
表面型および体積型の回折格子を用いた
回折型ライトガイドへの入射／出射結合



概要

このデモでは、スラント型の出射結合
回折格子と、理想的またはバイナリ形
状の入射結合回折格子を用いた場合
の、ライトガイドへの結合効率をシミュ
レーションします。その結果、体積型回
折格子の厚みと屈折率変調の振幅に
関する、導光効率の依存性を解析しま
した。



表面型回折格子のモデリング概要

平面波
− 波長 532 nm

− x軸直線偏光

出射結合回折格子
− 周期：596.92nm

− スラント型回折格子
➢ 相対深度
➢ フィルファクター
➢ 傾斜角

変数

入射結合回折格子
− 周期：596.92nm

− (A)理想回折格子
− (B)バイナリ回折格子

➢ 高さ変調 500nm

➢ フィルファクター 50%

回折効率はどのよう
になるでしょうか？

透過光+1次光

1次回折光
4.5 mm

c/p=フィル

ファクター
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出射結合回折格子

のパラメーター
値と単位

相対深度 h 変数

傾斜角φ -30°

フィルファクター c/p 50%

相対深度に対する回折効率

出射結合回折格子（透過率100%の入
射結合回折格子）に対して純粋にシミュ
レーションされた参考文献との比較

出射結合回折格子

参考文献： J. Michael Miller, Nicole de Beaucoudrey, 

Pierre Chavel, Jari Turunen, and Edmond 

Cambril, "Design and fabrication of binary 

slanted surface-relief gratings for a planar 

optical interconnection," Appl. Opt. 36, 

5717-5727 (1997)
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スラント型の出射結合回折格子
で理想的またはバイナリ形状の
入射結合回折格子を用いたライ
トガイドの結合効率のシミュレー
ション



傾斜角に対する回折効率

参考文献： J. Michael Miller, Nicole de Beaucoudrey, 

Pierre Chavel, Jari Turunen, and Edmond 

Cambril, "Design and fabrication of binary 

slanted surface-relief gratings for a planar 

optical interconnection," Appl. Opt. 36, 

5717-5727 (1997)
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スラント型の出射結合回折格子
で理想的またはバイナリ形状の
入射結合回折格子を用いたライ
トガイドの結合効率のシミュレー
ション

出射結合回折格子（透過率100%の入
射結合回折格子）に対して純粋にシミュ
レーションされた参考文献との比較

出射結合回折格子

出射結合回折格子

のパラメーター
値と単位

相対深度 h 1.058𝜆

傾斜角φ 変数

フィルファクター c/p 50%



フィルファクターに対する回折効率

参考文献： J. Michael Miller, Nicole de Beaucoudrey, 

Pierre Chavel, Jari Turunen, and Edmond 

Cambril, "Design and fabrication of binary 

slanted surface-relief gratings for a planar 

optical interconnection," Appl. Opt. 36, 

5717-5727 (1997)
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スラント型の出射結合回折格子
と理想的またはバイナリ形状の
入射結合回折格子を用いたライ
トガイドの結合効率のシミュレー
ション

出射結合回折格子（透過率100%の入
射結合回折格子）に対して純粋にシミュ
レーションされた参考文献との比較

出射結合回折格子

出射結合回折格子

のパラメーター
値と単位

相対深度 h 1.058𝜆

傾斜角φ -30°

フィルファクター c/p 変数



体積型回折格子のモデリング概要

平面波
− 波長 532 nm

− x軸に沿った直線偏光

入射／出射結合回折格子
− 周期：596.92nm

− 体積型回折格子

➢ 屈折率変調
➢ 体積型回折格子の厚み

回折効率はどのよう
になるでしょうか？

反射光
+1次光 4.5 mm
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変数

反射光
+1次光



回折格子の解析：屈折率変調に対する厚み

8 www.LightTrans.com

• まず、厚みと屈折率変調の振幅に
関して、別々に体積型回折格子を
解析します

• 周期が反転しても、形が異なるわけ
ではないので、入射／出射側の体
積型回折格子はどちらも同じ挙動を
します

http://www.lighttrans.com/


ライトガイドの解析：屈折率変調に対する厚み

9 www.LightTrans.com

• 次に、入射／出射側の体積型回折
格子のパラメータは、どちらも挙動
が等しいため共役させられます。

• その結果、体積型回折格子の厚み
と屈折率変調の振幅に関して、導
光効率の依存性が解析されます。

http://www.lighttrans.com/


ライトガイドの解析：入射角の変化

-波長 532 nm

-視野角 10°×10°回折効率はどのように
なるでしょうか？

入射／出射結合回折格子
− 周期：596.92nm

− 体積型回折格子
➢ 屈折率変調 0.04

➢ 厚み 30μm

平面波

10 www.LightTrans.com

http://www.lighttrans.com/
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