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1 OPTICSTUDIO ファイル読み込みの改善 

1.1 サポートする光学部品の追加 
より多様な OpticStudio ファイルを LensMechanix に読み込み 

LensMechanix は、読み込みプロセスの一部でサポートする部品の形状を作成します。サポートするオブジェクト

のデータは OpticStudio から保持され、一貫性を保つため同じ値を LensMechanix で使用できます。以下は、

19.4 のリリースで追加されたサポートする部品の説明です。 

• [アレイ リング] (Array Ring): [アレイ リング] (Array Ring) は、単一の親オブジェクトから作成される、リング

もしくは円弧状に配列された同一オブジェクトの集合体です。[アレイ リング] (Array Ring) を使用することで、

各オブジェクトを個別にモデル化することなく、同一形状の複数インスタンスを作成することができます。LED 

照明などのマトリックスを有するシステムなど、いくつかのアプリケーションで使用できます。 

 

• [ディテクタ (体積)] (Detector Volume): [ディテクタ (体積)] (Detector Volume) は、入射・吸収したエネル

ギー データを保存する矩形体積です。[ディテクタ (体積)] (Detector Volume) を使用することで、オブジェク

トの指定した z - 面におけるエネルギーを見ることができます。[ディテクタ (体積)] (Detector Volume) によ

り、複雑なオブジェクトの面上での光線パターンや、3 次元の迷光パターンを視覚化できます。 

 

• [ディテクタ (面)] (Detector Surface): [ディテクタ (面)] (Detector Surface) は、入射したノンシーケンシャル

光源のエネルギー データを保存します。[ディテクタ (面)] (Detector Surface) を使用することで、指定した面

におけるエネルギーを見ることができます。[ディテクタ (面)] (Detector Surface) は、曲面ディテクタを含むア

プリケーションで使用できます。  

 

• [ブール CAD] (Boolean CAD): [ブール CAD] (Boolean CAD) は、OpticStudio にある他のオブジェクトとの

一連のブール演算から定義されます。 [ブール CAD] (Boolean CAD) は、加算、減算、他の CAD オブジェク

トとの共通部の抽出によって、きわめて一般的な形状を生成することができます。 

 

2 光学的な参照形状 

2.1 光学部品の座標系 
正確なモデル化に必要となる各光学面の頂点の座標系を参照 

1 つのレンズは、面ごとの頂点の座標系と共に読み込まれます。LensMechanix は、Creo の参照形状としてその

座標系を作成します。図面やメカ部品を作成する際に、その座標系を参照することができます。 
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すべての光学部品の座標系を表示するには、Creo の [グラフィック ツールバー] (In-Graphic Toolbar) > [座

標系表示] (Csys Display) をクリックします。 

3 光線追跡の設定 

3.1 ノンシーケンシャル設定 
ノンシーケンシャル光線追跡の設定を調整して光線追跡の速度を改善 

ノンシーケンシャル設定は、光線の追跡を終了する条件を決定します。ノンシーケンシャル光線追跡の

設定は、OpticStudio の設計ファイルから読み込まれます。この読み込まれた設定を確認し、光線追跡の

速度を改善するために調整できるようになりました。設計プロセスの段階によっても設定を調整でき、

初期段階ではより高速な追跡とし、最終段階に近づくとより高精度な追跡に設定することができます。 
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アクティブなプロトタイプでノンシーケンシャル設定にアクセスするには、[解析設定を編集] (Prototype Setting) 

> [ノンシーケンシャル設定] (Non-Sequential Settings) をクリックします。また、プロトタイプ ウィザードからも

アクセスできます。[解析を開始] (Create Prototype) > [解析ウィザードを開始] (Create Prototype Wizard) 

をクリックし、ナビゲータにある [ノンシーケンシャル設定] (Non-Sequential Settings) をクリックします。 

 

3.2 散乱設定 
光学部品に適用する散乱設定の確認と修正 

光学部品に適用される散乱モデルは、一般的には光学エンジニアによって OpticStudio で設定されます。散乱

特性は、レンズの表面粗さなどの影響をモデル化するために、光学部品に適用されます。ファイルを読み込む

際、LensMechanix での編集を許可する選択をすることで、散乱特性を変更できるようになりました。

LensMechanix で散乱特性を変更できるようになり、OpticStudio ユーザに散乱特性の変更を依頼するよりも時

間を短縮できます。この散乱特性の設定により、光学系の生産プロセスで生じる表面仕上げの特性をモデル化

できます。 

 

 
 

散乱特性を確認または変更するには、オプティクス マネジャーで光学部品を右クリックし、[光学特性の参照] 

(View Optical Properties) をクリック、もしくはファイルが編集可能として読み込まれている場合は [光学特性

の編集] (Edit Optical Properties) をクリックします。そして、[コーティング / 散乱] (Coat/Scatter) タブをクリッ

クします。 
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3.3 バルク散乱 
光学部品に適用するバルク散乱設定の確認と修正 

バルク散乱は、光線が材質中を伝搬する過程における散乱をモデル化します。例えば、水中の気泡やガラスの

不完全性、空気中の微粒子などがあります。バルク散乱設定は、材質中を光線が進む過程で、散乱イベントが

発生する頻度、1 度のイベントで生じる効果を定義します。バルク散乱のオプションには、なし、角度散乱、DLL 定

義の散乱があります。バルク散乱設定は、ファイルを読み込む際に編集を許可するよう選択することで、編集可

能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルク散乱設定を確認または変更するには、オプティクス マネジャー で光学部品を右クリックし、[光学特性の参

照] (View Optical Properties) をクリック、もしくはファイルが編集可能として読み込まれている場合は [光学特

性の編集] (Edit Optical Properties) をクリックします。そして、[バルク散乱] (Bulk Scattering) タブをクリック

します。 

 

4 トラブルシューティング ツール 

4.1 クリティカル光線 
オリジナルの光学系から生成されたクリティカル光線が完全なアセンブリを通過できるかを検証 

クリティカル光線は、シーケンシャル光学系から生成されたオリジナルの光線セットがオプトメカ系を通過できるか

を検証し、合格/不合格の結果を出力します。クリティカル光線は、メカ設計に対して、各クリティカル光線の位置

情報を提供します。例えば、迷光を低減するためのバッフルの設計などでは、この情報が設計判断に使用できま

す。クリティカル光線は出力テーブルで確認できます。出力テーブルは各光線が光学系を通過したか否か、ま

た、各光線の位置がオリジナルの光学系で指定された公差の範囲内か否かを表示します。さらに、各クリティカ

ル光線セットは、主光線とマージナル光線、XY ファン、主光線とリング光線のように、フィルタリングされた光線を

確認することができます。 
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クリティカル光線は、光線追跡を実行した後にアクセスできます。LensMechanix タブの [出力の表示] (Display 

Outputs) > [クリティカル光線] (Critical Rays) をクリックします。 
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4.2 ディテクタ ビューア 
ディテクタに到達した光線を理解するためのディテクタ ビューアでのより深い検証 

ディテクタ ビューアは異なるデータ セットを表示できるようになりました。例えば、コヒーレント放射照度、コヒーレ

ント位相、放射強度です。また、スケールを線形スケールから対数スケールに変更できるようになりました。追加

された機能により、光学系のより広い解析や、多くのディテクタ タイプの使用が可能になりました。また各ディテク

タにおける、ピーク放射照度、全パワー、光線ヒット数を確認できるようになりました。この情報は、何本の光線が

ディテクタに到達し、何本の光線が遮蔽されたかの理解を助けます。メカエンジニアと光学エンジニアが同じ情報

を確認することで、情報に基づいた判断が可能となるため、コミュニケーションが円滑になります。また、ディテクタ 

ビューアから一般的な画像ファイル形式で画像を保存ができるようになったため、情報共有が容易になりました。 
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ディテクタ ビューアにアクセスするには、光線追跡を実行したあと、[出力の表示] (Display OPS) > [ディテクタ

の表示] (Show Detector) をクリックします。 

 

 


