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　超格子、量子ドット、カーボンナノ
チューブ、グラフェンなどの新しい検
出器材料を利用した赤外線（IR）カメ
ラは、検出器雑音の低減、感度の向上
や検出器を冷却する必要性の緩和など
が可能になり、性能が大幅に向上する。
しかし、これらの検出器材料を使用し
てメガピクセルの焦平面アレイ（FPA）
を作製するには、長期の開発サイクル
が必要になる。圧縮センシング（CS）技
術を採用したCSカメラは、単一画素の
検出器を使用し、高画素数のFPAを必
要としないため、そのライフサイクルの
初期において、新しい検出器材料の導
入が可能になる。

IR検出技術
　波長が1μmを超えると、CMOS材料
は感度が消失し、FPAの構成が不可能
になるため、IRカメラはCMOS材料を
使用できない。CMOS以外の検出器材
料の材料科学はCMOS材料に対して
何十年も遅れをとっており、そのために
IRカメラは高価であった。IRカメラに
使われる検出器材料は高いコストや暗
電流雑音など、さまざまな限界をもつ
ため、その克服を可能にする新しい材
料の開発が進行している。
　現在の高性能IR検出器は、中波赤
外線（MWIR）領域（3～5μm）ではバル
クのアンチモン化インジウム（InSb）が、
長波赤外線（LWIR）領域（9～12μｍ）

ではテルル化水銀カドミウム（MCT）
が主流になっている。これらの半導体
はいずれも適切な帯域にバンドギャッ
プがあり、バンドギャップ以上の波長
の入射光子は、通常のバイアスされた
p-n接合の場合に、光誘起キャリア（伝
導バンドの電子と価電子バンドの正孔）
を生成する。このような内部キャリア
場をもつバンド間デバイスは光起電力
検出器と呼ばれる。これらの高性能検
出器は冷却し、熱プロセスに関係する
暗電流を減らす必要がある。

新たなIR検出器
　量子井戸遷移にもとづき量子井戸IR
光検出器（QWIP）と呼ばれるサブバン
ド間デバイスは、LWIR領域における

使用が有望視されている。ごく最近の
QWIPは光伝導モードで動作する。こ
のデバイスのエネルギーバンドは外部
バイアスを加えると傾斜し、入射光子
がバンド間準位と共鳴して吸収され、
発生したキャリアが捕集される。しか
し、QWIPはバンド間遷移の性質をもつ
ため、暗電流が大きく量子効率が低い
ことが問題になる。その性能の改善を
目的にして、波形QWIP、低雑音QWIP、
増強QWIP（E-QWIP）などのいくつか
の解決策が開発された。
　過去10年間、量子ドットのバンド間
遷移にもとづくIR検出器も大きな関
心を集めた。これらの量子ドットIR光
検出器（QDIP）は、その3次元閉じ込め
と散乱減少による長寿命化によって、
暗電流が減少すると期待されている。
さらに、最近ではQWIPの利点（動作
波長の全体制御など）とQDIPの利点
（垂直入射動作、寿命の増加、3次元閉
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量子ドット、カーボンナノチューブ、グラフェンなどの新しい検出器材料を使
用し、圧縮センシングアーキテクチャを採用すると、赤外線カメラの性能は
大幅に改善され、開発サイクルも短くなる。

赤外線カメラの設計を進化させる
圧縮センシングアーキテクチャ
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（マイクロミラーデバイスか
らは画像全体の半分の光量
が反射してフォトダイオード
に入射する）

プロセッサ
（画像= はダイオードの読
取りとマイクロミラーの配
置から決まる）
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画像

画像の半分が反射

図1　圧縮センシング（CS）アーキテクチャを用いたカメラは、DLPチップ、単一画素検出器お
よび再構成アルゴリズムを使用して画像を構成する。入射する画像はDLP上に焦点を結ぶ。半導
体検出器はDLPから反射した画像の半分の光量データを反復して読取る。プロセッサは一連の読
取りとそれぞれの読取りに関係したミラーパタンに基づいて画像を再構成する。（資料提供：イン
ビューテクノロジー社）



じ込めなど）を組合せた井戸内量子ド
ット（DWELL）検出器が提案されてい
る（1）。また、ヒ化インジウム/アンチモン
化インジウムガリウム（InAs/InGaSb）
材料系のタイプII歪層超格子（T2SL）
のミニバンド遷移に基づく非常に有望
な技術も現われている（2）。この技術は
大きな量子効率が得られ、III-V半導
体技術との互換性がある。しかしなが
ら、この材料系を用いて高性能FPAを
実証するには、側壁面の注意深いパッ
シベーション加工が必要になる。

方式を変える圧縮センシング
　高解像度のCSカメラは画素数が数
個、場合によっては単一画素の検出器
を使用する。CSカメラは高画素数のFPA
を必要としないため、FPAを設計する
場合に比べると、新しい検出器材料を
早い段階から利用できる（3）。
　CSアーキテクチャは、画像の取得後
ではなく、取得時に圧縮されたデータ
を取込む。通常のカメラは、大抵の場
合、データの蓄積や伝送のために大量
の生データを取込み、直ちに圧縮しな
ければならない。このプロセスには二
つの大きな欠点がある。第1に、大量の
生画像データ（大量の画素N）取得は高
価になる可能性がある。これはCMOS
検出器を使用できないIR波長では顕
著である。第2に、生データの圧縮に
は計算上の要求が多い。幸いなことに、
これらの問題はCSを使うことで回避
できる。CSカメラは最初にNの画素数
を取得しなくても、ランダムな投影像
を直に取得するため、画素数よりもは
るかに少ない回数で、画像を測定しな
がら、単一検出器素子による撮像を行
うことができる。このことは、CSがナ
イキストラスタ走査に比べるとはるか
に高速で動作し、多くの場合はFPAよ
り高分解能の画像が得られることを意

味している。
　CSカメラは信号処理の基本概念に基
づいて動作する。つまり、その画像に
は、一般に著しくコストをかけない表現
を可能にする構造が含まれる。高性能
画像圧縮アルゴリズムは、逆相関変換
による構造を利用して相関信号のエネ
ルギーを減らし、より少ない基本係数で
の変換を可能にする。逆相関変換の符
号器は多数の信号がスパース表現［離
散余弦（JPEG）またはウェーブレット変
換（JPEG2000）］になる事実を利用す
る。このことは画素数Nの変換係数K
がK≪Nの条件を満たし、少数の変換
係数による蓄積と伝送が可能になるこ
とを意味している。画像がJPEGまたは
JPEG2000と互換性をもつ場合、効率
的な画像取得のためにCSを利用できる。
　標準的な画像の取得と圧縮は次の手
順、すなわち、（I）全体画素数 Nの試料画
像xの取得、（II）変換係数θn＝＜Ψn,x＞
のデータセット｛θ（n）｝の計算、（III）最
大係数Kの配置と（多数の）小さな係数
の放棄、（IV）最大係数の数値の符号化
の順に行われる。Nが大きくKが小さ
い場合、この手順は非常に非効率にな
る可能性がある。つまり、どの部分が
必要になるのかは事前にわからないに
もかかわらず、アナログ‐デジタル変換
プロセスの出力の大部分は最終的に放
棄されてしまう。
　既知の画像では、変換符号器によっ
て放棄される予定のない大きな変換係
数を直接推定することが可能になる。
CS理論の場合、一つの基底にある Kス
パース信号（スパース基底と呼ばれる）
は、最初の基底とインコヒーレントな状
態にある第2の基底（測定基底）へのM
＝cKlog（N/K）非適応線形投影から得
られることが証明されている。ここでc
は小さな定数（一般に約2）を示す。驚く
べきことに、ランダム測定基底は全て
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の固定されたスパース基底に対してイ
ンコヒーレント状態にある。再生はス
パース誘導線形プログラムまたはグリー
ディアルゴリズムを用いて行われる（4）。
　CSカメラアーキテクチャには、測定
基底と単一画素検出器を用いて構成さ
れたマイクロ制御ミラーが組込まれて
いる。このハードウエアは、CS理論の
指示にしたがってインコヒーレント画
像の測定を光学的に計算し、次にCS
再構成アルゴリズムを適用して取得し
た画像を再生する。CSシステムはNの
画素の値を最初に取得する代わりに、N
の画素の画像xからインコヒーレント投
影のM回のデータを直に取得する。こ
のカメラは測定の回数Mが大きいほど
画質が良くなる（大きなKになる）とい
う意味で「漸進的」である。

CSカメラの構築
　CSカメラでは、入射する画像が米テ
キサス・インスツルメンツ社（Texas In -
struments）のデジタルライトプロセシ
ング（DLP）マイクロミラーデバイス上に
結像する（図1）。N個のマイクロミラー
のそれぞれは画像の画素に対応する。
ランダム基底は0と1の値だけが含ま
れるランダムベクトルを選択する。その
結果、それぞれの測定は画像を表現す
るN個の画素の約半分に相当する画素
をランダム選択したときの光量和を測
定したことになる。検出器は光子「バ
ケツ」、つまり光度計として動作し、ラ
ンダム選択した画素の全光量を測定す
る。この過程をM回にわたり反復し、そ
の都度、画素をランダム選択することで、
M回の測定値が取得できる。
　画像再構成では測定により記録され
たミラーパタン（測定基底）が考慮され、
関連する半導体によるデータ読取りが行
われる（図2）。大まかに言うと、再構成
アルゴリズムに基づいて、カメラに取入

れるべき入力部の画像が計算され、そ
の結果が単一画素のダイオードにより読
取られる。例えば、N=1メガピクセル
の画像を生成するには、90％の圧縮指
数でM=10万回のダイオードによる読取
りを行う（図3）。
　CSの実用的で興味深い特徴は画像
全体の光量の半分が単一検出器に到達
することにある。その結果、測定感度

はメガピクセルのFPA、つまり、各画
素が画像全体の光量の100万分の1し
か利用できないFPAよりも高くなる。ま
た、CSカメラからの通信リンクを通し
た圧縮データの伝送が必要になる場合
はデータの暗号化が自然に行われる。
つまり、関連するそれぞれのミラーパ
タンが分からなければ、ダイオードに
よる読取りは価値がなくなる。
　センサコストの低減、データ量の減
少、感度の向上などの利点に加えて、CS
カメラの単一画素設計では、新しい検
出器材料は高画素数のFPAに加工で
きるようになる前に高解像度カメラに
取込むことが可能になる。既存のCS
カメラを改良して新しい検出器材料を
使用するには、ダイオードとそれに関
連するアナログ‐デジタル変換器を交
換するだけでよい。その結果、製品化
の期間は大幅に短縮され、生産コスト
も低減する。カメラの他の部品はいず
れもそのまま使用できる。

2011.8   Laser Focus World Japan20

. feature 新型ディスプレイ／イメージャ

参考文献
（1） A.V. Barve et al., “Review of current progress in quantum dot infrared photodetectors, ” 

.）9002（ 31-1 ,.veR .notohP & resaL
（2） .）6002（ 25-93 ,1 ,84 ,.lonhceT .syhP derarfnI ,kuinytraM .P dna ikslagoR .A
（3） M.F. Duarte et al., “ Single-Pixel Imaging via Compressive Sampling, ” IEEE Signal 

.）8002 hcraM（ 19-38 ,3 ,52 ,enizagaM gnissecorP
（4） R.G. Baraniuk, “Compressive Sensing, ” Lecture Notes, IEEE Signal Processing Magazine 

.）7002 yluJ（ 021-811 ,4 ,42
著者紹介
リチャード・Ｇ・バラニウク（Richard G. Baraniuk）は米ライス大学（Rice University）の教授、ケヴ
ィン・Ｆ・ケリー（Kevin F. Kelly）は同大学の準教授、サンジェイ・クリシュナ（Sanjay Krishna）は
米ニューメキシコ大学（University of New Mexico）の教授、ロバート・Ｆ・ブリッジ（Robert F. 
Bridge）は米インビューテクノロジー社（InView Technology）のCEO。
e-mail: bob.bridge@InViewCorp.com  URL: www.inviewcorp.com

LFWJ

図3　このアインシュタインの512×512
画像は、SWIRのCSカメラを用いて生成
された。

Step1: ダイオードによる反復読取り

ダイオード
の出力値を
プロセッサ
に送る

Step2: 
プロセッサが反復アルゴリズムを走らせる（ダイオ
ードの読取りとミラーの配置に基づく）

DLP上のマイク
ロミラー配置（画
像の半分の光量
がダイオードに
送られる）

ダイオード
が光量を測
定する

図2　CSを採用したイメージ
ャのプロセスフローを示してい
る。最高の画質はミラーパタン
と再構成アルゴリズムを最適
化して確保される。


