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6.1　次世代撮像技術

■3次元構造撮像デバイス
　将来の立体映像の撮影に資する超多画素のイメージセンサー
の実現を目指して、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、受光部直下に画素ごとに配置された信号処
理回路を接合した構造を備えており、画素並列で信号を処理し
て出力することで、多画素化と高フレームレート化を両立でき
る（図1）。2015年度までに、画素サイズ80μm角、128×96
画素の２層構造のデバイスを試作し、画素並列信号処理を生か
した回路構成による16ビットの広いダイナミックレンジを確
認した。

　2016年度は、画素の微細化と雑音を除去する回路の開発、な
らびに作製プロセスの改善に取り組んだ。画素の微細化におい
ては、従来10μmとしていた上下の回路を接続する電極の直径
を5μmに微細化するとともに、回路レイアウトの工夫により、
画素サイズを50μm角に微細化した。雑音の低減に向けては、
画素並列動作と画素内への集積を可能とした相関２重サンプリ

図1　3次元構造撮像デバイスの概念図
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図2　基準電圧を変動させた場合の出力の変動
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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）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行っ
た。画素並列信号処理が可能な３次元構造撮像デバイスでは、接続電極の直径を従来の1/2となる5μmに微細化
し、回路レイアウトを工夫することで、画素サイズを50μm角に微細化したほか、雑音を除去する回路の開発や
作製プロセスの改善に取り組んだ。超高感度化を目指した固体積層用低電圧増倍膜では、作製プロセスの改善に
より、暗電流を低減するとともに、信号読み出し回路の低ノイズ化などを進めた。また、単板でも３板式と同等
の画質を目指す有機撮像デバイスでは、有機光電変換膜の効率改善に取り組み、量子効率が最大で80%の緑色用
光透過型セルを試作した。
　記録に関する研究では、SHV映像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
と、可動部のない高速磁気記録が期待できる磁性細線中の微小磁区移動を利用した記録デバイスの研究を進め
た。ホログラム記録では、記録密度2.4Tbit/inch2、転送速度520Mbpsのプロトタイプドライブを開発し、SHV
圧縮映像の記録再生により、その動作を検証した。また、さらなる大容量高速化に向けて、多値記録の研究に着
手した。微小磁区記録デバイスでは、駆動速度の高速化に向けた磁性細線材料の探索やシミュレーションによる
磁区形成・駆動解析、記録再生評価系の広帯域化などを進め、従来の10倍以上となる1m/s以上での磁区駆動を
確認した。
　表示に関する研究では、家庭用の大画面SHVディスプレーの実現に向けて、有機ELの長寿命化技術、塗布型
デバイス、ならびに次世代ディスプレーの高画質化・低消費電力化に関する要素技術の開発を進めた。有機EL
の長寿命化技術では、高効率かつ長寿命を両立させるデバイス構造や材料開発を進め、内部量子効率100%かつ
連続点灯寿命1万時間以上の赤色有機ELデバイスを実現した。塗布型デバイスでは、塗布型酸化物TFTの高移動
度化技術や量子ドット電界発光素子の高効率化技術を開発した。ディスプレーの高画質化・低消費電力化に関し
ては、高移動度TFTの材料探索を進めるとともに、有機ELディスプレーのような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て、行単位で発光時間を制御する駆動装置を試作し、その有効性を実証した。
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ング回路（1）を考案した。雑音により受光部の基準電圧が変動し
た場合を想定した測定を行い、同回路が出力の変動を低減する
動作を確認した（図２）。製作プロセスの改善においては、基板
接合工程で接合面に付着する不純物が接合強度の低下の要因と
なることを明らかにし、不純物を付着させない前処理技術を開
発した。
　この研究は、東京大学と共同で実施した。

■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の進展に
伴い、1画素あたりの入射光量が減少し、カメラの感度が低下
する。この問題に対処するため、低電圧で電荷増倍が可能な光
電変換膜（低電圧増倍膜）をCMOS回路上に積層した固体撮像
デバイスの開発を進めている。2016年度は、低電圧増倍膜の
候補材料である結晶セレン膜とカルコパイライト系半導体膜の
特性改善に取り組むとともに、増倍膜を積層するためのCMOS
撮像デバイスにおけるノイズ低減の検討を行った。
　結晶セレン膜の特性改善については、基板からの膜はがれ防
止の目的で添加しているテルルが暗電流の一因と考えられたた
め、テルル層を薄化できる新たな成膜方法を開発した。その結
果、効果を維持したまま厚さを従来の1/10まで薄くすることが
可能となり、室温における暗電流を約1/2に低減できた（図3）

（2）。また、カルコパイライト系半導体膜に関しては、成膜プロ
セスの見直しにより結晶性の改善を図った。

　増倍膜積層用CMOS撮像デバイスは、1画素の回路構成や信
号読み出し動作が通常のCMOS撮像デバイスと異なることか
ら、リセット動作時に発生するノイズを低減するための新たな
処理が必要となる。そこで、2フレームにわたってデジタル相
関2重サンプリングを行う方法について、試作デバイスによる
評価を進めた。その結果、処理が無い場合と比較してノイズを
1/2の15電子程度（フレーム周波数60Hz時）に低減するととも
に、ノイズと回路の暗電流との関係を明らかにした（3）。

■高S/N単板カメラ用有機光電変換膜の研究
　放送用3板式カラーカメラと同等の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。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
を交互に積層するものである（図4）。有機撮像デバイスでは、積
層した有機膜の下層へ光を透過させるため、それぞれの有機膜

を挟みこむ電極を透明にする必要がある。2016年度は、緑色
用有機膜を透明電極で挟みこんだセル（光透過セル）について、
量子効率改善に向けた技術開発に取り組んだ。

　光透過セルでは、有機膜上に透明対向電極を形成する際に、
原料粒子の持つ高いエネルギーにより有機膜がダメージを受
け、膜の量子効率が10％程度まで低下する問題があった。そこ
で、透明電極の形成手法として、原理的に原料粒子の持つエネ
ルギーを低くできる電子ビーム蒸着法を採用するとともに、有
機膜と透明対向電極との間に、頑強な分子骨格を持つ透明なバ
ッファー層を設けることで有機膜へのダメージ低減を試みた

（図5（a））。試作した緑色用光透過セルの分光感度特性を評価し
た結果、波長500nmの緑色光を照射したときに80％の量子効
率が得られ（図5（b））、有機膜にダメージを与えることなく透明
対向電極を形成できることを確認した（4）。

〔参考文献〕
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Conference (IEEE S3S), 6b.3 (2016)

（2）  為村，峰尾，本田，萩原，渡部，宮川，難波，大竹，久保田: “結
晶セレンフォトダイオードにおける密着層膜厚の減少による暗電
流特性の改善,” 第77回応物秋季予稿集, 16a-A35-5 (2016)

（3）  渡部，本田，難波，小杉，大竹，久保田: “増倍膜積層用CMOSセ
ンサのランダムノイズ・暗電流特性,” 信学ソ大, C-12-13 (2016)

（4）  高木、堀、堺、清水、大竹、相原: “ITO電極で有機光導電膜を挟ん
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p4-20（2017）

図3　結晶セレン膜の暗電流特性
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図4　有機撮像デバイスの構造図
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図5　�試作した緑色用光透過セルの断面図（a）と
分光感度特性（b）
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6.2　次世代記録技術

■多値記録ホログラムメモリー
　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、ホログラムメモリ
ーの研究開発を進めている。2016年度は、実用的なプロトタ
イプドライブの開発と、多値記録に向けた信号対雑音比（SNR）
の改善に取り組んだ。
　プロトタイプドライブはレーザー光源波長405nm、記録密度
と転送速度はそれぞれ2.4Tbit/inch2、520Mbpsであり、直径
130mmのディスク媒体１枚に2TByte相当の記録が可能である

（図１）。85Mbpsに圧縮されたSHV映像を、開発したプロトタ
イプドライブのディスク媒体に記録、リアルタイムで再生でき
ることを確認し、技研公開2016で展示した（1）。本ドライブは
ホログラム歪みによる再生信号劣化を低減するための波面補償
技術を導入しており、再生信号品質が悪い状態において誤り率
を50%以上低減できることを確認した。
　ホログラムメモリーの要素技術としては、2015年度に開発
したデュアルページ再生技術を用いることで、再生転送速度
1Gbpsを達成した（2）。2016年度からさらなる記録密度と転送
速度の向上に向けて、多値記録の研究に着手した。多値記録の
実現には、SNRを向上するための技術開発が必須となる。そこ
で、符号間干渉を低減するためのロールオフフィルターの適用
を検討し、数値シミュレーションによりSNRの改善量は1.9dB
であることが分かった。さらに、再生信号を固定パターンノイ
ズ成分で除算する手法を適用したところ、SNRを1.5dB改善で
きた。これらを組み合わせることにより、SNRを3dB以上改善
できる見通しを得た。
　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
　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。2015年度までに、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を確認した（3）。2016年度は、安定
した記録再生や磁区を高速駆動する要素技術の開発を進めた。
　安定した記録再生に向けて、磁性細線と磁気ヘッドの位置ず
れが記録効率やSNRの低下を招くことを見いだし、ヘッドの接
触角度や位置を精密に調整できる機構を記録再生評価装置に付
加した。また、磁区の高速駆動が可能となる低磁化な磁性材料

として、コバルト／パラジウム多層膜の中間にルテニウム極薄
層（0.3 ～ 0.4nm）を挿入した人工フェリ磁性材料の作製に着手
し、正味の磁化を1/5に低減できた（4）。これを元に細線構造を
試作し、上述の装置にて駆動したところ、磁区の駆動に成功し、
駆動電流を従来の1/12に低減でき、磁区の駆動速度を従来の
10倍以上となる1m/s以上に高速化できた（図2）。
　さらなる高速駆動に向けた要素技術として、磁性細線中の磁
区を形成・検出するために使用する磁気ヘッドの信号処理系の
改修を進め、特に再生系については、従来の100MHzから約
1GHzまで広帯域化した。一方、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、磁化反転時間に対する記録磁界の方向依存性
を調べた。磁性細線へ斜めに磁界を印加することにより、10ps
で磁化反転の核形成が始まることを見いだし、記録磁界の方向
によって磁区形成を高速化できることを明らかにした。

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

Holographic Drive with Wavefront Compensation for Playback 
of 8K Video Data,” Proc. IEEE ICCE, pp.317-318 (2017).

(2)  Y. Katano, T. Muroi, N. Kinoshita and N. Ishii: “Efficient High-
Speed Readout in Holographic Memory by Reusing Transmitted 
Reference Beam,” MOC, 14B-2 (2016).

(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,” IEEE Trans. 
Magn. 52, (7), pp.3401204-1—3401204-4 (2016).

(4)  奥田、川那、宮本: “Ruを中間層に用いた[Co/Pd]磁性細線におけ
る磁区電流駆動,” 映情学会年次大会,34D-5 (Aug. 2016).

図1　開発したプロトタイプドライブ

図2　�試作した人工フェリ磁性細線の断面図と磁区駆動結果
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6.3　次世代表示技術

　フレキシブル有機ELディスプレーの長寿命化、大画面ローラ
ブルディスプレーの実現を目指した塗布型デバイス、ならびに
次世代ディスプレーの高画質化・低消費電力化技術に関する研
究を進めている。

■フレキシブル有機ELディスプレーの長寿命化
　フレキシブル有機ELディスプレーの長寿命化・省電力化を目指
して、デバイス構造や材料の研究開発を進めている。フレキシブル
有機ELディスプレーを実現するための最大の課題は、有機ELデバ
イス（Organic Light-Emitting Diode: OLED）において電子注入層
として用いられるアルカリ金属等の活性な材料が水分や酸素に弱
く、フレキシブル基板上で劣化してしまうことである。そこで、ア
ルカリ金属等を使用せず、酸素や水分に強いOLED（逆構造OLED）
の開発に取り組んでいる。2016年度は、フレキシブルOLEDの実
現に向けて、長寿命な逆構造OLEDの省電力化を進めた。逆構造
OLEDにおける電子注入性を向上させる新規ドーピング技術を開
発することで、輝度200cd/m2時の発光電圧が3.4Vと従来より2V
程度低減するとともに、内部量子効率が100%程度かつ連続点灯
寿命１万時間以上の実用レベルの赤色逆構造OLEDを実現した（1）。
このデバイスの開発は、（株）日本触媒と共同で実施した。
　また、OLEDの長寿命・高効率化に適した新規材料の開発に
も取り組んだ。OLEDの高性能化には発光層材料の開発に加え、
正孔や電子を輸送する周辺材料の開発が不可欠である。これま
で緑色OLEDの高性能化に適した正孔輸送材料は報告されてい
なかったが、複数の正孔輸送層材料に依存したデバイス特性を
分子軌道計算により解析することで、高効率・長寿命化に適し
た正孔輸送層材料の基本分子構造を見いだした（2）。本成果は、
高効率かつ長寿命なOLEDの実用化に大きく貢献できる。

■  大画面ローラブルディスプレーを目指した塗布型デバイス
　将来の超柔軟な大画面ローラブルディスプレーの実現を目指
し、真空装置を用いず簡便な手法で作製できる塗布型酸化物TFT
の研究開発を進めている。塗布型酸化物材料は溶媒起因の欠陥
が多く、移動度が低いのが課題である。2016年度は、塗布型酸
化物材料にフッ素を添加することで移動度を向上できる技術を
開発した（3）。塗布型IGZO（In-Ga-Zn-O）にフッ素を添加すること
でTFTの移動度を1.8cm2/Vsから4.7cm2/Vsに向上させた。さら
に、当所で開発を進めている水素導入・酸化処理による膜質改善
技術を適用することで、最大で7.0cm2/Vsの移動度が得られた。
　また、塗布成膜可能で高色純度の発光が期待できる発光材料
として、量子ドット（Quantum Dot: QD）を用いた電界発光素
子（QD-LED）の研究開発を進めている。QDは、数ナノ～十数
ナノメートル程度の半導体微粒子であり、サイズ制御により発
光スペクトルの波長や半値幅を制御できる特徴を持つ。しか
し、これまでに報告されている高効率・高色純度の量子ドット
材料のほとんどは有毒なカドミウム系材料であるため、カドミ
ウムフリーの材料開発が求められている。2016年度は、外部
と連携して独自のカドミウムフリー材料を用いたQD-LEDの試
作に取り組んだ。また、QD-LEDの高効率化のためには、QD
に組み合わせる電荷輸送材料の開発も重要である。従来の電荷
輸送材料はQD薄膜の上に成膜すると島状に成長するのに対
し、当所で開発した材料は均一なアモルファス膜を形成し、QD-

LEDの高効率化に寄与する可能性を示した（4）。

■高画質化・低消費電力化技術
　シート型ディスプレーの高画質化・低消費電力化を目指し、
高移動度TFTの研究開発を進めている。2016年度は、半導体
材料として酸窒化亜鉛（ZnON）を用いた高移動度TFTの開発を
進めた。ZnONは高い移動度が得られるが、デバイス特性の経
時劣化が顕著であり、その抑制手法の開発が求められている。
今回、ZnONに微量のシリコンを添加することでデバイス特性
の経時劣化を抑制することに成功した（5）。試作したTFTは、従
来の半導体材料であるIGZO（In-Ga-Zn-O）と比較して約5倍の
移動度（54cm2/Vs）を示した。
　また、有機ELディスプレーのような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の長寿命化の両立を目指
して、時間アパーチャー適応制御駆動技術の研究を進めている。
2016年度は、行単位に発光時間を制御し、動領域と静止領域の
境界に緩衝領域を導入するとともに、動領域と静止領域を切り
替える際に発光時間を徐々に変化させることで画質妨害やちら
つきを抑制する駆動手法を提案した。さらに、行単位で発光時
間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（6）。
　高フレームレート化や超大画面化が期待できる多分割駆動デ
ィスプレーの駆動技術については、水平ラインごとにデータ書
込みから発光までの時間を変え、発光タイミングのずれを小さ
くすることで、多分割駆動の問題点となる映像歪みを抑制する
駆動手法を提案し、その効果をシミュレーションで検証した（7）。
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