 薄膜あるいは微小構造体の高サイクル疲労加速試験法
著者： C. L. Muhlstein, S. B. Brown, R. O. Ritchie
出典： Sensors and Actuators A 94 (2001), pp.177-188.

シーズ回答

回答
立場

回答者 将来標準化・規格化に結びつくと思われるテーマ

M F

各種材料の持つ欠陥密度の測定方法：　ＭＥＭＳ構造体におけるプロセス起因の欠陥密度
は、その後の振動寿命や衝撃破壊に影響を与えることが報告されている。同一構造体で欠
陥密度や欠陥の大きさの異なるサンプル間で破壊寿命データを取得できれば、製造プロセ
ス上、どの程度の欠陥密度に抑えれば目標とする信頼性が確保できるかという点に関して
指針を得る事ができる。

RD A 雰囲気制御下でのマイクロ材料引張試験装置の開発

RD A 微小寸法材料の高サイクル共振疲労試験

RD B 薄膜の界面強度評価

RD C
複合材料の微小界面要素，超伝導材料の微小構成要素の力学特性を行なっており，間接的
に標準化に情報を提供できる可能性は高いと考える

RD D 超音波を利用した薄膜の弾性率計測

RD D ナノインデンテーションによる薄膜の材料評価

RD D ミクロサイズ微小試験片の破壊靭性計測

RD D 薄膜の超音波疲労試験

RD I MEMS用材料評価法

RD J 薄膜材料の引張試験

RD J 薄膜材料の疲労試験

材料

疲労試験

6件

材料

材料

振動破壊寿命、
破壊靭性、
衝撃試験

6件
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表３-３：アンケート集計（パッケージ分野）

ニーズ回答

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 3
小型デバイスの封止特性や信頼性評価が困難。例えば小型であるため内部に真空計や湿度
計を内蔵できない

内部に微小空間を有するMEMSデバイスにおける内部状態測定方法。例えば、MEMSデバイスチップ
内の真空度の測定方法

Ｍ E 3 メッキ薄膜の破壊靭性評価法
MEMSデバイスの真空封止の劣化寿命試験・評価方法とMEMSデバイスチップ内の真空度測定方法 JISハンドブック　電子Ⅰ　試験　C60068-2-

17

Ｍ E 4 微小容積中空パッケージの気密性の評価方法 マイクロアクチュエーターの動作寿命試験・評価方法 なし

Ｍ G 3 気密パッケージの信頼性評価 気密封止の劣化寿命試験・評価方法

Ｍ K 1 真空ﾊﾟｯｹｰｼﾞの気密性/リークレベル 気密性評価試験の方法と評価基準

ＲＤ H 1 MEMSデバイスの真空封止の真空度の測定と劣化寿命 MEMSデバイスの真空封止の真空度測定方法、真空度劣化寿命試験・評価方法

ＲＤ K 1 ＭＥＭＳデバイスのパッケージ技術
MEMSデバイスチップ内の真空度の測定方法
MEMSデバイスの真空封止の劣化寿命試験・評価方法

ＲＤ P 3 MEMSデバイスの真空封止性能の評価
真空封止性能評価用標準デバイス，および標準評価手順．熱履歴，熱衝撃，高湿度など各種信頼
性項目の評価法．

文献がいくつかあります

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 2
微小な構造体の破壊強度・バネ定数や、微小領域に成膜した薄膜の密着度、微小な接合部
分の接合強度などの測定が困難

微小構造体の機械特性測定方法。例えば、ウエハ接合強度測定方法

Ｍ G 4 基板接合部の信頼性評価 基板接合強度の劣化寿命試験・評価方法 京都大学宮崎教授

Ｍ K 1 接合強度の定量化 ウェハ接合強度測定方法

ＲＤ H 2 ウェハ接合強度の評価 ウエハ接合強度測定方法

ＲＤ K 2 デバイスの信頼性評価方法 ウエハ接合強度測定方法

ＲＤ P 1 MEMSの接合プロセス開発のための接合部の評価
接合強度の評価法，接合部破壊靱性の評価法，接合部疲労強度の評価法，その他熱履歴，熱衝
撃，高湿度など各種信頼性項目の評価法．また，それらに対応し，各種応用に必要な接合強度お
よび接合部信頼性の階級付け．

文献がいくつかあります．

ＲＤ P 2 接合によりMEMSデバイスに発生する応力・ひずみの評価
応力，ひずみ評価用標準デバイス，および接合プロセスによる影響を評価するための標準手順．
接合後の，熱履歴，熱衝撃，高湿度など各種信頼性項目の評価法．

現在まだ情報がありません．

U B 1
基板材料間の接合評価（陽極接合、直接接合、Au／Si接合など）で接合強度、残留歪の非
破壊検査ができる評価方法がない

基板材料間の接合評価方法（陽極接合、直接接合、Au／Si接合など）

シーズ回答

回答
立場

回答者 将来標準化・規格化に結びつくと思われるテーマ

M C 陽極接合の接合強度、環境試験方法

M F

MEMSデバイス内の真空度の測定方法：　MEMSデバイス内の真空度を直接測定し、共振周波
数との関係を調べることができれば、エアダンピングに対する影響（マージン）を定量的
に把握できると同時に、MEMSデバイスの真空封止の劣化寿命に関する定量的なデータを得
ることができる。

M F
MEMSデバイスの真空封止の劣化寿命試験・評価方法：　真空封止の劣化を共振周波数の変
化で捕らえる場合において、どのように真空劣化の加速試験を行うかの標準・規格が必
要。

M G 封止接合部の強度信頼性評価手法の検討

M G ウエハレベルパッケージとその強度破壊

RD I メッキによるMEMS用材料作製プロセス

RD J
形状記憶合金薄膜（機能性薄膜）の作製方法（成膜条件・熱処理条件・パターニング条件
等）

RD P
真空封止に関して，東京大学須賀・伊藤研究室と共同研究を行った経験があります．今回
は間に合いませんが，その後の東京大学での進展について調べておきます．

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

気密性、
真空度測定

8件

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

接合強度

8件

－37－



表３-４：アンケート集計（デバイス分野）

ニーズ回答

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 3 小型デバイスの信頼性評価が困難。
MEMSデバイスの高温・高湿加速寿命試験方法、および評価方法

Ｍ B 4 マイクロアクチュエータの信頼性評価（一定負荷時の耐摩耗性や加速試験）の測定が困難 マイクロアクチュエーターの動作寿命試験・評価方法

Ｍ C 4
振動環境、高温高湿度環境でのパッケージ実装されたＭＥＭＳデバイスの場合の信頼性評価をどう
するか。　　　　　　　（MEMS特有の問題か要調査）

ＭＥＭＳデバイスの振動時動作および高温高湿環境試験方法

Ｍ E 1 デバイス測定系時の静電気帯電量測定方法 RF-MEMSスイッチの寿命加速試験方法
Gabriel M. Rebeiz：「RF MEMS THEORY,DESIGN,AND
THCHNOLOGY」、John Wiley &Sons,Inc.

Ｍ E 4 微小容積中空パッケージの気密性の評価方法 マイクロアクチュエーターの動作寿命試験・評価方法 なし

Ｍ F 1
ＬＳＩデバイスの信頼性試験に関しては、高温・高湿加速寿命試験の標準規格があるが、これを
Mechanicalな部品としてのMEMSに適用してよいかどうか不明。特にＬＳＩとMEMSを１パッケージ化
した場合の信頼性をどう考えたら良いのか、その標準規格がない。

MEMSデバイスの高温・高湿加速寿命試験方法 特になし

Ｍ J 2 信頼性試験 信頼性加速基準

M N 1
パッケージに関する信頼性項目、および各項目内容で標準とされるべき指針。（例えば、寿命に関
する加速試験。落下・振動試験の際の基準波形、サイクル等。減圧パッケージの際に担保すべき項
目等）

加速度試験を行う際の項目。試験内容、項目の指針。

ＲＤ A 1
デバイスの信頼性評価方法（長期試験法，加速試験法）が標準化されていないために，デバイスご
とに信頼性の評価方法を検討しなければならない

MEMSデバイスの（高温・高湿）加速寿命試験方法

ＲＤ J 3
デバイスの寿命加速試験方法
疲労しにくい材料で構成されるデバイスの寿命試験を行う際，通常の疲労試験では破損まで膨大な
時間が掛かる

MEMSデバイスの寿命評価試験標準

ＲＤ K 2 デバイスの信頼性評価方法
・マイクロアクチュエーターの動作寿命試験・評価方法
・MEMSデバイスの高温・高湿加速寿命試験方法

U C 1
信頼性に関する問題
デバイスに対する温度、湿度、振動、衝撃、EMCなどの試験方法

マイクロアクチュエーターの動作寿命試験・評価方法

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

Ｍ B 3 小型デバイスの信頼性評価が困難。
MEMSデバイスの衝撃破壊試験および評価方法

Ｍ F 2

モバイル機器等へ搭載するＭＥＭＳデバイス（例えば加速度センサ）の衝撃耐性は重要な特性だ
が、測定方法が統一されていない為、最終的にはメーカー側で独自に試験している（例えば携帯電
話やＰＣに装着して落下試験を行う等）。標準規格があれば、それに沿った評価が可能であり、又
メーカー間の性能比較も可能。

MEMSデバイスの衝撃破壊試験及び評価方法（衝撃力,作用時間・波形,衝撃回
数,　衝撃面、定量化方法　（例えばワイブル統計を用いた計算手法で“破壊
確率0.1%以下となる最大衝撃力が作用時間0.1msで5000Gになる”等の表現）
実際の落下試験との相関関係に関する指針（研究論文）があれば尚良い（例：
5000Gは高さ～mからの落下に相当等）。

U. Wagner et. al., ”Mechanical reliability of MEMS-
structures under shock load”, Microelectronics
Reliability 41 (2001) 1657-1662. 加速度センサを模擬し
た標準サンプルによる衝撃破壊のメカニズムに関して
Simulation及び実験から考察した論文。

Ｍ J 4 衝撃加速度の評価。 衝撃加速度評価基準

ＲＤ K 2 デバイスの信頼性評価方法 MEMSデバイスの衝撃破壊試験および評価方法

U C 1
信頼性に関する問題
デバイスに対する温度、湿度、振動、衝撃、EMCなどの試験方法

MEMSデバイスの衝撃破壊試験および評価方法

Ｍ G 1 基板貫通配線の信頼性評価　　　　　　　　　　　　　　（MEMS特有の問題か要調査） 貫通配線部の劣化寿命試験・評価方法

M L 3 封止樹脂品内部の局所的な残留ストレスの評価方法

M L 5 MEMSデバイスのハンダリフロー耐性の評価方法　　　　　（MEMS特有の問題か要調査）

M L 6 MEMSデバイスの静電気耐性評価方法　　　　　　　　　　（MEMS特有の問題か要調査）

シーズ回答

回答
立場

回答者 将来標準化・規格化に結びつくと思われるテーマ

M C 冷却用マイクロチャンネルデバイスの信頼性試験方法

M F アクチュエータの動作寿命試験・評価方法

M L ねじりばね構造デバイスの信頼性、加速試験

M L 微小構造体の機械特性の評価法をある研究所から導入する予定

デバイス

衝撃試験

5件

デバイス

4件

デバイス

寿命試験
高温高湿
動作寿命

12件

デバイス
個別要素

4件
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表３-５：アンケート集計（その他）

ニーズ回答

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

M N 2
SIP（システム・イン・パッケージ）にて製品化を検討する際に、大まかな分類分けでも良い
ので、サイズや、接合方法等に関する標準化の指針。

SIPの為の、パッケージおよび付属部品のラインナップ。接合
方法に関して分類、指針整理。

ＲＤ E 1

現在は本格的導入にまで至っていないため困っていないが、将来的には問題が出る可能性が
あるものとして、ＤＮＡチップやプロテインチップなどの互換性が挙げられる。このままで
は、方式別に処理機器を数種類揃えなければならなくなり、医療費の増加の原因になる。ま
た読みとった結果から診断をするのに経験が必要となる場合は、医師の教育に時間がかかり
問題となる。さらに米国に先に標準化されてしまうと、日本の企業に不利となる可能性が大
きい。

ＡＶなどのメディアと同様に、各社が出している何種類もある
チップを、同一の処理装置で取り扱うことができるよう、チッ
プの読みとり方式や寸法形状を統一化する。また読みとり装置
は読みとった結果をソフト的に任意に再配列できるようにし
て、より診断しやすいようなパターンにいつでも変更できるよ
うな記録方式にする。（以前に測定した結果を、新しい知見や
診断基準に合わせて手間を掛けずに再検討できるような方
式。）

関係企業名
日立、東芝、タカラバイオ、ＳＲＬ，三菱化学、栄研化学、オ
リンパス、旭テクノグラスなど

ＲＤ O 2 光デバイスパッケージの耐性等の評価基準 形状・寸法，湿度・温度特性 パッケージの学会・協会等であるのかもしれない

回答
立場

回答者
課題の優
先度

標準化されていないために困っている問題 問題解決の為に必要な標準や規格 参考情報

M M 2 ウェハの表からのプロセスと、裏面からのプロセスの整合性
階層プロセスを逆転できるようなプリソフト機能を持つソフト
ウェハ

ＲＤ K 4 シリコン基板材料の酸素濃度（結晶異方性エッチングに関与） 基板材料スペック表への酸素濃度の標記

ＲＤ F 1

フォトマスク出図指定の標準化。半導体業界全体の問題であるが、マスクCADデータからフォ
トマスクを作製するとき、マスクの白黒、表裏の指定に関して、必ずしも指定方法が標準化
されていないように思われる。業界標準的な「パターン部白・黒」「膜面下向き・上向き」
といった言い方はあるが、誰かが規定しているわけでない。MEMSでは両面プロセスがあり、
裏表の指定が通常と逆になったりするが、設計者にもわかりにくいうえに、フォトマスク業
者やファンドリ委託先に指定する際にも時々齟齬を生じている。（実際に裏返しのデバイス
になって

CADデータからフォトマスクを作製する際の指定方法、用語の
標準化があればよいと思う。ただし、半導体設計CADメーカ、
フォトマスクメーカ、露光装置メーカといったところを束ねる
必要があり、MEMS業界からイニシアチブを取るのは現実的に難
しいかと思う。

ほとんど資料や教科書がなく、フォトマスクメーカに聞いて教
えてもらうくらいなのが実情。

その他

重要な項目ではある
が将来対象にすべき

項目

3件

その他

技術開発を伴わない
が、重要な項目

3件
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第４章 ＭＥＭＳ関連技術におけるニーズの高い標準化・規格化項目に関する現

状技術の調査と標準化・規格化に向けての今後の課題・提言  

 

４．１ 計測分野      

 MEMS における規格化戦略に関する調査研究を行うに際し、計測分野では本研

究会で実施されたアンケート結果を基に、MEMS 研究・開発者のニーズを考慮し

て以下の 3 項目を調査対象として取り上げることとした。  

(1) 一軸微小力の計測方法  

(2) 一軸微小力の校正方法  

(3) 一軸微小変位（歪み）の計測・検証方法  

1990 年代初頭から急速に発達した MEMS 分野において、製作されてきた

MEMS デバイスの特徴の一つは、半導体加工技術を駆使して作られるマイクロ構

造体が電気的仕事だけでなく機械的仕事をも果たすことである。この機械的動作

に伴ってマイクロ～ナノオーダーの極微小領域での力・変位が発生するため、

MEMS デバイスの性能・信頼性評価を行う際、これら微小量を高精度に計測する

技術を要する。一方、実用化を視野に入れた高性能・高信頼性 MEMS の開発に

は、それらを構成する材料のマイクロ・ナノ寸法下での機械的特性を詳細に把握

し、如何に設計に反映させるかが重要となる。一般的に、バルク材料の機械的特

性の評価には応力－歪み関係をダイレクトに取得することが可能な一軸引張 /圧

縮試験法を用いることが多く、MEMS 材料の評価においても主として引張試験が

多用されてきた。各種薄膜等の MEMS 材料を対象とした材料試験の場合、試験

片の寸法が極めて微小であることから、一般的なバルク材料試験で培われた技術

的な経験や勘がそのまま通用しないことが多い。すなわち、試験中の荷重および

変位（歪み）を精度良く計測する技術は巧妙かつ困難なものとなり、これらがマ

イクロ・ナノ領域で引張試験を実施する上での重要な課題の一つとなっている。  

計測分野分科会では、センサ・アクチュエータに代表される MEMS デバイス

の評価、および、それらを構成するマイクロ・ナノ寸法材料を対象とした一軸材

料試験を行う上で不可欠な、微小荷重計測、荷重校正法、微小変位（歪み）計測

法に関連する調査研究を行った。具体的には、  

・ 可動 MEMS デバイスの製作・評価ならびに微小材料試験を専門とする研究者

を対象としたアンケート調査（配信先：23 名、回答者：16 名、回収率：69.6%） 

・ 各該当項目に関連する既存規格調査（JIS、ISO、IEC）  
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・ 各該当項目に関連する既存技術の文献調査  

を実施し、上記調査項目の標準化・規格化に向けての問題点・課題の抽出を試み

た。以下に、各項目における調査結果を示す。  

 

４．１．１ 一軸微小力の計測方法  

MEMS デバイスには、電気的仕事のみならず機械的仕事を果たすための静電力、

電磁力、圧電力および形状記憶力等で駆動する微小アクチュエータを搭載してい

るものが多く、現在では微小アクチュエータの単位体積当たりの発生力を向上さ

せること、ならびに、発生した微小力を精度よく計測・評価すること、等が重要

な技術開発課題である。一方、MEMS 材料評価分野においては、技術レベルの向

上に伴って、ミリ～マイクロ寸法試験片を対象とした材料評価技術はここ数年で

出揃った感がある。今後は、研究のターゲットがマイクロからサブマイクロ、ひ

いてはナノレベルの寸法を有する MEMS 構造体の機械特性を、如何に高精度に

計測するかに絞られていくものと考えられ、この観点から微小荷重計測は重要な

実験技術課題として挙げられる。  

本項では、MEMS アクチュエータの発生力ならびにマイクロ・ナノ材料試験に

おける微小荷重の計測方法に着目し、標準化・規格化の観点から、一軸方向の微

小力計測法の問題点と課題について述べる。  

 

４．１．１．１ アンケート調査結果  

 付録資料 A-１に、微小力測定についてのアンケート集計結果を示す。以下に、

微小力計測に係わる現状とニーズについて分析する。  

(a) 微小力計測の現状  

 アンケート集計結果より、MEMS 開発および材料評価に係わる回答者の 75%

が何らかの方法で微小力を計測しており、  MEMS 研究者の微小力計測に対する

要求は高い。「計測していない」と回答した 25%の研究者は、材料試験ではなく

主に MEMS デバイス開発を専門にしている者が多く、静電アクチュエータ等の

MEMS 可動構造体における微小発生力計測が現状の技術では困難なことが推察

できる。また、微小力計測を行っている回答者は、主に歪みゲージ式ロードセル

およびバネ定数が既知の構造体を用いた偏位法で微小力計測を実施している。力

の計測は一般的に零位法と偏位法とに大別される。零位法とは測定対象となる力

と他の測定可能な力との釣り合いをとり、それに要する力の大きさから測定対象
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の発生力を知る方法であるのに対し、偏位法は測定する力を何らかのバネ要素で

受け、このバネ要素の変位量等を測定することにより測定対象の発生力を求める

方法である。例えば、零位法は条件次第では４．１．２節で述べる微小力の校正

等には有効であると考えられるが、時々刻々変化するようなアクチュエータの動

的発生力等を計測する手法としては不向きであり、このことが偏位法を用いた力

計測が多く行われている理由の一つであると考えられる。  

 また、微小力測定の実施に際し、測定分解能が重要であると答えた者は 49%と

圧倒的に多く、次いで再現性 34%、線形性 17%の順であった。これは、MEMS

分野では測定対象となる力の絶対値が数µN～数 N 程度と微小であり、出来る限

り分解能良く測定可能な技術を求める研究者のニーズが反映されたものと考えら

れる。  

(b) 微小力計測のニーズ  

微小力計測に際し、92%の回答者が既存規格等を参考にしていないと答えた。

これは、微小力計測に係わる標準・規格等が非常に少ないことを裏付けるものと

考えられる。また、回答者は微小力計測標準・規格の有無について、1)微小力計

測に関する標準・規格がなければ、どのような技術を用いれば高精度に微小力を

計測できるのかを知ることが困難であること、2)微小力計測標準・規格があれば、

得られた測定値の妥当性を示すことが容易になること、等の意見を多く示してお

り、微小力計測法の標準化・規格化に対する関心は高いと考えられる。  

 

４．１．１．２ 当該項目の既存規格・技術に関する調査研究のまとめ  

(a) 既存規格調査  

一軸の微小力計測に係わる既存規格を JIS、ISO、IEC で調査した結果、本調

査研究課題と合致するものは存在しなかった。また、アンケート結果より微小力

計測には歪みゲージ式ロードセルを用いているとの回答が多く得られたため、ロ

ードセルを用いた一軸微小荷重計測に係わる既存規格の調査を行った。 その結

果、ロードセルの校正法に関する規格（４．１．２項参照）は存在したが、ロー

ドセルを用いた一軸荷重計測に係わるものは今回の調査範囲からは得られなかっ

た。  

(b) 既存技術調査  

付録資料 C-1～7 に示す以下の文献について、内容の精査を行った。  

C-1：静電駆動式ナノ引張試験デバイスによるカーボンナノワイヤの力学特性評
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価  

C-2：A tensile-testing technique for micrometer-sized free-standing thin films 

C-3：Tensile testing of thin films using electrostatic force grip 

C-4 ： A novel MEMS device for high resolution force and displacement 

measurement 

C-5：Evaluation of fatigue strength of LIGA nickel film by microtensile tests 

C-6：慣性質量を利用した衝突破壊試験における作用力測定法  

C-7：Movement analysis for micro linear actuator with micro force probe 

文献調査より、MEMS 材料試験に用いられる一軸の微小力計測は、ロードセル

を用いた方法が主流である。マイクロ～サブマイクロ厚薄膜を対象とした材料試

験では、数 N 程度の最大計測荷重、0.1%/FS 程度の分解能を有する歪みゲージ式

ロードセルが多く用いられている。また、電磁力もしくは電子天秤を用いた零位

法を採用して力を求めているものもある。試験片寸法が更に微小になると、試験

片の製作だけでなく、微小試験片に負荷を与える方法、荷重・変位の計測方法が

更に困難になる。これら技術的課題の解決方法として、試験片部とアクチュエー

タ部、荷重計測部等を一つのチップの中に作りこむオンチップ試験法が提案され

ている。これは、試験片寸法の微小化に伴う荷重・変位計測の困難さに加えて試

験片把持の問題をも解決でき、更に MEMS 加工技術によりいずれの部分も精度

よく加工できるため、新たなナノ材料試験法として期待できる技術である。この

場合、試験時におけるバネ定数が既知の弾性構造体の変位量から荷重を算出して

いるものがほとんどであり、バネ定数の算出法ならびにバネの微小変位計測の高

精度化が荷重の導出精度向上には重要となる。  

一方、MEMS アクチュエータの発生力測定では、アクチュエータをバネ構造体

に押し当てることで生じるバネの変位量を荷重換算する偏位法を用いているもの

が大半を占める。また、アクチュエータの寸法・構造上、バネ構造体を接触させ

ることが困難なものについては、駆動させたときの変位量測定と有限要素解析と

を併用することで、発生力を推定する方法が用いられることがある。この場合、

アクチュエータに用いられる材料の物理定数ならびに解析精度等が推定結果に大

きく影響を及ぼすため、求められた発生力の信頼性に問題が残る。  

 

４．１．１．３ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言  

本調査研究で取り上げた一軸の微小力計測に係わる技術・標準・規格は、MEMS
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アクチュエータの発生力評価ならびに微小試験片を対象とした材料試験を行う上

で重要である。今回の調査研究結果を技術的観点から概観すると、まず、マイク

ロレベルの厚みを持つ薄膜材料を対象とした材料試験ではロードセルを用いた荷

重計測法が主流であることを再確認した。しかし、ロードセルによる荷重計測は

バルク材の評価試験と変わらぬ手法であるとともに、分解能においても 0.1%/FS

程度にとどまっている。このように従来の技術が微小力計測に継続して使われて

いる理由は、これまでの知識・経験の蓄積があるために微小力計測を要する薄膜

材料試験にも感覚的に適用しやすいということが考えられる。その一方で、これ

まで MEMS 材料の機械特性評価を行う上で、試験片の作製・チャック方法、引

張負荷を与える方法等に研究開発の主眼が置かれ、基礎量計測器、計測方法の研

究開発が立ち遅れている感は否めない。評価対象が微小になるほど力の絶対的な

計測は必須となり、今後は測定レンジが広く、かつ、分解能、再現性、線形性に

優れる新規ロードセルの開発が望まれる。また、サブミクロン～ナノオーダーの

材料試験では、先述のように試験片部、アクチュエータ部、荷重・変位計測部等

を一つのウェハ上に形成した手法が提案されおり、高精細な一括加工を得意とす

る MEMS 分野特有の技術である。この場合、偏位法を用いているために、測定

対象となる微小構造体の変形量を如何に精度良く計測するかが重要になる。つま

り、偏位法で力を求める際、求める力の絶対値が微小になると、力に換算する前

の情報（変位）を得るときの測定位置のずれ、および、バネ定数の算出精度が結

果に大きく影響するため、これらのずれ量を低減するための種々の技術が求めら

れると言えよう。微小力検出素子に歪みセンサ、圧力センサ、変位センサ等を用

いる場合、これらの感度を高めることは重要であるが、それ以外に電気的・機械

的なノイズの低減も極めて重要な技術課題となる。また、動的な力の計測に関し

ては、測定器の応答性やドリフト・クリープの影響も更に考慮しなければならな

い。既存の微小力計測技術では力を発生する構造体に測定素子を直接接触させて

計測を行う方法が大半を占めるが、今後の研究開発により、力の非接触測定が実

現すれば MEMS 計測分野において極めて有用な技術となり得るであろう。  

 一方、標準化・規格化の観点から概観した場合、将来的に一軸微小力測定法に

係わる標準・規格を作る際には、測定機器の性能に係わる規定を設けるだけでな

く、測定環境について細かく定める必要があると考えられる。MEMS 分野では、

扱う力の大きさがマクロなものと比較して数桁小さいため、例えば、測定中の温

度変化による被測定体および測定子の微量な熱膨張や湿度変化に伴う吸着水量の
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変化等が、表面物性に及ぼす影響等を無視することができなくなるためである。

また、被測定体の把持方法についても規定されるべき項目と考えられる。  

 いずれにせよ、まずは、nN～mN オーダーの力を広レンジで再現性良く実測可

能、かつ、MEMS アクチュエータ等の微小構造部位の発生力を直接計測すること

が可能な新規微小力計測技術の開発が急務であり、今後の技術発展に期待したい。 

 

４．１．２ 一軸微小力の校正方法   

MEMS アクチュエータ評価および微小試験片を対象とした材料試験を行うに

際し、一軸方向の微小力の高精度計測が非常に大切となることは前項で述べた。

種々の計測法により得られた微小力測定値の信頼性向上のためには、計測器の力

校正精度を向上させることが重要である。  

本項では、一軸微小力の校正に関する調査研究を実施した結果を記し、問題点

と今後の課題について述べる。  

 

４．１．２．１ アンケート調査結果  

付録資料 A-2 に、一軸微小力の校正についてのアンケート集計結果を示す。以

下に、微小力校正に係わる現状とニーズについて分析する。  

(a) 微小力校正の現状  

アンケート集計結果より、４．１．１．１で「微小力を計測している」と回答

した者のうち、84%が何らかの方法で微小力計測機器の校正を行っているとの結

果が得られ、MEMS の微小力計測を行う上で力校正の重要度の高さが窺える。そ

の他の 16%の研究者は、材料試験ではなく主に MEMS デバイス開発を専門にし

ている者であった。また、校正を行っている回答者の 90%が分銅を用いた方法で

計測器の校正を行っており、残りの 10%は他の力センサを用いて校正を行ってい

る結果となった。分銅を用いた力校正を行うことが可能な力計測器の代表例とし

てロードセルが挙げられ、この結果からも微小力計測にロードセルが多用されて

いることを窺い知ることができる。そして、微小力校正の実施に際し、測定器の

分解能が重要と答えた方は 40%と最も多く、次いで線形性 25%であった。校正を

行う上でも、測定器の分解能と線形性は重要なパラメータのようである。力計測

アンケート結果と異なる点は、冶具および温度の重要性がそれぞれ 20%、10%と

高いことである。これは、実験者が自ら力校正を行うための冶具を作製し、分銅

等を用いた独自の方法で校正試験を行っている結果が表れたものと推察できる。
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また、温度等の試験雰囲気に対する配慮も必要なことがわかり、微小力測定器の

校正には各研究者固有のノウハウが多く存在するものと考えられる。  

(b) 微小力校正のニーズ  

微小力の校正に際し、90%の回答者が既存規格等を参考にしていないと答えた。

また、回答者は微小力計測器の校正に係わる標準・規格の有無について、微小力

計測に関する標準・規格がなければ、1)微小力測定結果の妥当性を示すことが困

難、2)校正精度の設定が困難、等の意見が多く得られた。一方、標準・規格があ

れば、1)微小力校正の手順、冶具についての情報が得られて有益、2)その校正手

法を用いたときの荷重測定器の測定精度が規定されればよい、等の意見が得られ

た。現在微小力計測を行っている研究者にとって、力の校正は必須の作業という

認識が強いことがわかった。また、微小力の校正に際し、実験中に計測される力

より更に微小な力で測定器の校正を行う必要があり、技術的な困難さを伴うこと

も今回のアンケート結果から再確認した。  

 

４．１．２．２ 当該項目の既存規格・技術に関する調査研究のまとめ  

(a) 既存規格調査  

一軸微小力計測器の校正に係わる既存規格を JIS、ISO、IEC で調査した結果、

付録資料 B-1～6 に示すように、本調査研究課題と関連のある以下の規格が存在

した。  

B-1：JIS B 7721 引張・圧縮試験機－力計測系の校正・検証方法  

B-2：JIS B 7602 電気式ロードセル－性能試験方法  

B-3：JIS B 7728 一軸試験機の検証に使用する力計の校正方法  

B-4：JIS B 7738 コイルばね－圧縮・引張試験器の検証  

B-5：JIS Z 2255 超微小負荷硬さ試験法  

ここでは、MEMS 分野で用いられる程度の微小力を校正する場合における上記既

存規格の適用の可否について検討する。  

B-1 より、「力の校正は基本的に力計を用い、力計の下限値を下回る微小力に対

しては既知の質量の錘を用いて校正を行わなければならず、錘・計器は国際単位

系（SI）を使って認定されたトレーサビリティが確保されていなければならない」

と規定されている。この規定は、表現は異なるが、上記規格の多くに共通して含

まれる内容である。トレーサビリティのある既知の質量の錘を用いて校正を行う

場合、既存の錘の最小質量は 1mg であるため、これ以下の力の校正を行う場合、
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既存規格は不適合となる。MEMS 分野では、1mgf 以下の微小力を要する場面が

多く見られ、上記既存規格をそのままの規定項目・内容で MEMS に適用するこ

とは困難と考えられる。また、いずれの規格においても静的な力の校正方法につ

いてのみ規定されており、現状の内容では動的・過渡的な力の校正に適応するこ

とは極めて難しい。  

(b) 既存技術調査  

 微小力計測器の校正に係わる既存技術を調べるために文献調査を実施したが、

今回の調査範囲では趣旨に適合する文献を見つけることはできなかった。  

 

４．１．２．３ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言  

本調査研究で取り上げた一軸微小力計測器の校正に係わる技術・標準・規格は、

計測により得られた微小力の絶対値に対する正確さを向上させるためには重要で

ある。今回の調査研究より、アンケート結果を考慮して技術的および標準化・規

格化の観点から概観すると、微小力測定器の校正には分銅もしくは電子天秤を用

いた方法が多く採用されていることから、まずは校正機器の測定精度・分解能を

向上させることが大切であると考えられる。また、錘を用いて測定器の校正を行

う場合、先述のように錘の最小単位は現状 1mg であり、MEMS アクチュエータ

の発生力を考慮すると、この重さは必ずしも十分ではない。内挿で校正するため

には 1mg 以下の重さを有する錘の開発が、外挿で校正するためには 1mg 以下の

範囲における力の不確かさの範囲を大きくするなどの対策が必要と考えられる。  

一方、今回の調査範囲では微小力校正に関する文献が存在しなかったことは、

大きな問題である。MEMS アクチュエータ等の発生力の定量評価には、微小力計

測技術の開発だけでなく、その測定量を校正・検定する技術が必須である。一軸

微小力を対象とした校正は、先述のように確かな重さを有する錘を用いて行う方

法が現在では主流であり、他に多くの手法が存在するとは考え難い。したがって、

微小力校正に係わる標準化・規格化は近い将来取り組むべき課題であると考えら

れる。まずは、微小力計測技術の開発がなされ、次いでそれらの絶対値を保証す

る技術開発、更には静的から動的への力測定へと研究・技術開発が発展し、これ

らが微小力校正法の標準化・規格化へと繋がることを期する次第である。  

 

４．１．３ 一軸微小変位（歪み）の計測方法   

MEMS デバイスはマイクロスケールの可動部位を有することが、半導体デバイ
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スと異なる特徴の一つである．MEMS の性能・信頼性を調べる際、マイクロスケ

ール可動部の動作特性を精度良く評価するための微小変位計測技術は必須である。

しかし、MEMS 構造体自体の寸法が極めて微小なことから、その構造体の変形量

は更に微量になり、実測が難しくなる。このことから、測定分解能に優れる変位

計測技術が必要であり、そればかりでなく、計測時の環境・条件（温度、湿度、

振動、etc）等を細かく設定することも重要な要素となる。また、MEMS 材料の

機械的特性評価試験においても同様の課題が存在し、試験片の微小変形量の高精

度計測は材料物性の高精度評価へと直結する。  

本項では、一軸方向の微小変位（歪み）計測方法に関する調査研究を実施した

結果を記し、問題点と今後の課題について述べる。  

 

４．１．３．１ アンケート調査結果  

付録資料 A-3 に、一軸微小変位（歪み）計測についてのアンケート集計結果を

示す。以下に、当該調査課題に係わる現状とニーズについて分析する。  

(a) 微小変位（歪み）計測の現状  

今回アンケートに回答いただいた研究者の全てが、微小変位（歪み）計測を行

っている。これは、微小変位計測は MEMS 分野において不可欠な実験技術であ

り、MEMS を対象とした微小変位計測に係わる標準・規格は MEMS 研究者が行

う多くの実験の助けになるものと考えられる。微小変位の計測方法としては顕微

鏡計測（画像処理）30%が最も多く、レーザー変位計 27%、差動トランス 15%、

光干渉 8%の順であった。多くの変位測定技術が用いられる理由は、測定対象の

種類が多いことと関連付けが可能であろう。また、差動トランス、リニアセンサ、

渦電流は変形する構造体に直接取り付けて使用されることから、その構造体は比

較的大きいものに限られる。したがって、これらの変位計測器は、主に材料試験

で使用されたものと考えられる。これに対して、顕微鏡計測、レーザー変位計等

は被測定体の変形量を非接触で計測可能であり、MEMS アクチュエータおよび材

料試験の双方に適用できることから使用者が多いものと予想できる。  

また、回答者が微小変位測定において最も重要と考えることは測定分解能 50%

であり、微小力計測・校正の結果と同様であった。以下、再現性 41%、線形性 6%、

応答速度 3%の順であった。応答速度を重要視しているところが力計測・校正の

結果と異なっており、このことから、変位計測に関しては MEMS 可動構造体の

動的変形挙動の評価も行われていると推察できる。  
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(b) 微小変位（歪み）計測のニーズ  

微小変位計測に際し、既存規格等を参考にしていないと答えた研究者は 94%に

上った。これらの回答者の中からは「参考にする規格がない」とのコメントも得

られ、一軸の微小変形量測定に関する規格自体は存在しないことが窺える。また、

回答者は微小力計測標準・規格が無いことで、1)微小変位計測をする際にどのよ

うな技術を使うべきなのかがわからない、2)変位・歪みの計測精度の保証ができ

ない、等のコメントが得られた。一方、標準・規格があると、1)測定精度の根拠

を示すことができる、2)測定対象物のサイズ・変位量に応じて最適な計測装置・

方法を知ることができる、等の意見が多く得られた。微小変位計測は MEMS デ

バイスの評価に必須な技術であり、その標準化・規格化を望む声は多いと考えら

れる。   

 

４．１．３．２ 当該項目の既存規格・技術に関する調査研究のまとめ  

(a) 既存規格調査  

一軸の変位（歪み）計測方法に係わる既存規格を JIS、ISO、IEC で調査した

結果、完全に一致するものは存在しなかった。関連する規格 B-6～7 について以

下に記す。  

B-6：JIS B 7741 一軸試験に使用する伸び計の検証方法  

B-7：ファインセラミックス薄膜の膜厚試験方法－触針式表面粗さ計による測定

方法  

 B-6 では、一軸試験に用いる伸び計の等級が定められている。そこでは、最良

の等級が 0.2 であり、これは伸び計の分解能が 0.2µm であることを指す。MEMS

アクチュエータの変位量はマイクロ～ナノレベルであり、MEMS 構造体の変位測

定器の分解能としては値が大きすぎる。MEMS アクチュエータの変位量等を考慮

すると、変位測定器には 0.01µm もしくはそれ以下の分解能が求められると考え

られる。また、伸び計の検証は 18℃～28℃の温度範囲で、±2℃の変化内で行わ

なければならないと規定されている。校正中に±2℃の温度差が生じると、変位

測定機器や校正器の構成部品の熱膨張やゆらぎ等によるデータの変動が生じ、

MEMS 分野ではこの変動による誤差が測定結果に大きく影響を及ぼす。  

一方、MEMS アクチュエータの変位量は極めて微小であることから、微小変位

の高精度計測を求める場合、測定環境についての規定を設けるべきである。すな

わち、一軸微小変位計測に係わる規格を B-7 に倣って作成する場合、試験片の固
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定方法や試験片の変形方向と計測器の計測方向とのアライメント等に関する項目

を設ける必要があると考えられる。また、変形速度とサンプリングタイムおよび

測定精度との関係についての規定も必要と考えられる。以上のように、既存規格

をそのまま MEMS アクチュエータ等の変位計測関連に用いることは困難である

と言えよう。  

(b) 既存技術調査  

付録資料 C-8～12 に示す以下の文献について、内容の精査を行った。  

C-8：薄膜引張試験による多結晶シリコン膜のヤング率測定  

C-9：AFM 内引張試験機を用いた MEMS 材料のひずみ測定技術の開発  

C-10：A microelectromechanical load sensor for in situ electron and x-ray 

microscopy tensile testing of nanostructures 

C-11 ： Mechanical properties of polycrystalline titanium nitride films 

measured by XRD tensile testing 

C-12：原子分解能を有する応力負荷下でのその場表面観察システムの開発  

 今回調査した文献は、いずれも薄膜引張試験に用いられる変位計測技術である。

これらの変位測定技術に共通することは、薄膜試験片の変形をダイレクトに計測

しているところにある。このダイレクト計測の精度を向上させるためには、先述

したように試験片の引張軸と変位計測方向との誤差を極力小さくすることが重要

である。  

 

４．１．３．３ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言  

本調査研究で取り上げた一軸微小変位計測に関する技術・標準・規格は、MEMS

全般の評価および材料試験の信頼性向上のために必要なものである。今回の調査

研究より、アンケート結果を考慮して技術的および標準化・規格化の観点から概

観すると、MEMS 研究者には微小変位計測において測定分解能、再現性、線形性

が重要であるとの認識があることを再確認した。MEMS 構造体の変形量自体が微

小であるため、分解能の数値は極めて小さい値（ナノオーダー）が要求される。

変位測定器の分解能が高いことが最も重要であるが、計測時の外乱を極力低減さ

せることも重要な課題であると考えられる。また、標準化・規格化について、微

小変位計測の妨げになる種々の要因について何らかの規定を設けることが重要と

考えられる。例えば、計測時の温度とその変化、湿度、時間、振動、磁場などの

影響を極力除外した環境で実験を行うことが、高精度計測へと繋がる。そして、
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一軸の微小変形に対する計測を行うに際し、変形する対象物と変位計測機器との

位置関係を明確に規定する必要がある。理由は、MEMS 構造体の変形量が極めて

微小であり、測定対象と測定器との位置関係によって計測誤差が増大するためで

ある。  

 MEMS 分野において微小変位計測に関連する既存技術は多く存在し、測定対象

に応じて測定技術を選ぶことが可能である。今後は、動的変位測定技術の向上な

らびに各計測技術の測定精度向上のための研究開発が行われることを期待する。  

 

４．１．４ まとめ  

本章では、一軸微小力計測・校正法ならびに一軸微小変位（歪み）計測法に関

する調査研究を行い、既存規格・技術の調査ならびに規格化に向けての問題点・

課題を記した。力・変位という基本量に関する計測技術は国内外問わず多く存在

し、特に変位計測に関しては接触・非接触式等のかなりの技術がある。MEMS の

力計測については偏位法が多く用いられているが、これは測定子となるバネ構造

体の微小変位を測定し、バネ定数を乗じることで力に換算する方法である。した

がって、変位の計測技術の向上が力計測に直結することとなり、非接触変位計測

技術の更なる開発を期待する。また、MEMS 分野で扱われる力・変位は、マイク

ロ～ナノオーダーもしくはアトムオーダーにも達する。これらの計測値を真値に

近づけることが課題であり、測定器の性能向上だけでなく、測定雰囲気の規定が

重要となるであろう。  

今回取り上げた 3 項目は MEMS 全般に関連する基本量であり、これらに係わ

る標準・規格を安易に作れば、我が国の技術開発競争力の低下を引き起こす可能

性がある。しかし、これらはいずれも薄膜引張試験法に付随する基礎的計測・校

正技術であり、規定内容ならびに項目如何では非常に有益な標準・規格となり得

ることも考えられる。薄膜引張試験法に関する規格案は現在マイクロマシンセン

ターを中心に纏められており、近い将来規格化されるであろう。バルク材だけで

なく薄膜材料試験法に係わる技術シーズは我が国に多く存在しており、今回の 3

項目を薄膜引張試験法の規格と上手く関連付けることができれば、世界に対して

薄膜材料試験関連分野で更なるイニシアチブを取ることができるものと期待する

次第である。  
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・微小材料の強度や弾性係数の測定結果の信頼性（測定精度など）を保証できない。 

・測定結果の妥当性を説明する術がない 

・測定した荷重値の信頼性の保証が難しい 

・測定した値の妥当性が？、測定方法の妥当性が？ 

 

問7 もし微小力測定法に関する規格が新たに作られるとすれば、何を規定したらよいと思いま

すか？ご自由にご記入ください 

・測定分解能や線形性の数値 

・技術がどんどん新しくなるので、規格よりもガイドラインや基本的な考え方などが先ずあると

良い。ＡＰＩ（米国石油協会）の５８０のようなもの 

・分解能、直線性、クロス感度、周波数応答、などのスペックの定義、それらの値を校正する測

定器・測定方法の規定 

・荷重計の校正法、荷重計の剛性計測法、周波数応答計測法 

・測定精度の保証 

・生体や細胞内に発生する微小力を測定するための規格があればと思います。 

・測定の手法・機材の明確化 

・わからない 

・マクロ測定とミクロ測定との違いを明確に規定するとよい。 

・分解能、測定容量、応答性、剛性 

・校正法をどうするか、測定精度の規定（定格荷重の何％以下にすべきか） 

・繰り返し精度 

・MEMS などに適応できる規格にするためには、測定精度や温度依存性などに対する項目に記載

する数値をマクロなものよりシビアにするべき 

・測り方にもよると思いますが、どの程度の能力を持った装置で測るのか、つまり、測定分解能

に関する項目を必ず設けるべきと思います。特に、微小力を対象とした場合は測定能力の高い、

すなわち感度の良いもので測定する必要があります。 

 

問8 もし微小力測定法に関する規格が新たに作られた場合、実験者にとってどのようなメリッ

トがありますか？また、新たな問題点はありますか？ご自由にご記入ください。 

・データの信頼性を客観的に示すことが出来る。 

・島津のようなメーカからそれに沿った試験機が出るならメリットがある 

・測定器を購入する際、使用するさいに、規格に沿った測定器があればある程度の信頼感がある。

しかし、実験的研究目的では結局、測定器を校正しながら使うので直接のメリットはうすい。 

・メリット：より精度の高い機械的特性の評価が可能となる > 問題点：規格に準じた校正装置の

新規購入 

・微小材料では、測定対象（要求される荷重の大きさや精度）に応じて様々な方法が考案されて

いる（オールマイティーな方法はない）のが現状ではないかと考える。したがって、これらを整

理し、規格化することができれば方法の選択肢が増え、有益である。 

・例えば、ある力学刺激に対して細胞内骨格構造に発生する力が直接測定できれば、細胞の力学

応答特性の解明が飛躍的に進むと考えます。 

・測定に対して、被測定物の構造が規定されれば、場合によって（材料や製法によって）はその

構造を実現できない場合もある 

・具体的にはよくわからない 

・一般に剛性が低くなるので、動的応答とセンサのたわみ量が明示される 

・微小力測定結果の信頼性、測定精度の根拠を示すことができる。 

・測定の妥当性の検証 

・測定結果に対しての保証ができる 

・規格に基づいた測定ならば、得られた微小力の値が妥当であると考えられる 

 

A-1 
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・現在、細胞内の微小力・変形をどう計測するか自体が重要なテーマになっていますが、規格が

あれば、そこから一歩踏み込んだ研究がより早く進展すると考えます。 

・測定値の信頼性 

・微小力測定結果の信頼性（測定精度など）を保証できない。 

・測定結果の妥当性を説明する術がない 

・微小力の校正は、極めて難しい。なぜなら、測りたい力よりも小さい力で、測定器（方法）の

校正をする必要があるため。微小力の校正方法に関する規格があれば、実験者としては安心して

校正→実測ができる。 

 

問15 もし微小力測定の校正法に関する規格が新たに作られるとすれば、何を規定したらよいと

思いますか？ご自由にご記入ください。 

・手法、ジグなど詳細な方法 

・装置メーカーが対応してくれれば良い 

・分解能、直線性、クロス感度、などのスペックの定義、それらの値を校正する測定器・測定方

法の規定 

・その校正法を使用したときの精度 

・測定も校正も同様と考える 

・剛性計測 

・校正の基準力（または力の代わりの物理量）をどう規定するか、校正の精度 

・精度 

・校正方法、ジグについて 

・校正用ジグや測定の方法、測定中の雰囲気など。 

 

問16 もし微小力測定の校正法に関する規格が新たに作られた場合、実験者にとってどのような

メリットがありますか？また、新たな問題点はありますか？ご自由にご記入ください。 

・データの信頼性を客観的に示すことが出来る。 

・実験上の参考にする。できるだけ規格に沿った校正をするが、実際に適用できない局面も多い

だろう。 

・メリット：より精度の高い機械的特性の評価が可能となる > 問題点：規格に準じた校正装置の

新規購入 

・荷重の検定は常に試験ごとに必要であると考えられるため、メリットというよりは、必須のも

のと考えます。 

・標準が多数の機関によって作られるのは問題。ISO などの統一規格に乗せるのならそれなりの

準備と期間が必要と思われる。 

・動応答性、剛性 

・微小力測定結果の信頼性、測定精度の根拠を示すことができる。 

・測定の妥当性の検証 

・測定した微小力データの値の信頼性が向上する 
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・変位、歪の計測精度の保証 

・本当にマニュアル通りの精度が出ているかどうか校正したいが、標準的な校正方法がわからな

い。 

・現在、細胞内の微小力・変形をどう計測するか自体が重要なテーマになっていますが、規格が

あれば、そこから一歩踏み込んだ研究がより早く進展すると考えます。 

・いまのところ特に困っていない 

・あまりに微小になると変位そのものの定義が難しくなると考えている。 

・温度特性 

・微小材料の歪みや弾性係数の測定結果の信頼性（測定精度など）を保証できない。 

・測定結果の妥当性を説明する術がない 

・得られた結果の保証 

・測定結果の保証。 

 

問23 もし微小変位（歪み）測定法に関する規格が新たに作られるとすれば、何を規定したらよ

いと思いますか？ご自由にご記入ください 

・校正方法、校正ジグ 

・技術がどんどん新しくなるので、規格よりもガイドラインや基本的な考え方などが先ずあると

良い。ＡＰＩ（米国石油協会）の５８０のようなもの 

・島津のようなメーカからそれに沿った試験機が出るならメリットがある 

・分解能、直線性、クロス感度、などのスペックの定義、それらの値を校正する測定器・測定方

法の規定 

・校正法 

・校正方法 

・細胞内のアクチン細胞骨格には、フィラメント間の滑りとフィラメント自体のひずみの和が、

画像相関法では測定されますので、これらが分離できると良いと考えます。 

・測定手法間の誤差の評価法 

・何をもって歪みとすべきか、材料によっては温度で大きく変位することも 

・温度特性 

・校正法をどうすればよいのか（例、校正用スケールの規定）、測定精度の規定 

・繰り返し精度 

・測定装置と測定対象物との位置関係 

・測定装置が持つ精度、測定対象に対する測定装置の設置方法 

 

問24 もし微小変位（歪み）測定法に関する規格が新たに作られた場合、実験者にとってどのよ

うなメリットがありますか？また、新たな問題点はありますか？ご自由にご記入ください。 

・データの信頼性を客観的に示すことが出来る 

・例えば、ビーム径の半値幅のように、データを簡単に説明できる。 

・測定器を購入する際、使用するさいに、規格に沿った測定器があればある程度の信頼感がある。

しかし、実験的研究目的では結局、測定器を校正しながら使うので直接のメリットはうすい。 

・メリット：変位、歪の計測精度の保証、問題点：新たな装置の新規購入 

・微小材料では、測定対象（要求される荷重の大きさや精度）に応じて様々な方法が考案されて

いる（オールマイティーな方法はない）のが現状ではないかと考える。したがって、これらを整

理し、規格化することができれば方法の選択肢が増え、有益である。 

・アクチン細胞骨格の再構築に重要な役割を果たしていると考えられるフィラメントのひずみを

定量化できます。 

・単なる変位計測であれば、長さ計測の一部なので、すでに規格、標準があるのでは？あるいは

サブナノオーダの計測のお話しならば、まだまだやるべき事があるのではないかと思いますが、

今のところ当方ではそのレベルの計測が必要なケースはありませんので、正確なコメントができ

かねます。すみません。 

A-3 
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・微小変位（歪み）測定結果の信頼性、測定精度の根拠を示すことができる。 

・測定の妥当性の検証 

・測定結果の信頼性の証明 

・規格に沿えば、その規格が保証する精度で微小変位が測定でき、かつ、得られたデータを記載

された精度で保証できる 

・微小変位計測を初めて行う実験者でも、その規格に従うと微小計測ができる 

A-3 
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既存規格文献番号 B-1  

規格番号 IEC、ISO、JIS B 7721 

タイトル 引張・圧縮試験機－力計測系の校正・検証方法 

 

 

引用規格 JIS B 7728（一軸試験機の検証に使用する力計の校正方法） 

適用範囲 各種材料の機械的強度特性の評価に使用する引張・圧縮試験機の校正・検証方

法について規定する。 

 

規定項目および

内容 

校正(Calibration)：特定の条件下にて、計測装置又は計測系によって表示され

る測定値又は材料の測定若しくは対象材料によって表される値と、標準材料に

よって得られる値との関連を設定する一連の操作。 

 

「真の力 力計の校正値又はおもりによって生じる力」と定義されている。ま

た、「校正は、力計を使用し、力計の最小限界を下まわる小さな力に対しては、

既知の質量のおもりで行わなければならない。」、および、校正に使用する計器

は、国際単位系（SI）を使って認定されたトレーサビリティが確保されていな

ければならないと規定されている。 

 

測定の際に、結果の精度（バラツキ等を押さえる）を保つために、測定回数や、

ゆっくり行うという記載や、測定時に得られるデータからの誤差の評価方法、

および等級と測定分解能の定め方等が記載されている。 

 

具体的な校正方法のアルゴリズムに関する記載は本則には無く、盛り込む場合

は、本則の理解を助けるための補則もしくは解説の位置づけとなるようであ

る。 

 

 

 

 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

MEMS アクチュエータの場合、発生力およびデバイス自体のサイズ共に微小

であることが多い。本規格において、質量が既知であるおもりを小さくして対

応した場合、従来は問題とならなかった、被測定対象物（アクチュエータ）の

取り付け誤差が問題となる恐れがある。また、本規則では、校正に使用する力

計をはじめ、計器は国際単位系（SI）で認定されたトレーサビリティが確保さ

れたものとあるが、MEMS アクチュエータの出力範囲・サイズで、適用容易

な、このような認定された計器は見あたらない。その為、校正方法も、測定原

理／手法に応じて個別に規定する必要性が生じる可能性もある。現在既存の計

測器でトレーサビリティが確保出来る具体的な測定手法＆校正手法を盛り込

むには、本則の改訂よりは新規検討の方がより適していると考えられる。その

際に、測定精度の確保と、実験・測定容易さはトレードオフの関係になると予

測されるので、等級と保証誤差範囲の規定にも言及があるとユーザにとっては

より望ましいと考えられる。また、JIS H 7601-1 の附属書（（参考）試験片の

表面加工処理方法）に規定があるように、MEMS 分野では表面状態により、

計測器との接触状態変化等で出力値、および校正時の基準が変化する恐れも考

えられる。同様に、被測定部の表面処理条件等を記述する事も有用と考えられ

る。 
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既存規格文献番号 B-1  

規格番号 JIS B7721：2002    （ISO 7500-1 に対応） 

タイトル 引張・圧縮試験機 ― 力計測系の校正・検証方法 

 

 

 

引用規格 JIS B7728 ：一軸試験機の検証に使用する力計の校正方法 

JIS Z8103 ：計測用語 

適用範囲 各種材料の機械的強度特性の評価に使用する引張・圧縮試験機の校正・検証方

法について規定 

・力を加えるための付属品を含む試験機の一般検査 

・力測定計の校正 

（力計測系の静的検証を扱い、高速及び動的試験目的には必ずしも有効ではな

い） 

 

規定項目および

内容 

１．定義 

 

２．試験機の力測定計の校正 

・ 校正は力計を使用し、力計の最小限界を下まわる小さな力に対して

は、既知の質量のおもりで行わなければならない。 

・ 校正は、一般に、一定の指示力 Fi で行わなければならない。この方法

が適用できない場合は、一定の真の力 F を使って行ってもよい。 

・ 校正に使用する計器は、国際単位系(SI)を使って認定されたトレーザ

ビリティが確保されていなければならない。 

 

３．校正方法 

・校正は、10℃～35℃の周囲温度で行わなければならない。 

・試験機の力指示計が指示する任意の力 Fi を加えて、力計が指示する真

の力 F を記録する、あるいは、力計が指示する真の力 F を試験機に加え、

校正される試験機の力指示計が指示する力 Fi を記録する。 

・各レンジ容量の 20%～100%の間で、ほぼ等間隔の少なくとも 5 点で測

定を行わなければならない。20%未満の範囲で校正を行う場合、補足的な

1 回の測定を、限界値を含む 10%、5%、2%、1%、0.5%、0.2%及び 0.1%

の測定点で行う必要がある。 

    限界値   0.5 等級：400r   1 等級：200r 

            2 等級：100r   3 等級：67r  （r:分解能） 

 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

問題点 

・トレーザビリティが確保された既知の質量のおもりが、MEMS での測定力

に対して大きく対応できない場合が想定される。 

・誤差の大きさによって規定される試験機の等級によって値は異なるが、校正

の下限での限界値が分解能によって決められている。 

 

改善箇所 

・より小さな力でのトレーザビリティを確保する方策 

・動的な力校正への拡張 
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既存規格文献番号 B-2  

規格番号 JIS B7602 ：2002     

タイトル 電気式ロードセル－性能試験方法 

Load cell – Test method 

 

引用規格 JIS Z 8103 計測用語 

 

適用範囲 一軸試験機の静的検証に使用される以外のロードセルの構成方法に関するも

の、および、これによって質量または力の大きさの確定を行うロードセルにつ

いて適用する。この規格で適用するロードセルとは、ロードセル単体を指す。

規定項目および

内容 

１．試験条件 

温度（18～28℃で、最大温度差が 2℃以内）、大気圧（95～105kPa）、湿

度（測定すること）、重力加速度（試験を実施する場所で計測）。 

力基準機と出力測定器との組み合わせについて、拡張不確かさはロードセ

ルの最大許容誤差の 1/3 より小さくならなければならい。 

２．性能試験方法 

・ ロードセルの設置条件：試験力の方向とロードセルの主軸とが負荷軸

上に一致するように設置。 

・ 過負荷試験：ロードセルには、4 回連続して定格容量に相当する力よ

り 8～12%増の過負荷を加える。 

・ 初期荷重：定格容量の 10%以上負荷されないようにする。 

・ 試験力：微小試験力は、初期荷重より小さくてはならない。最大試験

力は、定格容量の 90%より大きく、100%未満にする。 

・ ロードセルの温度、電気的安定性 

・ 一般負荷試験、クリープ試験、温度特性試験について明記 

３．データの解析 

ロードセルの特性を示すために、試験又は校正から得られた測定結果につ

いての解析法を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

・試験時の温度の変化量が最大で 2℃と規定されている。MEMS の場合はこ

の温度変化が大きな測定誤差を生じるため、より小さく設定する必要があると

考えられる。 
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既存規格文献番号 B-3  

規格番号 JIS B7728：2002   （ISO 376:1999 に対応） 

タイトル 一軸試験機の検証に使用する力計の校正方法 

 

 

引用規格 JIS B7721 引張・圧縮試験機 ― 力計測系の校正・検証方法 

JIS Z8103 計測用語 

適用範囲 一軸力試験機（例えば、引張・圧縮試験機）の静的検証に使用する力計の校正

方法に関する。力計とは、力変換器から指示装置までの構成部品を含む全アセ

ンブリをいう。力を受けた部材の弾性変形量又はこれに比例する物理量を測定

することによって力の大きさの確定を行う力計について適用。 

 

規定項目および

内容 

１．原則 

校正は、正確な既知の力を弾性体に作用させ、このときの力計の弾性変位量の

計測装置からのデータを記録することによって成り立つ。 

 

２．力計の特性 

・力計は、弾性変位量の測定システムの種類及び品質（測定の不確かさ）によ

って、その力計が校正された特定の力の大きさだけに使用可能なものか、又は

校正された力の大きさの内挿範囲も使用可能であるかの分類を決定する。 

 

３．校正方法 

・校正に当たり、力の増加方法についてだけ 2 回の繰返し試験をそのままの状

態で実施しなければならない。その後、少なくとも 2 回の別の測定シリーズで、

力の増加及び減少の両方向について実施する。 

・2 回の別の測定シリーズの間で、力計の負荷軸の回り 360°を 3 等分する位

置を占めるように回転させなければならない。 

・校正曲線を求める場合の負荷ステップの数は、8 より少なくてはならない。

 

４．力計の誤差評価 

 

５．力計の分類 

・力計は、校正された力だけに限定使用又は内挿使用に分類する。 

 

 

 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

問題点 

・トレーザビリティが確保された既知の質量のおもりが、MEMS での測定力

に対して大きく対応できない場合が想定される。 

改善箇所 

・より小さな力でのトレーザビリティを確保する方策 

・動的な力校正への拡張 
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既存規格文献番号 B-4  

規格番号 JIS B7738：2001 

タイトル コイルばね－圧縮･引張試験機の検証 

 

 

 

引用規格 JIS B7517 ハイトゲージ 

JIS B7728 一軸試験機の検証に使用する力計の校正方法 

JIS B8103 計測用語 

適用範囲 コイルばね用の圧縮及び引張試験機力及び長さの高さの検証方法について規

定 

 

 

規定項目および

内容 

１．定義 

 

２．構成 

 

３．試験機の力測定系の検証 

・ 検証は、圧縮力計又は、既知の質量のおもりを使用して行う。 

・ 検証は、一般に、一定の指示力 Fi で行う。この方法が適用できない場

合の検証は、一定の真の力 F を使って行ってもよい。 

・ 検証に使用する計器は、国際単位系(SI)を使って認定されたトレーサ

ビリティが確保されていなければならない。 

・ 力計は、JIS Ｂ7728 で規定した要件に適合するものとする。 

 

４．試験手順 

・ 一般的に使用する方法は、試験機の力指示計が指示する任意の力 Fi

を試験機に加えて、力計が指示するか又はおもりによって作用する真

の力 F を記録する。この方法が使用できない場合は、力計が指示する

真の力 F を試験機に加え、検証される試験機の力指示計が指示する力

F を記録する。 

・ 3 回の測定は、力を増加させて行う。 

・ 各回とも、最大メモリの 20%から等間隔で少なくとも 5 か所の測定点

で行う。20%未満の範囲で検証を行う場合は、補足的な 1 回の測定を、

限界値を含む、10-5-2-1-0.5-0.2-0.1%の測定点で行う必要がある。 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

問題点 

・トレーザビリティが確保された既知の質量のおもりが、MEMS での測定力

に対して大きく対応できない場合が想定される。 

 

改善箇所 

・より小さな力でのトレーザビリティを確保する方策 

・動的な力校正への拡張 
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既存規格文献番号 B-5  

規格番号 JIS Z2255：2003 

タイトル 超微小負荷硬さ試験法 

 

 

 

引用規格 JIS B7735：ビッカース硬さ試験－基準片の校正 

適用範囲 押込深さが 1um 以上の超微小負荷硬さ試験方法について規定 

  測定対象は、10um 以上の厚さが必要 

 

規定項目および

内容 

１．定義 

 

２．試験の原理 

三角すいのダイヤモンド圧子を資料の表面に押し込み、その試験力を負荷した

状態で、圧子の押込深さを測定する。 

 

３．試験装置 

試験機が満足すべき条件（力に関するもののみ抜粋） 

・2mN 以上の試験力を、精度±1%で測定できる。 

・試験力を十分な精度で負荷できる。 

 

表 試験力の平均値と呼び試験力とのずれの許容値及びばらつきの許容値 

試験力 2mN 未満 2mN 以上 

ずれの許容値 ±0.02mN ±1.0% 

ばらつきの許容値 ±0.02mN ±1.0% 

     

 

 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

問題点 

・2mN 未満のずれやばらつきの許容値が絶対値で 0.02mN であり、より小さ

な試験力に対しては相対的に大きな値となる。 

 

改善点 

・2mN 以下の試験力を校正する方策 

・ばらつき低減 
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既存規格文献番号 B-6  

規格番号 JIS B7741：1999  （ISO 9513：1996 に対応） 

タイトル 一軸試験に使用する伸び計の検証方法 

Verification of extensometers used in uniaxial testing 

 

引用規格 JIS G 0202 鉄鋼用語（試験） 

JIS Z 8103 計測用語 

 

適用範囲 一軸試験に用いる伸び計の静的検証の方法を規定。“伸び計”とは、変位を計

測する装置およびその変位を表示または記録するためのシステムを指す。 

 

規定項目および

内容 

１．量記号・単位記号および定義 

この規格で用いる用語は、JIS G 0202 および JIS Z 8103 による。 

 

２．原理 

伸び計の検証とは、校正器によって与えられた既知の長さの変化と伸び計の

読みとを比較することである。 

 

３．校正器 

伸び計に既知の変位を与えることのできる校正器は、一つの軸スピンドルを作

動させるための機構および長さ変化を正確に測定するための装置を備えなけ

ればならない。長さ変化は、例えば干渉計またはブロックゲージおよびコンパ

レータまたはマイクロメータを用いて測定する。使用する長さ変化測定装置

は、長さの単位を使って認定されたトレーサビリティが確保されていなければ

ならず、また、その精度が既知でなければならない。校正器の誤差は、伸び計

の許容誤差の 1/3 を超えてはならない。 

 

４．検証方法 

・ 伸び計の位置：一軸試験で使用されるのと同じ位置および方向で設置 

・ 検証時の温度：18℃～28℃の範囲で、検証は±2℃変化内で行う 

・ 伸び計の標点距離の精度 

・ 検証の範囲 

・ 検証手順：温度安定後、長さの増加方向、減少方向または両方向について

2 回測定。1 回目は検証範囲を等間隔に分けた 10 測定点を、2 回目は伸び

計を一度外し、再び付け直して 1 回目と同じ方法で行う。 

・ 伸び計の性能の決定：分解能（伸び計で読み取ることのできる最小変位

量）、相対偏り誤差（与えた変位に対する誤差） 

 

５．伸び計の等級 

最良の等級（0.2）の場合、伸び計の分解能：0.2µm、校正器の分解能：0.1µm

 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

・伸び計の等級が最良のものでも、その分解能が 0.2µm であり、マイクロ・ナ

ノオーダーで変形する MEMS 構造体の変位計測器の分解能としては値が大き

すぎる。 

・MEMS 構造体の変形量は極微量であり、その測定器には 0.01µm もしくはそ

れ以下の精度が求められる。したがって、校正中に±2℃の温度差が生じると

測定機器・校正器の構成部品の熱膨張やゆらぎ等により、値が大きく変化する

ことが考えられる。 
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既存規格文献番号 B-7  

規格番号 JIS R1636：1998 

タイトル ファインセラミックス薄膜の膜厚試験方法－触針式表面粗さ計による測定方

法 

Test method for thickness of fine ceramic thin films – Film thickness by contact probe 

profilometer 

引用規格 JIS B 0651 触針式表面粗さ測定器 

JIS R 1600 ファインセラミックス関連用語 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

ISO 3274 Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface texture: Profile 

method – Nominal characteristics of contact (stylus) instruments 

適用範囲 ファインセラミックス薄膜の膜厚を、触針式表面粗さ計によって試験する方法

について規定。適用できる膜厚の範囲は、10～10,000nm とする。 

規定項目および

内容 

１．定義 

２．測定の原理 

触針式表面粗さ計による測定原理は、試験片基板上に薄膜が被覆されている部

分とされていない部分との境界の段差部を触針によって膜部→基板部へと走

査し、プロファイル上の高さの差から膜厚を求めるものである。 

３．試験環境 

試験結果に影響を及ぼさない程度の、機械振動の少ない環境下で行う。 

４．装置・器具 

触針式表面粗さ測定器：JIS B 0651 又は ISO 3274 で規定されている機器を使用

触針：ダイヤモンド製の円錐針で、頂角を 60°又は 90°とする。また、その

半径は 2、 5、 10、 12.5µm のいずれかとする。 

標準試料：測定用の試験片の予想膜厚に近いものを選択 

５．試験片 

試験片は板状のもので、触針式表面粗さ計の試料台上に安定して設置できる寸

法であればよい。 

６．操作 

装置の校正：測定前に、標準試料によって測定装置の精度を確認する。装置の

誤差が標準膜厚の±5％より大きい場合は、誤差が±5％になるよう装置の整備

を行う。 

試験方法：試験倍率（縦：5 万倍～50 万倍、横：500 万倍程度）、測定長さ（段

差を挟んで 0.5～3mm）、スタイラスの針圧（0.05～0.3mN）、試験片の固定方法

（わずかな外的要因では容易には動かないように固定する。風・振動の影響を

極力受けないようにするため、試験片の端部に適切な大きさの重しを載せる

か、粘土で固定する） 

試験位置と試験方向：試験位置は 3 箇所とする。CRT 画面などで段差部を観

察しながら触針を降ろす。触針は、試験片の段差の線に対して直角方向に、必

ず薄膜被覆部から基板部の方向に走査する。 

７．計算 

計算方法：段差部近傍の薄膜被覆上部と基板上部との平坦箇所における高さの

差を求め、これを膜厚とする。 

MEMS 適用に向

けた問題点と改

善箇所 

・一軸微小変位計測に関する規格を当規格に倣って作成する場合、(1)試験片

の固定方法、(2)試験片の変形方向と計測器の計測方向とのアライメント、に

関する項目を設ける必要があるであろう。 

・変形速度とサンプリングタイムおよび測定精度との関係についての規定も必

要と考えられる。 
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文献番号  C-1  

 

文献タイト

ル 
静電駆動式ナノ引張試験デバイスによるカーボンナノワイヤの力学的特性評価 

著者、所属 木内万里夫、磯野吉正、杉山進（立命館大）、森田貴彦、松井真二（兵庫県立大） 

出典 電 気 学 会 マ イ ク ロ マ シ ン ･ セ ン サ シ ス テ ム 研 究 会 資 料  Vol.MSS-05, 
No.1-20,pp13-16,2005 年 

測定原理 発生力：力学的特性が既知（単結晶 Si／SOI ウエハよりアクチュエータ製作）の片

持ち梁をたわませ、変位測定。固定点近くに力を作用させ、自由端で９１倍に変位

を拡大。拡大した変位を CCD カメラ＋画像処理にて計測している。 
 

装置構成 被測定対象物（FIB-CVD によるナノワイヤ）、アクチュエータ（静電）、測定部位（片

持ち梁：変位拡大）を SOI ウエハ上に作製。変位部を CCD カメラで計測。作製し

た静電駆動式ナノ引張試験デバイスを EANAT(Electrostatic Actuated NAno 
Tensile testing devices)と称する。EANAT 全景を図１に、変位測定の画像装置を含

めたシステム構成を図２に、荷重でたわませる梁部を図３に、それぞれ示す。

図１．EANAT 全景 

 
図２．システム構成            図３．梁部 

測定対象 収束イオンビーム援用化学気相成膜法（FIB-CVD 法）により作製したカーボンナノ

ワイヤ。室温における機械特性を評価することを目的とする。 
 

測定範囲 変位拡大後、測定のダイナミックレンジは約１００μｍ。検出分解能等は未記載。

 
測定性能・

分解能 
測定対象物と荷重付与のアクチュエータの取り付け誤差による測定精度低下問題へ

の対策が目的の一つ。SOI ウエハ上への一体成形による試験デバイス作製を提案し、

本課題への解決案を提示している。 
 

特徴、問題

点 
静電アクチュエータの発生力を電圧より推定する方法では nN オーダ計測は不可で

課題であると背景記述。本方法がどの程度の荷重計測精度を保有するかの記載が望

まれる。測定対象物と荷重付与デバイスを一体成形する提案は「良」と考えられる。

ただ、変位を９１倍に拡大しており、画像計測時の精度（誤差排除への工夫）含め、

変位量の校正が望まれる。 
 
 



－74－ 

文献番号  C-2  

文献タイト

ル 

A tensile-testing technique for micrometer-sized free-standing thin films 

著者、所属 Yi-Wen Cheng, David T.Read, J.David McColskey, Joyce E.Wright(88National 
Institute of Standards and Technology, USA) 

出典 Thin Solid Films, Vol.484, No.1-2, pp426-432, 2005 年 

測定原理 発生力：渦電流センサを利用し、変位量を測定。予め、質量が既知のおもりを用い

て、アクチュエータの校正を実施している。アクチュエータへの印加電圧と発生力

の相関を同定。  

装置構成 Si 製の被測定対象物と、荷重を付与する部位（brass bar）と、前記部位の変位を測

定するセンサ（eddy-current センサ）より構成される。被測定対象試験片を図１に、

変位測定部を含めた全構成を図２に、荷重測定の為の校正手法を図３に、それぞれ

示す。 

 
図１．試験片（中央穴にフック挿入）  図２．装置全景 

 
 図３．質量既知の錘利用の校正方法 

測定対象 Si 薄膜の引張試験 

測定範囲 ～１０ｍN、（分解能は未記載） 

測定性能・

分解能 
荷重の校正を実施。質量が既知のおもりを利用。固定点からワイヤにておもりを吊

し、そのワイヤを荷重が加わるフックの先の穴を通している。フックを変位させ、

変位を測定することでアクチュエータへの電圧と発生力を校正している。５回の測

定を行い検定作業も実施（９５％確からしさ）している。 

特徴、問題

点 
校正を実施している数少ない論文の一つ。ただ、規格化の観点からすると、フック

穴部の摩擦係数や表面状態（ワイヤとの摩擦状態で測定値が影響を受ける為）に関

する考察が望まれる。また、渦電流センサ設置部位とフック先端間でのたわみ等の

影響もあるため、測定の正確さと試験の簡便さ・効率をトレードオフとして、試験

サンプル標点部をダイレクトに測定する場合との誤差を規格化（測定対象の力の大

きさやサンプルサイズで分類 etc）する事も有用と思われる。 



－75－ 

文献番号  C-3  

文献タイト

ル 

Tensile Testing of Thin Films Using Electrostatic Force Grip 

著者、所属 Tsuchiya,T, Sakata,J.(Toyota Central R&D Center, Inc,.) 

出典 ASTM Spec Tech Publ (Am Soc Test Mater), No.1413, pp.214-228 

測定原理 発生力：MEMS 薄膜の引張試験において、発生力は微小フォースセンサにて測定。

試験装置自体を SEM や、光学顕微鏡下に設置し、変位部を観察。本論文の提案内

容は、被測定対象試験片と、測定用プローブ間の把持方法に関するものである。  
 

装置構成 MEMS デバイスの様な微小サンプルに荷重を付与し、変位を測定する場合、サンプ

ルの把持により、ダメージが生じる危険性が有る。より正確な測定のために、柔ら

かくサンプルを保持する手段として静電チャックを提案している。被測定対象物（Si
製の試験片）、試験片チャック部（静電グリップ）、ステージ、力センサ、変位観察

装置より構成される。試験片と測定用プローブ間の静電チャックの概要を図１に、

観察系含めた装置全景を図２に、それぞれ示す。 
 

 
図１．静電チャックの概略    図２．装置全景 

測定対象 LPCVD 及びプラズマ CVD 法により成膜した三種類の薄膜(ポリシリコン,SiO2、
SiN) 
 

測定範囲 サンプルの静電チャック部に関して記載 
 

測定性能・

分解能 
アクチュエータの発生力の校正等に関しては特に記載無し。 

特徴、問題

点 
トレーサビリティの観点からも、サンプルの把持方法を規則本体の補則として記載

する案は考えられる。 
 



－76－ 

文献番号  C-4  

文献タイト

ル 

A Novel MEMS Device for High Resolution Force And Displacement 
Measurement 

著者、所属 B.A.Samuel, A.V.Desai, M.A.Haque(The Pennsylvania State Univ,. USA) 

出典 Tech Dig IEEE Micro Electro Mech Syst, pp259-26, 2005 年 

測定原理 発生力：荷重による変位をバーミア利用し測定。光学的な手法にて測定。またバー

ミア部に櫛歯静電アクチュエータを用い、電圧等に変換することも可能と記載され

ている。 
 

装置構成 MEMS 構造に適した試験片の提案である。被測定対象物（Ｓｉ製の試験片）、荷重

付与部、変位測定部より構成される。被測定対照試験片の概略測定イメージを図１

に、MEMS 技術により作製した試験片を図２に、それぞれ示す。 
 

 
図１．測定イメージ         図２．試験片（写真） 
 

測定対象 Ｓｉ製（ＭＥＭＳ分野）の試験サンプル 
 

測定範囲  
 

測定性能・

分解能 
測定分解能：0.25pN、変位：25nm。 
 
 

特徴、問題

点 
MEMS 分野に適した試験片構造の提案を実施している。他提案の試験片に対する優

位性検証等は未記載。本構造以外にも MEMS 分野の力学的な特性を評価する試験

片が多く提案されており、本提案もその一つである。規格化の観点からは、どの構

造が優れているかの検証が重要と考えられる。試験片自体が微小な為、取り付け誤

差等の弊害を無くすために、アクチュエータを同一基板内に作り込む事も多く提案

されている。アクチュエータの発生力の観点からは校正方法の規定方法に関する議

論、検証が望まれる。 
 
 
 
 



－77－ 

文献番号  C-5   

文献タイトル Evaluation of fatigue strength of LIGA nickel film by microtensile tests 

著者、所属 Dongile Son et al. : Seoul National University 

出典 Scripta Materialia 50 (2004) 1265-1269 

測定原理 ・1 軸の応力－ひずみ測定システム 
 
ガラス基板に把持したサンプルをピエゾアクチュエータで１軸方向に引っ張

り、電子スペックル干渉計を用いて変位を測定し、荷重－変位曲線や S－N 曲

線を求める。 
荷重に対応する試験機の変形を考慮し、試験片だけの変形に換算 
 

装置構成 ・アクチュエータ：圧電式 
・変位計測：電子スペックル干渉計 
・３軸ステージ 
・薄膜試験片の把持： 

ガラスへ UV 接着剤で固定 
 
 
 

測定対象 ・LIGA で作製したニッケル電鋳薄膜 
  厚さ：<20um 

梁幅：10～20um 
梁長さ：400～1000um 

ガラス基板上に LIGA プロセスで Ni 薄膜 
試験片を形成し、ガラス基板をエッチング 
して試験片をリリースする。 
 

測定範囲 ・力校正で線形な範囲：０～1.5 N 
・変位測定範囲：0－90um 
 
 

測定性能・分解能 ・力分解能：0.2 mN 
・変位測定分解能：1.8nm 
 
 
 
 
 
 

特徴、問題点 特徴 
・ ピエゾアクチュエータを用いて動的荷重を加えることにより、Ｓ－Ｎ曲線

を求めている。 
・ 荷重に対する試験機の変形を考慮している。 
・ 変位の高精度測定により力分解能を向上している。 
問題点 
・ 力校正方法についての記載なく、力の絶対値は不明確である。 
 
動的な力の校正方法は今後必要とされる可能性がある 
 
 



－78－ 

文献番号  C-6   

文献タイトル 慣性質量を利用した衝突破壊試験における作用力測定法 

著者、所属 藤井雄作 et al. ：計量研究所 

出典 日本機械学会 2000 年度年次大会講演論文集(I) p109-110 

測定原理 ・ 衝撃破壊試験における作用力の計測方法。 
・ 重力の影響を避けるため、水平面方向の慣性力を利用。 
・ 摩擦力などの外力の影響を避けるため、静圧空気直動軸受けを使用。 
・ ３点曲げ試験による衝突破壊試験。 
・ 可動部の速度 v は、光波干渉計のドップラーシフト周波数から測定 
 
・ 可動部の加速度ａや位置 x は、可動部速度 v の時間微分や時間積分から求

める。 
・ 可動部に作用する力は、可動部質量 M と可動部加速度 a の積 Ma から求

める。 
 

装置構成 ・ 可動部：水平方法に可動し、金型取付 
・ 可動部支持：静圧空気直動軸受け 
・ 3 点曲げ用金型：80mm 間隔 
・ 金型先端：曲率半径 0.5mm、刃先角 60° 
・ 可動部速度計測： 

周波数カウンター＋光波干渉計 
（ゼーマンタイプ He-Ne レーザ） 

 
 

測定対象 ・純アルミ丸棒 
  直径 2mm、純度 99.7% 
 

測定範囲 ・作用力の範囲：0～13N 
 
 

測定性能・分解能 ・ 測定力の最大値：13N 
・ 推定した不確かさ：0.06N（最大値の 0.5%） 
    サンプリング周期：0.15ms 

平均時間 3ms 
 
 
 

特徴、問題点 特徴 
・１軸の力センサを動的に校正する方法の提案であり、下記の特徴がある 

センサー自身を振動させないためセンサ自身の慣性力補正不要 
    衝撃応答などの過渡的現象を測定可能 
・ 測定力としては MEMS 発生力と比較して大きい。 
問題点 
・ 速度の時間微分から加速度を求めているため、力の不確かさが大きい。 
・ 力の校正方法についての記載なく、不確かさの推定のみ。 
 
先の文献と同様に動的な力の校正であり、日本が今後リードできる可能性を有

する規格と思われる。 
 



－79－ 

文献番号  C-7   

文献タイトル Movement Analysis for Micro Linear Actuator with Micro Force Probe 

著者、所属 Yasushi Onoe and Osayasu Kikuchi ：Yokogawa Electric Corporation 

出典 Technical Digest of the 17th Sensor Symposium, 2000, pp45～48 

測定原理 ・ ピエゾ抵抗式カンチレバーを用いた一軸の力計測方法。 
・ リニアアクチュエータの発生力を測定。 
・ カンチレバーを支持台に支持し、自由端にアクチュエータによる発生力を

作用させ、カンチレバーの応力をピエゾ抵抗方式で検出。 
・ アクチュエータのスライダ位置は 

顕微鏡で観察。 
 
 
 
 

装置構成 ・ピエゾ抵抗式 Si カンチレバー（詳細は引用文献に記載） 
  サイズ：15.0x1.25x0.5mm 

Force capacity：2mN／40mN／0.4N 
ダイナミックレンジ：>2000 
Force resolution： 

1uN／20uN／0.2N (at noise 0.1mV) 
・サンプル：XYZθステージに固定 
・カンチレバー：XYZ ステージに固定 
 
 
 
 

測定対象 ・静電型リニアアクチュエータ（東芝製） 
  可動スライダ(4 位相電極)： 

2.5x2.5x3.0mm、20mg 
  ステーター：3.6x4.6x8.0mm 
  電極間隔：16um 
 

測定範囲 ・ 力範囲：0～2mN 
 

測定性能・分解能 ・ 力分解能：0.01mN 
・ 応答速度：1ms 
 
 
 
 
 

特徴、問題点 特徴 
・ カンチレバーを用いることで、高感度で高速応答可能な一軸の力計測が可

能となっている。 
・ ピエゾ抵抗方式を用いることでカンチレバー変位（たわみ）を高精度に測

定し、力分解能を向上させている。 
問題点 
・ 力の校正方法についての記載無く、力の絶対値は不明確である。 
 
微小な力の校正方法について記載された新規論文はなかった 



－80－ 

文献番号  C-8   

文献タイトル 薄膜引張試験による多結晶シリコン膜のヤング率測定 

著者、所属 土屋智由、船橋博文（豊田中央研究所） 

出典 電気学会準 E 部門論文誌 123 巻 12 号 577 ページ 2003 年 

測定原理 静電チャック型薄膜引張試験における薄膜試験片の平行部両端にエッチング

により標点を設け、試験中の標点間の相対変位を高速デジタル CCD カメラで

計測。試験後、標点の移動距離を画像処理で求め、標点間の伸びを算出してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装置構成 一軸微小力の計測方法における参考文献：Tensile Testing of Thin Films Using 

Electrostatic Force Grip と同一であるため、省略。 

 

測定対象 表面マイクロマシニングで作製した CVD 多結晶シリコン薄膜 

 

測定範囲 試験片上の標点距離が最小で 100µm、10 倍の光学倍率を持つ実体顕微鏡の観

察視野が 850µm×680µm あり、この範囲内なら測定可能と考えられる。 

 

測定性能・分解能 ・目標変位計測分解能：10～50nm（破断歪みを 1％と仮定して、その 1％に相

当する伸び量） 

・実体顕微鏡の光学倍率：1～10 倍、光学分解能：4µm 

・高速デジタル CCD カメラ：1,280×1,024 ピクセルの 12bit 白黒画像を 13 フ

レーム/秒で取得可能、CCD 画像のピクセル分解能：0.42～0.54µm 

・CCD カメラ取得＋画像処理の分解能（標点間距離 100µm）：0.05µm 以下、

変動の標準偏差：0.015µm 

 

 

特徴、問題点 利点 

・特別な光学系が不必要 

・CCD カメラや画像取り込み装置は汎用品で対応可能 

・2 視野顕微鏡の場合、両視野間の距離の校正が必要であるが、本システムで

は不必要。 

問題点 

・標点部を形成することにより、その出来不出来によって測定精度が変化する。

また、標点部のノッチから試験片が破壊する可能性が高いことが問題。 

 

 



－81－ 

文献番号  C-9  

文献タイト

ル 

AFM 内引張試験機を用いた MEMS 材料のひずみ測定技術の開発 

著者、所属 生津資大、磯野吉正、田中武司（立命館大理工） 

出典 日本機械学会年次大会講演論文集 Vol.1, pp.325-326, 2001 年 

測定原理 発生力：微小荷重用のロードセル 

変 位：LVDT（差動変圧器）および AFM 利用 

Si 製のマイクロスケール試験片による MEMS 材料のひずみ測定を実施。試験片内

部に生じるひずみの影響が無視できなくなる為、AFM に設置した試験片標点部の変

位を直接測定している。試験片内部にゲージパターン（ラインアンドスペースが 25

μm：35μm）を作り込み、AFM で観察し、間隔を測定している。 

装置構成 駆動部（PZT アクチュエータ）、試験片保持部、荷重測定部および変位測定部（LVDT、

AFM によるゲージパターン観察）より構成。装置全体図を図１に、試験片取り付け

部を図２に、試験片に作り込んだゲージ部を図３に、それぞれ示す。 

図１．装置全景    図２．試験片取り付け部  図３．ゲージパターン

測定対象 Si 製のマイクロスケール試験片。MEMS 材料のひずみ測定用途。 

 

 

 

 

測定範囲  

 

 

 

 

測定性能・

分解能 

従来の微小引張試験器側に設けた変位センサ（LVDT）による計測では、単結晶 Si

［100］のヤング率は 59.1GPa、105.5GPa（補正実施）に対し、試験片の標点部を

直接計測（AFM によるゲージパターン観察）した本例では 170.2GPa であった。 

 

 

特徴、問題

点 

試験片内部でのゆがみによる誤差は、MEMS 材料の分野では無視できないと考えら

れる。解決策として、試験片内部にゲージパターンを作り込み、AFM で観察する手

法を提案している。規格化の観点からは、試験片の装置への取り付け方法の規定や、

試験片標点部と作り込むゲージパターン等との位置関係など、測定結果を保証する

規定は有用と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 



－82－ 

文献番号  C-10   

文献タイトル A microelectromechanical load sensor for in situ electron and x-ray microscopy 

tensile testing of nanostructures 

著者、所属 Y. Zhu, N. Moldovan and H. D. Espinosa (Northwestern University) 

出典 Applied Physics Letters, vol. 86, 013506, 2005. 

測定原理 FE-SEM 内に熱もしくは静電アクチュエータおよびキャパシタンスセンサを

有する引張デバイスを設置し、Au ナノ細線試験片の引張変位を測定。熱アク

チュエータの電圧印可量とキャパシタンス変化量および FE-SEM 測定による

変位量を用いて、キャパシタンスと変位との関係を求めている。 

 

 

装置構成 熱もしくは静電アクチュエータ部、力センサ部、試験片部から構成されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定対象 カーボンナノチューブ、Au 細線 

 

 

測定範囲 測定範囲に関する記載なし 

 

 

測定性能・分解能 分解能に関する記載なし。 

1024×768pixels の範囲でサブピクセル処理を行うことで、変位計測を行って

いる。画像処理を用いた同手法により、通常の SEM 観察中に見られるドリフ

トの影響を取り除くことができる。 

 

 

 

 

特徴、問題点 利点 

上述のように、画像処理を用いることで走査時間経過に伴うドリフトの影響を

除外することが可能なことが最大の利点である。 

 

問題点 

SEM 内で動作可能な構造としなければならず、静電方式を使うことは困難で

ある。 
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文献番号  C-11   

文献タイトル Mechanical Properties of Polycrystalline Titanium Nitride Films Measured by XRD 

Tensile Testing 

著者、所属 T. Namazu, S. Inoue, H. Takemoto and K. Koterazawa (University of Hyogo) 

出典 IEEJ Trans. SM, vol. 125, no. 9, p. 374, 2005. 

測定原理 小型の引張試験装置を X 線回折装置内に設置し、引張試験中の試験片厚さ方

向の歪みを X 線回折によって計測している。引張方向については作動トラン

スで試験片固定冶具間の相対変位を測定しており、有限要素解析結果と併せて

試験片平行部の変位量を求めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装置構成 X 線回折装置の試料台に設置可能なように、小型化された引張試験装置を開発

している。装置は引張負荷を与える PZT アクチュエータ（最大伸び：60µm）

を変位拡大機構を有するケース内に収納しており、小型ながらも試験片に一軸

の負荷を加えることが可能な構造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定対象 単結晶シリコン試験片（厚さ 20µm 程度）、多結晶 TiN スパッタ薄膜（厚さ 0.7µm

～2µm） 

 

測定範囲 X 線が照射される範囲に限られる。本装置システムでは、試験片標点部長さが

最大 5mm 程度。 

 

測定性能・分解能 分解能は、基本的に対象材料の結晶性に左右される。 

単結晶シリコンなど結晶性の良い材料は、原子分解能での計測が可能である。
 

特徴、問題点 利点 

・結晶材料であれば試験片の厚さ方向の微小歪みを計測することが可能であ

り、ヤング率だけでなくポアソン比をも導出可能なこと。 

問題点 

・試験片と X 線装置とのアライメントにより、回折ピーク強度や位置が大き

く変化するため、測定精度に影響がでる。 

・X 線回折により試験片の横歪みを求めているため、対象は結晶材料に制限さ

れる。 
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文献番号  C-12   

文献タイトル 原子分解能を有する応力負荷下でのその場表面観察システムの開発 

著者、所属 松室昭仁、粥川君治、藤本洋平、安藤妙子、佐藤一雄（名古屋大学） 

出典 日本機械学会論文集 A 編、69 巻 678 号 106 ページ、2003 年 

測定原理 マイクロマシン技術により作製されたオンチップ引張試験システム上に原子

間力顕微鏡を設置することで、引張負荷に伴う試験片の変形挙動を観察してい

る。 

 

 

 

装置構成 オンチップ引張試験装置上に市販の AFM を設置することで、引張負荷に伴う

試験片の変形挙動を原子分解能で観察している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定対象 100nm 膜厚の TiN スパッタ膜、マイカ 

 

測定範囲 本研究では AFM で引張試験時の試験片の変形量測定を行っておらず、測定範

囲についての記載もない。 

 

測定性能・分解能 測定性能を向上させるため、振動ノイズを低減させる機構を構築している。具

体的には、床からの振動ノイズ、音波・気流、熱的揺らぎなどの振動系、およ

び帯電対策を行っている。 

測定分解能について、AFM でマイカ表面の観察を行った結果 0.52nm を得てお

り、X 線回折結果の 0.519nm とほぼ一致していることから、原子分解能を有し

ていると述べている。 

 

 

特徴、問題点 利点 

・AFM の高分解能性を用いて微小試験片の変形挙動を精度よく計測できる。

・AFM 探針のコンタクト力は極めて微小であり、マイクロ試験片上にアプロ

ーチさせることが可能である。 

欠点 

・AFM はスキャンしながら試料の表面情報を読み取るため、動的な変位計測

には不向きである。 

・ドリフトの影響が大きい。 
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４．２ 材料分野 

 

４．２．１ はじめに         

MEMS の設計・製造において、その構成材料となる薄膜の特性は、製造プロセスばかりで

なくデバイスの特性・性能を大きく左右するきわめて重要な要素であり、その特性評価の

標準化が最も望まれている分野の一つである。特に、MEMS においては、その試作が大掛か

りになることが多く、シミュレーションを主体とした開発ツールの実現が望まれているが、

そのためにはシミュレーションを支える薄膜の基本物性に関するデータが必須となる。 

上記の現状認識のもとに、本分科会では委員会で行われたアンケート調査ならびに分科

会の討論を通して、材料分野における標準化に関して国内のニーズの洗い出しを行った。

その結果、MEMS の製造に関して、下記に示すように、デバイス設計に必要とされる基礎的

な物性値の計測法の開発とその標準化が望まれていることが明らかとなった。 

○ 薄膜、微小寸法材料の機械的性質に関する信頼性の高いデータ 

○ 微小部材の長期信頼性、疲労特性 

○ 微小部材のねじり試験 

○ 薄膜から基板をはずしたときのそりの制御(そり量とプロセスの関連) 

○ 薄膜を作製したときの内部応力 

○ 微小構造体(片持ち梁)のばね定数 

○ 薄膜の密着強度（テープテストが主流だが、これに合格しても剥離する場合がある） 

○ 微小な部材の接合強度 

○ 薄膜の熱的特性(熱伝導率、熱膨張) 

○ 生体適合性 

○ 薄膜の親水性（撥水性） 

 本分科会においては、これらの項目について、MEMS 開発の現状と照らし合わせて、標準

化が望まれる優先度について検討した。 

その結果、上記項目の中で、引張強度はデバイス設計の基礎データとしてニーズが高い

項目であるが、IEC へ我が国主導で規格案が提案され、すでに FDIS の段階にあること、疲

労試験については、長期信頼性を確保するためにきわめて高いニーズがあるが、現在、IEC

へ NP 提案の準備中であること、さらに、疲労加速試験も我が国において新たなプロジェク

トが計画されていることから、今回の調査項目からは除外した。また、ねじり試験、熱的

特性、生体適合性、親水性についても、それらの重要性は認めるものの、現段階では時期

尚早であり、次のステップで取り上げるべき項目であると考えた。したがって、材料分野
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で新たに必要とされる優先度の高い規格として、以下の３項目を抽出した。 

   1) 薄膜の残留応力(歪)の計測法 

   2) 薄膜弾性率の計測法 

   3) 薄膜と基板の密着強度計測法 

 1)の残留応力は、エッチング後の微小構造物の形状（そり、ゆがみ）に大きな影響を及

ぼすばかりでなく、基板と界面の破壊強度（破壊靭性）、疲労強度にも影響を及ぼすため、

その定量的評価が重要な項目である。2)の弾性率は、センサーの感度、アクチュエータの

性能を支配するばね定数に関する重要な機械的性質であり、デバイスの設計ばかりでなく、

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。その

ため、MEMS デバイスの設計には欠かすことができない材料物性であるばかりでなく、薄膜

の健全性を評価する指標にもなる重要な特性の一つである。3)の薄膜と基板の密着強度は、

LSI デバイスにおいても重要となる材料特性値であるが、MEMS デバイスにおいても、耐久

性、信頼性に密接に関係しているため、その評価法の確立が望まれている。 

以下、それぞれの計測法について既存規格、計測原理・計測法、我が国のシーズ技術に

ついての現状調査を行うとともに、標準化・規格化に向けての今後の課題・提言を示す。 

 

４．２．２ 薄膜の残留応力の計測法 

 

４．２．２．１ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

(1) 既存規格の調査 

薄膜の残留応力計測に関する既存の規格は存在しないが、バルク材料に対しては、いく

つかの規格が制定されている。以下にその一例を示す。 

① ISO/TS 21432 

Non-destructive testing -Standard test method for determining residual stresses 

by neutron diffraction 

② ISO/TTA3 

Polycrystalline materials -Determination of residual stresses by neutron 

diffraction 

③ ASTM E1426 

Standard Test Method for Determining the Effective Elastic Parameter for X-Ray 

Diffraction Measurements of Residual Stress 
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この中で、ISO 規格は中性子回折を利用したもので、上記規格を、そのまま薄膜材料に

適用するのはやや困難であると考えられる。 

 

(2) 計測法の調査 

薄膜の残留応力の測定法には 

① Ｘ線回折法 

② 穿孔法 

③ レーザラマン分光法 

④ 反り法 

⑤ インデンテーション法 

等々があるが、いずれも残留応力を間接的に測定しているのであって、それぞれに利

点・欠点があり、完璧な方法は存在しない。以下に、各計測方法の原理を簡単にまとめる。 

①（Ｘ線）回折法 

Ｘ線等の波を薄膜に当て、その回折波からの干渉を観測すれば、結晶格子の間隔が求め

られる。もし、薄膜中に残量応力があれば格子間隔がずれることから、それが回折角度の

ピークシフトとなって現れ、そのシフト量から残留応力を推定することが可能となる。Ｘ

線以外にも電子線、中性子線等が用いられている。 

 

 

図 4.2.2-1 X 線回折の模式図 1) コベルコ科研資料より引用 

 

②穿孔法 

薄膜に孔をあけると回りの応力によって孔がひずむ。そのひずみを測定し応力を推定す

る。 

③（レーザ）ラマン法 

薄膜に光を当て、その反射光を見ると、一部波長が入射光からずれているものがある。
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これは薄膜中の原子の振動によって起因する。これをラマン効果と呼び、波長のずれをラ

マンシフトと呼んでいる。応力が負荷され、結晶中に歪が生じると原子間の結合力が変化

するため、ラマンピークは無応力のときの位置からシフトした位置に現れる。そのシフト

量はほぼ応力に比例するため、これより残留応力を推定することができる。 

 

 

図 4.2.2-2 ラマン分光の原理図 2) 

 

ここで、レーザのビームをレンズにより 1m 程度に絞ることによって、ミクロンオー

ダーでの局所的な残留応力を計測できる（マイクロ（あるいは、顕微）レーザラマン法と

呼ばれている）。この方法は LSI における局所的な応力を測定する技術として応用されてい

る。一方、MEMS においてもウエハーレベルあるいは微視構造体における残留応力の測定が

必要である場合があり、この手法は MEMS においても適用可能な技術と考えられる。また、

このマイクロレーザラマン法は、我が国においても多数の研究者がおり、日本の強い技術

と考えてよい。 

 

図 4.2.2-3 マイクロレーザラマンによる薄膜残留応力の計測例 3) 
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④反り法 

ウェハー全面に薄膜を付けると薄膜の応力でウェハーが反る。その反りから応力を推定

することができる。 

⑤インデンテーション法 

先端の尖った圧子を薄膜に押し付けて膜にクラックを入れる。そのクラックの長さと押

し付け圧から応力が推定できる。 

薄膜の残留応力に関する国際会議での発表を見る限り、日本からの発表件数はそう多く

なく、したがって、測定技術の日本における蓄積は必ずしも高いとは言い切れない。ただ

し、前述のようにマイクロ（顕微）レーザーラマン法については、我が国に装置メーカー

ならびに高い技術を持った研究者が存在し、我が国が主導で規格化を推進できる分野とし

て注目される。 

 

４．２．２．２ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

残留応力の測定法は、薄膜中の残留応力の制御につながることから、MEMS デバイスの開

発においてきわめて戦略的な側面をもっている。したがって、残留応力の測定技術を標準

化すべきか否かについては、MEMS 関連企業ならびに専門家や多くの関係者の意見をも拝聴

し、さらなる検討が求められる。そこで、本稿ではそれら両論について併記しておき、今

後の課題・提言としたい。 

 

【標準化を推進する意見】 

MEMS製造はファウンドリーやプロセス受託のように1社内での生産よりは複数企業連携

による製造が多い。共通の測定技術で関係企業間の相互理解を進めることのメリットは大

きいので、標準化すべきである。 

 

【標準化への慎重意見】 

残留応力の測定技術は MEMS 製品の品質に大きく影響する極めて重要な技術であり、測

定技術が MEMS メーカーの競争力の源泉となっている。高い測定技術を持ったところが高性

能 MEMS を提供できるのである。競争領域というのは標準化には馴染まない。また標準化・

規格化を行うためには高い測定技術を持った企業や研究者からその技術を提供してもらわ

ねばならないが、それがかえって我が国の競争力を低下させてしまう可能性も否定できな

い。 
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これまでに提案されている各測定方法とも完全なものではなく、特定の測定技術につい

ての標準化が他の方法の技術進歩を遅らせることになる可能性がある。 

さらに、科学的側面から考察すると、測定方法の標準化が必ずしも研究に正しい情報を

与えるとは限らない。また、学問的には最適ではないかもしれない測定手順であっても、

産業的には共通の物差しの存在が価値を持つ事は十分に認める。しかし、その際にも競争

領域である測定技術についてはその都度関係者による NDA ベースでの話し合いで測定技術

を決めるべきであろう。 

 

なお、薄膜の計測に関して我が国が強いシーズ技術として、マイクロレーザラマン法に

よる残留応力の計測がある。この手法はミクロンサイズの微小な領域の残留応力測定法と

して優れており、測定法の標準としては最大の候補になりうるが、測定装置の価格が高い

ため、誰にでも容易に使えるという国際標準の思想に照らして標準に推しにくい面もある。

今後、我が国のこの分野の発展を注視するとともに、各国の動向を見極めながらの対応が

必要である。 

 

４．２．３ 薄膜弾性率の計測法 

 

４．２．３．１ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

(1) 既存規格の調査 

薄膜の弾性率を直接計測する規格は存在しないが、バルク材料に対する規格は多数存在

する。その一例を以下に示す。 

① ISO 17561 

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method for 

elastic moduli of monolithic ceramics at room temperature by sonic resonance 

② ASTM E1875 

Standard Test Method for Dynamic Young's modulus, Shear modulus, and Poisson's 

Ratio by Sonic Resonance 

 上記の計測法は、いずれも試験片を共振させ、その共振周波数から弾性率を求めるもの

であり、その測定原理は薄膜にも適用可能であるが、試験片の把持、励起、共振の計測等

の手法については、薄膜に適したものに変更する必要がある。 

 

(2) 計測法の調査 
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 薄膜、微小構造体の弾性率計測法として、現状では主に以下の方法が行われている。 

① 引張試験、曲げ試験の弾性変形域から求める。 

② バルジ法 

③ 共振法 

④ 超音波法 

⑤ ナノインデンテーション 

①の手法は、引張強度、曲げ強度の計測時に同時に測定が可能であり、我が国から IEC

に提案を行っている IEC 60472-3 においても引張試験の場合について規定がある。しかし

ながら、得られる弾性率はヤング率のみであり、引張試験の形状に試験片を加工できない

場合や歪の計測装置を用いることが出来ない場合には計測ができない。また、試験片の寸

法精度が計測結果に大きな影響を及ぼすことに注意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-1 単結晶 Si 微小試験片の応力―歪曲線の例 4)。この直線の勾配がヤング率と

なる。 

 

また、片持ち梁、両持ち梁の荷重－変位曲線から求める手法も多く報告されている。こ

の場合、試験片の作製に関しては引張試験より簡便であるが、計測荷重が小さく、しかも

荷重負荷位置を正確に制御した試験を行うためには、特別な試験装置が必要になることに

加え、試験片形状によっては、大規模曲げ変形となるため、解析が困難になる場合がある。

また、固定端における試験片の支持が計測データに影響を及ぼすため注意が必要である。 

②の手法は、従来から管や薄板の変形能を計測するために用いられている手法である。

バルジ法については、JIS H 7504「金属系超塑性材料のバルジ試験によるブロー成形性試

験・評価方法」について規格化がなされている。これを薄膜へ適用するためには、薄膜の

ダイヤフラム構造を作製し、それに流体、気体を用いて内圧を負荷し、ダイヤフラムを均

0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 0.5 1.0 1.5

Strain / %

S
tr

e
s
s
 /

 G
P

a

0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 0.5 1.0 1.5

Strain / %

S
tr

e
s
s
 /

 G
P

a



－92－ 

一に弾性変形させ、その変形量から弾性率を計測するものである。しかしながら、内圧を

負荷するための特別な構造を作製する必要があること、得られる弾性率は面内方向の平均

値となる。なお、バルジ法による弾性率計測は我が国においても、多くの研究がなされて

おり、計測手法としての確立されている。 

 

 

図 4.2.3-2 バルジ法による薄膜弾性率の計測概念図ならびにその測定結果の例 5) 

 

③の手法は、カンチレバーなどの微小構造体を作製し、それに弾性振動を負荷し共振を

生じさせ、その共振周波数から求める手法であり、比較的簡単に計測可能なことから、薄

膜の弾性率計測に幅広く用いられている。主として面外方向の弾性率が計測されているが、

振動の負荷方向を変えることによって、面内方向の弾性率を求めることも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3-3 共振法による弾性率の計測例 6) 

（左：試験片となるマイクロカンチレバー、右：共振曲線） 
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④の手法は、バルクでも行われているように音速を計測し、それより弾性率を求める手

法である。薄膜あるいは微小構造体に適用するためには、超音波による励起と計測を非接

触で行えるように、電磁超音波あるいはレーザを用いることが多い。また、計測精度は周

波数に依存するため、サブミクロン薄膜の場合はきわめて高い周波数までの計測が必要と

され、フェムト秒レーザが適用されている。この方法を用いると、すべて弾性率を求める

ことが可能となり、異方性薄膜の弾性率も計測できる。この薄膜の弾性異方性計測に対し

ては、日本の計測技術が最も進んでいる。特に、大阪大学の荻助教授らのグループでは、

薄膜の面内方向に対して共振超音波スペクトロスコピー（Resonant Ultrasound 

Spectroscopy：RUS）法を用い、膜厚（面外）方向にはレーザピコ秒法を用いることにより、

面外、面内方向の弾性率を高精度で計測することに成功している。 

 

図 4.2.3-4 RUS 法による薄膜弾性率の計測法と得られるスペクトルの一例 7) 

 

 

図 4.2.3-5 レーザピコ秒超音波法の測定概略図 7) 
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⑤の手法は、ナノメータオーダでの硬さ試験を行い、その除荷過程における弾性変形か

ら弾性率を計測するものである。発表論文数だけに限れば、この方法による弾性率計測が

世界的に見て一番多いようである。しかしながら、この方法で求められるのは膜厚（面外）

方向の弾性率であり、面内方向の弾性率計測は行えない。また、計測精度は、薄膜の表面

状態、インデンターの形状に大きく依存する。なお、ナノインデンターの規格は、ISO で

制定中であり、その動向に注目する必要がる。 

 

図 4.2.3-6 ナノインデンテーションに伴う荷重－押し込み曲線の例。 

除荷時の傾きから弾性率を求める。 

 

４．２．３．２ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

 MEMS における可動部分は、多くの場合弾性変形領域で材料・部材が使用されるので、弾

性率はデバイス設計の基礎ともなる重要な材料特性値である。その観点からは、計測法の

標準化が望まれる分野である。計測手法としても種々の方法があり、デバイス設計のため

の基本データの互換性を保つために、その標準化は必須と考えられる。 

我が国のシーズ研究という観点から見れば、薄膜の弾性率計測に関しては、我が国にお

いても多くの研究が行われている。その中で特に強い分野は、レーザ超音波を利用する計

測法と考えられるが、精度の高い計測のためには装置が高価になる。一方、ナノインデン

テーションを利用する方法は、薄膜の弾性率計測の最も一般的な手法である。しかしなが

ら、ナノインデンテーションについては、すでに ISO で規格化が進められており（ISO 



－95－ 

14577-1～3）、弾性率についても薄膜のためという限定条件はついていないもののその規定

がある。したがって、この ISO 規格で規定されている弾性率の計測法を準用できればそれ

をそのまま使用することも可能である。しかしながら、それが困難ということであれば、

MEMS 用材料の弾性率計測法に対する新たに検討が必要と考えられる。また、共振法は簡便

な計測方法であり、これまで薄膜の弾性率計測法として多くの研究で用いられており、バ

ルク材料についても類似の手法で弾性率計測が行われているために、この手法での規格化

が世界的なコンセンサスも得やすく、規格化への実現性が高い。しかしながら、我が国独

自の技術ならびに我が国が強い技術ということはではない。そのため、標準化に備えると

いう意味も含めて、我が国の技術を高める必要がある。 

 

４．２．４ 薄膜と基板の密着強度計測法 

 

４．２．４．１ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

（１）現状の規格に関する調査 

現在密着性評価に関して発行されている以下の４つの規格について調査した。 

① ISO 2819 

Metallic coatings on metallic substrates － Electrodeposited and chemically 

deposited coatings － Review of methods available for testing adhesion 

② ISO 4524/5 

Metallic coatings － Test methods for electrodeposited gold and gold alloy 

coatings － Part 5 : Adhesion tests 

③ ISO 20502 

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) － 

Determination of adhesion of ceramic coatings by scratch testing 

④ IEC 60749-22 

Semiconductor devices － Mechanical and climatic test methods －Part 22 : Bond 

strength 

 ①、②においては、いくつかの密着度評価方法が規定されているが、いずれも定性的な

評価にしか用いることができない。 

 ③はセラミック薄膜の密着強度をスクラッチ法により定量的に測定する方法である。対

象がセラミックという硬い膜であるため、その荷重は 1N オーダーであり、MEMS で用いる

ような金属薄膜等に使用するには不適当である。ただし、ここで規定されている測定条件
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などはスクラッチ法を MEMS に用いられる薄膜密着度評価に適用する場合の参考になると

思われる。 

 ④は半導体チップのワイヤボンディング等に関する規格で、薄膜の密着強度とは関連性

の薄いものである。 

 以上のように、MEMS で用いる薄膜の密着強度評価に適用できる規格は現在存在しない。 

 

（２）薄膜密着強度の評価技術 

 現在実施されている薄膜密着強度評価方法について調査した。現在広く行われている薄

膜密着強度の評価方法として、テープテストがある。これは、図 4.2.4-1 に示すように、

基板上に形成された薄膜にナイフで切り溝を入れ、薄膜に粘着テープを密着させてその

テープを引っ張ることにより、基板上の薄膜が剥離するかどうかをテストする。この方法

では薄膜が剥離するかどうかの評価しかできないため、密着強度の定量的評価は不可能で

ある。 

 

 

 

これに対して、定量評価が可能な方法として、 

   ① 引張り試験（スタッド・プル試験） 

   ② 引倒し試験 

   ③ スクラッチ試験 

   ④ ブリスター試験 

   ⑤ 4 点曲げ試験 

   ⑥ mELT（modified Edge Liftoff Test）試験 

がある。以下、各評価方法について簡単に述べる。 

 

図 4.2.4-1 テープテストの模式図 8) 



－97－ 

① 引張り試験（スタッド・プル試験） 

図 4.2.4-2 に示すように薄膜に接着剤で固定した治具を引っ張り、薄膜が剥離したときの

荷重と剥離面積から剥離時の応力を求め、密着強度を評価する。 

 

 

 

② 引倒し試験 

図 4.2.4-3 に示すように、薄膜に接着剤で固定した治具を横に押し倒し、薄膜が剥離し

たときの荷重と剥離面積から剥離時の応力を求め、密着強度を評価する。 

 

 

 

③ スクラッチ試験 

図 4.2.4-4 に示すように、硬く鋭い針先（通常はダイヤモンドチップからなる微小な三

角錐の圧子）を薄膜に押し付けて荷重を増しつつ引っ掻き、薄膜に損傷や剥離が起きると

きの押し込み荷重を剥離荷重として密着強度を評価する。評価には薄膜物性の評価を行う

ナノインデンターを用いる。 

図 4.2.4-2 スタッド・プル試験の模式図 8) 

図 4.2.4-3 引き倒し試験の模式図 8) 
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④ ブリスター試験 

図 4.2.4-5 に示すように、薄膜を形成したキャビティ内に圧力をかけ、薄膜が剥離した

時の圧力で密着強度を評価する。 

 

 

⑤ 4 点曲げ試験 

図 4.2.4-6 に示すように、薄膜を形成した基板に切り欠きを入れ、その両側の 4点を押

して曲げることにより薄膜を剥離させ、そのときの押し込み荷重で密着強度を評価する。 

 

 

 

 

Film 

Cavity in Substrate 

Substrate 

図 4.2.4-5 ブリスター試験の模式図 9) 

図 4.2.4-6 ４点曲げ試験の模式図 10)

図 4.2.4-4 スクラッチ試験の模式図 8)
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⑥ mELT（modified Edge Liftoff Test）試験 

図 4.2.4-7 に示すように、基板上に形成された薄膜の上面にエポキシ樹脂を塗布、硬化

させ、これを冷却することにより、線膨張係数の違いによって生じるせん断応力で膜を剥

離する。エポキシ樹脂の残留応力と温度の関係がわかっていれば、薄膜に加えられる剥離

強度を計算することができ、これによって密着強度を評価する。 

 

 

 以上、述べたことからわかるように、③のスクラッチ試験はナノインデンターを用いて

微小領域での密着強度評価が可能であるのに対して、その他（テープテスト、①～②、④

～⑥）はある程度の大きさの試験サンプルが必要で、また試験サンプルの形状も規定しな

くてはならない。したがって、スクラッチ試験以外では微小部分における薄膜密着強度の

評価は不可能である。よって、MEMS で用いる薄膜の密着強度評価には、スクラッチ試験が

最も適していると思われる。 

 ただし、現状、スクラッチ試験はデータばらつきが大きい。このため、各種薄膜の物性

パラメータをナノインデンターで測定し、そのパラメータを使用した有限要素法を用いて

シミュレーションを実施し密着強度を求める方法が提案されている。 

 また、スクラッチ試験を規格化する際には、 

・圧子材料 

・圧子形状 

・時間に対する印加荷重の増加率 

・水平方向の移動速度 

・薄膜の表面粗さ 

など多くのの測定条件を規定しなくてはならない。 

 スクラッチ試験はスクラッチ機能を持ったナノインデンターで行う必要があり、このよ

うな装置を製造しているメーカーは国内にはない（ナノインデンターの製造メーカーは国

図 4.2.4-7 mELT 試験の模式図 8) 
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内にもあるがナノスクラッチ機能を持ったものは米国に 2 社ほどあるのみ）。しかしながら、

上述した有限要素法を用いる方法は国内で提案されているものであり、ナノインデンター

を使いこなす技術は国内に優位性がある。 

 

４．２．４．２ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

上述したように、MEMS で用いる薄膜の密着強度計測には「スクラッチ試験」が適当であ

ると思われる。 

スクラッチ試験が可能なナノインデンターの使用方法については国内に優位性がある

が装置メーカーは国内にはなく、今後スクラッチ機能を有したナノインデンターの開発を

国内でも推進することが望まれる。また、密着強度をシミュレーションするための有限要

素法ソフトウェアは、一般に使用するには未完成であり、この完成度を向上させていくこ

とも必要である。さらに、スクラッチ試験を規格化する際には、上述したような多くの測

定条件を規定する必要がある。これらのためには、各種多様なデータの取得が必要であり、

多くの研究機関や MEMS メーカーの協力が望まれる。 

 

４．２．５ 材料分野におけるまとめ 

前述のように、MEMS の構成材料となる薄膜の特性は、デバイスの性能を大きく左右する

重要な要素である。また、MEMS においては、その試作が大掛かりになることが多く、シミュ

レーションを主体とした開発ツールの実現が望まれているが、そのためにはシミュレー

ションを支える薄膜の基本物性に関するデータが必須となる。したがって、材料ならびに

その特性評価法に関する標準化はきわめて重要な分野である。これまでは、材料の機械的

性質の基本特性である引張試験に関する規格について我が国の主導で IEC に提案され、

FDIS の段階まで来ている。また、薄膜の単軸疲労試験に関する規格についても、国内での

ラウンドロビン試験が終了し、NP 提案をするところである。これらの機械的特性は、薄膜

の機械的性質の中でも最も基本的かつ重要なものであるが、これらが直接生産技術や最終

製品に影響を及ぼすというものではなかった。しかしながら、今回調査を行った中でも、

残留応力や基板と薄膜の密着強度の測定は、MEMS デバイスの生産性や性能と密接に関係し

てくる分野であるため、世界各国との軋轢が生じる分野でもある。したがって、我が国に

おいても十分な準備をもって規格化への準備を進める必要がある。 

また、一方、MEMS デバイスは、少量多品種で、しかも短期間で製品開発を行わなければ

ならないため、材料特性評価にあたっては、ウエハー上に作製した一つの試験片構造でい

くつかの機械的性質が同時に計測可能な試験法を考案することが必要と考えられる。した
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がって、このようなウエハーレベルでの試験片構造を我が国が独自に考案し、それを標準

規格として提案することが一つの戦略であると考えられる。 
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４．３ パッケージ分野   

           

パッケージ分野では、アンケートの結果等を参考に、ＭＥＭＳのパッケージに

関連する分野の調査項目として、封止性能の評価法およびウェハ接合の強度評価

法を取り上げた。 

ＭＥＭＳにおいては、微細な可動構造を持つＭＥＭＳデバイスを様々な雰囲気

気体、特に湿度の影響から守るという意味で、パッケージの封止性能がデバイス

の信頼性に大きく影響する。また、振動型のＭＥＭＳデバイスや熱型のＭＥＭＳ

デバイスでは、気体による振動減衰や熱伝導を減少させるため、高真空雰囲気で

の封止が必要とされる。そのための評価項目として、封止部のリークレートと、

封止されたキャビティ内部の真空度の測定が重要になってくると考えられる。 

一方、ＭＥＭＳのパッケージング工程の効率化を考える上で、ウェハレベルで

の一括接合によるパッケージングは重要な技術となっている。その実現には様々

な技術課題が存在するが、接合プロセスの改良と最適化、接合品質の管理などの

ためには、ウェハ接合部の強度評価法が重要である。これまでウェハ接合の研究

の中で様々な強度評価手法が用いられているが、測定手法により、また同じ手法

でも個別の事例ごとに測定値が異なり、比較が困難であることが大きな問題とな

っている。それらの結果を統一的に理解するため、試験方法の標準化・規格化が

重要であると考えられる。 

本調査研究では、まずこれらに関連する現状の規格について分析を行った。次

に、これらをＭＥＭＳに適用する上での問題点を、文献調査の結果などを参考に

整理すると共に、それらを元に標準化・規格化を図っていく上での課題を整理し

た。 

 

４．３．１ 封止性能の評価法 

 

４．３．１．１ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

 パッケージの封止性能の評価手法として、現状では電子部品などのパッケージ

ングを中心に、封止部の気密性（リークレート）の評価に関する規格が定められ

ている。 

気密性試験方法に関する規格として、次の 3 つがある。 

①JIS C 60068-2-17（旧 JIS C 0026）:2001 （IEC60068-2-17:1994 に一致） 
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環境試験方法 ― 電気・電子 ― 封止（気密性）試験方法 

②MIL-STD-883F  METHOD 1014.11    SEAL 

③（社）電子情報技術産業協会（JEITA）規格  EIAJ ED4701/500 (2001.8

制定)  

半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（その他の試験）  試験方法

503 気密性試験 

それぞれの規格には、用途に応じた複数の試験方法が記載され、各試験方法に

対して ・適用範囲 ・試験装置 ・試験手順 が規定されている。 

なお、MIL が故障判定基準を明記しているのに対し、JIS、JEITA 規格は個別規

格（製品規格）に規定すべき事項を挙げ、試験内容の詳細および判定基準を個々

に明確にするよう指示している。 

各規格に示されている試験方法を表１に示す。 

表１　気密性関連規格と試験方法

規格番号 試験方法 対象リーク率

試験Qa：軸受、回転軸及びガスケットの封止試験

試験Qc：ガスリークによる封止試験
　　　　　　（気泡試験） ＞10

-6
Pa・m

3
/s

試験Qd：充てん液のリークによる封止試験
　　　　　　（液体を充てんした供試品の試験） ＞10

-6
Pa・m

3
/s

試験Qf：浸せきによる封止試験
　　　　　（水の浸入の有無を調べる試験）

試験Qk：質量分析計を用いたトレーサガス方法による封止試験
　　　　　　（トレーサガス：ヘリウムガスを基準に規定） ≦10

-6
Pa・m

3
/s

試験Ql：加圧液体による封止試験
　　　　　（液体の浸入による電気的特性変化検出） ＞10

-6
Pa・m

3
/s

試験Qm：トレーサガスを用いた内部加圧による封止試験
　　　　　　（トレーサガス：SF6、ハロゲンなどのガス） ≦10

-6
Pa・m

3
/s

試験Qy：圧力変化による封止試験
　　　　　　（ガスが充てんされている供試品の試験） ≧10

-7
Pa・m

3
/s

Test conditions A1,A2,A4：トレーサガス（ヘリウム）による微小リーク

Test conditions B：ラジオアイソトープによる微小リーク

Test conditions C：フロロカーボンによるグロスリーク

Test conditions D：浸透性染料によるグロスリーク

Test conditions E：重量増加によるグロスリーク

Test conditions C4,C5：光干渉計によるグロス／微小リーク

方法Ⅰ：ラジオアイソトープによる微小リーク試験 ≦10
-6

Pa・m
3
/s

方法Ⅱ：ヘリウムガスによる微小リーク試験 ≦10
-6

Pa・m
3
/s

方法Ⅲ：気泡による大リーク試験

MIL-STD-883F
METHOD 1014.11

JIS C 60068-2-17

JEITA
EIAJ ED-4701/500
試験方法503
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ＭＥＭＳデバイスの気密封止部の評価目的を考えると、上記試験方法の中でも

微小リークを対象とした表２に示す方法が有用である。これらは、複数の規格で

共通の試験方法となっている。ただしこれらは、電気・電子部品、半導体デバイ

スのパッケージを対象としており、ＭＥＭＳデバイスの気密封止部のような微小

空間を想定していない。そのためＭＥＭＳデバイスへの適用には十分な注意が必

要である。参考までに、各規格に記載された最小感度、判定基準を表２中に示し

た。 

表２　微小リーク試験方法と各規格に記述された最小感度・判定基準

試験方法 規格 最小感度
判定基準

（気密封止部の体積として示されている
最小体積に対して最も厳しい基準）

MIL-STD-883F
METHOD 1014.11

10
-9

atm・cc/s

（≒10
-10

Pa・m
3
/s）

＜0.01[cc] に対して1×10
-8

atm・cc/s

（≒１×10
-9

Pa・m
3
/s）

EIAJ ED-4701/500
試験方法503

記述なし 記述なし

JIS C 60068-2-17 10
-12

Pa・m
3
/s 0.02～0.2[cm

3
] に対して10

-11
Pa・m

3
/s

MIL-STD-883F
METHOD 1014.11

10
-9

atm・cc/s

（≒10
-10

Pa・m
3
/s）

＜0.05[cc] に対して5×10
-8

atm・cc/s

（≒5×10
-9

Pa・m
3
/s）

EIAJ ED-4701/500
試験方法503

記述なし 記述なし

ヘリウムガスによる微小リーク試験

ラジオアイソトープ（クリプトン８５）
による微小リーク試験

 

 

上記のすでに規格として定められている方法に加え、微小リークレートの測定

法として様々な方法が提案されている。下表は、それらの検出限界をまとめたも

のである。表２にもあるように、ここに挙げられている手法のうちいくつかはす

でに規格として取り上げられているが、さらに高精度の測定法が提案されている

ことがわかる。なお、各測定法の検出限界は測定条件、装置等により異なるため、

調査を行ったいくつかの文献の間でも多少の数値の違いが見られたことを付け加

えておく。 

試験法 検出分解能
Ne微小リーク試験 10

-16
Pa・m

3
/s

Heリーク試験 10
-10

Pa・m
3
/s

Kr85（放射性同位元素）リーク試験 10
-13

Pa・m
3
/s

膜の共振による測定 10
-8
Pa・m

3
/s

酸化によるCuOx形成 (赤外線分光) 10
-18

Pa・m
3
/s

キャップウェハの変形　(光学測定) 10
-13

Pa・m
3
/s

Integrated マイクロピラニゲージ 10
-16

Pa・m
3
/s

残留ガス分析 10
-18

Pa・m
3
/s  

（W. Reinert, D. Kaehler, Proc. Microsystemtechnologies 2005, (2005) pp. 
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524-531）  

 

一方、ＭＥＭＳで要求される封止性能はリークレートばかりではなく、デバイ

スを真空雰囲気で封止することも重要である。代表的なＭＥＭＳデバイスでは、

下表の程度の真空での封止が必要といわれている。これらの要求は、周囲の気体

の粘性による減衰を減少させて共振のＱ値を向上させたり、気体による熱伝導を

減少させて熱的な測定における検出精度を向上させるなど、デバイス特性に直結

している。 

デバイス 雰囲気／真空度[Pa]

加速度センサ、スイッチ 3×10
4
 - 7×10

4

絶対圧圧力センサ 100 - 1000

レゾネータ 10
-2

 - 10

RF-MEMS 10
-2

 - 10

IRイメージセンサ  ＜ 10
-2

光MEMS 湿気無し
DMD-DLP 湿気無し  

(G.Longoni, et. al., Proc. Microsystemtechnologies 2005, (2005) 192-199) 

 

真空装置の真空度測定方法に関しては JIS、ISO、IEC 規格が存在する（例えば

JIS Z 8752, JIS Z 8753）。しかしながら、パッケージング内の真空度の評価手法

については、電子部品などのパッケージングを対象とした規格も、MIL、JEITA 規

格を含めて存在しない。 

また、リークレートの測定でも触れたように、ＭＥＭＳにおいてはパッケージ

ング内の体積が非常に小さいため、リークレートの測定から真空封止性能を評価

することも困難である。例えば、パッケージ内の体積が 1mm3 の場合、リークレー

トが放射線同位元素ガス（Kr85）を用いるリークテストの検出限界に等しい 1×

10-13 Pa･m3/s であったとしても、パッケージ内の圧力上昇率は 10-4 Pa/s となる。

これは、１日で内部の真空圧力が 10 Pa 程度上昇することを示しており、要求さ

れる真空封止性能を保証することは出来ない。 

このような理由から、パッケージ内の真空圧力を、ＭＥＭＳデバイスそのもの

の動作特性から評価することがしばしば行われてきた。その一つが、振動型デバ

イスのＱ値から内部の圧力を求めるものである。実際のデバイスで用いられてい

る例としては、ジャイロ型の角速度センサで多くの検討がなされている。その他、

カンチレバー型など様々な構造の振動型デバイスが用いられている。また、用い
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られている振動モードも、基板に平行方向や垂直方向、並進振動、ねじり振動な

ど様々であるが、測定可能な圧力範囲としては 0.1～103 Pa 程度の報告が多い。

この測定範囲は振動型デバイスばかりでなく、多くのＭＥＭＳデバイスの要求を

カバーするものである。したがって、この手法は実際のデバイスの評価への適用

が容易で有ると共に、パッケージ内部の圧力の確認にある程度有効であると考え

られる。しかしながら、評価手法として考えた場合には、デバイスの要求レベル

よりも一段に広い範囲での検出能力を持っていることが望ましい。その意味では

実際のデバイスそのものではなく、より測定範囲の広い、言い換えれば雰囲気の

影響に敏感な評価用のデバイス構造の開発などが期待される。（D. Sparks., et al., 

Proc. Transducers 2003, pp. 300-303, 2003.  H.-L. Kuo., et al., Proc. 

Transducers 2003, pp. 742-745, 2003.  H. Okada., et al., Proc. Transducers 

2005, pp. 932-935, 2005.  G. Longoni., et al., Proc. Microsystemtechnologies 

2005, pp. 192-199, 2005.  T. Itoh., et al., Proc. Transducers 2003, pp. 

1828-1831, 2003.  Y. Oh., et al., Proc. MEMS ’97, pp. 272-277, 1997.  K. 

Tanaka., et al., Proc. MEMS ‘95, pp. 278-281, 1995.  長尾 勝 他、電学論

EVol.118-E, pp. 212-217, 1998） 

また、パッケージングのキャップ部に薄いダイアフラム構造をもうけて、ダイ

アフラムの変形から内部の圧力を求める方法が検討されている。ダイアフラムの

膜厚を数～数十μｍ程度まで薄くすることにより、10-3 Pa 程度から大気圧までの

測定が可能であることが報告されている。パッケージングされた試料を真空チャ

ンバー中に設置し、周囲の圧力を変化させながらダイアフラムの形状の変化を測

定、ダイアフラムが平坦になる状態の周囲の圧力からパッケージ内部の圧力を推

定する。本方法は真空の測定法としては高感度である反面、デバイス動作に関係

ないダイアフラム構造を用意しなくてはならないこと、専用の測定装置が必要で

あることなど、測定作業が複雑で有ることは評価手法としては問題である。 ( H. 

Henmi., et al., Sens. Actuat. A43, pp. 243-248, 1994.) 

 これらに対し、最近精力的に検討されている真空度の測定法として、ＭＥＭＳ

プロセスにより作製されたマイクロピラニゲージが挙げられる。ピラニゲージは、

気体の熱伝導率が圧力により変化することを利用して、真空の測定を行うもので

ある。具体的には、金属線などに電流を流し、電流による発熱と周囲への熱伝導

との関係で決まる平衡温度を、金属線の抵抗値変化などから測定する。このため、

ピラニゲージの測定感度を上げるには、測定部を周囲の基板や支持構造から熱的
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に絶縁し、気体の熱伝導以外による熱の散逸を極力抑える必要がある。通常は端

部のみを支持した金属線などが用いられる。ＭＥＭＳプロセスによるピラニゲー

ジでは、中空に支持されたメンブレン上に金属やポリシリコンの配線を形成する

ことにより、基板への熱伝導を抑える構造をとっている。ＭＥＭＳピラニゲージ

は 90 年代初頭から研究がなされており、真空測定性能としては 10-5 Pa 程度と通

常のピラニゲージの性能をはるかに上回るデバイスも報告されている。 

 一方で、ピラニゲージの測定原理からその構造は非常にシンプルであり、ＭＥ

ＭＳプロセスを用いることにより小型に作れること、他のデバイスの作製工程を

利用して同時に作り込むことが可能であることも大きな利点である。そのため、

デバイスを封止したパッケージ内部の真空圧力を直接測定する手法として、近年

大きな期待が寄せられている。それらの報告では圧力測定範囲の下限は 0.1 Pa

程度であるが、電極の接続だけで測定に特殊な構造や装置を必要とせず、またパ

ッケージングそのものに変更を加える必要もないことは大きなメリットとなると

考えられる。また、今後の開発によりさらに高真空の測定も可能になることが期

待され、パッケージング内部の真空度の測定法として有力であると考えられる。

(J. S. Shie, et. al., J. Vac. Sci. Technol. A 13, pp.2972-2979.  B. H. Stark, et al., 

Proc. MEMS 2003, pp.506-509, 2003.  J. Michell, et al., Proc. MEMS 2005, 

pp.291-294, 2005,  B. H. Stark, et al., Proc. MEMS2005, pp.295-298, 2005.  

B. H. Stark, et al., Proc. MEMS 2004, pp.13-16, 2004.  R. He, et al., Proc. 

MEMS 2005, pp.544-547, 2005.  J. Chae, et al., Proc. MEMS 2005, pp.548-551, 

2005.  R. E. Boroch, et al., Proc. MST 2005, pp.554-561, 2005) 

 

４．３．１．２ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

 ＭＥＭＳのパッケージングは従来の電子部品を中心としたパッケージングに比

べて、内部の体積が非常に小さいことが、封止性能の要求を厳しくしまた評価を

難しくしている。そのため、リークレート測定では、従来のヘリウムや Kr85 放射

性同位元素に代わるさらに高感度の方法が提案されてきている。ただし、それら

はまだ開発段階であるものが多く、検出限界は試験条件や測定装置に依存する。

その優劣は感度だけではなく、再現性や、測定にかかる手間や装置など様々な要

素を勘案して判断する必要がある。 

一方、ＭＥＭＳでは真空圧力の要求が厳しいことと、パッケージ内部の体積が

非常に小さいことなどから、上記のリークレートの測定から真空封止性能を保証
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することは困難である。このため、パッケージング内部の真空圧力を直接測定す

ることが重要となる。振動型のＭＥＭＳデバイスでは、デバイス動作特性から周

囲の真空圧力を推定可能なものも存在する。一方で、目的とするＭＥＭＳデバイ

スと同様の工程で作製可能な、真空圧力測定用のデバイスを作り込むことも有力

な候補となる。その際には、小型である、構造が簡単である、測定範囲が広い、

測定が簡単であるというような点が重要になると考えられ、マイクロピラニゲー

ジなどは有力な候補になると考えられる。ただし、標準化を考えた場合には、こ

のようなＭＥＭＳ構造・デバイスによる評価では、作製プロセスによりデバイス

の特性が大きく影響を受けることが大きな問題となる。測定用デバイスを標準化

するためには、ＭＥＭＳの作製プロセスそのものの規格化・標準化が必要という

ことになりかねず、これはＭＥＭＳ作製プロセスの多様性から困難であろう。 

 以上のようなことから、ＭＥＭＳデバイスの封止性能の評価については未だ開

発レベルであり、現時点で有力な規格化・標準化の方向性を打ち出すことは困難

ではないかと考えられる。一方、この分野の重要性を考えれば、今後標準化に向

けた積極的な取り組みが必要になっている。 

 

 

４．３．２ ウエハ接合の強度評価法   

 

４．３．２．１ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

半導体デバイスを対象とした接合部強度評価に関する規格としては、フリップ

チップ接合強度およびビームリードデバイスの接合強度評価方法を記載した IEC

規格（IEC 60749-22）、ダイボンド（ダイシェア）強度評価方法を記載した JEITA

規格（EIAJ ED-4703 K-111）があるが、ウェハ接合に相当する規格はない。接着

材、はんだ接合に関する規格は JIS 規格にも多く存在し、接合に介在する材料が

存在する場合、その強度評価方法としては参考になると思われる。例えば、「JIS Z 

3198-5:2003 鉛フリーはんだ試験方法 ― 第５部：はんだ継手の引張及びせん

断試験方法」などがある。 

上記の様に接合部の強度評価には様々な規格が存在するが、ウェハ接合部の強

度評価に関するものは規定がない。また、以下に述べるようにウェハの接合部は

脆性的な破壊を示すことがほとんどであるため、一般的な引張試験などの手法を

適用することには問題がある。ここでは、評価手法の候補として、これまでのウ
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ェハ接合関連の研究において、接合強度の評価に用いられてきた手法について以

下にまとめる。 

 

○ダブルカンチレバー法（クラックオープニング法） 

この手法は、ウェハ接合の強度評価ではもっとも多くの報告で使用されている

ものの一つである。 

 

（W.P. Maszara, G. Goetz, A. Caviglia, J.B. McKitterick, J. Appl. Phys. 64 

(1988) 4943–4950.）  

測定は、ウェハ接合体の端部からカミソリの刃などの薄い金属片を上図のよう

に挿入し、その時の開口部の長さ（クラック長さ）から 

 
4

23

8

3

L

yEt
=γ  （E はヤング率） 

の関係を用いて、接合強度を評価する。シリコンなどでは、赤外線カメラを用い

て開口部の長さを測定する。本手法の最大の利点は、接合したウェハ形状のまま

非常に簡易に測定が可能なことであり、これが多くの報告で使用されている理由

になっていると考えられる。また、測定値は接合部の単位面積あたりの結合エネ

ルギーである（J/m2）の単位で求められる。通常ウェハ接合部は脆性的に破壊す

ることを考えると、結合エネルギーによる評価は脆性破壊の評価に用いられる破

壊靭性値に対応し、物理的意味もよりわかりやすい。 

一方、本手法では測定時の誤差要因が多いことが、問題点としてあげられる。

特に、開口部（クラック）長さが結合エネルギーの４乗で影響するため、その測

定誤差が測定結果に大きく影響する。測定の誤差要因としては、光学的な測定で

は 1/4 波長以下のギャップは正確には判断できないこと、開口部先端が応力腐食
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により進展してしまうため時間と共に開口部長さが変化することなどがある。ま

た計算式は短冊状の試料を仮定しているため、下図の様に丸いウェハのままの形

状では開口部の長さを短めに評価してしまうことになる。また、接合強度がある

程度以上となるとウェハが割れてしまって定量的な評価が出来ないことも、本手

法の問題点である。これらの欠点を改善する対策として、測定雰囲気を制御する

と共に測定を自動化することや、測定誤差を補正する手法が提案されている． 

 

(J. Bagdahn, M. Petzold, M. Reiche and K. Gutjahr, Proc. 4th Int. Symp. 

Semicond. Wafer Bonding, Electrochem. Soc. PV97-36 (1997) 291-298) 

 

○引張、曲げ試験法による評価 

本手法は直接的でわかりやすく、強度の測定値として破壊応力(MPa)という慣れ

親しんだ単位の数値が得られる。そのためか、多くの報告で接合の評価で使われ

ているが、ウェハ接合法の評価法としては問題点が多い。その一つが、測定値の

ばらつきが大きいことである。脆性材料であるウェハの破壊には、試料周辺部の

微細な傷などが大きく影響していると考えられ、測定値に対して±50%以上ものば

らつきが報告されている。そのため、多数のサンプルを測定する必要があり、ま

た強度の比較なども信頼性が低い。（B. Mueller and A Stoffel, J. Micromech. 

Microeng., 1 (1991), 161-166.） 

さらに大きな問題は、破壊応力の測定値に試験片の形状依存性があることであ

る。そのため、異なる形状での試験結果は直接比較することが出来ない。例とし

て、シリコンの母材並みの強度が得られたとされている Fusion Bonded Wafers

で同様に接合を行った場合でも、下図の様に試験片形状を変えて強度強化を行う

と、測定値は 6-30 MPa の範囲で変化したことが報告されている。 
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（M. M. Visser, D. T. Wang and A. B. Hanneborg, Proc. 6th Int. Symp. 

Semicond. Wafer Bonding, Electrochem. Soc. PV2001-27 (2001) 74-83.）  

 このような問題は、測定値が破壊応力（MPa）で求められることに起因しており、

脆性的に破壊するウェハ接合部の評価手法としては適していないといわざるを得

ない。試料形状への依存性は、次節のプリクラックを導入した試験片による評価

の考え方から説明可能であるが、多くの報告ではそのことには触れずに単に引

張・曲げ試験を行い、そのままのデータを報告している。また、引張試験などで

は多くの場合試料を接着剤で固定しているため、接着剤が硬化する際の応力の影

響についても注意が必要である。 
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○プリクラックを用いた評価法 

 この手法は、下図のように接合体の周辺部又は内部にあらかじめ未接合部を形

成し、これを破壊の起点となるプリクラックとして利用して引張や曲げ試験を行

うものである。 

 

（J. Bagdahn, D. Katzer, M. Petzold and M. Wiemer, Proc. 4th Int. Symp. 

Semicond. Wafer Bonding, Electrochem. Soc. PV97-36 (1997) 285-290.）  

 

（P. E. W. Labssiere, M. L. Dumm and S. J. Cunningham, Proc. MEMS 2000, 

IEEE (2000) 241-246）  

このような形状を形成することで、破壊がプリクラックの端部から優先的に発

生し、測定値のばらつきを抑制することが出来る。また、このプリクラック構造

に脆性材料の破壊モデルを適用することにより、引張や曲げ試験の測定結果（応

力）から、結合エネルギー（破壊靭性）のデータを得ることが出来る。一方で、

接合強度がある程度以上になると接合界面が破壊せずにいきなり母材内部に破壊

が進展する、試料の固定に用いる接着剤の硬化時の応力などの問題点は、依然と

して残されている。 
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○ブリスター試験法 

この手法は、下図のように接合体内部にキャビティをもうけ、そこに圧力を負

荷して接合体を破壊するものである。破壊が起こるキャビティ部分と圧力導入の

ための固定部分を分離することにより、接合部に均一に荷重を負荷することが可

能となる。このため、荷重の不均一な負荷が問題となる引張試験などに比べ、測

定値のばらつきを抑制することが出来る。またキャビティ部分はプリクラックと

同様の形状となるため、試料形状から破壊靭性値などを求めることも可能と考え

られる。しかしながらブリスター試験においても、接合強度がある程度以上にな

ると接合界面で破壊が進展せずに、いきなり母材内部に破壊が進むなどの問題は、

依然として残されている。 

 

 

（J. Koehler, K. Jonsson, S. Greek and L. Stenmark, J. Electrochem. Soc. 147 

(2000) 4683-4687）  

  

○Chevron 試験法 

Chevron 試験法そのものは、すでに材料強度の評価手法として規格も定められ

ているものであるが、下図はそれをウェハ接合体に適用した例である。このよう

な形状にすることにより、接合部から優先的に且つ安定して亀裂を進展させるこ

とが可能となり、接合強度が大きい場合の評価に有効である。ある程度亀裂が進

展した時点で試験片は一気に破断するが、その時の荷重 Fmax から、 
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のように接合部の破壊靭性を求めることが出来る。 ( )
min

αY は、試料形状と荷重

方法が決まれば有限要素解析などで求めることが出来て、破壊時の a も予測でき

る。そのため実際の測定では、破壊時の亀裂長さ a を測定する必要はなく、破断

荷重のみから破壊靭性値の評価が可能である。 

 

(J. Bagdahn, M. Petzold, Microsyst. Technol. 7 (2001) 175–182.) 

 

(J. Bagdahn, A. Ploessl, M. Wiemer, and M. Petzold, Proc. 5th Int. Symp. 

Semicond. Wafer Bonding, Electrochem. Soc. PV99-35 (1999) 218-223) 

 

４．３．２．２ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

 ウェハ接合の強度評価手法を考える上では、より精度の高い評価が行えること

は第一であるが、同時に測定が容易に行われることも重視する必要がある。 

 ダブルカンチレバー法は測定が容易であるため、評価法としては非常に魅力的
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である。問題は様々な誤差要因があるために、測定値の数値に大きな誤差が含ま

れる可能性があることである。これらは試験法や試料形状を細かく指定すること

によりある程度抑制可能であり、それらを規格化することが一つの方向として考

えられる。ただし、このように規格化された試験法を遵守するために、大がかり

な専用の装置が必要になったり、試料の準備等で大きな負担がかかるようでは、

簡便性という最大の利点が失われることとなる。それに対して、誤差の原因とな

る要素をきちんと整理して規格で明示すると共に、可能なものについてはそれぞ

れの誤差の要因が測定値に与える影響について、測定値の補正式のようなものを

提示する。補正が難しい誤差要因については、測定データに測定時の条件として

付随させることを規定するというようなことが出来れば、簡易測定法として有効

な規格になる可能性があると考えられる。その場合の誤差要因の明確化、影響の

大きさの評価、補正の方法などは、これまでに十分に明らかにされているとは言

えず、規格化を進める中で整理・検討が必要である。 

 これに対し、ウェハの接合体が多くの場合脆性的に破壊することを考えると、

単純な引張試験などの方法では様々な要因により測定値が大きくばらつき、その

ばらつきを排除することは困難と考えられる。規格化を進めるためには、脆性材

料の評価手法で用いられる、プリクラックを用いる方法、ブリスター試験、Chevron

試験のような手法を応用することが有望と考えられる。このようなプリクラック

形状や Chevron 試験片形状は、若干の手間はかかるものの、接合前にウェハをパ

ターニングすることにより作製可能である。しかしながら、ウェハの接合体の厚

みは一般に小さく、従来脆性材料で用いられているような試験片を用意すること

は現実的ではない。そのため、ウェハ接合体で作製しやすい試験片形状を検討す

ると共に、そのような形状を用いることによる誤差要因、特に従来の試験法のデ

ータ整理手法をどのように補正するかを整理・検討することが、規格化を進める

上で重要になってくると考えられる。 
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４．４デバイス分野 

 本節は、デバイス開発において必須となる、信頼性や寿命評価に関する内容である。こ

れはアンケート調査で明らかとなった、デバイスの加速寿命試験に対する強いニーズに情

報提供するべく調査した内容である。ガイドラインと既存 LSI 規格について広く概要を認

識した上で、加速度センサと Digital Micromirror Device の具体例における詳細について

述べる。 

 

４．４．１ ガイドライン 

４．４．１．１ 実効性・有効性を確保するために認識するべき項目 

電子系と機械系の信頼性の特徴として一般に認識されている内容がある。詳しく論じら

れている文献もある[1]。MEMS デバイスは、そのメカニズムや機能が多種多様であるため、

全てをまとめて論じることは難しい。デバイスによって程度の差はあるものの、従来の電

子系と機械系の性質を共に持ち合わせていることは共通の認識であろう。電子系と機械系

の信頼性の違いが何によるものか、そのメカニズムまで含めて認識すれば参考になるであ

ろう。 

LSI のような電子系は、単一機能の標準化された部品から独立した機能を有する回路

（NAND や NOR 回路）を作り、回路を組み合わせてサブシステムにまとめ、所要の機能をも

つシステムを構成する。それゆえ、電子系の信頼度は、構成部品を独立と考え、その故障

率を積み上げる方法で算出できる。構成素子数が多くても、類似部品が多く、標準化が進

んでいること、使用環境や動作ストレスが評価しやすいこと、小形部品が多いことなどの

ために、主要部品の寿命試験を実施するだけで電子系の信頼度を予測し、評価できる。対

して、機械系は理論的にも、実際的にも信頼性の予測が困難であり、寿命試験もはん用性

がなく、非定形的な方法をとることが多い。これは以下のような原因による。 

（１）機械の構成要素は、規格化・標準化のレベルが低く、電子部品のようにはん用性が

ない。これは機械系ではシステム機能に最もよく適合するように構成要素を設計すること

が多いためである。したがって、同じ構成要素でも構造がちがう機械のデータは利用でき

ない。ダンプトラックのシリンダの故障率から起重機のシリンダの故障率を推定すること

は困難である。MEMS 加速度センサでも、構造がちがうセンサのデータは利用できないこと

が類推される。 

（２）機械部品の負荷は、部品内部に分布する負荷と接触部における負荷に分けることが

できる。この二つの負荷は、機械の設計や構成によって変わるばかりでなく、接触を通じ

てつながっている周辺部品の影響を受ける。例えば、歯車では相手の歯車の寸法精度が寿
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命に影響する。歯車のかみ合いが悪いときは歯面に大きな負荷がかかるので歯車の故障率

は高くなる。適当に磨耗してくると相手から受けるストレスが小さくなるので歯車の故障

率は小さくなる。表面力が支配的になる MEMS のスケールにおいては、ギアトレインのよう

なデバイスは、信頼性、寿命の点で実用上適さないと言える。軸受では潤滑油のほこりや

磨耗粉などが寿命に影響する。さらに機械部品の主要故障である疲労、磨耗、腐食などの

故障メカニズムは相互に関係しあい、実働負荷や使用時間に依存する性質がある。このた

め、実働条件下における構成要素の故障メカニズムを明らかにすることは容易ではない。

一般機械においては、実験室における寿命試験データが実働条件へとは簡単に利用できな

い面がある。良質なパッケージングを施した MEMS デバイスでは寿命試験データが利用可能

であろう。複数の素子が動作したとしても、できるだけ接触は避けて、単純な動きで機能

を果たすようにするべきである。また、構成要素間の相互作用は無いほど解析上好ましい

ことになる。 

（３）機械の構成要素や部品の故障率データが得られ、実働負荷が推定できたとしても、

これから機械系の信頼性を求める設計理論が電子系のように確率していない。それゆえ、

機械系では類似製品のデータ、設計上の固有技術、経験などを活用して信頼性の予測、評

価を行う。 

 機械系の特徴をも含む MEMS デバイスは電子系に比べて信頼性の予測や評価が難しく、寿

命試験方法の策定も容易ではない。但し、限られた範囲では、設計、構造が同一の類似装

置を見出すこともできるであろうから、要素の相互作用が等しいと考えて取り扱いができ

る可能性がある。 

 図 4.4.1.1 は一般機械である鉄道車両およびエレベータのフィールドデータから求めた

各種の電子装置、電気機器および機械装置の平均寿命と部品数の関係である。電子装置で

は要求信頼度に対応する部品の平均故障率を与えると、装置の平均寿命と部品数は逆比例

関係にあることがわかる。これは、電子部品の信頼性を積みあげて電子装置の信頼性を求

めることができることを示している。しかし、電気機器や機械装置では平均寿命と部品数

の関係はあまり明確でない。電気機器も故障という面では機械系と同じであるので、これ

らの結果は上述の機械系の信頼性上の特徴を考えると理解できる。電気機器や機械装置に

おいて設計、機能、技術条件、使用環境などがすべて類似しておれば電子系と同様に、装

置の信頼度と部品数の間によい相関関係が成立する。機械系では類似装置の経験とデータ

の積み重ねが重要であり、これが信頼性の予測や寿命試験に役立つ。 
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図 4.4.1.1 実績信頼度水準図 

 

４．４．１．２ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

i. 加速寿命試験の方法 

 製品の劣化原因を物理的、時間的に加速し、短期間で製品の使用状態における寿命や故

障率を推定する試験が加速寿命試験である。製品の劣化メカニズムが単純であれば加速が

容易であり、加速寿命試験計画も立てやすい。実際の製品の故障は多くの故障メカニズム

が関係しており、それらを同時に加速しようとしても故障メカニズムによって加速の度合

いが違うので、実用上あまり重要でない故障モードが発生しやすくなる恐れがある。加速

寿命試験はできるだけ故障メカニズムが変化しない試験条件、あるいは故障メカニズムが

単純化しやすい試験条件を選び、適用範囲を明確にすることが大切である。製品の寿命は、

反応速度論的にみると、劣化を進行させる反応の中で最も遅い反応、すなわち律速反応に

よって決まると考えてよい。それゆえ、律速反応に相当する故障メカニズムを選べば、実

用上十分な加速寿命試験計画をたてることができる。加速寿命試験の方法は以下のように

分類できる。 

（ａ）時間加速法 

間欠動作の繰り返し回数を増やしたり、連続動作にしたりして時間的な加速を図る方法

で、狭義の加速寿命試験に相当する。ON/OFF 動作する装置や部品の場合には、単位時間当

たりの ON/OFF 回数を実際の使用条件以上に増やして行う時間加速方式は広く採用されて

いる。例えば、自動電話交換機用セレクタスイッチでは、電話交換局における１年間の動

作回数（約５万回に相当）を 37.5 時間で行う。加速率が約 250 倍の時間加速寿命試験を
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200 万回（40 年可動相当）実施している。図 4.4.1.2 は Sercalo 社 2x2 MEMS 光スイッチの

長時間動作データである[2]。劣化はほとんど生じていない。小規模で低損失な自己保持機

能を有する光スイッチは光ファイバの断線やシステムが故障した際に予備系に切り替える

用途に向いている。このようなデバイスは時間加速による方法が有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.1.2 時間加速法による Sercalo 社 2x2 光スイッチの寿命試験 

 

時間加速が有効に活用できない製品では加速率の大きいストレス加速法を見つけるこ

とが必要となる。複数の部品構成からなる、装置の場合には構成要素の加速率がちがうの

で、加速率の大きいストレスを加えることができない。部品の場合には厳しいストレスを

加えても故障メカニズムが変わらないことが多いので、加速率を大きくすることができる。

多くの MEMS デバイスにも当てはまるであろう。 

（ｂ）ストレス加速法 

 動作ストレスや環境ストレスを厳しくして、製品を短時間で強制的に故障させる方法で

ある。ストレス加速法ではストレスの種類（例えば、温度、湿度）、水準および加え方の選

定が重要である。図 4.4.1.3 は腕時計用液晶表示素子の電圧ストレスによる配向劣化不良

のワイブルプロットを示す。配向劣化不良は、素子の電極表面における液晶分子の配列が

乱れると生ずる表示品質不良であり、その劣化判定レベルを表 4.4.1.1 に示す。図 4.4.1.3

ではワイブルプロットがいずれも平行であることから、電圧ストレスの加速性が成立する
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ことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.1.3 液晶表示素子の寿命試験データのワイブルプロット 

 

表 4.4.1.1 配向劣化の判定基準 

グレード 内容 

0 20 倍顕微鏡で異常が認められない 

1 20 倍顕微鏡で異常が認められる 

2 肉眼で注意すると異常が認められる 

3 肉眼で明らかに異常が認められる 

 

（ｃ）判定加速法 

 劣化故障を対象にするときは、特性パラメータの寿命終止点を実際の劣化レベルよりも

厳しくすれば短時間で寿命が判定できる。これが判定加速法である。図 4.4.1.3 の液晶表

示素子では配向劣化レベルを表 4.4.1.1 のように 3段階に分けているが、電圧 50V の結果

から分かるようにグレード 1—3 のワイブルプロットはいずれも平行である。この関係を利

用するとグレード1の寿命から実用上の劣化レベルであるグレード3の寿命が推定できる。 

 実際には上述（a）－（ｃ）3 種の加速方法を組み合わせ、総合的に加速率を大きくする

方法を用いる。故障メカニズムが同じであれば加速寿命試験が適用できる。しかし、実際

には故障モードが同じでも故障メカニズムがちがっていたり、故障メカニズムが同じでも

故障判定条件や動作条件に変動があったりすると加速性が変わることがあることに注意が
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必要である。 

 

ii. 寿命とストレスの関係 

寿命とストレスの関係は、経験的、実験的に求めたものも多いが、理論的な立場からも

いろいろな故障モデルが検討され活用されている。その代表例が反応速度論モデルである。 

（１）反応速度論モデル 物の故障は、ミクロな分子、原子レベルにおける基体物質の化

学的、物理的変化に起因していると考えることができる。この化学的、物理的変化のメカ

ニズムとして蒸発、拡散、酸化、吸着、腐食、転位、再結晶などがある。これらの反応が

進むことによって部品や材料の特性が劣化し、ついには限界を越えて故障に至るとするモ

デルが反応速度論モデルである。反応速度論は、化学における熱力学的、確率論的変化を

とらえる考え方であり、アレニウス(Arrhenius)やアイリング(Eyring)が反応速度のストレ

ス依存性を明らかにしている。 

 部品や材料の t時間における特性パラメータ（抵抗値、リーク電流、雑音、強度など）

を )t(µ  とし、ストレスに関係する反応速度定数を Kとすると一般に次式が成立する。 

Kt)(f =µ      (4.4.1) 

例えば酸化や腐食でみられる劣化反応のように反応速度が時間とともに変わらないときは

Kt)(
0

=− µµ (
0

µ は初期値)、蒸発のように反応速度が基体物質の濃度に比例するときは

Kt)/ln(
0

=µµ (
0

µ は初期値)、拡散のように反応速度が基体物質の濃度勾配に比例する

ときは tK)(
0

=− µµ が成立する。式(4.4.1)は多くの部品の劣化故障に適用できる。 

 特性値 µ が故障レベル
F

µ になったときの時間を寿命 Lとすれば 

KL)(f
F

=µ        (4.4.2) 

したがって、K とストレスの関係が分かれば寿命とストレスの関係が求まる。 

（２）アレニウスモデル アレニウスの反応速度論モデルでは反応速度定数 K と温度 T（絶

対温度）の間につぎの関係が成立する。 

)
kT

E
exp(K −Λ=       (4.4.3) 

ここに、kはボルツマン定数、E は反応の活性化エネルギー、Λは比例定数を表す。 

式とから寿命 Lと温度 Tの関係が求まる。すなわち 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

Λ
=+=

)(f
lnA,

kT

E
ALln F

µ
    (4.4.4) 

これがアレニウスの関係式であり、多くの部品や材料で成立する。電子管の陰極温度、半

導体の接合温度、抵抗やコンデンサの表面温度、モータの絶縁材料の温度などと寿命の間
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にアレニウスモデルが成立することは実験的に確認されており、これらの加速寿命試験に

応用している。 

 アレニウスモデルが成り立つときの加速率 ALは、定格状態における寿命、反応速度定数

および温度をそれぞれ Luse, Kuse, Tuseとすれば 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−===
T

1

T

1

k

E
exp

K

K

L

L
A

useuse

use

L
    (4.4.5) 

となる。 

（３）アイリングモデル アレニウスの反応速度論を発展させ、より一般的にしたのがア

イリングである。アイリングモデルでは温度以外の湿度、電圧、機械的応力などのストレ

スの影響をとり入れている。その反応速度定数 K は 

⎥
⎦

⎤
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exp

h
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aK    (4.4.6) 

である。ここで kはボルツマン定数、h はプランク定数、Sは温度 T 以外のストレス、f(S)

は S の関数、E は活性化エネルギー、a, c, dは定数を表す。 

 簡単のため f(S)=ln S, (c+d/T)=n とおけば上式はつぎのようになる。 

nn S
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E
expS
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したがって寿命 Lとストレスの関係および加速係数 ALは 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

−+=

T

1

T

1

k

E
exp

S

S

L

L
A

Slnn
kT

E
ALln

use

n

use

use

L

    (4.4.8) 

となる。温度が一定のときは、寿命はストレスの n乗に逆比例する。電球、液晶表示素子、

コンデンサ、あるいは電気機器の絶縁材料の電圧と寿命の関係、レジン封止半導体や液晶

表示素子の湿度と寿命の関係、機械材料の繰り返し応力(S)と疲れ寿命(N)の関係（S-N 曲

線）などにアイリングモデルが適用できる。アイリングモデルは複合ストレスの加速寿命

試験に応用できる。 

 

４．４．１．３ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

MEMS デバイスの標準化が進んでいないことはよく指摘されることであるが、機械の構成

要素は一般に、規格化・標準化のレベルが低く、電子部品のようにはん用性がある訳では

ない。システム機能に最もよく適合するように構成要素を設計することが多いのは、機械
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系でも MEMS でも同じである。従って、MEMS デバイスであるからという理由だけで、標準

化・規格化の枠をはめるのは無理であるかもしれない。むしろ、MEMS デバイスの開発段階

で、規定の LSI 規格を上手に踏襲したり、後の信頼性評価がスムーズに行われるよう個々

のデバイスをできるだけ単一機能の組み合わせになるようデザインしたりすることが実践

的である。 

 

参考文献 

[1] 「寿命試験技術」北川賢司著, コロナ社, ISBN4-339-02245-4. 

[2] http://www.sercalo.com/ 
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４．４．２ 半導体デバイスにおける規格 

４．４．２．１ はじめに 

 本委員会で行われたアンケート調査を基に、MEMS デバイスにおける標準化に関して国内

のニーズについて洗い出しを行った。その結果、動作寿命や高温高湿などの寿命試験に関

わるニーズが回答数２１件中１２件を占め、大多数のニーズがここに集中していることが

明らかとなった。 

MEMS デバイスの動作寿命や高温高湿試験に関する規格を考える際に、現存する半導体デ

バイスの規格がどのようになっているのかを知ることは、大切なアプローチである。半導

体デバイスと MEMS デバイスでは、メカニカルな部分の有り無しで差異があるが、Si 基板

を基本としたウエハプロセスを用いて作製される点では共通であり、半導体ピエゾ抵抗素

子を検出素子に適用している MEMS 圧力センサなどもあり、半導体デバイスの規格は参考に

なる部分があると考えた。 

 

４．４．２．２ 半導体デバイスにおける高温動作寿命に関する規格 

 半導体デバイスにおける寿命に関する規格は、国際標準となっている IEC６０７４９－

２３“Semiconductor devices － Mechanical and climatic test method － Part 23: High 

temperature operating life”がある。 IEC とは International Electrotechnical 

Commission の略称で電気関係の国際標準は IEC が、それ以外は ISO（International 

Organization for Standardization）が標準化を行っている。ここで、IEC６０７４９－２

３に記載されている内容を簡単に紹介する。本規格の構成を表 4.4.2.1 に示す。 

項目 項目

１　適用範囲 ５　方法

２　参考標準 5.1　ストレス期間

３　語句と定義 5.2　ストレス条件

４　試験機器 5.2.1　雰囲気温度

4.1　回路 5.2.2　駆動電圧

4.1.1　デバイス概要 5.2.3　バイアス状態

4.1.2　パワー ６　冷却過程

4.2　デバイス搭載 ７　測定

4.3　パワー供給と信号源 ８　不良基準

4.4　環境チャンバー ９　概要

表4.4.2.1　IEC　60749-23　の構成

 

適用範囲の項には、「この規格で定められた試験は、固体デバイス（半導体デバイス）

における時間に対するバイアス状態と温度の影響を決定するのに用いられる。デバイスの

動作状態を加速された方法で模擬し、主としてデバイスの条件設定や信頼性のモニタリン
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グに用いられる。短期的に用いられる高温バイアス試験の形態は、一般にバーンインとし

て知られており、初期的な不良をふるいにかけるのに用いられる。バーンインの詳細な使

用方法や用途はこの標準規格の範囲外である。」と記されている。この規格内には、しばし

ば junction という単語がでてきており、半導体デバイスの寿命を語る上で、欠かせないキ

ーワードとなっている。これは、個別デバイスを動作させると junction の電力損失により

junction 温度が上昇し、その junction 温度とデバイス寿命に密接な関係があるからであ

る〔1～3〕。しかし、ＭＥＭＳデバイスでは junction は存在しない場合がほとんどである。

従って、この規格をそのままＭＥＭＳデバイスに適用するのは無理がある。ただし、本規

格では幾つかのＭＥＭＳデバイスにも適用できる内容を含んでいる。例えば、試験機器の

項目では必要な注意事項を規格化しており、回路としては、デバイスの限界を考慮して過

度のストレスがかからないようにすべきであると、また、パワーとしてもデバイスが不良

となった場合に他のデバイスに過度のパワーがかからないようにすべきであると過度の負

荷がデバイスにかからないよう注意が記載されている。環境チャンバーに関してもパーツ

が挿入されパワーがかけられていない間は、条件温度±５℃の許容限度内を維持できるよ

うでなければならないと規定されている。試験時のストレス条件は、必要な時間と温度は

サンプルデバイスによって規格化されたり選択されたりした条件を適用することとなって

おり、ストレス条件や期間自体を規格化してはいない。ただし、ストレス条件は、連続的

に付与されなければならず、加速条件に到達するまでの時間と室温まで戻る時間と間の測

定の時間はトータルの試験時間には含まれないことが規定されている。ストレス条件とし

ては、周囲温度、印加電圧、バイアス状態（高温順バイアス[HTFB]、高温動作寿命[HTOL]/

低温動作寿命[LTOL]、高温逆バイアス、高温ゲートバイアス）が規定されている。ここで

は、典型的な温度や適用デバイス例も示されているが、半導体特有のものであり、重要な

項目であるが、ＭＥＭＳに適用する場合には、ＭＥＭＳに合った内容に変更する必要があ

る。冷却過程の項目では、冷却時にはバイアスをかけたまま 55℃以下にすることが規定さ

れている。理由は記載されていないが、その後の測定に対して半導体デバイスを保護する

目的があると思われる。このような規定は特にＭＥＭＳデバイスに適用しなくても良いと

思うが、適用することの弊害も特には無いように思われる。測定の項目では、寿命試験に

適用できる測定が試験のどの時点でなされるべきかが規定されている。すなわち、試験の

開始時と中断時の終わりと試験の完了時である。ここでも中断試験後のバイアスはチャン

バーを加熱する前かもしくは、高温チャンバーへの最後のサンプル挿入の１０分以内で印

加すべきとしている。電気的な試験はバイアスを外した後できるだけ早く遅くても９６時

間以内に完了すべきとしている。装置上の問題などでこの条件が満足できない場合も規定
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されている。以上のようにバイアス印加に対しては、非常に詳細な規定が加えられている

が、これは、半導体デバイスを正しく動作するために必要な規定であり、MEMS デバイスに

対しては、デバイスの種類によって動作が異なるため、個々のデバイス毎に動作を考慮し

た規定にすべきである。本規格の最後にまとめとして表 4.4.2.2 に記すような項目が適用

条件として記されている。 

適用項目 関連項番号

ａ）ストレス温度（チャンバー雰囲気） 5.2

ｂ）ストレス期間 5.1

ｃ）ストレス装置（特別な指示が必要な場合） 4.2

ｄ）ストレス条件とストレス回路概要 4.1

ｅ）サンプルサイズと受け入れ番号

ｆ）測定完了時刻（６項規定外の場合）

ｇ）駆動モード 5.2

ｈ）中間読み取り（必要な場合） 7

ｉ）ストレス下での最大ジャンクション温度 3.3

ｊ）バイアスをかけずに冷却した場合の照合データ 6

表4.2.2.2　IEC　60749-23　概要

 

 

４．４．２．３ 高温高湿試験に関する規格 

 高温高湿試験に関する規格は、JIS C ６００６８－２－３：1987「環境試験方法（電気・

電子）高温高湿（定常）試験方法」が日本工業規格より発行されている。この規格は、も

ともと JIS C ５０２３「電子部品の耐湿性（定常状態）試験方法」として電子部品用途向

けに制定されていたが、国際標準と整合をとるために従来の電子部品だけでなく、機器そ

の他の製品にも適用できるように、IEC ６８－２－３“Basic environmental testing 

procedure, Part2 : Tests, Test Ca : Damp heat, steady state (1969)” に準拠した形

に改訂されたものである。この例のように、製品がワールドワイドに展開されるにつれて、

国内規格を国際規格に合わせて改訂する動きが進んでいる。以下に本規格の内容を簡単に

紹介する。本規格の構成を表 4.4.2.3 に示す。目的の項には、「高温高湿（定常）試験は、

部品、機器又はその他の製品を高い相対湿度の状態で使用又は貯蔵することができる能力

を調べることを目的とする。この試験は、主に規定の時間、一定温度における高い湿度の

影響を調べることを意図したものである。」と記載されている。試験条件は、製品規格に準

拠することが前提であり、試験を行う際の試験槽や試験方法、後処理、最終測定に関して

必要条件や注意点が定められている。試験槽では、温度及び湿度の監視、４０±２℃ お

よび  ９３＋２

－３％に維持できる能力を有すること、凝縮した水の処理、インジェクショ

ン槽を使う場合の水の抵抗率が 500Ωｍを超えない などの規定がなされている。試験方
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法では、初期測定として、概観目視、電気的測定及び機械的点検を行うことを定め、試験

時には、サンプルに水滴が付かないように注意すること、槽内の放置時間（4 日、１０日、

２１日、５６日）、試験中の負荷と中間測定について規定している。後処理では、後処理の

ための時間の規定、後処理のため別の槽を使う場合と槽内に放置する場合の規定、サンプ

ル表面の湿気に関する規定、規定の後処理条件がサンプルに不適切な場合の規定がなされ

ている。最終測定としては、概観目視、電気的測定及び機械的点検を行うことを定めてい

る。また、最後に表 4.4.2.4 に示す製品規格に規定すべき事項がまとまられている。以上

の規定は、前述の通り、電子部品だけでなく、機器その他の製品にも適用できるように定

められており、MEMS デバイスにも適用可能であると判断する。 

 

項目 項目

１　目的 ４　後処理

２　試験槽 4.1　（後処理のための時間）

2.1　（槽の構造） 4.2　（後処理時）

2.2　（確認条件） 4.3　（サンプル表面の湿気）

３　試験方法 4.4　（不適切な場合）

3.1　初期測定 ５　最終測定

3.2　試験 ６　製品規格に規定すべき事項

3.2.1　（槽内に入れるときの注意）

3.2.2　（放置時間）

3.2.3　（試験中の負荷、中間測定）

表4.4.2.3　JIS　C　60068-2-3の構成

 

 

表4.4.2.4　製品規格に規定すべき事項

規定すべき事項 該当項番号

（１）前処理の手順（必要がある場合）

（２）試験前に行う電気的測定および機械的点検 3.1

（３）試験槽に入れるときのｻﾝﾌﾟﾙの状態（必要がある場合） 3.2.1

（４）厳しさ（日数） 3.2.2

（５）試験中の負荷（必要がある場合） 3.2.3

（６）
試験中に行う電気的測定および機械的点検並びにその時期
（必要がある場合）

3.2.3

（７）表面湿度の除去に関して取るべき措置 4.3

（８）標準試験状態以外の後処理状態 4.4

（９）
試験後に行う電気的測定および機械的点検
最初に測定するパラメータとパラメータの測定に許容される最大期間  
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４．４．２．４ まとめ 

 半導体デバイスにおける高温動作寿命に関する規格である IEC６０７４９－２３に関し

て言えば、半導体デバイス特有の PN ジャンクションの損傷や MOS デバイスのゲート酸化膜

の損傷を念頭においた内容となっているため、試験機器などの限られた項目で参考となる

部分はあるものの、総じて MEMS デバイスにそのまま適用するのには、問題があると言える。

MEMS デバイスとひとくくりにしているが、様々なデバイスがあるため、個々のデバイスに

おける定格動作を維持しつつ、過度のストレスがかからないように注意を払った試験方法

を定める必要があるため、一般化することは、難しいと考える。 

 これに対して、高温高湿試験に関する規格である JIS C ６００６８－２－３は、電子部

品だけでなく、機器その他の製品にも適用できるように定められており、MEMS デバイスに

も適用可能であると判断する。 

 

 

参考文献 

〔1〕『半導体デバイスの信頼性技術』，日科技連  

〔2〕『半導体デバイス信頼性ハンドブック』，松下電子工業，1987 

〔3〕宮崎、勝枝、永田：「半導体素子の温度分布シミュレーション」，『電気通信学会研究

会研究報告』，ED82-5，p.31，1982 
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４．４．３ 加速度センサの例 

４．４．３．１ 実効性・有効性のある（役に立つ）規格とするために規定すべき項目 

MEMS の代表的成功例の一つに加速度センサが挙げられる。加速度センサは、ＭＥＭＳセ

ンサの一種で、センシング対象である加速度変化を電気的出力変化に変換する機能を備え

たデバイスである。その研究開発の歴史は古く、1980 年代に最初のＭＥＭＳ式加速度セン

サが登場して以来、様々な研究機関や企業において、今もなお、新たなデバイス開発が繰

り広げられている。加速度センサのアプリケーションは、自動車（エアバック、ＡＢＳ、

各種車載機器の入力装置）、携帯音楽プレーヤーなどのＨＤＤ内蔵機器（落下検知によるヘ

ッド保護）、ゲーム機（ジョイスティック）、携帯電話（入力装置）、航空・宇宙（フライト

コントローラ）、工作機械・ロボット（アーム・姿勢制御）など豊富にあり、そのアプリケ

ーションの豊富さが今日の普及の原動力となっている。  

実効性・有効性のある（役に立つ）規格とするために規定すべき項目を考えるにあたり、

まずは、代表的メーカーのオフィシャル・ホームページ[1]に記載されている加速度センサ

の仕様項目に着眼した。参考までに、一例として、携帯電話などのモバイル向け加速度セ

ンサの主な仕様例を表 4.4.3.1 に示す。 

 

表 4.4.3.1 モバイル向け加速度センサの主な仕様例 

  
Analog 

Devices,Inc. 
日立金属 北陸電工  松下電工 

品名 ADXL330 H34C  HAAM-313B  AGS61331 

寸法(㎣) 4×4×1.45 3.4×3.7×0.92 5.6×5.6×1.4 4.6×4.6×1.3 

方式 静電容量 ピエゾ ピエゾ ピエゾ 

軸数 2 3 3 3 

検出感度(mV/G) 未公表 333 400 333 

検出範囲(G) ±2 ±3 ±2 ±3 

動作電源電圧(V)   2.2～3.6 2.5～5.25 2.7～3.6 

動 作 温 度 範 囲

(℃) 
  -25～75 -25～75 -20～70 

保 存 温 度 範 囲

(℃) 
  -40～85 -40～85 -40～85 

耐衝撃性(G) 未公表 5000 5000 5000 
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表 4.4.3.1 はほんの一例ではあるが、加速度センサのユーザー及びメーカー双方のメリ

ットを勘案した場合、センサ仕様に記載されているこのような項目こそが、実効性・有効

性のある規格とするために規定すべき項目に位置づけられるものと考える。 

 

４．４．３．２ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

i. 性能面での標準化・規格化の現状調査 

 日本機械学会の機械力学・計測制御部門が、No.04-76 の講演会[2]で性能面での標準化・

規格化について議論している。曙ブレーキ工業の国見氏によると、オフセット電圧、検出

感度、（非）直線性、他軸感度の定義はメーカー各社で異なる。同社は大量生産における試

験機や計測技術の確立を進めており、IEEE Std 836、IEEE Std 1554、IEC などの計測規格

に提案している。       

また、産業技術総合研究所の梅田氏によると、“加速度センサという名称を使う限り、

感度はマトリックスで定義されなければならない”としている。すなわち、軸あわせをし

た校正では、横感度が求まらない。ベクトル量としての加速度を計測できる加速度計と、

方向は既知とする加速度計を区別し、計測標準を立て直す必要があると主張している。 

 

ii. 信頼性面での標準化・規格化の現状調査 

 信頼性面での標準化・規格化については、性能面以上に（潜在的）ニーズはあるものの、

現状は全く手付かずと言わざるを得ない。 

本調査研究委員会が今回実施したアンケート調査の結果より、デバイスの共通ニーズと

して、ＭＥＭＳデバイスの信頼性試験方法への標準化・規格化へのニーズは強く、ＭＥＭ

Ｓ式加速度センサの場合も例外ではない。その中でも、特に、寿命加速試験方法について

のニーズが根強くあることが同アンケート結果より伺える。 

一方、本調査研究委員会同様、前年度実施した調査研究事業である『ＭＥＭＳの信頼性

評価技術に関する調査研究報告書』[3]によると、加速度センサを始めとするＭＥＭＳセン

サの信頼性評価技術の現状を調査した結果、高信頼性を品質上の訴求ポイントとする車載

用加速度センサなどの報告例（表 4.4.3.2）など数件にとどまり、同技術に関する報告が

極めて少ない現実がある。     このような状況にある理由としては、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同調査研究報告書では
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分析している。 

 

表 4.4.3.2 車載用加速度センサの信頼性試験項目例 

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%RH、5Ｖ、300 時間 

結露試験 -5℃⇔35℃、85%RH、5ｃｙｃ 

 

４．４．３．３ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

ＭＥＭＳデバイスの中でも、比較的実用化が先行していると思われる加速度センサでさ

えも、標準化・規格化については意外に進んでいないというのが今回の調査研究活動で明

らかになった。 

 今後、標準化・規格化として取り組むべきは、まずは、センサ仕様に記載されている仕

様項目（オフセット電圧、検出感度など）の定義・計測方法から行うのが妥当であると考

える。 

 

アンケート調査の結果より、加速度センサを始めとするＭＥＭＳデバイスの信頼性試験

方法への標準化・規格化へのニーズは強く、特に、寿命加速試験方法についてのニーズが

根強くあることが明らかになったが、この結果は信頼性評価技術に関する報告例が現実に

は少ない事実と符合し、信頼性評価技術に関する報告例の増加ならびに学会などでの活発

な議論が巻き起こることが、標準化・規格化のための前提条件になると思われる。 

そのためには、半導体デバイスにおける成功例にあるように、まずは、故障メカニズム

の調査研究を今後積極的に推進していくことが必要であると考える。 

 

最後に、筆者らの経験を踏まえ、信頼性面での標準化・規格化を今後進めていくための

参考例として、ピエゾ抵抗型加速度センサの代表的故障メカニズムの事例を紹介する。 

 

【事例紹介】ピエゾ抵抗型加速度センサの代表的故障メカニズム 
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ピエゾ抵抗型加速度センサは、片持ち梁構造（カンチレバー）をしており、加速度が重

りに作用することでビーム（梁）部に歪が生じ、その歪をピエゾ抵抗変化として検出する

仕組みとなっている。そのため、その代表的故障メカニズムは以下の３つが挙げられる。 

   １．ビーム（梁）破断 

   ２．オフセット電圧変動  

   ３．その他半導体デバイスと共通の故障メカニズム[4] 

 

１．ビーム（梁）破断 

構造上最も脆弱な部分であるため、設計上保証している 

限界の加速度が重りに作用すると、最悪の場合、ビームに 

破壊強度を超える衝撃力が加わり破断することがある。 

特に、センサ自身が落下などにより、地面（硬い物体）に 

衝突した場合にビーム破断に至る可能性が高い。 

 

２．オフセット電圧変動 

 オフセット電圧とは、０[Ｇ]状態のセンサ出力電圧のこと 

であり、理想的には０[Ｖ]が望ましい訳であるが、現実には 

センサチップを実装しているパッケージ材（ダイボンド材を 

含む）などからの外乱応力の影響によりビーム部に微小歪が 

内在するため、０[Ｇ]状態でも出力電圧が発生している。 

そのため、外乱応力が経時的変化を生じる場合、オフセット電圧変動を起こし、変動量が

許容値を超えたとき故障に至る。 

 

３．その他半導体デバイスと共通の故障メカニズム 

 ピエゾ抵抗型加速度センサは、（可動部である）片持ち梁構造以外は、アルミ電極や不純

物拡散などの半導体デバイスとしての側面も兼ね備えているため、上記２つの故障メカニ

ズム以外に、半導体デバイス共通の故障メカニズム（①～③など）が作用する可能性が考

えられる。 

① 電解腐食反応によるアルミ電極の腐食 

② 金属間化合物（Ａｕ－Ａｌ）の成長によるワイヤー接合不良 

③ 可動イオンによる表面リーク電流の増大 

 

マス 

マス 
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表 4.4.3.3 に、代表的故障メカニズムと同メカニズムが作用すると考えられる信頼性試

験項目の関係を示す。今後、信頼性試験を実施する上での参考とされたい。 

 

表 4.4.3.3 ピエゾ抵抗型加速度センサの信頼性試験例 

想定される故障メカニズム   

  
ビーム破断 

オフセット

電圧変動 

アルミ電極

腐食 

ワイヤー接

合不良 

表面リーク

増大 

熱衝撃試験  ○  △  

高温放置試験  ○  ○ △ 

高温動作試験  ○    

低温放置試験  △    

低温動作試験  △    

振動試験 △     

衝撃耐久試験 ○     

高温高湿通電試

験 
  ○  ○ 

【凡例】○：主要因、△：従要因 

 

 

参考文献 

[1] 各社オフィシャルホームページ（Analog Devices,Inc.、日立金属、北陸電工、松下電

工） 

[2] 『No.04-76 振動・衝撃計測の新技術、国際規格活動の基礎知識』、日本機械学会、2004 

 （機械力学・計測制御部門） 

[3] 『ＭＥＭＳの信頼性評価技術に関する調査研究報告書』、マイクロマシンセンター、2005 

[4] 『半導体デバイスの信頼性技術』、日科技連編、1988 
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４．４．４ マイクロアレイデバイスの例 

４．４．４．１ 実効性・有効性のある（役に立つ）規格とするために規定するべき項目 

MEMS の代表的成功例に、テキサスインスツルメント(TI)社の DMD（Digital Micromirror 

Device）が挙げられる[1]。デバイスそのもののアイデアが新しいことは、製品化に到達す

るまでに信頼性評価と規格化を社内で行ったはずである。TI 社の技術開発内容を調査する

ことは、新たな MEMS デバイス開発にとっても有意義であろう。まず、デバイスの製作プロ

セスは全て MEMS 専用に考えられた訳では無いことに気付く。CMOS 回路用の標準プロセス

に準じて、アルミ配線層形成においてメタル配線の 3 層目から修正したものである。すな

わちミラー下部に用意された SRAM 部のみならず、ミラー部も CMOS 用プロセスをベースに

している。勿論ミラーのリリース前後から違いは生じる。個々のミラーは単一機能の標準

化された部品であり、アレイ化によって画像を生成する、プロジェクタ用マイクロディス

プレイのシステム機能を実現する。これは信頼性を積み上げ易い特徴を有していることを

意味する。幸い DMD に関連した公開資料は多いため、年代を追いながら開発の軌跡を追う

ことができる。 

４．４．４．２ 当該項目に関連する現状技術に関する調査研究とまとめ 

i. DMD の FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

DMD が学会誌等に多く取り上げられるようになったのは 1995 年前後であろう。Dr. 

Douglass らは 65℃で 5000h の寿命（特殊用途用）が得られるまでは製品出荷しないと内部

目標を定めていた。1992 年頃から本格的な製品開発に入るが、初期は 65℃で 100h 程度の

寿命であった。以後、寿命を延ばす努力がなされる。1997 年頃には 100,000h の寿命を示

すようになり、プロジェクタのような一般アプリケーションに使用されるようになった[2]。

DMD の寿命を決定する故障モードには以下の 4つが挙げられている。 

1. Hinge 疲労 

2. Shock & Vibration 損傷 

3. Stiction 損傷 

4. Hinge memory 

FMEA に従い、各々の故障モード、効果、解析が行われた。 

1 の Hinge (w1μm, t600 nm)疲労に対しては、1992 年から 1997 年頃に材料を合金（具

体的には不明）に変更したようである。> 1x1012 cycles でも壊れることは無くなった。 

2 の Shock & Vibration 損傷の試験においては、文献記述量が少ないことから、問題に

ならなかったようである。個々のミラーが小さいため、慣性力の効果が小さく、共振周波

数が数 100kHz と十分高いため日常の振動 <1kHz の影響が入り難かったことが理由と考え
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られる。 

3 の Stiction は歩留まりを大きく左右する。passivation layer を製作プロセス中で犠

牲層エッチング直後とパッケージ用ダイに固定直後の 2回は施している。また、ミラーが

傾いた際に、基板と接触するヨーク部分に Hinge と同じ材料で、スプリングチップと名付

けられたクッション構造が用意された。これがパッケージング工程も含めて歩留まりを大

きく改善したようである。 

4 の Hinge memory は寿命と信頼性に関わるレポートにおいて記述内容が最も多い。この

現象は DMD 特有のものである。ある画素に送られるデータの明暗情報がたまたま偏ってい

るために、±10°に傾くミラーへの指定値が片側に偏ると、図 4.4.4.1 のように Hinge に

癖が付く症状である。Digital Micromirror の名前通り、ミラーの中立位置は利用しない

方式であるため、この図程度であれば許容範囲内である。図 4.4.4.2 はミラーが反転出来

なくなった状態を示しており、ここまで進行すると使用不能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4.4.1 許容範囲内のHinge memory   図4.4.4.2 使用負荷になったHinge memory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.4.3  ミラー反転の頻度分布と-側に癖が入る指定値が 95%に偏ったときの変化 

Vb50 
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ii. DMD の評価法 

ミラーの傾き特性の評価が、プロセス中のテスト、更には寿命保障のために不可欠であ

る。ミラー傾き角は光てこ法によって通常測定するが、時間のかかる光学アライメントが

不可欠である。DMD のような 100 万個に至るミラーアレイの場合には、個々のミラーを測

定していたのではテストに時間がかかりすぎる。TI 社は特有の方法を採用している[3]。

斜めから照明光を当て、デバイスチップに対して垂直に反射する光学像を観察する。ミラ

ーが±10°の ON/OFF 状態にあるかは、ミラー像の明暗で判断する。何個のミラーが±10°

のどちら側にあるかの判断は速やかである。測定する値は、ミラー角度ではなく、ミラー

に印加されるバイアス電圧の値である。電気プローブを一端配置すれば機械的アライメン

トのような時間のかかる作業無しに測定できる。電圧値を少しずつ増加しながら、何個の

ミラーが反転したかを測定する。全体のミラーの半分が反転したバイアス電圧の値を読み

取ることができる（正確にはデバイス内のミラーを領域分割して観察している）。これを

Vb50 と定義している。この値は、ミラー傾き角の偏りと相関があることが後に確認されて

いる。新しく導入した値 Vb50 が意味ある数字であるかが、チェックされている。すなわち、

Vb50 の変化が DMD 使用時間とともに意味のある変化をしているか、Vb50 を導き出すミラー

反転の頻度分布が正規分布のような統計的特徴を備えているか、である[4]。 

iii. Hinge memory の特徴 

図 4.4.4.3 は Hinge memory を議論するために±10°に傾いたミラー数とバイアス電圧

との関係を示したものである。◆を実線で結んだカーブは初期状態に対応する。初期のカ

ーブは 15V 程度からミラー反転が生じはじめ、Vb50 は 16V 程度である。-側に癖が入る偏

った指定値を与えて 1000 と 2000h 動作させた後のデータが点線で結んだカーブである。約

1V だけバイアス電圧がシフトしている。これは Hinge に癖が入ったことを示しており、こ

の場合は-側によりミラーが傾き易くなる。 

 Hinge memory の性質は蓄積劣化則で説明される機械材料の疲れ寿命とは異なる。例えば、

DMD は休ませながら利用すると Vb50 のシフト量が抑えられる。また、逆方向に偏った駆動

方向を後から加えることで、可逆的変化を示すことである。プロジェクタ応用は連続した

動作を要求するものではないため、寿命保障の面では幸いする。 
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図 4.4.4.4 +/-側に癖が入る指定値が 95%に偏ったときの変化と Vb50+/-の定義 

iv. Hinge memory の加速寿命試験 

Vb50+/-という値を定義している。図 4.4.4.4 に示すように、+と-側に癖が入ったとき

の Vb50 の差を表す。Vb50+/-が 14V に達すると、もはやミラーは反転しなくなる。ストレ

スに動作温度を選んで Vb50+/-の時間的変化を示したグラフが図 4.4.4.5 である。DMD では

Normal Operation Range を 45℃まで、Extended Operation Range を 65℃までとしている。

65℃での寿命を推定するわけであるが、95 と 85℃のデータが示してある。高温で Vb50+/-

はより早く 14V に至っている。図 4.4.4.6 はこれらのワイブルプロットである。95 と 85℃

に対応する線に沿った 2 つの分布を得る。このデータからアレニウスモデルが適用でき、

Hinge memory に相当する反応の活性化エネルギーE を推定できる。式(4.4.5)と同じ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

acceluse

L

T

1

T

1

k

E
expA であるが、E 以外の値は既知である。65℃における寿命を 50%

平均で約 10000h と見積もられる[5]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.4.4.5 3 つの温度で試験された Vb+/−

の時間的変化 

図 4.4.4.6 Vb+/−のワイブルプロット 
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図 4.4.4.7 +/-側に癖が入る指定値が 95%に偏ったときの変化と Vb50+/-の定義 

湿度の影響を検討したアイリングモデルに対応する文献は少ないが示唆的なものがあ

る[6]。DMD パッケージングの湿度（デバイス表面に付着している水）が Hinge memory を

加速させることが観察されている。図 4.4.4.7 はパッケージング前に処理しないと Hinge 

memory が加速すること、および高温処理することで減速できることを示している。 

 

４．４．４．３ 標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

1996 年に DMD が nView Corporation に初めて商用出荷される前に、緻密な信頼性解析が

行われたことが伺える。その内容は従来の電子系、機械系で得られていた故障データとは

異なる新しいものである。DMD は個々のミラーの動きは単純で独立しており、同じミラー

素子からなるアレイである。100 万個にも上るミラーデバイスに対しては、高速測定が可

能な評価量 Vb50 を利用した。機械的な故障モードである Hinge memory に対してアレニウ

スモデルを適用し、加速寿命試験技術を確立している。以上を踏まえると、以下のことが

類推できる。MEMS デバイスで信頼性を確保するためには、アレイ化しても良いが、単独の

素子は出来るだけ単純な動きをするようにデザインし、ギヤのように部品同志の影響が寿

命に関係するようなものは避けることが望ましい。デバイスのテストのためには、できる

だけ高速・簡便に測定できる量を利用し、統計的につじつまが合い寿命傾向が現れるもの

を用意することを独自に行う必要もあり得る。適切な評価量を選んでいれば、故障モード

のデータはアレニウスやアイリングモデルと共に解析できるであろう。 

 



－139－ 

４．４．５ デバイス分野全体を通しての標準化・規格化に向けての今後の課題・提言 

MEMS デバイスは多種多様で、通常の機械系の性質を色濃くもつものも少なくない。すな

わち、システム機能に最もよく適合するように構成要素が設計されるため、規格化・標準

化のレベルは低くならざるを得ない側面がある。しかし、ある種のデバイスデザインによ

って LSI や既存 MEMS デバイスで確立された技術をうまく取り組めば、信頼性の高いデバイ

ス開発のより上手な道が開けることも事実であろう。電子系が持つ、単一機能の標準化さ

れた部品を組み合わせて、所要の機能をもつシステムを構成する性質を MEMS デバイスにも

取り込むことは一つの指標となる。標準化・規格化を進める要因となるであろう。また、

従来無かった新しい故障モードが寿命を決めることがあることを認識し、故障メカニズム

を見定めることが重要である。本節では加速度センサと DMD について内容を紹介した。こ

れはデバイスによって異なると考えるのが自然である。既に製品化されているデバイスを

評価し直すことで、故障メカニズムの情報を得ることができれば、新規デバイスに展開す

るうえで貴重な情報になるであろう。 
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第５章 まとめと今後への提言 

 

５．１ 本調査研究のまとめと今後への提言 

（財）マイクロマシンセンターは、ＭＥＭＳ技術に関する国際標準・規格の提案を積極的

に行ってきており、本報告書の第２章（２．４．２項（Ｐ２１））に示すように、ＩＥＣ/

ＴＣ４７／ＷＧ４に対し、これまで３件の国際規格を提案し、すでに１件は発行され、残

る２件はＦＤＩＳ回付待ちの状況にある。ここで、これまでに提案してきたこれらの国際

規格の内容を見てみると、国際的に我が国が先駆的な研究開発を行ってきており、我が国

がポテンシャルを有する技術シーズを基にした、どちらかと言えばシーズオリエンティッ

ドなものが主体であった。一方、今後は、関連企業・業界や研究機関等の活動にとって、

必要で役に立つ国際規格とは、どのような内容のものであるのかという、ニーズオリエン

ティッドなアプローチも必要であり、さらにその内容に関して我が国にシーズ技術や技術

ポテンシャルがあるのかという観点からの戦略的な調査研究も必要であると考えられる。 

 そこで、本調査研究では、ＭＥＭＳ関連企業や、大学等の研究機関に対して、今後標準

化・規格化が望まれる内容・項目に関するアンケート調査を行った。その結果、多様な内

容・項目の回答が寄せられたが、それらの中から、複数の機関からの要望があり、ニーズ

が高いと判断された内容・項目を抽出した（第３章）。さらに、それらに関連する現状技

術についての調査研究を行うとともに、標準化・規格化に向けての今後の課題と提言につ

いて、検討を行った（第４章）。 

 以下に、本調査研究で明らかとなった標準化・規格化のニーズが高い内容・項目と、そ

れぞれの標準化・規格化を実現に当たって必要となる今後の課題と提言を、一括して示す。 
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１） 計測分野 

① 一軸微小力

の計測方法 

 

・ ｎＮ～ｍＮオーダーの力の絶対的な計測が可能で、測定レンジ

が広く、かつ高感度・高分解能で、再現性、線形性に優れた新

規の微小力計測用ロードセルの開発が望まれる。 

・ 上記の特性をもつロードセル（センサ）の開発に当たっては、

電気的・機械的なノイズの低減化技術、動的な力計測の際の応

答性やドリフト・クリープ特性も重要である。 

・ 偏位法（変位を力に換算する方法）では、変位やバネ定数を高

精度に測定・算定する方法の開発が必要である。 

・ 力の非接触測定法が実現できれば、ＭＥＭＳ計測分野におい

て、極めて有用な技術になりうる。 

・ 標準化・規格化に当たっては、測定機器の性能を規定するだけ

ではなく、測定環境（温度、湿度等）や、被測定物の把持方法

を規定する必要がある。 

② 一軸微小力

の校正方法 

 

・ ニーズが高く重要性が認識されているにも拘わらず、今回の

調査範囲では、微小力の校正に関する研究開発事例が見当た

らなかったことは、大きな問題であり、今後の重要な課題で

ある。 

・ 測定精度・分解能の高い校正機器の新規開発が必要である。 

・ 現状では、錘を用いて校正する方法が主流であるが、現状の錘

は最小で１ｍｇであることから、これ以下の重さの錘や、これ

以下の範囲における測定の不確かさを保証することが必要で

ある。 

③ 一軸微小変

位（歪み）

の計測方法 

 

・ 高分解能等の性能を有する変位測定器の開発とともに、測定時

の外乱低減化技術の開発が重要である。 

・ 標準化・規格化に当たっては、測定環境（温度、湿度、振動、

磁場等）の規定や、被測定物と変位測定器との相対位置精度の

規定も必要であろう。 

④ 材料試験へ

の適用 

 

・ 微小力、微小変位は、ＭＥＭＳ全般に関連する基本量であるこ

とから、現在国際規格（ＩＥＣ規格）化が進められている薄膜

の引張試験法と関連付けることができれば、材料試験分野にお
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ける我が国の国際的優位性を、さらに高めることができる。 

・ 材料試験分野では、試験片部、アクチュエータ部、荷重・変位

計測部等を一つのウエハ上に一体的に形成するという、ＭＥＭ

Ｓ特有の技術を用いた革新的な材料試験用デバイスの開発が

望まれる。 

 

 

２） 材料分野 

① 薄膜の残留

応力の計測

法 

 

・ アンケートではニーズが高かったものの、製品の品質を左右

し、企業の競争力の源泉となっている測定技術を、国際標準化

することの企業に対するメリットに関しては、関係企業や専門

家による検討が必要である。 

・ 現在いくつかある計測法の中で、マイクロレーザーラマン法に

関しては、我が国に優れたシーズ技術がある。標準化・規格化

するとすれば、最大の候補になりうるが、装置価格が高額であ

るという難点があり、標準化・規格化には馴染まない面もある。

② 薄膜弾性率

の計測法 

 

・ デバイス設計の基礎となる重要な材料特性値であり、計測法の

標準化が望まれる項目である。 

・ レーザ超音波を用いる方法は、我が国に優れたシーズ研究があ

るが、高精度計測を行うためには、装置が高額になるという難

点がある。 

・ ナノインデンテーションを利用する方法は、最も一般的な方法

であるが、すでにＩＳＯ規格が存在するために、この規格がそ

のまま薄膜にも適用できるか否かの検討が必要になる。 

・ 共振法は、簡便であり、これまでにも多くの適用例が報告され

ているため、標準化・規格化に当たっては、国際的なコンセン

サスが得られやすい方法である。そのため、今後標準化・規格

化に向けた我が国の技術ポテンシャルを高めていく必要があ

る。 

③ 薄膜と基板

の密着強度

計測法 

・ スクラッチ試験法が最も適しており、ナノインデンターを用い

たスクラッチ試験法に関しては我が国に優位性が認められる

が、国内には装置メーカが無いため、今後我が国がスクラッチ
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 機能付きのナノインデンターを開発していくことが強く望ま

れる。 

・ 密着強度をシミュレーションするための有限要素法ソフトウ

エアの完成度を向上させることが必要である。 

・ スクラッチ試験法を標準化・規格化するには、様々な測定条件

を規定する必要があるため、多くの研究機関やメーカの協力に

よる多様なデータの収集が必要である。 

・ 今後、ウエハ上に作製した一つの試験片構造で、いくつかの機

械的特性が同時に測定可能な試験法を我が国が新たに開発し、

これを国際規格として提案していくことが、材料分野における

一つの規格化戦略となる。 

 

 

３） パッケージ分野 

① 封止性能の

評価法 

 

・ パッケージング内部の真空圧力を直接測定するために、デバイ

スの内部に当該デバイスと同様な工程で作製可能な真空圧力

測定用センサを作り込む方式が考えられる。センサとしては、

マイクロピラニゲージが有力な候補となる。 

・ ただし、上記の方式では、作製プロセスにより、センサの特性

が変化してしまうという大きな問題点がある。 

・ 以上のことから、封止性能の評価法に関しては、現時点で有力

な標準化・規格化の方向性を打ち出すことは困難である。 

② ウエハ接合

の強度評価

法 

 

・ ダブルカンチレバー法が、測定が容易で簡便な方法であるため

適しているが、様々な誤差要因があるため、標準化・規格化に

当たっては、これらの誤差要因や、誤差が測定値に与える影響、

補正の方法などを、規格の中に明示する必要がある。これらの

誤差に関しては、未だ十分には明らかになっていないため、今

後の課題となる。 

・ 脆性材料の評価手法で用いられているプリクラックを用いる

方法や、ブリスター試験法、シェブロン試験法を応用する方法

も有望である。この際、ウエハ接合体で作製しやすい試験片形

状、誤差の要因、従来のデータ整理法の補正方法等に関する検
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討が、今後の課題となる。 

 

 

４） デバイス分野 

【全般的事項】 

・ 寿命加速試験等の信頼性評価技術に関連する項目は、標準化・規格化へのニーズ

は高いが、現状では研究報告の事例が少ない。この分野の研究開発をより一層活

発化させることが、標準化・規格化の前提条件となる。 

・ ＭＥＭＳデバイスの開発段階から、ＬＳＩの規格を準用することや、デバイスを

単一機能の標準化された部品を組み合わせて所要の機能を発揮するように構

成・設計することなどが、後の信頼性評価を容易にすることにつながる。このこ

とが、部品の標準化・規格化を行う要因ともなるであろう。 

・ 従来には無かった新しい故障モードが、ＭＥＭＳデバイスの寿命を決定すること

がありえることを認識し、故障メカニズムを見定めることが重要である。そのた

めには、今後各種ＭＥＭＳデバイスの故障メカニズムに関する研究を、積極的に

推進していく必要がある。 

・ 評価試験のためには、できるだけ高速かつ簡便に測定ができ、統計的に矛盾無

く寿命傾向が現れるような適切な評価量を選択する必要があろう。 

・ 既に製品化されているＭＥＭＳデバイスを、改めて評価し直すことによって、故

障メカニズムに関する新たな情報を得ることができれば、新規デバイスの開発に

とっての有益な情報になるであろう。 

① 高温動作寿命の 

評価法 

 

・ 半導体デバイスの寿命を左右するＰＮジャンクション部

等が、ＭＥＭＳデバイスではほとんど存在しないため、「半

導体デバイスの高温動作寿命」に関する既存規格であるＩ

ＥＣ６０７４９－２３を、ＭＥＭＳデバイスにそのまま適

用するのには、問題がある。ただし、ＭＥＭＳデバイスに

も適用できる内容も含まれていることから、今後ＭＥＭＳ

デバイスに適した内容に修整した上で、規格化することに

は意義がある。ただし、ＭＥＭＳデバイスには、様々な種

類があるために、個々のデバイスごとに規格化する必要が

あり、「ＭＥＭＳデバイスの高温動作寿命」といった一般

的な規格にすることは、困難である。 
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② 高温高湿試験法 

 

・ 高温高湿試験に関する規格であるＪＩＳＣ６００６８－

２－３は、電子部品だけではなく、機器、その他の製品に

も適用できる内容になっていることから、ＭＥＭＳデバイ

スにも適用可能であると考えられる。 

③ 加速度センサの

例 

 

・ 比較的実用化が先行していると考えられる加速度センサ

でさえ、標準化・規格化に関しては、意外と進んでいない

ように思われる。 

・ 標準化・規格化としては、センサの仕様である各種の項目

（オフセット電圧、検出感度等）の定義と、計測方法から

着手するのが妥当であろう。 

④ マイクロアレイ

デバイスの例 

 

・ アレイ状のＭＥＭＳデバイスでは、単独の素子はできるだ

け単純な動きをするように設計し、各素子（部品）間での

相互作用が寿命に影響するような構造は極力避けること

が望ましい。 

・ 適切な評価量を選択すれば、故障モードのデータは、アレ

ニウスモデルやアイリングモデルを適用して解析できる

ものと考えられる。 

 

 

以上、アンケート調査によりニーズの高かった内容・項目を抽出し、分野別に構成した分

科会により、各項目ごとに行った調査研究の結果をまとめて示した。 

次に、本調査研究の委員会での全体的議論等を基に、本調査研究全体を通じて得られた

（感想を含めた）事項を、本分野に関する今後の調査研究の参考のために、記しておくこ

ととしたい。 

 

① ＭＥＭＳの信頼性に関わる技術の標準化・規格化に関しては、顕在的・潜在的な

ニーズがあることが、今回のアンケート調査でも明らかになったが、それにも拘

わらず、ごく一部を除いて、この分野は殆ど手つかずの現状にあると言わざるを

えない。前年度（平成１６年度）に（財）マイクロマシンセンターによって行わ

れた「ＭＥＭＳの信頼性評価技術に関する調査研究」報告書においても、標準化・

規格化の議論以前に、そもそもＭＥＭＳデバイスの信頼性評価技術に関する研究

報告（文献）が、未だ極めて少ないということが報告されている。このような現
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状にある原因としては、ＭＥＭＳ技術分野においては、新規性の高いデバイスを

作る「もの作り」が先行しており、未だ作られたデバイスの信頼性評価にまでは、

研究開発が及んでいないという実態にあることが考えられる（第４章４．４．３．

２項（Ｐ１３０）参照）。ただし、個々の企業内で開発し、当該企業内のみで適

用されている技術は、一般には公表されていないために、文献や既存規格のみに

よる調査では、当該技術の現状が把握できえないということも考えられる。本調

査研究では、実行できなかったものとして、本分野に関する特許調査を行うこと

が、今後に期待される。 

② 今回のアンケートでは、回答の参考のために回答事例を添付したが、この事例が

回答を誘導してしまった可能性がある。そもそも、企業に対する一方的なアンケ

ート調査では、その企業が本当に困っている問題や、本当のニーズは、出てこな

いという問題点もあろう。企業からの本音のニーズを汲み取るための手法の開発

が望まれる。 

③ 規格化の戦略として、少なくとも我が国に優位性やポテンシャルがある内容・項

目に関しては、我が国が世界に先駆けて提案し、主導していくという戦術が必要

である。この優位性やポテンシャルに関しては、共通基盤技術（大学等の研究機

関による研究開発）のレベルと、製品（企業による製品開発）のレベルという２

つのレベルがあるということを認識しておく必要がある。 

④ 競争領域にある各種の技術を、一つの技術に絞って規格化することは、極めて困

難である。製品のレベルにある各種の測定器やＭＥＭＳデバイス等の標準化・規

格化に当たっては、その製品のメーカが結集し、コンソーシアム等を組織して、

メーカとして必要であり、かつ業界としてコンセンサスが得られる標準化・規格

化を検討していく必要がある。 

⑤ 今回の調査研究では、材料分野の共通基盤技術（大学等の研究機関による研究開

発）のレベルにあるものとして、我が国にいくつかの優れたシーズ技術があり、

国際的に見た優位性やポテンシャルがあることが明らかになったことから、今後、

この分野の標準化・規格化に向けての研究開発等を一層加速化させる必要がある。 

⑥ 委員会の議論の中では、企業（国）の競争力と国際標準・規格の関連が不明確で

あるとの指摘が度々成された。ＭＥＭＳ分野に特有な問題というよりは、企業に

とっての国際標準・規格の意義に関わる全般的な問題であり、様々な観点からの

議論が必要であると思われる。ただし、少なくとも、自社製品に関連する国際標

準・規格が、他国によって提案された場合には、一企業としてではなく、我が国
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として対応していく必要が生じることだけは、予め認識しておく必要があろう。 

 

 

５．２ ＭＥＭＳ関連技術分野の標準化・規格化ロードマップの策定に向けて 

 標準化・規格化は、ロードマップに基づいた戦略的な展開が重要である。このロードマ

ップは、本調査研究の結果等をも参考にしつつ、今後の調査研究により策定することが望

まれるが、この際、考慮すべき点について、以下にまとめて示す。 

 

・ ロードマップは、前項の②で述べたように、共通基盤技術（大学等の研究機関によ

る研究開発）のレベルと、製品（企業による製品開発）のレベルという２つのレベ

ルに分けて策定することが望まれる。 

・ ロードマップの策定に当たっては、ＭＥＭＳ技術に関する将来予測が必要となるこ

とから、本調査研究のような現状技術に関する分析を継続的に行うとともに、新た

にＭＥＭＳ製品の今後の開発動向を予測し、それら将来のＭＥＭＳ製品の仕様と、

それぞれの仕様にとって必要となる測定評価法（共通基盤技術）という、２つの観

点からの調査研究が必要となるであろう。 

・ 本調査研究の結果を参考にしてロードマップの策定を検討する場合には、本調査研

究は、アンケート調査によりニーズが高いと判断された内容・項目に限定して行わ

れたという点に注意を要する。 
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第６章 むすび 

 本調査研究では、アンケート調査により企業等からのニーズが高いＭＥＭＳ技術の標準

化・規格化項目を抽出し、それらに関する現状技術の分析を行うことによって、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技術の標準化・規格化に当たっ

ては、我が国の優位性という観点からの戦略的な取り組みが重要となるが、この戦略を構

築するためには、今回の１年間の調査研究のみでは不十分である。今後、現状技術に関す

る本調査研究の結果をも参考にしつつ、新たに将来動向の予測等を行うことによって、Ｍ

ＥＭＳ技術に関する我が国の戦略的な標準化・規格化ロードマップを策定することが強く

望まれる。 

 最後に、アンケート調査にご協力を頂いた企業、大学等の機関に、厚く御礼を申し上げ

る。 
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