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研究成果の概要： 
単一のフォトン（光子）の検出ができる超高感度の光センサー（電子打ち込み型のハイブリッ

ド光センサー（ＨＰＤ））について、その可能性を探るためさまざまなタイプのセンサーを試作

しその性能を検証した。試作されたセンサーは、２次元多チャネルアレイ・シングルフォトン

解析装置，大口径微弱光撮像システムそして超高速光センサーの三種類である。 
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１．研究開始当初の背景 

フォトンの検出は、科学の広範な分野で重
要な研究手段である。フォトンセンサ−の性
能がその研究の成果を大きく左右する事も
それほど珍しい事ではない。したがって高い
性能のフォトンセンサ−に対する待望は常に
高く、それを開発・改良していく事は、極め
て重要である。 
 近年になって、半導体素子を光電管中に入
れて１０３～１０６倍のゲインを得るという
新しいタイプのセンサ（電子打ち込み増倍型

フォトンセンサ：ＥＢ型センサ）が提案され、
開発研究が行われている。図１にその構造を
示す。光電面に 8-10ｋＶ程度の負電位を印加
し、グランド電位に半導体素子を配置すると、
光電子は電界によって加速され大きな運動
エネルギーを得て、半導体素子に照射される。
ここで電子は、そのエネルギーにほぼ比例し
た数の電子－正孔対を生成する。この過程が
大きな初段増幅を与える事になり、揺らぎが
少なくノイズの小さな光電子測定が可能で
あることが実証されてきた。 
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図１：電子打ち込み（ＥＢ）型光センサー

の構造 

  本研究のべ−スとなる平成１３－１６年
基盤研究（Ｂ）（２）（課題番号１３５５４０
０８）では、本研究の基本アイディアでもあ
る電子打ち込み方式による増幅（ＥＢ）と分
割化された APD（アバランシェ・フォト・ダ
イオード）の組み合わせが、世界で始めて試
された。APD はそれを分割化する事、電子打
ち込みよる半導体の損傷を最小限にする事、
また電子照射面の不感層の厚みを最小にす
る事等の要請から、裏面照射型の構造を採用
した。また磁場中での使用を考慮して、近接
型（光電面と APD の間隔を小さくとる）の
構成とした。その比較的低い打ち込み電圧に
も関わらず、分割型 APD による電子入射面
の薄い不感層と低ノイズのおかげで、既成の
高性能ＰＭＴでは到底達成できなかった極
めて良好なフォトンカウンティング能力が
得られた。 
 近接型構造のメリットとしては、良好な時
間特性や耐磁場性能が期待されるが、レ−ザ−
ダイオ−ドを参照光とした時間揺らぎの評価
で、シングルフォトンに対して８０ピコ秒と
いう高性能ＰＭＴと遜色ない特性が得られ
た。また耐磁場特性については検出器軸に平
行な磁場に対しては１．５テスラまでの出力
減少がない事が示された。 

マルチピクセルの検出器においては、各ピ
クセル間の一様性も重要な項目だが、この研
究では最大８ｘ８＝６４ピクセルの APD を
内蔵したものが試作され、スポット光の走査
による測定で、出力のばらつきは８％と通常
のマルチアノ−ドＰＭＴに比べても数倍優れ
たものであった。 
 以上のようにこの研究において、ＥＢ型セ
ンサは現在広く使用されている半導体光検
出器やＰＭＴに対して本質的な優位性、大き
な可能性を持っている事が明らかにされた。 
 このような優れたフォトン弁別能力、時間
特性、磁場中での良好な動作、電子収束によ
る大面積化の可能性などから、世界中でさま

ざまな応用に向けた多くの開発研究が始ま
った。それらは、少数のフォトンで粒子弁別
を行うリングイメージングチェレンコフ検
出器用光センサー、あるいは大口径で高い時
間特性の必要なカミオカンデ型の水チェレ
ンコフ検出器の光電子増倍管のアップグレ
ード、あるいは微弱光でイメージを捕らえる
イメージインテンシファイアをさらに高感
度にした撮像管としての応用などである。 
 
２．研究の目的 
このＥＢ型センサの限界性能を追求し、そ

のユニ−クな特性を最大限に活かすさまざま
な応用を切り開き、ＥＢ型新世代光センサ−
技術を確立する事が本研究の目的である。具
体的には、 
１）２次元の多チャネルアレイで高速、高分
解能なシングルフォトン解析のできる装置
の試作、 
２）電子収束系を活かした超感度大口径撮像
システムの試作、 
３）優れた時間分解能を最大限まで引き出す
ことで実現するシングルフォトンをピコ秒
精度で測定できる光センサー 
について試作・評価をし、あわせてその応用
を検討する。 
 
３．研究の方法 
本研究におけるＥＢ型センサの新たな展開
によって様々な分野で活用される次のよう
なデバイスの開発を考える。 
１）２次元多チャネルアレイ・シングルフォ
トン解析装置の開発 
比較的大きな（２ミリ角）ＡＰＤのマルチ

チャンネルアレイと GaAsP 光電面を組み合
わせることで、空間分解能、シングルフォト
ンを弁別できるエネルギ−分解能、耐磁場能
力、そして高い光電変換効率などのすぐれた
特性をもつセンサーを構成し、高エネルギ−
物理実験装置におけるチェレンコフリング
検出器やファイバ−トラッカ−／ファイバ−カ
ロリメ−タのフォトンセンサ−としての実用
性を検討する。このためには、マルチチャネ
ルをパルスとして処理できるエレクトロニ
クスの開発が必要となる。 
２）大口径微弱光撮像システムの開発 
光電子の収束系を管内に配置し、大面積の

光電面と微細ピクセルセンサー（たとえばＣ
ＣＤ）を組み合わせることで、超高感度大口
径微弱光撮像装置を実現する。 
３）超高速光センサーの開発 

同様に電子レンズ系にて、より小型の超高
速半導体素子に光電子を収束する事で、例え
ばφ５ｍｍ程度の有効エリアをもちながら
帯域１０ＧＨｚを達成することで、光通信用
の超高感度センサが実現する。 
 



 

 

４．研究成果 
１）２次元多チャネルアレイ・シングルフォ

トン解析
装置 

2 ミリ
角・８ｘ
８チャン
ネルの二
次元アレ
イセンサ
ーとその
信号処理
を行うシ

ステム開発し、画像情報を取り出すことを試
みた。完成したシステムの概観を図２に示す。
システムは、今回専用に開発したＡＳＩＣに
よる前置増幅エレクトロニクス、信号の計数
とＵＳＢ接続によるＰＣへのデータを転送
を行う装置からなっており、試作を超えてさ
まざまな実用を意識した完成度の高いシス
テムとなっている。 
 センサーの微弱光を高速で補足できる特
性を活かす応用可能性として、Ｘ線の高速画
像装置としての

性能を評価した。通常Ｘ線の検出は CsI のよ
うなシンチレータの薄膜を使って光に変換
し、ＣＣＤなどでその光を検出することによ
って実現されるが、そのシンチレータの厚み
から硬Ｘ線への感度はほとんど期待できな
い。そこで今回、シンチレータとして輻射長
のより短くしかも時間特性に優れた LuAG 結
晶を採用、さらに二次元の位置情報を得るた
め単結晶ファイバー（0.437mm 径）を束ねた
プレートを開発し（LuAG 単結晶ファイバープ
レート）それをＸ線の光変換に用いた。予備
的な実験としてファイバープレート前面に、

『イ』の字状にスリットをあけた 1mm 厚のス
テンレス製マスクをおいて 10keVのＸ線のイ
メージングの実証を行うことができた。（図
３） 

 
２）大口径微弱光撮像システムの開発 
大口径光電面、電子収束・打ち込みとＣＣ

Ｄを組み合わせて（図４）大口径の微弱光撮
像装置を実証する装置として、10cm の口径を
持つシステムを試作した。（図５） 

この装置の解像度は可視光とテストチャ
ートの組み合わせで、2 lp/mm との評価され
た。これは電子収束系の縮小率を考慮したＣ
ＣＤの解像度とほぼ一致しており、収束系で
の歪み・ボケが問題にならないレベルである
ことを示している。 
シングルフォトンレベルの撮像を狙うこ

のシステムにおいて、増幅度はシステムの性
能を左右する最も重要ポイントである。内部
ゲインを持たないＣＣＤとの組み合わせで
は、電子打ち込みによる増幅のみが有効であ
る。このため最大印加電圧が重要な性能因子
となる。今回の試作品では、12kV を確保する
ことができ、最大増幅度として２４００が得
られ、シングルフォトンレベルの超微弱光撮
像が実現可能となった。 
 応用可能性として、低レベル照射量での医
療用Ｘ線撮像がある。そこでこの撮像装置に

図３ LuAG シンチレータ単結晶ファイ
バー束（左）とＸ線によるイメージング
（右） 

図２：８ｘ８２次元アレイＨＰＤシステ
ム。上は受光面を正面から見たもの。 

図４：大口径電子打ち込みＣＣＤ（ＥＢ
ＣＣＤ）システムの構造 

図５：大口径電子打ち込みＣＣＤ（ＥＢ
ＣＣＤ）システムの構造 



 

 

Ｘ線撮影用増感紙（粉末ＣＷＯシンチレータ
を塗布された０．５ミリ厚のフィルム）を貼
り付けて、低強度の放射性同位元素からのＸ
線によるイメージングを試みた。（図６）Ｘ
線発生装置によらない微弱な校正用チェッ
キングソースによって良好なＸ線イメージ

ングが可能であること、この比較的簡単なセ
ットアップで 2 lp/mm 相当の分解能をもつこ
とを確認することができた。 
 
 
３）超高速光センサーの開発 

時間応答特性が最適化された小口径のＡ
ＰＤと比較的大きな有効径の光電面を電子
収束系でつないだシステムにより、８ミリ径
の有感領域を持つの超高速光センサーを試
作した。図７に試作品の外観を示す。 
 
電子収束系の最適化はシミュレーションに

基づいて行われた。有効径内の感度・増幅度
の一様性は図８に示すようにきわめて良好
であり、電子収束光学の設計が適切であるこ
とを示している。 
 シングルフォトンレベルの入力光に対す
る出力信号は図９に示すように、入射フォト
ン数を忠実に反映した波高をしめしており、
電子打ち込みデバイスらしい優れたフォト
ン計数能力が確認できた。そのパルスの立ち
上がり、立下りはそれぞれ 360,340 psec 程

度となり、容量の小さい小径ＡＰＤを使用し
たことによる高速性が実現されている。 

試作された超高速デバイスにとってパル
ス立ち上がり・立下りの高速性とともに重要
な性能は入力光に対するタイミングジッタ
ーである。そこでレーザーダイオード光源を
用いてそのトリガー信号とセンサー出力の
ジッターをシングルフォトンレベルで測定
した。シミュレーションによると中心から
5mm 以内の領域では電子収束の軌道によるジ
ッターは 3 psec 程度（図 10 黄色のライン）

図６ 241Am線源からのＸ線による５０ミ
クロン厚の銅箔パターンのイメージング。
0.25mm のギャップが弁別できている。 

図７ 試作された超高速光センサー

図８ 有効径内の感度・増幅度の一
様性 

図９ シングルフォトンレベルの入力
光に対する出力波形。フォトン数に対応
するトレースが判別できる。 

図１０ シングルフォトンレベルの入
力光に対する出力タイミングの揺らぎ
（jitter）。フォトン数に対応するトレー
スが判別できる。



 

 

で、センサー自身とエレクトロニクスによる
寄与に比べて十分に小さいと思われる。スト
リークカメラの測定から光源自身が 30 psec
程度の光出力パルス幅を持っていることが
分かっており、その寄与を実測のジッターか
ら差っ引いた結果が図 10 の青線で示されて
いる。これは有効径の中央では、シングルフ
ォトンのタイミング計測において 10 psec 程
度の精度で測定ができることを示している。
この結果は、従来微弱光測定において最も時
間精度が良いとされるマルチチャネルプレ
ート（MCP）を凌駕して世界最高精度の時間
測定性能を達成したことを意味する。 
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