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1. はじめに 

近年、スマートフォンやタブレット機器の市場

拡大に牽引され、小型センサを始めとしたMEMS

デバイスの市場規模が年々拡大しつつある 1)。さ

らに、米国を中心に、現在の100倍に相当する年

間一兆個のセンサを活用し、効率的で安全・安心

な社会の実現を目指した「トリリオン・センサ」

というキーワードも登場し、世界人口一人あたり

150個もの小型センサを身の回りの様々なものに

搭載し、それらをネットワークで結んでいわゆる

「ビッグ・データ」を収集し解析・活用する動き

が広まっている 2)。MEMSとは”micro electro 

mechanical systems”の略語で、直訳すると微小

な電気機械システムとなる。その大きさは、典型

的にはµmからmmオーダ程度であり、人間の毛

髪の太さと同程度の構造と考えて良い。また、

「electro」と入っていることから分かるように、

機械的な構造が電気的な機能を兼ね備えていると

ころが通常の機械とは異なる点の一つである。 

機械部品として見た場合に、MEMSを用いる

メリットとして、以下の点があげられる 3)。 

1. 空間的占有率の減少により、限られたスペー

スに多くの部品が設置でき、装置の小型化に

貢献する。また、構造を並べて作製できるた

め、高空間分解能の分布計測や多機能混載型

のデバイスを実現できる。 

2. 可動構造の質量が小さく、動作させるのに必

要なエネルギーが小さいため、装置の消費電

力の低減や応答速度向上に繋がる。 

3. 構造体を一括して作製し、さらに一つの作製

工程で同じ構造を一度にたくさん作製でき

るため、大量生産効果による低価格化が容易

である。 

4. 元々半導体回路を作製する技術を用いてい

るため、それを用いた信号処理用の電子回路

との集積化が可能であり、更なる小型化、高

機能化が期待できる。 

このようなメリットから、先に挙げたような携帯

機器を中心に多く用いられている。 

本論文ではMEMSにおける加工技術を中心に、

従来の機械との違いと応用例について解説する。 

 

2. MEMSについて 

2.1 MEMSの歴史 

MEMSの概念は半導体作製技術の発展ととも

にそこから派生し、既に1960年代には現れてい

る。例えば、早くも1964年にSi基板をエッチン

グ加工した微小ダイアフラム構造を用いた半導体

圧力センサが豊田中央研究所によって開発されて

いる 4)。これは世界に先駆けたものであり、その

後自動車に用いられ、圧力センサは現在でも

MEMSの代表的な応用例となっている。ついで

1970年代にイオンセンサ(ISFET)やガスクロマ

トグラフィー等、化学センサの研究がなされ、

1980年代にはマイクロモータ、マイクロギアなど

アクチュエータについての研究が発表され注目を

集めた 5)。 

現在ではMEMSを用いた安価で高性能な加速

度センサやジャイロセンサ、マイクロフォンが市

販され、スマートフォンやタブレット端末、デジ

タルカメラ、ゲーム機等に1つあたり複数個搭載

されるまでになっており、おそらく読者諸兄の中

にもいくつものMEMSをそれとは意識せずに利

用されている方も多いと思われる。またアクチュ

エータとしては、インクジェットプリンタのヘッ

ド部やデジタルミラーデバイス（DMD）を用い

た小型プロジェクタに利用されている。この他に

も、味覚センサ、においセンサ、超音波センサ、

触覚センサ、マイクロ流体デバイス、バイオセン

サ、高周波スイッチング素子等々、多岐にわたる

MEMSデバイスが研究・開発されており、この

ように様々な種類の応用が可能なことから、半導

体の「産業のコメ」に対し「産業のマメ」とも称

されている。 

 



2.2 MEMSと従来の機械加工との違い 

従来の機械加工では様々な機能を持つ部品をバ

ラバラに製造、それを組み立てて装置を作製する

のが一般的である。また、センサおよび増幅や信

号処理のための電気回路は機械部品とは別に製造

されて装置に組み込まれる。それに対して、

MEMSでは機械的構造と電気的な検出・制御回

路が一体となったものを同プロセスで複数個作製

し、それを分離して一つの機能を持つ部品とする。

例として、図1に示すようなひずみゲージを設置

した片持ち梁構造を作製する場合を考える。機械

加工においては、図1(a)のように、梁部、支持部、

ひずみゲージを別々に作製もしくは調達し、それ

を貼り合わせて組み立てることで作製するが、

MEMSでは図1(b)のようにウェハ自体を除去加

工することで梁部を作製し、ひずみゲージはウェ

ハ上に金属薄膜を形成し不要な部分を除去するこ

とで作製するというアプローチである。 

また、加工に用いる方法としては、従来の切削

加工や研削加工のような、工具と被加工物の物理

的接触を伴う方法の代わりに、工具を用いず、電

離気体や酸・アルカリ等の液体が被加工物に与え

る化学的作用による除去が主に用いられる（後述

するが気体の場合、物理的作用も加わる）。このよ

うな加工法をエッチングと呼ぶ。こうした作用は

局所的にではなく加工対象全体に及ぶため、加工

を望まない部分にはそのような作用が働きにくい

「マスク」と呼ばれるものを作製し保護する。設

計した図面に基づきマスクのパターンを作製する

工程がフォトリソグラフィである。これは感光剤

（フォトレジスト）と遮光パターンを形成した透

明乾板（フォトマスク）を用いて写真製版により

パターンをウェハ上に転写する技術で、半導体の

微細加工技術に用いられているものであり、用い

る光の波長にもよるがµmオーダの幅のパターン

が形成可能である。このような微細な形状加工は

レーザ加工等を用いても可能であるが、先にも述

べたように、MEMS加工では構造体を一括で大

量に作製できるため、生産性に優れている。 

作製できる形状については、平面にパターンを

転写し加工していくというプロセスの特徴から、

従来の機械と比較するとどうしても2.5次元的

（すなわち長さ・幅方向に対して厚み方向が小さ

い）な構造が一般的である。すなわち、厚み方向

には僅かな変位しかできない場合が多いが、それ

でも用途としては十分な場合も多い。しかし、近

年では厚膜レジストや深掘加工技術の発達により、

形状の自由度は高まってきている。また、機械的

構造の体積は寸法の3乗に比例するのに対し、表

面積は寸法の2乗に比例するので、µmスケール

になると、慣性力に比べて、静電力や表面張力、

粘性力の影響が大きくなってくる。これをスケー

ル効果もしくはサイズ効果と呼ぶ。この効果は、

静電力によるアクチュエータの駆動など動作に活

かすことも可能であるが、一方、表面張力による

可動部の貼り付き（スティッキング）等の特有の

問題も生じ得るので、設計や作製プロセスにおい

ては十分考慮する必要がある 6)。 

 

3. MEMS加工プロセス 

図2に代表的なMEMSデバイスの作製プロセ

スのフローチャートを示す。被加工材料としては、

主に単結晶シリコン(Si)のウェハが用いられる。

これは、MEMS作製プロセスがSiを用いた半導

体加工プロセスからの派生であるため、その加工

技術が成熟しており、加えて、単結晶Siは優れた

機械的特性を持ち、またウェハが半導体用途とし

て量産されているため安価に手に入りやすく、さ

らに半導体を用いた信号処理回路との集積化が可

能であるためである。他には用途によってガラス
図1 機械加工とMEMS加工 
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基板や水晶基板、金属基板が用いられることもあ

る。 

MEMSプロセスは半導体プロセス同様、前工

程と後工程に大きく分けられる。前工程では、積

層した薄膜をフォトリソグラフィとエッチングに

よって所望のパターンに形成するプロセスを必要

な回数だけ繰り返す。フォトリソグラフィは感光

性のポリマーを塗布し、紫外光を用いた写真製版

によりパターンを転写する工程である。エッチン

グは薄膜の不要な部分を化学反応もしくは物理的

作用により除去加工する工程である。 

これらの過程は半導体プロセスで用いられるの

とほぼ同等であるが、機械的な動きを行う構造を

作製するために、半導体プロセスに比べると大き

な膜厚や加工量を必要とする点が異なる。機械的

構造を作製する方法として、大きく分けて表面マ

イクロマシニングとバルクマイクロマシニングが

ある。前者は作製した薄膜を構造体として利用す

る方法であり、構造体となる薄膜の下に犠牲層と

呼ばれる層を作製しておき、犠牲層をエッチング

することで中空構造とする。一方、後者はウェハ

そのものを加工する方法である。この加工では特

定の方向に深くエッチングする必要があるため、

半導体プロセスでは用いられない結晶異方性エッ

チングや深掘反応性イオンエッチングが用いられ

る。一般的に、前者よりも後者のほうが時間やコ

ストがかかるが、より立体的で複雑な構造が作製

可能である。 

後工程はMEMSデバイスとの電気的接続を行

うためのワイヤボンディングや、構造を固定、保

護するためのダイボンディングやパッケージング

が含まれる。また、別々に作製したウェハ同士を

ボンディングして一つのデバイスとする場合もあ

る。 

 

3.1 成膜 

MEMSにおける薄膜は機械構造体そのものと

なる場合の他に、抵抗体、配線、絶縁層、センシ

ング部等電気回路の構成要素、および、化学的侵

食に対するバリア層等、様々な役割を果たす。通

常、数nm～数μmの厚みで、一口に薄膜といっ

ても実に3桁もの厚みの違いがあり、用途によっ

て使い分けられる。金や白金など高価な材料もよ

く用いられるが、その厚みから、総じて材料の使

用量は大変少なく、それほどのコスト増とはなら

ない。薄膜の作製方法には様々な種類があるが、

真空蒸着法やスパッタリング法、化学気相成長法

(chemical vapor deposition; CVD)法、スピンコー

ト法等が主に用いられ、これらは薄膜の材料や組

成、結晶性、膜厚等に応じて使い分けられ、詳細

については文献7)等、専門書を参照されたい。数

µm以上の膜厚の場合は、めっき法が用いられる。

薄膜の場合、密着性が悪いと剥離を起こすことが

多いので、密着性の相性が悪い層と下地の間には、

極薄い接着層が用いられる。例えば、金はSi基板

との密着性が悪く、CrやTi等を接着層として用

いる。また、前述したように面内方向に対して厚

みが小さいため、残留応力の影響を大きく受け、

構造体の変形を起こすことが多い。残留応力は製

膜方法やその後の熱処理等によっても大きく変化

し、できるだけ小さくすることが多いが、逆に上

手く利用することで形状の制御に用いることも可

能である 8,9)。 

 

3.2 フォトリソグラフィ 

設計した構造および回路のパターンをウェハ上

に転写する工程である。フォトリソグラフィの過

程を図3に示す。ウェハに感光性のポリマー素材

（フォトレジスト）を塗布し、乾燥させる（図2(b)）。

その後、フォトマスクと呼ばれる乾板を通して光

（紫外光）を照射する（図2(c)）。フォトマスクは

石英ガラス等の光を透過する材質で、その表面に

薄膜成膜
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図2 MEMSの作製フローチャート 



はCrなど遮光性の薄膜でパターンが描かれてお

り、そのパターンがフォトレジストに転写される。

フォトレジストには光が当たると分解され溶解さ

れやすくなるポジ型と、化学結合が強くなり溶解

しにくくなるネガ型がある。光を照射した後に、

現像液と呼ばれる液に浸漬することで、変性した

部分（ポジ型）、もしくはそれ以外の部分（ネガ型）

を溶解させる図2(d)）。その後焼成する（ポスト

ベーク）ことで、フォトマスクの図面がウェハ上

に形成されたフォトレジストに転写された形とな

る。 

 

3.3 エッチング 

フォトリソグラフィで形成されたフォトレジス

トをマスクとして必要な部分を保護し、それがな

い部分を除去加工する工程である。大きく分けて

ウェットエッチングとドライエッチングがある。

ウェットエッチングは溶液中での化学反応を利用

し不要な薄膜を除去する。これに対して、ドライ

エッチングは気体分子の物理的・化学的作用を利

用する方法である。前者では溶液と容器の他には

特別な装置が不要で、また一度に大量のウェハを

処理できるため、低コストであるという特長があ

るが、化学反応をコントロールするため、厳密な

温度管理や撹拌を必要とする。一方、後者のドラ

イエッチングはエッチング条件の制御が容易であ

るが、真空装置や高圧ガス、高圧高周波電源が必

要であるのでウェットエッチングに比して高コス

トである。 

加工される形状について分類すると、等方性エ

ッチングと異方性エッチングがある。前者は化学

反応によるエッチングに見られるもので、全方向

に等しくエッチングが進行するため、マスクの下

にアンダーカットが入る。一方、後者では、保護

膜や結晶の異方性等を利用して、エッチングの進

行速度を一定方向にのみ大きくする。 

例として、Siを等方性エッチングする場合はフ

ッ化水素酸・硝酸・酢酸を混合した水溶液が用い

られる。その他の材料をエッチングするときに用

いる溶液については文献 5)や 10)を参照されたい。 

一方、SiのドライエッチングではSF6,CF4等の

フッ化物のガスが用いられる。代表的なドライエ

ッチングである反応性イオンエッチング(reactive 

ion etching; RIE)は、真空容器内にそれらのガス

を流し、それを電離させて発生させたフッ素イオ

ンをバイアス電界によりウェハに衝突させ、その

時の物理的衝撃によるスパッタリング作用に加え、

フッ素のイオンやラジカル種との化学反応により

フッ化したSiが昇華し除去される。化学反応は等

方性であるが、イオンの衝突は電界の方向に生じ

るため、結果としてウェハに垂直方向のエッチン

グ速度が早い異方性エッチングとなる。 

これらのエッチングを行う場合、被加工材料と

マスク材料もしくは加工されない部分の材料との

エッチング速度の比（選択比）が重要であり、こ

れが十分に大きいエッチング溶液やガスを使用す

る必要がある。フォトレジストでは選択比が不足

する場合、他の材料の薄膜をマスクとして用いる。

例えば、次項の結晶異方性エッチングを行う時は

フォトレジストではアルカリ性溶液に耐え切れな

いので、シリコン酸化物(SiO2)の薄膜を形成し、

それをフォトリソグラフィでパターニングし、エ

ッチング時のマスクとして用いる。 

 

3.4 結晶異方性エッチング 

 ウェットエッチングの中でも、特にMEMS加

工に用いられる手法として、結晶異方性を用いた

エッチングがあり、特に単結晶Siウェハの加工に

用いられる。単結晶Siを水酸化カリウム(KOH)

やテトラメチルアンモニウムヒドロキシド

(TMAH)等の強アルカリ性溶液に浸漬すると、Si

が水酸基と反応し水酸化物となり溶出する。その

反応速度は結晶の面方位により異なり、特定の方

位にのみ速くエッチングが進行する。これを利用

することで高アスペクト比の3次元形状を作製で

図3 フォトリソグラフィ工程(ポジ型レジスト) 
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きる。図4にSiO2をマスクとした、TMAHによ

るSi(100)ウェハの異方性エッチング加工例を示

す。エッチングされにくい(111)面を壁面とする孔

が加工できていることが分かる。この方法の問題

点として、結晶方位を用いるため、加工形状に制

限があること、実用的なエッチング速度を得るに

は溶液を高温に保つ必要があり、制御が難しいこ

とが挙げられる。 

 

3.5深掘反応性イオンエッチング 

Siウェハを高アスペクト比で異方性エッチン

グ加工する方法として深掘反応性イオンエッチン

グ（deep reactive ion etching、DRIE）がある。

その代表的な方法として、1992年にドイツの自動

車部品メーカーのBosch社が開発した、RIEを元

にして、ガスをスイッチングしながらエッチング

を行っていくいわゆる「Boschプロセス」が主流

に利用されている。これは図5に示すような、SF6

ガスによるエッチングとC4F8ガスによる側壁保

護（パッシベーション）を繰り返すプロセスであ

る。SF6によるエッチングでは、ラジカルによる

化学反応が等方的に進行する。次にガスをC4F8

に切り替えると、CF系のポリマーが堆積する。

再びSF6にガスを切り替えると、側壁はポリマー

で保護されているのでエッチングされない。一方、

底面はバイアス電界に駆動されたSFxイオンの衝

突により、ポリマーが物理的に除去され、再びそ

こからエッチングが進行する。これを繰り返すこ

とで、垂直方向のみに深くエッチング加工するこ

とが可能となる。この方法の欠点として、側壁に

スキャロップと呼ばれる凹凸形状が形成されるこ

とが挙げられる。ガスの切替を早くすることで、

スキャロップを小さくすることが可能であるが、

エッチング速度とのトレードオフとなる 11)。 

 

4. MEMS加工応用例 

2.1項で述べたように、MEMSを応用したデバ

イスは多岐にわたるが、ここでは我々の研究の中

から、MEMS加工を用いて作製した例として、 Si

のカンチレバー構造を用いた触覚センサ、Tiウェ

ハを加工して作製したマイクロニードルについて

紹介する。 

 

4.1 触覚センサ用マイクロカンチレバー 

 表面マイクロマシニングプロセスで作製したマ

イクロカンチレバー構造を検知部とし、それをエ

ラストマに埋め込んだ構造の触覚センサを開発し

ている。エラストマとしてはポリジメチルシロキ

サン(PDMS)と呼ばれるシリコーンゴムを用いて

いる。外力が印加された時のPDMSの変形をマ

イクロカンチレバー上に設けたひずみゲージ薄膜

の電気抵抗変化として検知する。図に作製したセ

ンサの写真を示す。Siウェハ上にSi酸化膜を挟

んで薄膜Si層を作製したSOI(silicon on 

insulator)ウェハを用い、ひずみゲージや配線を

図4 Siウェハの異方性エッチング例 

1.85 mm

(111)

(100)

54.7°

(111)(100)

図5 BoschプロセスによるSiのDRIE加工 



フォトリソグラフィとエッチングにより作製した

後、Si酸化膜を犠牲層としてフッ化アンモニウム

水溶液によりエッチングし除去することで、マイ

クロカンチレバー構造を作製した。 

図6に作製した触覚センサの写真を示す[12]。

図6(c)に示したのが長さ約0.3 mmのマイクロカ

ンチレバー構造の電子顕微鏡写真であり、基板か

ら切り離され中空構造になっていることが分かる。

カンチレバーに穴が空いているのは、犠牲層エッ

チングを行う時間を短縮するためである。このよ

うなカンチレバーを図6(b)のように一つのチップ

上に3本配置し、多軸方向の力を検知できるよう

にしているが、検知部の大きさは1 mmφ内に収ま

っている。また、図6(a)のように検知部、配線も

含めて5 mm□のチップ上に収まっているので、

例えばロボットの指先等に実装可能な大きさにな

っている。 

さらに、このセンサは前項で述べたDRIEを用

いてSiウェハに貫通孔を開け、壁面にCVD法に

より窒化Si薄膜を成膜し電気的に絶縁した後、め

っきにより銅を充填することで、図7のような貫

通配線(through Si via; TSV)を設けて裏側から信

号が取り出せるようにしている 13)。 

 

4.2 Ti製マイクロニードル 

 MEMSの技術を利用してマイクロニードルを

作製する研究が行われているが、材料にSiやポリ

マーが用いられており、耐久性や加工精度に問題

がある 14)。一方、Tiはその高い弾性や靭性、また

生体適合性から、新たな医療用MEMS材料とし

て着目されている。しかし、その加工に塩素系ガ

ス等の腐食性や毒性を持つガスを用いるという課

題がある。我々は高速排気特性を持つRIE装置を

用いることで、より安全性が高く、Siの加工でも

一般的に用いられているSF6によるTiのDRIE

加工により、蚊の針を模したマイクロニードルを

作製している 15)。図8に作製したマイクロニード

ル及びその拡大図を示す。なお、エッチング加工

の際のマスクとして、電解パルスめっきにより堆

積したNiを用いている。この針は皮膚を模した

シリコーンゴム（PDMS） に小さな抵抗で穿刺

でき、また傾けて穿刺した場合でも折損すること

がなく、Siと比較して高い耐久を持つことを示し

た 16)。 

5 mm

5 mm

外力検知部 (PDMS)

(a)

(b)

1 mm

カンチレバー

Au配線

(b) (c)

ひずみゲージ

0.3 mm

0.2 mm

図6 触覚センサ用マイクロカンチレバー12) 

段差が減少

Cu
Si3N4

Si

SiO2 Si

150 µm

Si3N4

Cu

600 nm

図7 触覚センサ用貫通配線 13) 

図8 作製したTi製マイクロニードル 15) 



 

5. おわりに 

本論文ではMEMS加工技術について、機械加

工と比較した特徴や加工方法、加工例について述

べた。MEMSプロセスによる加工は微細化、一

括加工、大量生産、集積化の点でメリットが大き

い。しかしながら、元々は半導体微細加工技術か

ら発展したものであり、まだまだ機械的構造の加

工技術としては発展段階であるといえ、加工形状

や実装方法等には課題が残っている。現在の半導

体やMEMSのプロセスにおいても、ウェハの薄

化や表面平坦化には機械加工技術から発展した化

学機械研磨が用いられているが、今後はますます

MEMS技術と成熟した従来の機械加工技術が融

合された新たなアプローチが必要となってくると

考える。もちろん、薄膜作製やエッチングに用い

る真空装置、フォトリソグラフィに用いる露光機

といったMEMSプロセスに欠かせない機械装置

の技術革新も重要である。本論文が従来の機械加

工技術者がMEMS技術に目を向けてくださるき

っかけとなれば幸いである。 
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