
偏光依存性のあるバイナリ型共鳴格子



概要
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偏光依存性のある回折格子は特定の光学
計測システムで役立つことが分かっていま
す。J.Wüster らの研究をもとに、複屈折の
原理に従って、サブ波長構造の回折格子
を構築しました。この回折格子は波長より
大きい周期性を持ち、偏光依存性を明確に
示します。例えば、TE波で照射した場合で
は 0 次光が高い透過効率を有しますが、
TM波の場合では±1 次光が高い透過効
率を有します。



モデリング概要

h=700nm

f=50%

p1=500nm

p2=10µm

共鳴格子を厳密に解析し、光学系での特定の異
なる偏光に関する性能を確認するにはどうすれ
ばよいでしょうか？

入射波
-コリメートされたガウシアンビーム

- 波長λ= 1400 nm

- 円偏光
- ビーム半径1mm
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偏光子
(x方向またはy方向)

回折格子のパラメータは、J.Wüster,et al.,EPJ Web Conf. 238, 05002 (2020)に従います。

シリコン
n=3.49

共鳴格子



回折格子の特性解析

p2=10µm

p1=500nm

h=700nm  

f=50%

58%

25%

13%入射波
- 平面波

- 波長λ= 1400 nm

- 垂直入射
-直線偏光(TEまたはTM)

回折格子の回折特性は入射波の偏
光状態に強く依存しています。TM波
の場合±1 次光はそれぞれ 25% の
透過効率を持ち、TE 波の場合 0 次
光は 58% の透過効率を持ちます。

4



内部の電磁場解析

内部の電磁場分布
を確認します 入射波が TM偏光の場合

5

入射波が TE偏光の場合

入射波
- 平面波

- 波長λ= 1400 nm

- 垂直入射
-直線偏光(TEまたはTM)



電磁場内部の解析

TM波の場合、透過波の位相は、
変調させた領域と変調させてい
ない領域との間でπだけシフト
していることを示しています。

入射波が TM偏光の場合

入射波が TE偏光の場合

内部の電磁場分布
を確認します

入射波
- 平面波

- 波長λ= 1400 nm

- 垂直入射
-直線偏光(TEまたはTM)
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入射波が TE偏光の場合

電磁場内部の解析

入射波が TM偏光の場合
内部の電磁場分布

を確認します

入射波
- 平面波

- 波長λ= 1400 nm

- 垂直入射
-直線偏光(TEまたはTM)
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TE 波の場合、変調させた領域と変
調させていない領域との間で位相シ
フトを示しませんでした。



光学系での検証

入射波

偏光子(x)

偏光子(y)

0次光
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+1次光-1次光

入射波



VirtualLab Fusionの設定

プログラミングによる回折格子の柔軟な定義

回折格子内部での電磁場の可視化
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VirtualLab Fusionでの流れ

• カスタマイズしたインターフェイスでの回折格子の構築
– How to Work with the Programmable Interface & Example

(Spherical Surface) [Use Case]

– Configuration of Grating Structures by Using Interfaces
[Use Case]

• 複雑な光学系での回折格子のモデリング
– Modeling of Gratings within Optical System - Discussion at 

Examples [Use Case]
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https://www.lighttrans.com/index.php?id=1342
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1342
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1327
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2162
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2162
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お問い合わせ

株式会社ティー・イー・エム

営業部 営業3課 ソフトウェア担当

お問い合わせ：

https://www.virtuallab.jp/contact/

https://www.virtuallab.jp/contact/
https://www.virtuallab.jp/contact/

