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■はじめに
SEMICON JAPAN に高専の展示ブースが設置されて、

今年で10年（10回目）になるそうです。採択される確率は
低いと承知で出展申請してみたところ、幸運にもご支援を
受けられることとなり平成29年12月13日（水）から15日（金）
の3日間、東京ビッグサイトの The 高専＠ SEMICON ブー
スにて研究発表を行いました。本校からは初めての参加で
あり、しかも卒業研究の5年生学生3名を連れていくことが
でき大変うれしく思います。このチャンスをどのように活
かそうかと考えながら過ごした The 高専＠ SEMICON を振
り返りたいと思います。

■会場の様子
世界の半導体産業を支える製造装置のほか、関連の材料

や部品、測定機器など多種にわたる企業が、大きく二つの
前工程と後工程とに分かれて展示発表していました。特別
講演会や技術セミナーも連日開催され、多くの方々が半導
体業界の今を感じられる空間が提供されていました。例え
ば、半導体利用分野として自動車産業を考えた場合、電気
自動車の普及とこれに伴うセンサーデバイスの需要増加が
あげられます。もちろん IoT の促進もあります。半導体デ
バイスは今後も必要不可欠なものなので、半導体産業分野
の動向を知る機会は大変貴重な経験になりました。

さて、高専の出展ブースは後工程のエリアにあり８高専
がコの字に集中配置され、コの字のくぼみスペースは荷物
保管場所スペースとして隔離されていました。展示場所第
１ホールの入り口から入って右端にあるので、ほぼ最短コー
スで展示ブースにたどり着ける位置です。他高専との交流
がしやすかったですし、大学の展示ブースも真向かいで開
催されていたので展示場所にいながら大学研究室の展示も
拝見できました。すぐそばに技術セミナーの開催場所もあっ
たので、人の動線にも配慮されて高専ブースはなんて恵ま
れた場所で開催されているのだろうかと感心しました。ま

たサポート企業の SCREEN グループ様に展示内容のチラシ
をカラー両面刷りで準備していただけました。こうして立
派に整えられた環境の中、気持ちよく発表ができました。
ブースの様子を図１に示します。

■発表内容
タイトルは「半導体デバイスのしくみを探る研究」とし

ました。ダイオードの電圧－電流特性測定について、ダイ
オードの周囲温度を変えることで、その直線の特性がシフ
トします。この直線の近似式から逆方向飽和電流値を求め、
この対数を縦軸にとり、横軸は温度の逆数とするとグラフ
は右肩下がりの直線に近似できます。方対数で表現するか
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図１　高専ブースの様子
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ら直線になるのは当たり前といえばそうなのですが、この
現象に驚く学生も中にいて、そうした学生の反応を楽しみ
ながら教えています。この直線の傾きにボルツマン定数を
掛け、電荷の大きさで割ることで Si のエネルギーギャップ
の大きさが電子ボルトの単位で導かれます。約１eV（エレ
クトロンボルト）の値が得られるので、かなり大雑把な測
定環境のわりには良い値が得られます。従来は電圧と電流
の値を手書きで記録していましたが、ディジタルマルチメー
タとノートPCの間を光リンクケーブルで結ぶと手軽にノー
ト PC に電圧と電流の値が取り込まれる機能を用いて、測
定時間が短縮できました。そこで Si ダイオード（ツェナダ
イオード）の他にショットキーバリアダイオードの測定を
行うことができるようになりました。ところが、このダイ
オードに使われている金属種が分からなく、どうしようか
と学生にたずねたら、素子の中身を直接調べてみたらどう
ですかと提案を受け、X 線光電子分光装置を使って中身の
材料を調べました。その金属種と同じターゲットがあった
ので、スパッタ成膜装置で成膜して比較もしました。これ
によって実験結果の考察の幅が広げられました。更に教育
教材への展開として、ディジタルマルチメータのはんだ付
けによるものづくり、測定器の取り扱い実習、光リンクケー
ブルを用いた測定と Excel を用いた情報処理実習、そして
数学や物理が関係する半導体デバイスの学習を総合した教
育パッケージを提案しました。また小学生向け出前講義や
応用物理を軸とした教材開発についても発表を行いました。

半導体教育関係にたずさわる方々や企業の研究者など多
くの方々がブースを訪れてくださり、時には半導体業界の
歴史や未来を熱く語る方もいて、私は多くの勇気をいただ
けたと思います。

このように発表形式はポスター形式です。ポスターをパ
ネルに入れると見栄えは良いのですが、ポスターサイズが
決まってしまうことから、ボードに直接、ポスターを貼り
付けて行いました。強力な両面テープを使用したため、ポ
スターが剥がれ落ちることはなかったのですが、最後の片
づけの時にボードを一部汚損してしまい申し訳ありません
でした。幅2ｍのブースには細長いテーブルが用意されてい
るので、ノート PC や実験器具、そして印刷物などを並べ
ました。

初日の朝は、ブースの展示準備をした後、学生らと質疑
応答の打ち合わせをして、10時からのスタートを待ちまし
た。開場とともにお客さんがブースを訪れてくださり、学
生らが対応できることを確認した後は、私は別の企業展示
を廻りました。2日目の夜に交流会が開催され、そこで学生
によるプレゼン審査発表が行われました。本校は残念なが
ら入賞しませんでしたが、学生らは頑張って発表してくれ

たと思います。図２はその交流会で石川高専チームが登壇
してインタビューを受けている様子です。3日目は最終日で、
私はほとんどの時間をブースで過ごし、なるべく学生たち
に企業見学や企業説明会に参加させました。3日目に気づい
たことですが、展示内容に関係のある本校紀要の冊子20部
をテーブルに置いてありました。それが残り1部となってい
ました。あくまでも教育的な研究資料でしたが、関心を持っ
ていただけたようで良かったです。

■学生の感想
学生の発表の様子を図３に示します。

図２　懇親会の様子
  

図３　展示の説明をしている様子
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スコラスティカ デュマト　このような大きなイベントに参
加するのは緊張しましたが、実際に日本語で研究について
発表ができて自信やコミュニケーション能力も少し高める
ことも感じて本当に良い経験になりました。さらに、さま
ざまな企業や他の高専のブースにも体験できて特に半導体
を注目する企業について知識を多く得られることもできて
本当に良かったです。マレーシアからの企業の人にも話す
機会があって自分の国の半導体企業を少し知ることになり
ました。全体的には、このイベントに参加して色々な新し
く良い知識や経験を身につけることができて本当に良かっ
たです。

宅間 未空　今回参加させていただいたセミコン・ジャパン
では、研究内容の展示や説明、さらには他の高専の方々と
の交流など、大変貴重な体験をさせていただきました。石
川高専としても初参加ということで勝手がわからないまま
迎えました初日は、緊張や不安でいっぱいでした。きちん
と説明ができるのだろうか、話し方はこれで大丈夫なのか。
様々な思いを抱えていたためか慌ただしい説明になってし
まいましたが、日を追うごとに説明がしっかりとしてきた
のかアドバイス等をいただくようになりました。慣れない
スーツで３日間も立ちっぱなしである事は予想以上に辛く、
厳しいものでしたが、それ以上の楽しさや達成感の得られ
るとても良い経験ができたと感じています。今後は人前に
出て発表や説明を行う機会が増えていくと思うので、この
イベントで得られた経験、教訓を活かして頑張っていきた
いと思います。

塩安 佳樹　今回の SEMICON JAPAN を通して、大きく分
けて2つのことが分かった。1つ目は、半導体に関連する企
業はとても多いということである。私は今回の SEMICON 
に参加するまで、SEMICON というものの存在を知らなかっ
た。そのため、SEMICON の規模を詳しくは知らず、参加
するまでは半導体に関連する企業と言っても半導体の製造
に関する企業の集まりだと考えていた。しかし、実際に参
加してみると半導体を製造する機械を作る企業であったり、
電子部品を洗浄する機械を作る企業であったりと様々な企
業があった。半導体というものが工業の分野においていか
に重要なものであるかということを改めて考えさせられる
いい機会になった。2つ目は、SEMICON を通して関わった
他の高専のことだ。私は、部活動やロボコンなどの大会に
参加するということが今までなかったため、今回初めて他
の高専生と関わることになった。そして改めて高専ごとに

勉強した内容が違うことがわかり、知識としては高専ごと
に学科が違うことは知っていたが、実際に会ってみるとこ
んなに違うのかと感心した。今回 SEMICON に参加した高
専の中でも、Si ウエハの研磨に関するものやダイヤモンド
SAW デバイスに関するもの、非接触の物体検知センサに関
するものなどがあった。他の高専生とその研究内容に関わ
れる貴重な機会だった。

学生らにはせっかく参加するので各自課題を立てて毎日
を過ごして行こうと話し、プレゼンについては日を追うご
とにしっかりと説明できるようになっていました。学生が
がんばっているので私も何かしてみようと思っていたとこ
ろ、前工程の企業ブースで高専のブースがあることをご存
知なかった方がいたので、他の企業に高専のブースがある
ことを知ってもらおうと思い、100社に高専 SEMICON の
チラシを配る目標を立てました。2日目に実行したところ、
やみくもにチラシを配るわけにはいかず、企業の説明や適
宜質問をした後で高専のことを話し、その後にチラシを配
りました。半日で10社の説明を聞くことができ、８社の方
にチラシを配ることができました。興味深い企業が数多く、
100社回るには５日間かかることが分かりました。

■おわりに
これで私の経験した SEMICON JAPAN の報告を終えま

す。チラシの残部があったので、学校に戻ってから関連の
３学科（機械工学科、電気工学科、電子情報工学科）の教
員全員に配布し、あわせて他高専のチラシをその関連分野
の先生に配布させていただき、SEMICON の宣伝としまし
た。10年の間に様々なことが起こったと思いますが、参加
高専へのご支援を継続してこられたことに深く感謝いたし
ます。今後も「電子デバイス」の専門科目講義を担当して
いくので、この The 高専＠ SEMICON で得た多くの事柄
を講義に反映し、半導体産業の魅力を伝えていきたいと思
います。

最後に本展示会参加に向けて多大なご支援をいただきま
した SCREEN グループの株式会社 SEBACS 様、株式会社
テックインテック様に深く感謝申し上げます。また受け入
れ窓口として株式会社 SCREEN ビジネスサポートソリュー
ションズの黒崎様ならびに東京エレクトロン FE 株式会社
の弓田様には様々な手配等でお世話になりました。出展参
加企業の皆々様に厚く御礼申し上げます。
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1．はじめに
このたび、The 高専＠ SEMICON への参加の機会をいた

だき、東京エレクトロン EF（株）様のご協力のもとに、無事
出展を行うことができました。ご支援をいただきました皆
様に、深く感謝申し上げます。

高知は四国の中でも東西に連なる山地に隔てられ、太平
洋に向いて孤立した辺境の地、最果ての地のイメージを持
たれている皆様が多いのではないかと思われます。（私自身
も、そう思っている一人です。）学生たちにとって、この地
から東京ビッグサイトに行き、しかも SEMICON JAPAN
で自分たちの研究を発表する、これは文字通りの海外旅行
であり、まさに大冒険でした。このような貴重なチャンスを、
当研究室の学生6名全員に体験させることができ、指導教員
として大変うれしく思っております。

以下に今回の、発表の概要、出展の状況、今後の展開、
そして学生たちの感想を報告させていただきます。

2．発表の概要
多くの人にとって「逐次成形」は、耳慣れない用語かと

思います。一気に成形するのではなく部分的に、少しずつ
素材に変形を与える加工技術のことです。刀鍛冶のような
自由鍛造、ヘラ絞りや打出し等が含まれ、職人技が発揮さ
れる伝統的な、そして地味な加工技術です。しかしその変

形メカニズムは複雑で、シミュレーション解析も容易では
ありません。また従来の金型を使用したプレス成形では得
られない、素晴らしい加工特性も明らかになっています。
生産速度は低いものの、専用金型を必要としない (die-less)
ため、コスト、納期面でのメリットは大きく、消費者ニー
ズの多様化に伴うこれからのものづくりには、好適な加工
技術です。

当研究室では、この加工技術に弾性体を用いることによ
り、従来法の造形能を凌ぐ技術開発を目指しております。
今回は、2D インクリメンタルフォーミング、そしてダイレ
スしごきスピニングを発表しました。どちらも、弾性体ベー
ス上に置いた素板に、先端が半球面の棒状工具を押し当て、
逐次的に張出し変形を与えます。これらの成形構想を模式
的に、それぞれ図１および図２に示します。また、どちら
も汎用の NC 加工機で、容易に実施可能です。学生たちは、
それぞれ加工条件を工夫して実験を繰り返し、従来得られ
なかった高い加工度や、複雑な形状の製品を試作しました。

今回はその代表的なサンプルを、多くの来場者に直接手
に取ってご覧いただきました。またダイレスしごきスピニ
ングにより二重円筒が形成される過程を、動画によりご覧
いただきました。当小間は男子ばかりで他の小間に比べて
華やかさに欠け、目立ちませんでしたが、学生たちは自分
たちの発表内容に自信と誇りを持ち、堂々とプレゼンいた
しました。

「弾性体ベースを用いた逐次成形技術の開発」出展報告
 高知工業高等専門学校
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図1　2D インクリメンタルフォーミング 図2　ダイレスしごきスピニング
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3．出展の状況
当小間の概観を図３に示します。図４は、プレゼンを行っ

た6名の学生たちです。そして図５は、来場者へのプレゼン
の様子です。高知の知名度を高めているのは、何といっても
坂本龍馬です。そこでテーブルの隅に龍馬像を据え、インク
リメンタルフォーミングで製作した像のレリーフも展示いた
しました。ご来場者の皆様には、学生たちの情熱と相まって、
高知は日本の僻地であっても「志士の国」である、強い印象
を持っていただけたことと思います。

 4．今後の展開
これまで、研究室の限られた予算で学術的成果を上げると

同時に、学生たちが短期間で遂行ノウハウを習得できる研究
の企画に、苦心して参りました。その甲斐もあり、このよう

な機会を通し、私たちの研究を多くの技術者、研究者の方々
に知っていただくことができました。当研究室は来年3月末
で幕を下ろしますが、この研究はまだ多くの課題を残したま
まです。ご興味をいただいた皆様、特に若い方々に、この開
発を引き継いでいただき、課題を解決し、実用に向け、さら
に発展させていただくことを嘱望しております。

5．参加学生の感想
機械・電気工学専攻　2年　松

まつ もと

本　夢
ゆ め  じ

史
ポスター形式での発表は初めての経験だったため、ほとんど

が手探りの状態でした。ポスター説明の回数を重ねるにつれて、
自分の説明においてどういった部分がわかりづらかったのか、
どういった部分の説明を詳しく行えばより伝わるか、などを考
えながら発表を行うことに努めました。今回の発表は非常に貴
重な経験となりました。
機械・電気工学専攻　1年　徳

とく ひろ

弘　慧
さ と  し

司
私たちの研究は塑性加工の分野ということで、他の展示内

容とは分野が大きく異なっていたと思います。そのため、説明
で戸惑うことも多く、相手に合わせた説明の難しさを痛感しま
した。今後、学会などでプレゼンを行う機会があるので、こ
の貴重な経験を生かしていきたいと思います。ありがとうござ
いました。
機械工学科　5年　池

い け  だ

田　知
とも はる

陽
今回このイベントに参加し、企業や一般の方から多くの質問

やアドバイスをもらえました。学内での論文発表までに、もっ
と試行錯誤し、内容の詰まった卒業研究にするため、この経
験を活かしていきたいです。
機械工学科　5年　窪

くぼ うち

内　成
せ い  や

也
このような展示会は学会や高専で行う研究発表とは違い、

訪ねてくる方々によって臨機応変に説明の仕方を変えなければ
ならないので非常に良い経験になりました。また、他の大学や
高専または企業の研究成果・開発の見学に加えて展示場や懇
親会にて多くの方 と々交流することができ、非常に充実した2日
間でした。
機械工学科　5年　高

たか はし

橋　晃
こう よう

洋
見に来て下さった企業の方や高専の方にプレゼンをしたり、

発表を見に行ったりして、学生ではなかなか経験することがで
きない貴重な体験ができました。この経験は、将来、自分の
就職先においても役に立ってくると思うので、社会人としてのマ
ナーも学べた二日間だと思います。
機械工学科　5年　竹

たけ うち

内　友
ゆう すけ

祐
今回の出展で、たくさんの事を経験することができました。

初日は緊張で思うような説明ができませんでしたが、回数を重
ねるうちにたくさんの来場者の方に展示内容を伝えることがで
きました。この経験は私が社会に出た際に必ず役立つと思いま
す。このような機会を与えてくださり、ありがとうございました。

図3　高知高専の展示ブース

図4　鈴木研究室の6名の学生

図5　プレゼンの状況
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１．はじめに
沖縄県にはどのような印象をお持ちでしょうか？観光で

訪れた方は美しいビーチや空など自然環境に囲まれた場所
として思い出されるでしょうか？昨今のメディアに取り上
げられている米軍基地問題でしょうか？

交通手段が限られることによる人や物の移動が制限され
ることや、東アジアの不安定要因から一方向にメディアが
誘導するような報道から、あまり、正確に伝わっていない
ように感じます。しかし、沖縄県では社会や経済構造にお
いて様々な問題が内包しており、その状況には容易に想像
がつくのではないでしょうか？沖縄県は、本土復帰から約
30年も経過するもの、未だ、県民所得は全国最下位です。
しかし、他のメディアの調査では幸福度は全国一とも言わ
れております。製造業は雇用吸収力が高く、一人当たり県
民所得と製造業比率には強い相関があることが知られてお
ります。しかし、現在、沖縄県における第2次産業の比率は
約14%、全国平均より10% 低く、さらに建設業を除いた製
造業でみると比率が4.2% となり、全国平均18.4% の4分の1
以下となっています。[1] 県民所得の向上は、沖縄県におい
ても他産業への波及効果が大きい製造業の育成と誘致が、
沖縄県の産業振興の重要な課題であると位置づけられてお
ります。一方、高専を含む高等教育機関への強い地域連携
の方針のもと、沖縄県の問題について解決の一助と思い、
日々、教育・研究に取り組んでおります。ドローンの研究
については、昨年度、紹介させて頂いたので、今回、ダイ
ヤモンド SAW について紹介させて頂きたいと思います。

２．  ミリ波帯ダイヤモンド SAW フィルタ
の研究～沖縄シリコンパラダイスを目
指して～

２－１　はじめに
来るべくユビキタス社会、IoT(Internet of Things) では、

いつでもどこでもあらゆる情報が集められる手法としてあ
らゆる産業分野にて適用され、それぞれの製造やサービス

現場での高度化が図られることが期待されております。そ
こで、必要とされているのは、多様なセンサー、その場解析、
データ送受を担う半導体素子であることは間違いありませ
ん。引き続き、シリコン半導体 IC を中心に、IoT 市場が爆
発的に広がると期待されるものの、それぞれの市場にあっ
た、半導体素子の研究・生産について、1000万個 / 年以上
の生産能力があるメガファブファウンドリー（12インチ
ウェーハライン）では要求に応えきれないことが判明しつ
つあります。また、国内では市場規模が大きいにも関わらず、
生産性や規模の追求をのみをおこなっていたシリコン半導
体事業会社そのものが無くなりつつあり、危機的な状況で
す。

現在、日本の GDP の約4割程度がエレクトロニクス関連
の産業であり、このエレクトロニクス産業の最先端の技術
である半導体製造技術が日本から失われてしまうと、もは
や、世界をリードすることは不可能となり、激烈な競争に
埋没してしまう危機があると言われております。そこで、
国立特定研究所・産業技術総合研究所の原史朗ミニマルファ
ブグループ長らのグループは、ウェーハサイズを小型化し
たミニマルファブを生み出し、付加価値の高い半導体素子
の生産が可能となり、まさに、本技術の実用化・商業化に
向け活動が行われております。加えて、半導体事業とは無
縁であった沖縄県で、新しい形で産業創出に向けた動きが
始まっております。また、半導体メーカの多い九州では、
産総研九州にてミニマルファブに関わる半導体実装に関わ
る技術開発が進められています。まさに、九州・沖縄地区
における新しい半導体事業の革新と創生のタイミングであ
ります。沖縄県には、谷（バレー）はないものの、美しい
自然（パラダイス）があり、シリコンパラダイスとなる可
能性があります。ミニマルファブは、電子部品デバイスの
プラットフォームであることから、多様な教育・研究とし
ても期待されております。そこで、本研究目的は、産総研
と全面的に協力し、ミニマルファブを用いた、素子や回路
設計・プロセス開発・システム構築に渡る教育・研究シス
テムを、沖縄県、出来れば、高専機構内に構築することを
目的としております。

ミリ波帯ダイヤモンド SAW フィルタの研究～沖縄シリコンパラダイ
スを目指して～ 「ドローンを用いた ITS 融合ネットワークの構築」
 沖縄工業高等専門学校
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２－２　これまでの社会活動実績
私は（一社）ミニマルファブ推進機構の委員であり、内

閣府沖縄総合事務局と協力し、2016年8月、法人30社が加盟
する沖縄未来半導体研究会を立上げ、１回 /2か月にて沖縄
県にて、本研究会を開催しております。この研究会では、
産総研・琉球大学・豊橋技科大とともに、沖縄での半導体
事業創出に向けた情報交換を中心とした活動を行っていま
す。（図１参照）また、沖縄高専では、ミニマルファブを用
いたファンドリー事業を沖縄にてはじめようとしている

（株）ネイタスと共同研究契約を締結し、豊橋技科大も加え
た農業用センサーについて総務省の IoT センサーに申請す
るなど、ミニマルファブを中心に、フィジビリティスタディ
や外部資金獲得等について活動を行っています。また、ミ
ニマルファブシステムの保守・販売等を手掛ける横河ソ
リューションサービス・物質材料機構・産業技術総合研究
所と連携し、代表者が進めてきたダイヤモンド SAW デバ
イスについて、ミリ波帯用 SAW デバイスの研究開発につ
いて進めています。

２－３　これまでの研究活動概要
これまでの先行研究では、単結晶ダイヤモンドと AlN 圧

電体薄膜の組合せにより、5 GHz 帯（音速11000m/ ｓ、波
長2μｍ）で8,346と驚異的な Q を持つ超高性能 SAW 素子
を実現した。[2]　この研究をさらに発展させ、ミリ波帯用
SAW デバイスを実現することが目標である。しかし、実用

化向けた課題は次の２つである。①ミリ波帯実現に向けた
SAW の高周波化、②実用化のためのプロセス技術の開発、
①は、ダイヤモンド基板上に、12C のみ100% 構成されたダ
イヤモンド薄膜により高音速化、②は、産総研原らが提案
するミニマルファブプロセス [3] によるダイヤモンド SAW
デバイスの試作　を課題解決の手段として、研究に取り組
んでおり、これまでの途中経過について報告します。

２－４　ダイヤモンド SAW フィルタの高音速化
ダイヤモンド SAW フィルタは、LiNbO3や LiTaO3を用い

た SAW フィルタと異なり、ダイヤモンド自体は圧電性を
持たないため、図２に示す通り、圧電性薄膜を積層した構
造となっています。ここで、さらに、高周波化には、①波
長を小さくする（電極線幅を小さくする）、②基板の音速を
大きくします。音速は（ヤング率 / 密度）1/2に比例すること
から同位体の13C を取り除き、密度を小さくすることで音速
を大きく出来ると考えています。

２－５　ミニマルファブを使った SAW デバイスの試作
先行研究と同様、単結晶ダイヤモンドとして、高圧合成

法で作製した Ib ダイヤモンドの大きさ3×3mm2×0.3ｍｍ
厚みの小型基板と、プラズマ CVD により作製したハーフ
インチサイズのダイヤモンド基板（EDP 社製）を用いて実
験を行いました（図３(a)）。小型基板の場合、図３(b) に示
すシリコン基板を用いたミニマル用治具を作製しました。
現在、ミニマルファブプロセスとして開発されたレジスト
コータ、露光機、現像装置を用いてプロセスを進めており、
各プロセス条件の確認を行っているところであり、素子性
能の確認を現在行っています。

図１　沖縄県における産学官連携体制

図２　ダイヤモンド SAW デバイスの構造図

  

2016年 強力な連携体制
構築済

沖縄未来半導体研究会
産 学 官
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２－６　これからの活動内容
産総研・横河ソリューションサービス・PMT などでミニ

マルファブのファンドリーが受けられることもあり、ミニ
マルファブをプラットフォームとし、それぞれの教員にて
各分野の教育研究を進め、成果を生み出すことを考えてお
ります。
① IC 設計

アカデミック版無償の IC 設計ツールを整備・活用し、学
生もしくは教員にて、1万以下のゲート数の小規模にて、設
計を行い、1素子単位で、産総研・豊橋技科大・ネイタス等
のファンドリーが出来る機関に試作を行い、その評価を実
施します。
② MEMS デバイス設計・試作

シリコンディープエッチングが可能であることから、学
生もしくは教員にて、RF － MEMS デバイス、例えば、ミ
リ波帯のアンテナ設計や光通信用光スイッチ設計を行い、
産総研・豊橋技科大・ネイタス等のファンドリーが出来る
機関にて試作を行い、その評価を実施します。

③ 新素材の SAW フィルタの設計・試作
物質材料機構と連携し、学生もしくは教員にて、同位体

を制御したダイヤモンド薄膜を形成し、それを用いたミリ
波帯の SAW デバイスの研究を引き続き行いたいと考えて
おります。

おわりに
ご承知の通り、少子高齢化に伴い、教育現場は大変苦し

い状況に置かれております。また、企業も昔とは異なり、
即戦力型の人材を渇望していると伺っております。まさに、
社会は欧米型へ転換、つまり、教育は教育機関で、会社で
は実務に取り組むという区分けが進むと思われ、企業も教
育機関へ投資として取組んで頂けるようお願いします。
我々、教員は、可能な限り知恵を絞り、質の高い教育研究
が出来るよう奮闘しております。是非、セミコンジャパン
における The 高専を、引き続き継続して頂き、何卒、高専
の教育研究に対する、産業界の皆様のご支援・ご協力をお
願いしたいと存じます。

謝辞
荏原製作所を含め、セミコンジャパン The 高専の関係者

の皆様にこの場をお借りし、改めて、お礼申し上げます。
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図３　 (a) ハーフインチサイズの単結晶ダイヤモンド基板、 
(b) ミニマルシャトルにおけるシリコン治具と Ib ダ
イヤモンド基板
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１　はじめに
「The 高専＠ GAKKO」に関する協賛企業各社のみなさま

のご支援のもと、株式会社日本マイクロニクス様にご担当
いただき、SEMICON Japan 2017の会場の一角にてポスター
発表を行う機会をいただきました。

熊本高等専門学校は熊本と八代の2つのキャンパスがあり
合計6学科で構成されています。今回は制御情報システム工
学科より3名の学生が発表を行いました。制御情報システム
工学科では、学科名の通り、ものを自在にコントロールす
る技術として、電気・電子やプログラミングの基礎に始まり、
組込み、メカトロニクス、制御工学、信号処理など、幅広
い分野にまたがる教育を行っています。また、それらの応
用として、福祉やバイオニクス、音響、ロボットなど、社
会貢献に結びつくような取り組みを行っています。

２　出展内容
2.1　研究背景

高専の代表的な取り組みの1つとしてロボコンがありま
す。日常的にロボットの組み立てや解体を行う中で、本来
ならばその都度、仕分けして片づけなければならないネジ
やナットなどのパーツを、図１に示すように一時的に1つの

箱にまとめて入れることを繰り返してしまい、結局大がか
りな仕分け作業が求められます。特にネジは種類も多く形
状が似ているため、正確に仕分けるためには、1つ1つサイ
ズを測る必要があり、人間が行うには非常に根気のいる作
業です。したがって、自ら進んで取り組む人はおらず、仕
分け作業の自動化が求められています。そこで、本研究では、
ロボットアームを用いたパーツの自動仕分けシステムの構
築を目指します。使用するロボットアームを市販の安価な
卓上ロボットアームとすることで、全国の学校でも再現で
きるようにします。このようなパーツの仕分け作業は、ロ
ボコン部だけの問題ではなく、ものづくりを行う現場であ
れば少なからず発生するものであり、日本のものづくりの
環境改善に貢献できると考えられます。

2.2　システム構成
構築したネジの自動仕分けシステムの外観を図２に示し

ます。ロボットアームを中心として、アームの正面に仕分
け用のトレーが配置されており、トレーの上に様々な大き
さのネジが置かれます。アームの両脇には小さなコンテナ
が配置されており、各コンテナに種類別にネジが分別され
る仕組みです。また、ロボットアームのハンド部分に小型
のカメラを搭載することで、ハンドアイシステムを実現し
ており、そのカメラ画像を基に画像処理を行うことでネジ

ロボットアームを用いたネジの自動仕分けシステム
 熊本高等専門学校
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図１　ネジの仕分け作業の様子 図２　システムの外観
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の径や長さを判別します。画像処理は通信販売などで比較
的容易に入手することができる、小型CPUボードRaspberry 
Pi3を使用しています。ロボットアームは AL5D Robotic 
Arm を使用しており、こちらも通信販売で約4万円で入手
することが可能です。このロボットアームには、Arduino
互換のマイコンボードが搭載されており、Raspberry Pi か
らシリアル通信によって目標姿勢角を受け取ることで、順
次動作することができます。ロボットアームは2リンクマニ
ピュレータのモデルを基に逆運動学によって各関節の目標
姿勢角を設定します。

2.3 画像処理によるネジの判別
画像処理によってトレーの上に乗っているネジの位置、

向き、寸法を推定します。処理の手順を以下に示します（図
３）。
（i）  ロボットアームの先端をトレーの真上に移動し、カ

メラモジュールで静止画を撮影
（ii）  閾値を基に2値化し、ラベリング処理を施す
（iii）  最も大きいネジを把持対象とし、位置、向き、直径、

長さを抽出
（iv）  ピンホールカメラモデルを用いて実世界のスケール

に換算
その後、推定したネジの寸法を基に、最も値の近いネジ

の種類へと分類し、対象のコンテナへネジを移動します。

2.4 ロボットアームの関節角度補正
使用するロボットアームに搭載されているサーボモータ

は、角度を指定すると内部で位置フィードバックを行い、
目標角度に向かって軸が回転する仕組みになっています。
しかしながら、単純な比例制御であるため、姿勢によって
は自重の影響で目標角度に到達することができません。そ
こで、姿勢によって生じる偏差を実測し、補正をかけるこ
とで安価なサーボモータでも、ネジを把持できる程度の精

度を出せるようにします。

2.5 実験結果
提案手法によるネジの把持成功確率を把握するために実

験を行いました。M3, M4, M5のネジをトレーに配置し、カ
メラによる画像取得から把持までの一連の動作を自動で行
い、ネジを把持することの可否によって成功確率を算出し
ました。M3のネジについては67%、M4のネジについては
83%、M5のネジについては58% の成功率でした。照明のあ
たり具合によって、カメラに映るネジの太さが変化するた
め、照明条件を安定させる工夫が必要であると考えられま
す。

３　参加学生の感想
制御情報システム工学科5年　松下　和輝

今年は，昨年に引き続き2回目の参加となりいろいろな
方々とお話しする機会を多く持てたのではないかと思いま
す。懇親会では会社のトップの方に気軽に声をかけていた
だきありがとうございました。プレゼン大会では2位でした
が、自分の中では昨年度よりも良い発表を行えたのではな
いかなと感じています。お仕事をされている皆さんからの
指摘は、私たちがあまり考えないようなこともありました。
ただ、どれも非常に役に立ち今後に活かすことができるも
のばかりだったと思います。来年度からは私も半導体業界
の会社で働くことになります。今後は，自分が業界を盛り
上げることができる人の一人になれたらなと思います。こ
の度は、本当にありがとうございました！

制御情報システム工学科4年　片嶺　将哉
様々な企業の方や他高専の学生と話せてとても楽しかっ

たです。出展でのプレゼンについても、良い練習になりま
した。お誘いいただけて本当に良かったと思っています。

制御情報システム工学科4年　髙岡　さり
企業の方々に研究発表をするという貴重な経験をさせて

頂き自身のプレゼン力の向上になったのは勿論、多数のご
指摘やアドバイスを頂き非常に今後の研究の参考になりま
した。また多くの企業の方々とお話しする機会を頂き、将
来の自身のワークスタイルの見直しや進路選択において非
常に有益な経験となりました。取得したい資格や興味のあ
る大学も見つかり、今後の学生生活を有意義に過ごすため
の非常に良いきっかけになったと思います。私達学生にこ
のような貴重な機会を設けていただき大変ありがとうござ
いました。

図３　画像処理の過程
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４　おわりに

今年も「THE 高専 @GAKKO」を開催して頂きました協
賛企業各社関係者の皆様に、お礼を申し上げます。また、
出展において、発表の準備のご支援・ご指導いただきまし
た株式会社日本マイクロニクスの皆様には重ねてお礼申し
上げます。今年も会場内に立派なブースを設けていただき、
大変多くの方々と意見交換を行うことができました。毎年、
精鋭を連れてきておりますが、連れてきた学生は、難関大
学に進学したり、研究発表で賞をもらったり、もれなく大
活躍しております。セミコンの会場で最先端の技術に触れ
ることで価値観が変わるのだと思います。高専生に対して、
このような素晴らしい機会を与えていただいておりますこ
とに、改めて感謝を申し上げます。これからも、社会の期
待に応えられるような人材の育成に力を注ぎますので、ど
うかよろしくお願いいたします。

熊本高専のブースの様子

発表の様子
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1.　はじめに
平成29年9月上旬、THE 高専＠ SEMICON　Japan 2017

に出展するために応募しました。10月中旬に東京エレクト
ロン FE 株式会社の弓田敦氏より、厳正なる審査の結果、
出展することが決まった旨の連絡があり、その後、協賛企
業として株式会社堀場製作所とコラボするため、株式会社
堀場エステックの横井雅樹氏とメールでやり取りしながら、
出展の準備を進めました。

今年も学生が研究成果をプレゼンテーションをする機会
を与えられ、プレゼン大会を実施するとのことでした。

今年は、THE 高専＠ SEMICON Japan が開催される前に
後期中間試験が実施されたため本科学生が参加できたのは
大変良い機会が得られました。そのため清原研究室の専攻
科 総合システム工学専攻 電気電子システム工学コース1年
生1名と本科生3名を参加させることにしました。専攻科生
は国内でのプレゼンテーションを経験しているので、大き
なプレッシャーにはならないと思い、また学生に多くの発
表の経験を積ませるために出展することにしました。

本研究室は、豊橋技術科学大学、産業技術総合研究所と
の産学官共同研究を遂行しており、本研究室で開発した液
滴室温硬化ナノインプリントリソグラフィによるマイクロ・
ナノ機能性ダイヤモンドライクカーボン（Diamond-like 
Carbon：DLC）デバイスの開発をしています。また、試作
開発したポータブルコンパクトナノインプリントステムを
用いて、主に次世代フラットパネル用 DLC エミッタ、医療
用 MEMS 用摺動部品である DLC マイクロギヤの作製を目
指しています。

2.　出展内容
2.1　 液滴室温硬化ナノインプリントリソグラフィによる

DLC ドットアレイの作製
これまで本研究ではスピンコート法によるポリジメチル

シロキサン（Polydimethylsiloxane：PDMS）モールドを用
いた室温硬化ナノインプリントリソグラフィ（Room-
temperature Curing Nanoimprint Lithography：RTC-
NIL）による DLC の超微細加工プロセスについて検討して
いる。しかし、RTC-NIL ではスピンコート時に、高価な転

写材料の大半を飛ばしてしまうことや、転写パターンの残
膜層が厚いため残膜層除去プロセスが必要という欠点があ
ることがわかった。そこで、PDMS モールドを用いた液滴
室 温 ナ ノ イ ン プ リ ン ト リ ソ グ ラ フ ィ（Droplet Room-
temperature Nanoimprint Lithography：DRT-NIL） を 新
たに提案した。PDMS は透過性がある多孔質材料であり、
室温転写材料であるポリシロキサン（Polysiloxane）の溶媒
を蒸発させることができるため、DRT-NIL に適している
と考えられる。また、DRT-NIL はスピンコーターを必要
とせず、滴下量により残膜層を調整することができる可能
性がある．そこで本研究では、DRT-NIL による最適なイ
ンプリント条件を見出し、DLC ドットアレイの作製につい
て検討した。

室温で徐々に硬化するポリシロキサン［HSG-R7-13，日
立化成㈱］を室温転写材料に用いた凹形状ピットアレイパ
ターンを有する PDMS［KE-106，信越化学工業㈱］モール
ド DRT-NIL による DLC ドットアレイの作製プロセスを図
1に示す。シリコンウェーハ（10 mm 角，0.5 mm 厚）上に
T 字状フィルタードアーク蒸着により成膜した DLC 膜［ta-

PDMS モールドを用いた液滴室温リバーサルマイクロコンタクトプリント
リソグラフィによる DLCドットアレイの作製 舞鶴工業高等専門学校
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図1　 PDMS モールドを用いた DRT-NIL による DLC
ドットアレイの作製プロセス
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C，10 mm 角，500 nm 厚，表面粗さ Ra 2 nm］上に、マイ
クロピペットによりポリシロキサンを滴下し、本研究で作
製した凹形状5 µm 径ピットパターン（27,000 個 /cm2）を
有する PDMS モールドを押し、最適なインプリント条件下
で加圧した。硬化後離型し、ポリシロキサン膜上にモール
ドパターンを転写した。その後、モールドを離型し電子サ
イクロトロン共鳴（Electron Cyclotron Resonance：ECR）
CHF3イオンシャワー［EIS-200ER，㈱エリオニクス］で残
膜層を除去後、ECR O2イオンシャワーにより DLC 膜を加
工することで DLC ドットアレイを作製した。図2（i）は圧
力 P を変化させた場合の5 µm 径ピットパターンを有する

PDMS モールド（図（a））によるポリシロキサンの転写パター
ンの走査型プローブ顕微鏡（Scanning Probe Microscope：
SPM）［NanoNaviReal s，㈱日立ハイテクサイエンス］像
を示す。図2（c）の P = 0.5 MPa でドットの高さが約450 
nm の高精度なポリシロキサンの転写パターンが得られた。
図2（ii）は加圧時間 t を変化させた場合の PDMS モールド
によるポリシロキサンの転写パターンの SPM 像を示す。図

（c）の t = 15 min でドットの高さが約450 nm の高精度な
転写パターンが得られた。この理由として、図3に示す
DRT-NIL による転写パターンの形成のメカニズムのよう
に、室温転写材料であるポリシロキサンが PDMS モールド
の微細な孔により毛細管現象で吸い上げられ、図2に示すよ
うな高精度な転写パターンが形成されたと考えられる。

走 査 型 電 子 顕 微 鏡（Scanning Electron Microscope：
SEM）［ERA-8800FE，㈱エリオニクス］により残膜層を
測定したところ、RTC-NIL 法に比べて1/15の厚さである30 
nm の残膜層を確認できた。この結果から CHF3イオンシャ
ワーによる残膜層除去プロセスが省けることがわかった。

そこで図4に示すように、ポリシロキサンの転写パターン
を ECR O2イオンシャワー加工（400 eV，14 min）するこ
とで DLC ドットアレイパターンを形成した。直径5 µm、
高さ500 nm の高精度な凸形状の DLC ドットアレイを作製
することができたが、先鋭化したエミッタアレイは作製で
きなかった。

図2　 PDMS モールドを用いた DRT-NIL によるポリシロ
キサンマスクパターンの SPM 像

 

(a) PDMS mold 

  

(b) 0.3 MPa (b)10 min 

  

(c) 0.5 MPa (c) 15 min 

  

(d) 0.7 MPa (d) 20 min 
（i）Imprint pressure P （ii）Imprint time t 

  図4　 PDMS モールドを用いた DRT-NIL による DLC
ドットアレイの SPM 像

  

  

(a) Imprinted 

polysiloxane 

pattern 

(b) Fabricated DLC-dot 

array 

(0.5 MPa, 15 min) (400 eV, 14 min) 

  

図3　ポリシロキサンのマスクパターンの形成メカニズム
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本研究で開発した PDMS モールドを用いた DRT-NIL を
用いたプロセスでは CHF3イオンシャワーによる残膜層除
去プロセスが省け、 さらに高スループット化できることが
わかった。また、高精度な凸形状 DLC ドットアレイを作製
できることを確認できた。今後は次世代フラットパネルディ
スプレイ用 DLC エミッタアレイの開発を目指す。

今後、このプロセスが次世代フラットパネルディスプレ
イ用のナノエミッタの生産ラインに用いられる可能性が大
いに期待できる。

2.2　 PDMS モールドを用いた液滴室温リバーサルコンタ
クトプリントリソグラフィによる DLC ドットアレイ
の作製

これまでに本研究で開発した PDMS モールドを用いた室温
硬化ナノインプリントリソグラフィ（Room-temperature 
Curing NanoimprintLithography: RTC-NIL）ではダイヤモ
ンドライクカーボン DLC 膜の超微細パターンを形成できるこ
とがわかっている。しかし、従来の微細加工プロセスでは，
残膜層が数百 nm あるという問題が生じる。そこで、室温リ
バーサルマイクロコンタクトプリントリソグラフィ（Room-
temperature Reversal Micro Contactprint Lithography: 
RTRM-CL）を提案した。しかし RTRM-CL でも転写パター
ンに540 nm の残膜層があった。残膜層が厚いと、イオンシャ
ワー加工後の DLC 膜のパターンの精度が悪くなってしまう。
そこで、本 研究では PDMS の離型性、ポリシロキサン

（Polysiloxane）の粘性を応用した PDMS モールドを用いた液
滴室温リバーサルマイクロコンタクトプリントリソグラフィ

（Droplet Room-temperature Reversal Micro Contactprint 

Lithography: DRTRM-CL）を提案した。この DRTRM-CL
の最適なインプリント条件を見出し、DLC ドットアレイの作
製について検討し、次世代フラットパネルディスプレイ用
DLC エミッタとしての開発を目指す。

室温で徐々に硬化するポリシロキサン［HSG-R7-13，日
立化成㈱］を室温転写材料に用いた凹形状ピットアレイパ
ターンを有する PDMS［KE-106，信越化学工業㈱］モール
ドを用いた DRTRM-CL による DLC ドットアレイの作製
プロセスを図5に示す。

まず、凹形状5 µm 径ピットパターン（79,296 個 /cm2）を
有する PDMS モールドを作製し（a）、その PDMS モールド
に転写材料ポリシロキサンを滴下した（b）。そこにシリコン
ウェーハ（10 mm 角，0.5 mm 厚）上に T 字状フィルタード
アーク蒸着により成膜した DLC 膜［ta-C，10 mm 角，約
500 nm，表面粗さ Ra = 2.0 nm］を上から加圧（c）、保持し

（d）、硬化後離型した（e）。このように、ポリシロキサンの
コンタクトプリントパターンを形成した。その試料を電子サ
イクロトロン共鳴（Electron Cyclotron Resonance：ECR）
イオンシャワー加工装置［EIS-200ER，㈱エリオニクス］で
CHF3イオンシャワーにより残膜を除去し（f）、その後 O2イ
オンシャワーを施し（g）、DLC ドットアレイを作製した（h）。

本研究では DRTRM-CL の最適な条件について検討した。
コンタクトプリント時間：t、コンタクトプリント圧力：P
を変化させたときの検討結果の走査型プローブ顕微鏡

（Scanning Probe Microscope: SPM）［NanoNaviReal s，㈱
日立ハイテクサイエンス］像とその断面プロファイルを図6
に示す。

図6（i）より、より先鋭化したドットアレイを得るため
には，加工速度のイオン入射角依存性からパターンの形状
は円柱形ではなく円錐形である方がより適していると判断
した。そのため10、20 min は最適ではなかった。その要因
として10 min の場合では、単純にインプリント時間が短く、
転写パターンの先端が PDMS モールドの凹部分の最深部に
到達するまでに至らなかったと考えられる。また、20 min
の場合ではインプリント時間が長く、転写パターンの先端
が必要以上に押し付けられ、平面になってしまったと考え
られる。以上のことから最適コンタクトプリント時間は t = 
15 min であることがわかった。

図6（ii）より、コンタクトプリント圧力が0.50 MPa の場
合、PDMS モールドの奥までポリシロキサンが入り込まず、
さらに重力の作用により円錐形が形成されたと考えられる。
また、コンタクトプリント圧力が0.55 MPa の場合、PDMS
モールドの凹部分をポリシロキサンが満たすことで凹の形
に添った円柱形が形成されたと考えられる。以上のことから
最適コンタクト圧力は P = 0.50 MPa であることがわかった。

本研究で使用した直径5 µm のドット79,296［個 /cm2］を
図5　 PDMS モールドを用いた DRTRM-CL による DLC

ドットアレイの作製プロセス
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有するガラス状炭素（Glass-like Carbon：GLC）マスターモー
ルドを用いて作製した PDMS モールドの SPM 像を図7（a）、
最適なインプリント条件（15 min，0.5 MPa）によるポリシ
ロキサンのコンタクトプリントパターンを 図7（b）に示す。
残膜層を測定したところ、RTRM-CL 法に比べて1/18の厚
さである30 nm まで大幅に薄くすることができた。この結
果から、CHF3イオンシャワーによる残膜層除去プロセスが
省けることがわかった。O2イオンシャワー加工（400 eV，9.5 

min）をすることで、図7（c）、（d）に示すように先鋭化し
た DLC ドットアレイの作製に成功した。

本研究で開発した PDMS モールドを用いた DRTRM-CL
により、円錐状のポリシロキサンのコンタクトプリントパ
ターンを得ることができた。これを ECR O2イオンシャワー
加工することで先端半径200 nm、直径5 µm、高さ500 nm
の高精度な先鋭化した DLC ドットアレイを作製できた。

今後は次世代フラットパネルディスプレイ用 DLC エミッ
タアレイの開発を目指す。

2.3　THE 高専 @SEMICOM Japan 2017
平成29年12月13（水）か ら15日（金）の3日間，SEMICON 

Japan 2017 が東京ビックサイトで開催され、今年は 9 校 
の高専が出展した。13 日午前 9 時 50 分から、THE 高専 @
SEMICOM Japan のブースで朝礼が行われた。初日と2日目
にプレゼン大会が実施されることが伝えられ、その詳細な
説明があった。

図8および図9は本校の展示ブースと学生のプレゼンテー図6　 PDMS モールドを用いた DRTRM-CL によるポリシロ
キサンパターンの SPM 像とその断面プロファイル

   

(a) 10 min (b) 15 min (c) 20 min 

（i）Contactprint time：t 

   

(a) 0.45 MPa (b) 0.50 MPa (c) 0.55 MPa 

（ii）Contactprint pressure：P  

図7　 PDMS モールドを用いた DRTRM-CL による DLC
ドットアレイの SPM 像

  
 (a) PDMS mold (b) Contactprinted pattern 

  
(c) Fabricated DLC-dot 

array[20 µm×20 µm] 

(d) Fabricated DLC-dot 
array 

[150 µm×150 µm] 
  

図8　舞鶴工業高等専門学校の展示ブース

図9　プレゼンテーションの様子
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ションの様子を示す。大学の先生方や企業の技術者ならで
はの視点でアドバイスや質問をいただき、今後の研究の糧
になった。多くの方々に試作したポータブル室温ナノイン
プリントシステムに大変興味を持っていただいた。また、
本校 OB の方や近隣の企業の方がブースを訪ねていただき、
現在の学校の様子などを懐かしく聞き入れていた。

3.　学生の感想
電気電子システム工学コース 1 年  　　吉

よ し  だ

田　圭
け い  た

汰
SEMICON Japan には初めての参加だったのでとても緊

張しながら会場入りしました。しかし、自分のプレゼンが
多くの半導体関連企業の方々に見ていただけるのはとても
うれしいもので、1時間ほど経つとほどよい緊張感でプレゼ
ンを行えるようになりました。プレゼンの内容についても
評価され敢闘賞をいただいたことは、今後の励みになりま
した。また、半導体関連企業が出展しておられるブースを
見学し、これからも半導体関連企業は成長し続けると強く
実感し、その中で自分の行っている研究がどのような分野
で役に立つのかを確認することができました。最後に
SEMICON Japan の運営をしてくださった方々、ブースの
提供をしていただいた協賛企業の方々に深くお礼申し上げ
ます。ありがとうございました。

電子制御工学科 5 年   　　筒
つ つ  い

井　舜
しゅん ぺい

平
自分たちが進めてきた研究を、業界のプロの方に聞いて

いただき、アドバイスを頂ける場はたいへん貴重な経験に
なりました。最後には敢闘賞をいただき、今後の研究の励
みになりました。また、半導体業界の様々な企業をみて、
半導体業界の将来的な可能性を改めて感じることができま
した。

今回の経験を生かし、自分の力をさらに伸ばしていきた
いと思います。最後に、THE 高専 @SEMICOM Japan の
企画運営をしてくださった方々、ブースの提供等してくだ
さった方々、全ての人に感謝します。ありがとうございま
した。

電子制御工学科 5 年   　　橘
きっ たか

髙　雅
まさ ふみ

史
私は、ブースの準備を含めた12/12，12/13の2日間参加し、

ナノテクノロジーに関する発表を行いました。
私は学校外部での発表も初めてであったので緊張しまし

た。一方、展示物として自分が卒業研究として製作した装
置を持ち込みました。その装置に関する意見やアドバイス
も多く頂き、自分の研究に役立つ貴重な機会となりました。

また、他高専の研究内容も知ることができ、他高専交流

としていい経験ができたと思います。個人的にも興味が持
てる研究が多く、どれも見入ってしまうような発表でした。
外部での発表も初めてな私にとっては良い刺激となりまし
た。

企業様方の出展もどれもこれも素晴らしい展示で、技術
の先端に触れているかのように感じました。本研究室で扱っ
ているナノテクノロジーに関する知識も深まり、非常に有
意義な時間をすごせました。

電子制御工学科 5 年   　　岩
い わ  さ

佐　青
せ い  き

煕
私は、12/12～12/15に開催された Semicon Japan 2017に

出展者として12/14、12/15の2日間参加し、卒業研究の課題
である微細加工技術に関する発表を行いました。半導体関
連の大手企業の方々に発表を聞いていただき、発表内容お
よび発表の仕方について評価をいただきました。また、企
業ブースでは半導体製造関連の最新の製品や現在取り組ま
れている技術の紹介などをしていただきました。私が現在
内定をいただいている会社も半導体製造の自動機の開発・
製造が主であるので、研究内容の発表に評価をいただいた
ことや現在の半導体業界で注目されている最新の技術につ
いてのお話を伺うことができたのは、非常に貴重な経験と
なりました。

4.　おわりに
専攻科生は，国内における学会発表を経験しているので、

THE 高専 @SEMICON Japan 2017の展示ブースにおいて
も訪問者の方々に対し、わかりやすい用語を用いながら説
明していました。プレゼン大会では、清原研究室で試作開
発したポータブルコンパクトインプリントシステム（4号機：
ナノテク教育用に開発し持ち運びを可能とした）の実機を
用いた説明がとても分かりやすかったようです。この功績
により、プレゼン大会で敢闘賞を受賞したことは最大の励
みになりました。

最後に、THE 高専 @SEMICON Japan 2017の出展に際し、
多大なる協力をいただいた株式会社堀場エステック 横井雅
樹氏に対し深く感謝いたします。また、懇親会では本校
OB でもある株式会社堀場エステック 家城孝之氏に出席い
ただき、お礼申し上げます。3日間の短い期間でしたが、と
ても有意義な展示会になりました。今回の経験を糧にして、
清原研究室から海外で活躍するエンジニアが誕生すること
を楽しみにしています。THE 高専 @SEMICON Japan が今
後とも継続され、多くの高専が半導体製造に関連する研究
を出展し、発展することを望みます。
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2017年12月13日（水）～15日（金）の間、東京ビッグサ
イトにおいて開催された SEMICON Japan 2017 における

「The 高専＠ SEMICON」に、本校からも学生が参加してブー
ス出展させて頂きました。「X 線イメージングシステムを用
いた CT の開発」について電気情報工学科５年生の井手上　
凌君（指導教員：平野雅嗣教授）が、「汎用の半導体デバイ
スのみで構成できる超低コスト 非接触物体検知センサ」と
題して電子制御工学科５年生の高岡康平君（指導教員：出
口幹雄教授）が出展しました。

◆  X 線イメージングシステムを用いた CT
の開発

本研究では、マイクロフォーカス線源と X 線カメラを用
いた CT の開発を目的としています。現システムは視野が
小さいものですが、物体に X 線を照射することで、物体の
内部形状を画像データで観測することができます。画像の
撮影では、物体を透過する性質を持つ X 線を被写体に投射
し、被写体の素材や内部構造によっておこる X 線減弱の差
を半導体素子（検出器）を使って捉えることで被写体内部
を観察することができます。被写体を乗せた自動ステージ
を X 線源と検出器の間に置き360度全ての方向から X 線透
過像をデジタルデータとして得て、コンピュータで処理す
ることで三次元情報を得ることを可能にします。CT 画像
は物体を透過する X 線を利用して対象の内部・外部状態を
測定するため、被検査体の切断、汚損、変形などを避けて、
非破壊で検査を行うことができます。

【測定の原理】

X 線イメージングシステムを用いた CT の開発
汎用の半導体デバイスのみで構成できる超低コスト非接触物体検知センサ
 新居浜工業高等専門学校

本校展示ブースの前の井手上　凌君（左）と高岡　康平君（右）

図1　システム配置図
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X 線を物体に照射すると、X 線が物体を通過します。通
過した X 線をカメラが撮影できるように可視光に変換しま
す。その後、カメラで撮影し得られた画像に処理を施し、
その画像から内部構造を観察します。

X 線を物体に照射する部分は X 線発生装置を用い、PC
内のソフトで制御します。照射された X 線を可視光に変更
する部分はイメージングユニットを用い、撮影と画像解析
は PC 内のソフトで制御します。

【問題点・改善案】
現在のシステムの問題点として、手動操作が多くあまり

実用的でないことが挙げられます。特に、被写体の位置合
わせ（ステージ制御）と撮影時の設定（カメラ制御）を自
動で行うように改善すれば、より効率的で正確な観測がで
きるのではと考えました。自動化には LabVIEW というプ

ログラミング言語を用います。

ステージ制御のプログラムでは、コマンドをステージコ
ントローラへ送り、コマンドで指定されたパルス数だけス
テージが駆動する仕組みになっています。

図5　ステージ制御プログラム

  
図2　イメージングユニット構成図

  

  
図3　ステージコントローラ 図4　コマンドファイル
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カメラ制御プログラムでは、RemoteEX と Hipic という
ソフトへコマンドを入力するためのプログラムを作成し、
そこから撮影・保存を行います。コマンドの通信を行う手
法として TCP/IP 通信を用います。作成したプログラムが
クライアント、Hipic 等撮影や保存を行うソフトをサーバと
します。

tcp 書き込み関数（ループ内左）がデータを送信します。
tcp 読み取り関数（ループ内右）はサーバにデータが書き
込まれているかどうかを確認し、まだ実行が完了していな
いコマンドが書き込まれている場合は、クライアントはサー
バへのコマンドの送信をしません。

【終わりに】
今後はこれらを1つのプログラムに統合し、おおまかに撮

影→保存→ステージ移動→撮影というループの動きをする
ように改良をしていき、実用化を図って行きます。また、
それぞれのプログラム単体でも改良の余地（例 : コマンド

入力の自動化）があるので、そちらも随時行って行きます。

◆ 汎用の半導体デバイスのみで構成できる
超低コスト非接触物体検知センサ

物体を取扱い操作するためには、まず、その物体の存在
を認識して位置を把握することができなければなりません。
この意味において、物体検知の技術は工業プロセスのみな
らず、あらゆる分野において最も基本的で重要な要素技術
の一つであり、様々な手法が実用されています。一般に、
物体検知のためには、赤外線センサ、超音波センサ、イメー
ジセンサ、等のセンシングデバイスが用いられますが、実は、
こうした所謂“センサ”と呼ばれる機能素子を用いずとも、
汎用の半導体デバイスのみで構成できる簡単な電子回路で
物体検知機能を実現することができるのです。

【測定の原理】
電線を電気信号が伝播する速度は、基本的には光速度で

すが、周囲が真空でない限り、その物質の誘電率に応じて

図７　測定の原理

図６　カメラ制御プログラム
    

  

ジャーナル160号.indb   39 2018/01/26   9:36:34



SEAJ Journal 2018. 1 No. 16040

伝播速度が低下します。電線の周囲の物質の誘電率を電界
強度で重みづけして平均した量、つまり実効誘電率によっ
て電気信号の伝播速度が決まります。電線の近傍に物体が
存在したり、その物体が移動・変形・変質したような場合、
この実効誘電率が変化することになり、この電線を伝播す
る電気信号の伝播速度が変化します（図７）。この変化を検
出することにより、物体の有無やその状態に関する情報を
取得することができます。この伝播遅延時間の変化は、図
８に示す簡単な構成の電子回路で検出することができます。

一定周期の方形波を電線（検出用線路）に送出し、線路
を伝播した信号を受信します。同じ信号を分岐して、検出
用線路を経ずに受信し、これを参照信号とします。これら
の２信号の排他的論理和をとると、その位相差に応じたパ
ル ス 幅 の 信 号 が 得 ら れ ま す。 こ れ を LPF（Low Pass 
Filter）で平均化すれば、検出用線路の伝播遅延時間に対応
した電圧信号が得られます。この電圧の変化を見れば、検
出用線路の近傍の物体に関する情報を取得できます。

この回路は、一般に市販されている標準的な半導体素子
の組み合わせのみで構成することができるので、極めて低
コストで物体検知機能を実現することができます。しかも、
検知のための特定のセンサ類を必要とせず、単に電線を敷
設するだけでその周囲の物体に関する情報を取得できます。

【応 用 例】 
本測定方法は、誘電率の変化を伴う現象であれば、物体

の検知に限らず、あらゆる事象の検知・検出・計測に応用
ができます。測定の原理上、対象となる物体の材質が誘電
率の大きいものであるほど、検知感度の点で有利になりま
す。身近な物質の中では、水は特異的に誘電率の大きい材
料です。このため、水に関連するセンシングに本技術は特
に有効です。水位計測や水分量の評価、などに応用できる
ことはもちろん、人体は多くの水分を含んでいるため、人
体情報のセンシングにも応用することができます。

例えば、図９は、0.3mm2のビニル被覆導線（全長約2m）

図８　測定回路の構成例

図９　呼吸の検出への応用の例

  

  

ジャーナル160号.indb   40 2018/01/26   9:36:34



セミコンジャパン　MIRAI  GAKKO

SEAJ Journal 2018. 1 No. 160 41

を検出用線路として、安全ベストの網目に縫い付けたもの
を着て呼吸を測定した例です。数秒周期の繰り返し信号が
得られ、意図的に呼吸を止めると周期的変化も停止し、呼
吸に応じた信号が得られていることが分かります。

その他にも図10に示しますように、様々な分野への応用
が考えられます。
参考文献：出口幹雄「実効誘電率の変化の簡便な検出法とその応用」

産業応用工学会論文誌 , Vol. 5, No. 2 （ 2017） pp. 43-51

【参加学生の声】
◆このような発表の場は初めてだったので、とても濃い3日
間に感じました。初対面の人にも分かってもらえるように
意識しながら発表しましたが、頂いた質問の全てには答え
ることができず、自分の理解不足を痛感しました。他高専
の学生と交流することや、高専のブースに来られた方から
進学・就職後の経験など貴重なお話を聞くことができ、参

加してみて良かったと思っています。（井手上 凌）
◆私は、このような展示会に参加したのは初めてで、発表
に際して技術者でない方への表現で戸惑いました。技術に
詳しくない人にも伝わる説明をすることの重要性は自分で
は理解しているつもりでしたが、実際に発表を聞いたり実
験レポートを読んだりして頂く先生方は自分より技術につ
いて熟知しておられ、技術的な用語についての説明を省く
ことが多々あります。初日発表を聞きに来ていただいた方
に分からない言葉があると聞いた時に、技術者とそうでな
い方への説明に求められるものの違いに気付きました。私
は半導体の製造工程に詳しくありませんでしたが、企業の
出展では、その私でも各工程の目的とその製品の利点が理
解でき、自分もこのような説明をするべきだったと考えま
した。学内での発表だけでは気付けなかったことに学生の
うちに気付く貴重な機会をいただいたことに感謝していま
す。（高岡　康平）

図10　その他の応用例
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