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【ナノテクノロジー特集】応 用 研究開発 

 
宇宙開発のナノテクノロジー報告書 

－ ナノ－マイクロ－マクロ統合とナノ製造（米国） 
 
展 望 

 
分子・原子レベルから材料や装置を作る能力としてのナノテクノロジーは、ナノス

ケール現象への前例のないアクセスを可能とする。ナノテクノロジーの興奮は、小さ

なナノテクノロジーが可能とする自律システムが、太陽系を調査し、また月や火星へ

の人間探査の方法を準備するなど、将来の様々な宇宙開発の展望を呼び起こしている。

しかしながら、最終的には、斬新なナノスケール現象が人間の利益のために開発され

るためには、我々はナノの世界から開始しマクロ世界の現存システムへと統合する必

要がある。 
 
このためには、まず最初に、大きな損失なしに斬新なナノスケールの特性を有効に

利用することができるマクロ規模のシステムの開発が必要である。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に包括的なツール・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に固有のことで

あることを認識して、誤りを許容する設計アプローチを植え込むべきである。 
 
最終的に、全体のシステムは、様々な厳しい宇宙環境での露出への単なる固有の強

健さだけでなく、他の関連システムの壊滅的な故障を引き起こすことがないように、

宇宙での信頼度保証の厳しい基準を満足しなければならない。いくつかのそのような

ナノテクノロジーが可能とするシステムは、2014年までの宇宙船での飛行に想定され
ている。 

 
技術の現状 

 
ナノテクノロジー研究の最先端は、ジャーナル誌の調査報告、会議での発表、また

交付済み特許などを含んだ、過去数年にわたる文字通り何千もの報告書に現れている。

これらの報告書の圧倒的多数は、ナノスケールやマイクロスケールでの材料や装置の

特性の概念や実証について議論している。ナノ－マイクロの統合化はほとんど扱われ

ておらず、ナノテクノロジー基盤システムやサブシステムの開発もほとんどまだない。

基準や仕様を含めて、強健な製造工程の開発に関連した課題はほとんどまだ考慮され

ていない。 
 
この報告書で提供されるナノ－マイクロ－マクロ集積化アプローチのわずかの例は、
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NNIワークショップ中になされた技術報告に基づいている。 
 
最初の例は、RFフィルターのためのナノ機械共振器としてカーボンナノチューブの

使用に関係している[1]。ナノチューブ配列から作られたナノ機械共振器への期待は、
その固有の高品質性は、単純なアーキテクチャからくる小型低電力 RF トランシーバ
ーを最終的に可能にし、全体の部品数に大きな減少をもたらす。このナノ－マイクロ・

インターフェースは、ナノチューブ配列と同様に単層ナノチューブを繋ぐリソグラ

フ・パターン化導体の組合せである。 
 
しかしながら、このプロジェクトは、原理実証のまさに初期段階にある。また、こ

の研究のかなりの部分は、ナノチューブ基盤 RF システムの実現のために、これから
行わなければならない。ナノチューブは、エレクトロニクス、センサーおよび構造の

他の多くの応用と同様に機能化分子センサーを含んで、他の多くの用途のために提案

されてきている[2]。応用システムでのカーボンナノチューブの開発と使用は、ナノテ
クノロジー分野での研究開発の大きな活動的な領域である。 
 
ナノスケールでの様々なインターフェースを理解する必要性を説明する別の取り組

みとしては、サンディア国立研究所が異常細胞検出用の斬新なバイオキャビティーレ

ーザーを開発している[3]。このナノスケールインターフェースは、有機ナノ構造と無
機半導体基材の間に存在する。これは、疎水性と親水性部分の両方を持った自己集合

単分子層化合物の使用により、2 つの異なった材料間の安定したインターフェースを
作る研究者の挑戦で、研究の非常に活発な領域である。 

 
ガス検出器は、ナノ－マイクロ－マクロ・インターフェースのすべてが取り組まれ

ているナノテクノロジーが可能としたマクロシステムの例である。ガス検出素子は二

酸化チタンナノ結晶薄膜抵抗あるいは厚さ 10～100 nmオーダーの酸化スズから構成
されている。素子感度は薄膜の厚さに応じて変る。このマイクロ・インターフェース

は、ガラス基板上のリソグラフでパターン化した白金導体である。全装置は外部との

接続のためにセラミックパッケージ内にマウントされる。 
 
この装置は、いくつかの NASAの応用に導入されて、ハイレベルの技術的成熟度を

達成しているナノシステムの力強い例を表している。Huntらによって指摘されている
ように[1]、よいセンサーの最も重要な基準は、性能(検出限界、再現性)であり、そし
て、センサー設計は問題への応用にどのようにうまく適合させるかである。 

 
他の例としては、検出素子としてカーボンナノチューブの使用がある。カーボンナ

ノチューブは指のように交互に組まれた電極に置かれ、それにより、湿度センサーと

信号処理ユニットを含んだ集積システムを形成している。NASA のエームズ研究セン
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ターで開発されたこのシステムは、パッケージされ、米海軍デルタロケット中央のペ

イロードシステムでの飛行に合格している。 
 
これらの例は、航空宇宙応用への可能性を示すたくさんの工夫のごく一部である。

しかしながら、これらのごく一部の概念および装置しか、宇宙飛行応用への導入を検

討する成熟度レベルに達していないという点を示している。さらに、これらの装置は、

マイクロ－マクロ・インターフェースのより成熟した MEMSやマイクロエレクトロニ
クス技術に依存している。 

 
再現可能な寸法やメカニズムの測定を可能とする基準が同じように緊急に必要であ

る。それにより、これらの測定がナノ装置の製造に使われる様々なプロセスへ移転す

ることが可能となる。米国立標準技術研究所(NIST)の進行中の取り組みとして研究さ
れている 1 つのアプローチは、多数の結晶材料の原子スケールで非常に正確に知られ
ている格子定数の測定に基礎を置いている。 

 
NIST はステップ高さと線幅の測定にそのような標準として単結晶シリコンを使用

している。ステップ高さは、原子間力顕微鏡検査法(AFM)および電子回折により、シ
リコンの(111)面で測定され、推奨値は 312±12 pmと決定した。テストパターンもま
た光学応用に似たやり方で開発されている。これらのパターンは、真空中の走査型ト

ンネル顕微鏡(STM)を使用して最初に描き、次に特徴高さを向上させるために反応性
イオンエッチングを使う。寸法標準に使用されている他の方法には、マイクロ－マク

ロスケールでの厳しく制御された寸法で平行線を描くために、分子格子定数および光

学的アプローチの使用がある。 
 
ナノスケール力測定のプロセスも標準化されなければならない。これらの測定は、

装置パラメータ、材料要件、マイクロおよびナノスケールでの構造サイジング、移動

インターフェースの摩擦および同種のものに対する設定が必要である。それらは、ナ

ノスケールとマイクロスケール装置の設計のために使用されるモデルを綿密に調べる

際の必要要素である。 
 
NIST の Jon Pratt は、10μN 以内の正確な標準マイクロ力を発生する機器を開発

した。最終的、ナノスケール材料の必要なデータを読み出すために、専門の機器がマ

イクロスケールで建造される必要があるだろう。一つの例は、マイクロそしてナノ摩

擦の測定を行うために NIST のボーアと同僚によって開発されたマイクロマシンがあ
る。力についての基本的理解や、ナノおよびマイクロスケール装置の摩耗の形が研究

されるところでは、摩擦は重要な主題分野である。 
 
過去に、あるタイプの MEMSデバイスが過剰の摩耗による初期故障を経験した。そ
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れは、滑りの境界を最小化するために、部品の再設計を促進した。摩擦はマクロスケ

ールでさえ困難な主題であり、したがってナノやマイクロ装置形態の理解に集中した

研究において必要とされる分野である。そこでは、連続体の物理モデルが当てはまら

ないかもしれない。 
 
主要な問題 

 
障壁と解決策 

 
ナノ－マイクロ－マクロ集積化の壮大な展望を実現するために、多くの科学的・技

術的問題を克服しなければならない。材料は、エンド・ユーザー段階でナノテクノロ

ジーの道に行き当たる。最終的なシステムがシステム－システム応用内で、形成、適

合、機能および両立性の要求を満たすか越える限り、何がブラックボックス内部にあ

るかを、利用者は実際には気にしないということである。 
 
したがって、ナノスケールの斬新な現象の多数の実証によって証拠づけられるナノ

テクノロジーの素晴らしい可能性を前提とすると、既存のマクロシステムへ有効にナ

ノスケール現象をどのように統合するかに関する問題が残る。ナノテクノロジー対応

システムとして、ここで言及されるものを開発するために、ナノスケール材料や装置

のシステムレベル開発に将来の投資の相当量を向けることが強く勧められる。そのよ

うなシステムレベル開発には次の検討事項が含まれる。 
 

－ナノ－マイクロ－マクロ・インターフェース 

 
ナノテクノロジー対応システム実現の鍵は、材料と装置の両方のナノ、マイクロ、

マクロスケールの間のインターフェースの理解と操作にある。エンジニアリングの見

地から、ナノスケールの斬新な信号伝達方法によっても、あるいはナノ構造によって

可能となった材料特性における著しい改善によろうと、第一の重要性はその能力の低

下を最小化することであろう。 
 
この取り組みには、新しい素材システムの MEMSやマイクロ構造工学で最も顕著で

ある、マイクロ－マクロ間のインターフェースの最適化についての数十年間の研究を

導入することができる。したがって、その投資は、ナノ－マイクロスケール間の最適

インターフェースの開発に、より高い優先順位を持って集中するべきである。将来の

投資は、ナノ－マイクロスケール間の機械、熱、流体、電気、磁気ならびに光子イン

ターフェースの深い理解を開発することに導くべきである。 
 
例えば、ナノ－マイクロ・インターフェースを横切ったフェムトワットエネルギー
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準位やアットニュートン力の再現可能な検出は、まだ重要なチャレンジを表している。

さらに、マクロスケールでナノ装置からの情報の通信と抽出は、信号調整と処理、ソ

フトウェアおよび電力への新しいアプローチを必要とする。同様に、巨視的な基盤に

よって、ナノ材料(例えばカーボンナノチューブ)の素晴らしい機械的性質(比強度)を説
明する問題が残る。インターフェースで生じる損失の理解およびそれらを扱う能力の

開発は、新しいツールおよびモデルを必要とする。 
 

－シミュレーションツール 

 
ナノスケール装置や材料のシステムレベル開発は、複雑で難解な研究であり、斬新

なナノスケール現象実証への基礎研究を支援するために必要なもの以上の数桁も大き

な投資を必要とする。したがって、ナノ－マイクロ－マクロ集積化へのスマート・ア

プローチが求められることは避けられない。主なリスク緩和ステップは、ナノ－マイ

クロ－マクロの世界に橋を架けることができる、信頼できる高度なシミュレーション

ツールの開発がある。これらのシミュレーションツール開発に本質なのは、欠陥許容

性(フォールト・トレランス)の概念である。これは、主に、たとえカーボンや他のナノ
チューブの個々の部品が比較的欠陥フリーでも、装置中でパターン化された巨大な量

の存在が、欠陥を招くという事実による。 
 
したがって、ナノ材料やナノ装置を開発する場合に欠陥許容法で設計することは非

常に重要である。これらのシミュレーションツールによって可能になる予測能力の大

きな利益は、正しい集積化アプローチの初期的決定により、進歩の袋小路を追求する

時間と資源の浪費を防ぐ。 
 

－特性評価ツール 

 
先に並べたような興味ある様々なナノスケール特性、さらに重要には、ナノ－マイ

クロ・インターフェースの挙動の完全評価に必要な標準化された計測の不足がある。

ナノメートルとマイクロメーター・スケールでの形態特性評価は、恐らく走査型プロ

ーブ顕微鏡と電子顕微鏡法のようなツールが高度な精巧さを達成している 1 つの分野
である。ナノ材料およびナノ装置開発者が興味を持つ多様な特性の組み合わせを仮定

すると、さらなる評価ツールの大きな必要性がある。これらの評価ツールは、ナノテ

クノロジー対応システムの迅速で反復的な開発に必要な実験検証を提供するであろう。 
 
ナノスケールで可能となる便利な装置を開発するという見通しは、マクロやマイク

ロスケールで付与されると、おおよそ考えられた特性を測定する新しいツールを必要

とする。これらは、ナノスケールでの寸法と力の正確な測定を含んでいる。標準開発

のための米国政府の指導的機関である米国立標準技術研究所(NIST)に、この分野の多
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くの進行中の取り組みがある。さらに、評価ツールの開発は、国立研究所(特に DOE
の研究所)で、また全米の大学で行われている。生産ライン用の計測やプロセス制御ツ
ールの研究開発へ、主要な産業界の関係企業がリソースを当てると期待する理由があ

る。しかしながら、この取り組みの多くは、競争の関係から独占されたままであろう。 
 

－システムレベルの製作(設計、製作、組み立ておよび試験) 

 
最終的に、ナノテクノロジーは、製造可能でエンド応用に適切な仕様で適合できる

マクロシステムに導かれなければならない。ナノ材料とナノ構造を使用する装置の製

作は、また、固有の装置機能に必要な許容限界内で、これらの構造を複製可能な機器

の開発を必要とする。最適生産アプローチがトップダウンとボトムアップ・プロセス

の組合せを含むことはありそうである。 
 
例えば、調節可能な RF センサーに使用されるパターン化ナノチューブ配列は、マ

イクロ製造パターン化アルミニウム基板内に成長できる。トップダウン(マイクロスケ
ール鋳型)とボトムアップ(ナノ分子集合)のナノスケール装置製作方法の間の相互関係
が新しい機能をもたらす。 

 
製作上の一つの主要問題にはナノテクノロジー対応装置のパッケージングもある。

パッケージングコストは、典型的にはセンサー価格の 70％にもなる。宇宙、動力、環
境および外部世界への情報通信の様々な必要性から生じる結果として、各装置でまた

同じ装置でも異なる応用でパッケージングが異なると予想することができる。 
 

－システムレベル信頼性試験 

 
これは、新しい技術がすべて宇宙システムへの導入のために通過する重要で本質的

なゲートであるが、システムレベル信頼性の関係は、しばしば初期の開発フェーズで

は無視され、既に遅すぎる時になり考慮される。 
 
システムレベル信頼性試験は、商業部門では新製品の認定のために日常的に適用さ

れている。新しいナノテクノロジー基盤システムが関連する環境(宇宙)試験に必要な成
熟度を達成するには、強健な製造工程が整っていなければならない。この成熟度レベ

ルの達成において暗黙のことは、これらのシステムの製作、組み立て、試験および特

性評価プロセスがよく確立していなければならないという絶対的な要求である。大量

の部品は統計的な品質管理解析目的に対応可能でなければならない。特別な試験手順

やツールが、ナノテクノロジー基盤システムの信頼性の適切な評価をするために考案

されなければならない。 
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－システムレベル製造基準 

 
システム開発プロセスがより成熟するようになるとともに、これらの新しい技術の

製作および試験の基準を設立する必要性が重要になる。上に記述されたように、NIST
のような組織は、ナノテクノロジー基盤システムの基準開発へのパスを進めている。

しかしながら、このような広大な分野の製品のための基準を設立するためには、膨大

な研究が行われなければならない。この議論の背景内では、基準の明瞭な設定は、特

に、ナノ－マイクロ－マクロ・インターフェースのために設定されなければならない。 
 

－システム開発への技術成熟チームアプローチ 

 
ナノテクノロジー基盤システムの成功するシステムレベル開発を保証するために、

技術成熟チーム(TMT)アプローチに従うことは非常に重要である。システムレベル開
発段階の初期に形成された TMTは、典型的には最終用途需要家、信頼度保証人員、シ
ステム開発者、ナノテクノロジー発明者および投資者から構成されている。 

 
NNIワークショップで示された例において示されるように、成熟レベルの使用可能

なシステムを達成することは、多くの専門分野を必要とする航空機と同じである。さ

らに、そのハードウェアの実社会へナノテクノロジーの可能性をもたらすためには、

材料、設計、製作および集積化の調和したレベルを達成するための新しい知識とツー

ルを必要とする。 
 
一旦、斬新なナノスケール現象の原理証明が研究所で実証されたならば、TMT は、

宇宙応用導入で頂点を成すシステム開発プロセスを通して新技術を誘導するために構

成されるべきである。システム開発への TMTアプローチは、ナノ－マイクロ－マクロ
集積化に必要なすべての技術セットをもたらす。 

 
解決策 

 
恐らく、上に記述された問題にアプローチする最良の方法は、NASA ケネディー宇

宙センターの David Bartineと ASRCエアロスペース社の Pedro Medeliusにより発
表されたように、スペースシャトルの新技術の導入から学習されたレッスンについて

議論することである。それらの議論のエッセンスは、シャトル上の飛行アイテムとし

て新しいハードウェアの導入ガイドラインを与えることだった。 
 
問題は、システムプロバイダーがエンド・ユーザーの性能や適合性の要求を満たし

たかどうかのうちの 1 つである。新技術の導入は、しばしば技術の固有性能の欠陥で
は失敗しないで、システム－システム・エンド応用の形成、適合、機能および両立性
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の要求が一致しないためである。この理由から、新技術システムの調達に責任を負う

産業や宇宙機関からのプログラムマネージャは、非常に保守的である。従って、今日

の宇宙船で飛んでいるほとんどの技術は、少なくとも 10年は古いかもしれない。 
 
したがって、それらの大規模なスペースシャトルの経験に基づいて、上記の TMT

で反映されているように、Bartineと Medeliusは以下の推薦をする。 
 
・ チームを早めに組織し、技術開発者およびエンド・ユーザーの両方を含めること。 
・ 新しい技術の応用ニッチを識別し、それがよく定義されていることを確実にする。 
・ 新システムは以下を実証するべきである： 

- 新しい技術は、それが使用する環境内で良く動作すること。 
- 新しい技術は、互換性をもつシステムの他の部分に危険性をもたらさないこと。 

・ システムプロバイダーは、受け入れ過程の全体にわたりユーザーと緊密に働くこと。 
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