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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／ナノ・ロボット（米国） 
 
展 望 
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が

描かれてきた。ナノテクノロジーは、より良い材料、より高い出力密度を持つ向上した電

源、高度なコンピュータおよびより良いセンサー等により、ロボット構築に対して新しい

能力を提供する。小さなロボットは大きなものより低価格で製造でき、問題を解決するた

めの新しい方法として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。 
 
宇宙応用に特定すれば、マイクロ／ナノ・ロボットは、乗員探査船、宇宙ステーシ

ョン、ハッブル望遠鏡および衛星などの宇宙内やまた惑星での検査、維持および修理

を可能にするであろう。可動性のマイクロ／ナノ・ロボットは、惑星上で生命を探索

し、試料を回収し、搭載解析を行う。宇宙船内部の小型装置は、宇宙ミッション中に

宇宙飛行士の健康をモニターすることができる。最後に、不測の必要性のために大量

の並列マイクロ／ナノ・ロボットや小型の生産ロボットワークステーションを使った

宇宙内組み立てや構築を可能とする。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットは広範囲の潜在的な分野で応用することができるであろう。

一般に医療は、特に、人体内の診断、ドラッグデリバリーおよび外科のような領域で、

小型の医学マイクロ／ナノ・ロボットの使用により大きな利益が得られる。この能力は

医学に重要な影響力をもたらす。有毒物質、化学薬品、病原体、核物質などを検知する

環境モニタリングは、飛行、登攀、泳ぎ、水上歩行、徒歩などの可動性小型マイクロ／

ナノ・ロボットによって可能となる。このようなロボットは、セキュリティ目的の監視

に、また災害時の捜索救難活動のためにも使用することができるであろう。 
 
更に、可動性の自己再構成が可能な小型ロボットは、新しい、強健・柔軟で、多様

な、ディスプレイ、検知セット、構築・製造システムなどを可能にするかもしれない。

マイクロ／ナノ把持部を持った大型ロボットは、ナノスケール材料の摩擦、機械的、

粘着性および生化学特性を正確に評価するために、また、新しい電子的、光学的、生

化学的ナノ装置を試作するために、科学的ツールとして使用することができるであろ

う。大量の並列ナノマシンは、高密度データ記憶装置、マイクロ／ナノ製造およびマ

イクロ／ナノ組み立てシステムを可能にするであろう。 
 
動機と定義 
巨視的規模のロボットは、反復や綿密な製作、危険物の取り扱い、遠隔操作、ある

いは高速現象や非常に遅い現象さらには人間が注意を払うには非常にまれにしか起き
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ない現象のモニタリングのために構築される。そのようなロボットは、仕事の領域の

大きさに合わせられる。そして、一般的に動力は配電盤か大きなバッテリーによって

供給される。良い部品で作られた小さなロボットは、安価であり、より遍在し、また、

もしうまくプログラムできれば、大きなロボットよりも集団的により多様性を持つ。 
 
小型ロボットを説明する用語についての合意は現在のところ困難である。ある人々は外

形寸法によって装置を分類するし、またある人は最小の部品寸法で、そして他の人はロボ

ットが作用する大きさによっている。この報告書では、寸法の定義は以下のとおりである。 
 
－  メソロボットは 100mm の外形寸法を持ったものである－  ミリロボットは

10mm 以内、－ マイクロロボットは 1mm 以下、そして、ナノ・ロボットは

0.1mm以下の外形寸法を持ったものである。 
 
部分の寸法はこれらの大きさに応じて変わる。しかし、単にいくつかのナノスケー

ル部品を持つというだけの理由で、100mmの箱をナノ・ロボットと呼ぶことは適切に
は思えない。 

 
マイクロやナノ・ロボットは、明らかにそれら自身に動力供給する新しい方法、新

しい操作機構および新しい制御技術を必要とする。ナノテクノロジーは、これらの問

題を解決する新しいツールを提供する。また、ナノ・ロボットは、制御可能な方法で

ナノの世界に達して対話することを可能にすることにより、ナノテクノロジーの開発

を助けることができる。 
 
ロボットは、管制型ロボットと自律型ロボットに大きく分割することができる。管

制型ロボットは、マクロからナノスケールにまでに及ぶ部品を持ち、外部コンピュー

タの管理の下で操作および製作を行う。また、必要とするの電力は配電網から得る。

自律型ロボットは、その動力、操作、計算、検知および通信を自分で運ばなければな

らない。その離れ業はバクテリアのような生物学的存在には普通であるが、微小寸法

の人為的な装置では実証されていない。 
 
多くの困難な問題があり、これらの動力や操作などの各々の技術を個々に開発する

ことに大きな商機が存在する。ナノ・ロボットと呼ぶことができるパッケージへすべ

てを持ち込むことや、共同で働くために多数のナノ・ロボットを統合することは、現

状の技術をいまだ超えている。しかしながら、そのようなロボットは、医療、監視お

よび宇宙基地製作に無限の有用性を持つことができる。 
 
米国の研究者は、かつて製造用の巨視的規模の管制型ロボットで世界をリードして

いた。しかし、リーダーシップは明白に日本へ移行されている。アイロボットアール
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社(iRobotR)のような米国企業、サンディア国立研究所のような連邦政府研究所、およ
びカーネギーメロン大学のような学術的機関が、今日、自律ロボットで恐らく先頭に

いる。しかし、米国は独りよがりするべきではない。ブレイクスルーは研究所から市

場へ素早く移行されることが重要である。その結果、研究によって作られる経済的価

値は、次世代の革新へ持ち込まれフィードバックされるであろう。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットの基本的な特性を以下のように要約することができる。 
－ 新しい物理や機構を含む動作。 
－ 現在より、小型、高速、軽量、安価なロボット。 
－ 狭い空間や小さな寸法への直接アクセスを提供。 
－ 大量の展開が可能で、また広域分散が可能。 
－ 人間の大きさの対象との相互作用では多重長さスケールシステムの統合が必要

(マクロ／マイクロ／ナノ／分子)。 
－ 設計バイオナノシステムの開発に、マイクロ／ナノスケールでの生物システム模
倣や生物システム統合が可能。 

－ 学際的な研究は設計・構築・制御に不可欠。 
 
技術の現状 
現在のマイクロ／ナノ・ロボットシステムは、2 つの基本的なカテゴリーにグルー

プ化することができる。数センチメートルまでの外形寸法の小型可動性ロボット、そ

して、ナノスケールで操作することができる管制型ロボット装置である。多くのグル

ープが、歩行、飛行、泳ぎ、登攀そして回転することができるセンチメートル寸法の

自律型可動性マイクロロボットを実証している。 
 
最先端技術のシリコン微細加工技術を使用して、太陽電池、静電アクチュエータ、

ポリシリコンおよび炭化ケイ素(SiC)の関節や継手、CMOS基盤の運転、通信そして制
御エレクトロニクスを持った歩行ロボットは、1cm3の歩行ロボットや飛行ロボットへ

統合することができる[1：出典：巻末参照（以下同様）]。 
 
人体内部の消化管の内視鏡検査用にバッテリーと無線通信ユニットを持った小型の

CMOS基盤カメラが、直径 1cmで長さ 2cmのマイクロカプセルへ統合されている[2]。
これらの受動センサー・カプセルは市販されている。しかしながら、これらの受動カ

プセルを能動的なロボット・カプセルへ改良することは未解決の難問である。 
 
サイズが 25cm の自己再構成可能小型ロボット[3]が、構成を簡単に変更することに

より、運動形式でクモ、蛇、車などに、およそ 10台のロボットユニットでの分散共同
制御を実証するために構築されている [3、4]。 
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化学的動力供給の可動性部品を使用して、非常に小さなマイクロ・ロボットを構築

することは、有望な方向である。プロペラ／べん毛を回転させたり、あるいは平面上

でロボット本体を周期運動で歩かせたりするために、ATPまたはブドウ糖を使用して、
バイオモーターや心筋細胞が駆動されている[5]。 

 
走査プローブ顕微鏡(SPM)は、1990年代の初めに原子、分子およびナノスケール物

体を操作する重要なロボットシステムになった。研究者は、構造を構築するために、2
次元表面で原子や分子を、つかみ、置き、あるいは単に押すために、電気パルスや物

理的接触を使用した。 
 
原子間力顕微鏡(AFM)プローブは、操作中のその場で力の検知を行いながら広範囲

のナノ材料を画像化し操作する能力により、現在最も一般的なナノ・マニピュレータ

ーである。AFMプローブを使用して、ナノ粒子、カーボンナノチューブ、ナノワイヤ
ー、ナノ結晶、タンパク質、DNA、RNA、ウイルス、バクテリア、細胞などを、押し
たり、引いたり、切断したり、曲げたり、ギザギザにしたり、ねじり、接合し、変形

したり出来る。 
 
更に、光学的ピンセット、誘電泳動や電気泳動マニピュレーターおよび磁気ピンセ

ットは、その小さな非接触相互作用力により、一般的に生体試料の物体を操作するた

めに使用することができる。これらの操作能力は、ナノ装置の試作やナノ材料の評価

に斬新な方法を可能とする。これらの顕微鏡のバーチャル・リアリティー基盤のユー

ザー・インターフェースが、ユーザフレンドリーで直観的なナノスケール操作や画像

化のために開発されている[6]。 
 
2 次元や 3 次元の超小形組立システムは、微小な部品や細胞を操作するために使用

されている。遺伝子注入マニピュレーターやマイクロ／ナノ・マニピュレーター[7]は、
これらの高精度操作システムの数多くの工業的応用を示している。 

 
SPMに基づいたナノ装置の商業応用として、ヤスデと呼ばれる何千もの AFMプロ

ーブが、ナノドットをポリマー表面上でギザギザにし消去する技術を使用して、高密

度データ記憶装置応用のために IBM によって試作された[8]。さらに、ディプペン・
ナノリソグラフィー(DPN)によってナノメートル寸法の精度で表面の線や点を描くた
めに、何千もの AFMプローブより構成される配列が使用されている[9]。 

 
ナノテクノロジーの有益な開発 
恐らく充分な動力はどのような寸法の自律ロボットでも重要問題である。自然は、

ブドウ糖または ATP を新陳代謝させる化学的燃料電池の動力と効率性を示している。
同様の方法で機能する装置をいくつかのグループが建造している。そのような生物学
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的(あるいは生物模倣)アプローチが期待される。従来の燃料電池は、技術が著しく進歩
し小型化するならば有望である。マイクロスケールのバッテリーは有用であるが、な

んとかして充電しなければならない(例えば小型の太陽電池で)。そのことがこの展開を
特別な照明領域に制限している。安全なβ崩壊をマイクロ発電機に変換する原子動力

供給装置についての研究は前途有望である[10]。しかし、原子という言葉を含んでい
るあらゆる技術への市民の反応は、その展開を排除するかもしれない。 

 
アクチュエータは、現在、様々な技術応用で見られるが、その殆どはマイクロある

いはナノスケールにうまく縮尺できない。再び、自然は広い範囲の動きと力を得るた

めに、心筋細胞や分子モーターのような、多数の低出力で小さい範囲を運動する装置

をリンクするいくつかの機能的な方法を示している。カーボンナノチューブに基づい

た新しいアクチュエータは、自然の筋肉に対してパワーで 10倍の改善を達成する見込
みを示す。しかし、多くの開発が残っている。 

 
ナノ材料は、広い範囲の潜在市場により、巨視的規模の世界で急速に進歩しており、

数々の方法でマイクロテクノロジーやナノテクノロジーの世界への有用性が期待され

ている。非常に向上した重量強度比は、小型なシステムがより大きな静止重量や動荷

重を支えることを可能にする。 
 
例として再び生物に向かい合うと、アワビの貝はその貝を構成している材料よりも

3,000倍以上も丈夫である。その強靭性の増加は、賢いナノ構造によっている[11]。こ
の報告書(出典第 2章を参照)の初めの方で詳細に議論したように、現在のものよりはる
かに強靱な工業材料を作るために、そのような構造を模倣することから、宇宙ミッシ

ョンは大きな利益を得るだろう。 
 
多機能材料は、昆虫の外骨格に似た骨格で、操作、構造、検知および動力貯蔵を合併

することを可能にするであろう。トップダウン(リソグラフ法)やボトムアップ(自己集合
法)のナノ製作やマイクロ組立は、急速に進んでいる。強健なマイクロやナノの組み立て
は、ナノ・ロボットの異種混合部品を組立てるために必要とされる。初期世代のマイク

ロロボットによる自動並列組み立ては、先端マイクロロボットやナノ・ロボットの巨大

な集団を構築するために必要な生産規模と低価格を達成するために必要とされる。 
 
ナノバイオ技術は、ナノ科学研究、特に生物模倣研究の非常にポピュラで有益な領域

であった。ATPによって動力供給されるアクチュエータや合成ヤモリの足接着剤を作成
するために、MEMS による自然な筋肉の集積化のようなアプローチが、合成システム
に自然のメカニズムのいくつかを適応させることにより可能なことを示している[12]。 
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主要な問題 
ナノ・ロボット開発の総合的問題は、投資に対する社会への利益を得るために、商

業的成果をもたらすと同様に重要な必要性と長期的な基礎研究の必要性をバランスさ

せることである。このプログラムから生じる利益で、ちょうど半導体産業のように研

究開発用の適当な資金提供が可能になろう。 
 
大学や政府研究機関への政府の資金提供は、一方で基礎研究のために必要ではある

が、ナノ・ロボット開発と商業化には不十分であろう。民間産業の資金提供は、必要

な技術についての知識を進めるために必要な投資を行うために、短期的な投資に集中

する。基礎研究の現象から機能システムへのロードマップの各段階を進めるために、

一緒に研究する政府、大学および民間産業のための方法を見つける必要がある。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットの 3つの重要な問題は以下のように要約することができる。 
 
－ 小型化 
スケールダウンは、小型で効率的な電源や無線電力伝達方法を必要とする。小型

のロボットを製造するために、マイクロや ナノスケールの部品、センサー、アク
チュエータ、コントロールおよびツールを異種統合する必要がある。小型効率的

で強健なハイブリッド・マイクロロボットと生物学的実体を統合することは、さ

らなる問題である。新しい形式の小型アクチュエータが、末端エフェクター部位

での操作と同様に、ロボット本体を移動させるためにも不可欠である。 
 
－ 組み立て 
マイクロ／ナノ／分子スケールでの 3 次元異種システムの集積化は、まだ達成
されていない。強健なアプローチが、機械的・電気的相互接続に、また、大量

の部品を組立てることにより引起される累積誤差の管理に必要とされる。自己

集合は、小さな部品には適当であるが、柔軟で汎用なシステムレベル戦略とし

ては実証されていない。 
 
－ プログラミングと制御 
多数のマイクロ／ナノ・ロボットのコントロールは、複雑さ、通信、局在化や

分散行動を考えれば新しい問題である。 
 
障壁と解決策 
マイクロ／ナノ・ロボットの主な障壁は、表面登攀、歩行、飛行、回転、泳ぎ、水上歩

行、ならびに、跳ぶことのようなロボット運動の開発にある。新しい賢い接着剤、高い重

量強度比のナノ材料、小型で高出力密度のアクチュエータおよび電源が可動性のために必

要である。さらに、マイクロロボットへ縮小する場合、動力が重大な障壁になる。 
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この問題の可能な解決法は、非生物学的ロボットへの生物学的実体の統合により、小型

の電力システムとして化学エネルギーを使用することであろう。この問題に対応する別の

道には、機械振動、化学、温度および流量勾配のような発生源からのエネルギーの取り入

れや、またマイクロ波によって外部電源を光学的あるいは磁気的に転送することがあろう。 
 
高精度、高出力密度、高効率、軽量、小型でセンサー統合されたナノ・アクチュエー

タが必要な場合にアクチュエータはマイクロ／ナノ・ロボット用の別の大きな障壁であ

る。カーボンナノチューブ、圧電性物質、導電性高分子材料、熱、静電櫛型駆動および

形状記憶合金のマイクロ／ナノ・アクチュエータがすべて調べられている。更に、新し

いプログラミングモデルや方法が、能動的な計算実体としてマイクロロボットの大きな

集合をコントロールするために必要である。斬新な生物模倣の機能、分散制御、自己組

織化システムおよび向上した通信方式が、この問題を解決できるであろう。 
 
最後に、より良い設計やシミュレーションのツールが、マイクロ／ナノ・ロボット

の迅速な試作や自律製作に必要である。このために、連続マイクロおよびナノスケー

ル物理学モデル基盤のナノシミュレーターおよびマルチ長さスケールの縮小されたマ

イクロ／ナノ物理学モデリング技法が不可欠である。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットの遠隔操作型、管制型、また、自律型制御は、別の問題

である。そこでは、新しい物理、短時間スケールおよび新しい機構を持ったこれらの

ロボットに特有な新しい制御アプローチが開発されるべきである。さらに、人の次元

とマイクロ／ナノ・ロボットを調和させるために、これらのロボットの先端拡張現実

基盤のユーザー・インターフェースが必要である。 
 
目 標 
より詳細なロードマップの作成は、これらの推定をもう少し確実にするであろう。

しかし、半導体産業によって実証されているように、先端的製造の中での大きな経験

によって進められた時に、ロードマップ化は最良に働く。生産と展開での実際のマイ

クロロボットやナノ・ロボットの問題解決の経験は、計画の予測を向上させる。 
従って、この時点ではこれらは推測的なものとしてとられるべきである。 
 
5 －10年  
－ 新しいマイクロ電源(小型・高出力密度) 
－ アルミニウム合金より良い、高い重量強度比を持った先端材料 
－ 100nm以下の寸法の 3次元部品を可能とするナノ製作技術． 
－ 管制型ロボットのマイクロ／ナノ・マニピュレーター・アレイ 
－ 100nmから 5mmまでの部品の自動組み立て 
－ 数 10台のメソロボット・チームの単純連携 
－ ミリメートル寸法の自立ロボット 
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－ 自動 3Dナノ製作と組み立て 
－ マイクロ／ナノ・ロボット用の設計とシミュレーション・ツール 
－ 自己再構成可能型小型ロボット 
－ ハイブリッド(生物／非生物)ロボットとマシン 
－ 10nmから 10mmまでの部品の並列自動組み立て 
－ メソロボット・チームの高度な協力 
－ ミリロボット・チームの単純連携 
 
10年以降 
－ サブミリメートル寸法の可動性マイクロロボット 
－ マイクロロボットの協調ネットワーク 
－ 3D部品の原子・分子スケール製造 
－ ナノスケールおよび分子スケールでの協調構築と製造 
－ マイクロスケール・ロボット・チームの高度な協力 
 
結 論 
マイクロ／ナノ・ロボットは、宇宙、医療、製造、材料評価、環境モニタリング、

バイオテクノロジー、捜索救助および娯楽での広範囲の潜在的な応用を持つユニーク

な特徴、利点および能力を提供する。新しい物理や機構により、ナノスケールの物理

は、巨視的なロボットの従来の部品を再び取り上げることを求める。 
 
更に、ナノテクノロジーは、多数の安価なロボットを統合するように、巨視的規模

では見られなかった新しい挑戦を開拓する。ナノスケールで作動できるロボットを利

用すること、あるいはロボットを向上させるためのナノスケール部品の利用は、人類

に並はずれた利益をもたらすであろう。 
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