
こ ん な 解 析 が 出 来 ま す！！

機構解析

力学解析・圧電解析・熱伝導解析・雰囲気流体解析

ＭEMSONE／メムスワンは財団法人マイクロマシンセンターの登録商標です。

力学解析

MEMS構造体の固有な振動モード解析、動的過渡
応答および変形、ひずみを解析する静的解析機能
があります。

1次モード

２次モード

３次モード

RF-スイッチの
振動モード解析

解析モデル

変形図

圧電解析

圧電応力定数テンソルを用いた圧電解析による電
界と力学解析（応力-ひずみ）の連成解析機能です。

熱伝導解析

　熱伝導解析と熱ひずみが引き起こす熱応力解析
を連成し、構造体中の温度分布の時間変化とそれ
に連動した熱変形を解析できます。

変形図

解析モデル

熱ひずみと変形図
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雰囲気流体解析

　Reynolds方程式を用いて構造物のスプリング係
数および減衰率を求める機能です。算出した減衰
係数を適用して調和応答解析を実施し、Q値を求め
ることができます。
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電磁界解析

MEMS設計に必須である、電界解析機能や電流解
析機能、磁界解析機能が含まれています。静電力
の評価などが可能です。

連成解析

　電界解析により評価した静電力をもとに力学解析
を行うことができます。

電磁界解析・連成解析

電界解析の計算例
（上：計算体系、中：電界強度断面図、下：静電力）

電流解析（線形交流）の計算例
（上：計算体系、中：静電ポテンシャル、下：電流密度）

非線形過渡磁界解析の計算例
（材質分布と各時間ステップの磁束密度ベクトル）

t=0.25ns

t=2.25ns t=4ns

RFスイッチの電界・力学連成解析

電位分布

静電力による変形
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接合強度評価機能

応力解析結果から、応力特異性の指数を評価する
機能です。

接合解析
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接合端部の応力分布の両対数グラフ

ダイシェア試験のモデル

材料親和性評価機能

　ユーザが入力したパラメータから、簡易的に応力
特異性の指数を評価する機能です。

エッチング前後のデバイス構造とメッシュ

エッチング前後の応力分布と変形

応力・温度履歴継承解析

解析対象の形状が大きく変化するような加工プロ
セス前後のデバイス構造（メッシュ）に対して応力・
温度を継承させる機能です。

疲労強度評価解析

　材料・プロセス・データベースに登録されているS-
N曲線に基づいて疲労破壊を評価する機能です
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多 彩 な 機 能 群 と そ の 特 長

力学解析 圧電解析

静的弾塑性解析
　微小ひずみ大たわみ問題を考慮し、更新ラグランジュ法を
　用いて解析
　有限変形における速度形釣合式および弾塑性構成式
　基礎方程式系に対して時刻tにおける配置を基準とした
　速度形仮想仕事の原理による有限要素法を用いて 離散化

固有値解析
　減衰がない多自由度系の自由振動方程式を固有
値問題に帰着させ、Subspace法を利用

時刻歴応答解析
　減衰のある多自由度系の自由振動方程式に関して、
時間方向の直接積分法としてNewmarkβ法を用いた。

調和応答解析
　定常振動外力による動的挙動を表す構造物全体の
運動方程式を用いた。

　基板上に成膜された圧電膜を用いた圧電駆動の
アクチュエータの動作解析を行います。

解析モデル
　連続体の中の応力場と電場の連成解析
　基礎方程式は応力場と電場の二つの方程式の
連立方程式
　応力構成式と電気変位構成式
　離散化手法：増分形による有限要素法

－降伏条件：・Von mises降伏条件
－境界条件：・変位拘束，節点荷重，
　　　　　　　分布荷重，自重，体積力

その他

－数値解法　　　：・有限要素法
－連立方程式解法：・直接法，反復法
－非線形解析手法：・Newton-Raphson

法
－直接積分法　　：・Newmark-β法
－モード解析手法：・subspace法

解析手法

－２次元要素：
・三角形3節点平面応力要素
・四角形4節点平面応力要素
・三角形3節点平面ひずみ要素
・四角形4節点平面ひずみ要素
・三角形6節点平面応力要素
・四角形8節点平面応力要素
・三角形6節点平面ひずみ要素
・四角形8節点平面ひずみ要素
－軸対称要素：
・三角形3節点軸対称要素
・四角形4節点軸対称要素
－３次元要素：
・8節点六面体要素
・20節点六面体要素
－シェル要素：
・4節点積層シェル要素

要素
タイプ

・弾性
・弾塑性
・直交異方性
・微小ひずみ大たわみ大変形

材料
および
変形特性

サンプルモデル

熱伝導解析

　力学解析と連成し、 MEMSプロセスにおける熱処理や熱駆動
時の環境下における、構造体の熱伝導やそれに伴う熱膨張あ
るいは熱収縮による変形を予測、MEMSデバイスのプロセス・
構造設計の効率化が図れます。

雰囲気流体解析

　　高速に振動する構造を持つMEMSデバイスにおいて、その
振動部分は相似則から構造周囲の流体粘性により大きな振動
抵抗を受け、振動特性に大きく影響を及ぼします。雰囲気流体
解析ではReynolds方程式を用いて構造物のスプリング係数お
よび減衰率を求めることができます。

解析モデル
　トライボロジー分野で標準的に用いられるレイノルズ方程式
　構造物の振動様式としては上下振動および水平振動を考慮
　離散化手法：有限体積法
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空気の物性値

　密度：1.0[kg/m3]
　粘度：19.7[μPa･s]
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電磁界解析

連成解析（電界＋力学）

電界解析機能を利用して計算された物体に加わる静電力を自動的に力学解析に引渡し、物体の変形を出力する機能です。電位
の設定から直接物体の変形を解析することができます。

電磁界解析の機能 次元 主な入力 主な出力 備考

電界解析 3 電極等に印加する電位
電位分布
電界ベクトル分布
静電力分布

時間方向は定常のみ
誘電率の電界依存性は
考慮不可（線形）

非線形静磁界解析 2
導体上の定常電流
（２次元面に垂直方向）

ベクトルポテンシャル分布
磁束密度ベクトル分布
（２次元面に平行方向）

時間方向は定常のみ
透磁率の磁界依存性を
考慮可能（非線形）

非線形過渡磁界解析 2
導体上の時間依存電流
（２次元面に垂直方向）

ベクトルポテンシャル分布
磁束密度ベクトル分布
渦電流密度分布
（２次元面に平行方向）

時間方向任意
透磁率の磁界依存性を
考慮可能（非線形）

線形交流磁界解析 2
導体上の正弦的電流
（２次元面に垂直方向）

ベクトルポテンシャル分布
磁束密度ベクトル分布
渦電流密度分布

（２次元面に平行方向）

時間方向は正弦的変化
のみ
透磁率の磁界依存性を
考慮不可（線形）

非線形時間周期磁界解析 2
導体上の時間周期電流
（２次元面に垂直方向）

ベクトルポテンシャル分布
磁束密度ベクトル分布
渦電流密度分布
（２次元面に平行方向）

時間周期内の電流の時
間変化任意
透磁率の磁界依存性を
考慮可能（非線形）

電流解析（固定時刻） 3 物体上の局所的電位
導体内部の電流分布
電位分布
電界ベクトル分布

時間方向は定常のみ
解析自体は絶縁体領域
も含めて行う

電流解析（線形交流解析） 3
物体上の局所的・
正弦的電位

導体内部の電流密度分布
導体内部の電荷密度分布
電位分布
電界ベクトル分布
（いずれも振幅・位相角）

時間方向は正弦的変化
のみ
導電率・誘電率の電
流・電界依存性は考慮
不可（線形）

周波数応答解析磁界解析 2

周波数下限・上限・ス
テップ
他は線形交流磁界解析
と同じ

ベクトルポテンシャル分布
磁束密度ベクトル分布
渦電流密度分布
（２次元面に平行方向）

時間方向は正弦的変化
のみ
透磁率の磁界依存性を
考慮不可（線形）

連成解析（磁界＋力学）

電流と磁界の間に発生する電磁力（ローレンツ力）による変形を２次元で解析します。２次元面（解析面）に垂直方向の電流が複
数存在していた場合には、それらの間に電磁力を介した相互作用の力が発生します。この力によって物体がどのように変形する
かを解析することができます。
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開発元(知的財産の主な所属)　

フレームワーク機能全般

接合強度評価機能 応力・温度履歴継承解析

お問い合わせ

〒162-0056　東京都新宿区若松町33-8 アールビル新宿

TEL : 03-5287-7813　FAX : 03-5287-7680

http://www.excel.co.jp

開発営業部　担当: 宮部

Eメール : mems-info@ml.excel.co.jp

日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社

解析機能モジュール全般

みずほ情報総研株式会社（但し、逆問題解析、MEMS回路シミュレータを除く）

逆問題解析、MEMS回路シミュレータ

株式会社数理システム

知識DB、材料・プロセスDB

(財)マイクロマシンセンター

　接合強度評価では、異種材料がある接合界面を境界にして
接合しているようなデバイスの変形時における力学特性の評
価として、接合界面端部の応力特異性の指数を応力分布の計
算結果から評価します。
　異種材料がある接合界面を境界にして接合しているようなデ
バイスの変形時における応力分布は力学解析を実施すること
で得られるので、本機能では、力学解析の結果としての応力分
布をフレームワークソフトが抽出し、指定した接合界面におけ
る応力分布の両対数グラフの傾きと切片をフレームワークソフ
トが自動的に算出します。
　一般的に接合界面端部における応力場は、接合端からの距
離 r が小さい範囲で

　応力履歴継承解析では、解析対象の形状が大きく変化する
ような加工プロセスの直前と直後のデバイス形状に対して、加
工プロセスの直前のメッシュ上の応力分布（および変位、ひず
み）を加工直後のメッシュ上にマッピングし、新たに生じた境界
面の等価節点荷重を解放した上で力学解析をいます。
　温度履歴継承解析では、解析対象の形状が大きく変化する
ような加工プロセスの直前と直後のメッシュに対して、加工プロ
セスの直前のメッシュ上の温度分布（および熱流束）を加工直
後のメッシュ上にマッピングし、新たに生じた境界面の熱流束
を相殺した上で熱伝導解析をいます。
　MEMSデバイスの作成過程は、エッチングなどのように形状
が大きく変化するような加工プロセスの逐次実行の繰り返しに
よって構成されるので、加工プロセスの直前と直後の二つのデ
バイス形状に対する異なるメッシュ間の応力・温度のマッピン
グ処理による履歴継承機能は、複数のプロセスをまたぐ力学
特性・熱特性の評価に適しています。

疲労強度評価解析

疲労強度評価では、疲労評価試験のSN曲線を特定するため
のパラメータとして、クラック進展べき数とサイクル数１のときの
破壊応力（と疲労限界）を与えて、実際に適用する応力振幅と
サイクル数が疲労破壊に達するかどうかを評価します。
　 SN曲線は材料・プロセスデータベースに登録されているもの
が利用されます。

材料親和性評価機能

材料親和性評価では、異種材料がある接合界面を境界にして
接合しているようなデバイスの変形時における力学特性の評
価として、接合界面端部の応力特異性の指数を直接算出しま
す。
　本機能は、前述の接合強度評価のように力学解析の結果と
しての応力分布から応力特異性の指数を算出するのと異なり、
理論的に応力特異性の指数が満足すべき特性方程式を解くこ
とによって、その解として応力特異性の指数を算出します。
　応力特異性の指数が満足すべき特性方程式は、切欠き（フリー
エッジ）モデルではBogyの特性方程式、埋め込みモデルでは
陳・西谷らの特性方程式です。
　これらの特性方程式は非線形で、複数個の複素数が解とな
り得るので、これらの解を漏れなく求めるために挟み込み法を
採用しています。

の係数λ及びKを算出します。

となることが知られているので、フレームワークソフトは、カーブ
フィッティングによって

 rK

Kr 101010 logloglog  

http://www.excel.co.jp
mailto:mems-info@ml.excel.co.jp

