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1．はじめに

インクジェットヘッドをはじめとするアクチュエータの
駆動部分には圧電材料が使用されている。これらのデバイ
スの高精細化や高性能化のためには，アクチュエータの構
造をMEMS技術などの半導体技術と組み合わせて微細化す
る必要がある。そのため圧電材料を従来のバルク材料の研
磨から薄膜材料に変更する研究開発が行なわれている1）。

圧電材料としては実績のあるPZT材料が用いられるの
が一般的である。何もドーピングしていない真性PZTの
バルク材料での圧電性能はd31＝－93pm/Vであり，アク
チュエータとしては十分な性能ではない。そのため一般的
には第三成分を添加した変性PZTあるいはリラクサ系の
材料が用いられている。圧電体材料を薄膜化する方法とし

ては，ゾルゲル法，スパッタ法，エアロゾルデポジション
法，CVD法などがある2-9）。これらの方法において，高い圧
電定数を有する良質な膜を得るために，成膜後のアニール
処理や，単結晶基板を用いたエピタキシャル成長の適用に
より結晶性を高めたりする工夫がなされている。しかしな
がら，MEMSプロセスとの相性のよいSi基板上に形成し
たものでは十分に圧電定数の高いものが得られていないの
が現状である。

本報告では，数μmオーダーの膜が容易に形成でき，汎
用性の高いスパッタ法を用いて，PZTに対してNbを添加
することで圧電定数を高めたPNZT膜を，Si基板上に電極
を介して形成した。得られた膜の特徴とMEMSデバイス
への応用について述べる。
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Abstract

We have developed a method of forming PZT films on silicon substrates with a high piezoelectric coefficient using RF 
sputtering. Films have been formed on 6-inch wafers with thickness variation of less than ＋ /－5% across the entire wafer. 
Our PZT film has an unusually high content of Nb dopant (13%) which results in 1.7-fold higher piezoelectric coefficient 
than sputtered PZT films previously reported. The X-ray diffraction patterns of our PZT film formed on a 6-inch wafer 
demonstrate that the film is in a perovskite phase with (100) orientation which partly accounts for its high piezoelectric 
performance. One of the unique properties of our sputtered PZT film can be observed in the P-E hysteresis loop shifted to the 
positive electric field, suggesting that the polarization axes have been aligned in a certain direction beforehand, making a 
post-deposition polarization process unnecessary. We applied the PZT film to an ink-jet head and micro-mirror as a MEMS 
device application, and demonstrated high actuation performances of both devices.
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2．スパッタ法を用いたNbドープPZT薄膜10-12）

2.1　NbドープPZT薄膜
PZTはペロブスカイト型構造を持つ複合酸化物であり，

Pb（ZrxTi1－x）O3の化学式で表わされ，Fig.	1に示す構造で
ある。AサイトにPb2＋イオン，BサイトにZr4＋イオンもし
くはTi4＋イオンが配置される。キュリー点以下において，
BサイトイオンであるTi4＋，Zr4＋が結晶中心からシフトす
ることによって自発分極を生じており，これらのイオンが
外部電界に対して変位応答することで強誘電性および圧電
性を発現する。本開発ではBサイトにNbを添加した材料

（以後：PNZT）を形成することで圧電定数を高める工夫を
行なった。

2.2　スパッタPNZT薄膜の成膜条件および評価方法
PNZT成膜用の基板として，（100）面Si基板を用いた。

PNZT薄膜は独自に開発した6インチ成膜が可能なRFマ
グネトロンスパッタ装置によって形成した。まず，Si基板
上にスパッタリング法によって20nmのTi系の密着層を形
成し，続けてIr下部電極を150nm成膜した。作製した基板
上に，Pb1.1（Zr0.46Ti0.42Nb0.12）O3ターゲットを用いたスパッ
タリング法によりPNZT膜を形成した。ターゲット中の
Zr：Ti比は，モルフォトピック境界（MPB）組成である
52：48としている。この組成は圧電定数，電気機械結合係
数共に最も高く，アクチュエータ用途に適している。また，
さらに圧電特性を向上させるため，ターゲットにNbを12	
％（ペロブスカイトBサイト換算）添加している。この条
件下で成膜温度450 ～ 550度の範囲にて安定してペロブス
カイト構造のPNZTを形成することができている。

得られたPNZT膜の評価として，X線回折測定（XRD）
によって結晶構造と配向性を確認し，SEM ／ TEMにより

断面構造を観察し，XRFにて組成分析を行なった。強誘電
特性の評価として，P-Eヒステリシスループの測定を行な
い，インピーダンスアナライザを用いて誘電率，誘電正接
の値を測定した。膜の機械的な変位特性は，微細加工に
よってダイアフラム構造を作製し，電圧印加時の変位量を
レーザードップラー振動計で測定した。さらにシミュレー
ションにより圧電定数（e31,	f）を決定した。さらにe31,	f測定
装置（aixACCT社製）によって評価を行なった。また，一
部の評価に関してはNbを添加していない真性PZTのサン
プルとの比較を行なっている。

2.3　構造／組成
得られた6インチウエハ上のPNZT膜のXRD測定結果

をFig.	2に示す。測定位置は，ウエハ中心からそれぞれ上
下左右に5cm離れた位置である。回折ピークより，この膜
はペロブスカイト相以外のピークは認められず，ペロブス
カイト単相を持つPNZTが得られていることがわかる。ま
た，結晶方位としては（100）方向に起因するピークのみが
現れており，結晶がこの方向に完全に配向していることが
わかる。

この膜の面内の組成分布をXRFにて測定した。得られ
た結果をTable	1に示す。ウエハ面内均一に約13％のNb
を含むPZTが形成されていることがわかる。一般的なバ
ルク材料では3％以上のNbを入れると，析出したり，パイ
ロクロア相が成長したりし，性能が悪くなる可能性がある
が，本成膜では良好に膜中に取り込まれていると考えてい
る。なお，今回の成膜条件下ではさらに多くのNbを添加
すると膜にクラックが生じたため，これ以上の添加は今回
行なっていない。

Nbドープ

ペロブスカイト構造

Zr, Ti Bサイト
O

Pb Aサイト

Fig. 1   Crystal structure of PZT. 
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Fig. 2   X-Ray diffraction pattern of PNZT film.

Position Pb/（Zr＋Ti＋Nb） Zr/（Zr＋Ti） Ti/（Zr＋Ti） Nb/（Zr＋Ti＋Nb）
Top 1.096 0.505 0.495 0.130 
Left 1.099 0.505 0.495 0.130 

Center 1.121 0.506 0.494 0.128 
Right 1.085 0.503 0.497 0.130 
Flat 1.086 0.502 0.498 0.129 

Table 1   Composition of 6-inch sputtered PNZT film at 5 locations on a wafer.
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得られた膜の断面SEMおよびTEMをFig.	3示す。得ら
れた膜は柱状構造であり，粒界や電極界面には空隙は観察
されておらず，緻密な膜であることがわかる。また，下部
電極界面から良好にPNZT膜が形成されている。

2.4　圧電特性ならびに電気的特性
得られた膜に上部電極を形成し，強誘電体特性として

P-Eヒステリシスを測定した。結果をFig.	4に示す。比較の
ため真性PZTのデータを重ねてある。Fig.	4よりPNZT膜
は良好なヒステリシスループを示していることがわかる。
真性PZTと比較するとPNZT膜はヒステリシスループが
右に大きくシフトしていることがわかる。これは分極状態
が最初から方向を持っていることを示しており，この膜材
料の大きな特徴の一つである（後述）。

6インチウエハ上の膜の膜厚，誘電率（ε），誘電正接（tan
δ），残留分極の最大値（Prmax）をTable	2に示す。それぞ
れの特性ともウエハ面内で比較的均一であることがわか
る。

2.5　PNZT薄膜の圧電定数評価，駆動特性，その
他の特性

圧電定数の算出を行なうために，Fig.	5に示すようなダ
イアフラム構造を，MEMS技術を用いて作製し，上下電極
間に電圧を印加しながら，ダイアフラム中心部の変位量を
レーザードップラー振動計にて測定した。その後，有限要
素法にて圧電定数d31を決定した10，11）。また，d31を決定す
るために重要なパラメータとしてPNZT膜のヤング率が
必要となるが，構造体の共振周波数から算出した49GPaを
用いた。結果としてこのPNZT膜のd31＝－259pm/vが得
られ，従来品の1.7倍程度の値であった。

別の実験として，aix	ACCT	Systems社製4-Point	Bending	
system	（aix4PB）を用いて，圧電定数e31,	fの測定を行なっ
た。長さ25mm×巾3mmのシリコン基板/下部電極/圧電
膜/上部電極が積層されたカンチレバーに4点曲げ法で応
力を印加し，正圧電効果により圧電膜に発生した電荷を読
み取ることで圧電定数e31,	 fが評価できる。Fig.	6に示すよ
うに，当社の膜ではe31,	 f＝－25.1C/m2という値が得られて
おり，現状の量産レベルでは最も高い性能である。

Fig.	5に示すようなダイアフラム構造体に下部電極を接
地電位として上部電極に電圧を印加して駆動特性を評価し
た。得られた結果をFig.	7に示す。得られたデバイスに①
のように上部電極をマイナスに印加することで変位は直線
的に大きくなり，電圧を下げていくと②のように直線的に
変位は減っていく。次にプラス方向に電圧を印加すると約
10V付近（圧電体の抗電界付近）で圧電体が分極反転する
ため変位の方向が変わり，さらに電圧とともに変位が大き

（a）
（b）

Nb-PZT1μm＊ Signal A ＝ InLens
Mag ＝ 10.00KX
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Fig. 3   SEM and TEM images of PNZT cross-sections:
(a) SEM image and (b) TEM image.
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Fig. 4   P-E hysteresis loops of PZT and PNZT.
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Fig. 5   Schematic of diaphragm structure for 
displacement measurement.

・D032912-4#16-4 ： e31，f＝25.1C/m2

Fig. 6   Piezoelectric coefficient e31, f of PNZT film.

Position Thickness（μm） ε tanδ Prmax（μC/cm2）
Top 3.01 1161 0.020 38.8 
Left 2.96 1139 0.020 38.9 
Center 3.14 1209 0.022 37.6 
Right 2.99 1136 0.020 39.4 
Flat 3.09 1184 0.020 38.9 

Table 2   Film thickness, dielectric constant, tanδand max.
polarization of PNZT film at 5 locations on a wafer.
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くなる。その後電圧を低下させると④のような形状で変位
が生じる。Fig.	7には示していないが，再びマイナスに電
圧を印加すると再び①の特性となり，得られたPNZT膜は
分極状態が反転してもすぐに元に戻る特徴を有している。
つまり，初期からマイナス駆動で良好に変位する方向で分
極されており，逆方向に分極されてもすぐに元に戻り，強
く自発的に分極している膜である。なお，本膜のキュリー
点は静電容量の温度依存性から340度程度と一般的なPZT
材料と同等であった。さらに，本膜は加熱した後も再び分
極しており，常に自発的に一定方向を向いている膜である
ことがわかっている。

以上のことから，得られた膜は，成膜直後から予め分極
されていること，自発分極と逆方向には分極が向きにくい
こと，熱処理を行なっても再び元に戻るなどの特徴があ
る。これは長期間の安定した駆動性能，リフローなどの高
温プロセスにおいても脱分極しない，まったく分極処理が
不要であるなどのことを示しており，デバイス応用の際に
は有利な特徴であると考えている。

Fig.	8に3μm厚のPNZT膜の絶縁破壊電圧を調べるた
めに測定したI-V特性を示す。Fig.	8よりPNZT膜の絶縁
破壊電圧は300V以上あることがわかる。なお，マイナス
方向に電圧を印加しているのは，前述したように本膜が予
め分極されている方向，実際に駆動する方向，すなわち下
部電極を接地電位とした時に上部電極にマイナス電圧を印
加したためである。このような高い絶縁破壊電圧を有する
理由として，Fig.	2に示したようにこの膜が緻密で空隙の
ない膜であるためと考えている。高い絶縁破壊電圧を持つ

本PNZT膜をデバイスに応用することで，余裕を持った駆
動設計が可能である。

なお，絶縁破壊電圧はMEMS形成プロセスによるダ
メージのなどの影響も受けるため，デバイス化プロセスの
際には膜を慎重に取り扱う必要がある。

3．応用例

3.1　インクジェットヘッドへの適用
本研究で開発したPNZT膜のインクジェットヘッドへ

の適用を進めた。Fig.	9に圧電体を用いたインクジェット
ヘッドの概略図を示す。従来インクジェットヘッドはバル
ク材料をSi基板上に貼り付けて，研磨加工していたのに対
し，スパッタ法によってPNZT膜を直接形成することで，
厚みムラの低減，段差の低減，均一性の向上などが図るこ
とができる（Fig.	10）。また，バルク材料は脱分極があるた
め，リフロー後の分極劣化が大きく，扱いにくいという問
題もあったが，本開発の膜は前記したように分極処理が不
要かつ，熱に対しても変化しないため，高い耐久性があり，
さらにプロセス条件に技術余裕を持たせることが可能であ
る。
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Fig. 7   Displacement of PNZT film.
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Fig.	11に本開発の膜を用いてFUJIFILM	Dimatix社で製
造したヘッドモジュールの写真を示す。このインクジェッ
トヘッドは，MEMS技術との組み合わせにより，1200dpi，
2plの液滴，2048ノズル/インチ，100kHz，さらに高い耐
久性を実現しており，さまざまな用途に展開可能である。

3.2　マイクロミラーへの適用
マイクロスキャナの駆動方式としては，静電駆動，電磁

駆動，熱電駆動，圧電駆動の4種類に分けられる，それぞ
れ利点があるが，圧電方式は小型でかつ比較的低い電圧で
大きな駆動力を有するためさまざまな応用展開が考えられ
る13）。これまでに当社では医療応用の一つとして内視鏡に
組み込むことを前提としたマイクロミラーを開発した14）。
得られたデバイスのイメージとミラーの写真をFig.	12に
示す。MEMSミラーは両端の片持ち梁構造を駆動させ，そ
れに付随するミアンダ状のヒンジを介してミラーを保持し
ている。片持ち梁構造が上下することによって，ミラーが
回転駆動する。ヒンジの厚みや太さ，折り返し数を変更す
ることでデバイスの駆動特性を変えることが可能である。

Fig.	13に，前述の構造のデバイスにおいてPNZT膜と真
性PZTを用いたものを，それぞれ分極有り無しで駆動を
行なった場合の特性を示す。Fig.	13より，真性PZTは分極
処理なし（as-deposition）状態では0.5V駆動で約19°の光学

スキャン角が得られており，分極処理することで光学ス
キャン角が大きく増え0.5V駆動にて43°の光学スキャン角
が得られている。これはこの真性PZTの膜が分極を必要
とすることを示している。一方で，PNZT膜を用いたもの
は分極処理の有無にかかわらず，0.5Vで約128°の光学ス
キャン角を示した。

以上の結果より，開発したPNZTは従来の真性PZTに
比べて大きな圧電定数を持つこと，分極処理が不要なこと
がわかる。

MEMSミラーに関して，上記のような構造以外にさまざ
まな共振周波数のものを作製しその駆動周波数と光学ス
キャン角を評価した。また，Fig.	14に従来のもの（圧電，
電磁，静電を含む方式）と性能比較するために，論文から
引用した値を同時にプロットした15-22）。一般的にミラーの
スキャン角は駆動する周波数が大きくなるにしがたい小さ

Fig. 11   MEMS ink jet head“SAMBA”.
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くなる。そのため全体として駆動周波数が高いほどスキャ
ン角が小さくなっている。本研究で開発したミラーは，上
記の内視鏡用途の低速用（共振周波数：100Hz程度）とディ
スプレイ用途を考えた中速用（共振周波数：25kHz程度）
のもの，さらに医療用高速波長掃引を目指して作製した高
速用（共振周波数：65kHz程度）のものがある。それぞれ
のミラーともに従来の報告よりもスキャン角が大きくなっ
ている。これは，駆動源である圧電体のPNZTの性能が従
来の報告よりも優れているために得られた結果であると考
えている。

以上のように開発したPNZT膜をMEMS技術と組み合
わせることで，従来にない高い性能を有するMEMSミ
ラーが実現できることがわかった。今後はさらに圧電膜の
性能を向上すること，圧電膜の特徴を活かしたデバイス設
計をすることで，付加価値の高い商品の開発につなげてい
きたいと考えている。

4．まとめ

PZTに対してNbを添加したPNZT膜をスパッタ法によ
り6インチウエハに成膜し特性を評価した。得られた
PNZT膜は圧電定数d31＝－250pm/V，e31,	 f＝－25.1C/m2の
膜が得られ，この値は従来の真性PZT材料よりも著しく
高い性能を有するものである。6インチ面内での組成，膜
厚均一性，組成均一性は良好であり，成膜直後から分極さ
れていることから分極不要の膜であることがわかった。

本PNZT膜を用いて，インクジェットヘッドを作製し，
高画質，高速印字，高信頼性のヘッドを実現した。さらに
MEMSマイクロミラーへの適用においては，大きなスキャ
ン角度を実現することができさまざまなミラーへの用途展
開が可能であることを示した。

当社で開発したPNZT膜は従来にない優れた性能を有
しており，今後は本技術と親和性の高いMEMS技術と組
み合わせてさまざまなデバイスへ展開し，新たな価値を提
案していきたい。
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