
   
 

 

  

19.8 リリースノート 

 2019 年 10 月 29 日 

1 シーケンシャル ツールと解析 

1.1 高歩留まり最適化 (サブスクリプションの PROFESSIONAL および PREMIUM のみ) 

より製造しやすい設計を実現する画期的なテクノロジー 

OpticStudio 19.8 には、公称設計の感度を下げる最適化を可能とする、サブスクリプションの PROFESSIONAL 

および PREMIUM のみで使用できる新しい最適化機能があります。Ken Moore によるこの新しい最適化手法 1

は、製造およびアライメント エラーに対する感度を低減しようと試みます。最適化ウィザードの新しいセクションと

して、[高歩留まり最適化] (High-Yield Optimization) が追加されました。このメリット ファンクションを構築すると、

図 1.1.a に示すように、メリット ファンクション エディタに HYLD オペランドが入力されます。 

 

図 1.1.a 高歩留まり最適化を使用した最適化ウィザード 

高歩留まりを目指す最適化は、製造する必要があるシステムの最適化に推奨される新しい方法です。高歩留ま

りの最適化を使用することにより、公差解析の時間を大幅に短縮し、最初に製造可能な設計を作成できます。 

シーケンシャル モードの [最適化ウィザード] (Optimization Wizard) に新しい高歩留まり最適化機能があります。

最適化ウィザードは、[最適化] (Optimization) タブから、または図 1.1.b に示すように、[メリット ファンクション エ
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ディタ] (Merit Function Editor) の [ウィザードとオペランド] (Wizards and Operands) セクションを展開することで開

きます。 

 

図 1.1.b 最適化ウィザードの高歩留まりオプションの位置 

1 Kenneth E. Moore, "Optimization for as-built performance," Proc. SPIE 10925, Photonic Instrumentation 

Engineering VI, 1092502 (4 March 2019); 

1.2 SMIA-TV ディストーション (すべてのエディション) 

像面湾曲と歪曲収差プロットに SMIA-TV ディストーションを表示 

SMIA-TV ディストーションが、[像面湾曲と歪曲収差] (Field Curvature and Distortion) プロットの表示オプションと

して追加されました。これにより、SMIA-TV ディストーションを評価の指標として使用するユーザは、システムの

歪曲を OpticStudio でより簡単に確認できるようになりました。 

この機能は、図 1.2.a に示すように、像面湾曲と歪曲収差プロットにおける [ディストーション] (Distortion) の選択

にあります。 
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図 1.2.a 像面湾曲と歪曲収差プロットでの SMIA-TV ディストーションの選択 

1.3 視野データ エディタの改善 (すべてのエディション) 

視野データ エディタで変数およびその他のソルブを使用 

視野の変更およびソルブ設定のプロセスを簡素化し、[視野データ エディタ] (Field Data Editor) の動作を他のエ

ディタと一致させるため、視野データ エディタは変数とソルブをサポートするようになりました。図 1.3.a に示すよう

に、この機能は [レンズ データ エディタ] (Lens Data Editor) および [マルチ コンフィグレーション エディタ] (Multi-

Config Editor) にある変数とソルブの動作と同じです。 
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図 1.3.a 視野データ エディタの変数とソルブ 

1.4 最適化ウィザードの改善 (すべてのエディション) 

デフォルト メリット ファンクションでディストーションを制御可能 

最大ディストーションは、最適化ウィザードを使用してメリット ファンクション エディタに直接追加できるようになり

ました。新しい [最大ディストーション] (Max Distortion) オプションは、最適化ウィザードの [最適化関数] 

(Optimization Function) セクションにあります。さらに、[倍率色収差を無視] (Ignore Lateral Color) も最適化関数

セクションに移動しました。 

 

図 1.4.a 最大ディストーションおよび倍率色収差を無視オプションの位置 



   
 

Copyright © Zemax, LLC 2019. All Rights Reserved.  5/9 

2 プログラミング 

2.1 新しい ZPL キーワード: $NEWLINE() (すべてのエディション) 
ZPL からのテキスト出力を簡単に分割 

図 2.1.a および図 2.1.b に示すように、NEWLINE キーワードを使用して新しい行にテキストを出力できるようになり

ました。この機能は、[システムエクスプローラー] (System Explorer) の [タイトルと注釈] (Title/Notes) タブの [注

釈] (Notes) セクションに追加するのに特に重要です。 

 

図 2.1.a NEWLINE シンタックス 

 

図 2.1.b NEWLINE 出力の例 

2.2 新しい ZOS-API の例 ： ティルトおよびディセンタ エレメント （PROFESSIONAL および 

PREMIUM） 
ZOS-API を使用してエレメントをティルトしたりディセンタしたりする方法を示す新しい例 

ZOS-API シンタックス ヘルプファイルに新しく組み込まれたサンプルを使用することで、API を使用したエレメント

のティルトとおよびディセンタがこれまでよりも簡単になります。 図 2.2.a に示すように、新しい例は 「Example 07: 

Tilt and Decenter Elements」 です。 
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図 2.2.a ティルトおよびディセンタ エレメント ZOS-API の例 

 

3 有用性 

3.1 アーカイブ ファイル (すべてのエディション) 

アーカイブ ファイルの保存と開くがより簡単に 

アーカイブ ファイルは、[名前を付けて保存] (Save As) ダイアログから保存され、[ファイル] (File) タブの[開く] 

(Open) ダイアログから開けるようになりました。 
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図 3.1.a  [名前を付けて保存] がオプションとして Zemax アーカイブファイルをサポート 

 

図 3.1.b  [開く] は .ZMX ファイルと .ZAR ファイルの両方をサポート 
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3.2 ローカルからグローバルに変換ツール (すべてのエディション) 

ローカル座標からグローバル座標に変換するときにソルブを削除 

ローカルからグローバルに変換ツールを使用する場合、変換中にソルブを削除するオプションがあります。このツ

ールは、図 3.2.a に示すように、レンズデータエディターのツールバーにあります。 

 

図 3.2.a  ローカル座標からグローバル座標に変換ツール 

 

4 ライブラリとカタログ 

4.1 カタログの更新 (すべてのエディション) 
CDGM、DOW、Edmund Optics、HOYA、Optimax の最新カタログを入手 

材料カタログ  

• DOWSIL_MS 材料カタログが追加されました。このカタログには、DOW の成形可能な光学シリコーンがい

くつか含まれています。 シリコーンは耐熱性があり、特に新しい高出力 LED 照明システムのますます高

くなる温度への対応に適しています。成形可能なシリコーンは、二次レンズ、フリーフォーム コリメータ、

マイクロ レンズ アレイ、ライトパイプ、ライトガイド、その他の光学部品など、幅広い用途に使用できま

す。 

• CDGM 材料カタログが更新され、H-FK95N、H-FK71A、D-ZK3L、D-ZLaF85A を含むいくつかの新しい

材料が含まれるようになりました。 H-FK61、H-ZBaF21、H-ZF52A、H-LaFL5、H-LaF10LA、および D-

K9 を含むいくつかの材料のデータが改訂されました。溶解頻度と相対コストもカタログ全体で改訂され

ました。 

• HOYA 材料カタログが更新され、NBFD25、NBFD29、NBFD30、NBFD32、FCD600、FDS20-W、TAFD40-

W、TAFD55-W、E-FD80、MC-FD80、M-PCD55AR、MP-PCD55AR が追加されました。熱係数は、

FDS18-W、FDS18、NBFD10、M-FD80、および MP-FD80 のいくつかの既存の材料に追加されました。カ

タログに記載されているアッベ値は、一部の材料でわずかにシフトされています。ただし、分散係数は同

じであり、光線追跡に使用される内部的な屈折率の計算は影響を受けません。 
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市販レンズ カタログ 

• Edmund Optics レンズ カタログが更新され、TechSpec Aspheres、TechSpec Laser Grade PCX Lenses

、及び TechSpec PCX/PCV Lenses が含まれるようになり、これらのファミリがすべて供給されるように

なりました。材料カタログにないポリマーを使用しているため、レンズ 32798 は削除されました。 レンズ 

32498、45216INK、および 32927INK は、接合ダブレットであり、接合材料は材料カタログに含まれていな

いため、削除されました。 

原器リスト 

• Optimax 原器リストが更新され、689 個の原器が追加されました。 

5 パフォーマンスおよび安定性の改善 

OpticStudio 19.8 には以下の機能強化が含まれています: 

プログラミング 

• ZOS-API シンタックスの更新 – SEQOptimizationWizard の ZOS-API シンタックスヘルプは、 GUI にあ

るすべての設定が含まれ、ZOS-API から最適化ウィザードにアクセスするための最適な方法である 

SEQOptimizationWizard2 を反映するために更新されました。 SEQOptimizationWizard は下位互換性を

維持しますが、廃止されたと見なされます。 

• [CODE VTM を OpticStudio に変換] (Convert CODE VTM to OpticStudio) ツール – CODE VTM から 

OpticStudio へのコンバータは、単一行または複数行の CODE V コマンドがデフォルトの文字列の長さ

である 360 文字を超えると警告メッセージが出るようになりました。 

• [CODE VTM を OpticStudio に変換] (Convert CODE VTM to OpticStudio) ツール – ZOO コマンドはすべ

てのコンフィグレーションの値を表示するようになりました。 

• [CODE VTM を OpticStudio に変換] (Convert CODE VTM to OpticStudio) ツール – 非球面項が SPS 

QCN コマンドで正しくマッピングされるようになりました。 

6 バグ修正 

OpticStudio 19.8 には、以下のバグ修正が含まれています： 

シーケンシャル ツールと機能 

• [マルチ コンフィグレーション エディタ] (Multiple Configuration Editor) – マルチ コンフィグレーション エ

ディタの [すべてのデータを追加] (Add All Data) ツールは、Standard エディションでコーティング  

(COTN) および熱膨張係数 (TCEX) のマルチ コンフィグレーション オペランドを正しく追加するようになり

ました。 

• [全視野収差図] (Full Field Aberration Plot) – [収差] (Aberration) が [デフォーカス] (Defocus) に設定さ

れ、[表示方法] (Show As) が [アイコン] (Icon) に設定された際に、アクティブ カーソルによって正しい値

が報告されるようになりました。テキストデータは既に正しく計算されたので、変更されていません。 

• [ホイヘンス MTF] (Huygens MTF) – [ホイヘンス MTF] (Huygens MTF) および [視野に対するホイヘンス 

MTF] (Huygens MFT vs. Field) における多色 PSF での参照波長の定義の不一致が解消されました。両

方の分析で同じ参照波長が使用されるようになりました。 
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