
Electronics

ヘレウスエレクトロニクス
お客様の材料ソリューションパートナー



	 				50年以上にわたり
　　　　エレクトロニクス産業
に　　　に材料を提供

世界50ケ国以上
に製品を供給

本社所在地は	

ドイツ
ハーナウ

従業員は世界に

1200人以上

6カ国に
8の製造拠点を保有

私たちは、パワーエレクトロニクス、先端半導体
パッケージング、および車載用エレクトロニクス
の各分野における材料のリーディングサプライ
ヤーとして、パッケージング材料および部品組み
立て用材料のマテリアルソリューションを提供い
たします。

ボンディングワイヤ、アセンブリマテリアル、厚膜
ペースト、絶縁基板、そしてこれらを最適な組み
合わせで一つのシステムにした製品で、ヘレウス
ならではの価値をご提供いたします。

私たちは	
ヘレウスの
エレクトロニクス事業部です
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主な

市場
自動車LED

通信 パワー
エレクトロニクス

民生用電子機器および
PC機器

デバイスの高機能化と厳しい価格競争が続く中、お客様の
材料ソリューションに対する期待はますます高まっています。
この厳しい競争と変化の激しい市場でビジネスを存続させる
ためには、短納期・開発プロセス短縮化の実現が極めて重要に
なります。常に市場の最先端材料を供給し続けるためには、
設計・工程の最適化及び開発サイクルの短縮によってコストを
削減し、あらゆる面でのリスクを軽減することが不可欠です。

私たちの役割は、お客様が求める性能に満足頂き、お客様の
利益を最大化するための材料ソリューションを提供すること
です。材料に関するあらゆる知見を基に、私たちはお客様が
解決したいと考える問題を通し、お客様の競争力を高める
高品質のソリューションを提供いたします。

私たちは、お客様がビジネス目標を達成し、ビジネスをより
成長させるための最も重要なパートナーです。

変化の激しい市場に貢献するために
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革新的な部品

システムに
適合する材料

エンジニアリングサー
ビス

実績のある
材料群

新しい材料

材料
ソリューション
パートナー

はんだ塗布済み
材料システム

電子機器は、基板、コネクタ、能動部品、受動部品、はんだ、
接着剤、ボンディングワイヤ、絶縁体化合物、成形材料、ハウ
ジングなど、多くの材料で構成されています。最終製品になる
過程で、それぞれに異なる材料が違う会社から供給されること
で、非常に複雑な調整が必要となります。

私たちは、その複雑さを少しでも簡素化するために、高い技術
と品質を持つソリューションを提供しています。私たちの知識
を活かすことで、お客様のご要求に合致する材料をご提供
するとともに、その要求を更に超えることのできる材料もご
提案します。

また、私たちは専門的な技術力を基にしたエンジニアリング
サービスでお客様をサポートします。お客様の要求に的確に

お応えするため、私たちは様々な試作、試験を行い、特性を
満たす材料の組み合わせを提供します。

技術的な問題を解決するには、システムに対するノウハウ、
試験に関する専門知識、製造プロセスの経験に加えて、材料
に関する詳細な知識が必要です。私たちに材料システムの
設計をご依頼頂くことで、性能と信頼性の向上、小型化、環境
負荷の低減に導く容易なモジュールを提供でき、またお客様が
行なうこれらの作業を私たちが行なうことで、お客様がその
時間をかける必要がなくなります。

この2つの点は私たちがお客様のために出来る、大きな貢献
だと考えています。

広範囲な製品でお客様にお応えする
材料ソリューションパートナー
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短期間での商品化
新しいソリューションをすばやく提供し、理想的には市場の最先端でソリューションを提供することは
極めて重要です。ヘレウスにご依頼頂くことで、私たちは材料に関する専門知識でお客様をサポートし、
商品化までの時間を短縮することができます。私たちは最も効果的な材料選定を行ない、ソリューション
に含まれるすべての材料を最も効果的に組み合わせ、短期間で最も正しいソリューションを提供すること
ができます。

信頼性に対する要求
電子部品の耐用年数は、それが使用されるデバイスの耐用年数よりも長くなければなりません。非常な高温
条件や過酷な環境条件の下で耐久性の高い製品を作るには、部品の設計段階で劣化のメカニズムを考慮
していなければなりませんが、システムに対するノウハウ、試験に関する専門知識、長期間にわたる使用
をシミュレートするための製造プロセスの経験に加え、材料に関する詳細な知識が必要です。

小型・軽量化
民生用機器では、同じ性能・機能をより小さなスペースで実現したいという要求がますます高まっています。
製品の小型化は、必要な材料を減らし、スペースを節約し、軽量化を実現します。特に貴金属が使用される
場合はコスト削減にもつながります。

熱の管理
電力損失を最小化するための放熱制御は必要不可欠ですが、この制御が不充分だとチップ損傷や耐用年
数の低下につながる恐れがあるため、放熱を問題なく行なう設計が必要になります。私たちの材料ソリュー
ションは、開発チームがシステム全体のデータを活用して設計することで、他に類を見ない優れた効果を発
揮します。

新しい要求にお応えする
お客様のサポート
成長の速い電子機器市場では、商品化までの時間が極めて
重要です。新技術が登場するたびに、電子機器はより小型で
より高度な性能で、従来以上の機能を発揮しなければなりま
せん。

開発の目標は、製品の小型化・軽量化を達成し、信頼性と
放熱を向上させ、世界の環境規制を確実に順守すること
です。私たちは、このような問題を克服するための信頼できる
パートナーです。

法令順守
環境の保護および環境の持続可能性を向上させるため、RoHS、ELV、REACHなどの規則が技術設計に
ますます大きな影響を及ぼしています。規則上使用することが難しい材料を規制に遵守した代替材料に
変更することは極めて重要になります。代替材料の検討について、性能を維持しつつ、製造工程を考慮し
法令順守を達成する開発には、材料に対する広範な知識が必要です。
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金属セラミック基板 - Condura

パワーエレクトロニクスにおける様々な要求特性に合わせ、分か
りやすく分類された製品ポートフォリオ。

 � Condura.classic 
アルミナDCB基板	(標準アルミナ96%)

 � Condura.extra 
ZTA-DCB基板	(ジルコニア強化型アルミナ)

材料からシステムに適合した材料ソリューションまで、私たちは
自動車、民生用電子機器、通信、LED、パワーエレクトロニクス
などの市場での適用をサポートします。

私たちの基幹技術は、ボンディングワイヤ、接着剤、はんだ
材料、焼結材料、厚膜ペースト、金属基板、金属セラミック
基板です。

ハイブリッドペースト

厚膜印刷された銅

燃料計用ペースト受動部品用ペースト

センサー用ペースト LTCC材料 スチール対応ペースト

厚膜材料
限られた設計スペース・過酷な使用条件の下での信頼性の高い
回路の必要性に対しては、自動車部門、医療用機器、航空宇宙、通信
および民生用電子機器を含む多くの産業がさまざまな課題を
抱えているのが実情です。私たちの厚膜材料はこのような幅広い
用途に合致した製品です。

金属基板
小型化への要求にお応えするクラッド圧延された金属基板です。
私たちの高い技術に裏づけられた工程により、非常に公差の小さい、
高機能かつ高品質な製品を提供いたします。更に堅牢性と伝導性
を持つように設計される一方、狭いスペースに無理なく収めること
ができます。

へレウスの
材料

ボンドパッド クラッド圧延条片複雑なプレス部品

アルミナDCB ZTA-DCB

材料6



導電性接着剤 非導電性接着剤 SMT部品仮止め用接着剤

接着剤
電子部品の取り付けに使用する導電性および非導電性接着剤です。
接着剤の材料はその優れた印刷・ディスペンス特性から、さまざま
な部品の取り付けに使用されています。私たちの材料は製造工程
を簡略化することで効率化に貢献いたします。

はんだペースト ダイアタッチワイヤーはんだ はんだ粉末 フラックス

はんだ材料
各種接合に使用されるはんだ材料は、はんだ粉末からワイヤーは
んだまで多岐にわたっており、これらは、半導体のチップ接合・SiP
用途、最新パッケージング、SMTなどのエレクトロニクス産業の
部品に使用されています。私たちの材料は品質基準およびプロセス
安定性に関する最高の基準を満たしており、優れた信頼性を保証
します。

mAgic焼結ペースト

焼結材料
mAgic銀焼結ペーストシリーズは、高い信頼性が不可欠な、堅牢
かつ鉛／ハロゲンフリーのチップ接合用に開発されています。
優れた導電性および熱伝導性能を要求する用途に設計された
mAgicシリーズは、特にパワーエレクトロニクス用途に適した製品
です。

金および銀のボンディングワイヤ

アルミニウム細線／太線ボンディングワイヤ／リボン

銅、銅太線、アルミ被覆銅ボンディングワイヤ

細線ボンディングワイヤ 特殊ワイヤ

ボンディングワイヤ
金から銅まで各種材料を原料とし、お客様のさまざまな用途と要求
に合わせたさまざまなボンディングワイヤを提供しています。お客様
のご要望に合う製品を供給するため、技術的な専門知識および実
使用に関するノウハウを熟知した、経験豊富な担当者がお客様を
サポートします。

7材料



Aluminum bonding wire 

Copper foil

Die fixation adhesive (optional)
Surface plating (eg. NiPdAu) 

Pre-applied sinter paste

Pre-applied sinter paste

Copper bonding wire

Silver plating on die

Metal ceramic substrate
with silver plating

Die Top System (DTS®)

へレウスの		
マテリアルソリューション
電力密度の上昇による使用温度の上昇から要求される信頼性
の向上は、パッケージ材料にも大きな影響を及ぼしています。
性能向上のためには一部分を改善しただけでは不充分で
あり、製品全体を向上のために最適化しなくてはならないのが
現状です。大きく性能を上げるためには、パワーモジュール

内で使用される材料構成全体を考えながら、ソリューション
の開発に取り組む必要があります。

これまでの限界を超えるパワーモジュール特性を

私たちの新しいダイトップシステム（DTS™）は、焼結技術と
銅ボンディングワイヤを併用するシステムです。DTSは簡易
な工程を提供するだけではなく、チップ接合部の電気的およ
び熱的性能、信頼性を著しく高め、モジュール全体の性能
を向上させます。

特長：

 � アルミ線に比べてチップの電流容量が50％以上増加
 � 信頼性の向上　はんだダイアタッチ／アルミ線に比べて

10倍以上の信頼性向上またはチップの小型化が可能
 � 使用温度が低く、チップ全体の温度分布が均一なため、
ホットスポットが少ない

 � 高温で使用される半導体に使用することができ、接合部
温度200℃が可能

銅ボンディングワイヤ

アルミニウムボンディングワイヤ

ダイトップシステム（DTS™）
銅箔
表面めっき層（例：NiPdAu）
ダイ固定用接着剤(オプション)
プリアプライド焼結ペースト

ダイの銀めっき層

プリアプライド焼結ペースト

銀めっきされたDCB基板
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ヘレウスのDCB+は最も効果的なソリューションを提供します。
例えば、はんだ付きのDCB+基板は、はんだを先に塗布、
フラックス残渣を洗浄する工程を省略できるため、
生産の複雑さを低減すると同時に、
収率アップとコスト削減を可能にします。

プリアプライドはんだ付き Condura
高品質な金属セラミック基板シリーズは、フラックスのない
チップボンディング用のはんだパッドが既に塗布された
DCB(ダイレクト銅ボンディング)のアルミナ基板です。
ご使用頂くことでダイアタッチ工程が劇的に簡素化され
ます。

特長：

 � ダイアタッチ工程を50％削減
 � 洗浄工程が不要
 � 少ない投資コスト
 � はんだまたはフラックスの飛散がない
 � 歩留まりが向上
 � 少ない生産リスク
 � 生産コスト削減

銀めっきされたDCB基板

オプション
■			バリの無い貫通孔
■		2次元バーコード
■			AOI
■			超音波探傷
■			梱包のカスタマイズ

処理
■				プリアプライ
		ドはんだ
■		プリアプライ
			焼結銀

サービス
■		材料のマッチング
■				設計
■		熱シミュレーション
■				試作
■				パワーサイクル
試験

■			各種試験
■	各種解析

特性
■	セラミック厚み
■				反りのカスタマイズ
■					銅箔厚み
■				表面仕上げ
■	レーザースクライビング
■		ディンプル加工

Condura 
Choose your plus
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私たちのサービスで
お客様に貢献します
ヘレウスの最新のアプリケーションセンターは、ドイツ・フラ
ンクフルトにほど近いハーナウにあります。お客様へのソリュー
ションを開発するために幅広いサービスを提供しています。
当センターには25名を超える開発者が在籍し、私たちが持つ
「材料	 x 技術」の組み合わせで、短期間での開発を実現して
います。730m2の当センター（そのうちの110m2はISO8に適
合するクリーンルーム）は、パワーエレクトロニクスモジュー
ルに使用される材料システムのシミュレーション、設計、試
作、試験および適格性認定のための基盤を提供します。

コンショホッケン（米国）、上海および常熟（中国）、シンガポール
には、それぞれの地域の市場の要求に特化した地域サービス
ラボがあります。これらのラボは、お客様に近いという立地を
生かし、迅速に対応しています。

私たちの研究開発およびサービスは、お客様、大学および研究
機関と密接に連携しています。

私たちは以下のサービスを提供しています。

 � 加工処理のサポート
 � 工程条件の最適化
 � パワーモジュールの電気的・機械的設計
 � サブアセンブリおよびモジュール全体の試作
 � 材料の破壊検査および非破壊検査
 � 電気的信頼性試験および耐熱信頼性試験
 � 環境試験
 � 断面観察および顕微鏡観察
 � 熱的シミュレーション、熱機械的シミュレーションおよび
寿命シミュレーション

私たちの最新機器を用いて、開発初期から最適化された設計と
材料の選定、工程の条件といった情報を提供することが可能
です。私たちのサービスと一連のソリューションをご活用頂く
ことで、お客様の問題をいち早く解決します。
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生産拠点 	
ハーナウ	|	Timisoara	|	コンショホッケン	|	Johor	Bahru	|	常熟	|	上海	|	招遠	|		シンガポール

ハーナウ

コンショホッケン 常熟
	上海

招遠

シンガポール

サービスラボ
ハーナウ	|	コンショホッケン	|	常熟	|	上海	|	新竹		|	シンガポール

	新竹

TIMISOARA

JOHOR BAHRU

ヘレウスの
世界に広がる拠点
迅速な対応を行なうため、アジア、米国および欧州のお客様
の近くにスタッフを配置しています。

ヘレウスはISO/TS 16949、ISO 9001およびISO 14001の
認証を受けており、これを元に高い品質と迅速な対応を実現
しています。環境に配慮し、RoHS、ELVおよびREACH規則に
適合する製品を開発することが私たちの信念です。

11サービス



アメリカ
電話 +1 610 825 6050

electronics.americas@heraeus.com

アジア太平洋
電話 +65 6571 7649

electronics.apac@heraeus.com

中国 
電話 +86 53 5815 9601

electronics.china@heraeus.com

欧州、中東およびアフリカ
電話 +49 6181 35 4370

electronics.emea@heraeus.com

ここに記載された説明および技術データは、ヘレウスが最新の試験装置と一般に認められた手順を用いて編集したものであり、弊社の所有する最新の知識に従って編集されています。ここには、この文書が印刷された時点における最新の情報が記載されて
います（ご要望に応じて最新版をいつでも提供することができます）。データは正確であると考えられますが、弊社はデータの正確さを保証することはできません。また、データの使用によってもたらされる結果、データの使用によって生じる特許侵害につ
いても、弊社は一切の保証を行いません（ただし、このことが契約により事前に明確に合意されている場合はその限りではありません）。データは、ユーザーが特定の用途に対する材料の適合性を試験することを条件として提供されています。	 ヘレウスのロ
ゴ、Heraeus,	および	mAgic	に準ずる商標は、Heraeus	Holding	GmbHまたはその関連会社が全著作権を保有する商標または登録商標です。

Document Number: HET62001JPN-0922-9 | Version: 03/2019Heraeus Deutschland GmbH & Co.KG, 63450 Hanau, Germany  
Web: www.heraeus-electronics.com

ヘレウスグループについて 
先端技術をもつグローバル企業	
ヘレウスはドイツのハーナウを本拠地とする先端技術をもつグロ
ーバル企業です。創業は1660年で、ヘレウス家が開業した薬局に
ルーツがあります。今日では、ヘレウスグループは、環境、エレクト
ロニクス、ヘルスケア、工業分野において積極的に活動していま
す。材料や技術に関する幅広い専門知識に基づき、お客様に革新
的な技術とソリューションをご提案しています。
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2020年度、フォーチュングローバル500に選出されているヘレウ
スは総売上高315億ユーロ（約3兆8383億円*）を計上しました。世
界40ヵ国に約	14,800	名の社員を擁しているヘレウスは、ドイツに
おける「ファミリー企業上位10社」の一社に選ばれており、国際市
場をリードする企業として活躍しています。	（*日本円レートは1ユ
ーロ=121.85円で計算しています。）


