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•  Frontend	  ASIC	  and	  Pixel	  sensor	  can	  be	  opDmized	  
–  independently,	  without	  compromise...	  

•  We	  need	  3	  ingredients	  in	  the	  sensor:	  
–  RadiaDon	  tolerant	  pixel	  sensor	  (pursuing	  Planar	  process	  pixel	  sensor)	  
–  Bump-‐bonding	  (SnAg	  solder	  bump,	  e.g.)	  

•  Also,	  thin	  sensor	  (≤150	  µm)	  –	  thin	  ASIC	  (≤150	  µm)	  
–  High	  voltage	  protecDon	  at	  edges	  

•  against	  HV	  ~1000	  V	  
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Content	
•  RadiaDon-‐tolerant	  Planar	  Pixel	  Sensor	  
–  IdenDficaDon	  of	  inefficient	  regions	  in	  irradiated	  
sensors	  

– OpDmizaDon	  of	  pixel	  structure(s)	  

•  Understanding	  underlying	  physics	  of	  the	  
inefficiency	  
– with	  technology	  CAD	  simulaDon	  

•  Not	  covered	  ...	  	  
– Bump-‐bonding	  
– Edge	  protecDon	  
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KEK/HPK	  n-‐in-‐p	  Pixel	  Sensors	

n-‐in-‐p	  6”	  #2	  wafer	  layout	  
(“Old”	  pixel	  structures)	

FE-‐I4	  2-‐chip	  pixels	

FE-‐I4	  1-‐chip	  pixels	

FE-‐I3	  1-‐chip	  pixels	

FE-‐I3	  4-‐chip	  pixels	

n-‐in-‐p	  6”	  #4	  New	  wafer	  layout	  
(“New”	  pixel	  structures)	
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“Old”	  Pixel	  Structures	

•  Severe	  efficiency	  loss	  at	  the	  boundary	  of	  pixels,	  under	  bias	  rail	  
•  Subtle	  efficiency	  loss	  due	  to	  the	  rouDng	  of	  bias	  resistor	
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IrradiaDon:	  n	  1×1016	  neq/cm2	  

	  at	  Ljubljana	  	  	  

-‐1200	  V	

Bias	  rail	 No	  bias	  rail	

K.	  Motohashi	  et	  al.	  HSTD9	  
(DOI:	  10.1016/j.nima.2014.05.092)	
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Old	  Pixel	  Structures	  (Wafer	  #2)	

•  Bias	  rail	  →	  at	  the	  boundary	  of	  pixels	  
•  Bias	  resistor	  (PolySilicon)	  →	  encircled	  outside	  the	  
pixel	  implant	  

•  Bias	  resistor	  and	  Bias	  rail	  are	  connected	  to	  the	  pixel	  
electrode	  in	  DC,	  
–  thus,	  both	  are	  at	  “ground	  potenDal”	  
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OpDmizaDon	  of	  Pixel	  Structures	

•  Bias	  rail	  →	  Removing	  from	  the	  boundary	  to	  “inside”	  
the	  pixel	  electrode.	  
–  Removing	  “ground	  potenDal”	  at	  the	  boundary.	  

•  PolySilicon	  bias	  resistor	  →	  rouDng	  inside	  the	  pixel.	  
–  Removing	  another	  “ground	  potenDal”	  outside	  the	  pixel.	  
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Bias	  Rail	  &	  Resistor	  RouDng	  in	  Wafer#4	
•  Bias	  rails	  away	  from	  the	  boundary:	  Large-‐,	  Small-‐,	  Zig-‐zag-‐offset	  

–  Bias	  rail	  material	  (Al,	  PolySi)	  
•  Bias	  rail	  at	  the	  boundary	  but	  with	  “wide”	  p-‐stop	  
•  Biasing	  structure:	  PolySi	  ,	  Punch-‐Thru	  (PT)	  resistor,	  No	  biasing	  
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PolySi	 PT	

Type	  19	  (No	  Bias)	Type13	  (Wide	  p-‐stop)	
Bias	  rail	

Type17	  	  
(Small-‐offset)	

Type18	  	  
(Large	  offset)	

Type2,	  10	  	  
(Large-‐offset)	

Type4,	  12	  	  
(Small-‐offset)	



EvaluaDon	  of	  New	  Pixel	  Structures	
•  IrradiaDon	  at	  CYRIC	  

–  70	  MeV	  protons,	  Tohoku	  Univ.,	  Japan	  
–  3	  to	  5	  x	  1015	  neq/cm2	  	  

•  Latest	  setup	  
–  IrradiaDon	  box	  with	  15	  “push-‐pull”	  slots	  
–  “Liquid”	  Nitrogen	  cooling	  evaporated-‐in-‐supply-‐line	  
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Samples	  in	  the	  irradiaDon	  box	  at	  CYRIC	

Irradiation Box 

Solenoid valve 
（ASCO） Safety valve 

Liquid N2 Dewar 

Capper Pipe (3/8 in) 

Vinyl pipe 

NTC 
Liquid  N2  boil  during  5m  capper  pipe.  
Cold  N2  gas  into  irradiation  box  
Templature  control  (-‐15±1 )  
Gas  flow  is  used  during  warm  up.  

Pressure  keeping  valve    
0.05Mpa-‐0.07Mpa  
 1/4 M  3/4 in 16Unified M 

0.2～0.3Mpa  

**  1  atm  =  1.03  kg/cm2=1013hPa=0.1013MPa  

keythlay  

USB  

GPIB  
24V  PS  

SW  USB  

Cooling  System  for  Irradiation  

Hand Valve 

Liquid  
Vent(gas)  

~  5m  

Pressure  
  building  

Gas  flow  



Results	  with	  Testbeams	
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New	  design	

Old	  design	

Irrad.	  KEK46	  (Type10)	

•  Comparison	  of	  “Area”	  
–  Width	  of	  the	  dip	  is	  due	  

to	  poinDng	  resoluDon,	  
–  EliminaDng	  the	  effect	  of	  

resoluDon.	  

•  Let-‐Right	  imbalance	  is	  
very	  much	  improved.	  
–  Bias	  rail	  effect	  is	  nearly	  

eliminated.	  
	

1200V	

100V	

400V	

CERN	  testbeam	

DESY	  testbeam	

D.	  Yamaguchi	
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図 4.33 センサーの厚みと放射線照射量を考慮に入れたバイアスレールのある境界部分の 1 ピクセルあたりの
ヒット検出効率損失。

KEK 19のデータも示している。なお、KEK 19は 2013年 3月に DESYで試験した、150 µm厚、放射線照射量
5.0 ! 1015 1MeV neq/cm2 のセンサーである。従来型と新型のピクセル構造下における 1ピクセルあたりのヒット
検出効率損失を比較すると、従来型に比べて新型のピクセル構造下における 1ピクセルあたりのヒット検出効率損失
が小さくなっているため、新型ピクセル構造のバイアスレール下におけるヒット検出効率の大幅な改善が見られる。
また新型ピクセル構造をもつサンプル同士を比べると、Type 13、10、19の順に 1ピクセルあたりのヒット検出効率
損失が小さいことが分かる。放射線損傷後のバイアスレールがヒット検出効率の低下を誘発することは先行研究で分
かっている。従って、従来型ピクセル構造と同様バイアスレールが P-stop上に位置する Type 13の 1ピクセルあた
りのヒット検出効率損失がバイアスレールをインプラントで隠すような構造もつ Type 10より大きいことは期待通
りの結果である。また、Type 10の 1ピクセルあたりのヒット検出効率損失がバイアス構造を持たない Type 19の
1ピクセルあたりのヒット検出効率損失と同等である。この結果からバイアスレールをインプラントで隠すような構
造にすることで、バイアスレールがない構造と同等のヒット検出効率を得ることが分かった。

4.3.6 センサー端部のヒット検出効率

これまでの荷電粒子ビーム試験ではセンサー中央部分をビーム中心となるように検出器位置を調整していたため、
センサー中央部分の性能評価を主に行ってきた。更にセンサーの端部についてもセンサー中央部分と同様の性能を保
持しているか検証する必要がある。そこで、2014年 3月の試験時にヒット照合用センサーとして用いた KEK56 ch2
に着目した。このビーム試験時には KEK56 ch2 はセンサーの端部にビームが当たるような検出器配置になってお
り、かつセンサー端部の性能評価に十分な統計量のデータを収集したためである。KEK56 ch2の解析にはもう片方
のピクセル検出器をヒット照合用センサーとして用いた。
本解析ではセンサーの列番号 9以下の領域を用いる。図 4.34（a）、（b）にセンサー端部のピクセル内ヒット検出
効率分布を示す。ここで、図 4.34において長辺方向の原点がセンサーの最端部を示し、長辺方向の正の領域がセン
サー中央向き、負の領域がセンサー外側の向きを表す。図 4.34（a）はバイアス電圧 "15 Vにおけるセンサー端部の
ピクセル内ヒット検出効率分布であり、長辺方向、短辺方向ともにピクセル境界でヒット検出効率が低下しているこ
とが分かる。図 4.34（b）はバイアス電圧 "100 V におけるセンサー端部のピクセル内ヒット検出効率分布であり、
ピクセル境界におけるヒット検出効率の低下はほとんど見られない。これら 2つのピクセル内ヒット検出効率分布を
長辺方向に射影したプロットを図 4.34（c）に示す。図 4.34（c）から、各バイアス電圧における長辺方向のピクセル
境界でのヒット検出効率の低下が確認できる。図 4.34（c）を用いてセンサー最端部のヒット検出効率のふるまいを
調べる。

Irrad. sensors(5x1015 neq cm-2, 150 μm)

10

Efficiency loss per pixel under the bias rail
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かっている。従って、従来型ピクセル構造と同様バイアスレールが P-stop上に位置する Type 13の 1ピクセルあた
りのヒット検出効率損失がバイアスレールをインプラントで隠すような構造もつ Type 10より大きいことは期待通
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に着目した。このビーム試験時には KEK56 ch2 はセンサーの端部にビームが当たるような検出器配置になってお
り、かつセンサー端部の性能評価に十分な統計量のデータを収集したためである。KEK56 ch2の解析にはもう片方
のピクセル検出器をヒット照合用センサーとして用いた。
本解析ではセンサーの列番号 9以下の領域を用いる。図 4.34（a）、（b）にセンサー端部のピクセル内ヒット検出
効率分布を示す。ここで、図 4.34において長辺方向の原点がセンサーの最端部を示し、長辺方向の正の領域がセン
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Type19	  
(320µm)	

Type10	  
(150µm)	

Type13	  (wide	  p-‐stop)	  
(320µm)	

Scaled	  to	  150	  µm,	  5x1015	  irrad.	

PT/p-‐spray	
Type10	  
(320µm)	

“Old”	  design	

•  “Old”	  design	  loses	  2-‐3%	  eff.	  under	  the	  bias	  rail;	  97-‐98%	  eff.	  overall.	  
•  “New”	  design	  (Type10	  (large	  offset))	  is	  nearly	  as	  good	  as	  “no	  bias”,	  	  almost	  0%	  loss	  

>400	  V.	  	  
•  Type13	  (wide	  p-‐stop)	  has	  been	  improved.	

D.	  Yamaguchi	



TCAD	  Geometry	

Non-‐
irrad	 Irrad	

Si	  thickness	  
(µm)	 150	 150	

Fluence	  	  	  	  	  
(neq/cm2)	 Null	 3⨉1015	

Neff	  (p-‐type)
(cm-‐3)	 2.6⨉1012	 2.5⨉1013	

Vdep	  (Vapp)	  (V)	 44	  (100)	 430	  (430)	

Interface	  
charge	  Qf	  
(cm-‐2)	

1⨉1010	 1⨉1012	

wNsub wGap wPsub wGap wNsub

x1 x2x3 x4

wEx1
wEx1 wEx1

wEx
x7 x8

x11 x12

x5 x6

tNsub
tSio1

tSio2
tAlu

tPback

tSi

x9 x10
wEx2 wEx2

y0y1
y2
y3

y4 y5

y6

y7

y8

x13 x14x0 Pixel	  electrode	Bias	  rail	

(Not	  to	  scale)	
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Vdep	  =	  depleDon	  voltage	  
Vapp	  =	  applied	  bias	  voltage	



Electron	  Layer	
•  Azracted	  to	  the	  interface	  charge,	  creaDon	  of	  an	  

inversion	  layer	  of	  “electrons”	  is	  assumed.	  
•  The	  layer	  has	  been	  simulated	  in	  TCAD.	  

Irrad.,	  with	  bias	  rail	

Electron	  layer	  disappears	  near	  the	  p-‐stop	  (p-‐
stop	  edge	  at	  -‐2	  µm).	
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Effect	  of	  PotenDal	  of	  Bias	  Rail	

•  Electric	  field	  (PotenDal)	  between	  pixels	  
–  near	  the	  surface	  (1	  µm	  below	  the	  surface	  of	  Si	  in	  TCAD)	  

•  Existence	  or	  non-‐existence	  of	  bias	  rail	  (“ground	  potenDal”)	  	  
–  has	  not	  affected	  the	  electric	  field	  potenDal	  very	  much.	  	  
–  RelaDve	  potenDal	  “depth”	  at	  the	  boundary	  is	  shallower	  in	  “Irrad.”:	  

~15%	  (=-‐15/-‐100,	  Non	  irrad.),	  ~9%	  (=-‐40/-‐430,	  Irrad.),	  but	  
–  Absolute	  potenDal	  is	  larger	  in	  “Irrad.”:	  -‐15	  V	  (Non-‐irrad.),	  -‐40	  V	  (Irrad.)	  

Non-‐irrad.	 Irrad.	

With	  bias	  rail	  (black)	  
No	  bias	  rail	  (Green)	
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Induced	  Charge	  –	  Ramo’s	  theorem	
•  A	  mobile	  charge	  in	  the	  presence	  of	  any	  

number	  of	  grounded	  electrodes,	  the	  induced	  
charge	  QA	  at	  an	  electrode	  A	  is	  

	  
	  

–  where	  q	  is	  the	  charge	  in	  a	  posiDon,	  VqA	  the	  
“weighDng	  potenDal”	  of	  the	  electrode	  A	  at	  the	  
posiDon	  of	  q.	  

•  If	  a	  charge	  q	  moves	  along	  any	  path	  from	  
posiDon	  1	  to	  posiDon	  2	  (ater	  infinite	  Dme),	  

	  
	  
•  In	  a	  finite	  Dme	  and	  with	  a	  readout	  circuitry,	  

instantaneous	  induced	  current,	  iA,	  shall	  be	  
integrated	  (with	  a	  proper	  shaping	  Dme)	  along	  
the	  moving	  direcDon.	  

QA = q !VqA

!QA = q " VqA 2( )#VqA 1( )( )

iA = q
dVqA
dt

= q
!VqA
!x

dx
dt

"

#
$

%

&
'= q ( vx

!"!
(
!VqA
!x

! "!!!
Semiconductor Detectors Helmuth Spieler
SLUO Lectures on Detector Techniques, October 23, 1998 LBNL

50

This is illustrated in the following schematic plot of the weighting field
in a strip detector (from Radeka)

(From	  V.	  Radeka)	
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Induced	  Charge	  –	  Ramo’s	  theorem	

•  We	  have	  to	  think	  two	  different	  fields:	  the	  “electric	  
field”	  Ex	  (and	  in	  turn	  the	  “electric	  field	  potenDal”	  Vx)	  
and	  the	  “weighDng	  potenDal”	  VqA	  .	  	  

•  Although	  the	  final	  answer	  shall	  be	  obtained	  ater	  
integraDng	  the	  current,	  we	  can	  have	  insight	  
qualitaDvely	  from	  the	  relevant	  potenDals,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vx,	  Ex,	  VqA	

iA = q ! vx
!"!
!
"VqA
"x

! "!!!
vx
!"!
= µEx

! "!
= µ

!Vx
!x

! "!!
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output_dis.dists0.Psi
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!"!
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= µ

!Vx
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! "!!
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!QA = q " VqA 2( )#VqA 1( )( )
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!QA = q " VqA 2( )#VqA 1( )( )



Irrad.,	  No	  Bias	  Rail	

iA = q ! vx
!"!
!
"VqA
"x

! "!!!

vx
!"!
= µEx

! "!
= µ

!Vx
!x

! "!!
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!QA = q " VqA 2( )#VqA 1( )( )

Electric	  flux	  line	

•  Charges	  move	  along	  the	  electric	  flux	  lines.	



Irrad.,	  Wide	  P-‐stop	
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output_IrradWidePstop_dis.dists0.E

  1.00e+03

  5.14e+03

  2.65e+04

  1.36e+05

  7.00e+05

  3.60e+06

[ (V/cm) ]

Ex	

output_dis.dists0.diff

5.20e 13

  2.20e 01

  4.40e 01

  6.60e 01

  8.80e 01

  1.10

[ V ]

VqA	  (Pixel)	

output_dis.dists0.diff

4.70e 05

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

VqA	  (Bias	  rail)	
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output_dis.dists0.diff

1.20e 12

  2.20e 01

  4.40e 01

  6.60e 01

  8.80e 01

  1.10

[ (V/cm) ]

output_dis.dists0.diff

3.30e 12

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

VqA	  (Pixel)	

VqA	  (Bias	  rail)	

What	  is	  going	  on	  with	  bias	  rail?	
output_IrradWBS_dis.dists0.diff

3.50e 13

  2.20e 01

  4.40e 01

  6.60e 01

  8.80e 01

  1.10

[ V ]

VqA	  (Pixel)	

output_dis.dists0.diff

5.70e 14

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

VqA	  (Bias	  rail)	

output_IrradOBS_diff_sg2.dists0.diff

3.50e 13

  2.20e 01

  4.40e 01

  6.60e 01

  8.80e 01

  1.10VqA	  (Pixel)	
output_dis.dists0.diff

5.20e 13

  2.20e 01

  4.40e 01

  6.60e 01

  8.80e 01

  1.10

[ V ]

VqA	  (Pixel)	

output_dis.dists0.diff

4.70e 05

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

VqA	  (Bias	  rail)	

Non-‐irrad.	 Irrad.	 Irrad.,	  No	  bias	  rail	 Irrad.,	  Wide	  p-‐stop	

•  “WeighDng	  potenDal”	  
–  of	  the	  “bias	  rail”	  has	  larger	  area	  of	  non-‐uniformity	  under	  the	  bias	  rail	  

in	  “irrad.”	  than	  “non-‐irrad.”	  condiDon	  .	  
•  Why?	
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output_dis.dists0.E

  1.00e+03

  3.67e+03

  1.35e+04

  4.96e+04

  1.82e+05

  6.70e+05

[ (V/cm) ]
output_dis.dists0.diff

2.20e 13

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00
[ V ]

output_IrradWBS_dis.dists0.E

  1.00e+03

  4.06e+03

  1.65e+04

  6.68e+04

  2.71e+05

  1.10e+06

[ (V/cm) ]

output_dis.dists0.diff

3.30e 12

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

Non-‐irrad.	  (Qf=1⨉1010)	
output_dis.dists0.diff

2.10e 13

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

Non-‐irrad.	  (Qf=1⨉1012)	

Irrad.	  (Qf=1⨉1010)	

output_dis.dists0.diff

5.70e 14

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

Irrad.	  (Qf=1⨉1012)	
Who	  is	  the	  Suspect?	

•  Strong	  electric	  field	  in	  the	  “irrad.”	  device	  has	  enhanced	  the	  non-‐uniform	  area	  of	  
the	  weighDng	  potenDal	  of	  the	  bias	  rail.	  

•  Interface	  charge	  increase	  is	  acDng	  to	  reduce	  	  the	  non-‐uniform	  area.	  	  
•  Weak	  spot	  in	  the	  “non-‐irrad.”	  device	  deflects	  electric	  flux	  lines	  and	  the	  weighDng	  

pot.,	  like	  a	  “shield”.	  
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Irrad.	  Va;pp=-‐430	  V	Non-‐irrad.	  Vapp=-‐100	  V	

VpA	  	  of	  Bias	  rail	

Ex	



Summary	
•  Novel	  design	  of	  the	  pixel	  structure	  has	  improved	  the	  
efficiency	  loss	  due	  to	  the	  bias	  rail	  and	  bias	  resistor	  
rouDng.	  	  
– More	  structures	  need	  to	  be	  evaluated	  with	  testbeam	  to	  
complete	  the	  variaDon	  of	  the	  design.	  

•  Underlying	  physics	  has	  been	  understood	  with	  TCAD	  
simulaDon	  (at	  least	  qualitaDvely).	  
–  The	  less-‐charge	  collecDon	  under	  the	  bias	  rail	  of	  the	  irrad.	  
device	  seems	  to	  be	  caused	  by	  the	  fact	  that	  the	  bias	  rail	  is	  
acDng	  as	  (charge	  collecDng)	  electrode.	  	  

–  Strong	  electric	  field	  has	  enhanced	  the	  charge	  to	  the	  bias	  
rail.	  	  

–  Interface	  charge	  increase	  is	  helping	  to	  “reduce”	  the	  charge	  
to	  the	  bias	  rail,	  (contrary	  to	  naive	  expectaDon).	  	  

–  In	  “non-‐irrad.”	  device,	  the	  bias	  rail	  as	  an	  electrode	  seems	  
to	  be	  “shielded”	  with	  low	  electric	  field	  region	  under	  the	  
bias	  rail.	  	  
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Backup	  Slides	
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ATLAS	  Tracker	  Layouts	

•  Current	  inner	  tracker	  
–  Pixels:	  5-‐12	  cm	  

•  Si	  area:	  2.7	  m2	  	  
•  IBL(2015):	  3.3	  cm	  

–  Strips:	  30-‐51	  (B)/28-‐56	  (EC)	  cm	  
•  Si	  area:	  62	  m2	  	  

–  TransiDon	  RadiaDon	  Tracker	  
(TRT):	  56-‐107	  cm	  
•  Occupancy	  is	  acceptable	  for	  
<3x1034	  cm-‐2s-‐1	  

•  Phase-‐II	  at	  HL-‐LHC:	  5x1034	  
cm-‐2s-‐1	  	

•  Phase-‐II	  upgrade	  (LOI)	  
–  Pixels:	  4-‐25	  cm	  

•  Si	  area:	  8.2	  m2	  

–  Strips:	  40.-‐100	  (B)	  cm	
•  Si	  area:	  122	  (B)+71(EC)=193	  m2	  	  

•  Major	  changes	  from	  LHC	  
–  All	  silicon	  tracker	  
–  Large	  increase	  of	  Si	  area	  

•  both	  in	  Pixels	  and	  Strips	  
•  ~	  3	  ×	  LHC	  ATLAS	
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•  ATLAS	  detector	  to	  design	  for	  
–  Instantaneous	  lum.:	  7x1034	  cm-‐2s-‐1	  

–  Integrated	  lum.:	  6000	  9-‐1	  (including	  safety	  factor	  2	  in	  dose	  rate)	  
–  Pileup:	  200	  events/crossing	

ParDcle	  fluences	  in	  HL-‐LHC	

•  PIXELs	  (HL-‐LHC)	  
–  Inner:	  r=3.7	  cm	  	  ~2.2x1016	  	  
–  Medium:	  r	  =	  7.5	  cm,	  ~6x1015	  
–  Med/Out:	  r=15.5	  cm	  ~2x1015	  	  
–  Outer:	  r	  =	  31	  cm	  (?)	  	  ~1x1015	  	  
–  Charged:Neutrons	  ≥	  1	  

•  STRIPs	  (HL-‐LHC)	  
–  Replacing	  Strip	  and	  TRT	  
–  Short	  strip:	  r	  =	  30	  cm,	  e.g.	  

•  ~1x1015	  	  
–  Long	  strips:	  r	  =	  60	  cm,	  

•  ~5×1014	  	  
–  Neutrons:Charged	  ≥	  1	  

•  IBL	  (LHC)	  
–  Insertable	  B-‐layer	  pixel	  
–  r	  =	  3.3	  cm	  

•  Flunece	  ~3x1015	  neq/cm2	  	  
•  at	  Int.L~300	  �-‐1	  	  
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Bias	  Rail	  RouDng	
•  Bias	  rail	  to	  offset	  from	  midway:	  Large,	  Small	  
•  Bias	  Type:	  PolySi,	  Punch-‐Thru	  (PT)	  	  
•  Number	  of	  bias	  rail:	  Single,	  Double,	  None	  
•  Bias	  rail	  material	  (Al,	  PolySi)	  
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PolySi	

PT	 No	  Bias	

Type	  (1,	  9)	 Type	  (2,	  10)	 Type	  (3,	  11)	 Type	  (4,	  12)	

Type	  17	 Type	  18	 Type	  19	



Narrow	  pitch	  25	  µm	  pixels	
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Type	  21	   Type	  22	  Type20	  
PT	  No	  offset	

Type	  23	  
PT	  Offset	

End1	

End2	

Type	  25	  
Staggered	  
PolySi	

Type	  28	  
No	  Bias	

•  Bump	  pads	  at	  the	  midway	  of	  the	  pixels	  
•  Bias	  rail	  offset:	  No,	  Offset	  
•  Bias:	  PolySi,	  PT,	  No	  bias	  
•  Bias	  rail	  material	  (Al,	  PolySi)	  



Pixel	  Structures	  in	  #4	  Wafer	
•  For	  your	  reference,	
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Type no. Pixel size (!m2) Bump pad Bias type PolySi routing No. Bias rail Offset P-stop width Bias rail mat. Comment
1 1 Large
2 2 Large
3 1 Small
4 2 Small
5
6 Inside(*)
7
8 Narrow "Old" std
9 1 Large

10 2 Large "New" std
11 1 Small
12 2 Small
13 Wide
14
15
16 Wide
17 Large
18 Small
19 None -- -- --
20 PT Straight
21 1
22 2 PolySi
23 PT -- Zigzag
24 2 Small
25 2 Large
26 2 Large
27 Staggered 1 Large(*)
28 End None -- -- -- --

Inside(*) Al-PolySi overlap
Inside(**) PolySi running peripheral in one side

1

1
None

Narrow

Wide

Narrow

Al

Al

PolySi

End

Center

Inside(**)

Inside(**)

Zigzag

None

Large

--

Straight

None

Narrow

Al

Wide

Narrow
PolySi

Narrow

Al

50x250

25x500

End

PolySi

Inside

Outside

Inside

PT

PolySi

PolySi



Edge	  Width	  for	  holding	  1000	  V	

•  S.	  Mitsui	  et	  al.,	  NIMA699(2013)36-‐40	
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450	  µm	

Edge	  width	  
varied	

CYRIC	  irradiaDons	  
70	  MeV	  proton	



output_dis.dists0.E

  1.00e+03

  3.67e+03

  1.35e+04

  4.96e+04

  1.82e+05

  6.70e+05

[ (V/cm) ] output_IrradWBS_dis.dists0.E

  1.00e+03

  4.06e+03

  1.65e+04

  6.68e+04

  2.71e+05

  1.10e+06

[ (V/cm) ]

Why	  less	  induced	  charge	  at	  the	  bias	  
rail	  in	  “Non-‐irrad.”	  condiDon?	

•  Why	  are	  the	  induced	  charges	  at	  the	  bias	  rail	  in	  “non-‐irrad.”	  
and	  “irrad.”	  condiDon	  different?	  
–  Isn’t	  this	  against	  natural	  intuiDon?	  

•  There	  is	  weak	  electric	  field	  region	  in	  the	  silicon	  and	  the	  p-‐stop	  
under	  the	  bias	  rail.	  
–  larger	  in	  “non-‐irrad.”,	  smaller	  in	  “irrad”.	  
–  Electric	  flux	  line	  has	  been	  deflected	  with	  the	  weak	  field	  region.	  	  
–  The	  weak	  electric	  field	  seems	  to	  “shield”	  the	  bias	  rail	  as	  electrode.	  	  
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Ex	
Non-‐irrad.	  (Vapp=-‐100	  V)	

Ex	
Irrad.	  (Vapp=-‐430	  V)	



output_dis.dists0.E

  1.00e+03

  3.67e+03

  1.35e+04

  4.96e+04

  1.82e+05

  6.70e+05

[ (V/cm) ]
output_dis_sg2.dists0.E

  1.00e+03

  3.06e+03

  9.39e+03

  2.88e+04

  8.81e+04

  2.70e+05

output_IrradWBS_dis.dists0.E

  1.00e+03

  4.06e+03

  1.65e+04

  6.68e+04

  2.71e+05

  1.10e+06

[ (V/cm) ]

output_dis.dists0.diff

3.30e 12

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

Non-‐irrad.	  (Qf=1⨉1010)	
output_dis.dists0.diff

2.10e 13

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

Non-‐irrad.	  (Qf=1⨉1012)	
output_dis.dists0.diff

5.70e 14

  2.00e 01

  4.00e 01

  6.00e 01

  8.00e 01

  1.00

[ V ]

Irrad.	  (Qf=1⨉1012)	

Who	  is	  the	  Suspect?	

•  Primary:	  Strong	  electric	  field	  
–  creates	  non-‐uniform	  weighDng	  potenDal	  of	  the	  bias	  rail.	  

•  Secondary:	  Interface	  charge	  
–  alters	  the	  electric	  field	  and	  is	  reducing	  the	  weighDng	  potenDal	  
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Vapp=-‐100	  V	 Va;pp=-‐430	  V	
Vapp=-‐100	  V	

VpA	  	  of	  Bias	  rail	


