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光学迷彩とメタマテリアル

雨 宮 智 宏，荒 井 滋 久

光学迷彩を実現するにあたっては，立体的な構造をもつ3 次元メ

タマテリアルを作ることが必須となる．このような3 次元メタマテ

リアルを簡易に作り上げる手法として，我々は「メタマテリアルを

内 包した 有 機 薄 膜フィル ム（Metafilm）」を開 発した．

Metafilm の特長は，膜厚 1 µm 以下の有機薄膜内にメタマテリ

アルを実装することで，所望の光学特性（誘電率・透磁率）を

もったフィルムを実現できる点にある．本フィルムを重ね合わせる

ことで，光学迷彩に必要な光学特性の 3 次元分布を，容易に作

り出すことが可能となる．

また，本稿の後半では，従来型の光学迷彩の枠組みを超える

「非対称性」をもった迷彩を作り上げるための理論を述べる．本

理論は，「空間の歪
ゆが

み」の代わりに「電磁場下における電子の動

き」を介して光の軌道を考えることで，さまざまなタイプの非対称

光学迷彩を汎用的に構成可能とする．

1. まえがき

「我々は，重力波を観測することに成功しました．ついにやり

ました！」

2016 年 2 月 12 日，多くの報道陣が詰めかける中，米国

LIGO（Laser Interferometer Gravitation-Wave Observatory）

所長であるDavid Reitze 氏は，自信に満ちた表情でゆっくりと

その言葉を口にした．歴史的な現場に立ち会った報道陣から

は拍手と歓声が起き，一足先にノーベル賞が確定したかのよう

に，会場は大いに盛り上がった．この会見の模様は，世界中

で TV 放送されるとともに，各種動画サイトにも配信されたの

で，何らかの形でその瞬間をご覧になった方々も多いだろう．

100 年前にアインシュタインが予測した重力波とは，いわば

「空間の歪

ゆが

みが波のように伝わっていく現象」である．ブラック

ホール同士の衝突などで生じた空間の歪みは，光速で宇宙

空間を伝搬し，我々が住む地球に届く．空間の歪みは光の

軌道（位相）にわずかな変化を与えるため，それを全長 4

kmのマイケルソン干渉計を用いて観測する

1)

．ただし，重力

波に伴う空間の歪みはごくわずかであることから，観測精度を

上げるために，マイケルソン干渉計の各部には雑音を極限ま

で抑制するようさまざまな先端技術が導入されている．

「実験で何が出るかは，理論が決める」――アインシュタイン

の言葉に導かれるように，この 100 年の技術進歩はついに重

力波を捉えるまでに至ったわけである．

さて，本稿のメインテーマは，「重力波」ではなく「光学迷

彩」なのだが，根幹となる理論は重力波のそれと酷似してお

り，こちらでもアインシュタインの足跡に触れることができる．

重力波の研究では，光
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．要は，考え方が逆なだけである．

もちろん，空間を歪ませるためにブラックホールなどをもってく

るわけにはいかないので，何か別の手段を用いる必要がある

のだが，とにもかくにも「空間の歪み」という概念が中心にあ

ることは間違いない．

2. 光学迷彩と空間歪み

光学迷彩とは，伝搬光が，ある空間を「反射や位相ずれ

を起こすことなく」迂

う

回する状況

†1

を作り上げ，その空間内

に存在する物体を視覚対象から消す装置である

2,3)

．このよう

な装置において光を迂回させる最も単純な手法は，装置周囲

の屈折率を空間的に変化させることである．しかし，適当な

光学迷彩の形状（= 光が迂回する空間の形状）が与えられ

たとき，どのような屈折率の媒質をどのように配置すれば光は

きれいに迂回するだろうか？ これは単純なようで，かなりの

難問である．中でも「反射や位相ずれを起こすことなく」とい

う制約は厳しく，そのような条件を満たした屈折率分布を直接

的に求めることは容易ではない．そこで，この難問を簡単に

解くための道具として，先ほどの重力波の話にも出てきた「空

間の歪み」という概念を導入する．

例えば，図 1 のように，平坦

たん

な 2 次元の空間の 1 点を各

方向に引き伸ばして，歪んだ空間を作ることを考える．歪んだ

空間の中央には場が存在しないため，この空間に入射した光

は，反射も位相ずれも起こすことなく中央の領域を迂回して伝

搬する．このとき，空間の歪み具合を表す計量テンソル g
ij

は，曲座標系において平坦な空間の 1 点を引き伸ばす座標

変換と同義であり，任意形状に対して汎用性をもって計算す

ることができる．

さて，光の挙動はマクスウェル方程式で記述されるが，「歪
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正確には，「伝搬光が，ある空間を反射せずに迂回し，かつ迂回した光波に

おいて迂回分の位相ずれが生じないような状況」をいう．
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んだ空間におけるマクスウェル方程式」と，「屈折率が変化し

ている平坦な空間におけるマクスウェル方程式」とは，実は数

学的に結び付いている．特に，次の関係が成立すると，2つ

の方程式は全く同じ形となり，双方の空間において光の軌跡

が同一となる

4〜7)

．

±
 

 γ
g
ij
=εij

=μij
(1)

ここで，左辺の g
ij
は「歪んだ空間」における計量テンソル，

は g
ij
の行列式，γは平坦計量γij の行列式である．一方，

右辺のεij
とμij

は，それぞれ「平坦な空間」における誘電

率テンソルと透磁率テンソルである．

歪んだ空間の計量テンソル g
ij
は，図 1 のアルゴリズムに

よってすでに計算されているので，式(1)を用いれば，光学迷

彩に必要な媒質の性質を簡単に知ることができる．ここでのポ

イントは，光学迷彩周囲に配置する媒質の性質として「屈折

率」そのものではなく，その構成要素である「誘電率」と「透

磁率」を要求される点であろう．つまり，上記設計を基に光学

迷彩を実現する際は，物質の誘電率および透磁率の値を任意

に設計できることが必須となる．特に，可視光のような高周波

においては，物質の巨視的な磁化が高周波磁場に追従できな

いことから，通常，比透磁率は 1 で固定される．そのため，

何らかの方法を用いてこれらの制約を破ることが必要とされる．

3. 光学迷彩のためのメタマテリアル

物質固有の誘電率や透磁率の値を人工的に制御すること

は容易ではないが，近年の目覚ましい技術の進歩はそれを可

能にする．そのために作られた人工物質を総称して，メタマ

テリアル（Metamaterial）と呼ぶが，これらは，James Clerk

Maxwellがその理論を作り上げた1864 年以来，古典ともいえ

る電磁気学の分野に，さまざまな息吹をもたらした

8,9)

．その

代表格が光学迷彩である．メタマテリアルの研究があるからこ

そ，前章の理論が意味をもち，光学迷彩は多くの注目を浴び

るようになった．そういった意味では，光学迷彩とメタマテリア

ルとは表裏一体の関係にあるといってよいだろう．

メタマテリアルは，平たくいえば「金属で構成された電気回

路（LC 回路）の集合体」である

10〜12)

．入射電磁波の周波

数が LC 回路の共振周波数に一致すると，回路内に強い電

流振動が現れ，それに伴って誘導磁場が生じる．この誘導磁

場は入射波の周波数に追従しており，これを巨視的な磁化と

見なすことで，透磁率の値を人工的に制御できる

10)

．メタマ

テリアルの強みは，構成要素である金属構造（LC 回路の構

造）を変えることで，任意の周波数で任意の誘電率および透

磁率を得ることができる点にある．

第 2 章の理論から，所望の光学迷彩を実現するための誘

電率・透磁率の空間分布はあらかじめわかっているので，そ

れらの値をもつメタマテリアルを準備したうえで設計どおりに空

間に配置すれば，晴れて装置の完成となる．この方法を用い

ることで，現在までに，各周波数帯域においてさまざまな形の

光学迷彩が実現されている

13)

．ただし，マイクロ波のような低

周波での光学迷彩に比べて，可視光のような高周波での光

学迷彩にはナノスケールの構造体が必要とされることから，実

現に向けて多くの困難が伴う．

高周波での光学迷彩を実現する手法としては，収束イオン

ビームを用いることで，ナノスケールの金属アンテナを2 次元

平面に並べる方法

14)

，フェムト秒レーザーの2光子加工によっ

て，3 次元ナノ構造を設計どおりに形成する方法

15)

，などが考

案されている．しかし，メタマテリアルをより柔軟に光学迷彩に

応用するには，簡易な 3 次元実装技術が必要不可欠となる．

本章では，メタマテリアルの 3 次元実装を目的として，当

グループで開発された「メタマテリアルを内包した有機薄膜

フィルム（Metafilm）」（図 2 (a)）について述べる

16,17)

．

応用物理 第 85巻 第 6号（2016）

502

図 1 極座標系で考えた 2 つの空間．(a)一般的な平坦空間．(b)平坦空間

の中央の 1 点を引き伸ばして作られる歪んだ空間．領域 A：場の存在しない

空間，領域 B：領域 Aを作り出すために歪められた空間，領域 C：歪みのな

い平坦空間．

図 2 (a)Metafilm の概念図．有機薄膜（〜1 µm）の内部にメタマテリアルが内包されている．(b)作製したMetafilm（左）と光学顕微画像（右）．フィルム内

には，さまざまな形状のメタマテリアルアレイ（左写真で□に見える部分）が内包されている．光学顕微鏡画像は，a=1000（nm），w=100（nm）のC 型リン

グアレイ領域を拡大したものを示している．
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Metafilm の特長は，膜厚約 1 μm の有機薄膜内にメタマテリ

アルを実装することで，所望の光学特性（誘電率・透磁率）

をもったフィルムを実現できる点にある．本フィルムを湾曲した

表面に貼り付けると，フィルム内部のメタマテリアルは曲面の

接線方向にセルフアラインに並ぶことから，簡単に 3 次元実

装が可能となる．例えば，図 3 のように何枚にも重ね合わせ

ることで，光学迷彩に必要な光学特性の 3 次元分布を作り出

すことができる．

Metafilmのベース材料には，ECRIOS

TM

（三井化学(株)）

を用いる．ECRIOS

TM

は高分子設計・高分子反応技術を用

いて開発された高耐熱性（260℃）と高透明性（可視域全

域で透明）を有するポリイミドであり，これによって内包された

メタマテリアルの効果を最大限に引き出すことが可能となる．

作製については，まず支持基板上に ECRIOS

TM

を N-メチ

ル-2-ピロリドンで希釈した状態で塗布し，熱処理により硬化さ

せた．その上に，Ti 10 nm/Au 30 nmの C 型リングアレイを，

電子ビーム描画およびリフトオフプロセスを用いて作製し，そ

の後，再度，ECRIOS

TM

を塗布・硬化させた．最後に，支

持基板からフィルムの剥離を行うことで，Metafilmを形成した

（図 2(b)に，フィルムの一例を示す）．

実験では，リングサイズが異なる5 種類のサンプルを用意し

た（図 2(b)において，a=150，300，500，700，900 nm，

w=50 nm で固定）．赤外フーリエ分光を用いた Metafilm の

透過スペクトルを，図 4(a)に示す．実験においては，入射

電場の向きは，リングのギャップに対して水平になるよう設定

し，ECRIOS

TM

薄膜単体の透過特性はバックグラウンドとして

除去している．図 4(a)において2カ所の透過強度の減少は，

それぞれ LC 共振

†2

，Mie 共振

†3

によるものであり，LC 共振

が起きる周波数帯でフィルムの光学特性（誘電率・透磁率）

が変化する．リングサイズの減少に伴って，共振周波数が 40

THz から 170 THz まで高周波側へシフトしており，これは理

論解析で得た傾向（図 4(b)）とも一致している．

一例として，a=500 nmのサンプルにおいて実験・理論の

両結果からパラメータ抽出

18）

を行って導出した比透磁率を，

図 4(d)に示す．これにより，LC 共振が起きている周波数帯

において透磁率が変化していることが見てとれた．

4. 透明人間と光の非対称性

さて，上記の理論で作られる光学迷彩を用いると，SF 映

画などでよく見かけるような「透明人間」を作り出せるのかと

いうと，実はそう単純ではない．このような装置は，英語で

cloaking device と呼ばれるが，cloaking を日本語にすると

「遮

しや

蔽

へい

」という意味になる．装置内に存在する物体――もちろ

ん人間も含む――にとっては，内部に光の入り込む余地が一

切ないため，真っ暗闇の中に置かれることになり，「外界から

光学迷彩とメタマテリアル（雨宮・荒井）／ 研究紹介
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図 3 Metafilmを用いた光学迷彩の構成方法．適切な誘電率（εi）と透磁

率（μi）および膜厚（di）を有するMetafilmを何枚も重ね合わせることで，

迷彩に必要な光学特性の分布を作り出す．

図 4 Metafilm の評価．(a)赤外フーリエ分光を用いたMetafilm の透過特性．(b)同一形状のメタマテリアルを内包したMetafilm の理論解析結果．(c)共振時

のリング周辺における電磁場分布．(d)実験に理論フィッティングを行うことで抽出されたMetafilmの透磁率．一例として，a=500（nm），w=50（nm）のメタ

マテリアルを内包するMetafilmの結果を示す．

†2

LC 共振 LC 共振は，メタマテリアルを構成する金属回路内に強い電流振

動が現れ，それに伴って誘導磁場が生じる共振を指す．この共振が生じたとき

に，メタマテリアルの透磁率が変化する．

†3 Mie 共振 Mie 共振は金属材料内部の電子振動に伴う共振であり，今回の

ような C 型リングの場合，Mie 共振周波数はリングの一辺の長さで決まる．この

共振は，透磁率の変化に影響を及ぼさない．
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は切り離される（= 遮蔽される）」というわけである．しかし，

「透明人間」というのは，自分は消えながらも外界を観察した

いわけで，そのような観点からすると，この装置は少し趣が異

なるといわざるをえない．

透明人間を作り出すためには，厳密にいうと「光の非対称

性（asymmetry）」――装置周囲の光の軌跡が入射方向に対

して変化すること――が必須となる

19)

．しかし，「空間の歪

み」を用いる従来の理論では，計量テンソル g
ij
が方向に依

存しないことから，入射の向きを逆にしても光の軌跡に変化は

ない．そのため，「非対称光学迷彩（asymmetric cloaking）」

においては「空間の歪み」の代わりとなる新しい物理現象を

考え，それを介した理論構築を行うことが必要となる．理論構

築における要求事項をまとめると，以下の 3 点となる．

①入射方向に対して装置周囲の光の軌跡が変化すること

②装置周囲で反射などを極力抑制して滑らかな光の軌跡を得

ること

③任意の光学迷彩に対して，汎用性のあるアルゴリズムで設

計可能であること

まずはじめに，上記①，②を満たすために，非対称光学

迷彩の理論では，「空間の歪み」の代わりに「電磁場下にお

ける電子の動き」を介して光の軌道を考える

20)

．例えば，一

様電磁場下における電子の動きは，クーロン力とローレンツ力

が掛かることで，入射方向に大きく依存する．仮に，それらに

相当する力を光（光子）にも擬似的に与えることができれば，

光の軌道も入射方向に依存させることができる．ここで，擬似

的なクーロン力とローレンツ力の大きさを空間的に変化させれ

ば，目的の非対称光学迷彩に必要な光の軌跡を比較的容易

に得ることが可能となる．

この手がかりとなるのは，2012 年に米国スタンフォード大学

のグループが提唱した「effective magnetic field for photon」

の概念である

21,22)

．彼らが提案しているのは，光に擬似的な

ローレンツ力を掛ける方法であるが，それだけでは，逆方向

から入射した光子は逆方向に曲がっていくだけとなり（回転対

称），真の意味での「柔軟な非対称性」――例えば，左か

ら入射した光はほぼ直進し，右から入射した光は迂回して進

むなど――を得ることはできない．そこで，上記理論を非対称

光学迷彩に用いる際には，ローレンツ力だけではなくクーロン

力も併せて発生させるような，拡張モデルを作る必要がある．

まず，図 5(a)のような，空間に光を捕捉する格子が周期

的に並んでいると仮定する（本稿では「光格子」と呼ぶ）．

光格子についてはいくつか候補があるが，ここでは，最も一

般的なメタマテリアルやフォトニック結晶を用いた共振器を考え

る（光格子の具体的な実現方法については，文献 20〜22 に

具体的な記載があるので，そちらを参照のこと）．図 5(a)に

示すように，共振周波数の離れた 2 種類の格子が互い違い

に配置されており，各格子の共振周波数は中心共振周波数

ωA，ωBから，場所によってわずかに変化していると仮定する

（この効果はΦl によって与える）．また，最近接の格子間には

時間変調（変調周波数 Ω）の掛かった相互作用が働いてい

るとし，隣接格子間の変調位相差も場所によって異なるとする

（この効果は φij によって与える）．

ここで，ΩをωA−ωBと仮定し，回転波近似を用いて余分

な項を消去すると，系のハミルトニアンとして次の式を得ること

ができる．

H≅
⟨⟩

V

2

e
c

c+ec
c+

⟨ ⟩

V

2

e
c

c+ec
c

+
V

2


⟨ ⟩

e
c

c+ec
c (2)

ここで，c=e


a b

この式は，電磁場下における強束縛モデルの電子のハミルト

ニアンと同じ式の形である

23,24)

．式(2)において，第 1，2 項

が電場下における電子の運動を表し，第 3 項が磁場下にお

ける電子の運動を示している．これより，Φl および φijを適当

な値に設定することで，光（光子）にクーロン力とローレンツ

力に相当するような力を与えることができる．以降，それぞれ

の力を発生させる場を，「有効電場」および「有効磁場」と

呼ぶことにする．
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図 5 非対称な光の軌道を実現するための光格子（i，j はサイトの位置を示

す）．(a)格子 i および jにおける周囲の状況と各パラメータ．(b)均一な擬似

ローレンツ力と擬似クーロン力を生じさせるためのパラメータ分布．
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5. 非対称光学迷彩の設計方法

次に，前章③の要求を満たすため，任意の非対称光学迷

彩に対応可能な汎用性のある設計アルゴリズムを考える．前

述の光格子を用いて，実際に非対称光学迷彩の設計を行う

手順は以下のとおりである．

A：実現したい非対称光学迷彩の光軌道を設定する

B：空間を適当な数に分解し，それぞれの局所領域における

光の運動を考える

C：希望の運動を与える有効電磁場を解析し，それぞれの局

所空間における格子パラメータを決定する

今回は，右側から入射する光は装置を迂回して進み，左

側から入射する光はそのまま進行するような，最も単純なモデ

ルを考えることにする（手順 A）．ここで，図 6(a)のように空

間を適当な数に分解し，局所領域ごとに光の軌跡を分析する

（手順 B）．一例として局所領域 M に着目すると，領域内で

の光の軌道はおおよそ図 6(b)のようになればよい．この場

合，面直方向に一様な有効磁場を発生させ，面内方向かつ

光の伝搬方向と垂直な方向に一様な有効電場を発生させれ

ば，図 6(b)の軌道に近づくことは，容易に想像がつく．あと

は，このような有効電磁場が掛かるように，局所領域 Mの格

子パラメータを設定すればよい（手順 C）．

解析は，ハミルトニアンを用いて時間発展を計算することで

行う．ここで，局所領域 Mの適当な方向に，一様な有効電

場および有効磁場を掛けるために，各格子におけるパラメータ

分布として，定数 Φ
0
とφ

0
からなる図 5(b)のようなモデルを

用いるのが適当である（このときの有効電場は−Φ
0
/a，有効

磁場は φ
0
/a2となる）．

図 7に，局所領域に対する解析結果を示す．解析におい

ては，初期条件として計算領域の中心に1 光子状態を入力

し，伝搬方向を x 方向，−x 方向で変化させており，ハミルト

ニアンの位相分布としては Φ
0
=0.3，φ

0
=0.3を仮定してい

る．図 7に示すように，有効電場および有効磁場の両方が与

えられている場合（V=3，VA=VB=2）は，左方向（x 方

向）に伝搬するものについては，有効磁場による擬似的な

ローレンツ力を強める方向に有効電場からの力が掛かるため

大きく曲がり，右方向（−x 方向）に伝搬するものに対して

は，擬似的なローレンツ力を打ち消す方向に力が掛かるため，

直線に近づく様子が見てとれる．上記は一例であり，実際は

光格子のパラメータをさまざまな値に設定することで，左右両

方向から入射する光についてさまざまな非対称軌道を描かせ

ることが可能である．

この結果をベースに，非対称光学迷彩全体について解析し

た結果を，図 8(a)に示す．本計算では，装置周囲の局所領

域を 8カ所に分け（A，B，Bʼ，C，Cʼ，B，Bʼ，A），それぞ

れの領域について光格子のパラメータを図 8(b)のように設定

した．領域 Aは自由空間から入射した光のエネルギーを，光

格子の励振に切り替えるためのバッファ領域である．非対称

性をもった光の軌道は，B，Bʼ，C，Cʼの4領域で実現する．

図 8(a)からもわかるように，右側から入射する光は領域 Dを

迂回して進み，左側から入射する光は領域 Dを抜けるような

軌道が得られている．同様の手順を踏むことで，さまざまなタ

イプの非対称光学迷彩が汎用アルゴリズムで実現可能となる．

6. むすび

光学迷彩の理論の根幹を成すのは「別の物理現象を介し

て光の軌道を眺める」というプロセスである．適当な光学迷

彩の性質が与えられたとき，その実現に必要な媒質のパラ

メータを直接的に求めることは困難であっても，別の物理現象

を介して眺めることで，それが容易になる．

本稿では，まず「空間の歪み」を用いる従来型の光学迷

光学迷彩とメタマテリアル（雨宮・荒井）／ 研究紹介
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図 6 (a)非対称光学迷彩における装置周囲の光線の軌道．未来の科学技術

を有する原始人からはマンモスを捉えることができるが，マンモスからは木が見

える．(b)ある局所領域における光の動き（入射方向によって軌道が異なる）．

図 7 局所領域における1 光子状態の動きの1 例．光格子モデルにおいて，

擬似ローレンツ力と擬似クーロン力の両方を生じさせた場合．
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* Frequency of incident light ω0 is equal to ωAin region A.
† A detailed description of optical lattice is provided in Reference 21. 

（B’ is a reverse field of B）

（C’ is a reverse field of C）

φ0Number of x-axis lattice V

彩の理論を復習し，その実現に有効であろうメタマテリアルを

内包した有機薄膜フィルム（Metafilm）の解説を行った．

Metafilmの特長は，膜厚 1 μm 以下の有機薄膜内にメタマテ

リアルを実装することで，所望の光学特性（誘電率および透

磁率）をもったフィルムを実現できる点にある．本フィルムを重

ね合わせることで，光学迷彩に必要な光学特性の 3 次元分

布を，簡易に作り出すことが可能となる．

また，本稿の後半では，従来型の光学迷彩の枠組みを超

える「非対称性」をもった迷彩を作り上げるための理論を述

べた．本理論によれば，「空間の歪み」の代わりに「電磁場

下における電子の動き」を介して光の軌道を考えることで，さ

まざまなタイプの非対称光学迷彩を汎用的に構成可能となる．
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図 8 (a)簡単な非対称光学迷彩における，右側および左側から入射する光の軌道．(b)各局所領域における光格子のパラメータ．


