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6.1　撮像技術

■ ３次元構造撮像デバイスの研究
　超多画素と高フレームレートを両立する次世代のイメージセ
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、異なる基板に形成した受光部や信号
処理回路を接合して製作することにより、受光部直下に画素ご
とに信号処理回路を集積した構造を備えている（図6-1）。これ
により、全画素並列に信号処理を行うことで、多画素でも高い
フレームレートを維持することができるため、将来の立体映像
の取得などへの応用が期待される。

　2018年度は、デバイスの高集積化に向けて、3層以上の構
造（1）を実現する多層化プロセスを開発した（図6-2）。2層構造を
形成する技術（図6-2（a）～（c））に加えて、新たに集積回路の裏
面に絶縁層と埋め込み電極を形成する技術と、裏面側の平坦化
技術（図6-2（d）～（e））の開発により、3層構造デバイスの試作に
成功した。本プロセスの繰り返しにより、さらなる多層化の実
現性が高まり、従来平面状に形成してきた信号処理回路を３次
元構造化することで、画素サイズの縮小と信号処理回路の高集
積化の両立に向けた見通しを得た。
　この研究は、東京大学と共同で実施した。

■ RGB積層型撮像デバイスの研究
　小型・軽量で機動性に優れた単板カラーカメラの実現に向け

て、RGB積層型撮像デバイスの研究を進めている。本デバイス
は、赤（R）、緑（G）、青（B）のそれぞれに感度を持つ有機光電変
換膜（有機膜）と、各有機膜で発生した信号を読み出す薄膜トラ
ンジスター（TFT）アレイとを交互に積層したものである。2018
年度は、デバイスの高精細化に向けて、TFTアレイの微細化に
取り組んだ。
　従来のTFTアレイは、半導体にインジウム・ガリウム・亜鉛
複合酸化物（IGZO）を用い、ソース・ドレイン（S/D）電極の加
工の際に半導体を保護するための層を設けたエッチストップ構
造（図6-3（a））としていた。しかし、TFTアレイのさらなる微細
化を進めるためには、構造を簡素化する必要があった。そこで、
保護層が不要で、エッチストップ構造よりもTFTのチャネル長
を短くできるバックチャネルエッチ構造（図6-3（b））を採用し
た。本構造では、半導体上で直接S/D電極を加工する必要があ
るため、電極形成プロセスに耐性のある半導体材料としてイン
ジウム・スズ・亜鉛複合酸化物（ITZO）を選択した。これらの製
作手法や材料を導入することにより、チャネル長を従来の6μm
から2μmに短縮したTFTを試作し、撮像デバイス用の信号読み
出しTFTとして108以上の十分なON-OFF比が得られることを
確認した。このTFTを用いることで、信号読み出し用TFTアレ
イの画素ピッチを従来の50μmから20μmに微細化すること
ができ（図6-4）（2）、RGB積層型撮像デバイスの高精細化に見通
しを得た。

図6-1　3次元構造撮像デバイス
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図6-3　（a）エッチストップ構造TFTと（b）バックチャネルエ
ッチ構造TFT
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図6-4　試作したTFTアレイの顕微鏡写真
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■ 固体撮像デバイスの超高感度化に向けた 
　プレーナー型光電変換膜構造の研究
　2章2節で、8Kカメラの高感度化を目指した増倍膜積層型8K
固体撮像デバイスの研究について述べた。このデバイスでは、
アバランシェ増倍現象による電荷増倍に必要な電界を膜内に形
成させるため、膜厚方向に電圧を印加しており（図6-5（a））、10
倍程度の電荷増倍率を目指している。一方、将来の超高感度化
を目指した増倍率向上のためには、膜内の電界をさらに強める
必要があるが、固体撮像デバイスに積層された膜に印加できる
電圧には制限があることから、従来構造では増倍膜の厚みを薄
くする必要がある。しかし、膜厚が薄くなるほど光の吸収が低
下し、光の利用効率低下を招く。そこで、膜の厚さに依存する
ことなく内部の電界を強めることができる、新しいデバイス構
造の検討に着手した（図6-5（b））。本構造では、電圧を印加する
電極（陽極）を、画素電極（陰極）と同一面上に形成することで、
膜内の横方向に強い電界を得ることができる。これにより光電
変換膜の厚みを保持したまま、光の吸収特性を低下させること
なく、高い電荷増倍率を得ることが期待できる。

　2018年度は、電荷増倍率を100倍程度得るために必要な膜
内の電界強度を予備実験の結果を基に推定するとともに、所望
の電界強度を得るための電極構造を、電界解析を用いたシミュ
レーションにより検討した。図6-6に解析により得られた有効
な電極構造を示す。ひとつの陰極－陽極対の大きさは非常に小
さくなると想定されるため、1画素は複数の陰極－陽極対で構
成し、陰極を囲うようにサブミクロン（0.1μm以下）の微細な間
隔をあけて陽極を配置したものを多数並べた。この電極構造で
電極サイズを最適化することにより、およそ100倍の増倍率を
得るための強電界（108V/m）を陰極の近傍に均一に形成できる
ことが分かった。

〔参考文献〕
（1）� �後藤，本田，渡部，萩原，難波，井口，更屋，小林，日暮，年吉，

平本：“画素並列信号処理3層構造イメージセンサの設計，”�第79回
応物秋季予稿集，19p-432-7（2018）

（2）� �堀，高木，堺，中田，佐藤，大竹，相原：“有機撮像デバイス用
信号読み出し回路の微細化技術，”　映情学年次大，13C-1（2018）

6.2　記録技術

■多値記録ホログラムメモリーの研究
　８K映像を長期保存するための超大容量・高転送速度のアー
カイブ用記録システムが求められている。この要求に応える記
録技術として、多値記録によるホログラムメモリーの研究開発
を進めている。2018年度は、多値数4の振幅多値記録に有効な
クロストーク低減手法と、機械学習に基づく再生データの復調
技術に取り組んだ。
　振幅4値記録のホログラムメモリーでは、4種類の輝度を持つ
シンボル画素が二次元に配列したページデータをレーザー光に
より記録再生する。ページデータを再生する際、ノイズが原因
で記録時と異なるシンボル画素の輝度値になると、再生情報に
誤りが生じる。特に大きなノイズ要因はシンボル画素間の光の
漏れ込み（クロストーク）である。そこでシンボル画素を小さく
し、かつシンボル画素間に黒のシンボル画素を挿入（見かけ上の
開口率を小さく）することでクロストークの低減を試みた（図
6-7）。提案手法で構成したページデータを用いて記録再生実験
をしたところ、再生信号の誤り率を完全に訂正可能な値にまで

低減できることを確認した（1）。
　再生データの復調技術については、これまでに、畳み込みニ
ューラルネットワークによる復調方式を開発し、2値記録での
有用性を確認した。2018年度は、本方式を振幅4値記録へ適用
することを目指して、数値シミュレーションにより検討を行っ
た。その結果、変調ブロックを構成する3×3シンボル画素を畳
み込みニューラルネットワークで復調したところ、従来の硬判
定（一つの閾値で0,1の判定を行う）と比べて復調誤りが1/4に
なることを確認できた。また、周辺部からのノイズの影響を勘
案し、変調ブロックを5×5シンボル画素へと大きくして冗長度
を増やすことにより、さらに硬判定から約1/10まで復調誤りを
抑制できることを確認した（2）。
　また、2015年度に試作したホログラムメモリープロトタイ
プドライブを用いて、多重露光による振幅多値記録の基礎実験
を進めた。
　この研究の一部は、（株）日立エルジーデータストレージと共
同で実施した。

図6-6　解析に用いた電極構造
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■微小磁区並列デバイスの研究
　可動部がなく高い信頼性が期待できる高速磁気記録デバイス
の実現を目指して、磁性細線中に微小磁区を形成しその高速移
動特性を利用した、微小磁区記録デバイスの研究開発を進めて
いる。2018年度は磁区を正確に形成するため、記録素子を磁
性細線上に一体化形成するプロセス技術を開発した。また磁区
形成に必要な電流を削減できる新しい記録手法の検討を進め
た。
　記録素子を磁性細線上に一体化形成するには、基板上に、位
置合わせマーカー層（①）、磁性細線層（②）、層間絶縁層（③）、
記録素子層（④）、電極層（⑤）の5層構造にする必要がある。デ
バイスの試作には、各層を位置ずれなくパターン形成し、薄膜
堆積および不要部の剥離を繰り返して積層する方法を採用し
た。このうち、比較的大きな構造である①、③、および⑤は大
面積を均一に露光できるレーザー描画装置で、極微細なパター
ンである②、および④は電子線描画装置を利用して形成した。
各層は交互に両装置を利用して形成されるため、独自の位置合
わせマーカーを使用し、磁性細線および記録素子の位置ずれを
40nm以下に抑制した。
　磁性体中の磁化の動的過程を表すLLG�（Landau–Lifshitz–
Gilbert）方程式を用いて記録素子に流す電流による磁区形成過
程をシミュレーションにより解析した。その結果、記録素子と
して導線１本に電流を流すことで発生する磁界により磁区を記
録した場合、生成される磁区のエッジの極性のふらつきが大き
く、安定しないことが分かった。この課題を解決するため、記
録素子を２本並列に並べて逆方向に電流を流すことで生成され
る急激な磁場変化を利用した記録手法を考案した（図6-8）（3）。こ
れにより、高速かつ安定な磁区の記録と、記録素子1本あたり
の電流密度を半減する見込みを得た。

■トポロジカル表面状態を用いる 
　スピン軌道トルク磁気メモリの創製
　国立研究開発法人�科学技術振興機構の戦略的創造研究推進
事業「トポロジカル材料科学に基づく革新的機能を有する材料・
デバイスの創出」において、トポロジカル絶縁体の磁気メモリー
への適用に関する研究を、東京工業大学、東京大学と共同で受
託した。トポロジカル絶縁体は、内部は絶縁体であるものの、
表面にはスピンの揃った電流が流れ、強いスピントルク（回転さ
せる力）を発生できる新材料である。トポロジカル絶縁体の一
つである特別な結晶方位のビスマスアンチモン（BiSb）を磁性
細線に接合することにより、磁性細線の磁区駆動に必要な電力
を1/100程度に大幅に改善できることが期待される。2018年
度は、このビスマスアンチモンと磁性材料を良好に接合する手
法について調査を行った。

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

Spatial�Guard�Interval�on�Data�Page�for�Reducing�Inter-Symbol�
Interference�in�Amplitude�Multi-Level�Recording�Holographic�
Memory,”�Tech.�Dig.�ISOM�’18,�Mo-C-03,�2018,�pp.13-14�
(2018).

（2）� �Y.�Katano,�T.�Muroi,�N.�Kinoshita�and�N.�Ishii:“Demodulation�
of�Multi-Level�Data�using�Convolutional�Neural�Network� in�
Holographic�Data�Storage,”2018�International�Conference�on�
Digital� Image�Computing:�Techniques�and�Applications�
(DICTA),�IEEE�Xplore,�pp.728-729�(2018).

（3）� �川那ほか:�“局所磁界アシストによる磁壁電流駆動シミュレーショ
ン,”�日本磁気学会第42回学術講演会講演予稿集,�11pPS-30,�
p.58（2018）.

6.3　表示技術
■ フレキシブル有機ELディスプレーの 
　長寿命化・高色純度化
　フレキシブル有機ELディスプレーの実用化に向けては、有機
EL（Organic�Light-Emitting�Diode�:�OLED）デバイスの電子注
入層に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、フィルム基板を用いた際の寿命劣化が大きな課題となっ
ている。当所では、アルカリ金属等を使わず、酸素や水分に強
いOLED（逆構造OLED）の研究開発に取り組んでいる。2018年

度は、逆構造OLEDの高性能化のための材料や形成プロセスに
ついて、原理的な解明に取り組んだ。
　逆構造OLEDの低電圧・高効率化、長寿命化には、電子注入
材料の選定が極めて重要となる。さまざまな材料を検討した結
果、電子軌道エネルギーなどから、ホウ素を含有する特殊な有
機材料が、電子注入性や寿命の改善に適していることを明らか
にした。また、電子注入層の形成プロセスとして、真空成膜よ
りも、塗布成膜した場合に、低電圧かつ長寿命な逆構造OLED

図6-7　シンボル画素間クロストークを低減するための 
ページ構成
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図6-8　記録素子1本もしくは2本の場合に形成される磁区の違い
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が得られることがわかった。元素分析の結果よりその原因を考
察したところ、電子注入層の塗布成膜過程において、下層にあ
る酸化亜鉛が少量溶け出して混合され、電子注入層中に形成さ
れる不純物のエネルギー準位が変化し、デバイス性能向上に大
きく寄与することがわかった（1）。これらの結果を踏まえて、塗
布により電子注入層を形成した逆構造OLEDは、ガスバリア性
の低いフィルムを用いた場合でも発光面の劣化がなく、赤色で
3,000時間以上、緑色で1,500時間以上の連続点灯を示し、輝
度低下が顕著な通常のOLEDに比べて、はるかに高い大気安定
性を示すことを確認した（2）。
　スーパーハイビジョンの広い色再現範囲を実現するために
は、高色純度で、省電力かつ長寿命なOLEDの開発が求められ
る。これまで、網目状に広がった剛直な分子構造をもつ白金錯
体を発光層中の発光色素に用いることで、色純度の高いOLED
を実現できることを示してきた。白金錯体は、単体で高色純度
の発光を示すものの、発光層中で電気エネルギー輸送を担うホ
スト材料との混合により、色純度が低下してしまう。そこで、
2018年度は、どのようなホスト材料が高色純度化に適してい
るのか、系統的に調べた。その結果、長寿命化に有利なホスト
材料に含まれるトリアジンとよばれる部分と発光色素である白
金錯体が接近して相互作用することで、長波長側の不要な発光
が生じ、色純度が低下することが分かった（3）。今後、この知見
をもとに、新たなホスト材料の設計を進め、広色域の有機ELデ
ィスプレーの開発に活かす。

■ 大画面有機ELディスプレーの 
　高画質・低消費電力駆動技術
　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、
画素の駆動素子である薄膜トランジスター（TFT）の研究開発を
進めている。2018年度は、半導体材料に酸窒化亜鉛（ZnON）を
用いた高移動度TFTの開発を進めた。ZnONへ微量に不純物を
添加することにより、ZnON-TFTの電気特性が大幅に改善する
ことを見いだした。具体的には、窒素との結合エネルギーが大
きい元素（Taなど）の添加により、TFTのスイッチング特性が改
善するとともに、高い伝導性に寄与する元素（Inなど）の添加で、
移動度が向上することが分かった。Inを添加したZnON-TFTに
おいて、最大で59cm2/Vsという高い移動度を実現した。
　画質の向上を目指した映像信号処理技術として、HDR映像に
おける輝度制御手法の検討を進めた。これまでに、平均輝度が
高いHDR映像の表示において、明部・暗部の階調表現を維持し
ながら駆動電力を制御する手法を考案してきた。しかし、この
手法では明部のみを制御するため、中間階調で発生する画質劣
化が課題となっていた。今回、HDR映像に最適な信号処理を導
入して輝度を制御することにより、画質劣化を防ぐ手法を考案
し、評価画像でその有効性を確認した（4）。

■ 大画面フレキシブルディスプレーを 
　目指した塗布型デバイス　
　薄くて軽く、柔軟で丸めることができる大画面のフレキシブ
ルディスプレーの実現を目指して、大規模な真空装置が不要な
塗布プロセスにより作製できる酸化物TFTおよび量子ドット
（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。

　塗布型酸化物TFTでは、塗布法で形成した半導体膜中に不純
物や欠陥が多く、移動度が低いことが課題となっていた。今回、
酸化物半導体（In-Zn-O）へフッ素を添加するとともに、水素導
入と酸化処理を適用することにより、半導体の膜質を改善した。
フィルム基板に適用可能な低温（300℃）プロセスでも、従来の
真空プロセスで作製したTFTに匹敵する高い移動度（12.8cm2/
Vs）を実現した（5）。
　QD-LEDは、数ナノメートル程度の半導体微粒子を用いた発
光デバイスであり、粒子サイズの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有する。2018年度は、低毒
性量子ドットとしてリン化インジウム系材料（ZnInGaP/ZnS）
を用いたQD-LEDの試作に取り組んだ。緑色発光のZnInGaP/
ZnS量子ドットを用いたQD-LEDにおいて、電子をブロックし
ながら効率良く正孔を発光層に注入できる正孔輸送層を導入す
ることにより外部量子効率3.4％を実現した（図6-9）（6）。
ZnInGaP/ZnSを用いたQD-LEDの研究は、株式会社アルバッ
クと共同で実施した。
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図6-9　ZnInGaP/ZnS量子ドットEL素子とEL発光スペクトル
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