実証されたコンポーネント秀逸な結果

プラズマコンポーネント
Xシリーズ エンドブロック, Yシリーズ エンドブロック, マグネットバー
平板型マグネトロンボディー, マグネトロン リッド, LION
VA PROCOS 2, VA プロセスマスター, VAトリム&シム ツール

実証されたコンポーネント
秀逸な結果
今、皆様のもとに

シミュレーションによる製品開発

今すぐ！

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。

皆様に

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。

コンポーネントデザイン
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)

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。

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。

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。

すぐれた膜特性を

最高の製膜結果を実現する

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

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

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。

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。

Xシリーズ エンドブロック - XC-S

Xシリーズ エンドブロック - XC-L

回転式マグネトロン用コンポーネント

回転式マグネトロン用コンポーネント

The XC-S End Block is a compact, internal drop-in end block for low- to
medium-power sputter systems. Typical applications for this type of end
block are architectural glass, photovoltaics, web and display coating and
coatings for automotive applications.

Our XC-S End Block is available for upgrades and retrofits for all
coating systems, regardless of the manufacturer. It also covers a wide
range of specifications.

The new X-Series End Block XC-L is a drop-in end block for
mid- to high-power applications such as architectural glass, thin-film
photovoltaics, anti-reflective or TCO coatings.

Furthermore, this end block is easy to maintain and always up to date in
terms of seal systems and current transmission.

The X-Series is available for upgrades and retrofits for all coating systems,
regardless of the manufacturer, and covers a wide range of specifications.

XC-S



The new, state-of-of-the-art design of the XC-L enables easy
maintenance and is always up to date in terms of seal systems and
current transmission.

XC-L

TECHNICAL DATA XC100



Subject to change without notice due to technical improvement.

TECHNICAL DATA XC-L

Subject to change without notice due to technical improvement.

Mounting position
Max. current AC/DC
Max. power
Max. target length
Helium leak rate
Rotation speed
Safe operation weight load 


horizontal and vertical
200 A (60 kHz) / 225 A
100 kW (DC/60 kHz AC)
2500 mm
< 1x10 -6 mbar*I/s
3 min-1 to 60 min-1
≤ 370 kg horizontal mounting
vertical mounting on request)

The dimensions and interfaces of the XC-S End Block
are compatible with all common process lids in the field
and are therefore suited as components for
new coating machines and for retrofits.

Mounting position
Max. current AC/DC
Max. power
Max. target length
Rotation speed
Safe operation weight load 


horizontal and vertical
450 A (DC/80kHz AC)
200 kW (DC/80 kHz AC)
4000 mm
3 min-1 to 60 min-1
≤ 500 kg horizontal mounting
vertical mounting on request)

The dimensions and interfaces of the XC-L End Block
are compatible to all common magnetrons in the field
and are therefore suited for retrofits.

Xシリーズ エンドブロック - XC-S & XC-L
Components for Rotatable Magnetrons



FEATURES



BENEFITS

Efficient Wear & Spare Part Concept

Condition-Based Maintenance
Regular service (< 15min / end block)

ĵ Compact single-sided design

ĵ Less installation space and fewer seals necessary

Due to the modular setup, easy accessibility and robust design, only a
small number of wear and spare parts must be handled:

ĵ Cartridge design for all wear parts

ĵ Basic maintenance in less than 15 minutes, major maintenance in
less than than 30 minutes

ĵ Water and vacuum sealing cartridges for regular service

ĵ 1 year+ interval (depending on process set up)

ĵ Brushes and sealings for advanced service

Advanced service (< 30min / end block

ĵ Carbon brush exchange can be done individually

ĵ includes water and vacuum rotary sealing

ĵ For regular and advanced service, the end block remains installed, no
need for additional end block maintenance areas near production tools

ĵ Additionally brushes and/or sealing counter surface can be replaced
if needed

ĵ Bearings and further critical parts designed as permanent or “never
needs maintenance”

ĵ 5 years+ , interval depending on the target weight

ĵ Seal counter surface and sealing designed as plug and play: interchangeable parts to keep seal systems always up to date

Quality Control

ĵ No dismounting required
ĵ Flexible target holder

ĵ Low chance of human error for seal systems
ĵ Compensates unbalanced target

ĵ Interchangeable seal system

ĵ Reduce forces on bearing
ĵ Always up to date with best seal systems

ĵ Multiple shielding options

ĵ Perfect fit for each process setup

ĵ Encapsuled areas and double redundant seal systems

ĵ Separation of functions to ensure durability

ĵ Smart ready

ĵ Prepared to achieve maximum control

Proven Tool Kit

ĵ Immediate vacuum check

ĵ Direct check of vacuum seal to support process fault isolation

A small but comprehensive tool kit is available for fast and convenient
service actions:



ĵ Contains every tool (incl. standard tools e.g. screwdriver) for a standardized service -> no need for an additional basic tool kit

MECHANICAL INTERFACE XC-S

ĵ Each tool kit is tested while assembling end blocks for the customer.

401

ĵ includes water and vacuum rotary sealing

VON ARDENNE ensures the highest level of quality standards for all end
blocks. Three special test stations are used for long-time tests and quality
control while manufacturing in terms of vacuum integrity. Additional test
stations guarantee safe operation for high power applications and high
temperature conditions.
Test stations: static vacuum integrity, static water integrity, rotating
vacuum and water integrity, complete functional tests at process power
and target load

ĵ One tool kit equips two technicians for parallel work on media and
drive end blocks.

117

ĵ Advanced service (< 30 min / end block)

145

Ø164

165 std
(130 min)

Ø 164 (std)
Ø 184 with shield)

210 (min)

210 (std)
130 (min)

392 (std)

22 (std)
(32 with shield)

147 (min)



ĵ Regular service (< 15 min / end block)

24 (std)

141

ĵ Condition based maintenance

Ø 164
(Ø 184
with shield)

Ø 116
(std)

MECHANICAL INTERFACE XC-L

End Block XC100 & XC200 - Wear parts

End block rotation test station
up to 6 end block pairs simultanously

458

Modular Setup XC-S & XC-L

22

ĵ Exchange of single parts for easy adaption of other components (e.g. inline adjustable magnet bars,..)

Ø164

165 std
(130 min)

Ø 164 (std)
Ø 184 with shield)

210 (min)

215 (std)
205 (min)

ĵ All spare parts available separately

210 (std) *)

376 (std)

108

89 (std)
*) depending on thermal shielding

236

Ø 164
(Ø 184
with shield)

Ø 116
(std)

X-SERIES END BLOCK XC-S

X-SERIES END BLOCK XC-L

Yシリーズ エンドブロック - YC-L
回転式マグネトロン用コンポーネント

The YC-L is available for upgrades and retrofits for all coating systems,
regardless of the manufacturer, and covers a wide range of specifications.

The Y-SERIES END BLOCK YC-L are used for applications where
externally mounted end blocks are required. The basic concept is a single
sided design where all media connections and drive assemblies are
installed in one end block.
They are suited for roll-to-roll coating systems and carrier-based coating
systems. Horizontal and vertical glass coating systems can be also be
equipped with them.



FEATURES



BENEFITS

ĵ compact single sided design

ĵ Less installation space, less seals necessary

ĵ Cartridge design for all wear parts

ĵ Basic maintenance in less than 15min, major maintenance in less
than 30min
ĵ No dismounting required
ĵ Low chance of human error for seal systems

ĵ Flexible target support

ĵ Compensates unbalanced target
ĵ Reduce forces on bearing

ĵ Interchangeable and redundant seal system

ĵ Always up to date with best seal systems
ĵ Separation of functions to ensure durability

Condition-Based Maintenance

Modular Setup

Regular service (< 15min / end block)
ĵ Includes water and vacuum rotary sealing

ĵ All spare parts available separately

ĵ 1 year+ interval (depending on process set up)

ĵ Exchange of single parts for easy adaption of other components
(e.g. inline adjustable magnet bars,..)

advanced service (< 30min / end block)
ĵ Includes water and vacuum rotary sealing
ĵ Additionally brushes and/or sealing counter surface can be replaced
if needed
ĵ 5 years+ , interval depending on the target weight

Efficient Wear & Part Concept
Due to the modular setup, easy accessibility and robust design, only a
small number of wear and spare parts must be handled:
ĵ Water and vacuum sealing cartridges for regular service
ĵ Brushes and sealings for advanced service
ĵ Carbon brush exchange can be done individually
ĵ For regular and advanced service, the end block remains installed, no
need for additional end block maintenance areas near production tools
ĵ Bearings and further critical parts designed as permanent or “never
needs maintenance”
ĵ Seal counter surface and sealing designed as plug and play: interchangeable parts to keep seal systems always up to date

Quality Control

MECHANICAL INTERFACE



182

TECHNICAL DATA

typically 282

Subject to change without notice due to technical improvement.

214
typically 404

58
145

Mounting position
horizontal and vertical
Max. current AC/DC
350 A (DC/80kHz AC)
Max. power
160 kW (DC/80 kHz AC)
Max. target length
4000 mm
Rotation speed
3 min-1 to 60 min-1
Safe operation weight load 
≤ 500 kg horizontal mounting

≤ 300 kg vertical mounting (higher load on request)

130 (min)

212 (min)

Ø164

163



VON ARDENNE ensures highest level of quality standards for all end
blocks. A special test station with four vacuum chambers is used for longtime tests and quality control while manufacturing in terms of vacuum
integrity. Additional test stations guarantee safe operation for high power
applications and high temperature conditions.

182

118

The Y-Series end blocks are suited for retrofits on all common coating systems in
the field using side-mounted end blocks as their dimensions and interfaces are
compatible.

Test station
up to six end block pairs can be tested simultanaously

マグネットバー
回転式マグネトロン用コンポーネント

業界最高の品質管理
ĵ 磁石の社内品質管理 - 高水準の仕様を満たす強力磁石のみがマグネ
ットシステムの組み立てに使用されています
ĵ 当社のマグネットシステムは専門技術を有する作業員によって組み立
てられています。

ĵ 組み立て中に高感度磁気測定 [高速の全方位2D磁場スキャンに11点
センサーが同時測定]
ĵ 必要に応じ、均一性水準を満たすまでマグネットシステムの測定・組
立てを繰返します

11個のセンサーで構成されるマグネットバーの2D磁場測定を用いて優れた磁
場均一性を保証

社内の全自動磁石QCシステム

TiO2
Tickness Deviation from Average

4%
2%
0%
-2%
-4%
-300

200

700

1200

1700

2200

95 nm TiO2 layer without gas trimming; thickness deviation ± 0.9%

VON ARDENNEマグネットバーは最新のテクノロジーによって作られてい
ます。製膜アプリケーションのあらゆる分野で、これまでに2000基以上
のマグネットバーを納入してきました。

2700

3200

95 nm TiO2 layer with gas trimming;
thickness deviation ± 0.35%

アプリケーション例 RVA 30：大面積製膜の均一製膜

マグネットバーの開発では、ターゲットの浸食、層の均一性、プロセス
の安定性、そしてアプリケーションに応じた磁場の強さに焦点を当ててい
ます。

マグネットバーRVA 50の3D磁場シミュレーション

 技術データ

マグネットバーは幅広い範囲の磁場強度と長さでお求めになれます。また
品質管理のため、社内設備で検査を実施しています。

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

 メリット

ĵ 成膜均一性の最適化

ĵ 優れた磁場均一性

ĵ 高いターゲット利用効率

ĵ レーストラックの最適リターン設計と様々な種類のエンドキャップ

ĵ 全基板幅にわたり、均一な薄膜特性

ĵ ± 15° ～ ± 60°のスパッタ角度

ĵ 貴社の技術要求のための最適化

ĵ 逆マグネット配列（インバート）も提供可

ターゲット表面の 最大磁場流束
(Ø 152 mm)
ターゲット利用効率

RVA 30

RVA 50

RVA 70

RVA 100

30 mT

50 mT

70 mT

100 mT

> 80 %
ドッグボーン型ターゲット

> 85 %
ストレートターゲット

> 85 %
ストレートターゲット

> 85 %
ストレートターゲット

用途

建材ガラス、
建材ガラス、
ITO、
建材ガラス、
太陽光電池、
太陽光電池、
太陽光電池、
ウェブコーティング/ディスプレ ウェブコーティング/ディスプ ウェブコーティング/ディスプ ウェブコーティング/ディス
イ、反射防止
レイ、反射防止、
レイ、反射防止
プレイ、
特殊アプリケーション
特殊アプリケーション
特殊アプリケーション

長さ

最大 4000 mm

最大 4000 mm

標準ターゲット材料

Sn、Zn、ZnSn、Si、TxO、…

Sn、Zn、ZnSn、Si、TxO、
CuGa、AZO、Si、金属、… ITO
Cu、Al、Ag、In、..

ĵ 最大プロセス電力（ターゲット材料とボンディングにより制限）

磁場均一性

≤ ± 1.25 %

≤ ± 1.25 %

≤ ± 1.25 %

≤ ± 1.25 %

ĵ 最適ソリューションとプロセス要求のサポート

膜厚均一性結果（最小）

≤ ± 0.5 %

≤ ± 0.5 %

≤ ± 0.5 %

≤ ± 0.5 %

ĵ

均一性

ĵ 最適化された冷却コンセプト

ĵ

スパッタレート

ĵ 技術的経験

ĵ

プロセス電圧

ĵ いかなるエンドブロックにも対応

ĵ

基板へのエネルギー衝撃

ĵ プロセス電圧の低減

最大 4000 mm

最大 4000 mm

平板型マグネトロンボディー
平板型マグネトロン用コンポーネント

VON ARDENNEではハイエンドテクノロジーアプリケーション向けに最新
の平板型マグネトロンを提供しています。当社のコンポーネントは100パ
ーセント、VON ARDENNEによって開発製造されています。
省エネガラス製造におけるハイエンドトリプル Low-E製品向けのブロッ
カーや吸収層の製膜で業界実証済みであるだけでなく、太陽電池製膜シ
ステム、ロール・ツー・ロールウェブコーター、ディスプレイや他の特殊ア
プリケーション用の製膜システムでもコンポーネントの性能は実証済みで

す。

市場で最高の品質管理

様々な種類のアプリケーション向けに当社はこれまで350基以上の大型平
板型マグネトロンを販売してきました。改造、そして新しい製膜装置への
応用にご使用ください。さらに、ポンプ搭載型、非搭載型のプロセスリッ
ドを完全組立て提供します。

ĵ 磁石の社内品質管理 - 高水準の仕様を満たす強力磁石のみがマグネ
ットシステムの組み立てに使用されています
ĵ 当社のマグネットシステムは専門技術を有する作業員によって組み立
てられています。

ĵ 組み立て中に高感度磁気測定 [高速の全方位2D磁場スキャンに3点セ
ンサーが同時測定]
ĵ 必要に応じ、均一性水準を満たすまでマグネットシステムの測定・組
立てを繰返します

ホットターゲットクランプを例えばITOに利用可能。NiCr、Cr、Agその他
を評価可能。
本製品シリーズは、WSM、高効率平板型マグネトロンHU-WSM、および
大規模エリアの平板型アプリケーション向けPlanar XTと小規模エリア向
けSSMとHU-SSMの3種類のマグネトロンで構成されています。

3個のセンサーを使った、平板型ボディー用2D磁場測定で優れた磁
場均一性を保証

社内の全自動磁石QCシステム

Planar XT
平均からの膜厚ばらつき

4%
2%
0%
-2%
-4%

 特徴

-300

 メリット

標準WSM & SSMボディー

エロージョン形状

ĵ 最新の標準的平板型

ĵ 安定した運転

ĵ シンプルなターゲット設計

ĵ 優れた製膜均一性

ĵ ターゲットライフタイムの長期化

ĵ ターゲット利用効率 ≈ 35 % ～ 40 %（HUWSM）

ĵ ターゲットライフタイム全体にわたろ安定性能

1200

1700

2200

2700

3200

95 nm AG、ガス流量調整有
膜厚均一性± 0.45%

3D磁場シミュレーション HU WSMボディー

 技術データ

ĵ 製膜均一性 < ± 1.0%
ĵ ターゲットライフタイム 6000 kWh（30 mm Ag
の場合）

700

用途例Planar XT：均一な大面積製膜

ĵ WSMでターゲット利用率 30 %
（30 mm Agの場合、4500 kWh）

高利用効率平板型HU-WSM & HU-SSMボディー

200

19 nm Ag、ガス流量調整なし 膜厚
均一性 ± 0.9%

エロージョン形状

技術の改善により予告なく変更することがあります。

WSM & SSM

ĵ ターゲット利用効率向上

Ag、NiCr、Cr、Ti、
ターゲット材料

ĵ 製膜均一性 < ± 1.0 %;
ターゲットがライフタイムの終点近くの場合 < ±
1.5 %

HU-WSM & HU-SSM
Ag（冷却および

すべての一般的なDCターゲット
ターゲット設計に制限）
材料

PLANAR XT
Ag、NiCr、Cr、Ti、
すべての一般的なDCターゲット
材料

ターゲットライフ [kWh/m]（30 mm Agターゲット
1096 kWh/m（WSMの場合）
の場合）

> 1550 kWh/m（HU-WSMの
場合）

> 1680 kWh/m

ターゲット利用効率（クランプ型 30 mm Agターゲ
最大 30 %（WSMの場合）
ットの場合）

> 35 % （HU-WSMの場合）

> 40 %

ターゲット表面磁場強度
（指定厚さ）

14 mT ( 22 mm)

15 mT (30 mm)
13 mT (35 mm)

20 mT (30 mm)

ĵ シンプルなターゲット設計

最大プロセス出力

> 16 kW/m

8 kW/m

> 16 kW/m

すべて

実証済みの磁場均一性

≤ ± 1.25 %

≤ ± 1.25 %

≤ ± 1.25 %

膜厚均一性結果（最小）

≤ ± 0.8 %

≤ ± 0.6 %

≤ ± 0.5 %

PLANAR XTボディー

エロージョン形状

ĵ ターゲットライフタイム予測 > 7000 kWh（Ag
の場合）の可能性

ĵ ターゲットライフタイム全体で優れた製膜均一性を発揮

ĵ ターゲット利用効率 > 40 %

ĵ 最高のターゲット利用効率

ĵ 平板型陰極の場合の製膜均一性
（最小 ≈ ± 0.5 %）

ĵ シールされた冷却チャンネル

ĵ 長いターゲットライフ
ĵ ターゲット設計により製造が単純で簡単

ĵ マグネットは水に直接触れず、ターゲット交換中でも水密は破れません。

LION®

マグネトロン リッド

リニアイオンソース

VON ARDENNEコンポーネントは、ドロップインのマグネット リッドまた
は広範囲のアプリケーションに対応した側面取り付けプロセスユニットと
して、パッケージでも使用可能です。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ACプロセス
からDCプロセスまで、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。

現場ですでに使われている製膜システムの改造用のカスタマイズソリュー
ションも提供しています。これにより、顧客がプロセス開発を継続しなが
ら、最先端の機器を手に入れることができます。

VON ARDENNE リニアイオン源LION®は前処理と表面改質に適したコンポ
ーネントです。アルゴン処理で炭化水素を除去し、必要なら酸素追加が
可能です。

マグネットバーとマグネットシステム

LION®のイオンビームは強く収束され、高エネルギー化しています。した
がって、物理的エッチングを必要とするインライン製膜システムに理想的
なデバイスです。シンプルで頑丈な設計のため、イオンソーズは容易に
スケールアップ可能です。

マグネットバーとマグネットシステムはすべて機械的な設計が類似してい
るので互いに交換可能です。さらに、当社のマグネットバーとシステムは
非常に柔軟で、特定のアプリケーションにも適合できます。

VON ARDENNEは高度なスパッタリング装置を設計してきた長年のノウハ
ウとアプリケーション開発の豊富な経験をもとに総合的なテクノロジーソ
リューションを提供しています。そのほか、顧客のアプリケーション要件に
合わせてカスタマイズされた高品質のコンポーネントも提供しています。
これらのコンポーネントは、様々な種類のマグネット設計で、10 ～ 180
kWの範囲の幅広いDCまたはACプロセスに最適で、マグネトロン装置向
けに完全統合のガス導入システムを提供しています。

LION®のメインアプリケーションは、大面積ガラス製膜と金属箔製膜で
す。仰角調節可能な外付けバージョン、フランジ取付けバージョン提供
可能。

強力な磁界による低いプロセス電圧で、金属プロセスに最適です。他方
で、弱い磁界は製膜の均一性を高め、基板エッジにおけるドロップオフを
低減します。

VON ARDENNEのスパッタリング装置は、VON ARDENNE製膜システムで
もサードパーティー製の装置でも、この分野のすべての製膜システムで
使用可能で、幅広い範囲の特殊ソリューションに対応した実証済みソリュ
ーションです。

VON ARDENNEのあらゆるマグネトロンは、優れた均一性を提供してい
ます。

LION® とガラス基板 - エッチングレート SiO2：5 nm*m/min

LION® 1470 ガス種および流量とエッチング出力例
LION 1470 イオンソース特性

8
7

2kV アルゴン

出力 [kW]

6
5

3kV アルゴン

4

3kV 酸素

3

2kV 酸素

2
1
0

 特徴

 メリット

ĵ アプリケーションのあらゆる分野で、現場実証済みのテクノロジー

ĵ お客様の要件に適応する最先端の設計コンセプト

ĵ ポンプ内臓プロセス リッドを提供

ĵ 省スペースの設置または異なるプロセスの分離
ĵ DCからパルスDC、パルスAC、バイポーラおよびRFまでのプロセ
スセットアップ

ĵ ノズルまたはバイナリーチャンネルとして、シングルまたはマルチセグ
メントのガス導入設計

ĵ お客様のプロセスのニーズに応じたガス導入設計

ĵ 水平、垂直およびR2R製膜アプリケーションの高温プロセス条件に対応
したマルチアノードソリューションとマグネトロン設計

ĵ プロセスに最適な実証済みテクニックとテクノロジーの組み合わせ

ĵ アプリケーション依存のセットアップが制限なく可能

ĵ 様々な磁界設計とエンドブロックタイプのツールボックス

100

150

200

250

 特徴

 メリット

ĵ シンプル - 頑丈でスケーリング可能な設計

ĵ 最高で4週間のキャンペーン時間

ĵ 高エネルギーで強く集束されたビーム

ĵ 優れたエッチング均一性

ĵ 様々な種類の基板材料の前処理

ĵ 簡単なカスタマイズ

 技術データ

 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。

技術の改善により予告なく変更することがあります。

平板型マグネトロン用マグネットシステム

標準厚さ

50

ガス流量 [sccm]

ĵ 様々な種類のアプリケーションに対応した幅広い範囲の平板型および回
転型カソード設計

ターゲット表面磁場強度

0

回転型マグネトロン用マグネットバー

WSM & SSM

HU WSM & HU SSM

Planar XT

RVA30

RVA50

RVA70

RVA100

14 mT
140 ガウス

13 mT
130 ガウス

20 mT
200 ガウス

30 mT
300 ガウス

50 mT
500 ガウス

70 mT
700 ガウス

100 mT
1000 ガウス

22 mm

35 mm

30 mm

152 mm OD ターゲット用の仕様

LION450
ボディー長さ（150 mm刻みで提供）
有効エッチング幅
集束したAr運転の出力（最大/定格）
集束したO2運転の出力（最大/定格）
運転電圧（最大/定格）
運転圧力（最大/定格）
ガス種
ガス流量 Ar（最大）

420 mm
300 mm
1.2 / 0.8 kW
1.8 / 1.2 kW
5 kV / < 3 kV
2E-3 mbar /< 1E-3 mbar
Ar / O2
30 sccm

LION3450
ボディー長さ（150 mm刻みで提供）
有効エッチング幅
集束したAr運転の出力（最大/定格）
集束したO2運転の出力（最大/定格）
運転電圧（最大/定格）
運転圧力（最大/定格）
ガス種
ガス流量 Ar（最大）

3420 mm
3300 mm
10 / 6.3 kW
14 / 9.8 kW
5 kV / < 3 kV
2E-3 mbar /< 1E-3 mbar
Ar / O2
240 sccm

VA PROCOS 2
反応性スパッタリング用プロセス制御システム

VA PROCOS 2 は、敏感な遷移モードにおいて、反応性スパッタプロセ
スを安定化させるために特別設計されたモジュール式プロセス制御シス
テムです。
光学発光スペクトル、カソード電圧、酸素分圧、および/またはその他の
PLC信号の組み合わせによるプロセス調整に最適です。さらに、プラズマ
放電の安定化、そして1つまたはそれ以上の反応性ガスの供給を調整す
ることによって製品特性の安定にも利用できます。

ーディングカンパニーであり続けてきました。そしてこの間、プロセス制
御システム「VA PROCOS」を提供し、最適化してきました。
現行モデル VA PROCOS 2は、化合物層の反応性スパッタリングを制御
し、重要な遷移領域にある作用点での反応を高水準で安定化させます。
さらに本システムは、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）。

 アプリケーション例
製膜レートの向上
 生産性向上

使用

30

> 95

SiO2 製膜レート [nm*m/min]

新しい膜特性

1980年より、VON ARDENNEは反応性スパッタリングプロセス分野のリ

不使用

 新しいアプリケーション

膜特性 ZAO

透明

また
は

導電

透明かつ導電

VA PROCOS 2 ベースユニット
ĵ モニタリングとプロセス制御アプリケーション用メインコントローラ
ー、4本または8本の汎用IOチャンネル付き；

アーキング/ノジュールの削減
 キャンペーン時間の延長

ターゲットSiO2

ĵ Profinetインターフェース、オプションでProfibusとデジタルMFC
用I/Oリンク
VA PROCOS 2 拡張ユニット
ĵ 拡張ユニット（4本または8本の汎用IO付きベース用）

 技術データ

ĵ 複数のユニットをprofinetで相互接続することができます
VA PROCOS 2 ソフトウェア
ĵ モニター（トレンド表示）およびプロセス制御

技術の改善により予告なく変更することがあります。

光強度測定
システム MS601

ĵ 簡単に構成可能

MF/DC電圧
測定ユニットSE04

O2-LAMBDAプローブ

酸素

波長

電圧

波長範囲
185 nm ～ 900 nm
真空接続
DN 40 ISO KF
ケース
水冷による温度安定化
供給電源
24 V DC / 150 mA
コリメーター
約(1 x 1.7) m2、例えば (6 x 9個) 6“ ウェハ
光ファイバーの最高周囲温度 
300 °C

測定範囲
ピークインプット電圧
減衰
出力電圧
ケース

ZrO2 センサー 長さ 
真空接続
アナログゲイン 
出力電圧
ケース

2000 V
6000 V
1:1000
0 V ～ 10 V
IP67

250 mm （他は受注生産）
DN 25 ISO KF
10x
0 V ～ 10 V
IP67

 特徴

 メリット

ĵ PEM（プラズマ発光強度）制御、インピーダンス制御、Lambda制
御、バランス/IMBAL

ĵ プロセスの安定化、ロスの削減、キャンペーン時間の長期化

ĵ 製膜レートの向上

ĵ 最適化薄膜および組成比均一性

ĵ ”アーク”イベント検出と対処の特殊処理

ĵ 低発光強度のプラズマでも安定した測定と制御

ĵ 作用点の選択

ĵ 生産性向上

ĵ 自動オンラインバランス調整

ĵ エネルギー消費の最小化（高製膜速度を少ない電力で達成）

ĵ 熱的に安定した光電子増倍管でPEMを構成

ĵ プロセス適用ですぐに使える構成

ĵ 共通アナログI/Oポートが全てのセンサーとアクターに対応

ĵ ハードウェア選択の高自由度設定

ĵ IP67、頑丈な筐体、 EMIシールド

ĵ 工場環境での運転に対応

VA プロセスマスター

VAトリム&シム ツール

大面積製膜のプロセス制御は通常、タスクが自動化されていません。オ
ンライン測定を実際にオペレーターが絶え間なく監視して、所与の参照ス
ペクトルからのバラツキを検出する必要があります。そのようなバラツキ
は異なる原因から生じます。通常、オペレーターは調整するプロセスパ
ラメーター選択を決定する必要があります。迅速に再現可能な結果を得
るにはオペレーターの経験が決定的な意味を持ちます。

VON ARDENNEオンライントリミング & シミングソフトウェアモジュール
はウェブベースのアプリケーションで、単一の薄い層の厚さ均一性 („%
range“) をすばやく最適化できます。
測定した厚さプロファイルと現在のトリムガス設定を入力した後、均一性
を向上するための新しいトリムガス設定が提案されます。
同じやり方で最適設定のためのマグネットバー調節量 (「シミング」) を計
算できます。

VA プロセスマスターは自動化されたプロセス設定、そしてすべての薄膜
システムを制御するためのツールです。プロセス制御においてかつてな
い新手法を採るこのツールは、オペレーターの関与無しに最高の結果をも
たらします。また、スパッタリングプロセスの完全自動ドリフト補正を可
能にし、製品品質を向上させます。さらに、このツールは当社のお客様
が魅力的な製品のために複雑なレシピを作成することを可能にします。新
しいレシピへの調整時間の短縮により、ツールは製膜システムの生産性
向上に貢献します。

製膜1

検査

製膜n

トリミングとシミング
トリミングとは、マグネトロンの各ガス導入セグメントにおけるガス流量
の調整を意味し、ガラス板のすべての位置で最も均一な層厚分布を得る
ことを目的としています。

検査



自動測定



Insitu

Exsitu

初めに、単一層のサンプル製膜は現在の条件で行われます。測定した色
データはex-situ測定システムからトリミング & シミングソフトウェアに取
り込まれます。次のステップでは、現在のトリミングガス設定/シミング
値が入力されます。
まず、アプリケーションが測定スペクトルに基づき層厚分布を計算しま
す。それから、膜厚均一性を改善する新しいトリミングガス設定/シミン
グ値が算出されます。このデータは表示PCに入力され変更可能となりま
す。続けて、新しいサンプル製膜が行われ、改善を確認するために膜厚
をもう一度測定します。
この手順は、満足できない結果に限り繰り返す必要があります。一般的
に、最善の結果を得るまでに2回から3回繰り返します。

製膜装置の運転中、VON ARDENNE Ex-Situ測定システムと表示PCをト
リミング & シミングモジュールと連携使用してこの調整が実行されます。
トリミング調整は通常、厚さの均一性を改善するために最初に取る手段
です。



シミングは回転マグネトロンのマグネットシステムの調整のことで、ガラ
ス基板で層の均一性を改善することを目的としています。

手順

自動生産

インターフェース

プラント制御 (PLC)

インターフェース






光学モデル

自動調整

コントローラー


磁場設定

ガス導入
設定

自動解析
薄膜膜厚と均一性

出力
設定

 特徴

 メリット

ĵ インライン測定の解析：
薄膜膜厚の平均値と均一性の値

ĵ 主観的な判断の代わりに挙動を客観的に予測

ĵ クローズループ制御：
ĵ

プロセス電源出力

ĵ

反応性ガス供給

ĵ

マグネットバー（シム設定）

ĵ 恒久的アクション
ĵ

閾値違反を待つ代わりに偏差がゼロに保持

ĵ

開始時に「鋸歯状」の軌跡を描かない

ĵ 全体概要
ĵ

すべてのマグネトロンの同時制御

ĵ

同時平均値（出力）とバランス制御

ĵ 24時間無休運転可

 特徴

 メリット

ĵ 機械状態調査

ĵ 最高の均一性を得るために 各層を調整

ĵ ダブルまたはトリプル Low-Eのような厳格な均一性要求のアプリ
ケーションを可能にします

ĵ

電圧、圧力、電圧ドリフトなどのプロセス値の自動チェック

ĵ

レシピにより設定可能

ĵ

「生産準備完了」フラッグで要約

ĵ ターゲット変更後に均一性の調整を開始
ĵ 膜厚均一性の長期的なズレ発生時にピットイン補正

ĵ 生産品質が向上
ĵ 必要時間を削減

OUR STRENGTHS
IN-HOUSE TECHNOLOGY &
APPLICATION CENTER

PROFESSIONAL SIMULATION SUPPORT
We offer professional simulation technology to ensure best
process quality with regards to plasma, heat and cooling.
Furthermore, our simulation tools help demonstrate, develop
and improve layer properties and define or optimize processes,
details and the performance of our systems.

ĵ Sample coatings of customer applications
ĵ Development of customized layer stacks
ĵ Product & process verification and optimization
ĵ Testing of new technologies and components

GLOBAL PROJECT EXPERIENCE

COMPREHENSIVE SERVICE PORTFOLIO

VON ARDENNE equipment is used in over 50 countries.

ĵ VON ARDENNE service hubs around the world
ĵ On-site service

We have established an installed base of hundreds
of coating systems worldwide, ranging from small tools
to equipment for large-area coating applications for
several markets.

ĵ Remote access by our technology department
ĵ Regular technical and technological trainings
ĵ Spare & wear part warehouse close to customers
ĵ Lifecycle extension of wear parts

CLOSE PARTNERSHIP

UPGRADES & RETROFITS

VON ARDENNE has a network of partners for
even more profound R&D work and to identify future
technologies. It consists of:

As soon as your business is growing, your VON ARDENNE
equipment will grow accordingly - thanks to its modular design
and the upgrades we provide. We will also supply you with the
necessary technology upgrades if you decide to change your
applications.

ĵ Fraunhofer Institutes such as IPMS, FEP, IST and ISE
ĵ Institutes of the Helmholtz Association (Jülich, Berlin)
ĵ Universities (Kiel, Dresden, Sheffield)

Furthermore, when your equipment is ageing, we will retrofit
your systems with new components, no matter if they are
VON ARDENNE or third-party machines.

ĵ Companies such as FAP GmbH, scia Systems GmbH

PRODUCT
TOPICS

PRODUCT
INDEX

COMPONENTS
www.vonardenne.biz

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

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.

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 film for automotive glass.
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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
VON ARDENNE Malaysia Sdn. Bhd. I

+60 4408 0080 I

VON ARDENNE Japan Co., Ltd. I Tokyo office I

+81 3 6435 1700 I

VON ARDENNE North America, Inc. I Ohio office I
VON ARDENNE Vietnam Co., Ltd. I

+86 21 6173 0210 I

+86 21 6173 0200 I sales-vave@vonardenne.biz; support-vave@vonardenne.biz

+60 4403 7363 I sales-vama@vonardenne.biz; support-vama@vonardenne.biz
+81 3 6435 1699 I sales-vajp@vonardenne.biz; support-vajp@vonardenne.biz

+1 419 386 2789 I

+1 419 873 6661 I sales-vana@vonardenne.biz; support-vana@vonardenne.biz

+84 966 29 29 50 I sales-vavn@vonardenne.biz; support-vavn@vonardenne.biz
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