防衛産業用赤外線光学部品

カスタマイズされた赤外線光学の専門技術

お客様専用の卓越した技術を
カスタマイズ
エンド・ツー・エンドのソリューション
類まれな経験と専門知識
独自の革新的なエンジニアリング技術
最先端の製造技術
光学コーティングにおける技術力
QA の厳格な基準と手順

数十年に及ぶ専門知識と最新の
最先端技術の融合
数十年に及ぶ知識と経験を生かして、Ophir は複数の防衛用途向けに数千もの赤外線コンポーネントを設計・
納入し、防衛 OEM 向け赤外線サーマルイメージング部品の設計と製造をワンストップショップで行う世界
有数の企業として高い評価を得ています。他の追随を許さないノウハウと専門知識を駆使して作られた最
高品質の光学部品をお探しなら、Ophir にお任せください。
Ophir の研究開発エンジニアリングチームは、防衛分野のお客様との協力により、世界に知られる比類ない
光学性能を備え最適化された光学部品を開発、設計、提供します。Ophir は、高精度で環境への十分な配慮
を必要とする用途向けのソリューションの提供により、世界中のお客様の厳しい要求に応え、今日の最先
端の航空宇宙および防衛ソリューションの展開を可能にします。Ophir を選ぶことは、あらゆる設計を高性
能な製品に変えるチームと提携し、防衛産業における目標を達成できるようになるということです。

高性能防衛システム用の最高品質の
光学品の選択
防衛分野では、光学部品は、監視や標的目標設定など多くの用途で使用されます。
弊社の高性能光学部品は、戦場での実証済みで、以下の例などの幅広い防衛用途の主要な赤外サーマ
ルイメージングシステムに統合されています：
• 武器照準器
• 空挺
•

セキュリティ及び監視

•

ミサイル

•

海軍

お客様を成功に導く Ophir の核心的技術
•
•

多様な種類の高度光学部品および組立品に対
する卓越した設計力

•

最高度の製造基準

•

コーティング、検査、梱包工程用のクリーン
ルームを備えた製造拠点（イスラエルと EU
内）

最先端の自社製造技術
•

ダイヤモンド旋削加工

•

CNC 研磨

•

製造工程の完全管理

•

コーティング

•

ハイエンドな大量生産能力

•

高度な計測

お客様独自仕様の光学部品及び
システム向けのワンストップショップ
製造

コーティング

品質保証

無制限の製造能力ならびに高品質の達成
弊社の数十年にわたる現場での実証経験と専門技術チームで、規模の大小に関わらず、あらゆるタスクに
対応します。最高品質の素材を使用し、最高水準のあらゆる光学部品を製造します。
最先端の機器を装備した弊社のハイエンド及び大量生産向けの設備では、VIS から LWIR の波長まであら
ゆる用途で使用する多種多様な部品の生産を最も厳格な公差設定で実施することができます。

あらゆる仕様を満たす幅広い部品を製造
•

VIS から LWIR までの波長

•

レンズ、ミラー、ドーム、ウィンドウ、プリズム •

•

球面、非球面、回析、平面、フリーフォーム

•

特殊な円錐形状

•

ダブレット、トリプレット
基材：BK7、溶融シリカ、Zerudor、カルコゲナ
イド、ゲルマニウム、シリコン、フッ化カルシウム、
セレン化亜鉛、硫化亜鉛クリアトラン、銅、アル
ミニウムなど。

優れた部品を製造する最先端技術
•

製造技術の例：研削、CNC 研磨、プラノ研磨、ダイヤモンド旋削加工、センタリング、コーティング
など。

•

MRF 技術

•

Ø5 〜 400mm の部品製作とコーティング

•

公差（代表値｜ハイエンド）
ウィンドウ

レンズ

ミラー

寸法

± 0.05mm | ± 0.01mm

± 0.05mm | ± 0.01mm

± 0.05mm | ± 0.01mm

表面形状（P-V）

平面度 0.5 | 0.2Fr
イレギュラリティー
0.2 | 0.1Fr

球面
パワー 2Fr | 1Fr
イレギュラリティー
0.5Fr | 0.2Fr

平面度 0.5Fr | 0.2Fr

平行度

3 | 5 arc sec.

表面品質（S-D）

80-50 | 10-5

80-50 | 10-5

80-50 | 10-5

表面粗さ nm、RMS

2 | 0.5

2 | 0.5

5|2

非球面
半径公差 0.1% | 0.05%
イレギュラリティー 2Fr | 1Fr

•

全生産サイクルにわたる統計的プロセス制御（SPC）

•

卓越性と継続的改善を実現するためのリーン生産方式とシックスシグマ

•

ハイエンドな大量生産能力

•

フリーフォームの光学機器製造と計測

•

幅広い種類のカルコゲナイトガラス

•

大径シリコンレンズ > Ø200mm

•

カセグレン式望遠鏡用大型アルミニウム製ミラー

世界をリードする専門家が開発した
最先端の光学コーティング
40 年以上の経験を持つ Ophir は、高度な光学コーティングの開発、製造、応用において世界的リーダーと
して認められています。
クリーンルームで施される耐摩耗性に優れた反射防止（AR）コーティングは、数種類の DLC コーティング
を含み、最高の耐久性、エネルギー透過率、さらに最小の反射を実現しています。

コーティングを実現する革新的な技術
•

物理蒸着法（PVD）―加熱と電子銃

•

イオンアシスト蒸着法（IAD）―イオン銃

•

DLC コーティング用のプラズマ加速化学蒸着法（PECVD）

•

短半径（半球面）表面コーティング

あらゆる部品のコーティング要求事項に対応
•

反射防止（AR）、ミラー、フィルター

•

UV、VIS、NIR、SWIR、MWIR、LWIR

•

マルチスペクトラルコーティング

•

レーザーコーティング（1.064μ、10.6μ）

•

高効率、高耐久性コーティング

•

EUV コーティング

•

豊富なコーティングカタログ

•

DLC（硬質炭素）コーティングと低反射硬質炭素
（LRHC）

保証付きの優れたコーティング性能：
•

ブロードバンド AR：Ref<0.5% 〜 0.2% / Tra >98% 〜 99%

•

ブロードバンドミラー：Ref>98% 〜 99%

•

フロントガラスワイパーテスト

TS1888 / P 5.4.3 – DLC コーティング

お客様に安心をもたらす
厳格な品質保証プロセス
製品寿命全体にわたって厳格な QA 試験を実施し、最終製品がお客様のニーズに合わせて最適化される
とともに、要求された最高レベルの性能が実現されることを保証します。

認証
•

AS9100 Rev. D

•

ISO 9001-2015

•

自動車産業認定サプライヤー

弊社の強み
•

製造プロセス全体にわたるエンド・ツー・エンド・コントロール

•

専門性の高い経験豊富なチーム

•

0.633μ、1.52μ、3.39μ、10.6μ の波面誤差測定

•

すべての要求仕様をカバーする豊富な試験ツール
半径

IRR

表面粗さ

角度

スペクトラム

環境

試験ガラス

干渉計 0.633、
3.39、10.6μ

光学プロファ
イラー
New View

ゴニオメーター
Prism Master

FTIR Perkin
Elmer 社製

湿度

IRS
コンピュータ化
済みの SAG 装
置

CGH
トワイマン・グ
リーン、フィゾー
非球面干渉計
VFA

表面形状測定
装置 Talysurf

Cary 分光光度計
UV、VIS、NIR

塩水噴霧
塩可溶性
接着
摩耗
ワイパー
温度サイクル
薬品侵食

オフィール IR オプティクスとは
MKS (NASDAQ 上場 : MKSI) グループである赤外レンズの Ophir (Ophir Optronics Solutions Ltd.) は、数十年に
わたる知識と経験があり、SWIR、MWIR、LWIR イメージング用の高性能 IR サーマルレンズと光学エレメント
において世界をリードする設計および製造会社です。Ophir は、高度な技術、革新的なエンジニアリング、設
計構造を駆使した赤外部品単体及び固定、自動焦点またはズーム機構を備えた複雑なレンズアセンブリーで、
国土安全保障、警備、自動車関連、商用応用のための地球規模のソリューションを提供しています。.
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E-mail: info@alpinesystems.net.in
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