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最新１０．４８ｂの新機能の一部



この機能を使えば、通常の設計よりも生産バラツキに
対して、より安定な設計を得ることができます。

このオプションは多くの計算量が必要なために、設計
に多少時間がかかります。

Robust synthesis
（生産バラツキ低減設計）

膜厚バラツキの設定 屈折率バラツキの設定



この機能は、生産する上で制御が困難な極薄層を含まず、
かつ膜厚感度の低い加工しやすい設計を提供します。

Sensitivity-Directed Refinement
（感度管理設計）

初期設計 最終設計

【例】 ブロックフィルター（初期設計は1/4λ交互層層）



大面積基板や曲率のある基板は、膜厚が均一になりません。場所によって膜厚が異なっているような場合に、
その場所による変化量を設定（最大32箇所）することで全体的に均一な特性となるような設計を計算すること
ができます。

Taper Function
（大面積基板、曲率基板の最適設計）



入射角度変化による色座標変化を追跡や色差計算ができます。

入射角度別の色座標の表示

入射角度別色座標 CIE DE2000色差

計算設定画面



Material Dispersionのオプションにより、分散のある媒質中を通過するパルスの累積分散が計算できます。

材料分散の評価



Evaluation表示を右クリックしてFilter Modeを選択するとフィルターのパラメーターが表示されます。

Filter Mode
（フィルターパラメーターの表示）



総合特性を目標値にした場合、各目標値の重みづけ設定とグラフ確認ができます。

Target Weights
（複数目標値の重み表示）



OptiChar, OptiREで日立製分光器(*.UDS)と日本分光製分光器(*.JWS)のバイナリーデータが直接
読み出せるようになりました。

分光器バイナリーデータの読み出し
（複数目標値の重み表示）



過去５年間の主な更新内容の一部



複数の基板、媒質、コーティングを組み合わせ
て設計することができます。

Stack
(組み合わせ)



Color design
(色設計)

色目標オプションは各種の色空間に対して色座標目標を設定す
ることができます。OptiLayerでは99個のターゲットを使用できます。
ターゲットは
・選択した色空間に基づく色座標目標（多角形範囲目標も可）
・入射角度
・特性（反射率、透過率および/あるいは裏面反射率）
・偏光の種類（Ｓ，ＰおよびＡ（平均））
・許容値

多角形目標例

目標値入力

最適化後



光の入射強度分布のような波長別に重みを設定した目標を作成することが可能です（任意設定も可能）。

Integral Targets
（積算目標）



電界強度を最小化、あるいは最大化した最適設計ができます。

電界強度目標値の設定



光線のコーン（円錐）入射や測定器のスペクトル幅を設定できます。

Cone Angle and Line Width
（円錐入射、およびスペクトル幅）



第一段階では、単層膜を小分割後、分割層を設定の
屈折率範囲で不均質膜に見立てて最適化設計します。

つまり不均質膜としてメリット関数が最小となるように
層の屈折率と厚みを最適化します。

第二段階では、不均質性を読み込んでいる膜材料を
使った多層膜に変換展開します。
必要に応じて、この段階で再度最適化をします。

本結果は自動的にOptiLayerに取り込まれ、例えば
Needle法などを使って、最終設計をすることができま
す。

Inhomogeneous Refinement
(不均質膜として最適化計算)



層内不均質と層間粗さを考慮して最適化計算をします。ターゲットとしては通常ターゲット、色目標、総合ターゲット
等のすべてのターゲット設定が可能です。

Inhomogeneous/interlayers constrained Optimization
(層間粗さを考慮した条件下での最適化計算)

【例（チャープミラー）】 R= 7% 13～17nm,  GDD^2=3000, 基板= Si,  膜材料=Si and Mo

最適化前 最適化後 最適化前 最適化後

反射率 GDD

※不均質と層間粗さの影響により設計通りに仕上がらない特性を修正して最適化します。



目的に合わせて自動的に最適なモニタリング波長を選択することができます。

最適なモニタリング方法の計算機能



OptiChar（単層膜解析）やOptiRE（成膜後の設計とのズレ評価）でも色座標評価が可能です。

OptiChar, OptiReの色評価



解析(Analysis)



・OptiLayerは、s偏光、p偏光、非偏光に対する反射率、

透過率、吸収率等や、各偏光に対する反射率ね透過
率の位相シフト、およびエリプソメトリー角などの様々
な特性を評価することができます。

・任意の偏光状態と光源に対して反射光、透過光の色
座標を計算することが可能です。

・任意の波長範囲と入射角度範囲でコーティング特性
や数値データを得たり、簡単な方法でグラフ表示方法
を変更したりすることが可能です。

・様々な光源、検出器、コーン角、波長範囲に対応して
います。

・複数の界面と媒質に対応できるStackモードがありま
す。

解析(Analysis)機能



OptiLayerは幅広い分光特性計算が可能です。
・s偏光、p偏光での反射率Ｒ、透過率Ｔ、吸収率Ａ
・各偏光における反射、透過の位相シフト
・各偏光における差分位相シフト

設計の途中経過は、画面下のバーで材料と厚みに
色分けして表示されます。

ターゲットを読み込むと、バーの下に設計と目標値の
ズレ量を意味するメリット関数が表示されます。

透過光、反射光に対する群速度（ＧＤ）、群速度遅延
（ＧＤＤ）を各偏光毎にあらゆる入射角で計算します。

波長、入射角度の関数としてのエリプソメトリー角を
合致させます。

分光特性



・OptiLayerは、任意の波長範囲や角度での平均特性、
および総合特性での評価やモニタリングが可能です。

・任意の点で正確な数値データを取り出せます。

・簡単に表示を変更することも可能です。

１０層反射防止膜の反射率特性例を右図に示し、その
角度別の反射率、および総合反射率は下図のように
なります。

平均、および総合特性



・ほとんどの色表示方法に対応。

・グラフィックや表形式でデータを表示。

・光源、検出器、観測角、計算間隔等を細かく設定
可能。

数値表示

三刺激値と色彩
色度関数

色度図



・設計した膜の電界強度の計算とグラフ表示。
・図の下に各層の物理膜厚をバーグラフで表示。
・バーは屈折率別に色分け表示。
・設計した物理膜厚(Th)をグラフ内に表示。

電界

入射波が|E|2=100%の場合、値は相対値で表示されま

す。これらの値は二次式のため、高反射ミラーの入射
媒質では|E|2が400%になることもあります。

|E|2 values are expressed in relative units when incident wave 
has |E|2 = 100%. Since these values are quadratic, |E|2 can 
reach 400% in the incident medium for the case of high 
reflectors.



OptiLayerでは現在の設計のアドミタンス図を表示する
ことができます。図の下側に屈折率と物理膜厚(Th)を
色分け表示します。

アドミタンス

参考に10層反射防止膜のアドミタンス図を右に示しま
す。



設計した膜の屈折率は、二つの形式でグラフ表示することができます。

屈折率構成

横軸を膜厚として屈折率構成を表示 横軸を層数、縦軸を光学膜厚として
材料別に色分け表示



表面粗さが分光特性に与える影響を評価することが可能です。

表面粗さの影響評価



・各層の不均質度と厚みを考慮した特性を評価可能で
す。

・不均質は膜内で直線的に増加、あるいは減少すると
仮定します。

・不均質度は、各層別に平均屈折率に対する上側、下
側の不均質度をパーセントで表します。

・正の不均質は、屈折率が膜厚とともに増加し、不の
不均質は減少を表します。

・各層別に不均質度を指定することが可能です。

不均質膜の最適化



薄膜変化量を設定することにより、各層別に膜厚を変化させてメリット関数の変動量を計算し、各層
の膜厚変化に対する設計感度を評価することが可能です。

各層の設計感度

各ターゲットに対して感度計算 100%が最も感度が高い
（膜厚変動の影響が大きい）



自動設計(Automatic design)



設計経験のない方でも複雑な特性を設計することができるNeedle Optimization autoやGradual Evolutionモード
があり、初期設計はあまり重要でなくなります。例えば単層膜を初期設計にしても問題ありません。

自動最適化設計

Gradual EvolutionNeed Optimization AUTO
によるRAMPコーティング

設計進捗履歴は保存され
どの段階も呼び出し可能



Refinement（最適化）

1/4λ層の高反射ミラー初期設計

Newton法による最適化

使用する最適化手法で最適化結果が異なります。

Refinementはメリット関数が最適化するように膜厚を変化させます。
各種の最適化手法が選択可能です。
一次、二次、高次の設計ルーチンを使用し、非常に高速な計算を致します。

DLS法による最適化



Needle Optimization AUTO

Needle法は複雑な設計を解決する独特な方法です。

自動モードでは、新しい層を最適な層の中に自動的に挿
入します。挿入層の厚みはOptiLayerが自動的に計算しま
す。

新しい層が挿入された時、層数は２層増えることになりま
す。これは単層の膜の間に新しい層が割り込むためです。

新しい層が挿入された後、指定された最適化方法で最適
化が実施されます。

最適化が終了すると、再び新しい層を挿入する手順を繰
り返すことで目標に収斂させていきます。

OptiLayerは、このNeedle法の開発元になります。



Gradual Evolution

Gradual Evolutionは、膜厚が所望するメリット関数に対し

て厚すぎる場合、初期設計が非常に単純な場合、あるい
は初期設計がない場合に威力を発揮します。

Gradual Evolutionの設定画面では、最終設計時における

メリット関数、最大物理（または光学）膜厚、または最大層
数を指定することができます。

【Note】
Gradual Evolutionでは初期設計は不要です。ターゲット、

基板、および少なくとも２種類以上の材料を指定設定して
下さい。OptiLayerが自動的に最適な膜構成を計算します。



特殊設計(Special design)



WDM（１）

WDM設計ルーチンは高度な設計技術に基づいてプログラムされています。他のプログラムには応用できない
特殊な方法です。WDMを設計するには、次の仕様を設定してください。
・フィルター波長
・阻止域の半値波長
・50%透過率の半値幅
・シェープ値（阻止および透過帯の半値幅比）



WDM（２）

WDMオプションは、1/4波長および1/2波長で構成する一般的な狭帯域フィルターでも使用することができます。



Random Optimization

Random Optimizationは次のような場合に効果的です。

１．最適化において初期設計を見つけにくい場合
OpitLayerは高度な設計アルゴリズムを用いており
特に適切な初期設計がない複雑な設計目標の場
合に良い結果を得られることがあります。

２．生産性を考えた場合、異なる設計結果を得たい場合

最適化は停止させるまで継続します。より小さなメリッ
ト関数が得られた場合は設計履歴に保存されます。
得られた結果を、Needle法やGradual evolutionの初期
設計値として使用することができます。

計算時の最低膜厚、最大膜厚を設定することも可能で
す。



生産面に於いて膜厚範囲に制約をつける場合に使用します。設定以下の薄すぎる層や設定以上の厚すぎる層
が生じないように最適化を実行します。

【例】

Constrained Optimization
(膜厚範囲を考慮した最適化計算)

Solarセルの設計

アモルファスシリコンとSnO2膜に
厚み制限をつけた設定画面



膜構成の式内で固定するものと変動させるものを設定して計算します。

Formula constrained Optimization
(膜構成表記式での最適化計算)

【例】

(H L)^n(aHbH)^m
大文字のH,L ：成膜材料
小文字のn,a,b,m：変化させる膜厚変数



ニードル（極薄層）を入れる場所を手動で任意
に挿入できます。

複雑の設計に対応する場合に有効なことがあ
ります。マウス操作により簡単に挿入可能です。

ニードル挿入後に最適化を実行できます。

Needle Optimization (manual mode)
(手動ニードル法による最適化)

マウスの十字線が挿入箇所



複数の条件を組み合わせて設計します。
本例は表面、裏面からの反射率、色座標をターゲットに設計しています。
開始は３層膜、AgがSiO2にサンドイッチされており、Agを挟むSiO2の厚みは
40nm以上であることを条件としています。
右下の表に結果が得られています。

Gradual Optimization (advanced controls)
(Gradual Optimizationのより進んだ使い方)

最適化後の膜構成



ターゲット、色座標、光源、検出器、入射角、基板、
裏面の影響、基板厚み、裏面コーティング等の異な
る複数の条件を考慮して、最も最適な設計もするこ
とができます。

Environment Manager
(複数の環境を考慮した最適化)



ご覧いただき
有り難うございました。


