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R&Dから大量生産へ

精密光学素子用製膜システム



アプリケーション

て要求される光学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、非常に広範な異なる
アプリケーションへ技術展開する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、すべての範囲の製造
装置をカバーしています。

薄膜システム歴史 と 経験

多層構造の機能 
 ĵ 反射防止
 ĵ 傷防止 
 ĵ 非常に低角度シフトで広阻止域のバンドパスフィルター
 ĵ スペクトル/空間反射/ダイクロイックの分離フィルター
 ĵ LIDARアプリケーション用フィルター
 ĵ 顔認識用フィルター
 ĵ 高反射性ミラー
 ĵ コールドミラー
 ĵ 急峻な分光端をもつエッジフィルター
 ĵ 偏光フィルター
 ĵ 紫外可視赤外範囲の超薄バンドパスフィルター
 ĵ ルーゲートフィルター
 ĵ 特殊ミラー（例えばEUV、X線）
 ĵ ビームスプリッター 
 ĵ 防汚（簡単クリーニング）
 ĵ ノッチフィルター

材料
製品の要求に応じて、単純なSiO2/Si3N4系から様々な金属と酸窒化
物の複雑な組み合わせまでの材料を使用できます。

典型的な膜材料/製膜プロセス
 ĵ 高屈折率：   
Si3N4、Nb2O5、TiO2、ZrO2、HfO2、Ta2O5、Cr2O5、アモルファスシ
リコン

 ĵ 低屈折率： 
SiO2、Al2O3

 ĵ 様々な屈折率を持つ膜構成：  
SiOxNy、TiOxNy、AlOxNy、HfZrxOy

 ĵ 金属層： 
Cr、Al、Si、Ag、Au

 ĵ 透明導電層：  
ITO、AZO

当社の積層システムの品質
当社の全積層システムは高精度光学製品向けです。製膜層の一つ
一つが均一性、耐変色性、低欠陥性、表面粗度、品質再現性など
の特性に関して非常に高い要求を満たさなければなりません。 
そして、使用するすべてのプロセスコンポーネントがVON ARDENNE
の高い品質基準を満たす必要があります。それによって、プロセ
ス安定性を長い生産キャンペーン時間の間、維持できることを保
証します。さらに、汚染防止が可能で、この為にコンポーネント
の設計寿命内で使用されることを確実にします。 
エンジニアリング段階であっても、最終的な光学特性はプロセス
ウィンドウを使って調整します。品質管理においては、in-situ測
定機能によって特性評価可能です。これにより、完璧な製品を目
指した製膜の装置内調整の組込みが可能となります。 

電子ビームプロセスでの60年、マグネトロン技術での45年もの工業生
産と研究開発の両分野に貢献してきた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
として知られています。この専門ノウハウによって、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
ブリシステムとして、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）といった注目
を集めるテクノロジーや通信、医療、計測技術の新しいソリューショ
ンによって、成長の加速が期待されています。
精密光学素子が機能するために必要不可欠なのが、干渉特性を応用し

 技術詳細 - 参考例*

安定した可変量により屈折率を調整し、サンプル全体にわたって屈折
率を変化する（アポダイズ）、SiO2/HfO2をベースにした 
ルーゲートフィルターのSEM画像

Ta2O5を使った製膜プロセスの均一性の例

バンドパスフィルターの走査型電子顕微鏡 (SEM) 画像
ベースにAl2O3/SiO2 (81層)
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センサー
ますます多くの光学センサーが製造されるようになっています。用途によって、光学センサーは広範なバリエー
ションがあります。現在急成長している用途は自動運転のためのLiDARセンサーテクノロジーです（光検出と測
距）。 

ディスプレイ
ディスプレイの光学特性は特に影響を受ける可能性があります。用途に応じて、ヘッドアップディスプレイ用に
特別に作られた反射コーティングやタコメーター用の反射防止コーティングのように、特性は正反対になること
があります。

自動車用インフォテインメント
最近の自動車では、インフォテインメント技術がこれまでのラジオに変わって、自動車メーカーにとってはます
ます重要な設計要素になっており、新しい機能が多く付け加えられています。

カメラシステム
カメラシステムの生産数は年々急増しています。スマートフォンに内蔵されているもののさ様にほとんど見えな
いくらい小型ですが、最も洗練された薄膜テクノロジーが詰め込まれています。

顕微鏡/双眼鏡 
顕微鏡/双眼鏡はどちらかというと古典的な製品だと見なされますが、そのコーティングは性能にとって最も重
要です。このことは蛍光顕微鏡のような特殊なテクノロジーを組み合わせた製品には特に当てはまります。

望遠鏡
観察対象が遠くにあればあるほど、適用する薄膜テクノロジーに高度な要件が求められます。これは大型の天体
望遠鏡に特に当てはまります。

レーザー光学素子
レーザー用途は例えば工作機械のように産業にとって必要不可欠なものになってきました。使用するための前提
条件となるのは耐久性のある非破壊光学システムです。

研究 & 開発
ますます多くの応用分野で大規模な研究開発が必要とされるようになり、新しい要件を満たさなければならない
装置製造やキーテクノロジーにも研究開発は必要です。新しい要件を持った応用分野には、例えば、側方および
垂直の傾斜膜テクノロジーや特殊な部分的膜厚分布の自由な形状をもった表面の製膜などがあります。こうした
需要によって、ダイナミックに成長する科学分野が生み出されます。 * データ協力

波長 (mm)



光学アプリケーション用装置ポートフォリオ

装置 OPTA X HISS VISS GC120VCR

精度 +++ ++ ++ ++

基板方向 水平方向 水平方向 垂直方向 -7° 垂直方向 -7°

最大基板サイズ 280 mm x 320 mm 600 mm x 1100 mm 600 mm x 2400 mm 1200 mm x 1550 mm

生産性 ++ +++ +++ 大量生産

VON ARDENNEは光学素子で使用される基板のスパッタ製膜用にいくつか
の装置プラットフォームを提供しています。モジュール式設計で機能
と生産性を特殊タスクに適応させることができる点がすべてのプラッ
トフォームに共通しています。プラットフォームは顧客の仕様に合わ
せて構成されます。標準モジュールがご利用になれるほか、当社では
お客様の要求に対応した特殊ソリューションも提供できます。

各プラットフォームは異なる用途向けに設計されているので、その特
性によって区別できます。 

OPTA X は最も洗練されたタスクに適しています。OPTA Xによって様
々なテクノロジーを利用することが可能になり、特に非常に多くの層
を持つ多層システムに対応する優れた膜特性と安定した層スタックを
作り出します。

インラインシステム HISS, VISS および GC120VCR は、限られた数の
層数で大規模な製造を行うための生産システムです。 製膜方向と生産
性が大きな特徴で、シングルエンド式からキャリア復帰システムとキ
ャリアの自動ロードおよびアンロードを統合したインラインまで幅広
い範囲の様々な構成から利用可能です。したがって、所有コストを低
減することが可能になります。  

様々な種類のプラットフォームが持つ最大のメリットは、プラットフ
ォームのスケーリング可能性です。それゆえ、研究・開発から小規模
生産、そして大規模生産まで、幅広い範囲のアプリケーションに適し
ています。さらに、実証済みのVON ARDENNEコンポーネントを使用する
ことによって、スケーリングやプロセス搬送をこれまで以上に促進し
ます。

当社のモジュール式プロセスシステムの成功の基盤となっているの
は、広範かつフレキシブルな構成の対応、豊富なテクノロジー経験と
ノウハウ、そして社内で開発し製造されたキーコンポーネントです。
必要なツール構成に応じ、VON ARDENNEシステムは、多様なコンポーネ
ントの1つまたは複数を採用します。モジュール設計の為、システムは
最初の立ち上げ以降でも、これらのコンポーネントを使いアップグレ
ードや、増設することも可能です。

VON ARDENNE装置の製膜に使用される主要テクノロジーはマグネトロン
スパッタリングです。マグネトロンスパッタリング源などの必要なコ
ンポーネントを社内で開発・製造し、40年以上にわたる豊富な経験を
有しています。

VON ARDENNEマグネトロンは幅広いアプリケーションに利用されてい
ます。先進のスパッタリング装置の設計および設置から得られた長年
の経験により、VON ARDENNEはRFおよびACプロセスからDCプロセスま 1974年 - アルデンヌ研究所で最初のリングギャップ放電

VON ARDENNEマグネトロンスパッタ源

キーコンポーネント

で、平板型から回転型アプリケーション、さらにはターボポンプ内蔵
マグネトロンにいたるまで幅広い種類のソリューションを提供してい
ます。

OPTA X GC120VCR

VISSHISS

VON ARDENNE前処理コンポーネント

VON ARDENNEシミュレーションソフトウェアおよびプロセス制御システム

円形マグネトロン

逆スパッタエッチング装置

シミュレーション

四角形マグネトロン

グロー放電デバイス

VA PROCOS 2プロセス制御システム

円筒形マグネトロン  

LIONイオン源

WICON制御ソフトウェア



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 RT / 300 °C 
基板の電位 フローティング 
個別のプロセスガスの使用本数 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

構成例

汎用光学素子用 OPTA X

レーザー光学素子用 OPTA X

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

*フラウンホーファーIST

監視モニター

イオン源 O2

監視モニター

イオン源 O2

TaOx

Si

 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。

NbOx 

HfO2

Si



VISS  垂直製膜システム
高度にフレキシブルなインラインシステム

垂直インラインスパッタシステムVISS は、垂直蒸着プロセスをラボ
での使用から生産へとスケールアップする際に最適なモジュール式ソ
リューションです。ツールはシングルエンド式インラインとして、ま
たは連続処理用として利用可能で、基板サイズを最大で600 mm x 2400 
mmまでスケールアップするのに適しています。 

基板はキャリアシステムによって搬送され、このシステムは垂直方向
に7°まで傾きます。基板ロードは処理面に触れずにロードできます。

基板 
材料 ガラス、ポリマー、金属
サイズ (長さ×幅) 最大600 mm×2400 mm

製膜システム 
製膜タイプ DC、パルスDC、AC、RF 
マグネトロンの種類 平板型、回転式
プラズマ源 
 グロー放電デバイス、逆スパッタエッチング装置 (ISE) または
 イオン源
スパッタモード 垂直
基板の温度範囲 RT 
基板の電位 浮遊
個別のプロセスガスの使用本数 4 （例えばAr、Ar/O2、N2、O2、H2）

搬送 
搬送方式 キャリア搬送型、オプション：キャリア復帰システム、スト
ッカー
ロード オプション：ロボットによる自動ロード/アンロード

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　WICON制御ソフトウェ
ア
MESリンク SECS/ GEM

寸法と重量 
バージョン (400/600) および構成に応じて異なる

オプション
プラズマ前処理、プロセステクノロジー、VA PROCOSプロセス制御シス
テム、光学in-situ測定、簡単クリーニングモジュール (ETC)、その他
はご要望により対応可

HISS  水平製膜システム
中規模生産のためのフレキシブルでスケーリング可能なシステム

基板 
材料 ガラス、ポリマー、金属
製膜幅 400 mm または 600 mm
長さ 最大 1100 mm

製膜システム 
製膜タイプ DC、パルスDC、AC、RF 
マグネトロンの種類 平板型、回転式
プラズマ源 
 グロー放電デバイス、逆スパッタエッチング (ISE) または
 イオン源
スパッタ方向 上向き、下向き
基板の温度範囲 RT / 300 °C 
基板の電位 浮遊
個別のプロセスガスの使用本数 4 （例えばAr、Ar/O2、N2、O2、H2）

搬送 
搬送方式 キャリア搬送型、
 オプション：キャリア回収システム 、 ストッカー
ロード オプション：ロボットによる自動ロード/アンロード 

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　WICON制御ソフトウェア
MESリンク SECS/ GEM

寸法と重量 
バージョン (400/600) および構成に応じて異なる

オプション
プラズマ前処理、プロセステクノロジー、VA PROCOSプロセス制御シス
テム、光学in-situ測定、防汚成膜モジュール (ETC)、その他はご要望
により対応可

HISSはキャリアをベースにした基板搬送機能付きのモジュール式真空
コーティングシステムです。本製品は、実証済みのテクノロジーを装
備した、小規模から中規模までのスループットで、柔軟性の高い製造
装置をお探しのお客様に完璧な製品です。

モジュール式設計なので、HISSはお客様のニーズに合わせて構成でき
ます。当社では、小規模生産向けのシングルエンド式バージョンなど
様々な基本構成でシステムを提供しています。

プロセスチャンバーは平板型または回転式のマグネトロンで構成でき
る為、システムは高い優れたプロセス柔軟性を提供します。イオン前
処理または加熱および冷却ユニットがご要望により利用可能です。入
口 /出口、バッファ、および搬送チャンバーのようなすべての補助チャ
ンバーを同様の方法でアップグレードできます。

標準化されたサブコンポーネントを使ったシステムのフレキシブルで
ダイナミックな設計により、構成のカスタマイズが可能です。つま
り、システムを新しいプロセスまたは要件に適応させることができま
す。したがって、顧客は非常にダイナミックに行動でき、製品の進化
に適応することができます。

 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。

 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。



特徴

テクノロジー& 
アプリケーションセンター 
 ĵ 顧客評価用サンプルコーティング
 ĵ カスタマイズされた層スタックの開発
 ĵ 製品とプロセスの検証および最適化
 ĵ 新しいテクノロジーおよびコンポーネントの試験

提携パートナー 
VON ARDENNEは研究開発作業をさらに深め、未来のテクノロジーを見極めるた
めにパートナーとの緊密なネットワークを形成しています。

提携機関：

 ĵ IPMS、FEP、ISEなどのフラウンホーファー研究所
 ĵ ヘルムホルツ協会研究所（ユーリッヒ、ベルリン）
 ĵ 大学（ドレスデン、キール、シェフィールド）
 — FAP GmbH、scia Systems GmbHなどの企業

 
専門シミュレーションサポート 
当社では、プラズマ、加熱および冷却に関する最高のプロセス品質が確実に得
られるよう専門シミュレーションサポートを提供しています。さらに、当社の
シミュレーションツールは膜特性の実証、開発、改良や当社システムのプロセ
ス、詳細、パフォーマンスの定義または最適化に役立ちます。

グローバルプロジェクトの経験 
VON ARDENNEの装置は50か国以上で使用されています。当社は複数の市場に向
けて、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。 

包括的なサービスポートフォリオ 
 ĵ 世界に広がるVON ARDENNEサービス拠点
 ĵ 現場サービス（ご要望により対応）
 ĵ 当社のテクノロジー部門からリモートアクセス（必要に応じて）
 ĵ 常設の保守、技術トレーニングを提供
 ĵ 顧客サイト近くに予備部品&消耗部品倉庫
 ĵ 消耗部品の寿命延長

アップグレード & 改造 
モジュール式設計と当社提供のアップグレードにより、お客様の事業の成長に
合わせて、お使いのVON ARDENNEもすぐに成長していきます。アプリケーショ
ンの変更を決定された場合は、必要なテクノロジーアップグレードも供給いた
します。 

さらに、お使いの装置が老朽化したら、VON ARDENNEまたはサードパーティー
の機械であるかに関係なく、当社がシステムに新しいコンポーネントを後付け
いたします。

GC120VCR  垂直製膜システム
業界実証済みの省フットプリント生産システム

GC120VCR は、平板ガラス基板または他の材料に金属および酸化物薄
膜多層システムを製膜するための垂直インライン製膜システムです。 
大面積製膜用の実証済み真空製膜装置の開発と製造におけるリーディ
ングカンパニーとして、VON ARDENNEはPVDテクノロジーに関する幅広
いノウハウと経験をGC120VCR プラットフォームに反映させました。
このシステムの信頼性は、すでにPV産業で十分に実証されています。

垂直およびキャリア搬送型の設計により、 GC120VCRはフットプリン
トが小さく、必要なメンテナンスを減らせます。

システムはメンテナンスしやすい設計になっているので、ターゲット
交換やメンテナンスのためにマグネトロン周辺に簡単にアクセスでき
ます。

搬送 
搬送方式 インライン、キャリア搬送型 
基板の向き 垂直、LEL、SEL
搬送速度 ≤ 3.5 m/min
サイクル時間 30秒

システム制御 & ソフトウェア 
コンピュータハードウェア PLC、Siemens S7
ユーザーインターフェース VON ARDENNEユーザーインターフェース
MESリンク 仕様に応じて

システム寸法 
システム合計サイズ (長さ×幅×高さ) カスタマイズ ×13m × 3.5m 
システム総重量 構成に応じて異なる

基板 
材料 ガラス、ポリマー、金属 
寸法 (長さx幅)、最大  1 550 mm x 1 200 mm （この他も対応可） 
基板厚 1.8 mm (1.4 mm) ～ 4 mm （この他も対応可）

製膜システム 
製膜タイプ DC、パルスDC、AC 
マグネトロンの種類 平板型、シングルまたはデュアル回転式 
スパッタ方向 垂直 
基板の温度範囲 RT / 200 °C / 400 °C 
基板の電位  
個別のプロセスガスの使用本数 最大4 (Ar、O2, N2、X)
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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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