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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報告書－ナノ材料（米国） 
 
展 望 
 
宇宙飛行体製造に使用される信頼性と耐久性のある材料は、苛酷な宇宙環境での長

時間の探査ミッション成功のために重要である。将来の乗組員探査車両(CEV：Crew 
Exploration Vehicle)、居住船、マイクロクラフト、宇宙服ならびに他の宇宙システム
は、高性能スマート材料を使用して構築されるであろう。大きな機械的応力／負荷の

許容、車両状況の監視、さらに電力の貯蔵や送電を含んだ、いくつかの機能を提供す

る能力を持ったナノ材料が開発されるであろう。宇宙ミッションに特別に興味のある

ものは、推進剤低温タンクのための、強くて軽くそして低い透磁率の材料、また、宇

宙飛行体や生活環境構造用の微小隕石耐性を持つ高絶縁性放射線遮蔽材がある。 
 
個々の原子を掴んで置く構築法とは対照的に、車両や居住船用の自己回復構造部材から

耐障害性のセンサーや電子回路までに及ぶ無数のシステムを作成するために自己集合を使

用するアプローチを利用することができるであろう。一般的に自己集合は、超分子構造が、

元の構成材中にプログラムされた情報により生ずる、熱力学的に動作する自己調整プロセ

スとして定義されるであろう。超分子構造は、ダイナミックでかつ可逆的になるように、

また、時に自己回復といわれるエラー修正に対する組み込まれた能力を持つように設計す

ることができる。宇宙飛行士の船外活動(EVA)スーツは、放射線からの隔離と遮蔽を提供す
る一方で、適切な活動性と敏捷性を提供する軽量でフレキシブルな材料で作られるべきで

ある。 
 
広い作業温度の範囲を許容する非常に効率的で軽量な電力システムも、未来の探査ミッ

ションに不可欠な役割を果たすと想定されている。通信装置、科学機器、コンピュータお

よびロボットシステムのような宇宙ミッションの中心となる機器は、分子エレクトロニク

スに基づくであろう。軽量な携帯型の分析機器が、生物活動や化学組成に関する情報を提

供して、惑星の土壌や大気からのサンプルを分析するために使用される。この想定では、

データファイルに蓄積されたミッションの保存と暗号化は、高密度で軽量の記憶装置を使

用して可能になるであろう。ミッション中の乗組員の健康をモニタすることは、別の最優

先事項である。宇宙飛行士は、一滴の血液サンプルから疾病を引起す微生物を検知するこ

とができる携帯型の装置を使用するであろう。センサーに関する詳細な論議は、この報告

書の 3章で提供される。 
 
ナノサイエンスとナノテクノロジーが、従来の材料と比較して、向上した耐久性と

機能を持つ材料をもたらすと予想される。ナノ材料は、さらに、超高感度で選択的な

センサーの開発に重要な役割を果たすであろう。したがって、ナノ材料を設計し製造

する能力は、将来の長時間にわたる人間とロボットの探査ミッションを実施する方法
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を根本的に変更することであろう。 
 
 
技術の現状 

 
ナノ材料とナノ構造のユニークな特性は、ここ数年、材料科学者を刺激してきた。

ナノテクノロジーは、例えば衣服の耐水性や変色防止材料、メガネの光感応コーティ

ングや化粧品の紫外線防護などの既存の製品の性能向上のために既に使用されている。

ナノ材料は、どのようにして、そして、なぜ、宇宙ミッションの機能を向上させるか

に、手掛かりを与えるために、現在の技術的な現状に関する概略が提供される。 
 

バイオ模倣材料 
自己回復作用、感知作用および駆動機能を持ったセル階層構造の組み立てにおいて、

ハイブリッド材料が使用されるであろう。設計アプローチは、ナノウイスカー、ナノ

チューブ、ナノワイヤーおよびナノプレートのような一連の機能の統合を可能にする。

例として、粘土あるいは剥離グラファイトから作られた、強化ポリマー基質複合材料

が用いられるであろう。 
 
ミセルやコロイドシステムの自己集合特性の利用により、自己回復機能を持ったナ

ノ複合材料が開発できるかもしれない。さらに、自己集合は、複雑なナノ構造の廉価

な組み立てを可能にすることができ、実際のナノスケール組み立ての不可欠な要素で

ある。さらに、スマート機能を与えるために、材料中へ微小化したセンサーやアクチ

ュエーターを埋め込むことができるであろう。圧電気マイクロカンチレバーやナノチ

ューブ(例えば、BN/C および PbO・ZrO2・TiO2・[PZT])を埋込みアクチュエーター
として使用することができるであろう。 

 
自然の材料の持つ自己回復や自己集合のような特性は、新しい価値を材料設計の概念

にもたらす。これらの特色に基づいて、高速の微小隕石破片や弾丸のような物体の侵入

から、瞬間的に自己修復する機能の材料を設計することが可能かもしれない。この能力

は、探査ミッション中に、それほど人間の注意を必要としない宇宙飛行体、乗組員居住

船および他の宇宙システムの製作に関する手段を提供するだろう。このような自立材料

は、厳しい宇宙環境に対して適切なシェルターを、また、科学データ収集に関して配備

可能な構造を、宇宙飛行体に提供して利益をもたらすことが分かるであろう。 
 

エーロゲル 

エーロゲルのような低密度、高多孔質で低熱伝導の材料は様々な航空宇宙応用の魅力

的な材料である。しかしながら、航空宇宙部品でのエーロゲルの使用は、その弱い機械

的性質や低い耐久性により現在まで制限されてきた。さらに、従来のエーロゲルのプロ

セスは、超臨界流体乾燥の利用を必要とし、このことは製造コストを増加させ、部品サ

イズを制限する。これらの欠点のいくつかを克服するために、新しいポリマー・クロス

リンク・エーロゲルが、NASAグレン研究センターで開発された。これらの低密度エー
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ロゲル(<0.2g/cm3)は、従来のシリカエーロゲルより 300 倍の高い曲げ強度を持ってお
り、なおかつ熱伝導率が低い(<40mW/mK)。更に、これらの材料は、鋼の 10 倍のファ
イバー強化複合材料と等価な比圧縮強さを示している。これらのエーロゲルの密度およ

び熱伝導率は、同様な密度の従来のエーロゲルの 3倍であるが、最近の研究は、機械的
特性を維持して密度と熱伝導率を著しく低下させることが可能なことを示している。 

 
従来のエーロゲルは、真珠の首飾りを形作る脆弱なネックによって連結された個々

のシリカナノ球体からできている。各々のシリカナノビーズはペンダント水酸基を持

っている。NASA グレン研究センターでは、ナノ球体とネックのまわりに絶縁保護被
膜を作るために、有機モノマー(例えばイソシアネート)をこれらの水酸基に反応させて
いる。その結果、これらの新しいエーロゲルは溶剤蒸発中に崩壊せず、高価な超臨界

流体乾燥を利用せずにベンチトップで加工処理することができる。また、材料を柔軟

にするために新しいエーロゲル調合物も開発されている。更に、様々な金属酸化膜か

ら作られたポリマーエーロゲルと同様に、ポリイミド、エポキシ樹脂およびポリスチ

レン・クロスリンク・シリカエアロゲルを作成するために化学修飾が行われている。

潜在的な応用は、推進剤低温タンクおよび EVAスーツ用の熱絶縁材料を含んでいる。 
 

未来参入型車両関連材料 

NASA 宇宙開発計画は、月に続いて火星から、宇宙飛行士を帰還させるために地球
大気圏突入機能を含む乗組員探査飛行体(CEV：Crew Exploration Vehicle)の開発に関
係している。これらのミッションにおいて、CEV再突入加熱速度は、スペースシャト
ルの翼先端よりも 10～40倍も厳しい。将来の NASA 探査ミッションは長時間になる。
その結果、放射線および微小隕石や軌道上の破片(MMOD)への長時間露出に曝される。
このことは、次には、宇宙飛行体の損傷や人間の安全性の危険性を増加させる。この

ような暴露は飛行時間と直線的に増加するので、宇宙飛行体用の丈夫で耐久性のある

材料を開発する緊急の必要性がある。ナノテクノロジーの進歩は、一つ一つのどれも

が潜在的に破滅的になりえるこれらの脅威の 3 つすべてに対して、質量の減少を通し
てミッションの安全性と能力を向上させることができる、単一の遮蔽体開発のための

新しい概念に結びついた。 
 
ナノ材料を、熱、放射線、衝撃保護遮蔽体(TRIPS)に使用するための 1 つの概念が

NASA エームズ研究センターで開発された。もし熱遮蔽体を構成する材料を賢く選べ
ば、極度の空気熱力学加熱から飛行体を保護する CEV耐熱構造(TPS)は、さらに放射
線防護を提供する。高密度の水素とカーボンを持った材料は、放射線遮蔽に対するよ

い候補である。(例えば、高速宇宙線や太陽事象の粒子との衝突プロセスの間に作られ
る 2次放射線が少ないので、ポリエチレンは放射線遮蔽設計に対する選択材料になる) 

 
解析は、CEV TPSのための高密度カーボンフェノールの使用は、火星探査ミッショ

ンの宇宙空間での典型的な往復時間である数年間の間に必要とされる適切な熱保護と、

同様に、同時に 50～70パーセントの放射線遮蔽を提供することができることを示唆し
ている。TRIPSは、その発端は既存の高密度のカーボンフェノール(ガリレオ突入プロ
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ーブ断熱材 )やスターダスト帰還カプセルで飛行した石炭酸添着炭アブレーター
(PICA)に基づいた中密度材料である炭素質の使い捨てアブレーター材料を一体化する
だろう。TRIPS 材料は、さらに水素化カーボンナノチューブ(CNT)を統合して、放射
線遮蔽を加える。CNTの導入は、TPS領域を横切るホットスポットや CEV上の吸熱
器への受動ヒート・パイプの役割をすることにより、軽量 TPS に導くことができる。
柔軟な宇宙居住船のために開発されたものに類似した組み込み MMOD シールドの使
用によって、3 番目のシールド機能を実施することができるであろう。ここで、遮蔽
構造の固いセラミック外部ケーシングは、MMOD打撃を分散させる役目をする。 

 
 
主要な挑戦 

 
障壁と解決策 
ナノテクノロジーの現在の状況から、一般に、技術準備レベル(TRL：Technology 

Readiness Level )TRL 1 2(現象の発見)、TRL 4 5(模擬宇宙環境での装置の実証)、TRL 
7 8(ミッションへの組み入れ)へと進展させるために何が行われなければならないか。 

 
制御された純度、寸法、特性を持つ、様々なナノ材料(例えばナノチューブ、ナノワイ

ヤー、量子ドット、ナノ粒子、自己集合材料)を生産する大量生産方法が開発されなけれ
ばならない。ナノ材料の純度や特性に整合性が無い場合、ナノ構造の有用性を評価し、

実現することはできない。更に、興味ある特性がナノスケールにおいて生ずる場合、多

くの応用では、そのような特性が大きな空間構造規模での性能に根本的な変更をもたら

すことを要求する。ナノ材料は、ナノメートル寸法の装置から何 100平方メートルの広
大な面積の光学アレイあるいはアンテナまでの多様な範囲の部品製作を可能にする

様々な長さスケールで、制御された形状と構造で生産を可能にしなければならない。 
 
探査ミッションは、他の惑星で利用可能な資源(原料ならびにエネルギー)を使用して

種々様々のナノ材料を生産する能力を要求する。他の惑星の厳しい作業環境内でその

ようなナノ材料を生産するためには、生産条件についての完全な理解は、より優しい

地球環境で最初に必要である。最後に、これらの材料は、打ち上げからミッション完

了まで宇宙飛行の厳しさに耐えることができなければならない。宇宙ミッションで使

用される材料は、過酷な環境を経験する。(例えば極端な温度、放射線、熱サイクル、
腐食性/反応性雰囲気)先端材料の耐久性と性能に関するこれらの条件の個体効果およ
び相乗効果は、これらの重要なミッション応用に対する重大な関心事である。 

 
ナノテクノロジーの進歩がこれらの要求に取り組むために順調に進展する一方、将

来の宇宙ミッションでナノ材料使用の完全な実現を困難にしている以下の 2 つの問題
が存在する。 

 
－ ナノからマクロ規模まで機能材料を信頼できる一貫した方法での合成と組み立て
の制御。 
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－ ナノテクノロジー基盤の材料、装置およびシステムを利用して、10 年以上の長期
間の人間およびロボット探査ミッションを、信頼性を持って実施できることの実証。 

 
 
技術的障壁 

 
ナノ材料の大量生産 
ナノ材料の開発、既存の機能の実現、最後にその製造は、難問の多い課題である。

上に述べた難問に対応するために、材料合成と組み立ての制御および整合性の程度に

関して多くの研究が必要である。ナノ材料開発はまだその初期段階にあり、その結果、

ナノ材料の合成、組み立ておよび加工の制御はいまだ難問である。 
 
大量のナノ材料を生産するための障害は、ナノスケールからマイクロ、マクロスケール

までの、構造の成長を支配するメカニズムについての理解と制御の欠如である。階層的マ

ルチスケールアプローチは、これらの成長過程をモデル化し模擬するために必要である。 
それにより生じたモデルは、形状、構造、そして最終的に特性や耐久性に関する加

工処理手法の変化の影響を予測することができるであろう。ナノ材料の整列および加

工に対する電気的あるいは磁気的な外力の影響についてのよりよい理解が、制御され

た構造や形状を生むために必要である。例えば、カーボンナノチューブ製作のための

最も精巧な生産手順さえ、1週間当たり 100グラム以下の純粋な材料しか産出しない。 
 

高純度で一様なナノ材料の生産：その場特性評価 

ナノ材料の生産に関する重要な問題はその品質評価である。これは、製造工程と互

換性をもつ信頼できてコスト効率の良い分析的な手順の開発を必要とする。そのよう

な手順は、その場での材料の挙動を完全に分析することができる新しい装置一式、ナ

ノメートル規模の解像度で試料を操作し、位置決めし、かつ精査するツール、そして、

マイクロ／マクロ規模の試料と原子スケールでの挙動とを関連させる、包括的な理論

的理解などを含む多面的なアプローチを必要とする。 
 
高度な特性評価ツールは、ナノ材料の成長と特性をその場モニタし、また、その特

性およびマイクロ／ナノ構造を非破壊的に評価するために必要とする。主要な目標は、

信頼できる多量のデータを提供する一方で、機器の配列、試料調製、較正および測定

にかかる時間を最小化することである。この目標を達成するために、ツールがプロセ

スでの生成物を破壊せずに、その場で機能するように機器の設計を変更しなければな

らない。例えば、多くのナノスケールデバイスは多数の薄膜層を含み、埋め込まれた

界面での特性測定は重要である。これらの材料については、実時間の非破壊アプロー

チのその場特性評価が理想的である。しかしながら、試料の微小領域について非常に

正確な位置精度で重要な情報を提供する様な、ユーザーに被測定物を調べる機会を与

えるためには、さらに空間分解能に取り組まなければならない。 
 
最後に、効率的な生産環境を確保するために管理レベルでの意思決定過程が合理化さ
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れる必要がある。この問題を説明すれば、カーボンナノチューブの合成は、寸法および

例えば直径、長さ、キラリティ、ねじれなどの化学組成の項目から、広範囲の異なるナ

ノシリンダーを産出し、その結果、広範囲の電子的・物理的特性をもたらしている。従

って、特定の特性の構造をモニタし選択するために信頼できる精査が必要である。 
 

ナノ材料の安定性と耐久性 

材料の耐久性は全ての宇宙ミッションの重大案件である。これらのミッションを支援

する用途に使用される材料は、極端な温度から異なるタイプの放射線や腐食性の惑星大

気圏まで、種々様々の脅威に耐えなければならない。ナノ材料の他の応用と異なり、宇

宙探査ミッションで使用される材料は、信頼性を持って機能し、継続的な修理や置換の

必要なしで、長い年月(数 10年間さえも)これらの脅威から存続しなければならない。 
 
先端材料の長期間の耐久性や機能に関するこれらの脅威の個々の影響の詳細な理解

は、宇宙探査ミッションでの実際的使用にとって必要不可欠である。例えば放射線損

傷や熱サイクルのような、これらの脅威の 2 つ以上の相乗効果も調査しなければなら
ない。加速試験方法と解析的モデルは、新材料の選別だけでなく、これらの材料の有

効な実用寿命を決定する予測手段として開発されなければならない。材料の品位、耐

久性および機能への、これらの環境暴露の影響を最小化するための保護機構を開発し

なければならない。ミッションの資源および修理の機会は制限されているので、自己

診断と自己回復能力を持った材料が開発されなければならない。 
 

解決策 

1. 上にリストされた最初の 2 つの障壁に関して、適切な NNI メンバー、全米科学財
団、NASA 大学研究教育工学研究所(URETI)および産業界を含むパートナーシップの
展開により、共同取り組みに再び焦点を合わせて拡大する。NNIパートナーは、NASA、
国立標準技術研究所(NIST)、DOEおよび国防総省を含むであろう。 

 
実験と理論の間の相乗作用は、ナノ－マクロの合成および組み立ての障壁を打ち破

るのに重要で、さらに先に特定した寿命予測ツールや技術開発の鍵である。さらに、

他のところで言及されるように、生物科学からの専門家との協力は有益である。これ

は、自己回復ナノ構造を作成する方法を自然から学習することについて、上に引用さ

れた例によって明白に例証されている。 
 

2. 主として NASA、国防総省および DOE(原子力施設)の問題の存在に加え、放射線の
影響は、今日でさえ、ラップトップコンピュータのような商用電子機器でさえ重要で

ある。ナノ材料への放射線の影響を観察する今日までの小さな取り組みは、増さなけ

ればならないし、既存の NASAや国防総省の施設でより強く取り組まれるべきである。
エレクトロニクス領域では、特徴サイズがナノスケールへ縮小するとともに、これら

の影響はより重要になるであろう。ナノテクノ基盤のコンピュータやメモリーに関す

る放射線の影響に取り組む新しい NASA/国防総省/エレクトロニクス産業の協力は、解
決策の開発を促進することができる。 
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プログラム上の障壁 

 
ナノテクノ基盤製品の開発は、参加する連邦機関の間のハイレベルの専門技術と統

合を必要とする。それは持続した資金源を要求する。次に、宇宙ミッションの様々な

機能への、既存の宇宙規格材料の代りに新しいナノ材料の採用は、スケジュール遅れ

や予算超過のリスクをもたらすかもしれない。 
 

解決策 
政府や民間部門からの持続的な資金源は、研究開発を進めるために必要である。さ

らに、研究プログラムは特定問題の解決に集中し目標とする必要がある。目標および

合理的なスケジュールの形で連邦のミッションニーズや利益を明瞭に表現しなければ

ならず、マイルストーンが達成出来るように、予算を割付ける必要がある。系統的な

計画に先立って、宇宙ミッションへのナノテクノロジーの重要性を識別する必要があ

る。その目的のために、以下のステップが示唆される。 
 

1. 最近完了した可能性評価に加えて、NASAの将来性ロードマップを公式化するため、
科学と探査ミッションへのナノテクノロジーの効果を理解するためのシステム分析が

現在行われている。そのような解析は、研究および宇宙飛行センターの両方のナノテ

クノロジーの専門家の参加を持った機関レベルでの広範囲なミッションを横断して行

われるべきである。 
その後、投資への見返りの事実に基づいた評価は、近い将来や遠い将来の予算割当

の管理を導くために使用することができる。連邦機関は、共通の興味を共有する選ば

れた産業界関係企業との戦略的パートナーシップ展開に向けて、ナノテクノロジーへ

の投資のてこ入れにより、資金提供基盤を増すことを試みるべきである。 
 

2. 宇宙ミッションへの未来技術の採用は常に問題だった。上に言及されるように、こ
の問題の解決策に向けての最初のステップは完全なシステム分析を必要としている。

次に、実験の結果を最大限にする一方で、コストを最小化するためにすべての利用可

能な打ち上げの機会を活用するべきである。 
このよい例は、NASAエームズ/ゴダードプロジェクトでの米海軍デルタロケットのフライ
ト中のナノセンサー利用である。さらに、機関は、宇宙ミッションの様々な側面でのナノテ

クノロジーの有用性および従来技術に対する利点に関して、プロジェクト管理者や上位機関

へ定期的で簡潔な説明が必要である。システム分析による、持続的な連絡や実証は、ナノテ

クノロジー基盤材料を装備した最初の宇宙飛行の達成に向けた重要なステップである。 
 
 
目 標 

 
短期的～中期的(5－10年) 
－ ナノ材料の設計および加工のためのモデルの開発 
多重スケールの物理基盤モデルが、ナノ構造の成長と構築に関する加工条件や材料

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

65  

組成の影響を予測しシミュレートするために開発され、使用されるであろう。シミュ

レーションと予測ツールは、現在、カーボンナノチューブおよびポリマー－クレイ・

ナノ複合材料の加工のために開発されている。これらの新しいツールは、数マイクロ

メータからマクロ構造までの広範囲の長さスケールをカバーする構造のシミュレーシ

ョンを可能にするであろう。 
 

－ 界面化学の開発 
ナノ材料とバルク材料(基質)の間の界面結合形成を安定化させる化学が開発される。

現在の取り組みは、CNT、エーロゲルおよび粘土を機能化することを含んでいる。強
く安定な界面を提供するために、加工処理法が最適化される。 

 
－ より良い CNTナノ複合材料の開発 
この推進領域は、(1) 乗組員居住船(柔軟なナノ複合材料)および宇宙服(ファイバーと

織物)のような応用に適合させた CNT ナノ複合材料の加工法の開発、(2) CNT ナノ複
合材料のスケールアップ製造と材料の検証、そして、(3) 炭化ケイ素ナノチューブ
(SiCNTs)の開発に注目している。炭化ケイ素は、1000℃を超過する温度で安定なこと
が判っている。カーボンは 600℃で制限される。したがって、SiCNTナノ複合材料は、
高温環境(例えば極端な宇宙・惑星環境)で耐えることが出来る見込みがある。 

 
－ 生物模倣材料の開発 

NASA は、細胞膜、骨格、真珠、スパイダー・シルクなどを含み、これらに限定しない、
自然の現象や材料を調査することを目指した現在の取り組みを継続することを計画している。

その目標は、斬新な生物材料を発見し、好ましい特性(例えば、高強度、強靭性、自己集合性
および自己回復性)を模倣し、最後に、新しい生物模倣ナノ材料を作成することである。 

 
－ ナノ材料設計のための高スループット方法論の開発 
医薬品工業は、薬剤候補の探索で、組み合わせ化学と多量の予備分子の大量処理選

別を使用する。ナノ材料の合理的設計の探索では、種々様々の候補ナノ材料を生成す

るために類似した組合せ手法が開発され、大量処理選別がその後に続くであろう。十

分に開発された試験手順は、実験が多重スケール設計とシミュレーションに合わせて

行われる化学分析と検証の段階を統合する。材料のための合理的設計の方法論は、や

や新しい概念であるが、既に有望な結果を示し始めている。 
 

－ 材料欠陥を予測し検知するツールの開発 
前節で言及されたように、材料耐久性は関心事であり、したがって宇宙研究取り組み内

の優先順位の高い事項である。欠陥検出と寿命予測の方法は、従来材料のためには存在す

る。しかしながらそれらは極端(苛酷)な環境条件には必ずしも適用可能だとは限らない。
極端な温度、放射線、ダスト摩滅および化学薬品のような厳しい条件を考慮した、材料安

定性および耐久性を評価するための新しいツールと試験手順が開発される必要がある。開

発と試験は、現在の試験手順の改良により次の 5年以内に完成することができる。今後(5
年以降)、これらの方法は、異なった危険な状況に同時に対応するためにさらに向上する
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だろう。さらに、現在のものはナノスケールの欠陥と安定性を検知する能力を持たないか

もしれないので、新しく開発されるツールと方法はナノ材料に適応させる必要がある。 
 

－ ナノ－マクロ構造の成長を管理するメカニズムに関する基本的理解の開発 
技術の現状の節で概略された取り組みが進歩すると期待することは合理的で、次の 10

年以内に、ナノ材料成長過程についての十分な理解に到達するであろう。この向上した理

解は、広範囲の長さスケールのナノ構造の合成と成長を制御する方法の識別を可能とする。 
 

－ 加工と合成の間にナノ材料を評価する実時間法の開発 

特性評価ツールは、ナノ構造と形状の精密な制御を持った加工方法の開発に重要である。

これらのツールは、製造工程に影響を与えることができるように、実時間の化学・構造分

析を提供することができなければならない。NASA、NISTおよび他の連邦機関によって支
援された進行中の研究は、次の10年以内に、これらの方法の開発をもたらすことができる。 

 
－ 損傷許容性と感知特性を持った生物模倣の自己修復可能材料の開発 
－ コンピューティングと発電用量子素子の開発 

 
長期的(10年以上) 
－ 全ての長さスケールでの材料合成と成長に関与する物理的・化学的な力を操作する
方法の開発 
加工条件(温度、圧力、流量、化学組成)の変更によるナノ材料の成長メカニズムの取

り扱いは、ナノ材料の合成および成長での化学反応を調節するために日常的に用いら

れる。ナノ構造と形状開発の一層の制御を提供するために、ある研究は、外部印可場(例
えば磁界)の使用に注目してきた。しかしながら、希望の寸法、構造および特性を持っ
た、様々なナノ材料を製造する化学と加工ツールキットを開発するために、この分野

での一層の研究が必要である。 
ナノ材料の加工中の、化学的、物理的そして外部的な力の完全な統合は、飛行船や

居住施設のための大規模構造を作るために必要である。この統合能力は、ナノ材料の

成長とナノ構造開発のためのメカニズムの理解と化学プロセスの実時間監視のための

高度な特性評価技術の利用、およびこれらの材料の合成および加工でのナノ構造の開

発におけるこれまでの成功に基礎を置くことにより開発することができる。 
 

－ 地球圏外の資源を使用して、高品質ナノ材料を生産し、かつ、合成、加工および評
価する方法を宇宙の条件に適応させる方法の開発 

 
－ 与えられた惑星や宇宙で、ナノ材料の合成および加工のために利用可能な資源(原
料、電力など)の利用 
これは、探査ミッションにおいて極めて必要とされる。その場の資源利用のための

現在の取り組みは、従来の材料の合成および生産に注目してきた。これらの方法は、

ナノ材料の生産での利用を最適にするための付加的な作業を必要とする。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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－ 宇宙および地球上での応用の多機能自己回復材料のための技術の導入 
－ バイオナノバッテリーのようなバイオ模倣電源の開発 
 

結 論 
 
ナノ材料は、過酷な環境ならびに資源が厳しく限られた用途(質量、電力、容積など)

での機能する顕著な能力のために、大幅に拡大した能力と低価格性により将来の宇宙

ミッションの可能性をもたらすであろう。 
 
例えば、電力を供給しかつ統合健全管理システム(ISHM)サブシステムに材料の状況

について絶えず報告する、高強度で超軽量な機能材料(例えば機械的歪み/応力許容性)
で作られた宇宙船構造体の構想を描くことができる。 

 
各々の ISHM センサーは、強力な集中化コンピューティング能力を持つであろう。

その一方の、それらが通信する中央処理装置は、今日の最大の地上基地コンピュータ

と同等の論理/記憶性能を持つであろう。ISHMセンサーとエレクトロニクスは、その
強力な能力をナノ材料の開発に負うであろう。 

 
人間とロボットの宇宙探査機は、深宇宙ミッションに関連した多重脅威(大気突入加

熱、放射線被曝および流星塵/軌道上破片との衝突)に対して財産や乗組員を保護するた
めに、現在使われている材料の何分の一かの質量で、軽量な、多機能の、ナノ材料に

基づいた遮蔽で覆われるであろう。 
 
スマートなナノ材料は、宇宙飛行士居住船や宇宙服(向上した運動性と機敏性を含む)

のために類似した安全な利点を提供する。さらに、ナノ材料は、水素ガスのような最

も漏れやすい反応物に対する推進剤低温タンクに例外的に有効な密封材料を提供する。

最後に、ナノ材料は、宇宙の極端な温度で完璧に作動し、拡大した電力出力と密度を

持った電力システムの作製を可能にする。 
 
展望は、多くの材料応用にわたってナノテクノロジーの可能性を実現することであ

る。その利点は、マイクロスケールへの電子機器の小型化や炭素繊維合成の開発を含

み、これまでに使用された材料に一致し追い越すことである。 
 
この展望実現の鍵は、政府と学術界および産業界の間の強いパートナーシップにある。

成功をもたらすパートナーシップは、物理学、化学、生物学、材料科学および工学のよう

な多様な専門分野を横切った背景を持つ熟練した実験家や理論家からなる高度の学際チ

ームの形成を必要とする。新しい技術開発に平行して、ミッション管理者は、ミッション

の必要性に対する洞察力を提供するために、これらの学際チームに含まれる必要がある。 
 

(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 )


