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DIFFRACT のグラフィック・ユーザー・インターフェイス（GUI） 
－ インストールと簡単なシミュレーションの実行 － 

 

この説明書は、DIFFRACT の Limited Edition のインストール方法とそのグラフィック・

ユーザー・インターフェイル（GUI）の概要、およびそれを使った簡単なシミュレーショ

ンのやり方を解説している。Limited Edition と General Edition とでは Command_Panel

上での使える素子の数が異なりますが（９項参照）、GUI の操作方法は同じです。 
 まず始めに、メニューバーに現れるボタンの使い方を説明しよう。カーソルを希望のボ

タンの上に置き、ボタンの名前がスクリーンに現れるのを待てばそのボタンの用途が表示

される。もし、そのボタンについてもっと知りたいときには、最初に Help ボタンを押せば

よい。「？」のマークがカーソルの隣に現れ、その状態でカーソルをドラッグして希望のメ

ニューバーボタンの上でクリックすれば、その項目の Help ファイルが開かれ、情報を読む

ことができる。 

 
1. まず、ハードディスクの上にディレクトリ、たとえば C:¥DiffDemo、を作り、次に

LimitedDiffGUI.zip をそのディレクトリにコピーし、そのアイコンをダブルクリッ

クすれば解凍が行われる。この解凍のとき、パッケージをインストールの可否を聞かれ

るので、その質問があったら”Yes”を押せばよい。インストールが終了すると、

C:¥DiffDemo の中にいくつかのファイルとサブディレクトリができるが、そのファイ

ルの一つが DiffractGUI.exe で、これをダブルクリックするとプログラムがスタートす

る。C:¥DiffDemo のサブディレクトリの一つが<Diffract>で、C:¥DiffDemo¥Diffract
の中に Limited_Diff79.exe と Settings.log、それに 3 個のサブディレクトリ<Work01>, 
<Work02>, <Work03>がある。（註：Limited_Diff79.exe をダブルクリックすると、

DIFFRACT(Version 7.9)の Limited Edition をスタートすることができるが、GUI は含

まれていない。したがって、このプログラムをスタートさせることをお勧めしない。そ

の代わりに、ホームディレクトリ C:¥DiffDemo にある DiffractGUI.exe を起動される

とよい。）それぞれの作業サブディレクトリ,すなわち C:¥DiffDemo¥Workxx には、
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command,dat と呼ばれる Test Run が入っている。そこで、以下に述べるやり方で、

DIFFRACT とその GUI をそれらの command ファイルから、step-by-step で実行する

ことができる。これらの test run を理解すると、あなた自身のシミュレーションを設定

し、DIFFRACT の Limited Edition とその GUI をつかって計算することができるよう

になる。 
 
2. C:¥DiffDemo ディレクトリに戻って DiffractGUI.exe をダブルクリックすると、タイ

トルスクリーンが現れた後、DIFFRACTGUI の main window がモニターに現れる。

メニューバーから File_Open を選び、C:¥DiffDemo¥Work01¥command.dat をダブル

クリックすると、Wavelength 対話ボックスがオープンされ、このシミュレーションで

使う波長を表示する（単位は nm, μm または mm から選択する）。 

 

このボックスでは OK を入力すると、次の window, View3D が開かれ、シミュレート

するシステムの構成図が現れる（これを Workbench と呼ぶ）。 

 

 
3. 光学系の command,dat が開かれ、View3D window が Workbench を示すと、メニュー

バーの DIFFRACT を押して、Setting を選択すると、対話ボックスが開かれ、使える
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DIFFRACT の種類、作業サブディレクトリのパスと名前が示され、DIFFRACT が実行

されたとき必要な初期パラメーターのいくつかが表示される。（この対話ボックスに表

示されるパラメーターNDIM と NDSP は、それぞれ DIFFRACT によるシミュレーシ

ョンで使われるメッシュの大きさと、種々の画像の表示に使われるディスプレイメッシ

ュの大きさを表している。）これらのパラメーターは DiffractGUI で自動的に決められ

るが、必要があればユーザーは対話ボックス DIFFRACT_Launch_Settings を使って変

更することもできる。 

 
 
4. View3D window でシステムを見やすくするためには、システムの構成図を囲っている

ボックス（すなわち、Workbench）の外でマウスを左クリックし、キーボードの→↑←

↓を使って Workbench を上下左右に平行移動し、あるいは Ctrl キーを押しながら→↑

←↓を使って全体を傾斜させることができる。また、個々の素子に対してもマウスの左

ボタンを押し（すなわち素子を選択し）て、（Ctrl キーを押したり離したりしながら）

矢印キーを使って、選択した素子を平行移動したり回転させたりして、同じ操作を行う

ことができる。 
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5. Workbench 上の各素子に対して選んだパラメーターの値を見るためには、当該素子を

ダブルクリックすればよい。そうすれば Edit_DIFFRACT_Parameters 対話ボックスが

現れその素子に対して設定した種々のパラメーターの値が表示される。これらのパラメ

ーターを修正したいときは、その数値の上でマウスを左クリックし、必要な新しい値を

入力しなおせばよい。Edit_DIFFRACT_Parameters 対話ボックスは、選択した素子に

ついて必要な命令を DIFFRACT の用語で表示し、たとえば BEAM, LENS, MASK, 
PLOT などの DIFFRACT のメニューで用いられているものが使われている。シミュレ

ーションで用いる真空中の波長は Edit_DIFFRACT_Parameters 対話ボックス内のコ

マンドブロックの一番前に表示されている。λの単位を変える（たとえば mm からμｍ

へ）と、対話ボックス内のすべての長さパラメーターが自動的に変化することに注意さ

れたい。この特性は、ユーザーに長さの単位をコマンドブロックの最初に入力し、その

後すべての長さパラメーターを好みの単位（たとえば mm, μm, nm, またはλの単位、

すなわちすべての長さは光源の真空中の波長λで割算して基準化された値）で入力する。 
 



 5

 
 
6. View3D ウィンドウ内で、Workbench の外（あるいは Workbench の中で素子から離れ

た位置）で左マウスをダブルクリックすると、Choose_Object_to_edit 対話ボックスを

開くことができる。ここで、ある素子を選択して、そのパラメーターを修正し、あるい

は対話ボックスの下部にあるボタンを使って、素子を Shift Up または Shift Down、す

なわち素子の位置を隣接する素子を越えて上または下に移動することができる。 

Workbench の中から適当な素子を選び、それから menu バー上の NewObject ボタ

ンを押せば、その素子の直後に新しい素子を追加することが出来る。NewObject ボタ

ンを押すと、ウィンドウ内に追加可能な素子のリストが現れるので、その中の希望する

素子をクリックすれば、Workbench 内で始めに選択した素子の直後に今選択した素子

を挿入することができる。 
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7. Menu バーボタンの Inflate（拡大）  Deflate（縮小） 、それから Align_to_top

（上に整列） を選べば、Workbench のサイズを変えたり、それをスクリーンの左上

の隅に動かすことができる。カーソルでボックスをとらえ、それを View3D ウインドウ

内でドラッグすることができる。任意の素子を選んで、Ctrl ボタンと矢印キーを使えば、

その素子を動かし、回転することができるが、後で Menu バー上の Reposition ボタン

を使ってはじめの位置または方向に戻してみれば、変化の様子を知ることができる。 

 

8. Workbennch 上のシステムに変化を与えたときは、Menu バー上の Save ボタンを

使って対応する command.dat ファイルに書き込み保存することができる。Menu バー

の View_Command.dat ボタンをクリックすれば、command.dat ファイル全体を見

ることができる。Command.dat を開くと、すべての長さのパラメーターが基準化座標

（すなわちλで割算）で表されているが分かる。これによって DIFFRACT が長さをど

のように表現しているかを知ることができる。Command.dat ファイルでは、（units = 

xx）の表現がそれぞれのコマンドブロックの右上の隅に表示されている。これは

Command.dat ファイルに書かれているそのブロックの長さの単位が xx であるという

ことではない。これは単に Workbennch に戻って Edit_DIFFRACT_Parameters 対話

ボックスを開いたとき、そこでの単位は xx であるということである。（もちろん、

Edit_DIFFRACT_Parameters 対話ボックスで、単位を変えてもかまわない。このよう

な変更を行った場合、次に View_Command.dat をクリックすれば、対応するコマンド

ブロックのトップに新しい単位が表示されている。） 
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9. 最初に Workbench で新しい素子を選び、メニューバーにある Command_Panel ボタン

をクリックすれば、適用可能なすべての素子の一覧表が現れ、この中から新しい素

子を選んで Workbench に挿入することができる。選ばれた素子は最初 Workbench で

選択した素子の直後に置かれる。Limited Edition と General Edition とでは

Command_Panel 一覧表は異なり使える素子の数が違います。 
 

 Limited Edition 上での Command_Panel 
 

 
General Edition 上での Command_Panel 

 
これが新しい素子をシミュレーションシステムに入れるための最も簡単な方法である。      
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事実、（menu バーにある File_New をクリックして）新しいファイルを開き、希望す

る素子を一つずつ Command_Panel から新しいファイルへ移せば、容易に新しいシス

テムを作ることができる。その上で、Workbench の新しい素子を一つずつダブルクリ

ックし、適当なパラメーターを設定すれば良い。これは Edit_DIFFRACT_Parameters
対話ボックスに現れるパラメーターとなる。 

 

10. View_Command.dat 環境では、command.dat ファイルの中であちこちに入れられてい

る$命令を探すことができる。これらの$命令を使えば、command.dat 内でループ演算

を作ることができる。ユーザーはライン番号をそれぞれのラインに割り当て、ラインの

最後に#記号の直後に書込めばよい。Command.dat ファイルで、右マージンに＃の後

に書かれたライン番号を探して、与えられたラインの特定の item に印を付けるとか、

あるいは与えられたラインの特定の item の値を増加させることをプログラムに要求す

るとか、あるいは新しいラインにジャンプさせるとき、＄命令は command.dat ファイ

ル内でループを作る有力なツールとなる。メニューバーの$Commands_editor を使

えば、ユーザーはこれらの$命令を command.dat ファイルの任意の位置に挿入するこ

とができるようになる。ユーザーがしなければならないことは、$命令を直前に挿入す

べき素子を選択することがすべてである。それから、$命令の最初の数文字を希望する

場所にタイプし、Enter キーを押せばよい。DiffractGUI の$commands_editor は自動

的に正しい$命令を特定した位置に挿入し、ユーザーが$命令(？で識別されている)の未

定パラメーターを特定した値に設定することができる様にする。 
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11. システムが Workbench に構築され、そのパラメーターが設定されると、ユーザーは

command.dat ファイルを（Save ボタンを使って）保存しなければならない。その

後、メニューバーの Launch_Diffract_(Zoom) あるいは Launch_diffract_(Step) 
ボタンを使って DIFFRACT を起動できる。Zoom モードでは、Diffract は

command.dat ファイル全体を実行し、シミュレーションの終了後停止する。これに対

し Step モードでは、DIFFRACT は command.dat ファイルを step-by-step で実行し、

プログラムの入出力パラメーターを一つのページに表示し、ユーザーが Enter キーを押

すまで次のステップへ移行しない。Step モードを選択すると、ユーザーがシミュレー

ションをチェックし、種々のステップが正しく設定されているかをチェックしながらシ

ミュレーションを実行できる。Zoom モードは、既にチェックが終了した場合に選択す

ればよく、ユーザーによる中断が無くシミュレーションが終了する。 

 

12. シミュレーションが終わると、すべてのグラフィックファイル、Session.dat ファイル、

および（もし可能ならば）Signal.dat ファイルが、作業サブディレクトリに保存される。

この時点で、ユーザーは Workbench から PLOT を選ぶと bitmap 描画を行うことがで

き、それには View_Bitmap ボタンをクリックすればよい。（PLOT する対象は強度

分布、対数強度分布、位相、偏光、あるいは幾何光学による光線の分布などで、システ

ムの種々の断面で表示するために使われる。）これらの bitmap 像を右マウスボタンでク

リックすると、描画方法の選択を示すリストが現れる。このリストを使い、ユーザーは

bitmap 像をカラー像またはハーフトーン像、3 次元表示、あるいは反転カラー像など、

表示のオプションを選択すればよい。同様に、Workbench で PLOT オプションを選び、

View_Relief ボタンをクリックすれば、該当する分布を３Ｄ表示で見ることができる。 
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もしシミュレーション中に、Signal.dat ファイルができたとき ―これは Process_Signals

で Detector 信号の組み合わせを計算し、その結果を Signal.dat ファイルにプリントすると

きに起こる－ は、その後メニューバーにある View_Signal ボタンをクリックすると、

計算した結果を表示できる。Signal Window においてマウスを右クリックすれば、この表
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示で可能なオプションを選択することができる。 

 
 
シミュレーションを行えば、Session.dat というテキストファイルが作業サブディレクトリ

の中にできる。メニューバーにある View_Session.dat ボタンをクリックすれば、この

ファイルが表示され、ユーザーはシミュレーションにおけるすべての入力したパラメータ

ーの数値といくつかのキー出力を見ることができる。 
 

13. メニューバーで残ったボタン（View_GEOP , Trace_rays , Use_DIFFRACT_ 

dimensions,  Scale_Up , Scale_Down ）を使えば、Geometric-optical 

System(GEOP)を実行し、その結果を３次元または２次元の断面図として表示できる。

システムを通過する多くの光線を特定し、これらの光線の種々の表面における到達点を

追跡することができる。幾何光学システムの例は、Test_run 3（作業ディレクトリ

C:¥Diffract¥Work03 にある）に収録してある。 
DIFFRACT の限定版では、Geometric_optical System への入射ビームから一組の光線

を作る RAYS オプションを使うことができない。そのため、限定版では GEOP による

波面の追跡を行うことができない。そこで、ユーザーは DiffractGUI の中で独立に

GEOP を使うことができ、３Ｄ像あるいは断面図（２Ｄ像）で観察し、数本の選んだ光

線で解析することができる。しかし、そのような GEOP では GEOP を通過する波面追

跡を必要とする完全なシミュレーションとはなりえない。これは DIFFRACT の
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General edition と Student Edition の違いである。  
 

 
 

 
 


