
“ezPyro” 最新の焦電素子プラットフォーム
センシングアプリケーション ガス･フレーム･モーション&ジェスチャー



焦電性赤外線センサの製造販売
• コンポーネント及びシステムレベルでの製品供給
• 独自のPZTの薄膜プロセス (PZT:チタン酸ジルコン酸鉛)
• 広範囲かつ強固な知的所有権のポートフォリオ
• 半導体ウェハファブでの量産

優れた経営環境
• シーメンスからのスピンオフとして2007年に設⽴
• エディンバラ(UK)を拠点に活動 – 従業員数 約30名 (4ヶ国, 2015 12月現在)
• 広範な業界経験を持つ経営陣
• 世界的企業からの出資で活動 : シーメンス, Bosch, Seraphim, SE等

Pyreos 会社概要
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Pyreos テクノロジ

2

焦電性技術
• 独自の薄膜MEMS構造
• 半導体ファウンドリで製造
• 量産ラインでの⼯程管理

強固なデバイス構造
• 振動につよい
• 経年劣化なし

優れたパフォーマンス
• 優れたSN比
• 高感度
• 広い波⻑帯 (2-20 μm)



特 ⻑
• 動作温度 -40°C to +85°C 
• 優れた EMI・ESD性能
• 低消費電⼒
• 電流モード センシング技術

ガス検知
• 各種センサ保有 (CO2, CO, SF6, CH4, N2O, NO等)
• 高性能かつマルチガス分析

炎検知
• インテグレーションやチューニングが容易
• 最新の業界標準を超える性能
• ⼊⼒へ頻繁なレスポンス

Pyreos 赤外線センサ
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電流モード ･ 電圧モード 比較

特 ⻑ 電流モード (Pyreos) 電圧モード (競合他社)
応答性 150,000 V/W 以上 5,000 V/W 以下
D* 35 * 10^7 15 ~  25*10^7
周波数応答性 2 -100 Hz 0.5 Hz をピークに急落

素子カウント ガス検知に増幅回路が不要 ガス検知に増幅回路が必ず必要

アンプ周波数チューニング 周波数応答が広い為に容易 周波数応答が狭い為に煩雑

赤外エネルギーに対する高耐久性
eg. 近接ハロゲンランプ

25,000 lux のハロゲン環境に於いて
炎を検知可能

炎への反応なし

はんだ付け⼯程 焦電センサはピンから隔離 高温が焦電性能を低下させるが、グラ
ンドピンがセンサに直付けされる。



分光アプリケーション向け ラインアレー
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燃料･アルコール向けハンドヘルドテスター
非冷却サーマルセンサアレー
広帯域化 (2 to 20 µm以上)
駆動部なし
スペクトル/広帯域フィルターを提供

製品ポテンシャル

ラインアレー

アナログ出⼒; (デジタル出⼒開発中):
- 開発が容易
- ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
- スムージング
- アルゴリズム



128 pixels
60μm x 500μm; 
100μm pitch
Single pixel row
高い応答性

標準のラインアレーレイアウト

アレイ設計

255 pixels
50μm x 417.5μm
Staggered pixels
スペクトラルギャップなし

510 pixels
10µm x 867µm; 25µm 
pitch
Single pixel row
高エネルギーシステムで
高精度

IRダイレイアウト拡大図



強固なメタルパッケージ
33 mm x 23 mm
マウントホールで精密に固定
シングルフィルターのリッドオプション追加可能

パッケージ



分光エンジン

リニア可変フィルタ (LVF)

波⻑帯の選択が可能
5.5 to 11 µm, 2.5 to 5 µm,
or custom

5.5-11 µm (909-1818 cm-1) 
解像度: 18-36 cm-1

( m)λ µ

x
リニア可変フィルタ (LVF) 

⽤途に応じたセンサ解像度
1x128 アレー
– LVFと理想的なマッチング

ラインアレーセンサパッケージング

優れたインテグレーション
新型デジタルパーツで進化したLVFと
パッケージングされた一体型センサ



LAF分光ラインアレー製品 – 128px 以上は分光⽤途に不適

広帯域 – フィルター付き製品
広帯域 – AR Si及びAR Geフィルタが不適な製品向け

128 pixel アレー ： センサの枠型の関係で汎⽤性が高い

ラインアレーの選定

フィルタ 128 LA 255 LA 510 LA
AR Si 
(Antireflection Coated Silicon)

PY0722 PY0716 PY0294

AR Ge 
(Antireflection Coated 
Germanium)

PY0118 PY0312 PY0720

LVF 2.5 to 5.0 µm
(Linear Variable Filter)

PY1499 PY1500

LVF 5.0 to 11.0 µm
(Linear Variable Filter)

PY0738
(PY0272)

PY0739
(PY0267)

PY0718

None PY0723 PY0725 PY0726



ガス検知
炎検知
モーション検知
ジェスチャー認識

焦電性赤外検知プラットフォーム
アプリケーション事例 :

新製品 - Pyreos ezPyro デジタル赤外検知プラットフォーム
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シングルエレメント2x2ピクセルバージョン, 独⽴4チャネル(最大)

ASICインテグレート:
• 各要素向けに構成可能なアンプ
• 各要素向けに構成可能なシグナルプロセッシング

(e.g.サンプリングレート, フィルタリング等)
• 標準 I2Cデジタルインターフェイス

業界最小SMDパッケージ (5.65x3.7x1.35 mm)
• 特定光学フィルタアプリケーションとウィンドウオプション
• 低アクティブ消費電⼒
• 各種スリープモード, 信号検出ウェイクアップモード
• ⼊⼒電圧 1.8-3.6V

マルチデバイスデイジーチェーン接続でシンクロサンプリング

ezPyroプラットフォーム – 特⻑
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ロングライフバッテリもしくはエナジーハーベスターによるセンサ運⽤を実現
フルアクティブオペレーション (1Khz) ~85uA
フルアクティブオペレーション (250Hz) 12uA
1チャンネル低電⼒モード (信号検出ウェイクアップ) 5uA
スリープモード (割り込みウェイクアップ) 2uA

ezPyro センサ ： 業界トップクラスのアクティブ/パッシブ低消費電⼒を実現

低電⼒ ･ 省電⼒モード
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I2C(ファストモード+) バス実装
デジタル出⼒及びセンサ構成向け

アプリケーション実例:

• ホストや無線送受信機へのプラグアンドプレイ
• マルチセンサオプション
• ノイズを発生させないリモートセンサユニット
• シンクロサンプル⽤デイジーチェーンセンサデバイス
• SWベースの簡単な構成、チューニング及びキャリブレーション

デジタル出⼒･構成向け業界標準I2Cバスのフル実装

ezPyro デジタルインターフェイス
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コスト低減
• 標準リフロー⼯程のSMDコンポーネントを100%利⽤
• アナログ及びデジタル基盤の統合によるコンポ―ネント総数の低減
• 開発期間と多品種コストの低減
• 確かな技術でセンサの⻑寿命を実現

優れたパフォーマンス
• 高いパフォーマンス：SNR, 感度, FoV, 信頼性, EMI, ESD, 低/高温環境動作
• センサを冗⻑化させ検知の精度向上が可能

適応性が高く設計が容易
• サンプルレート･増幅及びフィルタリングのチューニングが容易
• キャリブレーション費⽤の低減
• アプリケーションに応じて簡単にセンサの変更が可能

優れた携帯性
• 低消費電⼒(アクティブ･パッシブ)で携⾏可能なバッテリオペレーションを実現
• 小型SMDパッケージが携帯性に寄与

製品の高パフォーマンス化･適応性及び携帯性の向上 / コスト低減

ezPyro プラットフォーム – 導入メリット
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ソフトウェア操作によりチューニング及びキャリブレーションが容易
アプリケーションに応じて簡単にセンサ交換が可能(プラグアンドプレイ)
数種のガス検知アプリで複数センサからのデータをシンクロ出⼒
小型SMDによりトレンドのポータブルガス検知アプリとの親和性が高い

高品質ガス検知 最小SMDパッケージ

ezPyro ガス検知

アプリケーション
産業⽤途 :  可燃性ガス･有毒ガスの定点･携⾏センシング、ガス漏れ検知
企業･住宅⽤途 :  天候や大気品質の管理、可燃性ガス･有毒ガスの検知
個人⽤途 ： 携帯･ウェアラブル、ヘルスケアデバイスや呼気検査機でガスや揮発性有機化合物(VOC)の検知
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ソフトウェア上で構成･チューニング及びキャリブレーションが容易
優れたパフォーマンス (感度, SNR, ESD, EMI)
優れたダイナミックレンジ
世界初の炎検知⽤デジタルSMDセンサ

ezPyro 炎検知

アプリケーション
迅速な火災検知 (産業・企業・住宅⽤途)

迅速かつ高信頼性な炎検知：産業⽤、ビルディング･⼀般住宅
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IoT向け高信頼性モーションディテクター

フル設定可能なデジタルSMD赤外センサ
• 高感度で広いダイナミックレンジ
• 複数ピクセルを利⽤してモーションの⽅向を判別
• 4チャンネルを利⽤して検知精度を向上
• 低電⼒/スリープモードでバッテリやエナジーハーベスタでの運⽤が可能
• 検知信頼性やFoVの改善または広範な検知を達成する為のデイジーチェーンデバイス

モーションディテクション for IoT

ezPyro モーション検知

アプリケーション
スマートホーム :  セキュリティ、照明コントロール、ｸﾗｲﾒｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ、エネルギー管理、高齢者⾒守り
スマートビルディング :  セキュリティ、照明･ｸﾗｲﾒｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ、アクセス管理、エネルギー管理、ﾄﾗﾌｨｯｸ分析
スマートシティ : スマート街頭照明、通⾏者トラフィック分析
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低コスト超低消費電⼒ 2次元ｼﾞｪｽﾁｬｰｺﾝﾄﾛｰﾙ 2x2ﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｨﾃｸﾀｱﾚｰ
超低消費待機電⼒とジェスチャーウェイクアップ
スムースな動作を可能にする高性能センサ
I2Cインターフェイスでホストコントローラおよび無線送受信機に容易に接続
シンプルUIで操作、HMI操作もサポート
タッチコントロールの利⽤が不便･不可能･危険･非衛生なアプリに最適

超低消費電⼒ 2次元ジェスチャー認識

ezPyro ジェスチャー認識

アプリケーション
コンシューマ向け : 家電, テレビ, テーブル, e-リーダー, ワイヤレスオーディオ, サーモスタット, 照明コン
トロール, スマートホームデバイス等
産業向け : マシンHMI, ドアオープナー, ソープディスペンサー, ブラインド等
ウェアラブル : スマートウォッチ･ブレスレット･グラス等
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Thank you
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