
ライトガイドカップリングのためのスラント型回折格子の解析



概要

スラント型回折格子は、特定の回折次数で効
率が高いため、ライトガイドへのカップリングに
一般的に使用されています。今日ではしばし
ば、拡張および複合現実のアプリケーションに
利用されています。この事例では、文献から
引用した傾斜角、フィルファクター、変調度の
ような特定のパラメータを用いて、特定のスラ
ント型回折格子形状を解析するために、
VirtualLab Fusion をどのように使用するかを
示します。加えて、異なる入射角が回折効率
に及ぼす影響を調べます。
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モデリングタスク

入射平面波
- 波長：633 nm

- 入射角：45°
- TE 偏光

様々な回折格子パラメータを変化さ
せて、結合格子の回折効率を計算す
るにはどうすればよいのでしょうか？

T+1=?

スラント型回折格子

- 周期：596.92nm
- 相対深さ
- フィルファクター
- 傾斜角

R+1=?

空気

n=1.5

可変
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回折格子パラメータ 値と単位

相対深さ 可変

傾斜角φ -30°

フィルファクター c/p 50%

回折効率 vs 相対深さ

y

c/p=フィルフ
ァクター

VirtualLabでは、RCWA としても知ら
れているフーリエモーダル法（FMM）
によるシミュレーションを行います。
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Figure from J. Michael Miller, et al., 

Appl. Opt. 36, 5717-5727 (1997)

4



回折効率 vs 傾斜角
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回折格子パラメータ 値と単位

相対深さ 1.058λ

傾斜角φ 可変

フィルファクターc/p 50%
Figure from J. Michael Miller, et al., 

Appl. Opt. 36, 5717-5727 (1997)

VirtualLabでは、RCWA としても知ら
れているフーリエモーダル法（FMM）
によるシミュレーションを行います。

φ
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回折効率 vs フィルファクター
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c/p=フィルフ
ァクター
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Figure from J. Michael Miller, et al., 

Appl. Opt. 36, 5717-5727 (1997)

回折格子パラメータ 値と単位

相対深さ 1.058λ

傾斜角φ -30°

フィルファクターc/p 可変

VirtualLabでは、RCWA としても知ら
れているフーリエモーダル法(FMM)に
よるシミュレーションを行います。

φ
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回折効率 vs 入射角

入射平面波
- 波長:：633 nm

- 入射角：45±10°
- TE 偏光

スラント型回折格子

(参考文献から引用し
た固定パラメータ)
- 周期：596.92nm

- 相対深さ 1.058λ
- フィルファクター 50 %
- 傾斜角 -30°

回折格子の回折効率は通常

、入射角の影響に敏感です。
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VirtualLab Fusion の設定

スラント型回折格子の
ための便利な定義
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厳密な回折効率計算と可視化



VirtualLab Fusion での流れ

• ライトガイドカップリング格子構造の設定
– Advanced Configuration of Slanted Grating [Use Case]

– Configuration of Grating Structures by Using Special Media
[Use Case]

– Configuration of Grating Structures by Using Interfaces [Use

Case]

• カップリング格子の回折効率解析
– Customized Detector for Lightguide Coupling Grating 

Evaluation [Use Case]

• 特定のパラメータ走査による回折効率の確認
– Usage of Parameter Run [Use Case]
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https://www.lighttrans.com/index.php?id=670
https://www.lighttrans.com/index.php?id=534
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1327
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1469
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1469
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1596
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