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テーマ概要 様式 

テーマ名 多元通信、三次元画像取得を同時実現する CMOS 撮像チップの研究開発及び応用システム 

実施者 スタンレー電気株式会社（助成）、ブレインビジョン株式会社（委託） 

０．テーマの概要 

画素毎に高速パルス変調信号の復調機能を集積し、画像上での分布及び位置情報を検出

可能な CMOS 撮像チップを開発する。具体的な機能としては、１．TOF 方式（Time Of 

Flight: 光飛行時間計測法）による距離計測、２．変調信号を用いた多元通信、３．通常

の画像取得である。開発するチップが有する従来の TOF 方式撮像チップに対して有利な特

徴は耐外乱光特性である。 

また、TOF 方式のシステムを完成するためには LED を用いた強力なパルス変調光を照射

する必要がある。変調発光を高速且つ高出力で行うために、赤外 LED の開発及び放熱手

法、光学系の研究開発も行う。 

Ⅰ．テーマの位置付

け・必要性につい

て 

自動車の安全性向上のため、カメラによる周辺監視のニーズが高い。しかし、ステレオ

画像処理だけではテクスチャによって距離が検出できない場合があるなどの不完全性が

あって、これだけでは実現が難しい。この問題を改善するため、補完的な検出機構を別途

取り付ける必要がある。このテーマの撮像チップでは、画像取得及び距離計測をアクティ

ブ法によって行うため、通常の２次元画像では処理できない場合の誤差の改善を図る事が

可能であり、画像処理の軽減にもなる。 

TOF 方式では、アクティブに LED を発光させるため、その反射光をいかに効率よく取得

できるかが大きな鍵となる。背景光が多い環境や他の光源からの雑光線が多い環境では距

離の検出が難しくなる。それを可能とすることが、この撮像チップの開発目的の１つであ

る。実際に、いくつかのＴＯＦ方式距離計測カメラが既に販売されているが屋内での利用

に限られ、外乱光に弱いことが知られている。 

同時に、通信機能を実現するには、高速画像取得が撮像素子に要求される。これらを２

つの要求、すなわち、外乱光に強い TOF 動作と高速画像取得を同時実現した撮像素子は現

状では製品化には至っていない。つまり、この要求を満たす撮像素子は、新しいアプリ

ケーションを展開する基本になると考えられる。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

目標 

撮像チップおよびカメラ部分のプロジェクト開始前の従来仕様とプロジェクト終了時点で

の達成性能、および、これから製品化する上での将来目標は、下表のとおりである。 

 目標 従来 達成 研究・開発要素 

解像度 

（画素） 

320×240 

程度 
128×128 256×128 高速読出手法の確立 

最大測定 

距離 
30m 以上 5m 

15m 

30m（理論上）

LED 個数やレンズの最適

化 

距離精度 1%以下 2～3% 1～3% 
ノイズ対策（電源、配

線、筐体） 

外乱光対

策 
あり ― あり アルゴリズムの最適化 

通信距離 50m 以上 ― 数十 m 
LED 個数やレンズの最適

化 

通信デー

タ速度 
10,000bps ― 

4,000bps/画素

1.6Mbps/画面 
高速制御回路の開発 

筐体サイ

ズ 

(mm) 

W40xH40xD30 W60xH60xD50 W80xH80xD60 
デバイスの最適化、画

像処理方法の検討 

消費電力 3W 3W 3W  

＊今後の最終製品としてのニーズにより、上記目標スペックは変更する可能性がある。 

＊レンズ、LED についてはアプリケーションにより変化するため、目標用件には組み入れ

ない。 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

LED ﾁｯﾌﾟ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ開発 

CMOS ﾁｯﾌﾟ開発 

評価ｼｽﾃﾑ開発 

計画内容 

成果とりまとめ 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

助成（スタンレー） 3.7 57.4 65.2  126.3

 

 

事業費(NEDO 負担額) 

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2) 委託（ブレインビジョン） 14.0 68.7 30.8  113.4
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開発体制 

 

  

 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

撮像チップ 

撮像チップは情勢変化による計画見直しはない。 

 

赤外ＬＥＤ 

ＬＥＤに関しては当初波長シフト（８７０ｎｍ→９５０ｎｍ前後）の研究を予定してい

た。これは自動車に取り付けた場合、８７０ｎｍでは赤色が見えるため、自動車前方への

設置が法規として認められない。しかし、赤以外の可視光を混ぜることで赤色を消すこと

ができる。また長波長側では撮像素子感度が低下するため、ＬＥＤの個数を増やす必要が

ありコストアップにつながる。これらの理由をふまえたメーカー要望により混色による赤

み消しの方向となり、波長シフトの開発は早期終了し、ＬＥＤ投光機の開発に注力した。

 

ＣＭＯＳ撮像チップ 

特許出願を行なった新しい素子構造により変調成分の抽出、外乱光成分の除去も可

能となった。５ＭＨｚの変調情報取得が可能であり、理論上は最大３０ｍの距離計測

が可能。画像としての読出し速度は３００ｆｐｓであり、通常のカメラの１０倍の速

度である。 

ＣＭＯＳ撮像チップの構造上の問題により試作回数が増え、動作確認及び測定可能

速度にて動作が３月中旬に完了したため灯体への組み込みまで至っていない。カメラ

単体での実験では１０ｃｍ程度の距離分解能で１５ｍ程度まで可能であることが確認

できた。１ｍ程度の距離では１ｃｍの分解能で計測ができる。赤外ＬＥＤの個数を増

やすまたはＬＥＤレンズ変更により、３０ｍまで検出範囲を伸ばすことは可能であ

る。 

赤外ＬＥＤ 

排熱問題と赤みが見えるという問題があった。排熱に関しては、チップとパッケー

ジのジャンクションダウン結合及びロー材共晶結合、パッケージの工夫により排熱効

率をあげ、またマルチチップ化することにより１パッケージ当たりの光量をあげるこ

とに成功した。赤みが見える問題に関しては、８７０ｎｍという赤外域でも輝度をあ

げると肉眼で確認ができてしまう。しかし、波長を長波長側にシフトさせると、ＣＭ

ＯＳ撮像チップの受光感度特性が悪くなるという問題がある。そのため、長波長側に

シフトするとＬＥＤ個数を増やさなければならない。メーカー側よりコストダウンに

つながる方向の指示を受け、他の色のＬＥＤ（例えば白色ＬＥＤ）を発光させること

で赤みを見えなくすることとなった。そのため、波長シフトに関する研究は早期終了

し、ＬＥＤ投光機の開発に注力した。 

 

投稿論文 「査読付き」０件、「その他」０件 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

特  許 「出願済」１２件、「登録」０件、「実施」０件（うち国際出願４件） 

Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

平成２０年度内に評価システムとして販売を予定している。 

量産販売は平成２２年度以降を目標としている。 

販売先、販売形態等は企業秘密により非公開とする。 

ブレインビジョン（株）

（助成） 
スタンレー電気（株） 

（委託） 
NEDO （撮像チップの開発） 

（カメラシステムの開発）
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テーマ詳細報告 
 
テーマ名 
多元通信、三次元画像取得を同時実現する CMOS 撮像素子の研究開発 

 
実施者 
スタンレー電気株式会社（助成） 
ブレインビジョン株式会社（委託） 

 
実施場所 

CMOS 撮像チップ研究開発 
〒１０１－００５２ 
東京都千代田区神田小川町２－２ ＵＩビル７Ｆ 
ブレインビジョン株式会社（共同研究室） 

赤外 LED 研究開発 
〒２２５－００１４ 
神奈川県横浜市青葉区荏田西１－３－１ 
スタンレー電気株式会社 技術研究所 

 
研究開発期間 
開始 平成１７年１２月 １日 
終了 平成２０年 ３月２０日 

 
１．目的と基本計画 
１－１．目的と基本計画 
１－１－１．プロジェクトの目的 
自動車用や家庭ロボット用などの情報家電アプリケーション分野における多元光通信と

三次元環境認識の要求を鑑み、高速パルス変調した LED（発光ダイオード）を光源とした

光変調信号の復調能力を内在する撮像チップの開発を目的とする。 
１－１－２．プロジェクトの全体計画 

事業目的の遂行のため、画素毎に高速パルス変調信号の復調機能を集積した CMOS 撮

像チップを開発する。この素子の基本機能は既知のパルス変調信号の画像上での分布及び

位相情報を検出するものである。分布検出により通信品質と情報量の改善を行うことが可

能であり、位相情報検出は三次元画像取得を可能にする。プロジェクト初期においては、

既にブレインビジョン株式会社（以下ブレインビジョン）とスタンレー電気株式会社（以

下スタンレー）にて共同開発・製品化した高速 CMOS イメージセンサーを活用し、FPGA
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によるデジタル処理で通信動作の確認を行う。並行して、1MHz 以上の高速パルスの復調

機能を各画素に集積するマイクロエレクトロニクスの設計を検討する。中期よりセンサー

チップの試作設計（半導体物理の検討、回路設計、IC レイアウト）を行い。その評価結果

で得られた知見に基づき画素の構造を決定する。プロジェクト終了時には、完全形のイメ

ージセンサーチップのレイアウト設計を完成させ、機能の確認ができる試作カメラの完成

を目指す。またその過程で製造された素子の評価システム作成と評価作業を行い、次のセ

ンサーチップの設計へ逐次フィードバックを行う。 
光源となる LED に関しては、赤外 LED の大電流型デバイスの検討、放熱構造の見直

し（接合方法、パッケージ形態）を行う。 
１－１－３．プロジェクトの中心課題 
技術的な課題の中心は、高速パルス復調を画素周辺でどのような回路構成で行うのが

適であるかを検討することである。既存の CMOS 技術での標準的な方式では復調可能な周

波数は 300KHz 程度、得られる信号ノイズ比は 1:20 程度が限界であり、このままでは要求

性能を達成できない。試算によれば速度は一部の駆動回路のオンチップ化と寄生容量の削

減対策によって、1～5MHz の復調周波数と 1:40 程度の信号ノイズ比が達成できる見通し

である。しかしながら、実用に十分な性能域を達成するためにはデジタル信号処理技術を

駆使したノイズ改善等も不可欠である。センサーチップ設計段階からこの点を織り込み、

総合的な性能確保に留意する必要があるため、センサーチップの設計と共にデジタル回路

設計、ソフトウェア開発を並行して行う。 
１－１－４．プロジェクトの研究体制 
ブレインビジョンは半導体物理を含むグランドデザイン、集積回路の機能設計とシミュ

レーション、集積回路のレイアウト、評価回路の設計、ソフトウェア作成などを主に担当

し、スタンレーでは LED の研究開発、LED チップ試作、評価回路の製作、システム設計

とその製作、応用製品開発などを主に担当する。共同の作業場所として共同研究室を設置

し、一体となってプロジェクトを推進する。 
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１－２．TOF（Time of flight）による 3 次元撮像 
１－２－１ 3 次元撮像の原理と既存技術 

TOF（Time of flight）とは、光の飛行時間を意味しており、装置から被写体に向け照射

した光線が装置に戻ってくる時間遅れを観測することで、被写体までの距離を測る方法の

総称である（図１－１）。光の飛行速度は毎秒約 300,000km であり、非常に高速であるが、

1 ナノ秒では、300mm しか進むことはできない。微細化が進んだ半導体技術にとって 1 ナ

ノ秒というのは決して短い時間ではないので、それを観察するデバイスを作ることは容易

とは言えないが十分に可能である。特に CCD イメージセンサーは高解像度化に伴う画素の

微細化とそれに伴う光量子の少数化に対応する転送効率の向上などの技術的な改善を進め

た結果、極めて高速で少数の光量子の取得が可能な技術となった。つまり、CCD イメージ

センサーを用いて光の飛行時間に追いつくような高速なセンサーが製造できることは多く

の研究者の思いつくところとなった。実際に、1995 年～2003 年にかけて原理的な類似特許

が複数の大学や企業から出願されている。 も成功しているのは、CANESTA 社の TOF 撮

影 CCD カメラユニットである。約 2mm 角の CCD チップと LED 光源、専用処理回路を

10cm 角ほどのユニットにまとめ、1m~7m 程度範囲で室内に限れば距離計測画像の取得が

できる。他に海外では、SWISS－RANGER 社（現 MESA 社）も似たカメラを販売してい

る。また、国内での研究開発も盛んであり、シャープ（静岡大との共同研究）、松下電工な

どが試作品を 2006 年に相次いで発表した。 
 

 

図 1 TOF（光飛行時間測定）法の説明図 
A のようなセットアップで、照明光としてパルス光を照射すると、反射光の遅れ時間は B のように距離

に応じて異なる。この遅れ時間は装置と被写体の距離に比例して C のグラフのようになる。 
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１－２－２．CMOS イメージセンサーで TOF を実現する意味 
 前節で述べたように、既存技術で実現されている TOF センサーは CCD イメージセンサ

ーの技術を導入している。その 大の理由は、100 ナノ秒以下の短い時間で正確に時間分解

能を持つセンサーには電子を高速に回収する機能が不可欠であるが、CCD で実現されてい

る埋め込みフォトダイオードやフォトゲート光電変換デバイス、低損失かつ低雑音転送が

TOF の実現にきわめて有利だからである。CCD と同様にイメージセンサーを実現する技術

である CMOS イメージセンサーでは、電子回収や損失、雑音の点で実現は不可能であると

思われていた。しかしながら、ここ数年で CMOS センサーにおいても、埋め込み構造に匹

敵するピン止め構造のフォトダイオードとゲート直下の不純物濃度を 適化することによ

り、完全空乏化、完全転送などの技術的進歩が見られる。この技術的進歩を背景にすれば、

完全 CMOS 構造の TOF センサーの実現が視野に入ってきた。 
 CMOS 集積回路が CCD に比べ有利な点として、第 1 には様々な回路を混在して集積で

きる点である。この特徴は、イメージセンサーの駆動に必要な回路、増幅回路、演算回路

などを１つのチップに収めることができ、特定のアプリケーションを少ない部品点数で安

価に実現するのに有利である。第 2 に、順次読出しが基本になってしまう CCD に比べて、

CMOS センサーでは、任意のピクセルを指定して数点を頻繁に読み出すなど特殊な読出し

方法や複数の読出し線から並列に信号を読み出すことで高速化が実現できるなどの特徴が

ある。 
 第 1 の特徴は、一見するとコストダウンや小型化に対する効果であるように見えるが、

既存の TOF センサーにはない重要な特徴を実現するために大きな意味がある。製品化され

ている TOF センサーの全てに共通している問題点として、環境が整った室内での使用では

うまく動作するが、強烈な光を受けたときに飽和してしまうなどの問題点が知られている。

この問題点を解決するためには、画素単位で装置が照明した高速パルス光だけを抽出して、

外乱光を削除する電子回路を組み込む必要がある。このような回路を組み込むためには

CMOS センサーは適しており、いわゆる標準的なデジタル・アナログ混在プロセスと呼ば

れる手法で自由度の高い回路実現が可能である。さらに、ADC をチップ内臓にすることで、

電気的な雑音に対する耐性が高まるなどの効果もあり、車載などのアプリケーションの実

現に有利である。 
第 2 の特徴はセンサーに TOF 以外の付加価値を添付できる可能性であり、例えば、通信

や動き検出といった新しい技術に展開できる可能性を示唆している。特に通信機能の同時

実現はこれからのセキュリティーやパートナーロボットの実現に向けた IT 社会への対応を

考えるとその効果は大きいことが容易に想像できる。 
 以上まとめると、CMOS センサーで TOF 機能を実現するのは困難かも知れないが、これ

ができると、これまでとは比較にならないほど多くの特徴を持ち、様々なアプリケーショ

ンに適応できる可能性があり、その意味は大きい。 
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２．概要 
２－１．概要 

ブレインビジョンとスタンレーは共同研究チームを組み、自動車やロボット、情報家電

（セキュリティーなど）への応用を目指し、距離計測と多点・多元通信を同時に実現する

CMOS 撮像素子と、これを搭載した撮像装置と近赤外光 LED 照明装置からなるユニット

を開発することを目標とした研究開発を行った。 
はじめに、共同研究チームの既開発品である CMOS 撮像素子を用いて、仮想的な評価シ

ステムを作成し、目標とすべき仕様を検討した。その結果、強力な近赤外 LED を用いるこ

とで、50m 以上離れた被写体の撮像が十分可能であることが示された。同時に、照射した

LED 由来の光線とは無関係の外来性雑光線が非常に多く、その除去法が課題となることが

明確になった。そこで目標仕様は 30m 距離計測を近赤外 LED 照射による TOF（光飛行時

間：time of flight）計測で実現し、外来雑光線由来の雑音除去回路を CMOS 回路チップに

搭載することを研究の方向性とした。 
外来光雑音を克服するため、各画素に CMOS プロセスで実装可能な雑音除去回路を考案

し、実効性を確認するため、0.18μm CMOS プロセスを用いて試験チップを試作し、その

評価を行った。その結果、雑音除去回路が予想どおり動作すること、プロセスの各要素（フ

ォトダイオード、トランジスタ、容量など）の特性確認などが完了した。しかし、画素要

素の閾値バラツキが大きく、目標の実現には新たな素子構造の検討が必要なことが判明し

た。この課題を克服する画素の構成を考案し、大規模な CMOS 撮像チップを試作した。こ

れを評価したところ、応答速度の点で仕様に達していないことが判明した。そこで、即座

に一部マスクを変更して改訂版チップを作成した。この評価により、効果的な改良方法が

解明された。その知見により、TOF センサーの画素構造などの改良、高度なデジタル処理

回路の混在搭載を進め、画素構造を試験する目的の 終版センサーチップを設計、試作し

た。その総合評価の結果、要求仕様をほぼ満足することが確認された。  
研究成果のまとめ： 近赤外線と可視光に高い感度を有するフォトダイオード構成の電

荷高速分配を含む受光部、外来光に対する高い雑音除去が可能な回路、ADC を含む処理用

デジタル回路を単一チップに搭載することができた。その評価によって、5～10MHz の変

調光の復調が可能で 大 30ｍの距離検出ができる TOF 機能と毎秒 300 枚以上の画像転送

能力を有し、毎秒 10K ビットのデータ通信を同時読出しによって対応できることを確認し

た。以上、当初の計画に概ね沿った経過で研究が進捗し、距離計測と多元データ通信を実

現するという目標を達成したので、本プロジェクト研究が成功裏に完了したことを報告す

る。 
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３．撮像チップ 
３－１． 既存 CMOS イメージセンサーを用いた目標仕様の検討 
 既に開発・製品化した超高速 CMOS イメージセンサーチップ（商品名：MiCAM－Ultima
センサー）の読み出しアナログ回路の改善と部分読み出し駆動回路を開発することで、

高１μ秒程度の光通信、位相検波実験装置を完成させるべく、設計を進め、この装置によっ

て目標仕様の決定を行った。 
 

電源 

ユニット 

PC IF 回路 アクイジション 

ユニット

駆動回路 

アクイジション 

ユニットアナログ

CMOS 

センサー 

マザーボード  
 
 
 
 
 特殊ケーブル

 
 

図 3-1-1 動作検証用センサー評価実験装置のブロックダイアグラム 

 上記センサーシステムのハードウェア、データ解析系ソフトウェアを作成し、仮想実験

を行った。外乱光存在下での変調光の検出感度について、モデル実験系を作って、撮影、

解析を本研究で開発したソフトウェアによって行った。図 3-1-2 は、外乱光としては室内照

明の蛍光灯（50Hz 点灯）、模型の自動車に高輝度 LED で高速カメラと同軸で照明し撮影し

た。高速カメラと模型のスケール距離は 40m である。肉眼では LED が照射されたことは

全く見ることができないが、装置ではその復調が可能である。上の波形が蛍光灯由来の外

部雑光線を含むものであり、下の波形が仮想的に復調機能と雑音削除回路をソフトウェア

で実現した場合の波形である。実機では、変調周波数が 3 桁高速になるので、光強度は低

下し、S/N 比は一層厳しい条件となるが、CMOS
チップには、アナログ回路とデジタル演算部分に

組み込むことが可能であるため、同様な外乱光の

S/N 比の改善を期待できる。 
他に本装置で屋外を撮影した画像や赤外 LED

照明の到達具合などを検討したところ、理想的な

センサーを開発できれば 30m 程度の TOF 計測

が実現できることが分かった。その条件は雑光線

に由来する雑音を削除する回路の組み込みであ

る。その回路の組み込みなしでは、数メートルが

限界であり、アプリケーションの要求は満たせそ

うにないことを確認した。 図 3-1-2 外乱光の分離実験 
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３－２．背景光、外乱光による問題とその解決策の説明 
図 3-2-1 は LED 光源１により高周波、例えば 10MHz で変調した光４を対象物２に照射

して、センサー３により、光源１に由来する反射光５を捉え、高周波変調光の遅れ時間か

ら対象物２とセンサー３および LED 光源１の距離を計測する基本的な装置の概要である。

仮にセンサーが受容する光が LED 光源由来の信号のみであるなら、計測は比較的容易であ

るが、実際には様々な要因の未知の背景光６によって、それに由来する反射光７が雑音と

なる。それらの反射光は区別されことなくイメージセンサー表面に照射されるので、イメ

ージセンサーに受光され、その光電変換された信号は図 3-2-2 のように背景光由来の成分

（２３）と信号成分（２２）が加算された形になる。実際にどの程度の比率になるかは、

状況に依存するが、この図の元になったのは、100KHz の LED 光源による光と部屋の蛍光

灯の光の合成であり、実際とかけ離れてはいない。背景光の問題に対する１つの解決策と

して、LED の発光波長を赤外光として、赤外線のみを透過する光学フィルターによって排

除する方法が有効である。少なくとも蛍光灯には赤外成分は少ないので、殆ど完全に削除

することが可能である。しかしながら、太陽光や白熱灯には赤外光の成分が多く、光学フ

ィルターで完全に削除することはできない。 

図 3-2-2 背景光と信号の受光成分 
 

 

図 3-2-1 TOF 法における背景光 

 背景光が少ない状況であれば、後段の回路によって、差分処理などの信号処理によって、

これらを排除することが可能である。このため、TOF に使われるイメージセンサーでは、

飛行時間を 1 つの時間幅で計測するのではなく、

低２つの時間幅に感度を持たせた受光素子を使

う。図 3-2-3 に示したように、LED のパルス点滅

を連続させ、これに同期して、受光タイミングの

異なる２つのタイムウインドウで計測する。光の

遅延によって、どちらのタイミングで開かれたと

きに多くの光が受光されるかを蓄積して遅延時間

を算出するものである。背景光はどちらのウイン

ドウにも同じように蓄積されるので、差分処理に 図 3-2-3 TOFセンサーの受光タイミング
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よってゼロになる。このような２つのタイムウインドウを設けるため、図 3-2-4 に示した原

理の素子が利用される。ここで、回路図に示されているように 1 つの受光素子（PD）に 2
つのスイッチ（M1/M2）が接続されているので、そのゲート信号 Tx1/Tx2 に交互にゲート

をオープンする電圧を印加すると、受光素子で発生した光電子は、オープンしたゲートの

側に落ち、それぞれの電荷蓄積部（Fd1/Fd2）に蓄積されていく。TOF の発光周波数は例

えば 10MHz の高周波であるか

ら、例えば蓄積の総時間を

10ms（毎秒 100 枚の画像に相

当する）とすれば、100 万回程

度のゲートの開閉が行われて、

その蓄積結果から、遅れ時間を

計算することになる。一見する

と、少々の外乱光はこれで完璧

に消去できるように見える。と

ころが実際に起きる大きな問

題は飽和である。 
図 3-2-4 TOF センサーの原理 

 
 図 3-2-5 に示されているのは、正常な電子の蓄積状態と飽和したときの電子の蓄積状態で

ある。飽和が起きると、ゲートで開閉できるポテンシャルの壁面を蓄積部に溜まった電子

が作るポテンシャルが超えてし

まい、2 つの蓄積部に移動できな

いで、PD 部に残留してしまう。 
つまり、飽和が起きると如何に優

れた後段処理を用いても距離に

対する感度は失われ、回復するこ

とはできない。 
図 3-2-5 TOF センサーにおける飽和 

 このような状況が起こりにくいならば、対策することもないのであるが、LED の光が届

きにくい遠方までの光感度を要求すると、背景光によって飽和が起きることは明らかであ

る。実際に既存の TOF カメラ製品を購入したユーザーから、飽和を防ぐのに苦労し、応用

課題への適用を制限されたとの意見が聞かれる。 
次に、飽和を防ぐ方法とその問題点をあげる。 

１．蓄積部を大きくする ･･････ 感度の低下と開口率の低下を招く（性能劣化） 
２．飽和する前に読出しデジタル的に加算する ･････ 高速転送とメモリが必要（コスト） 
３．レンズを絞って、LED を明るくする ･････ 大きな電力と放熱が必要（省エネ問題） 
４．飽和を防ぐ電子回路を画素ごとに埋めこむ ･････ 回路の面積が開口率の低下を招く 
これらで、 も望ましいのは、小さな回路で４番の電子回路が実装できれば、デメリット
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は少ないと考えられる。 
図 3-2-6 に示したのは、このプロジェクトで発明された画素毎に搭載可能な差分抽出回路で

ある。2 組の容量を FET スイッチでつなぎ

かえることで、FD1 と FD2 に蓄積された電

荷の差分を行うことができる。G1 と G2 に

図 3-2-7 に示した電圧を印加することを仮定

して説明する。まず、初期状態として、G1
と G2 の両方を ON とすると、FET スイッチ

の全てが ON となるので、Fd1/2、C1/2 の全

ての端子は Vdd とつながり、リセット状態

となる。次に G1 を ON、G2 を OFF とする

と、ON になる FET スイッチは M3、M6、
M8、M9 である。その状態では、C1 の左端に Fd1 が接続され、C2 の右端が Fd2 に接続

され、C1 の右端と C2 の左端には Vdd が接続されていることが分かる。従って、Fd1 の電

荷は C1 に、Fd2 の電荷は C2 に並列に蓄積される。ある時間が経過したら、G1 を OFF、
G2 を ON に切り替える。C1、C2 と Fd1、Fd2 の関係は入れ替わり、Fd1 が C2、Fd2 が

C1 に並列に接続されるが、ここで注意すべきは、C1/C2 の極性（右端、左端）も入れ替わ

ることである。そのため、仮に C1 と C2 に全く

同じ電荷が蓄積されていたならば、それらは相殺

され、消えてなくなってしまう。残るのは、電荷

の差分だけになるはずである。これを繰り返すと、

両方の電荷蓄積部には差分のみが蓄積され、共通

成分は削除することができる。つまり、背景光や

雑光線は

図 3-2-6 差分抽出回路 

全てこの回路で削除できることを意味

想定すると、ノイズの増加のデメリットよりも飽和

スイッチは無視できるほど小さいことか

ら、飽和対策の決定版になりうると考えられる。 

する。 
 ただし、この回路には良く知られたリセットノ

イズの問題が残されている。そのため、G1/G2
の反転をあまりに頻繁に繰り返すと電気的な雑 
音がランダムに蓄積されるので、差分信号にラ 
ンダムなノイズを与えることになる。それが制限にはなるが、1 回の全画素読出し期間に数

十回の G1/G2 の反転を繰り返すことを

図 3-2-7 差分抽出回路の動作 

性能のメリットが勝る可能性が高い。 
 また、この回路が CMOS プロセスで許されるデバイス要素で構成できること、面積を占

めるのは 2 つの容量（C1/C2）が主であり、FET
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３－３．試作集積回路 TEG チップの設計内容と評価結果 
３－３－１．TEG チップの全体像 
 全節で説明した飽和対策を含め、TOF を実現しうる CMOS イメージセンサーの要素試験

を行うため、TEG1 チップを設計し、チップ試作を行った。図 3-3-1 は試作した TEG1 チ

ップのレイアウトである。チップサイズは 5mm 角で、2．4mm 角の４つの小ブロックから

構成されている。プロセス仕様は TSMC 0.18μmCIS（P1M6）である。このプロセスの

大の特徴は KODAK 社の持つピン止めフォトダイオードがライセンスされており、しかも、

テンプレートに従いフォトダイオードを自由に設計できることである。アナログ系の電源

は 3.3V で、デジタル系の電源は 1.8V、スレショルド電圧の異なる数種の FET が用意され

ているのもこのプロセスの特徴である。また、金属配線の 2 層間を用いて MIM（メタル・

インシュレータ・メタル）タイプの使いやすい容量があるのも本プロジェクトに向いてい

るので選択した。なお、一部回路のレイアウトは外注することで、開発期間を短縮し、設

計着手から 2 ヶ月余でテープアウトして、他社との相乗りテスト便（シャトル）にてファ

ンドリーの標準プロセス流動にて作製した。 

図 3-3-1 TEG1 の全体レイアウト 試験項目の異なる 4 つのブロックを混載した。左上をブロック１、右

上をブロック２、左下をブロック３、右下をブロック４と呼ぶ。 
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３－３－２．集積回路の主な内容 
ブロック１は主にデバイス要素の試験用であり、単体の FET、MIM 容量、フォトダイオ

ードなどが並んでいる。ブロック２は、フォトダイオードの評価用であり、様々なサイズ

と構造のフォトダイオードを並べてある。ブロック３は、アナデジ混在回路の試験ブロッ

クであり、差動アンプやゲートアレイ様のデジタル回路、アナログスイッチ、マルチプレ

クサなどを並べた。ブロック４がイメージセンサーの試験エリアであり、16×16 画素の小

規模なイメージセンサーを 4 種並べた。1 種は極普通の CMOS イメージセンサーであり、

基本的な諸特性を得るのが目的である。2 つ目は、2 つの FD を持つ TOF センサーであり、

画素の大きさを 7.5μm とした、3 つ目は 2 つの FD を持つ TOF センサーに前節で述べた差

分抽出回路を搭載したものである。4 つ目は、4 個の FD と 2 組の差分抽出回路を実装した

センサーであり、画素のピッチは 30×30μm である。全てを説明するのは、冗長であるので、

結果的に もプロジェクトの進捗に影響を及ぼしたポイントのみを説明する。 
 図 3-3-2 に示したのは、ブロック４の 4 つ目のイメージセンサー（4 つの FD と 2 組の差

分回路）の各画素の概念的レイアウ

トと回路図である。各画素は

20μm×20μm のフォトダイオード

の両端に上下2つのFDを配置した。

MIM の容量は 1 個当たり約 60fF
であり、各 Fd の容量は約 20fF で

ある。M3~M10、M13 ～M20 を
構成する FETのゲート長は 0.4μm、

ゲート幅は 0.5μm 、 M1,M2 、

M11,M12の転送ゲートのゲート長

は 0.7μm、幅は約 8μm である。動

作電圧は 3,3V で、G1,G2 にはスレ

ショルド電圧を考慮して 3.5V のパ

ルスを加え、Tx には 適な印加電

圧をかけ、試験を行った。       図 3-3-2 差分回路とピクセルレイアウト概念図 
  
３－３－３．差分回路の動作評価 

差分成分 
 20KHz の変調光を与え、G1/G2 に 1KHz の極性

反転パルスを与えた時の差分回路の出力を図

3-3-3 の橙のトレースに示す。緑のトレースは参照

のため、G1/G2 を固定した時の出力である。図の

ように G1/G2 にパルスを与えると、Fd1/Fd2 に共

通な電荷蓄積が相殺されて差分成分だけが残り、
図 3-3-3 差分動作 
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この場合では青い直線で示したような、右上がりの成分が蓄積されることが分る。即ち、

考案した画素単位の差分回路は予想通り動作していることが確認された。 
 
３－３－４．電子配分の偏り現象 
 この素子で も問題となり、この後の研究進捗に影響を与えた課題がこれから示すとこ

ろの、電子配分の偏り現象である。一定の光を与えている状態であれば、図 3-3-2 に示した

ピクセルのFd1~4の全てに同じ量の電子が蓄積されるようにTx1~4ゲートに同じ幅のパル

ス電圧を印加する。パルスの周期は 10KHz で各 Tx ゲートの ON 時間は 1μs とした。この

条件で Fd1~4 の電圧を観察したト

レースを図 3-3-4 である。本来 4 つ

のトレースは全て同じ傾きで左下

がりの波形となり、リセット（図中

では中央の時間）でリセットレベル

に戻り、再度、電子が蓄積していく

はずである。ところが、この図のケ

ースでは、Fd3,4 の傾きは急峻であ

るのに対して、Fd1.2 はなだらかで

あり、特に Fd2 は蓄積が少ない。 
この現象が示唆するのは、本来、均

一であるべき 4 つの Tx ゲートに予想よりも大きなバラツキが存在するため、転送に不均一

さが生じることを意味している。さらに悪いことに、256 個あるピクセルのうち、実に 200
個以上のピクセルが図 3-3-4 のような偏った特性を示し、僅かに約 50 ピクセルだけが均一

な電子転送を行うことができた。つまり、７割は不良というショックな結果となった。 

図 3-3-4 Fd 間の蓄積バラツキ 

 この現象には面白い特徴があった。 
１．光を強く照射すると不均一さが減少する。 
２．全ての Tx に電圧を同時に印加した場合にも、不均一さは存在し、その程度は交互に切

り替えたときよりも増大する傾向がある。 
３．Tx の切り替え周波数を 100Hz～１MHz まで試してみたが、どの周波数でも大差はな

く、不均一さは存在する。 
４．Tx１を開いて蓄積した後に、再度リセットして Tx2 を開き、再度リセットして Tx3 を

開き、再度リセットして Tx4 を開くというように、Tx の切り替え時にリセットを挿入する

と不均一さは消え、全ての Fd に同量の電子蓄積が起きることが確認された。 
 これらのことから、図 3-2-4 で示したような、開いたゲートに電子が落ちるという常識的

と思われたモデルは誤っている可能性が示唆されるに至った。 
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３－４．電子転送の偏り原因とその解決策の説明 
３－４－１．仮説と原因の理解 

前節で示した電子転送を説明しうる様々なモデルを考察・検証した結果、可能性がある

モデルはただ一つであり、以下の仮説が正しければ現象を良く説明する。 
仮説：ピン止めフォトダイオードのポテンシャルは常識的言われているようにセルフポ

テンシャルで固定されているものではなく、Tx ゲートの電圧（閾値を含むエフェクティブ

なチャンネルのポテンシャル）に従って揺らぎ、少なくとも 2V～3.3V の範囲では動いてし

まう。この原因は不明であるが、完全空乏化されていないか、何らかのメカニズムでフォ

トダイオードのポテンシャルはチャンネルポテンシャルと同じ電圧に引き込まれている。 
図 3-4-1 は、この仮説に基づき作図した大きな偏りが、僅かな Tx ゲートの閾値バラツキ

で発生してしまうメカニズムである。 
この図では 2 つの Tx ゲートを 1 つのフォトダイオードに配置したものを想定している。

Tx1 と Tx2 を同時に ON にして、さらに Fｄ1/2 を空っぽにするために、リセットゲートを

開くと、図中左上のように、たとえピン止めされたフォトダイオードであっても、そのポ

テンシャルは Tx ゲートのチャンネルポテンシャルに従って決まる（仮説参照）。低いポテ

ンシャルの側に決定権が

あると思われるので、こ

の図の場合、Tx2 に従う

のが正しい。しかし、ピ

ン止め効果もあるので、

Tx2 のチャンネルポテン

シャルと同じになるとも

思えないので、それより

やや高いポテンシャルと

なるだろう。光電子がフ

ォトダイオードに蓄積さ

れ、左中断の図のように

Tx1 を ON にしたとする。

このとき、フォトダイオ

ードの電圧低下（ポテ 図 3-4-1 閾値バラツキが蓄積の偏りとなる理由 

ンシャル上昇）が Tx1 の閾 
値を越えるほどでない場合、フォトダイオードに存在する電子は Tx1 の僅かなポテンシャ

ルステップを越えることができないので、電子はフォトダイオードに大半が残留してしま

う。次の瞬間に Tx1 が閉じ、Tx2 が開くと、Tx2 の方の閾値が低いので、全てのフォトダ

イオード内の電子は Fd2 へ落ちる。このことは、何度繰り返しても同じなので、Tx ゲート

の開閉を繰り返すと、電子の殆どは Fd2 に蓄積されてしまう（図の下段）。Tx１と Tx2 の
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閾値差が少なく、フォトダイオードのピン止め効果によるポテンシャル上昇が勝る場合に

は等しい電子の転送ができると考えられる。このモデルに従って、Tx1 と Tx2 間に存在す

る閾値のバラツキを実験的に求めたところ、 大で約 50ｍV、平均でも 15mV あった。図

3-3-2 の構造において、隣り合って配置された Tx ゲート間では、平均で約 10mV のバラツ

キであったが、フォトダイオードの対面では平均約 20mV のバラツキであった。つまり、

対面では閾値バラツキが大きい。 
 
３－４－２．解決方法 
この閾値バラツキの問題を解決するには、以下の 2 つのアプローチが考えられる。 
（１）ピン止め効果を高め、フォトダイオードのポテンシャルがある電圧より下（あるポ

テンシャルよりも上）でしっかりと固定されるように工夫する。 
（２）ピン止めポテンシャルが追従できないような深いチャンネルポテンシャルを作って、

ピン止め効果を実質的に高める。 
（３）閾値が 1 つであれば、この症状はなくなるはずなので、フォトダイオードに接する

ゲートを 1 個にして、その上で電子の分配方法を考える。 
その両面から解決が見込まれる画素の構造について考案した。概念的には、CCD のように

電荷を移送する構造を組み込むことで解決を図る以外に方法はない。その概念構造を図

3-4-2 に示す。 
 この図はピン止めフォトダイオード

にTXとDGの2つのゲートを配置し、

印加電圧を順次与えて CCD 様の転送

を行うことができる構造を示す。まず、

TX ゲートに大きな電圧を印加して、フ

ォトダイオードの電子が一機に落ち込

むようなチャンネルポテンシャルを作

る。次のタイミングで DG に電圧をか

けるが、フォトダイオードがピン止め

されているポテンシャルよりやや下までDGを押し込む。その後、TXの印加電圧を切ると、

TX 直下のチャンネルは消滅するので、TX 直下に存在した電子は DG の直下を通過して、

よりポテンシャルの低い FD へ移動するはずである。ここで 10ｍV 程度の閾値バラツキが

TX や DG に存在していたとしても、TX は３V 以上のスイングでチャンネルポテンシャル

を振るので、偏りなく電子分配が行えるはずである。 

図 3-4-2 2 段 CCD 構造 

 ここで示したのは CCD 様の原理であり、説明されていない考察を加え、標準 CMOS プ

ロセスでこれを実現する方法を考案し、デバイスシミュレーションで実現の可能性が高い

ことを確認したので特許出願した。 
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３－５．試作センサーSENS1 チップの設計内容と評価結果 
３－５－１．SENS1 チップの全体像 

TEG１から得られた知見、前節で解説した課題の解決を踏まえて、さらに、 終的な目

標である高速読み出しやデジタル回路の混載を総合的に試験する目的で、フルカスタムに

よる試作センサーを設計した。プロセス仕様は TEG１と同じく、TSMC 0.18μm-CIS
（P1M6）である。チップサイズは 11mm 角であり、受光面は約 8mm 角である。閾値バラ

ツキ問題を解決した画素を 256×256 のアレイに並べた。上下にはアナログ系とデジタル系

の異なる独立した水平走査回路を設け、TOF の信号の正確な読み出しと通信で用いる高速

な信号を独立に引き出した。ピクセルアレイの垂直読み出しバスの上下端には正確なサン

プルホールド回路を搭載することで、垂直走査もアナログ系とデジタル系で独立に選択で

きる仕様とした。他に 500MHz のクロックを内部生成するための PLL 回路や Tx と Dg に

十分なパルスを与えるための大電流信号バッファなどを集積し、完全形のイメージセンサ

ーとして設計した。 

アナログ出力用並列アンプ 

並列 AD コンバータ 

TOF ピクセルアレイ 

         図 3-5-1 SENS1 チップの全体レイアウト 
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３－５－２．SENS1 チップの動作試験ボード 
図 3-5-2はSENS1チップを実装した

試験ボードである。ザイリンクス社

の大規模 FPGA により、SENS1 チ

ップに適した駆動信号を生成し、

ADCを介して得られる変調光の復調

成分をオンライン処理によって位相

角に変換して距離画像を計算する。

ボードには他に電源用 ICやテスト用

の回路などを実装した。 
 図 3-5-2 SENS1 チップ評価ボード 

３－５－３．画像の評価 
 この回路基板を用いて、取得した

画像を PC に転送して画像化したも

のを図 3-5-3 に示す。この様に、基本

画像の品質は極めてよく、ピクセル

の安定性や周辺回路の動作は完全と

言って良い。特に TEG1 で問題にな

った閾値バラツキによる電子分配の

不均一さは解決され、全てのピクセ

ルでほぼ均等に電子分配が行われる

ことを確認できた。勿論、各画素の

差分回路も全く設計通り動作するこ

とが確認され、PLL や ADC を含む

デジタル回路も完全に動作した。次節 
図 3-5-3 SENS1 の通常画像、各 FD の蓄積は概ね均等 

で述べるがTOF動作に大きな問題がある以外の全ての機能はほぼ設計通りに動作すること

が確認できた。 
 
３－５－３．転送時間の評価実験 
SENS1 チップのフォトダイオードは約 25μm×15μm と大型である。これは十分な量の電子

を短時間で蓄積できるように配慮したものである。予備的な実験と計算からこのフォトダ

イオードに 100ns 間に飛来する光子数は数十個であることが予想され、若干の転送不良が

あったとしても、時間分解能を得られるという予想からの設計仕様であった。言い換えれ

ば、小さなフォトダイオードでは、単位時間に回収される電子数は少なくなり、転送不良

が生じると時間分解能が低下するのではないかという予想から故意に大きめの設計とした。

しかしながら、この予想は見事に失敗した。図 3-5-3 は、このフォトダイオードからの電子



 
 

【公開資料】 17/30 

転送に要する時間を測定して、横軸にパルスの幅（時間）をとり、縦軸に転送率でグラフ

化したものである。 
FIG１に示されているのは、各ゲートに与えるパルス電圧の波形であり、Tx ゲートに印

加するパルス幅を Twtx、繰り返し周期を Titx、Tx に印加したパルスの立下りと DG ゲー

トパルスの重なりを Tstd、Tx パルスの立下りから DG ゲートパルスの保持時間を Thtd と

呼ぶ。 
FIG2 に示されているのは、

Twtx（Tx パルス幅）と転送

効率を示し、約１μs より短く

なると急速に劣化する。Titx
（Tx パルスの周期）につい

ては 20μs から劣化が始まっ

てしまう。それに対して、

FIG3 に示される Tstd、Thtd
については 10ns という極端

に短い時間でも劣化はあま

り見られない。 
このグラフから、DG ゲー

トを通過する時間は非常に

短く 20ns で十分なのに対し

て、TX ゲートを ON にすべ

き時間とその周期が桁違い

に長いことが分る。この結果

が示しているのは、明らか 
図 3-5-3 ゲート印加パルスの時間特性 

にフォトダイオードから TX 
ゲートへの移動時間が予想をはるかに超えて長いことである。また、Titx については単一

パルス当りの光量の多い緑ラインと光量がその約 1/3 の赤ラインで約 10μs の時間シフトが

見られる。この事実は 1 回のパルス光でフォトダイオードに貯まる電荷が少なくなるにつ

れ、フォトダイオードからの電子回収が不完全になることを意味している。 
以上から、このフォトダイオードは巨大すぎ、ピン止め効果が全く効いていないか、ダ

イオード内部のポテンシャルが平坦で、電子がフォトダイオードの中で読み出しポテンシ

ャルを殆んど感じていないなどの現象が生じているものと思われる。 
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３－６．転送速度の遅延原因とその解決策の説明 
３－６－１．転送速度の遅延原因 
前節で示したように、大きなフォトダイオードは極端

な速度低下を招くことが分った。では仕様を満足する

ダイオードはどのくらいで、小さくすること以外で電

子移動の速度を速める得策はないかを原因から検討す

ることで求めた。図 3-6-1 は、模式的に大きなフォト

ダイオード、小さなフォトダイオードのポテンシャル

を描いたものである。赤い部分は残留した電子を表し

ている。この残留電子は長い時間をかければ、いつか

は、TX ゲートが作るチャンネルまで移動するだろうが、

短い時間ではフォトダイオードの中で動いているだけ

である。フォトダイオードの大きさが小さければ残留

電子は少なくなることが予想されるが、それでも少量

の電子は残留するに違いない。フォトダイオードを小

さくするということは、飛来する光子の減少も同時に

意味するので残留が少なくなる良い効果と電子数が減

少する悪い効果が拮抗するため、改善には限界がある。 図 3-6-1 電子の残留 

それに対して、仮に 下段のような傾斜したポテンシャルを持つフォトダイオードがあれ

ば残留電子は皆無となり、電子の移動も大幅に高速化されることは明白である。しかしな

がら、不純物濃度に連続な分布を持たせるためには特殊なプロセスを導入する必要があり、

当初の目標からすると選択することは出来ない。標準プロセスで勾配をもたせる方法が必

要である。 
３－６－２．レイアウトによる解決策 
プロセスを変えないとすれば、マスクで制御

できるレイアウトの考案によって平面構造と

立体構造を構築し解決する以外に道はない。そ

こで、SENS１の改訂バージョン SENS1B で

は、図 3-6-2 に示したように、フォトダイオー

ドの大半をメタルで覆ってしまい、残された小

さなフォトダイオードの形状を台形にするこ

とで、ゲートの側へ電子が移動しやすいように

マスク変更することにした。開口率は下がるの

で感度は低下するが、高速化を見る実験には十

分なはずである。 
図 3-6-2 フォトダイオードの高速化
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３－７．改訂版センサーSENS1B チップの設計内容と評価結果 
 実際に SENS1B に組み込んだフォトダイオード

は 16 種類で、図 3-7-1 のように４×４に配置してこ

れを並べることで試験した。この評価の結果、5μm
角以下で、台形にしたフォトダイオードではほぼ十

分な転送速度が得られるということが判明した。し

かしながら、別の問題が発覚した。それは繰り返し

周波数が 1MHz を越えると均一な電子転送と分配が

出来なくなって、大きな偏りを生じた。これの意味

するところは、3-4-2 節で解決法を検討した方法は比

較的低速な時（周期で 1MHz 以下）では予想通りの

動作を期待できるが、それ以上では別の原因があっ

て取り除かれていないと解釈できる。 図 3-7-1 SENS1B で試作した PD 形状 

 
３－８． 後の問題その解決策の説明 

 SENS1B の評価から解決すべき問題は次の１点であることが分った。 

現象：繰り返し周波数を上げると、時間分解能が低下すると同時に大きな偏りを生じる。

即ち転送ゲートのダイナミックな特性に起因する転送ミスが起きる。 

様々な評価実験によって、その原因は TX ゲートを通過する時の場所に依存するのではない

かと判断するに至った。言い換えれば、DG 付近の電子は場合によって反対側まで移動する

必要があるが、DG によって振りわけの切り替えが高速になると反対側へ到達する前に、DG

が切り替わり、近い方の DG を通過してしまう。 

この解決策には何通りかの方法が考えられるが、そのうちの も容易と思われる方法に

ついて詳細な特許を出願した。これについては非常に細かく、説明が非常に難解であるの

で、現状では非公開とさせて頂きたい。この方法は SENS2 で実装され、その結果を見る限

り、この考察は見事に的中したらしい。 
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３－９．実用センサーSENS2 チップの設計内容と評価結果 
３－９－１．SENS2 の全体構成 
本プロジェクトの期間内での 終プロダクトは 128×256 の空間分解能をもつ TOF セン

サーである。１つのピクセルは 15μm（水平）×30μm（垂直）のピッチで配列されており、

全受光面は約 4mm 角である。1 個のピクセルを小型の 6 個のフォトダイオードで構成する

ことで速度向上を図っている。チップサイズは 7mm 角で、SENS1 と同様で、アナログ出

力とデジタルの両方を独立に出力できる。ピクセルの 適化を検討するため、同じ周辺部

分に 9 種のフォトダイオード構造を埋め込み、これらを同時に作成した。評価実験の結果、

そのうち 2 種が特性的には優れていることがわかっているが、目標としていた 5MHz の

TOF 検出を達成することができ、バラツキや偏りも殆んど問題ないレベルに抑制すること

ができた。 

図 3-9-1 SENS2 イメージセンサー全体レイアウト図 
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３－９－２．復調周波数の特性評価 
 SENS1、SENS1B、SENS2 の復調周

波数測定結果を図 3-9-2 に示す。ここで

縦軸は復調の分離度を表し、100％とは

完全に位相が一致している光に対して、

どちらかの FD に全ての電子が回収され、

他方の FD には全く電子が蓄積されない

状態を示す。0%とは、同じ電子が両方の

FDに回収され分離できない状態を指す。

SENS2 では 1MHz で 80%、5MHz で

50％以上の分離度を示している。なお、

今のところ初期測定結果であり、回路調

整やパルス幅の 適化がなされれば、 
図 3-9-2 周波数 VS 復調分離度 

（SENS1 と SENS2 の比較） 
若干改善される可能性もある。 
 次に、SENS2 の 9 種のうち、代表的な 

図 3-9-3 周波数 VS 復調分離度 

（画素構造の差異について） 

3 種の特性比較を図 3-9-3 に示す。これら

の違いは内部で使用しているゲート長で

あり、A1 は転送ゲート長が短いもので、

B1 は中間、C1 は長いものである。特性に

若干の特徴が見られるようであるが、 も

高周波での分離度が良いのは B1 というタ

イプである。また、A と B には A2、A3、
A4、B2 という都合 6 種類を試した。数字

が異なるのは下地半導体のレイアウトに

若干の違いがある。この違いはあまり明確

ではないが、一定の法則があるので、さら 
に性能の良いパターンを探索することが

出来るように思う。 
 次に、B1 型の素子を用いて、露光強度

に対する特性を調べた結果を図 3-9-4 に示

す。F2、F4、F8 は実験に使ったカメラレ

ンズの設定 F ナンバーであり、F2 が も

明るく、F4 の露光強度はその 1/4、F8 は

さらに 1/4 である。光が弱くなると転送効

率が下がり分離度が低下する。しかしなが

ら、光強度との関係は単純ではないようで、

図 3-9-４ 周波数 VS 復調分離度 

（露光強度との関連） 
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もう少し詳しい測定と考察が必要である。特に 1MHz を越える高周波では、短い時間で 1
つのフォトダイオードに飛来する光子数は非常に僅かである。図 3-9-5 に示したのは、前出

の図 3-9-4 の実験で転送されていたであろ

う電子の数を容量と出力電圧から逆算し

たものである。1MHz 以上では も明るい

条件でも 10 電子以下であり、 も暗い条

件では 1 個以下である。 高周波数の

5MHz ではなんと 0.2 個となり、5 回の転

送パルスで 1 個の電子が運ばれ、残り 4 回

のパルスは電子転送を行っていないとい

う状態である。そのような条件下でも効率

は半分にはなるが、電子の正しい転送と分

配が行われていることを意味する。 図 3-9-5 周波数と電子数の関係 

 
３－９－３．総合評価 
 ５MHz の変調光を赤外線 LED で発光して、被写体に向け照明する。その発光と同期さ

せて SENS2 で FD1 と FD2 に蓄積される

電子の差分によって、0-180 度成分と

90-270 度成分を測定して、位相角を求め、

遅延時間を求めるという原理どおりのア

ルゴリズムで距離画像を再構成して PC 画

面に表示したものを図 3-9-6 に示す。被写

体の手からカメラまでの距離は約 3m で、

背景の被写体（画像左半分）と手の距離は

約 30cm である。今のところ得られる画像

は雑音が目立ち、分解能、赤外線到達距離

とも目標には到達していないが、光学系の

改善、システムの整備、電子回路の調整な

どによって、改善される余地は十分にある。 
 図 3-9-6 TOF 画像の撮像結果 

以上のように、標準 CMOS 技術を用いて TOF センサーを実現するという当初の目的はほ

ぼ達成され、CMOS 特有のアナログ増幅回路やデジタル駆動回路などを混載することにも

成功した。従って、プロジェクト期間内で計画された目標を達成したと考えている。しか

しながら、真の目的は製品化と事業化であり、そのためには更なる性能上の改良と信頼性

の保証などに研究を継続していく必要がある。 
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３－９－４．通信実験 
 ３－１にて説明した超高速 CMOS イメージセンサーチップ（商品名：MiCAM－Ultima
センサー）を用い、試作を行なった赤外 LED をモジュール化したもの（後述）により通信

テストを行なった。上記イメージセンサーチップには外乱光対策を施していないため、夕

方から夜間にて屋外での距離計測実験とした。結果、数十ｍまでは問題なく通信可能であ

り、１００ｍ先のガラスに反射した光での通信が確認された。 
本プロジェクトにて作製した

CMOS 撮像チップ（SENS1）の

通信テストモジュールを作成し、

実際に通信テストを行なった結

果を示す。システムは評価システ

ムと、発光側として非同期に

100μs の変調光を常時送信する

赤外 LED と、ボタンを押したと

きのみ変調光を出力する赤外

LED とを用いた。二つの LED の

位相差を検出することで情報の

受信を行なう。評価システムに取

り付けた CMOS 撮像チップ（SENS1)は 終版ではないため、十分な高速動作ができず、

100μs の変調光という速度となった。このとき送信したデータ量としては 4bit を 1 データ

として送っている。図 3-9-7 は実際に検証を行なった様子である。撮影した画角内に複数の

送信部が表示されていても、同時受信が可能であった。これにより、多元通信という目的

は達成することができた。さらに、 終試作のセンサーチップ（SENS2）では、5MHz の

パルス変調と毎秒 1,000 枚の読出しが可能であり、1 画素あたり 4Kbps、4 画素を用いて、

16Kbps の通信実験に成功している。この 4 画素を 1 組として通信点（サイト）とみなす。

全ての画素を通信に使用すると隣接画素間で混信する可能性があるため、同時に通信でき

るサイト数は全画素数（約 32,000）の 100 分の 1 程度である。つまり 320 サイト以上の同

時通信は可能であるので、理論上の通信速度は 1.6Mbps 以上となる。また、部分読出しが

可能なので、10～20 サイトに通信点数を限定すれば、1 サイトあたりの通信速度は 100Kbps
を超えるものと予想できる。 

図 3-9-7 通信テストの評価実験 
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３－１０．達成した仕様のまとめ 
撮像素子 

項 目 達 成 値 当 初 目 標 達 成 度 
画素数 256×128 320×240 許容範囲 

復調周波数 10MHz 5MHz 達成 
画像更新速度 500fps 300fps 達成 

データ更新速度（全画面） 2,000fps 1,000fps 達成 
データ更新速度（部分走査） 100KHz 10KHz 達成 

アナログ読み出し速度 画素/20MHz 20~30MHz 達成 
デジタル読み出し速度 画素/40MHz 20~30MHz 達成 

TOF 大距離 30m 30m 達成 

TOF 小分解能 
10cm（10m 時） 
1cm（1m 時） 

15cm 達成 

データ通信 10Kbps/100site 10Kbps 未確認 
開口率 28% 50% 改善必要 
差分抽出 組み込み 組み込み 達成 
消費電流 20mA 100mA 以下 達成 
電源電圧 3.3V/3.8V 5V 以下 達成 

チップサイズ 7mm 5~10mm 達成 
パッケージ LCC84/QF120 ― OK 

使用プロセス 0.18μCIS 0.18~0.25μCIS OK 
耐久性試験 未 ― 未達成 
信頼性試験 未 ― 未達成 
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３－１１．今後の課題 
 
３－１１－１．技術的課題 
改善が必要な課題 
（１）画素数  配線容量と抵抗の正確な計算を行うことで確実に実現できる 
（２）TOF 小分解能 ノイズの低減や、処理回路の改善が必要 
（３）開口率  現状では難しい、差分回路の見直しなどが必要 
 
確認が必要な課題 
（１）データ通信       マルチサイトの実験装置を設計中である 
（２）耐久性試験と信頼性試験 パッケージを含めた作業となるので工数がかかる 
 
３－１１－２．量産化課題 
製造に関する課題 
（１）撮像素子  外部ファブの見直し（費用面、技術面） 
（２）筐体・レンズ 協業メーカーの検討中 
 
３－１２．その他の成果 

SENS１チップおよび SENS２チップのプロセスおよび周辺回路試験用に同一マスク上

に配置した 2 種のイメージセンサーは予想以上の高性能が得られた。SENS1 チップと同時

製造した SD6002 センサーは 256x256 の解像度で 60db 以上の高いダイナミックレンジと

デジタル読出しによって毎秒 1000 枚以上の読出しが可能である。また、SENS２と同時製

造した TT192 は 192x160 画素の解像度で、毎秒 2000 枚以上の読出しが可能であり、画質

も S/N も非常に高性能である。この 2 つのセンサーによって、本プロジェクトに用いられ

た設計および製造技術のレベルが十分であることが分かった。また、これらチップを搭載

したカメラシステムは特殊用途に需要があるので、順次、製品化する予定である。 
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４．赤外 LED 
４－１．開発当初の現状と目標 
 セキュリティー向け投光器やナイトビジョン用投光器は、消費電力削減や小型化、放熱

対策などの観点から赤外 LED 化が進んでいる。また要求スペックも年々高まり、照射面積

や照射距離が増加傾向にある。それらのアプリケーション向けとして、スタンレーがプロ

ジェクト開始前に開発していた赤外LEDが図 4-1である。光学性能は全光束 100mW（RT、
If=250mA）、放熱性能は単体熱抵抗 55�/W、定格電力 1.4W
（Ta:25�、Tjmax:100�）、直径が 10mm となっている。ア

ノード及びカソードをアルミにて作製し放熱性能を高めて

いる。 

図 4-1 赤外 LED（従来） 

波長は 870nm であるが、大電流を流すため肉眼にて赤く見

えるという問題があった。 
 
 

自動車への取り付けを考えた場合、車両前方への赤色発光は法規で禁じられている。また

商品性としてもこの赤みが見えることにより視的違和感を及ぼすこととなる。 
このプロジェクトでの目標としては、１．実装プロセスによる高放熱化、２．高光取出効

率化、３．パッケージの見直しによる高光密度化、４．波長シフトによる赤み成分の除去

とした。 
 
４－２．研究結果 
４－２－１．実装プロセスによる高放熱化 
 ４－１の現行品はジャンクションアップ素子を Ag ペー

ストによる接合にて生産を行っている。しかし熱源がチッ

プ上部にあるため伝熱抵抗が大きく、また Ag ペーストで

の接合は排熱抵抗を大きくする原因であった。 
LED 素子内の熱抵抗対策として、素子のジャンクション

ダウン化を行い、LED 素子とパッケージ間の熱抵抗対策

として、ロー材による共晶結合化した。 図 4-2-1 赤外 LED（従来） 

これにより排熱抵抗が小さくなり、効率をあげる

ことが可能となった。 
 
 
 
 
 

図 4-2-2 新しい結合方法 
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４－２－２．高光取出効率化 
 LED 撮像素子の構造見直しによる高光取出効

率化を行った。従来は図 4-2-3 のように発光層を

素子上部においていたため、効率よく光を取り出

すことが可能であった。しかし、ジャンクション

ダウン構造にするにあたり発光層が素子下部にな

る。この場合、素子内部を通過する光が多くなり、

光の取出効率が低下することとなる。 
そのため、図 4-2-4 のように発光層下部に反射 
領域を設けることで取出し効率を低下させること 図 4-2-3 赤外 LED（当初） 

なく出力を保つことが可能となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4-2-4 新しい素子構造 

４－２－３．パッケージの見直しによる高光密度化 
従来のパッケージでは、例えば赤外 LED を図

4-2-5 のように配列させた場合、放熱性を考える

と長尺方向で 4cm 以上の大きさとなってしまう。

自動車などに実装する場合、この大きさでは致

命的なものとなってしまう。またパッケージ形

態により、取り付けは基板への半田実装でなく、

ソケットへの差込実装であった。これを量産化

することを考えると非常に高額なものとなって

しまう。 
これを解決するため、材料をセラミックにし、高密

度実装した新しいパッケージの開発を行った。その

結果が図 4-2-6 である。 
パッケージ外形寸法は 4.57×3.0×1.0mm であり、こ

の中に前述の LED 素子を３つ実装し発光部サイズ

は 2.25×1.39mm とした。 
 

図 4-2-6 新パッケージ 

図 4-2-5 従来パッケージでの配列 
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４－３．結果 
 ４－２の開発の結果、プロジェクトにて作

製した LED を図 4-3-1 に示す。また表 4-3-1
にスペックを示す。高放熱パッケージは材料

選定から光学設計までを行った。LED 素子

の構造（ジャンクションダウン、内蔵反射ミ

ラー）及び共晶ロー材一体型複合電極の開発

を行った。 

図 4-3-1 開発品 LED 

 
この光学特性結果と熱的特性を示す。 

想定アプリケーションとして、当プロジェク

トカメラの光源及び

遠方暗視監視カメラ

用光源として利用で

きるものとした。測

定条件は、雰囲気温

度（Ta） 5�、ヘッ

ドランプ内内蔵、ヘッドランプはロービーム点灯である。図 4-3-2 は照射位置からの路面照

射曲線（上面図）であり、そのときの照度結果を表 4-3-2 に示す。 

項 目 達成値 当初 
光学性能 全光束 230mW 100mW 

単体熱抵抗 10�/W 20�/W 
放熱性能 

定格電力 1.4W 7.5W 
表 4-3-1 

 目標値（μW/cm2） 実績値（μW/cm2） 
基準地点１（250m 先） 0.23 ～ 0.28 0.28 
基準地点２（150m 先） 0.56 ～ 0.70 0.70 

表 4-3-2 
両基準点とも、目標性能を上限値でクリアすることができた。 
また、常温連続試験、高温連続試験、高湿度試験、低温連続試験、熱衝撃試験の結果を表

4-3-3 に示す。どの試験も目標値を大幅にクリアしていることが分かる。これにより、この

パッケージ及び素子形態が有用であることが分かる。 
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図 4-3-2 路面照度曲線評価結果 

 
 目標値 測定値 
高温試験 
（85�） 

250mA、2800Hr 
Ave. 90%以上出力維持 

250mA、3000Hr 
Ave. 98%以上出力維持 

高温高湿連続試験 
（85�、85%） 

250mA、2800Hr 
Ave. 90%以上出力維持 

350mA、3000Hr 
Ave. 94%以上出力維持 

常温連続試験 
（25�） 

250mA、2800Hr 
Ave. 90%以上出力維持 

350mA、3000Hr 
Ave. 98%以上出力維持 

低温連続試験 
（-40�） 

250mA、2800Hr 
Ave. 90%以上出力維持 

300mA、3000Hr 
Ave. 97%以上出力維持 

熱衝撃試験 
（-40�85�） 

1000 サイクル 
Ave. 90%以上出力維持 

1000 サイクル 98%以上 
3000 サイクル 90%以上 

表 4-3-3 
 
 
４－４．まとめ 
 当プロジェクトにより、新パッケージと新 LED 素子の開発をおこなった。その結果実装

密度の向上と排熱性能の向上が認められた。目標性能を大幅にクリアすることができ、信

頼性も十分に確保できている。今後、この LED を量産化し、当プロジェクト製品への展開

を図る。今後の課題は、量産向けパッケージなどが考えられる。自動実装を考えた場合に
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このパッケージ形状が 適なのかの見極めが必要である。 
当初、波長シフトの開発を行う予定であった。アプリケーションニーズとして法規制対策、

視的違和感なくすことが大きな理由であった。しかし１．可視光を同時発光させることで

対応可能である、２．カメラ感度を落としたくない、という客先ニーズの変化が期中にあ

った。実際に長波長側になると LED 個数が増えコストアップとなる。客先からはコストダ

ウンの方向での対応となり、長波長側への波長シフトの開発を中止とした。 
 
 
５．特許出願状況 
特許公開 

2008-089346 「固体撮像素子」（US2008-0079833-A1） 
2008-098976 「固体撮像素子」（US11/867121） 
2008-098989 「固体撮像素子」 
2008-128815 「遠近判定方法およびその装置」（US11/934167） 

特許出願 
2007-081763 「距離画像生成装置」（US11/057370） 
2007-181696 「固体撮像素子の画素構造」 
2007-115944 「車両用カメラシステム」 
2007-295659 「距離画像生成装置」 
2008-036347 「距離画像生成装置」 
2008-125309 「固体撮像素子の画素構造」 
2008-132843 「データ通信装置」 
2008-162024 「移動ベクトル検出装置」 
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 ブレインビジョン株式会社 企業化計画書 
 

1. 内容 
弊社の担当する製品は、チップ性能評価用あるいは設計支援として用いる評価キットと比較的少量

ではあるが社会的なインパクトのある専門性の高い用途を検討している。  

 

a. TOF距離計測及び通信可能な評価用カメラ開発キット： 撮像素子の構造として、ある時間毎

に差分を取る構造となっているため、距離計測だけでなく、画像内の動きの検出などにも利用

可能であり、後段の画像処理を含む応用製品開発の支援用として用いる。ＵＳＢ接続が可能な

パソコンベースの評価システムの販売を予定。この販売先は主にスタンレー社の顧客である自

動車メーカーやセキュリティ関連、ロボット関連、オートメション関連などになると思われる。

各社の製品開発部門などが対象であるので、少数の出荷となり、この製品単独での売上はそれ

ほど見込めないが、製品採用の判定の基礎となる評価キットとして重要である。 

 

主な仕様は以下のとおり、 

項目 仕様 備考 

画素数 256H×128V 2位相同時撮影の場合128×128 

動作モード TOF、時間差分、通信デモ TOF最高周波数10MHｚ 

形状 本体80mm角、LED80mm角2台 ボード型と筐体型を用意 

プログラム環境 Windows Visual-C++ ソースコード付 

予定販売価格 100万円（受注生産） 回路図付、センサー仕様書付 

販売開始時期 20年度末ごろ 現在、試作実験中 

 

なお、TOFセンサーについては、性能向上に向けたIC設計を継続して進める予定であり、改良

版の開発キットも順次提供する。 

 

b. 生物用高速撮影カメラシステム： 弊社の既存イメージング（MiCAMシリーズ）に接続可能な

高速撮影カメラシステムを販売する。周辺回路のテスト用に製作したチップ（TOF機能はない

が、センサーとしては極めて高性能）の特徴である高速撮影機能、飽和抑制機能、グローバル

シャッター機能などの特徴を生かした製品となり、当社の納入実績から付加価値をつけた形で

の即効性に確実な販売が見込める。１機種を試作中、1機種を企画中。販売先は世界中の大学

および研究機関で、大半が今の弊社顧客が対象となる。確実に年間20台～30台の販売が見込め、

大きなパイではないが、事業の継続にとって大切な応用分野である。また、製薬系の需要が増

えつつあるので、現在の実績に比べ数倍の未開拓な市場がある。関連製品との合計では大きな

売上となると期待している。 

 

主な仕様は以下のとおり、 

項目 仕様 備考 

画素数 192H×160H ビンニング可能 

シャッター機能 あり 任意露光時間が選択可能 

最大読出し速度 0.5msec/2msec ビンニング時/全画素時 

飽和耐性 あり 感度特性プログラム可能 

ブレインビジョン株式会社 企業化説明  
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予定販売価格 100万円/150万円 MiCAM02用/MiCAM-Ultima用 

販売開始時期 20年度中 現在、試作実験中 

 

c. 生物用変調光撮像カメラシステム： TOFセンサーの復調機能を利用した新しい計測システム。

例えば、830nmと680nmの2波長のLEDを高速でスイッチングして交互に照射することで、血中酸

素濃度の高速撮影が可能である。これは様々な代謝性疾患の診断や動物基礎実験に使え、全く

新たらしい診断装置になる可能性を秘めている。他にも比較的蛍光寿命の長い分子であれば、

蛍光寿命計測が可能であり、イオン濃度や酵素濃度を測定する手段を提供する。仕様は未定だ

が、大学、研究機関との共同研究を内定中である。aの評価システムにソフトウェア開発する

ことで実現可能なので、２１年度初頭より実験を開始する。本格的な応用には2～3年を要する

と思われるが、医療用の応用が可能であれば、大きな市場が開ける。 

 

d. その他の新規応用： エンターテーメント（ゲームやショー、放送）、医療（体型の非接触判

定）、福祉（盲人向け危険警告装置）、安全監視（駅、空港など出入り監視や人数カウント）、

スポーツ（フォーム解析）などの新規分野の開拓を行う。 

 
2. 研究開発への取組み、事業化の背景 

 
a. TOF 距離計測及び通信可能な評価用カメラ開発キット： スタンレー社が回路設計、弊社がソ

フト開発に人的な研究投資をプロジェクト終了後も行って来た。その成果によって、製品開発

についてはほぼ完了に近く、今後はパッケージングや製品の生産準備、マニュアルの作成など

の具体的な作業が中心になるだろう。とりあえずは国内向けのみとして、出来るだけ早期に販

売開始としたい。21 年 1 月～2 月を目標に製品発表を行い、受注を開始し、21 年 3 月までに納

入実績を得たいところである。 
なお、TOF 距離計測び通信機能を備えたセンサーIC については今後も改良を進める予定であ

るが、製造には巨額の投資が必要であり、初期バージョンの利益を投資する。 
 
b. 生物用高速撮影カメラシステム： 弊社内で回路設計、ソフトウェア開発、パッケージングに

ついて人的、試作などの研究投資を継続した。その成果によって、製品の試作機の完成が近い。

生物実験でのテストを 9 月ごろには開始できるスケジュールで進めており、11 月に弊社顧客向

けに受注開始のアナウンスを行う予定である。この製品は現行モデルからの乗り換え需要が見

込めるので、すぐに納入実績が得られると期待している。一般的なリリースは 21 年 1 月を予

定している。また、さらに性能を向上したカメラシステムについても 21 年の夏を目標に試作

完了のスケジュールで進行する。 
 
c. 生物用変調光撮像カメラシステム： a の開発キットを改造するので、実際の研究着手は 21

年 4 月ごろになる見込みである。弊社の顧客には大学病院や製薬会社などが含まれ、まずは、

効果の確認が重要である。血中酸素濃度は現状では指先などの点で計測され、心肺能力のバロ

メータとして測定されているが、ダイナミックな造影ができると、血管性の疾病（特に脳梗塞

などにつながるコレステロールの血管内壁堆積など）やメタボリック疾患（血中成分の代謝時

間測定などをベースにした非侵襲診断）の診断に役立つことが予測されている。このカメラに

はその計測実現の可能性がある。一方、蛍光寿命の計測に関しては、理化学研究所の協力が得

られるので、色素分子の選択を含め基礎研究テーマとして取り組む予定である。長期わたる研

ブレインビジョン株式会社 企業化説明  
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究投資が必要ではあるが、独自資金にて継続する予定である。 
 

d. その他の新規応用： 全く未知数であるが、a の開発キットや b の高速カメラを用いて、様々

な新規応用の開拓を行う。どのような分野に応用可能か、弊社、スタンレー社、関連会社を通

じて調査を行うとともに、展示会などに積極的に出展するなどのプロモーション活動を行う。

これまでの TOF カメラは比較的高価なユニット品であるのに対して、本製品はセンサーIC か

らの再設計可能な独自開発品なので、応用に最適化した安価な製品供給が可能である。この強

みを生かした新規応用の開拓を推進したい。 
 

3. 事業化のスケジュールと売上見込み 
a. TOF 評価用カメラ開発キット 

年度   Ｈ２０年度   Ｈ２１年度   Ｈ２２年度 Ｈ２３年度～ 

製品開発 

製品準備 

センサー改良 

生産販売 

開発サポート 

売上見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 万円 

 

 

 

 

 

2000 万円 

 

 

 

 

 

2000 万円 

売上見込みの根拠：年間 20 台の販売を見込む。 
 
b. 生物用高速撮影カメラ 

年度   Ｈ２０年度   Ｈ２１年度   Ｈ２２年度 Ｈ２３年度～ 

1 機種目開発 

2 機種目開発 

生産販売 

売上見込 

 

 

 

 1000 万円 

 

 

 

5000 万円 

 

 

 

1 億円 

 

 

 

1 億円＋ 

売上見込みの根拠：販売実績のある弊社カメラシステムの３～４割がこのセンサーに置き換わる

ことを見込む。弊社カメラシステムはバイオ系の世界シェアの半分程度であり、これ以上の大幅

な売上増は難しい。 
 
c. 生物用変調光撮像カメラ 

年度   Ｈ２０年度   Ｈ２１年度   Ｈ２２年度 Ｈ２３年度～ 

基礎研究 

試作改良 

製品開発 

生産販売 

アプリ拡大 

売上予想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 万円 

 

 

 

 

 

1 億円＋ 

売上見込みの根拠：22 年度は 2~3 台を大学に出荷、それ以降は研究機関に 10~20 台出荷できる

と予想。医療応用が可能になった場合は、大幅増が期待できるが、それにはさらに時間を要する

と思われるので、ここでは医療応用分は含んでいない。 
 

ブレインビジョン株式会社 企業化説明  
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d. その他の新規応用 
年度   Ｈ２０年度   Ｈ２１年度   Ｈ２２年度 Ｈ２３年度～ 

デモ機の準備 

プロモーション 

応用製品開発 

生産販売 

売上見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未定 

 

 

 

 

未定 

売上見込みの根拠：未開拓分野であるので、売上については未定である。しかしながら、量産
応用を対象とし、開拓するならば、年間数億の応用を狙う。 

 
4. 本プロジェクト関連の売上と研究投資のまとめ （単位 百万円） 
  

年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

売上 
（委託研究収入） 

13 
Nedo 

68 
Nedo 

30 
Nedo

10 70 150 250 250 300 400 

経費 
（原料、人件費） 

5 25 18 15 35 70 150 150 200 250 

試験研究費 
（試作、設計） 

11 48 15 15 35 70 50 50 0 0 

損益 -2 -5 -3 -20 0 10 50 50 100 150 

＊ 本件に関連する事業のみの売上・経費・損益の概算であり、弊社全体の数字ではない 
＊ 医療応用および新規応用については未算入 



NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

多元通信、三次元画像取得を同時実現する
CMOS撮像チップの研究開発及び応用システム

結果報告
2008年8月22日

ブレインビジョン株式会社

スタンレー電気株式会社

「半導体ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾁｯﾌﾟﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（情報家電用半導体ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾁｯﾌﾟ技術開発）」

評価委員会

資料6-4-3-1

公開

- 2 -NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

多元通信、三次元画像取得を同時実現するCMOS撮像チップの
研究開発及び応用システム

本日のアウトライン

プロジェクトについて

研究開発結果

– イメージセンサー開発と評価結果

– TOFカメラの試作システム

– 赤外LED
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光の特性を生かした世界初の実用化システムを目指す光の特性を生かした世界初の実用化システムを目指す

プロジェクトについて

プロジェクト全体像

プロジェクトの内容

それぞれの強みを生かして、世の中にない新しいアプリケーションを
創出する

– ブレインビジョン ：撮像素子の設計開発技術と実績

– スタンレー電気 ：自動車分野、ロボット分野、LEDの強み

開発体制

ブレインビジョン

– イメージセンサーチップ設計、回路設計、ソフトウェア開発

スタンレー電気

– イメージセンサー開発、システム製品化、赤外LED

- 4 -NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

プロジェクトについて

プロジェクト全体像

ミリ波レーダー等

路車間・車車間

白線検知等

ビジョンチップ1台に
集約可能！

距離計測

通信

画像処理

距離を測ることができます

このカメラと光を使うことで、被写体の距離を
測ることができます

通信ができます

カメラに映っている車、信号、街路灯などと通信が
可能です。

もちろん画像も撮れます

普通の画像を撮る事も可能ですので、取り込んだ画像から
白線検出などが可能です。

三次元画像

縦横だけでなく、距離情報も
取得可能

多元通信

画面上に映るもの全てと同時
に通信が可能

画像取得

通常の画像取得も可能であり
後処理により画像認識も可能
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すでにスタンレー電気得意先よりニーズありすでにスタンレー電気得意先よりニーズあり

プロジェクトについて

ターゲットアプリケーション

自動車

車車間、路車間通信と、車両周辺障害物検知

– 灯体のLED化（２００９年）

– 周辺監視カメラのニーズ

ロボット

パートナーロボット用途

– 家電との通信

– 障害物回避

– セキュリティ分野への展開

- 6 -NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

得意先のニーズを集約し、

具体的な提案を行っていく

得意先のニーズを集約し、

具体的な提案を行っていく

プロジェクトについて

得意先への展開

2006年12月からの得意先プレゼン実施状況

スタンレー得意先９社へプレゼン実施

得意先からの意見

概ね好評

– 特にTOFに関しての要望は高い（セキュリティ用途）

– 自動車用途は近距離監視のニーズ

完成次第、デモを希望
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現状、三次元計測と多元通信を

兼ね備えているシステムは無い

現状、三次元計測と多元通信を

兼ね備えているシステムは無い

プロジェクトについて

他社とのベンチマーク
三次元計測

競合他社：カネスタ（米）、PMD（独）、松下電工、 MESA（スイス）
– 研究レベルは、NHK、シャープ等
– 他社との特許出願技術による差別化

新しい素子構造技術
システム及びアプリケーションとしての特許も出願済み
更なる特許戦略によるパテントウォールの確立

– 特許出願１２件（内４件は海外出願準備中）
– 特許出願準備中３件

– 他社の現状の問題点
赤外LEDの出力不足
屋外光や外乱光による撮像素子の飽和

多元通信
競合他社：製品化している企業は無し

– 研究レベルは、ソニー（旧ソニー木原研）、奈良先端大
– 通信機能だけでは、アプリケーションが限られる

- 8 -NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

プロジェクトについて

新市場創出効果

実用化までの期間

研究開発期間 2005年（H17）１２月から2008年（H20）３月まで

スタンレー電気

– 製品化に向けたシステム開発、量産準備

2008年度（H20） ～2009年度（H21）

– 量産開始 2010年度（H22）予定

ブレインビジョン

– 2008年度より開発キット販売開始
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プロジェクトについて

事業化に向けた課題

１．メーカーニーズを探り、標準化を
図っていく

２．メーカーとの共同開発を行ない、仕
様を決定する

メーカーや用途により仕様が異な
るため、全てに対応するとコスト
がかかる

目標仕様に関して

カメラメーカーやレンズメーカーと話し合
いを行なっており、協業できるところを
検討中。

レンズ及びカメラパッケージ技術
は持ち合わせていない

カメラシステムの設計
及び製造について

現在製造しているTSMC（台湾）を利用。
また、UMCJともコンタクトを取っており、
実績と金額を照らし合わせ製造を行
なっていく。

国内CMOS撮像素子製造メー
カーでは、数量の関係で製造を行
なってくれない。

素子製造に関して

解決策課題

- 10 -NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

今後の展開計画

事業化計画

開発準備

設備、ツール導入など

センサー開発

試作設計・製造

– 撮像部

– 演算部

設計・製造

LED開発

素子・パッケージ

波長シフト

量産化技術開発

システム開発

車載向け開発

量産システム開発

量産準備

スタンレー電気

量産開始

ブレインビジョン

量産開始

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

開発キットの販売
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プロジェクト：イメージセンサー開発
進捗と達成の時系列

05.12 プロジェクト開始

06.3 ツール導入

06.6 レイアウト開始

06.09T/O

チップ完成時期：

課題：

達成：

06.11T/O
07.3T/O

07.10T/O
08.01T/O

2008/3

PD: Photo Diode
TOF: Time of Flight /  光飛行時間(を利用した距離計測)
ADC: Analog to Digital Converter /  「A/D変換」

- 12 -NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

イメージセンサー

TOFの改良 － 現状の問題

光飛行時間計測の応用では、背景由来の雑音が障害に
なっている。この問題を解決するのが１つの目標。

光飛行時間計測の応用では、背景由来の雑音が障害に
なっている。この問題を解決するのが１つの目標。
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イメージセンサー

TOFの改良 － TOFセンサーの基本

TX:    Transfer gate
FD:    Floating Diffusion
DG:    Dummy Gate
Vth: 閾値電圧

- 14 -NEDOプロジェクト(Brainvision & STANLEY)

強い背景光による飽和が大問題強い背景光による飽和が大問題

イメージセンサー

TOFの改良 － TOFセンサーの問題
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イメージセンサー

課題を解決する手段 － このプロジェクトで生まれた発明

特願2006-268324「固体撮像素子」 市川、谷手、河田
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2つの容量を交互に反転接続する回路2つの容量を交互に反転接続する回路

イメージセンサー

課題を解決する手段
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イメージセンサー

課題を解決する手段

G1/G2を繰り返し与えると、
同相成分は消去される。

つまり、背景光は除去され、
TOF信号の差分成分だけが
残る
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イメージセンサー

課題を解決する手段

差分成分は、時間経
過に伴い、蓄積され
る。

つまり、TOFの信号
は積分されS/Nが向
上する。
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イメージセンサーTEG1

感度と分光特性

ピーク710nm QE~40%+

近赤外LED波長 870nm
QE~10%+

評価結果：
CISプロセス標準フォトダイオードで量子効率約40%を確認
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並列ADC

アナログ
出力

デジタル
出力

水平スキャン回路

垂直
スキャン
回路

DAC
回路

PLL
回路

256x256TOFアレイ
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SENS1評価結果

転送時間

TX転送時間が予測より

数倍時間がかかる

DG転送時間は予測どおり

TX繰り返し時間が予測より

桁違いに遅い
予測：0.1~0.5μs
測定：10～50μs

この構造では

完全転送
が出来ていない

結論
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SENS2
センサー

新ピクセル

2成分独立制御

差分抽出回路

2系統アナログ
読み出し

1系統/4系統
デジタル
読み出し
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イメージセンサー

評価システムハードウェア

256×256撮像素子駆動信号用FPGA
制御処理用FPGA

電源関係

A/D変換部
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イメージセンサー

センサー実車評価システム

カメラ部

赤外LED 全体像 スペック

消費電力

– カメラ部：３Ｗ以下

– ＬＥＤ部：３Ｗ～１５Ｗ（照射
角度、画像蓄積時間に依存）

大きさ

– カメラ部（レンズ含まず）

W80×H80×D55

– ＬＥＤ部（１モジュール）

W25×H80×D50

レンズはCマウントで交換可能
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イメージセンサー SENS2評価

ゲートのスイッチングによる飽和対策と
変調光成分抽出（ＬＥＤ直接光、５ＭＨｚ）

飽和対策を行った場合
（変調信号成分のみを抽出）

飽和対策を行わない場合
（サチュレーションによる白とび発生）

変調光の位相成分の取得を確認変調光の位相成分の取得を確認
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イメージセンサー

通常画像の取得と、ゲートのスイッチングによる背景光の除去

背景光の除去を行った場合通常画像
（背景光の除去を行わない場合）

背景光の除去を確認背景光の除去を確認
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対象物の位置関係 TOFカメラ付近から見た対象物

TOFカメラ植物(近)
約1.5m

植物(遠)
約3.0m 植物(近)

約1.5m
植物(遠)
約3.0m

撮影範囲

イメージセンサー

距離計測結果
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通常画像 距離画像

植物(近)
約1.5m

植物(遠)
約3.0m

植物(近)
約1.5m

植物(遠)
約3.0m

＊近い物体は暗く、遠い物体は明るく表示

イメージセンサー

距離計測結果
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イメージセンサー

距離計測結果
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イメージセンサー （2007年度進捗） SENS2評価

多元通信結果
（昨年12月の弊社技術展デモ）

リモコン
（変調光源）

リモコンＩＤとボタンＩＤ
を受信
リモコンの距離を表示

画像取得と多元通信を同時に実現画像取得と多元通信を同時に実現

変調光の位相に情報を
埋め込み送信

↓
カメラ内部で変調光源の
みを抽出

↓
リモコンを抽出し、情報
をデコード
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熱的効果(低熱抵抗化)

LED素子内の熱抵抗対策 → ジャンクションダウン化

LED素子-PKG間の熱抵抗対策 → 共晶化

熱的効果(低熱抵抗化)

LED素子内の熱抵抗対策 → ジャンクションダウン化

LED素子-PKG間の熱抵抗対策 → 共晶化

赤外LED 結果報告

高放熱、高排熱化（パッケージ、実装プロセス）

Agペースト

熱源熱源熱源

排熱小

伝熱抵抗大

排熱抵抗大

【現行品】
（JU素子+Agﾍﾟｰｽﾄ接合）

【開発品手法】
（JD-素子+ロー材共晶接合）

排熱抵抗小

伝熱抵抗小

ロー材共晶

熱源熱源熱源

排熱大
熱伝導率良

AlN
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光マネージメント

光取り出し向上 → 反射ミラー内蔵素子

光マネージメント

光取り出し向上 → 反射ミラー内蔵素子

赤外LED 結果報告

高光取り出し効率化（LED素子）

【現状品】

ロー材共晶層

複合ﾊﾞﾘｱ層

ｵｰﾐｯｸ領域 反射領域

発光層

ｵｰﾐｯｸ領域

発光層

【開発品】

Agペースト
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今期迄の開発要点

高放熱パッケージ

大電流型デバイスの構造

今期迄の開発要点

高放熱パッケージ

大電流型デバイスの構造

赤外LED 結果報告

開発実施事項
実施開発要件

高放熱パッケージ

– 材料選定

– 製法（パッケージ）、層構成検討

– 光学設計

ジャンクションダウン型共晶対応高出力LED素子

– Junctionダウン構造とプロセス

– 内蔵反射ミラー

– 共晶ロー材一体型複合電極

プロトタイプLED試作及び初期特性評価

– 光学的特性

– 熱的特性

商品性向上のための新デバイス開発

外形寸法
4.57×3.0×1.0 mm

発光部サイズ
2.25×1.39 mm
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放熱性能大幅UPで定格電力が5倍放熱性能大幅UPで定格電力が5倍

赤外LED 結果報告

開発LED諸特性（初期特性）

従来大電流型従来大電流型 開発品大電流型開発品大電流型

LED外観

光学性能
全光束(RT,If=250mA)

放熱性能
単体熱抵抗
定格電力（計算値）

(Ta:25℃、Tjmax:100℃)

100mW

55℃/W
1.4W

230mW

10℃/W
7.5W
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LED信頼性評価①

アプリケーション適応性評価

高温連続（85℃）

82%

86%

90%

94%

98%

102%

0 1000 2000 3000
時間

出
力

維
持

率

250mA（Tj111℃）

高温高湿連続（85℃,85％）

82%

86%

90%

94%

98%

102%

0 1000 2000 3000
時間

出
力

維
持

率

250mA(Tj111℃）

300mA(Tj118℃）

350mA（Tj126℃）

常温連続（25℃）

82%

86%

90%

94%

98%

102%

0 1000 2000 3000
時間

出
力

維
持

率

300ｍA（Tj58℃）
350ｍA（Tj66℃）

低温断続（-40℃）

82%

86%

90%

94%

98%

102%

0 1000 2000 3000
時間

出
力

維
持

率

300ｍA（Tj-9℃）

350ｍA（Tj1℃）

熱衝撃（-40℃⇔85℃）

82%

86%

90%

94%

98%

102%

0 1000 2000 3000
ｻｲｸﾙ

出
力

維
持

率

目標値
250mA、2800Hr
Ave.90%以上

目標値
250mA、2800Hr
Ave.90%以上

目標値
250mA、2800Hr
Ave.90%以上

目標値
1000サイクル
Ave.90%以上

目標値
250mA、2800Hr
Ave.90%以上

ゆとりをもってクリアゆとりをもってクリア

信頼性評価信頼性評価
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LED信頼性評価②

単体限界性能評価

短期寿命試験　at 250mA

95.0%

97.0%

99.0%

101.0%

103.0%

105.0%

0 100 200 300 400 500 600

時間

出
力

維
持

率

Tj140℃(Ta=114℃)

Tj150℃(Ta=124℃)

Tj160℃(Ta=134℃)

Tj170℃(Ta=144℃)

過負荷試験でも顕著な温度依存性が見えない。負荷限界は高そう過負荷試験でも顕著な温度依存性が見えない。負荷限界は高そう

長期寿命試験 at 250mA

95.0%

97.0%

99.0%

101.0%

103.0%

105.0%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
時間

出
力

維
持

率

Tj90℃(Ta=64℃)

Tj100℃(Ta=74℃)

Tj110℃(Ta=84℃)

Tj120℃(Ta=94℃)

Tj130℃(Ta=104℃)

LED自身の基本特性(実力値)の把握

正常動作できる温度限界の把握

短期寿命試験

断線等故障モードを想定

目標値

70℃雰囲気100Hrにて

光度維持率90%以上

長期寿命試験

LED自身の光度劣化モードを想定

目標値

25℃雰囲気100Hrにて2800Hrにて

光度維持率90%以上

信頼性評価信頼性評価
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プロジェクトについて

研究開発結果
イメージセンサー

CMOS標準プロセスでPD型のTOF実現し、初段の信号処理と高速読み出しを単一チップ
に搭載することを目指した。

– 結果 ： 目標仕様をほぼ達成

– 今後 ： 性能向上と信頼性の確認

カメラシステム

通常画像取得

– 通常画像は良好に得られることを確認

距離計測

– 赤外線の届く距離と反射光の強度から、現状の計測距離は１５ｍ程度

– 最小距離分解能は１０ｃｍ程度（計測距離１ｍの時は分解能１ｃｍ）

多元通信

– 変調光の位相差を用いた多元通信の確認

今後の課題

– アプリに合わせた、小型化、機能の最適化（画像取得、距離計測、通信）

– 距離計測の精度向上（光源、蓄積時間、画角の最適化）

赤外LED

ジャンクションダウン及び共晶結合による高放熱化の成功

反射層を用いることによる光取出効率の向上

熱衝撃試験、高温高湿試験も目標値クリア
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事業化に向け、得意先と仕様の

詳細を検討中

事業化に向け、得意先と仕様の

詳細を検討中

まとめ

進捗

ほぼ計画通り研究完了

競合他社

現状、競合相手は無し

新市場創出

ターゲットは自動車、ロボット、セキュリティ

今後新たな市場を開拓していく

今後の課題

セットメーカーが要求する目標仕様ヒアリング中

レンズ及びパッケージに関する技術調査中
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ご清聴ありがとうございました
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