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－ THE 高専 @GAKKO 出展報告 －
高専ネットワークを活用した新規銀系太陽電池
および過酷環境対応放射線検出器の開発
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１．はじめに

りゅう じ

竜士

おかもと

岡本

たもつ

保

に置換させた材料に着目し、ワイドギャップ化が期待でき
る (Cu,Ag)2SnS3 やバンドギャップが1.31-1.48eV と報告され

現在、高専機構では、
「全国の高専で同様のテーマで研究

ている Ag8SnS6結晶に着目し、(Cu,Ag)2SnS3太陽電池デバイ

している教員を連携させることで研究成果の拡大を図り、

スの作製および Ag8SnS6薄膜の作製技術を確立したので、

外部資金獲得（国プロ、科研費、企業との共同研究、その他）

そのご紹介をいたします。

及び学会発表、論文掲載などを連携して行うこと」を目的

まずは (Cu,Ag)2SnS3太陽電池デバイスを作製するため、真

として、研究ネットワークの形成を推進し、昨年度までの2

空蒸着法により glass/Mo/(Ag+Cu)/Sn/Na プリカーサを成

年間で70を超える研究ネットワークが高専内に形成されま

膜し、成膜後、サンプルを硫黄および錫と一緒に真空封入

した。今年度は、その中から4つの研究ネットワークが重点

したアンプル管中で530〜570℃で30分間、熱処理を行いま

支援事業として採択され、その中の1つの「半導体材料・デ

した。蒸着時の出発原料の (Ag+Cu)：Sn：NaF=1：0.6：0.075、

バイス研究ネットワーク」が、今回、SEMICON JAPAN

Ag/(Ag+Cu) 比は0〜0.2で秤量しています。(Cu,Ag)2SnS3成

の The 高専のブースに出展させていただく機会をいただき

膜後、CdS バッファー層、ZnO 窓層、Ga 添加 ZnO 透明電極、

ました。そこで本研究ネットワークから、今回、2つの研究

Al グリッド電極を成膜し、太陽電池を作製しました。その

成果について紹介させていただきましたので、その内容を

結果、Ag の固溶限界が8% 程度であることがわかり、Ag/

ご報告させていただきます。

(Ag+Cu) = 0.05とした薄膜において570℃で熱処理をした時

２．出展報告

の太陽電池デバイスにおいて、開放電圧 VOC = 244 mV、短

２．１ 新
 規銀系太陽電池の開発
（都城工業高等専門学校）

η

将来のテラワット規模の太陽光発電容量の導入に対応し
ていくためには、新たなレアメタルフリー化合物太陽電池
材料の探索研究が必須となっています。資源が豊富で環境
に優しい材料を用いた Cu2SnS3太陽電池の光電変換効率は
5.1% に達しており、さらに精力的に研究が実施されていま
す。しかしながら、理論変換効率に対して最適なバンド
ギャップ（Eg）1.4eV から大きくずれている Cu2SnS3（Eg
= 0.9eV 程度）は、将来的な高効率化が望めません。そこ
で我々は、これまでに殆ど研究がなされていない Cu を Ag
28
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(Cu,Ag)2SnS3太陽電池における電流 - 電圧特性
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の開発が求められています。本研究では、太
陽電池素子による線量測定技術を基盤とした
放射線計測システムを提案し、実用化に向け
た開発を行っています。
1F 現場作業での放射線計測システムには、
高線量率下での線量評価、非電源化・超小型
軽量化および高い放射線耐性が求められま
す。炉心付近、特に格納容器内などを想定す
ると数 Gy/h～1 kGy/h の高線量率の測定が
必要となります。また、10 cmφ程度の小さ
な穴から検出器を投入することが求められる
ため、測定器の小型化も重要となります。こ
の点でも太陽電池型検出器は優れていると言
えます。従来の検出器において、小型で高線
（a）
図2

（b）

量率の測定が可能であるのは電離箱のみです

作製した薄膜の X 線回折パターン (a) と薄膜表面の電子顕微鏡写真 (b)

が、炉心付近では水素の残留が想定されるた
め火気厳禁であり、高い電圧を印加しないで

絡電流 JSC = 36.9 mA/cm2、曲線因子 FF=0.45で光電変換効

動作できることが必須となります。太陽電池型検出器では

率η = 4.07% を得ることができ、世界で初めて Cu2SnS3に

素子の内部電界により発生する電流を測定するため電圧の

Ag を添加した薄膜での太陽電池の作製に成功しました（図

印加は不要です。この点は他の検出方法にはない特長です。

1）
。

本研究室ではこれまで、CdTe 多結晶薄膜太陽電池など

次に Ag8SnS6薄膜を作製するために、真空蒸着法により

CdTe 系化合物半導体デバイスの作製、評価を行ってきま

glass/SnS/Ag(/Sb2S3) プリカーサを成膜し、成膜後、160〜

した。近接昇華法（CSS 法）という手法で15% を超える変

500℃で H2S 雰囲気中で1時間になるように、1〜2段階で熱

換効率を有する CdTe 太陽電池の作製技術を有しておりま

処理を行いました。蒸着時の出発原料の Ag：Sn は8.0-9.0：

す。これらの技術を活かして、CdTe 太陽電池を用いた過

1のモル比で秤量しています。また、Sb を添加する場合は、

酷環境対応放射線検出器の開発を行っています。図3に60Co

Ag8SnS6における Ag に対して3mol.% になるように添加し

ガンマ線による誘起電流のガンマ線線量率依存性を示しま

ており、SnS を蒸着する際は基板温度を300℃として成膜を

す。ガンマ線による誘起電流が線量率にほぼ比例して増加

行っています。Ag/Sn 比を8.0から8.25とすることで異相で

することが確認され、高感度の線量計として期待できる結

ある22.8°付近のピークは著しく減少し、Ag8SnS6単相膜を

果 が 得 ら れ ま し た。 ガ ン マ 線 に 対 す る 感 度 に つ い て は

作製することに成功しました（図2（a）
）
。また薄膜の表面

InGaP 太陽電池などの他の太陽電池と比べて CdTe 太陽電

SEM 像を観察すると、Ag/Sn 比8.25で2µm 程度の大きな
結晶粒を得ることができました（図2（b）
）。さらに Sb を
添加することで、結晶が密になっていることを確認しまし
た。透過率と反射率から光吸収係数を見積もると、いずれ
の薄膜も104cm-1以上の値を持ち、また約1.33eV のバンド
ギャップが得られたことより Ag8SnS6結晶に起因したと考
えられる値を示しました。これらの結果より、この材料が
太陽電池の吸収層に適した物性を有していることを明らか
にしました。

２．２ 過
 酷環境対応放射線検出器の開発
（木更津工業高等専門学校）
東京電力福島第一原子力発電所（1F）の炉内および建屋
内は事故の影響で非常に高い放射線環境となっており、1F
現場作業状況のニーズを踏まえた高線量率放射線測定技術

図3

CdTe 太陽電池のガンマ線誘起電流のガンマ線線量率
依存性
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池の感度が高く、電源レスの小型ガンマ線センサとして有

ました。ぜひ来年も参加したいです。

望であると考えています。また、ガンマ線に対する耐性の
評価も行っています。3 MGy を超えるガンマ線照射を行い
ました。ガンマ線照射初期段階でガラスの着色による光電

都城工業高等専門学校 電気情報工学科 4年

川野 大雅

今回の SEMICON Japan で学んだことは大きく二つあり、

流の減少が確認されましたが、その他に動作に支障をきた

一つは発表についてです。私としては初めてのポスター発

すような大幅な特性の変化は認められませんでした。この

表で戸惑いもあり、ブースを見に来た企業の方々からの質

ことから、CdTe 太陽電池はガンマ線耐性が非常に高いこ

問に対して答えることができず、自分の知識不足を痛感し

とが確認できました。それ以外に耐湿試験も実施しており、

ました。しかしながら、他高専の先輩方の発表を聞くことで、

CdTe 太陽電池が十分な耐湿性を有しているという結果を

専門外の方に話す場合の話し方などを学ぶことができまし

得ております。今後はガンマ線感度を高めるなどの開発を

た。また、二つ目は、半導体の現在の状況です。現在の半

進めて、実用化を目指したいと考えております。

導体デバイス作製の工程などを一つ一つ図などを用いて丁

（謝辞：本研究の一部は「英知を結集した原子力科学技術・
人材育成推進事業」により実施しました。
）

寧に説明していただき、今まで理解が足りなかったことに
ついての知識を得ることができました。また、それぞれの
工程において、どのような企業がどのように関わっている
か、あるいはその企業がどのように装置を作っているか、
なども知ることができ、進路を考える上で大変参考になり
ました。反省点としては、発表事項に関する知識不足や発
表で伝えたいことをうまく伝えられなかったことなどが挙
げられるので、今回の経験を生かし、今後、発表力の向上
に努めていきたいと思います。最後になりますが、このよ
うな場を設けていただいたすべての皆様に心から感謝しま
す。
都城工業高等専門学校 電気情報工学科 4年

外山 紗也華

出展者として参加させていただき、初めての発表を経験
することができました。1日目はとても緊張していて、あま
り上手く説明ができなかったのですが、来ていただいた方々
にたくさんの質問をしていただき、それを参考にすること

３．参加学生の感想
都城工業高等専門学校 機械電気工学専攻 1年

で、内容を理解してもらえるような説明が少しずつできる
内村 友宏

ようになりました。また、半導体ができるまでの工程のこ

今回初めて SEMICON Japan に参加しましたが、沢山の

とや、企業の方々の展示を見たり、展示されている装置等

企業ブースがあり、その規模に大変驚きました。我々のブー

について説明をしていただいたりして、学校では身につけ

スでは、たくさんの人が訪れましたが、特に専門外の人へ

ることのできないような半導体についての知識を深めるこ

の説明がほとんどで簡単に説明することにかなり苦労しま

とができました。私は研究室（ゼミ）に配属されてからそ

した。展示会では、他の高専のブースも訪れましたが、ど

れほど経っておらず、研究内容についてもまだあまり分か

この高専もレベルの高い発表を行っており大変刺激を受け

らなかったのですが、発表を通して研究についてもより深

ました。2日目には、プレゼン大会があり企業の人に向けて

く知ることができました。今回の経験をこれからの研究に

2分間のプレゼンを行う機会がありました。2分間という短

生かしたいと思っています。最後になりますが、SEMICON

い時間で自分の伝えたいことを要約して伝えるのはかなり

Japan に参加させていただき、本当にありがとうございま

大変でありましたが精一杯できたと思います。さらに、2日

した。

目の展示会終了後は企業の方主催のプレゼン大会の授賞式
及び懇親会が行われました。プレゼン賞は取ることはでき
ませんでしたが、他の高専生及び企業の方とお話しする機

木更津工業高等専門学校 機械・電子システム工学専攻2年
福井 貴大

会があり大変刺激を受けた懇親会となりました。3日間とい

今回、The 高専ブースで過酷環境対応放射線検出器の開

う長い期間で大変な展示会でありましたが、半導体業界に

発についてポスター発表させて頂きました。半導体製造に

ついてかなり詳しく知ることができとても良い経験となり

関わる様々な企業の方々や先生方と議論し、意見やアドバ

30
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イスなどを頂くことで自分の研究分野について理解を深め
ることができる良い場所であると思いました。また、他高

４．おわりに

専の発表を聞いたり、お話をしたりして多くの交流を持て

これまで学生には、国内・国外を問わず、さまざまな学

たのも大きな経験です。企業ブースでは最新の半導体製造

会発表を経験させながら、プレゼンテーション能力の向上

技術を学ぶことができ、これからの自分の将来を考えなが

に努めてきました。今回は、ほとんど全ての聴講者の方々

ら楽しむ事ができました。この経験を活かして大学院に進

が異分野の方のため、これまでと違った内容（平易な表現）

学した後も頑張りたいと思います。この3日間の経験は社会

でポスターを仕上げる必要があり、それと同時に発表の仕

人になってからも必ず役に立つと思います。是非後輩達に

方（伝え方）にも十分に気を使う必要もあり、大変貴重な

も出展して欲しいです。

経験することができました。研究を進展させていくために
は、学生の力が必須であり、学生を成長させるためには、

木更津工業高等専門学校 電気電子工学科5年

戸澤 竜士

このような発表の場が重要となります。今回、このような

今回初めて SEMICON Japan に参加させていただきまし

場を与えていただきました The 高専の協賛企業様に感謝申

たが、企業や、その分野の一流の方々から、鋭い質問や面

し上げます。また、我々の研究ネットワークは、現在、21

白い意見をいただき、とても参考になりました。また、自

高専26名で活動を行っており、まだまだ多くの顕著な成果

分はポスターで発表するのが初めてでしたので、その練習

を出している先生方が、多数、いらっしゃいますので、来

になりましたし、他の高専の方々の発表を見て、よかった

年以降も、出展させていただき、我々の研究成果をご紹介

所を取り入れていきたいです。今回は残念ながら賞が取れ

させていただくとともに、学生の教育の場としても利用さ

なかったので、次回がありましたら、それに向けて誰でも

せていただきたいと思います。来年以降も、ご支援・ご協

わかりやすく理解できるような発表になるように頑張って

力いただけましたら幸いに存じます。

いきたいと思います。
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紹介する試みとして、台湾国立嘉義大学理工学院の電子物

半導体材料分析および計測装置作りの教材開発

石川工業高等専門学校


電子情報工学科５年
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理系の学生2名に出前講義のように実施し、その後の交流も

■はじめに

あって学術協定に結びついた事例を報告しました。図２に

一昨年に初めて The 高専＠ SEMICON に出展させていた

嘉義大学にて指導を行っている様子を示します。ダイオー

だき、石川高専からの出展は今回が2回目となりました。12

ドの電流電圧特性をデジタルマルチメータで測定します。

月11日から13日の3日間、半導体業界に触れるとともに他高

このデジタルマルチメータをはんだ付けによって製作して

専の取り組みを知ることができました。ちょうど隣りに

いる場面の様子です。とにかく火傷をしないように注意し

SEAJ（社団法人・日本半導体製造装置協会）のブースがあ

ながら行いました。

り、半導体製造についての理解も深めることができました。

半導体産業もグローバル化が進んでいるので両校の学術
的取組は STEM 教材を用いた国際共同教育として期待され

■出展内容

ます。STEM とはサイエンスの S、テクノロジーの T、エ

本校の出展内容としては、半導体材料分析、イオン源や

ンジニアリングの E、そして数学の M を融合した教材のこ

アナライザーのモノづくり、そして装置作りにつながる教

とです。今回も SEMICON JAPAN に海外企業から多くの

育要素に関する教材開発でした。X 線光電子分光装置を用

方々が出展されていて、益々国際化を感じる展示会となり

いたダイヤモンドライクカーボン（DLC）の表面分析事例

ました。

について波形分離を中心に報告できました。ヘリウムイオ

本研究室では材料分析装置づくりも取り組んでいて、励

ン源とその放電電源の試作品の実物を展示したところ、ブー

起イオン源や電子エネルギーアナライザーの製作も行って

スを訪れた多くの方々に興味を持っていただきました。こ

います。これを用いて半導体表面の電子状態の分析が行う

の展示した試作品の様子を図１に示します。

ことができます。この製作した装置も展示しました。研究

次回は是非、小型化を行い実際の測定事例までを報告し

テーマとしては DLC 薄膜の分析を紹介する。また教育教材

たいと思います。
「イオン源を作ることができるのですね」

としては、小学生から高校・大学生向けまで、各カテゴリー

といった感想を直接いただいたことが新鮮でした。教材開

別に作成した材料分析に関する教材を発表しました。実際

発としては、半導体デバイスに関する実験として「ダイオー

に発表している様子を図３に示します。本校のブースはちょ

ドのしくみを電圧－電流特性から温度をパラメータに導き

うど高専ブースの入り口に位置していましたので、来場者

出す実験」を紹介しました。すでに2017年度の The 高専
SEMICON で発表している内容ですが、その内容を英語で

図２
図１
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ば、入射ビーム源と検出源を取り付けることで表面分析が
可能となります。将来的にこのポートを用いた表面分析を
提案して、表面科学を広める活動ができればと考えていま
す。今回試作したイオン源は数10V の低速タイプですが、
加速電圧を数100V から数 kV にすることで表面スパッタリ
ングも可能となります。これは表面のクリーニングに利用
できます。
分析装置作りにつなげる教育教材の他に、他の材料評価
技術にも着目しています。多くの場合、応用物理として物
理現象を工学に応用して材料評価を行っている事例がほと
んどです。つまり物理的原理から始めて、材料評価技術を
学ぶ教材も今後、取り組みたいテーマです。
図３

展示物を来場者に説明している様子

への声かけがしやすかったです。高専出身者、石川県出身者、

■おわりに
これで The 高専＠ SEMICON への参加報告を終えます。

真空関係、イオン源、装置づくり教材などが、本校のブー

今回も学校に戻ってからチラシの残部を機械工学科、電気

スに訪れた方々が関心を持ったキーワードのようでした。

工学科、そして電子情報工学科教員全員に配布させていた

現在、AI や IoT が注目されていますが、半導体材料が重
要な役割を担っています。特に、本研究室では表面分析と

だきました。次年度も多くの高専研究室から出展が提案さ
れることを願っています。

教育教材に注目した研究が行われています。一般に表面分

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

析には超高真空環境を必要とするため、超高真空装置が必

した株式会社荏原製作所様に深く感謝申し上げます。本校

要となります。その装置には、直径70mm の予備ポートが

のペア企業以外の協賛企業の皆々様からも暖かいご支援を

いくつか設けられています。試料表面との位置関係が合え

いただきました。厚く御礼申し上げます。
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「マグネシウムを用いたエネルギー循環社会の構築～久米島モデル～」
「ダイヤモンド SAW フィルタの高性能化・実用化に向けた研究」

沖縄工業高等専門学校


情報通信システム工学科
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拓哉、本科３年伊藤
ふじ い

さとし

さき

咲、

藤井 知

進めるチャンスとなっています。
今回のセミコンジャパン2019のブースでは、これまで成

2019年、日本各所にて相次いで台風による被害に見舞わ

功したマグネシウム精錬の研究ベースに「マグネシウムを

れ、直近の気象変動と環境について誰もが大きく関心が持

用いたエネルギー循環社会の構築～久米島モデル～」とし

たれています。セミコン開催の直前には、チリにて「第25

て発表・提案しました [2]。また、昨年も報告しましたミニ

回気候変動枠組み条約締約国会議（COP25）」が開催され、

マルファブによるダイヤモンド SAW の作製についても引

小泉進次郎環境大臣の演説に厳しい批判が集まったことや、

き続き、「ダイヤモンド SAW フィルタの高性能化・実用化

高専生と同じ年代である16歳のグレタ・トゥーンベリさん

に向けた研究」として発表しました。このミニマルファブ

の環境活動に、世界中の注目が集まっています。国際社会

も SDGs 中の9番目のゴールに相当し、半導体を含む電子部

の環境への取り組みは、2015年9月の国連サミットで採択さ

品の全く新しい作り方について、ダイヤモンド SAW とい

れた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載

うテーマに絞って実験と検証を行っています [3]。

された2016年から2030年までの国際目標として持続可能な

２．マグネシウムを用いたエネルギー循環
社会の構築～久米島モデル～

開発目標（SDGs）が設定され、途上国から先進国で活動さ
れています。日本でも官民を挙げて取り組まれています [1]。
日本の全消費エネルギーの内、産業界のエネルギー消費
は4割を占め、さらに、その産業界の金属・材料分野のエネ

２－１

マグネシウムについて

ルギー消費は6割を占めており、エネルギー消費の大きなセ

マグネシウムは、比重が鉄の約4分の１、アルミニウムの

クターになっています。それにも関わらず、金属・材料分

約3分の2という実用金属の中でも最軽量であるという利点

野では、全く、省エネが進んでいないのが現状です。そこで、

を持ちます。また、マグネシウム合金は実用金属中最も軽

我々の研究グループ（東工大と沖縄高専）では、マイクロ

く強度が強い、強度 / 比重で示される比強度が最も大きい

波化学を次世代材料プロセス革新技術として社会実装する

材料として知られ、自動車産業などから燃費改善のための

ことにより、SDGs のゴールである7番目「エネルギーをみ

軽量化構造材料として期待されています。また、マグネシ

んなにそしてクリーンに」
、9番目「産業と技術革新の基盤

ウムは、エネルギーキャリアとしても期待されています。

をつくろう」
、12番目「つくる責任・使う責任」
・13番目「気

マグネシウムは、イオンの価数が二価であり、リチウムの1

候変動に具体的な対策を」の目標を達成することを目指し

価よりも大きいことから、マグネシウムを用いた電池は、

ています。

理論上、リチウムを用いた場合に比べ、電池容量を倍にす

マイクロ波化学とは、通常の化学と異なり、化学反応に

ることが可能です。また、一次電池としては既に、古河電池、

必要な熱を、マイクロ波帯の電磁波を使って原料を加熱し、

藤倉ゴム、日立マクセルなどから製品が発売されています。

反応を進めるものです。つまり、電子レンジをハイテク化

今回のブースでは古河電池（株）様のご協力により、非

したものです。マイクロ波化学は、通常加熱に比べ、局所

常用マグネシウム空気電池についてデモをさせて頂きまし

加熱・迅速・収率アップなど特徴を持つことが多数報告され、

た [4]。この電池の使用済みのマグネシウム酸化物を再生可

省エネルギープロセスとして従来比1/10も夢ではない技術

能エネルギーによって還元できれば、化石燃料に頼らない

であり、金属・材料分野のエネルギー削減の切り札となり

エネルギーが循環する社会の構築への道が開けます。

得ると考えております。
また、５G に代表されるよう無線通信技術、つまり、マ

２－２

マグネシウムの新しい精錬法

イクロ波工学の劇的な進展により、大電力マイクロ波を精

マグネシウムは、全世界の約8割が中国で生産され、ピジョ

密にコントロールできる技術が確立しており、社会実装を

ン法で精錬が行われています。図1にピジョン法ついて示し
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反応式
焼成ドロマイト

中国では、本手法における化石燃料として石炭を用いる

フェロシリコン

ことから、その燃焼で発生する CO2や粒子状汚染物質（PM）

2（MgO・CaO） + Fe-Si(75%) → 2Mg + CaO・SiO3 + Fe

などの環境汚染物質の発生が大問題であり、中国から飛来
する PM2.5については日本も無関係ではありません。試算

原料ペレット

では、マグネシウム1t につき石炭は7.2t を消費しており、
さらに、石炭7.2t は37t の CO2を放出させています。そのた
め、省エネルギー構造材料となる環境に優しいマグネシウ
ムを使えば使うほど、環境を破壊することになっており、
ピジョン法を使って生産している限り、マグネシウムの利

Mg堆積

点が、十分、生かされません。
そこで、我々はマイクロ波化学をピジョン法に活かせる

反応条件:（中国工場）

反応温度：1200 ℃ 圧力: 1.3 Pa
熱源：マグネシウム１ｔにつき、石炭 7.2tを消費
図１

と考え、図2のマイクロ波ピジョン法について検討しました。
さらに、エネルギー源として、太陽光や風力発電などの再

主流となっているマグネシウムの製造方法

生可能エネルギーをエネルギー源として用いることで、

ピジョン法（中国にて、世界の80％の生産）

CO2や PM2.5などの発生を無くすことが可能となります。
しかし、原料である80wt% の焼成ドロマイトと20wt% の

ます。マグネシウムの原料である焼成ドロマイト（MgO・

フェロシリコンを混合したペレットの導電率と誘電損失は、

CaO）と還元材のフェロシリコン（鉄とシリコンの金属間

ともに小さく、マイクロ波加熱では加熱出来ないことが課

化合物）の粉体を混ぜ合わせ団鉱状に成型し原料とします。

題でした。そこで、材料にマイクロ波エネルギーを集中させ、

この団鉱（以下、ペレット）はステンレス真空反応炉の右

閉じ込めるために、還元材であるフェロシリコンが導電性

側に配置し、反応容器の右側部分を内部温度が1150℃以上

であることに着目し、アンテナ構造をペレットに作り込む

となるよう石炭等の化石燃料を燃焼させ、真空下にて還元

ことを考えました。アンテナ共振状態にすることで、これ

反応を生じさせます。還元反応が進むと、マグネシウム金

こそがマイクロ波エネルギーを閉じ込め、還元に必要なエ

属が出来、高温であることから蒸気となり、炉内に広がり

ネルギーを与えることが出来、還元できるようになりまし

ます。そのため、コンデンサーと言われる反応炉の左側部

た。反応生成物は、XRD の結果からマグネシウム金属と同

分を水冷によって冷却し、炉内温度差を生じさせ、この低

定され、得られたマグネシウムは1.7g であり、原料から換

温となっているコンデンサーにマグネシウム金属を析出さ

算したマグネシウムの収率は71.4% でした。また、反応温

せています。

度は赤外線温度計では1000℃であり、一般に言われるマグ
真空ポンプ
石英管

マルチモード
アプリケータ

原料：ペレット

導波管
アンテナ

断熱材
マイクロ波反応炉内

赤外線温度計

パワー
メータ

マイクロ波反応炉外観
マグネトロン

スタブ
チューナ

サーキュレータ
ダミーロード

マイクロ波ピジョン法の概念

図２

開発したマイクロ波ピジョン法の実験装置
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ネシウム反応温度の1200℃より、約200℃も反応温度が低く

の搾りかすのカーボンとすることで、カーボンニュートラ

なりました。

ルとなり、また、原料・エネルギーを島内で賄え、その消

この実験結果から、当初、期待していたマイクロ波化学

費を電気自動車や各家庭にて行うことで、理想に近いエネ

の特徴である内部加熱や反応温度の低下が見られ、また、

ルギー循環社会が構築出来ると考えております。

マグネシウムも得られたことから、マイクロ波ピジョン法

３

収支を計算するために、原料投入を20倍以上に出来る炉を

 イヤモンド SAW フィルタの高性能
ダ
化・実用化に向けた研究

作製し、加熱・還元実験とエネルギー収支の計算を行いま

SAW デバイスは、スマートフォンなどのすべての携帯電

した。この試算結果から、従来のピジョン法では1t のマグ

話に電波を選別する部品として使われています。既に、ス

ネシウムを製造するために192GJ のエネルギーが必要でし

マートフォンには15個の FBAR や SAW が搭載されおり、

た。一方、マイクロ波ピジョン法では、59GJ まで、つまり、

今後サービスインが予定されている第5世代移動体無線シス

従来のピジョン法に比較し、68.6％投入エネルギーを削減

テムでは実に30個の FBAR や SAW が搭載される予定です。

できました。マイクロ波技術による大幅なエネルギー削減

また、キャリア周波数として30GHz（ミリ波帯）や３〜６

の可能性を示しています。

GHz（マイクロ波帯）が予定され、現状のキャリア周波数（〜

の原理を確立することが出来ました。同時に、エネルギー

２－３

２GHz 帯）よりも高い周波数を用い、伝送レートを一段と

久米島モデル

アップさせるものとなっています。５G で主に使用する周

久米島では、海洋深層水を用いた産業育成、具体的には
うみぶどうの養殖や、化粧品へ商品化や、温度差発電が進

波数が従来に比べ、高い周波数になってしまい、従来材料
は使用出来ないと思われます。

められています。海洋深層水の発電は、深層水と表層の温

そこで、我々は、最も硬い材料であるダイヤモンドを用

度差から発電するものであり、久米島は適していると言わ

いた SAW が５GHz の周波数にて低損失が実現することに

れています。その詳細については、沖縄県海洋温度差発電

着目し、フェムトセルにおける基地局用フィルタを対象に、

実装設備 [5] のホームページに書かれております。ここで、

その実用化について研究を進めています。単結晶ダイヤモ

深層水からにがり（塩化マグネシウム）が豊富にあり、また、

ンドの基板サイズが2インチよりも大きくすることが難しい

海洋深層水発電では常時発電されています。そこで、図３

ことから、産総研が生み出した「ミニマルファブ」をダイ

に示すとおり、電力需要の乏しい夜間に、マイクロ波ピジョ

ヤモンド SAW 作製に適用することを目指しています。

ン法によりマグネシウム精錬を行い、マグネシウム空気電

このミニマルファブは廃棄物やエネルギー消費の少ない

池用としてエネルギー備蓄できることを、現在、提案して

環境にやさしい製造プロセスであることに加え、沖縄県に

います。また、還元材をフェロシリコンから、サトウキビ

おける産業創出や、教育システムとしても優れたものと考

海洋温度差発電実証設備
(久米島）

原料：海洋深層水
MgO回収

島内の電気自動車や家庭
使用済みMgO回収

島内での電力消費
・自動車→電気自動車
・家庭/ガスなど
→ 電気エネルギー

電気エネルギー供給
（需要低い夜間）

引用 http://otecokinawa.com/

マイクロ波ピジョン法 電池化
（負極側）
（Mg金属精錬）

還元剤：炭素
例えば、さとうきびの搾りかす

図３
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電気の使用

マグネシウム空気電池
（古河電池）
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共振子

ミニマルファブ

図４

単結晶ダイヤモンドウエハ

ミニマルファブとそれにより作製した SAW 共振子

えております。現在、ミニマルファブではフォトリソグラ
フィとエッチングを使い、プロセスを行っているものの、
2GHz 帯で Q 値が2000以上となるものが出来ていないのが
現状です（図４）
。
セミコン展示の時点では、まだ、良い特性が出来ている
ことが残念ながら発表出来ておりません。現在、電子ビー

謝辞
株式会社フジキンを含め、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、厚く、お礼申
し上げます。

ム露光・リフトオフプロセスの導入を行い、その性能評価
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利益が上げられない状況です。そこで離島における社会問
題を解決出来る方法として、久米島モデルを研究と教育の
テーマとして提案し、その実現に向けてチャレンジしてい
ます。
現時点では、解決すべき技術課題は多く残されており、
研究活動を進めるための多額の研究費が必要であり、その
ため多くの方に理解と支援を頂けるよう進めています。
今回、セミコンジャパンにて企画された The 高専は、沖
縄高専のような遠隔地の高専生が参加できる機会として本
当に貴重であり、最先端で活躍されている企業の方々と学
生が、直接、語り合うことが出来、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。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と存じます。
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マグネシウム合金の3D プリンタを用いた
ロストワックス遠心鋳造法

茨城工業高等専門学校


電子制御工学科５年



機械・制御系３年

あ

べ

ひろ し

え もり はる き

しのはら けいすけ

阿部 寛士、江守 陽規、篠原 慶介／

い さか せい や

こ やま てつ し

ひ おか たく ま

井坂 征也、小山 哲史、樋岡 拓磨／准教授

は

せ がわ ゆう じ

長谷川 勇 治

１．はじめに
令和元年を迎え、今年はこれまで行ってきた半導体ウェー
ハの ELID 研削に関する研究とは異なり、学生が主体となっ
て行っている鋳造技術について展示・発表させていただき
ました。マグネシウム合金の特性を生かしたものづくりを
テーマとして、設計から機器製作、鋳造まで一から自分た

3D-CAD 設計

3D プリンタ造型

図１

ちの手で作り始め、発火しやすいマグネシウムに手こずり

樹脂模型

模型の製作

ながら、試行錯誤を繰り返し鋳造までたどりつきました。
発表の場ではこれまで発表してきた学生とは違い、学生た
ちの目は輝いていました。それだけ自分の手でやってきた
という自信があったのだと思います。プレゼン審査では自
信あふれる発表で念願の優勝を手に入れることができまし
た。その成果をこの場を借りてご報告させていただきます。

２．展示内容：学生代表 江守
２－１

LEGOブロック枠型
図２

研究背景

完成した石膏生型
石膏生型の製作

マグネシウム合金には、実用金属中で最も軽い、比剛性・
比強度に優れているなどの特性があり、あまり知られてい
ない性質として振動吸収性が良いという特徴があります。
この性質からマグネシウムは、共振を排除し、音を綺麗に
伝達することができるため、スピーカーの振動板などに一
部用いられています。そこで私たちは、このマグネシウム
合金を、イヤホンのハウジング部分に用いることで、マグ
ネシウム合金製の振動板を用いたイヤホンと同じような性

生型

図３

素焼き

乾燥型

ロストワックスによる乾燥型の製作

能のイヤホンを作れるのではないかと考え製作を行いまし
た。

ブロックを用いることで、大幅に製作費用を抑えることが

２－２

研究内容

でき、ブロックの隙間から余分な水分が抜けるため強固な
生型にすることができました。

まず市販のイヤホンを参考にして、図１に示すように

その石膏生型を図３に示すように電気炉で加熱し、素焼

3D-CAD を用いての設計を行い、その設計データをもとに

きを行います。素焼きによって、鋳造の際に溶けた湯の温

熱溶融型3D プリンタを使用して、ABS 樹脂製の模型を作

度で発生する水蒸気の原因となる水分をなくします。また、

成します。

同時に型内部の樹脂模型を焼失させることができます。こ

その模型を使って、図２に示すように石膏でかたどりを
します。今回石膏を流し込む枠型には、繰り返し用いるこ
とが可能な LEGO ブロックを使用しました。石膏と LEGO
38
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のように型を作成する方法をロストワックス法（消失模型
鋳造法）と似た手法で行いました。
次に図４に示すように、素焼きした乾燥型を再び加熱し
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セミコンジャパン
溶かした金属を流し込む鋳造を行います。まず、マグネシ

蓋を設けるなどをして半密閉空間をつくり、大気に触れな

ウム合金は発火の危険があるため、まず予備実験として

いような工夫を施したのですが、鋳造後に蓋を外すタイミ

70℃で溶ける低融点合金とアルミニウム合金を用いて鋳造

ングを見誤り、発火点以上の高温状態にあったマグネシウ

を行いました。低融点合金の鋳造では、型に金属を流し込

ムに大気中の酸素と反応したことで、このような結果になっ

んだあと人力で圧力を加える低加圧鋳造法を行いました。

てしまいました。今後の展開としては、石膏型の肉厚を薄

アルミニウム合金とマグネシウム合金は比重が小さく、低

くするなどして、マグネシウムの冷却速度を速めるなどの

加圧鋳造法では溶融した金属を隅々まで行きわたらせるこ

工夫が必要になるかと思われます。

とができないため、石膏型を回転させることで遠心力の外

マグネシウムによるイヤホンは未完成となりましたが、

力をかりて金属を流し込む遠心鋳造法を用いました。遠心

低融点合金とアルミニウム合金、そして3D プリンタで製作

鋳造機はスチールラックや廃材、研究にあった電動ドライ

した樹脂製のイヤホン、既存の製品において音響解析を行

バなどを使って安価に自作しました。

いました。周波数解析した結果を図６に示します。横軸が

鋳造後の写真を図５に示します。低融点合金、アルミニ

周波数、縦軸が出力の大きさになります。やはり既存のも

ウム合金においてはイヤホンを製作することができたので

のと比べてしまうと、どのイヤホンも劣っているのが見ら

すが、マグネシウム合金に関しては、実験中に発火が起き

れます。これは、振動版などに半田ごてを用いて手作業で

てしまい、製品を製作することができませんでした。マグ

組み立てを行ったことで生じた隙間の影響などがあると考

ネシウムは、発火点の状態で大気中におくと、酸素と反応

えられます。しかし、その中でも、アルミニウム合金製の

して発火してしまうという性質があるため、遠心鋳造機に

ものは、低融点合金と樹脂製のイヤホンよりも、ほとんど
の帯域でよい結果が得られており、中帯域ではフラットに
安定した出力が得られている事が確認でき、材料の性能比
較としては良い評価を得ることができました。イヤホンで
は、安定した出力のほうが、尖った音にならず好まれる傾
向にあるので、これはアルミニウム合金を用いたメリット
であると思われます。

低加圧鋳造法

図４

遠心鋳造法

鋳造における鋳込み作業

２－３

まとめ

今後、プレゼン発表の際に皆様から頂いたご指摘やアド
バイスを参考にして、さらにマグネシウム合金を用いたイ
ヤホンの製作を続け、音響解析や材料の結晶構造、表面精
度などの解析を行い、私たちが想定する性能である「広い
周波数帯域での音圧レベル改善と音の分解能にすぐれ、高
音域まで透明感のある音を再生できる」イヤホンに近づけ

低融点合金

Al 合金

図５

各種金属の鋳造物

Mg 合金

るべく改良をしていく予定です。

３．参加学生の感想
電子制御工学科 ５年 阿部 寛士
私は今回「The 高専」ブースで「マグネシウム合金の3D
プリンタを用いたロストワックス遠心鋳造法」の研究成果
についてポスター発表を行いました。初めての発表で非常
に緊張しましたがとても良い経験ができました。
相手に自分たちの研究内容を分かりやすく伝えるという
ことを一番に考え発表を行い実際に製作した物を展示物と
して持っていき、展示物を見せながら製作した工程を流れ
で説明することができました。沢山の方々に聞いて頂き、
様々なアドバイスも頂きました。特に企業で製品開発を行っ
ている方の意見など学生の間だけでは考えつかないような

図６

音響解析の結果

意見も頂き研究に生かしていきたいと思いました。また他
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の高専、企業の展示も興味深い物ばかりで良かったです。

興味や関心を持ってくださり、すごいとか、面白いとか、

中々普段見られないような装置などが展示してあり良い体

そういったお言葉をいただいたときは、とても嬉しかった

験ができました。ですが説明を聞いても理解しにくい所も

です。夜遅くまで研究してきた自分たちの苦労が報われる

あり半導体関係の勉強をもっと行わないといけないなとも

ようでした。また、研究に対して的確なアドバイスをくだ

感じました。

さる方も多かったので、今後の研究活動に生かしていきた

最後に協賛企業の皆様、このような場を設けて頂きあり
がとうございました。

いです。今後、就職して社会に出てからも役に立つような
経験を得ることができました。

電子制御工学科 ５年 江守 陽規
「The 高専」という研究活動発表の場を通して、要点を
的確に伝えることの大切さを改めて感じることができまし
た。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、伝えたいことを簡潔に説明
することに大変苦労しました。そこで、他高専の発表を拝
見し、発表手順の組み立て方や姿勢を参考にさせていただ
き、自身が試行錯誤しながら説明を重ねるごとに成長して
いくのを実感でき、私たちにしかできない発表のかたちを
見出すことができた気がします。また、学生の方だけでな
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・製作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や製作方法の紹
介など、普段の学生生活で伺うことのできない意見をお聞

参加した５年生３名

きすることができ、今までになかった視点で自身の研究活
動を見つめる良い機会となりました。今後は、このような

機械・制御系 ３年 井坂 征也

素晴らしい機会から得られた経験を活かして、技術力や知

私は５年生の研究のお手伝いという形で『The 高専』に

識の発展のみならず、
「伝える能力」に磨きをかけ、自分の

参加しました。学校で製図や実習工場の授業などを受けて

行っていることをわかりやすく伝えられる達人になりたい

いましたが、正直あまり自信を持てるほどよく理解してい

と思います。そして、懇親会で頂いた「失敗は途中である」

なかったため少し不安を抱いていました。しかし、先輩か

というお言葉を胸に日々精進していきたいです。最後にな

ら3D-CAD のやり方、製図の仕方、ボール盤のやり方など

りますが、このような貴重な場を用意して下さった関係者

を丁寧に教えていただいたおかげで理解を深めることがで

の方々に心より感謝申し上げます。

きました。私は遠心鋳造機の作成を担当し、設計、材料の
注文、加工を行いました。今まで習ったことがパズルのよ

電子制御工学科 ５年 篠原 慶介

うに当てはまっていくような気がして、ものづくりの楽し

「The 高専」を通して学んだことは、自分たちが研究し

さを知ることができました。展示会の２日目から参加し、

たものをみんなに発表することの楽しさです。私たちは電

到着した当日はお手本となる先輩が発表を近くで見ていま

気系の分野である半導体とは異分野である、機械系の分野

した。午後は、企業、高専や大学の発表を見に行きました。

で出展させていただきました。そのため会場にお見えにな

私は将来就きたい職業などがまったく決まっていなかった

る方の中には、機械系の知識がない方もいらっしゃいまし

のですが、いろいろな企業を見ていく中で興味深いものが

た。それでも、好奇心で自分たちのブースに足を運んでく

たくさんあり、進路に対して役立つことができました。2日

ださる方も多く、そういった方にも分かりやすく、かつ、

目の午前中は先輩に発表の方法を教わり、午後から発表を

興味を持ってもらえるような発表を心掛けました。研究に

行いました。言葉の使い方、話すスピード、ジェスチャー、

用いた道具や鋳造品を実際に持っていき、装置の縮小した

声のトーンなどいかに聞き手に聞き取りやすく、わかりや

模型も製作して、発表の際に研究過程がイメージしやすい

すく伝えられるかを意識しながら発表することができまし

ような工夫をしました。自分たちが作成したものに対して

た。とても良い経験ができたと思っています。最後にこの

40
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セミコンジャパン
『The 高専』に参加でき、この研究に携わることができ、本

しかし、実験の核となる道具の製作を任され、責任感が生

当に良かったと思っています。ここで経験したことをこれ

まれ、何より完成したときにとても大きな達成感を味わう

からも活かして立派なエンジニアになれるよう頑張りたい

ことができました。これは、研究に参加しなければ得られ

と思います。

なかったものです。ものをつくることについて考える良い
きっかけになったと思います。プレゼンは、とても緊張し

機械・制御系 ３年 小山 哲史

ました。実際、最初の方は、手際も悪ければ説明も分かり

私は今回初めて SEMICON Japan に参加させていただき

にくいものだったと思います。しかし、回数を重ねるごとに、

ました。
「The 高専」では自分たち３年生は５年生の研究

完璧とは程遠いまでも上達しているのが実感できました。

の手伝いという形でしたが優勝することが出来とても嬉し

見に来てくださった企業の方々や、一般の方々が自分の説

かったです。また、最終日には自分達３年生もポスター発

明を最後まで聞いてくださり、質問までして頂いたので、

表をすることになり、このような場での発表は初めてでと

上達することができたのでとても感謝しています。答えら

ても緊張しましたが先輩方の素晴らしい発表を見習って少

れない質問もありましたが、その際は一緒に考えてくださっ

しずつできるようになりました。相手に簡単にわかりやす

たり、関連する事柄について教えてくださったりして、勉

く伝えるというのはとても難しいことだと改めて感じまし

強になりました。また、外国人の方が来られたときは、全

た。発表を通して企業の方々や来場者の方々とお話が出来

くと言っていいほど説明することができず自分の未熟さを

て滅多に出来ない、とても良い経験ができたなと思います。

痛感しました。私は、それと同時に英語を話せるようにな

他高専の研究も興味深いものばかりでした。懇親会では他

ると心に決めました。この経験は自分にとって大きなもの

の高専の人たちと交流を深めることが出来充実した時間を

であったと確信しています。今回得たものをもとに自身を

過ごせました。企業ブースでは半導体や半導体に関する製

磨き、将来に繋がるよう日々過ごしていきたいです。

品について知らないことばかりでとても勉強になりました。
自分はまだ進学か就職か決まっていませんが、今回「The
高専」で経験したこと、企業ブースを見学して学んだこと
を活かしていけたらいいなと思います。最後にこのような
場を用意してくださった先輩方や関係者、企業の方々に感
謝申し上げます。

本科３年生が外国人に英語でプレゼンする様子

発表ブースにおける展示物
機械・制御系 ３年 樋岡 拓磨
「The 高専」という研究活動発表に先輩の手伝いという
形で関わらせて頂き、研究の大変さやプレゼンの難しさを
身にしみて感じました。研究では、私は実験道具の製作を
担当しました。3D-CAD で設計をし、必要な材質の寸法と
材質を決め、発注をし、実際に加工する。ひとつのものを
一から作り上げる、しかも、実験するための道具を製作す
ることがこんなにも大変だとは思ってもいませんでした。

11回目を迎えた令和元年初の THE 高専
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日立ハイテクノロジーズ様との集合写真

４．おわりに
６回目の出展となる今年は、念願のプレゼン優勝を獲得

SEMICON JAPAN に参加したクラスの集合写真

半導体に関する専門知識について勉強したいという欲求が
出てきました。何のために勉強しているのか、何を勉強し
たらいいのか、勉強する意味が少しわかったようでした。

することができました。今回の参加では学生に教えられた

今回参加した学生が、今後高専からの就職あるいは大学編

ことがたくさんあり、とても有意義な発表となりました。

入後の就職の際に半導体業界と結びつけばと思っています。

この経験を生かして、卒業研究や学生のものづくりの支援
を行っていこうと思っています。

最後になりましたが、マグネシウム鋳造にご協力を頂い
た茨城県産業技術イノベーションセンター行武様、クラス

また、今回現在担任をしている国際創造工学科機械・制

研修にご協力頂いた SEMI ジャパン吉田様、昨年に引き続

御系３年のクラス40名が SEMICON JAPAN に参加し、未

きご支援・ご指導いただいた株式会社日立ハイテクノロジー

来 college や各企業様の展示ブースを訪問しました。３年生

ズ様、そしてこのような機会を提供していただいた THE

なのでまだ半導体に関する知識は乏しかったものの、学生

高専＠ SEMICON 関係者の皆様に深く感謝いたします。

たちにはとても好評で、半導体業業界を知るだけでなく、
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超音波振動液滴室温ナノインプリントリソグラフィによる
DLC デバイスの開発

舞鶴工業高等専門学校
きよはら しゅうじ



電子制御工学科

准教授



電子制御工学科

本科５年



電気電子システム工学コース



豊橋技術科学大学



産業技術総合研究所

1.

清原 修二、准教授
あさ い

ゆう き

おき た

いしかわ いっぺい

石川 一平

なお と

まつおか

ゆ

み

浅井 祐輝、沖田 直斗、松岡 優実
専攻科１年

電気・電子情報工学系

い とう たいよう

伊藤 大洋
助教

はりがい とおる

針谷 達、教授

集積マイクロシステム研究センター

たきかわ ひろふみ

滝川 浩史

主任研究員

くらしま ゆういち

倉島 優一

の細部まで充填していないといったことが挙げられる。そ

はじめに

こで、インプリントの際に高周波の振動を印加する超音波
Japan 2019

振動液滴室温ナノインプリントインプリントリソグラフィ

で展示発表するために応募した。10月中旬に東京エレクト

（Ultrasonic Vibration Droplet Room-temperature Nano

ロン FE 株式会社 花本夏輝氏より、出展することが決まっ

Imprint Lithography：USV-DRT-NIL）を提案した。この

た旨の連絡があり、その後、協賛企業の株式会社堀場製作

方法により、パターン細部までポリシロキサンの流入を促

所 北川昂人氏とメールでやり取りしながら、出展の準備を

進させることや加圧時間の短縮および残膜層を軽減するこ

進めた。

とが期待できる。そのため、本研究では様々な周波数の振

令和元年8月下旬、THE 高専＠ SEMICON

今年も THE 高専＠ SEMICON Japan 2019が開催される

動を印加し、最適なインプリント条件の検討を行い、超音

前に後期中間試験が実施されたので、本科の学生が参加す

波振動を利用した液滴室温ナノインプリントによる DLC

ることができた。そのため、清原研究室所属の本科5年生3

ドットアレイの作製を行った。

名を発表させることにした。
本研究室は、豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 滝

2.2 最適な超音波振動液滴室温ナノインプリント条件の検討

川研究室、産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究

超音波振動液滴室温ナノインプリントの最適な周波数を

センターとの産学官共同研究を遂行しており、本研究で開

検討するために、インプリント条件を加圧時間：15 min、

発した超音波振動を利用した液滴室温ナノインプリントリ

インプリント圧力：0.5 MPa のもとで、周波数を変化させ

ソグラフィによるダイヤモンドライクカーボン（Diamond-

てインプリントを行った。このとき、波形は正弦波（20

like Carbon：DLC）のマイクロ・ナノ機能性デバイスの開

Vpp）である。インプリント後のマスクパターン高さを表1

発をしている。また、試作開発したポータブル室温ナノイ

に示す。

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 ナノエミッタ、医療 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る。

2.

出展内容（1）

2.1

超 音波振動液滴室温ナノインプリントによる DLC
ドットアレイの作製

ナノテクノロジーは最先端の基礎科学から応用製品にま
で、幅広い分野に活用されている。本研究では、半導体微
細加工技術の一つである室温硬化ナノインプリントリソグ

表1 超
 音波振動液滴室温ナノインプリントにおける
マスクパターンの高さ

周波数 [Hz]
0
100
500
1k
10 k
100 k

パターン高さ [nm]
400
444
451
452
462
464

ラフィについて研究を行っている。そこで本研究で開発し
た 液 滴 室 温 ナ ノ イ ン プ リ ン ト リ ソ グ ラ フ ィ（Droplet

インプリントの際に超音波振動を印可することでパター

Room-temperature Curing Nanoinprint Lithography：

ンの高さが400 nm から460 nm まで高くなった。モールド

DRT-NIL）によって DLC ドットアレイの作製を行ってき

の深さは500 nm であるため、パターン高さも500 nm に近

た。DRT-NIL の課題として、インプリントパターンの高

いほうが高精度といえ、パターンの高さが最も高い464 nm

精度化、転写剤であるポリシロキサンがモールドパターン

である100 kHz を最適な周波数とした。
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2.3

PDMS モールドを用いた超音波振動液滴室温ナノイ

(i) 振動なし

ンプリントによる DLC ドットアレイの作製
本研究で開発した超音波振動液滴室温ナノインプリント
による DLC ドットアレイの作製プロセスを図1に示す。

(ii) 振動あり

(a)
25 µm×
25 µm
(b)
150 µm×
150 µm
図2 超
 音波振動液滴室温ナノインプリントによる DLC
ドットアレイの SPM 像
［CHF3 ion: 400 eV、2 min、O2 ion: 400 eV、5 min］
2.4

出展内容（1）のまとめ

超音波液滴室温ナノインプリントにより高精度な転写パ
図1 超
 音波振動液滴室温ナノインプリントによる
DLC ドットアレイの作製プロセス

ターンが形成でき、残膜層を3分の2に減少することができ
た。また、超音波振動を印加することで、より先鋭化した
DLC ドットアレイを作製できることがわかった。

モールドに5 µm 径ドットアレイのパターン［79,296個 /cm2］
を有 するポ リジメチル シロキ サン（Polydimethylsiloxane：

3.

PDMS）
［KE-106、
信越化学工業 ㈱］を用いた。DLC 膜［ta-

3.1 ナ
 ノインプリントを用いた小・中学生のためのナノテ

C、10 mm 角、約500 nm、表面粗さ Ra = 2.0 nm］上にポリ

出展内容（2）
クノロジー教育

シロキサン［HSG-R7-13、日立化成 ㈱］を0.01 mg 滴下し、

ナノテクノロジーは、IoT（Internet of Things）化が進むに

加圧した。このとき、
超音波振動（圧電振動板［7BB-35-3LO、

つ れ 情 報 通 信 機 器 や MEMS（Micro Electro Mechanical

村田製作所 ㈱］
）を基板に与えた。その後、電子サイクロトロ

Systems）センサといった半導体分野で必要とされている。本

ン共鳴（Electron Cyclotron Resonance：ECR）イオンシャワー

研究では、開発したポータブル室温ナノインプリントシステムを

加工装置［EIS-200ER、㈱ エリオニクス］で CHF3イオンによ

用いて小・中学生対象の公開講座を実施することにより、我々

る残膜層の除去、O2イオンによる DLC の加工を行い DLC ドッ

の生活に深く関わっているナノテクノロジーの基礎知識を小・中

トアレイを作製した。

学生に認知、理解してもらうことを目的としている。

図2に振動なし（i）と振動あり（ii）の場合の DLC ドットアレ
イの SPM 像を示す。振動を与えることで残膜層を200 nm か
ら130 nm と3分の2に減少することができた。残膜層を CHF3

3.2 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

イオン（400 eV、2 min） で 除 去し、DLC を O2イオン（400

本研究で開発した室温硬化する可塑材料であるポリシロキサ

eV、5 min）でシャワー加工を行った。また、振動なしの場合

ンを滴下する液滴室温ナノインプリントリソグラフィを公開講座

のパターン高さは715 nm であり、ドット形 状の直径は9077

で利用した。

nm、
先端半径は400 nmである。一方、
振動ありの場合のパター

公開講座で実施した DRT-NIL によるマイクロギヤパターン

ン高さは724 nm であり、ドット形状の直径は7755 nm、先端

の形成プロセスを図3に示す。本研究では、この方法で医療用

半径は250 nm になった。つまり、超音波振動液滴室温ナノイ

MEMS の摺動部品である DLC マイクロギヤの開発を目的とし

ンプリントを行うことによって、パターンがより高く細くなり、

ている。本公開講座では、図4に示すように、刃先円直径50

先鋭化した形状になった。先鋭化した形状であるため、電子

µm のマイクロギヤパターン
［3,600個 /cm2］を有するPDMSモー

放出源である次世代フラットパネルディスプレイ用 DLC エミッ

ルドを用いた。ポータブル室温ナノインプリントシステムを用い

タへの応用が期待できる。

てマイクロギヤの転写パターンの実験を行い、手作りの光学顕
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図3

公開講座で行った DRT-NIL によるマイクロギヤの
転写パターン形成プロセス
図5 本
 研究で開発したポータブル室温ナノインプリント
システムの構成
[A000066、Arduino Co.、Ltd.] を用いて発振器を製作した。
Arduino から出力された矩形波信号を圧電振動板に加えるこ
とで振動させる。実際に振動を印加してインプリントを行った
結果、ギヤパターンの歯先、内部の円形部といったギヤパター
ン形成に関して、全体的な転写パターンの精度向上が見られた。
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・中学生を対象として公開講座を企画し、その講義
内容は図6のように行った。
50µm

図4 マ
 イクロギヤパターン［刃先円直径50 µm］を
有する PDMS モールドの光学顕微鏡写真
微鏡（300倍）でマイクロギヤパターンの観察と刃先円直径の
算出を行った。そのため、基板を透過性のあるスライドガラス

（（a）ナノテククイズ
a）ナノテククイズ
［モノの並べ替え］
［モノの並べ替え］

（b）マイクロピペット
（b）マイクロピペット
による液滴練習
による液滴練習

に変更した。
3.3

ポータブル室温ナノインプリントシステム

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の
構成を図5に示す。
駆動力としてステッピングモータ［SGSP20-85、シグマ光機
㈱］で加圧し、ストレインゲージ式ロードセル［LC1205-K050、
㈱ エー・アンド・ディ］で圧力測定、繋がっているインジケー
タ［AD-4531B、㈱ エー・アンド・ディ］で圧力を数値化し、

（c）手作り光学顕微鏡
（d）インプリントによ
（c）手作り光学顕微鏡
（d）インプリントによるマ
るマイクロギヤパタ
［300倍］の製作
イクロギヤパターン形成
［300
倍］の製作
ーンの形成
図6

公開講座の内容

その値をコントロールソフトウェア（PC）上でフィードバック制
御することにより、加圧時の圧力を一定値にしている。また、

3.4

出展内容（2）のまとめ

パターン精度の向上を目的としてインプリント時に振動を印加す

ポータブル室温ナノインプリントシステムの装置面、システム

る際、ファンクションジェネレータでは大きく持ち運びに適さな

面での改良を行い、ワンボードマイコンを用いた発振器を製作

い。そのため、ワンボードマイコンである Arduino Uno Rev3

することで、幅広い条件でのインプリントを行うことが可能と
SEAJ Journal 2020. 2 No. 168
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本科5年

なった。
また、公開講座を実施することで身近にあるナノテクノロジー
に対して、興味を持ってもらうことができた。

4.

学生の感想

専攻科1年

いとう

伊藤

たいよう

大洋

私は、THE 高専 @SEMICON Japan 2019に出展者として
参加した。このような大勢の方に聞いてもらえる発表の場は大

まつ おか

松岡

ゆ

み

優実

私は、今回 THE 高専 @SEMICON Japan 2019に出展者と
して参加した。卒業研究として取り組んでいるナノインプリント
についての発表を行い、様々な方からご意見やアドバイスをた
くさん頂けた。これを生かして、今後より良い研究ができるよ
う努めたいです。また、他高専の方々や企業様のブースを見学
したことで新しい発見もあり、半導体関連の今、そして未来に
向けて最新の技術を知り、考えを深めることができた。

変貴重で、たくさんのご指摘やアドバイスを受け、非常に良い

このような場で発表するのは初めてのことであり、至らない点

体験となった。自分では気づけなかった点も知ることができて

も多くあったかとは思いますが、全体を通じて大変良い経験が

良かった。プレゼン大会では敢闘賞を受賞することができた。

できたと感じています。最後になりますが、このような機会を頂

また、他高専の発表を聞いたり、企業の出展ブースを見学する

きました協賛企業の方々、また SEMICON Japan 2019 の運営

ことで、半導体関連の知識がより一層深められ、研究に対す

の皆様方に深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

る大きな励みとなった。また、私は就職希望であり、企業ブー
スや、就職セミナーで業界研究ができ進路に役立てられそうで
す。最後に、THE 高専の協賛企業の方々、SEMICON Japan
2019の運営の方々に深くお礼申し上げます。
あさ い

本科5年

浅井

ゆう き

祐輝

5.

おわりに

専門用語が多くて分かりにくいとの指摘を毎回受けているの
で、学生らは専門用語をなるべく用いずに分かりやすい用語を
用いながら説明していた。プレゼン大会では、公開講座や出
前授業用に試作開発したポータブル室温ナノインプリントシステ

私は、THE 高専＠ SEMICON Japan 2019に出展者として

ム
（持ち運び可能）の実機を用いた説明がとても分かりやすかっ

12/10から12/13までの4日間ブース準備を含め参加し、超音波

たようである。この功績により、プレゼン大会で敢闘賞を受賞

液滴室温ナノインプリントによる DLC デバイスの開発に関する

したことは大きな励みになった。

研究について発表した。このような発表会は初めてで、とても

図7は本校の展示ブースと学生のプレゼンテーションの様子

緊張したが、さまざまな企業や高専の方に発表を聞いてもらい、

および図8、9は12日（木）の懇親会での授賞式の様子と受賞

質問だけでなくアドバイスや問題点なども指摘していただき、

記念写真を示す。企業技術者ならではの視点でアドバイスや質

非常に勉強になった。また、敢闘賞を受賞することができたの

問をされ、今後の研究の糧になった。また、清原研究室の OB

で、今後の研究もより熱心に取り組みたいです。さらに、他高

や本校 OB の方がブースを訪ねて来られ、現在の学校の様子

専の発表や企業ブースでの説明を聞かせていただき、自分の

などを懐かしく聞き入れていた。

知らない半導体業界の一面を知ることができた。
おき た

本科5年

沖田

なお と

直斗

最後に、THE 高専 @SEMICON Japan 2019の出展に際し、
多大なる協力をいただいた株式会社堀場製作所

北川昂人氏

に対し深く感謝する。また、懇親会では本校 OB である株式

私は、事情により遅れて参加することになり12日と13日の二

会社堀場エステック 小山博之氏に出席いただき、深くお礼申

日間のみの参加になった。学外での発表は初めてだったので、

し上げます。オリンピックの影響で会場の行き来が大変でした

外部の方々にどのように説明すればよいのか心配だったが、多

が、とても有意義な展示発表になった。この経験を糧にして、

くの意見やアドバイスをいただき、とても貴重な経験をすること

これからも清原研究室から半導体製造に関わるグローバルエン

ができた。他にも他高専の研究内容も知ることができ、また

ジニアが 誕 生することを楽しみにしている。THE 高 専 @

懇親会では高専間で貴重な交流ができた。どの高専もとても

SEMICON Japan が今後とも継続され、多くの高専が半導体

魅力的な発表がたくさんあり興味を持つとともに良い刺激に

製造に関連する最先端な研究成果を出展し、発表することを

なった。また企業ブースでは日本の半導体プロセスの最先端

望みます。

技術を見ることができ、卒業研究だけでなく社会人になってか
らも役に立つものだと実感した。
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図7

舞 鶴工業高等専門学校の展示ブースと

図8

懇親会での授賞式の様子

学生のプレゼンテーションの様子

図9

懇親会での授賞記念写真
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AI によるロボカップサッカー小型ロボットのミニゲームの実演
豊田工業高等専門学校
ないとう

電気・電子システム工学科５年
指導教員

電気・電子システム工学科

1．はじめに

vision server
computer

供された、10高専による「The 高専 @ セミコン2019」ブー

つる た

すぎうら

みつおか りょう ま

教授

とう こ

稜真

杉浦 藤虎（sugi@toyota-ct.ac.jp）

Artiﬁcial
Intelligent server

スの一つで、
研究内容を来場者に紹介しました。本校は、
（株）

wireless communication system

ニコン様ご協賛の下、
「ロボカップサッカーロボットを用い
た人工知能（AI）によるサッカーミニゲーム」のデモンス

9m
playing ﬁeld
12m

Robots

トレーションと解説を行いました。

13.4m

以下、ロボカップおよび展示内容について紹介します。

図1

2．ロボカップについて
ロボカップとは、2050年までに「サッカーワールドカッ

やすたか

優星、鶴田 泰隆、光岡

overhead view cameras

令和元年12月11～13日、東京ビッグサイトで開催された
セミコンジャパン2019において、出展企業9社協賛により提

ゆうせい

内藤

SSL の概略

の指示に従い、補助的な役割を担います。試合中は、フィー

プの世界チャンピオンに勝てる自律移動ロボットのチーム

ルドの外から「行け、そこだ、シュート！」とか「あー、

を作る」ことを目標としたランドマークプロジェクトで、

ダメだ、何でぇ」など、と手に汗握り、冷や汗かきながら

日本の研究者によって発足されました。ロボット競技や研

声援を送るのみです。

究発表などを通じて、人工知能や画像処理分野の発展を目

実際の試合は、直径18cm ×高さ15cm の円筒状ロボット

的としています。第1回の世界大会は名古屋で開催され、そ

を、各チーム8台使用します。ボールは直径43mm のオレン

れから毎年世界各地で開催されています。豊田高専では、

ジ色のゴルフボールを使用し、大きさ12m ×9m のフィー

主に高専ロボコンを経験した学生が、2002年からロボカッ

ルドで行われます。ロボットは購入することも可能ですが、

プの活動を行っています。

極めて高価なので、自前で作るチームが多いです。レギュ

ロボカップにはロボットでサッカーを行うロボカップ

レーションの変更や改良・強化に柔軟かつ迅速に対応でき

サッカーの他に、災害救助を目的としたレスキュー、実生

ること、および設計・製作過程を体験できる貴重な実践教

活空間を模した環境で競技を行う＠ホーム、工業技術を競

育の場になることから、本校もすべて学生の手によって作

うインダストリアル、小中高生の教育・興味喚起を目的と

製されています（図2）。

したジュニアリーグなど多くのリーグがあります。中でも
ロボカップサッカーは、我々が参加する小型リーグの他、
中型リーグ、シミュレーションリーグ、ヒューマノイドリー
グ、標準プラットホームリーグなどがあります。

3．ロボカップサッカー小型リーグの紹介
ロボカップサッカー小型リーグ（以下 SSL と略）では、
競技フィールドの上空に取り付けた複数台カメラからの画
図2

像（ロボットの位置とカラーパターン、ボール）情報をも

（マーカーパターンと実機内部）

とに、自律ロボットがサッカー競技を行います。図1に SSL
の概略を示します。サッカーの試合中、
人間は中断時を除き、
一切触れることはできません。審判用オートレフェリーや

学生手作りによる SSL ロボット

3.1

ロボットのハードウェア

ロボット（各チームの AI）が、すべて状況を判断し、試合

ほとんどのチームのロボットは、4輪オムニホイールによ

を進めます。各チームが担当する審判員はオートレフェリー

る全方向移動機構、電磁ソレノイドを用いたキック機構、
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セミコンジャパン
め移動方法こそ人間とは似ていませんが、その分、高速に
移動でき、ロボット同士のパスプレイや隙をついたシュー
ト、相手ロボットの頭上を越えるチップキックなど、洗練
された戦略や試合運びは人間のサッカーと同様です。

(a)

(b)
(c)

今回の実演では、実際の競技フィールドと比べて場所が
狭かったため、図4に示すような、2台のロボットによるサッ
カーミニゲームを披露しました。各ロボットは、衝突を避
けるため、自陣のエリア内しか移動できないよう制限をか
けた上で、壁際のボールは、壁の反発やドリブル機能を利

図3 (a): 全方向用オムニホイール（リングホイール）、(b):
ドリブル機構、(c): キック機構（上段：ストレートキッ
ク、下段：チップキック）

用してフィールド内に戻すようにしました。画像中でボー
ルがロボットに隠れる四隅を除き、人の補助を介さない自
律動作を紹介しました。

ボールに回転をかけ、ロボットへ引きつけるドリブル機構
を備えています（図3）
。それらの機構は決められた寸法・
制約を満たさなければならないので、各チームは工夫を凝
らしています。
我々の制御基板回路は、xilinx 製 FPGA と ARM マイコ
ンを搭載し、ソレノイド用キャパシタ（4mF）を数ミリ秒
図4

で200V まで充電するための昇圧回路、Maxon 製70W ブラ

サッカーミニゲームの様子

シレス直流（BLDC）モータ駆動用ドライバ回路など、オ
リジナルで設計しています。バッテリーには22.2V 小型リ
チウムポリマー（6セル）を使用しています。実際の試合時

3.3

ロボットの戦術決定アルゴリズム

間は前後半5分で行われ、ハーフタイムやタイムアウトを入

AI サーバー内では、戦術構築部は大きく分けて、役割の

れると30分以上になることも多いですが、試合中、特に交

割当、Monte Carlo Tree Search（MCTS）法の二つの要素

換しなくても十分に持つ程度の消費電力です。

から構成されています。

この SSL では、多くのチームはロボットにカメラは搭載

まず、フィールド内の位置・速度関係からボールを扱う

しておらず、ボールの有無を検知する赤外センサを付けて

べき（ボールを追いかけて捕球する）役割のロボットを決

いる程度です。フィールド全体を見渡すグローバルビジョ

定します。次に、現在の状態を根ノードとするゲーム木を

ン形式では、常時、敵・味方のロボットの位置や向き、ボー

想定し、あるポリシーに従ってパスやドリブル等の行動を

ルの位置を認識できるため、現時点ではイメージセンサに

選択、探索していきます。MCTS 法は、従来、囲碁等の AI

よる画像解析のメリットはほとんどないからです。ロボッ
ト自身にカメラを搭載するローカルビジョン形式で行われ

3

る中型リーグやヒューマノイドリーグとはその点が大きな
違いです。

3.2

6

ロボットを制御するソフトウェア

6
2 1

カメラで取得したフィールド上の情報は vision サーバー
と呼ばれるコンピュータで画像処理され、AI サーバーに
よって位置や速度の指令など、次にどのような戦略をとる

5

5

5

4

のかという行動情報（各ロボットの速度 vx、vy、回転角θ）

0

に変換された後、各ロボットへ、一斉同時に無線送信され
ます。このループが1秒間に60フレーム繰り返されることで
競技が進行します。SSL の最大の特長は何と言ってもその
スピード感と迫力ある試合展開です。車輪を使っているた

図5

典型的な相手ゴール前のフォーメーション

（オレンジ色が図6の結果を示すボールの予測軌跡）
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5．おわりに
今回、3日間で51,109名の来場者があったそうです。10年
前に千葉幕張メッセで展示させて頂いたときは、3日間6万6
千名超の来場者がありましたので、やはり少し規模が縮小
された印象はありました。しかし、このような大規模な展
示会において、再度、高専教育の一端を紹介する機会を与
えて頂けたことは非常に光栄でした。来場者の多くが半導
体関連企業の方ということで、どれだけ興味を持ってもら
図6

図5の状況に MCTS 法を適用し、生成された

えるのか今回も不安はありましたが、「この技術は利用でき

成功確率の高い Tree 構造

そうだ」、「面白い、飽きないね」などの感想をたくさん頂
戴し、教員も実りある参加を実感しました。今後も、セミ

で用いられてきた手法ですが、ノード間で遷移確率を推定

コンが高専学生のプレゼンテーション能力育成の貴重な場、

することでサッカーに応用しています。

機会として継続的に提供されることを期待致します。

探索後、最もゴールの期待値が高いと判断された行動手

今後の課題は、ソフトウェア的にはスマートな戦略や連

順を遡り、現時点で行うべき行動を決定・実行することで

係プレイの実現、ハードウェア的には強力なドリブル機構

戦術としています（図5、図6）
。

や横方向パスが可能なキック機構の導入などが挙げられま

4．セミコン2019会場において
本校からは、電気・電子システム工学科5年生3名が参加し、

す。ロボカップ世界大会での優勝を目指し、さらに進化し
た姿をご披露できるよう一層努力を重ねる所存です。
最後になりましたが、このような機会とご高配を賜りま

協賛企業・来場者の皆様に熱心な実演と説明を行い、多く

した協賛企業様、特に（株）ニコンの皆様に深く感謝申し

の有意義なアドバイスや質問を頂きました（図7）。学生は、

上げます。ありがとうございました。

他高専学生の発表内容に興味を示し、積極的に質問するな
ど有意義な体験となりました。
最終日前夜には協賛企業主催の懇親会が開かれ、高専生
同士で親睦を深め合ったり、くじ引き大会で盛り上がった
りして、楽しいひとときを過ごすことができました（図8）。
そして、たくさんのご馳走から元気を、企業の皆様の慰労
と励ましの言葉から自信と活力を頂戴しました。

図7
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展示ブースでの学生の説明の様子

図8

お世話になった（株）ニコン東島様（左端）と
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