
所望の視野角にわたるライトガイド結合のための
バイナリ回折格子の最適化



概要

結合格子は、一般的に所望の視野角(FOV) 
内の光をライトガイド構造へ照射するために
使用されます。VirtualLab Fusion は、結合
格子などの性能を調べるために用いること
ができます。全ての所望の角度にわたり均
一な結合効率を得ることは困難な作業です
。Dynardo 社のソフトウェアである optiSLang 
は、計算カーネルとして VirtualLab Fusion 
の厳密な回折格子解析ツールを用いること
で、このような最適化作業を効率的に実行
する方法を提供します。
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最適化の課題

一連の平面波
■ 視野角 (-15..15, -10..10)°
− 波長 532 nm
− x 軸直線偏光

ライトガイディング

?

grating efficiencies detector

平面なライトガイドに一連の平面波を
結合させるためのバイナリ回折格子構造

をどのように設計するのでしょうか？

1次回折光
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最適化のワークフロー

入力

ライトガイド結合格子のパラメータ
• フィルファクター

• 変調度

解析

ライトガイド結合の解析は、
VirtualLab Fusion を用いて実行
されます。

出力

回折効率プロットの評価
• 平均回折効率
• 均一性誤差

目的関数

最適化の目標
• 平均効率の最大化
• 均一性誤差の最小化

最適化

optiSLang を用いて進化型最
適化アルゴリズムが実行され
ます。
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• 下記最適化のワークフローを適
用して、効率的なライトガイド結
合のためのバイナリ回折格子を
設計します。
1. 入力を定義する

2. シミュレーションを行う

3. 出力を計算する

4. 目的関数を確認する

5. 最適化を行う

• 最適化の戦略によって、最適化ア
ルゴリズムで新しい入力パラメータ
が定義されます。

• 原則として目標が達成されるまで、
ループで繰り返します。



h

𝑛air = 1.0

p=410nm

𝑛𝑙g = 1.6

c

メリット関数のシミュレーション結果と設定

grating efficiencies

detector

一連の平面波

• スリット幅 c と周期 p によるフィルファクター c/p の変化
➢ 0.1% ～ 99.9%

• 変調度 h の変化
➢ 50nm ～ 1500nm

平均回折効率 10.96%
均一性コントラスト 89.45%

%角度効率プロット[%]

Grating Efficiencies Detector の結果

回折格子の初期構成

フィルファクター 50.00%

変調度 400.00nm

格子周期 410nm

回折次数 1次透過光

周期に沿った入射
角の大まかなサン
プル評価は、最適
化のために充分な
ものです。

可変
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optiSLang の最適化結果
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• 最適化の結果は、メリット
関数の関数としてプロット
されます。
– 平均回折効率

– コントラスト均一性

• パレートフロントは、2つの
メリット関数間の最適な折
衷案を示しています。パレートフロント



最適化結果の高度な評価

• パレートフロントでの最適化結果を Parallel Coordinates Plot で可視化し、入力パラメ
ータ（応答）から出力パラメータへの影響を詳細に調べます。

• 加えて、クラスター分析では、例えば相対的なスリット幅などの特定のパラメータを一定の
数のクラスターに分解し、入力パラメータと出力パラメータの相関関係をより理解すること
ができます。

• その結果、製造可能な回折格子のパラメータを含めて、優先される低均一性コントラスト
と許容可能な平均回折効率の最良の折衷案である設計値が選択されます。

m

この結果は最良な折衷
案として選択されます

パレートフロントでの結果が強調表示され、クラスター分
析の結果に応じて色が適応されます。
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最適化結果の結合効率の解析

• 最後に、 VirtualLab 
Fusion を用いて結合効
率に関する最適化結果
を解析します。

• その結果、均一性
コントラストは著しく
減少しましたが、平
均回折効率が犠牲
になりました。

初期

最適化後

フィルファクター 50.00%

変調度 400.00nm

平均回折効率 10.96%
均一性コントラスト 89.45%

平均回折効率 3.08%
均一性コントラスト 28.02%

フィルファクター 68.43%

変調度 187.18nm
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VirtualLab Fusion のインターフェース

9

• VirtualLab Fusion は、例えば、ライトガイドに一連
の平面波を結合する複雑な光学系を解析するた
めのモデリングツールの、柔軟かつカスタマイズ可
能なプラットホームです。

• optiSLang と連携することで、感度解析、多目的・
総合的最適化、ロバスト性評価、信頼性解析、ロ
バスト設計最適化などの高度なツールを利用する
ことができます。



VirtualLab Fusion のワークフロー

• 回折格子構造の設定
– Configuration of Grating Structures by

Using Interfaces [Use Case]

– Configuration of Grating Structures by 

Using Special Media [Use Case]

• 結合効率の評価
– Customized Detector for Lightguide Coupling 

Grating Evaluation [Use Case]

• 回折格子構造の最適化
– Grating Optimization in VirtualLab Fusion 

Using optiSLang [Use Case]

https://www.lighttrans.com/index.php?id=1327
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1327
https://www.lighttrans.com/index.php?id=534
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1469
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1582


optiSLang のインターフェイス
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• optiSLang は、使いやすいグラフィカルなユーザ
インターフェイスで、ロﾊﾞスト設計最適化を実行
するための幅広い機能を提供します。

• バーチャル光学系の開発を革新し、加速させる
ために、幅広いパラメータ研究に対応できます。



一連の平面波(視野角)

ライトガイド

grating efficiencies detector

VirtualLab Fusion のテクノロジー
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