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低価格の CMOS 検出器を実現した
テラヘルツイメージング
フランツ・シュスター、ウォイチェフ・ナップ、バレリー・グエン

安価な CMOS チップの金属相互接続層内のサブ波長アンテナがテラヘルツ放

スクの半径）
の回折法則で決まる距離間

れた。

で、λは波長、NA は開口数を意味する。

射をチップエレクトロニクスに結合させる安価で小型な撮像装置が作り出さ

隔で配置されなければならない。ここ

可視光では、可能な最小ピッチは NA

長い間、電磁スペクトルは 2 種類の

グでは布や紙のような乾燥構造を通し
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たがって、布の下に隠された金属（反

り長いので、例えば、1THz 画像での最

らの開発の多くは今日のセキュリティ

細な画像が必要であるならば、約 6×6

には産業分野での品質や食品の管理も

るだけで大きな焦点面アレイが形成さ

てさえ高コントラストが得られる。し

技術のいずれか、比較的短い波長に対

射性）物体の検出も可能である。これ

は高周波エレクトロニクスを使って利

用されてきた。最近まで、光学とエレ

問題と緊密に関係しているが、将来的

クトロニクスの中間に位置するテラヘ
ルツ領域は実用的な光源と検出器を欠

大きな市場になるだろう。

いていたのでほとんど利用不可能であ
った（図 1 ）。

を 1 とすると約 0.33μm になる。テラ

ヘルツ画像の場合は、その波長がかな

小画素サイズは約 183μm になる。詳

画素を 1 平方ミリメートル内に配置す
れる。

テラヘルツイメージングの限界

CMOS 画素

性が動機となっている。テラヘルツ光

ンの画像を生成しなければならず、そ

信号を得るアプローチとして、いくつか
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うな低い光子エネルギーがテラヘルツ

放射を非電離にする。したがって、健
康への影響はないと考えられる。
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図 1 電磁スペクトル中のテラヘルツ帯域は光学帯域（比較的短い波長）と高周波帯域（比較的長
い波長）の中間に位置し、これまでセンシングやイメージングへの利用が困難であった。
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MOSトランジスタに基づく画素は全

く異なるアプローチに従う。既存の
MOS トランジスタはいずれも 1THz 程

度の高い周波数に対して応答不可能で

図 2 CMOS 画 素 ス キ ー ム で は、
金属相互接続層内のボウタイ構造が
入射する自由空間テラヘルツ放射を
サブ波長トランジスタへと結合す
る。ボウタイが 3×4 画素テラヘル
ツイメージングアレイにおいて捉え
られている。（資料提供；フランツ・
シュスター氏）

ある。しかし、このような低い遮断周

波数の MOS トランジスタであっても、
トランジスタチャネル内の電荷 / 電子

プラズマの非線形特性を利用すれば、
テラヘルツ放射を整流することはでき
し、プラズマ波や過減衰プラズマ振動

を発生させる。その結果、持続的な電
圧がソース‐ドレイン間に出現する。最

760μm

る。テラヘルツ放射は電荷密度を摂動

も簡単な場合（低いキャリア移動度と密
度）には、このプロセスは特殊なタイ
プの抵抗自己混合として電子的な方法
で解釈することもできる（ 1 ）。

自由空間テラヘルツ波をサブ波長ト

ランジスタに効率良く結合させるには、
アンテナ構造が必要になる。その全構

570μm
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わずかに高い周波数で得られ、そのとき

（b）

の感度は同一画素で50V/Wであった。
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れた物体を、電離性エックス線を使用

は木の葉の内部構造を明らかにし、そ
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葉が可視光（ a ）と 0.3GHz の透過イメージング（ b ）において観察された。

の健康状態と水の必要性についての情

報を提供する（図 3 ）。テラヘルツ帯域

のヘテロダイン検波やレーダ様技術を

テラヘルツ画素に適用して、3D イメー

造は、金属相互接続層に実装される金

の応答度である 。この性能を得るには、

ジングを支援することも可能だ。

スで実現できる（図 2 ）
。この標準的な工

抗がこの周波数で高くなる金属アンテ

適切なテラヘルツ照明の準備が依然と

属アンテナを含めて、標準 CMOSプロセ

（2）

信号チェーンの各要素、つまり寄生抵

非常に高いパワーが必要なときは、

ナ、イメージャ裏面でのテラヘルツ波

して困難であるが、1THz 未満の周波数

厚み、アンテナを使ってインピーダンス

できる小型固体光源もすでに存在する。

テラヘルツ CMOS 画素の感度は最大

イズを慎重に設計しなければならない。

を初めとする多数のアプリケーション

ツ光源の最小光量を決定する。それは、

長、この例では 130nm の使用によって

ンスなどの様々な用語で表現すること

し、今日最高の測定動作は1THzよりも

業シリコン技術で加工可能であることが

このアプローチの主要な利点の 1 つだ。

性能指数

画像周波数または検出可能なテラヘル
雑音等価パワー（ NEP ）
やパワーレスポ
ができる。NEP は与えられた検出／雑

音帯域幅に対する検出可能な最小パワ

ーを意味し、検出器出力の信号対雑音
比（ SNR ）が 1 になる入射放射パワーで

定義される。それは、一般に、WHz −1/2

で与えられ、雑音帯域幅が異なる検出
器間の比較を可能にする。V/W で表さ

れるパワーレスポンスまたは応答度は
アンテナが受け取るパワーを読み取り
可能な電圧に変換する画素の能力を特
徴づける。

現在、テラヘルツ CMOS 画素によっ

て室温で得られる最良の結果は8×10−12
WHz −1/2 の NEPと0.3THz での 5kV/W
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反射を制御するためのシリコン基板の

整合を制御する MOSトランジスタのサ

良好な結果はさほど短くないチャネル

得られる。損失は周波数とともに増加

で小さな風景を容易に照明することが
これによって品質管理やセキュリティ
への道が開かれるであろう。今や、注
目の領域で高速かつ確実に制御可能な

小形のスタンドアロン型テラヘルツ撮
像装置が現実のものになりつつある。
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