
Light Guide Layout Design ツール



概要

拡張／複合現実（AR & MR)テクノロジー

の進歩に伴い、ライトガイドデバイスへの
関心がますます高まっています。光学技
術者がこのような光学系を設計する手助
けするため、VirtualLab Fusionはいくつ

かの体系的な設計ツールを提供しており、
タスクを段階的なプロセスに分解すること
が可能です。ここでは、ユーザーの指定に
従って “HoloLens 1” タイプの（線形回折
格子のある 1D-1D瞳拡張）光学系を自動
的に生成する Layout Designツールの能

力を実演していきます。
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AR & VR Layout Design ツールを開きます
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• Layout Design ツールは、 Light Guide Toolbox Gold で使用可能なツールです

• メインウィンドウの Start リボンにある Light Guides箇所から開きます



レイアウト設計 -パラメーターの設定

?

• 視野角の範囲（FOV）

• 入射／出射結合領域の
位置と向き

• ライトガイドの厚さ

• 瞳拡張（EPE）の偏向角

入射結合領域

出射結合領域

120°90°
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レイアウト設計 –算出されるパラメーター

入射結合領域

出射結合領域

出射結合領域
- 回折格子の周期
- 回折格子の向き
- 横方向への伸長

瞳拡張（EPE）領域
- 位置と複雑な形状
- 回折格子の向き
- 回折格子の周期

入射結合領域
- 回折格子の周期
- 横方向への伸長

瞳拡張（EPE）領域
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ライトガイドのある Optical Setup の自動生成

Layout Design ツー

ルは、光源、コンポー
ネント、ディテクタの位
置とパラメーターがツ
ール内での指定に従
う Optical Setup を自

動生成します。

波長の情報は、回
折格子のパラメー
ターを計算する際に
も使用されます。
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光源（Plane Wave）の指定

光源の Diameter は、

必要なエッジを含める
よう自動的に調整され
ます。

Beam Size と
Distance Source to 

Light Guideのパラメ
ーターによって、入射
結合格子のサイズが
決まります。
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関連するすべての光源の
パラメーターは、 Plane 

Waveおよび Scanning 

Sourceの両方で自動的
に調整されます。
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光源とアイリリーフ（出射
結合格子）の距離が与え
られている場合、入力され
た視野角（FOV）の範囲は

、入射／出射結合格子の
大きさについても考慮され
ます。

光源（Scanning Source）の指定



ライトガイドと格子領域の配置

Light Guide Componentそれ

自体と格子領域は、指定された
仕様に従うよう自動的に調整さ
れます。

瞳拡張格子の大きさと形状は
自動的に算出されます。

入射結合格子の位置は
（ライトガイドの座標系に
おいて）絶対値で定義さ
れますが、出射結合格
子の位置は入射結合格
子の位置に関して相対
値で定義されます。
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ライトガイドのパラメーター
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透過または反射の設計

11

ユーザーは、ライトガイドが透過または反射のどちらかの動作をするか選択でき
ます。つまり、光がどちらの面で出射結合されるかを意味します。

注：光源、ライトガイド、ディテクタ
間の距離は、図で示すにあたり誇
張されています。



格子領域のパラメーター
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瞳拡張格子の周期
は自動的に算出され
ます。



格子領域のパラメーター

入射結合格子の周期を定義する代わりに、アイボックスで
の（最低限の） Desired Mode Densityを指定することがで
きます。この値は、入射結合格子の適切な周期を推定する
ために使用されます。

3 mm
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偏向角の設定
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Deflection Angle of Eye Pupil 

Expanderパラメーターにより、瞳拡張

（EPE）格子における回折角を修正し、そ
れに基づいて、瞳拡張（EPE）格子と出射

結合格子の位置と向きを調整することが
できます。これにより、複雑なライトガイド
の設計にさらなる自由度が提供されます
。

120°（注：出射結合格子の位置は、
隣接する領域との重複を避けるため
に、x 方向に 19 mm、y 方向に 9 

mm に設定されています）

90°



ディテクタの設定
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ディテクタ（デフォルトでは Camera Detector）の位置と大

きさは、ツール内で指定します。サンプリングなどの追加
パラメーターは、必要に応じてユーザーが調整できます。
また、レイアウト設計のプロセスが完了した後であれば、
別のディテクタを光学系に追加することもできます。

いわゆる"アイレリーフ" 

に対応します。



パラメーター依存性と寄与の概観
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ライトガイドのパラメーター 以下から算出：

入射結合格子の大きさ ビームの大きさ、光源からライトガイドまでの距離、視野角（FOV）

入射結合格子の周期 • 入射結合格子の周期
• 所望するモードのエネルギー密度、波長、光源からライトガイドま
での距離、ライトガイドの厚さ

出射結合格子の大きさ アイボックスの大きさ、ライトガイドの厚み、ライトガイドから眼までの距離、
視野角（FOV）、ビームの大きさ

出射結合格子の周期 • 入射結合格子の周期
• 所望するモードのエネルギー密度、波長、光源からライトガイドま
での距離、ライトガイドの厚み

瞳拡張格子の形状 瞳拡張格子の偏向角、入射／出射結合格子の位置、ビームの大きさ

瞳拡張格子の周期 瞳拡張格子の偏向角、波長、入射結合格子の周期、視野角（FOV）、ビ
ームの大きさ



結果
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Optical Setupに従って、デバイスの追加解析のために k-Layout 

Visualization が自動的に生成されます。この図と対応する VirtualLab 

Fusion の機能に関して、以下に詳細が記載されています：
k-Domain Layout Visualization

https://www.lighttrans.com/index.php?id=2699


ドキュメント情報
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タイトル

ドキュメント番号 LIG.0005

バージョン 1.0

Edition / Toolbox VirtualLab FusionAdvanced Edition , Light Guide Toolbox Gold

使用したVirtualLab

のバージョン 2021.1 (Build 1.180)

カテゴリー Feature Use Case

参考資料

- k-Domain Layout Visualization

- Construction of a Light Guide

- Modeling of a “HoloLens 1”-Type Layout with Light Guide Component

- Flexible Region Definition

- Specification of Diffraction Orders and Efficiencies for Grating Regions

- Light Guide Design Tool

www.LightTrans.com

Light Guide Layout Design ツール

https://www.lighttrans.com/index.php?id=2699
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2680
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2689
https://www.lighttrans.com/index.php?id=1614
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2695
https://www.lighttrans.com/index.php?id=2700
http://www.lighttrans.com/


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/

