
コンポーネント、ソルバーおよびフーリエ領域 –平面



概要

VirtualLab Fusionの電磁場追跡技術は、「電磁
場ソルバーの接続」という理念に基づいています
。最適なオプションが光学系の各部分に適用さ
れるように、一つの光学系内の素子ごとに異な
るソルバーを使用します。各ソルバーは、空間領
域または空間周波数領域で実装することができ
ます。最も一般的なコンポーネントの多くでは、
対応するソルバーが一方の領域で他方の領域
よりも数値的にはるかに軽くなり、したがって高
速になるため、その数学的特性に応じてどちら
かが選択されることになります。そのため、フー
リエ領域間を行き来する必要があるシミュレー
ションの順序となります。
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モデリング概要

エタロン構成
平面-平面（傾斜）
- 中心厚100µm

- 第 1面の傾き 0.1°

光源
- 平面波
- 波長: 532 nm

- 角度: 30º

- 円形開口(直径2.5mm)で切り取り

Field Tracing によるシミュレー

ションは、この場面の背後でどの
ように動作しているのでしょうか。

see the fullApplication Use Case:

“Modeling of Etalon with Planar or Curved Surfaces”
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https://www.lighttrans.com/index.php?id=292
https://www.lighttrans.com/index.php?id=292


ソルバー間を接続する！

• Field Tracingは電磁場ソルバーを接続します
!

• 光学系は、構成部分毎に分解されます
。

• 各部分は特定の電磁場ソルバーでモデル
化されます。

• 一般に、これらのソルバーは、空間（x）領域
または空間周波数（k）領域で実装することが
できる。

• VirtualLab Fusion は、すべてのソルバーを
シームレスかつノンシーケンシャルな方法で接
続し、光学系に完全な電磁場ソリューションを提
供します!

エタロン構成
平面-平面(傾斜)
- 中心厚100µm

- 第1面の傾き0.1°

光源
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- 平面波
- 波長: 532 nm

- 角度: 30º

- 円形開口(直径2.5mm)で切り取り



ソルバーの適用領域

空間領域で実装されたソル
バーの場合、Field Tracingの

ｌ順序は左図のようになりま
す...

... 一方、空間周波
数（k）領域に実装されているソ
ルバーの場合、Field Tracing

の順序は右図のようになります

。

フーリエ変換
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逆フーリエ変換



ソルバーの適用領域

空間領域で実装されたソル
バーの場合、Field Tracingの

ｌ順序は左図のようになりま
す...

... 一方、空間周波
数（k）領域に実装されているソ
ルバーの場合、Field Tracing

の順序は右図のようになります。

自由空間伝搬演算子は、電磁場ソル
バーの一種ですが、ほぼすべての光
学系に存在する重要なものなので、
独自の記号で区別しています!

フーリエ変換
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逆フーリエ変換



いくつかのソルバーとその領域
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Fresnel matrix
free-space 

propagation

layer matrix

idealized

grating

function

Fourier Modal

Method

idealized lens 

functions

Runge-Kutta 

BPM

Local Plane Interface

Approximation

Local Linear Grating 

Approximation

ヒント：各ソルバーに関する追加資料にリンクしています!

空間領域

空間周波数領域

https://www.lighttrans.com/index.php?id=2071
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2072
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2073
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2073
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2073
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2074
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2074
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2107
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2117
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2095
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2095
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2094


自由空間伝搬

光源場

光源場の

スペクトル
伝搬

スペクトル

伝搬場

ディテクター面
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伝搬開始位置

伝搬距離



自由空間伝搬

自由空間伝搬（均質な等方性
媒質中の伝搬）は常に波数空
間で生じます。言い換えれば、
電磁場の平面波スペクトルを
伝搬します。

光源場

光源場の

スペクトル
伝搬

スペクトル

伝搬場

伝搬開始位置
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ディテクター面

伝搬距離



自由空間伝搬

自由空間伝搬（均質な等方性
媒質中の伝搬）は常に波数空
間で生じます。言い換えれば、
電磁場の平面波スペクトルを
伝搬します。
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光学系の素子間の伝搬を
示します。



自由空間伝搬

自由空間伝搬（均質な等方性
媒質中の伝搬）は常に波数空
間で生じます。言い換えれば、
電磁場の平面波スペクトルを
伝搬します
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光学系の素子間の伝搬を
示します。

Lens System Componentのよ

うに、場合によっては面間の内
部伝搬も同様に伝搬します。



自由空間伝搬 : なぜ波数空間なのでしょうか?

空間領域
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空間周波数領域



自由空間伝搬 : なぜ波数空間なのでしょうか?

Pointwise  

Operator!
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空間領域 空間周波数領域



このシステムに必要なソルバーは何でしょうか?

エタロン構成
平面-平面(傾斜)
- 中心厚100µm

- 第1面の傾き0.1°

光源
- 平面波
- 波長 : 532 nm

- 角度 : 30º

- 円形開口(直径2.5mm)で切り取り

自由空間伝搬

のソルバー
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平面用ソルバー



平面に使用できる電磁場ソルバー

• 無限に広がった理想平面の場合➔
Fresnel Matrix

• 空間周波数領域のソルバー

• Plane Surfaceコンポーネントに実装されて

います。

• 曲率のない曲面の場合➔
Local Plane Interface Approximation (LPIA)

• 空間領域のソルバー

• 数ある中でも、Lens System、Cueved Surface、
Apherical lens、Light Guide コンポーネントに実
装されています。

15



平面に使用可能な電磁場ソルバー

エタロン構成
平面-平面(傾斜)
- 中心厚100µm

- 第1面の傾き0.1° 電磁場と平面は個々に相互作用します

電磁場と平面は個々に相互作用します

光源
- 平面波
- 波長 : 532 nm

- 角度 : 30º

- 円形開口(直径2.5mm)で切り取り

LPIA
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Fresnel Matrix



平面に使用可能な電磁場ソルバー

Plane Surface 

component 

(Fresnel Matrix)

VirtualLab Fusionでは、ある
種のコンポーネントを光学系に
含めることは、実際には、光学
系のその部分をモデル化する
ための電磁場ソルバーを選択
することを意味します。
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平面に使用可能な電磁場ソルバー

Curved Surface 

component 

(LPIA)

VirtualLab Fusionでは、ある

種のコンポーネントを光学系に
含めることは、実際には、光学
系のその部分をモデル化する
ための電磁場ソルバーを選択
することを意味します。
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平面に使用可能な電磁場ソルバー

VirtualLab Fusionでは、ある

種のコンポーネントを光学系に
含めることは、実際には、光学
系のその部分をモデル化する
ための電磁場ソルバーを選択
することを意味します。

Lens System 

component 

(LPIA)
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平面に使用可能な電磁場ソルバー

エタロン構成
平面-平面（傾斜）
- 中心厚 100µm

- 第 1面の傾き 0.1°

LPIA

20 (*) 以下の仕様のPCで概算シミュレーション時間 :プロセッサ Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHzおよび 32GB RAM

光源
- 平面波波長 : 532nm
- 角度 : 30º

- 円形開口（直径2.5mm）で切り取り
Fresnel Matrix



フーリエ変換の重要性

エタロン構成
平面-平面（傾斜）
- 中心厚 100µm

- 第 1面の傾き 0.1°

開口からの回折

FFT

21 (*) 以下の仕様のPCで概算シミュレーション時間 :プロセッサ Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHzおよび 32GB RAM

光源
- 平面波波長 : 532nm
- 角度 : 30º

- 円形開口（直径2.5mm）で切り取り
Fresnel Matrix

LPIA



フーリエ変換の重要性

エタロン構成
平面-平面（傾斜）
- 中心厚 100µm

- 第 1面の傾き 0.1°

回折無視

PFT

（強制）

22 (*) 以下の仕様のPCで概算シミュレーション時間 :プロセッサ Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHzおよび 32GB RAM

光源
- 平面波波長 : 532nm
- 角度 : 30º

- 円形開口（直径2.5mm）で切り取り
Fresnel Matrix

LPIA



フーリエ変換の重要性

回折無視

Fresnel Matrix

PFT

（強制）

Use Case内のフーリエ変換カタログについての詳細は以下
をご覧ください。
“Fourier Transform Settings –Discussion at Examples”

LPIA

23 (*) 以下の仕様のPCで概算シミュレーション時間 :プロセッサ Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHzおよび 32GB RAM

注：フーリエ変換は光源面と検出面
でも行われるため、光学系全体で
Poin- 第tw1面iのs傾eきフ0.1ー°リエ変換を実施した
場合、フレネル行列においても若干
の時間改善が見られます。

https://www.lighttrans.com/index.php?id=2135


実践的な結論 : どのソルバーを使用すればよいでしょうか?

24

光学系における平面界面のソルバーとして、フレネル行列と Local Plane Interface Approximation

（LPIA）の 2つが考えられます。どちらが適しているかは、状況によって異なります:

LPIA

:• 曲面用ソルバー

• 空間（x）領域で適切に機能する

• 追加のフーリエ変換の計算が必要

• 面の有限サイズ（アパーチャ）を考慮します

フレネル行列 :

• 理想平面に対する厳密なソルバー

• 空間周波数（k）領域で適切に機能する

• 計算するフーリエ変換の数が少ない
➔潜在的に数値的利益

• 無限に広がる面を仮定



実践的ヒント : 要素の代替

VirtualLab Fusion の Lens 

Systemコンポーネントに光学

系をインポートし、その光学系
内の平面に Fresnel Matrix ソ

ルバーを使用したい場合、
Optical Setupをどのように修

正すればよいでしょうか？

Plane Surfaceコンポーネント（傾
斜、面後方の素材など）を含めて設
定することを忘れないでください。

Lens System

コンポーネント
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VirtualLab Fusionでの設定

コンポーネントのソルバー
情報パネル

フーリエ変換アルゴリズムカタログ
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VirtualLab Fusion のテクノロジー

自由
空間 プリズム

、プレート
、キューブ
、…

レンズ・フ
リーフォー
ム

アパーチャと
境界

回折格子

DOE

回折、フレネル
、メタレンズ

マイクロレンズ&HOE、CGH、

フリーフ
ォーム
アレイ

回折ビーム
スプリッター

SLM&

適応型
構成要素

拡散体

散乱体

導波路・ファ
イバー

非線形結晶

異方性成分

構成要素

フィー
ルドソ
ルバ
ー

2

1

1

1

3

2

3

2

3

1
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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/
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