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画素サイズの微細化に適した新有機CMOSイメージセンサー

1.	 はじめに

　イメージングの歴史はイーストマン・コダックの歴史
と並走して富士フイルムの歴史そのものである。有機材
料を基軸とする銀塩感光材料の百数十年に渡る歴史は，
無機材料を基軸とするシリコンテクノロジーの十数年に
至る歴史に取って代わった。次世代に託する歴史の描画
は，おのおのの技術の限界を打破する有機材料と無機材
料が融合したハイブリッド技術にあると想定することは
多分誤りではなかろう。
　シリコンテクノロジーはその発展を遂げ，ついに1mm
のほぼ1/1000に近い1.4μmの微細な画素サイズを達成
している。そして，画素数を増加させたいという市場の
要求はますます強く，それを限られたチップ面積の中で
実現させるためには，1画素のサイズをさらに小さくす
ることが必要である。しかしながら，その営々たる技術
改良の努力にもかかわらず，現在のCCDならびにCMOS
イメージセンサーの光利用効率は減少し，感度が低下し
ている。近年，各社からシリコンテクノロジーの粋を集
めた裏面照射型CMOSイメージセンサー 1）が続々と技
術発表され，画素微細化競争に拍車がかかっているもの
の，高感度と画素サイズ微細化の両立という大きな技術

の壁に突き当たっている状況に変わりはない。
　一方で，われわれは従来技術の延長線上にない有機光
電変換膜の特長を活用した新たなイメージセンサーの可
能性の検討を行なってきた2）, 3）, 4）。われわれが画素サ
イズの微細化に最も適した構造であると考えている，薄
膜のパンクロ感光性有機光電変換膜とCMOS信号読み
出し基板から構成される新有機CMOSイメージセンサー
の断面図をFig. 1に示す。光を捕捉しそれを電気信号に
変換する役割を上層の有機材料が担い，電気信号を外部
に取り出す役割を下層の無機材料が担う2層構成のハイ
ブリッド構造であり，原理的に入射光に対して開口率を

Fig. 1 Structure of the proposed image sensor with a thin overlaid 
panchromatic organic photoelectric conversion layer.
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Abstract

We proposed a new CMOS image sensor with a thin overlaid panchromatic organic photoelectric 
conversion layer as the best candidate for sensors with reduced pixel size. We experimentally made trial 
samples of the proposed sensor, verified the potential capability of our samples, and proved the validity of the 
organic CMOS sensor.
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100％にすることができる。光電変換層は透明対向電極
と画素電極で挟まれた薄膜のパンクロ感光性有機光電変
換膜から成り，その有機光電変換膜は構造フリーの連続
膜でCMOS信号読み出し基板上に敷設できるために，
シリコンテクノロジーで要求される高価な微細加工プロ
セスを必要とせず，画素微細化に適している。カラーフィ
ルターで入射光は青光，緑光，赤光の3原色に分離され，
薄膜のパンクロ感光性有機光電変換膜内で各原色の光吸
収により発生した信号電荷がビアプラグを通してCMOS
基板内の信号読み出し回路により読み出される。
　有機光電変換膜の特長は光の吸収係数が大きく，薄膜
で十分に光を捕捉することができることにある。従って，
微細な画素に斜めに入射した光に対しても有機光電変換
膜内での分光混色の問題はなく，従来敷設されていた集
光のためのマイクロレンズは不要である。有機光電変換
膜の分光感度はその材料設計により制御することが可能
であり，Fig. 2に示すように青光，緑光，赤光のみに感
度を持ち，赤外光に感度を持たないようにパンクロ感光
性に設定できる。従って，従来付加されていた赤外光を
カットするフィルターは不要であり，赤外光カットフィ
ルターの問題点である光入射角の変化による赤外光カッ
ト波長の変化，色変わりを回避できる。

Fig. 2 Spectral sensitivity of the panchromatic organic photoelectric 
conversion layer.

　本論文では，われわれが提案する薄膜パンクロ感光性
有機光電変換膜を敷設したCMOSイメージセンサーの
原理的可能性を実証するために，実際に新有機CMOS
イメージセンサーを試作し評価を行なった結果について
報告する。

2.	 実験

　Fig. 1に示した構造を持つ新有機CMOSイメージセン
サーの試作品の仕様をTable 1に示す。CMOS信号読み
出し基板は0.18μmの2-Poly/4-MetalのCMOSプロセス
ルールに基づいて作成し，画素サイズは3μm，画素数
は360×256のQVGAとした。各画素にはFig. 3に示す
ような50フレーム/秒で動作する3-トランジスター方
式の信号読み出し回路を設けた。1画素のサイズに対す

る画素電極のサイズの比が入射光に対する見かけの開口
率に相当する。試作したCMOS信号読み出し基板の画
素電極の電子顕微鏡写真をFig. 4に示す。3μmの画素サ
イズに対して画素電極のサイズは2.76μmであり，入射
光に対する見かけの開口率は85％に相当する。CMOS
信号読み出し基板上にパンクロ感光性有機光電変換膜，
カラーフィルターなどを敷設しパッケージに組み立て，
その出力からS/N比，残像などのイメージセンサーに必
要な諸特性を評価した。新有機CMOSイメージセンサー
のパッケージ組み立て品の写真をFig. 5に示す。

Table 1   Specifications of a trial sample of the proposed organic 
CMOS sensor.

Process 0.18μm, 2-Poly/4-Metal
Pixel Number 360×256（QVGA）
Pixel Size 3μm
Read-out Speed 50 frames/second
Signal Read-out Circuit 3-Transistor Mechanism
Photoelectric Conversion Layer Panchromatic Organic Materials

Fig. 3 Outline of signal charge read-out circuit with three-transistor 
mechanism for the proposed organic CMOS sensor.

Fig. 4   Electron micrograph of pixel electrodes.

Fig. 5 Photograph of a trial sample of the assembled organic 
CMOS sensor proposed in this study.
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3.	 結果と考察

　新有機CMOSイメージセンサーの試作品の断面の電
子顕微鏡写真をFig. 6に示す。パンクロ感光性の有機光
電変換膜の厚みはわずか0.5μmであり，1画素のサイズ
に比較して非常に薄いことが一目瞭然である。薄膜で入
射光を十分に吸収し光電変換することができるので，斜
め入射光による光電変換膜内での分光混色はマイクロ 
レンズの敷設なしで効果的に抑制できることがわかる。

Fig. 6 Electron micrograph of the cross section of a trial sample of 
the proposed organic CMOS sensor.

　カラーフィルターの敷設なしの新有機CMOSイメー
ジセンサーの試作品で撮影した解像度チャートの撮影写
真をFig. 7に示す。有機光電変換膜は構造フリーの連続
膜でCMOS信号読み出し基板上に敷設しているにもか
かわらず，垂直画素数から原理的に決定される理論解像
度限界の250TV本の解像度が得られた。このことは，
新有機CMOSイメージセンサーは高価で煩雑な微細加
工プロセスをまったく必要とせず画素数に応じた解像度
を得ることができ，微細画素サイズのイメージセンサー
として非常に有力な候補であることを示している。

Fig. 7 Photograph of a resolution chart, which was taken by the 
trial sample of the proposed organic CMOS sensor without 
micro color filters.

　標準光の300倍程度の強烈なスポット光の撮影写真を
Fig. 8に示す。スミアやブルーミングなどの過大光によ
る偽信号は一切観測されず新有機CMOSイメージセン
サーはこれらの問題とは無縁であることがわかる。

Fig. 8 Photograph of a resolution chart under intense light from a 
spotlight, which was taken by the trial product of the 
proposed organic CMOS sensor without micro color filters.

　駆動するメトロノームを50フレーム/秒で動画撮影し
た結果の1コマをFig. 9に示す。振り子の画像が鮮明に
捉えられており，残像などは観測限界以下であった。

Fig. 9 Photograph of an operating metronome, which was taken 
by the trial sample of the proposed organic CMOS sensor 
without micro color filters.

　カラーフィルターを敷設した新有機CMOSイメージ
センサーの試作品で撮影した肌色チャートの撮影写真を
Fig. 10に示す。これは有機光電変換膜を用いて単板方式
で撮影した世界初のカラー画像である。マクベスチャー
トの24色を撮影した場合の平均色差は0.64であり，人
間の目では実色との差を殆ど検知できない色差に収まっ
ている。パンクロ感光性有機光電変換膜はその分光感度
を青光，緑光，赤光のみの可視光領域に収まるように設
計しているので，赤外光カットフィルターの付加の必要
がなく，この色差を達成することができる。

Fig. 10 Photograph of a skin color chart， which was taken by the 
trial sample of the proposed organic CMOS sensor with 
micro color filters.
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　新有機CMOSイメージセンサーの試作品の諸性能を
Table 2にまとめて示す。緑光に相当する550nmの波長
での光電変換の外部量子効率は65％であるが，この値は
入射光に対する反射防止膜の敷設などによりさらに向上
させることができる。1画素あたりの飽和電子数は40,000
電子であり，60デシベルに相当する広いダイナミック
レンジを確保できている。飽和電子数の多さは画素サイ
ズの微細化時に新有機CMOSイメージセンサーの大き
な特長となり階調豊かな絵作りに貢献できる。1画素当
たりのランダムノイズは38電子と大きいものの，この
値は3-トランジスター方式の信号読み出し回路で原理的
に発生するkTCリセットノイズにほぼ一致している。
このランダムノイズはkTCリセットノイズを削減でき
る新しい信号読み出し方式の回路5）をCMOS基板に導
入することにより減少させることができる。有機光電変
換膜の60℃での暗電流は7電子程度であるが，今後の有
機光電変換膜材料の研究の進歩によりさらに減少させる
ことができるだろう。

Table 2   Characteristics of a trial sample of the proposed organic 
CMOS sensor.

External Quantum Efficiency（550nm） 65％
Conversion Gain 56μV/e
Number of Saturation Electrons 40,000e
Smear & Blooming Below Detection Limit
Lag Below Detection Limit
Random Noise（RMS） 38e
Dynamic Range 60dB
Dark Current of Organic Photoelectric 
Conversion Layer at 50 frame/second

（60℃）

7e

4.	 まとめ

　われわれは画素サイズの微細化に最も適したイメージ
センサーとして，薄膜パンクロ感光性の有機光電変換膜
を信号読み出しCMOS基板上に敷設した新しい有機
CMOSイメージセンサーを提案した。有機材料と無機材
料が融合したハイブリッド構造を持つイメージセンサー
である。新有機CMOSイメージセンサーの原理的可能
性を検証するために実際に試作品を作成し，高価な微細
加工を用いないパンクロ感光性有機光電変換膜により高
い外部量子効率が得られることが実証できた。新有機
CMOSイメージセンサーの技術をさらに進歩・発展・展
開させ，イメージングの新しい歴史を築きたい。
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