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ホワイトペーパー



熱レンズ効果

zemax.com2  |  OpticStudio ホワイトペーパー

ハイパワーレーザーは、切断、マーキング、溶接、穴開けといった用途のほか、医療機器などの特殊市場でも幅広く
使われています。他のあらゆる光学製品と同じように、このようなレーザー応用製品の光学および機械部品を設計する
エンジニアも、製造前に設計のすべての側面をモデル化、シミュレートして仮想的にテストし、最終製品が現実世界
の条件でどのような性能を発揮するかを判断できるようにする必要があります。このモデル化によって検証活動が可能
になり、そこから複雑な影響に対する洞察が得られます。エンジニアが反復的、継続的に設計を改善、最適化するため
には、この洞察が必要です。

ハイパワーレーザー光学系の場合、このモデル化に構造、熱、光学性能（STOP）解析を含める必要があります。その
理由は、ハイパワーレーザー光学系は、レンズ材料のバルク吸収または、コーティングによる面吸収のいずれかが原因
で、レーザーそのものからの加熱によって劣化することが多いためです。これは 2 つの点で製品の性能に影響します。
レンズ材料の温度上昇によって引き起こされる屈折率の変化と、機械的応力によって引き起こされる構造変形です。
これらの影響は焦点距離の安定性の変化や、レーザービームの品質とサイズの変化につながる可能性があります。

STOP 解析に必要なデータは通常、有限要素解析（FEA）ツールを使用して収集します。FEA の結果が手に入ったら、
構造および熱の影響の予測に基づいて設計を評価、修正することができます。しかし、STOP 解析を含めたモデル化を
他の公差解析サイクルや設計検証サイクルとは別に、手動によって実行した場合や、光学設計チームと機械設計チーム
が反復的な変更を共有する共通プラットフォームがない場合、このプロセスは時間がかかり、エラーが起きやすくなり
ます。

概要

ハイパワーレーザー光学系を製造する企業では、製造する製品の構造および熱の影響など、その光学部品
のあらゆる側面を設計中にモデル化、シミュレートする、高速で信頼性の高い方法が必要です。

OpticStudio STAR モジュールを使うと、構造および熱データを OpticStudio ワークフローに簡単にインポート
できます。これにより、システム解析の時間が大幅に短縮されると共に、システム解析の新たな可能性が
生まれます。このホワイトペーパーでは、Zemax が実現するレーザー光学系設計と、FEA 解析による仮想テスト
の 5 つのステージについて説明します。また、新しい OpticStudio STAR モジュールを含む Zemax の統合ツール
を使えば、STOP 解析をハイパワーレーザー光学系設計に組み込むのに伴う時間、専門知識、エラーリスク
が削減されますので、この設計ワークフローがどのように合理化されるかについても紹介します。
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OpticStudio STAR モジュールへようこそ
OpticStudio STAR（Structural, Thermal, Analysis and Results：
構造分析および熱分析と結果）モジュールを使うと、
エンジニアは Ansys、NASTRAN、Abaqus FEA などの FEA 

ソルバーから出力したシンプルな区切りテキストファイル
を使って、結果を簡単、正確に OpticStudio に統合でき
ます。このデータを他の設計検証にシームレスに組み込む
ことで、レーザー加熱によって引き起こされる熱および
構造変形の影響をより包括的に調査できます。

この新モジュールは Zemax が提供するツールスイート
のネイティブ機能であるため、エンジニアは設計変更
に対して 1 つの共有ファイル内でチーム間での共同作業
を簡単に行うことも可能です。これにより、外部の検証
サイクルを組み込むための余分な手順や、連絡ミスに
起因する手直しが不要になります。

OpticStudio、OpticsBuilder、OpticStudio STAR モジュール
により、設計チームはFEAデータを光学および光学機械
設計ワークフローにシームレスに統合して、光学性能
への物理的な影響を把握できます。つまり、レーザー応用
の場合、企業は Zemax ソフトウェアをエンドトゥエンド
で使用して以下を実現できます。

• 高出力レーザーシステムの光学系を設計、最適化

• 光学設計を簡単に共有して、光学機械パッケージング
を既存の CAD プラットフォーム内で解析

• 光学系および機械系の吸収パワーの解析

• FEA パッケージと統合し、光学性能への構造及び
熱の影響の解析に関して詳細な影響評価

本書で紹介する内容 　　 
 
このホワイトペーパーでは、代表的な例（切断
または彫刻用の材料加工レーザーデバイス）を
使って、ハイパワーレーザー向けの Zemax ベース
の設計サイクルをご紹介します。さらに、この
ワークフローを各ステージで統合、効率化する
上で Zemax の提供するソフトがどのように役立つ
かについて簡単に説明します。

次ページの図 1 に示すように、以下について説明
します。

1. OpticStudio を使用した光学設計

2. OpticStudio と OpticsBuilder を使用した光学
機械設計

3. OpticsBuilder を使用した FEA の準備

4. 好みのツール（この例では Ansys）を使用
した有限要素解析（FEA）

5. OpticStudio STAR モジュールを使用したFEA

データのインポートと STOP 解析

OpticStudio STAR モジュールから STOP 解析に対する
必要な知見が得られたら、設計者はステージ 1 に
戻って光学設計を繰り返すことができます。
このサイクルの間、各自単独またはチーム間
での作業の生産性が妨げられたり、“プロセス
の混乱”が起きたりすることはありません。
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レーザー
材料加工

光学設計 

OpticStudio – 
シーケンシャルモード

光学機械設計 

OpticsBuilder

吸収解析 

OpticStudio – 
ノンシーケンシャルモード

有限要素解析（FEA）

好みのツール：
Ansys、NASTRAN、

Abaqusなど

インポートと解析 

OpticStudio STAR
モジュール

図1. ハイパワーレーザー光学系の設計、評価、改善の統合ワークフロー
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どのハイパワーレーザー設計でも、光学系は高度に制御された方法でレーザービームを加工品に届ける必要が
あります。OpticStudio は、このようなシステムを設計して最適な性能を引き出すために必要なツールをすべて備えて
います。以降のセクションでは、このホワイトペーパーで使用する例で検討する光学系の仕様と、このステージで設計
ワークフローを最適化する際に Zemax がどのような役割を果たすことができるかについて説明します。

この例の光学系の設定

この例では、レーザーの出力は 800W で、集光レンズは改良された F-Theta レンズです。この光学系では、安定してタイト
な集光性能が確保されおり、その結果、像面上での高いレーザー出力を期待できます。

 

1. 光学設計の作成（または反復）

図2. レーザーシステムの性能（スポットサイズ VS 焦点位置） 図3.  レーザーシステムのレイアウト

この設計は図 2 と 3 に示す通りで、レンズの有効焦点距離は 1064 nm の波長で 100mm です。二乗平均平方根（RMS）
スポットサイズ VS 焦点位置の解析で示されているように、性能は回折限界であり、熱または構造の影響を考慮しない
場合、+/- 0.12mm 以上の範囲でその状態に留まります。
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この例のモデル化の考慮事項

コーティングからの吸収は、欠陥やちりの存在と共に、ハイパワーレーザー製品における熱的影響の最も一般的な原因
です。クリーンで欠陥のない新しいレンズを使用していると仮定すると、Zemax の各種ソフトを組み合わせることで
コーティングと基板の両方での吸収の影響を解析できます。OpticStudio でこのプロセスを始めるために、反射防止
コーティングをすべてのレンズ面に適用して、ミラーに高反射率コーティングを適用し、正確な透過率データを使用
して、レンズ材料を指定します。

この例を完全にモデル化するには、追加の情報もいくつか必要です。例えば、光学部品と機械部品の熱伝導率や、
レンズの取り付け方法の詳細などです。このホワイトペーパー後半ではこれらの情報を使用して、FEA ソフトにての
熱および構造の影響を計算します。

2. 光学機械パートの準備
光学設計が完成したら、次のステージとして光学系の
機械的ハウジングを作成します。このステージでは、
この設計の構造および熱の影響に関する考慮事項に
ついてさらに 2 つの点で重要変更をします。第 1 に、
光学系の保護と配置の固定のためのレンズとミラーの
マウント部の設計と、それに伴う機械的な負荷の原因
が追加されます。第  2  に、それらのマウント部を
ヒートシンクとしても機能させることで、光学系から
熱を逃がすことができます。

この設計ステージが成功するかどうかは、光学設計者
と機械設計者の効果的、効率的なコミュニケーション
にかかっています。リスクシナリオの軽減に必要な
設計変更を進めていくのは、これらの設計者であるから
です。OpticStudio と OpticsBuilder はシームレスに相互
作用するため、関係者全員が作業内容を簡単に共有
でき、このプロセスが大幅に効率化されます。

光学系チームは、OpticStudio の［ OpticsBuilder 向け準備］
（Prepare for OpticsBuilder）ツールを使用して光学系
を変換し、共有可能なフォーマットに変換することが
できます。その後、光学機械エンジニアは変換した
ファイルを OpticsBuilder から CAD ツールで直接開くこと
ができます。

図4. SOLIDWORKS での光学機械部品の作成
と OpticsBuilder での解析

※ 2021 年 11 月 3 日以降 SOLIDWORKS 向け  

OpticsBuilder のライセンス販売および更新は行っておりません。
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光学部品は、ハウジングの作成に必要なすべての情報
と共に、自動的にネイティブの CAD パートに変換され
ます。光学設計チームまたは機械設計チームのメンバー
が加えた変更はすべて 1 つのファイルで共有される
ので、連絡ミスや無駄な作業サイクルが発生する可能性
が大きく減ります。

他のプロジェクトと同じように、スケッチや
Revolve、Extrude などのツールを使って機械部品を
作成したら、エンジニアは光学系を各部品に接続し、
さらに各部品を相互に接続して、光学機械の完全な
光学系設計を作成することができます。図 4 にこの
プロセスを示します。

その後、機械エンジニアは OpticsBuilder を使用して、
ハウジングが光学性能に影響を及ぼしているかどうか
を好きな方法で評価できます。そのためには、光学部品
と光学機械部品の両方との相互作用など、CAD 環境内
で光線追跡を実行します。

図5. OpticsBuilder での光線追跡による、
機械的ハウジングの影響の評価

図 5 に示すように、光線を光学系内の光路でフィルタして色分けすることもできます。こうすると、CAD パートまたは
光学系エレメントによってクリップされる赤い光線から、光学系を通過する青い光線を簡単に見分けることができます。
これにより、機械エンジニアは光学機械上の問題を特定、解決することができ、光学エンジニアにさらなる解析を依頼
する必要がなくなります。
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図6. 光学系によって吸収されるレーザーパワーの計算

3. FEA のための準備
ハウジングが完成したら、設計全体をノンシーケンシャル
モードの OpticStudio にエクスポートして、FEA ツール
用の入力データを生成することができます。このプロセス
は次の 3 つのステージで構成されます。

1. 吸収光線を記録できるようにモデルを変更する
2. レーザービームの光線追跡を行う
3. 以下を含むデータを、好みの FEA ツールで利用
しやすいフォーマットでエクスポートする
• ディテクタで測定した吸収光線（OpticStudio

からノンシーケンシャルモードで）
• CAD パートとしてのシステム形    　　　　　
（OpticStudio のノンシーケンシャルモードまた
は OpticsBuilder から）

図 6 に示すように、OpticStudio では、すべてのオブジェクトをディテクタとして扱うことができ、光学系のすべての
光学面と機械面の吸収光束を計算することができます。ディテクタを追加して、レンズの体積内部の吸収光束を記録
できます。その後、ガウスビームを光線追跡して、光束、および光束と部品の相互作用をすべて記録します。

Zemax のアプリケーションプログラミングインターフェイスである ZOS-API を使用してこのステージを自動化すること
ができます。ディテクタに保存されているデータを取得し、その出力を FEA パッケージの入力要件を満たすように構成
するするスクリプトを生成することができます。

光学系の形状全体は、CAD パートのセットとして FEA ツールにエクスポートします。

4. FEA の実行 

このステージは任意の適切な FEA パッケージで実行
できます。ご使用の FEA ツールで OpticStudio からの
吸収光束データと光学系全体の CAD モデルをインポート
し、これらを使用して各時間ステップで熱分布の経時
解析と静的構造解析を行います。図 7 に示すように、
この例では Ansys を FEA プラットフォームとして使用し、
インポートしたデータ点を適用して、Ansys で光学部品
と機械部品の STEP ファイルから作成した四面体メッシュ
上の熱分布を計算します。

図7. Ansys での熱解析の温度プロファイル

この解析が完了したら、任意の FEA ツールで解析結果を
シンプルなタブ区切りテキストファイルとして出力でき
ます。これらの出力ファイルを OpticStudio STAR モジュール
でインポートして、解析できるようになります。
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5.  OpticStudio STAR モジュールを使用した
STOP の影響解析

図8に示すように、OpticStudio STAR モジュールは、FEA データを元の光学モデルにシーケンシャルモードにて直接読み込み
ます。その状態で OpticStudio の幅広いツールを使用し、データセットのアライメントと、構造および熱フィッティング
の品質を視覚化、検証することができます。これで、光学面の形状を変化させる構造的な効果と、屈折率の不均一な
変化を引き起こす可能性がある複雑な温度分布を観察できます。

データがロードされたら、OpticStudio のさまざまな
解析を利用して光学系を調査し、光学系の状態に対する
洞察ができます。このような洞察は、これまでは非常
に時間がかかるか、不可能な場合もありました。
例えば図 9 は、OpticStudio STAR モジュールで OpticStudio の
波面収差マップを有効にした状態を示しています。STAR

モジュールの効果のオン／オフを切り替えて、構造
および熱の影響の“前”と“後”の性能を簡単に比較する
機能などがあります。

図8. OpticStudio STAR
モジュールでの  F E A
データのインポートと
評価

さらなる効率化を支援するため、OpticStudio STAR モジュールは ZOS-API 

とネイティブに通信する専用の API を備えており、この API を使ってFEA 

データのインポートを自動化できます。STAR-API を使用すると、複雑
な光学系の設計時間を節約できるほか、複数の時間ステップにわたって
データを解析、比較して光学系の性能がどのように改善するかを確認
することができます。

図9. 構造および熱の効果の影響を含む
波面収差マップ
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FEA データを解析する場合、熱的影響がどのように
発生するかを、単にスナップショットとしてではなく
経時的に確認すると特に効果的です。OpticStudio STAR 

モジュールでは、全体的なワークフローにステップを
追加しなくても、このレベルの解析を容易に実現
できます。図10と11に示すように、この例の光学系
では、10秒間の動作後、熱誘起効果によって収束点
が非常に大きくなって光学系の効率が低下すること
を、OpticStudio STAR モジュールを使って確認できます。

温度および構造の影響を経時的に把握すると、さらに
深い知見を得ることができ、その知見によって設計の
完成度をはるかに短時間で大きく向上させることがで
きます。例えば、図10と11に示されている影響を軽減
するために、より透過率の高い光学コーティングを
選択するか、光学系ハウジングを変更して冷却性を
向上させることができます。

OpticStudio、OpticsBuilder、および OpticStudio STAR 

モジュールによって可能になる統合ワークフローにより、
これらの設計強化や、強化が可能な箇所を簡単に評価
し、最適なソリューションが得られるまでのサイクル
を短くすることができます。

このステージの後には、設計チームが FEA データの解析
を完了して STOP の影響を確認したら、ステージ 1 に
戻って設計を更新し、このサイクルを繰り返してさらに
検証を進めることができます。このようにして設計
チームは、以下の様に導入による影響を最小限に抑え
ながら、STOP 解析をシームレスにワークフローに組み
入れました。

• すべてのステージで Zemax のツールセットで完結
（FEA の処理そのものは除く）

• 任意の FEA パッケージとの間での簡単なエクスポート／
インポートによる FEA ステージの最適化

• OpticsBuilder を使用してチーム内のすべての作業
を 1 つのファイルで共有し、無駄なサイクルの
大幅な削減

• 設計段階からの STOP 解析の実行と対応に必要な専門
知識のレベルを下げる

図10. 構造および熱の影響がある場合とない場合の収束
ビームサイズを比較する（10 秒間のレーザー動作後）

図11. 構造および熱の影響を示す経時的な集光レーザービーム。
最初の画像は OpticStudio STAR モジュールの

初期測定値を示し、 2 番目の画像は 10 秒経過後の同じ
測定値を示します。
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Zemax について
Zemax の業界最先端の光学製品設計およびシミュレーション
ソフトウェアである OpticStudio®、OpticStudio® STAR
モジュール、OpticsBuilder™、および OpticsViewer™
は、光学、機械、製造の各エンジニアリングチームが
アイデアを現実化できるよう支援します。Ze m a x 
ソフトウェア上で標準化することにより、設計
やプロトタイプの繰り返しが減り、市場投入期間
の迅速化と開発コスト削減を実現できます。Zemax は
米国ワシントン州カークランドに本社を構え、英国、
ドイツ、日本、台湾、中国に拠点を展開しています。
詳細につきましては、www.zemax.com をご覧ください。

結論
OpticStudio STAR モジュールを使うと、構造および熱
データを簡単に OpticStudio ワークフローにインポート
できます。これにより、システム解析の時間とコストが
大幅に削減されると共に、システム解析の新たな可能性
が生まれます。このモジュールは、多くの企業でこれま
で非現実的あるいは不可能であったレベルで光学系設計
を検証することにより、企業の競争力と成功に必要な、
最適化された製品開発サイクルに、Zemax をさらに密接
に統合します。OpticStudio、OpticStudio STAR モジュール、
OpticsBuilder を組み合わせれば、エンジニアリングチーム
は、完全な光学系の設計、解析、改善の包括的なワーク
フローを構築できます。ハイパワーレーザー製品の
光学系や、そうした光学系で発生する構造および熱に
関する固有の考慮事項にも対応できます。


