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　光学技術は生命科学、軍用、レーザ
光学などの産業への応用が増加をつづ
け、光学コーティングに対する要求は、
より複雑で許容度の厳しい設計へと拡
大している。このような要求に呼応し
て、高いスループットと高い歩留りに
対する要求も増大し、より高い性能と
より低いコストで生産量を拡大するこ
とが目標になっている（図1）。
　こうした厳しい用途に使われる高精
密光学コーティングは、歴史的には蒸
着法が推奨されてきたが、その製造に
は解決の難しい問題があることも明ら
かになっている。反射防止コーティン
グのようなそれほど複雑でない製品に
比べると、蒸着法で製造される高精密
コーティングは、歩留りと収容能力が減

少し、また、コーティング後にはいく
つかの付加的製造工程が必要になる。
硬質酸化物の蒸着法によるコーティン
グは非常に長い生産サイクルが必要に
なる。硫化物／フッ化物の組合せは、
硬い酸化物よりも蒸着時間が短く、層
数が少なく、温度も低くなり、その結
果、生産サイクルが短くなる。しかし、
このようなコーティングは耐久性が低
く、湿度に対して敏感なため、封止に
よる環境曝露からの保護が必要になる。
収容量、歩留り、生産サイクル時間、付
加的製造工程などは、いずれもコスト
を左右する要因だが、残念なことに、
蒸着技術の場合はコストを悪い方向へ
誘導してしまう。
　1970年代のイオンビームスパッタリ

ング（IBS）の出現によって、非常に低
損失で安定なスペクトルシフトのない
光学コーティングの開発が可能になっ
た（p.23の「蒸着vs.スパッタリング」を
参照）。五酸化タンタルと二酸化ケイ素
からなる多層膜のコーティングは非常
に低い吸収と散乱が得られるようにな
った。イオンビームスパッタリングは
リングレーザジャイロスコープなどの
特殊用途に市場を見つけ、1990年代に
なると、高密度波長分割多重（DWDM）
光通信用のフィルタ開発において、IBS
は最先端の技術として位置づけられる
ようになった。この用途は低損失で安
定な狭帯域フィルタとしての前例のな
い最新機能が必要であった。しかし、
このような利点にもかかわらず、IBS
をコーティングのコア技術として採用
した北米の会社は非常に少なかった。
IBSにとって不利となった要因は、高い
設備投資（装置当たり100万ドル以上）、
低い堆積速度（生産サイクル時間が非
常に長くなる）、比較的小さな容器の
バッチ容量などであり、そのためにコ
ーティングされた部品の単価が高くな
ることであった。
　この10年間に、最先端のコーティン
グ企業は、IBS膜の性質を容易に制御
できるようになった。また、加工単価
の大幅な低減、つまり蒸着に近いコー
ティングコストを可能にする技術を模
索しつづけ、独自の技術を開発した企
業も数多く現われた。そのような技術
の多くは、基板表面への金属のスパッ
タリングとその後の酸化処理にもとづ
いている。加工プロセスにはマグネト

光学部品製造

イアン・マクミラン

高精密光学コーティング用のマグネトロンスパッタリング製造装置は、伝統
的な蒸着技術の能力に加えて、スパッタ方式の代替技術と同等のコスト削減
効果が得られる。

コーティングコストの削減に役立つ
スパッタリングの進歩

図１　APRSマグネト
ロンスパッタリングシ
ステムHeliosの自動
基板ローディング装置
は、TECHSPECフィ
ルタ製品などの光学製
品のスループットを最
大にし、粒子汚染を最
小にする。（資料提供：
エドモンド・オプティ
クス社／ライボルト・
オプティクス社）
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ロン、イオンガンやプラズマ源の組合
せを使用するが、このような装置は知
的所有権の問題があるため、その詳細
は不明な場合が多い。
　最近になると、スパッタリング技術
が進歩して、200層以上の複雑な光学コ
ーティング製品を生産できるコーティ
ング装置が利用可能になった。その一
例となる先端プラズマ反応性スパッタ
リング（APRS）装置は、中域周波数の
二重マグネトロンを使用することで、一
貫性と再現性に優れた堆積速度が得ら
れ、薄膜光学特性の予測も非常に高い
精度で可能になる。多層構造の光学的
変化と時間的変化を精密に監視する技
術を備えたAPRSは、理論モデルと一
致するスペクトル性能をもつ複雑なフィ
ルタを製造できる。
　少数の装置メーカーがマグネトロン
を用いた光学コーティング装置の供給
を開始した。市販装置の一つとなった
独ライボルト社（Leybold）のHeliosは、
中域周波数で動作する二式の二重マグ
ネトロン電源を使用して、複雑に設計さ
れた数百からなる高屈折率と低屈折率

の交互層を堆積できる。基板はターンテ
ーブルに取り付けられて回転する100 
mm径のホルダに装填される。このタ
ーンテーブルは1回のコーティング作業
において最大16個までの直径100mm
ホルダを搭載できるが、これは高精密
コーティングとしてはかなり大きい能

力となる。ターンテーブルは毎分250回
までの速度で回転する。この回転によ
って、金属はそれぞれのマグネトロン源
から基板上にスパッタされる。基板が
ターンテーブルの経路に配置された酸
素プラズマを通過するときに、マグネト
ロン源とは分離された状態で、金属層
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　その名称が示すように、蒸着は材料が
抵抗加熱または電子ビーム衝撃によって
加熱され、気相となって堆積する熱過
程にもとづいている。蒸発した分子のエ
ネルギーは比較的低く、1eV以下の場合
が多い。一般に、コーティングされた膜
は円柱状の微細構造をもつ多孔質から構
成され、エネルギーの強いイオンまたは
プラズマ支援による増強を行わない場合
の膜にはスペクトルシフトが現われる。
　スパッタリングは、エネルギーの強い
イオンがターゲット材料と衝突し、運動
エネルギーが移動して、ターゲット材料
を構成する原子が表面から飛び出したと
きに可能となる。飛び出した材料は基板
表面に堆積する。一般に、APRSにより

スパッタされた化学種のエネルギーは
20〜30eVに達するため、高密度で安
定なスペクトルシフトのない膜が得られ
る。ターゲット表面でのスパッタ動作は
再現性が高く、堆積する原子のエネル
ギーは比較的高いため、蒸着法に比べる
と、スパッタリング工程の制御性は非常
に優れている。スパッタリングは一定で
再現性のある堆積速度を確保できるた
め、その薄膜は予測との整合性が高い光
学特性になる。その結果、理論と十分
に一致した性能をもつコーティング製品
を再現性よく製造すること可能になる。
200以上の層数をもつ複雑なフィルタ
は、最小限の開発努力で設計から製造
への移行が進行している。

蒸着vs.スパッタリング



の酸化が行われる。金属のスパッタリ
ングと最終酸化工程とが分離されてい
るため、金属ターゲットには、金属酸化
物薄膜のスパッタリング堆積では問題
となるターゲットの酸化による電荷蓄
積効果が生じない。金属ターゲットの
スパッタリングも蒸着法と同様のかな
り高い堆積速度で行うことができる。
　APRSとIBSは同等のスペクトル品質
を確保できるが、IBSは堆積速度が低く

（生産サイクルが長くなる）、容量が小さ
いため、IBSを用いると、製品当たりコ
ストが高くなる（表1）。蒸着法はスパ
ッタリングと同等ないしはそれ以上の
速度で膜を堆積できるが、1枚のフィル
タを製造する場合であっても、いくかの
蒸着膜を低い歩留りで組合せなければ
ならない。また、とくに重要となる一部
のフィルタ工程は、一度に加工できる数
量が減少するため、複雑なフィルタの単
価は高くなる。さらに、蒸着技術は十分
に実用できるフィルタを製造できるが、
その工程は本質的に変動するため、蒸着
膜にはランダム誤差が発生し、APRSや
IBSとは違って、そのスペクトル性能を
理論に合せることが難しい。

応用
　高精密コーティング製品の成長市場
には、バイオフォトニクス、軍用、レ
ーザ光学などへの応用が含まれる。バ
イオフォトニクスの場合は、励起波長
と発光波長とを分離するフィルタを中心
にした蛍光測定用の高精密フィルタの需
要が継続的に増加している。これらの
フィルタは、通過帯域の透過率が高く、
それ以外の帯域では光学濃度の透過阻
止レベルが6倍以上へ急峻に変化する
スペクトル特性が必要になる。このよ
うなスペクトル特性をもつバンドパス
フィルタは、信号対雑音（SN）比が100
万対1以上になる。蛍光フィルタの多く

は100〜200層の薄膜から構成されるマ
ルチキャビティのバンドパス設計にもと
づいている。これらのフィルタは要求
される精度を達成するために、その成
膜工程では透過率が急変する場所の単
一波長光学装置によるモニタリングを
行って、堆積が済んだ層の膜厚の誤差
を補償している。
　厚さが増加しても光学応答の変化が
小さい共振器間の結合層のような多層
膜の場合は、信頼性を備えた非光学的
方法によるモニタリングが必要になる。
蒸着法による多層膜はスパッタリング
の場合に比べると、より大きなランダム
誤差と系統誤差が発生する。コーティ
ング加工時の蒸着ガスの分布、堆積速
度、真空圧、温度などのプロセスパラ
メータの変動は、蒸着法の方がスパッ
タリングよりもはるかに大きい。した
がって、蒸着法では層ごとの誤差がス
パッタリングよりも大きくなり、スペク
トル性能が悪くなる。進歩したプラズ
マ反応性スパッタリングでは、バイフ
ォトニクス用フィルタの標準仕様を満
足する113層のバンドパスフィルタの
製造に成功している（図2）。軍用の分野
では計測ディスプレイや可視‐暗視装置
などに使われるコーティング製品の需
要が増加している。この場合のフィル

タは、高い可視光透過率を確保しなが
らレーザ照射を遮断する、あるいは可
視光の計測ディスプレイの明るさと高
利得近赤外線暗視照明強度とをバラン
スさせるなどの用途に使われる。
　前者の例は、ノッチフィルタとして広
く知られる狭帯域反射フィルタを使用
して、破壊をもたらす恐れのある特定
のレーザ波長を反射し、可視光または
レーザ波長以外の光を高いレベルで透
過する。最近までのノッチフィルタは、
ルゲート技術による方法を用いなけれ
ば製造できなかった。この方法は高屈
折率と低屈折率の誘電体の多層膜層か
らなる伝統的な構造ではなく、屈折率
が正弦波状に連続的に変化する単層の
コーティング設計にもとづいている。
　ルゲート方式に匹敵するスペクトル
性能は、通常の高屈折率と低屈折率を
用いた設計からも得られるが、この場合
の設計は多数の層を10nm以下の物理的
膜厚へと、極端に薄くしなければならな
い。このような薄層の蒸着法による堆積
は、均一で再現性のある結果を得るこ
とができない。一方で、APRSを用いて
製作する薄層ノッチフィルタ設計は、理
論と非常によく一致した結果が得られ、
薄い誘電体層を堆積する場合のAPRSの
再現性と予測可能な能力が実証されて

2009.6   Laser Focus World Japan24

.feature 光学部品製造

蒸着 イオンビーム
スパッタリング

APRSマグネトロン
スパッタリング

堆積速度 中速から高速
0.5〜 2.0nm/s

低速
＜0.1nm/s

中速
0.5nm/s

装填容量 ＜100 平方インチ
基板ホルダ

＜100 平方インチ
基板ホルダ

＜200 平方インチ
基板ホルダ

ロードロック連続動作 不可 不可 可

加工当たりの層数 ＜150 ＞200 ＞200

被覆の耐久性 金属酸化物は硬くて耐久
性あり、フッ化物と硫化物
は軟らかくて湿度に敏感

硬くて環境に対して安定、
スペクトルシフトなし

硬くて環境に対して安定、
スペクトルシフトなし

フィルタの組立 いくつかの副成分による被
覆および接合と加工の追
加が必要になる

フィルタコーティングは単
一基板上の堆積により完
了する

フィルタコーティングは単
一基板上の堆積により完
了する

部品の相対コスト 低‐高 高 低‐中

表1　スパッタリング技術の比較



いる（図3）。
　レーザ産業では、フェムト秒レーザ
などの短パルスシステムの登場によっ
て、薄膜の設計者とコーティング加工
の技術者には、新しい挑戦課題が生ま
れている。特殊なコーティングでは多
層コーティング構造内の多重反射から
生じるパルス広がりと波長分散の影響
の補正が必要になる。これらの影響を
補正するために、チャープミラーが設
計されているが、その多層膜の堆積で
は非常に小さな誤差しか許容できない。
チャープミラーを蒸着法で製造すると、
層から層へのランダム誤差がかなり大
きくなり、歩留りが低くなる。対照的に、
APRSを用いた最初のコーティング実験

では、その性能が蒸着法よりも良くなる
ことが実証されている。
　将来を展望すると、より多くのマグ
ネトロン装置が開発され、製品化され
るであろう。その場合に、高精密の用
途を超えた技術の発展を期待できるか
の予測が重要になる。マグネトロンス
パッタリングの技術には再現性のある
高い歩留りとロードロック連続動作の
利点があるため、低精密の用途に対し
ても、蒸着法への代替を可能にする将
来性を期待できる。
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図2　APRSで 製
造した113層バン
ドパスコーティング
の測定スペクトル
は理論モデルと非
常によく一致して
いる。このような
優れた結果はわず
か1回の試運転に
よって実現された。

図３　APRSで製
造した532nmノ
ッチフィルタの光学
性能の測定値を理
論と比較して示し
ている。両者はよ
く一致し、このフ
ィルタの532nm
の光学濃度は４を
超えている（透過率
は0.01%以下）。


