
スペクトル解析ソフトウエア SCOUT：クイックスタート 3

スペクトル解析ソフトウエア SCOUTは，豊富な誘電関数モデルと光学ライブラリー，

柔軟な光学モデル記述，スマートなフィッティングストラテジーを有する非常に高機

能なスペクトル解析ソフトウエアです．また，ほとんど全ての分光装置で測定したス

ペクトルデータを読み込むことができ，解析することが可能です．ここでは，BK7基

板上の TiO2膜の反射率スペクトル解析を例に，SCOUTを用いたスペクトル解析の

基本的な解析な流れを見ていただきます．

※ SCOUTの操作法詳細は，SCOUT技術マニュアルをご参照ください．また，付属の SCOUTチュートリアル

には，入門的な例題を使って SCOUTの基本操作法が説明されています．実際の解析を開始するのに先立ち，チュー

トリアルを演習しながらご一読頂くことをお勧めします.

1. はじめに

分光干渉法や分光エリプソメトリーで使用されるスペクトルフィッティング解析では，光が入射することで物質が

応答するという因果律（クラマース・クローニッヒの関係式）によって物質の誘電関数（光学定数）が決定されるこ

とを基本にして，分光スペクトルに含まれる材料物性情報の定量的な解析を行います.

SCOUT クイックスタート 3 では，まず前半で，スペクトル解析を実施する上で必要になる最低限の基礎知識と

して，フレネル係数，Lorentz振動子，誘電関数などについて概説します．後半には，実際に SCOUTを使ったスペ

クトル解析を一通り触れて頂ける実習ショートコースを用意しました．光学に精通されている方や直ぐにスペクトル

フィッティング解析を実習をしたい方は，「3.解析の流れ」から読み進めてください．本 SCOUTクイックスタート

3が，SCOUTによる柔軟で強力なスペクトル解析能力をお楽しみ頂くための切っ掛けになれば幸いです．

2. スペクトル解析の基礎知識

2.1 媒質界面における光の振る舞 1）

分光干渉法や分光エリプソメトリーで使用されるスペクトルフィッティング解析では，光が入射することで物質が

応答するという因果律（クラマース・クローニッヒの関係式）によって物質の光学定数（屈折率 n，消衰係数 κ）が決

定されることを基本にして，分光スペクトルに含まれる材料物性情報の定量的な解析を行います.

分光干渉法がどのような量を測定し，どのような手順で解析するのかを理解するために，ここでは，まず，媒質界

面における光の反射/透過について確認します．

2.1.1 光の反射と透過

図 1は，屈折率が異なる二つの媒質の界面における光の反射と透過の概要です．
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図 1 媒質界面における反射と透過

屈折率 ni の入射媒質と屈折率 nt の透過媒質の界面に，左上空から光が入射したとします．これは，入射媒質：空

気（ni = 1.0）側から透過媒質：ガラス（nt = 1.5）への光入射を想像すればいいでしょう．入射光の一部は，界面

で入射角 θi に等しい反射角 θr 方向に反射され，残りの光が屈折角 θt 方向に透過媒質中を透過します．屈折角 θt は，

媒質の屈折率から，屈折の法則で求めることができます．

ni sin θi = nt sin θt 屈折の法則 (1)

入射光と媒質界面法線を含む面を入射面と定義します．光の電場振動面（偏光面）が入射面内にある直線偏光を p

偏光，それと直交する直線偏光を s偏光と呼びます．全ての偏光状態は，p偏光と s偏光のベクトル和で表すことが

できます．

2.1.2 反射光/透過光の振幅

媒質界面において反射光と透過光に振り分けられる割合について考えましょう．

光は電磁波であり，図 2のように，互いに直交する正弦波状の電場E と磁場B が，両者の外積（E×B）方向（E

方向からB 方向に右ネジを回したときに，ネジが進む方向）に進む横波です．

【ヒント！】本来，磁束密度B，磁場H，B ≡ µ0H なので，磁場H と表記するところですが，多くの教科書 1）−4）

でB を磁場と呼び，E–H 対応ではなく E–B 対応で議論しています．本資料もその流儀で執筆しています．

図 2 光（電磁波）が空間を伝搬するようす

図 2は x方向の偏光を表しています．

異なる屈折率を持つ媒質の界面で光が反射/屈折するとき，媒質境界面に平行な電場成分と磁場成分は，境界面を越

えても連続であり，界面における反射/屈折の前後で光が増減することはありません．この境界条件から，入射光がど

のような割合で反射光，透過光に振り分けられるかが決まります．
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図 3は，入射光，反射光，屈折光の電場ベクトル E と磁場ベクトルB のようすを示したものです．

図 3 媒質界面における電場と磁場の境界条件

図 3(a)が p偏光，図 3(b)が s偏光です．図中，(a)の磁場 B と (b)の電場 E は，紙面奥から手前に向かってい

ます．図 3の p偏光，s偏光それぞれについて，入射媒質中の入射光と反射光の電場水平成分の和は透過光の電場水

平成分に等しく，入射媒質中の入射光と反射光の磁場水平成分の和は透過光の磁場水平成分に等しくなります．つま

り，電場と磁場に関する境界条件は，次の式 (2) ∼ (5)にまとめられます．

Ep∥ Eip cos θi − Erp cos θr = Etp cos θt (2)

Bp∥ Bip +Brp = Btp (3)

Es∥ Eis + Ers = Ets (4)

Bs∥ −Bis cos θi +Brs cos θr = −Bts cos θt (5)

これらの境界条件から，屈折率 nの媒質中では E = cB/nが成り立つことを使って B 成分を消去し，次に Etp を消

去すれば，p偏光，s偏光それぞれの反射振幅，透過振幅を表す次式が得られます．

rp ≡ Erp

Eip
=

nt cos θi − ni cos θt
ni cos θt + nt cos θi

(6)

tp ≡ Etp

Eip
=

2ni cos θi
ni cos θt + nt cos θi

(7)

rs ≡
Erp

Eip
=

ni cos θi − nt cos θt
ni cos θi + nt cos θt

(8)

ts ≡
Ets

Eis
=

2ni cos θi
ni cos θi + nt cos θt

(9)

ここで，rp は入射 p 偏光の電場振幅 Eip に対する反射光の電場振幅 Erp の比であり，p 偏光の振幅反射係数

（amplitude reflection coefficient）と呼ばれます．同様に，tp は p 偏光の振幅透過係数（amplitude transmission

coefficient），rs は s偏光の振幅反射係数，ts は s偏光の振幅透過係数です．(6)式∼ (9)式は，フランスの物理学者フ

レネル（Augustin Jean Fresnel）の名に因み，フレネルの式（Fresnel equation），フレネル係数（Fresnel coefficient）

とも呼ばれます．

2.1.3 薄膜中の光の振る舞いを記述する

反射光/屈折光の出射角度は反射の法則/屈折の法則によって決まり，反射光/屈折光の振幅はフレネル係数の計算

で求まります．これで，サンプル媒質中における光の振る舞いを正確に記述することができます．ここでは，図 4の

ように，屈折率 n0 の媒質中に支持基板なしで存在する屈折率 n1 の膜（自己保持膜）を例に，膜内で起こる多重反射

について考察しましょう．
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図 4 自己保持膜における多重干渉

自己保持膜の代表例は，シャボン玉です．空気（屈折率 n0）から薄膜（屈折率 n1）に入射する場合の振幅反射係

数/振幅透過係数を r01，t01，逆に薄膜から空気に入射する場合の振幅反射係数/振幅透過係数を r10，t10 と表します．

さて，図 4で，振幅 1の光が左上方より入射角 θ0 で薄膜に入射されたとしましょう．入射光は，界面 1に出会う

と一部が反射され振幅 r01 の反射光（これを 0次反射光と呼ぶ）を形成します．残りの光は界面を透過し振幅 t01 の

透過光となります．透過光は膜内を進み，界面 2に出会うと，さらに反射光と透過光に分割されます．その後は，透

過光が界面に出会う度に，反射光/透過光に分配されながら，膜内を多重反射していきます．我々が観測する反射光と

は，膜内を多重反射した結果生じる全ての反射光を足し合わせたものです．

ここで，膜内を 1往復してくる反射光（1次反射光と呼ぶ）の振幅に注目しましょう．振幅 1の入射光が界面 1の

透過によって振幅が t01 倍されます．膜内を進み界面 2の反射によって，その振幅は r10 倍され，さらに，界面 1の

透過で，その振幅は t10 倍されます．その結果，1次反射光の振幅は t01r10t10 になります．

図 4に示す 1次反射光の振幅に掛けられた exp(−i2β)は位相項です．膜内を 1往復する 1次反射光は，0次反射

光に対して，余分な光路長を走る分だけ位相が遅れます．光が膜を一回通過するときの位相遅れを β として，1次反

射光の位相項 exp(−i2β) は，光が膜内を 1 往復する間に位相が 2β 遅れることを表す複素数です．β は，膜の厚さ

d，屈折率 n1，屈折角 θ1（入射角 θ0 を (1)式に代入すれば求まる）から計算できる量であり，位相膜厚（film phase

thickness）と呼ばれます．

β =
2π

λ1
n1d cos θ1 (10)

位相を含めた振幅反射係数を複素振幅反射係数と呼びます．

全ての高次の反射光に対して同様の振幅計算を行い，それらを全て足し合わせることで，多重干渉が含まれた反射

光の振幅を求めることができます．

rp =
rp01 (1− exp(−i2β))

1− r2p01 exp(−i2β)
(11)

rs =
rs01 (1− exp(−i2β))

1− r2s01 exp(−i2β)
(12)

rp01 には (6)式，rs01 には (8)式を使えば，(11)式，(12)式から p偏光の複素反射振幅係数 rp と s偏光の複素反射

振幅係数 rs を求めることができます．

複素振幅係数の絶対値を二乗する（複素共役同士を掛け合わせる）ことで，光強度を求めることができます．(11)

式から，p偏光反射光の電場振幅は，

Erp = E0p exp(iωt)
rp01 (1− exp(−i2β))

1− r2p01 exp(−i2β)
(13)
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と表せ，p偏光反射光の強度は，

Irp ∝ ErpE
∗
rp = E2

0p

2r2p01(1− cos 2β)

1 + r4p01 − 2r2p01 cos 2β

.
.
. Irp = I0p

2r2p01(1− cos 2β)

(1 + r4p01)− 2r2p01 cos 2β
(14)

と求められます．なお，(14)式の変形にはオイラーの公式から導かれる 2 cos θ = exp(iθ) + exp(−iθ)を使いました．

同様に，(12)式から p偏光透過光の電場振幅は，

Et = E0 exp(iωt)
(1− r201) exp(−iβ)

1− r201 exp(−i2β)
(15)

p偏光透過光の強度は，

Itp ∝ EtpE
∗
tp = E2

0p

(1− r2p01)
2(

1 + r4p01 − r2p01 cos 2β
)

... Itp = I0p
(1− r2p01)

2

(1 + r4p01)− 2r2p01 cos 2β
(16)

と表すことができます．

さらに，s偏光の反射光強度，透過光強度を求めておけば，自然光の反射光強度，透過光強度は，それぞれ，p偏光

と s偏光の反射光強度の平均 Ir = (Irp + Irs)/2，p偏光と s偏光の透過光強度の平均 It = (Itp + Its)/2として求め

ることができます．

Ir = I0
2r201(1− cos 2β)

(1 + r401)− 2r201 cos 2β
(17)

It = I0
(1− r201)

2

(1 + r401)− 2r201 cos 2β
(18)

実際の薄膜サンプルはもっと複雑な層構造を持ちますが，上記のような複素反射振幅係数，複素透過振幅係数の計

算を界面の数だけ繰り返すことで，全ての経路の反射光，透過光を足し合わせたトータルな反射光強度，透過光強度

を求めることが可能です．

2.2 どうして分光なのか 1）

複素屈折率（N ≡ n− iκ，屈折率 n，消衰係数 κ）を物質の光学定数と呼びます．その周波数依存性，すなわち，n

スペクトルと κスペクトルは，互いに独立ではなく，光電場に対して物質が応答することにより必然的に決まる関係

で結びつけられています．この両者の関係は，クラマース・クローニッヒの関係式（Kramers-Kronig relation）で表

されます 5）．つまり，分光スペクトルには，材料の本質的な光物性情報が含まれているのです．分光干渉法のスペク

トルフィッティング解析では，こうしたスペクトル情報を十分に活用し，クラマース・クローニッヒの関係式を満足

するように解析を進めることが重要になります．

ここでは，スペクトルの基本形状を決める「光電場に対する物質の応答」について，その基本的なメカニズムを鳥

瞰していきましょう．

2.2.1 分極による透過光の遅れ 1），6）

光が誘電体中を伝搬すると，光の電場によって物質内に電荷の偏り，すなわち分極（polarization）が生じます．そ

の代表は，原子内の電子と原子核が形成する電子分極です．分極の大きさは誘電率 ε（dielectric constant）で表され

ます．

図 5は，光が分極を引き起こしながら，誘電体中を伝播するようすを示しています．
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図 5 (a) 入射光の電場振動によって引き起こされる電気双極子振動と (b) 電気双極子放射の概要

図 5 (a)の左から伝播してきた光によって誘電体内に分極が生じます．分極により作られる電荷対は，電気双極子

（electric dipole）と呼ばれます．電気双極子は，光の電場振動（交流電場と考えてよい）に応答してバネのように振

動します．誘電体では，電子分極が形成する電気双極子振動の共鳴角周波数 ω0 は紫外領域にあり，ω0 から低角周波

数側に十分離れた可視領域では，電気双極子は入射光の電場振動に追従してほぼ同位相で応答振動します．

光の交流電場によって振動する電気双極子では，電荷の加速度が絶えず変化します．その結果，図 5 (b)のように

電気双極子からは同じ周波数の電磁波が放出されます（放出される電磁波は，ドーナツ状の強度パターンで放射状

に拡がるが，ここでは前進する光だけを描いてあります）．この電磁波の再放射を，電気双極子放射（electric dipole

radiation）と呼びます．この放射過程では，90◦ の位相遅れを伴います．結果的に，可視領域では，電気双極子は，

入射光の電場振動とほぼ同位相（位相遅れはほぼ 0◦）で応答し，位相遅れ 90◦ で光を放射するので，電気双極子放射

光は入射光に対して約 90◦ 位相が遅れることになります．電気双極子放射光の位相遅れは，入射光と電気双極子放射

光の合成である透過光の位相遅れを引き起こします．遅れた透過光は次に出会う電気双極子の入射光となるため，透

過光は電気双極子と出会う度に累進的に遅れていくことになります．

この伝搬速度 v が遅くなる割合を真空中の光速 cとの速度比 n ≡ c/v で定義したものが屈折率です．また，複素

屈折率（N ≡ n − iκ）と複素誘電率（ε ≡ ε1 − iε2）には，Maxwellの方程式から求まる N2 = ε（ε1 = n2 − κ2，

ε2 = 2nκ）の関係があり，誘電体が透明（κ = 0）になる可視領域では，n2 = ε1 の関係があります．つまり，可視領

域において，誘電率 ε1 が高く分極しやすい誘電体ほど，屈折率が大きく，物質中の光の伝搬速度は遅くなります．

2.2.2 Lorentz振動子

電気双極子振動は，Lorentz振動子でモデル化できます．Lorentz振動子は，分極により生じる正電荷と負電荷が

バネで束縛されている古典的なモデルです．電子分極では，光の電場振動に対して，質量が大きい原子核は動かず，

電子だけが粘性流体中をバネ振動する物理モデルを仮定します（図 6挿入図参照）．Lorentzモデルの運動方程式は次

式で与えられます．

me
d2x

dt2
= −meω

2
0x−meΓ

dx

dt
− eE0 exp(iωt) (19)

ここでme と eは，それぞれ電子の質量と電荷です．右辺第 1項はバネの復元項で，光の電場によって変位した電子

を原点に引き戻す，フックの法則 F = −kFxに従う力です．右辺第 2項は，粘性流体中の粘性抵抗を表しており，運

動速度が遅い場合は速度に比例します．Γ は，粘性抵抗の比例係数で，減衰係数（damping coefficient）と呼ばれま

す．右辺第 3項は，光の電場振動 E0 exp(iωt)がクーロンの法則 F = −eE によって電子を強制振動させる力を表し

ています．Lorentz振動子は，外部から強制振動させられている減衰振動子（damped oscillator）であり，粘性抵抗

による振動の減衰と光の電場振動 E0 exp(iωt)による加振とが釣り合った状態で振動します．

図 6に Lorentzモデルから計算される複素誘電率の実部 ε1 と虚部 ε2 を示します．
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図 6 Lorentzモデルから計算される誘電関数（複素誘電率実部 ε1，虚部 ε2）と Lorentz振動子の物理モデル例

Lorentzモデルにおける誘電率分散では，バネの共鳴角周波数 ω0 で ε2 が最大になり，ε2 ピークの半値幅は減衰係

数 Γ で決まります．ε2 ピークから遠い ε1 の勾配が正の領域における分散を正常分散，ε2 ピーク近辺の勾配が負の領

域（ω0 − Γ/2 < ω < ω0 + Γ/2）のそれを異常分散と呼びます．また，図 6の通り，ε1 スペクトルと ε2 スペクトル

は互いに独立ではありません．両者は，クラマース・クローニッヒの関係式によって結びつけられています．こうし

た光の角周波数に対する εの分散を誘電関数といいます．

2.2.3 誘電関数の周波数依存とスペクトル

物質内には複数種の分極が存在し，それぞれの分極は分極電荷の有効質量に依存した共鳴吸収波長帯を持つため，

実際に観測される誘電関数は光の角周波数によって大きく変化します．

図 7に，分極の種類と誘電関数の概要を示します．

図 7 誘電関数の概要と分極のタイプ

マイクロ波領域では分極した分子の回転（配向分極），赤外領域では分極した分子・原子団・結晶格子の振動（イオ

ン分極），紫外可視領域では分極した電子と原子核の振動（電子分極）の共鳴により光が吸収され，ε2 はピークを持

ちます．なお，誘電体などの固体では分子原子が動けないために配向分極は起こらず，Siや Geなどイオン性を示さ

ない結晶ではイオン分極は起こりません．

光の角周波数を UHFから増加させていくと，ある角周波数以上でイオン分極の振動は光の角周波数に追従できな

くなり，ε1 はイオン分極の寄与分だけ減少します．さらに高い角周波数では，やがて電子分極も追いつけなくなり，

ε1は最終的に真空中と同じ 1になります．逆に，低角周波数領域では，光電場振動に応答できるイオン分極，電子分

極の両方の寄与が足される結果，ε1 の値は一般的に大きくなります．
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図 8は，誘電体の光学定数スペクトルのモデル図です．

図 8 紫外から赤外領域における誘電体の光学定数スペクトル

紫外領域に見られる大きな κのピークは電子分極（誘電体内部の電子バンド間遷移）の共鳴吸収であり，赤外領域

にはイオン分極（分子・原子団・結晶格子の分極振動）の共鳴吸収，不純物などを原因とするフリーキャリアがある

場合には，低エネルギーの領域にさらにその吸収が現れます．誘電体では，赤外領域におけるイオン分極の共鳴吸収

と紫外領域における電子分極の共鳴吸収の間に，大きなエネルギーギャップが存在し，可視から近赤外の領域にかけ

て，κがほぼ 0で角周波数の上昇に伴い nが徐々に増加する光学定数スペクトル，すなわち正常分散を示します．こ

の領域における光学定数スペクトルの形状は，紫外領域における電子分極の共鳴吸収によって実効的に決定されてい

ると言ってよいでしょう．

光学定数スペクトルは多くの研究者によって測定され，ライブラリー化されているので，光学定数を固定した膜厚

測定に利用することができます 7）．しかし，物質の光学定数スペクトルを求めることが目的であれば，関数で記述さ

れたフレキシブルな誘電関数モデルを用いる必要があります．

誘電関数の記述では，電子分極やイオン分極には Lorentzモデル，Tauc-Lorentzモデル 8），OJLモデル 9），Gauss

モデル，Kimモデル 10），Brendelモデル 11）などが使用され，フリーキャリア吸収の記述には Drudeモデルが用い

られます．ここに列記した代表的な振動子モデルの多くは，Lorentzモデルの拡張であり，クラマース・クローニッ

ヒの関係式を満たします．誘電関数モデルの選択とその変数設定は，分光干渉法のフィッティング解析における最も

重要なステップです．

1） 大津元一，田所利康：“光学入門”, 朝倉書店, (2008).

2） R. P. ファインマン著，富山小太郎訳：ファインマン物理学 II, 岩波書店 (1991).

3） E. Hecht: “Optics (4th ed.)”, Pearson Education (2002)

[訳書　 E. ヘクト著，尾崎義治，朝倉利光訳：”ヘクト 光学 I, II”, 丸善 (2002)]

4） 江馬一弘：“光物理学の基礎”, 朝倉書店 (2010)．

5） Charles Kittel著，宇野良清，津屋昇，森田章，山下次郎共訳：“固体物理学入門 (下)”, 丸善, 第 7版 (1998) pp.3-7.

6） 大津元一監修，田所利康・石川謙著：“イラストレイテッド 光の科学”, 朝倉書店, (2014).

7） 例えば，E. D. Palik (editor)：“Handbook of Optical Constants of Solids”, Academic Press, New York, (1985).

8） G. E. Jellison, Jr.：“Spectroscopic ellipsometry data analysis: measured versus calculated quantities”,

Thin Solid Films, 313-314 (1998) pp.33-39.

9） S. K. O’Leary, S. R. Johnson, and P. K. Lim：“The relationship between the distribution of electronic states and

the optical absorption spectrum of an amorphous semiconductor: An empirical analysis”, J. Appl. Phys.,

82 (1997) pp.3334-3340.

10）C. C. Kim, J. W. Garland, H. Abad, and P. M. Raccah：“Modeling the optical dielectric function of semiconductors:

Extension of the critical-point parabolic-band approximation”, Phys. Rev., B 45 (1992) pp.11749-11767.

11） R. Brendel：“Quantitative infrared study of ultrathin MS structures by grazing internal reflection”,

Appl. Phys., A 50 (1990) p.587.
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3. 解析の流れ

分光干渉法では，反射率スペクトル，透過率スペクトル，吸光度スペクトルなどの測定スペクトルと光学モデルか

ら計算されたシミュレーションスペクトルとのフィッティング解析により，膜厚や光学定数などの物理量を求めます．

そのため，光学モデルの立て方，解析の進め方によって，得られる結果に違いが生じる場合があります．ここでは，

図 9で，スペクトルフィッティング解析の大雑把な流れを確認しておきましょう．

図 9 スペクトルフィッティング解析の流れ

スペクトルフィッティング解析は，サンプルの光学モデルを基に計算されるシミュレーションスペクトルと測定

スペクトルをフィッティングすることにより，膜厚や光学定数などのサンプルパラメーターを決定する解析法です．

スペクトルフィッティング解析では，光が入射することで物質が応答するという因果律（Kramers-Kronig関係）に

よって物質の光学定数（屈折率：n，消衰係数 κ）が決定されることを基本にして，分光スペクトルに含まれる材料物

性情報の定量的な解析を行います．フィッティング解析では，次に示すような 5つのステップにより最終的な結果で

ある膜厚や光学定数を決定することができます．

(1) 測定スペクトル

分光光度計，CCD分光器などを用いてサンプルの反射率スペクトル，透過率スペクトル，吸光度スペクトルなどを

測定します．サンプル基板には光学定数スペクトルが既知のものを用いるか，サンプルに使用したものと同一基板の

スペクトルを測定し，以下の手順に従って予め基板の誘電関数を求めておきます．

(2) 光学モデルの構築

まず，サンプル各層の誘電関数モデルを誘電関数ライブライリーから選択するか振動子モデルを使って作成します．

次に，サンプルの層構造を記述します．さらに，求めたい膜の光学定数スペクトルを推測して，誘電関数モデルの各

パラメーター初期値を調整しておきます．多くの場合，光学定数ライブラリー，文献値などを基に，予想される膜の

誘電関数モデルを予め作っておくことが有効です（本実習では，データベースにある誘電関数を用います）．また，各

層の膜厚初期値を決め，光学モデルのどのパラメーターをフィッティング変数にするかを選択します．

(3) スペクトルシミュレーション

作成した光学モデルから測定スペクトルに合わせて，反射率，透過率，吸光度のシミュレーションスペクトルを生

成します．この時点では，測定スペクトルとシミュレーションスペクトルの形状は，一般的に異なっています．（4）

フィッティングを実行する前に，測定データとシミュレーションスペクトルを見比べて，できるだけ光学モデルの各

パラメーター初期値を修正しておくといいでしょう．
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(4) パラメーターフィッティング

測定データとシミュレーションスペクトルのフィッティング誤差が最小になるように，SCOUTが各パラメーター値

を自動調整します．フィッティング誤差が所定の値を下回るか，所定の計算反復回数の上限に達するとフィッティン

グは打ち切られ，収束結果として膜の光学定数，膜厚などの値が得られます．

(5) フィッティング結果の評価

得られた収束結果のフィッティング誤差が大きかったり，物理的にあり得ない場合，局所的な極小値（ローカルミニ

マム）に収束している可能性があります．もちろん，この時の収束結果は解として不適当なので，(2)に戻りシミュ

レーション条件を再検討する必要があります．具体的には，光学モデルを構築し直す（例えば，誘電関数モデルの変

更，表面ラフネス層の追加など），より適正な初期値を探す，フィッティングに使用するパラメーターを選択し直すな

どの作業を行った後，再度フィッティングを実行します．納得が行く収束結果が得られるまで，(2) ∼ (5)の手順を繰

り返します．

フィッティング解析では，

1. シンプルな光学モデルからスタートする

2. スペクトル変化に感度のある少数のパラメーターからフィッティングを始める

3. 収束状況を見ながら次第にサンプル構造の細部に合わせて光学モデルを進化させる

というステップを踏むのが実践的な解析の進め方です．
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4. SCOUT：クイックスタート

ここでは，BK7 ガラス基板上の五酸化タンタル（Ta2O5）膜を例に，SCOUT を使ったの反射率スペクトルの

フィッティング解析の流れを概観していきます．

※ 本クイックスタート 3は，SCOUT ver. 4.40以降を対象に記述されています．それ以前のバージョンをお持ちの場

合は，旧版の SCOUTクイックスタートをお使いください．

4.1 SCOUT：起動画面（メインウィンドウ）

SCOUTを起動すると，次のような起動画面（メインウィンドウ）が表示されます．メインウィンドウや初期設定

は，ユーザーが自由に変更することができます．詳しくは，SCOUT技術マニュアルをご参照ください．

図 10 SCOUT起動画面（メインウィンドウ）

本実習では，SCOUT起動画面（メインウィンドウ）を単にタスクスイッチャーとして使用するため，図 11のよう

に小さく表示した状態にします．

図 11 SCOUTメインウィンドウをタスクスイッチャーとして使用

【ヒント！】 メインウィンドウの表示を変更するいくつかの例は，テクノシナジーホームペジの「SCOUT倶楽部｜

会員専用ページ｜ Tips｜ 8．Views」に掲載されています．メインウィンドウを活用した操作法は，SCOUT技術

マニュアルをご参照ください．
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「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜ 8．Views」

http://www.techno-synergy.co.jp/member/t10_tips008.html#s8000

4.2 SCOUTコンフィグレーションファイル

SCOUTでは，スペクトル解析の設定条件，読み込んだ測定スペクトルなど全ての作業環境を SCOUTコンフィグ

レーションファイル（拡張子：cs2）に保存でき，再度立ち上げたときに前回の作業をスムーズに継続することができ

ます．SCOUT コンフィグレーションファイルは，メインウィンドウのメニュー：File ｜ Save コマンド，または

File｜ SaveAs ··· コマンドで保存します．

図 12 SCOUTコンフィグレーションファイルを保存する File｜ Saveコマンド，File｜ SaveAs ··· コマンド

SCOUT を起動すると，デフォルトで SCOUT フォルダ内のコンフィグレーションファイル：‘start.sc2’ が起動

します．作業を始める前に，File ｜ SaveAs ··· コマンドでファイル名と保存場所を変更して保存するようにしま

しょう．

4.3 光学モデルの作成：Objectコマンド

SCOUT では，前述のフィッティング解析の流れに沿って，メインメニュー：Object コマンドのMaterials，

Layer stacks，Spectra，Fit parametersの順に光学モデルを構築して解析を進めていきます．

図 13 SCOUTメインメニュー：Objectコマンド

4.4 Materials：誘電関数の選択・作成

4.4.1 Materials：Materialsウィンドウ

まずサンプルを記述するのに必要な物質の誘電関数（光学定数スペクトル）を選択していきましょう．メインウィ

ンドウのObject｜Materialsコマンドを選択してください．図 14のMaterialsウィンドウが開きます．

Materialsウィンドウでは，物質の誘電関数をリストにして管理します．また，Materialsウィンドウでは，振

動子モデルを使って誘電関数を作成することができます．誘電関数の作成については SCOUTチュートリアル 1をご

参照頂くとして，本実習では，誘電関数データベースを使った解析の流れについて説明します．
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図 14 Materialsウィンドウ

4.4.2 Materials：Databaseを開く

Materials ウィンドウのメニュー：Database コマンド（図 14）で Optical constant database ウィンドウ

（図 15）を開いてください．

図 15 Databaseウィンドウ

Optical constant databaseウィンドウでは，上半分に選択されている誘電関数の情報が表示され，下半分に誘

電関数（光学定数）がアルファベット順にリストされています．

図 15の例では，単結晶シリコン：“Si (crystaline, MIR-VUV)”が選択された状態です．左上には誘電関数に関す

る情報，右上には誘電関数のスペクトルが示されています．誘電関数に関する記載情報は次の通りです．

誘電関数に関する記載情報

タイトル Si (crystaline, MIR-VUV)　　 ex. 単結晶シリコン（中赤外～深紫外）

Type Imported dielectric function　 文献等からインポートされた固定ライブラリーデータ
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Dielectric function model　 振動子で構成される誘電関数モデル

Master model　 内部演算式が含まれた Dielectric function model

Spectral range 誘電関数として有効なスペクトル範囲（単位：[1/cm]，[nm]，[eV]，[micron]，[THz]）

Author 作成者

Date 作成日

Comment 出典等の情報（任意）

下半分に表示されている誘電関数リストの中から目的の物質を選択します．Databaseウィンドウのカーソルを上

下矢印キーでスクロールさせて，目的の物質を探してください．

【ヒント！】 英文字，例えば”S”をタイプすると，物質名が Sで始まる先頭行にジャンプします．

4.4.3 Materials：Databaseの配置

スペクトル解析ソフトウエア SCOUTでは，誘電関数データベース（Databaseフォルダ，my databaseフォルダ）

は SCOUTフォルダ内に配置されています．SCOUTは任意の場所に配置したデータベースを参照することができる

ので，参照しやすい場所に誘電関数データベースのコピーを配置しておくと快適にデータベースを活用することがで

きます．以下，推奨のファイルロケーションをご参照ください．

C:¥に，例えば，“ SCOUT-DB”フォルダを作成し，SCOUTフォルダ内にあるDataBaseホルダー，my database

フォルダをコピー＆ペーストしてください．インストール先の DataBaseホルダー名の先頭文字を” （アンダースコ

ア）”で始めることで，エクスプローラーの上位に表示されるようになります．

本実習では，実習用データベース：“ database for practice” を使います．SCOUT クイックスタートフォルダ

（SCOUT QuickStart3）の database for practiceフォルダを，C:¥ SCOUT-DBフォルダにコピー＆ペーストして

おいてください．

図 16 database for practiceフォルダを，C:¥ SCOUT-DBフォルダ内に配置する

4.4.4 Materials：Databaseの参照

スペクトル解析ソフトウエア SCOUTから誘電関数データベースを参照するには，図 17のように，メイン画面の

メニュー：File｜Options｜Database｜ Select databaseを選択します．
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図 17 メイン画面のメニュー：File｜Options｜Database｜ Select databaseコマンド

図 18 の Select database ダイアログで，使用する実習用データベース：“ database for practice” を選択して

OKボタンを押します．

図 18 データベース：Select databaseダイアログ

4.4.5 Materials：誘電関数の選択

Materials ウィンドウのメニュー：Database コマンドで Optical constant database ウィンドウを開き，

ディスプレイ上で，Materialsウィンドウと Databaseウィンドウの両方が見えるように配置します．Database

ウィンドウで目的の物質をクリックしMaterialsウィンドウにドラグ＆ドロップすると，物質がMaterialsウィン

ドウのリストに追加されます．
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まず，Database ウィンドウのリストから，“Glass Type BK7” を選び Materials ウィンドウにドラグ＆ド

ロップしてください．次に “Ta2O5 IAD” を選んでMaterials ウィンドウにドラグ＆ドロップします．図 19 の

Materialsウィンドウでは，BK7基板と Ta2O5 膜の誘電関数がリストされた状態になります．

図 19 DatabaseウィンドウからMaterialsウィンドウへドラグ＆ドロップ

【ヒント！】 Materialsウィンドウにリストされた誘電関数行の色は，好みの色に設定し直すことができます．テク

ノシナジーホームペジの「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜誘電関数に色を付けて見易くする」をご参照

ください．

「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜誘電関数に色を付けて見易くする」

http://www.techno-synergy.co.jp/member/t10_tips003.html#s3001

4.4.6 Materials：誘電関数ウィンドウ

データベースから必要な誘電関数をMaterialsウィンドウにコピーできたら，Databaseウィンドウを ×ボタン
で閉じておきましょう．Materialsウィンドウに戻って，リストされた物質の誘電関数を確認していきます．

Materials ウィンドウの誘電関数リストで Ta2O5 が選択された状態でハンマー型の Edit ツールボタンまたは，

Editコマンドを押してください（図 20）．
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図 20 Materialsウィンドウの Editツールボタンと Editコマンド

図 21に示す Ta2O5 の誘電関数ウィンドウが開きます．

図 21 Ta2O5 の誘電関数ウィンドウ

誘電関数ウィンドウの誘電率（光学定数スペクトル）は，誘電関数がデータベースに保存されたときの横軸属性，

縦軸属性で表示されます．図 21の Ta2O5 IADでは，横軸：波長（ナノメーター単位），縦軸：複素屈折率です．

表示する縦軸を誘電率（Dielectric function）にしたい場合は，図 22 のように誘電関数ウィンドウのメニュー：

Property｜Dielectric functionを選択してください．縦軸を複素屈折率（Refractive index）にしたい場合は，

誘電関数ウィンドウのメニュー：Property｜Refractive indexを選択します．
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図 22 縦軸モードの選択

4.5 Layer stacks：層構造の構築

4.5.1 Layer Stacksウィンドウ

SCOUTメインウィンドウのObject｜ Layer Stacksコマンドを選択し Layer Stacksウィンドウを開いてく

ださい（図 23）．

図 23 Object｜ Layer Stacksコマンドで Layer Stacksウィンドウを開く

Layer Stacksウィンドウには，デフォルトで 1つの Layer stackがあります．

【ヒント！】 SCOUTでは，複数のサンプル，複数の層構造に対して同時にフィッティング解析を行うことができま

す．詳細は SCOUT技術マニュアルをご参照ください．

1つのサンプル（層構造）を測定した通常のスペクトル解析では，デフォルトの Layer stackを使用します．
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【ヒント！】 デフォルトのレイヤースタック名：‘Layer Stack’を別の名前に変更することができます．名前を変えた

いレイヤースタックが選択された状態でレイヤースタック名のセルをクリックすると図 24のように文字入力状態に

なります．名称入力後はReturnキーまたは Enterキーで入力完了してください．

図 24 レイヤースタック名入力状態になった Layer Stacksウィンドウ

4.5.2 Layer Stack：レイヤーの追加

サンプルの層構造を記述するために，Layer Stackウィンドウのデフォルト Layer Stackを編集します．デフォ

ルトの Layer stackが選択された状態でハンマー型の Editツールボタンまたは，Editコマンドを押してください．

図 25に示す空の Layer Stackウィンドウが開きます．このウィンドウでサンプルの層構造を記述します．

図 25 Layer Stackウィンドウ

Layer stackウィンドウでは，光が上方からレイヤースタックに入射された状態の層構造を表示しています．つま

り，Layer stackウィンドウに示された層構造は，横から見たサンプル断面を表しています．

レイヤーリストの第 1層目の ‘Halfspace’はサンプル上面側の半空間，第 2層目の ‘Halfspace’はサンプル裏面側の

半空間を表します．デフォルトでは ‘Halfspace’の ‘Material’は Vacuumですので，サンプルの上方下方共に空気，

つまり，通常の空気雰囲気中のサンプルを仮定しています．

【ヒント！】 例えば，第 1 層目の ‘Halfspace’ の ‘Material’ をプリズムのガラス材料に換えれば ATR（attenuated

total reflection）法の層構造記述，‘Halfspace’の ‘Material’を水に換えれば水中での測定，第 2層目の ‘Halfspace’

の ‘Material’を単結晶シリコンに換えればバルクシリコン上のサンプル膜の記述に対応します．

プルダウンメニューで膜の属性を選択して，＋ボタンで 2つの ‘Halfspace’の間に層を挿入していきます．
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図 26 Layer Stackウィンドウ：プルダウンメニューでの膜の属性選択

追加された層は，カーソル注目行の上に挿入されます．プルダウンメニューで選べるレイヤーの属性は数多くあり

ますが，使用頻度が高いシンプルなレイヤータイプは，‘Thin film’と ‘Simple layer’です．

代表的なレイヤータイプ

Thin film nmオーダーの干渉性の層．

Thick layer mmオーダーの非干渉性の層（基板）．

Simple layer µmオーダーの層．干渉性の設定が可能．

Thickness averaging nmオーダーの干渉性の層．膜厚分布をガウシアンで仮定．

Variable thickness µmオーダーの層．膜厚分布をガウシアンで仮定．

ここでは，1mm厚の BK7基板上に成膜された Ta2O5 膜ですので，基板に ‘Simple layer’，膜に ‘Thin film’を指

定することにします（基板は，可干渉性について説明するため，あえて ‘Thick layer’ではなく ‘Simple layer’にしま

した）．基板と膜の 2層が追加されたレイヤースタックは次のようになります．

図 27 層が追加された Layer Stackウィンドウ

4.5.3 Layer Stack：各層の誘電関数指定

次に，追加した層に対応する誘電関数を指定します．先ほど用意したMaterials ウィンドウの BK7 と TiO2 を

Layer stackウィンドウのそれぞれの層にドラグ＆ドロップします．
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図 28 ドラグ＆ドロップで層の誘電関数を設定

BK7基板厚値 1mmを ‘Thickness’にミクロン単位で 1000と入力し Returnキーまたは Enterキーで値を確定

してください．TiO2 膜の膜厚は後ほど変えていきますので，暫定膜厚値：100.0 nmのままでかまいません．

4.6 スペクトル解析範囲の設定

メインウィンドウのメニュー：Rangeコマンドで Spectral rangeダイアログを開き，スペクトル解析範囲を決

めておきましょう．

Spectral rangeダイアログでは，次の項目を設定します．

Spectral range設定

Unit スペクトル横軸の単位．[nm]，[1/cm]，[eV]，[micron]，[THz]，[None]から選択．

Minimum スペクトル横軸の最小値．

Maximum スペクトル横軸の最大値．

Number of points 計算ポイント数．

スペクトル横軸単位は，読み込む測定スペクトルに合わせてください．選択できるスペクトル横軸単位は，[nm]，

[1/cm]，[eV]，[micron]，[THz]，[None]です．本実習で使用する測定反射率スペクトルの横軸単位は [nm]です．

図 29 スペクトル横軸単位の選択

解析範囲は，測定反射率スペクトルの波長範囲，および物質ライブラリーデータがカバーするスペクトルレンジよ

り，狭く設定する必要があります．本実習の場合，誘電関数（光学定数ライブラリーデータ）：“Glass Type BK7”，

“Ta2O5 IAD” のスペクトルレンジ，および測定スペクトルのレンジによって制限されます．各光学定数ライブラ

リーデータのスペクトルレンジは，それぞれ “Glass Type BK7”：1 ∼ 6.5ｅＶ，“Ta2O5 IAD”：350 ∼ 1000 nm，

今回使用する測定反射率スペクトルの波長範囲は 360 ∼ 990 nmです．

21



ここでは，下図のようにスペクトルレンジ：400 ∼ 990 nm，計算ポイント数：591ポイントに設定してください．

図 30 スペクトルレンジ設定

スペクトルレンジの範囲に含まれる干渉フリンジの数が少ない場合，計算ポイント数は，100～数百ポイント程度あ

れば十分計算可能です．図 30では，計算ポイント数：591ポイントにして，解析結果を出力する際のスペクトルデー

タが 1 nm間隔になるようにしています．

【ヒント！】 サンプル膜厚が厚くスペクトルレンジの範囲に含まれる干渉フリンジの数が多い場合，測定反射率スペ

クトルの波長分解能およびスペクトルレンジの計算ポイント数がサンプリング定理に基づくサンプリング数を下回ら

ないように注意する必要があります．

4.7 Spectra：スペクトルシミュレーション

4.7.1 Simulated Spectraウィンドウ

メイン画面のメニュー：Object ｜ Spectra コマンドを押すと，Simulated Spectra ウィンドウが現れます．

デフォルトでは，‘Type’：R, T, ATRの ‘R’と名付けられたスペクトルが 1つリストされています．‘Type”：R, T,

ATRは，反射率スペクトル，透過率スペクトル，吸収スペクトルなど分光光度計の測定結果を扱うスペクトルタイプ

です．

図 31 Simulated Spectraウィンドウ

【ヒント！】 デフォルトの Type名：‘R’は別の名前に変更することができます．名前を変えたいスペクトルが選択さ

れた状態で ‘Name’セルをクリックすると文字入力状態になります．名称入力後は Returnキーまたは Enterキー

で入力を完了してください．

Simulated Spectraウィンドウのハンマー形の Editツールボタン（Editコマンド）を押すと次のようなスペ

クトル表示ウィンドウが現れます．
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図 32 スペクトル表示ウィンドウ（Rウィンドウ）

この後読み込ませる測定反射率スペクトルに合う縦軸モード：Reflectance，入射角：0.00 deg，偏光状態：s-pol.

に設定してください．

図 32のスペクトル表示ウィンドウでは，デフォルトで設定されているダミー測定スペクトルが存在し，表示スペク

トル領域が無駄に広くなっています．この場合，スペクトル表示ウィンドウ（Rウィンドウ）のメニュー：Actions

｜ Delete experimental dataコマンドを使用すると消すことができ，キーボードの Aボタンを押すことでスペ

クトルの縦軸，横軸が自動スケーリングされます．

図 33 Rウィンドウのメニュー：Actions｜Delete experimental dataコマンド
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図 34 不要な測定スペクトルデータ消去，自動スケーリング後のスペクトル表示

【ヒント！】 不要な測定スペクトルデータの消去は「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜測定スペクトルを

消去する」を，自動スケーリングは「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜スペクトル表示の自動スケーリン

グ」をご参照ください．

「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜測定スペクトルを消去する」

http://www.techno-synergy.co.jp/member/t10_tips004.html#s4004

「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜スペクトル表示の自動スケーリング」

http://www.techno-synergy.co.jp/member/t10_tips004.html#s4003

【ヒント！】 作業中の SCOUTコンフィグレーションファイルを立ち上げて作業を継続する場合，デフォルトではメ

インウィンドウしか表示されません．立ち上げ後直ぐにスペクトル表示ウィンドウ（Rウィンドウ）を開いてスペク

トルの形を見たい場合には，メインウィンドウのメニュー：Actions｜ Spectra｜ Show spectra windowsコ

マンドを実行してください（図 51）．

図 35 File｜Options｜Appearance｜ Show spectra after loading
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【ヒント！】 SCOUTコンフィグレーションファイル立ち上げと同時に，スペクトル表示ウィンドウ（Rウィンドウ）

を開く設定にするには，メインウィンドウのメニュー：File｜Options｜Appearance｜ Show spectra after

loadingにチェックを入れてコンフィグレーションファイルを保存してください（図 51）．

【ヒント！】 SCOUTは様々なスペクトルレンジのデータを取り扱うことができるため，スペクトル表示ウィンドウ

（Rウィンドウ）を開いたときに必ずしもスペクトルが表示領域に入っているとは限りません．その際は，Actions

｜Delete experimental dataコマンドでダミー測定スペクトルを消し，Aボタンで自動スケーリングすることで

スペクトルが表示されるようになります．

4.7.2 グラフィック表示範囲の設定

グラフィック表示設定は，カスタマイズすることができます．Simulated Spectra ウィンドウのメニュー：

Graphics｜ Edit plot parametersコマンドを選択して，グラフ表示設定を編集します．または，グラフ周辺の

白色の領域で「Ctrlキー＋左クリック」を行っても，図 36のグラフ表示の設定画面を開くことができます．

図 36の 2d graphics parametersダイアログでは，横軸スケール，縦軸スケールの他，フレーム線，グリッド

線，スペクトル線の種類なども設定できます．

図 36 2d graphics parametersダイアログ

2d graphics parameters ダイアログ，グラフ表示設定方法の詳細は，SCOUT 技術マニュアルに含まれる

Graphic courseをご参照ください．

4.8 Layer Stack：干渉性の設定

µmオーダーの層を取り扱う ‘Simple layer’では，膜が可干渉であるか否かの設定を行うことができます．膜の干

渉 / 非干渉は，Layer stackウィンドウの ‘Superposition’で設定します．注目層の ‘Superposition’項をカーソル

でハイライトさせた状態で，F4キーまたは F５キーを押してください．Coherent / Incoherentがトグルスイッチ

で切り替わります．
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図 37 Coherent / Incoherent設定

本実習の BK7 基板のように，厚さ 1mm の透明基板は非干渉とみなせます．ここでは，3 行目の ‘Glass Type

BK7’レイヤーの ‘Superposition’を F4キーまたは F５キーを押して Incoherentにします．

図 38は，図 37の Coherent / Incoherent設定で，(a)BK7基板（1mm厚）を Incoherentに設定した場合，(b)

Coherentに設定した場合で，得られるシミュレーションスペクトルの違いを示したものです．Coherentに設定した

場合，実際の測定スペクトルでは観測されない非常に細かい干渉フリンジが発生してしまいます．

図 38 (a) BK7基板の属性を Incoherentに設定，(b) BK7基板の属性を Coherentに設定．

4.9 Spectra：測定スペクトルのインポート

4.9.1 Workbookの活用

フィッッティング解析のターゲットとなる測定スペクトルを読み込みます．Rウィンドウのメニュー：Workbook

｜Open workbookコマンドでWorkbookウィンドウを開いてください．
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図 39 Workbook｜Open workbookコマンド

ExcelライクなWorkbookウィンドウでは，Excel 2007形式ファイルの読み込み / 保存が行えます．また，ク

リップボード経由でタブ区切りテキストの外部ソフトウエアからの取り込み / 外部ソフトウエアへの書き出しが可能

です．

ここでは，SCOUTクイックスタートフォルダ（SCOUT QuickStart3）内の測定反射率スペクトルデータ（“Ta2O5-

BK7sub-measR.txt”）を使って解析を進めていきましょう．“Ta2O5-BK7sub-measR.txt”は，BK7基板上のTa2O5

膜サンプルの反射率を CCD分光器で測定したタブ区切りテキスト形式のスペクトルデータです．

まず，“Ta2O5-BK7sub-measR.txt” をメモ帳（テキストエディタ），Excel などで開いてください．テキストエ

ディタの場合は全選択（Ctrl＋Ａボタン）でデータを選択，Excelの場合はデータ領域を選択して，クリップボード

にコピー（Ctrl ＋ Cボタン）します．

SCOUTに戻り，Workbookウィンドウをアクティブ（一番手前）にして，Workbookウィンドウ最下部のタ

ブで読み込みワークシートを選択ください．もし，白紙のワークシートがない場合は，Workbook ウィンドウの

メニュー：Worksheet｜Newコマンドで新しいワークシートを用意しましょう．必要に応じて，Worksheet｜

Renameコマンドを使って，例えば “measured-R”のように，シート名を変更しておきます．

図 40 Worksheet｜Newコマンド

ワークブックの 1行 A列を選択した状態で，Workbookウィンドウのメニュー：Pasteコマンドでクリップボー

ドのデータをペーストします．
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【ヒント！】 反射率スペクトルデータの桁数が多い場合，データを読み込んだワークシートが見づらくなる場合があ

ります．その時は，反射率スペクトルデータが格納されている B列のセル幅を広くすると見やすくなります．

図 41は，測定反射率スペクトルデータをワークシートに読み込んだ状態です．

図 41 測定反射率スペクトルデータ読み込み後のWorkbookウィンドウ

次に，Rウィンドウにインポートするスペクトルデータの読み込み開始セルを指定します．例えば，短波長側から

10波長までのスペクトルデータの SNが悪く信頼性が無い場合など，読み込み開始セルに 11行 A列を指定すれば，

11行目のデータから読み込んでくれます．これは，分光光度計のテキスト書き出しファイルで，ヘッダーが書かれて

いる場合にも応用できます．データの読み込み開始セルを指定すれば，不要なヘッダーを読み飛ばすことができます．

ただし，スペクトルデータの最後に，“end of data”などデータ以外の文字が入っていると正常に読み込めませんの

でご注意してください．

4.9.2 Spectra：スペクトルデータのインポート

スペクトルデータをRウィンドウにインポートするには，Rウィンドウのメニュー：Workbook｜ Impotr xy

コマンドを使います．
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図 42 Rウィンドウのメニュー：Workbook｜ Impotr xyコマンド

ここでは，図 42のように，worksheetの 1行 A列をインポート開始セルとして選択してください．続いてRウィ

ンドウに戻って，Workbook ｜ Impotr xy コマンドを実行してください．インポートするスペクトルに関する

Spectral rangeダイアログが表示されます（図 43）．

図 43 Spectral rangeダイアログ

インポートするスペクトルデータは，波長範囲：360 nm ∼ 990 nm，波長間隔：1 nm（データ数：631ポイント）

です．Spectral rangeダイアログの各パラメーター，‘Minimum’，‘Maximum’，‘Unit’，‘Number of points’が正

しいことを確認してOKボタンを押してください．

図 44は，測定スペクトルインポート後のRウィンドウです．測定反射率スペクトルは赤線，シミュレーションス

ペクトルは青線で描かれています．
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図 44 Spectral rangeダイアログ

この段階では，測定反射率スペクトルとシミュレーションスペクトル（暫定膜厚値：100.0 nm）は，全く異なる形

状をしています．測定反射率スペクトルとシミュレーションスペクトルの表示スペクトル領域における干渉フリンジ

周期を見比べると，測定反射率スペクトル：約 8周期，シミュレーションスペクトル：約 1周期なので，Ta2O5 膜の

膜厚は 800 nm程度と厚いことが予想されます．

4.10 Fit parameters：フィッティングパラメーターの選択

4.10.1 Fit parametersウィンドウ

Fit parametersウィンドウでは，スペクトルフィッティングに参加させるパラメーターをリストし，各パラメー

ターの動作を管理します．

メイン画面のメニュー：Object｜ Fit parametersコマンドで Fit parametersウィンドウを開きます．

図 45 Object｜ Fit parametersコマンド

開かれた Fit parametersウィンドウは，まだ空の状態です．Fit parametersウィンドウのメニュー：Newコ

マンドでパラメーター選択画面を表示します．
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図 46 Fit parameter selectionダイアログ

パラメーター選択画面では，今まで設定してきたMaterials，Layer stacks，Spectraの順にパラメーターが並

んでいます．選択可能なパラメーターは，行の頭が “>” で始まっています．複数のパラメーターを選択する場合，

Controlキー を押しながら 左クリックで選んでいきます．

ここでは，‘>　 Stack 1 Layer 2 Ta2O5 IAD: Layer thickness’（Ta2O5 膜の膜厚）を選択してください．選択し

終わったら OK ボタンでダイアログを閉じてください．Fit parameters ウィンドウのリストに Fit parameter

selectionダイアログで選択した ‘Stack 1 Layer 2 Ta2O5 IAD: Layer thickness’（Ta2O5 膜の膜厚）が追加されま

した（図 47）．

図 47 Fit parameter selectionダイアログ

4.10.2 パラメーターの属性

Fit parametersウィンドウで，パラメーターの属性を決めるのが ‘Variation’です．Fit parametersウィンド

ウを開いたときのデフォルトの ‘Variation’は ‘Downhill simplex’です．

注目パラメーターの ‘Variation’ セルを選択した状態でキーボードの F4 キー / F5 キーを押すことにより，

‘Variation’モードを選択することができます．F5キーが順回り，F4キーが逆回りです．

ここでは，‘Downhill simplex’モードを選択しておいてください．
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‘Variation’各モードの概要（記述順：F5キーに対応）

Downhill simplex Downhill simplex法によりパラメーター値を最適化します．

Frozen パラメーターを固定します．‘Frozen’は，一時的に値を固定したいが，必要に応じて

最適化する場合に使用します．

Honey mode 現在のパラメーター値を中心にパラメーター範囲を自動的に制限して Downhill

simplex法による最適化を行うモードです．

Grid (n points) Downhill simplex 法を実行する前に，最小値（‘Low limit’），最大値（‘High limit’）

の間を nポイントに均等分割して各ポイントの誤差偏差を計算し，最小の誤差偏差の

ポイントを Downhill simplex法の開始値として最適化をします．

Start at high limit 最大値（‘High limit’）の値を Downhill simplex法の開始値として最適化をします．

Start at interval center 最小値（‘Low limit’），最大値（‘High limit’）の中心値を Downhill simplex法の開始

値として最適化をします．

Start at low limit 最小値（‘Low limit’）の値を Downhill simplex法の開始値として最適化をします．

Grid (100 points) Downhill simplex 法を実行する前に，最小値（‘Low limit’），最大値（‘High limit’）

の間を 100 分割して各ポイントの誤差偏差を計算し，最小の誤差偏差のポイントを

Downhill simplex法の開始値として最適化をします．

Grid (50 points) Downhill simplex 法を実行する前に，最小値（‘Low limit’），最大値（‘High limit’）

の間を 50 分割して各ポイントの誤差偏差を計算し，最小の誤差偏差のポイントを

Downhill simplex法の開始値として最適化をします．

Grid (20 points) Downhill simplex 法を実行する前に，最小値（‘Low limit’），最大値（‘High limit’）

の間を 20 分割して各ポイントの誤差偏差を計算し，最小の誤差偏差のポイントを

Downhill simplex法の開始値として最適化をします．

Grid (10 points) Downhill simplex 法を実行する前に，最小値（‘Low limit’），最大値（‘High limit’）

の間を 10 分割して各ポイントの誤差偏差を計算し，最小の誤差偏差のポイントを

Downhill simplex法の開始値として最適化をします．

（空白） パラメータ値を計算するための式を入力できます．

‘Variation’の詳細は，SCOUT技術マニュアル p. 175，「5 Parameter fitting」をご参照ください．

4.10.3 スライダーを用いたパラメーターコントロール

Fit parameters ウィンドウでよく使用する便利で洗練された機能を紹介しましょう．スペクトルに対するパラ

メーターの影響をビジュアルに理解することができる Sliderコマンドです．スライダーを使うと， リアルタイムに

スペクトルを表示させながら，設定した下限値，上限値の間で連続的にパラメーターを動かすことができます．

ここでは，図 48のように，‘Stack 1 Layer 2 Ta2O5 IAD: Layer thickness’行を選択した状態で，メニュー：Slider

コマンドを実行して見ましょう．図 49の Sliderが表示されます．

図 48 Fit parametersウィンドウのメニュー：Sliderコマンド
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図 49 Slider．(a) 旧バージョン（ver. 4.75以前），(b) 現行バージョン（ver. 4.75以降）

Sliderは，SCOUTのバージョンによって少し見た目が異なります．SCOUT ver. 4.75以降では，ウィンドウの

右側にオプションが付きました．

ここでは，Sliderで提供されている機能について説明します．

a スライダーをマウスでつかみ左右に移動させることでパラメーター値を連続的に変化させます．

b 中央の値は，パラメーターの現在値です．

c，d パラメーター可変範囲の下限値，上限値です．初期値は，パラメーター現在値の下限値：80%，上限値 120%

です．下限値，上限値は手入力で変更できます．

e，f スライダーをステップで移動させます．e：スライダーを左に移動（値を小さくする），f：スライダーを右に移

動（値を大きくする）．

g このボタンを押すと，パラメーター現在値を中心にパラメーター可変範囲が 2倍に拡大されます．

h このボタンを押すと，パラメーター現在値を中心にパラメーター可変範囲が半分に縮小されます．

i 例えば，スライダーが左端に達した場合にこのボタンを押すと，パラメーター現在値を可変範囲の中心値に設

定し直します．

j 例えば，スライダーが右端に達した場合にこのボタンを押すと，パラメーター現在値を可変範囲の中心値に設

定し直します．

図 49(b) 現行バージョン（ver. 4.75以降）の Slider右上にはスライダー設定のオプションが配置されています．

例えば，図 49(b)のように +/- 3.0 が表示された状態で，%ボタンをクリックすると，パラメーター可変範囲の最小

値が現在値の 97%に，最大値が 103%に設定されます．Absoluteボタンをクリックすると，パラメーター可変範囲

（この場合は膜厚）の最小値が現在の値 - 3 nm，最大値が現在の値 + 3nmに設定されます．Apply action to all

slidersチェックボックスをオンにして%ボタンまたは Absoluteボタンをクリックすると，すべてのスライダー

に同様の制限が適用されます．

【ヒント！】 スライダーの詳細は SCOUT技術マニュアルを，スライダー表示に関する Tipsは「SCOUT倶楽部｜

会員専用ページ｜ Tips｜スライダーを並べて表示す」をご参照ください．

「SCOUT倶楽部｜会員専用ページ｜ Tips｜スライダーを並べて表示す」

http://www.techno-synergy.co.jp/member/t10_tips006.html#s6002

Ta2O5 膜の膜厚：‘Stack 1 Layer 2 Ta2O5 IAD: Layer thickness’の Sliderで膜厚値を変えてみましょう．現在，

膜厚値：100 nm，下限値：80 nm，上限値：120 nmですが，図 49の g ボタン（<>ボタン）を 10回程押してパラ

メーター可変範囲を 0 ∼ 1000 nm程度の広げましょう．続けて，スライダーをマウスでつかんで左右に大きくに動か

してみてください．干渉スペクトルがダイナミックに変化します．

測定反射率スペクトルの干渉フリンジ周期とシミュレーションスペクトルの干渉フリンジ周期がほぼ同じになるよ

うにスライダーで膜厚を調整してください．図 49は，スライダーを使って Ta2O5 膜の膜厚値を 907.7 nmにしたと

きの測定反射率スペクトル（赤）とシミュレーションスペクトル（青）です．
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図 50 スライダーで膜厚調整を行った測定反射率スペクトルとシミュレーションスペクトル

【ヒント！】 SCOUT コンフィグレーションファイル立ち上げと同時に，前回の保存時に開いていたスライダーを

開く設定にするには，メインウィンドウのメニュー：File ｜ Options ｜ Appearance ｜ Show sliders after

loadingにチェックを入れてコンフィグレーションファイルを保存してください．

図 51 File｜Options｜Appearance｜ Show sliders after loading

4.11 スペクトルフィッティング

4.11.1 Downhill simplexモードでのフィッティング

さあ，スペクトルフィッティングを実行して行きましょう．スペクトルフィッティングは，SCOUTメインウィン

ドウのメニュー：Startコマンド，またはツールバーの Startボタンで開始します．
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図 52 Startコマンドと Startボタン

Startコマンドまたはツールバーの Startボタンをクリックしてください．即座にスペクトルフィッティングが開

始し，一瞬でフィッティングが完了しました．

本実習では，フィッティングパラメーターが膜厚のみなので，フィッティングの所要時間が短く分かりにくいので

すが，フィッティング中はツールバーの Startボタンが赤色で印字され，フィッティングが終了すると黒に戻ります．

図 53 フィッティング後の測定反射率スペクトルと収束シミュレーションスペクトル

図 53では，収束状態がよいため，測定反射率スペクトルと収束シミュレーションスペクトルがほぼ重なっていて

ます．収束状態の良し悪しを判断する目安が誤差偏差（Deviation）と評価（Rating）です．

図 54にフィッティング後のメインウィンドウを示します．

図 54 フィッティング後のメインウィンドウ

スペクトル表示ウィンドウ（Rウィンドウ）の最下部にはDeviation，メインウィンドウの最下部右端にはDeviation

と Ratingが表示されます．フィッティング前（図 50，図 52）とフィッティング後（図 53，図 54）の Deviationと

Rating を見比べてください．劇的に Deviation が小さくなり，Rating は「Bad」から「Excellent」に変わってい
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ます．

Deviationや Ratingは，収束の良さの目安ではありますが絶対的なものではありません．特に，サンプルが異な

る場合，測定モード（反射率，透過率，吸収，エリプソメトリーなど）が異なる場合，波長範囲，計算ポイント数など

解析条件が異なる場合などは収束の良否を比較することができないので注意が必要です．

【ヒント！】 測定モードの異なる複数のスペクトル（例えば，透過率スペクトルと分光エリプソメトリー）を同時

に解析する場合など，各スペクトルの Deviation に重みを付けて収束状態を揃えることが有効です（R ウィンドウ

の ‘Weight formula’ に重み値を入力します）．また，Rating はメインウィンドウのメニュー：File ｜ Options ｜

Raitingで設定することができます．詳細は SCOUT技術マニュアルをご参照ください．

4.11.2 局所解（ローカルミニマム）

4.11.1 Downhill simplexモードでのフィッティングのスペクトルフィッティングでは，干渉フリンジ周期が

同じとみなせる程度にパラメーターを手動で調整してから自動フィッティングを開始しました．これは，収束膜厚値

からかけ離れた膜厚値をフィッティング初期値にすると，物理的に正しい正解の収束値に達する前に局所解（ローカ

ルミニマム）に落ち込んでしまい，間違った解に収束してしまうためです．

試しに，局所解に落ち込む状態を見てみましょう．Fit parametersウィンドウの Ta2O5 膜の膜厚値：‘Stack 1

Layer 2 Ta2O5 IAD: Layer thickness’に 700（Enter）と入力し，Fit parametersウィンドウまたはメインウィ

ンドウのメニュー：Updateコマンドを実行すると，シミュレーションスペクトルが膜厚 700 nmの反射率スペクト

ルに更新されます．続いて，メインウィンドウのメニュー：Startコマンドでフィッティングをしてください．

膜厚値は 708.3 nm，シミュレーションスペクトルは図 55の状態でフィッティングが終了してしまいます．

図 55 局所解の収束した状態の測定反射率スペクトルとシミュレーションスペクトル

シミュレーションスペクトルは測定反射率スペクトルから大きくかけ離れていますし，Deviation の値は大きく，

Ratingも「Bad」です．これが局所解に落ち込んだ状態です．

誤差偏差（Deviation）は，基本的に，全ての計算ポイントにおける測定値と計算値の誤差距離の標準偏差です．
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SCOUT は，Downhill simplex 法により Deviation が最も小さくなるようパラメーターを調整します．図 56 のイ

メージ図のように，正解の収束膜厚値から離れた膜厚初期値から Deviation値の最小化をすると局所解で止まってし

まい正解膜厚まで到達できないのです．

図 56 局所解のイメージ図

4.11.3 Grid (100 points)モードでのフィッティング

局所解を避ける方法の一つがGridモードを使ったフィッティングです．ここでは，Grid (100 points)モード

で説明していきます．Grid (100 points)モードでは，Downhill simplex法を実行する前に，最小値：‘Low limit’，

最大値：‘High limit’ の間を 100 分割して各ポイントの誤差偏差を計算し，最小の誤差偏差のポイントを Downhill

simplex法の開始値として最適化をします．

Grid (100 points)モードに設定したい ‘Stack 1 Layer 2 Ta2O5 IAD: Layer thickness’行を，図 57のように

修正します．

図 57 Grid (100 points)モードの設定

‘Variation’カラムを選択した状態で，‘Grid (100 points)’が表示されるまで F5キーを何回か押してください．次

に，最小値：‘Low limit’ に 500，最大値：‘High limit’ に 1000 を入力し確定してください．これで，膜厚：500 ∼
1000 nmを 100分割して誤差偏差が最小となるポイントを探してから，その値を初期値にして Downhill simplex法

を実施します．

図 57 のように設定できたら，メインウィンドウのメニュー：Start コマンドでフィッティングをしてください．

Grid (100 points) モードを使ったフィッティングでは．図 56 のシミュレーションスペクトルからスタートして

も，局所解に落ち込むことなく，期待通りの収束結果が得られます．
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4.12 解析結果の出力

得られた解析結果の出力方法に付いて説明します．

4.12.1 収束結果の出力

今回のフィッティングでは，パラメーターは Ta2O5 膜の膜厚値：‘Stack 1 Layer 2 Ta2O5 IAD: Layer thickness’

のみでしたが，多くのフィッティング解析ではパラメーター数が 10 を超えることは珍しくありません．Fit

parametersウィンドウのパラメーターリストは，次の手順で出力することができます．

Fit parametersウィンドウのメニュー：File｜Reportコマンドを実行すると，Workbookに新たなWork-

sheet：‘Fit parameters’を追加して，そこに Fit parametersウィンドウのパラメーターリストを自動的に書き出

します（図 57）．

図 58 File｜ReportコマンドによるWorkbookへのパラメーターリストの書き出し

マウスで必要項目を選択してから，Workbookのメニュー：Copy｜ to clipboadコマンドを実行すればクリッ

プボードにコピー，File｜ SaveAsコマンドを選べば名前を付けて保存ダイアログが表示されます．
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図 59 Workbookから 1）クリップボードにコピー，2）ファイル保存

名前を付けて保存ダイアログで保存場所を選択し，Excel2007，Excel97いずれかの形式で保存します．

図 60 Workbookから 1）クリップボードにコピー，2）ファイル保存

【ヒント！】 File｜ SaveAsコマンドは，Workbook全体（全てのWorksheet）を保存します．

4.12.2 測定反射率スペクトルと収束シミュレーションスペクトルの出力

R ウィンドウの測定反射率スペクトルと収束シミュレーションスペクトルは，R ウィンドウに戻り，メニュー：

Workbook｜ Export xyコマンドでWorkbookに書き出すことができます．
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図 61 Rウィンドウのメニュー：Workbook｜ Export xyコマンド

まず，RウィンドウのメニューのWorkbook｜Open workbookコマンドでWorkbookを開きます．次に，

書き込みに使用するWorksheetを選択し，書き込みを開始したいセル（例えば，1行 A列）を選択した状態にしま

す．最後に，Rウィンドウに戻り，メニュー：Workbook｜ Export xyコマンドを実行すれば，フィッティング

後の測定反射率スペクトルと収束シミュレーションスペクトルをWorksheetに書き出すことができます．

図 62 Rウィンドウのメニュー：Workbook｜ Export xyコマンドの書き出し結果

図 62はWorksheetに書き出された結果で，A列：波長，B列：計算スペクトル，C列：測定スペクトルの順です．

各列のデータ個数は，Spectral rangeダイアログ（メインウィンドウのメニュー：Rangeコマンド）の設定内容

になります．

【ヒント！】 図 62 の波長間隔：1 nm のようにキリの良い波長間隔になるように Spectral range ダイアログの
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‘Number of points’を設定しておけば，後々のスペクトルデータの取り扱いが楽になります．

図 59，図 60と同様に，Workbookのメニュー：File｜ SaveAsコマンドで名前を付けて保存することができ

ます．

一方，クリップボードにコピーする場合は，領域選択方法に注意する必要があります．SCOUT のWorkbook

では，Excel で使用できる全選択（Control + A ショートカット），コピー（Control + C ショートカット），

ペースト（Control + V ショートカット），マウスのドラグによる A 列 ∼ C 列選択などが使用できない代わり

に，メニューコマンドが用意されています．コピー（Control + Cショートカット）はCopyコマンド，ペースト

（Control + Vショートカット）は pasteコマンド，領域の選択は Selectコマンドを使用してください．

Selectコマンドの中で Select｜ Block (down and right)コマンドは，Excelでの選択開始セルから選択終了

セルまでマウスを左上から右下へ対角線にドラグする選択方法に対応します．1行 A列を選択した状態で Select｜

Block (down and right)コマンドを実行すると図 63のように A列 ∼ C列が選択されます．

図 63 Select｜ Block (down and right)コマンド

この状態でWorkbookのメニュー：Copy｜ to clipboadコマンドを実行すればクリップボードにコピーする

ことができます．

4.12.3 膜の光学定数スペクトルの出力

本実習では，固定データの光学定数スペクトルを用いましたが，振動子で記述された誘電関数モデルを使用したス

ペクトルフィッティング解析では，膜の誘電関数（光学定数）を求めることができます．解析により求めた誘電関数

（光学定数）をタブ区切りテキスト形式または Excelファイル形式で出力することができます．

ここでは，フィッティングに使用した Ta2O5 膜の光学定数スペクトルを書き出す方法について説明します．書き

出す準備として，Workbookウィンドウのメニュー：Worksheet｜New コマンドで新しいワークシートを追加

し，‘Ta2O5-nk’と Renameしておいてください．

まず，メインウィンドウの Object ｜Materials コマンドでMaterials ウィンドウを開き，誘電関数リスト

の ‘Ta2O5 IAD’ 行が選択された状態でハンマー型の Edit ツールボタンまたは，Edit コマンドで ‘Ta2O5 IAD’

の誘電関数ウィンドウ（Ta2O5 IAD ウィンドウ）を開いてください．次に，誘電関数ウィンドウのメニューの

Workbook ｜ Open workbook コマンドでWorkbook を開き，Worksheet ‘Ta2O5-nk’ をアクティブにして，

書き込みを開始したいセル（1 行 A 列）を選択した状態にします．最後に，Ta2O5 IAD ウィンドウに戻り，メ

ニュー：Workbook｜ Export x, n, kコマンドを実行すれば，‘Ta2O5 IAD’の光学定数スペクトルをWorksheet

‘Ta2O5-nk’に書き出すことができます．
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図 64 Ta2O5 IADウィンドウのメニュー：Workbook｜ Export x, n, kコマンド

【ヒント！】Workbookコマンドには，Export x, n, kコマンド以外にも誘電率実部（ε1），誘電率虚部（ε2）の

出力コマンド：Export x, real part, imaginary part，誘電率実部（ε1），誘電率虚部（ε2），屈折率（n），消衰

係数（κ），吸光度（α），Energy lossの出力コマンド：Export x, e1, e2, n, k, alpha, energy lossが用意され

ています．

図 65に，Worksheet ‘Ta2O5-nk’への書き出し結果を示します．

図 65 Ta2O5 IADウィンドウのメニュー：Workbook｜ Export x, n, kコマンド

図 63 の要領で Select ｜ Block (down and right) コマンドを使って領域を選択してからWorkbook の

メニュー：Copy ｜ to clipboad コマンドでクリップボードにコピーしたり，Workbook のメニュー：File ｜

SaveAsコマンドで名前を付けて保存することができます．

4.12.4 Excelでのデータ取り込み / 表示

SCOUTのWorkbookで書き出したデータを Excelで作成したグラフが図 66，図 67です．このように，外部か

らのデータインポート，外部へのデータエクスポートをWorkbook経由で簡単に行うことができます．
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図 66 Ta2O5 / BK7基板：反射率スペクトルフィッティング結果（Excelで作図）

図 67 解析に使用した Ta2O5 の光学定数（Excelで作図）

ここでは，BK7基板上の Ta2O5 膜の反射率スペクトル解析を例に SCOUT解析の基本的な流れについて説明して

きました．SCOUTは非常に高い柔軟性と多彩な機能が実装されたスペクトル解析ソフトウエアです．十分に活用し

ていただくために，SCOUT技術マニュアルなどの付属マニュアルをご参照ください．特に，付属の SCOUTチュー

トリアルには，入門的な例題を使った SCOUT の基本操作法が説明されています．実際の解析を開始するのに先立

ち，チュートリアルを演習しながらご一読頂くことをお勧めします.
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5. SCOUT関連の技術資料

SCOUT関連の技術資料は，弊社Webサイトにアップされています．

取扱説明書，解析例

http://www.techno-synergy.co.jp/tech_scout_note.html

SCOUTクイックスタートなどのWeb講座

http://www.techno-synergy.co.jp/tech_scout_webseminar.html

SCOUTユーザー様限定スペシャルコンテンツ

http://www.techno-synergy.co.jp/member/scout+backyard.html

テクノシナジーホームページから SCOUT倶楽部｜会員専用ページにアクセスするには，次の会員ログインページ

からパスワードを入力しエンターキーを押して入場してください．

http://www.techno-synergy.co.jp/tech_scout_members.html

パスワード： backyard （パスワード入力後，エンターキーで決定してください）

THINGS TO READ（WTheiss Hardware and Software社）

https://wtheiss.com/wordpress/?page_id=1088

VIDEO TUTORIALS（WTheiss Hardware and Software社）

https://wtheiss.com/wordpress/?page_id=772

W. Theiss Hard and Software社製スペクトル解析ソフトウエア SCOUTを，末永くご愛用賜りますようお願い

申し上げます．

2020年 4月 16日

〒193-0832 東京都八王子市散田町2-46-16
TEL & FAX: 042-667-1992
E-mail: get_info@techno-synergy.co.jp
http://www.techno-synergy.co.jp/

テクノ・シナジー 有限会社 

c⃝Techno-Synergy, Inc.
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