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OPTA X

精密光学素子 
の高性能アプリケーション



当社プロフィールと御提案

基板の分類

平板

超薄板ガラス 厚さ 0.1 mm ~ 0.3 mm
Ø 200 mm

ウェハレベル光学素子
3Dセンシング

ウェハ (Si、InP、GaAs) 厚さ 0.7 mm
Ø 4“、6“、200/300 mm

ウェハレベル光学素子
レーザーダイオード

標準ガラス 厚さ 1.0 mm ~ 6.5 mm
Ø 1“、2“、25/50 mm
50 x 50/100 x 100 mm²

汎用光学素子
レーザー光学素子

くさび形 標準と同様だが、表面が平行でな
い (∆ << 1°)

汎用光学素子
レーザー光学素子

大面積 厚さ 2 mm ~ 10 mm
Ø 300 mm
280 x 320 mm²

レーザー光学素子
宇宙 ・防衛

3D 
(立体)

立方体 5 x 5 x 5 mm³ ~
50 x 50 x 50 mm³

通信光学素子

球形 厚さ 5 mm ~ 70 mm
Ø 最大 180 mm

レーザー光学素子
X線光学素子

円柱状 厚さ 最大 50 mm
幅 最大 200 mm

レーザー光学素子
X線光学素子

プリズム エッジ長最大 50 mm カタログ光学素子
ペリスコープ光学素子

精密光学素子が機能するために必要不可欠なのが、干渉特性を利用して
要求性能を実現する高精度コーティングです。真空製膜装置の開発・製造
の経験から、VON ARDENNEグループは真空コーティングに必要な物理的
プロセスを深く理解しており、非常に多くの異なるアプリケーションへの
技術応用の豊富なノウハウを持ち合わせています。

この知識が、利用するテクノロジーや生産性、柔軟性によって様々
に異なる装置プラットフォームを開発するための基礎となっていま
す。VON ARDENNEのコーティングテクノロジーソリューションは、研究・
開発からパイロット生産、大規模生産まで、すべての範囲の要件をカバ
ーしています。

工業生産と研究開発の両分野における60年の電子ビームプロセス経験、
マグネトロンテクノロジーでの45年以上の経験を持つVON ARDENNE
は、PVD薄膜と真空プロセスに関する製品および技術に関するリーディン
グサプライヤーのひとつです。この専門ノウハウのおかげで、当社はこれ
までに500台以上の真空コーティングシステムを世界中の顧客に供給して
きました。VON ARDENNEは、お客様の生産特性の要件を、バッチ、クラ
スター、インライン、ドラムコーターなどの様々なモジュール方式アセン
ブリシステムに基づき、効率的ですぐれた製膜ソリューションに造り込む
ことができます。

精密光学素子はこの数年、その需要が高まってきています。この市場は
自動運転、IoT、バーチャル・リアリティ（仮想現実）といった現在注目を
集めるテクノロジーや通信、医療、計測技術に関する新しいソリューショ
ンによってこれから成長がさらに加速していきます。

OPTA X  回転プレート製膜システム
高性能多層膜構造対応

搬送 
搬送方式 ロボット、キャリア

システム制御 & ソフトウェア 
ハードウェア 産業用PC/ SPSモジュール
ユーザーインターフェース Windows 10　および   
 制御ソフトウェア / Siemens SPS
MESリンク SECS/ GEM

寸法と重量 
システム合計サイズ (長さ×幅×高さ) 5 m x 5 m x 3 m以上 
システム総重量 構成に応じて異なる

オプション
光学in-situ測定、VA PROCOSプロセス制御システム、基板のプラズマ
処理、基板加熱、他のプロセスチャンバーとの組み合わせ、追加ロード
ロック、その他はご要望により対応可

基板 
材料 ガラス、ポリマー、金属
サイズ (長さ×幅) 最大280 mm×320 mm
直径 最大200/300 mm
厚さ 70 mm

製膜システム 
製膜タイプ DC、パルスDC、AC、CARS*、 
 メタモード、反応性スパッタリング、RF
マグネトロンの種類　 平板型、回転式
プラズマ源　 誘導結合
基板の温度範囲　 室温 / 300 °C
基板の電位　 フローティング
独立したプロセスガス本数　 4（例えばAr、Ar/O2、N2、O2、H2）

OPTA X は高性能光学膜、特に多層構造を持つ光学多層システムに対応
するVON ARDENNEの成膜装置です。製膜は水平に行われ、光学コーテ
ィングにメタモード、CARS*、反応性および非反応性スパッタリングといっ
た様々なプロセスが利用可能です：
このシステムには、マグネトロンおよび/またはプラズマ源を組合わせる
為に使用できる5つのポートが備わっています。in-situ測定テクノロジー
は製膜プロセスの監視と調整にも利用できます。
OPTA X には、モジュール式自動処理システムが装備されていて、様々
な形状の基板からなるシステムの安全な移載が可能になり、基板はカス
タマイズされたキャリアでシステムに送られます。
プロセスと生産の要求に応じて、マガジンロードロックや後処理チャンバ
ーなど異なる種類のモジュールを組み合わせることができます。

*フラウンホーファーIST

 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。



汎用光学素子

レーザーダイオード データ通信

顔認識 & LIDAR
デバイスおよび機器用の光学コンポーネントの需要は成長し 
続けています。

技術の開発・改良によってカメラ、プロジェクター、望遠鏡、光学測定装置
の性能は向上し続けており、干渉光学コーティングより性能の向上した標
準化したコンポーネントを使用することが必要になっています。 

これらの多層膜はコンポーネントの実際の機能を決定します。光を反射した
り、選択的に部分的な光線に分割したり、個々の波長を遮断したり、特定
の周波数範囲の光だけ通過させるフィルターとして働いたりします。

レーザーダイオードに対する需要は、光ファイバーによるデータ転送のア
プリケーションだけではありません。レーザーダイオードは信号テクノロ
ジーに革命を起こしたり、照明の光源として使用されたりしています。 

レーザーダイオードは半導体ウェハを用いクリーンルーム内で製造されて
います。光学的に活性な量子薄膜の境界にある誘電体膜ミラーがレーザ
ー光線の共振器の役割をします。 

光ファイバーを使った未来の高速通信ネットワークでは、光が広帯域の情
報キャリアとして機能します。

異なる周波数帯域を光波伝導体にカップリングしたり、その逆に光波伝導
体から異なる周波数帯域に分離したりするために、あるいはこれらの光信
号のチャンネル多重化のために、1260 ～ 1675nmの波長範囲でIR（赤
外線）バンドパスフィルターを使用しています。 

距離制御のための3次元スキャンセンサーは私たちの日常生活においてま
すます重要になってきています。顔認識を使ったアクセス制御や自動運転
のためのLiDAR支援システムは近赤外線の波長範囲で動作します。 

それらが精密に動作するよう、反射したダイオード光を環境光から正確に
区別する洗練された干渉光学フィルターがカメラのセンサーを補助してい
ます。 

OPTA Xは全ての汎用光学素子に対応するハイエンドスパッタ製膜シ
ステムです。 

OPTA Xは最大直径300 mmのウェハレベル光学素子のためのクリー
ンルーム対応製膜システムです。  

OPTA Xは、プロセスの柔軟性が高く、薄膜ガラスウェハを安全に処
理できるので、そうしたフィルターの大量生産に理想的です。

OPTA Xは、赤外線のスペクトル範囲に対応した監視システムを特徴
としており、電気通信の光学フィルターに理想的な生産プラットフォー
ムを提供します。

高性能多層膜構造の例



構成例

汎用光学素子用 OPTA X

レーザー光学素子用 OPTA Xレンズコーティング

レーザーアプリケーションは材料処理、産業用製造技術、娯楽産業、医
療技術や研究などの分野で発展を続けています。 

高エネルギーのレーザー光線がいっさい損傷を引き起こすことなく、確実
に反射したり、伝導したりするには、干渉光学コーティングに関して非常
に厳しい要件が課されます。 

直径が大きく、厚みのある非球面レンズは多くのリソグラフィやサーマル
イメージング光学素子で使用されています。 

そうしたレンズ素子に、干渉光的に広帯域の反射防止コーティングや選択
的なフィルターコーティングを施す場合、温度や環境の安定性に関して厳
密な仕様を満たさなければならないので、製膜業者は非常に難しい課題
に直面します。 

多層構造 (H/L)
 ĵ Ta2O5/SiO2 (CARS*/メタモード)

プロセスアップ構成
 ĵ ターゲット材料 2
 ĵ デュアル回転カソード 2
 ĵ イオン源 1

プロセスダウン構成
 ĵ ご要望により対応可

特徴
 ĵ In-situ調整マグネットバー（回転ターゲット）

多層構造 (H/L)
 ĵ Nb2O5/SiO2 (CARS*/メタモード)
 ĵ HfO2/SiO2 (RF/メタモード)

プロセスアップ構成
 ĵ ターゲット材料 3
 ĵ デュアル回転カソード 2
 ĵ デュアル平板カソード 1
 ĵ イオン源 1

プロセスダウン構成
 ĵ ご要望により対応可

特徴
 ĵ キャリア上のサブ回転が可能
 ĵ In-situ調整マグネットバー（回転ターゲット）
 ĵ 交換可能なシェイパー

この要件を満たすには、完璧な製膜プロセスが必要不可欠で、 
スパッタアップ構成のOPTA Xはそうしたプロセスを保証します。 

OPTA Xは凹面および凸面の基板において均一なスパッタフィルター
コーティングが可能です。  

高性能多層構造の例

*フラウンホーファーIST

レーザー光学素子
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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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www.vonardenne.biz
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