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磁気駆動式剥離試験(MAPT) 接着強度  光学式プロファイル計測装置 界面破壊靱性 

 

 

仮訳 

磁気浮上による薄膜剥離テスト(米国) 

（Abstract の翻訳は割愛） 

 

1. イントロダクション 

マイクロエレクトロニクス、マイクロエレクトロメカニカルシステム、PV セルとい

ったデバイスは、異なる材料の多層薄膜で構成されている。こうした多層薄膜構造はさ

まざまな負荷条件下で界面剥離を起こす傾向があり、その結果デバイスの早期故障に繋

がる。そのため、界面剥離は(製品の)信頼性に関わる重要な関心事となっており、こう

した界面の破壊抵抗の特徴を評価するための数多くのテスト技術が提案されてきてい

る。 

 

 それぞれの材料及び接する界面はミクロ及びナノレベルで異なる機械的特性を有し

ているため、薄膜間の界面における破壊抵抗の特徴を示すには適切なテスト方法が必要

となる。従来のサンドイッチテスト(例：四点曲げ、ブラジルナット)は製品の規格に基

づかないサンプル製造法が必要とされるため、製品で蒸着されるような薄膜との相関性

がない。スクラッチテスト、インデントテスト(押圧試験)、ブリスターテストのように

最近開発された技術では、(1)複雑な応力場(stress field)が生じる亀裂先端付近のテスト

サンプルとの直接接触や、(2)複雑な固定方法や実験のセットアップの両者、またはそ

れらのいずれか一方が必要となる。Bagchi 氏[1]によって提案され、後に Modi 氏[2]と

Zheng 氏[3]が発展させた圧力スーパーレイヤー技術は使い勝手が良く、細かな実験設

定や接触を必要とせずに界面破壊を特徴付けられる。ところが、前述した技術のように

剥離をもたらす荷重は単調であり、疲労による亀裂伝播を研究するために荷重を調整し、

その荷重を繰り返し与えることは容易ではない。 

 

 こうして、前述で明らかになった代替技術の欠陥に対処するために革新的な層間剥離

テストがここで提案された。この手法では、接着面に与えられた力で剥離が開始される
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まで、部分的に固定を外された薄膜構造が徐々に面の外へ移動する。この駆動力は、薄

膜構造上に取り付けられた永久磁石とその下に隣接させる電磁石との間に起こる磁気

相互作用によって引き起こされる。この電磁石に供給される電流を正確にコントロール

することで(取り付けられた永久磁石に反発力が与えられ)、非接触で制御可能な荷重を

用いた剥離テストが実施できる。提案されたテストは次のいくつかの重要な要素を有す

る。(1)荷重調整のための取り付け(fixture)を必要としない電磁石駆動による剥離伝播に

必要な荷重の付加、(2) 光学プロファイル計測装置を使った剥離伝播の直接モニタリン

グ、(3)外部磁界を発生させる電磁石に供給する電流の調整によって得られる幅広い振

幅や頻度の荷重付加、(4) 2 ステップのフォトリソグラフィー処理のみで、(実際の現象

を)代表する特性を示す as-deposited(成膜した直後の状態の)蒸着薄膜が得られるテス

トサンプル調整法、(5)一度のバッチ処理で製造可能な単層ウェハ上の数十から数百の

テストサンプル、(6)単調な荷重による亀裂と疲労亀裂の両方の特性評価に適した荷重

調整および剥離検知方法、(7)外部磁界によって荷重を変更しながら、過度の温度や湿

度環境下に設置可能なテストサンプル 

 

 

 提案されたテスト技法の一つが、図 1 で示されるような磁気駆動薄膜テスト

(Magnetically Actuated Peel Test: MAPT)である。このテスト技法では、細長い 3 本

の薄膜リボン(thin film strip)が永久磁石の取り付けられたパッドの中央でつなげられ

ている。中央のパッドの下にある部分は、薄膜の中間にある直径 2a の犠牲層(sacrificial 

layer)を取り除いた後で固定から外される(図 2-i)。テストサンプルはその後、磁気が反

対方向に整列する電磁石の上部に設置される(図 1b)。十分な電流供給がなされると、反

 

 

図 1. (a)取り除く前の犠牲層と MAPT テストサンプルの 3D 図。(b)犠牲層を取り除いた後、テストサン

プルは電磁石から δ 離れた距離に設置され、固定から外されることで電気反発力によって持ち上げられ、

薄膜リボンに沿って剥離力が与えられる。 

高画質イメージ図(189K) 
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発する磁力が中央のパッドを押し上げ、固定された 3 本の薄膜リボンに沿って剥離力が

もたらされる(図 2-ii)。剥離力が臨界点に達すれば、薄膜リボンや基板界面に沿って層

間剥離が進む(図 2-iii)。MAPT 技法がもつ優位性の一つは永久磁石が駆動中にその方向 

 

性を維持することであり、そのため与えられる力は一定であり、電磁石の電流によって

厳密に制御することができる。テストサンプルの上部には障害物がなく、光学プロファ

イル計測装置を使って面から外への歪みを捉えることができ、これにより(固定を)外さ

れた薄膜リボンの変形と剥離進行の両方を測定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. MAPT の流れ：(i)犠牲層を取り除いた後の静止状態、

(ii)磁力を与えた初期の変位の様子、(iii)臨界荷重による剥

離開始 

高画質イメージ図(62K) 
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2. 剥離テストの類似性 

従来の剥離テストは広く研究されてきた技術で、界面の破壊強度の特性を示すための

ものであった。図 3 の 3a のように、角度 θ 方向に働く力 F によってフレキシブルフィ

ルムは下の基板から剥がれる。しかし、厚さ数 10 マイクロメートル未満の非常に薄い

膜を用いる場合、亀裂の先端や機械的グリップ付近に生じる強度な変形によってフィル

ムの破断を起こす。こうした種類の凝集破壊は、Gent 氏と Kaang 氏[4]によって紹介

された引き剥がし(pull-off)式と呼ばれる剥離テストを一部変更することで軽減でき、こ

のテストでは剥離したリボンの中心から垂直方向に働く荷重 P によって、接着する薄

膜の両端に同時に剥離力を与えられる(図 3b)。 

 

 

ここでの低角度の剥離は先端亀裂付近の曲げ応力を制限し、一般的には、機械的グリ

ップというよりむしろ、剥離した薄膜リボン下の水平方向のピンによって一定の荷重を

受ける。MAPT 技法は大部分が引き剥がしテストに類似しており、異なるのは薄膜リ

ボンが 2 本ではなく 3 本である点、および薄膜リボンが垂直方向に荷重を与える円筒状

の永久磁石の底面下で結合している点である。3 本の薄膜リボンに対称性があると仮定

した場合、剥離力 F と磁気荷重の合計 P は以下の関係にある。 

 

P=3Fsinθ                                                               (1) 

 

 熱力学的な方法で破壊耐性を特徴付けるには、亀裂が進行する間にエネルギー均衡を

保つことが求められ、さらに、これまでの文献に見られる剥離テスト・引き剥がしテス

 

図 3.  (a)剥離テスト、(b)引き剥がしテスト 

高画質イメージ図(50K) 
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トに特有の界面破壊に関する多くの理論モデルが必要とされる。Williams 氏[5]が示し

たような、とりわけシンプルで関連性の高い理論モデルは堅い基板上で一定の引っ張り

応力下に置かれた柔軟な剥離薄膜リボンを想定しており、界面破壊エネルギー率 Γ0は  

                                                    (2) 

で表され、F は剥離力、b は薄膜リボンの幅、θ は剥離角度、ε は引っぱり歪み、h は薄

膜リボンの厚さ、σ は引っぱり応力を表す。弾力性のある構成モデルが膜剥離に使用さ

れる場合、方程式(2)の中にある積分は蓄積された弾性ひずみエネルギーを表し、この

場合 Γ0は臨界エネルギー解放率 Gc に相当する。ところが、弾性・塑性体構成モデルが

膜剥離に使用される場合には、積分に弾性ひずみエネルギーと塑性による仕事（エネル

ギー）の両方が含まれる。この研究では、厚さ 2μm の Cu 系膜で直線でない弾性・塑

性体構成モデルが使用されている[6]。剥離力、剥離応力、および破壊エネルギー率の

臨界点は MAPT テストサンプルにおける 3 本の薄膜リボンの平均剥離角度(：θavg)に応

じて計算されている。本研究の焦点はテスト技術の開発及びデモンストレーションであ

るため、分析法と有限要素法の両方を含む剥離テストの代替モデルの評価や比較が今後

どこかで発表される予定である。 

 

 

3. 実験手順 

 

3.1 サンプルの準備 

この研究論文に詳述されている最初の概念実証用 MAPT テストサンプルは、自然に

酸化した Si 基板から剥がれる電気メッキ処理された Cu 膜リボンを特徴としている。

この MAPT テストの薄膜パターンを決めるマイクロ加工プロセスについては、[7]にそ

の詳細が記載されており、以下にこれを要約する。基板とその上にメッキされた金属膜

の間の最初の予亀裂(範囲)を限定するため、薄い犠牲層ポリマーがパターン印刷される

(図 4a 参照)。その後 Cu は厚さ 500nm のスパッタリングと電気メッキにより、厚さは

トータルで 1.5～1.7μm になる。ドーム形状を得るために被包性ポリマーがリフローで

接合され、2 番目のフォトリソグラフィ・ステップの後に、金属膜がウェットエッチン

グにより MAPT のリボン形状にパターン化される(図 4b)。この犠牲ポリマーを除去後

(図 4ｃ)、未硬化 Epibond®7275 の表面実装エポキシが 3mil(mil は 1/1000 インチ)のス

テンレス鋼のステンシルを通して、基板から離れた中央の Cu パッド上にプリントされ

る。 
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図5. アセンブリングされたMAPTテストサン

プル    

基板 犠牲層 剥離膜 

エポキシ樹脂 磁石 

図 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高画質イメージ(78K) 

 

 

最後に、特別仕様の位置決め装置を使用し、

ニ ッ ケ ル メ ッ キ を 施 し た ネ オ ジ ム

(NdFeB-42SH)磁気シリンダー (1/16”D × 

1/16”H)を中央のパッド上に正確に配置し、

100℃での硬化によりアセンブリーが完了し

た(図 4d 参照)。このような高温仕様のネオ

ジム(磁石)は、硬化加熱後でも磁力のロスは

見られなかった。永久磁石の極は、アセンブ

リー後、磁気によって面の外に位置するよう

にシリンダーの両端にある。図 5 に、磁石の

バッチ単位のアセンブリーの状態が示され

ている。この研究で使用されているマスクデ

ザインは、(b)を 25 から 200μm まで変化さ

せ、最初に剥離したリボンの長さα0（すな

わち中央の Cuパッド端部から外側の犠牲端

部までの距離)は、250 から 1000μm まで変

化させている。 

 

 

高画質イメージ(857K) 
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図 6  

3.2 磁力の測定 

MAPT 設計で生じる剥離は磁力の反発力により駆動されており、この反発力は、図 6

に示される実験装置を用いることで特性化される。ここで、管状の電磁石 (Magnetic 

Sensor Systems E-66-38)が、最大 1μN の検出感度を持つ高精度なはかりの上に置かれ

た NdFeB 磁石から設定された間隔(δ)で固定されている。このはかりで永久磁石の重

さを相殺した下方向の力が直接測定される。 この実験装置における 2 つの臨界パラメ

ータとして、電磁石までの間隔を δ とし、電位差を V とする。図 7(a)に示すように、

1.0 から 2.2 ㎜の間隔〔δ〕で 0 から 13V の電圧を加え、得られた最大磁力は 16ｍN

となった。正の値は、磁力の反発力を示しているのに対し、負の値は、張力を示してい

る。 

低電圧下において、電磁石の強磁性コ

アにはもともと弱い極性がある。このた

め、配列方向に関係なく、永久磁石の

NdFeB に引きつけられる。しかし、適

切な方向に十分な電流が供給されると、

電磁石は安定した反対の極性を得て、十

分な間隔が取られた時に NdFeB 磁石に  

反発力を与える。また、興味深いことに、

非常に近い距離では、高電圧下であって

も、電磁石が常時、張力を受けることが

観察された。この現象は、小さな NdFeB

磁石と、それよりも大きい電磁石との間

の磁場の相互干渉の寸法効果によるも

のである。 

高画質イメージ(85K) 
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図 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高画質イメージ(183K) 

 

剥離テスト中に間隔(δ)のギャップが補正され、適切な距離として δ = 1.8 mm が選

ばれた。これは、大きい力の付加が可能であること、実施可能な電圧範囲が大きいこと、

および間隔の変化に対する感度が低いことに基づく。この距離では磁力は V に対し一

次関数を示し、ほぼ電圧 3V で磁石の張力が反発力に変化することが観察された (図 7b

を参照)。各 MAPT テストサンプルの磁石は、近接した同一結果を示すように校正され

た。剥離テストでは、永久磁石と電磁石間の実際の差は δ +Δ とし、この場合 Δ が中央

の Cu パッドの垂直方向への変位である。しかし実験では、Δ の大きさは 100μm 以下

であったため、目盛りの精度内に収まった。 

 

 

3.3 剥離テストの実施 

剥離テスト中、磁気駆動が磁石の反発により得られるように、相反する磁気配列の電

磁石が MAPT テストサンプルの下に置かれている(図 1(b)参照)。表面のトポグラフィ

ーを直接測定するために光学プロファイル計測装置(Veeco Wyko® NT-2000)を用いな

がら、繰り返し剥離テストが実施された。電圧を不連続間隔に印加すると、膜の歪みや、
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剥離の伝播を捉える表面画像が得られた。図 8 は、剥離テスト中の重要ポイントで取ら

れたテストサンプル画像の例を示している。3.0V では、テストサンプルは原則的に何

の力も受けず、待機した初期の状態である。 6.0V では、サンプルリボンが持ち上げら

れ、引っ張られるが、顕著な剥離は観察されない。7.0V で剥離し、9.1V まで緩やかに

伝播するのが観察されている。その後に、定常状態の剥離が進行し、その結果、全域が

剥離される。 

図 8   

  高画質イメージ(649K) 

 

 亀裂の最先端の位置からのそれぞれの剥離リボンの傾き(勾配)は、これらの光学プロ

ファイル計測装置で得られた各画像により決定した。このため、前述の力の較正による、

界面亀裂の長さと剥離角度の測定結果が付加された磁力の関数として得られた。 

各 MAPT テストサンプルで、3 つの剥離リボンの変位データが同時に得られる。3 つの

リボンに力が均等に与えられると仮定すると、少なくとも 1 本の剥離テスト用リボンの

層間剥離が定常状態に達する時に、臨界剥離力とそれに対応する剥離角度が得られる。

動的な剥離プロセスの間に画像は得られないため、前回測定された安定的な歪みを超え

て徐々に増加するより大きい力により、定常状態の剥離を引き起こすと仮定した。その

結果、報告される最高に剥離を持続させる剥離力は、ここでは、臨界剥離力の控えめな

推定値として報告されている。 

 

この研究論文には、5つの MAPTテストサンプルによるテスト結果が示されている。

犠牲材料を除去する 2 つの異なる加工技術のために、磁石がアセンブリーされる前に 2

つのテストサンプルが不活性環境で 2 時間、250℃に加熱され、残りの 3 つのテストサ

ンプルについては加熱されなかった。 
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4. 研究結果と考察 

 光学プロファイル計測装置の画像を処理することにより、図 9 に示すような剥離角度

と磁力の一般的な関係が得られた。3 本のリボンについて測定した剥離角度が、与えら

れた電圧で、微妙に異なる可能性があるため、平均剥離角度が剥離応力を推定するのに

用いられた。１つの例外を除いた全てのケースで、剥離開始後に続き、直ぐに定常剥離

状態となった。その例外ケースでは、臨界加重により、定常状態の剥離となるまで、熱

処理が施された MAPT テストサンプルでは、加えられた力領域内で、不安定な亀裂の

進展が観察された(図 10 参照)。MAPT を用いた実験の結果は、表１にまとめられてい

る。異なる寸法の剥離片を適切に比較するため、磁気的な引き剥がし力と接線剥離力は、

リボンの断面積を分母としてそれぞれ P/bh、σ = F/bh として示されている。臨界脆性

破壊エネルギーは、計測した亀裂の剥離角度と剥離力(及び応力)のそれぞれの平均値を

計算式に入力して算出された。 

 

図 9 
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Cuの厚み Cu の幅 

 

引き剥がし力( pull-off ) 剥離応力 

の平均 

剥離角度 

の平均 

表 1 自然に酸化した Si 基板上に電気メッキを施した Cu の MAPT 結果 

サンプルNo. 

 

注）*非線形 Cu 構成モデルを使用して方程式から算出した破壊エネルギー率(FER) 

 
 

 Cu の非線形構造モデルを用いて、加熱処理されたテストサンプル(サンプル 1~2)の

界面破壊エネルギーがほぼ 0.8J/m2と算出されたのに対して、非加熱のテストサンプル

(サンプル 3~5)の値は、0.9～1.9J/m2と少し高い値となった。そうではなく Cu 膜が、

110GPa の弾性率を持つ線形弾性を示すと仮定すると、公表された界面破壊エネルギー

率はほぼ 10～20%増加するだろう。これらの値は、これまで公表された他の方法[8]と 

[9]を用いて、SiO2 上のほぼ 1μm の Cu でほぼ 1~10J/m2という臨界エネルギーリリー

ス値と同等の値である。限られたサイズのサンプルではあるが、加熱処理のために界面

が弱体化する傾向がみられる。熱膨張の違いと Cu 膜の粒径の増加が、界面損傷を引き

起こしているのではないかと考えられている、弱体化したこの界面は、より大きなサン

プルセットによるテストを含め、継続中の課題である。 

 

 

5.おわりに 

薄膜とその下の基板の間の界面破壊力を確実に測定するために、磁気浮上による剥離

テストの構想が考案され、実証された。3 本の薄膜リボンによる引き剥がし方式を特色

とするテストサンプル設計により、光学プロファイル計測装置により膜の歪みと亀裂の

伝播を捉えながら、安定した負荷を与えることが可能になった。従来型の技術とは異な

り、MAPT デザインでは、取付器具つまりテストサンプルへの物理的接触が不要であ

る。界面破壊靭性値は、自然に酸化した Si ウェハ上に電気メッキを施した Cu 薄膜に

ついて求めた値であり、事前調査では、加熱処理されたサンプルでは弱体化した界面を

示した。 

 

界面特性評価は、厚さ 1.5μm の単層の材料の剥離膜で実施された。MAPT 技術では、

記載されているようなサンプル調整プロセスまたはテスト装置に変更を加えずに、数百

nm ほどの薄さの単層の材料の剥離膜に対応できると期待されている。しかし、さらに

薄い膜(100nm 未満)をテストするために、二層材料(bi-material)の剥離膜の使用が必要
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となる可能性があり、その場合、着目される界面は、基板と底面の剥離リボン材料の間

にあり、剥離リボンの上面材は構造的なサポート材である。そのような二層のデザイン

を用いることで、厚さ数 nm の膜の界面特性評価が可能になるが、膜を支える効果を把

握するより高機能な構造解析が、界面破壊パラメータの抽出に必要となると考えられる。 

 

この研究論文で実証されているのは、単調亀裂のみであるが、MAPT テストデザイ

ンでは、疲労負荷をかけた界面亀裂の伝播実験を行うのに理想的であり、現在進行中の

研究のテーマである。そのような疲労テスト、繰り返し負荷は、駆動電磁石に対する望

ましい振幅と周波数で AC 電流を供給することによってテストサンプルに付加するこ

とができると同時に、剥離の伝播を捉えるために、設定された回数の後に、光学プロフ

ァイル計測装置による計測を断続的に取り入れることができる。こうして、亀裂の進展

速度は、振幅荷重の関数として観察することができ、この値からパリス則(Paris Law)

のパラメータが決定される。 
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