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１． はじめに 

 近年の CCD や CMOS デバイスの技術革新により、デジタルカメラやスキャナーなど、様々な光センサーが

身近なものとなってきた。 PET を含めた放射線計測も例外でなく、高感度光センサーの開発は時代が求め

る最先端のニーズである。素粒子・宇宙・原子核の分野を問わず最も良く使われるのが光電子増倍管(PMT)

であり、微弱な電荷信号を 100 万倍にも増幅する優れた光センサーである。一方で、容積が嵩張ることや

1000V を超える高圧を要する点、さらに強磁場では動作しないなど、使用上の制約も多い。PMT に代わる光

センサーとして、フォトダイオードが挙げられる。半導体のため素子が薄く、可視波長で優れた感度（PMT の

約 4 倍）をもつが、微弱な光を増幅することができない。また、信号応答速度も PMT に劣るため、PET の光検

出器として利用するのは無理がある。本稿では、これらPMTとPD両方の長所を兼ね備えた光センサー「アバ

ランシェ・フォトダイオード(APD)」に着目し、次世代 PET 開発までの展望と、進捗状況について述べたい。ま

た、近年話題となっている Multi-Pixel Photon Counter (MPPC; 通称 Si-PM)についても触れ、APD とあわせ

た今後の動向を議論したい。 

 

２． APD の種類と構造 

APD は、Si 半導体の内部に強い電場勾配を持たせることで、増幅機能を持たせた半導体素子である[1]。

光によって生成された電子・ホール対（キャリア）は素子内部で強い電場によって加速を受け、PN 接合近傍

の増倍領域を通過する間に多数の 2 次キャリアを生成する。信号自身を M 倍に増幅すれば、半導体で問題

となるノイズを等価的に～1/Mまで低減することができ、通常のPDよりも遥かに高いシグナル・ノイズ比（S/N）

が得られる。APD の増幅率は印加電圧に依存し、降伏電圧付近では 1 万倍を超える大きな利得が得られる

（ガイガーモード： ６章も参照）。APD は光ファイバ－のデジタル受光素子として用いられることが多いが、ここ

では増幅率を 100 倍以下に抑え、放射線計測用の「アナログ線形素子」として利用する。APD でシンチレー

タを読み出せば、低ノイズかつコンパクトなガンマ線検出器が実現できるほか、APD 自身を X 線や荷電粒子

の検出器として用いることもできる[2]。 

このような観点から、我々は浜松ホトニクス社と共同

で、2 種類の“放射線計測用”APD の開発に取り組ん

できた[3]。X 線など直接検出に用いる APD はリーチス

ルー型（図 1 左）と呼ばれ、電場の強い(～30V/ミクロ

ン)増幅領域の手前に、ドリフト領域と呼ばれる厚い

（100 ミクロン以上）空乏層をもつ。ドリフト領域は透過

力の強いＸ線を電子とホールに変換する場所であり、

ここで生じたキャリアは増幅領域まで移動（ドリフト）し

て、一気に加速・増幅される。この APD は 300 V 程度

で動作し、時間応答も速いが、熱電子によ 

図 1 浜松製 APD センサーの種類と内部構造 
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るノイズを同時に増幅してしまう欠点がある。 ガンマ線シンチレータの読み出しには リバース型（図１右）が

適している。リーチスルー型と対称的な構造をもち、表面から 5 ミクロン程度に増幅領域が存在する。透過力

の強いＸ線の検出には向かないが、シンチレータの光は表面から数ミクロンで吸収され、すべて増幅すること

ができる。最大のメリットは、ノイズの主成分である熱電子が増幅されない点にある。信号の増幅率を保ったま

ま、ノイズだけを従来の約 1/100 まで低減することが初めて可能となった。 

ここで注目したいのは、浜松製 APD の動作電圧(約 300V)である。APD の歴史は古く、海外では 30 年も以

前から開発が行われ、とくに米国 API 社や RMD 社の製品が有名である。これら海外競合メーカーの製品は

「斜めエッジ型」と呼ばれる特殊な構造をもち、2000V もの高圧をかけないと動作しない。暗電流ノイズも浜松

製品より数十倍高く、また放射線耐性についても問題（ブレークダウン電圧の低下）が指摘されている[4]。浜

松 APD は、放射線耐性にも優れ、CERN の CMS カロリメータとしても現在 141,000 ものリバース APD がシン

チレータ読み出しに用いられている[5]。 

 

3． X 線 ・ ガンマ線検出の実例 

一例として、リーチスルー型 APD を用いて軟 X 線の直接検出を試みた。図２（左）に放射線源（55Fe）の X

線スペクトルを示す。６キロ電子ボルト付近の輝線構造が明確に確認できる。エネルギー分解能は、APD とし

ては過去最高の 378eV(FWHM)が得られた[6]。低エネルギー側は、従来の半導体素子では困難な 0.3 キロ

電子ボルト付近までスペクトルが得られ、APD の信号増幅がノイズ軽減に極めて有効であることがわかる。さ

らに、同じ APD を高計数測定に利用したところ、1 秒間に 1 億イベント(108 cts/秒)もの X 線を取りこぼしなく

計数することができた。APD からの信号を電流増幅アンプで観察すると、僅か 1.9 ナノ秒(FWHM)の間に電荷

（キャリア）の収集が終わっていることが分かる（図２右）。つまり、APD は PMT と同等か、あるいはそれ以上の

信号応答速度を持つ事が確かめられた。 

 

 図 2 (左)APD で直接検出した X 線スペクトル (右)APD センサーの出力信号（電流アンプ 100 倍） 

 

続いて、リバース型 APD（5mm 角サイズ）をシンチレータ（CsI(Tl)）と組み合わせ、ガンマ線検出器としての

性能を評価する([7][8])。図3(左)は同じシンチレータからの信号を APD とPDで読み出した場合の比較であり、

APD の優れた特性が理解される。PMT と比較した場合も同様で、APD はノイズ閾値と分光性能、どちらにお

いても PMT より優れている。5mm 角の APD は国内で得られる最大のサイズであり、従来の光ファイバ受光面

としては十分すぎる大きさである。しかしながら、物理計測では遥かに大型の検出器が必要とされ、より大きな
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受光面をもつ APD の開発が早急な課題である。素子の大型化は容量起源のノイズを増し、表面一様性を損

なうなど、多くのリスクをともなう。近年、我々は浜松ホトニクス社と共同でこれらの問題点を克服し、世界最大

級となる 18mm 角 APD の開発に成功している[9]。 

 

図 3（左） APD と通常のフォトダイオード（PD）を用いたガンマ線スペクトルの比較。 

  （右） アクティブ・ゲイン補償によるガンマ線スペクトルの改善の様子。 

 

数々の長所をもつ APD であるが、克服すべき問題点も残されている。APD を冷却すると、加速されたキャリ

アが半導体中のフォノン（量子化された格子振動）と相互作用しにくくなり、より一層加速を受けやすくなる。こ

れは「増幅率の温度変化」という形で現れ、精密な分光測定には安定した熱環境が求められる。宇宙実験や

加速器実験など、温度コントロールが難しい環境においては、増幅率の変動を積極的に補償する工夫が必

要となる。我々は APD の温度変化から増幅率の変動を計算し、印加電圧をリアルタイムで補正してゲインを

保つ、新しい手法を確立した[10]。図３（右）に示すのは、APD と CsI(Tl)からなるガンマ線検出器を 0℃から

20℃まで 6000 秒で変化させた場合の積分スペクトルである。ゲインの自動制御を行うことで、スペクトルにみ

られた歪みが完全に解消されることがわかる。 

 

4. APD アレーを用いた「拡張型 PET ユニット」の開発 

 このように優れた潜在能力を持つ APD をアレー化し、位置検出機能を持たせることは、様々な分野での応

用が期待される。米国 RMD 社のホームページでは 2mm 角ピクセルが 4×4ch, 1mm 角ピクセルが 8×8 ch 

並んだ APD アレーが紹介されており、また浜松ホトニクス社では 1.6mm 角ピクセルが 8×4ch 並んだ APD

アレー(S8550)を製作している。これらは既に H8500 や H9500 といったフラットパネル PMT のピクセルサイズ

を十分に下回っており、APD が将来、優れた撮像検出器になる可能性を示唆している。シンチレータの読み

出しでは浜松ホトニクス社の APD が格段に優れるため、海外からもアレー単体の性能評価や、ごく初歩的な

イメージング素子の製作例が報告されている[9]。我々も、ピクセル型 CsI(Tl)結晶と S8550 を組み合わせた

検出器を試作し（図 4 左）、実際に数ミリ程度の分解能をもつガンマ線カメラの試作に成功している([3]および

第 5 章)。 

 一方で、現状の浜松製 APD アレー(S8550)はピクセル数が少なく、また 1.6mm の受光面素子サイズに対し

て 0.7mm のギャップがあり、開口率を損している。また、背面のピン出力も特殊な配列で、PET として利 
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    図４ (左) APD アレー S8550(浜松ホトニクス)を用いたガンマ線撮像カメラユニット。 

            （右） 現在開発中の 16×16ch 新型 APD アレー。ピクセルサイズは 1mm 角。    

 

用するには敷居の高い構造となっている。我々は浜松ホトニクス社と共同で、より汎用性のある大型 APD アレ

ー数種類の開発に着手している。現在、2mm 角ピクセルの APD 素子を並べた 8×8 アレー、1mm 角ピクセル

を並べた 16×16 アレー、さらには 0.5ｍｍ角ピクセルアレー等の製作を始めており、初版は今年 5 月ごろに

完成予定である。一例として、図 4(右)に 256ch APD アレーの概観を示す。各ピクセル間のギャップを可能な

限り小さくしてデッドスペースをなくし、外周となるセラミックパッケージについても無駄なスペースを極力排除

した。3cm 角に全てが収まり、背面ピン配置も均等にすることで利便性を図る。ここで開発する APD アレーは、

数年のうちに浜松ホトニクスの市販ラインに載る予定である。 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 図 5 APD を用いた拡張型 PET ユニットの概念図 

 

より将来的には、LYSOからなるピクセル・シンチレータと APDアレーを組み合わせ、またこれを読み出すア

ナログ・デジタル基板を全て一体化した 「拡張型 PET ユニット」として広く普及を考えている。本開発は、JST

の先端計測技術・要素技術開発プログラムの一貫として、平成２１年度の完成を目指す。PET ユニットのサイ

ズは 3×3×5cm3 程度と見込まれ、ユーザーはそれぞれの用途に合わせてユニットを連結し、動物用・頭部

用・全身用、あらゆるサイズの PET に構築する利便性を持たせたい。開発する「拡張型 PET ユニット」の構成

概念を図 5 に示す。 

 

5. PET 用 APD アレーに特化した高速 LSI の開発 

  撮像検出器のチャンネル数はピクセルの細かさ、検出器の大きさ（容積）に比例して増大し、高速かつ多

チャンネルの読み出しシステムの構築が不可欠となる。素粒子・原子核の分野において、ピクセル型半導体
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素子のデータ処理に最も良く用いられるのが IDEAS 社製の VLSI (通称 VATA チップ)である。ひとつのチッ

プで 数十 ch 以上のデータ処理を行うほか、 LabView などユーザー・インターフェースが充実していることも

大きな魅力である。特殊な用途でない限り、市販の VATA チップを購入するのが便利で安上がりであるが、

目的によっては回路パラメータや動作電圧の変更、出力インターフェースの改変などが避けら 

 

 

図 6 (左) 開発中の LSI 外観 (中) LSI の内部構成 （右） SPICE シミュレーションの例 

 

れない。たとえば APD-array は素子内部で信号を 50-100 倍に増幅するため、通常の半導体用 VATA チッ

プではゲインが高すぎ、出力信号が容易に飽和してしまう。新しいチップの開発を依頼する場合、数千万円

の膨大な費用を要し、また IDEAS 社の利益に対する説得という、二つのハードルをクリアしなくてはいけない。 

幸い、JAXA の宇宙プラズマ研究チームがゲインを 1/10 に落とした VATA チップを製作しており、我々はこ

れを拝借して APD 撮像カメラ (S8550 と CsI(Tl)ピクセルシンチレータ：図 4 左)の読み出しを試みた。正しくス

ペクトルは得られたが、エネルギー分解能は改善の余地があり(8.6％FWHM ＠662keV)、ダイナミックレンジ

を稼ぐためには LSI のさらなる低ゲイン化・最適化が必要である。 

 PET で利用する場合は、さらに高速なデータ処理が必要とされる。通常の VATA では整形時定数が数マイ

クロ秒と遅く、たとえば LYSO シンチレータ（τ～40 nsec）と組み合わせた場合に、せっかくのスピードを生か

せない。また、典型的に～100k カウント/秒/アレーが期待されるため、信号がパイルアップして不感時間が

無視できない。APD に特化した “高速かつ低ノイズな”LSI を早急に開発する必要があり、我々は商用のバ

ルク CMOS(0,35 ミクロン、0.25 ミクロン)を用いて集積回路の開発を独自に行うことにした(図 6 左)。具体的に

は SPICE 回路シミュレーション（図 6 右）を繰り返した後に LSI のレイアウトを固め、国内代理店を通じて

MOSIS にプロトタイプ製作を依頼する。APD 用 LSI の開発は既に東大の高橋先生により多くの優れた実績が

あり、とくに DOI 検出を意識した波形サンプリングについては文献を参照されたい[11]。我々は、３年にわたり

様々なタイプの APD 用 LSI の設計・開発を行っていくが、今回は 8ch 読み出し用 LSI の開発を進めている。

511keV±50 keV 相当の信号をヒットパターンとして出力するほか、アナログサム、TOF 情報を別途出力する

構成とした。詳細なシミュレーションから、サブナノ秒(600psec)程度の時間分解能が実現されることが期待さ

れ、今後実機を用いて詳細に評価していく予定である。初版の LSI は今年 5 月に完成予定である。 

 

6. MPPC (Si-PM) との比較 

最後に、近年何かと話題の多い シリコン PM (SiPM: 浜松製品名 Multi-pixel photon Counter: MPPC 

[12])についても簡単に触れておきたい。SiPM は、個々のピクセルサイズを数十ミクロンまで小さくした APD ア

レーであり、ガイガーモードで動作させる。出力はアレー全体で 1 チャンネルであり、個々のピクセルには光
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子ひとつしか入らない事が大前提となる。すなわち、全てのピクセルのアナログ和が出力され、入射した光子

数の情報を与える。先に紹介した APDが線形素子として動作し、ゲインが 100 倍程度しか稼げないのに対し、

SiPM は 10 万～100 万倍の高いゲイン取得を可能とする。その結果、1 光子レベルの微弱な信号にも高い

S/N を実現し、また信号出力においては最速で～300 ピコ秒程度の速い応答が得られる。そのどちらもが高

エネルギー素粒子実験において魅力的な素子であり、次世代光検出器として大いに注目を集める所以であ

る。PET への応用についても、近年盛んに議論が進められ[13][14]、次世代光検出器の大きな一歩となること

は間違いないといえる。 

 一方で、SiPM ならではの問題についても、常に意識しておかなければならない。まずダイナミックレンジに

ついて、SiPM は原理的にアレー素子数以上の光子を数えることができない。たとえば 20×20 の素子からな

る SiPM であれば、最大 400 光子までしか数えることができず、実際にはその半分程度から線形性が大きく崩

れ始める。 また、PET のように位置有感型検出器とするためには、SiPM 素子をさらに複数、アレー型に並べ

る必要があるが、クエンチング抵抗の容積もあり、技術的に難しい課題である。また、ガイガーモードで検出

器を動作させる関係上、必然的にバイアス電圧に敏感となる。70V 程度で動作する MPPC 素子の場合、印加

電圧を 1.5 V 変えるだけでもゲインが 2 倍程度変化する。ゲインの温度依存性は APD と同様で、SiPM の場

合は温度環境、バイアス電圧ともに細心の注意のもとで動作させる事が必要となる。これら克服すべき課題は

多いが、高い S/N は後段の回路処理を圧倒的に楽にし、また速い時間応答は TOF-PET への新たな可能

性を秘めている。 通常の APD-array, Si-PM ともに一長一短であり、今後平行して開発が進むのではない

かと思われる。 

 

7. まとめと今後 

本稿では、APD センサーの基礎特性について述べ、現在進行中のプロジェクト（APD アレーを用いた拡張

型高速PETの要素開発）についても進捗状況を紹介した。APDを用いた撮像検出器はガンマ線検出の位置

分解能を向上し、コンパクトな形状に組み立てられるなど、多くの可能性を秘めている。今年 5 月には浜松ホ

トニクス社製の新型 APD アレー素子(8×8ch, 16×16ch)、高速 LSI ともに初版が完成する予定であり、これら

の性能評価については稿を改めて紹介したい。最終的に、APD を用いた拡張型 PET ユニットの試作までを

行う予定である。最後に SiPM について、現状の問題点と今後の展望について触れた。個人的には、SiPM、

APD アレーは相補的な光検出器であり、どちらも次世代 PET の鍵を担うことになるのではと期待している。 
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