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5.1 次世代撮像システム

超高感度撮像デバイス

夜間緊急報道などに不可欠な小型超高感度ハイビジョンカメ
ラの実現を目指して、冷陰極HARP（High-gain Avalanche
Rushing amorphous Photoconductor）撮像板の開発を進めてい
る。本撮像板は、電圧を印加するだけで電子を放射する微小な
冷陰極を平面上に多数並べたアレーと、アバランシェ増倍を利
用した超高感度なHARP光電変換膜とを向かい合わせた構造の新
たな撮像デバイスである（図1）。2010年度は、撮像板の小型化
に向けた要素技術の開発と、HARP膜の増倍率の向上に取り組ん
だ。
撮像板の小型化では、永久磁石などを必要とせず、アレー上
の電極に電圧を印加することで電子ビームを集束できる電界集
束系の性能改善を進めた。2009年度に試作した電界集束系では、
集束時の電子ビームの量が十分ではなく、また、電子ビームが

ゲート電極と集束電極の間の絶縁膜に照射され、信頼性が低下
するという問題があった。そこで、これらの問題を解決するた
め、ゲート電極と集束電極との間に新たに引き出し電極を設け
た電界集束系を設計した。シミュレーションの結果、本集束系
では、集束時の電子ビーム量が従来の約2倍に増すことや、絶縁
膜には電子ビームが照射されないことがわかり、電界集束系の
性能改善に見通しを得た。
一方、HARP膜では、膜に印加する電圧を高めることで、電荷
の増倍率が増すが、同時に暗電流も増えて、実効的な増倍率が
制限されるため、暗電流の低減による増倍率の向上に取り組ん
だ。HARP膜の暗電流は主に外部からの正孔の注入によって生じ
るため、従来は、膜の光入射側に酸化セリウム（CeO2）層を設け
ることでエネルギー障壁を形成し、この正孔の注入を抑制して
いたが、その効果は必ずしも十分とは言えなかった。そこで、
CeO2層の構造分析などを行い、正孔注入阻止の効果をさらに高
めるために必要な条件を導き出すとともに（1）、それを基に新たな

スーパーハイビジョン（SHV）などの新たな放送サー
ビスを支える次世代の撮像・記録・表示システムの実
現に向けて、その中核となるデバイス開発などの基盤
研究を進めた。
次世代撮像システムの研究では、超高感度撮像デバ
イス、高フレームレート撮像デバイス、有機撮像デバ
イスの開発に取り組んだ。超高感度撮像デバイスに関
しては、夜間緊急報道などに不可欠な小型超高感度カ
メラの実現に向けて、冷陰極HARP撮像板の開発を継
続し、撮像板の小型化や高感度化に見通しを得た。高
フレームレート撮像デバイスについては、SHVでの動
画像の画質改善に向けて、フレーム周波数120Hzの
SHV用撮像デバイスの開発に取り組み、動作検証用デ
バイスの設計、試作を完了した。また、超高速度カメ
ラの高感度化に向けて、裏面照射型超高速度CCDの設
計、試作を進めるとともに、高フレームレートと高精
細との両立を図るため、デバイスの深さ方向に信号を
読み出す3次元構造撮像デバイスの研究に着手した。
次世代の小型・高画質撮像デバイスの実現を目指した
有機撮像デバイスの開発では、フルカラー化ならびに
多画素化を実現した。
次世代記録システムの研究では、磁気記録技術およ
び光記録技術の開発を進めた。磁気記録技術に関して
は、ハードディスクを使用した小型のSHV用記録装置
を目指して、ハードディスク2台を用いて転送レート
を高める手法を考案し、その効果を検証した。また、

磁性細線中での微小磁区の移動を利用した次世代の磁
気記録デバイスの開発を進め、その原理実証に成功し
た。光記録技術については、家庭用SHV記録装置の実
現に向けて、薄型光ディスクおよびホログラム記録技
術の開発を継続した。前者に関しては、薄型光ディス
ク用ドライブシステムを試作するとともに、その大容
量化に向けて、近接場光記録技術の開発を進めた。後
者については、ホログラム記録再生実験装置を試作し、
記録特性を評価するとともに、光波面を安定化させる
波面補償制御の高速化や、角度多重記録技術による高
密度化を進めた。
次世代表示システムの研究では、フレキシブルディ
スプレイ、省電力SHV用プラズマディスプレイ
（PDP）、光スピンデバイスの開発および次世代表示デ
バイスの調査を進めた。フレキシブルディスプレイに
関しては、表示パネルの作製技術、およびそのための
薄膜トランジスター（TFT）、表示素子の開発を継続し
た。有機ELの発光効率の向上やTFT材料の高移動度化
を進め、対角5インチのカラーパネルを試作した。省
電力SHV用PDPについては、従来に比べて駆動電圧を
大幅に低減できる電極の開発を進め、その性能を確認
した。光スピンデバイスでは、将来の表示システムの
有力な候補である広視域空間像再現型表示システムの
実現に向けて、超高精細で高速な空間光変調器の開発
を進めた。
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材料を探索した。その結果、従来のCeO2に変えて、酸化亜鉛や
酸化ガリウムを用いることで、暗電流をさらに低減でき、実効
的な最大増倍率を従来の2倍以上に改善できる見通しを得た。
電界集束型冷陰極アレーの開発については、双葉電子工業（株）
と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）K. Kikuchi, Y. Ohkawa, K. Miyakawa, T. Matsubara, K. Tanioka,

M.Kubota and N.Egami：“Hole-blocking mechanism in High-gain
Avalanche Rushing amorphous Photoconductor（HARP）film，”
Proc. of ICOOPMA 2010, Vol.64, No.5, pp.718-720（2010）

高フレームレート撮像デバイス

撮像デバイスの高フレームレート化に向けて、フレーム周波
数120Hzのスーパーハイビジョン（SHV）用撮像デバイス、裏面
照射型超高速度撮像デバイス、デバイスの深さ方向に信号を読
み出す3次元構造撮像デバイスの開発、研究に取り組んだ。

■高フレームレートSHV撮像デバイス
SHVの動画像の画質改善に向けて、フレーム周波数120Hz
のSHV用撮像デバイスの開発を進めている。2010年度は、
2009年度の基礎検討結果を踏まえて、動作検証用デバイスの設
計、試作に取り組んだ。フレーム周波数120Hzの実現に際して
は、各列から出力されたアナログ信号を処理時間1.9μs以下で
デジタル信号に変換することや、そのデジタル信号を48Gbps
以上の速度で外部に読み出すことが求められる。そこで、前者
については、高速、高
精度での変換が可能で
回路規模を抑えること
のできるサイクリック
型列並列ADC（Analog
- to - Digital Con-
verter）回路を用い、こ
れを2段構成とするこ
とで、消費電力の増大
を抑えつつ、さらなる
高速化を可能とした。
また、後者に関して
は、各列から読み出さ

れる信号を32並列化することで、51Gbps以上の高速化を可能と
した。これらを基に、約3000万画素の動作検証用デバイスを設
計し、その試作を完了した（図1）。この研究は、静岡大学と共同
で実施した。

■超高速度撮像デバイス
1秒間に最大100万枚の画像を取得することで、一瞬の現象を
超スローモーション映像として再現できる超高速度CCD
（Charge Coupled Device）の開発を進めている。2010年度は、
2009年度の高感度化に関する検討を基に、感度を従来の6倍程
度に高めることができる裏面照射型超高速度CCD（1）のレイアウ
ト設計と試作に取り組んだ。これまで、超高速度CCDの試作で
は、作製歩留まりを考慮して、2枚のCCDを貼り合わせること
で、多画素化を実現してきた。しかし、裏面照射型超高速度
CCDでは構造上、この手法を用いることができないため、新た
に複数回の露光をつなぎ合わせて大面積の素子を製作する手法
を用いることで、単体の30万画素裏面照射型超高速度CCDを実
現した。この研究は、近畿大学、（株）DALSAと共同で実施した。

■ 3次元構造撮像デバイス
デバイスの深さ方向に信号を読み出すことで、高フレームレー
ト化と高精細化との両立を目指した3次元構造撮像デバイスの開
発に着手した。2010年度は、2011年度からの本格的な研究開始
に向けて、デバイスの製作技術の検討や課題抽出などを進めた。

〔参考文献〕
（1）新井，林田，北村，米内，丸山，江藤，Harry van Kuijk：“裏面照射

型超高速度CCDの構造の検討，”映情学年次大，11-3（2009）

図1 高フレームレート動作検証用
SHV撮像デバイス

図1 撮像板および電界集束系の模式図
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5.2.1

有機撮像デバイス

小型で高感度・高精細な撮像デバイスの実現を目指して、有
機撮像デバイスの開発を進めている。本デバイスは青色光（B
光）、緑色光（G光）、赤色光（R光）のそれぞれに感度を持つ有機光
電変換膜と、光電変換膜で生成された電荷を読み出す透明な薄
膜トランジスター回路（光透過型TFT回路）とを交互に積層したカ
ラー撮像デバイスである（図1）。これまでに、G光とR光に感度
を持つ有機光電変膜を重ね合わせた原理検証用撮像デバイス（水
平47画素×垂直30画素）を試作し、積層構造でカラー撮像が可
能なことを実証した。また、B光に感度を持つ有機光電変換膜の
高効率化や、光透過型TFT回路の高集積化を進めた。2010年度
は、これらを受けて、約12000画素のフルカラー有機撮像デバ
イスを試作した（1）。
光透過型TFT回路を形成した3枚のガラス基板上に、B光、G

光、R光に感度を持つ
有機光電変換膜を個別
に成膜した素子を作製
し、これらの素子を光
の入射側からB光用、
G光用、R光用の順に
積層した。B光、G光、
R光用有機光電変換膜
には、フラーレン添加
クマリン30膜、キナク
リドン誘導体／ペリレ
ン誘導体接合膜、亜鉛
フタロシアニン／チタニルフタロシアニン接合膜をそれぞれ用
いた。また、光透過型TFT回路には、可視光を透過する酸化亜鉛
（ZnO）を半導体層に用いたZnO-TFT回路（水平128画素×垂直
96画素、画素ピッチ100μm）を用いた。
撮影実験の結果、試作デバイスでは被写体の色に対応したフ
ルカラーの動画像が得られ（図2）、光の3原色それぞれに感度を
持つ有機光電変換膜を積層することで、フルカラー撮像が可能
なことを初めて実証することができた。また、画素数に対応し
た解像度が得られることや、残像が認められないことなどを確
認した。
この研究の有機光電変換膜形成の一部は埼玉大学と、ZnO-
TFT回路の形成は高知工科大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）瀬尾，相原，渡部，大竹，久保田，江上，平松，松田，古田，平尾：
“128×96画素RGB積層有機撮像デバイスの試作，”映情学年次大，
5-7（2010）

5.2 次世代記録システム

磁気記録技術

小型の非圧縮スーパーハイビジョン（SHV）記録装置の実現に
向けて、ハードディスクの高速化に取り組んだ。また、磁気記
録デバイスの抜本的な性能改善に向けて、磁性細線を用いた微
小磁区制御デバイスの要素技術開発を進めた。

■非圧縮スーパーハイビジョン記録装置
ハードディスクを使用した非圧縮SHV記録装置の実現におい
ては、ハードディスクの高速化が鍵となる（1）。しかし、一定の回
転数で駆動するハードディスクでは、ディスク内周部での速度
が、外周部に比べて格段に遅く、転送レートが約半分に低下す
るという問題がある。そこで、2台のハードディスクを用いて、
1台は外周から、もう1台は内周から記録、再生することで、最
低転送レートを従来の1.5倍以上に高められる装置を試作した
（図1）。本 装 置 は、回 転 数10000rpmの2.5型SATA（Serial
Advanced Technology Attachment）ハードディスク2台で構成

され、1.8Gbps以上の転送レートを得ることができる。これによ
り、SHV信号の基本単位であるHD-SDI（HighDefinition-Serial

図1 有機撮像デバイスの概念図

図2 試作した積層デバイスによる
撮像例

図1 転送レート平滑化ハードディスク
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Digital Interface）信号を2台の2.5型ハードディスクで記録、再
生することが可能となり、小型の非圧縮SHV記録装置の開発に
道を開くことができた。

■微小磁区制御デバイス
可動部のない高速高密度磁気記録デバイスの実現を目指して、
磁性細線中の微小磁区を利用した記録デバイスの開発を進めた。
2010年度は、長さ10~20μmのコバルト／パラジウム磁性細線
を試作した。その幅を250nm以下に挟めることで、細線内に複
数の微小磁区が安定に存在でき、磁気記録媒体として使用でき
ることを確認した。また、磁性細線の長さ方向に直流電流を流
すことで細線中の複数の微小磁区を同時に移動させられること、

および、磁性細線に構造的・磁気的に異質な局所構造を形成す
ることで微小磁区を所望の位置で停止させられることを実証
し（2）（3）、本デバイスの原理検証をほぼ完了した。

〔参考文献〕
（1）E.Miyashita, M. Kishida and N. Hayashi：“Storage for Ultra-High

Definition Video，”Digest of the 9 th Perpendicular Magnetic
Recording Conference,17aB-2（2010）

（2）奥田，宮本，岸田，林：“ナノインデンテーションによりくびれを導
入した磁性細線の磁区状態観察，”第34回日本磁気学会学術講演概
要集，6aE-9（2010）

（3）奥田，宮本，岸田，林：“［Co/Pd］磁性細線における磁区状態観察，”
映情学冬季大，2-1（2010）

光記録技術

番組アーカイブ用記録装置、さらに将来のスーパーハイビジョ
ン（SHV）用記録装置への適用を目指し、薄型光ディスクとホロ
グラム記録技術の研究を進めた。

■薄型光ディスク
厚さ0.1mmの薄型光ディスクは、高速回転による転送レート
の向上が可能で、番組アーカイブ用記録装置や家庭用SHV記録
装置への適用が期待できる。2010年度は、これまでに開発した
薄型光ディスクの装置化に必要な基本要素技術を用いて、大容
量ドライブシステムの開発に取り組んだ。また、これと併行し
て、薄型光ディスクの大容量化に向けた近接場光記録技術の開
発を進めた。
大容量ドライブシステムについては、市販の光ディスクドラ
イブと同程度の大きさの薄型光ディスク用ドライブや、薄型光
ディスク100枚を収納した大容量カートリッジからドライブに
ディスクを自動搬送できる装置を開発した（1）。前者のドライブ開
発では、薄型光ディスクを安定に回転させるための機構を組み
込んだディスクローディング用トレーの構造を改善することで、
小型化を実現した（図1）。また、後者の搬送機構では、真空吸着
を利用することで、ディスクに損傷を与えることなく、カート
リッジからドライブへの搬送を可能とした。
一方、近接場光記録技術については、対物レンズに固体浸レ
ンズを適用することで、ディスク上に投影される光のスポット
径を現状の1/2程度に
縮小できる光ヘッドを
試作した。また、近接
場光による大容量化と
高速化とを実現するに
は、この光ヘッドを高
速で回転するディスク
に50nm以下の距離で
近接させ、その間隔を
安定に保つ必要がある。
このとき、ディスクの
回転に同期して発生す

る面振れが問題となる。そこで、光ヘッドのサーボ利得のピー
クをディスクの回転周波数の基本波とその高調波に同期させる
独自のヘッド位置制御技術を開発し、これを用いることで、50
nm以下の近接、保持が可能なことを確認した。
この研究は、大容量ドライブシステムの開発については（株）リ
コーと、また、近接場光記録用フォーカス制御技術の開発につ
いては長岡技術科学大学と共同で実施した。

■ホログラム高速記録技術
SHVでは情報量が膨大となるため、超大容量・高転送レート
の記録システムが求められる。この要求に応える記録技術とし
て、2次元データを一括記録・再生し、高密度多重記録を可能と
するホログラム記録技術の研究を進めている。これまでに、角
度多重記録・波面補償などの基本技術を構築し、ホログラム記
録再生実験装置を試作した。2010年度は大容量化・高速化に向
け、多重記録再生光学系の新規設計・試作、低ビット誤り率
（bER）に向けた波面補償技術、およびフォトポリマー記録媒体の
研究開発に取組んだ。
記録再生光学系では、開口数を従来の0.65から0.85に高めた
対物レンズを試作し、記録密度を4倍に向上させた。さらに、ガ
ルバノミラーと低収差リレーレンズを組合せた新しい光走査型

図1 試作した小型薄型光ディスク
ドライブ 図2 ホログラム記録・再生実験装置（上面図）
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5.3.1

角度多重光学系を開発した。この光学系では従来の媒体傾斜角
度機構が不要なため、参照光入射角度の切り替え時間が10ms
から300μsへ大幅に短縮された（2）。一方、フォトポリマー記録

ひずみ

媒体では、体積収縮に伴い干渉縞歪による再生像劣化が起きる
が、この対処法として波面補償技術に取り組んでいる。今回、
角度多重Nページの補償としてN/2番目近傍の1ページの補償波

ひずみ

面でNページすべての干渉縞歪の補償を可能とする新方式を開発
し、最大2桁のbERの改善を確認した。本方式では1ページごと
の補償と比較して補償回数を1/Nに低減でき、データ再生の高速
化に有効となる。これら要素技術を統合し、ホログラム記録・
再生実験装置を新規に作製した（図2）。
また、記録感度の変動を抑制したフォトポリマー記録材料を
新開発し、切手サイズの媒体をディスクへ装荷した疑似ディス
ク媒体を用いて特性評価した。340多重記録（媒体厚：1mm、記

録密度：180Gbit/in2）を行い、10-4台の実用的なbERを得た。
バッチ処理ながら、5-9変調、ページ間インターリーブ、低密度
パリティ検査符号を用いて、15秒のH.264圧縮ハイビジョン信
号の記録・再生に成功した。
この記録媒体の研究は、新日鐵化学（株）と共同で実施した。

〔参考文献〕
（1）D. Koide, T. Kajiyama, Y. Takano, H. Tokumaru, N. Onagi and K.

Tsukahara：“Terabytes Archival Storage using Flexible Optical
Disks，” International Symposium on Optical Memory 2010
Technical Digest, Th-PO-03, pp.246-247（2010）

（2）木下，室井，石井，上條，清水：“角度多重ホログラフィックメモリ
の密度向上技術，”Optics＆Photonics Japan 2010予稿集，9pAS
2, pp.178-179（2010）

5.3 次世代表示システム

フレキシブルディスプレイ

スーパーハイビジョン用超大画面シート型ディスプレイや携
帯に便利なテレビ情報端末用ディスプレイの実現に向け、丸め
て持ち運びができて軽量なフレキシブルディスプレイの開発を
進めている。その実現のために、柔軟なプラスチック基板を用
いた表示パネルの作製技術、電圧駆動するために必要な薄膜ト
ランジスター（TFT）、表示素子の研究に取り組んでいる。

■表示パネル作製技術
大画面化、高精細化、高画質化を目指して、有機TFTとプラス
チック基板を用いたアクティブ駆動表示パネルの試作を進めて
いる。その実現には、塗布・印刷技術などを用いたパネル作製
技術の構築が必要となる。
2010年度は、塗布形成が容易なオレフィン系ポリマーのゲー
ト絶縁膜を新たに開発することにより、精細度80ピクセル／イ
ンチの有機TFTアレー（図1）を、プラスチック基板（ポリエチレ
ンナフタレート）上に150℃以下の低温で作製することを可能に
した。有機半導体にはペンタセンを使用し、高分子隔壁構造を
用いて微細にパターニン
グした結果、電界効果移
動 度0.05cm2/Vs、電 流
ON/OFF比106以上を得
るとともに、良好な面内
均一性を達成した。この
TFTアレー上に有機EL素
子を塗り分けることによ
り、2009年度に比べて画
素数が約4倍のQVGA画
素（320（RGB）×240）の5
インチカラーパネルを試
作した（1）。これにより、
フレーム周波数60Hzで均

一性の高いカラー動画表示（輝度30cd/m2以上）を実現した（図2）。
また、大画面・高精細なパネル作製に向けて、ガラス基板上
に形成した有機TFT画素回路をプラスチック基板へ写し取る転写
法によるプロセス開発も進めた。対角5.8インチ、画素ピッチ
0.6mmの有機TFT基板を新しい転写法を用いて試作し、転写前
後でほぼ同様のTFT特性が得られることを確認した。転写法によ
るプロセス開発は、共同印刷（株）と共同で実施した。

■ TFT技術
フレキシブルな表示パネルを構成するには、個別画素を電圧
駆動するためにTFTが不可欠となる。そこで、プラスチック基板用
に低温作製が可能で、柔軟な構造を持つ有機半導体TFTの研究を
進めている。これまで、高誘電率のゲート絶縁膜を用いた有機TFT
の動作電圧の低減や、単分子膜を用いたゲート絶縁膜の表面処
理や正孔注入層の導入による接触抵抗の低減により、TFTの移動
度や電流量の向上に取り組んできた。
2010年度は、有機TFTのゲート絶縁膜として前述のオレフィ

図2 フレキシブル有機ELディスプレイ

図1 フレキシブル有機TFT
アレー
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ン系ポリマーを導入し、これを用いた有機TFTの高性能化を進め
た。オレフィン系ポリマーは、表面にキャリアトラップとなり
やすい水酸基などを含まないため、従来から課題であったTFT
いき
の閾値電圧シフトやヒステリシスを抑制し、動作の安定性を改
善することができた。また、スピンコートなど簡易な塗布製法
を用いてゲート絶縁膜を形成することで、TFTの信頼性・歩留ま
りを向上させることができた。さらに、このポリマー絶縁膜と
P型およびN型有機半導体を組み合わせた相補型インバーター回
路をプラスチック基板上に試作し、大気中で高いインバーター
利得を得ることができた（2）。
それと同時に、有機TFTの電流駆動能力を向上させる研究も進
めた。従来の横方向のチャンネルではなく、ソース・ドレイン
電極を縦方向に配置した縦型チャンネル構造の有機TFTを新たに
提案して試作した。分子配向性の有機半導体を用いて、垂直方
向に電流を流すことによって、駆動電圧5Vで2A/cm2という高い
電流値を実現できた。
有機TFT以外にも、大画面・高精細駆動に有利な高い電荷移動
度を有する酸化物半導体（InGaZnO4：IGZO）の研究を立ち上げ
た。IGZOを用いたTFTは、低温での形成が期待できるため、超
大画面ディスプレイに使用する駆動素子の候補の1つである。
2010年度は、IGZOの膜厚やスパッタ成膜時における酸素分圧
の最適化を図り、良好なトランジスター特性が得られる形成条
件を見出した。
さらに、耐熱性の低いプラスチック基板上にIGZO-TFTを形成
する場合も、塗布形成できる上記のポリマー絶縁膜を使用した。
その際、トップゲート構造を適用することにより、IGZOのス
パッタ成膜時に生じる絶縁膜へのダメージの抑制が可能となり、
130℃以下の低温作製工程を実現した。プラスチック基板上に形
成したIGZO-TFTの移動度およびオン・オフ比として4.4cm2/
Vsおよび107以上が得られて、良好なスイッチング動作が確認さ
れた。さらに、IGZOのパターニング手法の構築にも着手し、5イ
ンチ基板上にQVGA画素のIGZO-TFTアレーを試作して、面内
でほぼ一様な動作特性を実現した。これに3原色の有機EL素子を
作製することで、フレキシブルパネルを試作した。

■表示素子
フレキシブルな動画ディスプレイに用いる表示素子として、
有機ELとフィルム液晶の研究を進めている。有機EL素子として
は、ディスプレイの発光効率を向上させるため、発光材料・電
荷輸送材料、および印刷技術の研究に取り組んでいる。発光材
料には、長寿命が得られやすい蛍光性材料と、高効率の得られ
やすいリン光材料があり、寿命と効率を両立することが課題で
ある。

2010年度は、蛍光性材料で熱として失われるエネルギーを光
として利用する新しい機構により、従来の外部量子効率の理論
限界を超える効率が得られることを、新たに設計した材料を用
いて素子を試作して実証した。また、リン光材料は、3原色の中
で高効率化が比較的困難であった青色において、電荷輸送材料
の最適設計により、長寿命化と高効率化を進めた（3）。このリン光
材料の研究は、昭和電工（株）と共同で実施した。
また、大型化に有利な塗布型のリン光性ポリマーに関して、
リン光発光部がトラップ材料となりうることを移動度測定によ
り定量的に明らかにした。これにより、新たな材料設計指針を
得ることができた。さらに、リン光性ポリマーを用いたインク
ジェット印刷の塗布条件を最適化することで、2009年度と比較
して4倍の精細度の画素形成技術を確立した。
フィルム液晶素子としては、これまでに印刷工程と紫外線硬
化樹脂を用いた素子作製法を開発するとともに、発光ダイオー
ドと導光板によりフレキシブルバックライトを試作し、多結晶
シリコンTFTや有機TFTで駆動することによりカラー動画表示を
達成している。フィルム液晶の研究では、今後、大面積化が可
能で湾曲耐性に優れた素子構造が求められる。
2010年度には、曲げ耐性に優れる低粘度のネマチック液晶で
素子を試作するため、プラスチック基板を保持するポリマー壁
の形成過程を詳細に観察し、壁形成に液晶の分子配向が及ぼす
影響を明らかにした。また、大面積化が可能な高精度なローラー
ナノインプリント加工法により、プラスチック基板上にスペー
サー壁を形成して、熱硬化樹脂で基板を接着する新構造素子を
試作した。

〔参考文献〕
（1）Y.Nakajima,Y. Fujisaki, T. Takei,H.Sato,M.Nakata,M.Suzuki,H.

Fukagawa,G.Motomura,T.Shimizu,K.Sugitani,Y.Isogai,T.Katoh,T.
Yamamoto,H.Fujikake and S.Tokito：“Characteristics of OTFTs
Using Olefin-polymer Gate Insulator and Their Application to a 5
- in. OTFT - driven Flexible AMOLED Display ，”Materials
Research Society Symposium 2010, F9.9（2010）

（2）Y.Fujisaki,Y.Nakajima,D.Kumaki,T.Yamamoto,S.Tokito,T.Kono,
J.Nishida and Y.Yamashita：“Air-stable N-type Organic Thin-
film Transistor Arrays and High Gain Inverter Circuit on Flexible
Substrate，”Applied Physics Letters,Vol.97, No.13, pp.133303‐1
-133303‐2（2010）

（3）H.Fukagawa,N.Yokoyama,S. Irisa and S.Tokito：“Pyridoindole
Derivative as Electron Transporting Host Material for Efficient
Deep-blue Phosphorescent Organic Light-emitting Diodes，”
AdvancedMaterials, Vol.22, No.42, pp.4775-4778（2010）
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透明電極

or

自由層

自由層

中間層

固定層

固定層

下部電極（Cu）

オフ状態
（磁化反転前）

オン状態
（磁化反転後）

微小磁気光学像の観察例
（素子サイズ
500nm×500nm）

（a）素子構造（断面） （b）素子の光変調動作

5.3.2
次世代表示材料

■ PDPの省電力化
家庭用スーパーハイビジョン・プラズマディスプレイパネル
の省電力化に向け、駆動電圧を低減できる電極材料の研究を引
き続き進めた。高い化学的安定性を持ち、高温大気下という製
作条件においても駆動電圧の上昇が起きない電極の開発を行っ
た。酸化カルシウムマグネシウム（CaxMg1-xO）について、Ca
の割合xと電極の化学的安定性との関係を定量的に評価し、x=
0.25～0.4のときに、高温大気下450℃の製作プロセスにおける
電極の化学的安定性が
大きく向上することを
明らかにした。xの値が
こ の 範 囲 に あ る
CaxMg1-xO電極を有す
るパネルが、従来の
MgO電極材料を用いた
パネルよりも20％～
30％低い電圧で動作す
ることを確認した（1）（図
1）。従来に比べ、大幅
な低電圧化が可能とな
り、省電力性能の向上
が期待できる。

■光スピンデバイス
広い視域をもつホログラフィ映像を実現するには、表示用デ
バイスとして超高精細・高速な空間光変調器（SLM）の開発が鍵
となる。この要求に応えるデバイスとして、視域30度程度の大
きな光回折角が得られる画素ピッチ1μm以下のスピン注入型
SLMの研究を進めている。このSLMでは、画素を構成する磁性
体の磁化（スピン）方向は注入されるスピン電流の向きにより制御
（スピン注入磁化反転）可能であり、画素に入射する光の偏光方向
の回転が磁化の向きにより変化する現象（磁気カー効果）を利用し
て光を変調できる。これまでに、スピン注入用磁性材料の開発、
および単素子での磁化反転現象の動作確認などの基本技術を構
築してきた（2）。2010年度は、SLM素子作製に向け、スピン注入
磁化反転による光変調動作の確認、アレー化プロセスの開発、
および駆動電流の低減・磁気光学カ－回転角の増大を図る磁性
材料の探索に取組んだ。
1μm以下の素子は、変調を受ける光の波長と同程度のサイズ
になるため、高倍率磁気光学顕微鏡（×3000倍）を組み込んだ微
小磁気光学像観察装置を試作した。透明電極を通したスピン注
入電流により、磁気光学カ－回転角0.12度のガドリニウム・鉄
合金を自由層とする500nm×500nmの素子において、光変調動
作を光の明暗像として観測することに初めて成功した（図2）。
アレー化プロセスの開発では、ダマシン法により、シリコン
基板上に銅の平たんな埋め込み型下部電極アレー（620nm幅、1
μmピッチ）を作製した。また、この下部電極上に電子線リソグ

ラフィにより120nm幅の微小画素パターンを±50nmの精度で
形成するアレー化プロセス技術を開発し、画素数10（1×10）の
SLMの試作を進めている。
磁性材料については、自由層となるガドリニウム・鉄合金の
鉄組成を増加することで、磁化反転電流を従来の1/4に低減する
ことができた。また、大きなカ－回転角を持つコバルト・白金
をタンタルと多層構造とした自由層により、0.3度の磁気光学カ
－回転角を得た。
この研究の一部は、（独）情報通信研究機構の委託研究「革新的
な三次元映像技術による超臨場感コミュニケーション技術の研
究開発」を受託して実施した。

■CRTビューファインダーの高性能化
ハイビジョン放送用ハンディカメラでは、動画表示性能の優
れたCRTビューファインダー（CRT-VF）が用いられているが、
現状のものは解像度が不十分なため、従来の粉末蛍光体に代え
て蛍光薄膜の適用に取り組んでいる。蛍光薄膜は粉末に比べて
粒子径が小さいため高解像度表示に有利となるものの、輝度は
粉末に比べて低下する。このため、2010年度は、高温成長によ
る結晶性改善により輝度向上を図った。また、現在CRT-VF
で使用されているガラス材は、高真空を維持するのには適して

ゆが
いるものの、高温では変形し表示画像が歪む。そこで、蛍光薄
膜は別の耐熱ガラス上で高温成長後、真空中でガラス材との貼
り合わせる方法を開発した。その結果、緑色蛍光薄膜の輝度を
約2倍（170cd/m2@15μA）にまで改善することができた（3）。

〔参考文献〕
（1）Y.Motoyama, D. Kato andM. Seki：“AnACPDPwith anAir-Stable

CaMgO Protective Layer，”IDW’10 Technical Digest, PDP5-2L,
pp.959-960（2010）

（2）町田：“超高精細空間光変調素子，”NHK技研R＆D, No.122, pp.39
-46（2010）

（3）田中，堺，岡本，清水：“蛍光薄膜を用いた高解像度ハイビジョン小
型CRTビューファインダー，”映情学年次大，6-11（2010）

図1 CaxMg1-xO電極を用いた
低電圧パネルによる画像表示例

図2 試作したスピン注入型光変調素子の光変調動作
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