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［２］研究経過 
フォトン検出器は、蛍光寿命検出やDNA マイク

ロアレイ、量子暗号技術等、近い将来に重要となる

超高精度な微弱光検出技術への応用が期待されてい

る。主要なデバイスとして、アバランシェ・フォト

ダイオード (APD) や光電子増倍管 (PMT) が既に

利用されているが、電子増倍を行うため高電界を印

加している。その結果、暗計数率（光入射のない状

態での誤計数率）の低減には限界があった。また、

電子増倍の状態から回復するまでには相当の時間を

必要とし、フォトン計数速度の向上にも原理的な限

界があった。これに対し、ナノメートルサイズの細

いチャネルを有する SOI (silicon-on-insulator) 
MOSFET (metal-oxide-semiconductor 
field-effect-transistor) を利用すると、数個のフォト

ン数に対応したステップ状の電流レベルを観測でき、

フォトン検出器として動作できることが報告されて

いる[1]。このフォトン検出器の興味深い特徴は、高

電界印加や電子増倍を行わないため、暗計数率にお

いて APD や PMT よりも有利となる点である。一

方で、フォトン計数率に寄与する量子効率が 1%以

下と非常に低く、不利となっている。これは、光吸

収体となるMOSFETチャネル部の体積が小さいこ

とから、入射光のごく一部しか捉えられていないこ

とによる。そこで本研究では、SOI MOSFETフォ

トン検出器における量子効率を大幅に向上させるた

め、大きな面積で捉えた入射光のパワーを微細な

MOSFET チャネル部に効率的に集める集光構造に

ついて検討する。具体的にはサブμmサイズの金の

表面プラズモンアンテナ[2]によって入射光を SOI
導波路モードと結合させ、SOI導波路の構造を工夫

した集光構造を検討し、量子効率 30 %を達成する

SOI MOSFETフォトン検出器の実現を目指す。 

本プロジェクトは，本年度が初年度であった。本

プロジェクトにおけるSOI MOSFETフォトン検出

器のデバイス設計には光学的な解析が必要不可欠と

なるが、最近の数値解析技術をもってしても SOI 
MOSFET フォトン検出器のように比較的複雑な構

造を全体的に扱うことは難しい。そこで本プロジェ

クトでは、例えば集光を行う部分、光導波路を伝搬

する部分等で、電磁界解析手法を切り替えて効率的

に解析するための検討を行った。さらに、SOI 
MOSFET フォトン検出器の量子効率を向上させる

ための設計指針についても検討した。 
以下，研究活動状況の概要を記す。 

 
［３］成果（以下１０.５ポイント） 
 （３－１）研究成果 
本年度は，以下に示す研究成果を得た。 

(1) 設計のための高効率数値解析について 
 表面プラズモンアンテナに対して光が照射さ

れた場合の応答は、基本的に有限差分時間領

域 (FDTD) 法によるフルウェーブ解析が必

要と考えていたが、表面プラズモンアンテナ

は周期構造を有する回折格子であるため、厳

密結合波近似 (RCWA) 法を使えば、格段に

効率的な計算が出来る。 
 表面プラズモンアンテナによって回折された

光は SOI 層の導波路モードと結合するため、

ビーム伝搬法 (BPM) を使えば、格段に効率

的な計算が出来る。ただし、BPMにも多くの

種類があるので、効率や計算結果の安定性に

ついて更に件等する。 
 電磁界解析手法の切り替えに伴う計算結果の

妥当性は、FDTD 法によるフルウェーブ解析

や実験結果との比較が必要で今後の課題であ

る。 
(2) 表面プラズモンアンテナと SOI 光導波路を組

み合わせた集光構造について 
 シリコン中の「光の伝搬距離 vs. キャリア輸送

距離」を勘案して、構造を検討する必要がある。

シリコン中の光伝搬距離を消光係数kによって

見積もると、可視域では1 μm伝搬させるのが

やっと。特に545 nm以下の短波長側では数～

数百nmオーダーの短い距離しか伝搬しない。 
 SOI 導波路モードの光パワーは、キャリアが



 

MOSFET チャネル部に到達できる領域で吸収

される必要がある。光伝搬だけに着目すれば、

反射が大きく、共振モードが立つようなデザイ

ンの方が良いと考えられる。 
 光励起されたキャリアが電流に寄与するのか、

または熱損失になるのかについても検討でき

ればなお良い（区別可能かは今後の課題）。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 

SOI MOSFETフォトン検出器における量子効率

の欠点を克服する最適な集光構造を提供する。実際

にデバイス設計を行う上で、集光現象の理論的な礎

になる。その結果、高い量子効率、高い計数速度、

低い暗計数率を同時に満たすような、これまでには

なかったフォトン検出器の実現に展開できる。SOI 
CMOS 技術によってデバイス集積化が容易である

ため、従来よりも高度な（多チャネル同時計測や演

算を含むような）フォトン検出技術も期待でき、イ

メージングや分光計測等に対して革新的な検出器を

提供できるものと考えているため、次年度は相互の

協力関係をさらに深める予定である。 
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