N-MEMSファンドリー
N-MEMS Foundry

産総研共用施設等利用制度

概要 Outline 先端集積化MEMSの研究開発や汎用大口径ラインによるデバイス試作等を行うNMEMSファンドリー（ウェハ径２００/３００ｍｍ）として環境整備することで、オールジャ
パンベースでのMEMS関連企業ネットワークの共用センターとなることを目指します。
Aiming to be a shared facility center for network of MEMS-related industries based entirely in
Japan, the preparation of a N-MEMS foundry (8 - 12 inch lines) to be used for research and
development of advanced integrated MEMS and for fabrication of prototype devices with general
purpose large-diameter line will be carried out.

世界最先端８/１２インチMEMS製造ライン
worldwide-level state-of-the-art 8 and 12 inches MEMS facility

産総研の集積マイクロシステム研究センターには、大面積のマス
クレスリソグラフィや、Si深掘りエッチング、常温接合の他、一連
のMEMS製造プロセスに必要な最新の製造設備が備えられ、共
用施設として利用可能です。（いずれも利用料は11,000円/時間）

8/12 inch Si 深堀エッチャによる高アスペクト比加工技術とX線ミラー、
TSVウェハ開発への適用
8/12 inch-level high aspect ratio Si etching by using DRIE, and
its application to X-ray mirror and TSV wafer

12インチSi深掘
ドライエッチング
12 inch Si DRIE
12インチSi深掘ドライエッチング装置 8インチi-線ステッパー
12 inch Si deep RIE system
8 inch i-line stepper
- Dry etching by Bosch process − the min. resolution: 0.35 μm
with high-density plasma

マスクレス露光装置
Maskless lithography system
- The maximum writing area:
500 mm squares, the minimum
line width: 1 μm

Ｘ線ＣＴスキャナー
X-ray CT scanner：
- Max. size of analytical sample:
12 inch, the minimum pixel size:
1 μm

Deep trenches
(width: 5 μm,
depth: 200 μm)

Deep trenches
(width: 200 μm,
depth: 400 μm)

X-ray mirror
(12 inch Si wafer)

常温付近での低温接合が可能な、ウェハtoウェハおよびチップtoウェハ
接合装置とセンサー/TSV基板実装への適用
Low temperature bonding near room temperature (wafer to wafer
and chip to wafer) , and its application to electronics packaging
of sensors and TSV interposers

Wafer to wafer
Bonding (8 inch)

マイクロナノオープンイノベーションセンター（MNOIC）
Micro Nano Open Innovation Center (MNOIC)

マイクロナノオープンイノベーションセンター（MNOIC）は集積マイクロ
システム研究センター（UMEMSME）と共同で、N-MEMSファンドリーを
用いるMEMSデバイスの研究開発を推進するとともに、N-MEMSファン
ドリー活用を図りたい企業に、研究開発を支援するサービスを提供し
ています。
MNOIC (Micro Nano Open Innovation Center) supports companies willing to
develop new technologies of N-MEMS devices using a state-of-the-art 8/12
inches MEMS facilities in collaboration with Ubiquitous MEMS and Micro
Engineering Research Center (UMEMSME).

Chip to wafer
Bonding (8/12 inch)

Examples of chip to TSV wafer bonding
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4 inch MEMS process
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TKB-812-F
8-12 inch frontend
process (350m2)

AIST Tsukuba East

TKB-812-B
8-12 inch backend process
and characterization (250m2)

Dicing process
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Office
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and MNOIC

産総研共用施設等利用制度については、こちらをご参照ください
https://unit.aist.go.jp/tia/orf-co/top.html

産総研つくば東事業所のN-MEMS関連設備
N-MEMS related facilities in AIST Tsukuba East

つくばイノベーションアリーナ ナノテクノロジー拠点（TIA-nano)
Tsukuba Innovation Arena for Nanotechnology (TIA-nano)
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