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受け継いだ宇宙技術 

 ソフラディールは現在宇宙で働いている第2世代赤外線ディテクタを製造
しているヨーロッパ唯一のメーカーです。	

 ソフラディールは衛星に搭載されています: 
>  ヘリオスIIA及びIIB: 

*  2004年12月及び2009年12月に打ち上げ  
*  軍事目的地球監視 

>  ビーナスエクスプレス/SOIR (Solar Occultation of Infra Red) : 
*  2005年11月打ち上げ. 2006年4月軌道上に到達 
*  320x256 マルス・ディテクタ (中波長分光器) 

>  スパイラル (2 衛星):  
*  2009年1月打ち上げ	

*  予備実験に対して早期警告 

 現在これらのディテクタは全て稼動中 . 
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進行中の主要宇宙プロジェクト 

>  ヨーロッパ	
*  ESA (European Space Agency) 

ú  MTG (メテオサット 第3世代) : VLWIR 
ú  GMES Sentinel2 : カスタム SWIR 

*  French MoD 
ú  MUSIS/CSO (次世代ヘリオス ) 

*  CNES (French Space Agency) 
ú  IASI NG (IR スペクトル測定) 

*  セレックス ガリレオ 
ú  プリズマ 1000x256 VIS+SWIR 

*  CNRS 
ú  PHOBOS GRUNT 500x256 SWIR  

+ 320x256 MWIR 
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進行中の主要宇宙プロジェクト 

>  ヨーロッパ以外	
*  日本	

ú  GCOM/SGLI (Global Change Observation Mission / 
Second Generation gLobal Imager) : VLWIR 

ú  ハイパースペクトル・ミッション 1000x256 SWIR 
*  インド 	

ú  1000x256 SWIR 
ú  320x256 VLWIR 

*  イスラエル	
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重要な事業 

来年は20% ～ 25%になる見通し	
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重要な事業 
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重要な事業 

45 人が宇宙プログラムに従事	

19 プロジェクトが現在進行中 
専用試験用設備 : 

*  無線測定  
*  スペクトル応答 
*  MTF 
*  幾何学的測定 

 
 
 
宇宙プログラム用ディテクタの製作は年間４０００個のディテクタ生産に基づい

ています。	
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ハイパースペクトル・ディテクタ 

>  ハイパースペクトル・アプリケーション 

>  主なニーズ	

*  大きいスワス（地上観測幅）と高スペクトル解像度のための大型ディ
テクタ 

>  ソフラディールのオファー 
*  ソフラディールは完璧なレンジの可視光からLWIRに至るハイパース

ペクトル製品を開発しました。 
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VISIR テクノロジー : [0.4µm-2.5µm] 検出バンド 

HgCdTe 

CZT 

SWIR 
光子	

AR Layer 

ROIC 

SWIR FPA 

HgCdTe 

ROIC 

VISIR 
光子	

VISIR FPA 

Ø VNIR及びSWIR両帯域における検出機能を組み込むことが可能。 

VISIR及びSWIRディテクタのスペクトル応答	
2.5μカットオフ波長-30μピッチ	

波　長　（μ）	

正　

規　

化　

応　

答	



July 2010 

	
デュアー及び	
冷却器付き	

密閉型パッケージ 

•  レティナ 500×256 、 30 µm　ピッチ	

•  デュアー（dewar）付き一体型冷却器 
•  スターリング K508 冷却器使用 (衛星の環境条件に合致) 

ネプチューン-SW  
500×256 HgCdTe 30 µm ピッチ	

デュアー	

（dewar）	

冷却器	



July 2010 

ネプチューン K508 SW 
主要特性 

フォーマット数値 (c x l) 500×256 / 30 µm ピッチ	
ライン数選択可能 (6 lines at min @ 2 outputs 
                            131 lines at min @ 4 outputs) 

スペクトル・バンド 	 0.9 to～ 2.5 µm 

ストア可能な電荷 ゲイン 1 : > 2.24 Me- 
ゲイン 2 : > 0.52 Me- 
ゲインはラインごとに選択できます (ユーザが選択） 

動作温度  130-200K 
通常l = 150K 

画像モード スナップショット / IWR 

出力数 2 / 4  

最大出力周波数 8 メガピクセル/秒/出力 

出力ダイナミックレンジ  > 3 V 

使用ダイナミックレンジ内での線形性 99.5% ( 5% Well Fill ～ 90% WF) 

４出力モードにおける最大フレム周波数 230 Hz* 

読み出し雑音	 < 150 / 350 e- ** 

S/N比	 ゲイン 2 : min 172 / 平均 345 
ゲイン 1 : min 400 / 平均 800 

*ライン数減少させれば増加します。	
** 動作温度150Kにおける値です	
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デュアーと冷却器の付いた航
空用構成 

サターン: 可視光からSWIRまでのアプリケーションのための宇宙基準ハイ
パースペクトル・ディテクター 

ラインのフォーマット数 1000×256 / 30 µm 
ラインの選択可能	

スペクトルバンド 0.9 ～ 2.5 µm 又は	
0.4～ 2.5µm 

電荷のストアが可能 ゲイン 1 : > 2.5 Me- 
ゲイン 2 : > 0.55 Me- 
ゲインはライン毎に選択
できます。	

動作温度 	 130 ～ 200 K 

画像モード	 スナップショット / IWR 

出力数 4 / 8 

最大出力周波数	 >8 メガピクセル/秒/出力	

出力ダイナミックレンジ 	 3 V 

使用ダイナミックレンジ内
での線形成  

99.5% (2%WF から最大 
95% WF) 

読み出し雑音	 < 150 / 350 e- 

受動冷却用パッケージ
による宇宙用構成 

réponse spectrale  
CH MCT coupure haute 2.5µm
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>  SWIR、VISIRいずれの構成においても、機械的環境条件に対抗する堅牢性、及び
放射線に対抗する製品検査。 

宇宙基準の製品、サターン(1000x256)とネプチューン (500x256) 

試験項目	 合格基準レベル 

累積照射量 VISIR : 2.6e11 p.cm-2 at 30MeV 及び 66MeV 
SWIR : 2.8e10 p.cm-2 及び 8e10 p.cm-2 （50MeV ）	

総イオン照射量 >20krad 

SEU • 20 MeV.mg-1.cm-2までSEUなし	

• 75 MeV.mg-1.cm-2まで低発生確率	

ラッチアップ	 • 20 MeV.mg-1.cm-2までラッチアップなし	

• 75 MeV.mg-1.cm-2まで低発生確率	

サターン	 ネプチューン	
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1016x440 MW または LW / 25 µm ピッチ	

 
 

パラメータ	 数値	

ラインのフォーマット数 1016 x 440/ 25 µm 
ライン選択可能	

スペクトルバンド LW : 8 to -> 11.2 µm 
MW : 3 to -> 5 µm 

電荷のストアが可能	 ゲイン 1 = 2 Me- 
ゲイン 2 = 10 Me- 
ゲイン 3 = 36 Me- 
ゲインはライン毎に選択
できます。 

動作温度  60 K ～ 90 K 

画像モード	 スナップショット / ITR 

パラメーター	 数値	

出力数	 4 又は 8 

ウインドウイング	 ラインで選択可能	

最大出力周波数 14MHz (TBC) 

フレーム周波数e 150 Hz 

積分時間 調整可能	

出力ダイナミックレンジ 	 1.9V 

使用ダイナミックレンジ内
での線形成 

<+/-1% 

MW及びLWにおけるハイパースペクトル新製品 

2011年	

発売	
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SWIR マルチスペクトルディテクタ	
 GMES/Sentinel-2のために開発 

撮影機器用新型ディテクター 
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３つの波長レンジが３本のラインを専用する3 
２つのディテクト回路を１枚のCMOS-ROIC上にハイブリッド	
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第１ディテクション回路:カットオフ波長 1.95 µm	

第２ディテクション回路:カットオフ波長 2.5 µm	


性能の最適化 : ディテクタの暗電流及
び全体的SNR	


各バンドに対してMTCアレイのカットオ
フ波長に適応	


ソフラディールのマルチハイブリッド化技術が完璧な	
コレジストレーション（精度：１µ）と整合するからこそ可能 

SWIRマルチスペクトル・ディテクタ 
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180 K ～ 200 Kで動作	
 
密閉ハウジングに一体化 

 - 受動冷却用に設計	

 - 機械的に正確なインターフェース 
 - アレイの保護	

SWIR マルチスペクトル・ディテクタ 

Available and 
qualified ���
in 2011	
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将来のトレンド	

>  SWIRスペクトル・レンジ用大型IRFPAの開発　　 
*  必要性 : スペクトル解像度向上によるハイパースペクト

ル・アプリケーションのグレードアップ	

*  鮮明度の典型例 
ú  フォーマットは 1000x1000のレンジ、ピッチは15 µm 
ú  SWIRアプリケーション用の設計 (低光束レベルに対応）	

>  撮影機及びより堅牢なシステムのためのVLWIRディテクター
の開発。 
*  必要性 :IRディテクタのカットオフ波長を15µまで拡大MTG

アプリケーションのための研究をESAと共に進行中 
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将来のトレンド : VLWIR 研究成果の例	

>  ソフラディールMTC技術（VLWIR)の実現可能性と性能を
実証。　　 

>  VLWIR焦面アレイの特性は既に試験済み 
*   320 x 256, 30 µmピッチ, 当社 MARS 製品の既存

読み出し回路.  
*  MCT アレイ : カットオフ波長は15µ近辺（55 K）. 
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将来のトレンド : VLWIR 研究結果の例	

素晴らしい動作特性 (defects : responsivity and 
output signal outside ±30% of mean value and SNRmean/2)	


imageuser carto def_cumul( ) 0, 1, ( )

λoff : 14.8 µm	


Modulation Transfer Function at λ=9µm
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この結果は将来の更に高信頼な
VLWIRアプリケーションのニーズにも

対応できる	
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総合 

>  ソフラディール宇宙事業は全ての種類のアプリケーションを	

>  カバーします 

ヘリオス II ビーナスエクスプレス	

スパイラル	

稼動中	

 	


satellites	
  	


可視光	 + SWIR を検出	

0.4 µm ～	 2.5 µm	


A proven and mature MCT technology from SWIR 	

t	
o LWIR (1 to 11 µm)	
  	


Currently operated on	
 -	
board several 	


VLWIR ディテクション	 
11 µm ～	 20 µm	


打ち上げ 2009年打ち上げ	
プリズマその他
のプログラムの

ためにFMを製造中 

SGLI用に	

製造中	

MTG用に	

研究中	

SWIR～LWIR（1～11μ）における円熟した実証済みのMTC技術	

現在数個の衛星上で稼動中	
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結び	

>  ソフラディールのオファー	

*  大きい開発ポテンシャル 
*  宇宙事業開発と製造のシナジー効果に基づく高信頼

の技術A 
*  高基準の技術 
*  宇宙における大いなる赤外線ミッションを継承、更には

数々の宇宙計画における大いなる経験。	

>  ソフラディールはヨーロッパにおける宇宙IRディテクタの開
発及び製造のリーダーです。 

>  ヨーロッパ全ての主要プログラムはソフラディールのディテ
クタに基づいています。 (ヘリオス, スパイラル, 
Sentinel2, プラズマ…) 


