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6.1　次世代撮像技術

　8Kスーパーハイビジョンや空間像再生型立体テレビなど、映
像の高精細化や高フレームレート化に伴う課題を解決するた
め、次世代撮像技術の研究を進めている。

■3次元構造撮像デバイス
　超高精細と高フレームレートを両立し、将来の立体映像の撮
影にも資するイメージセンサーの実現を目指して、画素並列信
号処理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し、
全画素一斉に信号を処理して出力することで、画素数が増加し
ても高いフレームレートを維持することができる（図１）。
　2014年度までに、光を画素内でパルス信号に変換して出力
する８×８画素の素子を試作し、素子の出力部に接続したパル
スカウンターで出力パルス数を計数することでデバイスの基本
動作を実証するとともに、感度向上や暗電流低減を可能とする
画素構造や回路技術を開発した。2015年度は、これらの技術
を取り入れた128×96画素の撮像デバイスを試作した。
　デバイス構造は2層積層構造とし、暗電流の少ない埋め込み
型フォトダイオードおよびパルス発生回路を上層に配置し、従
来は外部回路で構成していたパルスカウンターを画素ごとに下
層に集積化した。これにより、光の強度に応じたデジタル値を
画素から直接出力することが可能となり、試作したデバイスで
は、画素並列信号処理による動画像を得ることができた（図２）。
出力ビット数は16ビットであり、広いダイナミックレンジを確

保した。また、暗電流を低減したことで低照度での撮像も可能
となった（1）。
　この研究は、東京大学と共同で実施した。

図１　3次元構造撮像デバイスの模式図
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図２　試作デバイスによる撮像例

6　次世代放送用デバイス・材料
　8Kスーパーハイビジョン（SHV）や立体テレビ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、その中核となるデバイスや材料を開発する基盤研究を進めた。
　撮像に関する基盤研究では、３次元構造撮像デバイス、固体積層用低電圧増倍膜、有機撮像デバイスの開発を
進めた。３次元構造撮像デバイスでは、暗電流の少ない埋め込み型フォトダイオードおよびパルス発生回路を配
置した上層と、従来は外部回路で構成していたパルスカウンターを画素ごとに集積化した下層とを積層して128
×96画素の撮像デバイスを試作し、16ビット出力の広ダイナミックレンジ化が可能であることを示した。撮像
デバイスの高感度化を目指した固体積層用低電圧増倍膜の研究では、製作プロセスの変更による暗電流の低減
や、結晶サイズの微細化による画面欠陥の抑制などを進めた。単板で３板式と同等な画質を目指す有機撮像デバ
イスでは、光透過型薄膜トランジスターのさらなる微細化を進めるとともに、本デバイスの特徴の１つである光
透過性を利用した距離センサーなど、新たな機能を有する撮像デバイスの研究を進めた。
　記録に関する基盤研究では、SHVの記録に必要な超大容量と高転送速度の実現に向けたホログラム記録技術の
開発や、可動部のない高速記録の実現を目指した磁気記録デバイスの研究を進めた。ホログラム記録技術につい
ては、高効率デュアルページ再生技術などの要素技術の開発とともに、実用的なプロトタイプドライブの開発に
取り組んだ。磁気記録デバイスでは、磁化シミュレーションの高度化や材料探索など、高速化に向けた要素技術
開発を進めた。
　表示に関する基盤研究では、SHVシステムへの適用に向けた多分割駆動ディスプレーの研究や、将来のフレキ
シブルディスプレーの超柔軟化・大型化・生産性向上に向けた要素技術開発を進めた。前者に関しては、多分割
駆動が可能な背面駆動型パネルの試作や、ホールド型表示方式で課題となる動きぼやけの改善に向けた、発光時
間アパーチャー制御駆動方式の実機での有効性の検証などを進めた。後者については、塗布型酸化物TFTの低温
形成作製技術を開発した。
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■固体積層用低電圧増倍膜の研究
　固体撮像デバイスの多画素化、高フレームレート化が進むに
つれて、１画素あたりに入射する光量が減少し、カメラの感度
が低下する。この問題に対処するため、撮像デバイスを大判化
し、画素面積を拡大することで必要な感度を確保しているが、
一方で被写界深度が浅くなったり、カメラの小型化が困難にな
るといった新たな課題も生じている。そこで、抜本的な撮像デ
バイスの高感度化に向けて、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）を積層した固体撮像デバイス（図３）
の開発を進めている。2015年度は、低電圧増倍膜の２つの候
補材料である、カルコパイライト系半導体膜の暗電流低減と、
結晶セレン膜の画面欠陥（白キズ）抑制に取り組んだ。

　カルコパイライト系半導体膜の暗電流低減に関しては、成膜
プロセスを見直し、p型材料であるカルコパイライト系半導体
とn型材料である酸化ガリウムからなるpn接合を真空装置内で
一貫製作することで、暗電流を従来の約1/10に減らすことに成
功した。
　結晶セレン膜による撮影画像において見られた白キズについ
ては、膜表面の平坦性に関係があると考えられたため、これま
での知見を基に、結晶セレンに塩素を添加して膜表面の平坦性
を向上させることで（図４）、白キズの発生が抑制できることを
実証した（2）。

■ �ハイビジョン用有機撮像デバイスの要素技術
開発

　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、有機撮像デバイスの研究を進め
ている。
　2014年度までに撮像デバイスとしての原理検証を進めると
ともに、デバイスの高解像度化に向けて、光透過型薄膜トラン
ジスター（TFT）の微細化やデバイスの薄型化などの要素技術を
開発した。2015年度は、ハイビジョン用デバイスの実現に向

けた技術開発に取り組んだ。
　撮像デバイスの光学サイズとして35mmフルサイズ（おおよ
そ横36mm×縦24mm）を採用すると、ハイビジョン用デバイス
の画素サイズは20µmとなり、これまで開発してきたTFTをさ
らに1/2以下に微細化する必要がある。そこで、光透過型TFT
の作製工程を全面的に見直し、TFTを構成する各種材料のパタ
ーン形成に電子ビーム露光技術とドライエッチング技術を適用
することで、画素サイズ20µmに対応したチャネル長1.6µmの
TFTを試作した（3）（図５）。

　試作したTFTの移動度は4.4cm2/Vs、オン電流値は50µAで
あり、これまでと同等の値を得ることができた。さらに、オン
オフ比は107以上と従来より１桁以上向上した（図６）。これに
より、ハイビジョン用光透過型TFT回路の実現に見通しが得ら
れた。
　この研究は、高知工科大学と共同で実施した。

■単眼距離画像センサーの研究
　有機撮像デバイスの光透過性を利用し、既存のシリコン撮像
デバイスと組み合わせることで、新たな機能を持つ撮像デバイ
スの実現可能性について検討した。具体的には、積み重ねた２
つの撮像デバイス間のフォーカス点のズレに起因するぼやけの
量から距離情報を抽出することで、単眼で画像情報と距離情報
とを同時に取得することができるセンサー（図７）を検討した。
　今回、光透過型回路を構成するTFTおよび透明配線の光学パ
ラメーターを用いて透過光強度分布のシミュレーションを行う

図３　低電圧増倍膜積層型固体撮像デバイスの構造
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図４　結晶セレン膜の断面観察結果
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図５　試作したTFTの断面構造と電子顕微鏡写真
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図６　試作したTFTのゲート電圧-ドレイン電流特性
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ことで、有機撮像デバイスの光透過性を評価した。その結果、
各画素を透過した光の強度に不均一性が生じることや、光透過
性を高めるためには材料や構造の工夫が必要なことなどがわか
り、今後のデバイス設計に向けた指針を得た。
　また、有機撮像デバイスとカラーフィルター方式のシリコン

撮像デバイスとを組み合わせたマルチスペクトルセンサーにつ
いても検討した。

〔参考文献〕
（1）  M. Goto, K. Hagiwara, Y. Honda, M. Nanba, H. Ohtake, Y. 

Iguchi, T. Saraya, M. Kobayashi, E. Higurashi, H. Toshiyoshi 
and T. Hiramoto:“128 × 96 Pixel-Parallel Three-Dimensional 
Integrated CMOS Image Sensors with 16-bit A/D Converters 
by Direct Bonding with Embedded Au Electrodes,” Proc. of 
the IEEE SOI-3D-Subthreshold Microelectronics Technology 
Unified Conference （IEEE S3S）, 7c.3 （2015）

（2）  S.Imura, K.Kikuchi, K.Miyakawa, H.Ohtake, M.Kubota, T.Okino, 
Y.Hirose, Y.Kato and N.Teranishi:“Stacked Image Sensor Using 
Chlorine-doped Crystalline Selenium Photoconversion Layer 
Composed of Size-controlled Polycrystalline Particles,” IEEE 
International Electron Devices Meeting（IEDM） Technical 
Digest， pp.30.7.1-30.7.4（2015）

（3）  高木，瀬尾，堺，大竹，古田：“有機撮像デバイスの高精細化に向
けた微細透明TFTの試作，” 映情学年次大，13-D3（2015）

6.2　次世代記録技術

■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（SHV）映像を長期保存するために
は、超大容量・高転送速度のアーカイブ用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、高速高密度ホログ
ラムメモリーの研究開発を進めている。2015年度は、ホログ
ラムからデータを再生する際の転送速度向上に向けた高効率デ
ュアルページ再生技術の開発（1）と実用的なプロトタイプドライ
ブ開発に取り組んだ。
　2014年度に開発したデュアルページ再生技術は、再生時に
ホログラムに照射する参照光を、p偏光とs偏光の２つにして異
なるホログラムに同時に照射するものである。ホログラムから
再生された２種類のデータは偏光分離光学系により同時に検出
できるため、転送速度を２倍に向上することができる。この際、
参照光の大部分がホログラムを透過することに着目し、2015
年度は１つの偏光から成るビームの透過参照光を、もう一方の
偏光方向に変えて再度ホログラムに照射する参照光再利用型デ
ュアルページ再生技術を開発した（図１）。レーザー光を有効活
用できるため、従来の再生方法と同程度のレーザーパワーで２
種類のデータを同時再生できることを確認した。
　また、再生信号処理系では、GPU（Graphics Processing 
Unit）とFPGA（Field Programmable Gate Array）とを組み合
わせ、アルゴリズムの改良などにより、H.265/HEVCで
85Mbpsに圧縮したSHV映像をホログラムメモリーからリアル
タイム再生することに成功した（2）。
　さらに、実用的なドライブ開発を視野に、プロトタイプホロ
グラムメモリードライブの開発にも取り組んだ。再生データの
歪みを減らすために2012年度に開発した波面補償技術の適用
効果を数値計算し、誤り率で10︲2台から約１桁の改善効果を確
認した。
　このプロトタイプドライブの開発は、（株）日立製作所、（株）
日立エルジーデータストレージと共同で実施した。

■微小磁区高速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。2014年度に、ハードディスク用磁気ヘッドを用いて
微小磁区の形成（記録）と検出（再生）ならびに微小磁区の電流駆
動について一連の動作として確認（3）したことを受け、2015年
度はこれらの動作を高速化する要素技術の開発を進めた。
　本方式による再生の感度は非常に高く、高速再生への対応も
十分に可能であるが、記録については、高速化に向けて磁区形
成の不安定性に起因した記録ロスを解決する必要があることが
わかった。そこで、磁性細線の下部に軟磁性下地層（SUL：Soft 
magnetic underlayer）を導入した構造とすることで記録ヘッド
の磁束を集中させ、記録効率の向上を図った。これにより、安
定した磁区形成が可能となりロスのない記録を実現した（4）。
　その機構を解明するために、磁性細線直下のSUL形状を変化
させた種々の構造モデルを設計し、それらの磁区形成過程につ
いて、磁性体中の磁化の動的過程を表すLLG （Landau–Lifshitz–
Gilbert）方程式を用いたシミュレーションにより調べた。その

図１　参照光再利用型デュアルページ再生の原理
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図７　単眼距離画像センサーの概念
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結果、SUL形状を変えることで記録ヘッドから発生した磁束の
通過経路が大きく変化し、磁性細線幅に比べて幅の広いSULを
細線直下に付与した場合に、磁区形成の安定性が顕著に向上で
きることを見出した（図２）。さらに、この場合の磁区形成は、
0.3 ナノ秒以下の極短時間で生じており、磁区形成（記録）の高
速化にもSULが有効であることがわかった（5）。
　磁区駆動の高速化に関しては、高速駆動に適した磁性細線材
料の探索を進めるとともに、上記のシミュレーションを磁性細
線中の磁区駆動まで解析できるよう拡張した。具体的には、電
流を印加した場合の磁区の挙動を表現するスピントルク項を上
記のLLG方程式へ追加し、超短パルス電流での磁化挙動変化を
ピコ秒の時間領域で解析可能とした。これにより、磁性細線中
の磁区形成および駆動の一連の動作における磁化挙動の高速現
象を詳細に検証できるシミュレーション技術が確立できた。

〔参考文献〕
（1）  Y. Katano, T. Muroi, N. Kinoshita, N. Ishii and N. Saito:“Dual-

page Reproduction with Reusing of Transmitted Reference 
Beam in Holographic Data Storage,” SPIE Photonics West 
2016, 9771, 9771-3 （2016）.

（2）  N. Kinoshita, Y. Katano, T. Muroi and N. Saito:“Demonstration 
of 8K SHV Playback from Holographic Data Storage,” Tech. 
Dig. ISOM’15, Mo-B-02, pp.8-9 （2015）

（3）  M. Okuda, Y. Miyamoto, M. Kawana, E. Miyashita, N. Saito 
and S. Nakagawa:“Operation of [Co/Pd] nanowire sequential 
memory utilizing bit-shift of current-driven magnetic domains 
recorded and reproduced by magnetic head,” 13th Joint MMM-
Intermag, BB-10 （2016）.

（4）  奥田，宮本，川那，宮下，斎藤，林，中川:“[Co/Pd]磁性細線への
磁区形成における軟磁性下地層の効果,” 第39回日本磁気学会学
術講演会，9aC-11 （2015）.

（5）  川那，奥田，宮本，宮下，斎藤:“軟磁性層を付与した磁性細線記録
媒体における磁区形成シミュレーション，” 映情学冬大，12A-1 

（2015）

6.3　次世代表示技術

■多分割駆動ディスプレー
　有機EL（Electroluminescence）ディスプレーによる高画質な
8Kスーパーハイビジョンフルスペック表示の実現を目指し、高
フレームレート化を期待できるディスプレーの分割駆動技術
や、ホールド型表示方式で課題となる動きぼやけの改善と有機
ELの長寿命化を目指した時間アパーチャー適応制御駆動技術
の研究を進めた。
　有機ELディスプレーを複数の領域に分けて分割駆動するた
めに、パネルの背面に貫通させた電極の上に立体配線構造を形
成する背面駆動型のパネル構造を提案した。さらに、金属柱埋
込み技術により直径150µmの貫通電極を形成した薄板ガラス
の上に、絶縁膜と画素電極などからなる立体配線構造を形成し
た小型基板を試作し、基礎的なパネル製作工程を構築した（1）。
　一方、時間アパーチャー適応制御駆動技術については、駆動
IC単位で発光時間アパーチャーを制御する駆動装置を試作し、
これまでシミュレーションを用いて評価してきた本手法の有効
性を実機により確認した。さらに、発光タイミングを適切に制
御することで、異なる発光時間アパーチャー領域の境界部で発
生する画質妨害を改善できることも確認した（2）。

■フレキシブルディスプレー
　フレキシブルディスプレーの超柔軟化、大型化、生産性向上

を目指し、2015年度は、塗布型酸化物薄膜トランジスター
（TFT）について低温形成を可能にする作製技術の開発を進め
た。塗布型酸化物半導体の高移動度化には、膜中に含まれる溶
媒起因の不純物を低減する必要があり、400ºC以上の高い焼成
温度が求められる。一方、フレキシブルディスプレーの基板と
なるプラスチックはガラスに比べて耐熱温度が低いことから、
TFT作製温度の低温化が望まれている。今回、塗布型酸化物半
導体に水素プラズマ処理を実施することで最高プロセス温度を
低下できる技術を開発した。300ºCで成膜した塗布型ZTO（Zn-
Sn（Tin）-O）に水素プラズマ処理をすることで移動度が
0.3cm2/Vsから3.1cm2/Vsに改善した。改善した移動度は
400ºCで作製したTFT（水素プラズマ処理なし）より優れた値で
あることも確認できた（3）。
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