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【宇宙・航空特集】宇 宙 ナノテクノロジー 

 

宇宙開発のナノテクノロジー報告書－マイクロクラフト（米国） 
 

展 望 

マイクロクラフトの展望は、新しい輸送手段の設計、建設および運用の概念をナノ

テクノロジーが可能にするということである。劇的に価格を低減させるだけでなく、

従来の輸送手段の設計を使用して考えも及ばない方法で機能を拡張するであろう。1
つの応用には、探求中の現象のすべての空間的・時間的変異を評価するのに十分なデ

ータを収集するために環境全体にわたって配置された一群の輸送手段を形成すること

がある。 
 
例えば、地球の回りに浮ぶ単一の気象観測気球による地球の天候を監視することを

想像しよう。機器の記録の変化が、場所、時間あるいは、この 2 つの任意の組合せに
よる変異を表しているかどうかを知ることはできない。しかしながら、隣接局の密接

に関連した記録を提供するほどに大気中の全体にわたって配置された多くの気象観測

局はより正しいデータセットを提供するだろう。そしてその結果から正確なモデルを

構築する基盤を提供するだろう。 
 
言いかえれば、隣接した（空間と時間の）両方の記録が常に密に類似しているほど

に、十分に高密度なサンプリング配列を保証することによって、小さいが重要な局所

的現象を発見できずに検知ネットをすり抜けることはほとんどありそうもない。この

遍在的な検知は、大型の輸送手段では十分には手に負えないような、環境のモデル化、

予測および確証の度合いを高める。 
 
動的環境の時間空間の曖昧さの解決に加えて、一群のマイクロクラフトは個々の失

敗を許容することにより、向上した生存性や頑強性と同様に多重開口リモートセンシ

ングも提供することができる。更に、マイクロクラフトのそのような集合体は、輸送

手段の間の距離が波長に匹敵する場合に、有用なフェイズドアレー検知あるいは巨大

な等価開口による伝送を最終的に可能とすることができる。 
 
技術の現状 

マイクロクラフト開発の技術の現状は、以下のように要約することができる。実用

宇宙探査機は、およそ 1 kg程度の質量で打ち上げられている。ソジャーナー火星探索
機は、およそ 10 kgの質量で火星の一部を調査した。また、例えば Orbcomのような
商用通信衛星は 100kg以下の質量で利用可能である。これらのシステムは、十分に機
能可能なエネルギー、通信、熱制御および移動システムを持っている。 
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国防総省が最近展開し有効に使用しているマイクロクラフトには、前方の山の上から

の画像を送る手動発射式無人航空機(UAV：unmanned aerial vehicle)、Dragon Eye(約
2 kg)、また同様に、洞穴やトンネルの調査や疑わしい爆発物検査のための無人地上車両
(UGV：unmanned ground vehicle)、Pacbot(約 20 kg)、そして、資源探査の無人水中
車両(UUV：unmanned underwater vehicle)、REMUS(約 40 kg)などがある。研究社会
では、10～100 グラムの小さな UAV や UGV の試作機を持っている。現在の実用マイ
クロクラフトは、その基本運用に関してナノテクノロジーには依存していない。 

 
主要な問題 

 
障壁と解決策 

マイクロクラフト開発者が直面している大きな問題の 1 つは、そのような小さな輸
送手段のための適切な電力やエネルギーを提供することである。空気や水のような乱

れた流体を通って移動しなければならない輸送手段にとって、抵抗は表面積に比例す

る。しかし、蓄積エネルギーは輸送手段の体積に比例する。このことは、輸送手段が

燃料の再補給無し運転可能な時間である航続時間は輸送手段の長さにほぼ比例するこ

とを意味している。寸法をメータからセンチメートル規模に縮小することは、100 倍
だけ航続時間が短くなる。 

 
実際上、問題はこれよりもはるかに悪い。小さなバッテリーや発電装置は、現在、

大きな設備よりも比出力がはるかに低い。そのエネルギーやパワーレベルは、その質

量よりはるかに速く低下する、したがって、単位質量当りのエネルギーや単位質量当

りの電力は、利用可能な大きな装置と比較して非常に貧弱である。これらの小さな部

品のパッケージ部分や他の実際的な限界(しかし理論上ではない)は克服することがで
きるので、この問題はナノテクノロジーによって直接取り組めるであろう。 

 
この基本的なエネルギー相似性問題の解決策は、環境からエネルギーを取り入れる

ことである。例えば、太陽エネルギーは、輸送手段が受け取るパワーは表面積に比例

する特性を持っている、従って、エネルギーは大きさに関係せずに必要な流体抵抗パ

ワーに比例する。転がり抵抗が質量に比例する太陽動力供給の地上車輌は、小さくし

た時に実際に性能が増加する。取り入れることができる他の環境エネルギー源には、

温度や化学組成のなんらかの局所的不均衡あるいは流体間のねじれ等がある。 
 
パワー問題への代替解決策には、α粒子起電力による電力使用がある。ここで、太

陽電池に似た半導体を使用して、α粒子を放射する放射性同位元素の小さな小片によ

って電気が生成される。ナノテクノロジーによって、放射線照射によって急速には劣

化しないα粒子電池を作るという合理的な見通しがある。現在の技術による数ヵ月の

寿命と比較して 10年間の寿命は妥当性がある。さらに、あらゆる化学エネルギー貯蔵
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システムより何桁も大きな比エネルギーの大きさを持つ。 
 
ナノテクノロジーは、さらに、現在の 1 グラム当たり 1000 ジュールのバッテリー

の出力と比較して、おおよそ 10倍以上に化学バッテリーの比エネルギーを増加させる
合理的な見通しを提供する。例えば、大型エンジンによって消費される化学燃料のエ

ネルギーに近づく。 
 
マイクロクラフトを有効に利用するために、1 台の輸送手段当たりに数多くの人間

という考え方から人間 1 人当たりに数多くの輸送手段をという考え方への、現在のミ
ッション運用パラダイムを転換させる必要がある。これは、各輸送手段の計算能力を

高めることによってのみ可能である。質量と動力の項目の計算コストは、現在の大き

な輸送手段では小さな負担であるが、非常に小さな輸送手段では過度な負担である。 
 
ムーアの法則が商用エレクトロニクスをさらにナノテクノロジー領域に向かわせ続

けるとともに、記憶ビットあたりのエネルギー量が、5 年ごとに 1 桁の割合で理論的
限界の方へ向かい続けると期待することができる。同じ割合で各ビットの体積が下が

ると仮定すると、マイクロクラフトは、おおよそムーアの法則と同じ割合で質量と動

力が小型化すると予測することができる。 
 
したがって、5 年ごとにおよそ 3 倍の性能増加と質量減少を同時に期待することが

できる。10年間で、質量と性能の両方において 1桁の改善が期待される。これは、性
能が 10倍に増加する一方、コンピュータの質量比は、10年間での 100kgの輸送手段
のおよそ 3％から 1kgの輸送手段の約 30％までになることができることを意味する。 

 
通信はマイクロクラフトの別の重要な問題の分野である。大きな輸送手段は、デー

タを通常送信するよりはるかに速く収集することができるのが一般であるが、この影

響はマイクロクラフトではさらに大きくなる。他の条件が同じなら、画像センサーと

送信アンテナの両方とも、その開口面積に比例して制限されるデータ収集・伝送率を

持っている。しかしながら、もしパワーの経費が体積と共に減少する場合、収集した

データ当たりの送信データは、大きさの 3乗で下がる。 
 
この問題は、より高い周波数で通信することにより解決することができ、それはナ

ノテクノロジーによって可能であるだろう。あるいは、中央の中継点に情報を折り返

すために、お互いの間を短距離で通信するに必要なマイクロクラフトの高密度ネット

ワークを持つことにより可能になるかもしれない。 
 
マイクロクラフトの別の主要問題には熱制御がある。非常に小さな輸送手段の内部

を一定温度に維持するのはほとんど不可能で、大きな表面積対体積率のために周囲の
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温度とは異なっている。これは、言い換えると、絶縁体を利用可能な場所がないと同

様に、非常に短い熱的輸送距離にも結びつく。運行していない時に内部の温度を保と

うとする場合、輸送手段が運行している場合には廃熱の処理が困難になる。 
 
ナノテクノロジーは、非常に大きなまた小さな熱伝導性を持つ新しい材料の提供に

より、そして、熱制御用の軽量で信頼できる正確な制御スイッチやラジエーターの開

発を可能にすることによって、大きな貢献をすることが可能である。ナノテクノロジ

ーは、究極的に非常に大きな温度範囲で動作する部品を提供することができるので、

環境への持続的な結合を越えた熱制御は必要でない。 
 
テーブル 4.1 マイクロクラフトとマイクロクラフト群 

 
目標： 

－ 10年でおよそ 100倍また 20年で約 1000倍だけ宇宙船の質量を低下させる。 
－ 一方で、1キログラム当たり同コストで、約 100倍に搭載計算機の性能を増加。 
－ 現象に密な空間・時間サンプリングの 100～1000 台のマイクロクラフト群の
飛行。 

 
困難な問題： 

－ 技術の現状を 10倍以上のブレイクスルーにナノテクノロジーを利用する。 
－ エネルギー貯蔵や変換のための性能／質量比、より高い周波数の通信、極限環
境で動作するより良い導体、絶縁体および部品の熱制御、アクチュエータと姿

勢制御、および搭載計算機、それにより 1人の人間が 1000台の宇宙船を管理で
きる。 

 
宇宙システムへの価値： 

－ 分散型の強健なリモートセンシング。 
－ 地球を周回飛行する単一の気象観測気球による気象の把握に対して、地球、惑
星、また宇宙環境の正確なモデル化のための現象に同時で密なサンプリング。 

 
技術の現状： 

－ 商業衛星(例えば Orbcom) @ 40kg 
－ ソジャーナー火星探索機 @ 11.5kg 
－ 消耗型宇宙輸送システム機 Picosats(一種の MEMS) 0.27～1kg 
－ いろいろな 10～100gの研究所試作機。 
－ 検知、計算、通信および操作機能を持つ全てのもの。 
 
マイクロクラフトの最終の重要な挑戦領域は、可動性アクチュエータと検知器の領
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域にある。先に言及された電力要素と同じように、現在のアクチュエータと姿勢制御

の特定な能力は、非常に小型化した部品では急速に低下する。再び、これはパッケー

ジの部分と表面積対体積の影響であり、例えば、小さな体積に詰められた非常に大き

な表面積のナノポーラス材料を作成によって、ナノテクノロジーが克服できるであろ

う。 
 
ナノ構造化材料は、アクチュエータの使用に高定格と低消費電力で高い度合いの力

や曲げを提供するであろう。高い比推進力を持ったナノスケールの熱的ディジタル姿

勢制御が可能に思われる。ヤモリ足は、ジャングルや倒壊したビルディングなどを通

って、妨げられずに移動する小さな輸送手段を可能とするであろう。 
 
ナノ組み立ての電気的・磁気的装置は、小型モーター、イオン・エンジンおよびマ

イクロクラフトに必要とされる他の可動性部品にブレイクスルーとなる能力を提供す

るかもしれない。可動性のナノテクノロジー検知器は、慣性や位置の検知の新しい能

力を提供するであろう。 
 
目標と結論 

 
5 ―10年  
－ ここに記述されたマイクロクラフトの進歩を達成するための統一見解として
のロードマップは、最初のおよそ 5 年間を上に述べられた技術的問題を解決す
るために必要な構成部品の技術開発に集中することを求めている。 

－ 7年以内に、現在利用可能な宇宙船(約 100 kg)とほぼ同じ性能(しかし、より高
周波数で通信)を持つおよそ 1 kg の宇宙船を飛行させるためにいくつかの簡単
な仕事を組込むことは可能に違いない。 

－ 10年で、現在の約 100 kgの宇宙船 1台と等しい総費用で、約 1 kgの宇宙船
の小さな一群(およそ 100台)の飛行を実証する一方で、別の大きさ(約 100グラ
ム)にまでマイクロクラフトの重量を減らすことが可能であろう。この一群のマ
イクロクラフトは、置き換える一台の宇宙船の検知能力とデータ帯域幅の 100
倍を持つだけでなく、一群の相乗効果は、個々の宇宙船の範囲を完全に越える

時間的空間的な曖昧さを解決することを可能とする。 
 
10年以降 
－ 15年で、各々の質量が約 100グラムの、およそ 1000台の宇宙船の大規模群が
飛行することは可能に違いない。20年の年数で、コンピュータの質量がおよそ
2桁のオーダー分減少すると同時に、マイクロクラフト当たりの計算力は、現在
の宇宙船の計算力のおよそ 2桁以上に向上するに違いない。これは、30グラム
の計算機を組込む約 100 グラムの宇宙船が、今日の最高のラップトップコンピ
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ュータの性能の 100倍を持つことを意味する。複合処理とデータ圧縮が 10万台
の現在のコンピュータ能力となるので、これは、小さな人間チーム(恐らくたっ
た 1 人)によって 1000 台の一群のマイクロクラフトを制御することを可能にす
る。同様のロードマップは、同じスケジュールに沿ったおよそ同じ質量と宇宙

船群の寸法を持った UAV、UGV、UUVなどにも当てはまる。 
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