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OpticStudio STARモジュールとは何ですか？

OpticStudio  STAR (Structural, Thermal, Analysis & 

Results : 構造分析および熱分析と結果) モジュール
は、OpticStudio ユーザが OpticStudio 環境内で STOP 

(Structural, Thermal, Optical Performance : 構造・熱・
光学性能) 分析を行えるように設計されています。STAR 

モジュールは、構造および熱要因により生じる負荷が設
計の光学性能にどのような影響を与えるかを理解する
必要があるユーザに、設計上の洞察を提供します。さら
に、STAR モジュールには、ワークフローを自動化する有
力な API が含まれています。

STAR モジュールはどのような問題を解決しま
すか？

STOP 分析を行う必要のあるいエンジニア
は、OpticStudio と FEA（有限要素解析）ソフトウェア間
の座標系の調整など、複雑で面倒な問題に頻繁に取り
組まなければなりません。FEA データが光学面に正しく
配置されていることを確認し、FEA の結果を適用して光
学モデルに正しく適用することが重要です。この種の分
析を行うには、チームメンバーとのデータのやり取りを
何度も行う必要があり、不備や作業の遅延の原因とな
ることがよくあります。  

エンジニアは、FEA の結果を光学性能への影響を評価
できる状態まで処理するために、数時間費やすことが
あります。この時点でも、処理が十分でなければ、残留
誤差のしきい値を満たすまでプロセスの一部を繰り返
さなければなりません。この方法は、異なるシナリオに
対して重複して行われることが多く、分析時間が大幅に
増加します。

よくある質問
概要

STAR モジュールを使用する利点は何ですか？
• OpticStudio STAR モジュールを使用すると、ユーザは 
次のことが可能です：

• STOP 分析の精度向上

 - STAR モジュールは、FEA データの情報を保持する数
値フィットを採用しており、自動フィットとデータの 
整合性チェックにより、FEA データの読み込みプロセ
スを簡素化します。

• STOP 分析ワークフローの合理化

 - OpticStudio にシームレスに統合された STAR モジュ
ールは、あらゆる経験レベルの光学エンジニアが、 
構造および熱要因から生じる影響を 1 つのソリュー
ションで簡単に可視化し、分析することを可能にし 
ます。 

• 光学設計に費やす時間を短縮し、コストのかかるプロト
タイプのエラーを排除

 - 物理的なプロトタイプを作製する前に、製造条件と
環境条件の両方をシミュレーションすることで、工数
と材料コストを節約できます。

• STOP 分析に基づく光学性能の向上

 - 構造的、熱的考察の新しい性能に関する洞察を得る
ことで、より高性能で製造可能な製品を市場に投入
することができます。 

• 設計チームのコラボレーションを加速

 - STAR モジュールは、既存のツールとの併用を前提に
設計されており、すべてのシミュレーションパッケー
ジから FEA データを読み込むことができるため、 
チームの誰もがSTOP 分析を利用することができま
す。  
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STAR モジュールは OpticStudio の一部 
ですか？
STAR モジュールは OpticStudio に統合されていますが、
特殊な機能を使用するには別途ライセンスが必要です。
光学系に対する構造および熱要因の結果や影響を確認
する必要がある場合、ユーザは STAR モジュールのライ
センスを購入する必要があります。 

STAR モジュールは別のライセンスを使用して
いますか？

STAR モジュールは、独自のライセンスを使用します。 

ユーザのコンピュータに有効な STAR ライセンスがない
場合は、STAR タブはグレーで表示されます。

STAR モジュールをサポートしている
OpticStudio のバージョンは？
STAR モジュールは、OpticStudio 21.2 以降で動作しま
す。

STAR モジュールを機能させるには、OpticStudio 
Professional または OpticStudio Premium のサブスクリ
プションライセンスが必要です。 

STAR モジュールはどのようにワークフローを
改善するのですか？
STAR モジュールは、STOP 分析ワークフローの 3 つの 
ステージに焦点を当てています： 

• OpticStudio への FEA データの読み込み

 - 任意の FEA パッケージからタブ区切りの FEA  
データの受け入れデータ調整ツールと可視化

 - データ調整ツールと可視化

• OpticStudio 上での FEA データ扱い

 - OpticStudio に直接統合

 - 変換されていない元々の光学設計ファイルを使用

 - 自動数値フィットを実行

• 新たな洞察を評価し、より良い製品の提供に貢献

 - 使い慣れているシーケンシャル面、ツール、分析な
どと並行して使用可能  

機能

FEA とは何ですか？
有限要素解析（Finite Element Analysis：FEA）とは、現実
の環境に近い負荷や条件の下で、部品やアセンブリの動
きをシミュレーションするために使用されるエンジニア
リングの分野です。エンジニアは、FEA ソフトウェアパッ
ケージを使用して解析を行います。解析結果は、設計の
繰り返しや実験に利用されると同時に、製品開発に必要
なプロトタイプの数を減らすことができます。

 

STAR はどの FEA パッケージからのデータを 
取り込みますか？
テキストファイルのフォーマットが正しければ、どの FEA  
パッケージのデータでも STAR モジュールで動作しま
す。 
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STARはどのようなFEAデータを扱いますか？
STAR モジュールは、10進数形式の数値を含むタブ区切
りのテキストファイルを読み込みます。

注：STAR モジュールは、他の Zemax 製品と同様に、テキ
ストファイルからデータを読み込む際の「小数点」はサ
ポートしていません。

構造ディフォーメーション

タブ区切りのフォーマットで 6 列 
順序は以下の通りです：

[X 位置、Y 位置、Z 位置、dX、dY、dZ]

熱プロファイル

タブ区切りのフォーマットで 4 列 

順序は以下の通りです：

[X 位置、Y 位置、Z 位置、T]

機能

STAR は、シーケンシャルとノンシーケンシャ
ルの両方の設計に対応していますか？
現時点では、STAR モジュールはシーケンシャル面と分析 
にのみ対応しています。

STAR モジュールにはどのような検証ツール 
がありますか？
FEA データ読み込みツール –数値フィットを行う前に、指
定された光学面への FEA データポイントのアライメント
を可視化し、正しい座標系を確認します。

アライメントチェック – フィッティング後、分析中に FEA  
データの光学系へのアライメントを確認します。

フィットアセスメント– 光学面全体のフィットの質を視覚
的に表現し、どの程度フィットしているか、どこでフィッ
トしているかを確認 します。
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STAR は、光学エンジニアとメカエンジニア間のワークフローをどのように改善しますか？
STAR モジュールは、FEA データセットと光学面を同時に可視化することができ、フィッティングの前にアライメントを検証
し、結果を評価することができます。さらに、STAR はローカル座標系とグローバル座標系の変換をサポートしています。こ
れにより、光学エンジニアとメカエンジニアの間で、FEA データを光学面に合わせるためだけに何度もデータを再出力する
ようなやりとりを回避できます。 

質問がある場合の連絡先はどこですか？
すべてのお問い合わせは、 japan@zemax.com へご連絡ください。

ワークフロー


