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熊本高等専門学校

熊本キャンパス

情報通信エレクトロニクス工学科

平成30年12月12日～14日、東京ビッグサイトで開催され

准教授

つの だ

角田

いさお

功

従来の固相成長技術に比べて1000倍もの高速成長（ただし、

た SEMICON Japan 2018 The 高専＠ GAKKO に、ブース

結晶成長温度は400℃）を実現、②内在応力を組み合わせた

出展をさせて戴きました。以下、熊本高等専門学校

手法では、従来の固相成長技術に比べ約350℃もの低温化を

熊本

キャンパスの出展内容につき、簡単に紹介させて戴きます。

１．出展内容

実現し、低融点絶縁基板の軟化温度以下の成長に成功して
います。
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柔軟性に富んだプラスチックなどの基板上に、高移動度
の薄膜トランジスタや高効率の光デバイスを集積したフレ
キシブルデバイスを実現するためには、プラスチックシー
トのような低融点絶縁基板上に高品質な半導体結晶を非常
に低温（≦150℃）で形成する技術が必要になります。様々
な技術開発が世界中で行われていますが、熊本高等専門学
校・角田研究室では、半導体結晶薄膜を低温で形成するた
めの鍵となる技術が、金属誘起結晶化技術にあると考え研
究に取り組んでいます。金属を用いた結晶成長手法は低温

100
10
1

Stress

Au
Sn

0.1

Ge SPC
Ni (w/o
Cu
metal)
0.01
100 150 200 250 300 350 400 450
Annealing Temperature (℃)
T. Sadoh et al., Electrochem. Solid-State Lett., 14, H274 (2011).
H. Kanno et al., Appl. Phys. Lett., 89, 182120 (2006).
K. Toko et al., Appl. Phys. Lett., 91, 042111 (2007).
K. Kudo et al., ISTDM, WP4-A-3 (2016).
K. Moto et al., Jpn. J. Appl. Phys., 55, 04EJ06 (2016).

成長が可能であること、絶縁基板上で結晶面方位の制御が
可能であること、などの特徴がありますが、未だ150℃以下

図１

の低温で高品質結晶を形成するための技術確立までには

非熱エネルギー重畳による低温高速成長

至っておりません。角田研究室では、金属誘起結晶化技術
に熱以外のエネルギーを組み合わせた新たな低温結晶化技
術を考案し低温化へのアプローチを試みています。

対外活動
高専・大学・企業間の半導体材料・デバイス分野の教育

結晶成長は、熱励起により生じた空孔等の欠陥が介在と

研究連携の向上、推進に貢献することを目的に、
“半導体材

なり、原子間結合がその局所配列を組み替えることで起こ

料・デバイスフォーラム”を平成21年度から毎年開催して

る現象で、一般に、非晶質Ⅳ族半導体材料の結晶成長には

います。今年度で10年（10回）目の開催となる今回は、全

500～700℃もの高温、かつ長時間の熱処理が必要です。し

国各地から高専・大学・企業関係者など225名もの多くの皆

たがって、熱以外のエネルギーを用いて、非晶質半導体内

様にご参加戴き、熱い議論が交わされました。

部に空孔等を形成させることができれば、従来よりも低温、
短時間で結晶成長が生じると期待されます。

本フォーラムは、招待講演、高専・大学学生の研究発表、
大学・企業セミナーの3部で構成しており、第10回の招待講

このアイディアの元、本研究室では熱以外のエネルギー

演では、宇宙航空研究開発機構の新藤浩之氏から「進化す

として①電子線、②薄膜の内在応力、に着目し、上記金属

る宇宙機を支える電子部品技術の研究開発」について、量

誘起結晶化技術と組み合わせた新しい結晶成長法を考案し

子科学技術研究開発機構の大島武氏から「放射線を用いた

ました。現状、Ⅳ族半導体材料としてゲルマニウム（Ge）

ワイドバンドギャップ半導体の欠陥エンジニアリング

に着目し、絶縁基板上に形成した非晶質ゲルマニウム（Ge）

発光中心の量子技術への応用～」についてご講演戴きまし

薄膜の結晶成長に関し、①電子線を組み合わせた手法では、

た。
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学生の研究発表では、12件の口頭発表、25件のポスター
発表があり、活発な議論が交わされました。本フォーラム

熊本高等専門学校・熊本キャンパス
電子材料デバイス教育・研究施設

では、審査委員の採点結果を元に、優秀な講演論文を発表
した学生に対して、発表奨励賞（最優秀賞、優秀賞）を授
与していますが、今年度は4名の高専学生が奨励賞を受賞し、
大学院生に負けない発表を見せています。
また、大学・企業セミナーでは、高専学生に向けた大学

実践的かつ専門的な知識・技術を身につけた高専学生の育成のため、熊本高等専門学
校・熊本キャンパスには電子材料デバイス製作から評価までの一貫教育・研究を行なう施
設・設備が整備されています。その一部を紹介いたします。

電子材料デバイス製作室
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業の特色について説明戴くとともに、学生からの質問にも
ために有益な情報をご提供戴きました。
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半導体材料・デバイスフォーラム

電子材料評価

本フォーラムは2009年度に熊本電波高専半導体材料・デバイス研究部主催のフォーラ
ムとして発足し、以降、毎年1回発展的に継続開催し、本年度、2018年10月20日（土）
に熊本市内におきまして第10回半導体材料・デバイスフォーラムを開催致しました。
本フォーラムは高専学生の教育・研究力向上を図るため、半導体
材料やその関連デバイス研究分野に重点を置き、研究発表・討論を
通じ、高専学生と大学・大学院学生との学生間交流を図る場を提供
しています。
今回は、全国各地の高専・大学・企業関係者等225名（内、熊本、
都城、久留米の3高専から120名）が参加しました。1件の基調講演、
1件の招待講演の後、高専・大学院生等による口頭発表12件、ポス
ター発表25件の研究報告が行われました。高専学生も積極的に質問
しており、活発な議論が行われました。
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２．参加した学生の感想
電子情報システム工学専攻2年

まつ き

松木

けん と

賢斗

今回の「The 高専」を通して学んだことは、要点を伝え
る能力です。
私はこれまでに数件の学会で研究成果を発表してきまし
たが、その多くは私たちの研究分野である半導体材料・デ
バイスに関する学会発表でした。今回の「The 高専」で私
たちのブースに足を運んでいただいた方々の中には、異分
野を専門とされている方も多く、伝えたいことをスマート
図２

対外活動

にまとめることに大変苦労しました。一度聞き手となって、
他高専の発表でわかりやすいと感じた点、説明のつながり

研究施設
上記教育研究を遂行するため、簡単なデバイスや様々な

や言い回しを参考に自分なりにアレンジすることで、一番
伝えたいことを聞き手に伝えられるように心がけました。

電子材料薄膜を作製できるクリーンルームと、それらの電

私は、来年度からエンジニアとして現場で働きます。現

気的・光学的・結晶学的特性を高精度に評価する各種測定

場で働く際には、より一層伝えたいことを明確にする能力

装置を備えています。これらの設備を用い、高専学生への

が求められると思います。技術力のみならず、
「The 高専」

実践的な教育、並びに高専・大学・企業間の共同研究を遂

という貴重な機会で学んだ「伝える能力」に磨きをかけ、

行しています。

半導体業界を支えるエンジニアを目指します。
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おが わ

小川

だい すけ

大輔

を示すことが難しいという点があります。その分、口頭説

今回「The 高専」で学んだことは発表技術です。自分た

明やボディランゲージによるわかりやすい発表力を身につ

ちが行っている研究は基礎研究であり、デバイス等の実物

けたいと感じました。これらの力の会得に伴い、プレゼン

を用意することが困難です。そのため、展示という発表形

テーション能力を高めていきたいと思います。

式にはあまり向いていません。そこで、要点を理解しても
らうために口頭での説明に力を入れました。
しかし、実物の展示や実演等の工夫により聴講者の注目
を集める他高専の発表に比べ、自分たちの発表にはインパ
クトが欠けていました。さらに、他高専の学生は研究成果
のストロングポイントを伝えるために目的と結果の関係を
詳しく説明しており、それらの分野に馴染みのない自分で
も理解することが出来ました。今回の反省を踏まえて、今
後は聴講者の関心、注目を集めることができる発表を心が
けていきます。
最後に、このような場を用意して下さった企業の方々に
心より感謝申し上げます。
情報通信エレクトロニクス工学科5年

し みず

さとし

清水

智

今回「The 高専」のブースにて、現在研究を行っている
半導体結晶の低温形成についてポスター発表を行わせて頂
きました。このような大きな展示会での発表は初めてで、
非常に良い経験になったと感じています。他高専の学生だ
けでなく企業の方や大学の教員の方など多種多様な方々が
発表を聞いて下さり、学内で実験を行っているだけでは得
ることのできなかった様々な意見や感想を頂くことができ、
非常に参考になりました。特に企業の方からは、実用性の
面での質問や、実験へ利用できそうな装置の紹介など普段
伺うことのできない意見をお聞きすることができ、今まで
になかった視点で自分の研究を見つめる良い機会となりま
図４

した。また、自分がかみ砕いて説明したつもりでも、あま

発表の様子

り伝わっていない場合が多々あり、簡単で的確に説明する
ことの難しさも実感しました。これから研究に励むととも

SEMICON Japan 2018 The 高専＠ GAKKO には、熊本

に、説明能力の向上を目指し、基礎知識の強化などから行っ

高等専門学校

ていきたいと思います。

輔君、清水智君、角和章君、合計4名が参加しました。参加

情報通信エレクトロニクス工学科5年

すみ

角

かず あき

和章

専攻科2年の松木賢斗君、本科5年の小川大

した4名は、企業のエンジニアや大学教員など多種多様な
方々に対して研究発表を行なうのは初めてでしたが、発表

この度は「The 高専」にて初めて、半導体の低温結晶成

方法を学生間で相談、工夫し、懸命に説明を行なっており

長についてポスター発表を行わせて頂き、様々なことを学

ました。学生諸君に、学内では得ることのできない貴重な

びました。

経 験 を さ せ て 戴 き、SEMICON Japan 2018 The 高 専

他高専の学生や企業の皆様、多くの来場者の方々との意

＠ GAKKO を開催戴きました協賛企業関係者の皆さま、
ブー

見交換をすることができ、学外での発表がいかに貴重な機

ス出展において、ご支援戴きました（株）荏原製作所の皆

会であるかを実感しました。貴重な発表機会を有意義なも

さまに心より御礼申し上げます。

のにするには，
活発な議論を行う事が重要です。そのために、

最後に本研究にご協力、ご支援戴きました共同研究先の

自身の研究テーマや予備知識をよく理解すること、そして

皆さま、並びに本研究室の卒業生諸君、現学生に心より御

内容を的確に他者へ伝える力が必要であることも強く認識

礼申し上げます。

しました。私達の研究には、わかりやすいモデル等の実物
28
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Homemade 計測器による新規電子デバイス材料の特性評価

一関工業高等専門学校
電気情報工学科5年

は

せ がわ はる き

長谷川 晴紀
さ とう ま わ た

佐藤 茉海

1．はじめに
一関工業高等専門学校は岩手県の最南端に位置し、仙台市
と盛岡市の中間地点（一関市）にあります。本校より自動車で
10分弱の場所に一ノ関駅（JR 東北新幹線）があり、東京駅ま

み しま やすし

三島 康

ふじ た

み

き

み

こ

指導教員

准教授 藤田 実樹

指導教員

助教 八木 麻実子

や

ぎ

ま

行うために、抵抗率の測定を一関高専で行いたいと考え、ハン
ドメイドの抵抗率測定器を作製しました。本校の技術職員に
協力を仰ぎ、アクリル製の4端子プローバーを作製し、測定器
を構築しました（図1）。
この測定器が実用に耐えうるものかどうか、確認するために、

で約2時間で着きます。岩手県は半導体産業や自動車産業が盛

抵抗率の判明している Si 基板を用いて装置の評価を行ったと

んな地域です。本校は地域企業との連携を促進し、各産業界

ころ、やや誤差はでたものの、評価装置として信頼に足るデー

で活躍する人材の育成を重要な課題としています。幸運にも

タが得られました。

THE 高専＠ SEMICON Japan 2018へ参加させていただける

これまでのところ、本研究でも n 型 Ga 2O3の抵抗率制御は

ことになり、電気情報工学科5年生3名を連れていくことができ、

あまりうまくいっていませんが、本測定装置でこれまで得られ

大変うれしく思います。このような貴重な機会を学生に体験さ

た中で最も抵抗率が低いサンプルを測定したところ、57 k Ω /

せることができ、無事に出展を行うことができたことに対し、

cm の抵抗率が得られました。

ご支援をいただきました関係者の皆様に、深く感謝申し上げま
す。

当該装置を用いることで、効率的に実験を行うことが可能と
なりましたので、今後は、学生とともに PDCA サイクルを効率

以下に出展内容および学生の感想等を報告させていただき

良く行いながら、n 型 Ga 2O3の抵抗率制御の研究をスピーディ

ます。

に進めていき、Ga 2O3パワーバイスの作製へ向けて研究を進め

２．出展内容

ていきたいと考えています。
（謝辞 : 科研費基盤 C 17K05045）

本校では、
「Homemade 計測器による新規電子デバイス材
料の特性評価」というタイトルにおいて、2研究室の研究成果
を発表・展示しました。
「パワーデバイス材料の探索 ～ Ga 2O3
の電気伝導度の制御～」については長谷川 晴紀君（藤田研究
室）が、
「人造黒鉛を用いたフレキシブルセンサの開発」につ
いては佐藤 茉海さん、三島 康君（八木研究室）が出展しまし
た。

2.1

 ワーデバイス材料の探索 
パ
～ Ga2O3の電気伝導度の制御～

Ga 2O3は、GaN や SiC よりもさらに高性能のパワーデバイス
を作製できる可能性があり、パワーデバイスの材料として近年、
大きな注目を集 めています。 このための 基 礎 技 術として、
Ga 2O3の抵抗制御技術を確立する必要があります。
本研究では、将来の量産を見据え、簡易的なスパッタリング
法を用いて研究を進めています。スパッタリング法では抵抗率
制御に成功した例がありませんので、まず、Sn や Si を n 型ドー
パントとして用いて、n 型 Ga 2O3を作製し、その抵抗率制御を
行うことをはじめの目標として、研究を進めています。
学生の教育の一環として、また、PDCA サイクルを効率良く

図1

抵抗率測定器
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2.2

 造黒鉛を用いたフレキシブルセン
人
サの開発

高感度生体センサの材料として、グラファイト、グラフェン等

イデアを形にしていきたいと考えています。今後は検討すべき
課題を克服し、応用が期待される医療、介護、福祉等へ展開
していけるように研究を行いたいと考えています。

の低次元炭素系材料が注目されています。これらはサイズ・形

３．参加学生の感想

状等に起因した特異な電子物性を発現することから、様々な応

電気情報工学科5年

長谷川 晴紀

用へ展開が期待されています。本研究では身の回りの炭素系

とても緊張しましたがそれは最初だけでした。緊張していた

材料を生体情報モニタリングデバイスへ適用できないか検討を

のは話し方や伝え方が分からなかったのと、どんな人が来てど

行いました。

う評価されるのかが分からなかったからで、それを理解してか

身の回りの炭素系材料（人造黒鉛）として、鉛筆や、熱対

らは聞く人に合わせた臨機応変な発表ができていたと思いま

策シートとして利用されるグラファイトシートに着目しました。

す。その中で様々な立場の方から様々な指摘を頂くことができ、

これらは歪センサへ適用が可能であると近年報告されていま

自分の視野の狭さに気づきました。また、このような場でアウ

す [1-3]。展示会では鉛筆と紙を用いて開発したフレキシブル

トプットする意義を強く感じました。敢闘賞を頂くことができ、

歪センサをご紹介しました。本 校の技術職員の協力を仰ぎ

嬉しかったです。

Homemade Bending System を作製し、グラファイトワイヤを

また、各ブースで多くの技術知見に触れる中で、自分が持っ

屈曲／伸縮させたときの抵抗変化率を測定しました。図2のよう

ている知識が手を繋ぎ広がっていく感覚はとても新鮮でした。

に、グラファイトワイヤは市販のコピー用紙の上に鉛筆のグラ

このような質の感覚を糧にしたバイタリティで就職後も励んでい

ファイトを擦り付け、両端に銀ペーストにより電極を施しました。

きます。

図3にグラファイトワイヤの屈曲／伸縮測定系を示します。
グラファイトワイヤの長さを変化させた場合では、ワイヤの長
さが短くなる程、抵抗変化率が増加する傾向が観測されました。

電気情報工学科5年

佐藤 茉海

私は SEMICON Japan に初めて参加し、見るものすべてが

また、グラファイトワイヤの形状を直線形状と U 字形状で準備

刺激的で、これほど大規模に実施されることに驚きました。1

し、両者の抵抗変化率を測定しました。U 字形状の抵抗変化

日目は来場者の方に研究内容をわかりやすく伝えることに苦労

率は直線形状のそれよりも上昇傾向にあることがわかりまし

しました。しかし、日を重ねるうちに来場者の方に研究内容を

た。さらに、U 字形状のワイヤを中指に装着し、中指の屈伸

伝えることができるようになりました。自分たちが進めてきた研

動作による電気的特性をモニタリングしました。U 字形状のグ

究を、企業の方に興味を持って頂いたり、意見やアドバイスを

ラファイトワイヤは時間の推移に従い、中指を伸ばした状態（抵

頂いたりすることができ、今後の研究にも活かせる有意義な時

抗：低）および屈曲させた状態（抵抗：高）の動作を繰り返し

間にすることができました。また、他高専の研究内容を知るこ

検出しました。これにより、鉛筆と紙を用いて、身体動作モニ

とができ良い刺激となり、他高専交流として良い経験ができた

タリングセンサを作製することが可能であると考えられます。

と思います。

本センサは低コストかつ所望の形状を簡単に紙の上に描き作

SEMICON Japan への参加を通して、周囲の意見を取り入

製が可能です。現在、低学年を対象とした教育教材を開発し

れ協力すること、柔軟な発想の大切さ、ものづくりの面白さ、

ています。本センサの最大の魅力は簡単に作れるという点にあ

難しさ等様々なことを学ぶことができました。そして、知識のイ

ります。手がよく動き粘り強さを持つ高専生とともに、様々なア

ンプット・アウトプットをすることができ、このようなイベントに

Bending System

Pencil

Keithley 2450

Graphite
Substrate

図2
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鉛筆と紙を用いた試料の作製について

図3

グラファイトワイヤの屈曲／伸縮測定系
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セミコンジャパン
参加できたことにとても感謝しています。

MIRAI GAKKO

本校の協賛企業の SCREEN グループ様には出展内容のチ
ラシをカラー両面刷りで500枚準備していただきました。チラ

電気情報工学科5年

三島 康

SEMICON Japan という大きな舞台で、聞いてくださる企業
の方々にどうすればわかりやすく理解してもらえるのか、どのよ
うな発表が聞きやすいのかということを意識し発表しました。

シの残部は本校の教員全員、電気情報工学科3、4年生および
本科1年生に配布させていただき、SEMICON Japan の宣伝、
出展報告をいたしました。
最後に、本展示会の出展に際し、多大なご支援をいただき

様々な方々と交流する中で次第に発表に慣れていき、プレゼン

ました SCREEN グループの株式会社テックインテック様、株

大会では敢闘賞を頂くことができました。また、今後社会で活

式会社 SEBACS 様に深く感謝申し上げます。また、本展示会

用し得る有益な情報や知識もたくさん得ることができました。

の準備から当日の進行までの長期にわたりご協力いただいた株

さらに、新たな目標も生まれ次へと進むステップができました。

式会社 SCREEN ビジネスサポートソリューションズの松岡様に

非常に貴重な経験をすることができとても感謝しています。今

は大変お世話になりました。東京エレクトロン FE 株式会社の

後の研究でも今回学んだことを活かして頑張っていきたいです。

弓田様には様々な手配等においてお世話になりました。出展参

４．おわりに
本校の参加学生3名は今回が初めての学外発表でした。図4
はプレゼンを行った3名の学生です。国内最大級の半導体産業
の国際展示会に皆非常に緊張していました。活気あふれる会
場で様々な来場者の方々と交流させていただき、各々が多くの
ことを学び、大変有意義な時間を過ごさせていただきました。
また、懇親会では壇上で学生一人一人にスポットライトを当て
ていただきありがとうございました。さらに、プレゼン大会で
は敢闘賞をいただき、学生にとって大変励みになりました。図5

加企業の皆様に厚く御礼申し上げます。

参考文献
[1] N. Kurra and G. U. Kulkarni,“Pencil-on-paper: electronic
devices,”Lab Chip 13, 2866-2873, 2013.
[2] C.-W. Lin, Z. Zhoo, J. Kim, and J. Huang,“Pencil Drawn Strain
Gauges and Chemiresistors on Paper,”Sci. Rep 4, 3812-1-6,
2014.
[3] T. Saito, H. Shimoda, and J. Shirakashi,“Investigation of strain
sensors based on thin graphite wires,”J. Vac. Sci. Technol. B
33, 042002-1-5, 2015.

は懇親会における表彰式の様子です。

図4

一関工業高等専門学校の展示ブース前における

図5

懇親会での表彰式の様子

プレゼンを行った3名の学生
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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


情報通信システム工学科

本科５年
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中 に15個 も 入 っ て い ま す。 ク ロ ッ ク な ど の 水 晶 振 動 子
（TXC）も含めると非常に多くの弾性表面波素子が使われ

半導体産業は、半導体の集積度が年々向上するというイ

ています。やはり、弾性波素子は共振子特性に優れ小型に

ンテル社のゴードンムーア氏が提唱したムーアのルールか

出来ことが理由になっています。しかしながら、
5G ではキャ

ら、まさに、移動体通信の端末であるスマートフォンや次

リア周波数のメインバンドがミリ波や5GHz 以上のマイク

世代移動体通信に変ってしまったと言っても過言ではない

ロ波帯などであり、少なくとも弾性表面波フィルタを使う

と言える状況です。例えば、昨年末から、米国と中国の貿

ことは出来ません。そこで我々はダイヤモンドを用いた

易摩擦が本格化し、中国市場での iPhone 端末の不買運動の

SAW デバイスの可能性について提案をしています。また、

ため、その販売下落を要因としてアップル社の全体売上が

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

下がり、アップル社の株価も大きく下げたことが報道され

ブグループ長らと協力し、沖縄県に高付加価値製品である

ています。移動体無線通信に関する産業は、
言うまでもなく、

電子部品の産業創出に向けた取り組みを行っています。

今や、経済を大きく左右する規模となっています。中国で
は5G の研究開発に相当な力を入れており、2018年アジア地

２－２

これまでの研究活動概要

区での IEEE の国際会議では、非常に多くの中国人研究者

これまでの先行研究では、単結晶ダイヤモンドと AlN 圧

からデバイスからシステムまで5G 関連の発表が行われてい

電体薄膜の組合せにより、5 GHz 帯（音速11000m/s、波長

ます。また、日本では、経済活性の一つとして、2020年サー

2μｍ）で8,346と驚異的な Q を持つ超高性能 SAW 素子を

ビス開始について1年前倒しが行われ、2019年からのサービ

実現しました。[2]

ス開始に合わせ、政府とキャリアを中心にその取り組みが

周波 SAW フィルタを実現することを目標としています。

始まっています。5G では通信容量のアップのみならず、超

SAW の高周波化は一般には微細配線であるもののダイヤモ

低遅延、多数同時接続が特徴として上げられており、これ

ンド基板上に、12C のみ100% 構成されたダイヤモンド薄膜

らの特徴を活かしたサービスが求められております。5G 導

により高音速化することを検討しております。ダイヤモン

入により少子化が招く様々な社会問題の解決策となる期待

ド SAW フィルタは、図1に示す通り、圧電性薄膜を積層し

この研究をさらに発展させ、さらに高

から、総務省では高専生向けや一般向けに5G アイデアコン

た構造となっています。ここで、表面波が伝搬する基板を、

テストの募集がありました。昨年、沖縄高専から４つのア

12

イデアが採択されました。また、5G 実証試験地区として一

を大きくすることを考えました。既に12C のみ100% 構成さ

般のアイデアコンテストを通じ、手を挙げているところで

れたダイヤモンド薄膜は、物質材料研究機構（NIMS）の寺

C のみ100% 構成されたダイヤモンド薄膜することで音速

す。今回、
“The 高専”のブースをお借りし、5G に関連す
るテーマとして、
「ミニマルファブを用いたダイヤモンド
SAW デバイスの作製～シリコンパラダイス構想～」と「ド
ローンを用いた ITS 融合ネットワークの構築」の2テーマ
について発表させて頂きました。

２．ミニマルファブを用いたダイヤモンド
SAW デバイスの作製
２－１

はじめに

現在、SAW や BAW フィルタは周波数フィルタとして欠
かせない存在となっており、何と一つのスマートフォンの
32
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図１

現在検討しているダイヤモンド SAW デバイスの構造
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セミコンジャパン

MIRAI GAKKO

地らにより実現しており、今回、NIMS の協力の元、図2に

地とすべく、システム構築を行っています。その一つとして、

示す素子を試作・評価しました。その評価結果は、図3に示

有線給電について紹介します。

すとおり。図1にネットワークアナライザによるアドミッタ
ンス特性について示しめします。共振周波数6.77GHz であ

３－２

ドローンの有線給電システム

ることから、SAW 位相速度は13533m/s となり、従来のダ

沖縄北部や離島の僻地では、電波障害となる樹木などの

イヤモンド SAW の位相速度の約30％の大幅にアップする

植生は土地の高さも含め5～30ｍ程度と見積もられ、マイク

結果になりました。他にも広帯域になっていることを示し

ロ波帯を使った通信を確保するためには、Line of Sight 見

ており、次世代 SAW フィルタとして非常に可能性がある

通しは50ｍ高度が維持できれば可能と考えております。そ

ことを示す結果になりました。現在、再現性を含め、様々

のため、通信機器を搭載した長時間ホバリング可能なドロー

な解析・確認を行っています。

ンを作ってしまえば、IoT センサーとなる移動するドロー
ンとほぼ通信が可能になると考えております。また、ドロー

2.0

ンの消費電力が数 kW に達することから、ケーブルの重量

Admittance (S)

1.5

を抑えるためには、高圧送受電システムが必要となり、高

Conductance
Susceptance

圧送電として汎用化されている400V の直流送電システムを

1.0

構築することにしました。送電側は、松下プレシジョン製

0.5

V と し、 バ イ コ ー ジ ャ パ ン の BUS コ ン バ ー タ（ 型 番

0.0

テムを構築しました。送電線は AWG18を用いることでき、

の直流電源（型番 PRK500-3.2）により、AC100V → DC400
BCM6123xD1E2663yzz）により DC400V → DC24V のシス
50ｍでも電線総重量は約1.5kg しかなく、十分、今回用いた
ドローンのペイロード範囲に収まっております。実際に

-0.5

PHEV 車に搭載し、PHEV 車からの電源供給によりフライ
トした様子を図3に示します。このときの消費電力はペイ

-1.0
2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Frequency (GHz)

図２

ロードなしで400W、ペイロード2kg で600W となり、十分
な性能を示すことが分かりました。

試作した同位体（ C）のダイヤモンド
12

SAW 共振子の測定結果
２－３

ダイヤモンド SAW の研究活動

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。
３－１

ドローンを用いた ITS 融合ネットワークの構築

ドローン IoT センサーとして期待され、既に災害現場や
農作物の育成管理として使われ始めております。このセン

図３ （a）PHEV 車に直流電源を搭載した状況

サー、ドローンに高速通信が備わり、同じ移動体である自

（b）有線給電によるフライト状況

動車との通信が可能となると、その用途は、さらに広がる
と考えております。今回、この一つとして、現在、三菱自

３－３

ドローンを用いた ITS 融合ネットワークの今後

動車工業と共同研究を進めている PHEV 車との連携につい

沖縄県内における農作物として、パイナップルの育成管

て、その一部を紹介します。他府県と同様、沖縄県でも農

理や鳥獣（いのししやからず）駆除を取り上げ、AI で判断

作物の育成は人口密集地ではない、僻地や離島で盛んに行

できるようデータベースの構築や解析なども組み入れよう

われており、そこには、電力や通信などのインフラがあり

としております。この一連のシステム（ドローンや車によ

ません。この PHEV 車を電力だけでなく、情報も含めた基

る画像データ取得～アドホックネットワーク経由による
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データ通信～クラウド上におけるデータ解析）が、正常に

ている企業の方々と学生が、直接、語り合うことが出来、

動作し、農作物の育成状況や鳥獣の生態状況などに活用で

自らのキャリアを考える機会になったと考えております。

きることを示していきたいと考えております。

引き続き The 高専を継続して頂き、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

おわりに

と存じます。

簡単ですが、The 高専にて発表した研究テーマ2点につい
て紹介致しました。ご承知の通り、
日本経済や社会は、グロー

謝辞

バルな情勢に大きく左右される時代になりつつあり、少子

株式会社フジキンを含め、セミコンジャパン The 高専の

高齢化に伴い、産業界のみならず教育現場も大変苦しい立

関係者の皆様にこの場をお借りし、改めて、厚く、お礼申

場に置かれつつあります。よく言われていることですが、

し上げます。

昨年ノーベル賞を受賞された本庶先生をはじめとし受賞さ
れた方々は過去の日本人が築き上げて来た成果のたまもの
であります。日本の大企業においてもイノベーションと呼
ばれる製品が少ないなどと言われております。これからは
過去とは違った成功モデルが必要になると考えております。
どのようなシステムが良いのか手探りではありますが、
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たいと思います。今回、セミコンジャ
パンにて企画された The 高専は、特に、僻地の高専生が参

参考文献
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務

省
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2. S. Fujii, et al, "One-port SAW Resonators Fabricated on SingleCrystal Diamond," IEEE International Microwave Symposium,
TU1D-6-1~3, 2013
3. S. Hara, et al, "Development of Fundamental Manufacturing
Process for Minimal Fab," International Conference IC Design
and Technology, 2016

加できる機会として本当に貴重であり、最先端で活躍され

今回の発表者と、発表の様子
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Nd:YAG レーザーを用いた PLD 法による高品質な酸化物半導
体の結晶成長に関する研究報告とセミコンジャパン初めての遠隔
授業の試み
旭川工業高等専門学校
たかしま

ゆう ご

専攻科生産システム工学専攻2年（電気情報工学科卒業） 高嶋



指導教員

電気情報工学科

はじめに
東京ビックサイトなど大会場で開かれる全国規模のイベ
ントにいつか参加してみたいという希望がかねてよりあり
ました。学会やシンポジウムなど学術的な集まりには学生
とともに発表する機会はありましたが、展示会に出展をす
ることは今回が初めてでした。
また、旭川は北海道の中心に位置し、51校ある国立高専
の中で最北に位置します。学生にとっては旅費の問題があ
り東京へは簡単には来られません。今回は、半導体業界に
ついての魅力を知ってもらうために、旭川高専の教室と東
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ました。
本報告では、我々の研究内容の紹介とともに遠隔授業に

ち

佑伍、1年（電気情報工学科卒業） 千葉

教授
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図１

Nd:YAG レーザー PLD 法で作製した SrTiO3膜の
c 軸格子定数のアニール温度依存性 [1]

ついての報告をいたします。

研究発表内容
高品質の酸化物半導体薄膜の結晶成長は、分子線エピタ
キシー（MBE）法のほか、KrF エキシマレーザーなどの気
体レーザーを用いたパルスレーザー堆積（PLD）法が用い
られてきました。しかしながら、MBE 法は冷却のための運
用コストが大きく、また、KrF を用いた PLD 法は、KrF
が毒ガスであるため、設置環境を選び、また KrF ガスの価
格も上昇している等の問題がありました。
一方で、固体レーザーである Nd:YAG レーザーを用いた
PLD 法は、これまでレーザー強度の安定性から酸化物半導
図２

体薄膜での使用は敬遠されてきましたが、設置条件やコス

プレゼンの様子

ト面において大きな利点があります。
これまで我々は、Nd:YAG レーザーの第4次高調波を用い
た PLD 法でホモエピタキシャル成長した SrTiO3 薄膜につ
いて研究し、c 軸方向の拡大量 0.01Å程度の良質な膜の作

遠隔授業
旭川高専電気情報工学科１年生を対象に、セミコンジャ
パンの様子を中継する遠隔授業を初めて開催しました。

製に成功しました。また、作製したままの状態では酸素欠

きっかけは、本校入学生が半導体業界をほぼ知らないこ

陥による導電性が現れますが、800℃24時間のポストアニー

と、スマートフォンなどの身近な製品がどのような会社で

ルによって、導電性を失うことがわかりました。入射レー

どのような装置を用いて作られているか知識がないこと、

ザー強度に依存し、格子のひずみが発生しますが、最適化

旭川のような地方都市では、半導体にかかわる企業がほぼ

することによって、図１のように導電性がほぼない格子拡

なく情報が入ってこないことなどから、この機会に少しで

大量0.01Å程度の膜の作製に成功しました。

も興味を持ってもらいたいという願いです。
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初めての試みのため、通信環境、特に音声の連続性につ
いて心配していましたが、何度かの通信テストを経て調整
したところ、特に大きな問題とはなりませんでした。

紹介できたことはとても意味のあるものだと思っています。
高専のブースでは多くの方に足を運んでいただき、学生2
人で3日間対応するには大変なものでした。ですが、その甲

遠隔授業の構成は、SEMI の Leslie Tugman 氏からご挨

斐あって得るものも多かったと思っています。ポスターに

拶をいただいた後、篁より高専ブースの紹介をし、続いて

興味を持たれる点は様々で、自分では考えることのなかっ

東京エレクトロン FE 株式会社

弓田敦様、株式会社日本

た観点からの疑問や意見を投げかけて頂きました。それは

佐藤秀敏様、株式会社 DISCO 塩津聡様か

今後の研究のためだけでなく、これから自分が何かしらに

ら、本校1年生に向けて御社の説明や高専で学んでほしいこ

取り組む時に必要な物の見方、考え方を学ばせて頂いたと

となどを伝えていただきました（図３）
。また、株式会社フ

考えています。また、プレゼンテーションにおいては伝え

ジキン様からも下町ロケットなどの紹介もしていただきま

るべきことを整理することで自分の研究を改めて見直すこ

した。最後には本校参加学生から、仲良くなった他高専の

とができました。日を追うごとにプレゼンテーション能力

学生とともにセミコンジャパンに参加した感想を１年生に

そのものが向上したと確信しています。プレゼン大会では

伝えていました（図４）
。

入賞は逃したものの他の高専や企業の方にお褒めの声をか

マイクロニクス

1年生にとってはとても刺激になっていたようです。

けて頂いたこと嬉しく思います。そして、このような形で
高専と交流をする機会を与えて頂いた協賛企業の方々に大
変感謝しています。
この3日間はとても刺激的で充実したものでした。このよ
うな貴重な機会を頂けたことに感謝し、この経験を社会に
出てからも活かせるよう残りの学生生活を送っていきたい
と思っています。

おわりに
この度はお招きいただきありがとうございました。また、
高専の特設ブースを設置していただきありがとうございま
す。高い位置での The 高専の文字は遠くからでもはっきり
図３

遠隔授業中の教室の様子

目立つのでとてもよかったと思います。運営に関しても、
東京エレクトロン FE の弓田様はじめ、関係者の皆様にと
ても親切にご対応いただき、初めての出展でしたが、とて
も安心して準備、発表ができ感謝いたしております。
参加学生からは、本当に来てよかったとの意見をもらっ
ています。特にこれだけ多くの企業が参加する展示会で専
門家向けの説明やセミナーが聞けたこと、展示ブースで学
会とは違う視点で多くの方から貴重な意見交換ができたこ
と、進路の選択の幅が広がったこと、をあげていました。
教員からは、まず、半導体業界最大のイベントに高専と

図４

本校参加学生と他高専学生が遠隔授業で
説明している様子

参加学生から
今まで半導体業界のイメージはぼんやりとしたものでし
た。今回セミコンに参加したことによって半導体業界の仕
事やそれに関わる企業のことを知り、はっきりとイメージ
を持つことができました。同時に、このような業界をもっ
と学生に知ってもらいたいと感じました。そのような面で
は、遠隔授業をさせて頂き、旭川高専の学生にこの業界を
36
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して一区画をとっていただいていることに感謝いたします。
また、高専卒業生が何名かブースを訪れ、活躍している卒
業生とお話ができたことが驚きです。高専としても本イベ
ントを広報させていただくとともに、協賛企業はじめ出展
企業へ高専卒業生の実力をアピールしていければと考えて
おります。来年以降もぜひ参加させていただければ幸いで
す。

参考文献
[1] Koji Takamura, Takumi Fujiwara, Akinobu Yokota, Motonori
Nakamura, Kenichi Yoshimoto, Phys. Status Solidi C, 1600190
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液滴室温ナノインプリントによる DLC マイクロ・ナノデバイスの
開発
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1.

はじめに

ターンを大量に一括転写できる液滴室温ナノインプリント
リ ソ グ ラ フ ィ（Droplet Room-temperature Nanoimprint

平成30年9月上旬、THE 高専＠ SEMICON Japan 2018に

Lithography：DRT-NIL）を用いて、公開講座を実施する

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

ことにより、我々の生活に深く関わっているナノテクノロ

ン FE 株式会社の弓田敦氏より、厳正なる審査の結果、出

ジーの基礎知識を小・中学生により認知、理解してもらう

展することが決まった旨の連絡があり、その後、協賛企業

ことを目的としている。

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

ポータブル室温ナノインプリントシステムの除振台の重

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、

量が10 kg と「ポータブル」にしてはかなり重いため持ち

出展の準備を進めました。

運びが容易でなく、また設置場所を選ぶ必要があった1）。そ

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

のため本研究では、重量の原因である除振台を試作するこ
とで、容易に持ち運べるポータブル室温ナノインプリント
システムの除振台の改良についても検討した。

後期中間試験が実施されたため本科学生が参加することが
できました。そのため、清原研究室所属本科5年の4名の学

2.2

改良したポータブル室温ナノインプリントシステム

生を発表させることにしました。一部の学生は、国内での

本研究で改良したポータブル室温ナノインプリントシス

プレゼンテーションを経験しているので、大きなプレッ

テムの構成を図1に示す。ステッピングモータ［SGSP20-85

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

シグマ光機㈱］で加圧し、ストレインゲージ式ロードセル

を積ませるために出展することにしました。

［LC1205-K050、㈱エー・アンド・ディ］で圧力測定、イン

本研究室は、豊橋技術科学大学、産業技術総合研究所と

ジケータ［AD-4531B、㈱エー・アンド・ディ］で圧力を

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

数値化し、その値をコントロールソフトウェア（PC）上で

滴室温硬化ナノインプリントリソグラフィによるダイヤモ

フィードバック制御することにより、加圧時の圧力を一定

ンドライクカーボン（Diamond-like Carbon：DLC）マイ

値にしている。

クロ・ナノ機能性デバイスの開発をしています。また、試

従来のナノインプリントシステムは卓上型であるが、除

作開発したポータブル室温ナノインプリントシステムを用

振台として使っていたベローズ形空気ばね［PSB-1-145P、

いて、主に次世代フラットパネル用 DLC エミッタ、医療

㈱倉敷化工］が10 kg と非常に重いため、容易に持ち運び

MEMS 用摺動部品である DLC マイクロギヤの作製を目指

ができるものではなく、設置する場所を選ぶ必要があった。

しています。

そこで、軟式野球ボール［マルエスボール、A 号、J.S.B.B. 公
認球、ダイワマルエス㈱］を使った軽量な除振台を提案し、

2.

出展内容

2.1

ナ ノテクノロジー教育のためのポータブル室温ナノ

以上の結果、除振台の重量が10 kg から3 kg へ約1/3 、装

インプリントシステムの開発

置込みで14 kg から7 kg へ 1/2 の軽量化となり、除振台価

設計、試作した。図2に試作した除振台の外観と仕様を示す。

ナノテクノロジーにより見出された新素子や新物質など

格も￥34,890 から￥10,752 と1/3 のコストダウンとなった。

は、スマートフォンやパソコンなどの身の回りの機器に多

また、ディジタル振動計［VB-8205SD、㈱ マザーツール］

く用いられている。また、幅広い分野で応用され、あらゆ

を用いて振動の測定をし、除振効果の評価を行った。z 軸

る技術分野に関わっている。このような観点から、ナノテ

上の除振効果の測定した結果、各軸それぞれの加速度が x

クノロジーは産業を支える基盤技術であり、社会を発展さ

軸は 7.7 m/s2から0.5 m/s2 へ、y 軸は 10 m/s2から0.6 m/s2

せるために不可欠な技術であるといえる。本研究では、ナ

へ、z 軸は 28 m/s2 から1.1 m/s2 へと減少しており、試作

ノテクノロジーの一つとして注目され、ナノオーダーのパ

した除振台には除振効果があることが分かった。以上の結
SEAJ Journal 2019. 1 No. 164
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果から、重量、装置価格も抑えた除振台が設計でき、より
持ち運びが容易なポータブル室温ナノインプリントシステ
ムへと改良することができた。

図3

公 開授業で行った DRT-NIL によるマイクロ
ギヤパターンの形成プロセス

2.4
図1

改 良したポータブル室温ナノインプリントシステム
の構成

公開講座

本研究で開発したポータブル室温ナノインプリントシス
テムを用いて、小・中学生を対象とした公開講座を開催した。
内容は以下のように行った。
（a）ナノテクノロジーについて PowerPoint を用いて説明
（b）ポータブル室温ナノインプリントシステムによる液滴
室温ナノインプリントの体験学習
（c）手作り光学顕微鏡（300倍）の製作
（d）手作り顕微鏡によるインプリント結果の観測
講座後にアンケートを実施した結果、ナノテクノロジー
が身近に使われていることを知らなかった小・中学生が半

図2

試作した除振台の外観と仕様

数以上いた中で、何なのか、全員がよくわかったあるいは
わかったと答えた。

2.3

液滴室温ナノインプリントリソグラフィによるマイク
ロギヤパターンの形成

2.5

おわりに

本研究で開発した室温で硬化する可塑材料であるポリシ

ポータブル室温ナノインプリントシステムの除振台の軽

ロキサン［HSG-R7-13、日立化成 ㈱］を使用する液滴室温

量化、低コスト化が実現し、あらゆる場所での液滴室温ナ

ナノインプリントリソグラフィ（Droplet Room-temperature

ノインプリントリソグラフィを行え、身近にあるナノテク

Nanoimprint Lithography：DRT-NIL）を公開講座で利用

ノロジーについて、小・中学生に興味を持ってもらうこと

した。図3に公開講座で行った DRT-NIL によるマイクロギ

ができた。

ヤパターンの形成プロセスを示す。本研究ではこの方法で
医療 MEMS 用の摺動部品の開発を目指している。公開講座

3.1 U
 V-PDMS モールド液滴室温リバーサルマイクロコ

では、ポータブル室温ナノインプリントシステムを用いて

ンタクトプリントによる DLC ドットアレイの作製

マイクロギヤの転写パターンの形成を行った。4,536［個 /

近年、多くの電子機器にはナノテクノロジーによって見

cm2］のマイクロギヤパターンを有するポリジメチルシロキ

出された新素子や新物質などが多く用いられている．本研

サン（Polydimethylsiloxane: PDMS）モールドを使用した。

究では、大量のナノオーダーパターンを大量に一括転写で

その際、インプリントしたマイクロギヤを光学顕微鏡で観

きる技術として注目されている液滴室温リバーサルコンタ

察するため、基板をシリコンウエハでなくスライドガラス

クトプリント（Droplet Room-temperature Reversal Micro

に変更してインプリントを行った。

2)
Contactprint Lithography：DRTRM-CL）
によるフラット

パネルディスプレイ（FPD）用ナノエミッタの作製につい
38
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セミコンジャパン
て検討をした。そこで使用するモールド材料として、2液タ
イプの室温硬化型 PDMS を用いていたが、このモールドの
作製には36 h ほど必要であったため、新たに紫外線（UV）

MIRAI GAKKO

3.3 U
 V-PDMS モ ー ル ド を 用 い た DRTRM-CL に よ る
DLC ドットアレイの作製
本研究で作製する DLC ドットアレイは、FPD 用ナノミッ

で 硬 化 す る PDMS の 提 案 を 行 っ た。 本 研 究 で は、UV-

タとして使用することを目的としている。そのため、DLC

PDMS モールドの作製方法の検討および UV-PDMS モール

のイオンシャワー加工後は先鋭化したドットパターンにな

ドを用いた DRTRM-CL による DLC ドットアレイの作製

る 必 要 が あ る。 室 温 硬 化 型 PDMS モ ー ル ド を 用 い た

について検討した。

DRTRM-CL によって先鋭化したドットパターンを得るた
めには、コンタクトプリントのパターン形状が円錐形状で

3.2

UV-PDMS モールドの作製方法

なければならないことを見出している2)。図5に示す UV-

図4は UV-PDMS モールドの作製プロセスを示す。2つの

PDMS モールドを用いた DRTRM-CL により、円錐形状が

溶剤［X-34-4184-A, -B, 信越化学工業 ㈱］を重量比1：1で

得られた条件（室温硬化型 PDMS）を用いてコンタクトプ

攪拌・脱泡し (b) (c)、ガラス状炭素（Glass-like Carbon：

リントし、室温硬化型 PDMS モールドを用いた時とのパ

GLC）マスターモールドがセットされた透明アクリル製の

ターン形状の比較を行った。初めに、図4の方法で凹形状5

モールドホルダーに流し込む (d)。その後、UV を照射し (f)、

µm 径 ピ ッ ト パ タ ー ン（79,296 個 /cm2） を 有 す る UV-

硬化を待つ (g)。最初の実験は上記の手順に加え、(f) の照射

PDMS モールドを作製する (a)。次に、モールドのパターン

時間を1 min として行った。しかしその結果、モールドに

形成面にマイクロピペット［EP-1000、㈱ エル・エム・エス］

は大量の気泡の混入が見られた。また、パターン形成面に

を用いてポリシロキサン［HSG-R7-13、日立化成㈱］を0.01

は鮫肌のような曇った模様が形成されていた。前者の問題

mg 滴下する (b)。次に、DLC 膜［ta-C、10 mm 角、約500

は図4(d) の工程によるものと思われる。これは、室温硬化

nm、
表面粗さ Ra = 2.0 nm］
が成膜されたシリコンウエハ
（10

型 PDMS モールド作製時に起こりえる現象であるが、室温

mm 角、0.5 mm 厚）をコンタクトプリント圧力0.5 MPa、

硬化に要する36 h という時間で、液中の気体は外部に排出

コンタクトプリント時間15 min でモールドに押し当て (d)、

されていた。しかし、
UV-PDMS は、
その硬化の速さゆえに、

離型する (e)。シリコンウエハ上にはポリシロキサンのマス

気泡を排出する前に硬化してしまっていた。そこで、溶剤

クパターン（ドットアレイ）が形成されており、電子サイ

を型に流し込んだ後に、減圧デシケータ［VLBR、アズワ

クロトロン共鳴（Electron Cyclotron Resonance：ECR）イ

ン ㈱］によって強制的に脱泡することを提案した。この工

オンシャワー加工装置［EIS-200ER、㈱ エリオニクス］で

程により、モールド完成時の気泡の混入をなくすことに成

CHF3イオンビームシャワー（400 eV、90 s）による残膜層

功した。また、後者の原因は照射時間が長すぎたものによ

（100 nm）の除去 (f)、O2イオンビームシャワー（450 eV、9

ると思われる。そこで照射時間の検討を行ったところ、最

min）による DLC の加工 (g) を経て DLC ドットアレイが完

適な UV 照射時間は20 s とわかった。

DLC dot array

図5 U
 V-PDMS モールドを用いた DRTRM-CL
図4

UV-PDMS モールドの作製プロセス

による DLC ドットアレイの作製プロセス
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成する (h)。図6は両モールドの使用における、DLC 加工前

SEMICOM Japan のブースで朝礼が行われました。2日目に

後の SPM 像を示す。UV-PDMS モールドを用いた場合、ドッ

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

トパターンが先鋭化していないことが分かる。ただし、ドッ

明がありました。

トパターンの形成には成功しており、コンタクトプリント

図7は本校の展示ブースおよび図8は懇親会での授賞式の

条件を新たに再検討することで、先鋭化させることができ

様子を示しています。プレゼン大会の表彰が行われ、準優

ると考えられる。

勝を受賞しました。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

Mold

(i) Contactprinted
polysiloxane pattern

(ii) After etching

なりました。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きました。
また、本校 OB の方がブースを訪ねていただき、現在の学

(a) RTC-

校の様子などを懐かしく聞き入れていました。

PDMS

(b) UV-PDMS

図6

O2イオンビームシャワーによる DLC 加工前後の
SPM 像

3.4

おわりに

UV-PDMS を使用することで、室温硬化型 PDMS の36 h
と比べ9分の1である4 h に短縮できることがわかった。また、
UV-PDMS モ ー ル ド を 用 い た DRTRM-CL で 高 精 度 な パ
ターン形成が可能であることが分かった。

図7

舞鶴工業高等専門学校の展示ブース
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4. THE 高専 @SEMICOM Japan 2018

図8

懇親会での授賞式の様子

平 成 30年12月12
（水）か ら14日
（金）の3日 間、SEMICON
Japan 2018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 ま し た。12日 午 前9時50分 か ら、THE 高 専 @
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セミコンジャパン
5.

学生の感想

5年

Nakul Thanatith

なーぐる

た な ー て っ と

MIRAI GAKKO

しまうような発表で、個人的にも興味をもてる研究が多く、
外部での発表が初めての私には良い刺激になりました。
企業様方の出展もどれもこれも素晴らしい展示で、幅広

私は留学生のため、難しい専門用語がたくさんあるこの

い分野の装置の展示を見ることができ、本研究室で扱って

研究をどの様に説明するかを心配しました。しかし、発表

いるナノテクノロジーに関する知識も深まりました。非常

練習の積み重ねによって私の説明に対し、相手が分かって

に有意義な時間を過ごすことができました。

くれました。また、自分のプレゼンが多くの半導体関連企
業や外国人の方々に見ていただけるのは、とてもうれしい

5年

ふくだ

福田

きょうへい

京平

ものです。プレゼンの内容についても評価され準優勝した

私は、THE 高専 @Semicon Japan 2018に出展者として

ことは、今後の励みになりました。また、大学や半導体関

12/12から12/14の3日間参加し、研究内容および成果として

連企業などが出展しておられるブースを見学し、半導体関

超微細加工技術に関する発表を行いました。半導体製造に

連企業は日本国内だけではなく世界に広ろがり、成長し続

関わる企業の方々にプレゼンを聞いていただき、自分の研

けると強く実感しました。その中で自分の行っている研究

究を改めて深く知る良い機会となりました。他高専の方々

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

に対し、我々のプレゼンが準優勝という評価をしていただ

した。最後に THE 高専 @SEMICON Japan 2018の運営を

きました。また、企業ブースでは半導体製造に関わる最新

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

の技術の紹介をしていただきました。世界における半導体

企業の方々に深くお礼申し上げます。とてもいい経験がで

製造の現状を肌で感じることができ、私が進めている卒業

きました。

研究に活かせる知識を学ぶことができました。

5年

いとう

伊藤

たいよう

大洋

私は、THE 高専 @SEMICON Japan 2018に出展者として
参加させていただきました。このような大勢の方に聞いて

このような機会を与えてくれた協賛企業の方々に深く感
謝申し上げます。

6.

おわりに

いただける発表の場は初めてで、たくさんのご指摘やアド

国内における学会発表を経験しているので、THE 高専 @

バイスをいただき非常に良い体験となりました。自分では

SEMICON Japan 2018の展示ブースにおいても訪問者の

気づけなかった点も知ることができて良かったです。プレ

方々に対し、学生らは専門用語を用いずにわかりやすい用

ゼン大会では準優勝を受賞することができました。また、

語を用いながら説明していました。プレゼン大会では、清

他高専の発表を聞いたり、企業の出展ブースを見学するこ

原研究室で試作開発したポータブル室温ナノインプリント

とで、半導体製造関連の知識がより一層深められ、研究に

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

対する大きな励みとなりました。最後に、協賛企業の方々、

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

運営の方々に深くお礼申し上げます。

うです。この功績により、プレゼン大会で準優勝賞を受賞

5年

いとう

伊東

な

る

成留

私は、ブースの準備を含めた12/11から12/14の4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。

したことは最大の励みになりました。
最後に、THE 高専 @SEMICON Japan 2018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

展示物として自分が卒業研究として改良、試作した装置

OB でもある株式会社堀場エステック 小山博之氏に出席い

を展示し、その装置に関する多くの意見やアドバイス、質

ただき、お礼申し上げます。3日間の短い期間でしたが、と

問を頂きました。私は学校外部での発表も初めてであった

ても有意義な展示発表になりました。今回の経験を糧にし

ので緊張しましたが、自身の研究に役立つ非常に貴重な機

て、清原研究室から海外で活躍するグローバルエンジニア

会となりました。

が 誕 生 す る こ と を 楽 し み に し て い ま す。THE 高 専 @

また、他高専の研究内容を知ることもでき、高専間の交
流として良い経験ができたと思います。他高専も見入って

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、発表することを望みます。
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