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【産業技術】 ナノテクノロジー 

 

宇宙開発のナノテクノロジー概要（米国） 
 
はじめに 

 

人間が環境を制御し人間の必要性を満たすために物を形作ることを始めて以来、人

間はその基本レベルで物質を理解しようと努力してきている。21 世紀の夜明け以来、
1メートルの 10億分の 1(1nm：1ナノメートル)の精度を持って構造を研究し、設計し、
合成することが可能となった。ナノサイエンスは、1～100nm の寸法での物質の基本

原理に関する研究である。その一方で、ナノテクノロジーは、材料や装置を作ること

へナノサイエンスの知識を応用することである。 
 
ナノ構造は作ることが可能な最小の物体の一つである。しかし、より重要なことは、

ナノ構造はユニークな特徴を有していることである。ナノスケールでは、物質の多く

の特性がマクロスケールの特性とは異なっている。一つの例として、金のナノ粒子は、

バルク材としての金と比較して、まったく異なる化学的、物理的、電気的、磁気的そ

して集団的特性を持っている。そのようなユニークな特性についての理解と制御はナ

ノ製作技術を可能とする。 
 
ナノスケールの基礎研究は、物質がどのように構築されるか、また、その特性が原

子組成、形状および寸法のような要素にどのように反映するかを理解するために重要

である。このタスクは、化学者、物理学者、生物学者、材料科学者およびエンジニア

の間の高度な学際的取り組みを要求する。技術と応用の見地から、ナノスケールのユ

ニークな特性はマクロスケールでの並はずれた特性をもたらす。建設材料、織物およ

び化粧品のような消費者製品からメモリースティックやセンサーのような電子機器に

まで及んで、その影響は広大である。 
 
ナノサイエンスとナノテクノロジーの計り知れない可能性を認識して、米国連邦政

府は 5 年前に、これらの分野への多省庁投資を調整し集中させるのを支援するために
国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI：National Nanotechnology Initiative)を
立ち上げた。国防総省(DoD)、エネルギー省(DOE)、航空宇宙局(NASA)、国立衛生研
究所(NIH)および他のミッション推進機関は、将来のミッションを導き、現在実現可能
でないミッションを潜在的に可能とする方法を革新するための戦略の機会として、ナ

ノサイエンスとナノテクノロジーを評価し始めた。 
 
宇宙開発ミッションは、特に、最も困難なものであり、先端技術に最も依存するも

のである。将来の宇宙ミッションに先例がない能力を提供することができるナノテク
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ノロジーの産物は、スマート材料(特殊機能を行うためにナノスケールで設計された材
料)、より選択的でより高感度のセンサー、高密度電子機器および小型化した宇宙船シ
ステム(例えばマイクロクラフトやロボット)を含んでいる。 

 
宇宙開発でのナノテクノロジーに関するこの報告書は、全米ナノテクノロジー統合

オフィス(NNCO：National Nanotechnology Coordination Office)を通して、全米科
学技術協議会(National Science and Technology Council)の技術委員会ナノスケール
科学・工学・技術小委員会(NSET：Nanoscale Science, Engineering, and Technology)
によって 2003年から 2004に開催された主題的ワークショップがもたらした一連の報
告書のうちの 1つである。 

 
このワークショップは、宇宙のロボットや人間の探求に影響を与えることができる

実現能力や産物に関して、ナノテクノロジー分野の利害関係者からの入力を得るため

に開催された。このワークショップと報告書の目的は、宇宙開発ナノテクノロジー研

究開発の優先順位の指標を提供することである。 
 

ワークショップ 

 
「宇宙開発のナノテクノロジー」に関する NNIワークショップの参加者は、国防総

省、国立衛生研究所、NASA、全米科学財団(NSF)および DOEを含み、NASAが、こ
のワークショップの目標の実施にリーダーシップを提供する。 

 
ワークショップは、下記の分野について議論する 6つの分科会に分割された、 
・ナノ材料 
・ナノセンサーと計測 
・マイクロクラフト 
・マイクロ／ナノ・ロボット 
・ナノ－マイクロ－マクロ統合化とナノ製造 
・宇宙飛行士の健康管理 

 
ワークショップの目標は、上記の各々の分野で下記の内容について明確にすること

であった： 
・展望 
・科学・技術の最先端 
・重要な問題(障害と解決策) 
・目標(5－10年とさらに後) 

 
このワークショップは、カリフォルニア州パロアルトで 2004年 8月 24－26日に開
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催され、学術界、産業界および連邦政府の研究所からほぼ 200 名の出席者を得た。ワ
ークショップは、本会議での主要なトップの連邦政府職員の基調講演、および分野の

研究者からの空想的な紹介から始められた。これに続いて、6 つのトピックスの分科
会が一日半の間開かれた。各々の分科会は、研究ニーズを優先事項にし、かつ障害と

解決策を識別するために、先駆者からの主題と詳細な論議に関するいくつかの発表が

行われた。最終日には、各分科会の参加者はこの報告書の内容の取り纏めを行った。 
 
このワークショップでの発見は、2004年 12月に発表された NNI戦略計画更新の準

備で考慮され、米航空宇宙局および他の NNI参加省庁が要求した会計年度 2006年と
2007年の NNI予算の一部分を構築するプログラム作成の入力として使用された。 

 
報告書 

この報告書は、各分科会グループによって作られた将来の研究開発に対するアイデ

アと提案を示している。第 2 章～7 章は、最先端の現状の概観、目標と諸課題、将来
の展望、未来のナノサイエンス研究のための提案を含んで、各分科会トピックスに特

有な技術チャレンジと研究の必要性を概説している。そして、重要技術の開発を加速

するために実現戦略を示唆している。 
付録には、ワークショップ会議事項、ワークショップ参加者および報告書貢献者リ

ストおよび用語集を含んでいる。 
 
ワークショップ・サマリー 

 
ナノ材料 

 
先端材料は、将来の米国経済の活性化の役目をすると同様に、多くの連邦省庁の目

標とミッションの実現に重大な役割を果たす。厳しい宇宙環境での信頼できるオペレ

ーションが長時間にわたり必要とされる NASAの探査や科学ミッションには、このこ
とは特に真実である。また、宇宙船の資源は制限されているので、高機能材料が重要

となる。特に、巨大な開口やソーラー・セイルのような未来の宇宙および航空システ

ムのためには軽量で低比重の材料が必要である。また、打上げロケットや人間の宇宙

居住船のために重量当たりの強度が高い材料が必要となる。 
 
10年間あるいはそれ以上続くミッションを成功裡に達成するために、宇宙船や宇宙

システムに使われている従来の材料は、性能に関して何桁も大幅に向上させる必要が

ある。この問題は現在の技術を使用して達成するのは困難なタスクである。強度(剛性
と強靭性)、感知/作動そして自己回復などを含む、多くの機能を持った材料を設計し開
発しかつ組み立てるために、新しい概念やアプローチが必要とされる。ナノサイエン

スとナノテクノロジーは、優れた性能を提供する新しい材料の作成や既存のものの向
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上に向けた有望な手段である。 
 
ナノ材料技術の最先端を前進させるために、研究者は以下のことをしなければなら

ない： 
(1) 材料やプロセス設計を導くための予測モデル／シミュレーションの開発、 
(2) 合成およびナノ－マクロ成長機構についての基本的理解の達成、 
(3) プロセス中で予定した特性を得るための物理的・化学的な外場の力の統合、 
(4) あらゆる長さスケールでの合成および製造工程を制御する能力の開発、 
(5) 最高品質のナノ材料の地球上そして他の惑星上での生産のための安価な方法の
作成、 

(6) 地球および他の惑星上で資源を効率的に使用するために、合成、プロセスおよび
評価方法の調整。 

 
ナノセンサーと計測 

 
既存の宇宙ミッションの能力を向上させて、この技術なしでは非常に困難か不可能

な新しいミッション構想を可能にするナノスケールセンサーおよび計測を開発するた

めに、学術界、政府および産業界の研究社会に費用を投資することは重要である。宇

宙開発でのナノセンサーの展望は、リモートセンシング、車両の健全性と性能、宇宙

生物学・地球化学の研究および有人宇宙飛行をカバーする。 
 
ナノスケールシステムの開発者は、材料、構造およびプロセスに関係してマイクロ

スケールで遭遇する多くに同じ問題に直面する。材料では、ユニークな特性を持った

薄膜や斬新な化合物が含まれる。構造では、材料の積層化だけでなく 3 次元形体のナ
ノ部品およびそれらの相互作用特性が存在する。プロセスでは、材料と構造が機能デ

バイスの構築で取り扱われる方法等がある。 
 
ナノスケールで支配する物理的・化学的法則についての全体的な理解は急速に進ん

でいるが、これらの基礎が完全に理解され、新しい法則が確立された時にのみ、ナノ

テクノロジーの全潜在能力が実現されるであろう。 
 
ナノスケールセンサーの開発および使用は、いくつかの問題を含んでいる： 
(1) 生産と精製、 
(2) 操作とコントロール、 
(3) リソグラフィー、 
(4) ナノ－マイクロ－マクロ統合化、 
(5) 毒性学、 
(6) 強健で信頼できる構成、 
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(7) 自己調整ネットワーク、 
(8) データ融合、等である。 
 
マイクロクラフト 

 
マイクロクラフトは、この報告書の目的からは、能動的あるいは受動的に環境中を

移動でき、環境を感知し、また人間の運転手と直接的にあるいは中継を介して通信で

きる、重量 100kg以下の宇宙船であると定義される。この定義には、サイズが微視的
な未来の宇宙船と同様に、従来の小型化された無人宇宙船も含まれている。連続的推

進力を持たずに環境中に受動的に浮いている宇宙船や大きな宇宙船から展開された軌

道衛星を含んで、マイクロクラフトのこの定義は、かなりの推進力を持った宇宙船に

制限されているわけではない。 
結果として、これらの宇宙船は、非常に小さい規模での推進装置が求める非常に高

いエネルギーコストを必ずしも克服する必要はない。通信の中継を可能とすることに

よって、長距離通信に関係する類似の非常に高いエネルギーコストは、これらの宇宙

船に対して厳しい拘束は課さないであろう。マイクロクラフトは、NASA の多くの宇
宙船、国防総省の無人の空中、地上あるいは水中用車両、気象観測気球、あるいは農

業用車両のように我々が今日使用している車両よりも 1,000 倍から 1 万倍も小さな
個々の重量や価格を持つであろう。 

 
ある場合には、ナノテクノロジー基盤センサーは十分な性能を維持したまま小型化

できるので、マイクロクラフトは、今日のシステムと同様に感知することができるで

あろう。 
撮像口径の様な他の場合では、物理的法則からの制限が常に制約となる。しかし、

マイクロクラフトは目標にはるかに接近出来るようになり、小さなカメラ口径でさえ、

より大きな従来のシステムと同等かそれ以上の解像度で画像を撮ることができる。 
 
マイクロクラフトの大群や群れは、恐らく感知するだけでなく、高強度ネット材を

展開させるような環境にも影響を与えることができる。多くの応用においは、マイク

ロクラフトは、車両質量が大規模に下がった時でさえ、同様な性能を維持することを

可能とする。しかしマイクロクラフトの実際の利益は、恐らく互いにまた操作・解析

の遠隔センターと通信することができる一群のマイクロクラフトの利用にあるであろ

う。 
 
マイクロ／ナノロボット 

 
このワークショップのセッションは、ロボットを構築し、プログラミングし、そし

て組織化し、とにかく実現可能な最小の装置へ縮小することに、ナノテクノロジーが
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どのように影響し、また影響されるかを探求した。 
 
このセッションの結論は、ナノロボットのロードマップであった。カール・チャペ

ックがロボットという言葉を造って以来、知的・自律ロボットの構想は描かれていた。 
ナノテクノロジーは、よりよい材料、高い出力密度を持った向上した電源、高度な

コンピューターおよびより良いセンサーを含み、ロボットの構築に対して新しい能力

を提供する。 
 

・より小さなロボットは大きなものより低価格で製造でき、タスクを新しい方法で解

決するために、小さなロボットの大きな集団を展開させる機会を提供すると考える

理由が存在する。 
・宇宙応用に特定したマイクロ／ナノロボットは、宇宙空間での検査、維持および修

理を可能にするかもしれない。 
・モバイルのマイクロロボットは、試料を回収し搭載解析を行うことにより惑星系で

死ぬまで探査することができる。 
・ロボット内部の小型装置はミッション中の宇宙飛行士の健康をモニターすることが

できる。 
・最後に、大規模並列マイクロ／ナノロボットによる宇宙空間内組み立てと構築、さ

らに、不測事態のための小規模の生産ロボット作業基地が、可能になるであろう。 
 
マイクロ／ナノロボットの三つの主要な問題は以下のとおりである: 
(1) 小型化、 
(2) 3次元組み立て、 
(3) 多数のマイクロ／ナノロボットのプログラミングおよび制御、がある。 
 
ナノ－マイクロ－マクロ統合化とナノ製造 

 
分子・原子レベルからの設計材料やデバイスへの能力を含んだナノテクノロジーは、

ナノスケールでの現象の先例がないアクセスを可能とする。ナノテクノロジーの素晴

らしさは、ナノテクノロジーが可能とする小さな自律システムが、太陽系を探査し、

月や火星への有人飛行のための方法を準備するような将来の様々な展望を引き起こす。 
 

・まず第一には、大きな性能の損失無しで斬新なナノスケールの能力を効率的に開発

し統合するためにマクロ規模のシステムの展開を必要とする。これらのシステムの

製作、組み立て、試験および特性評価のためのツールの包括的なセットを作り出す

必要がある。 
・さらに、システム開発者は、欠陥はナノスケール構造の大きな集まりには本質的で

あることを認識し、エラー許容設計の方法を繰り返し教え込むべきである。 
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・最後に、総合システムは、様々な困難な宇宙環境での露出で本質的に強健なだけで

なく、他の関連システムの突発事故を引起さないことにより、宇宙での信頼性保証

の厳格な基準を満足しなければならない。 
 
宇宙飛行士の健康管理 

 
宇宙飛行士の健康管理でのナノテクノロジーの究極の展望は、宇宙ミッションの形

態や持続時間にかかわらず、生活の質、人間の能力特性、および医療を地球上と同じ

ようにするように支援することである。これは、人間が宇宙において大規模で持続可

能な存在をするための展望である。 
 
ナノテクノロジーは 2つの主な理由でこの展望の具現者となる： 

・最初に、ナノテクノロジーの産物は、より良く強く軽く安価なパラダイムをもたらす、 
・また、次に、宇宙飛行士の健康管理に対する問題の多くは、ナノスケール現象に関

連させることができ、ナノテクノロジーによってもたらされる解決法と合致するに

ちがいない。ナノテクノロジーから利益を得る主要なミッション要素には、医薬へ

の対応策、自給的医療、環境管理、人的要因および放射線遮蔽等がある。 
 
宇宙飛行士の健康管理のためのナノテクノロジー応用には以下のことが要求され

る： 
(1) 宇宙飛行士に対する宇宙環境の影響の背景の基礎科学に関するよりよい理解、 
(2) エンジニア、科学者および臨床医を含む異なる分野の研究者間の学際的関係の促

進、 
(3) 経済的に実現可能な研究開発のための薬剤や装置の法的承認の代替経路、等がある。 
 
結 論 

 
ワークショップ参加者は、ナノスケール科学技術が多数の連邦機関の多くの

関心分野に影響を与え、以下のようなことをもたらす、と結論を下している: 
 
短期的～中期的(5－10年) 
 
・従来と比較して超強度で宇宙および航空システムに役立つ新しい軽量材料 
・新しい接着剤および熱保護材料 
・埋込み線量計のような放射線測定機能を持った耐放射線防護材料 
・新しい電子部品および高密度メモリーデバイス 
・超高感度で選択的なセンサーデバイス 
・車両や人間の健康管理のための新素材 
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　海外レポート992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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長期的(10年以上) 
 
・新しい無故障型の計算機および通信技術 
・自律探査マイクロクラフト 
・熱抵抗、放射線抵抗および衝撃抵抗を提供する多機能材料 
・エネルギーの生産、貯蔵および配送のための新しい方法 
・バイオテクノロジー、情報技術およびナノテクノロジー開発を活用する階層シス

テム 
・生体模倣材料合成のための環境に優しい方法 

 
 
( 出 典 ： Nanotechnology in Space Exploration: Report of the National 
nanotechnology Initiative Workshop, August 24-26, 2004, Palo Alto, CA 
http://www.nano.gov/nni_space_exploration_rpt.pdf ) 

 
 


