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.photonics products
照明光学設計ソフトウエア

　古典的な光学レンズ設計ソフトウエ
アは､長い年月に著しく能力が向上し
たが､光学エンジニアが結像系ではな
く､非結像系（発光体など）の設計を必
要とするとき､その仕事には専用照明
光学設計ソフトウエアしか存在しな
い。そのようなソフトウエア（スタン
ドアロンアプリケーション､あるいは
レンズ設計パッケージの1モジュール）
は､ライトパイプ､レンズアレイ､ディ
フューザ､光源､標準オプティクス､こ
れらすべての組合せの設計を対象とし
ている､必要ならすべてが強い非対称

構造に設計できる｡また､必要ならカ
スタマイズされた照明強度や照明パタ
ーンも作れる｡以下は､市販のさまざ
まなタイプの照明設計プログラムの例
である。

専用アプリケーション
　専用の照明設計アプリケーションの
一例は､米シノプシス社（Synopsys）
のLightToolsである｡シノプシス光学
ソリューショングループのアプリケーシ
ョンエンジニアであるスチュアート･デ
イビッド氏（Stuart David）によると、

LightToolsは､仮想プロトタイピング、
シミュレーション､最適化､精密照明ア
プリケーションの写真のようにリアルな
レンダリングをサポートしている（図1）。
｢それは､光学的構成要素､例えば光源、
レシーバ､ライトパイプ､リフレクタ､
レンズ､ディフューザ､プリズム、回折
素子､ビームスプリッタを機械的コンポ
ーネントや構造と同じモデル､環境で直
接的に示している｣とデイビッド氏は話
している｡｢そのソフトウエアは固体モ
デリング技術を組み込んでいて､光が
光学素子､機械的構造を横切る際に､
光の光線経路シミュレーションに必要
な固有の精度をもっている｣｡
　アプリケーションに含まれるのは､バ
ックライト付ディスプレイ､照明と照明
器具､LEDベース光源､ライトパイプと
ライトガイド､拡張現実､混合現実､仮
想現実（AR/MR/VR）､医療､自動車
照明､ライダとリモートセンシングな
ど で あ る｡｢LightToolsは 最 近、Tole 
rance Managerを発表した｡これは､設
計者が照明システムの製造性を予測し､
製造コストを制御する際に役立つ｣とデ
イビッド氏は指摘している。｢その特徴
は特に､精密製造を必要とする照明シス
テムに有用である｡例えば､LEDベース
ライトガイド、ライダ、自由形状照明コ
ンポーネントである」。Tolerance Mana 
gerにより､設計プロセスの早期に､潜
在的な問題領域を洞察することができ､
また､すでに製造中のシステムの分析に
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照明設計ソフトウエアは､作り出す複雑なオプティクスや照明フィールドを多
様な形でモデル化し､最適化する。

照明設計ソフトウエアで
複雑形状を最適化

図１　これらの自由形状オプティクスは、LightTools（a）で設計された｡そのソフトウエアは､
照明向け自由形状オプティクスで使用される特注面の製作公差確定に役立つ｡頭部モデルは、
Synopsys Simplewareソフトウエアを使い､画像データから作成された（b）｡Simplewareは、
LightToolsとともに使い､生体応用向けの3D解剖学的モデルで詳細な光学状況を実行すること
ができる｡
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も使うことができる｡
　デイビッド氏によると､LightTools
は､他 の シ ノ プ シ ス 社 の ツ ー ル、
Simpleware（図1）とともに使用して､
新しい世代の照明ベースの技術の開発
のためにシミュレーションデータを提
供することもできる｡これには先進的
な生体医用診断や処置､AR向けウエ
アラブルなどが含まれる｡
　｢Simplewareソフトウエアは､3D画
像データ（MRI､CT）可視化､分析向け
のソリューションを提 供し、CAD､ 
CAEおよび3Dプリンティングにエクス
ポートするモデル生成も行う」とシノプ
シス社のSimplewareグループ事業開
発マネージャー ､ケリム･ジェンク氏

（Kerim Genc）は説明している｡｢全体
として､SimplewareとLightToolsによ
り､詳細な人体構造を使いシミュレーシ
ョンで正確に再現されるように実世界
の光学的状況が可能になる｣｡

統合パッケージ
　イメージングオプティクス設計と同
一パッケージにある照明設計例は､米

Zemax社のOpticStudioにもある｡同
社の主席光学エンジニア､池田賢元氏
によると、OpticStudioには連続モー
ドと非連続モードの両方がある｡連続
モードでは､すべての光線伝搬が表面
から生ずる｡これらは､ローカル座標
系を使って位置づけられる｡それに対
して非連続モードでは､光コンポーネ
ントは､真の3次元物体としてモデル
化される表面または固体体積のいずれ
かである。各物体は､独立したx、y、
z座標で､独立に定義された方向によ
り包括的に配置される｡
　｢特に照明設計では､そのソフトウ
エアの非連続モードは､連続的光線追
跡の制約に代わる非常に柔軟な代替を
提供し､多くの照明アプリケーション
で必要とされる複雑なモデリングを実
行するエンジニアにとっては有用であ
る｣（池田氏）｡｢例えば､電球フィラメ
ント､LEDの放射域は､単純な点光源
では十分にモデル化されない設計タイ
プである｡直射日光や周囲の構造物か
ら反射されるもの､その両方が､光源
による全般的な照明に加わっている。

これは､いわゆる'白色LED'を利用す
るとき特に複雑になる､その場合、青
色の光がLED放射にあり､もっと赤い
スペクトル成分が､周囲の非常に大き
な蛍光再放射から来るからである｡両
方の成分は､さまざまな方向に反射、
屈折､散乱する｡均一な光を作るため
にこれらのバランスを取るには､非連
続光線を考慮しなければならない､特
にアプリケーションの仕様が厳しい場
合である｣｡
　池田氏によると､ライトパイプ伝搬
は､このように特別に複雑である｡オ
プティクス｢表面｣は､実際には非常に
複雑な形状が混ざった円筒であり､光
は外に出るまでに内部で何回も跳びは
ねる｡｢OpticStudioの非連続光線追求
機能は､連続的光線追求と同じ制約を
受けない｡光線は任意の順番で光コン
ポーネントを通して伝搬できるので、
全反射経路の説明がつく｣と同氏は付
け加えている｡
　池田氏が示したOpticStudio設計の
一例では､フライアイレンズは白色
LEDのスペクトルと空間出力の均一化
を意図したものだが､これは均一性ソ
リューション用に選択されている｡
　次に､ソフトウエアの非連続分析ツ
ールを使って､注意深く小型レンズア
レイを設置し､レンズ処方を最適化す
る（図2）｡光学設計の結果は、Optic 
Studioのカラーディテクタで分析され、
人の眼が照明パターンを見ているかの
ように結果が示される｡そのディテク
タは､人の眼の明順応反応を真似てい
るので､ブロードバンド光源に対する
システムの測光（人の眼）反応の知識を
必要とする白色光照明システム設計に
は特に役立つ｡結果として得られた照
明は､色均一性があり､白色効果が出
ており､また均一分布として最適照明
になっている｡
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a) Before the fly-eye
 lens solution

b) After the fly-eye
 lens solution

a) b)

図2　フライアイレンズの
光 学 系 は、OpticStudio
を用いて設計した（上）｡投
射光の前（a）と後（b）の表
現は､色と均一性の著しい
改善を示している。（提供：
Zemax社）
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CADベースのアプローチ
　CADプログラムは､その本質上､3D
モデリング機能を提供しているので､
当然､照明設計に必要な､本質的に複
雑な3D光学モデリングのベースの
CADを使うべきである｡これは､米ラ
ムダリサーチ社（Lambda Research）
が、TraceProで実行したことである｡
これは3D立体モデリングベースの光
学解析プログラムであり､業界標準
CADカーネルを中心に構築されてい

る。｢これにより､直接TraceProで照
明システムをモデル化することができ
る、また優れたファイル交換､CADプ
ログラムとの相互運用も可能である｣
とラムダ社のシニアアプリケーション
エンジニア､デイブ･ヤコブセン氏

（Dave Jacobsen）は話している｡
　光線追跡は､そのソフトウエアのモ
ンテカルロベースエンジンを利用して
できるが､表面や材料特性などの特性
は､組み込まれた特性データベースか

ら､またはユーザーが追加したカスタ
ム特性､このいずれかを使ってモデル
に適用可能である｡ヤコブセン氏によ
ると、TraceProでは光線ファイルや光
源特性などの光源のモデリングに､い
くつかの方法がある｡光線追跡後、
TraceProは､照明パターン､カンデラ
または強度分布､光度値､さらにフォ
トリアリスティックまたは点灯したデ
ィスプレイ外観など､多くの解析プロ
ットをユーザーに見せることができる｡
形状､特性および光源などのパラメー
タは､多様であり､変更も可能である｡
さらに､結果のパフォーマンス評価—
IESおよびLDTファイルは､その後､
生成され､建築照明プログラムでの利
用のために保存される｡
　TracePro の Interactive Optimizer
は､Nelder-Meadを使う｡これはダウン
ヒルシンプレクス（downhill simplex）
とも言われており､ソフトウエアが可
能なソリューション空間を探し回り､
目標に一致するベストな設計を見つけ
ようとする｡ヤコブセン氏によると､
これは最適化プロセスの自動化であ
る。また､ユーザーは､それによって､
照明タスクに関連する最適化目標を定
義できる｡例えば均一性､照明パター
ン､ビームパターン､流束値､色座標な
どである｡そのツールは､照明､自動車
照明､ディスプレイ､逆光照明､および
他の照明アプリケーションの設計に使
われる｡
　一例では､目標は全反射（TIR）ハイ
ブリッドレンズの最適化だった（図3）。
ヤコブセン氏が言うように､オリジナル
のレンズは、ソフトウエアで､レンズ形
状を変えることで人手により設計、最
適化されていた｡つまり､ソフトウエア
で光線追跡を走らせ､結果を見て､さら
に変更を加え､そのプロセスを反復し
た｡この最適化は､満足できる設計に
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図３　照明用TIR
ハイブリッドレン
ズ は、TracePro
による最適化後を
示している｡最適
化により､照明パ
ターン中心部で光
度が､以前の手動
最適化に対し､約
63カンデラから
93カンデラに強
化された。（提供：
ラムダリサーチ社）

図４　ニュートン式
望遠鏡の設計は､重
力とオプティクスに
対するその影響の
マルチフィジックス
シミュレーションに
したがう｡同様のシ
ミュレーションは､
屈折率や機械的変
形に光ベースの熱の
影響がある照明オ
プティクスでも実行
可能である。（提供：
コムソル社）



至るまでに2 ～ 3日かかった。｢出発
点に既存設計を使うことで、我々は
TracePro の Interactive Optimizer を
使って､その設計が改善できるかどう
かを見た｡最初の最適化は数日かかっ
たが､この新しい最適化は1時間足ら
ずであった｡結果は､新たに最適化さ
れたレンズから1.5倍の強度改善だっ
た｣とヤコブセン氏は話している｡

オプティクス+マルチフィジックス
　マルチフィジックスモデリングによ
り､光学系を設計､最適化できるだけ
でなく､オプティクスやオプトメカニ
クスへの熱や他の影響もモデル化でき
る｡このアプローチは､米コムソル社

（COMSOL）が採用しており、COM 
SOL Ray Optics Moduleとなって現
れている｡これは､マルチフィジックス
シミュレーションソフトウエアCOM 
SOLの拡張機能である｡｢光線は均質
媒質あるいはグレーディッドインデク
ス媒質を通して追跡できる､また境界
では光線は吸収され､屈折され､ある
いは拡散的もしくは鏡面的に反射され
る｣とコムソル社の技術製品マネージ
ャー ､クリストファー ･バウチャー氏

（Christopher Boucher）は説明してい
る｡｢光線追跡は､幅広い照明やイメー
ジングシステム､例えばカメラ､望遠
鏡､光学フィルタ､分光計やレーザ集
光系の解析に適している｣｡
　バウチャー氏によると､そのソフト
ウエアは､モデリングとシミュレーシ
ョンプロセスすべてのステップで使用
可能である｡これには､形状設定､物
理学の定義､数値解析､結果処理とエ
クスポートが含まれる｡形状は一から
創れる､あるいはさまざまなサードパ
ーティ CADパッケージからロード可能
である。
　｢高忠実度光学シミュレーションに

は､光学系に影響を与えるあらゆる物
理現象を考慮することが必要な場合が
多い｡例えば､温度変化は､屈折率変
化の原因となる｡さらに､熱応力､印
可加重､および重力は形状を変形させ
る｡COMSOLソフトウエアは､すべて
の物理学を単一の包括的モデルに容易
に統合する｡温度や構造的変形などの
フィールド変数は､ロバストな有限要
素法（FEM）を使って解き､その後で
ソリューションを光線追跡シミュレー
ションに渡す｡すべてのワークフロー
がシームレスである｣と同氏は説明し
ている｡
　バウチャー氏が示した光学系のマル
チフィジックスシミュレーション例は､
望遠鏡の重力解析である（図4）｡画像
は､地上から45°の角度に設置したニ
ュートン式望遠鏡を示している｡まず、
重力が原因となる望遠鏡の応力と歪
が、FEMを使って計算され､次に､変
形された形状の主鏡と副鏡から反射さ
れるように光線が追跡される｡この小
さな変形でさえ､画像品質に大きな影
響を与える｡
　多くの場合､バウチャー氏によると、
さまざまな入力による､同じモデルの
変形を見て代替設計を見いだすのは興
味深い｡ニュートン式望遠鏡の重力解
析は､例えば､｢パラメータ掃引｣を実
施して拡張可能である｡これは､さま
ざまな入力パラメータ､例えば形状寸
法､異なる材料特性で望遠鏡の解析を
自動的に再び走らせる､あるいは望遠
鏡をさまざまな角度に向けることによ
って解析を自動的に再実行する｡

実際のデータに基づいて
光源をモデリング
　米LTIオプティクス社（LTI Optics）
製のPhotopia､非結像光学設計3D非
連続Monte Carlo光線追跡では､その

光源モデルは実際の光源形状､材料お
よびスペクトル放射特性に基づいてい
る｡これは､特注の高ダイナミックレ
ンジ（HDR）イメージングベースデバイ
スで計測されている｡Photopiaは､同
社社長､マーク･ジョングワード氏

（Mark Jongewaard）によると､照明､
放射､シグナリング､光学センサ､ライ
トパイプなど広範なアプリケーション
で利用されている（図5）｡そのソフト
ウエアパッケージに含まれるのは､ス
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図５　コリメータ･スタイルレンズは､暖色､
寒白色Cree XD16 LEDチェッカーボード
アレイ周囲にPhotopiaで設計された｡画像

（a）は､このレンズで､全ての完全平滑光学
面を用いて生成されたスポットを示している｡
ビーム（b）は､ほぼ同じビームサイズのスポッ
トであるが､特殊レンズ面への刻面とエッチ
ングの組合せを使い､色混合ははるかに優れ
ている。（提供：LTI Optics社）
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タンドアロンプログラムとアドインで
ある｡アドインは､有名な3D CADプ
ログラム、SolidWorks 内で完全に機
能する｡
　｢照明の光学設計は､光分布の厳し
い制御を必要とすることがある｡特殊
カットオフ要求の自動車ヘッドライト
からLEDウォールウォッシャ（壁面間
接照明）まで､これらはいかなるストリ
エーション（条痕）､あるいは色変化も
ない滑らかな分布を必要としているか
らである｣とジョングワード氏は話し
ている｡同氏によると､Photopiaの計
測された光源モデルと材料ライブラリ
は､正確な入力データを保証している。
｢Photopiaの光源モデルは､実際の光
源形状､材料､スペクトル放射特性に
基づいている｡これには､全面的､全
角度でのスペクトル変化も含まれる｣
と説明している｡｢Photopiaの反射材料
と透過材料は､双方向散乱分布関数

（BSDF）データを使用している（これ
は前述のHDRデバイスで計測された）。
形状の実測入力データは､｢光線セッ
ト」の利用に依存するところが大きい
ソフトウエアよりも好まれる､それら
が､つまり可変するスペクトル細部や

正確な放出点を含む光源の特性の重要
面を欠いているからである｡
　建築照明､｢ホワイトチューナブル」、
｢24時間周期｣､およびヒューマンセン
トリック｣な製品は､人気のあるカテ
ゴリーである｡それらは暖色と寒白色
LEDを含んでいることがよくある､1
日の時間に依存してスペクトル出力を
変えられるからである｡光学部品は､
一般に､マルチLEDからの出力の均一
混合に関与しており､同時に光を所望
のパターンに成形もする｡
　｢より精密なビームの小型オプティク
スに対する強い要求は､ビームを広げす
ぎないで混ぜるためにどの程度の混合
色が必要かを光学設計者が決められる
からである｡Photopiaは､幅広いパラメ
トリック光学設計ツールを含んでおり､
これにより設計者は､予備ライブラリを
素早く最適化するために光学形状を繰
り返す､また設計者が､光を散乱させ､
混合させるためのある面に特定水準の
微小エッチングを施すことができるよう
にしている｡その作業は､2つのスペク
トルを混合して1つの均一ビームにする
ことであるので､その設計を完全に検
証するには､完全なスペクトル特性の

正確なLED光源モデルが必要とされ
る」（ジョングワード氏）｡

建築空間のモデリング
　ここまで述べてきたソフトウエア
は、照明オプティクスそのものに関連
しているが､これらの照明システムを
建築空間で利用する設計者は､部屋や
建物外観など､対象としている環境で
照明効果をモデル化できる必要があ
る。独DIAL社が作成したソフトウエ
アDIALuxは､光源や照明器具の光度
測定に基づいた光分布をシミュレート
し可視化する。DIALuxの製品オーナ
ー ､マーク･アレフェルド氏（Marc 
Allefeld）が言うように､そのソフトウ
エアは､｢フォトンシューター ｣アプロ
ーチに基づいた計算を利用して､照明
器具の光分布や光カラーのスペクトル
データを考慮に入れている､また基準
値に対してその結果を比較､評価して
いる｡DIALuxは､等照度曲線を利用
しており､これはさまざまな表面で輝
度値分布の評価に役立つ（図6）｡
　｢DIALuxで､外観および基準の達成
度に関して光品質を評価できる｡典型
的な利用例は､室内の壁､天井あいる
はテーブル表面など､さまざまな表面
で光度値を評価したいと考える照明設
計者の例である｡それは､ともに計測
に基づいた光と側光データに計算アプ
ローチを用いる｣とアレフェルド氏は
話している｡
　アレフェルド氏の説明によると､新
しい光学部品やリフレクタを設計する
際､その新設計に光の効果をシミュレ
ート､可視化することができる｡設計
者は､IESファイルを介して測データを
インポート､計算し､結果とモデル化
された光外観を評価する､このように
して実際に使用されるように製品の印
象が得られる｡
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図６　壁に生成される照明光学系や強度分布は､DIALuxがモデル化している｡等輝度線､離散デ
ータ点に留意。（提供：DIAL社）


