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1.  はじめに
近年、MEMS技術を用いたセンサ製品は、ゲーム・
プリンタ・自動車業界をはじめ様々な用途に広がりを
みせている。自動車業界でのデバイス採用は、高精
度・高信頼性と低コストという難題の両立が大前提と
なるが、各デバイスメーカーは市場サイズおよび安定
供給の観点から開発に注力している。
その背景としては、北米自動車市場（年間販売1800
万台）における2008年のサイドエアバッグの義務化、
2007年のTPMS（Tire Pressure Monitoring System）搭
載法規制などがある（TPMSは欧州でも2011年11月以
降に販売される新車への搭載義務化が決定。また中国
や日本でも法制化（搭載義務化）の検討が開始されて
おり、今後の市場拡大が期待されている）。自動車向け
センサ（加速度・圧力）・パワーデバイス（SOI）市場
は、予防安全・ハイブリッド向け需要の急増で年率10
～20％の成長が予測されており、新たに数百億～数千
億円規模の市場が生まれると推測される。
またMEMS技術は、その枠に留まらず半導体（3次元
実装）・光通信などとの融合により、
新たな市場開拓・拡大も期待され
る。
MEMSデバイスの問題は、“高精
度・高信頼性を保ちつつ、いかに
コストを抑えて生産できるか”と
いうことになる。
本稿では、モリテックスが開発
した近赤外光を用いた赤外透過・
非破壊評価装置を紹介する。

2.  背景
コストの80％と言われるパッケ
ージング（CANパッケージ）は、
ダイシング・ダイボンディング・
ワイヤボンディング・樹脂モール
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モリテックス

33～198倍注1

330～1760倍注1

200mm
200mm
100mm

8.53×6.4～1.42×1.06mm
0.71×0.95～0.13×0.17mm

近赤外同軸、近赤外透過（オプション：近 
赤外斜光）、可視光/紫外光への対応も可能 

低倍 
高倍 
低倍 
高倍 

Xステージ 
Yステージ 
Zステージ 

高倍・低倍 

Si-Si、Si-Polymer-Si、Si-Glass、Si-Au、Si-GaAs、 
Si-LiNbO3、Si-LiTaO3、Si-PZT など 

W625×D707×H730mm

PC一括制御：倍率可変/低・高倍率レンズ切り換え/照 
明切り換え/X・Y・Zステージ 

画像前処理（画像強調）/画像貼り合わせ（高精細画像 
をスキャンし合成する：最大200mm）、簡易計測：2点 
間距離計測・円形面積・四角面積、その他オプション 
対応可 

IRise

PC制御、電動ズーム 

   電動ステージ（任意PC制御） 

85kg

製品名 

対応材料 

光学系 

倍率 

視野 

照明系 

ステージ系 

ストローク 

制御 

ソフト 

寸法 
重量 

注1：27型モニタ使用時 

表1 装置仕様
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図1 共晶接合の接合界面観察
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ド（レーザ溶接）など壊れやすい構造体を持つMEMS
にとって、コスト以上に品質維持（コンタミネーショ
ンや構造体の破損）において頭を悩ませる問題が数多
く存在する。このため最近、直接接合（常温で表面を
アルゴンなどにより活性化させ、Si-Si/各材料を接合）
による前工程の一括プロセスの後にダイシングを行い、
ダイシングによるコンタミ付着や構造体の破損の問題
と工程短縮によるコストダウンを同時に解決する方法
が採り入れられている。
このプロセスでは、Si-Siなどの各接合界面の接合状
態が問題になる。コンタミ・空気などによるボイドは、
電気・特性評価検査では検出できないこともあり、ダ
イシング後、もしくは完成後数年経った後に接合界面
が剥離したり、キャビティ内からリークするなどのト

ラブルになる恐れがある。
このような背景から、各社とも直接接合の導入を検
討しているが、製造・評価技術の確立まで至っていな
いことから量産に踏み込めずにいた。しかし、近年こ
れらの問題にもめどが立ち、各社とも量産を視野に入
れた投資計画を進めてきている。

3.  赤外透過・非破壊評価装置
3.1 装置概要
非破壊評価方法には超音波探傷やX線検査などもある
が、これらはサンプルを水没させたり、X線取り扱い技
師が必要であることなどから量産検査には適していな
いとされている。これに対し本装置は、Siまたは各種ウ
ェーハで封止されたデバイスの接合界面やダイシング
後のチッピングを、近赤外光の透過・反射情報を基に
評価する装置である。
なお、ユーザーの依頼で最も多かった、“マクロ画像

（ウェーハ一括観察）”と“ミクロ画像（赤外顕微鏡観
察）”を1台の装置で評価できるように、ステージをス
キャンしながら画像を貼り合わせて合成する（最大
200mm）機能を標準で搭載した。また、2種類（低・高
倍）の近赤外ズーム光学系も標準で搭載されており、
開発での欠陥評価から量産検査まで対応できる。さら
に、本装置は、今までの評価機などの概念を打ち破る
感覚的な操作性を備えていることにも特徴がある。万
人が感覚的に使用できる地図検索システム「Google
Earth」注1にも似た操作性を、是非とも一度手にとってお
試し頂きたい。
またオプションで、オフライン対応のビューワソフ

写真1「IRise」の装置外観

写真2「IRise」のGUI
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図2 赤外透過波長特性



トも用意しており、ネットワーク上にデータを保存す
れば、遠隔操作で欠陥解析を行うことも可能である。
装置の仕様を表1に示す。
3.2 赤外透過原理
各材料には固有の透過波長領域があり、単結晶Siで
は、およそ1127nm付近である。また、高速通信用では
化合物半導体（GaAs・InP）が使われており、単結晶Si
より透過領域が短波長側にシフトしている。
次に、Siウェーハの透過波長特性を図2に示すが、
1000nm付近から急激に透過し始め、1100nm近傍でほ
ぼ飽和していることがわかる。ウェーハの種類によっ
て若干変化するものの、ほぼ±数十nmの範囲に収まる。
以上のことより、Siの透過像を見るためには、1100
nm以上の波長を照射する必要がある。
また、以下に材質と透過波長との関係について詳細
に記す。
光のエネルギー　E（eV）は

で与えられる。
定数に数値を入れて整理すると、波長とエネルギー
の関係は次式のようになる。

ここで、プランク定数：h＝6.63×10－34、光速：
c＝3.0×108である。
すなわち、光の透過可能波長は、バンドギャップエ
ネルギーE（eV）より小さい必要があり（透過波長エネ

ルギー＜バンドギャップエネルギー）、以下の関係が成
り立つ。

Siの場合、バンドギャップエネルギーE（eV）が1.1
（eV）であるので、

となる。このことより、Si透過には、1127nm以上の波
長が必要であり、それ以下だと吸収されてしまう。
このように、物質には、バンドギャップエネルギー
により固有の透過波長域が存在する。しかし、デバイ
スによっては、イオン注入法・熱拡散法などでP（リ
ン：5価）・B（ホウ素：3価）などの不純物をドープし、
n型・p型のデバイスを形成するため、一概に材質と透
過波長は一致しないが、目安として考えるとよい。
なお、不純物の多いデバイス（抵抗率が低い）は、
透過波長が長波長側にシフトする。
①抵抗率が低い→透過しにくい
②抵抗率が高い→透過しやすい
3.3 装置構成ユニット
3.3.1 赤外光源（特許取得済み）
今回使用した光源は、可視光用100Wハロゲン光源に
改良を加えた特殊光源（図2）であり、同軸照明（明視
野）の際に効果を発揮する。
元々ハロゲンランプ自体は、可視光域から2000nm以
上の波長を放っているが、熱の問題や可視光観察では
必要ないため、ダイクロイックミラーを用いて赤外成
分をリフレクタの外に逃がしている。この逃がしてい
る赤外成分を、ランプのリフレクタに反射コートを施
すことにより、赤外観察に必要な波長を得た。
3.3.2 特殊フィルタ　（特許取得済み）
様々なサンプルを観察した結果、Siウェーハ面での可

λ（nm）＞1127（nm）

1240/λ（nm）＜E（eV） 
　　 λ（nm）＞1240/E（eV）

E（eV）＝1240/λ（nm） 

E（eV）＝hν＝hc/λ 
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図3 Si原子のイメージ

Material

Si 

GaAs 

CdSe、n 

GaP 

CdS、n 

ZnS、n

Band Gap（eV） 

1.1 

1.4 

1.7 

2.25 

2.4 

3.5

Wavelength

1.127 

0.886 

0.729 

0.551 

0.517 

0.354

表2 材質によるバンドギャップと透過波長の関係



視光反射（～1127nm）がノイズ成分となり、コントラ
ストが取りづらくなることがわかった。これを解決す
るために、被写体であるSiを特殊加工してフィルタとし
た。
このSiフィルタは、ハロゲンランプの熱により透過率
が低下するため、特殊な放熱機構を設け、熱による透
過特性の影響を抑えた。
参考に、Siのバンドギャップと温度の関係を示す。

ここで、Eg（0）＝1.17、A＝0.000473、B＝636であ
る。

3.3.3 ライティング
当社は、ライティングメーカーとして30年以上にわ
たり、半導体業界を中心とした製造・検査装置の需要
に応え開発・製造してきた。その間に蓄積した技術を
基に、ユーザーが得たい情報に最適化したライティン
グを選定し、対応する。サンプルに対するライティン
グによって、得られる画像情報は大きく異なってくる。
写真3は、Si-ガラスフリット-Siのガラスフリット接
合の接合内部画像である。目に見えないが、上面にはSi
の蓋が敷かれている。
3.3.4 近赤外光対応レンズ
当社標準光学レンズは、可視光観察を主眼にレンズ
設計しており、近赤外領域では収差などの問題が出て
しまう。これは、レンズの曲率：R（設計値：560nm）
やコーティングが370～760nmでなされているためであ
る。そこでSiウェーハ透過観察用に、1200nmを中心波
長としたレンズ設計を行った。
また、分解能は波長に依存しており、近赤外光での
観察は、可視光に比べ波長が2倍近く長く、理論上分解
能は1/2になってしまう。そこで、レンズ開口率を2倍
にして可視光の分解能とほぼ同等になるように特別に

設計した。
ここで、分解能＝0.61・λ/NA、
開口率：N.A.＝Sin-1θ、可視光：
560nm、赤外光：1200nmである。

4.  用途
各種用途としては、以下の通り
である。
①各種接合部評価・検査
・Si-Si：直接接合
・Si-ニオブ酸リチウム：直接接
合
・Si-タンタル酸リチウム：直接
接合
・Si-樹脂-Si：ポリマー接合
・Si-金-Si：共晶接合
・Si-金-圧電材（PZT）：共晶接
合
・Si-ガラス-Si：ガラスフリット
接合
・Si-ガラス：陽極接合
②3次元実装評価・検査

Eg＝Eg（0）－AT2/T＋B
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Glass Frit Bonding

ガラスフリット Siウェーハ 

Siウェーハ 

図4 ガラスフリット接合の側面図

（a）Glass Frit Bonding透過照明画像   （b）Glass Frit Bonding特殊照明画像   

（c）可視光チッピング画像   （d）近赤外光チッピング画像   

写真3 Si-ガラスフリット-Siのガラスフリット接合内部画像



③Low-k膜のグルービング後評価
④WL-CSP、SiPのデバイス内部不良解析
⑤ダイシング後のチッピング
⑥酸化膜犠牲層エッチングの非破壊エッチング量測
定
⑦SOI、SOS、GaNなどのパワーデバイス基盤評価・
検査
⑧ベアウェーハ各種評価
⑨貼り合わせずれ量測定
⑩SOI接合部評価
⑪SOI活性層厚み測定

5.  応用例
本稿で紹介した赤外透過評価装置は、使用波長が近
赤外波長であるが、ライティング光源を可視光・紫外
光にすることにより、陽極接合の接合部/貼り合わせ前
の表面検査にも使用できる。また、当社で扱っている
非接触厚み測定ユニットをアドオンすることにより、
SOIの活性層（数十nm～数百μm）をリアルタイムで測
定することも可能である。

6.  おわりに
標準化が難しく、製造プロセスの多いMEMS業界に
おいて、製造・評価装置の低価格化は、業界の裾野を
広げるためにも重要なことである。当社は、そのよう
な業界の要望を加味し、開発から量産まで対応できる
共通のプラットホーム（耐震性を考慮した構造）で拡
張性の優れた設計思想とした。このことにより、開発
段階での投資を無駄にせず量産化にも対応できる。
またブラックボックス化されたMEMS製品について
は、検査標準のない現状において、受け入れ側は、大
きなリスクを持ちながら製品を使用しなければならな
い。そのためにも業界は、検査標準を策定して、共通
化された基準の中で安心しながら安価な製品を使える
ようにすることが、MEMSビジネスの発展に繋がると
考える。

注1：Google Earthは、Google社の登録商標である。
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図5 非接触SOI活性層厚み測定のGUI


