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　ガイガーモード・アバランシェフォト
ダイオード（APD）が普及するようにな
り、さまざまな企業が市場に参入する
ようになったため、この技術のさまざ
まな実装の舵を取ることは次第に難し
くなってきた。APDはすべて同一の基
本原理にしたがって動作するが、類似
点はそこまでである。異なるガイガー
モードAPDを分類する一つの簡単な方
法は、含まれるマイクロピクセルの数
による分類だ。
　単一ピクセル実装は一般にSPAD（単
一光子アバランシェダイオード）と呼ば
れている。小型（約100μm）のため熱
電冷却が容易であり、結果としてダー
クカウントが非常に少ない。SPADのフ
ォトンカウンティング速度はリセット
時間（または「不感時間」）に依存する。
このリセット時間を短縮し，ダイナミッ
クレンジを拡げるために、能動クエンチ
ング回路が広範に研究されてきた（1）。
　もう一つのタイプのガイガーモード
APDは、マルチピクセル実装（複数の
マイクロピクセルのすべてが共通のカ
ソードとアノードに共に結合されてい
る）であり、これは伝統的な光増倍管
（PMT）と同様に多光子イベントをカ
ウンティングする能力をもつため、一
般にシリコン光電子増倍管（SiPM）と
して知られている。この実装では、多
光子イベントにトリガを加えて、それ
をタイミング測定に利用することもで
きる。

　マルチピクセル実装が初めて市場に
導入された時、多くの努力がこのデバ
イスの評価に向けられた。研究者たち
が数十年にわたってPMTの物理と応
用に取組んできたことを考えても、や
るべきことはたくさんあった。比較的
新しい固体技術は、成熟した真空技術
の不足を克服することができるのだろ
うか？ マルチピクセルフォトンカウン
ティングデバイス（MPPC）SiPMにつ
いては誇大宣伝があったし、今でもあ
る。浜松ホトニクスのアプリケーショ
ンエンジニアとしての私の主な任務の
一つは期待管理である。どのような検
出器をも超える能力をこのデバイスに
期待しているユーザがいる一方で、

MPPCがここ数十年間使用してきた
PMTと同じようには動作しないと落胆
しているユーザもいる。実際のところ、
MPPCはPMTを単に置き換える後継
機器などではまったくない。他のタイ
プの検出器と同様に、MPPCには
MPPC自身のユニークな特性がある。

MPPC
　MPPCのユニークな特徴の一つは単
一光子パルス信号の波形である。ガウ
ス形に近いパルス波形をもつPMTと
は異なり、MPPCは立ち上り時間（ tr ）は
比較的短いが、パルス減衰時間（tf）は
比較的長い。これは、ユーザがオシロ
スコープでMPPCパルスを観測すると
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図1　オシロスコープ上のアナログMPPC信号出力はフォトン数解像度を示している。



きに、まず気付くことだ。MPPCの初
期の主な用途が高エネルギー物理学と
医用画像であったため、タイミング解
像度が主要な関心キーパラメータであ
った。そして、いまでも短いtr と高い
パルス波高をもつパルス発生を目標と
する研究が中心である（図1）。
　単一光子タイミング解像度の初期結
果は非常に有望であり、MPPCで最初
に公開されたデータシートにおいて220 
psのFWHMが報告された（2）。しかし、
このMPPC動作のモデリングとシミュ
レーションが行われた後、初期の結果
を改善するために微調整することが可
能な一対のパラメータが同定された
（図2）（3）～（5）。

製造経験
　MPPC内に変動があるときは常に、
その性能に悪影響が及ぶ。タイミング
解像度を改善する初期努力は、この変
動性を制御することに集中した。試み
られた最初のステップは、マイクロピ
クセルピッチを一定に保ちながらマイ
クロピクセルサイズを縮小することに

よって、クエンチング容量（Cq）とピクセ
ル容量（Cd）の実際的な調整可能性を確
かめることであった。ピクセルサイズ
の縮小だけでCdが低下し、Cqが増加し
た。CqはMPPC内のトレースの拡大に
よってさらに増加することが明らかに
なった。これら二つの変化による影響
は、実際にオシロスコープ上ですぐに
観測された。ピーク振幅が増大し、減
衰時間が短縮し、パルス波形の均一性
が向上した。
　全工程に対して精密化を実施すると、
他にも改善が観測された。50μmピッ
チ、3×3mmのMPPCのダークカウン
トが平均して2分の1に減少した。こ
のような改善によって、MPPCは冷却
せずに室温で容易に使用できるように
なった。

アレイ
　大面積のイメージャを必要とする陽
電子放射断層撮影（PET）などの用途
によってより大きなアレイへの関心が
高まった。小型の2×2チャンネルア
レイでさえ、PETスキャナで必要にな

る光学系とエレクトロニクスの複雑さ
をかなり緩和するであろう。MPPCの
非磁性特性はそれだけでもPET応用に
とって魅力的であるが、組立て済みの
アレイを使って作業する能力はこれら
のデバイスでの作業をさらに容易にし
た。MPPCの大面積アレイを作製する
アプローチには2種類ある。個別の素
子を整列させるか、あるいはモノリシ
ックアレイを設計することだ。
　個別のMPPCを組合せてアレイを作
製するのは比較的容易だ。全体的に均
一な利得を保証するには、個々のMPPC
に加えられた電圧を個別に調整するか、
事前にMPPCを性能に基づいて分類し
ておかねばならない。複数のロットか
ら個々のMPPCを選択し、分類するこ
とができるため、すべてのデバイスが
同一ウエハから製造されている場合を
別にすれば、この方法で利得が非常に
均一なアレイを製造できる。
　モノリシックアレイは降伏現象の観
点で更に危険性が高い。ブレークダウ
ン電圧の変動がある程度大きくなると、
いくつかのチャンネルはガイガーモー
ドでの動作ができなくなる。もう一つ
の極端な状態は一つのチャンネルの過
電圧値が非常に高い場合だ。チャンネ
ル間の差がさほど大きくなくても、アレ
イサイズが増大すると、間違いなく均一
性が問題になる。シリコンウエハ上に
それと同じサイズのモノリシックMPPC
アレイを形成することは可能であるが、
検出器はウエハ上でも同じ利得不均一
性に悩まされるであろう。
　モノリシックアレイ作製の背後にあ
るもう一つの課題は、トレースレイア
ウトの設計である。アルミニウムトレ
ース（導電線）のインピーダンスはパル
ス波形に深刻な影響を及ぼすため、こ
れらのトレースの長さまたは幅のいか
なる変化もアレイ内の各MPPCチャン
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図2　MPPC周辺のパラメータのいくつかを微調整することによって装置のタイミング解像度を
改善することができる。APDマイクロピクセルと直列に接続されたクエンチング抵抗（ R q）を使っ
て、なだれ過程をリセットする。R q値を下げると、パルス波高が増加する。クエンチング容量（Cq）
または古典的なSSPMモデルにおける R qに並列な迷走容量はパルス立ち上りに向けて押し寄せら
れた電荷量が関与している。Cq値が高くなると、立ち上り時間は鋭くなる。ピクセル容量（Cd）は
パルステイル末端の長さによって決まる。Cd値を低下させるとパルス立ち下がり時間が短縮する。



ネルから出力するパルス波形を変形さ
せる。4×4チャンネルのモノリシック
MPPCアレイの場合、そのトレースは各
アルミニウムトレースの長さのすべて
が最長チャンネルの長さに等しくなる
ようにルーティングされる（図3）。

エレクトロニクス
　MPPCの利得は温度変動に敏感なた
め、出力を一定に維持する機構が必要
になる。シリコンAPDと同様に、ブレ
ークダウン電圧は温度が高くなるとシ
フトアップする。MPPCの場合、その
温度係数は約56mV/℃であった。こ
の問題を取扱うための様々な温度補償
法が存在する。最も一般的なものは、
温度に順じて過電圧を調整する方法で
ある。熱電冷却器も温度を一定に保つ
ために利用できるが、大規模かつ迅速
な冷却はMPPCの数が多いため複雑な
処理になる。
　同様の複雑さは、実行される可能性
のあるすべての読出しエレクトロニク
スにも存在し、処理する信号の数が多
くなるにつれ多数のコンポーネントが
必要になる。大抵の用途では面積が制
限因子になるため、MPPCアレイの信
号増幅と処理を操作するための混合信
号低雑音ICに多くの関心が集まった。

　通常応用の16チャンネル信号特定
用途向き集積回路（ASIC）は、個別ア
レイとモノリシックアレイを使ったモ
ジュールとして現在入手可能である。
このようなASICの要件は、低い入力イ
ンピーダンス、高い出力インピーダン
ス、100MHz以上の帯域幅、雑音を排
除するクランプ電気回路などであった。
この特別なASICは電流ミラー回路に
基づいている。工程改善によってモノ
リシックアレイにおけるチャンネル間
の利得差が最小化されたが、MPPCア
レイのいかなる利得不均一性も相殺可
能な分離32チャンネル・デジタル‐アナ

ログ変換器（DAC）ASICが開発され
た（図4）。
　抵抗読出し方式は大型PMTアレイ
を読出すために医用画像分野で普及し
た。これと同一の読出し方式は分離64
チャンネルMPPCアレイで実施されて
おり、これは四つの位置符号化アナロ
グ出力を提供する（図5）。
　MPPCは、斬新だが未証明の技術か
ら十分に理解された信頼できる技術へ
と急速に変化した。しかし、それでもな
お多くの未開拓のアプリケーションが
残っている。これからは、まさにMPPC
にとっては期待できる時期だ。
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図3　S11828-3344Mは、3面タイル状
の4×4チャンネル・モノリシックアレイ。均
一なパルス波形を達成するために、各チャン
ネルからのトレースは等しい長さになるよう
にアレイの1面へとルーティングされた。

図5　一つの抵抗電荷分割回路網が8×8チ
ャンネル分離MPPCモジュールで使われてい
る。64の異なる出力ケーブルを使う代わりに、
このスキームでは、出力をたった4ケーブル
で処理することができる。

図4　フレックスケーブル上のモノリシック4
×4チャンネルアレイを利用するMPPCモジ
ュール。そのエレクトロニクスは高電圧電源、
温度補償回路、本文中に登場する二つの
ASICで構成されている。


