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皆様に当社のコンポーネントが新しい 
可能性を開拓していきます。 

コンポーネントとプロセスソリューションのサプライヤーに何を求めます
か？経験ですか？信頼性ですか？それとも実績でしょうか？

VON ARDENNEの装置は50か国以上で使用されています。当社は小型装
置から大面積製膜アプリケーションにいたるまで世界中で製膜システムを
数百台設置してきました。

当社のお客様は、競合他社に対して優位な立場を保ち続けなければなら
ないという課題に日々直面しています。なぜ、これらの会社はビジネスパ
ートナーとしてVON ARDENNEのプロセスソリューションを選択するのでし
ょうか？当社の成功のカギは 以下のようなものがあります：

現場での経験 – 当社の技術チームはこれまで現場で結果を出してきたエ
ンジニアによって構成されています。  つまり、私たちは為すべき仕事を
知っているだけでなく、多くのケースにおいて既に経験済みの作業を提供
しているのです。

シミュレーション & モデリング – 新しいアプリケーションの場合は、当社
は広範囲にわたるシミュレーションおよびモデリングを実施し貴社のプロ
セス設計をサポートします。  機械応力から熱設計、磁場モデル、荷電粒
子の動きにいたるまで、成功のチャンスが最高レベルになると確信できる
まで当社チームがプロセスをシミュレーションします。

サンプリング能力 – VON ARDENNEはサンプリングに最適な機械を20台
以上備えています。  小型のクラスターツールから大型のインラインシス
テムまで、お客様が期待されているプロセス結果を確信できるよう、デ
モ機会を利用することができます。

社内組立 と 品質管理 – VON ARDENNEは全製品をドイツにある当社工場
で製造しています。 当社製品をお客様のもとへ出荷する前に、業界で最
高水準の品質テスト、機能テストを実施しています。技術性能と信頼性
は、当社の競合メーカーの仕様の大多数に匹敵、またはそれらを上回っ
ています。

シミュレーションによる製品開発
実証されたコンポーネント  
秀逸な結果  
今、皆様のもとに

プロセスのノウハウ –当社のハードウェアとプロセス制御ソリューションの
組み合わせは、最高水準の要求仕様に見合う、最高のパフォーマンスを
示すプロセスを供給可能です。  最高の材料特性、製膜速度、均一性、
材料利用効率、あるいはこれらすべて。お客様の要求がどれであっても
当社はお客様の要件に応えるプロセスを提供します。

テクノロジーのノウハウ – 個々の製膜プロセスはもちろ
ん、VON ARDENNEは最新の機械制御ソリューションを提供しています。  
お客様のプロセス処理の実行のみでなく、お客様の要求通りのパフォー
マンスで当社の装置が生産を継続するよう、光学検査から自動プロセス
調整まで、多様なテクノロジーで補完しています。

世界に広がるコンピテンスセンター – 真にグローバルな組織とし
て、VON ARDENNEの支社ではインテグレーションおよび立上げサポー
ト、フィールドサービス、装置トレーニングを提供しています。  必要な
時、常に近くでサポートが受けられます。  

VON ARDENNEはコンポーネント供給にとどまらない、ソリューションプロ
バイダーです。  当社の豊富な経験がお客様に役立ちます。

ミッション – 当社のミッションは、業界をリードする当社のテクノロジーと
プロセス経験を顧客の皆様にもたらすことによって価値を創出することで
す。

クラス最高の性能仕様と信頼性を備えた最新のハードウェアソリューション
を提供することで、このミッションを達成したいと考えています。さらに当
社では、単膜プロセスでも、複数の積層構造でも対応する先進のプロセ
ス制御を可能とするハードウェアとソフトウェアからなるソリューションを提
供します。  

お客様の要求水準および納期に従って、優れたプロセス結果をお届けす
ることが当社の目的です。そして、お客様がサプライヤーに求めているも
のを提供できると当社は確信しています。

今すぐ！

すぐれた膜特性を 
実現する光学シミュレーション
レイ・トレーシング（光線追跡法）と薄膜特性
フラッシュランプアニールやパターン描画のためのVON ARDENNEの装置
を最も効率良く設計するために光学シミュレーションを広く用いています。
さらにシミュレーションによって薄膜のパラメータを最適化し、全体的な光
学特性要求に適合可能です。

最高の製膜結果を実現する 
有限要素法シミュレーション   
力学、熱力学、CFD（数値流体力学）、複合物理学 
様々な物理プロセスの解析と最適化に用いられるFEシミュレーションと長
年の経験は、共にVON ARDENNE製膜システムが高品質を求めるお客様
の要求に応える上で必要不可欠です。

すぐれた製膜を実現するプラズマプロセスと磁界評価
PICMC – PIC（PARTICLE IN CELL）法
最先端薄膜テクノロジーは、薄膜均一性、高いターゲット利用効率、薄
膜を最適化したプロセスデザイン、そして他の技術的要求により実現さ
れます。VON ARDENNEでは膜成長を左右する重要な物理プロセスを、
分析・改善するためにプラズマや磁界のシミュレーションを用いています。

最適なガス分布を 
実現する低圧ガスフロー 
DSMC法によるシミュレーション
プロセスチャンバー内の低圧ガス分布のシミュレーションには特殊な計
算と高度なコンピュータ技術が必要です。VON ARDENNEでは最高のガ
ス分布が得られるよう、DSMC法を構想および設計段階で採用していま
す。(DSMC：直接シミュレーションモンテカルロ法) 

複合製膜装置用真空流体プログラム MATLAB/SIMSCAPE
複雑な流体や真空システムの設計は極めて難易度が高い課題です。VON 
ARDENNEはこの課題に取り組み、シンプルな真空容器と複数の真空
容器全体のシミュレーションの流体力学をモデル化し、検証するために
MATLAB/Simscapeライブラリを開発しました。

VON ARDENNEは真空製膜の分野で40年以上の経験を持ち、様々な規模
のシミュレーションに優れた専門ノウハウを所有します：

 ĵ 高度に最適化されたシステム性能と
 ĵ コンポーネントデザインがもたらす最高のプロセス品質を提供

当社では以下の作業のために最新鋭のモデリングとシミュレーションを用
いてエンジニアリング実証を効率化し、製品とアップグレードの開発を加
速します：

 ĵ お客様毎に特徴あるプロセスソリューション向け生産計画と現行システ
ムのアップグレード実施の評価

 ĵ 現行システムのアップグレード効果を事前調査。



HCS  ホローカソードソース

VON ARDENNEはプラズマ処理の幅広いポートフォリオを開発しました。
表面処理は基材上層のクリーニングや不要層の除去、表面活性化のため
や、蒸着する次の層に最適な表面を作り出すために、生産標準プロセス 
(POR) における前処理として使用されています。前処理は必要です。基
板表面は一般的に管理が不十分であることがしばしばあり、基板材料の
酸化物や水酸化物、環境雰囲気の湿気、吸着ガス、直前のプロセスから
の残留汚染物質など様々な残留物がみられます。これらは、信頼性の高
い機械的、または機能的な層の付着を妨げる障害となりえます。当社の2
つの表面処理コンポーネントがリニアイオンソースLION®とHCSです。

 特徴  メリット
 ĵ ホローカソード設計、基板に依存しない
 ĵ 高い電子密度とイオン化効率がラジカルの高密度を促進します。
 ĵ 表面クリーニング、活性化、エッチング目的のスケーリング可能なイ

オン源
 ĵ 薄膜のコーティングにも特定の部品設計により適用可能です
 ĵ 動的および静的な基板搬送に使用可能
 ĵ 連続供給シート、キャリア、またはロール・ツー・ロールプロセス
 ĵ ガスシャワー組込み（オプションでクロスフロー機能）
 ĵ フロント部品：すばやく交換可能、高度に適応可能な溝設計
 ĵ 従来CCPは疑似的に処理可能（フラットなフロント、統合されたガス

シャワー）
 ĵ 運転モード：上向き、下向き、垂直姿勢  
 ĵ プロセス適合のために電極間隔を自由に調整可能 

 ĵ シンプルでスケーリング可能な設計で頑丈の挙動および簡単なカ
スタマイズを実現

 ĵ 高密度プラズマの処理に関して、CCPおよびICPに匹敵し、コスト
はICPより低廉です

 ĵ RFとVHFの電源選択可能
 ĵ 低い電源出力
 ĵ 低放電電圧で穏やかな処理を実現
 ĵ メンテナンスフリー（5年後にシールを交換することを推奨）
 ĵ 広いプロセスウィンドウ：

 ĵ 動作圧力が電極＝基板間距離にあまり影響を受けません
 ĵ RF振幅は広範な圧力範囲にわたってほぼ一定
 ĵ 交流のRF出力によるバイアスおよびRF振幅の変化は従来のCCP 

CVDと比べてあまり目立ちません

特許技術の ホローカソードソース HCSはホローカソードとアノードの組込
みが特徴です。活性酸素の生成は広範囲にわたり、基板またはキャリア
と無関係に、カソード前で起こります。基板は導電性または絶縁性のいず
れかの可能性があります。 
 
電子はカソードの深い溝壁の電位降下間に制限されています。これによ
り、ガスのイオン化が促進され、プラズマ密度も増加します。溝の中に
プラズマを押し込むと、電極プレートの下に非常に強力で明るいプラズマ
が生まれます。

 技術データ
技術の改善により予告なく変更することがあります。
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有効基板幅 最大 3300 mm
供給電源 13.56 MHz to 80 MHz
基板温度 最大 400°C（高温は別途打ち合わせ）

電極距離 手動設定可能
運転圧力 1 Pa to 1000 Pa = 0.01 mbar to 10 mbar
処理ガス CxFy、NF3、SF6、H2, O2、Ar、F2、など。
電子密度/エネルギー 109 cm-3 to 1011 cm-3/ 1eV

HCS構造におけるプラズマ発生原理（断面） 
広い圧力範囲にわたるRF振幅
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LOE  リニア有機材料蒸着器

VON ARDENNELOEは密閉したルツボから熱により有機材料を蒸発させる
コンポーネントです。その蒸気は、基板へ通じる加熱パイプを通って供給
され、リニアノズルアレイから基板に放出されます。

有機蒸気に接触するすべての部品、特にルツボとノズルパイプは、有機
EL材料に対して全く不活性なセラミックでできています。ルツボとノズル
パイプは、有機材料の凝縮点を超える温度まで加熱されます。 

基板に対面する表面は、直接冷却される銅部品によって遮蔽されてお
り、有機材料塗布基板への熱負荷を最小限に抑えます。空気の影響を受
けやすい蒸着材料の不活性ロード/アンロードにも対応しています。

有機材料セットアップ は、シングル蒸着および共蒸着
基板幅 300 mm to 1200 mm
ソースと基板の間隔 120 mm to 250 mm

 技術データ
技術の改善により予告なく変更することがあります。

このコンポーネントは、有機ELや有機太陽電池の製造で用いるシート/フ
レキシブル基板に、熱に敏感な有機材料を蒸着可能です。

有機電子材料用の小分子量有機材料の蒸着に対応他に着目される、ペロ
ブスカイト型太陽電池セルの製造にPbl2や他のペロブスカイト原料や素
原料を蒸着可能です。

さらにディスプレイ表面から水やオイルをはじくペルフルオロポリエーテ
ル等のETC（easy to clean＝クリーニングしやすい）化学物質の蒸着塗
布によって、防汚層を作り出します。

 特徴  メリット
 ĵ 小分子量有機材料の蒸着
 ĵ 固体または液体の前駆体の蒸着
 ĵ シングル蒸着、共蒸着、トリプル蒸着
 ĵ 垂直または水平に運転
 ĵ 基板幅最大1200 mm

 ĵ LOE リニア有機ソースにより、有機デバイスのインライン処理を高
スループットで実行できます

 ĵ デリケートな有機材料の処理に最適化した熱設計が、蒸発物およ
び基板への熱影響を最小限に抑制します

 ĵ 均一性とレート安定性の向上により有機層スタック最適化の精度が
向上し、高効率の有機ELやOPVデバイスを製造可能

 ĵ 材料の利用率が高く、高価な有機デバイス製造コストを許容範囲
内に抑制できます

 ĵ 蒸気経路内は100%不活性材料を使用しています

運転温度 100 °C to 700 °C 
ダイナミック製膜レート Alq3 200 nm*m/min
ダイナミック製膜レート α-NPD 200 nm*m/min
蒸着膜厚の均一性 ±2 %
蒸着速度安定性 ± 2 %
ルツボ容量 250 cm3 to 2000 cm3



 特徴  メリット
 ĵ 連続移動する基板には容量結合ダイナミックPECVD
 ĵ 連続供給シート、キャリア、またはロール・ツー・ロールプロセス
 ĵ 側面に統合されたガス分布システム
 ĵ 組込まれたプロセスガス排気システム
 ĵ 自由な運転姿勢：上向き、下向き、垂直  
 ĵ プロセス最適化のために電極間隔を調整可能 
 ĵ プラズマ化学エッチング、表面エンジニアリング、材料蒸着用 

 ĵ あらゆる最新のCCP CVDプロセスのための、スケーリング可能な
高スループットオプション

 ĵ 様々な種類の基板に高速連続製膜
 ĵ 優れた膜厚均一性を実現
 ĵ RFまたはVHFでの大面積製膜が可能
 ĵ 様々な種類の装置構成および材料に対して、長いキャンペーン期

間を達成
 ĵ 高耐久性
 ĵ メンテナンスフリー（5年後にシールを交換することを推奨）
 ĵ 基板に不安定初期層がない

 特徴  メリット
 ĵ 無機（例えばSiH4）および有機（例えばCxHy、プラスチックモノマー）

の前駆体が使用可能
 ĵ 統合されたガス分配システム
 ĵ 連続的なシート、キャリア、またはロール・ツー・ロールプロセス
 ĵ 自由な運転姿勢：上向き（制限付き）、下向き（制限付き）、垂直  
 ĵ プロセス要求に応じたワイヤー間隔に調整可能
 ĵ 熱電対組付け 
 ĵ オプションでプロセス制御および監視用のパイロメーター 

 ĵ 短時間で交換後、プロセス再起動できるよう、個別ワイヤーが取
り付けられた分割ソース設計。真空フランジは蓋またはドアから外
さず作業可。

 ĵ ワイヤーは通電の有無を選択できるので、製膜装置の生産稼働時
間延長に役立ちます。

 ĵ プラズマ不使用プロセス：イオン衝撃や、磁場で加速された電子
がないため、薄膜内部応力が低い、滑らかでコンフォーマルな膜
を製膜

 ĵ 本質的に異物発生無し
 ĵ 製膜速度はPECVDプロセスに比べて最大で10倍
 ĵ RF電源設備不要
 ĵ 40 % ～ 80 %の高いガス利用効率、ポンプや排気配管への寄生製

膜が非常に少ない

物理蒸着 (PVD)プラズマ源以外に、VON ARDENNEは様々な化学的気相
成長(CVD) プラズマ源を提供しています。CVDテクノロジーは、PVDで
は実現できないか、できたとしてもかなりの労力と高コストになる特定の
製膜が可能です。VON ARDENNEは、最適化したマッチボックス、電源
システム、ガス供給システムを組込んだプラズマ励起CVDを供給してい
ます。
注記：静止モードのPECVDチャンバーとプラズマ源に関しては、VON ARDENNE 
MPS部門のパンフレットをご覧ください。 

リニアPECVDプラズマ源は標準的な静電容量結合プラズマ電極に類似し
ています。しかしこの特別なVON ARDENNEのプラズマ源はインラインダ
イナミックモードで動作しています。つまり、基板、キャリア、またはウェ
ブは絶えず電極を通過し、連続的に製膜されています。 

1983年松村英樹教授によって開発された触媒CVD法は効率的な製膜技
術です。ホットワイヤーの効果により、前駆体分子は発熱解離し、活性
化して最終的に基板に製膜されます。この製膜方法はプラズマ励起では
ないので、加速されたイオンが存在しません。  膜の内部応力が非常に低
い、非常に滑らかで高度にコンフォーマルな形状の製膜を高い製膜速度で
実施します。

溶剤を使用せずに、モノマーガスからプラスチック重合反応を行うために
ホットワイヤーを用いることは、モノマーの流れの中に熱的に不安定なイ
ニシエーターが供給されている場合、イニシエートCVDまたはiCVDと呼び
ます。この生産方法は元々カレン・K・グリーソン教授によって研究された
ものです。この方法を使うと、複数の反応経路から選択制御し、望むポ
リマー特性が得られます。気相からポリマーを製膜することにより、多く
の湿式および溶液効果を避け、コンフォーマルな膜が作り出せます。 

VON ARDENNEでは触媒CVDおよびiCVDアプリケーション向けにホットワ
イヤーソースを提供しています。インラインおよびダイナミック製膜プロ
セスには特殊な直線形エネルギー源が利用可能です。これは特殊設計の
ソースフランジ、すばやく取り付けができるワイヤーコンポーネントによっ

CCP CVDを用いる静止モードで大型の基板を均一に製膜するという機械
的、電気的な大規模作業が求められる場合であっても、リニアPECVDは
空間パラメーターを一次元のタスクに削減します。より高い製膜速度獲得
のため、VHF周波数による製膜が想定される場合でも、巧みに取り扱う
ことができます。原則として、研究規模の静止CCP CVDプロセスはすべ
て、このPECVDによる高スループットダイナミック製膜に簡単に移行でき
ます。 

CCP CVDプラズマ源には、側方に統合されたガス供給・分配システムとプ
ロセスガス排気システムが装備されています。ガス供給、電極、ガス排
気が相互に調和しながら作用することによって、移動基板上に均一な製膜
が可能になります。CCP CVDプラズマ源は、O2やSF6、NF3、F2、または
CxFyのようなガスを利用した標準的なエッチング法によってクリーニング
できます。 

ステンレスまたはアルミニウム製ユニットで提供。特別開発したマッチボ
ックスは本デバイスに不可欠な部品です。熱電対がプロセス監視を強化
します。  

て構成されており、必要に応じて、単にユニット毎に交換することで、こ
のワイヤーコンポーネントダウンタイムを短縮できます。

生産製膜時間を長くするために、HWCVD熱源に、独立した予備ワイヤー
を装備することができます。ワイヤー劣化の場合は、現在動作中のワイ
ヤーのスイッチを切って、その間、予備ワイヤーで運転することができま
す。ソースにはオプションで、例えば高精度ワイヤー温度読み取りのため
温測デバイスを装備できます。

基板幅 最大 3300 mm
電力供給系 13.56 MHz to 80 MHz（異なる周波数は別途打合せ）
基板温度 最大 400°C（高温は別途打ち合わせ）
電極距離 手動設定可能

製膜速度 シリコン (a-Si/µc-Si) 1 nm/s to 12 nm/s *
製膜速度 SixNy 3 nm/s to 7.3 nm/s **

製膜速度 PTFE 2.2 nm/s to 6.1 nm/s ***
基板幅 最大 1600 mm（より大型は特別注文）
供給電源 DC または AC（50 Hz to 60 Hz)

運転圧力 1 Pa to 1000 Pa = 0.01 mbar ～ 10 mbar
プロセスガス SiH4、H2、NH3、CxHy、SF6、O2、NF3、F2、CxFy、など。
ドーピングガス 
 ハイブリッドドーパント（B2H6、PH3など）、TEB、TMB、TMP
膜厚均一性 ± 1 % to 3 %

基板温度 最大 400 °C（より高温は特別注文）
ワイヤ距離 手動調整可能
運転圧力 10-3 to 101 mbar (100Pa)
膜厚均一性 ± 1 % ～ 3 %

参考文献：
*) A.H.Mahan/ Solar Energy Materials & Solar Cells 78 (2003) 299–327
**) R.E.I.Schropp / Thin Solid Films 595 (2015) 272–283
***) Hilton G. Pryce Lewis†, Jeffrey A. Caulfield‡, and Karen K. Gleason*† /
Langmuir, 2001, 17 (24), pp 7652–7655
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WORLDWIDE SALES AND SERVICE 
VON ARDENNE GmbH (headquarters)  I  Am Hahnweg 8 I 01328 DRESDEN I GERMANY
Sales:  +49 (0) 351 2637 189  I  sales@vonardenne.biz    
Service:  +49 (0) 351 2637 9400  I  support@vonardenne.biz

VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd.  I  +86 21 6173 0210 I  +86 21 6173 0200  I sales-vave@vonardenne.biz; support-vave@vonardenne.biz

VON ARDENNE Malaysia Sdn. Bhd.  I  +60 4408 0080 I  +60 4403 7363  I sales-vama@vonardenne.biz; support-vama@vonardenne.biz

VON ARDENNE Japan Co., Ltd. I Tokyo office  I  +81 3 6435 1700 I  +81 3 6435 1699 I sales-vajp@vonardenne.biz; support-vajp@vonardenne.biz

VON ARDENNE North America, Inc. I Ohio office  I  +1 419 386 2789 I  +1 419 873 6661 I sales-vana@vonardenne.biz; support-vana@vonardenne.biz

VON ARDENNE Vietnam Co., Ltd. I   +60 124 23 7353 I sales-vavn@vonardenne.biz; support-vavn@vonardenne.biz

VON ARDENNE develops and manufactures industrial equipment for vacuum 
coatings on materials such as glass, wafers, metal strip and polymer fi lms. These 
coatings give the surfaces new functional properties and can be between one 
nanometer and a few micrometers thin, depending on the application.

Our customers use these materials to make high-quality products such as 
architectural glass, displays for smartphones and touchscreens, solar modules and 
heat protection window fi lm for automotive glass.

We supply our customers with technologically sophisticated vacuum coating 
systems, extensive expertise and global service. The key components are developed 
and manufactured by VON ARDENNE itself.

Systems and components made by VON ARDENNE make a valuable contribution to 
protecting the environment. They are vital for manufacturing products which help to 
use less energy or to generate energy from renewable resources.
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