
6.1　次世代撮像技術

6.1.1　 超高感度撮像デバイス 
■低電圧増倍膜要素技術の研究 

固体撮像デバイスの多画素化、高フレームレート化に伴う感
度低下の問題に対処するため、低い印加電圧で電荷増倍が可
能な光電変換膜（低電圧増倍膜）の開発を進めている。2013年
度は、カルコパイライト系半導体を用いたアバランシェ増倍膜の
可視光に対する感度改善と、結晶セレンを用いた注入増倍膜の
暗電流低減を進めた。
アバランシェ増倍膜では、2012年度に試作した酸化ガリウム

（n型材料）とカルコパイライト系半導体（p型材料）からなるpn接
合において、酸化ガリウムのキャリア濃度が低いために空乏層
が酸化ガリウム側にしか形成されず、可視光領域の感度が低い
という課題があった。そこで、2012年度の予備実験結果を基に、
酸化ガリウムへのスズ添加を可能とした新たな成膜法によりキャ
リア濃度の増加を図ることで、可視光領域の感度が向上した(1)(2)。
一方、注入増倍膜では、2012年度、結晶セレンを透明電極

8K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。

撮像に関する基盤研究では、超高感度撮像デバイス、
有機撮像デバイス、3次元構造撮像デバイスの開発を
進めた。超高感度撮像デバイスでは、固体撮像デバイ
スの高感度化に向けて、低い印加電圧での電荷増倍を
可能とする光電変換膜の研究を進めた。また、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撮像板のハイビジョン化に向けた
要素技術開発を進めた。有機撮像デバイスでは、高精
細化に向けて3層の有機光電変換膜と、そこで発生し
た電荷を読み出す光透過型の薄膜トランジスター回路
とをガラス基板上に交互に積層するための直接積層技
術の開発を進めた。3次元構造撮像デバイスでは、超
高精細と高フレームレートの両立に向けて、画素並列
信号処理を可能とする3次元構造撮像デバイスの要素
技術開発を進め、デバイスの動作原理検証を完了させ
た。

記録に関する基盤研究では、新たな磁気記録デバイ
スとホログラム記録技術の開発を進めた。磁気記録デ
バイスでは、磁性細線中の磁区移動を利用した微小磁
区記録デバイスの開発を進め、磁区駆動の高速化を進
めるとともに、トンネル磁気抵抗効果を利用した、微

小磁区再生技術を開発した。ホログラム記録技術につ
いては、記録密度向上のための多重記録技術と高速再
生技術のさらなる高度化に取り組んだ。前者に関して
は、2次元角度多重方式を開発し、多重数を従来の2
倍の600に高めた。後者については、記録媒体の改善
ならびに再生信号処理系の高速化を進め、データ再生
レート500Mbpsを達成した。

表示に関する基盤研究のうち、SHVシステムへの適
用に向けたシート型ディスプレーの開発に関しては、こ
れまでに開発した、低消費電力で長寿命な特性を示す
赤色リン光有機ELを使用して8インチVGAディスプレー
を試作した。また、プラスチック基板を用いた封止下に
おいても250日劣化しない有機ELデバイスを開発すると
ともに、デバイスの発光機構の解明や、長寿命で高効
率な緑色リン光有機ELデバイスの開発にも取り組んだ。
シート型ディスプレーの駆動素子として、酸化物半導体
や有機TFTの移動度向上や微細化などTFTの性能改
善を進めた。

広視域な空間像再現型立体表示システムの実現に向
けた超高精細・高速空間光変調器の開発については、
視域の拡大と多画素化に向けて、トンネル磁気抵抗効
果を利用したスピン注入型光変調素子の性能改善、な
らびに本デバイスに適したMOSトランジスター・アレー
回路を設計し、アクティブマトリックス駆動型空間光変
調器の開発を進めた。
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　図1　試作セルの構造と暗電流特性比較
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と金属電極ではさんだ試作セルにおいて、電子の注入増倍現
象により10Vの印加電圧で100を上回る高い量子効率が得られ
た。しかし暗電流が大きかったため、2013年度はp型材料であ
る結晶セレンと、n型材料であり正孔に対する注入阻止材料でも
ある酸化亜鉛とを組み合わせてpn接合を形成することで、暗電
流を大幅に低減できることを明らかにした(図1)(3)。

■電界集束型ハイビジョン撮像板の研究 

夜間の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、電圧を印加するだけで電子を放射す
る冷陰極と超高感度なHARP(High-gain	Avalanche	Rushing	
amorphous	Photoconductor)膜を組み合わせた冷陰極HARP
撮像板(図2)の開発を進めている。2013年度は、画質改善に向
けた電界集束型冷陰極の開発とハイビジョン化に向けた内蔵駆
動回路の設計を進めた。
2012年度に試作した電界集束型冷陰極アレーを適用した撮像

板では、画素ごとの電子ビーム量のばらつきに起因して、HARP膜
の信号電荷を読み出せない画素が多数生じ、画質を著しく劣化さ
せるという課題があった。2013年度は、さらに評価を進め、本冷陰
極では陰極から放射される電子群を電子ビームとして取り出す効率
が3割程度であること、画質の改善には電子ビーム量を増加させる
ことが有効であることを明らかにした。この知見を基に、効率よく電
子ビームを取り出すことのできる新たな電界集束型冷陰極の開発
に取り組み、電子ビーム量を従来の2倍以上に改善できる構造を見
出し、画質改善への見通しを得た。一方、内蔵駆動回路については、
トランジスターの駆動電圧低減を図った回路構成では、画素サイズ
を従来の1/4（11μm×11μm）まで微細化でき、ハイビジョンに必要
な高速駆動が可能であることを試作したテスト素子により実証した
(4)。

〔参考文献〕
(1)	 K.Kikuchi,	 S.Imura,	K.Miyakawa,	M.Kubota	 and	E.Ohta：

“Electrical	 and	 optical	 properties	 of	 Ga2O3/CuGaSe2	
heterojunction	photoconductors,”	Thin	Solid	Films,	Vol.550，
pp.635-637	(2014)

(2)	 K.Kikuchi,	 S. Imura,	 K.Miyakawa,	 H.Ohtake,	M.Kubota	
and	E.Ohta：“Improved	Electrical	Properties	of	Ga2O3:Sn/
CIGS	Hetero-Junction	Photoconductor,”	MRS	Proceedings,	
Vol.1635	(2014)

(3)	 為村，	菊地，	宮川，	大竹，	久保田：	“結晶セレンを用いたヘテロ接
合型PNフォトダイオードの光電変換特性，”	映情学冬季大，	11-4	
(2013)

(4)	 Y.	Honda,	M.	Nanba,	K.	Miyakawa,	M.	Kubota	and	N.	Egami:	
“Active-matrix	drive	circuit	for	image	sensor	consisting	of	field	
emitter	array	and	avalanche	photoconductor,”	Proceedings	of	
the	20th	International	Display	Workshops	(IDW	'13),	FED1-2,	
pp.806-809	(2013)

6.1.2　有機撮像デバイス
■直接積層型有機撮像デバイスの研究 

放送用3板式カラーカメラと同等な画質を有する超小型単板
カラーカメラの実現に向けて、直接積層型有機撮像デバイスの
開発を進めている。本デバイスは光の3原色それぞれにのみ感
度を持つ3種類の有機光電変換膜（有機膜）と、それぞれの有
機膜で発生した電荷を読み出す光透過型の薄膜トランジスター
（TFT）回路とをガラス基板上に交互に積層したものである（図1）。
本デバイスの実現に向けては、一般に有機膜は高温に弱く、
一方で、TFT回路の形成温度は高い（300℃以上）ことから、
有機膜の耐熱性向上とTFT回路の形成温度低減に取り組んで
きた。2013年度は、これまでに開発してきた有機膜の耐熱性
向上とTFTの低温形成技術を基に、さらなるTFT特性の改善を
目指すとともに直接積層構造のデバイスを試作した。
TFTの特性改善については、アモルファスIn-Ga-Zn-O（IGZO）
のスパッタ成膜条件の最適化や信号読み出し用透明配線の低
抵抗化、IGZOの欠陥低減処理を施すことで、移動度の向上や
オンオフ特性を一桁改善した。また、デバイス試作については、
TFT読み出し回路に赤色用有機光電変換膜を形成した1層目赤
色用素子上にアルミニウム酸化物とチタン酸化物の積層膜、お
よびエポキシ樹脂で構成した層間絶縁膜を形成し、その上に低
温形成技術により2層目TFT読み出し回路、緑色有機膜を順次
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　図2　撮像板および電界集束型冷陰極の模式図
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　図2　試作した直接積層有機撮像デバイスと撮像例
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形成した2層構造の直接積層デバイスを試作し、撮像動作を確
認した（図2）(1)。これにより、有機撮像デバイスの高解像度化
への見通しが得られた。この研究は、有機光電変換膜開発の
一部については埼玉大学と、また、TFT回路の開発については
高知工科大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 堺，瀬尾，相原，大竹，久保田，古田：“有機撮像デバイスの高

解像度化に向けた直接積層構造の開発，”	映情学年次大，15-1
（2013）

6.1.3　3 次元構造撮像デバイス要素技術の研究
超高精細と高フレームレートを両立できる画素並列信号処理
技術の実現に向けて、3次元構造撮像デバイスの研究を進めて
いる。本デバイスは、光電変換部の直下に画素ごとに信号処理
回路を配置することで、信号を全画素並列に読み出すことが可
能となり、画素数が増えても高いフレームレートを維持すること
が可能である(図1)。
2013年度は、信号処理回路の設計に取り組むとともに、光
電変換部と信号処理回路を積層する技術を開発し、デバイスの
動作原理を検証した。信号処理回路は、広いダイナミックレン
ジを実現でき、入射光量をパルス数に変換する回路構成(図2)と
し、3次元的な配線経路を考慮するシミュレーション手法を考案
した(1)。また、2012年度に開発した金属電極と絶縁体が混在
する回路基板を直接接合する技術に、新たに開発した回路基
板の薄片化技術を組み合わせて、光電変換部の直下に信号処
理回路を3次元的に積層した素子を試作した。この試作した素
子が入射光量に応じた数のパルス信号を出力することを確認し、
画素内で光をデジタル信号に変換してデバイスの深さ方向に読
み出す3次元構造撮像デバイスの基本原理を実証した。この研
究は、東京大学と共同で実施した。

〔参考文献〕
(1)	 後藤，萩原，井口，大竹，更屋，日暮，年吉，平本：“撮像デバ

イスの3次元構造化に向けた画素内A/D	変換回路の設計，”	第
30回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム講演
論文集，	6PM3-PSS-44	(2013)

6.2　次世代記録技術

6.2.1　磁気記録技術 

■ 微小磁区記録デバイスの研究 
可動部のない高速磁気記録デバイスの実現を目指して、磁性
細線中の微小磁区の移動を利用した記録デバイスの開発を進め
ている。2013年度は、2012年度に開発した、磁性細線中の
微小磁区をパルス電流により駆動制御する技術に加え、その駆
動された微小磁区の磁化方向（↑向き、↓向き）を磁性細線の
直上に設置した磁界センサーによって検出する技術、すなわち
微小磁区の磁化方向に対応した2値データを読み出す再生技術
の開発に取り組んだ。
微小磁区の駆動技術では、パルス電流の印加系を見直すこと
によって、パルス幅が2012年度の500ナノ秒と比べて、10倍高
速な50ナノ秒のパルス電流でも微小磁区を駆動させることに成
功し、微小磁区の高速駆動性能を実証した。
微小磁区の再生技術では、TMR型磁界センサーを用いたナノ

磁区観察装置を試作し、磁性細線中の微小磁区から発生する
磁束の密度およびその空間分布を直接検出する評価技術を開発
した。これまでの磁気力顕微鏡を用いた磁区観察法と比べ、磁
性細線の磁区状態を定量的に測定できることから、磁性細線
の材料・構造の設計指針が得られた（図1）。
磁性細線についても、磁区駆動と再生を同時に同一サンプル
上で検証できるよう、素子の電極構造および作製手法の見直し
を図った。ネガ型電子線リソグラフィーおよびイオンビームミリ
ング法を組み合わせることによって、これまでの素子と比べて磁
区のトラップサイトの少ない超平坦な磁性細線を試作するプロセ
スを開発した。
これら開発した微小磁区の高速駆動技術・ナノ磁区観察装置・
超平坦磁性細線を組み合わせることによって、磁性細線中の複
数の微小磁区を50ナノ秒幅のパルス電流で駆動させながら、そ
の位置の動きを磁性細線の直上に固定した磁界センサーで連続
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　図1　3次元構造撮像デバイス
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　図2　回路構成
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的な磁化方向の変化としてリアルタイム検出することが可能とな
り、微小磁区記録デバイスの再生技術として利用できることを
実証した。

〔参考文献〕
(1)	 M.	 Okuda,	 Y.	Miyamoto,	 E.	Miyashita	 and	N.	 Hayashi:	

“Evaluation	 of	Magnetic	Flux	Distribution	 from	Magnetic	
Domains	 in	 [Co/Pd]	Nanowires	by	Magnetic	Domain	Scope	
Method	using	Contact-scanning	of	Tunneling	Magnetoresistive	
Sensor,”	 J.	Appl.	 Phys.	Vol.	 115,	No.	 17,	 pp.	 17D113.1-
17D113.3	(2014)

(2)	 宮本，奥田，宮下	：	“磁性細線を用いた超高速記録デバイスの研
究，”	映情学誌	Vol.	68，	No.	1，pp.	J34-J40	(2014)

6.2.2　ホログラムメモリー

■ 高速高密度ホログラムメモリーの研究 

8Kスーパーハイビジョンのアーカイブメディアには超大容量・
高転送速度であることが求められる。この要求に応える記録技
術として、2次元ページデータを一括で記録・再生し、かつ高密
度の多重記録を可能とするホログラムメモリーの研究を進めてい
る。2013年度は、記録密度向上を目指した多重記録技術と、
高速再生技術のさらなる高速化に取り組んだ。
これまでの多重記録技術では、光の入射角度を変えることに
より記録媒体の同一箇所へ複数のデータを重ね書きする角度多
重を用いていた。この場合の多重数は、入射角度の可変範囲で
制約され、当所でも多重数300を実証している。さらなる多重
数の向上を図るため、従来の1次元方向の角度多重を拡張した2
次元角度多重方式を新たに開発した。これは従来の角度多重に
加え、記録媒体を面内方向に角度変更して記録するものである。
提案方式を用いた結果、多重数を600に増加した場合でも平均
ビット誤り率が10-4台と実用的なレベルに抑えることができた。
高速再生技術については、2012年度までにGPU(Graphics	
Processing	Unit)により開発してきた再生信号処理アルゴリ
ズムを、FPGA(Field	Programmable	Gate	Array)へ 適 用し、
500Mbpsのスループットを確認した。FPGAへの適用に際して
は、あらかじめGPUを用いて所要ビット数の検証や乗算器数を
低減するアルゴリズムを改良することにより、ハイビジョンを超え

る画素数の超高精細映像のリアルタイム再生に成功した(1)（図1）。

〔参考文献〕
(1)	 T.	Muroi,	N.	Kinoshita,	N.	 Ishii,	K.	Kamijo	and	H.	Kikuchi:	

“Holographic	Data	Storage	with	Wavefront	Compensation	and	
Parallel	Signal	Processing	 for	Readout	of	Beyond	HD	Video	
Signal,”	 International	Workshop	on	Holography	and	 related	
technologies	(IWH)	2013	Technical	Digest,	16c-5	(2013)

6.3　次世代表示技術

6.3.1　フレキシブルディスプレー 
家庭での大画面8Kスーパーハイビジョンの視聴を可能とする
シート型ディスプレーの実現を目指して、丸めて持ち運びができ、
軽量でフレキシブルなディスプレーの研究を進めている。2013
年度は、本ディスプレーの基盤技術として、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、マトリックス駆動に必要
な薄膜トランジスター（TFT）、柔軟な表示用有機材料・素子の

研究に取り組んだ。

■ 表示パネル作製技術
大画面で高画質なシート型ディスプレーの実現を目指し
て、プラスチックフィルム基板を用いたアクティブ駆動有機EL
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　図1　超高精細映像リアルタイム再生の様子
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　図1　微小磁区構造の評価手法の比較



（Electroluminescence）表示パネルの試作を進めた。大画面
化には、大型化に適したプロセス技術の構築に加えて、パネル
消費電力の低減が必要となる。2013年度は、低消費電力で長
寿命な特性を示す赤色リン光有機ELを使用して8インチサイズ
VGA（640×480）画素のパネルを200℃以下の低温プロセス
で作製した。
パネルに使用した赤色有機ELは、発光材料として白金錯体

を、エネルギーを発光材料に受け渡すためのホスト材料にベリ
リウム錯体を組み合わせた。これにより、素子内に注入された
電荷をほぼ100%発光として取り出せ、発光特性の優れた有機
EL素子を実現した(1)。
試作したパネルは、厚さ約0.3mm、重量約15gで、薄くて軽

く湾曲可能である。駆動素子である酸化物薄膜トランジスター
（TFT）アレーは、約8cm2/Vsの移動度を示し、パネル内の各
点についてほぼ同等の駆動性能が得られた。ディスプレー表示
は、赤緑青の各画素が均等に発光し、ピーク輝度は100cd/m2
以上で、画面全体においてほぼ均一な動画表示を確認した。
フレキシブルディスプレーの大型化、生産性向上を目指

し、印刷技術をベースとしたパネル作製技術の開発を進めた。
2013年度は、インクジェット印刷法を用いた有機EL材料のパ
ターン形成、塗布形成可能なゲート絶縁膜の開発、スクリーン
印刷法による有機EL用電極の形成などを行い、有機EL材料に
加えて配線や電極も含めて印刷をベースとしたパネルの試作に
成功した。

■TFT材料・素子
大画面シート型有機ELディスプレーの駆動素子として高移動

度で大面積形成が可能な酸化物半導体（IGZO-TFT）、ならび
に低温形成が可能で柔軟な有機TFTの研究を進めた。IGZO-
TFTについては、寄生容量低減、短チャネル化が可能なセルフ
アラインIGZO-TFT作製技術の開発を進めた。エキシマレーザー
照射によってIGZOを低抵抗化する技術を用いてチャネル長9μm
のセルフアラインIGZO-TFTを作製し、セルフアライン作製技
術により短チャネル化が可能であることを実証した。また、エキ
シマレーザーの照射強度に対して十分に広いプロセスマージンを
有していることを示した(2)。レーザー強度分布の不均一性や照射
ごとの強度ばらつきの影響を抑えることができるため、高性能な
セルフアラインIGZO-TFTを大面積に均一に形成できる。また、
TFT特性の解析技術として、欠陥密度の高速な評価手法を新た
に開発した。容量測定と高速なシミュレーションを組み合わせ
ることで、従来の二次元シミュレーターを用いた手法に比べて、

短時間（1/10以下）での欠陥密度の抽出が可能になった。これ
により、作製プロセス評価が容易に実施でき、デバイス開発の
促進が期待される。
有機TFTについては、ゲート絶縁膜の局所的な表面塗れ性を
利用した塗布型半導体の微細パターニング手法において、溶液
からの結晶析出の方向を制御することで、結晶膜の均一性を向
上させる技術を開発した。また、将来の超柔軟なフレキシブルディ
スプレー実現に向けた基盤技術として、透明な紙基板を用いた
TFTアレーの試作・評価を進めた結果、従来のプラスチック基
板と遜色ない電気特性を達成するとともに、曲率半径2mmの
湾曲状態でも正常に動作することを確認した。

■ 表示材料・素子
フレキシブル有機ELディスプレーの長寿命化・低消費電力化
に向けて、新規デバイス構造・発光材料・電荷輸送材料の研究
開発を進めた。有機ELをフレキシブルディスプレーに応用するた
めの最大の課題は、有機ELが酸素・水分に弱く、柔軟な材質
であるプラスチック基板上では劣化してしまうことである。2013
年度は、通常の有機ELとは電極構造を逆にした逆構造有機EL
（iOLED）を開発し、プラスチック基板を用いた封止下において
も250日劣化しないことを確認した（図2）。逆構造とすることで
主な劣化要因である陰極や電子注入層の材料の選択性を高める
ことができ、特に新規電子注入層の開発により、酸素や水分に
強い有機ELを実現した。さらに、その有機ELを用いた5インチ
の単色ディスプレーを試作し、ディスプレーへの適用性を実証し
た(3)。このiOLEDの開発は、（株）日本触媒と共同で実施した。
また、高効率かつ長寿命なリン光有機EL素子内の発光機構
を解明した。有機ELデバイスの発光機構は複数の過程を経る
ためその解明は困難とされてきたが、発光に関わる過程を単純
化することで、高効率かつ長寿命なデバイス内における励起状
態の挙動を明らかにした。さらに、電荷輸送材料に依存したデ
バイス性能を評価し、高効率かつ長寿命な緑色リン光発光材料
に適した電荷輸送材料の基本分子構造を見出した。これらの研
究の一部は、総務省の委託研究「究極の省電力ディスプレー実
現に向けた高効率・長寿命有機ELデバイスの研究開発」を受託
して実施した。

■ 熱音響素子
フレキシブルディスプレーへの適用を目指した発音素子とし
て、熱音響素子の基礎的研究に取り組んだ。これは、素子に
柔らかいフィルム基材を用い、電極で発生した熱を電極表面に
接した空気に直接伝えることによって、空気の密度を変化させて
発音する原理である。本素子の音響特性を測定し、可聴域から
100kHzに及ぶ広い周波数帯域で再生できることを確認した。
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　図2　逆構造有機EL素子の保存寿命
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　図1　試作した8インチVGA
　　　フレキシブル有機ＥＬディスプレー
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6.3.2　次世代表示デバイス

■スピン注入型空間光変調器の研究

自然な立体像を表示することができる空間像再生型の立体テ
レビの実現を目指し、電子ホログラフィー用表示デバイスの研究
に取り組んでいる。広い視域で立体像を動画表示するためには、
これまでにない微細な画素で構成される超多画素・高速動作
の空間光変調器（SLM：	Spatial	Light	Modulator）が必要であ
る。当所では画素ピッチ1μm以下のスピン注入型SLM（スピン
SLM）を提案し、その開発を進めている(1)。スピンSLMは画素
を構成する磁性体の磁化方向に応じて反射光の偏光面が回転
する磁気光学カー効果を利用し、その磁化方向を画素に流す電
流の向きによって制御(スピン注入磁化反転)する。これまでに、
スピン注入用GMR（Giant	Magneto-Resistance：巨大磁気抵
抗）素子と、直接電圧を印加して画素をON/OFF動作する単純
マトリクス駆動方式の1次元GMR型スピンSLMを開発した。
2013年度は、超多画素スピンSLMの実現に向け、新たにス
ピン注入用TMR（Tunnel	Magneto-Resistance：トンネル磁
気抵抗）素子、画素ごとにトランジスターを搭載して正確にON/
OFF動作できるアクティブマトリクス（AM）駆動方式TMR型
スピンSLMの開発に取り組んだ。AM駆動方式TMR型スピン
SLMは、画素ごとの駆動素子であるトランジスター上にTMR光
変調素子を積層したものである（図1）。TMR光変調素子は、磁
化固定層、絶縁層、および光変調層として、それぞれテルビウム・
鉄・コバルト（Tb-Fe-Co）合金とコバルト・鉄（Co-Fe）合金の
積層膜、酸化マグネシウム（MgO）膜、およびガドリニウム・鉄
（Gd-Fe）合金膜を適用した。今回、膜厚約1nmの極薄MgO膜
をCo-Fe膜で挟み込んだ磁気トンネル接合とすることで、MgO
の結晶性を改善し、低電流駆動を可能にした。さらに、光変調
層にガドリニウムバッファー層を挿入することで、Gd-Fe膜の垂
直な方向に磁化しやすい性質（垂直磁気異方性）を向上し、光
変調性能を改善した。AM駆動素子として、単結晶シリコン基
板上にMOSトランジスターの2次元アレー（画素数10×5、画
素ピッチ5μm）を形成した回路基板を設計・試作した。この2次
元アレー上にサブミクロンサイズのTMR素子を配置するために、
位置合わせ精度20nm以下の超微細プロセス技術を開発し、2
次元スピンSLMを試作し、外部磁界制御によりGd-Fe光変調
層の磁化反転動作を確認した。
一方、立体像表示の原理検証のために、GMR構造からな
る固定パターン（GMRホログラム：画素ピッチ1μm、画素数
3840×2160）を設計・試作し、広視域角37度での立体像再生
の基本動作を実証した。また、GMRホログラムに外部磁界を
印加して、再生像のON/OFF動作も確認した(2)。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。

■ 光線制御デバイスの研究

将来のレンズレスのインテグラル立体ディスプレーへの応用を
目指して、サブミクロンサイズの微細化構造の干渉効果によっ
て光線を斜め方向に出力制御できるデバイスの開発を進めてい
る。2013年度は、出力光で発生していたサイドビーム（目的の
方向以外に出力されるビーム）と迷光（微細化構造物以外を通
過する漏れ光）を低減する素子構造を提案し、その基本動作を
検証した。シミュレーションにより微細化構造物の数を3個から
6個に増加させることで、サイドビームを20%まで抑圧できるこ
とを見出した(3)。この解析結果に基づき、サブミクロンサイズの
構造物をもつ素子を設計・試作するとともに、金属遮光膜によ
る迷光除去対策を実施することで、斜め方向へ出力する光線の
サイドビームが低減できることを確認した。
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　図1　AM駆動方式TMR型スピンSLMの基本構造
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