THE CCD IMAGE｀ SENSOR
INTRODUCTION
広 い意味に於て、電荷結合素子 (Charge― oOupled Devicel C C D)イ メージセ ンサーは
光学的なイメージを電子的な出力に変換するアナログの集積回路、言い替 えれ ま、電子的
なイメージ・ビックア ップ ・システムに於 ける電気光学 インターフェイスであると言える
で しょう。

CCDは 電気光学の部品の中でも、最も速 く進歩した物の‐つです。 多くの半導体部
品と同様に、研究所の中の概念からの進化 (1970年 )は 、消費者製品 と最新式のプロ
の装備の両方に対する広い範囲の応用への可能性によつて支えられて、非常に速 いもので
した。

CCDの 成功の多 くは、それ等が概念的に非常 に簡単であり、MOS(金 属酸化膜半導
体 )の 集積回路の形態を持つという事実にあります。 実際、それ等の集積化の性質から
次の様な特徴がよく知 られています : 限り無い寿命、低 いパ ワーの ドレイン、小型化、
イメージの焼付けに対 して強 くてそれが残らないと云 う性質、等 々。
それ等に加え、更に次の固有な特性を挙げることが出来 ます :正 確なフィール ド・ レジ
ス トレイシ ョンの非連続な素子 (画 素 )に よるイメージ解析、低いインピーダンスで取 り
出されるサンプリングされた出力信号、 …・
この短い手引では、 CCDの 基礎 とその電気光学的な特性に就 いて紹介すると共に、こ
の素晴らしいデバ イスで仕事をす る機会を持つことになる技術者の皆さんにその背景 とな
る情報を提供致 します。

この文献はフランスの トムソンCSF社 が編集 した英語版をクロニクス株式会社が 日本
‐

語に翻訳 したものです 。

responsivity"(辞 書にない言葉)は 「感度」と訳 し、 Ⅱ.1.1で 使
われていた sensitivity"は こちらの方が、
本来「感度」と訳すべ きですが、
その内容
「量子効率」としています 。
から

訳注 本文 Ⅱ.1の
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第 I部 基本的な CCDの 理論

￨

以下の議論では、 CCDは 水を使つたシステムに非常によく似たや り方で電荷を扱 つて
いる、つ まり、電荷の塊りはあたかも一連のノヽ
ケツに蓄えられてそれらの間で転送 される
液体のようなもの と見なすことが出来る、と考えると役 に立つでしょう。

I.1

イメージセ ンサーはどの様にして働 くのか ?

CCDィ メージセンサーは 4つ のステップを次 々と経て作動 します。
￨

― 露光の段階で

a)入 射の照明をそれに比例する量の電荷 (フ ォ ト電荷 )に 変換 します。 これは、
直線に沿って並べ られた配列 (リ ニア・ア レイ)ま たは 2次 元のマ トリックスに並ベ
られた配列 (エ リア・アレイ)に 配置されたフォト素子で行なわれます。

b)各 々のフォト素子からの光電荷を、それに伴うMOSキ ャパシター (ポ テンシャ
ル井戸 )の 中に蓄 えます。

CCDイ メージセ ンサー

水を使 つた対比
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図 1 水を使った対比
露光の期間 の後に
c)集 積 したフォ ト電荷の塊りをMOSキ ヤパシターに沿って継統的 に読みだしステ
ージに転送 します。 (こ こでは、CCDは アナログのシフ トレジスターの役割を果
たします。)

締 締 紆
水を使った対1ヒ

図2

MOSキ

￨

ャノ｀シターに沿つた電荷の転送

d)読 みだしの段階で、到着した各 々の光電子の塊 りはそれに比例する電圧信号に変
換され ます。 それにサンプ リングと増幅を行い、低いインピーダンス出力の映像信
号を取 り出します。 '
水 の蛇 口
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読みだしステージでの電荷か ら電圧への変換

このように、 CCDイ メージセンサーは光学的イメージ、即ち空間的 に分布している光
を時間的に分布している電圧信号にを変換する「プラックボックス」と考えることが出来
ます。
vnp
、
ハ、

光 子 か ら電荷
へ の変 換 と
電 荷 の 蓄積

電荷の転送

Φl Φ2

図4

Vas

リエアCCDの 理論的な機能のプ ロック・ダィャグラム

Vos

どのようにして行なわれるのかを説明 しましょう。 こ
それでは、これ等のステッフ功ゞ
こでは、 2層 のポ リシ リコン・ゲー トを持つ n― MoS埋 め込みチヤネルを使用 しているC
CDイ メージセンサーを通 して説明 しますが、このプ ロセスは トムソンーCSFが 採用 して
優秀な性能特性を得 ているものです (表 1に 詳細 )。

1.2

光か ら電荷への変換 と電荷の蓄積

CCDイ メージセ ンサーの入力は、光から電荷への変換を行な う感光性素子即ち画素の

ア レイか らなっています。 これにはフォ トダイオー ドやフォ トMOSの 素子が使われ (
図 5を 参照の事 )、 1本 のラインに沿 ったものや 2次元の行列に並べ られたものが ありま
す。
光子がシ リコンに入 ってくると、電子 空孔対が生成されます。 電子はダイオー ドや
MOS構 造で作 られた空乏層の中に集められますが、空孔はシリコン基板の中で再結合 し
ます。
フォ ト素子構造 : フォ トダイオー ドとフォ トMOS
フォ トダイオー ド構造ではP型 基板の中にN・ 領域がインプラン トされてP― Nダ イオー
ドを形成 します。 このダイオー ドにはその上に位置するポリシ リコンゲー トによつて逆
ノヽイアスを掛けて空間電荷層を作ることが出来 ますが、そこで光電子が空孔から分離され

I.2.1

ます。 そして光電子はN・ 層で蓄積 されます。
フォ トMOS構 造では、空間電荷領域は薄 い酸化物層の上に位置するポ リシリコンゲー
トによって作 られ ます。 電子 空孔分離の後 に電荷蓄積が反転層で行なわれます。

ポ テ ン シ ャル・ ダ イヤグ ラム

フォ トダ イオ ー ド

空 間電 荷層
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¨
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(ボ テンシヤルの

井戸 )

フ ォ トMOS

井戸)
図5

シ リコ ンを使 つた光の検 出

フォ トMOS構 造は色々なゲー トに印加されるクロック電圧に依っては光電子 を蓄積し
たり、そしてまた電荷を転送するのにも使われます。 沢山並んでいるゲー トに対する電
圧の掛け方で基板の中に局所的なポテンシャルの勾配を作 り、ポテンシャル井戸を形成し
ます。
図 5は ポテンシャルの井戸を象徴的に示 したものであり、電荷が蓄えられている領域を
1次 元のポテンシャルで表わ してぃます。 矢印はポテンシャルの増加する方向 を示 しま
す。 斜線の部分は、ポテンシャルの井戸の中での電荷の存在を示 します。

I.2.2

埋込チャネルと表面チャネルMOSの 構造

図 6に 示めされているように、埋込チャネルMOS構 造1測 変化物界面の直 ぐ近 くに、基
枢 (通 常はP型 )に 対 して反対に ドープ された薄い層 (通 常はN型 )を 持っています。
その結果、バ イアスの掛かっているゲー トの下のポテンシャル勾配はN層 で最大に達 し、

P型 基板で OVに 落ちて行 きます。 従つて、光電子にとっての最も低いエネルギー状態
(ポ テンシャルの井戸の底 )は N層 の中にあり、故に基板表面の下に埋め込 まれています。
ニー ト

ヾ翠綴
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チ ャネル

笙

N型 シ リコ ン
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表 面 チ ャ ネル

P型 シ リ コ ン
シ リ コ ン中 の ポ テ ン シ ャル・ プ ロ フ ィ ー ル

10V
∨

ボ テ ン シ ャル の井 戸

図6 埋め込みチャネルと表面チャネルの構造
それと対照的に、表面チャネルMOS構 造には一様に ドープ された基板が あります。
従 ってゲー トにバ イアスをかけられると欠損領域が酸化物層の下に形成 され、酸化物 と基
板の界面の光電子が最も低 いエネルギー状態に置かれます。 これは、光電荷がシリコン
ー誘電体の界面に晒されている
事を意味しますが、これは雑音を引き起こして電荷転送効率
の悪化をもたらします。
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表 1 埋込チャネルと表面チャネル構造の相対的な特性。
特

性

表 面 チ ャ ネル

埋 込 チ ャネル

高 い転送効率

●

高 い作 動 周 波 数

●

低 い固有雑音

●

電 荷 を扱 う大 き い能 力
る与 えられたク ロック電圧 に対 して)

●

(あ

トムソンーCSFの デバ イスは上に指摘 した全部の利点を得るために埋め込みチヤネル技
術で作られています。

I.3

電荷転送動作
電荷転送は最後の出カステージヘ素子のア レイに沿 ってフォ ト電荷の塊 りを移動させて
行 く動作です。 その動作は、光電子を 1つ の素子か らその隣へ と運ぶのに必要な様 々な
クロックで決まります。
ここで私達は 2相 並びに4相 転送動作に就 いて述べ ます。 両方とも、 トムソンーCSF
のイメージセンサーで使われ、それぞれの特性を持っています。

I.3.1 2相 動作
図 7は 、次々と並んでいる電極と、 3つ の時間 A、 B、 Cに 於けるクロック配位によつ
そこには
て隣合った2っ のステージに対 して生 じるポテンシヤルの井戸を示 します。
Silと Si2と 表わされた 2つ の レベルのゲー トが あります。 近接 した 2っ の レベル
のゲー ト (Silと Si2)は 交互 に並ぶ 2っ のペアとして各々、駆動 クロックΦlと Φ2
に接続きれてお り、基板中に適当に繰 り返すポテ ンシヤルの井戸を作 りだします。 ポテ
ンシャル分布を変更するためのN層 が Si2ゲ ー トの下に配置されてお り、それで決 まる
単方向転送機構が形成されます。
1つ の CCDス テ ー ジ

Bョ ̲J

■ ̲̲ゴ

C
図7

2相 転送動作
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例えば、時間Aに クロックΦlが OVで クロックΦ2が 正の +Vに あったとすると、ポテ
ンシャル・プロフィールは線 Aで 示されたものになります。
斜線で示された光電荷は
Φ2で 駆動されるSilの 下に来 ます。
時間Bに Φlを +V/2上 げてΦ2を +V/2下 げることにより、ポテ ンシャル ・プロフ
いゞ
ィーノ
線 Bで 示 されるものになり、転送が始 まります。
Φ2の 下にあつた
次にΦlは +Vに そしてΦ2は OVに セッ トされます (ラ インC)。
ポテンシャルの井戸が無 くなると共に、 光電荷はクロックΦlで 作 られるポテンシヤルの
井戸の方に移動します。
ラインAに 始 まるこのサイクルは繰 り返され、 Φlと Φ2ク ロックの配位が新 しく変わる
毎に電荷が 1.5ス テージづつシフ トします。

I.3.2 4相 動作
2相 センサーの場合 と同 じように、 4位 相構造でも交互に繰 り返す Silと Si2ゲ ー
トを使います。 この場合、ゲー トは独立にクロックされます。 ある方向への流れは各
々のゲー トに独立にバ イアスを掛けることにより行なわれ、イオン1換 された層は使われ
ません。 従って、転送の方向は単にクロックのタイミングのシーケンスによってのみ決
1つ の

に

l

CCDス

テ ージ →

:

3

A
B

C
D
И510

図 8 4相 転送動作
まります。 図 8で はある画素か ら次の画素へ と転送がなされる間に次々 と起 こるポテン
シャルの井戸の配位 (A、 B,C,D)が 示 されています。
時間Aに 於て、 2つ の隣合ったゲー ト (こ の例ではΦlと Φ2に クロックされている)に
は同 じバ イアス電圧 +Vが 掛かっており、Φ3と Φ4で クロックされているその次の 2っ の
ゲー トはOVに 保たれ ますので、ポテンシャルの井戸を孤立させる障壁が形成されます。
最初の転送 シーケンス (時 間 B)の 間、Φ3は +Vに クロックされ Φlは OVに セッ トさ
れますが、Φ2と Φ40ま 前の状態に留まります。 01と Φ2の 下に蓄えられていた光電荷は
Φ2と Φ3の 下の新 しい井戸に引っ張 られるので、光電荷は 1つ の電極分だけシフ トします。
次のシーケンス (時 間C)の 間、Φ4は +Vに 上げ らて、Φ2は OVに セ ッ トされ、今回
はΦ3と Φ4ゲ ー トの下の井戸に光電荷が転送 されます。
このシーケンスの繰 り返 しによって、フォ ト電荷は一つの素子から次の素子へ とある方
向に置き換えられます。 一つのステージは近接 した 4つ のゲー トによつて形づ くられる
ているので、サイクルは4っ の基本的な転送で完了します。
2相 センサーと4相 センサーの特性の間の主な違 いは次の表 に与えられています。
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表H

2相 センサーつ と4相 センサーの相対的な禾J点
2

Characteristics

本目

4

電 荷 を 扱 う 高 い能 力

●

高 い ダ イナ ミ ック レン ジ

●

高 い ク ロ ック周 波 数

●

駆動回路の簡単 さ

●

双 方 向 へ の転 送 が可能 か どうか

注

相

釈

現在のところ20MHzま で

4相 センサーに対 しては
シーケンサー ICが あります
●

I.4

読みだしステージ
電荷が読みだしステージに着 くと、それに比例する電圧 レベルに変換されます。 この
変換は出カゲー トに隣接した読みだしダイオー ドVos(DCバ イアス)に よつて行なわれ
ます。 読みだし終了後、電荷はMOSト ランジスターを経て リセ ッ トダイオー ドで排出
されます (図 9).
読みだしシーケンスは連続する次の 3つ のステップに分けられます (図 に示されている
Φ3と Φ4は 転送の最後のステージのものです。 例では、転送 ステージは 4相 の場合のも
のです。):
イオー ドリセッ ト ー リセッ トクロック(OR)が ハイにセ ッ トされてリセ ッ トM
OSト ランジスターをスイッチ・オンし、読みだしダイー ドが リセッ ト・ ダイオー ド電圧
(V DR)に セッ トします。 このステージで、読みだしダイオー ド中の電荷 (そ の前の映

a)ダ

像信号に対応 )は リセ ッ トMOSト ランジスターを通 じて流れ、 リセッ トダイオー ドによ
って排出されます。

と 上上 ← 上
シ リコ ン

読 み だ しダ イオ ー ド

∨DR

リセ ツ トダ イオ ー ド

ポ テ ン シ ャル の 井戸

図 9a

ダィオー ドリセッ ト
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b)浮

Φ3

LL」

Ｒ 上
Φ

遊ダイオー ド ー ΦRは 低 い レベル に戻 ります。 そして、読みだ しダイオー ド
は高いインピーダ ンス状態 に孤立 され ます。 しか しなが ら、 リセッ トMOSに よる寄生
的な カップ リング により、ΦRIゞ ハ イか らロウヘ移行すると、読みだ しダイオー ドの電圧 レ
ベ ルが多少 下が ります。
Φ4

￨￢

￨

読みだ しダ イオ ー ド

図 9b

C)電

リセ ッ トダ イオ ー ド

浮遊ダイオー ド

荷の検出
ここで、浮遊ダイオー ドに電荷を送 り込む ために最終ステージの転送 クロックはOVに
戻 ります。 (V6Sは 必要な電圧の傾 きを保持する為に、恒常的にバイアスがかけられて
います。)そ して、ダィオー ド電圧が、
△V slg

= △Qで

L̲

セ

だけ、減少 します。 ここで Ctは 逆バイアスが掛かっているダイオー ドのキャパシタンス
であり、VSigは 電荷の到着の前後の電位差、即ち誘起された信号電圧です。

VGS
シ リ コン

￢

￨「

￨￢

￨

込V

SgnJΦR I VDR
I

↑

読み だ しダイオ ー ド

リセ ッ トダィオ ー ド

―

ポ テ ンシャ

図 9C

電荷の検出

この電圧 はアンプ (こ れをサ ンプル ・ホール ド回路 につなが ることも出来 ます )に フィ
ー ドされ、その後セ ンサー出力に達 します (図 10を 参照の事 )
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∨
Sig
Os = G△ ∨

=―

ti x∠

ゝ
Q Sig

G=ァ ンフ・のゲイ ン

図 10a

・
出カアンフ

Φ4

ΦR
浮遊 ダ イオ ー ド

図 10b

出力信号 vs.Φ Tと ΦR
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第 H部 電気光学的な性能
それでは、 CCDイ メージセンサーの性能を決める主なパラメータに就いて眺めてみま
しょう。
H.1 感度 (R)
感度は与えられた照度での出力電圧 (Vos)と それに対応する露光量の比であり、次の
2つ のパラメータの関数です
・ フォ ト素子の量子効率
・ 電荷か ら電圧への変換
:

H.1.1量 子効率 (S)
Sは ある与えられた露光で作 られる光電荷の数を表わします。 量子効率は次の比 とし
て定義されます。
集め られた光電荷の数
画素に入射 した光子の数
このパラメータは以下のものに依存 します。
― 画素の開口

=饒

― フォ トサイ トの構造 (主 として、フォ トMOSで あるかフォ トダイオー ドであるか )
― 基板構造 (主 として光学的に能動的な層の厚 さ)
″1え ば、他の条件は同じとして、青色の波長の照明ではフォ トMOS構 造はフォ トダイ
オー ド構造よりも敏感ではありません。 しか しなが ら、 100%の 開日のフォ トMOS

画素は 20%の 開国のフォ トダイオー ド画素 と同様な量子効率 を持つことが 出来 ます。
電荷をクーロン (Cb)で 表わし、入1寸 の光子のエネルギーをジュール (」 )単 位て表
わすと、Sは Cb/」 かA/Wで 表わされます。

Q=電 荷 :E=エ ネルギー、
Q = I,△ t = I
E
P,△ t
P
P=パ ヮ̲ ;t=時 間
トムソンーCSFの CCDイ メージセンサーでは、その開口比はただ単に素子にブルーミ
,

ング防止デバ イスが 付いているかどうかに依存 します。 (H
― ブルーミング防止な しのセンサー :開 口 = 100%
― ブルーミング防止つ きのセンサー :開 口 〜 70%

13節 を参照の事 )

H.1.2

電荷か ら電圧への変換
電荷か ら電圧べ の変換読みだしダイオー ドによつて行なわれます。ここで、
Qt=検 出される電荷の値
Ct=検 出キャノ｀シタンス

とすると、 その結果ダイオー ドに現われる電圧はVL=Qt/Ctと な ります。
´０

この電J王 をゲインGの 出カアンプに印加すると最終的な映像映像出力信号 として

Vos=GVL=G+
がf尋 られます。
出力の変換ファクターは、

K=Y壺
QL

―■

CL

で定義されます。
Kは 通常、電子の電荷 qを 使ってμV/e

K=q≦

で 表わされます。

この場合には、

二

です。
出カアンプはMOSの ソースフォロワで作 られており、その電圧ゲインGは 典型的には
0.7で す。 CLの 典型的な値は 0.08pFで あり、Kフ ァクターは 1.4μ V/e と
な ります。

H.2

分光感度
感度は照明源の波長の関数であり、それをプ ロッ トしたものが分光感度曲線 (図 11)
です。 分光感度はフォ ト素子の構造 (フ ォ トダイオー ドであるかフォ トMOSで あるか )
と使われているシ リコン基板の型に依存します。

フ ォ トダ イ オ ー ド
a

買懺
貫軍

500

600

700

800

900

1

波長 (nm)
図

11

以下のもの に対す る、典型的な分光感度
a)フ オ トダイオー ド
b)フ オ トMOS
c)人 間のBFx〈 参考 のため )

17

二つの構造の相対的な電気光学的特性が表Шにまとめてあります。
表皿
特

フ ォ トMOS素

子 と フ ォ トダ イ オ ー ド素 子 の 比 較
フ ォ ト素 子 の 構 造

性

フ ォ トM・ OS

フ ォ トダ イ オ ー ド
可 視 光 ス ベ ク トル に
於 け る平 均 的
な量子効率 η
分光感度
(図 11を 参照 の事 )

60%
一様 青の領域では
ウ芽卜MOSよ り高い
(■

蓄積容量
イメー ジ残 像

=50%で

450 nm)

小 さし

有 り (バ イアス電荷で減少させ
ることが出来る)

300/o

青の領域では不ull
であり、小さい
(■

=20%で
良

450 nm)

好

無 し

分光感度曲線 (図 11)を 見て分かるように、 2つ のフォト素子構造の平均的な量子効
ペ
率の差は 700nm以 下の波長で顕著です。 それ以上、 1100nmま での近赤外ス
ク トルに於ては両者の応答 は同じように良いものを示 します。
光子は感光性のシ リコンに到達す る前にポ リシリコンの電極を横切らなければ ならず、
又その平均自由行程は波長 と共 に減少するので、フォ トMOSの 分光感度は青い領域に向
かつてila少 をします。 この現象はデノヽイス技術 と裏面照射で克服する事が可能です。
フォ トダイオー ドの蓄積容量は空間電荷が広がっている御陰で比較的低 くなっています。

フォ ト感度不均一性 (PRNU)
種 々の層の厚さや画素のジオメ トリが局所的な変動をすることにより感光区域 に沿つた
量子効率 に変動が生 じます。 その結果、一様な照明に対 しても、電荷信号は一つ一つの
画素で違 って来ますので、所謂フォ ト感度不均一性と云うものがあります。
PRNUは 波長 と基板構造に依存 します。 特に近赤外線の光はシリコン中により深 く
入 り込むので基板の不均一性の影響が大きく現われます。

H.3

H.4

飽和電圧 (Vs^T)

Vs"は センサーカ号￨き 渡すことの出来る最大出力信号電圧です。 それは感度 と同 じ変
換パ ラメータに依存 します。 これの最大電圧は以下の要素の何れにも制約 されます。
18

→野債有ヒ
カ
フォ ト素子の中に蓄積する事の出来るフォ ト電荷の最大量は、広 〈相互に依存する多く
の要素に影響されます。
フォ ト素子の蓄積容量は次のもので増加 します
・ フォ ト素子や転送 レジスター寸法の増加
・ 2相 の代わりに 4相 設計の使用
・ 埋め込みチヤネルの代わりに表面チャネル技術を使用
・ クロック電圧の増加
・ フォ トダイオー ドの代わりにフォ トMOS構 造の使用
― 出カダイオー ドの面積で決 まる出カダイオー ド・キャノ｀シタンス
ー リセッ ト電圧。 低い電圧は出カダイオー ドの電荷取扱能力に制限を加えることになり
:

ます。
一 出カアンプのクリッピング

H.5

直線性

CCDイ メージセンサーでは、出力信号は露光量に直接に比″1し ます
クター=1)。

(ガ ンマー ・ファ

しかしなが らこの直線性は次の 2次 的な効果で制限され得 ます

― 読みだしキヤパシタンスの非直線性 (そ の一部は、電圧 に依存する空乏層 キャパシタン
スに起因するものです )
― 出カアンプの非直線性。 これは、MOSト ランジスターヘのパルク効果に起因します。
常に低 い信号値ではフ
2次 的な効果によって生 じる非直線性の値は 1%以 下です。 リト
ォ トサイ ト残像の結果 として、非直線性が増加 し得ます。
飽和 に近付 くと、直線性は急速に悪化 します。

(H.12節 を参照の事

)

H.6 電荷転送効率 (Charge Transfer Efficiencyi C T E)
CTEは 一つのステージか ら次のステージに転送 され る電荷のフヾ―セ ンテイジを示 しま
す。 CTEは 駆動 クロック周波数が増力け ると減少 しますが 、埋込チ ヤネル転送では 2
0MHz以 上でも効率 は可成 りよい ままに留 まります
可能な最大 クロック周波数はゲー ト長 に逆比例するので、それはゲー ト長が増加す るに
これは、 CTEは 最大動 作周波数 とゲー ト長 の兼ね合 いによ

つれてやは り減少 します。

ることを意味 します (一 部は、 これにより画素 ビッチが決 まります )。
Nス テージを経 た後の転送 された電荷のパーセ ンテイジは

(CTE)N=(1‑ε

)N〜 1̲Nε

とな りますが 、こ こで εは一つのステージあ た りの電荷非転送効率 (転送 損失 )で す。

CTEは コ ン トラス ト転送関数 (Contrast

Transfer Function;CTF)の 制限 に寄与

するので 、最後の画素 の解像度 は最 初の画素の ものよ り低 くな っています。
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II.7 暗信号

(V DS)

VDSは シ リコンの中で、熱運動の為に袈つ かの電子が伝導帯 に飛び出し、それがポテン
シャルの井戸に トラップされて信号となるものです。 この熱的電荷の数は時間 に比例し、
温度に強 く依存 します。 暗信号は温度が 8か ら 10° C上 昇する毎に、 2倍 にな ります (
‑25° C以 上では )。
、
この様にセンサーの作動温度を最小化する事が重要であり、より多くの熱的電荷が あれ
ば信号電荷の余地が一層少な くなると云う事に気を付けなければな りません。 熱的電荷
はフォ ト素子の中で作 られるだけでな く、転送のステージに於ても作られ ます。
特に読みだし時間が長くかかる場合には、最初の画素の読み出しに比べ最後の画素の読
み出 しでは熱的電荷の数が顕著 に上昇しています。

H.8 雑音ソース
色 々な雑音ソースによる典型的な値が表Ⅳに与えてあります。
H.8.1

光子雑音
この雑音は光が粒子の性質を持っていると云 うことに起因す るものであり、それによつ
て (Ns)1/2の 大きさのシヨツ ト雑音が生じます。 ここで、Nsは 1つ の画素中の電子の
数です。低い照明 レベルに於てはこの光子雑音が主な雑音 ソースとなります。

H.8.2

時間的な雑音
画素信号の雑音の時間的な変動として定義 される時間的な雑音は一般にその実効f直
MSf直 ;RMS=2乗 平均平方根 )で 与えられます。

(R

時間的な雑音 に主 として寄与するものは、
一 リセ ッ ト雑音。 ダイオー ドを基準電位にまで充電 している時に生 じます。
その実効値は、
ポル ト単位で

(kT/CL)1″ 、実効雑音電子数で (kToCt)1/2/q

で与えられます6 ここで、
k=ボ ルツマン定数

T=栞 到 激
Ct=読 みだしキヤパシタンス
q=電 子の電荷
です。 例えば室温 (300K)に 於て、実効雑音電子数で表わしたリセッ ト雑音
2と なりま
す。
は、 CLを ピコファラッド単位で取れば、 400(Ct)1ン
― ジョンソン(熱 )雑 音と 1/fMOSト ランジスター雑音を含んだアンフ雌 音
これ等以外にも、次のものが寄与します。
―暗f言 号 レベル。 暗電流は光子放出と同様なランダムな過程です。 その実効雑音への
寄与は (NO)1/2で 与えられますが、ここでNOは 暗電流に対応する電子の数です。
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｀

―転送雑音。 これは転送効率 と関係するものであり、
が 、ここで

(ε

lNlNs)1ノ 2で 与えられ ます

N=ス テージの数
ε =一 つのステージあたりの電荷非転送効率 (H.6節 を参照の事
Ns=転 送された電荷

)

です。

H.8.3

固定パ ターン雑音
この用語には映像信号に於ける空間的な変動によつてもたらされる、時間に依存 しない
総ての雑音の寄与が含 まれています。 それには 2つ の起源があります。
―最初のものは基板の不均一性による暗信号の不均一性か ら来るものです。 この様なス
パ イクに対する主要な理由の 1つ は局所的な結晶欠陥 です。 この事は、このパラメータ
を最小化するには、質の高い基板を使用 し、アニー リング過程を最適化す るすることの重
要性を明 らかに示 しています。 暗信号不均一性 (dark signal non― unifoHllityl D S NU)
の内のこの成分は平均的暗信号 と同 じ変動値則を有しているので、検出性能 に対する主な
制限 となります。
一第二のソースには温度 。照明 。時間に独立な不均一性を含むものです。 その起源はク
ロック、電源からの干渉による偽 トランジェン ト、その他の外部ソースがあ ります。

H.8.4

バ イアス電荷が もたらす雑音
えられるな らば (フ ォ トダイオー ドからレジスターヘ
もしも電気的なバ イアス電荷力功口
の転送効率を改善するためにある種のデバイスではこれが推奨されているのですが )、 リ
セ ッ ト雑音 と同じ性質で大 きさが 400(C!N)レ 2で 与えられる入力雑音をもたらします。
ここに、 C:Nは pF単 位での入カキャパシタンスです。
もしもバイアス電荷がフォ トサィ トの照明によつて生成されるな らば、光子雑音 と同じ
型で (Nel∩ s)1ン 2の ショッ ト雑音をもたらします。 ここでN8inSは ノ｀イアス電荷の数で
通常の作動条件に於ける埋め込みチヤネルヘの実効時間的雑音か らの寄与の典型
す。
的な値が表Ⅳに掲げてあります。
表Ⅳ 時 間的 雑音 の典 型 的 な値
雑音ソース

1

変動値則

光子雑音

Vπ

リ セ ッ ト雑 音

400v6;

ア ン プ 雑 音 (1/f MOS
トラ ンジスター雑音は除外 )

V猛

1000
100
110

100‑200
20

暗電流

バイアス電荷

lE

(実 効雑 音電 子数 )

電気的な入力の場合
フォ トサイ ト
ヘ入れる場合

400\,[crN
′
∨ NBIAS

120

件

Ns=106(1)

Ns=104

CL=0 08 pF

BW=l MHz
VDS=05 mV
K=14μ V/e―
CIN=0 1pF

NBIAS=5105
９０

(1):典 型的な フルの井戸容量はNs=1か ら2X10。 電子に対応 します。

条

H.9

ダイナミックレンジ
ダイナミックレンジは飽和電圧の実効時間的雑音に対する比 として定義されま
す。 ダ
場合や、各々の画素に対 し
(落 層ふ層ζttr?墨 8翁 試1雲 :塁 営 [ガ 蚕肇議扇1:Fい

H.10

解像度 とコン トラス ト転送関数 (CTF)
空間的な解像度 とはシーンの中で非常に近接 しているものを識別する、フォ トセンサー
の能力を表わすものです。 それは、増加する空間的密度で等距離 にある自黒の縞のペア
(テ レビのテス トチャー トのような )ノ ｀
ターンに対するフォ トセンサーの感度で測 られま
す。
そのようなパ ターンを正 しく再生する際の上限は、画素の空間的な密度即ち FN= 1

/2dで 定義されるナイクィス ト(Nyquist)周 波数です。

ここで、 dは 画素のビッチで
であり、係数の 2は 少なくとも 2っ の画素が縞のペアをサンプ リングするのに必要である、
と云 う事か ら来ます。
空間的密度がゼロで、パ ターン無 しに自黒の レベル差か ら得られる 100%コ ン トラス
トか ら始め、パターンの空間的密度が増すとともにこのコン トラス ト値が増加します。

縦座標の大 きさ力1ゼ ロ密度コン トラス トに対するパーセンテイジを表わし、横座標の大き
さが相対的な空間的密度 F/FNを 表わすコン トラス ト曲線により、コン トラス ト転送関数
(CTF)が 定義されます。
空間的な解像度はまたCTFと 同 じ様にして得られる変調転送関数 (MTF)で 表わさ
れ ますが、後者では自黒の直線の縞の代わりにソース強度が正弦波的に空間的変調するも
のが使われ ます。
空間的密度が FN限 界に近付くにつれ、幾分かでも速やかにCTFが 減少する事に影響す
る要素としては次のものがあります
¨幾何学的にフォ ト
素子を限定するもの :ビ ッチと開口比
:

e―

ク ロ ス トー ク無 し

図
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画素の間のクロス トー ク

つ４

―キャリヤ拡散の劣化

(ク ロス トーク):ポ テンシヤルの井戸の間の分離が 不完全な場合
には、ある画素に作 られた電子の幾つかは近隣の画素に拡散します。 長波長の光子はシ
リコンのより深 いところで吸収されるのでこの影響が より増大します。
この劣化もまたフォ トサィ ト間の分離の型と基板構造に依存 します。

一非転送効率 :埋 め込みチヤネル・デバ イスではその高いCTE値 のためこの要素は小さ
なものとなってお ります。
ナイクィス ト周波数 (FN)で の典型的な CTF値 は、レンズによる劣化を除外 して、た

50%か ら70%に な ります。

H.11

最大出カデータ率
゜
出力周波数はアンフ帯域幅や内部論理回路のスピー ド性能の何れからも制限を受けます。
一般的には、転送 レジスターは最大出力周波数に制限を加えるものではありません。

H.12

残像
これは、転送動作終 了後にもフォ ト素子に残っている残存フォ ト電荷が 引 き起 こすイメ
ージ・ トレイ リング効果です。 フォ トダイオー ド素子を持 っているセンサーの場合にの
み、残像は顕著にな ります。

照度 (E)
IE)

光の信号

時間
振幅 (∨ )

l辰 1日 (∨ )

残 像 が無 い 場合

最初 の 読 み だ し
2番 目の読み だ し
3番 目の読 み だ し

セ ン サ ー の感 度

丁1
図

13

時間
丁2

光パルスによる残像
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ダイオー ドでは、それに伴 うポテンシャルの井戸 には無限の数の電子が含 まれ ます。
連続 した暗モー ドに於てダイオー ドはヽ そのダイオー ドポテンシヤルが蓄積ゲー トポテン
シャル (Ll)よ りも大 きいある レベ ル (LO)に 固定 されるような熱力学的平 衡に落ち
着 きます (図

14を 参照の事 )。

今、ある露光で或 る量の電荷が生成 されそれが Ql+Q2に 分 かれ ます。 Qlは 読み
だ し レジスターのポテ ンシヤルの井戸 に速やかに転送 され る電荷の量です (こ れはMOS
キ ャパ シターヘ の転送 と同等です。 ) これに対 して、 Q2の 方は熱力学 的平衡への帰還

途 中に転送 され ます。
転送ゲー トが開 いている期間が短か ければ短 い程、熱力学的平衡への帰還 に時間が掛か
り、従って残像の影響が それだけ大 きくな ります。
フォトダイオードのアルミ 'シ ールド

∫
…

図 14

￨

レジスター ゲイト
Φ L

…

リニアCCDの 感光ゾーンとレジスタニ転送

フォ トMOSで は、ポテンシヤルの井戸は有限の数 の電子 (入 射光子や暗電流で生成さ
れたもの )を 含んでお り、これ等総てを近接のポテンシヤルの井戸に転送する事が可能で
す。 電荷転送の良さはCTEで 表わされますが、これは一つの井戸か ら外の井戸ヘ フォ
ト電荷を転送するのに要する時間に依存 します。 転送時間時間が (T ΦP)が 増加する
と残像電荷が減少 します。
残像は、"フ ァッ ト・ゼロ"(電 気的又は光学的バイアス電荷 )を 導入することで減少 さ
せ る事が出来 ます。

H.13

ト ミンク防 止 )
過剰照明対応 (ブ タ
これは飽和 したフォ ト素子の過剰フォ ト電荷が隣接 の素子に流れる込む (ブ ルーミング
の現象 )の を防ぐ能力のことです。
ブルーミンク1ま 通常よく局所化してお り、セッ トされた レンズ開口や露光時間 では順応
出来ないような非常に強い局所的な照明を含むシーンで起 こります。 フォ ト電荷の広が
りはテ レビモニター上では白い染みのように見えます。
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主として 2つ の主要なブルーミング防止機構が使 われています
(a)垂 直機構 (図 15a): 深い所で拡散が起こった場合、余分な電荷を基板の方に
引 き出し、そこで再結合す るようにさせ る事が出来ます。
:

P

N

VSAと
ダイナミック

VR

基板
シ リコン中でのポテンシヤル・プロフイール

図 15a

垂直のブルーミング防止機構

15b):ダ

イオー ド (ブ ルーミンク防 止ダイオー ド)が 各 々のフ
ォ トサイ トにインプラン トされており、ポテンシヤルの井戸とは制御ゲー トで隔てられて
・
います。 このゲー トに掛けられるバ イアスは、フオ ト電荷 とフルーミング防止ダイオー

(b)水 平機構

(図

ドの間のポテンシヤル障壁が近隣の井戸の間のポテンシヤルの井戸よりも低 くなる様に調
節され、その結果総 ての過剰電荷はこれに流れ込みます。 従 つて、プルーミング防止の
制御ゲー トのバイアスが飽和 レベルを決めます。
ー
近赤外での感度を下げないので、 トムソン CSFは この解を堺用 し率した。
ブルーミング防止の制御グリッ ド

1転 送ゲー

ト

ブルー ミンク防 止ダイオー ド

図 15b

水平の ブ ルー ミング防止機構
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第Ⅲ部

トムソンーCSFの リエアCCDイ メージセンサー

リエアCCDイ メージセ ンサーは 1本 の線上にフォ ト素子 と電荷転送 シフ トレジスター
が並べ られたもの と一つ (又 は複数個の )出 カアンプから成つています。 それ等は 1本
の線上での分析がなされる固定されたシステム (例 えば、分光学、パーコー ド・ リーダー、
計淑1学 )、 又は 2次 元の分析のどちらにも使われ ます。 後者では、セ ンサーとシーンを
相対的に移動させる事でイメージを沢山の線が並んだ物 として分析するスキャニ ング・シ
ステムが必要 とな ります (例 えば、ファクシミリ 、テ レu映 画システム、工業コントロー
ル、地球の観察、等 々)。

:4P‖

TPr TP: TPr

ポ
H A00
世
υ

奇数番 目のアナ ログ・シフ トレジスター

偶数番目のアナログ・シフトレジスター

゜
図 16オ ン・チッフのマル チプ レキシングを持つ
トムソンーCSFリ ニ ア CCDイ メージセ ンサーの典型的 な機構

IⅡ

.1.1

感光性 ア レイ

フォ ト素子は絶縁体障壁で隔 てられているN型 フォ トダイオー ドで出来て います。 垂
直の開回はアル ミニ ウム・シール ドで決め られています。 最大蓄積能 力を増す 目的て、
MOSキ ャノ｀シターが各 々のフォ トダイオー ドに附属 しております。 MOSゲ ー トがダ
イオー ドに逆バ イアスを掛 け、ポテンシャルの井戸 を作 って電荷を蓄積 します。
ⅡI.1.2 フォ ト素子か らシフ トレジスターヘ の転送
感光性 ア レイに沿 つて交互 に並ぶ素子 (奇 数 と偶数番号で指定 )に はその両領1に CCD
アナログ レジスターが 付 いています。 フォ ト素子か らシフ トレジスターヘ の電荷転送 は
転送ゲー トによって行なわれ ますが、このゲー トは素子 とシフ トレジスターの間 に可変の
ポテ ンシ ヤルの段差 を作 ります。 フォ トダ イオー ドとシフ トレジスターの間の この障壁
は外部の クロック信号 (転 送 クロックΦP)で おJ御 され ますが、 これが露光期間を決め ます。
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イメージ露光の間 (蓄 積期間 )、 フォ トダイオー ドはシフ トレジスターか ら孤立 してお
リフォ ト電荷を蓄積するためにノヽ
イアスを掛けられています。
図 17で はフォ トダイオー ドとそのシフ トレジスター・ステージを結び付ける構造の断
OVに セ ッ トされている時には蓄積ゾー ンはシフ トレジス
面図を示 しています。 Φ助 ゞ
ターの下に作 られたポテンシヤルの井戸か らは孤立 しており、転送 は行なわれません。
蓄積期間が終るとΦPは 、 フォ ト素子のポテンシャルの井戸 とシフ トレジスタの井戸を
プ リッジする為の井戸を誘起するような高い電圧 にクロックされます。 点線で示 されて
いるように丼戸が十分深いな らば、フォ ト素子か らシフ トレジスタヘ と電荷力輝f送 されま

Φ

Ｐ

Φ
卜
︲
ゲ
．

ト

ヽ

一
ゲ ー

J

職

フォ トダイオー ドのアルミ・シー

パ輛 ・

す。

レジスターゲイ ト

↓

緻

t

omi

rpt r affiaI\i

0

2
5
10

「ハイ」の時
Φ助 ゞ
のポテンシヤル

15

20

図 17感 光ゾー ンからシフ トレジスタヘの転送の為の
ゲー ト構造とポテ ンシヤル・プロフイール
この条件を満足させ る為に、シフ トレジスタは埋め込みチヤネル構造を持 つており、そ
のゲー ト (Φ Tで クロックされる )へ の例えば 12Vの バイアスが約 20Vの 深さの井戸
イアス電圧に対 しより小 さく
を誘起するようにします。 ΦPの 下の基板 には、等 しいノ｀
なっているようなポテンシヤル井戸をもつ表面チャネル構造が あります。 フォ ト素子に
はより低いパ イアスが掛けられ ます。
Ш.1.3 シフ トレジスターに沿っての電荷移動
一旦フォ トダイオー ドか らフォ ト電荷が無 くな リシフ トレジスタの中にロー ドされると、
フォ トダィオー ドのア レイは新 しいフォ ト電荷の塊 りを蓄積出来る状態 にな り、ロー ドさ
れたフォ ト電荷の方はシフ トレジスタに沿つて次々と転送 されて行 きます。 2相 転送の
場合も同 じですが、 転送 クロックの数を 1つ (Φ T)に 抑えるために、殆どのデバイスて
イアス (VT)に セッ トされます。
は 1つ のクロックは一定で中間的なノ｀
2つ のシフ トレジスタの外側にはダ ミーのシフ トレジスタが置かれており、これがメイ
ン・ レジスターを側面の照明による偽電荷か ら守 ります。
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III。

1.4

出カステージ

要求される最大のデータ出力周波数に依存する2つ の基本的なセンサー設計の考え方が
あります。
Ｄ
Ｄ
Ａ

Ｈ
Ｈ
Ｃ
Ｎ Ｅ
Ｉ
Φ

Ｈ Ｒ
Ｎ
︲ Φ

Ｒ Ｔ
Ｘ
Φ Ｅ

V;NH SOECHS

S(tCHn

VDD

Ｂ
Ａ
‰
Ｒ‰
Ｒ
‰Φ
Φ

VH

VDD
'"fr71t:V@# 7

図 18a

>/ + t >/

t) >

r'

中間周波セ ンサーの出力段階

(2MHzま でのデータ出力周波数

)

@SCHR

図 18b

高周波セ ンサーの出力段階

(20MHzま たはそれ以上のデータ
出力周波数 )

中程度の と高いスピー ドのセ ンサーの設計の本質的な違いは、前者では内部マルチプ レ
キシング回路を持っており、奇数番目と偶数番目の素子シフ トレジスタを 1つ のチャネル
に結合させ る所にあります。 この場合、データ率は転送周波数の 2倍 にな ります。 1
0MHzの レンジの周波数域に於てオ ン・チ ップのマルチプ レキシングを行なう事はより
困難になるので、高速のセ ンサーは分離 した出カステージを持っています。
殆どの リニア・ア レイには 2っ の出カアンプステージの間に、オプションのサンプル・
ホール ド機能が付いております。
Ⅲ.2 駆動信号特性
図 19は 通常のモー ド (即 ち、総ての内部クロックを使つて)で のΦPと ΦTの 駆動クロ
ックと出力信号のタイミング・ダイヤグラムです。 蓄積期間は連続する2つ のΦPパ ルス
の立ち下が りで決 まります。 従 つてこれがシフ トレジスタをΦTク ロックでクロック・
アウ トする最大の時間です。 合まれるステージの実際の数はフォ ト素子の数に、各々の
終端にある幾つかの孤立セル と黒基準素子の数を足し合わせたものです。 (こ れ等はデ
ータシー トに言
己
載されてお ります。)
黒基準素子はシール ドされたフォ ト素子であり、これがフォ トダイオー ド暗信 号電圧を
再現 し、この信号の温度による変化を追 つて行 き、暗雑音に対する修正に使われ ます。
孤立セルは黒基準素子を感光性素子か ら隔てるものです。 もしも使つてみて基準素子の
数が不十分であるな らば、 2っ のΦPパ ルスの間にあるよりももっと多 くのシフ トレジスタ
をクロック・アウ トして空のステージの基準 (雑 音 )レ ベルを読み出す事が 出来 ます。
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図 19

ΦPと ΦTの 駆動クロックと出て来る出力信号のタイミング・ダイヤグラム

HI.2.1 オプションの動作モー ド
(ど れが可能であるかは製品によりますので、セ ンサーのデータ・ シー トを参照 して下さ
い)
― 外部の リセ ッ トクロック入力 (Φ R EXT): これは幾つかの転送期間 (Φ T)に 1回 づ
つ、画素を一緒にまとめるために出カステージを リセッ トする可能性を与 えるものです。
使われているモー ドと周波数に依存 しますが、外部 ΦRを リセッ ト動作の場所 と持続期間
を変えることに使うことも出来 ます。 特に、相関二重サ ンプ リングを行なっている時に

は、これは浮遊ダ イオー ドと信号持続期間を調節する可能性を与えるものです (図
参照の事 )。

Φ

20を

4

浮遊ダイオー ド

″
〜
こ
く

″″

サ

´知

図 20

相関二重サ ンフiリ ング動作のタイミング・ダイヤグラム
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― 内部のサンプル・ホール ド・ クロックの禁止 :こ れはサ ンプ リング されて いない出力信
号を得ることを可能に します (例 えば、外部のサ ンプ リンクカゞ
必要がある場合な ど )。
― 画素のペ ア リンク機 能 (ADD):
これが イネイブ ルになっている と、奇数番 目と偶
数番 目の画素のペ アを結び 付け、フォ ト素子の数は半分になったが大 きさは倍になったか
のようにセ ンサー を働かせ ます。
い場合には有用にな ります。

これはセ ンサーの解像度を犠牲にしても感度 を増 した

センサー動作を単純化するために、 トムソンーCSFで は総ての必要なクロックパルス、
直流バイアス及び映像出カバッファー・ステージを供する一連の駆動ポー ドを生産してい
ます。 蓄積時間、転送周波数ミ並びに総ての可能な作動モー ド選択はユーザーが管理で
きるようになっています。
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第Ⅳ部

トムソンーCSFの エ リア CCDイ メージセンサー

エ リアCCDイ メージセンサーは 2次 元のマ トリック状にフォ ト素子が並んでお り、ビ
ディコンカメラ管の固体アナログと考 えることが出来 ます。 30万 ケ までのフォ ト素子
のア レイは通常的に入手可能であり、プロの分野では 100万 ケまでのフォ ト素子の単一
結晶片センサーが使われています。 それ等は、実際的に殆どあらゆるタイプのテ レビカ
メラ並びにシングル・フィール ド・イメージ集積 システムを含む非常に広 い範囲 で応用さ
れています。
Ⅳ .1 フ レーム転送 CCD
フ レーム転送 (FT)は 総ての トムソンーCSFェ リアCCDィ メージセンサーで使われ
ている機構です。 図 21aで はTVモ ー ドの FTセ ンサーが、そして図 21bで はシン
グル・ フィール ド (フ ル・フ レーム )FTセ ンサーが示されています。
― TVモ ー ドの FTセ ンサー :こ れ等は素子ア レイが 2っ の同一のエ リアに分離されてい
るという特徴があります。 1つ は光学的 情報を受け取るイメージ 。ゾーンで、もう 1つ
はそこに転送 されたイメージ・フィール ドが読みだしシフ トレジスタヘの読みだしを待ち
受けるためのマスクされたイメージ・ゾーンです。 両方のゾー ンでの転送の過程は同一
であ り、 2相 または 4相 の何れででも可能です。
メモ リー・ゾーンの駆動 クロック (Φ iH)は イメージ・ ゾーンの駆動 クロック (Φ iP)
と独立にすることが可能です。
― フル・フ レームの FTセ ンサー :こ れにはメモ リー・ゾー ンは無 く、全部の素子ア レイ
が イメージ・ゾーンを形づ くつています。 蓄積の後でフォ ト電荷は、ライン対ラインで
読みだしレジスタに直接に転送 されます。
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ΦlP
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Φ
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Ｒ
Ｏ ‰
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i 'J-uv
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Φ
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31‖ vDR
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出カステージ

図 21a

TVモ

ー ドの FTセ ンサーの機構

VGS

ΦlLΦ 2ビ Φ3L Φ4L

Figure 21b - Full-frame FT sensor organization
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Ⅳ .2.1 イメージの蓄積
イメージゾーンはフォ トMOS素 子のマ トリックスで出来ています。 各 々のコラムは
絶縁体の壁で互いに隔てられており、 CCDシ フ トレジスタを形づ くつています。 シフ
トレジスターに沿った画素は純粋にゲー トパイアスで決まります。 シール ドされたコラ
ムが イメージゾーンの縁に加 えられ、各々のラインの黒基準 レベルを与えます。
口ち、イ
イメージがメモ リーゾーンに転送 された後で次のイメージが蓄積されます。 鳳
メージゾーンの中の素子にバ イアスが掛けられ、 TVス タンダー ドから要請 される時間 (
CCIRで は 20ms、 RS170で は 16ms)の 間、フォ ト電荷を集積 します。
Ⅳ .2.2 イメージゾーンか らメモ リーゾニ ンヘ、そしてメモ リーゾーンから読みだしレ
ジスターヘの転送
蓄積期間が 終了す ると、電荷はイメージゾー ンか らメモ リーゾー ンヘ と転送 され ます o̲
オ
この過程はフ ィール ド・フ ラ ンキングの期間 (<lms)に Φ iPク ロックとO iHク ロック
をイ ン・ フェイズで働かせ て行なわれ ます。 この動作は「 スメア効果 」を小さ くする為
に可能な 限 り短 い時間で行なわねばな りません。

この転送時間の間に入射 した光子は、
えることにな
に集積されていた電荷
に更
に偽電荷を加
ります。 総ての電荷がメ
蓄積期間
モ リーゾー ンに転送 された後 に、イメージゾー ンは新 しいフィー ル ドを蓄積する準備が整
い、一方、メモ リー ゾー ンの中身はライ ン対 ラインでプラ ンキ ング周波数で読みだ しシフ
トレジスター に転送 され ます。
Ⅳ .2.3 読み だ し動作
2相 モー ドの場合で も4相 モー ドの場合で も、メモ リーゾー ンか らシフ トレジスターに
転送 され た各 々のラインには、別 々の駆動 クロック (Φ L)で 制御されて出カ ステージにシ
リーズに転送 された電荷が あ ります。
有功画素は映像期間 に読 まれ るのに対 して、ダ ミー素子 (黒 基準 を含む )の 方はプラン
キ ンク期 間 に読 まれ ます。

出カステージは リニアセ ンサーのもの と似ていますが、通常内部のサ ンプル・ホール ド
が ありません。

lV.2.4

垂直のインター レイス
転送動作の説明の所で示 したように、電荷はフォ ト素子を構成 している4つ のゲー トの
うちの 1つ か 2つ の下で蓄積されます。 ポテンシャルの井戸の外部で生成されたフォ ト
電荷は高 い確率で最近接の井戸に入 ります。 この様に、センサーはフォ ト電荷を 4つ の
転送ゲー トにまたが る区域 (一 次元で )か ら2つ によつて占められる区域へ と一緒にまと
め ます (図 22を 参照の事 )。
偶数フィール ドと奇数フィール ド (交 互フィール ド)へ のゲー トパイアスを反転させて
や ることによ り、電荷収集 の 中心は 1素 子の半分づつシフ トします (図 22)。
従 つて、
交互フィール ドにインター レィスを行なう時には、各 々の CCD素 子は 2つ の転送ゲー ト
か ら作られていると考えることが出来 ます。 このようにして、垂直方向の素子の分離で
課せ られているナイクィス ト限界を超えてそれ以上に実効的な解像度を上げることが出来
ます。
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べ
但 し、垂直方向のインター レイスは使 う場合を心得て使う きでしよう。 それが使わ
ニ
れていない場合には、総てのフィ ル ドは同 じ蓄積機構を持 ってお り、各 々のフィール ド
に対 して正確に同じ情報をもたらす と云う利点があります。
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図 22 交互インター レィス 。フィール ドの CCD素 子の電荷収集
ゾーンとポテンシャル・プロフィール

Ⅳ .3 駆動クロック特性
図 23で は 4相 セ ンサーに対 して、 2つ の連続するインター レイス・フィール ドに互る
ΦiP、 ΦiH、 ΦiLの クロックシーケ ンスの例を示 しています。
(図 23か ら25ま では TF7863セ ンサーのタイミング 'ダ イヤグラムです。 しか
しなが ら、正確なタイミング・シーケンスは一つ一つのセンサーで異な りますので、各々
のセンサーのデータ・シー トを参照 して下さい。 )

33
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・
フィール ドフ ランキングの間の垂直転送

図 23と 24で はイメージゾー ン・ ク●ックとメモ リーゾー ン・クロ ックの相対的な位
置 とディ レイが示 されてい ます。 フィール ドプ ランキ ングの間、即ちイメージゾー ンか
らメモ リーゾー までの転送 の間、イ メージ・ クロックとメモ リー ・クロックは同 じである
ことに注意 して下 さい。
フィール ド蓄積 の間 ΦiPク ロ ックは凍結 されているのに対 して、 OiHク ロ ックはライン
を次 々と読みだしシフ トレジスターに転送 します。 転送周波数は TVス タンダー ドのラ
イン周波数 と同 じです。
ライン転送の間、出カシフ トレジスターは、次のライ ンカ測 着する以前 に総ての電荷を
読みだしステージにフ ィー ドす るの に十分であるよう選 らばれた読みだ し周波数 (FL)
で クロックされ ます。 Φ iXク ロックとΦiLク ロ ック、並びに リセ ッ トクロックΦRと 映像
信号が図 25で 示 されてい ます。
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フル・フレィムのイメージセンサーの場合、 動作は「清掃」の期間か ら始 まります。
即ち、イメージゾーンに存在する総ての電荷を転送 1除去する事か ら始 まります。 それ
が空になると各々の画素は蓄積 (露 光 )期 間の間入射光に比例 した電荷を集積することが
出来ます。
蓄積期間が終った後では、読みだし期間に於けるスメア効果を防 ぐ為、如何なる発光イ
ヴェントもイメージゾーンに到達してはなりません。
イメージが蓄積されるとΦ iPク ロックでフォ ト電荷は読みだしシフ トレジスターに直接
転送され、その後は他のセンサーと同 じように出カステージに転送 されます。

ライン ,プ ランキング (12ぃ

￢
￨十
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第 Vtt

CCDイ メージセンサ
.そ
の定義と測定原理

ーの性能

￨

V.1 電気的な性能
V.1.1 クロック・ キャノ｀シタンス

‐

各 々のクロック入カビンとVssの 間に存在するキャバシタンスは

Voc= 10 volts

VAC= l V01ts p.p

F= l HHz

で、B00TONキ ャパシタンス・プ リッジを使って測定。 他のビンは総てVssに 接続する。
クロック 。キャパ シタンスは2っ の成分から構成されています。 一つは固定され、オ
ーバーラッピング 'ゲ ー トに因るもの (Cl)、 二番目は空乏層キャノ｀シタンス (CD)に
因る可変部分に伴 うMOSキ ャパシタンス (Cox)で す。 CDは 波1定 には考慮されてない
ので作動中の真のキャパシタンスは実質的に測定値よりも低いでしよう。

V.1.2

消費パ ワー

も し も チ ッ プ に 組 み 込 ま れ て い る な らば 、 出 カ ア ンプ

(IDDX VDO)と

内 部 ロ ジ ッ ク

(

IHXVH)の 消費バ ワー
次の条件の下に、測定はスタティック・モー ドで行なわれます。

Vss=O volts
リエ ア・ア レイに対 しては、VDD又 はVHは 最大f直
エ リア・ア レイに対 しては、VDD=15 volts
他のビンは接続され ません。

V.1.3

駆動 クロックのビーク電流シンク

この電流はクロックの立 ち上が り時間と立ち下が り時間に強 〈依存しています。 最小
時間の値は電流プロープで瀬1ら れます。 この最小値以下の立ち上が り時間や立ち下がり
時間で作業するとクロック電流が増加 し、デバィスに損傷を与える事が あります。
V。

1.4 DC出 カ レベル と出カインピーダンス

ー DC出 カ レベ ル : リセ トクロックが「ハ
ッ
ィ」の状態で、アンプ出力で演1定 された電
圧。 従って、映像信号 (Vos)の リセッ トレベルはDC出 カ レベルに等 しくなっていま
す。
― 出カインピーダンス :こ れは、典型的なアンプ・バ イアスで、実効 100口 V/100 kHZの
サイン関数信号を出カピン (VOs)に 掛け、キャノ｀
シターを通 じて測定されます。
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、

V.1.5

電荷転送効率 (CTE)
現実に測定されるのは Nε ですが、ここで Nは ライン又はコラムのステージの数、 εは
非転送効率 (転 送損失 )で す。 H.6節 に示 されているように、 (CTE)Nべ 1̲Nε です。
先ず、同 じ量の電荷が レジスター (コ ラム )の Nケ のステージにロー ドされ ます。 次
に、N+1ケ の転送が行なわれ ますが、N,1番 目の信号は全部の残留電荷を表わします。
Nε は N+1番 目の信号とその前の Nケ の信号の平均 との比です。
マルチ プ レキシングされたリエア・ア レイでは N+1番 目の信号は N/2転 送の奇数番 レ
ジスターのものであり、N+2番 目のf言 号は N/2転 送の偶数番 レジスターのものであること
に注意 して下さい。

V.1.6

最大データ出力周波数
映像出力か ら毎秒得 られる最大の画素信号数
:

(MHZ又 は画素/秒 )。

このパ ラメータに対 して保証されている最小値でも、映像出力信号は良い状態でサンプ

￨

ル出来ます。
使われるならば、出力率を増す ことが出来ます。 一
しかしなが ら狭 いサンプ リンクカゞ
部の性能特性が悪化 してもよいのなら、それを更に増すことが可能です。

V.2 電気光学的な性能
V.2.1 ‑般 的な測定条件
― 窓が きれいであることを瀬1定 の前に点検 して下さい。
必要ならばアルコールに浸 した綿布で表面を軽 く拭 くこと。 次に、脱イオン水ですすぎ、
乾燥 (出 来れば、乾燥 させた窒素か空気で)さ せ ます。
一 パ ッケイジの温度 TPは 25° Cで す。 (エ リア・ア レイの暗信号の測定には、 TP=50
℃)
― 光源は色温度が 2,854Kの タングステン・フイラメン トのランプで IRカ ッ トオフ
・フィルターを着用
BG38フ ィルタ
リエア・ ア レイの場合には、フイルターは SchOtt KGl型 (2ロ ロ厚 )で 、
ー (2■ ■厚 )を 補助として着脱
ェ リア・ア レイの場合、B038フ ィルター (2 nm厚 )を 使用。
照明はデバ イスの表面でシ リコン検出器を用いて測定。
一光源の開口数は F/3.5

‑総 ての入カバイアスとクロツクはデータシー トに示 されている典型的な値を使用 し、バ
イアスの調整が必要な場合、総 て濃1定 の前に行なう。
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V.2.2

単位の変換

V.2.2.1

光電子の単位
以下の表では光電子に使われている様々な単位間の変換を示 しています。
ルクス
(luX)は 純粋に視覚的な照度の単位であり、日の分光範囲 の外では大 した意味を持たない、
と云 う事に注意 して下さい。 従つて、照度や露光量の単位を含む総ての電気光学的なパ
2で す。
ラメータはェネルギーの単位で表わしてあり、前者は W/■ 2で 後者は 」
/■
露光量 (Jん 2)=照 度

(W/口

2)x露

光時間 (s)

V単

位 の変 換

表

照度 :エ ネルギーの単位/視 覚 の単位の対応
位

エ ネル ギ ー

(mW/cml

順回

単

￨

10

20

5

20

照明 の条 件

2854K色 温度
2854K+BG38

露 光 量 :エ ネ ル ギ ー の単 位 /視 覚 の単 位 の対応
単

エ ネルギー

位

視

」/m2

覚

Lux s

V/(μ J/cm2)で 表わされる感度は蓄積時間 とは独立であることに注意 して下 さい。
V。

2.2.2

有用な公式

― 電子の数 と読みだし電圧 との間の関係

:

Vos=q Ne ユ

CL

ここで、

Vos=読 みだし電圧 (v01ts)
q=電 子の電荷 (1.6× 10 llク ーロン
Ne =画 素当りの電子数
G =ア ンプ ゲイン
CL =読 みだしダイオー ドのキャノ｀シタンス (フ ァラッ ド
)

)
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― 電子の数 とVDRで の出力電流 との間の関係

:

卜
特
ここで、 1

=V oRで の出力電流 〈アンペア

)

q =電 子の電荷 (1.6× 10 19ク ーロン
Ne =画 素当りの電子数
￨
L= 1っ のフィールド中のラインの数 (リ ニア・アレイではL=1)
P= 1つ のライン中の画素の数
Ti=蓄 積時間 (s)
)

¨ 量子効率 と感度 との間の関係

R=7・

K・

:

A午

ここで、

R=感 度 (V/(J/■2))
η=波 長 λに於ける量子効 率
K=q.G/CL:出 力変換 ファクター (V/e―
A=画 素の面積 (■ 2)
1=波 長 (■
h=プ ランクの定数 (hc=1.92× 10 25N)
c=光 速度 (c=3X100m/s)

)

)

V.2.3

飽和電圧 と露光量

V.2.3.1
飽和電圧

リニ ア・ア レイ

(VsnT)は 露光量 を増 して行 って得 られ る最大の出力電圧です。

それに対応する光の レベ ルは飽和露 光量 (EsnT)で す。
飽和 レベ ルは次のものに依存 します
― フォ ト素子や シフ トレジスターの蓄 積容量
― 出カキャノ｀シタンス

VsnTは 、それ以上や っても出力電圧が増加せずにダミー素子 (感 光区域の外側にある素子 )
に偽信号が現 れだす所 まで露光量 レベ ルを増 して行つて測定 します。

V.2.3.2

ェ リア・ ア レイ

VsnTは イメージの劣化 、
(CTFの 減少 、非直線性、 ..,)が 始 まらない範囲の最大出力
電圧です。
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VsnT口 in(デ ータ シー トに明記 )を 与える露光量で演1定 を行 います。 そしてその レベ
ル迄のイメージ品質を保証する為にCTFと 局所的な欠陥がチェックされ ます 。

V.2.4 感度 (R)と 分光感度
―感度は出力電圧 (V)と それに対応する露光量 (μ J/cD2)の 比です。 それは、明記さ
れた露光条件の下で、 VsnT/2か Vs● T Din/2で 瀬1定 されます。
一分光感度の場合 も定義は同 じですが、測定は狭い帯域幅の光学フィルター (典 型的には、
5nm幅 )を 挿入 して行ないます。
V.2.5

フォ ト感度不均一性

(PRNU)

全般的なPRNUは 、VsnT/2の 出カ レベルを与える一様な露光量に於て、応答の平
均に関して最も敏感な素子 と最も鈍感な素子との間のビークピーク値の差です。 低周波
数 PRNU(局 所的な特異な画素を除外 したPRNU)は 同じ条件の下にスパイク (近 隣
の画素に対 して測定される)を 除外 して測られるますが 。 ェ リア・ア レイの場合、低周
波数 PRNUの みが性能特性表の中に明記されています。 けれども、高い振幅のスパイ
クはイメージ品質仕様書の中で考慮されています。

V.2.6

暗信号 (VDS)と 暗信号の不均一性 (DSNU)
平均の暗信号は明記された温度 。蓄積時間 ・読みだし時間の条件で、照明なしに測定さ
れた映像信号の平均です。 暗信号不均一性は暗信号と同 じ条件の下で、照明が無い事を
除けば低周波数PRNUと 同 じ条件で測定されます。 ェ リア・ア レイの場合、メモ リー
ゾーン読みだしに因るリエア不均一性は演1定 から除外されています。 実際、最後の映像
ラインは最初のものよリデバ イスの中に長い時間 (そ の差力統 みだし時間です )留 まりま
す。 これの DSNUに 対する寄与は各 々のラインの黒基準への外部クリッピングで抑え
られます。

V.2.7

実効雑音 (VN)と ダイナミックレンジ (DR)
実効雑音はある画素て照明が無い場合の時間的な全変動の実効値 (2乗 平均平方根値 )
です。 ピークピーク値はおよそ 6倍 高くなっています。 帯域幅は最大の出カデータ率
の最小値に制限されます。 ダイナミックレンジは飽和電圧 と実効雑音の比です。

V.2.8 コン トラス ト転送関数 (CTF)と 解像度
CTFは 、明記された照明条件の下で、平均的な出力が VsnT/2で 、決め られた空間
頻度の等距離間隔の自と黒の縞のテス トチャー トを撮像 して求められます。
CCDア レイの離散的構造に起因 して起こるモアレ効果の為に CTFは ナイクィス トの
空間的な頻度 (FN)ま で しか瀬1定 できず、測定はチャー トと画素の間の最大の位相で行な
います。 それにもかかわらず、ェ リア・ア レィのインター レイスのお蔭で垂直方向には
モアレは大 きく抑制されてお り、実際の解像度は増加 します。 それで、 TVラ インの解
像度は、モニター上の垂直方向に人間の目が判別できる最大のライン数として定義されま
す。
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V.2.9

フリト ミンク防 止
ブルーミンク防 止効率はデバ イスが過剰照明に耐える能力を表わします。 それはイメ
ージゾーンの中の限 られた部分をEsnlの N倍 の露光で過剰照明 し、初めに照 らされたゾー
ンか らどれだけ遠 くまで輝点が広が るかを観測 して求めます。 過剰照明に関しては次の

3つ のパラメータに就 いて考慮 しなければな りません。
―プルーミング
ースメアの影響
―クロス トークの影響
・
a)フ・ルーミンク
ブルーミング防止の効果はエ リア・ア レイに対 して、絵の高さの 10%に 2× Esn子 を11
・
らし、照 らされているソ―ンに続 く3番 目のラインでその広が りが EsoTの 10%内 にある
ことをチェックして行なわれ ます。 測定は明記 された照明条件の下に行なわれ、固有の
ブルーミング防止効率 (こ れには制限はありません)を 規定 します。

b)ス メアの影響
これはイメージゾーンか らメモリーゾーンヘの転送の間に、各々のコラム画素が過剰照
明された素子を通って行 く、と云う事 に因ります。 従ってある与えるられた過剰11明 に
対 し、それはただ単にイメージゾーンからメモ リーゾーンヘの転送周波数依存し、波長に
は依存しません。

C)ク ロス トークの影響
これはある画素中で生成 され た電子が近隣の井戸に集められる確率に関するものです。
ブルーミング防止構造は直接 にはクロス トーク (拡 散 )の 影響を減少させ ません。 後者
は過剰照明の程度 と波長に依存しますが、その特性は画素のジオメ トリと基板構造の関数
です。
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CEP 04707‑BROOKLIN‐ SAO PAULO

Tel:(55‑11)5424722
Telex:(11)24226 TCSF BR

Fax:(55‑11)615018

CHRONⅨ Inc
Maruyama Bldg. 4F
7‑9‑7 Nishishin」 uku
Shin」 uku― ku, Toky。

Tel:(81)3‑371‑5711

16o

Telex: 26244 cHRONIX

Fax:(81)3‑371‑5738

」

Canada

SveHge

THOMSON CSF Ltd Ltee

THOMSON―CSF ELEKTRONROR AB

1000 Sherbrooke Ouest Suite 2340

Radiovagen lA

MONTREAL H3A 3G4‑QUEBEC

Postadress I Box 631

Tel:(1‑514)2884148

S13526 MESO

Telex:5560248 TESAΠ MTL

Tel:(46‑8)7420210

Fax:(1‑54)2888987

Fax:(46‐ 8)7428020

Deutschiand

United Kingdom

THOMSON BAUELEMENTE GmbH

THONISON FIECIRONC COMPONDttБ

Perchtinger Str 3‑POstfach 701909

Ring″ay House/BeH ROad― Danosh‖

D‑8000 MUNCHEN 70
Tel:(49‑89)7879‑0
Telex1 522916 CSF D
F欲 :(49‑89)7879‑145

Espaia

GB―

1

BASINGSTOKE RG 24 0QG

Tel l(44‑256)843323
Telex:858121 TECL UK G
Fax:(44‐ 256)842971

usA

THOMSON COMPONENTES ELEじ lKONICOS SA THOMSON ELEσ RON ttBES AND
Ca‖ e Albacete 5
DEVlCES CORP
E‑28027ン mDRD

550 MOunt Pleasant Avenue

Tel:(34‑1)4051915
Telex:46033 TCCE E

DO1/1ER,New」 ersey 07801

Fax:(34‐

1)4046002

P O BOx 6500
Tel(1‑201)328‑1400
￢

Dく

〜

:7109877901

Fax:(1‑201)3281747

For all other countries,please contact FRANCE
42

Lld

鰤

クロニ匁 株式会社
￨

￨

〒 160東 京都新宿区西 新宿 7‑15‑14坂 本 ビル3F

TEL 03‑3371‑5714
FAX 03‑3371‑5738

A

THomsoil-csF
DiV!S10N SiLiCluM
38,rue Vauthier/BP 305′
F・

Tё

92102 80ULOCNE・ 81LLANCOURT CEDEX/FRANCE
L:(33・ 1)49092823/Teね x:ThOmtub 200772 F

Fax:

3‐

1)46045209

