
マイクロレンズアレイのある CMOS センサーの解析



概要

ここ数十年で、CMOS センサーのピクセル
サイズは 10μm以上から 2μmまたはそれ
以下のスケールとなりました。ピクセルサイ
ズを小さくすることにより、より高い空間分
解能が達成されたと同時に、各ピクセル上
に置かれたマイクロレンズの機能性に疑問
がもたらされました。この例では、ピクセル
サイズが 2μm以下の CMOS センサーの
性能を調査します。マイクロレンズの有効
性を確認するため、厳密解析手法である
FMM / RCWAをシミュレーションに採用し
ました。
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モデリングタスク

0.9 µm

0.4 µm

2.0～1.6 µm

(可変)

0.4 µm

溶融石英

マイクロレンズアレイ後方の電磁
場はどのように振る舞い、集光機
能はまだ有効でしょうか。

最終面のピクセルアレイ
上の電磁場はどのような
分布を示すでしょうか。

入射波

幾何学的パラメータは Y.Huo, et al., Opt. Express 18, 5861-5872 (2010)から作成
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モデリングタスク

4 μm(固定)
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溶融石英

入射波
- 平面波

- 波長 532 nm

- X方向の直線偏光
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マイクロレンズアレイ
-周期により曲率半径が変化

吸収材として
モデリング

幾何学的パラメータは Y.Huo, et al., Opt. Express 18, 5861-5872 (2010)から作成
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マイクロレンズアレイ後方の電磁
場はどのように振る舞い、集光機
能はまだ有効でしょうか。

最終面のピクセルアレイ
上の電磁場はどのような
分布を示すでしょうか。



2.0μm ピクセル用マイクロレンズ (x-zシミュレーション)

2.0 µm

曲率半径1.66μm

(幾何光学による)

状況を素早く把握するために、
まず 2D (x-z) シミュレーション
を行うことが有用です。

FMM / RCWAシミュレーション (x-z)
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幾何光学設計
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1.8μm ピクセル用マイクロレンズ (x-z シミュレーション)

1.8 µm

曲率半径1.64μm

(幾何光学による)

FMM / RCWAシミュレーション
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幾何光学設計
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1.6μm ピクセル用マイクロレンズ (x-z シミュレーション)

1.6 µm

曲率半径1.61μm

(幾何光学による)

FMM / RCWAシミュレーション

厳密なシミュレーション
は焦点位置の明らかな
移動を示します。

x

z

幾何光学設計
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幾何光学は回折を考慮せず
良好な焦点を予測します。



3D シミュレーションと結果の比較

x

z

2.0～1.6μm

(可変)

2 µm 周期

1.8 µm 周期

1.6 µm 周期

y
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xこの面上の結果を確認



3D シミュレーションと結果の比較
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2.0～1.6μm

(可変)
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x

2.0 µm 周期

すべての結果画像は同じスケールです。

1.8 µm 周期 1.6 µm 周期

各スポットは対応するピク
セル領域内に十分に納
まっています。

各スポットは辛うじて納まってい
ますが、より小さなピクセルでは
クロストークが発生する可能性
があります。

この面上の結果を確認
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VirtualLab Fusionの設定

マイクロ/ナノ構造の柔軟な定義

構造内部の電磁場の便利な設定と可視化
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VirtualLab Fusion での流れ

• グレーティング構造を構築する
– Configuration of Grating Structures by Using

Interfaces [Use Case]

– Configuration of Grating Structures by Using

Special Media [Use Case]

• グレーティング構造内部の電磁場を計算する
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https://www.lighttrans.com/index.php?id=1327
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1327
https://www.lighttrans.com/index.php?id=534
https://www.lighttrans.com/index.php?id=534


VirtualLab Fusion のテクノロジー
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お問い合わせ
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