
 

1. 緒言 

二次元イオン検出器 SCAPS（ stacked 

CMOS active pixel sensor）は、光学用途で一

般的に用いられているCMOS イメージセン

サー表面に電極を積層することでイオンの

直接検出を可能とした固体撮像素子である。

SCAPS 検出器は（１）粒子線と電極との相

互作用で生じる二次電子放出による電位変

動を信号として検知する仕組みのため原理

的に安定かつ長寿命であり、（２）画素キャ

パシタに蓄積した信号を保存したまま読み

出す非破壊読み出しが可能、（３）広いダイ

ナミックレンジと良好な入出力線形性、（４）

シングルイオン検出が可能という質量分析

のイオン検出器に適した特長を持つ。本稿

では SCAPS の開発の経緯について述べた

後、動作原理と最新のアプリケーションに

ついて紹介する。 

 

2. 開発の経緯 

SCAPS は、元素分配の結晶構造支配則を

提唱したアラユルニウム・プロジェクト 1)

の一環として開発された All-ium isotope 

microscope (AIM)の検出器として圦本教授

が発明した（図１）。筑波大で小沼先生の薫

陶を受けた圦本教授は、投影型 SIMS

（secondary ion mass spectrometry）装置 ims-

3f（仏国カメカ社）にマイクロチャンネルプ

レート（MCP）と蛍光板、冷却 CCD を組み

合わせたシステムによる隕石の定量同位体

比イメージングを試みた（図２）2)。このシ

ステムは、高感度ではあるものの、MCP の

チャネル毎の短長期のゲイン劣化による面

的不均質性と、蛍光板の発光中心の狭いダ

イナミックレンジおよび非線形性が定量的

な分析を妨げていた。 

そこで圦本教授は、天文学の分野で用い

られる光の CCD に対応する質量分析用の

粒子線検出器の開発に着手し、高校の同級

生だったオリンパス光学工業の松本氏と共

に画素最表面に電極を積層してイオンを直

接検出する AMI（amplified MOS imager）を

開発した 3)。東工大に移って平田助手（当時。

現東大教授）と共に LPS ラボを立ち上げ、

改良型の開発を続けていた所、東工大地惑

１期生として永島（現ハワイ大）・国広（現

岡山大）博士が参入した。当時、従来の ims-

3f に加え大型 SIMS 装置 ims-1270 が導入さ
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図 1．歴代 SCAPS の外観。中央部にイオンを検出

する独立した画素が二次元的に配置されている。 

 

図 2．冷却 CCD と SIMS（ims-3f）による隕石の酸

素同位体比イメージングの例。スピネル（Sp）の

18O/16O が周囲より低いことが分かる。 



れたばかりであった。両博士は、開発費用

を抑えるためにAMIの駆動回路を設計した

小坂氏の東京テクノロジーに送り込まれ、

駆動コマンドを送受信するシリアル–パラ

レル変換回路、低ノイズ16bit A/D変換回路、

駆動パルス生成 FPGA の VHDL コーディン

グから EEPROM の焼き込み、真空チャンバ

ー設計、制御ソフトウェアに至るまで、ユ

ニバーサル基板とディスクリート部品のラ

ッピング・はんだ付け、LabVIEW ソフトウ

ェア開発環境を駆使して、全てを自分達の

手で一から開発していった。 

CMOS 構造を採用した CMOS-APS によ

り、隕石中の太陽系最古の年代を示す難揮

発性包有物の高精度同位体比イメージング

に世界で初めて成功し、二人同時に博士号

を取得した。その後、熱電子の発生を抑え

て低暗電流化を実現した SCAPS を完成さ

せた（図３）4)。両博士が博士号を取得した

直後、学部 4 年生として圦本研に加入した

筆者は、約 1 年間、二人からその後の人生

を決定付けるほどに濃密な指導を受けた。

あれから 20 年、遅々とした歩みではあるが

SCAPSの活用法について研究を続けている。 

 

3. 動作原理 

3.1. 画素構造 

波長の長い光と異なり、イオンなどの荷

電粒子は表面保護層に阻まれ感度のある受

光部へと侵入できない。そのため、通常の

固体撮像素子による粒子線の検出は困難で

あった。一方で、SCAPS 検出器では、最表

面に剥き出しの金属電極を積層させている。

検出器に入射した荷電粒子は、積層電極と

の相互作用により一定の放出効率で二次電

子を発生させる。発生した二次電子を、検

出器直上に設置した二次電子吸い取り電極

で除去すると、入射した荷電粒子の信号は

正の電位として画素キャパシタに蓄積して

いく。蓄積した各画素キャパシタの電位を、

CMOS を用いて読み出すことにより、荷電

粒子の検出を可能としている。 

図３に SCAPS（第三世代）の画素構造を

示す。画素最表面の積層電極から電荷の蓄

積部である P 型半導体ウェル（PW）に形成

されたトランジスタ MRS まで電極で接続さ

れており、その周囲に画素キャパシタを形

成する。蓄積される電荷に応じ、ポリシリ

コンのゲートを介して形成されるトランジ

スタ MRD直下のチャネルの線形性および増

幅率に応じて出力電流 PIXOUT が増減する。

入出力間のインピーダンスは極めて高く、

蓄積された電荷を変化させることなく画素

 

図 3．(a)121 ピン PGA パッケージにボンディング

された SCAPS 素子の外観と（b）クローズアップ

写真。独立した画素が二次元的に 608×576 個（う

ち 8 列×576 画素はリセット電圧 VRS に直結され

たリファレンス画素）配置されている。（c）画素

の割断面と（d）研磨断面の反射顕微鏡像および（e）

赤をシリコン、緑を酸素、青をアルミとした合成

X 線元素マップと（f）画素模式図。 



キャパシタの電位を読み出す非破壊読み出

しが可能である。 

蓄積電荷は、リセットトランジスタ MRS

によりリセット電圧 VRS と接続する画素リ

セット動作により払い出される。その結果、

画素キャパシタはリセット電圧 VRS 付近に

設定され飽和することを防ぐ。以上の機構

を有する SCAPS の画素は、20×20 ミクロ

ンのサイズを持ち、開口率は 88％を達成し

ている 4)。読み出し動作およびリセット動

作は、XY アドレス方式を採用したロジック

回路により独立に画素を選択することがで

きる。選択された画素の信号は、出力バッ

ファを介して電流または電圧信号として外

部へと出力される。 

 

3.2. イオン応答とノイズ特性 

天然における同位体比存在度は 106 桁を

超え、その変動は％オーダー未満である。

そのため、様々な天然物が入り混じった物

質の同位体比分布を高精度にイメージング

する二次元検出器には、広いダイナミック

レンジと良好な線形性が要求される。 

図 4 に SCAPS のイオン応答性とノイズ

特性を示す 5)。横軸に SCAPS に入射した画

素あたりのイオン数、縦軸に SCAPS の出力

とそのばらつきをとっている。4.5 keV に加

速された Si+イオンが SCAPS の積層電極に

入射すると、画素キャパシタにはおよそ 1.5

電子分の電荷が蓄積される。ショットノイ

ズ（図 4 Shot noise）は、統計に従い入力イ

オン数の平方根に比例するため、傾き約１

のイオン信号（黒丸）とショットノイズ信

号の交点がイオン 1 粒の入射に対応する。

もし、検出器のノイズが交点よりも十分低

ければ、シングルイオンの検出が可能とな

り、最高感度を有することになる。 

最も大きなノイズ成分は、SCAPS の製造

 

図 4．SCAPS の線形性とノイズ成分。非破壊読み

出し時のノイズフロアは約 2 イオン相当。 

 

図 5．(a)非破壊読み出しを利用した複数回サンプ

リングによるノイズ低減の効果とノイズ成分。(b)

信号（Signal）とノイズ（Total Noise）の交点（１

イオン相当）以下までノイズが低減されている。 



工程における画素毎の物理的ばらつきに起

因する固定パターンノイズ（図 4 Signal 

frame FPN）である。このノイズは、各画素

の物理特性に固定であるため、相関二重サ

ンプリングを応用しイオン未照射の出力画

像（暗画像）を減算することでキャンセル

できる。次に大きなノイズ成分である画素

リセットトランジスタ MRS のスイッチング

ノイズ（図 4 DRO noise floor）は、画素キ

ャパシタをリセット電圧 VRS に接続するこ

とで混入するため、リセット動作を伴わな

い非破壊読み出し時には発生しない。半導

体の熱雑音は、検出器全体を液体窒素温度

まで冷却することにより低減できる 5)。熱

電子による暗電流は PW と NW を組み合わ

せた画素構造により低減されている 4)。外

部制御回路系のシステムノイズは十分に低

い。よって SCAPS のノイズは、非破壊読み

出し（図 4 NDRO noise floor）の出力信号の

ばらつきが支配的となる。 

 

3.3. 複数回読み出し 

非破壊読み出し時の出力信号のばらつき

は、画素キャパシタの信号を何度も読み出

して平均することで抑制することができる

（図 5a）6)。この方法は、画素キャパシタの

蓄積信号を破壊せずに読み出すことが可能

な SCAPS 検出器の特徴を生かしたもので

ある。しかし、シングルイオン検出（図 5b）

に必要なレベルまでノイズを低減した 1 枚

の平均化画像を得るためには、同じ信号レ

ベルの画像を何枚も取得する必要があり、

柔軟な運用は難しい。 

そこで、ハードウェア的に複数回読み出

す機構をチップに組み込んだ SCAPS-II を

設計・開発した（図 6）。504×504 個の画素

を二次元的に配置し、高速化のため複数回

読み出し回路（SC 回路）を各列に計 504 個

設置した。有効ビット数可変のΔΣ型 A/D

変換回路もチップに組み込んだ。さらに、

高速化による読み出しノイズの増加に対応

するため、キャパシタの浮遊容量を低減し

て出力電圧を上げる画素設計を行った。そ

の結果、１イオンあたりの出力電圧が 30 µV

から 150 µV へと５倍向上し、従来、１フレ

ームあたり 20 秒であった読み出し時間は

５００倍（0.04 秒）高速化した 7)。 

SIMS 装置内部の超高真空中で超高速な

イオンイメージャである SCAPS-II を動作

させるため、FPGA による駆動パルス生成

および低電圧差動信号（LVDS）読み出し、

FPGA の DMA 転送による画像処理を行う

制御システム、200 ピンを超える入出力信号

を真空内に送る超多ピン真空フィードスル

ーおよび真空チャンバーアセンブリを新た

に設計・開発した。開発したシステムを用

いて、SCAPS-II 検出器に組み込んだ複数回

読み出し回路の評価とノイズ解析を行った。

その結果、１画像あたり 13 回ハードウェア

サンプリングを行い、0.16 秒の読み出し速

度で 0.3 イオンのノイズレベルを達成した。

さらに、SCAPS-IIシステムをSIMS装置 ims-

 

図 6．SCAPS-II の画素等価回路図と SC 回路。504

列の全てに設置された SC 回路によりハードウェ

ア的に複数回読み出しを行う。 



1270 に設置してイオン照射実験を実施し、

リアルタイムにシングルイオン検出が可能

であることを実証した 7)。 

 

3.4. 性能指数（figure of merit） 

複数回読み出しにより効率的にノイズ低

減を行うには、イオン入射前と入射後に同

程度のフレーム数を取得する必要がある。

通常の分析では、イオンを入射し続けなが

ら読み出していくため、画素キャパシタの

蓄積電荷は徐々に増加していく。このよう

な場合、ノイズ低減のために平均化するフ

レームを増やすとノイズは低減されるが、

そのフレームに蓄積した分の有効な信号が

見かけ上減少する。 

例えば、80 フレーム分の信号を蓄積する

場合、FPN をキャンセルするために取得す

る暗画像 1枚を含めた合計 81フレームを取

得することになる。ノイズ低減のために 10

枚のフレームを平均化する場合、暗画像と

して 10 枚、イオン信号が入った明画像とし

て 10 枚をそれぞれ平均化して引き算すれ

ば適切な誤差伝播でノイズが低減された画

像が得られる。しかし、平均化に使用した

フレームに含まれる蓄積信号（この場合 10

枚分）も減算処理により失われるため、計

数実験としてノイズ低減と信号損失の最適

化が必要となる。 

そこで、SCAPS による計数実験の最適化

を行うために、誤差伝播の原理を応用した

性能指数（figure of merit: FOM）を導入する

（式１）8)。図 7 に、総フレーム数 80 枚、

平均イオンカウント 0.05 イオン/画素/フレ

ーム、ノイズ 2.5 イオンの場合の例を示す。

平均化により失われる信号（S）は、リニア

に損失するのに対し、ノイズ（B）はルート

でしか減少しない。この性能指数を用いる

と、シグナルの相対標準偏差が最小になる

平均枚数を見積もることができる。この場

合、FOM が最大となる約 10 フレームを平

均してノイズを減少させることにより計数

実験を最適化できることがわかる。 

 

4. アプリケーション 

同位体顕微鏡 (Isotope Microscope) は、投

影型イオン光学系を有する扇状磁場型二次

イオン質量分析計 SIMS と二次元イオン検

出器 SCAPS を組み合わせたものである 9)。

固体表面の水素からウランまでの全元素お

よび同位体を超高感度かつ高空間分解能で

３次元的に可視化できる。空間分解能がプ

ローブ径に依存しないため、大電流のプロ

ーブを試料に連続的に照射しつつ、扇状磁

場で位置情報を保ったまま質量分離した同

位体イメージを、SCAPS で撮像することに

 

（１） 

 

図 7．誤差伝播の原理を応用した性能指標（figure 

of merit, FOM）。定常的なバックグラウンドが存在

する場合に、計数実験の最適化により統計誤差を

最小にする。10 フレーム平均すると FOM が最大

となり、平均化により失われる蓄積信号と低減さ

れるノイズが最適化されることがわかる。 



よりデューティー比の高い同位体イメージ

ングを実現している。宇宙分野で顕著な成

果があり、物質・材料、生物、医学分野での

利用が広がっている 10)。 

 

4.1. 高精度同位体比イメージング 

投影型 SIMS により隕石表面から質量分

離された 16O、18O 酸素同位体イメージを生

成し、交互に SCAPS 検出器に投影して得ら

れた同位体および同位体比イメージを図８

に示す。16O を 5 秒、18O を 150 秒間露光し

たものを１サイクルとして繰り返し分析し

た。積算するサイクル数を増やすと、18O の

“ざらつき”が減り、同位体比(18O/16O) の分

布が鮮明になっていくのが分かる。 

誤差を定量的に評価するために、横軸に

積算するサイクル数、縦軸に 10×10 画素の

標準偏差および標準誤差をとったグラフを

図 9 に示す。取得したイメージの拡大率は、

試料表面上で１画素あたり 0.2 µm に相当し

ており、試料表面 2 µm 四方の 18O/16O 同位

体組成を0.1%以下の精度で決定できること

が分かる。 

 

4.2. 水素定量イメージング 

超高温高圧実験と同位体顕微鏡による同

位体イメージングにより、地球形成期の超

高温高圧下（約 50 万気圧，4000K）におけ

るコア－溶融マントル間の水素の分配を決

定し、地球のコアに海の 50 倍の水があるこ

とが分かった 11)。高温高圧下での鉄中の水

素量の算出には SPring-8 でその場Ｘ線分析

を行い、シリケイトメルト中の水素量の定

量には同位体顕微鏡による同位体イメージ

ングを用いた（図 10）。 

ターゲットとする温度圧力条件は、レー

ザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル

（DAC）でなければ実現できない。DAC 試

料は、外形数ミリ、厚さ 0.2-0.3 ミリの薄い

金属板で、上下からダイヤで押し潰されて

できた直径 0.5 ミリほどのくぼみ（クレー

ター）が中央付近にポツンと存在する。ク

レーターは、5-40 ミクロンほどの厚みまで

押し潰されており、高圧になるほど薄くな

る。そのクレーターの中に、ダイヤを通過

して集光したレーザーで加熱された数十ミ

 

図 9．積算数を増やすと統計通りに誤差が減少し

ていることが分かる。 

 

図 8．隕石の高精度酸素同位体比測定の例。積算

数を増やすと 18O/16O 同位体比分布がはっきりと

判別できるようになる 



クロンほどの反応領域があり、その中にサ

ブミクロンから数ミクロンの厚みの複数の

結晶やメタル、ガラス相が析出する。分配

を決定するには、それら析出相中の水素を

別々に定量する必要がある。 

FIB で厚く切り出して両面をイオンミリ

ングする方法では、試料作成に時間とコス

トがかかる上、表面コンタミの影響を排除

できない。そこで、できる限り試料に手を

加えず分析できるよう工夫を重ね、20 個以

上の試料を同一ホルダに設置することを可

能とし、データの信頼性が向上した。現在、

実験後の元素の再分配を防ぐため、DAC の

減圧から SIMS の分析まで全て極低温下で

行うクライオ同位体顕微鏡で、クレーター

を上から３次元同位体イメージングするこ

とで、鉄とシリケイトの両方の水素を同時

に定量し、惑星最深部で起こっている水素

分配を直接決定する課題に取り組んでいる。 

同様の手法を用いて、地表付近のみにと

どまらず、惑星質量の大部分を占める惑星

内部の温度圧力条件における水素以外の元

素の分配も決定する、真のアラユルニウム

計画ともいうべき一連のプロジェクトを構

想している。このような極限の分析では、

検出器には当然のように出来る限りの耐久

性と柔軟性が求められる。我々が鍛え上げ

てきた検出器、SCAPS にはそれがある。 

  

5. 結言 

 検出器は、それ自体だけでは何も産み出

さない。適切な目的設定と現実的な分析プ

ランおよびそれらに合致した分析装置と組

み合わせることで初めて意味を持つ。しか

し、良い検出器ができると、目を細めてジ

ッと目を凝らさなければ見えてこなかった

事象が、よそ見をしていても目に入ってく

るようになり、見たいものしか見ることの

できない人間にも気付かせてくれる 12,13)。

そこには誰も見たことのない未踏の景色が

広がり、我々を新しい地平へといざなう。

検出器の開発には、そんな魅力がある。 
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