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(57)【要約】
【課題】電池の小型化が達成できる撮像素子および撮像
装置を提供。
【解決手段】半導体基板125の上部には、透明絶縁膜124
が積層され、その上に、太陽電池204を構成する透明電
極膜206、p型導電膜208、n型導電膜210、透明電極膜212
がこの順に、下から上に積層されている。太陽電池204
の上に、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)をそれぞれ検出す
る光電変換膜123r、123g、123bが積層される。太陽電池
204は、赤外域に感度を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を光電変換する光電変換部と、得られた信号電荷を蓄積する電荷蓄積部と、太陽
電池とを含み、該光電変換部と該太陽電池は上下方向に積層されていることを特徴とする
撮像素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像素子において、前記太陽電池は、赤外線領域に感度を有すること
を特徴とする撮像素子。
【請求項３】
　請求項１に記載の撮像素子において、前記太陽電池は、前記光電変換部の下に配置され
ていることを特徴とする撮像素子。
【請求項４】
　請求項３に記載の撮像素子において、前記太陽電池は、前記電荷蓄積部と同一層に配置
されていることを特徴とする撮像素子。
【請求項５】
　請求項３に記載の撮像素子において、前記電荷蓄積部は、前記太陽電池の下に配置され
ていることを特徴とする撮像素子。
【請求項６】
　請求項１に記載の撮像素子において、前記太陽電池は、前記光電変換部の上に配置され
ていることを特徴とする撮像素子。
【請求項７】
　請求項５に記載の撮像素子において、前記太陽電池は、透明であることを特徴とする撮
像素子。
【請求項８】
　請求項１から７までのいずれかに記載の撮像素子において、前記電荷蓄積部は、CMOS(C
omplementary Metal Oxide Semiconductor)回路で構成されることを特徴とする撮像素子
。
【請求項９】
　請求項１から７までのいずれかに記載の撮像素子において、前記電荷蓄積部は、有機半
導体を用いて構成されることを特徴とする撮像素子。
【請求項１０】
　入射光を光電変換する光電変換部と、得られた信号電荷を蓄積する電荷蓄積部と、太陽
電池と、該太陽電池の出力電圧を検出する電圧検出回路と、該検出結果に基づいて該太陽
電池の出力を制御する制御回路とを含み、該光電変換部と該太陽電池は上下方向に積層さ
れていることを特徴とする撮像装置。
【請求項１１】
　入射光を光電変換する光電変換部と太陽電池 とを上下方向に積層した撮像素子の制御
方法において、該太陽電池の出力電圧を検出し、該検出結果に基づいて該太陽電池の出力
を制御することを特徴とする撮像素子の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像素子、および当該撮像素子を用いた撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像素子として、従来からフォトダイオードを用いたものが使用されている。フォ
トダイオードを用いた撮像素子では、多数の受光素子が、同一平面状の異なる位置に配置
され、異なる色は、異なる水平位置で検知される。近年、これとは異なり、特許文献１に
記載するような３層の光電変換膜を積層した構造で、各層が有機材料からなる撮像素子が
提案されている。それぞれの層は、異なる色に対して感度を持つ。有機膜を使った撮像素
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子においては、同一位置にある３層で赤緑青(RGB)の３色を検知できるというメリットが
ある。
【特許文献１】特開２００３－３３２５５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　フォトダイオードを用いた撮像素子、または３層の積層構造で、各層が有機材料からな
る撮像素子を用いたデジタルカメラにおいて、カメラの小型化の要求は強い。しかし、カ
メラの機能が高くなると、消費電力がそれに応じて増えるため、内蔵する電池のサイズや
重量が大きくなり、小型化しにくい問題があった。
【０００４】
　本発明は、このような課題に鑑み、フォトダイオードを用いた撮像素子および積層構造
の撮像素子のいずれにおいても、電池の小型化が達成できる撮像素子および撮像装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は上述の課題を解決するために、撮像素子は、入射光を光電変換する光電変換部
と、得られた信号電荷を蓄積する電荷蓄積部と、太陽電池とを含み、光電変換部と太陽電
池は上下方向に積層されていることを特徴とする。これによれば、撮像素子において、太
陽電池により発電し、発生した電力を撮像装置の電力として使うことで、内蔵する電池ま
たは外部接続する電池の小型化が可能であり、また撮影枚数の増加が可能となる。
【０００６】
　この撮像素子において、太陽電池は、少なくとも赤外線領域に感度を有することが好ま
しい。この場合、可視域に感度を有する撮像素子のとき、撮像素子にとって無用な赤外線
から電力を生成することができる。また、太陽電池を光電変換部の上に配置する場合、画
像の撮影においては有害である赤外線をカットすることができる。従来は、赤外線は赤外
カットローパスフィルタでカットされていた。本発明によれば、赤外カットローパスフィ
ルタが不要になるという効果もある。
【０００７】
　この撮像素子において、太陽電池を、光電変換部の下に配置してもよい。このときは、
太陽電池は、赤外線領域以外に感度を有してもよい。なぜならば、光電変換部により、可
視域の光が吸収され、太陽電池には、主として、赤外線領域の光のみが入射するからであ
る。
【０００８】
　本発明においては、太陽電池は、電荷蓄積部と同一層に配置されていることが好ましい
。このときは、配線が簡単になり、また、低コストになる。電荷蓄積部等をパターニング
するときに、同時に、太陽電池もパターニングすることができるからである。なお、電荷
蓄積部は、太陽電池の下に配置してもよい。この場合は、太陽電池の面積が大きくなるた
め、発電量が増えるという利点がある。
【０００９】
　なお、太陽電池は、光電変換部の上に配置してもよい。このときに、太陽電池は、透明
であることが好ましい。透明でないときは、太陽電池は、薄くする、または撮像素子の全
面ではなく部分的に太陽電池を配置することが好ましい。
【００１０】
　太陽電池は、光電変換部の下または上に限らず、光電変換部の中間部に配置してもよい
。
【００１１】
　これらの撮像素子において、電荷蓄積部は、CMOS回路で構成してもよく、また、有機半
導体を用いて構成してもよい。
【００１２】
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　このような撮像素子を用いた撮像装置においては、太陽電池の出力電圧を検出する電圧
検出回路と、検出結果に基づいて太陽電池の出力を制御する制御回路とを含むことが好ま
しい。太陽電池の出力電圧に応じて、適切に太陽電池の出力を制御することができるから
である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、撮像素子において、太陽電池により発電し、発生した電力を撮像装置
の電力として使うことで、内蔵する電池または外部接続する電池の小型化が可能であり、
また撮影枚数の増加が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に添付図面を参照して本発明による撮像素子の実施例を詳細に説明する。図１を参照
すると、図１は、光電変換膜積層型固体撮像素子100の表面模式図である。この撮像素子
は、光電変換部として、有機材料からなる光電変換膜を用いており、光電変換膜が、３層
、積層されている。本実施例では、太陽電池は、光電変換膜の下に配置されている。なお
、本発明は、光電変換膜積層型固体撮像素子に限られるものではなく、フォトダイオード
を用いた固体撮像素子にも適用することができる。
【００１５】
　光電変換膜積層型固体撮像素子100には、多数の受光部101が、この例では正方格子状に
配列されている。受光部101の下側に設けられた半導体基板の表面には、列方向に並ぶ受
光部101と重なる位置に垂直転送路、すなわち列方向CCD(Charge　Coupled  Device)レジ
スタ102が形成されており、半導体基板の下辺部には水平転送路、すなわち行方向CCDレジ
スタ103が形成されている。
【００１６】
　水平転送路103の出口部分には増幅器104が設けられ、各受光部101で検出された信号電
荷は、先ず、垂直転送路102によって水平転送路103に転送され、次に水平転送路103によ
って増幅器104まで転送され、増幅器104から出力信号105として出力される。
【００１７】
　半導体基板の表面には、電極端子106、107、108が設けられ、電極端子106、107、108は
、後述する転送電極に接続され、転送電極は、垂直転送路102に重ねて設けられている。
また、半導体基板の表面には、受光部101の後述する共通電極膜に接続される電極端子109
、110、111が設けられ、水平転送路103の転送用の電極端子112、113も設けられる。太陽
電池の後述する透明電極に接続される電極端子200、202も設けられる。
【００１８】
　図２は、図１の矩形枠II内の拡大模式図であり、４つの受光部101を部分的に切り取っ
た拡大図である。列方向に並ぶ受光部101と隣の列の受光部101との間には、受光部１個に
対してこの例では３つの接続部121r、121g、121bが設けられている。尚、r、g、bの添え
字は、以下も同様であるが、検出する入射光の色である赤色(R)、緑色(G)、青色(B)に対
応する。
【００１９】
　図３は、図２のIII-III線断面模式図である。半導体基板125の上部には、先ず透明絶縁
膜124が積層され、その上に、太陽電池204を構成する透明電極膜206、p型導電膜208、n型
導電膜210、透明電極膜212がこの順に、下から上に積層されている。透明電極膜206、p型
導電膜208、n型導電膜210、透明電極膜212は、受光部101毎に区分けして設ける必要はな
く、各受光部101が集合する受光面全面に対し１枚構成で積層される。なお、区分けして
設けることも可能である。
【００２０】
　太陽電池204の上に、透明絶縁膜124が積層され、その上部に、受光部101毎に区分けさ
れた電極膜(以下、画素電極膜という。)120rが積層され、その上部に、赤色(R)を検出す
る光電変換膜123rが積層される。この光電変換膜123rは受光部毎に区分けして設ける必要
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はなく、各受光部101が集合する受光面全面に対し１枚構成で積層される。
【００２１】
　光電変換膜123rの上には、赤色信号を検出する各受光部101に共通の共通電極膜122rが
これも１枚構成で積層され、その上部に、透明の絶縁膜124が積層される。
【００２２】
　絶縁膜124の上部には、受光部101毎に区分けされた画素電極膜120gが積層され、その上
に、緑色(G)を検出する光電変換膜123gが上記と同様に１枚構成で積層され、さらにその
上部に、共通電極膜122gが積層され、その上部に、透明の絶縁膜124が積層される。
【００２３】
　この絶縁膜124の上部には、受光部101毎に区分けされた画素電極膜120bが積層され、そ
の上に、青色(B)を検出する光電変換膜123bが上記と同様に１枚構成で積層され、さらに
その上部に、共通電極膜122bが積層される。
【００２４】
　各受光部毎の画素電極膜120b、120g、120rは、入射光方向に整列して設けられる。すな
わち、本実施形態に係る光電変換膜積層型固体撮像素子100では、１つの受光部101で赤色
(r)、緑色(g)、青色(b)の３色を検出する構成であり、以下、単に「画素」と述べた場合
には、３色を検出する受光部101を指し、色画素とか赤色画素，緑色画素，青色画素と述
べた場合には、それぞれの色を検出する部分画素（共通電極膜と１つの画素電極膜とで挟
まれた光電変換膜の部分）をいうものとする。
【００２５】
　図２に示す接続部121bは青色画素電極膜120bに接続され、接続部121gは緑色画素電極膜
120gに接続され、接続部121rは赤色画素電極膜120rに接続される。また、図１の電極端子
200、202は、それぞれ電極膜206、212に接続され、電極端子109、110、111は、それぞれ
、共通電極膜122b、122g、122rに接続される。
【００２６】
　均質な透明の電極膜206、212、122r、122g、122b、120r、120g、120bとしては、酸化錫
(SnO2)、酸化チタン(TiO2)、酸化インジウム(InO2)、酸化インジウム-錫(ITO)薄膜を用い
るが、これに限るものではない。
【００２７】
　太陽電池204のp型導電膜208、n型導電膜210は、透明材料、不透明材料、有機材料のい
ずれでもよい。p型導電膜208を、透明材料を用いて実施するときは、たとえば、p型酸化
物透明導電膜を用いることができる。p型酸化物透明導電膜としては、Cuを含むデラフォ
サイト構造を用いることができる。具体的には、CuAlO2、CuInO2、CuGaO2またはSrCu2O2
等である。n型導電膜208を、透明材料を用いて実施するときは、たとえば、n型酸化物透
明導電膜を用いることができる。具体的には、ZnO、In2O3、SnO2、CdIn2O4、MgIn2O4、Zn
Ga2O4またはInGaZnO4等である。
【００２８】
　不透明材料としては、結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコン等がある
。有機材料としては、ｐ型材料については、無金属フタロシアニン、各種金属フタロシア
ニン、トリフェニルアミン誘導体、ヒドラゾン系誘導体、スチルベン系誘導体等を用いる
ことができる。また、ｐ型有機半導体層１の形成方法としては、真空蒸着法や溶媒塗布法
を挙げることができる。n型材料については、C60、C70等のフラーレンを用いることがで
きる。フラーレン膜の形成方法としては真空蒸着法が用いられる。あるいは、溶媒への溶
解度を高めたフラーレン誘導体を形成し、溶媒塗布法を用いて形成する。
【００２９】
　光電変換膜123r、123g、123bとしては、単層膜でも多層膜でもよく、膜材料としては、
シリコンや化合物半導体等の無機材料，有機半導体，有機色素などを含む有機材料，ナノ
粒子で構成した量子ドット堆積膜など種々の材料が使用できる。
【００３０】
　図４は、図２に示す状態から、図３の絶縁膜124より上(後述の光遮光膜144から上)を取
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り払った状態を示す半導体基板の表面模式図である。１つの画素101に対して３つの転送
電極130r、130g、130bが設けられており、転送電極130rの左隣には当該画素101の赤色画
素で発生した信号電荷を蓄積する電荷蓄積領域132rが形成され、転送電極130gの左隣には
当該画素101の緑色画素で発生した信号電荷を蓄積する電荷蓄積領域132gが形成され、転
送電極130bの左隣には当該画素101の青色画素で発生した信号電荷を蓄積する電荷蓄積領
域132bが形成されている。
【００３１】
　各転送電極130r、130g、130bの下には、転送チャネル102が設けられており、これらの
電荷転送チャネル102と電荷蓄積領域132r、132g、132bとの間には電位障壁が設けられ、
各転送電極130r、130g、130bは、対応する電位障壁を越えて、電荷蓄積領域132r、132g、
132bの端部上まで延設される。すなわち、これらの転送電極130r、130g、130bはそれぞれ
赤色信号電荷、緑色信号電荷、青色信号電荷の読出電極も兼用している。
【００３２】
　各電荷蓄積領域132r、132g、132bの中央には、柱状の配線電極146r、146g、146bが設け
られており、配線電極146r、146g、146bはそれぞれ、電荷蓄積領域132r、132g、132bと、
赤色画素電極膜120r、緑色画素電極膜120g、青色画素電極膜120bとを接続する。
【００３３】
　図５は、図４のＶ－Ｖ線断面模式図であり、図３に示す半導体基板125上に積層された
部分の断面も含む図である。n型半導体基板140の表面部にはPウェル層141が形成され、こ
のPウェル層141に、電荷転送チャネルを構成するn型半導体領域142と、中心表面部に上記
接続部146rが形成された赤色信号電荷蓄積領域132rが形成されている。
【００３４】
　Pウェル層141の表面にはゲート絶縁膜143が形成され、その上に、転送電極(読出電極)1
30rが形成され、また、ゲート絶縁膜143を貫通し赤色画素電極膜120rの図２に示す接続部
121rまで達する柱状の配線電極146rが形成されている。
【００３５】
　電極135や転送電極130rの上部には、絶縁膜145が積層され、この絶縁膜145内には遮光
膜144が埋設され、絶縁膜145の上に、図３に示す最下層の絶縁膜124が積層されている。
図３に示す半導体基板125は、図４では、n型半導体基板140から絶縁膜145までに相当する
。
【００３６】
　図５は、図４のＶ－Ｖ線断面模式図であるため、赤色画素電極膜120rに接続される配線
電極146rが示されるが、緑色画素電極膜120gに達する配線電極や、青色画素電極膜120bに
達する配線電極は、図５の紙面の向こう側および手前側に立設される。そして、赤色(R)
用の配線電極146r周りの信号電荷蓄積領域132rや転送電極130r、電荷転送チャネル142の
配置及び構造は、他色用の配線電極周りでも同じである。
【００３７】
　本発明では、太陽電池として、赤外線に光感度を有する光導電材料からなる光電変換層
を用いることで、太陽光の赤外線エネルギーを有効活用することによって、光変換効率の
高い太陽電池を提供することができる。このときは、可視から赤外まで、光透過性が高く
かつ導電性の高い透明導電体層を、赤外線に光感度を有する光導電材料と組合せることが
好ましい。このような、透明導電体層としては、たとえば、有機インジウム金属化合物含
有溶液を、基板に塗布し、熱分解して形成した酸化インジウム含有透明導電体層がある。
導電性がやや低い透明導電体層としては、可視から赤外まで光透過性が高い酸化亜鉛を用
いたものがある。
【００３８】
　赤外線に光感度を有する光電変換層に含まれる光導電材料としてはシリコン(非晶、単
結晶、多結晶)、GaAs、CdS等の無機化合物およびスクアリリウム化合物、フタロシアニン
化合物等の有機化合物が挙げられる。780nm以上の赤外光に吸収がある光導電材料であれ
ばよい。また、p型やn型にするために、ほう素やリン等の添加剤を加えても構わない。
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【００３９】
　本実施例では、電荷蓄積部は、太陽電池の下に配置されているが、太陽電池は、電荷蓄
積部と同一層に配置してもよい。また、本実施例では、電荷蓄積部は、CMOS回路で構成し
ているが、電荷蓄積部は、有機半導体を用いて構成してもよい。
【００４０】
　次に本発明の別の実施例を説明する。この実施例では、太陽電池は、光電変換部の上に
配置する。図６は、本実施例の光電変換膜積層型固体撮像素子の断面模式図である。既述
の実施例の図５に相当するものである。既述の実施例と異なる点は、太陽電池204が、光
電変換部の上にある点であり、太陽電池204の構成は、既述の実施例と同様である。なお
、既述の実施例と同様の部分については、同一の参照符号を付し、その説明は省略する。
【００４１】
　既述の実施例では、太陽電池204は、不透明でも可能であったが、本実施例では、太陽
電池204は、透明であることが好ましい。不透明な場合は、薄いことが好ましい。とくに
、太陽電池204が、赤外域に感度を有することが好ましく、可視光の赤色の領域に感度を
有しないことが望ましい。赤の領域に感度を有すると、赤色の光を吸収してしまい、受光
部の赤色の出力信号が低下するからである。なお、太陽電池204の上には、透明な保護膜2
14を設ける。
【００４２】
　本実施例のメリットは、太陽電池204が赤外域に感度を有する場合、赤外光がRGBの感光
部に入る前に赤外線の多くが、太陽電池に吸収されるため、とくにRなど、波長の長い部
分に感度を有する層に対して、色の純度を高くできるという点である。
【００４３】
　次に、これらの撮像素子を用いた撮像装置の実施例について説明する。本実施例は、本
発明の固体撮像素子をディジタルカメラ10に適用した場合である。本発明と直接関係のな
い部分について図示および説明を省略する。以下の説明で、信号は、その現れる接続線の
参照番号で指示する。
【００４４】
　ディジタルカメラ10の光学系12は、被写界からの入射光を、撮像部14において画像に結
像させる。撮像部14には、図１に示す固体撮像素子100が含まれる。固体撮像素子100は、
既述のように入射光を色分解し、この分解された色成分の光を受光部101で信号電荷に変
換し、蓄積し、さらに電気信号として出力する。固体撮像素子100は、蓄積された信号電
荷を垂直転送路102に読み出して、垂直方向に順次転送する。垂直に転送された信号電荷
は、水平転送路103を経て、出力信号105として、前処理部22に供給される。
【００４５】
　前処理部22は、アナログフロントエンド（AFE）機能を有する。この機能は、供給され
るアナログ電気信号105に対する相関二重サンプリング（CDS）によるノイズ除去と、ノイ
ズが除去されたアナログ電気信号のディジタル化、すなわちA/D変換である。前処理部22
は、得られたディジタル信号216をメモリ部24に出力する。
【００４６】
　メモリ部24は、供給されるディジタル信号216を一時格納し、出力する機能を有する。
メモリ部24は、入力されたディジタル信号216をディジタル信号218として、バス220、信
号線222を介して信号処理部26に出力する。
【００４７】
　信号処理部26は、供給されるディジタル信号222に信号処理を施す機能を有する。信号
処理部26は、図示しないAF制御機能部、AE制御機能部、AWB（Automatic White Balance）
制御機能部等を含む。AF制御機能部は、生成した画像データを基に焦点調節する機能を有
する。AE制御機能部は、生成した画像データを基に評価値を求めて、絞りおよびシャッタ
速度を調節する機能を有する。AF制御機能部およびAE制御機能部は、図示しない制御信号
を信号線222、バス220および信号線224を経てシステム制御部28に送る。AWB制御機能部は
、生成した画像データを基にホワイトバランスを調節する機能を有する。
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【００４８】
　システム制御部28は、撮像部14を制御する制御信号226を生成して、ドライバ部20に、
信号線226を介して出力する。ドライバ部20は、撮像部14の固体撮像素子100に対して垂直
および水平同期信号、フィールドシフトゲート信号、垂直および水平タイミング信号等、
各種のタイミング信号を生成して、信号線228を介して固体撮像素子100に出力する機能を
有する。
【００４９】
　本実施例の撮像素子100は、太陽電池204が発生した電力を出力するための出力端子200
、202を有している点で、従来の撮像素子と異なる。出力端子200、202は、電力線230を介
して電圧検出制御回路232へ接続される。電圧検出制御回路232は、電圧の大きさを検知し
、所定以上の電圧であれば、電源回路234に、電力線236を介して太陽電池204が生成した
電力を供給する。電源回路234は、供給された電力の電圧を調整して所定の電圧にすると
ともに、カメラ10が内蔵する電池(図示しない)により供給される電力と合わせて、カメラ
10の各部へ電力を供給する。電圧検出制御回路232は、所定以下の電圧であれば、電源回
路234に、太陽電池204が生成した電力を供給しない。このとき電源回路234は、電池のみ
からカメラ10各部へ電力を供給する。
【００５０】
　電圧検出制御回路232は、以上の処理を、撮影が行われている間行う。電圧検出制御回
路232は、撮影が行われているかどうかを、信号線242によりシステム制御部28から送られ
てくる信号により判断する。なお、電圧検出制御回路232は、以上の処理を、撮影が行わ
れていないときにも行なってもよい。そのときは、レンズキャップを外して、太陽電池20
4により電力を生成させて、太陽電池204が生成した電力を、電源回路234を介して、電池
に充電するようにしてもよい。
【００５１】
　電源回路234は、場合によっては、太陽電池204の出力を、その供給可能な電力量に合わ
せて、カメラ10の決まった部分へ供給するように、太陽電池204による電力系統と、電池
による電力系統とを別々としてもよい。
【００５２】
　次に、このカメラにおける電源の制御方法について、図８により説明する。図８は、本
発明の太陽電池内蔵有機撮像素子を使用したカメラ10の電源制御に関するフローチャート
である。カメラ10の電源スイッチが押され、さらにシャッタが操作されて、撮影指示がカ
メラ10に入力されると、電圧検出制御回路232は、撮像素子100の太陽電池204の出力電圧
の大きさを検出する(ステップS10)。次に、検出した出力電圧が所定値以上であるかどう
かを判断する(ステップS12)。出力電圧の大きさが所定値以上であれば、電源回路234に太
陽電池の電力を供給する。電源回路234は、電池により供給される電力と合わせて、カメ
ラ10の各部へ電力を供給する(ステップS14)。その後、カメラ10は撮影シーケンスに入り
、一連の撮影のための処理に入る(ステップS16)。電圧検出制御回路232は、撮影シーケン
スが終了しているかどうかを、システム制御部28からの信号により判断し(ステップS18)
、撮影が終了していないときは、ステップS10に戻る。撮影が終了していると判断したと
きは、動作を終了する。
【００５３】
　ステップS12において、出力電圧の大きさが所定値未満であれば、電圧検出制御回路232
は、電源回路234に太陽電池の電力を供給しない。電源回路234は、電池により供給される
電力のみを、カメラ10の各部へ電力を供給する(ステップS20)。その後、カメラ10は撮影
シーケンスに入り、一連の撮影のための処理に入る(ステップS22)。その後、電圧検出制
御回路232は、ステップS18に進む。
【００５４】
　なお、ディジタルカメラ10は、図７に示す色補正回路238を有してもよい。色補正回路2
38は、次のような理由から設ける。赤色に関する受光部が赤外光の影響を受けないように
するために、赤色に関する受光部の感光波長域を狭くして、赤外域の光を確実に排除する
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られた画像に赤味が不足することがある。そこで、色補正回路238により、不足した赤味
を補うこととする。
【００５５】
　色補正回路238は、図７に示すメモリ部24から、画像信号のうち、赤色のデータを、信
号線240を介して入力される。色補正回路238は、入力されたデータに対して、所定の１よ
り大きい定数を掛ける。得られたデータを、信号線240を介してメモリ部24に格納する。
所定の定数は、カメラの工場出荷前に、適正な値を測定して、出荷時にカメラの不揮発性
メモリに書き込んでおく。または、工場出荷後に、ユーザの設定により、変更することが
できるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施例に係る光電変換膜積層型固体撮像素子の表面模式図である。
【図２】図１に示す矩形枠II内の拡大模式図である。
【図３】図２のIII－III線断面模式図である。
【図４】図２の状態から半導体基板の上に積層されている光電変換膜等を取り払った状態
を示す半導体表面の模式図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線断面模式図である。
【図６】本発明の別の実施例の光電変換膜積層型固体撮像素子の断面模式図である。
【図７】本発明の固体撮像素子を適用したディジタルカメラの実施例の概略的な構成を示
すブロック図である。
【図８】本発明の太陽電池内蔵有機撮像素子を使用したカメラ10の電源制御に関するフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００５７】
　100  受光部
　101  受光部(画素)
　102  垂直転送路
　103  水平転送路
　120r、120g、120b　透明の画素電極膜
　122r、122g、122b　透明の共通電極膜
　123r、123g、123b　光電変換膜
　124  透明絶縁膜
　130r　転送電極(読出電極)
　131r　接続部
　132r　信号電荷蓄積領域(n型半導体領域)
　134r　p型不純物領域
　135  電極
　140  n型半導体基板
　206、212  透明電極膜
　208  p型導電膜
　210  n型導電膜
　232  電圧検出制御回路
　234  電源
　238  色補正回路
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