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Hybrid Planar Pixel Sensor Module

– Simpler sensor process suitable for mass production (large “volume”)
– ... Frontend ASIC and Pixel sensor can be optimized independently.

• Issues relevant for the sensor:
– Radiation tolerance, and else

• Making highly efficient, before and after irradiation
– Bump-bonding

• Thin sensor (150 µm) – thin ASIC (150 µm): warpage of the sensor/ASIC
– High voltage protection at the sensor edges

• against HV of ~1000 V
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Contents
• Radiation-tolerant Planar Pixel Sensor

– Identification of inefficient regions in irradiated 
sensors

– Optimization of pixel structure(s)
– Understanding underlying physics of the 

inefficiency
• with technology CAD (TCAD) (+ signal) simulations

– Latest developments
• 50×250 µm2 → 25×500 µm2 pixels

• Not covered ... 
– Edge protection
– Bump-bonding
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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 the bias rail
• Subtle efficiency loss at the routing of bias resistor
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Old Pixel Structures (Wafer #2)

• Polysilicon resistor biasing structure
• Bias rail → along the boundary of pixels
• Bias resistor (PolySilicon) → encircled outside the pixel implant

– Why? Traditional thinking, technically safer design in silicon process

• Bias resistor and Bias rail are connected to the pixel electrode in DC,
– thus, both are at “ground potential” (and other effects?)

• Why do we lose efficiency at the bias rail and, in less extent, at the bias 
resistor..., especially after irradiation?
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(Wafer Layout #2)

Pixel implant/electrode

p-stop

Bias rail

Bias resistor

Pixel size (FE-I4): 50 × 250 µm2

(Old design: Type 8 in #4 )



Optimization of Pixel Structures

• Bias rail → Removed from the boundary to 
– over the pixel (large offset, Type 2, 10) or 
– widening the p-stop (Wide p-stop, Type 13).

• PolySilicon bias resistor → routed 
– over the pixel or 
– over the edge of pixel (New results: Type 22, 26) .

• Thus, “hiding” the traces with the pixel electrode or with the 
p-stop.
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(#2 Wafer Layout)

(#4 Wafer Layout)

(Large offset, Type2, 10) (Wide p-stop, Type 12)

Pixel size (FE-I4): 50 × 250 µm2



Results with Testbeams
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New design

Old design

Irrad. KEK46 (Type10)

• Beamtests
– CERN: 120 GeV p’s

• Pointing resol’n: s~8 µm
– DESY: 4 GeV e’s,

• Pointing resol’n: s~30 µm

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

to the pointing 
resolution

– “Area” eliminates the 
effect of resolution.

• Left-Right asymmetry is 
very much reduced.
– Bias rail effect is nearly 

eliminated.

1200V

100V

400V

CERN testbeam

DESY testbeam

D. Yamaguchi

(n 1×1016 neq/cm2)

(p 5×1015 neq/cm2)



Comparison of Structures
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“Old” design

• “Old” design (Type 8) loses >3% efficiency under the bias rail, but
– very little loss with gamma (g) irradiation. 

• “New” design (Type 2 (large offset)) is nearly as good as “no bias (Type 19)”.
• Type13 (wide p-stop) is also effective.

D. Yamaguchi

New results, K.Kimura et al. in 10th Hiroshima Symposium

BR (Bias Rail) 

NB (No Bias Rail) 

g-Type 8



Understanding with TCAD

Non-
irrad Irrad

Si thickness 
(µm) 150 150

Fluence
(neq/cm2) 0 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

y0
y1

y2

y3

y4 y5

y6

y7

y8

x13 x14x0 Pixel electrodeBias rail

(Not to scale)

TREDI2016@Paris, 2016/2/24, Y. Unno 10

Vdep = depletion voltage
Vapp = applied bias voltage



TCAD Example: Electron Layer

• Creation of the inversion layer of “electrons” attracted 
to the interface charge is simulated in TCAD.

Electron layer disappears near 
the p-stop due to electric field.
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Pixel implant

P-stop
(p-stop edge at -2 µm)



Effect of Potential of Bias Rail

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

• Existence (Black) or non-existence (Green) of bias rail 
(“ground potential”) 
– has not affected the electric field in the silicon very much. 
– “Ground potential” is not the source of the efficiency loss.

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 position, VqA the 
“weighting potential” of the electrode A at the 
position of q.

• In a finite time, with a fast readout circuitry, 
instantaneous induced current, iA, is the gradient 
of VqA along the moving direction times the drift 
velocity.

• Although the final answer shall be obtained after 
integrating the current, we can have physics insight, 
qualitatively, from

Ex , nx, VqA

QA = q ×VqA

iA = q
dVqA

dt
= q

¶VqA

¶x

dx

dt

æ

è
ç
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÷ = q ×vx ×
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¶x
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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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vx = mEx = m
¶Vx

¶x
A speciality of our application:
Fast shaping of ~20 ns peaking time
→ sensitive to the fast component
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• In Irrad. situation, the“Weighting potential (of the bias rail)” is extending more in depth 
where the drift path from deep region overlaps.

• In Non-irrad., they are not overlapping due to the very low electric field region underneath 
the bias rail.

Irrad. Va;pp=-430 V



Signal Simulation

• ~3 times larger signals into the bias rail when irradiated...
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IEEE TNS 40 (1993) 557-582

the charges induced into the bias rail, 
by using the fields from TCAD, 

R. Hori

Preliminary

Red: e’s current
Blue: h’s current
Black: total current

Non-irrad. Irrad.



Other Cases

• Wide p-stop:
– Effective to reduce “Weighting 

potential”

• High interface charge:
– are not extending the “Weighting 

potential”; Contrary, reducing it.
– A case of g irradiation
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Non-irrad. (Qf=1⨉1010)

Non-irrad. (Qf=1⨉1012)

VqA (Bias rail)VqA (Bias rail)

Wide p-stop, Irrad



Efficiency Loss – Physics behind
• TCAD simulations (and signal simulations) show

– The efficiency loss under the bias rail should be the charge 
induction to the bias rail. Thus, the charge (= efficiency) 
loss should occur naturally. 

– The “irrad.” device does lose charge as expected. 

– It is the “Non-irrad.” device that does not behave as simply 
expected. 

– The source that is preventing the charge loss to the bias 
rail, in the non-irrad. device, is the blob of weak electric 
field underneath the bias rail. 

– A wide p-stop, higher density of interface charges, behave 
as similar as the “blob”. 

TREDI2016@Paris, 2016/2/24, Y. Unno 17



50×250 µm2 → 25×500 µm2 pixel

• 2 × (50×250 µm2) pixels are made into 
2×(25×500 µm2) pixels

• Bumpbonding pads are arranged so that...
– Type 22: at ends
– Type 26: at centers

• Bias resistors: running along the edge of the pixels
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Type 2, 10

Type 22 (Regular-End pads)

Type 26 (Regular-Center pads)



(Preliminary) Results
• Irrad. : ~3×1015 neq/cm2 at CYRIC (70 MeV p’s)
• Testbeams: DESY 4 GeV e’s

• “Bias resistor along the pixel edge” seems not too 
bad, lose efficiency near to the bias rail.
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1%

2%
Efficiency loss per pixel

K. Sato



Next Step: 50×50 and 25×100 µm2 pixels
• ATLAS (and CMS) is moving to the readout of 50×50 and 

25×100 µm2 pixels, à la RD53. 
• In response, we are designing the pixel structures with PolySi

biasing network, Types 1 to 9.
• We have just fabricated the 1st prototype sensors, Wafer #5-2  

(and looking forward to reporting in the near future...)
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...

Type 1 Type 2 Type 5 (No Bias)

...

Type 6 Type 8 (No Bias)



Summary
• Novel designs of the pixel structure have reduced the efficiency loss to 

<1%, after irradiation,
– by re-routing the bias rail and bias resistors, or widening the p-stop,

– 50×250 µm2 pixels (ATLAS FE-I4 pixels)

• The efficiency loss under the bias rail is caused by
– the charge induction (=charge loss) to the bias rail, which occurs naturally 

when an electrode is connected to the ground, 

– which is evident in the irradiated device, but the non-irrad. device is unique, 
where the loss is prevented by the the blob of weak electric field underneath 
the bias rail.

– This is the bulk effect, due to the electric field in the silicon bulk, which is also 
confirmed by the signal simulations. 

– The interface charge has little influence on the efficiency loss, as confirmed 
with the TCAD simulations and in the gamma irrad. device. 

• Other geometry of the pixel structures are being confirmed to retain high 
efficiency after irradiation, 
– 25x500 µm2 pixels, 

– Bias resistor running along the edge of the pixels

• ... and more to come. 
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Backup Slides
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Pixel Structures in #4 Wafer
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Type no. Pixel size (µm2) 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



10th “Trento” Workshop, 18 Feb. 2015

Wednesday, February 11, 15

Wednesday, February 11, 15
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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、Type13、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 Type13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。
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調べる。
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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、Type13、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 Type13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
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Comparison of Structures
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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 >3% eff. under the bias rail; 97-98% overall eff. .
• “New” design (Type10 (large offset)) is nearly as good as “no bias”,  almost no loss 

>400 V. 
• Type13 (wide p-stop) is also effective.

D. Yamaguchi
New results, K.Kimura et al. in 
10th Hiroshima Symposium



Results from the g-irrad. modules

• Very little efficiency loss in the “Old” pixel structure
– after g irradiation.

• The cause of the efficiency loss is NOT due to the surface 
damage, BUT due to the effect of the bulk damage.
– which confirms the prediction of the TCAD analysis.
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K.Kimura et al. 10th Hiroshima

Type2: Large offset (=Type10)
150 µm thick, p-irrad. (blue)

p: ~3×1015 neq/cm2

g: ~2.4 MGy

Type8: “Old” structure
320 µm thick, g-irrad. (red)

Type8, g irrad.

Preliminary

Preliminary



Understanding the Physics behind
• Usage of Semiconductor Technology CAD (TCAD) 

program
– What is TCAD?
– Basically, it is an finite element analysis program with (a 

jungle of) semiconductor physics.
– It can generate and evaluate the electric fields, in detail, 

including e.g. inversion layer at the Oxide-Silicon interface 
at the surface.

• Before/After irradiation can be approximated with 3 
parameters effectively:

TREDI2016@Paris, 2016/2/24, Y. Unno 27

Non irrad. Irrad. (3x1015)

Doping concentration, Neff (cm-3) 2.6⨉1012 2.5⨉1013

Interface charge, Qf (cm-2) 1⨉1010 1⨉1012

Leakage current O(1) O(1000)



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

– Transition Radiation 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 fb-1 (including safety factor 2 in dose rate)
– Pileup: 200 events/crossing

Particle 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 fb-1
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Short strips

Long strips



Evaluation of New Pixel Structures
• Irradiation at CYRIC

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

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


