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偽造防止  
テクノロジー 
ミクロ構造ポリマーフィルム上へのホログラフコー
ティング

機能層を使ったフレキシブルガラ
スのロール・ツー・ロール製膜  

フレキシブルガラスはユニークな組み合わせの特性をもつ未来の基板
材料です。ロール型で入手可能で、フレキシブルエレクトロニクス、
太陽光電池、ディスプレイといったアプリケーションに理想的です。 

VON ARDENNEはフレキシブルガラスの処理用に最適化されたロール・ツ
ー・ロール真空コーティングシステム、FOSA LabX 330 Glassを開発し
ました。デモンストレーションやサンプリング、ドレスデンでの製品
合同開発に利用可能で、フレキシブルガラスをラボから大規模市場に
展開するのに役立ちます。

装飾コーティング  
装飾アプリケーション用のポリマー基板のキズ防止、
カラー、密着性が最適化されたコーティング

フレキシブル太陽光電池 
フレキシブルPV基板用の金属化、光学フィルター、バ
リヤー膜コーティング

最先端パッケージング 
電子ビーム蒸着法による次世代パッケージ用コーテ
ィング技術

カスタマイズされた真空ウェブ 
コーティングソリューション

顧客の発展、そして製品アイデアに焦点を合わせるのを手伝う
のが私たちの目標です。 

それゆえ、当社では既存の装置コンセプトをカスタマイズしたり、顧
客向けに特殊にカスタマイズされた装置を設計するソリューションを
提供しています。 
 
さらに、顧客は例えば独自の製膜コンポーネントなど特殊な製膜テク
ノロジーを取り込むことができます。私たちは顧客が製品を研究開発
スケールから、世界へ展開するための量産へとスケールアップするの
をサポートします。

真空ウェブコーティングアプリケーション ウェブコーティング VON ARDENNEの特徴
VON ARDENNEは、現在最も注目されているポリマーフィルムやフレキシ
ブルガラス、金属箔などの薄膜アプリケーション用にカスタマイズし
たウェブコーティングソリューションを提供します。これらのソリュ
ーションは、製膜装置、キーテクノロジーコンポーネント、アプリケ
ーションテクノロジーによって構成されています。 

ロール・ツー・ロール製膜の15年以上の経験、マグネトロンスパッタ
リングで40年、そして電子ビームテクノロジーの分野で55年と、当社

が蓄積してきたプロセスに関する豊富な専門ノウハウと経験が顧客に
大きく役立ちます。さらに私たちは顧客が自分の製品、プロセスの質
を一歩一歩高めていくのをサポートします。そのために当社では様々
な基板タイプやサイズ用の自社製サンプル製膜装置やテクノロジーサ
ポートなどユニークな設備を提供しています。

顧客のアイデアを元に、最初のラボテストから最も競争力ある大規模
生産装置の製造まで、顧客の皆様とともに開発していきます。

最先端窓用フィルム 
ポリマーフィルム(PET,PTFE)を用いた低放射 (Low-E) および  
ソーラーコントロール光学膜

VON ARDENNEは、ガラスとフィルム基材の建築用コーティング装置のサ
プライヤーとして世界をリードしています。 

前述の基材によるシングル、ダブル、トリプル Low-E 構造に関する専
門ノウハウと知的財産を提供しています。ウィンドウフィルムコーテ
ィングの特殊な要求は、量産装置FOSAの仕様に、「即使用可能」な構
成で組み込まれています。

フレキシブルディスプレイ　  
フレキシブルエレクトロニクス

ポリマーフィルム用　反射防止・保護膜 
VON ARDENNEは、PETやTACといったポリマーフィルム製品の反射防止膜
や帯電防止製膜用ウェブコーティング装置のリーディングサプライヤ
ーです。 

メタルメッシュ技術　新しいフィルムタッチセンサー 
金属および金属酸化物の多層構造を用いた「メタルメッシュ」タッチ
センサー生産技術を提供しています。このソリューションによって、
ポリマーフィルムの両面に密着性、導電性、色特性を最適に組み合わ
せ基材を作成可能です。

ポリマーフィルムやフレキシブルガラスのITO製膜  
VON ARDENNEは、湿式＋ドライ積層の光学特性を整合させるITO製膜技
術と装置を提供しています。  
さらに、OLEDアプリケーション向けのITOを皮切りに、フレキシブルガ
ラスに対応するロール・ツー・ロール装置とそのプロセスの開発が当
社の戦略的目標です。

ポリマーフィルム上の 
バリヤー層

VON ARDENNEはポリマーフィルム上に湿気や酸素のバリヤーを形成する
高性能バリヤー多層テクノロジーと装置を供給します。このバリヤー
はスケーリング可能で、大きな表面で信頼性が高く、コストを基準以
下に保ちます。

これまで量産工場向けに26台以上のウェブコーティング装置の納入実
績と55年のプロセス経験を持つ VON ARDENNEは、ハイテク分野で多く
の知的財産を獲得してきました。 
この知的財産は、窓用フィルム市場向けの積層構造からあらゆる薄

テクノロジー&  
アプリケーションセンター 

製品とプロセスの検証および最適化 
顧客のアプリケーションのサンプルコーティング

提携パートナー 

フラウンホーファーFEP、薄膜欧州協会、AIMCAL

専門ノウハウとシミュレーションサポート
優れたコンセプト開発および評価を実現

世界中に展開 

各種中規模・大規模量産装置

製造ラインサポート 

装置引渡し後に顧客の現場でサポートし、効率的な生産向上 

顧客に合わせたサービス&サポート 

世界中のどこでも、24時間365日対応

既存装置のアップグレード 
新しいコンポーネントおよびアプリケーションテクノロジーによって

実現します

リチウムイオンバッテリー用 
薄膜機能層

当社では薄膜ポリマーまたは金属基板上のバッテリーアプリケーショ
ン用の機能層のロール・ツー・ロール製膜ソリューションを提供して
います。これらの製膜はコストの削減、リチウムイオンバッテリーの
性能向上に役立ちます。

膜材料に関する特殊なプロセスノウハウにいたるまで広範囲に及びま
す。そしてこれは多くのお客様の要求にそった最適なソリューション
提供の基礎になっています。

巻き取り機構のANSYSシミュレーション 磁場およびPICMC プラズマシ
ミュレーション 



製品ラインナップ VON ARDENNEは、5 機種のプラットフォームを提供しています。プロセ
ス、年間生産規模、設置環境、予算などの要求に応じ最適なソリュー
ションを選択可能です。

FOSAシリーズは、回転式マグネトロンや、繊細な薄いフィルムを正逆
両方向処理に対応した巻取りシステムに代表される当社のプロセスお
よびハイテク機材を使用しています。

FOSA MXとFOSA CX は例えばディスプレイや窓用フィルムの量産に理想
的な装置です。FOSA MX 300/600は、小規模生産と加工、製品検証のた
めに設計され、小型ながら当社独自の重要なコンポーネントを使用し
ています。

FOSA MXはモジュール式設計のウェブコーティングシステムです。大規
模な生産に理想的で、最大3つのコーティングドラムを構成できます。 

そのうえ、先進的なメンテナンスコンセプトを提供しています。FOSA 
MXは反射防止や窓用フィルムなど複雑な層スタックの場合にダウンタ
イムを最小限に抑えるよう設計されています。

FOSA CXは、ポリマー膜上への薄い機能層のロール・ツー・ロール製膜
用のコンパクトな生産ツールです。大規模な生産に理想的で、シング
ルドラムアプリケーション向けに最適化されています。 
 
さらに自由に構成可能なコンパートメント構造を活かして、メンテナ
ンスが両側から簡単にできます。FOSA MXはオペレーターの介入を最小
にした長期キャンペーン生産のために設計されています。

   製品と顧客のビジネス要件に合わせてカスタマイズされた装置

   自社のテクノロジー&アプリケーションセンターで検証・ 
 試験済み

   特殊設計の巻取りシステム（処理面に非接触、両面製膜、 
エキゾチック基板）

FOSA MX300/600は、幅広い範囲の基板およびアプリケーションに対応
し、モジュール式で拡張性のある、高度にカスタマイズ可能なプラッ
トフォームをベースにしたウェブコーティングシステムです。ラボか
ら生産まで、すべてのプロセスおよび製品の認定ステップ用に特殊設
計されています。
このシステムは工業生産向けの当社のウェブコーティングシステムと
同じキーコンポーネントを使用していますが、規模は小さめです。こ
うして当社の顧客はラボの条件下で自分のアプリケーションをテスト
し、後で量産用に規模を拡大するときに時間を節約できます。

VON ARDENNEはフレキシブルガラスの処理用に最適化されたロール・ツ
ー・ロール
真空コーティングシステム、FOSA LabX 330 Glassを開発しました。こ
のシステムは2016年に稼働を開始し、デモンストレーション、サンプ
リング、製品合同開発に利用可能です。関心をお持ちの方は是非当社
にお問い合わせください。

FOBAはフレキシブルな材料のロール・ツー・ロール製膜用製膜システ
ムです。定評ある当社の電子ビーム蒸着テクノロジーを使用して、例
えばホログラフアプリケーション、バッテリーアプリケーション、次
世代のパッケージングなどのために、ポリマー膜や薄い金属箔に高速
で機能層を製膜します。

FOSA MX FOSA MX 300/600

FOSA LabX 330 GLASS

FOBA

FOSA CX 

 カスタマイズされたウェブコーティングシステム

主要な特徴
    シングル、デュアル、トリプルのドラム構成

    ゲートバルブ付きロードロックでキャンペーン時間を短縮

    個別ポンプ式のコンパートメント

    優れたメンテナンスコンセプト

主要な特徴
    シングルドラム、シングルチャンバー

    リバースモード

    高性能真空ポンプセット 

主要な特徴
   様々な種類のプロセスセクションとソースを柔軟に組み合わせ

   モジュール式プロセスチャンバー

   ロードロック付き巻取りチャンバー

   インターリーフおよび薄い基板巻取り用に構成可能

主要な特徴
   超薄ガラス、厚さ100 μm、フレキシブルで軽量、電子アプ 

 リケーションに完璧

   ホットITO製膜用に構成

   メインサプライヤーによって供給されたフレキシブルガラス 
 のロール・ツー・ロール (R2R) による取り扱いおよび製膜 
 に関する実践的な専門ノウハウに基づく 

主要な特徴
   ポリマーフィルムと薄い金属箔用電子ビーム蒸着製膜装置

   VON ARDENNEの電子ビーム蒸着テクノロジーを使用し、 
 あらゆる種類の前処理およびスパッター源を利用可

   最大1000 m/minの高速製膜

FOBAは、定評ある当社の電子ビーム蒸着により、例えばホログラフア
プリケーションなど、ポリマーフィルムや薄い金属箔に高製膜速度で
機能層を製膜します。

標準製品に加えて、顧客の要件に合わせてカスタマイズされたウェブ
コーティングシステムを提供しています。

   様々なプロセスコンポーネント（平板型または回転型マグネト 
 ロン、熱蒸着、電子ビームシステム、PECVDなど）

   VON ARDENNEによる完全サポート：検証および初期エンジニア 
 リングからパイロットツール、第1生産ツール、世界への生産展 
 開、世界的なサービスまで。



  デュアル アノード スパッタリングテク 
    ノロジー
ポリマーフィルムは熱に敏感なので、熱負荷は大量生産の大きな制約要素となります。エネルギ
ー衝撃、そして基板温度はプラズマモード(ACまたは DC)によって決定されます。 
各AC電圧切替えによるプラズマ消失と再印加、DCモードと比べて製膜レートを減少させます。反
応性スパッタリング下ではDCモードはアノードへの堆積が発生し、アノード消滅の問題が引き
起こされます。それにより、プロセスは不安定になり、大量生産における信頼性が低下します。 
熱によるストレスを制限するソリューションがデュアルアノードスパッタリング (DAS) - VON 
ARDENNEによって特許化され、供給されているテクノロジー - です。これにより、高スループッ
トウェブコーティング市場に新展望がもたらされました。

真空ウェブコーティングを実現

当社ではVON ARDENNEコーティングシステムの鍵となるプロセスコンポーネントを開発・提供し
ています。  コンポーネントは当社のテクノロジー&アプリケーションセンターで試験し、現場
で実証されてきました。ウェブコーティング機材への要求は、基板の特性、スループットの高速
化、複雑な技術プロセス、コスト低減、品質基準、設置面積などの要素によって左右されます。 
 
VON ARDENNEは、これらのコンポーネントの理想的な構成を、独自のノウハウと社内研究設備、
優秀なスタッフを駆使し、構築しています。 

メタルモード 
アルゴンのみ

リアクティブモード  
アルゴン + 酸素

マグネトロンテクノロジー
最先端のスパッタリング装置の設計と設置に関わる長年の経験によ
り、当社はそれぞれ特定の処理に最適なコンポーネントを幅広く用意
しています。

 電子ビームテクノロジー

フラッシュランプ アニール テクノロジー
フラッシュランプアニーリングは、製膜/表面の光学的・電気的特性を向上させながら、基板上
の熱負荷を最小限に保ちます。  VON ARDENNEは建材ガラス製膜のためにこのテクノロジーを使
用することによって、このことを見事に実証してきました。 
透明導電層、ゾルゲルコーティングは将来性豊かなウェブコーティングアプリケーションで、ポ
リマーフィルムの触覚的、機械的特性が向上しています。
VON ARDENNEではパートナーに当社のテクノロジーのノウハウとサンプリング設備を提供し、 フ
ラッシュランプアニール向けのウェブコーティングアプリケーションを皆様と共同で開発して
いきます。

VON ARDENNEキーコンポーネント

ウェブコーティングコンポーネントに関する当社のコアコンピタンス

ウェブ　ハンドリング
 — 正方向・逆方向処理可能な、完全リバーシブルな巻取りシステム 
 — 処理面に触れない巻取り
 — フレキシブルガラスの巻取りとコーティングに対応するフリ
ースパン処理
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ウェブコーティングにおいても電子ビームテクノロジーにより次
のことが可能になります：
 — 高熱エネルギープロセス
 — スパッタリングに比べ、より高い製膜レート（金属、合

金、化合物）
 — 最高の膜特性（例：接着性、色、均一性の向上）

+ 電子ビーム偏向システム
エネルギー効果と基板の応力を制限することは、高スループット
ウェブコーティングの鍵となります。VON ARDENNEはインバウン
ドおよびアウトバウンドの電子ビーム向けの先進磁場偏向システ
ムを提供しています。これにより、最大94%の電子が基板に達す
る前に除去されます。

+

特許取得のバリオカソード
高加速電圧が電子ビームの安定蒸着を保証します。これにより、
優秀で安定した蒸着プロセス（特に幅1m以上の基板に使用される
マルチスキップビームプロセスで）を実現します。

+

スパッタリングモード  
DC、DCパルス、デュアルアノードDC、AC-MF、バイポーラプロセス
マグネトロンの種類 
シングル、デュアル、トリプルの平板型または回転式
マグネットバー & マグネットシステム 
平板型 (150 – 800ガウス)、回転式 (500 – 1000ガウス)
ガス導入システム 
二進システム、高速応答、完全にシステム統合されたガス供給ソ
リューション。VON ARDENNEのプロセス制御システム (VAprocos2) 
による反応性スパッタリングアプリケーションを可能にします。

+

PROCESS CONTROL SYSTEM  
VON ARDENNEプロセス制御システム
1980年より、VON ARDENNEは反応性スパッタリングプロセスの分野においてリーディングカン
パニーの位置にあり続けてきました。そして、長年にわたり、プロセスコントロールシステム
「VAprocos」を提供し、最適化してきました。
今日、VAprocos2は、重要な遷移領域において作用点の固定を確実にすることで、化合物層（
例：ITO、TiO2、TiN、Al2O3、AlN、SnO2、SiO2、Si3N4、ZnO、ZrO、Ta2O5） の反応性マグネトロン
スパッタリングを制御しています。VAprocosは、1種あるいは複数の反応性ガス導入も制御しま
す（例：酸窒化物）。

制御方法
 — PEM（プラズマ発光強度）
制御
 — インピーダンス制御
 — Lambdaプローブ制御
 — バランス/IMBAL
 — カスケードコントローラー
 — その他 

主要な特徴
 — モニタリングおよびプロセス制御のためのスケーリン
グ可能なシステム
 — プロセス適用ですぐに使える構成
 — ARCイベント検出およびハンドリングのための特殊処理
 — 工業環境 (IP54/EMC) での 運転対応
 — 以前のVAprocos（PEM）のセンサーとアクターが「プ
ラグ&プレイ」互換

+

DASの利点：
 — 最大50 %のDCエネルギー効果減少、安定したAC反応性プロセス
 — 繊細なポリマー基板に対する熱影響を低減
 — アノード消失の問題を起こさない反応性スパッタリング
 — DCスパッタリングのデューティ比100 %（バイポーラDCと比較して）
 — FOSA MX、CX、LabXで使用の平板型および回転式マグネトロンに利用可能

+

基板の前処理
 — グロー放電デバイス
 — IRヒーター
 — イオンソース処理
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後処理
 — フラッシュランプアニーリング
 — ウェブ　マーカー

2 製膜コンポーネント
 — マグネトロン、ウェブコーティング専用 （DASなど）
 — ウェブコーティング用電子ビームガン
 — プロセス制御システム
 — 新製膜源（例：ICPプラズマ）
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インライン測定システム
 — 可視光、近赤外の透過率および反射率測定
 — 渦電流抵抗測定
 — 品質検査システム（例：しわ検査、パーティクル検出）
 — データ検索および解析システム

3 機械操作インターフェース 
 — 完全統合システム
 — データ保存および解析ツール
 — 生産管理システムと品質検査システムへの連携  

6

回転式マグネトロンテクノロジー -  
最高の総保有コストが得られます！

当社の回転式マグネトロンはFOSAプラットフォームに対応してい
ます。最適なエネルギー効果と優れた製膜均一性に最適化され、
実証済みのターゲット基板間距離が採用されています。
顧客にとってのメリット：平板型マグネトロンと比較し
 — 最大3 mのウェブ幅まで± 1.5 %のコーティング均一性
 — 高製膜レート
 — 最大85 %のターゲット利用率
 — メンテナンス時間の削減
 — 製膜面積当たりの総保有コストの大幅削減

+
アップグレード対応

50年以上の経験を持ち、世界中で400台以上の電子ビームシステムを設
置、VON ARDENNEは最も先進的で強力な電子ビームシステムを提供して
います。 
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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 North America, Inc. I Arizona office  I  +1 480 726 5470 I  +1 480 855 0947 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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ドレスデンに設置された FOSA LabX 330 Glass
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