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　メタマテリアルは、光学の法則を変
えた。ナノ構造材料は、サブ波長スケ
ールで光を操作でき、負の屈折率から
透明マントまで、これまで長い間不可
能と考えられていた効果を実現する。
所詮夢想的なものだったメタマテリア
ルは、10数年で光学の最も刺激的な
分野の1つになった。
　しかし、メタマテリアルと変換光学
の明るい見通しの割には、実用的アプ
リケーションへの広がりが緩慢である。
透明マントは実験室で実証することは
できるが、通常は単色光で照射し、特
定の角度から小さな対象を隠すだけで
ある。重要な効果は共振に依存するも
のなので、広帯域光源では透明マント
は機能しない。光波長よりも遙かに小
さなナノ構造は、正確に造るのが難し
く、特に立体は難しい。光波長と望み
通りの相互作用をする構造的材料は見
つけることが困難だ。問題は、こうし
た限界を克服して実用的なアプリケー
ションに展開することである。

メタマテリアルの成長
　メタマテリアルは、最初にマイクロ
波で実証された。これは、初期の人工
的誘電体の研究から進化したものであ
る。基本的なアイデアは、導体や誘電
体を含む、多くのサブ波長要素をアセ
ンブリして、他の方法ではできないよ
うな特性、特に屈折率の点で特異な特
性を持つバルク構造を作ることだった。
　従来の光学では、屈折率nは通常、

真空内の光の速度と材料内の光の速度
の比で定義されている。しかし、基本
にある物理学はさらに2つの基本的な
数値、誘電率εと透磁率μに依存してお
り、したがってnは実際のところ、n=
±εμとなる。
　εとμの両方は、真空では1と定義さ
れるので、真空ではn=1となる。ガラ
スなどの誘電体では両方の数値はプラ
スとなるが、導体は負の誘電率を持ち、
可視光では正の誘電率を持つので、そ
の複素屈折率は大きな負の成分となり、
したがって金属では高い減衰量となる。
　屈折率は、均一な組成の天然材料で
は均一である。理由は、光波長は原子
ではなくバルク材料を「見ている」から
である。同様にして、光波長はメタマ
テリアルを均一な屈折率を持つと「見
ている」。というのは、メタマテリアル
は多くの同一の要素を波長よりも遙か
に小さな均一空間で配置しているから

だ。しかし、構成要素は、n=1のよう
な通常の光学ではなく、通常では達成
できないような屈折率を実現する透磁
率、誘電率を持つように設計すること
ができる。この場合、光がメタマテリ
アルに入射すると後方に屈折する。
　メタマテリアルの有効誘電率と透磁
率は、波長が内部要素とどの程度相互
作用するかに依存する。図1で示した
ような、金属線の規則的配列構造は正
から負までの範囲で有効誘電率を持つ
が、サイズ、間隔および配列に依存す
る。同様にして、図2に示したような
分割リング共振器（SRR）は、広い範
囲の透磁率を持つ。光学的効果は、サ
ブ波長アンテナアレイを持つ電波の効
果と似ている。

変換光学
　サブ波長素子の均一なアレイででき
ているメタマテリアルは、固有の特性
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変換光学は次世代光革命になるか

図1　方形導体ワイヤまたはロ
ッドの積層アレイ。交互に向き
を変えてスタックしている。同
一方向に整列している連続する
層は、ロッド間隔の半分だけ相
互にずれている。1個のセルが、
高さ4層になっている。



を持つように設計された、本質的に特
殊材料である。しかし、サブ波長素子
の不均一アレイを含むように設計を拡
張することでオプションが大きく広が
り、変換光学と言われる分野に道を開
くことになる。これは、メタマテリア
ル内の電磁場を操作する光線光学を超
え出る。
　「光に対するわれわれの直感的な理
解は、光線近似に基盤を持つ。また、
われわれの視覚に密接につながってい
る。われわれの目に関する限り、光は
粒子の流れのように振る舞う」と英イ
ンペリアル・カレッジのメタマテリアル
の先駆者、ジョン・ペンドリ氏 （John 
Pendry）は、Science（1）誌に書いていた。
標準的な光線近似は光を、均一な屈折
率を持つ立体物を透過する直線として
扱う。しかし、サブ波長スケールになる
と、その光線像は当てはまらなくなる。
そこでは、従来のバルク光学ではあり
得なかった任意の方法で、電磁場線の
伝搬が変わるように構造設計できるか
らだ。それが変換光学の世界である。
　従来の光学はフェルマーの原理を用
いて屈折率の変化が光の伝搬路にどの
ように影響するかを記述する。「新し
い変換光学分野では、逆問題の解決が
可能になる。つまり、特殊な光路を実
現するには、材料特性を変えて設計す
ればよい」とヨンミン・リウ（Yongmin 
Liu）とシャン・チャン（Xiang Zhang）（2）

は書いている。このようにして、透明
マントで物体を隠すために、所望の光
路となるように特殊光路を設計し、変
換光学を用いて光がその光路を通るよ
うにメタマテリアルを設計することが
できる。
　図3は、2次元の透明マントを設計
するために必要な光路を示している。
光路は、隠されるべき物体を回避する
ように曲がっている。変換光学は、メ

タマテリアル・マント（透明マント）の
設計に使用されている。同様にして、
様々なタイプのレンズ、ビームローテ
ータ、ビームシフター、幻視を作るの
に必要なメタマテリアルの構造要素を
設計できる。

メタマテリアルの構成要素
　変換光学の基本的な構成要素は、他
のメタマテリアルで使われるものと同
じタイプのサブ波長要素である。金属
の他に、誘電体、界面で表面プラズモ
ンポラリトンを生成する金属-誘電体
構造がある。これらの要素のサイズと
形状は、所望の変換を生み出せるよう
にメタマテリアルでは可変である。個々

の要素は、波長よりも小さくなければ
ならない、可視光では400～700nm、
固体では1000原子をわずかに超える。
　研究者は、多くの選択肢を探求して
いる。金属は、通常の相互作用を生み
出すのに役立つ強い磁気応答を示す
が、近赤外や可視光では損失が大きく
なる。光帯域および赤外帯域では、金
属によって応答に違いが出る。金属構
造における共鳴効果によって強い相互
作用が生じるが、その効果は限定され
た範囲で最大になる。誘電体の応答は
もっと広帯域であり、損失も低い。
　探求の可能性の中では、高屈折率の
誘電体におけるナノキャビティ共鳴が
ある。これは金属よりも低損失であり、
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図2　導電メタマテ
リアルの分割リング
アレイ。リングの各
ペアは、1つは上に、
もう1つは下に開い
ており、緑の垂直線
で接続されている（出
典: Wikipedia）。
（図中の用語）

図3　2D光学的透明マントにおける光路。変換光学を使用して、このパスを通るメタマテリア
ルを設計する。
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高屈折率であるので真空中の波長より
も小さくなる。例えば、スペインにあ
るバレンシア・ポリテクニーク研究所
のレイ・シ（Lei Shi）の研究グループは、
250nmのシリコンコロイドの近赤外共
鳴を調べ、空気中でも水のような液体
中でもメタマテリアルとして有望であ
ると考えている（3）。

平面メタサーフェス
　バルクの光学メタマテリアルの作製は
簡単ではない。そのため、中には平面
構造を研究している研究者もいる。「光
学メタマテリアルは、光の平面閉じこめ
制御、平坦なコンポーネントといった魅
力的な可能性がある」とパデュー大学の
ウラジミール・シャラエフ（Vladimir 
Shalaev）の研究グループは最近論じて
いる。「メタマテリアルによって新しい
物理学や現象が可能になる。これらは、
3次元で観察するものとは明らかに違っ
ている」（4）。メタマテリアルは、オンチ
ップ・ナノフォトニクスにも適合する。
　同研究グループのメタサーフェスは、
基板に成長した金属と誘電体の薄いパ
タンになっている。その応答は、バル
クの反射や屈折から逸れており、サブ
波長レイヤーにおける光学分散に依存

している。これまでに実証されたもの
には、表面アンテナアレイがある、こ
れは赤外波長で負の屈折率となってお
り、図4に示すように、光波長で平面
カイラル効果を示している。また、メ
タマテリアルは、バルク材料を使わず
に3D効果を生み出す。パデュー大学
の研究グループは、光位相、偏光、周
波数の制御ができると見ている。
　パデューグループによると、位相変化
材料は、平面半導体メタサーフェスに
集積して、光スイッチ、ビームステアリ
ング、パルスシェーピング、変調などの
アプリケーションに使える。また、双曲
線メタサーフェスの可能性も示唆されて
いる。これは、強い異方性、双曲線型
分散を生み出すために金属と誘電体コ
ンポーネントを交互に配列したバルクの
双曲線メタマテリアルに類似している。
バルクバージョンは、光の振る舞いを飛
躍的に変えるが、損失が大きく、作製
が難しい。しかし、パデューグループは、
擬似2D双曲線型メタマテリアルは損失

が少なく、標準的な半導体技術と一緒
に使うことができると主張している。

展望
　変換光学は、光学メタマテリアルの
可能性開発に向けた力強いパラダイム
になっている。ペンドリ氏は「物理的洞
察力が、電磁気学へのこのようなアプ
ローチの重要な利点となる」として、「変
換光学は、電磁理論における最適の設
計ツールになる」と予測している。
　難しさも期待も同じくらい大きいか
も知れない。メタマテリアル革命は、
世界中の研究室で同時に多くの方向に
進んでいる。ナノ構造の設計と製造で
新しいブレイクスルーが必要とされてい
る。メタマテリアルを組み立てる上で、
形状や材料について一致した考えはな
い。アプリケーションは確定的ではない。
半世紀前のレーザと同様に、今日のメ
タマテリアルは問題探求の1つの解のよ
うであるが、われわれはレーザがどのよ
うに結果を出したかを知っている。
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図4　パデュー大学、ナノアンテナアレイメタサーフェスからの負の屈折（ウラジミール・シャラエフ提供）。




