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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】明るさのダイナミックレンジを広げることがで
きる光検出器を提供する。
【解決手段】光の入射を受けて、フォトン入射の有無を
示す２値のパルスを出力するフォトンカウント型の受光
素子を含む受光手段１０２と、電圧電流変換手段１０４
と、測定期間に亘ってパルスのパルス幅の合計値を積分
した出力値を求める積分手段１０６と、を備える光検出
器１００とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光の入射を受けて、フォトン入射の有無を示す２値のパルスを出力するフォトンカウン
ト型の受光素子を含む受光手段と、
　測定期間に亘って前記パルスのパルス幅の合計値を積分又は累算加算した出力値を求め
る累算手段と、
を備えることを特徴とする光検出器。
【請求項２】
　請求項１に記載の光検出器であって、
　前記パルスのパルス幅以下の間隔で前記パルスをサンプリングするサンプリング手段を
備え、
　前記累積手段は、前記サンプリング手段でのサンプリング値を前記測定期間に亘って計
数する計数手段と、
を備えることを特徴とする光検出器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の光検出器であって、
　前記受光手段は、前記受光素子を複数配置したアレイ型であり、
　複数の前記受光素子から出力されたパルスを加算する加算手段を備え、
　前記累積手段は、加算手段の出力を測定時間に亘って積分又は累積加算する、
ことを特徴とする光検出器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の光検出器であって、
　前記出力値が入射光量に比例するように補正を行う補正手段を備えることを特徴とする
光検出器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の光検出器であって、
　前記受光素子は、ガイガーモードのアバランシェフォトダイオードを含むことを特徴と
する光検出器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光検出器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　交通事故等の低減を目指して衝突防止システム等を搭載した移動体（車両等）が開発さ
れている。このようなシステムでは外部環境を観測するためにカメラやミリ波レーダ等を
備えた環境用センサが用いられている。
【０００３】
　ステレオカメラは、比較的広角で空間解像度も高いが、その反面、遠方での距離精度が
著しく低下する。一方、ミリ波レーダは、２００ｍ程度の遠方の対象物を検知することが
できるが、視野が狭く、角度分解能も低い。
【０００４】
　これに対して、飛行時間法（ＴＯＦ：Ｔｉｍｅ Ｏｆ　Ｆｌｉｇｈｔ）に基づく光学的
測距センサは、高空間解像度（角度分解能）を有すると共に、広角及び遠距離の測距が可
能である。このため、走路や障害物の検出精度とロバスト性を高められ、安全システムの
機能の拡張が期待できる。例えば、より遠方の障害物を高い位置精度で検知できれば、早
期の警報が可能となる。また、駐車車両の形状等の周囲環境を高精度に検知できれば衝突
やすり抜けを高い信頼度で判定できる。
【０００５】
　このようなＴＯＦによる光学式測距装置において、受光素子としてアバランシェフォト
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ダイオード（ＡＰＤ）やＰＩＮフォトダイオードが用いられることが多い。ＡＰＤにフォ
トンが入射すると、電子・正孔対が生成され、電子と正孔が各々高電界で加速され、次々
と雪崩のように衝突電離を引き起こして新たな電子・正孔対が生成される。この内部増幅
作用により感度が高められるため、特に長距離検出が求められる場合にＡＰＤが用いられ
ることが多い。ＡＰＤの動作モードには、逆バイアス電圧を降伏電圧（ブレークダウン電
圧）未満で動作させるリニアモードと、降伏電圧以上で動作させるガイガーモードとがあ
る。リニアモードでは、生成される電子・正孔対の割合よりも消滅する（高電解領域から
出る）電子・正孔対の割合が大きく、アバランシェは自然に止まる。出力電流は、入射光
量にほぼ比例し、入射光量の測定に用いられる。ガイガーモードでは、単一フォトンの入
射でもアバランシェ現象を起こすことができるので、シングルフォトンアバランシェダイ
オード（ＳＰＡＤ：Ｓｉｎｇｌｅ Ｐｈｏｔｏｎ Ａｖａｌａｎｃｈｅ Ｄｉｏｄｅ）とも
呼ばれる。
【０００６】
　図６は、対象物に照射した光が対象物によって反射して戻ってくるまでの時間を求める
ＴＯＦ測定方法を示す。このとき、自ら対象物に照射した光以外はノイズであるので、太
陽光等の外乱光の影響を除去する必要がある。入射光量にほぼ比例した出力を得る受光素
子を用いる場合、受光素子の直流成分を除去した後に閾値処理をすることにより、外乱光
の影響を低減して反射光の到来タイミングを抽出できる。一方、ＳＰＡＤのように、フォ
トン入射に対して電圧パルスを出力するフォトンカウント型の受光素子を用いる場合、電
圧パルスの到来時刻を繰り返し測定してヒストグラムを作成し、その極大値を抽出する。
これにより、外乱光が存在しても正しいＴＯＦ測定をすることができる。
【０００７】
　ＴＯＦのヒストグラムの極大値を高精度に抽出するには、多数回のＴＯＦ測定が必要と
なり、測定時間が長くなる。測定時間が長くなると、対象物が動くときに対象物までの距
離の変化が生じ、測定誤差を生ずる。短い測定時間で外乱光の影響を除去して正しくＴＯ
Ｆを求める方法として、シリコンフォトマルチプライヤ（ＳｉＰＭ：Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｐ
ｈｏｔｏ Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒｓ）を用いた方法が開示されている（特許文献１、非特
許文献１）。ＳｉＰＭは、複数のＳＰＡＤをアレイ状に行列配置し、全体として大きな光
検出器を構成する。ＳｉＰＭを用いたＴＯＦ検出回路の例を図７に示す。ＳｉＰＭの出力
にコンパレータを設け、所定数以上のＳＰＡＤから同時にパルス出力された場合、すなわ
ち同時に多数（図２では、閾値Ｔｈ個以上）のフォトンが到来した場合のみＴＯＦを測定
する。これにより、外乱光のフォトンに対する応答を低減できるので、少ない測定回数で
反射光のＴＯＦを正しく抽出できるようになる。これは、自ら照射した光の反射光は多数
のフォトンが同時に到来するのに対し、外乱光のフォトンはランダムなタイミングで到来
するため同時に到来する確率は小さい、という性質に基づく処理である。
【０００８】
　ＴＯＦに基づく光学的測距装置は、距離情報に加えて明るさ情報も出力できる。受光素
子が受光する光は、照射光の対象物上での反射光、環境光（太陽やその他の照明）の対象
物上での反射光、及び対象物が発光する光、がすべて加算された光である。入射光量にほ
ぼ比例する値を出力する受光素子の場合、受光量の極大値を反射光と見なすことができ、
反射光をその他の光と分離して抽出することができる。受光量の極大値を距離値で補正す
ることにより、対象物の反射率も求められる。逆に、レーザ休止期間の受光素子出力から
、反射光以外の光、すなわち外乱光を抽出することもできる（特許文献２）。
【０００９】
　一方、フォトンカウント型の受光素子の場合、ＴＯＦのヒストグラムから明るさ情報を
抽出できる。ヒストグラム値の合計値が全受光量であり、極大値が照射光の反射光である
。また、レーザ休止期間の受光素子の出力から外乱光の情報を得ることもできる（特許文
献３）。
【００１０】
　また、光検出器が屋外で使用される場合、広い明るさダイナミックレンジが求められる
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。屋外環境の明るさ変動範囲は大きく、晴天の昼間の照度は１０万ルクスを超え、一方で
夜間の街灯下での照度は数十ルクス程度である。さらに、対象物の反射率まで考慮すると
、６桁程度のダイナミックレンジが必要とされる。フォトンカウントで光量検出する場合
、光量が少ない時のカウント数は光量にほぼ比例する。光量が増加して出力電圧パルス幅
よりも短い周期でフォトンが入射するようになると、複数の電圧パルスが結合することが
あり、これによりカウント数が減少する。したがって、図８に示すように、光量とカウン
ト数とが単調増加の関係にならないので、光量が増加すると正しく光量を計測できなくな
る。
【００１１】
　そこで、リセット手段により受光素子を繰り返しリセットし、このリセットパルス間に
入射するフォトンの入射個数ではなく入射するフォトンがあったか否かを検出し、この検
出パルスを所定の期間計数する。これにより、カウントに必要なビット数が少なくなるの
でダイナミックレンジを拡大できる（特許文献４）。また、フォトンカウント型光検出器
の検出信号をＡ／Ｄ変換し、予め設定した閾値以上の場合には、そのまま後段の光子数算
出回路に検出信号を送り、閾値以下の場合には予め定められた基準値を後段に送る処理を
行う方法が開示されている。光子数算出回路では、光量測定が終了するまで、取得した検
出信号波形の面積から光量を算出する（特許文献５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１２－６００１２号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４７８７２号公報
【特許文献３】特開２０１０－９１３７８号公報
【特許文献４】特開平０７－０６７０４３号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】C.Niclass, M.Soga, H.Matsubara, S.Kato, "A 100m-range 10-frames/
s 340x96-pixel time-of-flight depth sensor in 0.18μm CMOS", Proceeding of the E
SSCIRC, pp.107-110, September, 2011
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　受光素子をリセットする方法では、リセットに要する時間が考慮されていないが、実際
にはリセットには時間を要する。これは、フォトダイオードの寄生容量に電荷をリチャー
ジして所定電圧にバイアスするのに要する時間である。リセット期間中はフォトンを検出
できないデッドタイムとなり、図９に示すように、サンプリング時間が短くなるとフォト
ンを検出できる時間の割合、すなわち検出時間の効率が低下する。逆に、サンプリング間
隔を長くすると、フォトン検出ができる時間の割合が大きくなるが、検出が飽和状態とな
り、ダイナミックレンジが低下する。
【００１５】
　また、光量に応じて光子数算出回路を調整する方法では、光検出器の検出感度に温度変
動がある場合に出力波形面積も変動するため、正しく光量を検出できなくなる。さらに、
ノイズレベルも温度変動するため、閾値処理の閾値を適切に設定できなくなる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の１つの態様は、光の入射を受けて、フォトン入射の有無を示す２値のパルスを
出力するフォトンカウント型の受光素子を含む受光手段と、測定期間に亘って前記パルス
のパルス幅の合計値を積分又は累算加算した出力値を求める累算手段と、を備える光検出
器である。
【００１７】
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　ここで、前記パルスのパルス幅以下の間隔で前記パルスをサンプリングするサンプリン
グ手段を備え、前記累積手段は、前記サンプリング手段でのサンプリング値を前記測定期
間に亘って計数する計数手段と、を備えるものとしてもよい。
【００１８】
　また、前記受光手段は、前記受光素子を複数配置したアレイ型であり、複数の前記受光
素子から出力されたパルスを加算する加算手段を備え、前記累積手段は、加算手段の出力
を測定時間に亘って積分又は累積加算する、ものとしてもよい。
【００１９】
　また、前記出力値が入射光量に比例するように補正を行う補正手段を備えるものとして
もよい。
【００２０】
　また、前記受光素子は、ガイガーモードのアバランシェフォトダイオードを含むものと
してもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、光検出器の明るさのダイナミックレンジを適切に広げることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態における光検出器の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における受光手段のレイアウト例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における光検出器の作用を説明する図である。
【図４】本発明の実施の形態における光検出器の変形例の構成を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における光検出器の変形例の作用を説明する図である。
【図６】ＴＯＦの測定方法を示す図である。
【図７】従来の光検出器の構成を示す図である。
【図８】従来の光検出器の作用を説明する図である。
【図９】従来の光検出器の問題点を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施の形態における光検出器１００は、図１に示すように、受光手段１０２、
電圧電流変換手段１０４及び積分手段１０６を含んで構成される。
【００２４】
　受光手段１０２は、フォトダイオード１０、クエンチング抵抗１２及びバッファー１４
を含んで構成される。
【００２５】
　フォトダイオード１０は、ガイガーモードのシングルフォトンアバランシェフォトダイ
オード（ＳＰＡＤ）である。すなわち、フォトダイオード１０は、降伏電圧以上のバイア
ス電圧の印加によって単一フォトンの入射に対してアバランシェ現象を引き起こし、フォ
トン入射に対して電圧パルスを出力する。
【００２６】
　クエンチング抵抗１２は、ＳＰＡＤのアバランシェ現象を停止させるための抵抗素子で
ある。本実施の形態では、クエンチング抵抗１２は、トランジスタの抵抗成分を利用して
いる。フォトダイオード１０では、印加電圧を降伏電圧まで下げることによりアバランシ
ェ現象を止めることができる。印加電圧を下げてアバランシェ現象を停止させることはク
エンチングと呼ばれ、最も単純なクエンチング回路はフォトダイオード１０と直列にクエ
ンチング抵抗１２を接続することで実現される。アバランシェ電流が生じるとクエンチン
グ抵抗１２の端子間の電圧の上昇によってフォトダイオード１０のバイアス電圧が降下す
る。バイアス電圧が降伏電圧まで降下するとアバランシェ現象が停止する。アバランシェ
電流が流れなくなると、クエンチング抵抗１２の端子電圧が降下し、フォトダイオード１
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０には再び降伏電圧以上の電圧が印加される。
【００２７】
　バッファー１４は、フォトダイオード１０とクエンチング抵抗１２との間の電圧の昇降
を取り出すために設けられる。これにより、フォトダイオード１０へのフォトンの入射を
電圧パルスとして出力することができる。
【００２８】
　なお、この電圧パルスのパルス幅に相当する時間は、ＳＰＡＤのバイアス電圧が低下し
ているため、新たなフォトンが入射しても新たにアバランシェ現象を誘発できず、フォト
ンを検出できないデッドタイムとなる。
【００２９】
　一組のフォトダイオード１０、クエンチング抵抗１２及びバッファー１４が１つの受光
素子１０２ａを構成し、受光手段１０２は複数の受光素子１０２ａを含んで構成される。
すなわち、受光手段１０２は、シリコンフォトマルチプライヤ（ＳｉＰＭ：Ｓｉｌｉｃｏ
ｎ Ｐｈｏｔｏ Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒｓ）で構成される。図１では、受光手段１０２が３
つの受光素子１０２ａで構成された例を示すが、受光素子１０２ａの数はこれに限定され
ない。例えば、図２の平面模式図に示すように、縦４×横６のアレイ状に並べられた構成
とすれば、合計の受光面積が大きくなり、より多くの光量を受光することができる。
【００３０】
　電圧電流変換手段１０４は、電流源１６、インバータ１８及びスイッチング素子２０ａ
，２０ｂを含んで構成される。スイッチング素子２０ａ，２０ｂは、トランジスタで構成
することができる。
【００３１】
　フォトダイオード１０にフォトンが入射すると、バッファー１４から電圧パルスが出力
される。電圧パルスが”ハイ”である期間、スイッチング素子２０ａはオンとなり、スイ
ッチチング素子２０ｂはオフとなる。スイッチング素子２０ａがオンの間、電流源１６に
より電流ｉＲＥＦが積分手段１０６に入力される。
【００３２】
　一組の電流源１６、インバータ１８及びスイッチング素子２０ａ，２０ｂが１つの電圧
電流変換部となる。各受光素子１０２ａ毎に１つの電圧電流変換部が設けられる。したが
って、すべての受光素子１０２ａからの電圧パルスは電圧電流変換部において電流パルス
に変換され、加算されて積分手段１０６へ供給される。
【００３３】
　積分手段１０６は、比較器２２、コンデンサ２４及びリセットスイッチ２６を含んで構
成される。比較器２２とコンデンサ２４とは並列に接続され、電圧電流変換手段１０４か
ら入力される電流を積分した値を出力して電圧Ｖｏｕｔとして出力する積分回路を構成す
る。リセットスイッチ２６は、オンされることによってコンデンサ２４に蓄積された電荷
をクリアし、積分手段１０６をリセットする。積分手段１０６は、リセットから所定の計
測時間が経過するまでの積分値を電圧Ｖｏｕｔとして出力する。なお、計測時間は、予め
定められた一定値であってもよいし、測定結果に応じて変更してもよい。例えば、電圧Ｖ

ｏｕｔが高いほどリセットから次のリセットまでの計測時間を短くする等してもよい。
【００３４】
　ガイガーモードのＳＰＡＤであるフォトダイオード１０は、理論上のゲインは無限大で
あり、その増幅された電流値は情報を持たず、フォトンの入射によるアバランシェ現象の
発生の有無が２値の情報（電圧パルス）として出力される。このため、温度等によるゲイ
ンの変動に対してロバストである。
【００３５】
　本実施の形態における光検出器１００では、すべてのフォトダイオード１０の電圧パル
ス出力は電流パルスに変換され、加算されて、積分手段１０６において時間積分される。
すなわち、フォトンの入射数が少ない（入射光量が小さい）場合、すべてのフォトダイオ
ード１０の電圧パルスのパルス幅の合計に比例する値が電圧Ｖｏｕｔとして出力される。
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フォトンの入射数が多くなってくる（入射光量が増えてくる）と、フォトダイオード１０
の電圧パルスの出力頻度が高くなり、次第に複数の電圧パルスが結合する確率が高くなる
。電圧パルスが結合し始めるとパルス数は減少するが、本実施の形態では、電圧パルスの
パルス幅の累積値（合計時間）、すなわち積分手段１０６での積分値である電圧Ｖｏｕｔ

は常に増加する。したがって、図３に示すように、入射光量の増加に対して常に単調に増
加するダイナミックレンジの広い出力が得られる。
【００３６】
　このように、本実施の形態の光検出器１００では、フォトンの入射に対して２値の情報
（電圧パルス）が出力され、温度等の変動に対してロバストである。したがって、電圧パ
ルスのパルス幅の合計時間も内部増幅ゲイン等の変動の影響を受けず、温度に依らず安定
な光検出ができる。
【００３７】
　また、複数の受光素子１０２ａからの電圧パルスのパルス幅の合計時間を光量として出
力するので、受光素子１０２ａが１つの場合に比べて更にダイナミックレンジを広くする
ことができる。
【００３８】
　また、受光素子１０２ａとしてガイガーモードのアバランシェフォトダイオードを用い
ているので、光電子増倍管等の他のフォトカウンタ型受光素子に比べて安価にコンパクト
に装置に実装することができる。また、アバランシェフォトダイオードは半導体素子であ
るので、複数の受光素子１０２ａを集積化することも容易である。さらに、ＣＭＯＳプロ
セスによりアバランシェフォトダイオードを実現する技術も開発されているので、積分手
段１０６等と同一のチップ上に実装が可能となる。これにより、製造工程の簡素化及び低
製造コスト化が図れる。また、アバランシェフォトダイオードの寄生容量が小さくなるの
で、デッドタイムを短縮することができ、ダイナミックレンジをより広くすることができ
る。
【００３９】
　なお、受光手段１０２が複数の受光素子１０２ａを含む構成としたが、受光素子１０２
ａが１つであっても同様にダイナミックレンジを広げる作用は得られる。この場合、積分
手段１０６に１つの受光素子１０２ａ及び１つの電圧電流変換部１０４ａが接続される構
成となる。
【００４０】
＜変形例＞
　上記実施の形態では、受光手段１０２の出力を電流の積分値として出力する構成とした
が、デジタル処理する構成としてもよい。
【００４１】
　本変形例における光検出器２００は、図４に示すように、受光手段２０２、第１サンプ
リング手段２０４、加算手段２０６、第２サンプリング手段２０８、累積手段２１０及び
ラッチ手段２１２を含んで構成される。
【００４２】
　受光手段２０２は、上記実施の形態と同様に、フォトダイオード１０、クエンチング抵
抗１２及びバッファー１４を含んで構成される。受光手段２０２は、受光手段１０２と同
様の機能を有する。一組のフォトダイオード１０、クエンチング抵抗１２及びバッファー
１４が１つの受光素子２０２ａを構成し、図４では、３つの受光素子２０２ａによって受
光手段２０２が構成された例を示している。受光素子２０２ａの数は、これに限定される
ものではなく、単数でもよいし、複数の受光素子２０２ａをアレイ状に構成してもよい。
【００４３】
　第１サンプリング手段２０４は、受光手段２０２からの出力を一時的に保持する回路を
含んで構成される。第１サンプリング手段２０４は、例えば、Ｄフリップフロップ３０に
より実現することができる。受光手段２０２が複数の受光素子２０２ａを含む場合、各受
光素子２０２ａ毎にＤフリップフロップ３０が設けられる。第１サンプリング手段２０４
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は、受光手段２０２に含まれる受光素子２０２ａから出力される２値の出力信号（パルス
電圧：ＮＳＰＡＤ）をクロックＳＣＬＫに同期してサンプリングし、保持した値を出力す
る。サンプリング周波数は、受光素子２０２ａが出力する電圧パルスのナイキスト周波数
以上とすることが好ましく、電圧パルス幅の逆数の２倍以上とすることが好適である。例
えば、図５に示すように、クロックＳＣＬＫのタイミングＳ０，Ｓ１，Ｓ２・・・におい
て各受光素子２０２ａからの電圧パルス（２値出力）がサンプリングされる。
【００４４】
　加算手段２０６は、第１サンプリング手段２０４からの出力を加算して、加算結果（ビ
ット幅：ＮＡＤＤ＝［ｌｏｇ２（ＮＳＰＡＤ）］）を出力する。加算手段２０６によって
、複数の受光素子２０２ａから同じタイミングで出力された電圧パルスが加算されること
になる。例えば、受光手段２０２に含まれる複数の受光素子２０２ａのうち２つの電圧パ
ルスがハイレベルとなっていれば加算手段２０６からの出力はデジタル信号の“２（１０
進数）”＝“１０（２進数）”となる。第２サンプリング手段２０８は、加算手段２０６
から出力された信号をクロックＳＣＬＫが入力される毎にサンプリングして保持した値を
出力する。
【００４５】
　累積手段２１０は、加算手段２０６から出力され、第２サンプリング手段２０８に保持
された加算結果をさらに所定の測定時間Ｔに亘って累積して出力する。累積手段２１０は
、アキュムレータにより構成することができる。累積手段２１０は、複数の受光素子２０
２ａの出力の加算値をさらに測定時間Ｔに亘って時間積分した累積値（ビット幅：ＮＲＥ

Ｇ＝［ｌｏｇ２（ＮＳＰＡＤ・Ｔ・ｆＳＣＬＫ）］を出力する。累積値は、複数の受光素
子２０２ａの電圧パルスのパルス幅の増加に対して常に単調に増加する値となる。図５で
は、クロックＳＣＬＫのタイミングＳ０～Ｓ４が一回の測定時間とし、Ｓ４～Ｓ０がリセ
ット時間とし、それを繰り返した場合の処理について示している。
【００４６】
　すなわち、フォトンの入射数が少ない（入射光量が小さい）場合、すべてのフォトダイ
オード１０の電圧パルスのパルス幅の合計に比例する累積値が累積手段２１０から出力さ
れる。フォトンの入射数が多くなってくる（入射光量が増えてくる）と、フォトダイオー
ド１０の電圧パルスの出力頻度が高くなり、次第に複数の電圧パルスが結合する確率が高
くなる。電圧パルスが結合し始めるとパルス数は減少するが、累積手段２１０での電圧パ
ルスのパルス幅の累積値（合計時間）は常に増加する。したがって、入射光量の増加に対
して常に単調に増加するダイナミックレンジの広い出力が得られる。
【００４７】
　ラッチ手段２１２は、累積手段２１０の出力をクロックＳＣＬＫが入力される毎にサン
プリングして保持した値を出力する。
【００４８】
　このように、本実施の形態の光検出器２００では、フォトンの入射に対して２値の情報
（電圧パルス）が出力され、温度等の変動に対してロバストである。したがって、電圧パ
ルスのパルス幅の合計時間も内部増幅ゲイン等の変動の影響を受けず、温度に依らず安定
な光検出ができる。
【００４９】
　また、複数の受光素子２０２ａからの電圧パルスのパルス幅の合計時間を光量として出
力するので、受光素子２０２ａが１つの場合に比べて更にダイナミックレンジを広くする
ことができる。
【００５０】
　特に、電圧パルスを所定の測定時間に亘ってサンプリングして“ハイレベル（１）”と
なった回数をカウントする。このようにデジタル処理を行うので、あらゆるノイズに対し
てロバストな信号処理が可能である。また、複数の受光素子２０２ａの出力をサンプリン
グした後に加算処理等を行うので、簡易なデジタル回路でダイナミックレンジを広げるこ
とができる。
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【００５１】
　また、受光素子２０２ａとしてガイガーモードのアバランシェフォトダイオードを用い
ているので、光電子増倍管等の他のフォトカウンタ型受光素子に比べて安価にコンパクト
に装置に実装することができる。また、アバランシェフォトダイオードは半導体素子であ
るので、複数の受光素子２０２ａを集積化することも容易である。さらに、ＣＭＯＳプロ
セスによりアバランシェフォトダイオードを実現する技術も開発されているので、第１サ
ンプリング手段２０４、加算手段２０６、第２サンプリング手段２０８、累積手段２１０
及びラッチ手段２１２等と同一のチップ上に実装が可能となる。これにより、製造工程の
簡素化及び低製造コスト化が図れる。また、アバランシェフォトダイオードの寄生容量が
小さくなるので、デッドタイムを短縮することができ、ダイナミックレンジをより広くす
ることができる。
【００５２】
　なお、受光手段２０２が複数の受光素子２０２ａを含む構成としたが、受光素子２０２
ａが１つであっても同様にダイナミックレンジを広げる作用は得られる。この場合、第２
サンプリング手段２０８、累積手段２１０及びラッチ手段２１２に１つの受光素子２０２
ａが接続される構成となる。
【００５３】
　また、上記実施の形態の光検出器１００及び変形例の光検出器２００では、その出力は
受光した光量の増加に伴って単調に増加する信号となるが光量に比例した値とならない。
そこで、光検出器の出力を受光量に比例した値となるように補正する処理を行ってもよい
。例えば、光検出器の出力を受光量に比例した値となるように関数処理してもよいし、ル
ックアップテーブルを用いて処理をしてもよい。関数又はルックアップテーブルは、受光
量が正確に分かる状態において、受光量と光検出器の出力との相関関係を調査して予め求
めておけばよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　フォトダイオード、１２　クエンチング抵抗、１４　バッファー、１６　電流源
、１８　インバータ、２０ａ，２０ｂ　スイッチング素子、２２　比較器、２４　コンデ
ンサ、２６　リセットスイッチ、３０　フリップフロップ、１００　光検出器、１０２　
受光手段、１０２ａ　受光素子、１０４　電圧電流変換手段、１０４ａ　電圧電流変換部
、１０６　積分手段、２００　光検出器、２０２　受光手段、２０２ａ　受光素子、２０
４　第１サンプリング手段、２０６　加算手段、２０８　第２サンプリング手段、２１０
　累積手段、２１２　ラッチ手段。
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