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Ｐ０４００５ 

平成 18 年度実施方針 

機械システム技術開発部 

 

１．件名： プログラム名 新製造技術プログラム 

（大項目） ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム開発プロジェクト 

 

２．根拠法 

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第１号 

 

３．背景及び目的・目標 

（１）背景 

規格品の工業製品の製造が大きく中国へシフトしているなか、我が国の製造業は研究開

発型に転換する必要がある。これらの新しい製造業の分野としてＭＥＭＳ（Micro Electro 

Mechanical Systems：微小電気機械システム）は産業の牽引役としての役割が期待される。

ＭＥＭＳ産業は成長期の分野であるために、設備投資に比べて期待されるマーケットでの

商品の売り上げ個数は必ずしも多くない。そのためハード面での設備投資のリスクを低減

し、設備インフラを整えるために、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以

下 「ＮＥＤＯ技術開発機構」という）は、「ＭＥＭＳプロジェクト」（平成１５～１７年

度）を通じて、ＭＥＭＳファンドリー整備事業に着手した。一方、ＭＥＭＳ設備を備えた

大学の数が限られているためにＭＥＭＳ技術者の数は少なく、且つ、ＭＥＭＳ製造は対象

が通信、化学、バイオ、エネルギー等の多岐に渡る分野のために、異分野の技術者がＭＥ

ＭＳ技術に抵抗なく参入できる土壌を醸成し、裾野の拡大を図る必要がある。これにより

ＭＥＭＳ技術が我が国の広範な製造業に波及し、競争力のある製品群を供給することが期

待される。 

 

（２）目的 

上記背景をふまえ、今後の我が国のＭＥＭＳ産業の振興及び発展を進めていくためには

多くの分野の技術者や研究者がＭＥＭＳ分野に抵抗なく参入するためのソフト的な支援を

行う必要がある。このために本プロジェクトでは多くの分野の技術者やＭＥＭＳプロセス

に精通していない技術者がＭＥＭＳデバイスを容易に設計し、マスク描画を行い、迅速に

試作評価を行えるためのＭＥＭＳ用設計・解析支援システムを開発する。 

 

（３）最終目標（平成 18 年度） 

・ＭＥＭＳプロセスに明るくない多くの分野の技術者が機構設計、プロセスシミュレーシ

ョン、マスク設計を簡便迅速におこなうことができるソフトウエアを開発すること 

・機構設計、プロセスシミュレーションを精度良く実行するためのファンドリー事業者ご

との信頼性の高い材料およびプロセスのデータベースを構築すること 

・これにより解析精度の向上を達成しプロトタイプの試作回数を低減に寄与すること 

・成果の普及のための体制をプロジェクト実行中より構築すること 

以上の目標を達成するために、プロジェクト終了時において、各研究開発項目の達成目標

として以下を設定した。 

 

①研究項目「ＭＥＭＳ用設計解析支援ソフトの開発（知識データベースを含む）」 

最終的に以下の機構について、２社以上で試作実測したものと比較して、プロセス解析

ツールと機構解析シミュレータを用いて、以下の所量の解析精度を 50％以上とする。 

・光ＭＥＭＳ等で用いられるヒンジを有したミラーの共振周波数、振れ角対駆動電圧特性
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の予測値と実測値 

・ＲＦ-ＭＥＭＳで用いられる両持ちブリッジ構造の変位対静電アクチュエータの駆動電圧

の予測値と実測値 

・異種材料の接合体の接合後の熱歪による変形量及びその温度特性の予測値と実測値 

 

②研究項目「ＭＥＭＳ用材料・プロセスデータベースの開発」 

取得データごとに最低国内３カ所のファンドリー事業者に試作依頼を行い、データの計

測をおこなう。またデータについての計測は、基準温度を設定し、最小限の温度範囲とし

て常温から 200℃の範囲で、少なくとも 50℃刻みにデータを取得する。ドライエッチング

プロセスについては標準ラインアンドスペースパターンについてエッチング条件を、複数

変化させて計測を行う。 

計測手法については応力ひずみ線図にもとづく計測法と迅速手法を確立し、計測の精度

を 90％以上とする。 

 

③研究項目「ナノインプリント加工・解析システムの開発」 

熱ナノインプリント・プロセス解析のモデルを構築し、熱ナノインプリント加工解析シ

ミュレータおよび光ナノインプリント加工解析システムを用いて、標準型の形状に対する

実測値と予測値の解析精度を 50％以上とする。 

 ナノインプリントプロセス用樹脂およびニッケル材金型に対する物性データ収集用実験

系を構築し、ナノインプリント加工・解析システムに必要な樹脂およびニッケル材金型物

性データを収集する。また、標準型を用いたナノインプリント実験評価方法を確立する。 

 

④研究項目「回路集積化 MEMS シミュレータの開発」 
検証用デバイスとして、櫛歯アクチュエータを備えたマイクロピンセットと位置検出電

子回路を製作し、実験データを取得して、機構と電子回路の連成シミュレーションによる

解析値と比較検証し、シミュレータの解析精度を実証する。 
 
４．実施内容及び進捗（達成）状況 

①研究項目「ＭＥＭＳ用設計解析支援ソフトの開発（知識データベースを含む）」 

（１）フレームワークソフトの開発 

開発機能（マスク作成、デバイス構造作成、自動格子作成、プロセスレシピ、解析条件

設定、解析結果表示、解析ソフト・ＣＡＤソフトとのデータコンバータ、データベースイ

ンターフェース、プラグイン機能）の詳細設計に基づいたプログラム開発と個別テストを

実施し、その８割を完了した。なお、マスク作成とデバイス構造作成機能については、プ

ログラム開発と個別テストの全てを完了した。また、結合テスト用の内部評価版の作成を

完了した。 

（２）機構解析シミュレータの開発 

 開発機能（力学解析、電磁界解析、圧電解析、伝熱解析・熱変形解析、雰囲気流体の影

響解析、連成解析）の概念設計及び詳細設計を踏まえ、各個別モジュール単体の開発を完

了した。但し、電磁界解析及び圧電解析については、個別モジュール単体の開発を８割完

了し、連成解析については、必要なモジュールまたはインターフェースの開発を７割完了

した。 

システム評価においては、機構解析シミュレータの各個別モジュールにおける評価検証

を８割完了し、統合検証評価のための計画策定を終了した。 

（３）プロセス解析ツールの開発 

 開発機能（異方性ウエットエッチングプロセスシミュレータ、ドライエッチングプロセ

スシミュレータ、マルチプロセスエミュレータ）の概念設計及び詳細設計を踏まえ、各個

別モジュール単体の開発を８割完了した。 
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システム評価においては、プロセス解析ツールの各個別モジュールにおける評価検証を

完了し、統合検証評価のための計画策定を終了した。 

（４）機能拡張ソフトの開発 

１）プロセス逆問題解析ソフトの開発 

 ソフトウェア開発仕様書及び基本設計書を踏まえて詳細設計を行い、プログラム開発及

び単体（個別）テストを完了した。プロセスデータ採取については、Si・SOI・SiO2 基板

と薄膜の三次元形状加工特性に関するプロセス逆問題解析用プロセスデータ採取を完了し

た。 

２）接合実装解析ソフトの開発 

概念設計及び詳細設計を踏まえ、本解析機能単体の開発を７割完了した。接合・封止デ

ータ採取については、陽極接合と半田接合に関する接合強度・封止性基本データの採取と

そのデータ登録を完了した。 

（５）知識データベースの開発 

概念設計及び詳細設計を踏まえ、知識データベースシステムの開発（単体の各構成モジ

ュール及び各機能の開発、並びに各機能の検査・機能検証）を完了した。平成１６年度に

引き続き、ＭＥＭＳ設計に関わる知識データ（知識・知見）を情報として集約し、集約し

たデータをデータベースシステムの初期登録データとして入力処理した。 

 

②研究項目「ＭＥＭＳ用材料・プロセスデータベースの開発」 

機械特性データ取得については、ひずみ測定装置を導入し、測定特性の確認を行うとと

もに、ファンドリー事業者により作製された薄膜材料の残留応力・機械的特性データを取

得・蓄積した。プロセスデータ取得については、主要なエッチング試作を完了し、並行し

て加工形状の測定を進めた。 

計測・補間手法の確立では、疲労試験装置の製作を行うとともに、弾性梁デバイスを試

作し、疲労試験を開始した。また、シリコン及びシリコン以外の材料に関して、接触圧力、

接触回数と接触面積の関係を定量的に検討を行った。 

知識データベースと整合を図った、概念設計及び詳細設計を踏まえ、材料・プロセス（知

識）データベースシステムの開発（単体の各構成モジュール及び各機能の開発、並びに各

機能の検査・機能検証）を完了した。 

 

③研究項目「ナノインプリント加工・解析システムの開発」 

（１）熱・光ナノインプリント加工解析システムの開発 

１）熱ナノインプリント加工解析システムの開発 

熱ナノインプリント・プロセス解析シミュレータの解析モデルの構築を行うにあたり、 

型の最適化、ナノインプリント・プロセス解析技術、塑性加工関連、材料試験関連の知識

を体系化し、これに基づいたプロセス解析モデル構築を完了した。 

また、解析モデルに基づいた、熱ナノインプリント・プロセス解析シミュレータを開発

し、標準試験片によるナノインプリント実験結果とシミュレーション結果の評価検証を完

了した。 

２）光ナノインプリント加工解析システムの開発 

光ナノインプリント・プロセスに対応した電磁波解析プログラムの解析モデル構築、及

び検証モデルの検討を完了した。 

また、解析モデルに基づいた電磁波解析プログラムの開発、及び MEMS-ONE への組込み

を行うとともに、検証モデルを用いた電磁波解析プログラムのシミュレーション結果の評

価を完了した。 

３）フレームワークソフトの改修 

熱ナノインプリント加工解析シミュレータと光ナノインプリント加工解析システムの

FDTD 法電磁波解析プログラムに対応するためのプレ・ポスト機能を開発する。今年度は開



 4

発機能の要件調査、仕様検討・取り纏め、プログラム開発・単体テストを完了した。 

（２）データベースの構築 

ナノインプリント用の代表的な樹脂物性データベースの構築と、代表的な樹脂に対する

シミュレーション結果の検証を完了した。また、関連する知識データを整理・集約した。 

 

実績額推移（百万円）：  １６年度 １７年度  

石特会計（エネ高）   ４０４  ５５０ 

特許出願件数（件）     ０   １ 

論文発表数(報)     ０  １３ 

 研究発表数      ０    ９ 

 講演数      ０    ４ 

 

５．事業内容 

５．１平成１８年度事業内容 

ＮＥＤＯ技術開発機構が委嘱したプロジェクトリーダー（東京大学 教授 藤田 博之

氏）のもと、以下の研究開発を実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

①研究項目「ＭＥＭＳ用設計解析支援ソフトの開発（知識データベースを含む）」 

（１）フレームワークソフトの開発 

開発機能（マスク作成、デバイス構造作成、自動格子作成、プロセスレシピ、解析条件

設定、解析結果表示、解析ソフト・ＣＡＤソフトとのデータコンバータ、データベースイ

ンターフェース、プラグイン機能）のプログラム開発及び個別テスト全てを完了する。さ

らに、結合検証テストおよび統合検証テストを完了し、リリースを実施する。 

（２）機構解析シミュレータの開発 

 開発機能（力学解析、電磁界解析、圧電解析、伝熱解析・熱変形解析、雰囲気流体の影

響解析、連成解析）の個別モジュール開発の全てを完了し、フレームワークとの結合検証

テスト及びシステム統合検証テストを完了する。 

システム評価においては、機構解析シミュレータの各個別モジュールにおける評価検証

の全てを完了し、統合検証の評価を完了する。 

（３）プロセス解析ツールの開発 

 開発機能（異方性ウエットエッチングプロセスシミュレータ、ドライエッチングプロセ

スシミュレータ、マルチプロセスエミュレータ）の個別モジュール開発の全てを完了し、

フレームワークとの結合検証テスト及びシステム統合検証テストを完了する。 

システム評価においては、プロセス解析ツールの各個別モジュールにおける評価検証の

全てを完了し、統合検証の評価を完了する。 

（４）機能拡張ソフトの開発 

１）プロセス逆問題解析ソフトの開発 

 プログラム開発及び単体テストを完了し、フレームワークとの結合検証テスト及びシス

テム統合検証テストを完了する。 

プロセスデータ採取については、有機材料加工特性および異形形状加工特性に関するプ

ロセス逆問題解析用プロセスデータ採取を完了する。 

２）接合実装解析ソフトの開発 

解析機能単体の開発を完了し、フレームワークとの結合検証テスト及びシステム統合検

証テストを完了する。また、陽極接合封止サンプルによる解析妥当性の評価を完了する。 

接合・封止データ採取については、解析の妥当性を評価するための接合封止サンプル製

作とデータ取得を完了する。 

（５）知識データベースの開発 

知識データベースシステムの開発（単体の各構成モジュール及び各機能の開発、並びに
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各機能の検査・機能検証）を完了し、システム統合検証テストを完了する。 

前年度に引き続き、ＭＥＭＳ設計に関わる知識データ（知識・知見）を整理・集約し、

初期データ入力を完了する。また、整理・集約された全ての初期データをデータベースシ

ステムに登録する。 

 

②研究項目「ＭＥＭＳ用材料・プロセスデータベースの開発」 

成膜材料の機械特性データ取得については、ファンドリー事業者により作製された薄膜

材料の残留応力・機械的特性データを取得・蓄積したデータによりデータベースを構築す

る。プロセスデータ取得については、加工形状の測定を完了し、測定データのデータベー

ス化を完了する。 

計測・補間手法の確立においては、機械特性計測のデータベース構築に最適な物理モデ

ルの提案、弾性変形梁の信頼性予測では疲労試験を繰り返してＳ-Ｎ線図を導く、可動接点

の信頼性予測ではシリコン及びシリコン以外の材料に関して塑性変形量の関係を調べ、 

カンチレバーの変位-荷重曲線より接触面積を類推する手法を確立する。 

知識データベースと整合を執った、材料・プロセスデータベースシステムの開発を完了

し、システム統合検証テストを完了する。 

 

③研究項目「ナノインプリント加工・解析システムの開発」 

（１）熱・光ナノインプリント加工解析システムの開発 

１）熱ナノインプリント加工解析システムの開発 

前年度のプロセス解析モデルにリゾーニング機能を追加したモデルを構築し、この解析

モデルに基づいた、熱ナノインプリント・プロセス解析シミュレータの追加開発、多彩な

形状や材料に対応したナノインプリント実験結果とシミュレーション結果の総合評価及び

検証を完了する。さらに、フレームワークとの結合検証テスト及び統合検証テストを完了

する。 

２）光ナノインプリント加工解析システムの開発 

光ナノインプリント・プロセスに対応した電磁波解析プログラムの開発を完了し、シミ

ュレーション結果の総合評価及び検証を完了するとともに、フレームワークとの結合検証

テスト及び統合検証テストを完了する。 

３）フレームワークソフトの改修 

熱ナノインプリント加工解析シミュレータと光ナノインプリント加工解析システムの

FDTD 法電磁波解析プログラムに対応するためのプレ・ポスト機能を開発する。今年度は、

前年度開発した各機能の結合検証テスト及び統合検証テストを完了し、リリースを実施す

る。 

（２）データベースの構築 

用途に応じたナノインプリント用樹脂の物性データベース構築と、多様な形状や材料に

対応した実験データを収集し、上記１）と共同でシミュレーション結果の総合評価及び検

証を完了する。また、前年度に引続き知識データの整理及び入力を行う。 

 

④研究項目「回路集積化ＭＥＭＳシミュレータの開発」 

（１）シミュレータの開発 

ＭＥＭＳ機構を対象とした機械系素子の解析モデル構築を行い、回路シミュレータ

SPICE3 の機能を拡張して、機械的自由度を扱えるようにした、汎用的な回路集積化ＭＥ

ＭＳシミュレータの開発を完了する。 

また、検証のために、櫛歯アクチュエータを備えたマイクロピンセットと位置検出電子

回路の連成モデルを作成し、シミュレーションを行う。 
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（２）検証用デバイスの製作・評価 
 検証用デバイスとして、櫛歯アクチュエータを備えたマイクロピンセットと位置検出電

子回路を製作し、実験データを取得して、連成シミュレーションによる解析値と比較検証

し、シミュレータの解析精度を実証する。 

 
５．２平成１８年度予算における事業規模 

  石特会計（エネ高）     ５６７百万円（継続） 

（注）事業規模については、多少の変動があり得る。 

  

６．その他重要事項 

（１）運営・管理 

 委託先に委員会を設置し、定期的に開催して意見を運営管理に反映させる。 

 四半期に一度程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について、委託

先より報告を受ける等の運営管理を行う。 
 

（２）単年度契約の実施 

   平成１８年度の単年度契約を行う。 

 

（３）年間スケジュール 

   ・平成１８年４月  第１回推進委員会 

   ・平成１８年７月  第２回推進委員会 

   ・平成１８年１０月 第３回推進委員会 

   ・平成１９年１月  第４回推進委員会 
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（別紙）事業実施体制の全体図 

 

「ＭＥＭＳ用設計・解析支援システム開発プロジェクト」実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

プロジェクトリーダー 

東京大学  教授  藤田博之

プロジェクトサブリーダー 

京都大学 教授 小寺秀俊

②機構解析シミュ 

  レータの開発 

＜みずほ情報 

  総研＞ 

・システム設計 

・プログラム開発 

③プロセス解析 

 ツールの開発 

＜みずほ情報 

  総研＞ 

・システム設計 

・プログラム開発 

④機能拡張ソフト

・プロセス逆問題 

＜数理システム＞

・システム設計 

・プログラム開発 

＜日立＞ 

・仕様検討、評価

④機能拡張ソフト

・接合実装ソフト

＜みずほ情報 

  総研＞ 

・システム設計 

・プログラム開発

＜三菱電機＞ 

・仕様検討、評価

＜１０大学＞ 

・知識データの構築 

⑤データベース 

・材料プロセス 

 データベース 

＜産総研＞ 

・測定方法検証 

・材料物性の測定

・プロセスデータ 

 の測定 

⑥ナノインプリント 

 加工・解析 

 システムの開発 

＜産総研・日立＞

・ 樹脂及び金属物

性の測定 

委員会・分科会・ＷＧの運営

全体調整、経理業務 

＜マイクロマシンセンター＞ 

＜オムロン＞

・システム評価 

＜オリンパス＞ 

・システム評価 

 力学構造解析

＜松下電工＞ 

・システム評価 

再委託 

⑥ナノインプリント 

 加工・解析 

 システムの開発 

＜みずほ情報総研＞

・加工・解析ソフトの

 開発 

＜４大学＞ 

・ナノインプリント 

 知識データの構築

⑦回路集積化MEMS

 シミュレータの開発

＜数理システム＞ 

・シミュレータの開発

・ 検証用デバイスの 

製作・評価 

＜東京大学＞ 

・ 検証用デバイスの

製作・評価 

再委託 

再委託 再委託

再委託

再委託 再委託

①フレームワーク 

  ソフトの開発 

＜日本ユニシス＞ 

・システム設計 

・プログラム開発 

⑥ナノインプリント 

 加工・解析 

 システムの開発 

＜日本ユニシス＞ 

・フレームワーク 

 ソフト改修 

＜北海道大学＞ 

・６面体格子作成 

⑤データベース 

・知識データベース 

 の開発 

＜マイクロマシン 

  センター＞ 

・知識データの 

 整理・蓄積 

＜みずほ情報総研＞ 

・枠組みの設計 

・プログラム開発 

⑥ナノインプリント 

 加工・解析システム 

 の開発 

＜マイクロマシン 

  センター＞ 

・知識データの 

 整理・蓄積 

 


