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まえがき＝光学薄膜は，基材上に形成された薄膜による
光の反射，吸収および干渉を利用することにより，分光
特性が制御された薄膜である。所望の分光特性を得るた
めに，光学定数の異なる複数の薄膜が重ねられた積層構
造が採用されることが多い。この光学薄膜は反射防止，
光学フィルタのような機能を利用してカメラ，プロジェ
クタなどの光学機器分野をはじめ，ディスプレイ，光通
信，太陽光パネルなど幅広い分野に応用されている。
　光学薄膜は真空蒸着法やスパッタリング法などにより
形成されるが，適用される製品形態に応じて多様な成膜
方法，成膜装置が利用される。当社機械事業部門では，
ロール・ツー・ロールプロセスに対応した成膜装置（ロ
ールコータ）事業を行っており，昨今，光学機能性フィ
ルム向けの成膜装置へのニーズが高まりをみせている。
この用途においては，装置仕様のみならず光学特性に対
する機能設計と成膜実証までが装置メーカに求められる
ようになってきた。
　本稿では，ロールコータにより製造される光学機能性
フィルムとして，1）タッチパネル向け透明電極フィル
ム，および 2）ウィンドウフィルムに対して膜設計を行
った事例を紹介する。まず，この取り組みで採用した光
学設計技術について概説し，これら光学機能性フィルム
に求められる機能と，それらの機能を実現するための薄
膜積層構造設計，さらに設計に基づくサンプル試作結果
について解説する。

1 . 光学設計技術

　本稿で述べる光学設計技術とは，①積層膜の層数およ
び各層の光学定数と膜厚を与えて光学特性（反射率，透

過率）を計算することに加え，これを元に②層数と光学
定数を与えた上で，所望の分光特性を得るために膜厚を
最適化することの 2点をいう。ここで，光学解析には特
性マトリクス法を，最適化には共役勾配法を採用し，エ
クセルVBAによる設計プログラムを構築した。以下に
それぞれの技術の概要を述べる。
1. 1　光学解析法
　積層膜各層の光学定数と積層膜表面への光入射角か
ら，反射率と透過率を求めるための特性マトリクス法に
ついて概説する1）, 2 ）。基板上に形成された l層積層膜の
模式図を図 1に示す。積層膜の各層および基板への光の
入射角はスネルの法則により式（ 1）のように関係付け
られる。
　　N0sinθ0＝N1sinθ1＝…＝Njsinθj＝…＝Nmsinθm……（ 1）
ここに，
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図 1 …基板上に形成された積層膜の模式図
Fig. 1 …Schematic…illustration…of…stacked…layers…on…substrate
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　　Nj：屈折率
　　θj：各境界面における入射角および屈折角
　屈折率Njは一般に複素数となる。式（ 1）の関係から，
積層膜表面での入射角θ0が与えられれば，すべてのθj

を求めることができる。また，屈折率Njは光学アドミタ
ンスYjと式（ 2）の関係にある。
　　Yj＝Y0Nj………………………………………………（ 2）
Y0は真空の光学アドミタンスであり，

　　　　　　　…………………………………………（ 3）

ここに，
　　ε0：真空の誘電率
　　μ0：真空の透磁率
　電磁波である光の電界と磁界について，境界に平行な
成分は連続であるとの条件から，積層膜最表面での電磁
界E0，H0と基板との境界面での電磁界El，Hlの関係は式
（ 4）で記述される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 4）

ここに，光の波長をλ，各層の膜厚をdjとして，

　　　　　　　　　　…………………………………（ 5）

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 6）

式（ 4）を変形して，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 7）

このB，Cを用いて反射率 Rと透過率Tは次のように与え
られる。

　　　　　　　　　……………………………………（ 8）

　　　　　　　　　……………………………………（ 9）

　当社はこの光学理論に基づき，積層膜としての反射
率，透過率を計算するプログラムを構築した。また光学
特性をスペクトルとして求めるため，屈折率の波長分散
性を盛り込んだ。なお，本稿で述べる反射率，透過率は
いずれも垂直入射における特性である。
1. 2　最適化
　つづいて，所望の光学スペクトルを得るために各層の
膜厚を最適化するプログラムを構築した。初期の膜厚構
成における光学スペクトルと，目標とする光学スペクト
ルとの差を評価関数として設定した。すなわち，この評
価関数の最小値を与える膜厚構成が最適な解であると判
断できる。
　関数の最小値（または最大値）を求める手法には種々
のアルゴリズムが提案されているが，ここでは勾配法の
一種である共役勾配法を用いた。最適化すべき関数を f，
そのパラメータをベクトルxkとして，共役勾配法のアル
ゴリズムを以下に記す3）。
　Step 0 ：初期点x0を与える。探索方向d0をd0＝－

Δ

f（x0）
に従って求める。

　Step 1 ：dk方向の直線上で関数値が最小となる点まで
のステップ幅αkを求める（直線探索）。

　Step 2 ：近似解をxk＋1＝xk＋αk dkと修正する。
　Step 3 ：収束条件が満たされていればxk＋1を最適値と

し，手順を終了する。そうでなければ探索方
向をdk＋1＝－

Δ

f（xk＋1）＋βk＋1 dkと定める。
　Step… 4 ：k←k＋1としてStep 1 へ。
　本稿で述べる膜厚構成の最適化においては，

βk＋1＝‖

Δ

f（xk＋1）‖2
‖

Δ

f（xk）‖2
とした。

　なお，関数は一般に多峰性を有しており，極値がいく
つも存在する。このため，求めた極値が真の最小値ある
いは最大値（大域的最適値）であるかの判別が困難であ
る（図 2）。そこで，本稿で述べるウィンドウフィルム
の設計においては，複数の初期値のもとで最適化を実施
した上で，その中でも最小の評価関数が得られた膜厚構
成を最適値とした。

2 . タッチパネル向けITO透明電極フィルム

　タッチパネルにおけるタッチ検出方式には各種ある
が，昨今，マルチタッチに対応する方式の一つである投
影型静電容量方式が主流となっている4）, 5 ）。本方式で
は，位置検出のための透明電極としてITO膜が適用され
ている。ITO透明電極膜はポリエチレンテレフタレート
（PET）基材の上に形成され，ダイヤモンドパターンと
呼ばれる構造にパターニングされている（図 3（a））。
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図 2 …大域的最適値と局所的最適値
Fig. 2 …Global…optimum…and…local…optimum

図 3 …（a）ダイヤモンドパターンを有するITOフィルム，（b）ITOフ
ィルムの積層構造

Fig. 3 …(a)…ITO…film…with…diamond…pattern,…(b)…Film…stack…of…ITO…film
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　ITO透明電極が形成されたフィルム（以下，ITOフィ
ルムという）には導電性，光透過率に加えて，電極層の
“不可視化注）”が求められる。不可視化を実現するため
に，ITOパターンとPET基材の間にはインデックスマッ
チング層と呼ばれる層が設けられている。本稿では，イ
ンデックスマッチング層として低屈折率層（SiOx）と高
屈折率層（NbOx）が積層された構成において設計を行
った例について述べる（図 3（b））。ITOフィルムとし
ての光学特性はPET基材の光学特性にも依存するため，
PET基材の種類ごとに最適な膜厚構成を見出す必要が
ある。
　高精度に膜厚構成を最適化するためには，まずは不可
視化特性を定量化する必要がある。そこで，ITO層を備
えた構成（ITO／SiOx／NbOx／PET基材）とITO層の
ない構成（SiOx／NbOx／PET基材）でそれぞれ反射率
および透過率のスペクトルをシミュレーションにより算
出した上で，上記二種の構成の差を評価関数と定義し，
これを最小化する膜厚構成を求めることとした（図 4）。
まず，PET基材，およびロールコータによりPET基材
上に成膜されたITO，SiOx，NbOx各単層膜のエリプソメ
ータによる測定から，PET基材のPET層，HC層，およ
び各単層膜の光学定数を求め，それらをシミュレーショ
ンにおける光学定数として適用した。ここで，シート抵
抗に対する要求からITO膜厚を決定すれば，最適化にお
けるパラメータはSiOx層とNbOx層の膜厚のみとなる。
したがってここでは，両層の膜厚をパラメータとした評

価関数の等高線図から最適値を求めた。図 5にITO膜厚
を31nmとしたときの評価関数の等高線図を示す。この
結果から，このPET基材を用いる場合，SiOx，NbOxの
膜厚をそれぞれ38nm，6.2nmとした場合に，反射率お
よび透過率の評価関数が最小値をとることが確認され
た。シミュレーション結果をもとに当社スパッタロール
コータによりITO，SiOx，NbOxの各層を成膜して作製し
たITOフィルムと，不可視化が不充分な構成で作製され
たITOフィルムの光学顕微鏡像を図 6に示す。シミュレ
ーションを活用することにより，不可視化を実現できて
いることが確認できた。なお，基材および薄膜の吸収特
性によっては，反射率と透過率において最適な膜厚が異
なることがある。その場合には，両者のバランスから膜
厚を決定する必要がある。

図 4 …ITOフィルムの透過スペクトルと評価関数
Fig. 4 …Transmittance…spectra…of…ITO…film…and…evaluation…function

図 6 … ITOフィルム成膜サンプルにおけるITOパターン境界の光
学顕微鏡像

Fig. 6 …Optical…microscopic…images…at…ITO…pattern…boundary…in…ITO…
films

脚注）…電極形状が視認されにくいこと

図 5 …ITOフィルムにおけるSiOx，NbOxの膜厚をパラメータとした評価関数の等高線図
Fig. 5 …Contour…map…of…evaluation…function…with…varied…SiOx…and…NbOx…thickness…in…ITO…film
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3 . ウィンドウフィルム

　ウィンドウフィルムは日射調整フィルムとも呼ばれ，
窓の断熱性能向上および日射の選択的な取り込みを目的
に，住宅やオフィスビルの窓に貼り付けて使用される。
日差しをさえぎることによるエアコン稼動時の省エネル
ギー化，あるいは紫外線カットによる家具の色あせ防止
などが可能になることから，近年，需要が高まっている。
ウィンドウフィルムには，取り付け箇所に応じて様々な
光学特性が求められるが，ここでは熱線および紫外線を
遮蔽し，可視光に対して高い透過率を備えたウィンドウ
フィルムの設計について述べる。
　ウィンドウフィルムの膜構成の最適化にあたり，図 7
に矩形で示すスペクトルを透過スペクトルの目標と設定
した。積層膜の膜構成はTiOx／SiOx／Ag／SiOx／Ag／
SiOx／TiOx／PET基材とした。つぎに，各単層膜のエ
リプソメータ測定結果を解析することにより，それぞれ
の光学定数を求め，シミュレーションによりウィンドウ
フィルムとしての透過率を算出した。このスペクトルと
上記目標スペクトルの差を評価関数と定め， 1章で述べ
た共役勾配法によってこの評価関数を最小化した。ただ
し，ウィンドウフィルムの生産効率の観点から，成膜レ
ートの遅い層については膜厚を抑えることが望ましい。
そこで，TiOx層については膜厚を50nm以下とする制約
を設けた。また，Ag層については，透過率の確保と膜
厚バラツキに対する性能安定性の観点から膜厚を10nm
に固定した。得られた膜厚構成はTiOx（16.6nm）／SiOx
（5.1nm）／Ag（10.0nm）／SiOx（154.8nm）／Ag（10.0nm）
／SiOx（10.7nm）／TiOx（21.3nm）／PET基材である。
　つぎに，この構成での光学特性を実験的に検証するた
めに，ガラス基板に成膜を行った。Ag層は純Agターゲ
ットまたはAg-Pd-Cuターゲットを用いたDCスパッタ，
SiOx層とTiOx層はそれぞれSiO2およびTiO2ターゲットを
用いたRFスパッタにより成膜した。プロセスガスは，
AgとSiOxの成膜ではArとし，TiOx成膜ではO2添加Arと
した。このようにして得られた積層膜サンプルの透過ス
ペクトルを図 7に示す。Ag層として純Agを適用した場
合，その透過スペクトルはシミュレーションとは大きく
異なるものとなった。その原因調査のため，別途，SiOx

／Ag／SiOx／TiOx／ガラス基板のSEM観察を実施した
ところ，図 8に示すとおり，純Agを適用したサンプル
では凝集が認められた。この凝集は，Ag層上にSiOxを
成膜することによる熱とプラズマの影響によるものと考
えられる。そこで，Ag合金であるAg-Pd-Cuを適用した
ところ，図 7に示すように紫外線と熱線を遮蔽し，可視
光に高い透過率を備えた特性を得ることができた。な
お，シミュレーションとの差異が認められるが，その要
因は純AgとAg合金の光学定数の違いだけでは説明でき
ず，Ag合金層のわずかな凝集やAg合金層とその上下層
の間の拡散が影響していると想定される。合金組成の最
適化やバリア層追加などの積層構成の工夫により，より
精度の高い膜設計が期待できる。

むすび＝光学機能性フィルム向けの成膜装置に対するニ
ーズが高まる中，これに対応するソリューション技術と
して光学理論に基づく設計ツールを用いた積層膜の設計
と成膜実験による検証に取り組んだ。その実例として，
ITO透明電極フィルムおよびウィンドウフィルムにおけ
る膜構造の最適化と成膜実験による検証について紹介し
た。本技術は種々の光学機能性フィルム，あるいは光学
薄膜に対応した基盤技術であり，今後も成膜装置顧客の
要望に応えるソリューション提案や新規アプリケーショ
ンの創出に活用していきたい。
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図 8 … Ag層として（a）純Agおよび（b）Ag合金を適用したSiOx/Ag/
SiOx/TiOx/ガラス基板サンプルのSEM観察像

Fig. 8 …SEM…images…of…SiOx/Ag/SiOx/TiOx/Glass…substrate…with… (a)…
pure…Ag…and…(b)…Ag…alloy

図 7 … ガラス基板上積層膜のシミュレーションと成膜サンプルの
透過スペクトル

Fig. 7 …Transmittance…spectra…of…simulation…and…deposited…samples…of…
stacked…layers…on…glass…substrates


