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３次元半導体検出器で切り拓く
新たな量子イメージングの展開
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エネルギー NH9
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放射光を用いた空間階層構造とダイナミクス研究のため、高精
高精細・高速ピクセル検出器は有機強誘電体などの先端的機能性
原子の位置の特定や分極構造の電場による応答を 1 ̭秒オーダー
結晶化できない生体分子や細胞内構造を調べるには SOI イメージ
準位を持つ原子に着目して構造を調べるため、軟 X 線でも十分な
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精細・高速・高感度の X 線イメージング用 SOI 検出器を開発します。

物質研究に大いに役立ちます。巨大分極発現にかかわって重要な水素

મ

で調べることを目標とします。放射光 X 線マイクロビームを使って

ング検出器の高精細・高速性が威力を発揮します。数 keV にエネルギー

&V ॑ॉऽचञওॲढ़୍भટ

感度を持つ高感度検出器を実現します。
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ऩॉऽघ؛মଢ଼दमؚऒभૼभੱටधऩॊ ; ਫ਼লஓ
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•ṧ␃䜸䞊䝇䝔䝘䜲䝖㻌
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㻌

•ᛂຊ ᐃ⢭ᗘ㻌
㻌 䝕䝞䜲䝸䞁䜾䛛䜙┤䛱
䛻ุ᩿㻌
•⤖ᬗ㓄ྥ㻌
㻌 㞟ྜ⤌⧊㻌
•⤖ᬗ⢏ᚄ㻌
•⤖ᬗ≧ែ㻌

•◳䛥㻌
•ຎ㻌
㻌 ⑂ປ䚸☻⪖㻌
•㔠ᒓ⤌⧊㻌
㻌 ⓑⰍᒙ㻌
㻌 䝬䝹䝔䞁䝃䜲䝖㻌
•ረᛶ䜂䛪䜏㻌 㼑㼠㼏㻌

$ ⋜ྉ

ாभग़ॿঝॠشীੰચ॑णপએ ; ਫ਼লஓभ৫
ؙমଢ଼मؚৈःग़ॿঝॠشীੰચ॑णதਫ਼লஓभரदँॊ
.,'
ق.LQHWLF ,QGXFWDQFH 'HWHFWRUكधؚPP भਜ਼઼ীੰચ॑ण
62, আॡ७ঝਫ਼লஓ॑ੌा়ॎचॊऒधपेॉؚ৬ਫ਼লஓभ  ী
भ  भग़ॿঝॠشীੰચ॑ण PP भপએ ; ਫ਼ஓभ৫॑
ষःऽघৢ؛ଞभ 62, আॡ७ঝਫ਼লஓभഫએभ $O Ⴭपؚ.,' भঃॱش
থ॑ਛघॊऒधपेॉؚ62, আॡ७ঝਫ਼লஓदमਗ਼दেगञش
ঝؚ॑.,' दमశইज़ঀথ॑ৎਫ਼লखऽघ
قకك
؛தਫ਼ল
ஓऋ༎௮घॊாആ
ق.ك
दुؚ62, भ &026 ଡ଼मखؚ७থ१ش
ীध৬पऩढथःॊऒधऋপऌऩਘादघ؛মଢ଼৫ऋਛघ
ोयؚଣೝਝपेॊశཀྵఐ৾৶ृ੪ಞীෲधःढञਙৰୡ
भाऩैङؚพహସർดृॽগॺشজঀभബৌସधःढञಞ
၄؞ഌຬীपउऐॊৗૠऩৰୡु૭ચधऩॉऽघ؛

% ⋛ྉ

;53,; भਜ਼઼ীੰચध * તਂਏभۍॱঝ௱ੑभ৫
 ;ؙॱঝ௱ੑमؚফசपਤனखथःॊਜ਼ৼ॥থॺছ५ॺ൸১भু১दघ ;؛౺धखथੵ৷भঐॖॡটইज़شढ़५ ;
౺॑ઞ৷घॊऒधु૭ચदँॊऒधූ ؚभീતध ; ਫ਼লஓ॑ઞ৷खञෞऩଡਛदৰਠदऌॊऒधऊैؚୢ৷ಥऩनपि
ऐञৰ৷৲भਈपःऽघ؛ञटखؚਫ਼লஓઉपउऎീત *قતكमໂ ; ॑ลઽघॊಞ౫॑ഡपਸੵघॊਏऋँॉऽघ؛
ؙৈःਜ਼઼ীੰચभ ; ਫ਼লஓ॑৷ःॊऒधऋदऌोयؚਉ৶प
म * તमਂਏधऩॊमङदघ؛মଢ଼दमؚ% ྉद৫রभ
;53,; ॑৷ःथ * ત॑৷ःऩः ; ॱঝ௱ੑ॑ৰਠघॊऒध
॑৯धखऽघ؛
;ؙ53,; ્॑ඉ॑ःऊखؚਘः ; ਘ২पउःथुੑਯঔॻشद
औचऽघ ;؛ڭڭभॖঋথॺपৌखथؚਫ਼লஓরदभਗ਼์
भऱौऋॉ॑ਹ৷खؚ१ঈআॡ७ঝभਜ਼઼ীੰચ॑ৰਠऔचऽघ ;؛
&&' ॑৷ःथڭৎऊऐथ୶खञకभेअऩઌपৌखथؚಢৎ
दમ৸એपॎञॊ॥থॺছ५ॺ॑੭ैोॊऒधऋୄऔोऽघ؛

;  &&' ইছॵॡ५ঔॻشद୶खञኵभग़ॵ४॥থॺছ५ॺઌ
قધਉႿఴ  ফ২ଚপఊધ عSك

ਁؙ൳ଢ଼ؙ

% ⋜ྉ

রਙయभৃଡୗ॑ੰऌऊघ ; ုॖওش४কشभ৫ଢ଼
ؙরਙయमഌຬदਈुৈഡ২ऩସदؚਘःৃك*!ق

ਗ਼์भઁऋॉ'&&ؙؙؙؙؙपᅎऐॊਗ਼์૾ৰ
CCDに於ける電荷雲形状実測例

॑ठऽघ؛जभถऩৃଡୗपणःथमट⎚भऽऽदؚ



ৃଡୗ॑ઉம௴घॊञीपमုਫ਼লऋశଞपથ৷दघ


ؙؙ

ऋ ;ؚदभုঋॡॺঝभ൸मटৰਠखथःऽच॒;؛


<LQ>SL[HO@

ঃঝ१شपउऐॊုঃঝ५भਫ਼লधॖওش४থॢऋৰਠ
दऌोयؚরਙయभৃଡୗभถऋैऊपऩॉؚরਙ
యभଡୗभੰपপऌऩਤன॑ुञैखऽघ؛মଢ଼




दम ;ؚ &&' भਙચ॑खणणؚৈःੑਯ૨पৌघॊ



॑ੰৠख ;ؚभုਫ਼ল॑ৰਠघॊৗखः ; ॖওش


४কشभৰਠ॑৯खऽघ؛ऒभञीभ੦ຊৰୡधखथؚ

ؙؙؙؙؙؙؙ ؙؙؙؙ
;LQ>SL[HO@

ਗ਼ଣল্भ౮্ਙ॑ॺঞش५खञုਫ਼লஓ॑৫घॊ
ञीؚਫ਼লஓदभਗ਼์૾॑खऽघ؛

62, भ ; ঋথॺॹॱش

注意）信号電荷の3x3画素プロファイル
ିਔكਦಀਗ਼भ ¼ ಞউটই॓ॖঝदँढथؚ
であって、電荷雲形状そのものではない。
ؙؙؙਗ਼์૾जभुभदमऩः؛

& ྉ

62, ૼ॑৷ःञॖওش४७থ१भ၄षभૢ৷
ؙຍಞ॑৷ःञ၄ऋ॒मेؚॉ೩भ “ ে
ણभସق42/॑ ”كଳखञभऋ॒১धखथ
ফপऌऩି৯॑ૐीथःऽघ؛ৰभदमؚਸ
சऔोञຍಞऋرऩਃஓ॑ৢૌघॊૌஙदرऩ
ग़ॿঝॠشभଣೝऋखؚ৷ຍಞৃ॑ਛ
खथःऽघ؛ऒभସमঅشছॖথਃஓृ৬भ

ऋ॒৷၄قຍಞكभ
؞ସभৎऋ૭ચؚ
ऊणৈः૬ীੰચ॑થघॊ
62, ॖওش४७থ१भ৫

৷ຍಞৃभৗञऩੴৄ
े؞ॉৈಖ২ऩऋ॒ष
؞ா৵ఏ৷भಎ઼भ৫ؚ4$4&
ॺ؞ছॵॡଡୗभ৶ੰ

ᄘସরदସऋপऌऎ৲घॊຍಞ
'HSWK'RVH

রदभীഘ

ସपेढथ৲खऽघ؛মଢ଼दमؚ৷ຍಞৃ
भ৶؞ସ॑ৎपदऌؚಏ෫भઉம
ऋ૭ચऩ 62, ૼ॑৷ःञॖওش४७থ१॑ৗ
ञप৫खؚຍಞৃૢ௦॑அीञਙચ௬॑ষःऽ
घ؛ऒोपेॉຍಞৃभ৶ੰ॑ఄඩपऔचॊ
ੑ੦ೕૼ॑નয়घॊऒध॑৯धखऽघ؛

ਸ਼  ৗ৾ଢ଼ভقসੵপ৾पथك

گؙઃ੪৬ਫ਼লஓदજॉิऎৗञऩॖওش४থॢभன৫

/(7GLVWULEXWLRQ

رऩऔदभ /(7 ীഘ

研究組織
ٴੑଢ଼ྉ

X00

A01

代表

新井 康夫

（KEK 素粒子原子核研究所）

分担

幅 淳二

（KEK 素粒子原子核研究所）

分担

三好 敏喜

（KEK 素粒子原子核研究所）

代表

新井 康夫

（KEK 素粒子原子核研究所）

分担

三好 敏喜

（KEK 素粒子原子核研究所）

分担

井田 次郎

（金沢工業大学工学部）

研究員 山田 美帆

A02

B01

代表

川人 祥二

（静岡大学電子工学研究所）

分担

安富 啓太

（静岡大学電子工学研究所）

分担

池辺 将之

（北海道大学情報科学研究科）

分担

香川 景一郎 （静岡大学電子工学研究所）

代表

鶴 剛

（京都大学大学院理学研究科）

分担

森 浩二

（宮崎大学工学教育研究部）

（東京大学大学院工学系研究科）
（東北大学未来科学技術共同研究センター）

連携

織田 忠

（独）
日本原子力研究開発機構
（JAEA）

代表

小野 篤史

（静岡大学電子工学研究所）

代表

佐々木 敏彦（金沢大学人間科学系）

連携

江尻 正一

（岩手医科大学 教養教育センター）

連携

鷹合 滋樹

（石川県工業試験場）

連携

幸田 啓
新井

康夫

（KEK 素粒子原子核研究所）

(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構）

（東京理科大学理工学部）

田中 孝明

（京都大学大学院理学研究科）

連携

三好

敏喜

（KEK 素粒子原子核研究所）

（大阪大学大学院理学研究科）

連携

三井

真吾

（KEK 素粒子原子核研究所）

代表

石野 宏和

（岡山大学大学院自然科学研究科）

連携

樹林 敦子

（岡山大学大学院自然科学研究科）

中嶋 大

（京都大学大学院理学研究科）

代表

和田 武彦

（JAXA 宇宙科学研究所）

分担

金田 英宏

（名古屋大学大学院理学研究科）

連携

岡本 晃範

（岡山大学大学院自然科学研究科）

連携

渡辺 健太郎 （東京大学先端科学技術センター）

連携

川人 祥二

（静岡大学電子工学研究所）

連携

中屋 秀彦

（国立天文台）

連携

新井 康夫

（KEK 素粒子原子核研究所）

連携

池田 博一

（JAXA 宇宙科学研究所）

代表

林田 清

（大阪大学大学院理学研究科）

連携

鶴 剛

（京都大学大学院理学研究科）

代表

平賀

A02-Ⅱ

B01-Ⅰ

代表

坪山 透

（KEK 素粒子原子核研究所）

分担

原 和彦

（筑波大学数理物質科学研究科）

分担

幅 淳二

（KEK 素粒子原子核研究所）

分担

外川 学

（大阪大学大学院理学研究科）

代表

松村 彰彦

（群馬大学重粒子線医学研究センター）

（東北大学大学院理学研究科）

連携

初井 宇記

（理化学研究所 XFEL）

連携

桐原 陽一

（理化学研究所 XFEL）

石川 明正

B01-Ⅱ

C02

純子

（東京大学大学院理学系研究科）

連携

花垣 和則

（大阪大学大学院理学研究科）

連携

田窪 洋介

（KEK 素粒子原子核研究所）

連携

工藤 統吾

（理化学研究所 XFEL）

（大阪大学大学院理学研究科）

連携

阿部 利徳

（高輝度光科学研究センター）

連携

亀島 敬

（高輝度光科学研究センター）

代表

初井 宇記

（理化学研究所 XFEL）

分担

桐原 陽一

（理化学研究所 XFEL）

分担

工藤 統吾

（理化学研究所 XFEL）

分担

阿部 利徳

（高輝度光科学研究センター）

分担

寺西 信一

（兵庫県立大学高度産業科学技術研究所）

連携

亀島 敬

（高輝度光科学研究センター）

代表

岸本 俊二

（KEK 物質構造科学研究所）

分担

五十嵐 教之 （KEK 物質構造科学研究所）

分担

熊井 玲児

（KEK 物質構造科学研究所）

連携

足立 伸一

（KEK 物質構造科学研究所）

連携

清水 伸隆

研究員 橋本 亮

D02

鎌田 圭

幸村 孝由

研究員 小野 峻

D01

A02-Ⅰ

島添 健次

連携

分担

分担

C02

A01-Ⅱ

代表

分担

研究員 武田 彩希

C01

A01-Ⅰ

連携

連携

B02

（KEK 素粒子原子核研究所）

ਁٴ൳ଢ଼ྉ

邦男

（KEK 物質構造科学研究所）
（KEK 物質構造科学研究所）

代表

粟津

分担

間 久直

（大阪大学大学院工学研究科）

分担

青木 順

（大阪大学大学院理学研究科）

（大阪大学大学院工学研究科）

研究員 本堂 敏信

（大阪大学大学院工学研究科）

研究員 松岡 久典

（大阪大学大学院工学研究科）

連携

（大阪大学大学院理学研究科）

豊田 岐聡

قਛ  ফگাਠك

ଢ଼ੌ௶ؙ

歩み



62,3L[HO5 ' ੧ ٯ.(. ஓ৫



62, ુଢ଼५ॱॺش
ਸ਼ڭৼଭॉউট७५॑كیۅۂق५ॱॺش



ਸ਼ڮ 03: قফਰఋফڮك



62, ଢ଼ভ ٯ.(.



62,:RUNVKRS# প৾
63,(قবੵ৾ভكपൕൗ



৶৾ভपງஂقपك



62,বુଢ଼ভ৮) ٯHUPL বয়ਸசஓଢ଼ਚق86$
-67 ഈੑীෲૼু؞১৫হكقदਈৈ௬ق6ك



62, বુଢ଼ভ৮ ٯ/DZUHQFH%HUNHOH\1DWLRQDO/DERUDWRU\
U\
ق86$ك
3,;(/ বভ৮# གྷ၈৻
قਸؚਗবযك



62, বુଢ଼ভ৮ ٯ,13DQG$*+.UDNRZ
ق3RODQGك
62,0LQLZRUNVKRS#,+(3%HLMLQJ
&قKLQDك
৶৾ভ३থএ४क़َআॡ७ঝ७থ१ૼشदఁऋॊఐ৾भଳُ
ਸ਼ڭৗ৾ଢ଼ভٯপ৾



ਸ਼ڮৗ৾ଢ଼ভٯপଚপ৾
ਸ਼گৗ৾ଢ଼ভٯসੵপ৾



,QWHUQDWLRQDO:RUNVKRSRQ62,3L[HO'HWHFWRU 62,3,; # 

62, বુଢ଼ভ৮ #,13DQG$*+.UDNRZ 3RODQG

展望

گٴઃ੪৬ਫ਼লஓૼ॑੦पؚ৶৾৾ੵ؞भ়ଢ଼पेॉؚ
ৗྜྷਫ਼লஓभলधؚৗऩੑু১॑ৰਠखؚৗखः
ॖওش४থॢभଢ଼୩ୠ॑ॉऽघ؛
ٴॖওش४থॢ॑ৢखथؚಞற؞ഌຬ؞ସ؞ে୵भ்ઁ
ःীपउःथ१ॖग़থ५भঈঞॖॡ५ঝ॑شৰਠख਼ؚੀ
॑জॻشखऽघ؛
ٴਫ਼লஓ؞ॖওش४থॢૼभৗ॑૿अয౫॑ী૯
पਛखؚలਟभனपणऩऑऽघ؛

文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」

３次元半導体検出器で切り拓く新たな量子イメージングの展開
平成25年度〜平成29年度

http://soipix.jp/

科研費領域番号 2508

62, ॹংॖ५भଲୗੵங
؟قছআ५७॥থॲॡॱଗઙૄভك

