
2011年からEM素子の開発に着手し、4月に納入されたEM素子(EM01)について性能評価を行った。EM01はSXIエンジニアリングモデルとして初めて開発された素子で
プロトモデルとは異なり受光面に可視光遮断層であるOBLを蒸着させている。EM01に55Feを照射し、シングルピクセルイベントでのエネルギー分解能(FWHM)
CTI(電荷転送非効率)を求めた。

P4-00G:ASTRO-H搭載SXI用CCD素子
エンジニアリングモデルの開発と性能評価 
菅裕哲、森秀樹、上田周太朗、米森愛美、小松聖児、藤川真里、中嶋大、林田清、穴吹直久、常深博

（大阪大学）、堂谷忠靖、尾崎正伸、冨田洋、夏苅権、藤永貴久（ISAS/JAXA）、鶴剛、大西隆雄（京都大学）、
森浩二（宮崎大学）、平賀純子（東京大学）、幸村孝由（工学院大学）、村上弘志（立教大学）、他ASTRO-H/SXIチーム

ASTRO-H搭載SXI用CCD素子エンジニアリングモデルの開発と性能評価
　次期X線天文衛星ASTRO-Hには軟X線CCDカメラ(SXI:Soft X-ray Imager)が搭載される。撮像素子はPチャンネル裏面照射型の空乏層厚200µmを持つ完
全空乏化素子で、0.4~12keVのエネルギー領域の撮像•分光を行う。 
　2011年11月現在、我々は電気的にフライトモデルと同仕様の大型素子、CCD Pch-NeXT4のエンジニアリングモデル(EM)を製作し性能評価を行って

いる。EM素子はBBM(Bread Board Model)エレクトロニクスとの組み合わせで、エネルギー分解能~200eV（FWHM:シングルピクセルイベント）となっ
ている。またEM素子の開発と並行して、FM素子の選別を行うためのスクリーニングシステムの構築を進めている。本ポスターではこれまでのSXI-

CCDの開発スケジュール及び、EM素子の開発、スクリーニングシステム構築の現状について報告する。

概要

SXI-CCD素子の開発
2010年までSXIプロトモデルCCDの開発が進められていた。
2011年4月にはEM素子が納入され、BBMエレクトロニクスとの組み合わせでX線イベン
トの検出に成功した。そして2011年8月に低エネルギー応答改善の処理をしたEM素子

(EM02)が納入された。 Pch-NeXT4

Pch-NeXT4

照射方式 裏面照射型

空乏層厚 200µm
画素数 1280×1280

撮像領域画素
サイズ

24µm×24µm

撮像領域 31×31mm

読み出し方式 フレームトランスファー

EM素子の性能評価

2CCD Camera Bodyとよばれる真空チェンバーにCCD素子を内蔵させ
-120℃まで冷却し、SXI-BBMエレクトロニクスでの動作試験を行った。

SXI-CCD駆動システム

55FeのX線イベントの検出
2×2ピクセル内にイベントが収
まっている。(有効画素サイズ

48×48µm2)

フレームデータ
(ピクセル数　640×360)

スクリーニングシステムによるEM素子低エネルギー応答と電荷注入

プロトモデル!!"

0 0.5 1 1.5 2

1
10

10
0

C
ou

nt
s

Energy [keV]

2CCD Camera Body内部

CCD

55Feのスペクトル
エネルギー分解能
(FWHM)

~156 +/-3eV@5.9keV
読み出しノイズ9e-

55FeによるMn-Kα,Kβ
(シングルピクセルイベント)

電荷転送中に信号電荷を損失して
いないかを調べるため

左図：55Feのシングルピクセル
イベントに対して

・横軸：イベント発生画素のy座標
・縦軸：イベントの波高値
でプロットした。　

素子と並行して開発しているBBMエレクトロニクスを用いて、FM候補素子全数の機能•性能を測定し選別するスクリニーニングシステムの構築を進めている。
（2011年宇宙科学シンポジウムにて報告）今回、このシステムを用いてEM素子にO-K、Si-Kを照射し、X線イベントの検出に成功した。また電荷注入を行い、各
行に正常に電荷が注入されていることを確認した。

SXI-CCD開発今後の主な予定
~2011年12月末FM候補素子が納入
~2012年1月~ スクリーニングシステムを用いての低エネルギー応答に対する評価及び、放射線損傷に関する評価実験。

O-K、Si-Kのスペクトル

O-K

Si-K

第!"回宇宙科学シンポジウム（"#!"$!%&'!%(）)*+,+

SpW2GbE

Driver Board

MIO Board

Video Board

撮像領域-
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○上田周太朗、中嶋大、林田清、穴吹直久、森秀樹、小松聖児、藤川真里、常深博(大阪大学) 
幸村孝由(工学院大学)、鶴剛(京都大学)、堂谷忠靖、尾崎正伸、夏苅権、藤永貴久，松田桂子(ISAS/JAXA)、 

森浩二(宮崎大学)、平賀純子(東京大学)、他ASTRO-H/SXI  チーム 
 我々は2014年打ち上げを目指して、ASTRO-H 搭載軟X 線CCD カメラ(SXI  : Soft X-ray Imager) 用のCCD 素子の開発を行っている。SXI-CCD はP チャンネルで裏
面照射型の空乏層厚200µm を持つ完全空乏化素子であり、軟X線望遠鏡で集光される0.4-12keV のエネルギー帯域を撮像分光する。2010 年秋季年会等で報告してい
る通り、SXI プロトモデルCCD の低エネルギーX線に対する応答は、特に1keV 以下の入射X 線に対し強度の大きいテールの存在が問題になっていた。テールの削減をめ
ざし、我々はCCD の入射面形成プロセスを変更した小型の試作素子を新たに開発した。KEK-PF での単色X 線照射実験から、テール強度が従来素子に比べて1/10 以
下であることが明らかとなり、低エネルギー応答の改善に成功した。この小型の試作素子を用いた実験により、応答を改善させる入射面形成プロセスが判明した。 
 そこで我々は、機械的・電気的にフライトモデルと同仕様の大型素子であるSXI-CCD のエンジニアリングモデル(EM) の開発に着手した。EM素子のピクセルサイズは
24µmx24µmで、SXIプロトモデル素子の15µmx15µmより大きい。ピクセル数は1280x1280で、受光面サイズ31mmx31mmを達成する。また、可視光遮断のためX線入射面
にOBL(Optical Blocking Layer)を蒸着する。本講演では、EM 素子の性能について詳述する。 

EM-CCD（Pch-NeXT4）の性能評価@Osaka Univ. 2011.May- 

 Pch-NeXT4に55Feを照射して性能評価を行い、最もベストな状態で読み出しノイズ9e-（SXIの
目標は5e-）、エネルギー分解能156  +/- 3eV@5.9keVを得た（SXIの目標は150eV@5.9keV）。
スペクトル上に見える5keV付近まで伸びる裾の原因調査や、CCD駆動電圧の最適化、ノイズ低
減などを行うことで、安定してSXIの目標値を達成できるシステムを構築する。 

ASTRO-H搭載軟X線CCDカメラ（SXI）用 
エンジニアリングモデルCCDの開発と性能評価 

W34b  日本天文学会秋季年会＠鹿児島大学 2011.09.19-22 

関連講演（2011年天文学会秋季年会） 
 

堂谷 et al., W29a : SXI全体の講演 
大西 et al., W30a , 穴吹 et al., W31b , 藤川 et al., W32b , 林田 et al., W33b , 
池田 et al., W35b , 河合 et al., W36b , 森 et al., W37b, 管 et al., W38b 
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HPK-CCD Pch-2k4k Pch-mini04(B-1) Pch-NeXT4 
Type P-channel P-channel P-channel 

I lluminated type BI  BI  BI  
Depletion layer  200µm 200µm 

Number of pixels 2048 x 4196 336 x 320 1280 x 1280 
2] 15 x 15 15 x 15 24 x 24 

Imaging area [mm2] 31 x 31 5 x 5 31 x 31 

Readout mode Frame transfer Full frame transfer Frame transfer 

On chip binning 4 x 4 pixels 4 x 4 pixels 2 x 2 pixels 

Pch-NeXT4（EM-CCD）とプロトモデル素子の仕様 

SXIプロトモデルCCDの低エネルギー応答の改善 

XMM-Newton/MOS, PNとSuzaku/XIS0, XIS1とPch-mini04(B-1)の 
0.5keV, 1.0keVの単色X線に対する応答の比較 

0.5keV 1.0keV 

0.5keV, 1.0keVのX線に対する輝線幅（ ）で規格化した応答 
⇒ Suzakuよりテール強度は強いが、XMM-Newton/PN以下、MOSと同程度 
この結果を受けて、SXI-CCDの受光面は今回の製法で処理される 
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KEK-PF BL-11Aで取得したX線スペクトルとそれから測定したテール強度 

~1/10以下に
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Pch-mini04(B-1)は、0.25keVまで感度を有し、テール強度を1/10以下に抑えることができた 

O-K輝線の低エネルギー側に 
Gaussianで近似できるテール成分がある 

 

テールの強度は、入射X線のエネルギーと 
反相関の関係がある 

 

ピーク成分の強度をPeak、テール成分の 
強度をTailと呼ぶ。（右側強度比の図） 
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 SXIプロトモデルCCD（Pch-2k4k）の0.5keV X線スペクトル中に、低エネルギー側に伸びる強度の強い
テール構造があった（下図）。テール強度は入射X線のエネルギーと反相関の関係があることを2010年秋季
年会で報告している。そこでX線入射面の生成プロセスを変更した試験用の小型CCD:Pch-mini04（B-1）
を開発し、KEK-PF BL-11Aで軟X線照射実験を行った。 

裏面照射型CCDの断面図 

X線入射面にある受光面
シリコン界面に着目した。
この界面の生成プロセス
を変更することで、テール
の削減を試みた。 

PIチェンバー 

ビームの上流側 実験設備の全体写真 

OBF 

5mm 

5m
m

 

撮像領域 

新しい試験用素子 
Pch-mini04（B-1） 

フィルターとスリット
を使用することで
ビームの強度を下
げ、OBFを用いて可
視光を遮断している 

試験用小型素子Pch-mini04（B-1）とKEK-PF BL-11A 

ビームのエネルギーの精度は、1000eVで+/-2eV 

55Feのスペクトル 
156!"#$3eV@5.9keV 
シングルピクセルイベントで作成 
（典型値は~180eV@5.9keV） 

PchNeXT4  

SRS2110 Stirling Cooler 

55FeのX線イベントを検出 
ほぼすべてのイベントが2x2ピクセル以内に収
まっている（2x2 binningで1ピクセル48µm□） 

SXI EM/BBMエレクトロニクスを用いた
2CCD Camera 評価システム 

2CCD Camera 

Driver board 
Video board 

MIO board 

1STとほぼ同等の冷却性能を持つSRS2110を用いて、CCDを-125degC
まで冷却させる。 

 2010年まで低エネルギー応答の改善などSXIプロトモデルCCD（Pch-2k4k）の開発が進め
られていた。2011年3月SXI  EM-CCDと熱的・機械的に同等のメカニカル素子が納入され、
SXI EM-CCD（Pch-NeXT4）の開発が始まった[1]。4月には電気的に動き、X線に感度を持
つEM-CCD（Pch-NeXT4:AR01）が納入された。8月には、低エネルギー応答が改善する表
面処理を施したEM-CCDが納入された。12月以降、順次FM-CCDが納入される予定である。 

ポテンシャル 

空乏層 (SXIは  

X線 
生成電荷 

転送電荷 アキュムレーション層 

転送電極 

ARorAlコート 

受光面シリコン界面 

Si中の電場勾配 

SiO2絶縁層 

Back Bias電極 

~数  

絶縁層 

SXI EM-CCD, FM候補CCD開発のスケジュール 
~2010年 : SXIプロトモデルCCDの開発（低エネルギー応答の改善など[3]） 

*2011年3月 : EM-CCDと熱的・機械的に同等のメカニカル素子が納入 

*2011年4月 : 電気的に動くEM-CCD（Pch-NeXT4:AR01）が納入 
*2011年8月 : 低エネルギー応答改善の処理を施した 
             EM-CCDが納入 
             （改善の詳細は本ポスター上部） 

Pch-2k4k（プロトモデル素子）の外観 

31mm 

31mm 

*2011年12月以降FM候補素子が納入される 

大面積プロトモデルCCD 
（蓄積領域のカバーはついていない） 

 SXI EM-CCD（Pch-NeXT4）の駆動システムは、低エネルギー応答を測定した駆動システムとは異なり、SXI 
EM/BBMシステムになる（下図）[2]。これらのエレクトロニクスに、2CCD Camera bodyと呼ばれる真空チェンバ
を用いてCCDを-125degCまで冷却し、性能評価を行った。 

Pch-NeXT4（EM-CCD）の外観 

31mm 

31mm 

受光面が31mmx31mmの大面積EM-CCD 
（蓄積領域のカバーはついていない） 

撮像領域 蓄積領域 

SXI-BBMエレクトロニクスでX線イベントの検出に成功した読み出しノイズ9e-（SXIの目標は7e-）、
エネルギー分解能156 +/- 3eV@5.9keVを得た。(使用したCCD素子はプロトモデル素子)

ジェネレーターを用いて
ターゲットであるSiO2に
X線を照射した。

スクリーニングシステムブロック図

・スクリーニング用のソフトウェアを整備し、エンジニアリングモデルの!!"素子を用いてスクリーニングのリハーサルを行うことでその手順を確立する。#
・搭載候補素子の性能評価を行い、フライトモデル及びスペア用の素子、各種地上試験用素子を選別する。#

 我々は$%&'年打ち上げ（予定）の次期(線天文衛星)*+,-./に搭載する軟(線撮像検出器（*(01#*234#(.567#0869:5）の開発を行っている。我々は素子と並行して開発してい
るエンジニアリングモデルのエレクトロニクスを用いて、;<候補素子全数の機能・性能を測定する。*(0は大面積の撮像領域=>%#88#?#>%#88@を実現する為に'個の!!"をモ
ザイク状に配置する。そこでスクリーニングで優劣をつけた結果、上位から&$素子を;<あるいはスペア素子の候補として、その他の素子を各種地上試験用として選別する。
実験システムとしては、個々の素子について読み出し雑音、エネルギー分解能、検出効率などの評価を効率よく行えることが必要条件である。#
 スクリーニングでは&日に$個の!!"素子の機能・性能を測定する。頻繁に生じる!!"素子の取付け・取外し作業を安全に効率よく行えるシステムを設計し、そのシステムで
!!"素子を目標温度である.&$%A:9!に冷却できることを確認した。素子の汚染・破壊につながる危険性に対して安全対策を検討し、スクリーニングシステムの完成を目指す。
これまでのスクリーニングシステムの構築現状について、今回の発表で報告する。#

次期(線天文衛星)*+,-./搭載*(0=*234#(.567#0869:5@用#
!!"素子のスクリーニングシステムの構築#

#
○森秀樹、中嶋大、小松聖児、藤川真里、上田周太朗、穴吹直久、林田清、常深博（大阪大学）、他*(0チーム 

*(0は、#
#

・有効エネルギー帯域%B'～&$#CD:EF#
・$%%#C F#完全空乏#
#

であるので、!!"評価システムでは、#
#

・GG;:#密封線源（GBH#CD:EF）#
・&%H!A#密封線源（$$B$#CD:EF）（+I"）#
・(線発生装置及び$次ターゲット
（*J-$）を用いて-. （%BG#CD:EF）#
#

を照射する#

測定項目! 合格基準!
読み出し雑音# &%C:.F以下#
エネルギー分解能# $%%C:EF以下#
検出効率# K%CLF以上#
縦転送!+0# &×&%.G以下#
横転送!+0# &×&%.>以下#
電荷注入# 正常に&列だけに#

電荷注入できる#
ホットピクセル数# G%個以下#
ホットカラム数# &%カラム以下#
暗電流# &C:.MNJ?:OM秒F以下#
可視光遮断層（-IP：
-N4JQ6O#IO2QDJR9#P67:5）#

+I"#
画素サイズ#
画素数#
撮像領域#
照射方式#
転送方式#
空乏層厚#

× #
&$K%=/@×&$K%=E@#
S&88=/@×S&88=E@#
裏面照射#
フレームトランスファー方式#

#

*(0用!!"素子：TQU.V:(+'（W<）#

*(0用!!"素子：TQU.V:(+'#

測定項目と目標基準#

!!"評価チェンバ#

今後の活動#

概要#

・$%&%B'から ##システム構築（真空・冷却系構築、ソフトウェア整備）#
・$%&&B&%から W<素子を用いてリハーサル#
#

（;<候補素子納入）#
・$%&&B&$まで $.'個納入#
・$%&$B'まで ##&$.&'個納入#
・$%&$B&%まで 約K個納入#

＜スクリーニングシステムへの要求＞#
#

・""#の性能を機械的に測定!
（$日$セット（""#!%素子））!
・""#の汚染、損傷に対する!
安全保証!
!

これらを満たす!!"評価システムの#
構築から行う#

冷却性能#

赤線：+!T=!/@#
緑線：+!!"=TO64:@#

.$XM8JRで冷却#

.&$%A:9!#

・!!"を目標温度（.&$%A:9!）に約&BG時間で冷却できるシステムを設計、作成#
・!!"固定板ごと取付けることができ、素子の取付けM取外し作業を効率化#
・固定軸には断熱性能が高く、低アウトガスの<!#R7O2Rを使用#

合格基準は.&$%℃での値#
エネルギー分解能、検出効率、電荷転送非効率（!+01#!U659:#+56RY3:5#0R:33JQJ:RQ7）
はGBHD:Eの(線に対する値#

*(0#スクリーニング#スケジュール#

!!"汚染対策#

スクリーニングはクリーンブース内で実施#
真空ポンプ（ダイアフラムポンプ、ターボ分子ポンプ）は
共に真空作成に油を活用しないクリーンなものを使用#
真空槽を大気圧に戻す際は、乾燥空気を注入#
停電時に自動で閉まるゲートバルブを用意#
（チェンバ内への逆流防止）#

パルス管冷凍機#
ゲートバルブ#

チェンバ#

EJA:2#I265A#
ターボ分子
ポンプ#

概要#

赤線：+!T=!/@（+:3O2R#*U::4有り）#
緑線：+!T=!!"@（+:3O2R#*U::4有り）#
青線：+!T=!/@（+:3O2R#*U::4無し）#
水色線：+!T=!!"@（+:3O2R#*U::4無し）#

/:64:5#233#

.&SGA:9!#

/:64:5のみが故障すると!!"は約#.&K%A:9!に冷却され損傷する可能性あり#
!2OA#/:6Aと!2OA#TO64:の間に断熱材（+:3O2R（T+;W））をはさみ、冷却速度を緩和#
・/:64:5#233後、.&$%#A:9!から#.&SG#A:9!
に達するまでに要する時間#
+:3O2R#*U::4有り：約S%分#
（+:3O2R#*U::4無し：約&%分）#
#

・但し、常温から#.&$%#A:9!#に達するまで
に要する時間は、#
+:3O2R#*U::4有り：約S時間#
（+:3O2R#*U::4無し：約&BG時間）#
#

実際に採用するかどうかは、#
スクリーニング作業を１日で#
終わらせることを念頭に置き検討#

!!"過冷却対策案#

以上から;<及び#
スペア素子を&$個選ぶ#

スクリーニングシステムブロック図#

クリーン#
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

II<##
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分子#
ポンプ#

!!"固定板#
!!"#

!2OA#
/:6A#

ダイア#
フラム#
ポンプ#

乾燥#
空気#
ボンベ#

コンプ
レッサ#

温度#
調節器# 真

空
計#

パルス管
冷凍機#

GG;:#=Z&%H!A@#

(線発生
装置#

PW"#

!2OA#TO64:#

$次ターゲット：*J-$#

U:64:5#

!2OA#TO64:上の!2OA#/:6A部の#
温度点：+!T=!/@#CA:9!F#
!!"固定板部の温度点：+!!"=TO64:@#CA:9!F#

(線源#

!!"×$（TQU.V:(+'#<:QU6RJQ6O#<2A:O）#

固定軸（<!#R7O2R）×'# !2OA#/:6A#=!/@#

!2OA#TO64:#=!T@#!!"固定板#

;T!#

測定項目と合格基準

55FeによるMn-Kα,Kβ
(撮像領域全体、シングルピク
セルイベント)

エネルギー分解能
221.9eV@5.9keV
読み出しノイズ10e-

転送を繰り返しても波高値
が減少していない。
電荷転送不良は生じていない。

EM素子でエネルギー分解能　
221.9@5.9keV
読み出しノイズ 10e-

CTI　9.5×10 -7　を得た。

CTIはスクリーニング合格基準
である1×10-6　以下
を達成することが出来た。

2012年以降納入されるEM素子に
ついても同様に性能評価を行う。

Y

Si-K、O-Kを照射し、X線
イベントが検出された
ことによりEM素子が完全

空乏化していること
が確認された。

今後、低エネルギー応答
の詳細な評価を行うとと
もに、スクリーニングの

手順検討し、システムを
完成させる。

Si-K、O-Kを照射し、X線イベントが検出された
ことによりEM素子が完全空乏化していること
が確認された。

電荷転送による波高値変化

!"#$%&%&'%"('&%& !
)*+,-!
./01*,2!

)*+"3!
./01*"2!

)*+,-4"3 &
!

SXIでは軌道上較正としてISS搭載
MAXI/SSCと同じ方法で電荷注入を
行う。

左図フレームデータで電荷注入を

した行の波高値が高くなっている。
BBM回路で正常に電荷注入が
行えることを確認した。

電荷注入時のフレームデータ

!"#$%&%&'%"('&%& !
)*+,-!
./01*,2!

)*+"3!
./01*"2!

)*+,-4"3 &
!


