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会社案内



マンフレート・フォン・アルデンヌ (1907-1997) 
16歳の時、自分の実験室で

「どんなものでも完結
したものはない」と考
えるのがマンフレート・
フォン・アルデンヌの人生哲学
でした。彼が成し遂げた多く
の発明やソリューションはそれ
自体で終わるものではなく、
彼のビジョンの実現に向けた
新しいステップでした。

現状のままでいいのかどう
か自問し、改善点を執拗に
探し、リソースを賢く活用す
る、しかもその間ずっと経済
的検討を忘れない。これらの
姿勢が現在も当社の中に生き
続けています。 

マンフレート・フォン・アルデン
ヌの発明と開発は真空、プラズ
マ、電子ビームテクノロジーの
分野における当社の活動の基礎

を形成しました。 

1991年、マンフレート・フォン・
アルデンヌ研究所からスピンオフ

して設立された新会社が当社の
出発点となりました。

フォンアルデンヌとは
して堆積するプロセスです。もう一つは電子ビームテクノロジー
で、金属や合金を溶融するためのプロセスです。

VON ARDENNE製の装置、コンポーネント、テクノロジーは環境保
護やエネルギー変換に重要な貢献をしています。 

当社の顧客は、再生可能エネルギーの生成や資源の持続的な利
用目的に使われる高品質で持続的な製品をVON ARDENNEの装置
を用いて生産しています。そのほか、VON ARDENNEではエネル
ギー蓄積、電気製品用途向けの最先端ソリューションを提供してい
ます。

VON ARDENNEは1991年、マンフレート・フォン・アルデンヌ研究所からスピンオフし
て設立されました。ドレスデンに本社を置き、中国、日本、マレーシア、米国、ベト
ナムに支社をもつグローバル企業に発展しています。マンフレート・フォン・アルデン
ヌの発明は真空、プラズマ、電子ビームテクノロジーの分野における当社の今日の
活動の基礎になっています。 

家族経営のドイツ企業VON ARDENNEは、ガラス、金属箔、ウェハ、ポリマーフィル 
ム、フレキシブルガラスといった材料に薄膜機能層を成膜するための先進的な成膜装 
置を開発・製造しています。 

当社の装置が利用している主要なテクノロジーは二つあります。一つは、マグネトロ
ンスパッタリングで、金属や酸化物などの材料がプラズマで微粒子化され、薄膜と

VON ARDENNEは20年以上にわたって太陽電池に関わり、結 
晶および薄膜ソーラーパネルの世界的トップ企業に高生産性 
の成膜システムを提供しています。当社ではこれらの企業と 
緊密な協力関係を構築し、さらに効率を向上させた次世代モ 
ジュールを開発しています。

エネルギー変換にとって核となる要素が燃料電池です。そしてバ 
イポーラプレートは燃料電池の重要なコンポーネントです。VON 
ARDENNEはステンレススチールバイポーラプレート上にカーボン 
薄膜を成膜させる事に成功しました。カーボン薄膜は金の薄膜と類 
似の電気的・化学的特性を持ち、効率的な燃料電池の低コスト生 
産が可能になります。

効率的なエネルギー貯蔵は化石燃料システムから分離するた
めのもう一つの重要なカギとなる要素です。 

VON ARDENNEはリチウムイオン電池製造のための新しい成 
膜ソリューションを開発中です。このソリューションは従来の 
方法に比べて数多くの利点があります。

当社のプロセスを使うと、出力や電力密度の向上とともに、低生
産コストで長寿命および高速充電の電池が可能になります。

建材ガラスへの積層膜は建物の冷暖房エネルギーを最大で
80%削減しています。当社は建材ガラスの世界トップメーカー
に、この用途の製造装置を供給しています。自動車セクター
の顧客も、ガラス製造に同様の薄膜を使用しています。当社
の薄膜は燃焼エンジン車の排ガスとエネルギー消費の量を減
らすのに役立ち、電気自動車の走行可能距離を増やします。

航空機エンジンのメーカーでは、航空機の燃料消費削減を目標と 
しています。当社の装置による高性能セラミック層を成膜した新し 
いタービン翼は、この目標に貢献しています。

当社のテクノロジー応用分野としてもう一つ重要な分野がエ
レクトロニクス産業です。 

当社の成膜は高性能、軽量、フレキシブルなコンポーネント 
製造に寄与し、

医療、自動車、照明、産業用電子機器および家電製品に応用され
ています。

表紙ページの写真：VON ARDENNEスパッタシステム内部で明るく輝くプラズマ



 
 
 
顧客は多くの場合、製品開発によって新しい領域を開拓します。実現の為
には出来合いのソリューションでは役に立ちません。

  どの基板にどの層を成膜するか？ 
  それにはどのテクノロジーが必要か？ 

アプリケーションのノウハウ
特殊なタスクに適した成膜方法はどの方法でしょうか？ 
もちろん、当社はマグネトロンスパッタリングを自在に駆使していま
す。VON ARDENNEはすでに45年以上も前から、工業規模でマグネトロン
スパッタリングを利用してきた先駆的企業の一つです。今日、当社は大型基
材の成膜に注力しています。 
電子ビームプロセスは、当社の第二のキーテクノロジーであり、60年以上
の間製品提供してきました。VON ARDENNEの電子ビームガンは世界で最
も強力で、業界の基準になっています。 

当社では生産の特性の要件から効率的で他にひけを取らない成膜ソリューシ
ョンを生み出し、その目的に合った革新的な機械のコンセプトを開発、製造
することができます。アプリケーション、テクノロジー、そしてプロセスと技
術に関するノウハウが完璧に組み合わせられています。

装置技術の専門ノウハウテクノロジーとプロセスの専門ノウハウ
当社はハイテク機械を製造しています。新しいアプリケーションや基板の種
類に合わせて当社ではシステムを開発、設計、製造しています。 

当社の機械はプラットフォーム構造を基礎にしており、ほとんどすべての要
求に対応します。このコンセプトの下、R&Dからパイロット生産、大規模生
産までのスケール拡大に対応しています。 

スパッタリングの専門知識

プラズマCVD、ホットワイヤーCVD、原子層製膜も当社の製品テクノロジー
の一部となり、ますます重要性が高まっています。その他、プロセスモニタ
ーや制御システムも当社のコアテクノロジーの一部です。さらに、様々な機
器類を装備し、大規模なサンプリングが可能な自社アプリケーションセンタ
ーを運営しています。 

電子ビームの専門知識

... 様々な設計の当社装置 ...  
例えばR2Rなど... ... あるいは横型装置...

プロジェクト前：未処理基板

様々な原材料… ... 様々な形状 ...

プロジェクト後：成膜された基板 

成膜された基板を使った 
顧客のアプリケーション分野：

銅

鋼、 
ステンレ

ス鋼 ウェハ

ウェブ ガラス
テキスタ
イル材料

平板 ロール

3次元形
状

当社では、機械だけが決定的な要素ではなく、当社のサポートと専門ノウ
ハウに対する経験値も重要であると確信しています。こうした確信に基づい
て当社は前進してきました。最高のソリューションはハードウェアだけで成り
立っているわけではありません。

パッケージ全体によって構成されているのです。顧客の戦略を顧客の立場
になって考えるこうしたアプローチ、そして提供される当社の生産システム
を含め、VON ARDENNEの将来にご期待下さい。

事業内容 - VON ARDENNEの基本的アプローチ



建材および 
モビリティー
向けの 
ガラス成膜
透明でかつ効果大

低コストで高い生産性

薄膜太陽
電池

高効率ソーラーセル製造
結晶太陽電池

VON ARDENNEは建材ガラス成膜装置のリーディングメーカーです。当社は
世界の主要なガラスメーカーに最新の成膜システムを供給しています。これ
らのシステムには当社のキーコンポーネントであるVON ARDENNE製マグネ
トロンが装備されています。
ご希望の構成と必要な成膜システムに応じて、当社ではモジュール式ガラ
ス成膜システムGC330HおよびGC254Hを顧客要求に応じカスタマイズしま
す。

建材ガラス薄膜はエネルギー消費を大幅に削減するので、環境保護に貢献
します。このようにして、陽光遮断膜は夏場に建物内部が熱くなるのを防
ぎ、冷房のコストを減らします。一方、冬には低放射 (Low-E) コーティング
がガラス表面から屋外への熱損失をほとんど完全に防止するので、暖房エ
ネルギーの損失がほとんどありません。その結果、建物の冷暖房に使うエ
ネルギーの最大80％が節約できます。
これと同じ技術の利点が有名自動車ガラスメーカーにも利用できるよう、当

VON ARDENNEの成膜システムは薄膜太陽電池のスタンダードも作り続けて
います。このシステムを使って、当社の顧客は太陽光発電、建物の屋根や
外壁で使用するための薄膜モジュールを製造しています。

PIA|nova®とXENIAは、裏面電極層、透明導電膜 (TCO) 、そしてCIGSや
CdTeテクノロジーのような様々な種類の吸収層を成膜するモジュール式を採
用した、高度な自動化装置プラットフォームです。装置がモジュール設計な
ので、顧客の要件に合わせて装置を構成でき、 

業界では薄膜パネルの大型化が進み、最大2 x 1.2メートルサイズのモジュ
ールが生産されています。薄膜太陽電池メーカーとの長年にわたる提携、
そして大型ガラス基板の成膜に関して積み上げてきた経験により、 
 
VON ARDENNEは生産コストを減らしつつ、同時に変換効率を向上させる推
進力になっています。当社のモジュール式システムは1ギガワットに及ぶ年

当社は結晶および薄膜ソーラーパネルのメーカーに150台以上の成膜システ
ムを設置してきた経験を基に、卓越したプロセスのノウハウを蓄積してきま
した。この専門ノウハウは次世代の高効率ソーラーセル向け成膜システムの
開発にも取り込まれました。 
顧客のニーズに応じてカスタマイズ可能なモジュール式のXEA|novaウェハ
成膜システムによって、VON ARDENNEはすでにヘテロ接合型テクノロジー
(HJT) 市場に広く受け容れられています。この成膜システムは現在、年間総
生産量1.5ギガワットピークの生産ラインで稼働しています。1回の成膜サイ
クルでウェハの両面成膜を行える点が生産性および柔軟性の高いこのツール
の特徴の一つで、標準フォーマットのウェハは勿論、特殊フォーマットのウェ
ハにも対応します。
セル生産の生産性向上とコスト削減はこの業界の推進要因であり続けてい
ます。当社の最新システムコンセプトXEA|nova Lにはこうした傾向が考慮
に入れられています：サイクルによって異なりますが、1.5 x 3.3 mのサイズ
のキャリアの場合、6インチサイズで1時間当たり最大10,000枚のウェハを

社の装置とテクノロジーを提供しています。太陽光遮断膜は車内が熱くなる
のを防ぎ、エネルギー消費を減らします。そのようなガラスは電気自動車に
とっては特に重要です。冷暖房に必要なエネルギーは自動車のバッテリーか
ら供給されるので、車両の走行距離に大きく影響することになるからです。

間生産量をもつ生産ラインによって、生産性の新しいスタンダードを作り続
けています。

製膜できます。 
こうしたトレンドは、信頼でき経済的な再生可能エネルギー源として太陽電
池の地位を確立しようとしている業界の開発のあり方にも影響を与えていく
ことでしょう。そこでVON ARDENNEは、高生産性、高精度な薄膜成膜テク
ノロジーによって可能になる新しい高効率セルコンセプトの開発を今後も継
続していきます。

建材ガラスの大面積成膜用システム

太陽光発電分野向けの成膜シリコンウェハ用モジュール式システムプラットフォーム

EXAMPLE

EXAMPLE

GC330H

XEA  nova®

エネルギー 
を生成

エネルギー 
を生成

エネルギー 
を節約

太陽電池のガラス成膜のための生産性の高いモジュール式装置

EXAMPLE
XENIA



ロールガラス - 次世
代のテクノロジー  

特別注文対応チーム 

万能システム 

フレキシ
ブル 
基板

特殊 
アプリケー
ション

モジュー
ル式 
プロセス
システム

専門知識、PVDプロセスと製膜システムによって、当社はバッテリーおよび
燃料電池メーカーにコスト効率に優れた、大規模生産に向けた理想的なソリ
ューションを提供します。 

これらのシステムには真空薄膜テクノロジーのすべての重要な要素が使用さ
れています（PVDおよびPECVDなど）。またそれに留まらず、前処理や後
処理の加熱ソリューション、HIPIMS、ALDの研究装置、電子ビームまたは
イオンビームによるエッチングも搭載可能です。

システムがモジュール式設計なので、テクノロジーや生産性に応じた長期的
な変更にも対応可能です。VONARDENNEはこの目的のために適当なアップ
グレードを提供し、幅広いサービスによって顧客をサポートします。 

FOSA LabX

HJTクラスターシステム

TUBA

EXAMPLE

EXAMPLE

EXAMPLE

成膜フィルムはタッチスクリーン、タブレット、スマートフォンに欠くことので
きない部材です。車両用ガラスの太陽光遮断膜は快適な車内の温度状
態を実 現し、同時に燃料を節約します。古いビルの窓に低放射 (Low-E)
フィルム
を後付けすると、冷暖房コストが大幅に下がります。

当社のFOSAおよびFOBAウェブコーティングシステムは、ディスプレイ用に
タッチ接点を成膜したポリマーフィルムや帯電防止、反射防止、Low-E成膜
のフィルム、あるいは高性能リチウムイオン電池用のカーボン成膜など他の
様々な種類のアプリケーション向けにカスタマイズできます。

VON ARDENNEは小規模から幅2m以上まで、ロール・ツー・ロールプロセ
スの真空コーティングのシステムを供給しています。このシステムはポリマ
ーフィルム、金属箔、フレキシブルガラスといった様々な種類の基板を成膜
し、窓用フィルム、フレキシブルエレクトロニクス、バッテリー向け市場で
利用されています。

航空輸送は成長を続けており、それに応じて燃料消費の引き下げ、排気ガ
スの減少、エンジンの静音化という要求がますます大きくなっています。そ
の結果、航空機メーカーおよび航空会社における効率的なエンジンの需要
は世界的に大きくなっています。これらの要求に応えるためには、現代のタ
ービンは従来よりもはるかに高い燃焼温度と温度変動に耐えなければなり
ません。最新の高性能セラミックの製膜によってこうした要求が達成されま
す。VON ARDENNEのTUBAは次世代のタービンに最適なシステムコンセプ
トです。

電気自動車は自動車市場でますます普及拡大しており、燃焼エンジン車か
ら市場が移行しつつあります。VON ARDENNEは、無公害で環境にやさしい
移動手段というトレンドを興味深く見守っています。  
 

VON ARDENNEは工業生産および研究開発のためのシステムの構築で50年
以上の経験をもっています。この専門ノウハウを活かして、顧客に比較的小
さな基板の真空成膜用システムを数百台も供給してきました。

当社のモジュール式システムにより、ウェハーをベースにした製品、3次元形
状製品、バッチで成膜幅が1,000 mm以下の基板、ドラム式成膜装置、クラ
スター型、あるいはインラインシステムを自由自在にカスタマイズしたソ
リューション提供が可能です。 

これらのシステムは多くの産業分野で研究、開発、生産に利用されていま
す。半導体産業の製品、センサー組み立ての製品、光学的に高精度な多層
構造をもつ製品および光微小電気機械システム (MOEMS)とMEMS用など広
範に渡っています。

フレキシブル基板用ロール・ツー・ロールシステム

タービン翼用成膜システム

ヘテロ接合型 (HJT) ソーラーセル向けクラスターシステム
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当社のシステムは世界50か国以上で稼動していて、輸出比率は90%を
超えます。顧客との緊密さが非常に重要であることは疑いありません。
そのために当社では2002年から、顧客の本社や生産拠点のある地域に
支社を設け始めました。 

現在当社は中国、マレーシア、日本、米国、ベトナムに支社を、他の

国際的なネットワークとサービス 

目標：高い顧客満足度
当社では、顧客の設置建屋への納入から稼働停止までシステムおよび
コンポーネントの全サービスライフを通じて弊社一社からのサービスを
提供します。  
高度なアプリケーション計画とともに、顧客に対するサービスは、既に
現地にて、設置、立ち上げ、サービスを通してシステムをよく知る同じ
VON ARDENNE社員が取り扱います。その結果、はるかに効率のよい

国に代理店を設け、グローバルな販売およびサービスのネットワークを
築いています。 

VON ARDENNEはすでに世界で500以上のシステムを顧客に設置して
おり、高い信頼性と生産性をもつこれらの機械の多くが現在も稼働して
います。今後数年間にも新しいシステムが数多く出荷される予定です。 

成膜システムの設置数の増加により、サービス、スペア部品、アップ
グレードの事業も成長しています。これらの課題を解決し、独自の高い
水準と顧客基準を満たすために、当社はサービスを拡張し続けていま
す。これは、顧客の満足こそがVON ARDENNEにとって最優先事項だ
からです。

当社がカバーする全市場で消耗部品とスペア部品を、迅速に高い信頼
性で供給しています。同時に、市場に適応し、サービスおよびアップグ
レードに関して異なる要望にも対応するため、各支社のセールスおよび
エンジニアリング能力を増強しています。

サービスが可能になり、顧客にとっては大きなプラスになります。 

新しいハードウェアと伝統的なサービスに加えて、デジタルサービスが
当社の製品ラインナップの中でますます重要な役割を演じるようになっ
ています。このデジタルサービスはシステムの運転とメンテナンスを簡
略化し、さらに効率化を進めます。これらには、例えば特殊eラーニン
グ、スペア部品デジタルカタログ、そしてスマートガラスのような拡張
現実 (AR) アプリケーションが含まれ、eラーニングコンテンツやトラブ
ルシューティング手順、あるいはメンテナンスのアドバイスなどリアルタ
イムの情報を顧客に提供します。 



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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