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4 光メタサーフェス技術 / 透ける電池 / ナチュラル

見るべきものを見て、
見えなくてもよいものを
見えなくする、最先端デバイス技術
NTT 先端集積デバイス研究所（先デ研）の光電子融合研究部（融合部）とソーシャルデバイス基盤研究部（ソデ部）では、
ナチュラルをキーワードに、身の回りの情報を人間の感覚にとらわれずにありのままに＝ナチュラルにとらえる「光メタ
サーフェス技術」や、デバイスの存在を意識させず自然に感じられる＝ナチュラルな IoT 環境を可能にする「透ける電池
技術」に取り組んでいる。以下では、これら２つの技術を紹介する。

身の回りの光から情報を取り出す
光メタサーフェス技術
—光メタサーフェス技術の研究の
背景
人 工 知 能（AI）などの情 報 処 理

NTT 先端集積デバイス研究所

技術は、情報を価値に変換する技術

光電子融合研究部
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研究主任 中島 光雅氏
グループリーダ 橋本 俊和氏

（左から）研究員

として世の中の様々な分野に適用さ

主任研究員 根本

れている。より多くの情報が、より多
くの価値や今までにない価値を生み
出し始めている。 私たちの身の回り

した私たちが知覚している以外の情

現代のカメラは、主にレンズとイ

の情報は人間の五感で直接感じられ

報も含めた身の回りのありのまますべ

メージセンサから構成されており、

るもの以外にも、目には見えない「色」

てを（＝ナチュラルに）とらえること

所望のシーンのカラー画像を取得す

（波長）の光や耳には聞こえない周

で新たな価値を生み出す、そんなナ

る。これは、光の色情報のみを取得

波数の音など数多く存在する。こう

チュラルデバイスが求められている。

する人間の目に最適化された結果で
あるが、一方で偏光や波長といった
その他の光情報に対しては「不可視」
なデバイスとなっている。これら「不
可視」な光情報は、物体の認識や分
析に有益であることがよく知られて
おり、さらに AI による画像認識の
急速な発展も相まって、その重要度
は増している。しかし、「不可視」
な光情報を取得するには、光情報を
分類する様々なフィルタや機構が新
たに必要となり、カメラの肥大化・
複雑化・低感度化が課題であった。

図１
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光メタサーフェス技術の概要

以上の背景から、現在、色情報に
加えて波長、偏光、角度といった多
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彩な光情報をとらえることができる

理するために、インターネット技術に

きたり、夜間の運転での撮影も可能

コンパクトなカメラの実現に大きな

代表される従来のデジタル技術を越

となる（図２(a)）。

期待が寄せられている。NTT 研究

えて「ナチュラル」 に価値を届ける

所は、このようなカメラを実現する

「Digital to Natural」を標榜している。

いると、人間の目には見えない偏光

方法として、光メタサーフェス技術

身の回りの光に含まれる情報を余すこ

情報を可視化することができる。こ

の活用を検討している（図１）。

となく取り出す光メタサーフェス技術

の偏光情報を活用すると、 例えば、

は、そのような新たな価値を生み出す

歪み分布を可視化したり、反射光を

フォトニクス技術といえるだろう。

除去したり、物体の認識をコントラス

—光メタサーフェス技術の概要
NTT 研究所が検討する光メタサー

さらに、光メタサーフェス技術を用

ト良くできたりする（図２(b)）。 歪み

フェスは、ナノスケールの微細な表

—光メタサーフェス技術で将来で

分布の可視化技術については工場な

面構造から構成され、表面構造を透

きることは？

どの製造ラインで監視技術として使え

過する光の位相、偏光状態、波長分

身近な応用としては、イメージセ

散を自在に操ることができる。この

ンサの高感度化が挙げられる。従来

重なって見える映像の識別にも役立

特長を活用することで、様々な光学

のイメージセンサは、
光の三原色
（赤、

つ。このように偏光イメージングは、

機能を同時に有する新たな光学素子

緑、青）を画素ピクセル上でそれぞ

物体の表面や材料に関する情報を取

を実現することができる。したがっ

れ取得するために、フィルタを用い

得でき、車載カメラや医療分野での

て、これまでレンズや回折格子など

て残りの 2 色をカットしていた。光

応用も期待される。また、光メタサー

様々な光学素子を重ねて実現されて

メタサーフェス技術を用いると、ピ

フェスには複数の光学機能を同時に

いた光学機能を、単一のメタサーフェ

クセルスケール（約１μ m）で各色

実現できる特長があるため、カメラ

ス素子によって実現できる可能性が

（波長）情報を損失なく取得できる

内の部品数の抜本的な削減など、デ

あり、カメラの抜本的な小型化・簡

ため、センサの総受光量を 3 倍〜 4

略化や取得可能な光情報の大幅な拡

倍にできる。このことは、より高感

以上のように、光メタサーフェス

張など、その形態・機能に大きな変

度なカラーカメラの実現を可能にす

技術は、カメラやセンサの形態に変

革をもたらす可能性を秘めている。

るほか、光の波長情報をとらえるス

革をもたらし、身の回りの多彩の光

これまでに NTT では、従来より

ペクトルカメラへも拡張できる。こ

情報をとらえるナチュラルデバイス

高感度なイメージセンサや超小型の

のようなカメラを用いて入手した

を実現する可能性を秘めている。一

偏光カメラの原理実証を世界に先駆

色・波長情報は、AI への新たな情

方で、科学技術としての歴史はまだ

けて発表しており、上記可能性の探

報 源 と し て 活 用 す る こ と に よ り、

浅く、技術の確立および産業化が重

求を進めている。

様々なモノの可視化や高精度な認識

要となる。今後は、現在の基礎研究

が実現できる可能性がある。例えば、

に加えてコンセプトデバイスの作

IOWN 構想において、価値観に応じ

外見では識別できない薬の錠剤を特

製・デモなどを行い、本技術の世の

た情報を余すことなく伝え、そして処

定できたり、果物の甘味の識別がで

中への普及をめざす。

ま た、NTT は、 昨 年 発 表 し た

(a) 波長情報の応用

バイスの小型化にも寄与できる。

(b) 偏光情報の応用

図２
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将来の光メタサーフェス技術の応用イメージ
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存在を意識させない電源
〜透ける電池〜

—「透ける電池」の研究の背景
IoT の普及が進み、将来身の回り
がデバイスに溢れかえる時代が来る

NTT 先端集積デバイス研究所

と、デバイスの存在感を無視できな

ソーシャルデバイス基盤研究部

蓑輪
鴻野
研究主任 小野
グループリーダ 小松

（左から）主任研究員

くなると考えられる。そこで、本研

研究主任

究では、存在を意識させることなく
周囲に馴染むデバイスの創出を目的

浩伸氏
晃洋氏
陽子氏
武志氏

とし、電池に光透過性を付与した透
ける電池を検討した（図３）。
本来、視覚というものは、ごちゃ

自由度が高いため、従来の電池では
適用困難だった領域に広く適用し、

ごちゃして煩わしい感覚があり、透

あらゆるものを電源化できる可能性

明にすることで、その存在感をなく

がある。例えば、近年、研究開発が

し自分らしさ（ナチュラル）を実証

進んでいる、情報表示端末分野の

できる。従って、存在感をなくした

ディスプレイ、建物の窓などの建材

デバイスを目指すことは、
究極のユー

分野の太陽光発電素子などの技術分

ザーインタフェースに相当する。

野と組み合わせることで、デザイン

デバイスの存在感を抑えるため
に、
これまでは「軽い」
「
、小さい」
「
、既
存装飾品に模した」デバイスが指向
されてきた。NTT 研究所は、
「透ける」
という新たな観点に着目し、存在を
感じさせないデバイス作製の可能性

性を損なわずにデバイス化すること
これまで

が可能となり、IoT の新たな可能性
拡大につながると考えている。
—「透ける電池」の構造設計
これまでの電池は、性能や安全性
の向上を目指した設計がなされてお
り、光を透過しない構造が一般的で
あった。今回提案する透ける電池で
は、存在感がなく周囲に馴染むデバ
現在

デバイスの存在を感じさせない
「透ける」
「曲がる」
電池を提案

透過率：23→69%
電圧：1.7→2.5 V
容量：0.03→1mAh
大きさ：80×80→287×210 mm

を探索するために、光の透過性を訴
求した透ける電池の研究開発を行っ
ている。光透過性を有する電池に関
しては、充放電により色が変わる、
数センチサイズの基板で作製された

図３ 「透ける電池」の研究の背景

電池や、電池の電極を幅 35 μ m 程
度の格子構造に形成し、電池の活物
質を目の視覚限界を下回るほど小さ

一般的な従来電池

透ける電池
電池作成技術

くすることで透明に見せた電池の基
礎研究に関する報告があり、電池の
機能面やデザイン面への注目が高ま
りつつあると考えられる。これまで
のデバイスでは、電池部分が隠され
て搭載されているものが一般的で
あったが、電池全体が光透過性を有
する電池は存在感がなく搭載場所の
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●材料選定技術

-集電層(透明)
-正極(褐色→透明)
-電解質(透明、固体)
-負極(透明)
-集電層(透明)

-集電層(メタリック)
-正極(黒)
-電解質(透明、液体)
-負極(黒)
-集電層(メタリック)

×

吸収

●構造制御技術
透過

図４ 「透ける電池」の構造特性
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ところ、2 時間以上の動作を確認で

100

透過率[%]

80

きた。充放電性能では、平均電池電

（参考）
窓ガラスの透過率

圧 2.5V、放電容量 1mAh（電流密

現在

60
40

これまで

20
0
350

度 0.01mA/cm2）を確認した（図６）。
これらの結果、繰り返し充放電可能
な二次電池として動作可能なことを
確認できた。
—「透ける電池」の応用分野

450
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750

波長[nm]

「透ける電池」は、従来の電池で
は適用が困難だった領域に、広く適
用できる可能性があり、IoT の新た

図５「透ける電池」の透過特性

な可能性拡大につながる技術である

イスである（図４）。光透過性の観

膜、負極は Li4Ti5O12 薄膜を用いて

と考える。人や環境に馴染むデバイ

点で電池を構成する材料と構造に着

可視光領域で透ける電池を作製して

スとして透明なディスプレイへの装

目し、入射光の吸収と反射を抑制す

いたが、今回、新たな正負極材料を

着、スマホではバッテリーは隠して

る技術開発を実施した。すなわち、

用い、透過率と電池性能向上の両立

装着しているが透ける電池であれば

材料選定技術では、光の吸収を抑制

を実現した。

隠す必要がなくなる。ソーラーシス

しやすく高電圧大容量の材料を電池

この「透ける電池」は、従来の電

テムと組み合わせることで、太陽光

の電極として選択している。材料制

池では適用が困難な領域に、広く適

エネルギーを電気として蓄えられる

御技術では、光の吸収と反射を抑制

用できる可能性があり、IoT の新た

窓ガラスとして応用したり、窓ガラ

しやすい構造になるように電池の電

な可能性拡大につながると考えてい

スとしての機能はそのままに一部曇

極を作成している。また、電解質を

る。今後は、本電池の柔軟性やサイ

らせたりすることも可能になる。ま

従来の液体からゲルポリマを適用す

クル特性などの寿命の向上の両立に

た、メガネへの適用も考えられる。

ることで、漏液リスクの解消、電池

取り組みながら、具体的な適用先を

例えば、遠近両用メガネに透ける電

の薄型化を実現している。本電池に

模索していく。

池を適用すれば、焦点の自動調整機

は、リチウムイオン電池の原理を適

能が付加できると考えられる。「透

電池電圧[V]

用し、これまで、正極は LiCoO2 薄
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—「透ける電池」の評価特性

充電

放電

10 ← 1
充放電サイクル回数
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図６ 「透ける電池」の充放電特性
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1.5

ける」と「曲がる」の両者の性能を

分光光度計に

生かすと、ファッションとしてウェ

より透過率を評

アラブルデバイスへの適用も考えら

価した結果、可

れる。医療用としては、皮膚に貼り

視光領域におけ

付けて薬剤の浸透性を高めるアク

る平均透過率

ティブ経皮パッチへの適用も考えら

は、一般的な窓

れる。

ガラスに匹敵す

このように、アプリケーションの

る 69 ％ で あ る

アイデアとしては多々あるが、研究

ことを確認して

開発したばかりの段階では、具体的

い る（ 図 ５）
。

な適用先の可能性を探索したい。今

また、本電池を

後、本電池の柔軟性やサイクル特性

市販のデジタル

などの寿命の改善・向上にも取り組

時計に接続した

み、より実用的な電池を目指す。
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