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我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始まり、

やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあげるまでに

なってきております。 

しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近隣諸

国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上

げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・

ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してき

ております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今後解

決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますます技術開

発にたいする期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙げ、

世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企業における研

究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発によ

り、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの一つ

として財団法人資源探査用観測システム研究開発機構に「MEMS 技術を用いた熱赤外センサの実

用化に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各

位のご参考に寄与すれば幸甚です。 
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極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システム（ASTER）が 1999 年 12 月に打ち

上げられてから既に６年を経ており、現在の地球観測衛星開発に関する環境は、ASTER が

開発されたときの状況とは大きく異なっております。まず、開発形態を問わなければ、日

欧米のみならず東南アジアやアフリカ等多くの国々が自国の地球観測衛星を保有または開

発中です。これは多くの国で地球観測衛星を所有したいという欲求があるのに対し、英国

企業を中心に隣国の韓国企業などがそれに応えられる環境を整えてきたからであり、ビジ

ネス環境を着実に構築している結果であると思われます。わが国の地球観測衛星開発にお

いてもそのような世界に通用する環境を構築していく必要があります。 

一方、開発・製造期間の短縮、軽量化、低コスト化が従来以上に求められております。

これらは全世界共通のテーマであり、一般的には今までわが国が得意としてきた分野であ

り、地球観測技術においても同様に実現可能と考えます。その具体的な検討事例として熱

赤外センサを対象とし、その実現性に関する調査を実施しました。 

本調査研究事業は、社団法人日本機械工業連合会より「MEMS 技術を用いた熱赤外センサ

の実用化に関する調査研究」の委託を受けて財団法人資源探査用観測システム研究開発機

構が実施したもので、光学センサをキーテクノロジーとして活用している衛星リモートセ

ンシングにおいて、光学センサのひとつである熱赤外センサに対して、我が国が得意とす

る MEMS 技術を適用することによる小型化、低コスト化等の効果を評価するとともに、衛星

リモートセンシングシステム全体への効果を評価しました。また、MEMS 技術による小型化、

低コスト化が期待される熱赤外センサの他産業への展開についても検討を行い、それらの

成果を本報告書に取りまとめました。 

本報告書が関係各方面において広く利用いただければ幸いです。 
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１．調査研究の概要 

 

1.1 背景と目的 

 

衛星リモートセンシングにおいて、衛星システムの規模が大きいため個別対応ミッシ

ョンの実現が困難であり、莫大なコストがかかる等、産業としての拡大・発展が難しい

という問題がある。この問題の解決策の一つは、光学センサを小型化、低コスト化する

ことであるが、光学センサに我が国の得意とする MEMS (Micro Electro Mechanical 

System) 技術を応用することにより、光学センサの大幅な小型化、低コスト化が期待で

きる。また、小型・低コストの光学センサの実現により、現在の光学センサでは、大き

さやコストが原因で導入されなかった他分野への波及も期待できる。 

そこで、光学センサをキーテクノロジーとして活用している衛星リモートセンシング

において、我が国が得意とする MEMS 技術の適用可能性を調査するとともに、光学センサ

のひとつで MEMS 技術の適用効果がもっとも期待できる熱赤外センサに対して、MEMS 技術

の適用可能性を評価・検討し、従来の技術を用いた熱赤外センサと比較して光学センサ

の小型化、低コスト化等の効果を評価することで MEMS 技術適用の実現性を明らかにする

ことを目的とする。 

 

1.2 調査研究の体制 

 

MEMS 技術を用いた熱赤外センサの実用化に関する調査研究を多角的観点から実施す

るため、学識経験者及び専門家等から成る「MEMS 技術を用いた熱赤外センサの実用化に

関する調査研究委員会」を組織し、図 1.2-1 に示した体制にて調査研究を実施した。 

 

（財）資源探査用観測システム
研究開発機構（JAROS）

ＭＥＭＳ技術を用いた熱赤外センサの実用化に関する
調査研究委員会

三菱電機（株）（MELCO）

（株）日立製作所（日立）

（社）日本機械工業連合会

（再委託）

（再委託）

（委託）

 

図 1.2-1 体制図 
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1.3 調査研究項目 

 

本調査研究では下表 1.3-1 に示されている①～③の項目について調査研究を実施した。 

 

表 1.3-1 調査研究項目及び実施スケジュール 

上半期 下半期 
平成１７年  平成１８年 

半期別・月別 
大項目 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
①MEMS 技術の熱赤外センサへの適用に関する評

価・検討 
       

 
                             

②衛星リモートセンシングシステムに対する

MEMS 技術の評価・検討 
                                    

③技術動向調査                                     

④委員会の開催                        ●          ●   
⑤報告書の作成・公表                                     

  

 

 

２．MEMS 技術の熱赤外センサへの適用に関する評価・検討 

 

本項では、部品レベルの検討を中心に調査研究を行い、部品レベルでは、下記項目に対

して良好な結果が得られた。 

 

・MEMS 技術を適用した熱赤外センサと従来の技術を用いた熱赤外センサとの比較 

・小型化、低コスト化等に関する評価 

・MEMS 技術を適用した熱赤外センサの耐放射線性 

・リモートセンシング衛星への適合性の評価・検討 

 

 

３．衛星リモートセンシングシステムに対する MEMS 技術の評価・検討 

 

本項では、センサシステムとしての性能面の検討を中心に、下記の内容に対して調査研

究の結果が報告されている。 

 

・MEMS 技術を用いた熱赤外センサ搭載リモートセンシング衛星の実現性に関するヒア

リング結果 

・既存のリモートセンシング衛星との機能・性能比較 

・MEMS 熱赤外センサを採用した衛星リモートセンシングシステムの成立性評価 
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４．技術動向調査 

 

本項では、下記の内容に対して調査がなされ、MEMS 技術による熱赤外センサは今後さ

まざまな産業に適用・応用され、深化していくことがわかった。 

 

・衛星リモートセンシングに適用可能性を有する MEMS 技術の動向調査 

・MEMS 技術により小型化、低コスト化が見込まれる熱赤外センサの他産業への展開に

関する調査 

 

 

５．MEMS 技術を適用した熱赤外センサの衛星への技術展開と課題 

 

本調査研究の結果、MEMS 技術を適用した熱赤外センサの衛星への技術展開の可能性と

課題について以下に示す。 

 

・部品レベルでの MEMS 技術の熱赤外センサへの適用に関して評価・検討を行い、小型

／軽量化及び耐放射線性について良好な結果を得た。これにより、部品レベルにお

ける低軌道の地球観測用熱赤外センサへの使用は可と判断する。 

・衛星リモートセンシングシステムとして性能を考慮した場合の MEMS 技術の評価・検

討を実施し、熱赤外観測スペクトルが単バンドの場合、良好な結果を得た。また、

マルチスペクトルの観測バンドとした場合、高感度検出器の開発等が課題となる。 

・更なる軽量化のためには光学系の検討やデータ処理部等の高集積化等の検討が必要

である。 

・評価モデルを製作し、実機を用いての技術検証することが課題である。 

・光学系や検出器によるＭＴＦ等に起因する画像劣化のみならず、大気等の観測条件

によっても画像劣化が生じる。そのため、過剰なセンサ性能は費用対効果の悪化と

なるためセンサのみならず、画像処理技術の開発も一緒に行うことが重要である。

特に、超解像化処理技術の開発は、他産業にも大きな波及効果を有しており、かつ

センサの小型化には重要な開発課題のひとつである。 
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１．調査研究の概要 

 

1.1 背景と目的 

衛星リモートセンシングにおいて、衛星システムの規模が大きいため個別対応ミッション

の実現が困難であり、莫大なコストがかかる等、産業としての拡大・発展が難しいという問

題がある。この問題の解決策の一つは、光学センサを小型化、低コスト化することであるが、

光学センサに我が国の得意とする MEMS (Micro Electro Mechanical System) 技術を応用す

ることにより、光学センサの大幅な小型化、低コスト化が期待できる。また、小型・低コス

トの光学センサの実現により、現在の光学センサでは、大きさやコストが原因で導入されな

かった他分野への波及も期待できる。 

そこで、光学センサをキーテクノロジーとして活用している衛星リモートセンシングにお

いて、我が国が得意とする MEMS 技術の適用可能性を調査するとともに、光学センサのひとつ

で MEMS 技術の適用効果がもっとも期待できる熱赤外センサに対して、MEMS 技術の適用可能

性を評価・検討し、従来の技術を用いた熱赤外センサと比較して光学センサの小型化、低コ

スト化等の効果を評価することで MEMS 技術適用の実現性を明らかにすることを目的とする。 

 

1.2 調査研究の体制 

MEMS 技術を用いた熱赤外センサの実用化に関する調査研究を多角的観点から実施するた

め、学識経験者及び専門家等から成る「MEMS 技術を用いた熱赤外センサの実用化に関する調

査研究委員会」を組織し、図 1.2-1 に示した体制にて調査研究を実施した。 
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図 1.2-1 体制図 

 

1.3 調査研究項目 

本調査研究では下表 1.3-1 に示されている項目について調査研究を実施した。 

 

1



 

表1.3-1 調査研究項目及び内容 

調査・研究項目及び内容 

（１）MEMS技術の熱赤外センサへの適用に関する評価・検討 

○MEMS技術を適用した熱赤外センサについて、従来の技術を用いた熱赤外センサと比較し、小型化、低コスト化等について評価を行った。 

・MEMS技術を用いた熱赤外センサと従来型の熱赤外センサについて、光学系を除いた構成品の寸法、質量、コスト等を比較し、熱赤外センサの構成品毎に

MEMS技術の適用による小型化、低コスト化等の効果について検討した。 

 

・光学系を含めた熱赤外センサ全体の寸法、質量、コスト等を比較し、地球観測センサシステムの用途毎に小型化、低コスト化等の効果について検討する。 

○MEMS技術を適用した熱赤外センサを宇宙環境で使用する際に必要となる耐放射線性についてMEMS製造メーカに評価を依頼し、リモートセンシング衛星への

適合性を評価・検討した。 

 

  ・MEMS技術を用いた熱赤外センサの耐放射線性について評価し、地球観測センサシステムへの適用可能性を検討する。

（２）衛星リモートセンシングシステムに対するMEMS技術の評価・検討 

○MEMS 技術を用いた熱赤外センサをリモートセンシング衛星に採用する場合に、実現可能なセンサシステム全体の機能・性能について、既存のリモートセン

シング衛星と比較してMEMS熱赤外センサを採用した衛星リモートセンシングシステムの成立性を評価した。 

 

 ・MEMS技術を用いた熱赤外センサを低軌道および静止軌道の地球観測センサシステムに採用する際に、既存の地球観測センサシステムと同等の検出性能が

得られるか検討した。 

（３）技術動向調査等 

○衛星リモートセンシングに適用可能性を有するMEMS技術の動向調査を行った。 

・小型センサの特徴とMEMS技術の適用／利用範囲について調査した。 

・一般産業におけるMEMSの動向を調査し、リモートセンシング用小型センサの更なる小型化について検討した。 

・上記で調査・検討した小型センサの中で、IRセンサの動向について更に詳しく調査し、IRセンサの更なる小型化について検討した。 

 

・IRセンサがさらなる展開をするための課題（感度、寸法、コスト等）について調査・検討する。 

○MEMSを利用した小型IRセンサの他産業への展開 

MEMS技術により小型化、低コスト化が見込まれる熱赤外センサの、セキュリティー産業あるいは自動車産業等への展開についても調査した。 

・IRセンサが利用されている分野を抽出し、その中で小型IRセンサの使われている事例を調査した。 

 

 

・将来の利用の可能性のあるIRセンサを利用するビジネスモデルを調査し、更なる小型IRセンサが出来た場合の利用ビジネスを検討した。 
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２．MEMS 技術の熱赤外センサへの適用に関する評価・検討 

 

[観測波長域概要] 

図 2-1 に一般的な観測波長域に関する概要を示す。本調査・研究で対象となる観測波長域

は熱赤外域（Thermal IR）である。 

 

波長

Ultra-
Violet

Visible Near IR Shortwave IR Midwave
IR

Thermal IR
(Longwave IR)

.01 .04 .07 1.0 3.0 5.0 14.00 μm

VisileVisible

 

図 2-1 観測波長域概要 

 

［熱赤外センサの種類概要］ 

赤外線センサは量子型と熱型に大別される。 

 

○量子型センサ 

・従来の赤外線センサはこのタイプのものが研究開発され、主流をなしてきた。 

・しかし、このタイプは素子を冷やす冷却機等が必要となり、これに伴う装置の大型

化、取り扱いの不便さ、消費電力の増大等の欠点がある。 

 

○熱型センサ 

・このタイプのセンサは量子型より感度は劣るが冷却が不要であり、素子の量産性に

も優れている。 

・そのため、低価格、低消費電力、長寿命、メンテナンスフリー等の点が注目され、

半導体微細加工（MEMS）技術の進歩と共に  近年研究開発が活発化している。 

・焦電型、サーモパイル型、抵抗ボロメータ型、誘電ボロメータ型等がある。 

 

[赤外検出器の性能概要] 

下表 2-1 に量子型と熱型の赤外検出器の性能概要を示す。 
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表 2-1 熱赤外検出器の性能比較概要 

量子型 熱型

（出典：日本アビオニクス（株）HP）

（注）冷却装置のSTはスターリングクーラー，TEは電子冷却を示す。

量子型 熱型

（出典：日本アビオニクス（株）HP）

（注）冷却装置のSTはスターリングクーラー，TEは電子冷却を示す。

 

 

[従来技術例：ASTER/TIR] 

衛星に搭載されている熱赤外域を観測する放射計

の従来例として、当機構の ASTER/TIR を図 2-2 に、

その機能・性能の諸元について表 2-2 に示す。 

 

 

 

図 2-2 ASTER/TIR 概観 

表 2-2 ASTER/TIR 諸元概要 

項目 TIR 

 観測波長域[μm] NETD[K]

8.125 ～ 8.475 

8.475 ～ 8.825 

8.925 ～ 9.275 

10.25 ～ 10.95 

観測波長域 

および 

雑音等価温度 NETD 

10.95 ～ 11.65 

0.3 

観測幅 ６０ ｋｍ 

空間分解能 ９０ ｍ 

質量 １５０ｋｇ 

消費電力 ２４６Ｗ 

開発費 約７０億円 
・検出器： 50 画素(HgCdTe)  

・冷凍機： リニア駆動スターリングサイクル冷凍機  

・走査方法： 機械的走査(振動ミラー) 
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ASTER/TIR の問題点を以下に示す。 

・検出器の製造性（国産化を想定した場合） 

・冷凍器搭載による大型化 

・機械式冷凍機の長寿命化/高信頼化  

・冷凍器の冷却能力による、検出器画素数の制約→可動鏡の必要性、装置大型化 

 

MEMS 技術を用いた検出器が以下のような性能を有するため、上記の問題点の改善が期待で

きるのではないかとかと考えた。 

・非冷却素子 

・高度な多画素化（基本構成として可動鏡は不要） 

・小型軽量化（機械式冷凍機不要、振動ミラー不要等） 

・高信頼化（車載用等安定した半導体製造ラインによる製造） 

 

しかしながら、以下の新たな課題が発生。 

・感度が低い 

・応答時間が長い 等 

 

また、集光光学系、電気回路部等の軽量化や低コスト化も併せて検討する必要がある。 

 

本項では、部品レベルの検討を中心に調査研究を行い、部品レベルでは、下記項目に対して

良好な結果が得られた。 

・MEMS 技術を適用した熱赤外センサと従来の技術を用いた熱赤外センサとの比較 

・小型化、低コスト化等に関する評価 

・MEMS 技術を適用した熱赤外センサの耐放射線性 

・リモートセンシング衛星への適合性の評価・検討 

 

その内容について以下に述べる。 

 

2.1 MEMS 技術を適用した熱赤外センサと従来の技術を用いた熱赤外センサとの比較 

 

（１）検出素子の比較 
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従来技術と MEMS 技術を用いた熱赤外センサの比較として、まず、検出器の比較例を図

2.1-1 に示す。その図の(a)に従来技術の例として冷却型熱赤外素子の検出原理が示され、

(b)に MEMS 赤外素子の原理が示されている。 

 

 

Ｓｉ基板

光子→電子変換 ； 量子型

冷却型赤外線センサ冷却型赤外線センサ

半導体 金属

ﾌｪﾙﾐﾚﾍﾞﾙ

ｴﾈﾙｷﾞｷﾞｬｯﾌﾟ

状態密度

ｴﾈﾙｷﾞ

金属（ＰｔＳi）

Ｓｉ基板

赤外吸収部

温度センサ

支持脚

熱→電気変換 ； 熱型

　・強誘電体
　・抵抗ボロメータ
　・サーモパイル

・Ｓｉダイオード

MEMS（非冷却）赤外線センサMEMS（非冷却）赤外線センサ

 

赤外線

赤外線

高温高温

(a)従来技術の赤外光検出原理例（冷却型）    (b)MEMS 赤外素子の赤外光検出原理例 

図 2.1-1 冷却型熱赤外素子と MEMS 赤外素子の原理の相違 

 

MEMS 赤外技術について、シリコン半導体製造プロセスとコンパチブル製造プロセスによ

り製造可能な SOI ダイオード方式の場合を例に図 2.1-2 に示す。 

 

 
電極 埋め込み酸化膜

SOI層に形成されたPN接合ダイオード

ｐ ｎ ｐ ｎ ｎｐ

SOIダイオード

赤外線

画素ピッチ（40μｍ） 検出器部（ＳＯＩダイオード）

支持脚
（局所配線）

シリコン基板

薄膜支柱 ホール

空洞

開口率～50%

順方向
電圧
Vf

定電流源
If

低温

T1

If

Vf2 Vf1

T2

順方向電圧

電
流 電極 埋め込み酸化膜

SOI層に形成されたPN接合ダイオード

ｐ ｎ ｐ ｎ ｎｐ

SOIダイオード

電極 埋め込み酸化膜

SOI層に形成されたPN接合ダイオード

ｐ ｎ ｐ ｎ ｎｐ

SOIダイオード

赤外線

画素ピッチ（40μｍ） 検出器部（ＳＯＩダイオード）

支持脚
（局所配線）

シリコン基板

薄膜支柱 ホール

空洞

開口率～50%

赤外線

画素ピッチ（40μｍ） 検出器部（ＳＯＩダイオード）

支持脚
（局所配線）

シリコン基板

薄膜支柱 ホール

空洞

開口率～50%

順方向
電圧
Vf

定電流源
If

順方向
電圧
Vf

定電流源
If

低温

T1

If

Vf2 Vf1

T2

順方向電圧

電
流

 

赤外線吸収構造

開口率90%

赤外線吸収構造

開口率90%

赤外線吸収構造

開口率90%

図 2.1-2 SOI ダイオード方式の原理 
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この SOI ダイオード方式の特長を以下に示す。 

・単結晶シリコンダイオードを採用しているため均一性（感度ばらつき、欠陥）に優

れ、低雑音である。 

・断熱構造によらず高開口率を達成可能であるため画素サイズ縮小に有利である。 

 

（２）MEMS 赤外センサの開発動向 

 

MEMS 赤外線素子の開発動向について図 2.1-3 に示す。ウエハサイズは製造プロセスの関

係で容易に変更できないが、画素サイズを縮小することで、１ウエハ当たりの製造可能な

チップ数が増大することによる低コスト化、また単位面積当たりの画素数向上による高解

像度化が可能であり、画素サイズ縮小がトレンドである。 

 

 

小型化

高解像度化

低価格化

高性能化

チップ

画素

 

画素サイズ縮小

高感度化

図 2.1-3 MEMS 開発動向 

 

（３）高感度化画素構造 

現在、国内で開発されている高感度化画素構造を図 2.1-4 に示す。 
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断熱用支持脚

断熱用支持脚

検知部

断熱用支持脚

検知部

25μm角画素アレイSEM写真

断熱支持脚
小型SOIﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

赤外線吸収構造

高感度画素構造

検知部平面図

従来(SC1)：40μm角 高感度構造25μm角

赤外線
吸収膜

反射膜

支持脚

高感度画素構造断面図
 

蛇行支持脚による高断熱化 反射膜導入により支持脚レイアウト
によらず高赤外線吸収率を達成

図 2.1-4 高感度化画素構造 

 

また、図 2.1-4 の画素構造の素子にて撮像したものを図 2.1-5 に示す。 

 

  

画素数：160x120 画素数：320x240 画素数：640x480

25μm角画素アレイSEM写真

断熱支持脚
小型SOIﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

赤外線吸収構造

当社独自の高感度化画素構造

独自の高感度画素構造で、小型素子（160X120)から高解像度素子（640X480)までライ
ンナップ：雑音等価温度差(NETD）=40mK (f/1.0）  

図 2.1-5 高感度 SOI ダイオード取得画像例 

 

 

（４）MEMS 素子の衛星搭載赤外センサへの応用可能性 

MEMS 赤外線素子を用いない従来までの衛星搭載赤外センサの構成例を図 2.1-6 に示す。 
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衛星搭載赤外センサの課題
　・冷凍器搭載による大型化
　・機械式冷凍機の長寿命化/高信頼化　

　・冷凍器の冷却能力による、検出器画素数の制約→可動鏡の必要性、装置大型化

MEMS技術の適用により小型軽量化/高信頼化を図る。

・非冷却素子技術
・多画素化技術

従来までの衛星搭載赤外センサ構成例

可動鏡
集光
光学系

分光
光学系

検出器
観測光

冷凍器

信号処理部

検出器駆動部
デュワ

冷凍機駆動制御回路

 

図 2.1-6 従来までの衛星搭載赤外センサの構成例 

 

MEMS 素子を使用した場合の例を図 2.1-7 に示す。 

 

 

集光
光学系

分光
光学系

赤外
MEMS
検出器

観測光

温度安定装置

信号処理部

検出器駆動部

 

図 2.1-7 MEMS 赤外素子を用いた場合の衛星搭載赤外センサの構成例 

 

MEMS 赤外素子を用いた場合の衛星搭載赤外センサの特長として以下が上げられる。 

・機械式冷凍器搭載が不要となりコンポーネント削減による軽量化、低コスト化が可

能である。 

・寿命のある機械式冷凍器が不要になることによる長寿命化/高信頼化が可能となる 

・冷凍機駆動制御回路が不要となることによる、軽量化、低消費電力化 

・冷却不要により LLM 復帰時などで軌道上運用の簡素化が可能となる。 

・冷却用赤外検出器として入手可能なものは海外製のものしかないが、MEMS 赤外素子

は国産が可能であり、赤外センサのキーパーツの国産化が可能となる。 
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2.2 小型化、低コスト化等に関する評価 

 

（１）小型化検討） 

 

①赤外カメラの一般市場における現状 

 

図 2.2-1 に一般民生市場における熱赤外カメラの例を示す。 

48.26mm

36
.8

3m
m

34.29mm

48.26mm

36
.8

3m
m

34.29mm

 
（出典：FLIR Systems／ThermoVision™ A10 赤外線カメラスペックデータシートに基づき作成） 

図 2.2-1 一般民生市場における熱赤外カメラの例 

 

ThermoVision™ A10 赤外線カメラの性能概要は以下のとおり。 

・Detector： VOx Uncooled microbolometer 

・Focal plane array format：160 H x 128 V 

・Pixel size： 51 x 51 microns 

・Spectral response： 7.5 to 13.5 microns 

・Thermal stabilization： Not required 

・NETD： 85 mK (equivalent to 40 mK at f/1.0) 

・Operability： 98% 

・Cooling method： Conduction to camera bottom 

・Dimensions： 1.35"W x 1.45"H x 1.90"D without lens 

・Weight： 120 g, lens dependent 

・Power： < 1.5 W nominal 

・Operating temperature range：* 0 to +40oC standard; optional -40 to +55oC; 

extended temp range available 

・Scene temperature range*： to 150oC standard; optional auto-gain mode extends 

range to 400oC 

（出典：FLIR Systems／ThermoVision™ A10 赤外線カメラスペックデータシートより抜粋） 
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民生品レベルではこのような小型化が実現されており、さらに、EE TIMES の 2006 年 2

月 2 日の発表によれば、“イスラエルの大学である Holon Academic Institute of 

Technology と、携帯電話事業を手掛けるイスラエル Cellcom 社は、携帯電話機に赤外線デ

ジタル・カメラを搭載することが技術的に可能だとする共同研究結果を明らかにした。同

大学の Nizan Yaniv 博士は、「小型の赤外線カメラを携帯電話機に組み込んで、簡単に使

える（プラグ・アンド・プレイ）ようにする技術要件を検討したところ、技術的には十分

可能なことが分かった」”とある。 

これで、検出器等の実装部品が耐放射線化を施すことなく、民生品レベルで放射線等

の耐環境性を有していれば、電子部品レベルでの低コスト化に目処がたつことになる。実

際、熱赤外検出器ではないが CMOS イメージャが搭載された東京大学の CubeSAT XI-IV が

2003 年 6 月 30 日に約 820km の軌道高度に打ち上げられてから 2 年以上が経過した現在

（2006 年 3 月 26 日）も軌道上稼働していることから、デバイス構造等の耐環境性に関す

るパラメータを把握していれば民生部品でも 2年間は十分持ちうると思われる。今後、民

生品レベルでは耐放射線性に弱いとされていた CMOS デバイスは SOI(Silicon on 

Insulator)-CMOS 化により、先の Cubesat XI-VI のような低軌道高度では民生レベルの部

品を使用しても容易に宇宙空間での使用に耐えうる設計／製造が可能になるかもしれな

い。 

一方、MEMS 技術を用いた熱赤外検出器の耐放射線性評価結果の詳細については 2.3 項

で述べられているが、良好な結果が得られている。 

 

なお、集光光学系に関して、民生品では大型の望遠鏡が一般的には対象となることは

少ないが、衛星軌道から高地表分解能が要求される場合には、地球観測センサ／カメラの

小型化において大きな問題となる。 

 

②三次元積層実装技術 

 

図 2.2-2 に、2006 年 1 月 18～20 日、東京ビッグサイトで行われたインターネプコンワ

ールド JAPAN2006 で展示されていた三次元チップ積層技術の例を示す。 
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図 2.2-2 三次元チップ積層技術の例（沖電気工業） 

 

 

完全三次元パッケージング技術について、以下、semiconductor INTERNATIONAL 誌の

2005 年 5 月号を参考にして述べる。 

 

三次元にチップを積層させると、製品にさまざまな機能（例えば、組み込み型プロセ

ッサ、DSP、SRAM、DRAM、組み込み型無線通信デバイスなど）を付加させることができる。

この方法を用いれば、異なる技術を組み込むことが可能になり、性能や機能、形状的な要

因などの面で大きな利点がある。 
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基板実装のような二次元構造で必要とされていた非常に多くの長い配線がチップを積

層することで短い配線に置き換えられるならば、性能を著しく上げることができる。垂直

配線を使うとチップ面積や実装面積を抑えられるだけでなく、デバイス間の配線密度を最

小限の面積で上げることができる。三次元にチップ／デバイスを積層させると、製品にさ

まざまな機能（例えば、組み込み型プロセッサ、DSP、SRAM、DRAM、組み込み型無線通信

デバイスなど）を付加させることができる。この方法を用いれば、互換性のない技術を組

み込むことが可能になり、性能や機能、形状的な要因などの面で大きな利点がある。SiP

（System in Package）を「一つのパッケージに半導体や受容素子、配線を組み合わせた

もの」と定義すると、三次元的にチップを積層させる方法は SiP に分類できる。 

2004 年 3 月に、米 International SEMATECH の Interconnect Division は、ウェーハを

貫通させたビアで三次元配線を検証することを提案した。「次世代技術ノードを Low-k 配

線構造で行っていくと、研究開発費の回収が難しくなるかもしれない。そのような空気が

業界全体に流れたため、半導体メーカーは Ultra Low-k の開発意欲を失ってきた」。

SEMATECH は、三次元のチップ積層技術を「現在の CMOS 技術とカーボンナノチューブのよ

うな新しい技術の隙間を埋める」のような技術であると考えている。 

 

初期の三次元積層パッケージへの試みは、ワイヤーボンディングでチップ間を接続し

て積層させる方法や、一つのパッケージにチップを積層させる方法で行われてきた。積層

CSP（Chip Scale Package）は 1998 年から製造されており、SRAM と SRAM、SRAM とフラッ

シュ、DRAM とフラッシュといった二つのメモリーを積層させたものが、今日まで大半を占

める。薄型で積層したマルチチップパッケージを図 2.2-3 に示す。しかし、新しい方法が

米 Irvine Sensers 社によって考案された。またチップを積層し、ダイの外周部で接続さ

せるという方法も考案された。Irvine では、全ての信号線を同じ外周部に集め、再配線を

行う。その後ウェーハを切断する。再配線層が露出するようにダイを積み上げる。ダイ間

を接続するために、積み上げられたダイの横にバス配線を形成させる。このため、信号が

ダイの方向に行くものとダイの外に出て行くものがある。このプロセスには制約がある。

ダイは同じ大きさでなければならない。しかも、同じ種類のダイしか積層させることがで

きないというプロセス上の制約があった。さらに、頻繁にダイの大きさが小さくなってい

くため装置もそのたびに変えなければならない。これらの制約事項を解決させるために

「Neo-Stack」と呼ばれる新しい技術が開発された。 
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図 2.2-3 薄型で積層したマルチチップパッケージ例の概要図（出典：米 Amokor 社） 

 

三次元実装化で重要な技術は以下の通りである。 

・Si を貫通させたビア：電気的に絶縁された配線。ビアを形成するために DRIE（Deep 

Reactive Ion Etching）と、配線ビアの絶縁分離、Cu シード層とめっきが必要。 

・ DRIE や CMP を組み合わせて 50μm 未満にウェーハを薄型化。 

・ ウェーハ間あるいはチップ間での正確な位置あわせ。 

・ Si 融解やポリマー接合、Cu/Cu、Cu/Sn の直接的な共晶接合などによるウェーハ間

の接続。 

 

これらの技術の多くは、もともと MEMS 技術のために開発されたものであるが、今では

三次元積層プロセスのためにも使われている。ウェーハ/ウェーハの積層は、生産量の多

いウェーハ層に有効である。ダイ/ウェーハ間の接合は、KGD（Known Good Die）を選択し

ベースウェーハ上で接合されるもので、生産量の少ないウェーハ層に適している。 

 

また、薄型化プロセスがデバイスの電気特性に与える影響について研究したグループ

がある。その結論によれば、通常の低い応力ではデバイスの基本的な電気特性に何も影響

を与えないとされている。 

 

表 2.2-1 に三次元パッケージング技術の開発状況について示す。 
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表 2.2-1 三次元パッケージ 

 

米レンセリ

ア工科大学

（RPI） 

独

Fraunhofer
ASET 東北大学 米 IBM 社

独 Infineon 

Technologies

社 

米 MCNC-RDI 東芝 米 Tezzaron 社

ウェーハ/ウェー

ハ 
× . . × . . . × × 

チップ/ウェーハ . × . . . × × . . 

チップ/チップ SOI . × . . . × . . 

SOI またはバルク

Si 
SOI . バルク . SOI . バルク バルク . 

ビアサイズ 2×2 2.5 10 2.5 . . 4 30 . 

ビアプロセス SF6 . SF6 SF6 . . SF6 SF6 SF6 

周辺部ビア . . × . . . . . . 

アレイ部ビア × × . . . × × . × 

絶縁体 SIO2 SIO2 SIO2 SIO2 . SIO2 ポリマー SIO2 SIO2 

バリア層 TiN TiN . . TiN TiN TiN TiN TiN 

メタルプラグ Cu W または Cu Cu 
Poly-Si ま

たは W 
Cu Cu Cu Cu Cu 

ハンドルウェーハ × ○ ○ ○ ○ × . . × 

接合方法 ポリマ 
Cu/Sn 共晶

結合 

Cu/Sn 共晶

結合 

In/Au バン

プ 
Si 溶融 Cu-Sn-Cu 

ポリマーま

たはバンプ 
バンプ バンプ 

(出典：http://www.sijapan.com/content/0505vol2/features/featurs_0505_5.html) 

 

上表には示されていないが、2006 年 1 月 18～20 日、東京ビッグサイトで行われたイン

ターネプコンワールド JAPAN2006 では韓国／サムスン電子等の出展がみられた。 

 

今現在のところ三次元パッケージ技術には依然と以下のような課題が残っている。 

・三次元設計のできる CAD ツール。まだ一般的に普及していないため、それを十分に

設計エンジニアが理解できていない。 

・積層構造から発生した熱を逃がす方法 

・ウェーハ間接合における低い歩留まり。ウェーハ間のアライメントを正確に行わな

ければならない。現在のところ、アライメント精度は±1μmにも達していない。 

・デバイスに残留している熱機械的な応力の発生 

 

三次元パッケージ技術の課題を克服するためには以下のようなことが必要になると考

えられる。 

・チップ設計エンジニアに受け入れられているような CAD ツール普及。 

・量産レベルでの製品の検証。この点について、2005 年中に Infineon や Tezzaron

が量産レベルで製品の検証を行えるであろう。 

・熱機械的な応力に対する解決策。 

・実際の製品レベルでの歩留まりやコストの決定。 

・性能が上がったという確かな証拠 
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③チップ冷却技術 

 

Purdue 大学 HP のニュース及び文部科学省／科学技術政策研究所 HP によれば、2005 年

３月に米国のパデュー（Purdue）大学で、将来のチップ冷却の課題と挑戦すべき項目の明

確化をテーマにした「Workshop on Electrothermal Co‐Design of Future Electronics」

が、インテル社、IBM 社、HP 社、ソニー（株）等約 25 の会社、DARPA 等の政府機関および

大学からの専門家が参加して開催され、そのワークショップの中で、パデュー大学をはじ

めとした８大学（Purdue 大、Albany 大、Minnesota 大、カルフォルニア大 Santa Cruz、

同 Santa Barbara、テキサス大 El Paso、Puerto Rico 大、Alabama A&M 大）の研究者は共

同で、最先端のコンピュータチップが今後 10～15 年に直面すると想定される冷却問題に

対応するための新技術開発に特化したセンタ構築を提案したとある。 

LSI（大規模集積回路、以降チップという）は、トランジスタ（Tr）や配線の微細化に

よって集積度と性能の向上を続けてきた。国際半導体テクノロジ・ロードマップ（ITRS）

によると、高性能 MPU/ASIC（マイクロプロセッサ／特定用途向け集積回路）の集積度と動

作周波数は、2010年の45nmノード（ノード：最小配線ピッチの1/2）では20億 Trで 15GHz、

2016 年の 22nm ノードでは 88 億 Tr で 40GHz にもなると予想されている。こうした Tr 数や

動作周波数の増加は消費電力の増加をもたらし、チップの発熱問題も顕在化する。過度の

発熱は、チップの性能低下をもたらすとともに、繊細な回路の破壊などの問題を引き起こ

す。現在のチップ冷却法は、ファンやヒートシンクを組み合わせたものとなっているが、

ITRS では、ヒートシンクの冷却能力で対応できるチップの最大許容発熱量は、高々約 200W

程度と予測されている。今後の LSI 開発で、発熱問題は大きな障壁となってきており、そ

の対策が急務とされ、回路や素子の設計者と冷却システムの開発者がチップ開発当初から

協調して設計することの必要性が高まってきた。現状では回路や素子の開発後に冷却部分

の開発が行われているが、今後は、上記センタの構築により協調設計で革新的な冷却素子

をチップ内に盛り込むことが可能になるとしている。 

同センタ構想は、現在、NSF（National Science Foundation）に申請中であり、ファ

ンドが通れば 2006 年６月からの運営を目指すとしており、その活動は、 

・省電力素子の開発や設計への注力による発熱の抑制、 

・新冷却技術の開発、 

・複雑な多層構造の ICE-cubed プロセッサ開発に向けた多様なコンポーネントの最適

配置を支援する設計自動化ソフトウエアの開発 等 
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を目指すもので、具体的には、小型熱センサ、電力供給システム技術、多様な冷却素子、

冷却液を循環するための微小ポンプ、チップの発熱を利用した発電などが検討項目として

挙げられている。また、同センタは、８大学からの専門家で構成される予定であり、学生

の教育、大学・企業間の人材交流も意識している。 

 

2006 年 1 月 31 日、第 43 代合衆国大統領ジョージ・Ｗ・ブッシュは、一般教書演説で、

研究費の増加が望まれる国家的優先課題のひとつに、ナノテクノロジーを示した。文部科

学省／nanonet の HP によれば、National Nanotechnology Initiative の努力が 5 年前に

始まって以来、概算で 38 億ドルが NSF と他の連邦機関を通して利用可能とされ、そのう

ちの約半分がナノテク研究に向けられているとされている。 

 

①で述べられているように、MEMS 技術による熱赤外センサの消費電力は、現在におい

ても将来においてもコンピュータ用マイクロプロセッサの消費電力と比べて桁違いに少

ない。将来のコンピュータのマイクロプロセッサでは、二次元のチップ形状は少なくなり、

回路、素子そして小さな冷却素子が統合された多層構造の三次元立方体（cube）形状が多

数を占めると想定されている。その cube は、冷却液を循環するマイクロチャネルや、人

間の毛髪の半分程の幅で可動部を持たずに動く solid-state refrigerator 等も構成要素

としており、提案者らは、これを ICE-cubed（3D integrally cooled electronics）と呼

んでいる。 

衛星搭載用地球観測センサは今はもはや様々な技術の応用分野のひとつになってしま

ったが、このような技術の研究・開発に積極的に取り組むことで、地球観測センサ／カメ

ラの小型化／軽量化を図ることができる。 

また、それと共に高機能化を伴い、他産業／市場とのシナジー効果を得ることにより、

自立的な産業へ脱皮が可能となると思われ、チップ冷却技術は地球観測センサ／カメラに

は重要な研究・開発課題と考える。 

 

 

④ケーススタディ１（MEMS 技術の適用範囲と応用面） 

 

衛星リモートセンシングセンサは地上分解能の向上、温度分解能の向上を目指して全

体の大きさは大きくなる傾向にある。 

しかし、新素材の使用による構造、光学鏡などの軽量化は図られている。 
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一方で多波長化などの要求に応えるために検出器上の素子をアレイ化する方向が進ん

でいる。MEMS 技術の適用範囲としてはこの検出器面上の多アレイ化などが期待される。 

以下に小型化の内容として、まず素材面からの方向性を簡単に示し、その後で MEMS 技

術の応用面について記載する。 

 

(i)小型化 

 

衛星リモートセンシングセンサの傾向として、小型・軽量化、高度情報化という面が

開発の傾向、あるいは課題として挙げられるようになっている。衛星構体、搭載センサ構

体の軽量化は、材質の開発と密接な関係にある。 

光学系の光学素子のうち、鏡はガラス材→中空構造ガラス材→ベリリウム→シリコン

カーバイド素材など、大型でも軽量である素材への変更が主流となりつつある。 

図 3.1.3.2-1 に、素材例を素材性能の１つである温度膨張係数で分類した。 

 

 

図 2.2-4 鏡素材の性能比較 

（出典：国立天文台ホームページより引用） 

 

 

これらの素材で製作された軽量化鏡の一例を図 2.2-5 に示す。 
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グラファイトのパネル上にULEの薄い鏡を載せて裏面のポイントを動かし

鏡の歪みを補正するシステムで、次世代ハッブル宇宙望遠鏡用の 1.4m 鏡

である 

図 2.2-5 軽量化素材を使用した鏡の例（JWST） 

（出典：JWST ホームページより作成） 

 

これらの新素材の組み合わせによる軽量化とともに、これらの大型鏡で集光された光

を受ける検出器、光電変換後の電気回路の小型化には、MEMS 技術を適用することにより、

より集約度を上げた検出器システムを構成することが期待される。 

IFOV と温度性能に着目して、検出素子や電気回路部に MEMS 技術を適用することで小型

化、その他の効果について検討する。 

 

(ii)電気回路 

 

電気回路部を MEMS 化で小型化集約化できれば、電気回路全体として大幅に小型化でき

ると思われる。さらに、発熱量の低減化を含めて貢献できると思われる。 

チップ化という意味での小型化は可能であると考えられるが、将来的には素子間の線

幅などの低減化と宇宙特有の放射線環境への適応化が必要であると思われる。 

 

(iii)検出器 
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既に述べたように、ある制限＝回折限界の下で検出素子を小さくすることで、検出器

部が小型化できる、あるいは多くの素子を同一面積上に展開できる。 

これにより、光学系により導入するイメージサークルを小さくできれば（図 2.2-6）、

光学系全体の F値を下げずに、小さくする解も可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-6 イメージサークルの小型化を実現する検出器の小型化 

 

 

センサシステムを小型化するために最も大きな効果があるのは、検出器に光を導入す

る光学系を小型化することである。 

イメージサークルを小さくする方法は各種あるが、入射光量を減らすことなく、つま

り F値を大きくすることなく、光学系を小型化するためには、この検出器面の小型化は重

要な貢献となる。MEMS 技術の適用が大きく貢献する部分である。 

特に赤外光の検出においては、検出波長の関係から光学素子としてレンズとしてのガ

ラス材を用いることができない場合があるため、鏡を利用して検出器への光路の途中で、

光を分割しながら、波長別の検知器で対象を検出する場合が多い。 

これにより、検出器の数が増えること、光学系の光路分割により光学系が大きくなる

ことにより、センサシステムが大きくなる。 

これを避けるために、光学系を小さくし、検出器の検出面上に検出素子を多数並べる

方法が考えられる。 

これまでの衛星リモートセンシング搭載 IR センサはこの流れの中で、1検出器面に“1

素子”という検出器を多数配置したセンサから、多数の検出素子を 1つの検出器面に並べ

たものに変わっていている(図 2.2-7 参照)。 
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図 2.2-7 検出器面アレイ配置の変化 

（出典：NASA ホームページより引用） 

 

とは言うものの、回折限界の制限があるため、検出素子を無制限に小さくすることは

出来ず、検出素子の大きさは制限される。光学系の開口径は温度分解能の向上のためには

大きくする必要があるが、素子サイズとの関係からの制約と合わせて決定されることにな

る。 

例えば、簡単な計算を行ってみる。 

（ア）開口径 500mm、F 値=2.0、観測対象波長 8μm 

（イ）開口径 500mm、F 値=1.5、観測対象波長 10.5μm 

で計算すると、 

（ア）検出器素子サイズ=20μm 

（イ）検出器素子サイズ=20μm 

 

ともに 20μm 程度の素子サイズが必要となるが、現状では 20μm 角の熱赤外素子も製

作されているので、実現は可能かと思われる。 

検出器面上には検出器素子と読み出し回路が共存しているが、さらに小型化を目指す

には、MEMS 技術の適用により検出器素子面と読み出し回路面 2段化することなどで同一検

出器面にさらに多数の素子をアレイ化し、さらなる集約化でセンサシステムの多バンド化

の実現なども考えられる。 

この場合の MEMS 化の課題としては、読み出し回路部分を構成するシリコンと、例えば検

出器素子を構成する HgCdTe の共存を MEMS 化のプロセスで実現できるか、ということが挙

げられる。 
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(iv)非冷却素子の活用 

 

検出器部および電気回路部への MEMS 技術の適用は、センサシステムの小型化に貢献で

きる可能性がありそうであるが、その他の適用部分について検討する。 

IR センサの素子は冷却することでノイズを下げることができる。 

このため機械式冷却器、または放射冷却器により検出素子を冷却しているが、この部

分のサイズが検出器に比べて大きく、また寿命を決める要素にもなっている(図 2.2-8 参

照)。 

 

機械

能力と寿

冷却

小型化の

この

用が行わ

これ

に比べて

学系の大

考えられ

機械

 

検出器

図 2.2-85 検出器と機械式冷却器 

（出典：検知器メーカホームページより引用）

式冷却器の大きさを決める要素としては、冷やすべき

命である。寿命が短くていい場合には小さな冷却器も

器そのものもスターリング冷却器からパルスチューブ

面では、大きな発展は今のところ無い。 

冷却器がなければ大幅な小型化を望めるため、地上要

れている。 

を宇宙に転用することも検討されているが、検出器そ

低いことも有り、同等のシステム性能を得るためには

型化が必要となる場合もあり、これもトレードオフの

る。 

式冷却器を MEMS 技術で小型化するということも将来
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機械式冷却器 

 

検出器の発熱に応じた冷却

存在する。 

冷却器へと発展しているが、

途では非冷却型の素子の使

のものの性能が冷却の場合

入射光量を増やすために光

結果としての選択となると

的には考えられるにしても、



当面は、ペルチェ式の冷却方式を MEMS 技術の適用により段数を増加させることが現実的

な解と思われる。 

このペルチェの MEMS 化によるペルチェ素子の小型化、多段化が実現できるならば、検

出器の小型化とともに衛星搭載用への貢献のみならず、地上用・民生用にも大いに活用と

貢献が期待される利用面と思われる。 

 

⑤ケーススタディ２（MEMS 素子を衛星搭載赤外センサへ応用した場合の効果の定量的検

討） 

 

MEMS 素子を衛星搭載赤外センサへ応用した場合の効果を定量的に検討した結果を以下

に示す。 

ここでは、ASTER/SWIR の素子を冷却型から MEMS 赤外素子に変更した場合のリソースの

低減について定量的に考察する。ただし、ここではセンサの性能については検討を実施し

ない。図 2.2-9 に従来型赤外センサの概略構成を示す。 
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従来型赤外センサ

ポインティング部 ポインティングミラーユニット

ポインティング機構ユニット

ポインティング機構制御ユニット

集光光学部 集光光学ユニット

焦点面構成部 検出器ユニット

検出器駆動ユニット

分光フィルタユニット

デュワユニット

プリアンプユニット

冷凍機部 冷凍機ユニット

冷凍機駆動制御回路ユニット

校正部 校正光源ユニット

校正光学系ユニット

校正光モニタユニット

校正系回路ユニット

信号処理部 アナログ信号処理部

デジタル信号処理部

テレメトリｺﾏﾝﾄﾞ処理部

熱制御部 熱制御系

熱制御回路ユニット

構体部

計装部  

図 2.2-9 従来型赤外センサの構成例 

 

従来技術に赤外 MEMS を適用した場合の主要コンポーネント構成案を図 2.2-10 に示す。 
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赤外MEMSを適用した場合

ポインティング部 ポインティングミラーユニット

ポインティング機構ユニット

ポインティング機構制御ユニット

集光光学部 集光光学ユニット

焦点面構成部 検出器ユニット

検出器駆動ユニット

分光フィルタユニット

デュワユニット

プリアンプユニット

冷凍機部 冷凍機ユニット

冷凍機駆動制御回路ユニット

校正部 校正光源ユニット

校正光学系ユニット

校正光モニタユニット

校正系回路ユニット

信号処理部 アナログ信号処理部

デジタル信号処理部

テレメトリｺﾏﾝﾄﾞ処理部

熱制御部 熱制御系

熱制御回路ユニット

構体部

計装部  

          ：赤外 MEMS 検出器搭載に合わせて削除となるコンポーネントを示す。 

          ：赤外 MEMS 検出器搭載に合わせて機能見直しを実施することにより削

除可能なコンポーネントを示す。 

図 2.2-10  赤外 MEMS を適用した場合の主要コンポーネント構成例 

 

 

従来技術にたいして赤外 MEMS 適用した場合の定量的効果は以下のとおりである。 

 

・MEMS 適用により冷凍機/デュワ/冷凍機駆動回路部を削除可能であり、ASTER/SWIR

では前述したコンポ－ネント分のみで約 10%の質量低減が可能。 

・赤外 MEMS とすることと同時に、校正を衛星マヌーバによる月校正などに変更する

ことでポインティングミラー、校正部を削除することででき、さらに約 15％の質量

低減が可能。 
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・冷凍機/デュワ/冷凍機駆動回路部を削除することにより、撮像モード時の消費電力

は約 30% の低減が可能 

 

ただし上記を達成するためには以下の課題もある。 

・校正方法を月校正としてよいか 

・例示した従来型赤外センサの１バンド検出器画素数は約 4000 画素であるが、現状

640 画素のものしかない→検出器をスタガー配列する必要あり。ただし冷凍機不要

であるので大きな課題ではない。 

 

（２）低コスト化検討 

 

①光学系 

 

図 2.2-11 に米国における宇宙用集光光学系の主鏡に関する開発トレンドを示す。 

 

 

（出典：H. Philip Stahl, 2003） 

図 2.2-11 米国における光学衛星の集光光学系／主鏡の軽量化／低コスト化のトレンド概要 

・材料密度に関しては good 

・低コスト化および短納期化については更なる改善の余地有り 

・HST：Hubble Space Telescope , 直径 2.4m,titanium silicate glass 
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・SIRTF：現在 Spitzer Space Telescope と改名,直径 0.85m, Beryllium 

・AMDS：Advanced Mirror System Demonstrator, 直径 1.4m, Beryllium,  

multi-segmented primary mirror system, Cryogenic nano-positioning 

actuators 

・JWST：James Webb Space Telescope, 直径 6.5m,Beryllium, 

multi-segmented primary mirror system, Cryogenic nano-positioning 

actuators 

 

図 2.2-12 に民生品における光学技術の製品化と技術の流れを示す。 

現在の民生品レベルでは回折光学素子までは既に製品化／応用が進み、今後はナノテ

ク技術を用いた光波制御素子やアクティブ素子の開発が進んでいくものと思われる。それ

らの新しい技術を適用すれば、例えば、大型の主鏡を開発するのに、従来技術では新たに

製造工場を建設することがになるような場合でも、アクティブ素子を用いた新規技術では

新たに工場を建設する必要はないと思われる。このように、新規技術を用いた光学系の開

発により、大幅な低コスト化が期待できる。 

 

 

図 2.2-12 民生品における光学技術の製品化と技術の流れ 

（出典：第 9回光技術シンポジウム, 「アクセス系・情報家電に求められる次世代光技術」, 2006 年 2 月 22 日） 

 

 

②データ処理技術の向上によるハードウェアへの過大な負荷の軽減 
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最終的なアウトプットは、センサ／カメラ（ハードウェア）の性能だけでは決まらな

い。画像処理技術を含めてシステマティックに最終的な画像がアウトプットされることが

許されるなら、センサシステムの低コスト化につながる。その画像処理技術について以下

に述べる。 

 

(i)画像復元技術 

 

画像復元技術は、大気の影響や集光光学系／検出器等により、取得した画像のぼけを

除去し、人工的な取得画像よりも自然にある状態に近づけることを可能とする。 

その例を図 2.2-13 に示す。この技術により、判読性が劇的に向上することがわかる。 

 

図 2.2-13 の(b)のようなアウトプットをセンサ（ハードウェア）だけで実現するには

莫大なコストがかかる。センサだけでそれを実現したとして、同一仕様のセンサを再製作

する場合、その材料費や部品、人件費といった費用は開発時と同様にかかる。 

一方、ソフトウェアによる画像処理技術に基づいた場合、既にその技術は実用化に近

いレベルにあり、ハード開発に比べれば桁違いの低開発費ですむものと考える。また、そ

のソフトウェアの再作成をする場合、実質的には電子媒体上のコピーですむものと考えら

れ、ハード製作と比べれば劇的な低コスト化が図れるものと思われる。 
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(a) 約 2.5km の距離から取得された赤外画像（元画像） 

 

構造物のよう

に見える 

 

人であることが

明確にわかる 

(b) 画像処理技術による(a)の復元画像 

（N.S. Kopeika, 2005） 

図 2.2-13 大気や画像取得により劣化した画像の画像処理技術による復元例 

 

(ii)超解像処理技術 

 

超解像処理技術は、空間分解能の向上を図るための技術である。その適応例を図 2.2-14

に示す。 
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(a) 赤外画像（元画像） 

 

 
(b) 画像処理技術による(a)の超解像化画像（３倍化の場合） 

（N.S. Kopeika, 2005） 

図 2.2-14 超解像処理の例 

 

超解像技術は、多くの研究がなされているが、現在のところ光学画像に対しては途上

の技術であり、処理能力向上が重要な課題である。 
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2.3 MEMS 技術を適用した熱赤外センサの耐放射線性 

 

（１）MEMS 技術を用いた熱赤外センサの耐放射線性の検討・評価 

 

①試験概要 

 

MEMS 技術を用いて製造された熱赤外センサチップに放射線を照射し、照射前後の特性

ならびにその後の経時変化を測定・比較することによって耐放射線性を評価する。このと

き熱赤外センサチップの挙動を解析するため、センサを構成している回路要素（MOS トラ

ンジスタ等）を集めた TEG チップについても同様の試験を実施する。  

 

②供試体 

 

放射線試験の供試体に関し、図 2.3-1 に示す。赤外 MEMS 素子は複数部分から構成され、

それぞれの部分での放射線劣化特性が異なることが予想されるため、構成単位ごとの TEG

（Test Element Groupe）素子を用いて、部位の影響度合いの分離を図る。 

 

 

評価用TEG素子評価用TEG素子

 

図 2.3-1 評価用 TEG 素子の構成要素と SOI ダイオード素子との対応 

・赤外 MEMS センサ ：SOI ダイオード方式非冷却検出器素子 

・画素ピッチ ：40μｍ 

・画素数 ：320x240 画素 

・評価用 TEG チップ ：センサ読出回路を構成する単体 MOS トランジスタ 

・画素を構成する SOI ダイオード 

 

 

熱赤外素子の写真を図 2.3-2 に示す。 
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(a)薄膜赤外線吸収構造を形成した最終形状 (b)薄膜赤外線吸収構造を除去した状態 

図 2.3-2 放射線試験供試体の画素部分拡大写真 

 

③放射線照射条件 

 

放射線照射条件は以下とした。 

・線源 ：Co60 γ線源 

・照射線量 ：1krad(Si)、5 krad(Si)、 10krad(Si) 

・照射線量は低軌道（800km 以下）の太陽同期準回帰軌道。 

・軌道上寿命５年を想定して設定。 

 

軌道上での放射線による影響は、期間、粒子数、粒子のエネルギーを計算ソフトによ

り求め、その結果を Si に吸収されるエネルギーを計算している（いわゆるトータルドー

ズ）。従って、トータルドーズ量の中に粒子のエネルギー、粒子数が考慮されている。ま

た、トータルドーズの試験としては、γ線、プロトン/電子線などあるが、従来の検出器

放射線照射試験結果よりプロトンとγ線照射による影響はトータルドーズ量を同じとす

れ、測定誤差を考慮すればほぼ一致する。このため、今回はスケジュール、コストを勘案

してγ線照射を採用した。γ線の線源として Co60 を用いた理由は、試験を MIL-STD-883 

method 5005 に基づき実施したためである。 

 

④測定項目 

 

放射線照射試験前後での測定項目は素子、TEG 毎に以下とした。 
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○SOI ダイオード非冷却素子 

・読出回路動作 

・画像欠陥 

・感度変動 

・雑音 

 

○個別 TEG 要素 

・MOS トランジスタ DC 特性 

・SOI ダイオード特性 

 

⑤測定時期 

 

放射線照射試験前後での素子特性試験時期は以下とした。 

・放射線照射前後 

・照射後約 40（TBR）日後 

・照射後約 100（TBR）日後 

 

照射後時間を経過させて測定する理由は、通常の Si-CCD 検出器で見られるリバースア

ニーング効果の有無を調査するためである。 

 

⑥赤外 MEMS 放射線照射試験 

 

放射線照射試験を以下の要領で実施した。 

 

・実施日 ：2005/11/9 

・実施場所 ：大阪府立大学 産学官連携機構 先端科学イノベーションセンタ 

・照射室 ：第２照射室 

・線源 ：Co60 

・照射方法 

 

当該照射室の線量分布図に基づき、所定の線量率となる位置（距離）に試料を床上設
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置して照射。 

照射中は、試料に所定のクロックもしくはバイアスを印加（詳細は下記参照）。 

・照射条件表 2.3-1 参照 

 

表 2.3-1 照射条件 

 照射線量率 照射時間

[krad(SI)] [krad] [krad/h] [分] 本番 DC-TEG ﾉｲｽﾞ-TEG

0 0 - 0 2 2 2 ﾘﾌｧﾚﾝ

1 1.145 11.45 6 2 2 2

5 5.725 11.45 30 2 2 2

10 11.45 11.45 60 2 2 2

照射線量 試料（チップ）個数
備考

ｽ用

 

 

 

○照射時素子クロック/バイアス条件 

・SOI ダイオード非冷却素子 

- クロック条件 

- 振幅 ：0-10V 

- クロックパターン ：製品カメラ（MELCO 製 SC-1）と同じ撮像用パターン 

- 画素周波数 ：５MHz 

- バイアス条件 

- 駆動電圧 ：製品カメラ（MELCO 製 SC-1）と同じ駆動電圧 

- 最大印加電圧 ：10V 

- 画素電流 ：~10μA 

 

・個別 TEG 要素 

- トランジスタ TEG ：Vgs＝5V、Vds＝5V 

- ダイオード TEG ：順方向 10μA または逆方向 10V 

- MOS 容量 TEG ：10V 

- インバータ TEG ：電源電圧      10V 

- 入力クロック振幅  0-10V 

 

放射線照射試験時のコンフィギュレーションを図 2.3-3 に示す。 
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ｿｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾄﾞ

本番
ﾁｯﾌﾟ

DC評価用
TEGチップ

ｿｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾄﾞ

本番
ﾁｯﾌﾟ

DC評価用
TEGチップ

 

(a)試料設置状況(1)             (b)写真 試料設置状況(2) 

 

 

(c)試料設置状況              (d)駆動及びバイアス印加装置 

図 2.3-3 放射線照射時コンフィギュレーション 

 

 

⑦照射試験後試験結果サマリ 

 

赤外 MEMS 放射線照射試験前後での特性変化のまとめを下表 2.3-2～-4 に示す。下表

2.3-2～-4 に示されているように、今回の放射線量では放射線照射による素子の特性劣化

はほとんど見られない。 
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表 2.3-2 SOI ダイオード素子結果 

測定項目 照射直後結果 照射1～3ヵ月後結果 

DCテスト 入力リーク 

スキャナ電源ピン（大面積のドレイン

に接続される）のみ照射線量に応じて

増加 

・大面積ドレインピンのリークは時間とと

もに若干減少し、リバースアニールのよ

うな現象は認められない。 

・ゲートリークは経時変化なし。 

出力波形 

（オフセット分布） 

放射線照射による変化は見られない 

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

素子内回路ゲイン 
放射線照射による変化は見られない 

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

温度感度 
放射線照射による変化は見られない 

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

雑音 
放射線照射による変化は見られない 

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

ファンクション

テスト 

画像欠陥 
放射線照射による変化は見られない 

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

 

表 2.3-3 DC 評価 TEG 結果 

測定項目 結果 照射 1～3ヵ月後結果 

Vth 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

MOS-Tr 

β 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

MOS キャパシタ 容量 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

反転電圧 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

インバータ 

電源電流 照射線量に応じて増加 
電源電流は時間とともに若干減少し、リバ

ースアニールのような現象は認められない

順方向 I-V 特性 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

SOI ダイオード 

逆方向 I-V 特性 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

 

表 2.3-4 ノイズ評価 TEG 試験結果 

測定項目 結果 照射 1～3ヵ月後結果 

MOS-Tｒ 1/f ノイズ 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

SOI ダイオード 1/ｆノイズ 
放射線照射による変化は見られない

（測定ばらつきの範囲内） 
経時変化なし 

 

(i)SOI ダイオード素子ファンクション試験結果 

・方法： 面黒体（すなわち均一光入射）の撮像試験により、温度感度、読出ノイズ、

画像欠陥個数を測定。 

照射前と照射後（24 時間以内）を比較。 

・結果： 放射線照射による画像欠陥の増加はなし。すなわち、照射による MEMS 構造

体の変化はないと考えられる。また、温度感度や読出ノイズなどの電気的性

能にも、放射線照射による変化は見られない。また経時変化もみられない。 
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下表 2.3-5～-7 に SOI ダイオード素子ファンクション試験結果を示す。 

表 2.3-5 は画素欠陥個数、表 2.3-6 は雑音、表 2.3-7 は温度感度について評価した結

果を示している。 

 

表 2.3-5 画素欠陥評価結果 

 
照射前

測定値

[個]

測定値

[個]

変化量

[個]

測定値

[個]

変化量

[個]

24 24 0 23 -1

12 14 2 13 1

4 4 0 4

10 10 0 10 0

8 7 -1 7 -

9 8 -1 8 -

3 4 1 3

8 7 -1 7 -

条件 素子番号

画像欠陥個数

照射直後 照射1ヵ月後

REF

（0krad）

ZH866-01-27

ZH866-06-07

1krad
ZH866-02-08

ZH866-02-15

5krad
ZH866-02-40

ZH866-03-16

10krad
ZH866-03-13

ZH866-03-27

0

1

1

0

1
 

＊ ここでの画素欠陥とは、全画素（320ｘ240）平均感度から基準値に入っていない画素をいう。このため、基準値付近に

あった画素は試験ばらつきの影響で合格/不合格が分かれる可能性がある。 

 

表 2.3-6 雑音評価結果 

照射前

測定値

[μVrms]

測定値

[μVrms]

変化率

[%]

測定値

[μVrms]

変化率

[%]

82 87 6.9 83 1.6

85 86 1.8 85 0.6

78 84 7.4 81 2.9

84 89 6.8 84 0.4

84 82 -1.9 86 2.6

86 88 2.2 86 0.1

82 84 2.8 88 8.3

84 86 2.4 83 -0.7

条件 素子番号

雑音

照射直後 照射1ヵ月後

REF

（0krad）

ZH866-01-27

ZH866-06-07

1krad
ZH866-02-08

ZH866-02-15

5krad
ZH866-02-40

ZH866-03-16

10krad
ZH866-03-13

ZH866-03-27
 

 

表 2.3-7 温度感度評価結果 

照射前

測定値

[μV/K]

測定値

[μV/K]

変化率

[%]

測定値

[μV/K]

変化率

[%]

873 866 -0.8 839 -3.9

987 919 -6.9 892 -9.6

907 922 1.7 915 0.9

972 979 0.7 919 -5.5

888 881 -0.8 896 0.9

949 964 1.6 911 -4.0

919 938 2.1 907 -1.3

926 892 -3.7 896 -3.2

条件 素子番号
照射直後

温度感度

照射1ヵ月後

REF

（0krad）

ZH866-01-27

ZH866-06-07

1krad
ZH866-02-08

ZH866-02-15

5krad
ZH866-02-40

ZH866-03-16

10krad
ZH866-03-13

ZH866-03-27  
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(ii)SOI ダイオード特性 

・方法： 本番画素と同型の SOI ダイオード（8個直列）の順方向および逆方向 I-V 特

性を測定。 

照射前と照射後（24 時間以内）を比較。 

・結果： 順方向および逆方向ともに、照射線量によらず I-V 特性は不変で、特性劣

化は見られない。 

照射線量が最大である 10ｋrad(SI)の例を、図 2.3-4 に示す。 

経時変化も見られない。 

 

 
順方向特性（SOIﾀﾞｲｵｰﾄﾞ8個直列）　10krad(SI)

1.E-09

1.E-08
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電圧 [V]

電
流

 [
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照射前

照射直後

1ヵ月後

逆方向特性（SOIﾀﾞｲｵｰﾄﾞ8個直列）　10krad(SI)
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図 2.3-4 SOI ダイオード特性試験結果 

 

(iii)ダイオード 1/f ノイズ 

・方法： SOI ダイオード（単体）の 1/ｆノイズを測定。照射時のバイアスを順方向

にした場合と、逆方向にした場合の、2種類について測定。 

照射前と照射後（24 時間以内）を比較。 

・結果： 照射線量によらず、およびバイアスの印加方向によらず、1/ｆノイズの増

加は見られない。 

照射線量が最大である 10ｋrad(SI)の例を、図 2.3-5 に示す。 
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順方向バイアス、10krad(SI)、ZH866#4-1
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逆方向バイアス、10krad(SI)、ZH866#6-24
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図 2.3-5 SOI ダイオード 1/ｆ特性試験結果 

 

(iv)本番チップ DC リークテスト 

・方法： 入力ピンのリーク電流測定（@10V 印加） 

照射前と照射後（24 時間以内）を比較 

・結果： 大面積のドレイン（N+拡散層）に接続されるピンでは、照射線量に応じて

リーク電流が増加。（例：VD1） 

他のゲートピン等では、照射線量によらずリーク電流は一定。（例：VG2） 

下図 2.3-6 に DC リーク試験結果を示す。 

 

 ドレインピン（VD1）リーク
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ゲートピン（VG2）リーク

1.E-13

1.E-12

1.E-11

1.E-10

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

0 2 4 6 8 10 12

照射線量 [krad(SI)]

リ
ー

ク
電

流
 [

A
]

照射前

照射直後

1ヵ月後

 

図 2.3-6 本番チップ DC リーク試験結果 

 

 

下表 2.3-8 にドレイン電流のリーク量の測定結果を、表 2.3-9 にゲート電流のリーク測定結果

を示す。ドレインピンおよびゲートリークは時間とともリーク量が減少している。 
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表 2.3-8 ドレインピンリーク測定結果 

 線量 照射前 照射直後 1ヵ月後 2ヵ月後 3ヵ月後

[krad(SI)] 0 1 30 60 90

0 2.40E-09 2.53E-09 2.39E-09 2.52E-09 2.41E-09

0 2.29E-09 2.35E-09 2.20E-09 2.29E-09 2.19E-09

1 2.55E-09 2.86E-09 2.72E-09 2.87E-09 2.71E-09

1 1.98E-09 2.41E-09 2.23E-09 2.39E-09 2.24E-09

5 2.11E-09 4.25E-06 1.31E-06 1.40E-06 1.34E-06

5 2.14E-09 2.24E-06 5.91E-07 6.61E-07 6.37E-07

10 2.40E-09 8.66E-05 2.89E-05 2.50E-05 2.27E-05

10 2.40E-09 1.29E-04 3.94E-05 3.47E-05 3.17E-05

ZH866-03-13

ZH866-03-27

ZH866-01-27

ZH866-06-07

ZH866-02-08

ZH866-02-15

ZH866-02-40

素子番号

ZH866-03-16

 

 

表 2.3-9 ゲートピンリーク測定結果 

線量 照射前 照射直後 1ヵ月後 2ヵ月後 3ヵ月後

[krad(SI)] 0 1 30 60 90

0 6.98E-12 5.42E-12 4.22E-12 3.80E-12 4.20E-12

0 7.42E-12 5.22E-12 4.76E-12 3.90E-12 3.60E-12

1 7.88E-12 6.24E-12 4.80E-12 4.02E-12 4.94E-12

1 6.92E-12 6.40E-12 4.80E-12 4.52E-12 4.38E-12

5 5.54E-12 4.76E-12 3.36E-12 3.86E-12 4.70E-12

5 6.70E-12 6.02E-12 4.84E-12 3.76E-12 5.34E-12

10 6.92E-12 4.98E-12 4.88E-12 5.00E-12 4.48E-12

10 7.92E-12 5.22E-12 4.78E-12 5.16E-12 4.90E-12

素子番号

ZH866-01-27

ZH866-03-16

ZH866-03-13

ZH866-03-27

ZH866-06-07

ZH866-02-08

ZH866-02-15

ZH866-02-40

 

 

 

(v)MOS-Tr 特性 

・方法： W/L=20/20[μm/μm]の 3 種の MOS-Tr について、Tr パラメータを測定。 

照射前と照射後（24 時間以内）を比較。 

・結果： 照射線量によらず、Vth およびβは不変。 

下表 2.3-10 にゲート電極におけるスレショルド電圧について測定した結果

を示す。 
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表 2.3-10 Vth 測定結果 

(a)NMOS（analog） 

 照射前

測定値

[V]

測定値

[V]

変化量

[V]

測定値

[V]

変化量

[V]

-0.08 -0.08 0.00 -0.08 0.00

-0.04 -0.04 0.00 -0.04 0.00

-0.11 -0.08 0.02 -0.08 0.03

-0.08 -0.08 0.00 -0.07 0.00

-0.05 -0.05 0.00 -0.05 0.00

-0.03 -0.04 0.00 -0.04 0.00

-0.03 -0.02 0.00 -0.02 0.00

-0.06 -0.06 0.00 -0.06 0.00

REF

（0krad）

ZH866#02-07

ZH866#05-32

10krad
ZH866#06-18

ZH866#06-41

1krad
ZH866#01-39

ZH866#01-40

5krad

照射直後 照射1ヵ月後

ZH866#04-09

ZH866#04-18

条件 素子番号

 

 

(b)NMOS（digtal） 

照射前

測定値

[V]

測定値

[V]

変化量

[V]

測定値

[V]

変化量

[V]

0.73 0.73 0.00 0.73 0.00

0.72 0.71 -0.01 0.72 0.00

0.68 0.70 0.02 0.71 0.02

0.71 0.70 0.00 0.71 0.00

0.75 0.75 0.00 0.76 0.01

0.75 0.75 0.00 0.76 0.00

0.74 0.74 0.00 0.75 0.01

0.71 0.71 0.00 0.71 0.00

条件 素子番号

照射直後 照射1ヵ月後

REF

（0krad）

ZH866#02-07

ZH866#05-32

1krad
ZH866#01-39

ZH866#01-40

5krad
ZH866#04-09

ZH866#04-18

10krad
ZH866#06-18

ZH866#06-41  

 

 

従来 CCD での放射線試験結果と異なる。ゲート酸化膜厚やウェハなど、製造プロセス

の相違のための可能性が高い。 

 

(vi)インバータチェーン特性 

・方法： インバータチェーン（997 段直列、電源電圧 10V）の DC 特性（反転電圧、

電源電流）を測定。 

照射前と照射後（24 時間以内）を比較。 

・結果: 照射線量によらず、反転電圧は不変。 

照射線量に応じて電源電流は増加。（ドレインのリーク電流増加に対応して

いる。）インバータ反転電圧測定結果を表 2.3-11 に示す。インバータ電源電

量の測定結果を表 2.3-12 に示す。 
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表 2.3-11 インバータ反転電圧測定結果 

 線量 照射前 照射直後 1ヵ月後 2ヵ月後 3ヵ月後
[krad(SI)] 0 1 30 60 90

0 4.85 4.85 4.95 4.95 4.95
0 4.75 4.90 4.95 4.75 4.75
1 4.75 4.85 4.90 4.90 4.90
1 4.75 4.85 4.90 4.85 4.85
5 4.80 4.90 5.00 4.80 4.80
5 4.80 4.90 5.00 4.90 4.90
10 4.80 4.90 5.00 4.80 4.80
10 4.75 4.85 4.95 4.90 4.90

ZH866#06-18
ZH866#06-41

ZH866#04-18
ZH866#04-09

素子番号

ZH866#02-07
ZH866#05-32
ZH866#01-39
ZH866#01-40

 
照射前後で 0.1V 程度の差があるが、リファレンス素子（ref 素子）においても同様の傾向がみ

られるので、その差はγ線照射による有意差ではないと考える。 

 

表 2.3-12 インバータ電源電流測定結果 

 線量 照射前 照射直後 1ヵ月後 2ヵ月後 3ヵ月後
[krad(SI)] 0 1 30 60 90

0 1.22E-09 6.87E-10 3.46E-10 7.17E-10 7.68E-10
0 7.12E-10 6.53E-10 3.31E-10 5.99E-10 8.17E-10
1 1.15E-09 1.01E-09 5.78E-10 8.92E-10 1.09E-09
1 1.17E-09 1.06E-09 4.74E-10 9.51E-10 1.07E-09
5 1.05E-09 7.00E-07 2.07E-07 2.44E-07 2.40E-07
5 1.27E-09 5.89E-07 1.69E-07 2.26E-07 2.10E-07
10 1.18E-09 3.66E-05 1.33E-05 1.15E-05 1.24E-05
10 1.20E-09 4.08E-05 2.09E-05 1.86E-05 1.56E-05

ZH866#01-40
ZH866#04-09

ZH866#06-18
ZH866#04-18

ZH866#06-41

ZH866#02-07
ZH866#05-32

素子番号

ZH866#01-39

 

 

(vii)放射線照射試験まとめ 

 

赤外 MEMS 素子の放射線照射試験を計画し、その照射試験を実施した。放射線照射前後

での特性評価試験結果では、放射線照射による素子の特性劣化はほとんど見られないこと

が判った。また照射試験後経時劣化特性からアニーング効果はみられたが、リバースアニ

ーングの効果は見られなかった。 

この結果はこれまでの宇宙用 CCD 検出器と異なる結果であるが、以下の放射線照射に

よる素子に発生する現象及び検出原理の相違を考慮すれば、妥当な結果と思われる。 

 

・放射線照射による現象 

- MOS 構造の部分に放射線照射によりイオン化効果により界面準位が形成される。 

 

・検出器原理による相違 

＜これまでの宇宙用 CCD（量子型）＞ 

- 光入射によりキャリアが発生し、発生キャリアの量で光量を検出する。 
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- 放射線照射により界面準位によりキャリアの再結合が発生するため、素子感度

などが劣化する。 

- 素子のアクティブ領域厚みが 10～15μｍと厚く放射線による影響を受けやすい。 

 

＜MEMS 赤外素子（熱型）＞ 

- 熱によるダイオードの温度特性の変化で光量を検出する。 

- ダイオードの PN接合部分の特性変化を計測しており、界面の影響を受けにくい。 

- 素子のアクティブ領域厚みが 1μｍ以下と薄く、放射線による影響を受けにくい。 

 

 

2.4 リモートセンシング衛星への適合性の評価・検討 

 

2.3 項の耐放射線性試験結果から、MEMS 技術を用いた熱赤外線検出器のリモートセンシン

グ衛星への適用は“可”と評価する。 

 

 

３．衛星リモートセンシングシステムに対する MEMS 技術の評価・検討 

 

本項では、センサシステムとしての性能面の検討を中心に、下記の内容に対して調査研究の

結果が報告されている。 

・MEMS 技術を用いた熱赤外センサ搭載リモートセンシング衛星の実現性に関するヒアリ

ング結果 

・既存のリモートセンシング衛星との機能・性能比較 

・MEMS 熱赤外センサを採用した衛星リモートセンシングシステムの成立性評価 

その詳細について、以下に示す。 

 

3.1 MEMS 技術を用いた熱赤外センサ搭載リモートセンシング衛星の実現性に関するヒアリ

ング結果 

 

2006 年１月 11 日（水）、三菱電機株式会社に対し、MEMS 技術を用いた熱赤外センサ搭載

リモートセンシング衛星の実現性に関し、下記の項目を主としてヒアリングを実施した。 
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①シリコン半導体製造プロセスとコンパチブルな製造ラインを用いた非冷却熱赤外検出

デバイスの耐環境性（特に、耐放射線性）と特性劣化メカニズムについて 

②熱赤外放射計を有する既存のリモートセンシング衛星との機能・性能比較について 

 

それらのヒアリング結果については、①に関しては 2.1 項及び 2.3 項に含めて記述し、、

②に関しては 3.2 項及び 3.3 項に含めて記述した。 

 

3.2 既存のリモートセンシング衛星との機能・性能比較 

 

ASTER/TIR は軌道高度等運用条件を含めて、地表分解能 GSD が 90m を実現していることか

ら、本項でも、既存のリモートセンサとして運用条件を含めて地表分解能 GSD90m 以下の性能

を有するものを対象とし、熱赤外域に対する観測バンド数が単バンドのものと複数バンドの

ものに分けて示す。 

 

（１）単バンドのセンサの場合 

 

熱赤外域の観測バンドが単バンドで地表分解能 GSD が 90m 以下の既存センサの例として

は、、LANDSAT-7/ETM+を挙げることができる。その機能・性能の概要を下表 3.2-1 に示す。 

 

表 3.2-1 LANDSAT-7/ETM+の機能・性能概要（１／２） 

ﾊﾞﾝﾄﾞ No. 観測波長域 [μm] 検出器(使用個数) 瞬時視野[μrad]
地表分解能

GSD[m] 

信号対雑音比 SNR 

(at min signal radiance)

1  0.45 - 0.52 (可視光) Si-PD (16)  42.5  30 x 30 32  

2  0.53 - 0.61 (可視光) Si-PD (16)  42.5  30  35  

3  0.63 - 0.69 (可視近赤外光) Si-PD (16)  42.5  30  26  

4  0.78 - 0.90 (可視近赤外光) Si-PD (16)  42.5  30  32  

5  1.55 - 1.75 (短波長赤外光) InSb (16)  42.5  30  25  

6  10.4 - 12.5 (熱赤外光) HgCdTe (8)  85.2  60  0.5 K (雑音等価温度) 

7  2.09 - 2.35 (短波長赤外光) InSb (16)  42.5  30  17  

8  0.52 - 0.90 (可視光) Si-PD (32)  18.5 x 21.3 13 x 15 15  
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表 3.2-1 LANDSAT-7/ETM+の機能・性能概要（２／２） 

観測式 ウィスクブルーム方式 (Bidirectional cross-track, scan frequency = 7 Hz ) 

観測幅 185 km (視野角 15o ＠軌道高度 705 km)  

集光光学系  

・開口径：40.6 cm 、 

・方式：Ritchey-Chretien 方式 

・反射鏡材質：ULE (Ultra Low Expansion)ガラス 

有効焦点距離 243.8 cm, (f/6.0)  

サイズ 
・スキャン機構部：1.5 m x 0.7 m x 2.5 m 

・電気回路部： 0.4 m x 0.7 m x 0.9 m  

質量 

・スキャン機構部：298 kg,  

・電気回路部：103 kg,  

・ハーネス：20 kg  

消費電力 590 W  

量子化ビット数 
・A/D 変換：9 ﾋﾞｯﾄ  

・8 ﾋﾞｯﾄ/画素 (2 gain states)  

データ送信レート 150 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒(X-band antennas, CCSDS ﾌｫｰﾏｯﾄ) 

 

LANDSAT/ETM+は単一望遠鏡（光学系）で集光された光を各観測波長域に分けて同一焦点

面上にある各観測バンドの検出器に集光するシステムのため熱赤外域だけのセンサに分離

することはできない。 

 

一方、MEMS 技術を用いた熱赤外検出器による単バンド観測センサの検討結果を表 3.2-2

に示す。検討内容の詳細は 3.3 項で述べる。 

 

表 3.2-2  MEMS 技術を用いた熱赤外検出器による単バンド観測センサの検討結果 

項目 数値 備考 

観測波長領域 8～12μm  

分解能 127.8μrad 90m@高度 700km 

観測幅 4.91 度 60km@高度 700km 

焦点距離 194mm  

開口径 161mm  

AT 方向 0.20 以上  
MTF 

CT 方向 0.25 以上  

雑音等価温度 NEΔT 0.3K 以下 対象温度 300K 
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（２）複数バンドのセンサの場合 

 

熱赤外域の観測バンドが複数バンドで地表分解能 GSD が 90m 以下の既存センサの例とし

ては、、ASTER/TIR 及び MTI(Multi-spectral Thermal Imager)を挙げることができる。その

機能・性能の概要をそれぞれ下表 3.2-3 と表 3.2-4 に示す。 

 

表 3.2-3 ASTER/TIR の機能・性能概要 

可視近赤外放射計 VNIR 短波長放射計 SWIR 熱赤外放射計 TIR  

ﾊﾞﾝﾄﾞ No ﾊﾞﾝﾄﾞ幅[μm] ﾊﾞﾝﾄﾞ No ﾊﾞﾝﾄﾞ幅[μm] ﾊﾞﾝﾄﾞ No ﾊﾞﾝﾄﾞ幅 [μm] 

1 0.52 - 0.60 4 1.600 - 1.700 10 8.125 - 8.475 

2 0.63 - 0.69 5 2.145 - 2.185 11 8.475 - 8.825 

3N 0.76 - 0.86 6 2.185 - 2.225 12 8.925 - 9.275 

3B 0.76 - 0.86 7 2.235 - 2.285 13 10.25 - 10.95 

8 2.295 - 2.365 14 10.95 - 11.65 

観測バンド  

ﾊﾞﾝﾄﾞ 3N と 3B とでｽﾃﾚｵ視 

9 2.360 - 2.430   

地表分解能 15 m 30 m 90 m 

瞬時視野角 IFOV (直下視) 21.5 μrad 42.6 μrad 128 μrad 

データ取得レート  62 Mbit/s 23 Mbit/s 4.2 Mbit/s 

ﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ角(ｸﾛｽﾄﾗｯｸ方向) ±24o (±318 km) ±8.55o (116 km) ±8.55o (116 km) 

観測幅 60 km 60 km 60 km 

検出器 Si-CCD 

PtSi 

(Stirling 冷凍機により 80K に

冷却) 

HgCdTe 

(Stirling 冷凍機により 80K に

冷却) 

量子化ビット数 8 ﾋﾞｯﾄ 8 ﾋﾞｯﾄ 12 ﾋﾞｯﾄ 

ﾗｼﾞｵﾒﾄﾘｯｸ精度 4% 4% 0.3K(NEΔT@300K) 

観測方式（スキャン方式） プッシュブルーム プッシュブルーム ウィスクブルーム 

 

ASTER の望遠鏡は、可視近赤外 VNIR 用、短波長赤外 SWIR 用、熱赤外 TIR 用に分かれて

いる。そのため、熱赤外域だけを観測する放射計として分離して ASTER/TIR と表現する。

その概観は図 2-2 に示されている。ASTER/TIR はスターリング冷凍機により冷却されてその

性能を出すことが可能であり、その冷凍機は 70K で 1.2W の冷却能力を有し、その消費電力

は実測値で約 50W である。 

参考として、ASTER/SWIR もスターリング冷凍機により冷却されることによりその性能を

発揮しているが、その冷却能力は 70K で 1.2W、その消費電力は実測値で 43.5W 程度。 
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表 3.2-4 MTI の機能・性能概要（１／２） 

観測ﾊﾞﾝﾄﾞ名 観測波長域[μm] 
地表分解能 GSD 

[m] 

ﾗｼﾞｵﾒﾄﾘｯｸ

精度[%]

雑音等価放射 NER 

[W/(cm2 sr μm)] 
検出器

A 

B 

C 

D 

0.45 - 0.52 (青色波長帯観測) 

0.52 - 0.60 (緑色波長帯観測) 

0.62 - 0.68 (赤色波長帯観測) 

0.76 - 0.86 (近赤外波長帯観測、植生ﾓﾆﾀ)  

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

4.4 10-5 

2.8 10-5 

3.2 10-5 

2.3 10-5 

Si-PIN

Si-PIN

Si-PIN

Si-PIN

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

0.86 - 0.90 (水蒸気ﾓﾆﾀ) 

0.91 - 0.97 (水蒸気ﾓﾆﾀ) 

0.99 - 1.04 (水蒸気ﾓﾆﾀ) 

1.36 - 1.39 (巻雲ﾓﾆﾀ) 

1.55 - 1.75 (短波長赤外、表面観測) 

3.50 - 4.10 (中間波長赤外、表面観測) 

4.87 - 5.07 (中間赤外、大気ﾓﾆﾀ) 

8.00 - 8.40 (熱赤外、大気ﾓﾆﾀ) 

8.40 - 8.85 (熱赤外、表面観測) 

10.2 - 11.5 (熱赤外、表面観測) 

2.08 - 2.35 (短波長赤外、表面観測)  

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3.0 10-5 

6.0 10
-6 

1.7 10-5 

5.2 10-7 

4.8 10-8 

1.3 10-7 

6.6 10-7 

4.4 10-6 

3.2 10-6 

3.9 10-6 

1.2 10-6 

InSb 

InSb 

InSb 

InSb 

InSb 

InSb 

InSb 

HgCdTe

HgCdTe

HgCdTe

InSb 

 

表 3.2-4 MTI の機能・性能概要（２／２） 

集光光学系 

(組立：Hughes Danbury, CT) 

・開口径：36 cm 

・軸外し TMA (Three Mirror Anastigmatic), 

・f/3.5,  

・視野角：1.38o(ｸﾛｽﾄﾗｯｸ方向)、1.82o(ｱﾛﾝｸﾞﾄﾗｯｸ方向) 

FPA 

(製作：SBRS)  

・構成：ｾﾝｻﾁｯﾌﾟ、ﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ、真空ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 

・FPA のﾚｲｱｳﾄ（下図参照） 

検出器 

・ﾓﾉﾘｼｯｸ Si-PIN ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(ﾊﾞﾝﾄﾞ A～D) 

・背面照射型／光起電力型 InSb(ﾊﾞﾝﾄﾞ E～K 及び O) 

・背面照射型／光起電力型 HgCdTe(ﾊﾞﾝﾄﾞ L～N)  

冷凍機 
・方式：Pulse-tube 方式 

・冷却能力：>3 W (at 65 K)  

校正源 黒体、QLCS(Quick Look Calibration Source)、ﾊﾛｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟ QTH (Quartz Tungsten Halogen) 

量子化ﾋﾞｯﾄ数 12 ﾋﾞｯﾄ 

ﾃﾞｰﾀ取得ﾚｰﾄ 266 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ/秒 (all bands),  

ﾃﾞｰﾀ圧縮 

・可逆圧縮 

・USES(Universal Source Encoder for Science data)ﾁｯﾌﾟ 

・Rice ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ 

・２ｼｰﾝ分をﾃﾞｰﾀ圧縮した場合のそのﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞは約 500 ﾒｶﾞﾋﾞｯﾄ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ能力  4.1 ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ 

質量 240 kg 

消費電力 350 W 

 

MTI の概観図を下図 3.2-1 に示す。 
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(a)実物大の MTI 模型                  (b)組み立て中の MTI  

(出典：12th AIAA/USU Conference on Small Satellites)                 (出典：米国／DOE の HP より引用） 

図 3.2-1 MTI の概観） 

 

上図からわかるように、MTI は単一望遠鏡（光学系）で集光された光を各観測波長域に

分けて同一焦点面上にある各観測バンドの検出器に集光するシステムのため熱赤外域だけ

のセンサに分離することはできない。 

なお、MTI は 2000 年 3月、米国 Vandenberg 基地から Taurus ロケットにて打上げられた。 

 

表 3.2-5 に、MEMS 技術を用いた熱赤外検出器による複数のバンドを有する観測センサの

検討条件が示されている。その条件をもとに地球観測センサの実現性を検討した結果、現

在の MEMS 検出器では ASTER/TIR の性能を実現することは困難であることがわかった。 

 

表 3.2-5  MEMS 技術を用いた熱赤外検出器による複数バンド観測センサの検討条件 

システム 2 
センサ 

マルチスペクトルセンサ 

観測帯域[μm] 8.0～12.0 

バンド名及び波長分解能[μm] 

band Ｔ1：8.125～8.475 

band Ｔ2：8.475～8.825 

band Ｔ3：8.925～9.275 

band Ｔ4：10.25～10.95 

band Ｔ5：10.95～11.65 

バンド数 5 

瞬時視野角[μrad] 

(地表分解能[m]) 

127.8（目標） 

（90m 直下視@高度 700km） 

視野[deg] 

（観測幅[km]） 

4.91（目標） 

（60km@高度 700km） 
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3.3 MEMS 熱赤外センサを採用した衛星リモートセンシングシステムの成立性評価 

 

（１）地球観測センサシステム 

 

①地球観測センサシステム仕様案 

 

地球観測センサシステムとして ASTER/TIR 同等の熱赤外センサについて検討する。 

表 3.3-1 のように１バンド型と ASTER/TIR を踏襲した５バンドについて検討を実施。

１バンドは02年度に検討した際、マルチバンド構成ではシステムが成立しなかったため、

追加した。 

 

表 3.3-1 地球観測システム検討仕様 

システム１ システム 2 
センサ 

シングルバンドセンサ マルチスペクトルセンサ 

観測帯域[μm] 8.0～12.0 8.0～12.0 

バンド名及び波長分解能[μm] band T1：8.0～12.0 

band Ｔ1：8.125～8.475 

band Ｔ2：8.475～8.825 

band Ｔ3：8.925～9.275 

band Ｔ4：10.25～10.95 

band Ｔ5：10.95～11.65 

バンド数 1 5 

瞬時視野角[μrad] 

(地表分解能[m]) 

127.8（目標） 

(90m 直下視@高度 700km) 
同左 

視野[deg] 

（観測幅[km]） 

4.91（目標） 

(60km@高度 700km) 
同左 

 

 

②検出器 

 

本項で検討する MEMS 赤外素子としては、ダイオード方式の高感度構造 25μｍ角の素子

を用いる。ただし、この素子では画素数は最大でも 640 画素であり、表 3.3-1 の仕様であ

る分解能 90ｍ、観測幅 60km とすると画素数として 667 画素以上必要となり、観測幅を満

足できない。画素数の制約は製造上のものであり、高感度構造 25μｍ角では、700 画素程

度まで可能である。 

以上から、ここでの検討の前提条件を以下とした。 
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・高感度構造 25μｍ角の画素で画素数 700 画素の検出器を新規開発 

・複数検出器をスタガー配置とはしない。（02 年度検討と異なる。） 

 

検出器のイメージを図 3.3-1 に示す。 

 

  700画素

画素ピッチ：25μｍ

バンド数など必要より変更

 

図 3.3-1 地球観測システム用検出器 

 

 

③地球観測センサシステム構成案 

 

MEMS 素子を用いた地球観測センサシステムの構成案を図 3.3-2 に示す。 

 

 熱赤外バンドセンサ

集光光学部 集光光学ユニット

焦点面構成部 検出器ユニット

検出器駆動ユニット

信号処理部 アナログ信号処理部

デジタル信号処理部

テレメトリｺﾏﾝﾄﾞ処理部

熱制御部 熱制御系

熱制御回路ユニット

構体部

計装部

電気回路ユニット部

 

図 3.3-2 地球観測センサシステム主要コンポーネント構成 
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④性能予測 

 

(i)シングルバンド構成 

 

シングルバンド構成での、システム NE△T の光学系 F 値依存性の計算結果を図 3.3-3

に示す。F値 1.2 程度で NE△T0.3K 以下となっている。 

 

 

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

F値

N
E
Δ

T
[K

]

 

図 3.3-3 光学系 F値と NEΔT の計算結果 

 

シングルバンド構成のセンサの設計結果を表 3.3-2 に示す。 

 

表 3.3-2 シングルバンド設計結果 

項目 数値 備考 

観測波長領域 8～12μm  

分解能 127.8μrad 90m@高度 700km 

観測幅 4.91 度 60km@高度 700km 

焦点距離 194mm  

開口径 161mm  

AT 方向 0.20 以上  
MTF 

CT 方向 0.25 以上  

NEΔT 0.3K 以下 対象温度 300K 
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(ii)マルチバンド構成 

 

マルチバンド構成では、各バンドの波長幅が狭く、放射輝度が低いため、F/1.0 と

しても NEΔT は 1.5K 以上となった。しかし 2002 年度で検討した 40μｍチップ検出器で

のシステム検討時と比較して約 10 倍の向上が見られる。 

今後の素子性能の向上および IMC（イメージモーションコンペンセーション）や TDI

などにより積分時間を稼ぐことにより 0.5K 以下が達成できる可能性が出てきたと考え

ている。 

 

⑤静止衛星への搭載と観測可能性の検討 

 

ここでは、MEMS 赤外素子を用いた光学センサを静止衛星に搭載した場合、システム性

能がどのようになるかを検討した。 

検討として以下の前提条件を設けた。 

・検出器は現状ある 640ｘ480 画素の SOI ダイオード素子とする 

・検出器素子以外の光学系については、表 7-2 と同一とする。 

・デジタルカメラ型で特定地点を常時観測するとする。このため、可動鏡は搭載しな

い。 

 

前提条件を元に実施したシステム性能の検討結果を表 3.3-3 に示す。 

 

表 3.3-3 MEMS 素子光学センサを静止衛星に搭載した場合のシステム検討結果 

数値 備考
8～12μm
127.8μrad 4.6km@高度36000km

4.69度ｘ3.52度 2900kmx2200km@高度36000km
194mm
161mm

AT方向 0.25以上
CT方向 0.25以上

0.3K以下 フレームレート撮像、対象温度300K

項目
観測波長領域
分解能
観測幅

１フレームでの視線安定度
を0.3画素とした。

焦点距離
開口径

NEΔT

MTF

 

 

分解能は気象観測衛星の赤外バンドとほぼ同程度である。また、観測幅もほぼ日本全

土を観測できる。このため、小型であることを生かして通信衛星に搭載して、日本全土を

常時観測する等に応用できる可能性がある。 
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⑥まとめ 

 

・MEMS 技術を用いた熱赤外線差の耐放射線特性の検討/評価 

低軌道で５年間の被曝を想定した、放射線照射試験を実施したが、試験前後での特

性評価試験結果では、放射線照射による素子の特性劣化はほとんど見られない。また、

リバースアニーング効果は見られない。 

 

・熱赤外センサの検討 

従来型の赤外センサに赤外 MEMS 素子を適用した場合についての小型化、軽量化の検

討結果について報告し、質量は最大約 25％、電力は約 30%低減可能であることを示し

た。 

 

・地球観測センサシステム 

基本性能を ASTER/TIR と同等とした場合、赤外 MEMS 素子を適用した場合のシステム

性能と検討結果について報告した。１バンドの場合は、F/1.2 程度で NEΔT0.3K 以下が

達成できる見込みである。しかし TIR 同様の５バンド構成とした場合、放射輝度の減

少のため NEΔT が 1.5K 以上となった。 

しかし、今後の素子の性能向上と IMC、TDI 動作などの実施により、NEΔT0.5K 以下

のラジオメトリック性能の実現性が見えてきた。 

 

 

４．技術動向調査 

 

本項では、下記の内容に対して調査がなされた。 

 

・衛星リモートセンシングに適用可能性を有する MEMS 技術の動向調査 

・MEMS 技術により小型化、低コスト化が見込まれる熱赤外センサの他産業への展開に関す

る調査 

 

その結果、MEMS 技術による熱赤外センサは今後さまざまな産業に適用・応用され、深化し

ていくことがわかった。その詳細について、以下に記述する。 
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赤外線センサ(以下、IR センサ)は、近赤外・中赤外・遠赤外・超遠赤外の波長領域があり、そ

れぞれが各分野で利用されている。  

 これらの波長領域のすべてに渡って使用できる受光素子の中に、「焦電体」、「サーモパイル」、

「サーミスタ」などの熱型素子がある。 

これらは、赤外線エネルギーを熱として吸収し、それによる温度上昇で表面電荷や熱起電力、

電気抵抗の変化が現われる現象を利用するもので、感度が低く、焦電体を除いては応答速度が

遅いという短所があるが、常温で動作する利点を持っている。  

 

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)は、基本的には半導体製造プロセス技術をベース

とした微細加工技術による製品・技術の総称である。MEMS 技術を基盤的な微細加工・組み合わ

せ技術の集大成と見ると、世の中のあらゆる分野の既存製品の超小型化、さらにその組み合わ

せによるシステム化の手段と見ることができる。この点では、潜在的に応用可能な製品は無数

にあるといえるが、ビジネス展開する上では、ニーズが高く付加価値を生む応用製品を見分け

る視点が重要となる。 

以上のことから、半導体製品の延長線上で大量生産型の製品展開が期待されている。 

 

 IR センサの応用面を見ると、対象物の温度を遠方から非接触で瞬時に測定できるという IR

センサの特徴を生かしたものが顕著になる。 

具体的には、高炉・焼成炉・重合反応器などの温度制御技術、材料の均一性・異種材料の接合

部の良否・応力分布などを温度分布から測定する技術、病気の原因となっている炎症箇所検

知・増殖している腫瘍検知などの新しい医療技術などが登場している。  

  

本項では、衛星リモートセンシングでは莫大なコストが掛かる等、産業としての拡大・発展が

難しいという問題に対しての解決策の一つとして、MEMS の小型技術を応用し、光学センサを小

型化、低コスト化する可能性を調査・検討し、さらに他分野への応用にまで言及する。 

 

 

4.1 衛星リモートセンシングに適用可能性を有する MEMS 技術の動向調査 

 

（１）MEMS 技術の特徴とその定義 
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①MEMS 技術の特徴とその定義 

 

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)とは、半導体微細加工技術を用いて作成さ

れた微小な部品から構成されるマイクロマシンのことで、狭義には、電気的な制御により

機械的な機能を発揮する、微小な電気機械システムのことを意味する。 

しかしながら、昨今では機械的な動作を伴わないシステムであっても、半導体製造プ

ロセスを用いて作製され、半導体以外の機能を発揮するものを一括りにして MEMS と呼称

するのが一般的であり、マイクロ流体デバイスや、それをバイオ・医療分野に応用したマ

イクロ診断システム （Micro TAS, Micro-Total Analysis Systems）などは Fluidic MEMS 

(流体 MEMS)、もしくは、Bio MEMS (バイオ MEMS)とされている。 

また、MEMS 技術を用いて製品化されたセンサ類は MEMS センサなどと呼ばれている。 

この他、光 MEMS、RF (Radio Frequency, 高周波) MEMS などの分野のほか、インクジ

ェットプリンタのプリンタヘッドやハードディスクのヘッド駆動用のアクチュエータな

ど、各種のアクチュエータ機構も MEMS 技術を利用していると言われるケースが増えてき

た。 

 以上、示したような広義の MEMS 技術を用いたセンサを MEMS センサとするのであれ

ば、MEMS センサとは、比較的安価に利用できる半導体プロセスを用いて製造可能なセンサ

と定義することができる。 

その特徴として、以下のような点が挙げられる。 

・最先端の半導体プロセスを必ずしも使用する必要がない。 

・利用する材料に関する制限が少ない。 

 

このうち、前者は、減価償却の終わったプロセス装置で生産可能であるということを

意味するため、既存の半導体製造ラインを保有する企業の場合は、設備投資や旧設備の滅

却をすることなく MEMS 製品の製造に着手できる可能性がある。 

他方、新規に MEMS のファウンダリを構築する場合も、半導体製造装置産業において既

に開発投資の回収が終わったプロセス装置を導入することで市場参入が可能となるため、

比較的安価な投資で設備を購入し、製造プロセスを立ち上げることが可能となっている。 

このため、コモディティ化した技術を利用するという点では、量産市場が成長する前

からコスト競争が開始されている技術分野であり、同じ機能をいかに安価なコストで提供

可能かという点が市場参入および生き残りのための戦略として大変重要である。 

また、付加価値の高い製品を開発してコスト競争を回避するためには、どのような物
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理・化学現象を利用して目的とする機能を発揮させるかが極めて重要であると同時に、既

存の技術のすり合わせによる高機能化が求められており、前者の部分、いわゆる着想の部

分での付加価値醸成ができれば、日本企業の得意とするすり合わせ技術での勝負が可能な

製品分野であるとも言える。 

一方、後者は、最先端のメモリやロジックのプロセスでは使用できない材料を用いて

も、製品を作製することが可能であるということを意味する。このため、半導体デバイス

と MEMS デバイスが混載されたシステムの場合、最先端、先端、通常プロセスの順に制御

回路や MEMS 機能を形成する必要がある。逆戻りがあると、同一プロセスを共有する他の

製品の不良原因となる場合が存在するため、プロセス設計上は注意が必要である。 

 

②主な MEMS センサとその小型化動向 

 

表 4.1-1 に MEMS 技術を利用した小型センサについて大まかに分類した結果を示す。 

なお、化学量センサであっても、実際には化学量の変化に伴う物理量の変化を検出す

ることが一般的であるが、ここではセンサの分類として、検出対象が物理量であるか、化

学量であるかを基準に分類した。 

これらのセンサのうち、光学センサである赤外線センサについて、MEMS 技術の利用状

況を整理する。 

表 4.1-2 は、主な赤外線センサとその用途をまとめたものである。量子型のものは冷

却を必要とする場合が多く、冷却を必要としない（非冷却型の）センサとしては、主に焦

電型、熱電対型（サーモパイル）、抵抗型（サーミスタ、ボロメータ）が挙げられる。 

一方、MEMS 技術を用いた赤外線センサに求められる特徴の一つは、光学センサ部の小

型化であるが、”小型化”すなわち”多画素化”が可能な赤外線センサのうち、主なもの

としては、熱型では抵抗型、量子型では光導電型や接合型が挙げられる。 

いずれも、同一基板上に多数の画素のアレイを形成できる｡ 

ただし、MEMS 技術の適用が図られているとされるのは、主に非冷却型の熱型のセンサ

である。 

これには大きく二つの理由があると考えられる。 

第一に、量子型の赤外線センサは基本的に半導体そのものである。このため、どんな

に小型化が進行したとしても、それだけでは MEMS 技術を適用したとは言い難い。 

第二に、熱型の非冷却センサの場合、単位画素あたりの赤外線の入射率を高くする必

要があり、しかも感度向上を目的として、基板と受光部の間の断熱性を高める必要もある
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ため、広義の MEMS 技術として定義した比較的安価な半導体プロセスを用いて、空間を伴

う三次元的な構造を形成することが求められる。 

この結果、非冷却の熱型センサについては、小型化に伴い、MEMS 技術を適用したとい

う情報がリリースされるのである。 

しかしながら、衛星に搭載される超小型赤外線センサの技術シーズや民生展開時の市

場ニーズを考えた場合、必要とされるスペックが達成されているのであれば、量子型であ

っても、あるいは熱型であっても、特に問題はないはずである。 

現実問題として、“冷却型”の小型衛星に搭載される MEMS 赤外線センサが、たとえ“非

冷却型”であったとしても、その温度安定化装置と同等レベルの消費電力で量子型センサ

のセンサ温度を所定の値に保つことができる限り、“冷却型”であっても“非冷却型”で

あっても何ら違いは発生しない。 

例えば、温度ドリフトの影響を排除すること等の目的により、熱電素子や光学系制御

用の温度制御装置の一部機能を流用して、温度安定化装置を赤外線センサ部に搭載する場

合である。 

つまり、“量子型”であるか“熱型”であるか、あるいは“冷却型”であるか“非冷却

型”であるかという問題は、MEMS 技術や半導体技術の進展により、センサが小型化し、結

果として熱容量が小さくなって温度制御性が改善していくトレンド（図 4.1-1）を考慮す

ると、長期的には意味のない問題となるものと予想される。 

ただし、現状では冷却型のセンサの温度を冷凍機なしで適温に制御することが困難で

ある以上、中期的には非冷却型のセンサの小型化を進めるニーズが存在するものと思われ

る。 

 

表 4.1-1  MEMS 技術を利用した小型センサの主な分類 

センサの種類 主なセンサ 主な用途 

物理量センサ 加速度センサ 

ジャイロ 

圧力センサ 

温湿度センサ 

歪センサ 

光学センサ(Ⅰ) 

その他 

エアバッグ、VTR 手ぶれ防止等 

カーナビ 

タイヤ空気圧検知 

エアコン制御、その他各種 

構造物の信頼性測定 

撮像素子、赤外線センサ 

 

化学量センサ ガスセンサ(Ⅰ) 

ガスセンサ(Ⅱ) 

光学センサ 

ガス漏洩検知、その他 

ニオイセンサ、味覚センサ、その他 

化学反応による蛍光発光、発光波長シフト計測 
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表 4.1-2  赤外線センサの種類と主な特徴 

感度 

素子の種類 

撮

像 

管

化 

ア

レ

イ

化 

動作温度

[K] 

波長域

[μm] [V/W] [A/W]

等価雑音入

力 

W/√Hz 

周波数応答 

Hz 
主な応用分野 

不 活 性 ガ ス

(ｺﾞｰﾚｲｾﾙ) 
- - 常温 0.7～1000 - - 2×10-10 DC～60 

特定ガス(ﾆｭｰ

ﾏﾃｨｯｸｾﾙ) 
- - - - - - - - 

熱膨張型 

炭素鋼 
- - - 

- 

 
- - - - 

遠赤外線測定の標準素子 

理化学機器 

分光光度計 

公害分析計 

プロセス制御 

LiTaO3 - ○ 常温 0.7～1000 - 1×10-6 3×10-10 01～1×108 

PbTiO3 ○ - - - - - - - 

TGS(三硫化ｸﾞ

ﾘｼﾝ) 
- - - - - - - - 

PVDF(ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙ

ﾃﾞﾝｼﾞﾌﾛﾗｲﾄﾞ)
- - - - - - - - 

焦電型 

PZT(ﾁﾀﾝ酸鉛)
- - - - - - - - 

常温動作の赤外線撮像管

(焦点ﾋﾞｼﾞｺﾝ) 

赤外線温度センサ（家電等）

人体検知 

火災検出 

省ｴﾈｽｲｯﾁ 

来客センサ 

各種ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ 

鉄-ｺﾝｽﾀﾝﾀﾝ - - 常温 0.7～40 50 - 8×10-11 5～10 

Co-ｺﾝｽﾀﾝﾀﾝ - - - - - - - - 

熱電対型 

Bs-Sb 

- - - - - - - - 

光ｴﾈﾙｷﾞｰ測定の標準素子 

輻射温度計 

分析計 

防災・防犯 

家電品 

白金 - - - - - - - - 

サーミスタ - - 200～ 0.7～500 300 - - DC～200 

InSb - - 350 250～1000 7×103 - - DC～6×105 

Ge - - 4～16 0.7～1000 4×104 - 7×10-13 - 

超電動体 
- - 

0.1～5

15 
0.7～1000 - - 1×10-11 - 

熱 

型 

抵抗型 

SOI ダイオー

ド ○ ○ 常温 - - - - - 

家電製品の温度モニタ 

高温ﾌﾟﾗｽﾞﾏの温度測定 

 

Ag-O-Cs - - 100～450 0.7～0.8 - 0.09 5×10-16 DC～1×109 光電管型 

GaAs-Cs 
○ - - 0.7～0.9 - - - - 

ﾏｲｸﾛﾁｬﾈﾙによる 2 次元撮像

装置 

天体からの微弱赤外線測定

Ge - ○ 77～常温 0.7～1.8 - 1 1×10-13 DC～5×107 

PbS ○ ○ 常温 0.7～3 - 2 1.5×10-11 200～8×103 

量 

子 

型 

光導電型 

HgCdTe - ○ 77～常温 2～20 - 5 5×10-12 DC～4×108 

常温動作の赤外線撮像管 

 

接合型          

 ｼｮｯﾄｷｰ接合 Pt-Si - ○ 77 0.7～5 - - - - 

 pn 接合 

 

 

Hg0.7Cd0.3Te 

InSb 

Hg0.8Cd0.2Te 

- 

- 

- 

○ 

○ 

○ 

77 

- 

77 

- 

0.7～5.6

0.7～12

- 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

1×10-16

- 

- 

DC～3×107 

 量子井戸構造 GaAs-GaAlAs - - - - - - - - 

量 

子 

型 

 トンネル接合  - - - - - - - - 

 

高画質暗視カメラ IRCCD 

衛星間宇宙通信(2次元アレ

イ) 

大気観測用ﾚｰｻﾞﾚｰﾀﾞ(ＬＩ

ＤＡＲ) 
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時間

セ
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量

センサ部の代表寸法

センサ部の熱容量

温度制御系の消費電力

 

図 4.1-1 センサ部の小型化と温度制御系消費電力トレンドの相関 

 

 

（２）MEMS 技術の利用と現状の動向調査（MEMS 技術の動向と課題） 

 

MEMS センサの小型化動向について考察すると、基本的には通常の製品ライフサイクルに

従って小型化が進展するものと考えられる。 

図 4.1-2 は、通常のプロダクトライフサイクルにおける時間の経過と売上・利益の関係

を示したものである。図に示すように、製品の導入期から成長期にかけては売上、利益と

も増加するが、成熟期に入ると売上の伸びが鈍化するとともに利益が減少するようになる。

成熟期の段階では製品のコモディティ化が進展すると同時に、次のイノベーションが起こ

り、新しい S カーブができる。MEMS センサの場合、次に来るブレークスルー技術はナノマ

シン、即ち NEMS（Nano Electro Mechanical Systems）を用いた NEMS センサとなり、従来

では実現し得なかった物理現象を用いたセンサが登場するものと期待される。 

一方、図 4.1-3 に示すように、開発されるシステムの価値や理想性もプロダクトライフ

サイクルと同様の S カーブを描くことが知られている。時系列の最初の部分に開発期を含

めていることを除けば基本的にはプロダクト ライフサイクル マネジメントで用いられる

Sカーブと同様のものであるが、システムのライフサイクルが進展するにつれ、その主たる

開発課題が動作性から性能の改善、効率向上、信頼性向上、そしてコスト低減へとシフト

するとされる。 

以上のような Sカーブ分析に基づいて MEMS センサの小型化動向を考察すると、以下のよ
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うなセンサ構造の変遷モデルを予測することができる。 

 

NEMS Sensor ?

時間

売
上
・
利
益

売上

利益

導入期 成長期 成熟期

MEMS Sensor 

 

図 4.1-2 Product Life Cycle の S 字曲線と MEMS センサ 

 

時間

価
値
／
理
想
性

↑
コストミニマム化
↑
信頼性向上
↑
効率向上
↑
性能改善
↑
動作性

開発期

導入期 成長期

成熟期 衰退期

 

図 4.1-3 システムの価値/理想性に関する S字曲線 

 

①導入期： 

 

開発期から導入期にかけては、動作性の保証とその性能改善が主たる技術課題となる

ものと予想される。 

このため、センサデバイスはセンサデバイスとして開発、パッケージングされ、既存

の半導体素子が利用可能な制御回路の部分は、センサパッケージとは別に作製される。 
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②成長期： 

 

プロダクトライフサイクルにおける成長期では、売上と利益がともに上昇し、技術的

には性能改善や効率向上が課題となる。センサ自体の性能はある程度完成に近づくことか

ら、SiP (System in Package)化が進み、一つのパッケージの内部、回路基板上にセンサ

デバイスと制御回路、および、その他の部品が混載することにより、導入期製品と比較し

て小型化が進展し、かつ専用に開発された制御回路等や基板の利用により効率化が進む。 

また、部品点数や製品寸法が小さくなることから、同一機能あたりの利益が増加する。 

 

③成熟期： 

 

成熟期においては、製品のコモディティ化が進展し、製品単価が下がることから、出

荷量は増えるが売上はある時点で成長しなくなる。 

また、利益については漸減を開始する。このような時期においては、信頼性向上やコ

スト低減による収益の確保、競合他社との差別化による事業継続が重要な課題となる。 

このため、部品点数や寸法を低減して直接材料費を減らすと同時に、プロセスの歩留

まりを改善しなければならない。 

この結果、制御回路上にセンサを形成するか、あるいは同じ基板上に同一プロセスを

用いて制御回路とセンサ部を一括形成する技術の開発が進むものと予想される。 

実装構造的には、SoC (System on Chip)化が進展する。ただし、製品の信頼性、性能、

コスト低減の並立を実現するために制御回路とセンサ部を別基板上に形成しなくてはな

らない場合、SiP 構造が残る可能性は否定できない。 

この場合は、SoC 化による超小型化並びに低コスト化と SiP 化による高性能化、低コス

ト化のうち十分な付加価値を提供できない側が淘汰されるか、あるいは少なくともどちら

か一方がニッチな市場で生き残り、SoC と SiP が共存することになると思われる。 

 

 

図 4.1-4 は、以上のようなプロダクトライフサイクルの位相と MEMS センサのパッケージ

形態を模式的に示したものであるが、小型衛星用に開発される MEMS 赤外線センサが民生応

用される時期には、製品が”成長期”もしくは”成熟期”に入り、SiP と SoC の混在、もし

くは、主流となる製品群が SoC 化することにより、低価格・高性能・超小型センサ市場が

安定的に成立するのではないかと予想される。 

 61



 

MEMSセンサ単体PKG
+外付け制御回路

①導入期

センサ 制御回路

SiP化により同一PKG内
センサ部品+制御回路混載

②成長期
センサ（外部露出）

制御回路
その他部品
回路基板

制御回路上にセンサ形成
1チップ化 (SoC)

③成熟期

センサ
制御回路

外部接続端子

 

図 4.1-4 プロダクトライフサイクルのフェーズと MEMS センサの形態の推移（予想） 

 

一方、世界の小型衛星における MEMS の実装と言う観点から簡単に述べると、英国やイス

ラエルなどで小型衛星の開発、運用が進み、衛星に搭載する機器の MEMS 化が具現化してい

る。特に、イスラエルでは航空機発射型の小型衛星の実用化が進み、国家安全保障に小型

衛星を利用する段階になっている。さらに、MEMS に止まらず小型衛星間のレーザ通信も同

時に研究開発に着手しており、群衛星として運用するための基盤技術開発の実装も視野に

入っている状況である。 

 

（３）IR センサを搭載した衛星リモートセンシングと MEMS 技術の適用 

 

衛星搭載センサ（IR センサを搭載している衛星リモートセンシングを主として）におい

て MEMS 技術を適用する、或いは適用できる範囲を検討するに当たって、まず考えられるの

は、MEMS 技術による統合化、小型化ということが考えられる。 

この MEMS 技術による小型化をセンサシステムに適用して、センサシステムとして小型を

検討する場合、電気回路部分や検出器回路部分という範囲が最も適合していると考えられ

る。 

センサシステムの構体部分などの小型軽量化技術は、小型化という目的のためには最も

効果があると思われるが、MEMS 技術とは全く異なる技術分野であり、検討の範囲も多岐に

渡り趣旨とは外れるため、ここでは一部の検討とした。 

センサシステムへの MEMS 技術の適用という観点から、センサシステムのいくつかの性能

項目に着目して以下、検討を行う。 

以上のように MEMS 技術の適用ということでは、電気回路、検出器回路が最適適用分野で

あるので、これらに関連した性能項目として、地上分解能・IR センサの温度分解能に着目

し、既存の衛星リモートセンシングセンサについて概観する。 
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①衛星リモートセンシングセンサの分類 

 

(i)IFOV（瞬時視野角=地上分解能）*注 

 

IR センサを搭載した衛星リモートセンシングのこれまでの開発から、どのような IR

センサがあるかを知るために大きな分類をして、その分類によって小型化の目安となる

性能項目として、まず、IFOV に着目した。 

主な衛星リモートセンシング搭載のセンサに関して、IFOV と地上分解能の値を記載し

た。 

（*注 IFOV の単位 rad、地上分解能の単位は m） 

 

a.静止衛星 

     ・GOES/MTSAT  

      可視センサ：28μrad =地上分解能 1km 

            赤外センサ：112μrad =地上分解能 4km  

 

図 4.1-5 GOES/MTSAT 
（出典：NOAA ホームページより引用） 

 

b.低軌道衛星/低地上分解能センサ 

     ・NOAA/AVHRR 

      可視センサ：1.3mrad =地上分解能 1.1km 

      近赤外センサ：1.3mrad =地上分解能 1.1km 

      中間赤外センサ：1.3mrad =地上分解能 1.1km 

            熱赤外センサ：1.3mrad =地上分解能 1.1km 

 

図 4.1-6  NOAA/AVHRR 
（出典：NASA ホームページより引用） 

 

・TERRA/ MODIS ‐ ADEOSOCTS ‐ ADEOSII/GLI 

      可視センサ：1.25mrad=地上分解能 1km 

            0.3125mrad =地上分解能 250m 

      短波長センサ：1.25mrad =地上分解能 1km 
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            赤外センサ：1.25mrad =地上分解能 1km 

 
図 4.1-7  TERRA/ MODIS – ADEOSOCTS – ADEOSII/GLI 

（出典：JAXA ホームページより引用） 

 

c.低軌道衛星/高地上分解能センサ 

     ・LANDSAT/ETM+ 

      可視センサ：42.5 μrad =地上分解能 30m 

パンクロバンド=15m 

            赤外センサ：85 μrad =地上分解能 60m 

 

図 4.1-8 LANDSAT/ETM+ 
（出典：NASA ホームページより引用） 

 

 ・TERRA/ASTER 

      可視センサ：21.3μrad =地上分解能 15m 

            短波長センサ：42.6μrad =地上分解能 30m 

            熱赤外センサ：127.8μrad (HgCdTe)=地上分解能 90m 

 
 

図 4.1-9 TERRA/ASTER 
（出典：JAROS ホームページより引用） 

 

d.参考：低軌道衛星/低地上分解能（夜間観測）センサ   

     ・MTI 

      可視センサ：12.4μrad =地上分解能 20m×40m 

      短波長センサ：49.6μrad =地上分解能 20m×40m 

            赤外センサ：49.6μrad ((HgCdTe)=地上分解能 20m×40m 

 

     ・DMSP/OLS 

      可視センサ：0.66mrad=地上分解能 550m あるいは 2.7km 

            赤外センサ：0.66mrad =地上分解能 550m あるいは 2.7km 
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(ii)NEΔT（温度分解能）  

 

(i)項と同様に性能項目として温度分解能である NEΔT に着目して分類した。 

性能項目としての NEΔT（単位は Kelvin）は、センサの検出素子の性能と光学系の関

係で決まる。 

NEΔT が小さいほど温度分解能が高いことを表す。 

（ｉ）のａの可視センサの性能である S/N は割愛した。 

a.静止衛星 

     ・GOES 

       NEΔT=1K 以下 

 

b.低軌道衛星/低地上分解能センサ 

     ・NOAA/AVHRR 

      NEΔT=0.12K 以下＠300K *注 

       *注 300K の背景温度において 0.12K の温度を分解できる、という意味。 

          背景温度が変わると温度分解能も変わる。 

 

     ・TERRA/ MODIS ‐ ADEOSOCTS ‐ ADEOSII/GLI 

       NEΔT=0.1K 以下＠300K など 

 

c.低軌道衛星/高地上分解能センサ 

     ・LANDSAT/TM 

       NEΔT=0.5K 以下＠300K 

 

     ・TERRA/ASTER 

       NEΔT=0.3K 以下＠300K 

 

(iii)性能間のトレードオフ 

 

性能項目としての NEΔT（単位は Kelvin）はセンサの検出素子の性能と光学系の関係

で決まる。検出素子の性能は、半導体の性質で決まるある限界がある(図 4.1-10)。 
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図 4.1-10 赤外検出器素子の性能（赤い線は理論限界値を示す） 

（出典：Infrared Detectors and Systems より引用） 

 

 

性能向上は入射光量を増やすことで達成することができる。 

従って、光学系の開口径を大きくすれば NEΔT は向上する=値は小さくなる。これは、

開口径が大きい光学系でセンサシステムを構成するため、センサシステムの小型化とは

反する方向になる。一方で、地上分解能を向上する、即ち IFOV を小さくすることは、同

じ開口径を持つ光学系であれば、小さな検出器に集光できる明るい光学系を構成する（焦

点距離を短くする）ことで達成できる(図 4.1-11 参照)。 
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検出器素子： 

 同じ地上分解能であっても、

光学系との関係で検出器の素

子の大きさは変わる 

光学系： 

 F 値が小さい=明るい 

 F 値が大きい=暗い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1-11  光学系センサシ

 

この場合、検出器素子を小さくすることが

光学系の開口径と対象波長で決まる回折限界か

能のトレードオフにおいてはこの制限を考慮す

 

表 4.1-3 小型化による性能トレードオフの例 

 検知器性能の向上 検知素

温度分解能の向上 ○ 

地上分解能の向上 NA ○

* 条件：検出器素子サイズは変更する 
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地上分解能

ステム構成図 

可能となりノイズ低減効果がある。また、

ら検出器素子のサイズに制限が出る。性

る必要がある(表 4.1-3 参照)。 

子の小型化 焦点距離の短縮* 

× △～× 

～△ ○ 



 

②MEMS 技術の衛星リモートセンシングセンサへの適応性 

 

衛星リモートセンシングセンサにおいて、MEMS 技術を適応できる分野としては既に述

べたように、検出素子の小型化、それに伴う読み出し回路含む検出器部、および冷却素子

の小型化が最も可能性が高い部分だと思われる。 

衛星リモートセンシングセンサに適用する開発を行うことで、民生分野に貢献できる

利用分野も上記回路部などに関連した分野となると思われる。 

(3)の①で記載したような地球観測センサなどに MEMS 技術を適用できれば、以下の利

用分野、応用分野での貢献を考えることが可能となる。 

ただし、課題としては小型・軽量化とともに、安価に提供できることも条件になるで

あろう。同時に IR センサの展開において考慮すべきこととして、かつての COCOM での規

制などの輸出入の制限条件も挙げられる。 

 

（４）IR センサへの MEMS 技術の適用 

 

①熱型赤外線センサの感度向上に対する MEMS 技術の適用 

 

MEMS 技術を赤外線センサに適用する例として熱型センサの感度向上対策が挙げられる。 

熱型赤外線センサは赤外線の入射によって生じる素子の温度変化を、抵抗の変化、熱

起電力の変化、あるいは焦電効果などの電気的な物理現象の変化として検知するものであ

るため、小型化と同時に感度を向上させるためには、 

・センサ部の熱容量を小さくして温度変化量を大きくする。 

・センサ部と搭載基板の間の断熱性を高めて同じ入射信号あたりのセンサ・基板間の

温度差を大きくする。 

・センサ面積の縮小に伴う有効な受光面積（センサ面積）を極力大きくする。 

 

以上などの対策が必要とされる。 

このため、主にバルクマイクロマシニング技術を用いてセンサ部と基板の間を三次元

的な柱状構造で接続することで断熱性を高める手法や、センサ薄膜を通過した赤外線を反

射させて再入光させる構造、あるいはセンサ薄膜を極力薄くし、かつ、薄膜指示部を薄く、

細くする技術が利用される。 
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このような技術の課題としては、制御回路等の半導体製造技術との併用可能性である。

制御回路を形成する基板とは異なる材料、構成の基板が必要な場合や、制御回路形成後に

直接センサ回路を積層することができない場合、SoC 化は困難であり、小型・低コスト化

を果たすには、回路基板上に制御回路とセンサ回路を混載させる SiP 化や、制御回路のパ

ッケージとセンサ回路のパッケージをスタック積層する POP (Package on Package)化が必

要になると思われる。 

 

②赤外線センサの小型化に伴う MEMS 技術の適用 

 

量子型赤外線センサの場合、一般的にバイアス電圧を印加する必要がある。このバイ

アス電圧印加に伴うジュール発熱の問題と、電気的な経路や物理的な経路を介してセンサ

外部から侵入する熱対策が必要となるが、このうち、侵入熱対策は、主に（４）の①と同

様の三次元的な構造の利用が有効である。 

一方、電気的な経路を介した熱侵入やジュール発熱の問題については、感度向上のた

めにも温度制御機構が必要とされる。従来の衛星に搭載される冷却型赤外線センサの場合、

冷凍機を用いた温度制御が一般的であったが、センサ部の小型化に伴い熱容量が低下し、

かつ、ジュール発熱の総量が低下するのであれば、センサ専用の冷凍機は必須ではなくな

る。この場合、例えば、薄膜熱電素子のような構造を MEMS 技術の応用によりセンサ部近

傍に形成してセンサ部の温度制御を行い、熱電素子から生じる熱損失の放熱を光学系の温

度制御機構のもつ冷凍能力の一部で賄うことで対応することができる。 

また、現在用いられているスターリング冷凍機の超小型化や、マイクロリアクタ技術

を用いて吸熱反応を行うことにより、センサ部直近で温度制御を行う構造も将来的な可能

性としては存在する。 

 

③光学系の機構に対する MEMS 技術の適用 

 

第三の可能性は、センサ部そのものの小型化ではなく、光学系の小型化に MEMS 技術を

適用することである。例えば、最近注目されている技術としては、左手系メタマテリアル、

あるいはフォトニック結晶のような技術がある。 

これらの材料を用いることにより、自然界ではあり得ない屈折率をもつ光学系材料を

開発し、製造コストを含め低コストで高精度な光学系を構成できる可能性がある。 

 

 69



以上のように、赤外線センサへの MEMS 技術の適用の手段としては、いずれも小型化を

前提とするものの、熱型の感度向上のための三次元的構造設計への適用、熱制御・温度制

御のための薄膜熱電や MEMS 冷凍機の開発、あるいは光学系の一部への MEMS 技術の適用が

考えられる。 

これらの技術を衛星に適用しつつ、将来的に民生品に展開するための課題としては、

まず、開発コストの問題、次に、打ち上げ時の衝撃も含む宇宙空間での利用を想定した信

頼性の問題、さらに、衛星搭載品に要求される視野、空間分解能、感度（温度分解能）と

民生品との乖離をどうするか。という点が懸念される。 

このうち、開発コストや信頼性の問題については、俗に言う「枯れた」技術でなけれ

ば衛星に搭載されないことを考慮すると、それほど問題にはならないと予想される。 

 

一方、衛星搭載品と民生品との要求スペックの乖離の問題であるが、これについては、

衛星搭載品と民生品がセンサ部だけは同じプロセスで製造可能であれば良いと考えられ

る。 

必ずしも同一ウェハに衛星搭載品と民生品のセンサを形成する必要はなく、衛星搭載

品用のウェハと民生品用のウェハを同一ラインの別ロットで流すことができれば良い。 

この場合、センサの単体素子（画素）は衛星搭載品と民生品でほぼ同等の構造を有す

ることとなる。 

もう一つの考え方は、衛星搭載品と民生品のセンサが単位構造、例えば、m列×n行の

画素で同一構造を採用し、そのうちの何個を共有するかにより、衛星搭載品と民生品を分

けるという考え方である。この場合、SoC 化は困難となるが、同一のウェハから衛星搭載

品と民生品のセンサをダイシングにより切り出すことができ、後工程で制御回路と必要個

数のセンサを接続することで必要なスペックのセンサSiPをパッケージレベルで形成する

ことができる。 

いずれも、衛星搭載品と民生品におけるセンサ部分の共用化という観点から想定され

るものであるが、スペックの乖離の解消には主に光学系や温度制御系に負担が係かる設計

とならざるを得ない。 

 

次に、赤外線センサのさらなる小型化についてであるが、センサ部そのものの小型化

は、赤外線の入射量が代表長さの自乗に反比例して少なくなることを考えると、感度向上

技術の開発による高性能化と、小型化に伴う入射量低減による低性能化のトレードオフの

中で、ある範囲で小型化の進展が止まってしまう可能性が高い。従って、一層の小型化を
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進展させるためには信号処理部や検出器駆動部などの制御回路の小型化、および、集光光

学系と分光光学系の小型化が必要になる。 

このうち、制御回路の小型化は半導体技術の微細化により牽引される。また、制御回

路とセンサ部（検出器）の小型化は、SiP 化や SoC 化により進展するが、以上のように、

センサ部については小型化の進展はある時点で停滞するものと予想される。 

光学系については、光 MEMS 技術やフォトニック技術の適用による小型化と、MEMS アク

チュエータを用いた可変構造型の軽量光学系採用の可能性がある。 

後者の場合、例えば、折りたたみ式や巻取り式の薄くて軽量な光学系を開発し、衛星

の軌道投入後に基地局からの指令により、アクチュエータを用いて光学系を展開するよう

な構成が考えられる。 

既に太陽電池パネルの展開には、MEMS 技術ではないが構造展開の実績があるため、こ

の技術、特に、アクチュエータ部分の MEMS 化と光学系の薄膜構造化が将来的には有効で

ある。 

 

④MEMS 技術を適用する場合の課題 

 

光学系を含む赤外線センサに MEMS 技術を適用することにより生ずる課題として、単位

構成要素数（部品点数）の増大に伴う故障リスクと、信頼性評価基準の問題が挙げられる。 

部品点数増大に伴う故障リスクの上昇については、例えば、光学系に可動式ミラーを

使った場合に、アクチュエータが何らかの原因により損傷を来たしてセンサに焦点が結ば

れなくなるケースや、二次元の画素を構成するアレイ状のセンサ群の一部が、同様に何ら

かの原意により動作しなくなることなどが考えられる。 

一つのキーコンポーネントの故障により赤外線センサのシステム全体がダウンする場

合は、MEMS 技術の適用による故障リスクの増大は許容できないこととなるため、特定の部

品が故障しても他の部品や隣接する画素の機能により、代替が可能となるような冗長性の

高い構成とすることが必要である。 

 

一方、信頼性評価基準については、MEMS 技術の場合、パッケージを含めてデファクト

スタンダード化された評価基準が存在しないという問題点がある。 

例えば、製造時や保管時および使用時等におけるガスの浸入や、パッケージ内でのア

ウトガスの問題、あるいは、宇宙利用を想定した場合、即ち高真空・強放射線環境で温度

差の激しい環境における寿命の評価方法や基準など、長期に渡る赤外線センサの寿命保証
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が可能な信頼性基準が存在しない。 

これらの一部は半導体製品評価基準に当てはめることが可能なものもあると思われる

が、宇宙用 MEMS の信頼性評価基準として独自の基準が必要か否かに関しては、早急に議

論するべきであると思われる。 

 

4.2 MEMS 技術により小型化、低コスト化が見込まれる熱赤外センサの他産業への展開に関

する調査 

 

（１）IR センサと赤外線イメージング 

 

IR センサは赤外線イメージングに用いられる。赤外線イメージングとは、赤外線の像を

二次元的に捉える技術である。特に、長波長領域では、物質表面の熱放射の強度が反射・

散乱よりはるかに大きくなる。 

熱放射の強度は Stefan-Bolzmann の式によって以下のようになることが知られている。 

 

Φ = εσT 4
 

 

Φ：放射エネルギー束(W/m2) 

ε：物質の放射率 

σ：Stefan-Bolzmann 定数(5.6697x10-8 W・m-2・K-4) 

T：物質表面の温度(K) 

 

このため、物質表面の放射率が一定ならば、受光した赤外線の強さから物質表面の温度

分布を画像として表現できる。 

これがいわゆる”サーモグラフィ”である。 

また、温度が既知であれば、可視光領域では検知できない物体表面の放射率の変化を検知でき

る。このことを利用し、航空機や衛星からの植生や地上設備の観測、いわゆるリモートセンシ

ングにおいて、従来、赤外線イメージングが利用されてきた。 

 

（２）IR センサの動向 

 

①概要 
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上記（１）で述べたように、赤外線センサには、光学的に集光した赤外線による受光

面の温度変化を利用する熱型と、光起電力や電子放出などの現象を利用する光電型がある。 

従来は、高感度で反応性の良い光電型センサが主流であった。 

しかし、光電型センサには、冷却装置が必要で装置が大型かつ高価であるという欠点

があった。 

また、光電効果は光の波長に依存するため、計測対象とする波長が限られるという欠

点もあった。 

一方、近年の MEMS 技術の進歩に伴い、熱型センサに必要な立体構造を微細化してセン

サ面に多数集積することが可能となった。このため、熱型センサを安価に製造することが

可能となり普及が進んでいる。 

熱型センサは、受光面を微細加工で多数の小領域に分割し、受光に伴う温度変化各小

領域ごとに検出することで、二次元的な赤外線像を得るようになっている。 

温度変化を検出する手段としては、電気抵抗の変化・熱起電力・焦電効果などがある。

熱型センサには、冷却が不要で装置の小型化が可能であり、波長依存性がないといった長

所がある。しかし、光電型に比べると感度、応答性が劣るという問題があったが、LiTaO3

などの強誘電体の焦電型センサへの適用、あるいは InSb の抵抗型センサへの適用により

感度や応答性の向上が進んでいる。 

 

②IR センサの応用に対するセンサ技術のインパクト 

 

IR センサ応用には、以下のような様々な技術要素が関わる。 

・光学系 

・センサ技術 

・画像管理(転送、保存)技術 

・画像解析技術(画像処理・パタン認識) 

・表示技術 

 

これらのうち、上記で述べたセンサ技術の近年の動向が IR センサ応用に及ぼす影響に

は、次ページのようなものがある。 

 

ア．装置の小型化 
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熱型センサでは、センサの冷却が不要になるため装置の小型化が可能となり、最近

では、携帯電話大のサーモグラフィ装置も市場に登場している。 

装置の小型化は使用時の機動性に大きく影響し、応用分野の拡大につながっている。 

例えば、監視員一人一人にサーモグラフィ装置を装備し、化学プラント設備の点検

に当たらせる。といったことが可能となっている。 

 

イ．安価化 

冷却装置が不要になることで部品点数が減り、装置の価格が安くなる。特に、民生

分野では、低価格化が普及を促進するとともに、装置価格のために従来は事業的に採

算が取れなかったような分野にも応用が広がる可能性がある。 

 

ウ．超寿命化/保守コスト低減 

センサの冷却には、”ペルチェ効果方式””冷媒方式”などがある。 

冷媒は時間とともに徐々に消耗する。このため、例えば衛星に搭載するセンサでは、

冷媒の消耗が装置の寿命を決定していた。 

地上で使用する場合は、冷媒を再補充することが可能だが、一方で保守コストの増

大につながっていた。 

熱型センサでは冷却が不要なため保守の頻度が少なくて済み、運用コストを低減で

きる。このため、従来はコスト面で適用できなかったような産業分野にも利用が拡大

している。 

 

エ．多バンド化 

物質の放射率は波長によって変化し、しかも、波長と放射率の関係は物質によって

特定のパタンを持っている。このことを利用し入力光を多数のバンドに分割してイメ

ージングすることで、映像中の物質を推定することが可能となる。 

光電型のセンサでは、特定の波長の光子を量子効果で捕らえて信号に変換するため、

測定可能な波長が限られる。 

これに対し、熱型センサには、波長に依存せず熱放射の強度を測定できるという特

徴がある。このため、光学フィルタや回折格子で波長帯を光学的に分割することで、

容易に多バンドのイメージングが可能となる。 

このことにより、検査・設計・自然観測など多くの分野で、新しい応用方法が拓け

る可能性がある。 
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オ．高速応答性 

熱型センサでは受光部の温度変化に基づき放射強度を推定する。 

受光部が熱放射の強度に応じた温度に達するのには、受光部の熱容量に依存した時

間が係かる。このため、光電型に比べて熱型には反応が遅いという欠点がある。 

現状市販されているサーモグラフィ装置では、光電型で毎秒 30-1200 フレーム/秒の

ものがあるのに対し、熱型は 30 フレーム/秒に留まっている。 

今後、MEMS 技術により、受光面積に比べた受光部の熱容量を小さくすることで応答

性が向上することが予想される。 

また、LiTaO3などの強誘電体をはじめとする検出器材料の改良も、IR センサの高感

度化・応答性向上につながっていく見込みである。 

このような高速応答性は”非破壊応力解析”など動的な温度変化を高速に捉える必

要がある分野に不可欠な特性である。応答が高速な IR センサが安価に利用可能となる

ことで、より多くの分野で”非破壊検査”が適用できるようになる。 

 

カ．その他 

IR センサの性能指標としては、上に挙げた項目の他に、温度分解能・空間分解能な

どがある。 

一般に熱型センサでは光電型に比べ温度分解能や空間分解能は低い。 

しかし、上に挙げた長所がこれらの性能の不利を補って余りあるため、新たな民生

用の広がりつつあるのが現状である。 

 

③衛星リモートセンシングセンサの民生活用 

 

ここまで、衛星リモートセンシングセンサでの MEMS 技術開発を民生に活用できる利用

分野について述べたが、IR センサ搭載衛星リモートセンシングの特徴の 1つに”ウイスク

ブルーム”という機械走査方式が挙げられる。 

IR センサでの画像化において、衛星進行方向に直角な方向への走査により 2 次元画像

を作っている。 

MEMS の 1 つの技術である立体構造化、検出器のところでも記述した読み出し回路との

立体構造化に加えて、こういった機械式走査における可動部を MEMS 化すると言う点が実

現できるならば、IR センサ搭載衛星リモートセンシングシステムにとっては、大きな進歩
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となりうる。 

つまり、衛星 IR センサの機械式走査方式の機能を検知器に持たせる MEMS 技術の開発

である。これにより、光学系設計の多様化が望めるので、大幅な小型・軽量化が望める可

能性がある。 

また、その走査が電気的に複雑な制御で可能となれば走査効率も向上でき、TDI（Time 

Differential Integration）機能を加味することも可能性が出る。同時に小型・軽量化に

よる、走査鏡の走査による残留モーメントなどが軽減できることで IR センサシステムの

システム性能の向上が期待できる。 

ただし、この技術開発においては、衛星 IR センサには大いに有効と思われるが、衛星

技術の民生化への転用という観点からすると、民生においては、可視近赤外光に対する CCD

エリアセンサや CMOS イメージャと同様に、すでに IR センサでも 2次元のエリアセンサが

活用されつつあるため大きなメリットはない。 

エリアセンサでカバーできないような広視野を走査するようなスキャナを使用する分

野での適用、あるいは TDI 機能などで、より精密な温度計測が必要な分野については大き

な可能性があると思われる。 

一方、衛星搭載・宇宙技術の民生転用という面では、宇宙という特殊な環境、特に真

空、無重力環境と宇宙線環境にさらされるということが優位に働く分野を検討することが

必要と思われる。 

宇宙用の光学部品・電気部品への対応技術の転用、あるいはこれまで述べた MEMS 技術

の転用分野の検討を以下に記載する。 

 

(i)無重力環境 

 

この環境は、地上では実現しにくい環境のため、これまで述べてきたような小型・軽

量化技術のメリットそのものが直接に関係する分野は少ないと思われる。ただ、MEMS に

よる可動機構などは、無重力であればさらに電力面でも優位になると思われる。 

 

(ii)真空環境 

 

MEMS 技術により電気回路が統合されることで、消費電力が低減されることや、可動機

構への電力が減ることに伴う排熱設計は多くの分野で適用されると思われる。半導体ステ

ッパ－など、これから波長が短い紫外線領域が使われるような場面では、真空条件がより
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厳しくなり、それに伴う排熱問題も顕在化すると思われる。この分野への衛星センサでの

MEMS 技術が生かされるのではないかと期待される。 

 

(iii)宇宙線環境 

 

軌道や投入時期、運用期間により差が有るとはいえ、常に宇宙線にさらされる環境に

対応してきた衛星搭載技術は、これまで記載してきた MEMS 技術の今後の進め方において

も検討すべき課題である。検出器の素子の作り込み、電気回路の設計基準などを MEMS 技

術に適用する場合に適切であるかは今後の開発の過程で課題が出てくると思われる。この

課題がクリアされた MEMS 技術が確立することで、民生分野で適用が期待される範囲は原

子力関係の監視センサなどが考えられる。 

 

・原子力発電所内の監視カメラ（暴露部分）－光学部品、検出器、電気回路・ 放射

能漏れ検知装置（図 4.2-1 参照） 

 

 
図 4.2-1 放射能漏れ検知装置 

（出典：検知器メーカホームページより引用） 

 

IR センサを考えた場合には、監視カメラは非冷却検出器を使った広範囲スキャナは 1

つの適用例となる。 

図 4.2-2 に示されているような高精度の放射能漏れ検知装置においては、IR センサに

冷却素子を使用した微少変化を検知できる装置が適用例となる。 
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ペルチェ冷却素子 

検出器 
 

耐放射線仕様

図 4.2-2 高精度放射能漏れ検知装置 

 

これまで述べた IR センサ搭載衛星リモートセンシングの特徴をまとめると、可視光の

範囲では検知できない温度、物体の放射率を区別できるということに尽きる。 

その結果として、夜間であっても各種の観測対象の情報を収集することが可能となる。

これらの特徴を活かす利用分野が 4.1 項(3)の②で述べた分野である。 

MEMS 技術を IR センサ搭載衛星リモートセンシングに適用することで小型・軽量化が可

能となり、その結果、地上においても使い易い応用の利くセンサが開発され、利用分野が

広がると考えている。 

 

（３）現状の赤外線イメージングの応用事例 

 

上述のように、MEMS 技術の進歩に伴い、冷却が不要な熱型検出器による赤外線イメージ

ングが可能となってきている。また、熱型検出器では量子型検出器に比べると応答性の悪

さが課題であったが、これも強誘電体など材料面での進歩により改善が見られている。こ

うした熱型検出器の進歩により、IR センサ応用分野が大きく拡大することが予想されてい

る。 

IR センサを用いた赤外線イメージングの主な応用分野は自然/資源観測、検査・設計、

防災・監視、医療・バイオと多岐に亘る。センサ部分だけでも、米国 2003 年市場規模は 385

億円程度にもなる(赤外線サーモグラフィおよび赤外線カメラの最新動向と応用事例、日本

アビオニクス株式会社)。 

以下では、特に熱型検出器に注目し、小型化、安価化、多数センサ併用、多バンド化、

高感度・高速応答化による赤外線イメージング応用拡大動向の現状を、分野ごとに分類し

て概観する。 
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①自然/資源観測 

 

図 4.2-3 に示されているような航空機や人工衛星に搭載したカメラから地表を観測す

る技術、いわゆるリモートセンシングは、表 4.2-1 に示されているように従来から気象・

地質・植生などの観測に活用されている。人工衛星で培われたセンシング技術の航空機へ

の適用は問題なく移行できる。また、図 4.2-3 に示されているような現在開発中の成層圏

プラットフォームへの搭載には、ペイロードに大きな制限があるため、小型・軽量化が欠

かせない。このため、小型・軽量の熱型センサの適用可能性は高い。また、広くは自動車

への搭載も適用範囲に入ると思われる。 

これらの観測から、例えば、精密農業への貢献などがターゲットになるものと思われ

る。衛星観測との同時運用などでより広範囲に、かつより精密な観測・探査が実現する。 

 

  
図 4.2-4 成層圏プラットフォーム     図 4.2-3 航空機観測 

（出典：成層圏プラットフォーム関連ホームページより引用） 

 

表 4.2-1 自然/資源観測分野での応用例 

分類 計測対象 応用例 

地表温度検出 温度に応じた地面・海面の熱放射強度の変化 

・熱泉観測 

・海洋観測 

・広域火災観測 

植生計測 生物組織に応じた熱放射率の変化 

・土地被覆観測 

・生物活動観測 

・精密農業 

鉱物組成 地表に露出している鉱物固有の熱放射率パタン ・資源探査 
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＜広域火災観測の事例＞ 

シベリアのヤクーツクにおける数百キロ単位の広域森林火災を NOA にて観測。 

危険で地上での観測ができない場合でも、延焼方向などを大局的に観測可能。 

 

 
図 4.2-5 ヤクーツク周辺の森林火災 

（出典：北海道大学 早坂 洋史助教授ホームページより引用） 

 

＜海洋観測の事例＞ 

NOA/AVHRR(空間分解能 1.1km)により海表面温度を高精度に観測。 

各種排水の拡散状況観測、湖、湾内の循環流やフロント(海流の接触部)の挙動観

測に活用(ERSDAC ニュース 55 号、1998 年)。 

 

②検査・設計 

 

IR センサの小型化により、従来適用できなかったような機器の検査にも適用範囲が広

がると思われる。簡便に使用できる検査機器が実現することで、図 4.2-6 に示されている

ような発熱機器の異常検出や、また電気回路の発熱調査により設計へのフィードバックが

簡単に実現できることなどが考えられる。 
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図 4.2-6 電気回路の発熱状態の検査 

（出典： 東京工業大学ホームページより） 

 

近年は、センサの高速化に伴い熱負荷を与えた際の熱伝導の状況をリアルタイムで計

測できるようになり、亀裂・欠損の検出への適用が盛んである。 

また、センサの小型化に伴い屋外での建築物・土木構造物の検査に容易に利用できる

ようになった。（表 4.2-2 参照） 

 

表 4.2-2 検査・設計分野での応用例 

分類 計測対象 適用事例 

亀裂・欠損検出 熱負荷を加えた際のひび、傷

などに伴う熱伝導の異常を

検出 

・強度試験 

・表面傷検査 

・応力解析 

・塗装欠陥検査 

熱設計 装置動作時に発生する熱を

計測し、設計データを検証 

・電子回路設計 

・電源・トランス設計 

・家電の安全性試験 

・機構設計(モータ、エンジン、タイヤ)

・配管設計(排ガス) 

流体解析 配管中の流体温度検出 ・配管設計 

建築・土木構造

物検査 

壁面温度の変化から内部構

造の欠陥を検出 

・トンネル壁面のタイルの剥離検出 

・炉壁ライニング点検 

・法面舗装の老朽化検出 

・断熱材施工不良検出 

・壁面内配管の漏水診断 

 

 

<非破壊検査の事例１＞ 

ロックイン赤外線サーモグラフィを高精度化し、欠陥位置と寸法を定量的に計測

できる手法。 

周期的な熱負荷の下で、温度変動のデータから協会要素法で内部を推定。 
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 (サーマルウェーブ CT 法による欠陥の定量計測に関する数値解析的手法、非破

壊検査 Vol.48, No.10, pp.688-696, 1999)。 

 

<非破壊検査の事例２＞ 

コンクリートの熱移動特性と塩素イオンの拡散現象を実験的に関連付け、赤外線

法を活用することで既存コンクリート構造物の拡散係数を予測。 

(コンクリートの熱特性を活用した既設構造物の物質拡散性状評価に関する研究、

コンクリート工学年次論文報告集，pp.1765-1770, 2005.07)。 

 

③防災・監視 

 

赤外線イメージングにより夜間であっても熱を発する人や自動車を検知できる。（表

4.2-3 参照） 

特に近年の安全への関心の高まりに伴い、防災・監視分野での赤外線イメージングの

重要性が増している。 

個人ベースでの家庭セキュリティに関しては、小型 CCD カメラなどの普及、携帯電話、

あるいは PC 経由の WEB カメラなどにより、“監視”という利用面では多くのシーンで使

われてきている。 

夜間の監視という面では、IR センサの普及により、より広範囲、家庭－地域－都市へ

の安心・安全レベルの向上が期待される分野である。 

また、図 4.2-7 に示されているように無人工場などの機器管理においても、IR センサ

を利用することで監視部位の多様化に対応でき、利用範囲の拡大の可能性が大きいと思わ

れる。 

 

 
図 4.2-7 工場監視 

（出典： 防犯カメラメーカ販売ホームページより） 
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表 4.2-3 防災・監視分野での応用例 

分類 計測対象 適用事例 

交通監視 自動車のラジエータ、排気ガス

の熱を検出 

・車載前方監視カメラ 

・道路監視 

人物検知 人の発する熱を検出 ・防犯用監視 

・救難 

・人流監視 

・空港での SARS 患者スクリーニング

設備監視 配管、装置筐体などの発熱 ・設備監視 

・プラント制御(製鉄炉、圧延機、化

学プラントのパイプなど) 

消防 発火に伴う発熱の検知 ・トンネル火災 

・山火事の検知・観測 

治水 地表面・水面の温度変化 ・堤防、ダムなどの老朽部検出 

・埋設配管の漏水 

・工業排水追跡 

・地雷検知 

火山 地表面の温度変化 ・火山噴火警報 

 

 

<道路監視の事例＞ 

国土交通省道路局の首都高参宮橋カーブでの実験。 

遠赤外線カメラでカーブの先を 24 時間画像解析し、渋滞、停止中の車両がある場

合にはカーブの手前 200m 付近に設置した電波ビーコンで｢この先渋滞、注意｣との画

像を配信。 

(安全技術・次の一手インフラとの協調を模索,日経 Automotive Technology, 

2006/01 号, 130～135) 

 

<車載カメラの事例＞ 

日本で2005年10月に発売されたDaimlerChrysler社Mercedes－Benzの新型 「S

クラス」。 

 オプション設定のナイトビューアシストを搭載した車両では、速度計の中に、

夜間走行時に赤外線カメラの映像を表示する。 

（視線移動を減らすため 液晶化や遠方配置などを工夫－Part4：情報の視認性、

日経 Automotive Technology, 2006/01 号, 174～177 ページ）。 

 

④医療・バイオ 
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図 4.2-8 に示されているように小型 IR センサによる遠隔医療、あるいは遠隔診断は、

センサの小型・軽量化により飛躍的に進む利用分野であると思われる。赤外線イメージン

グは非接触かつパッシブで、生体への負荷が低い、また検査時間が短いなどの特徴があり、

今後益々普及が進むことが予想される。（表 4.2-4 参照） 

作物の育成管理・家畜の育成管理など、精密農業への応用も考えられる。 

例えば、図 4.2-9 や図 4.2-10 に示されているように穀類収量モニタとして、IR センサ

以外に速度センサ・水分センサなどを組み合わせて MEMS 技術により、一体化することで

さらに情報を集約できるものと期待できる。 

 

 

 
図 4.2-8 遠隔医療（移動車内） 

（出典：通信メーカホームページより引用） 

 

 

 

 
図 4.2-9 収量モニタのデータ例 

（出典：琉球大学総合情報処理センタホームページより引用） 
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図 4.2-10 作物工場での使用 

（出典：琉球大学総合情報処理センタホームページより引用） 

 

 

表 4.2-4 医療・バイオ分野での応用例 

分類 計測対象 適用される症例 

血流 血流不良に伴う対表面の温度低下を検出 ・冷え性 

・白蝋病 

・血行障害 

・虚血症 

炎症 炎症に伴う患部の温度上昇を検出 ・リューマチ性関節炎 

腫瘍 腫瘍部の細胞の活性に伴う温度上昇を検出 ・甲状腺腫、皮膚腫瘍、骨肉腫

自律神経障害 神経皮節温度分布  

代謝異常 組織代謝率の異常に伴う体温の局所的変化 皮膚疾患、皮下組織疾患 

精密農業 地表温度、雑草の発生など ・作物の育成管理 

・家畜の育成管理 

 

 

<血行障害診断の事例＞ 

糖尿病・慢性動脈閉塞によるレイノー病診断のための冷水負荷テスト。 

10℃の水に１分間手を浸し、抹消部位の復温過程をサーモグラフィで追跡。 

糖尿病患者の場合は体温回復が著しく遅い(NEC 三栄レポート No. 127)。 
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（４）今後の動向 

 

前項に述べた熱形の IR センサの進歩に伴い、赤外線イメージングの応用が”拡大”する

と考えられる。”拡大”は、図 4.2-12 に示すように、｢安価化に伴う民生普及｣｢高速撮像｣

｢多センサ情報活用｣の 3つの方向に進むと考えられる。 

 

自然/資源観測

検査・設計

防災・監視

医療・バイオ

凡例

高
感
度
化
、
広
帯
域
化
、
高
分
解
能
化

小型化、安価化

現状の応用分野

資源探査

実時間非破壊検査

車載カメラ
被覆調査 気象

海中湧水

海洋

バイオマス

埋蔵遺跡

大型設備監視

広域火災

地雷除去

広域水害

河川・堤防

建造物検査

建造物検査

応力検査 材料欠陥検出

電子回路熱解析

食品加工

多点監視

家庭防犯・防火

犯罪捜査

精密農業 高度医療

テラヘルツ
イメージング

ハイパースペクトル
イメージング

紫
外
線

検
査

人体皮膚温

昆虫

歩行者検出

超
高

速
撮

像

多センサ情報活用

安価化に伴う民生普及

小型機器監視

応力検査

流体解析 腫瘍検出

超音波検査

セ
ン
サ
ネ
ッ
ト

ミリ波レーダ

自然/資源観測

検査・設計

防災・監視

医療・バイオ

凡例

自然/資源観測

検査・設計

防災・監視

医療・バイオ

自然/資源観測

検査・設計

防災・監視

医療・バイオ

凡例

高
感
度
化
、
広
帯
域
化
、
高
分
解
能
化

小型化、安価化

現状の応用分野

資源探査

実時間非破壊検査

車載カメラ
被覆調査 気象

海中湧水

海洋

バイオマス

埋蔵遺跡

大型設備監視

広域火災

地雷除去

広域水害

河川・堤防

建造物検査

建造物検査

応力検査 材料欠陥検出

電子回路熱解析

食品加工

多点監視

家庭防犯・防火

犯罪捜査

精密農業 高度医療

テラヘルツ
イメージング

ハイパースペクトル
イメージング

紫
外
線

検
査

人体皮膚温

昆虫

歩行者検出

超
高

速
撮

像

多センサ情報活用

安価化に伴う民生普及

小型機器監視

応力検査

流体解析 腫瘍検出

超音波検査

セ
ン
サ
ネ
ッ
ト

ミリ波レーダ

 

図 4.2-12 赤外線イメージング技術の進歩と応用の展開 

 

 

第一に、安価化に伴い、従来適用できなかったような民生分野にも赤外線イメージング

が応用可能となると考えられる。例えば、従来は価格の面で困難であった自動車への IR セ

ンサ搭載の動きが顕著である(自動車の IT 化 PART1 総論、日経バイト, 2005/12 号, 30～

33 ページ)。 

こうした動きは今後一層加速することが予想される。例えば、ホームセキュリティでの

不審者侵入検知、電源・変圧器などの発熱監視、壁内漏電監視など、様々な応用が考えら

れる。 
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また、家庭での予防医療などにも広く用いられる可能性も大きい。 

 

第二に、より多くの IR センサが同時に使われるようになる動きがある。自動車において

も、車外前方・後方、運転者の顔、運転手など様々な方向に向けて多数のカメラを配置し、

自動車、運転手、周囲の交通状況を総合的に認識する試みが研究されている。 

また、監視においても多数のカメラを配置し、広域を同時に監視するシステムの研究が

なされている。こうした研究と上に述べた安価化の進展が相まって、今後とも多数のセン

サ情報を利用する応用は拡大すると予想できる。 

一方、波長帯多バンド化することで物性の解析に赤外線イメージを利用する動きもある。

これも多センサ情報の同時利用の一種と見なすことができる。 

多バンド化が容易なのは MEMS 型 IR センサの特徴であり、近年の MEMS 型の普及に伴いこ

うした応用も拡大することが予想される。 

 

第三に、高速化の進展に伴う特に非破壊試験技術の進歩が進むと考えられる。近年の安

心・安全を求める動きとともに、交通・建築などで非破壊検査の重要性が増している。非

破壊検査においては、動的な温度特性を計測する必要があり、高速化・高温度分解能化が

必須である。こうした要求が近年の IR センサ技術の進歩で克服されつつあり、今後の応用

拡大が見込まれる。 

また、以上の展開により、図 4.2-13 に示すような様々な事業が新たに展開すると考えら

れる。 

衛星搭載セ
ンサ製造

航空機搭載
センサ製造

地上センサ
製造

車載センサ
製造

設備監視
災害予測

精密農業
街頭監視 医療

医療機器
製造

交通安全海岸警備 生産

検査装置
製造

遠隔医療

欠陥解析
請負

コンサル

データ統合
解析

監視請負

センサデバイス製造

 

図 4.2-13 赤外線イメージングによる新たな事業 
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上に述べたように、IR センサが将来に向けて発展を遂げるための応用拡大に必要な技術

課題は、以下のとおり整理できる。 

 

①画像解析 

 

センサ・カメラとともに、画像解析に必要なプロセッサをどのような製品形態で提供

するかが問題。 

また、多バンド画像利用など、センサ技術の進歩に伴い、画像解析自体にも新たな技

術課題が生まれている。 

 

②情報統合 

 

多数のセンサ情報を利用するための、画像転送・位置情報の不可など、新たな技術課

題が生まれている。 

また、画像蓄積、画像転送などをどのようなインフラで行うかといったことも検討す

る必要がある。 

 

③プライバシ 

 

多数のカメラが普及するようになる一方、どのように国民のプライバシを保護するか

が問題となる。 

 

さらに、分野ごとに実現の課題をまとめたものを表 4.2-5 に示す。 
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表 4.2-5 応用分野と実現に向けた課題 

応用分野 予想される応用の内容 実現の課題 

自然/資源観測 

・センサに安価化、小型化に伴い多数のセ

ンサが使用可能となることを利用。 

・衛星、航空機に加え、地上、携帯、車載、

無人航空機など、様々なプラットフォー

ムから情報を収集し、活用 

・センサの安価化と高感度・高分解能

の両立 

・大量データの解析・蓄積・活用 

検査・設計 

・高速撮像が可能となることを利用し、実

時間での変形・欠陥の検査に活用。 

・安価化に伴い、従来コスト面で適用でき

なかった検査工程にも適用。 

・センサの安価化と高速性の両立 

防災・監視 

・安価化に伴い、家庭、自動車などにも適

用し、防犯、交通安全に活用。 

・多数センサを各所に設置することで、都

市レベル、地域レベルの安全に貢献。 

・従来コスト面で適用できなかった、小規

模設備・機器の監視に適用 

・安価化 

・多センサ情報統合処理方式 

・プライバシ保護 

医療・バイオ 

・高齢化社会での重要となる遠隔健康管理

に利用 

・地表温度のきめ細かな測定、家畜類観測

により、精密農業に活用 

・安価化 

・多センサ情報統合処理方式 
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５．MEMS 技術を適用した熱赤外センサの衛星への技術展開と課題 

 

本調査研究の結果、MEMS 技術を適用した熱赤外センサの衛星への技術展開の可能性と課題

について以下に示す。 

 

・部品レベルでの MEMS 技術の熱赤外センサへの適用に関して評価・検討を行い、小型／

軽量化及び耐放射線性について良好な結果を得た。これにより、部品レベルにおける低

軌道の地球観測用熱赤外センサへの使用は可と判断する。 

 

・衛星リモートセンシングシステムとして性能を考慮した場合の MEMS 技術の評価・検討

を実施し、熱赤外観測スペクトルが単バンドの場合、良好な結果を得た。また、マルチ

スペクトルの観測バンドとした場合、高感度検出器の開発等が課題となる。 

 

・更なる軽量化のためには光学系の検討やデータ処理部等の高集積化等の検討が必要であ

る。 

 

・評価モデルを製作し、実機を用いての技術検証することが課題である。 

 

・光学系や検出器によるＭＴＦ等に起因する画像劣化のみならず、大気等の観測条件によ

っても画像劣化が生じる。そのため、過剰なセンサ性能は費用対効果の悪化となるため

センサのみならず、画像処理技術の開発も一緒に行うことが重要である。特に、超解像

化処理技術の開発は、他産業にも大きな波及効果を有しており、かつセンサの小型化に

は重要な開発課題のひとつである。 
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６．MEMS 技術を適用した熱赤外センサに係る提言 

 

（１）状況の整理 

 

IR センサを民生転用するに当たり、現状 IR センサに関しては法制度が無いため、プラ

イバシ情報の保護（個人情報の漏洩）を筆頭とする法整備が必要であると考える。 

技術的には、混在する各種センサ間の誤作動によって思いもよらぬ「事故」を誘発する

恐れも考えられるため、通信手法での対応に加えて、波長制限等を規定する手法も検討の

必要があると考える。 

特に IT 技術の急速な発展により、コンピュータ・ネットワーク（情報通信インフラ）に

依存した高度情報化社会へと大きく転進した現在、このような情報化は社会の機能の高度

化、効率化、グローバル化等各分野に革命的な変革を引き起こしている。その発展ととも

に行政サービス、防衛、金融・経済、電力・ガス・石油等エネルギー、水道、通信、流通・

輸送、医療サービス、防災・緊急サービス、報道等国家重要基盤のあらゆるシステムにお

いてセンサが多数使用されており、全てが情報通信インフラに依存していることからも、

各種センサのデータがグローバル・ネットワーク上にも蔓延してしまう恐れも考えられる

ため、法整備等が早急に必要になると思われる。 

 

（２）提言 

 

①IR センサに対する制度化 

 

ア．民間有識者および民間有識者会合等により、個人情報保護およびセンサ干渉等の  

見地から審議し得る認定機関を発足して機能を METI に持たせ、国家としての安全性

の確保を確立するとともに、システムの脆弱性を指摘し改善指導を行う。 

 

イ．コンピュータ・ネットワークを共有する業界・団体毎に「IR センサ緊急対応チー

ム調整センタ」を設置し、自衛措置を講ずるよう要請する。 

 

ウ．外資に買収されたとき等の危険性について、公的なバックアップ体制を確立する。 

 

②IR センサに係わる人材の育成 
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ア．今後需要が飛躍的に増大すると予測される IR センサ技術者の養成を行う。 

 

③保護するための技術開発の推進 

 

ア．技術開発に当たって、民間企業の協力は不可欠であり、官民協力の下に重点を絞

った投資を行い、その早期実用化を進める。 

 

イ．ISO 等における国際標準化の状況を踏まえて、暗号技術の評価等を行い、政府とし

ても強固な秘密保全体制を確立する。 

 

ウ．ハイスペックなシステムについては、スペックの公開レベルの規制に努める。 
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７．むすび 

 

衛星リモートセンシングにおいて、衛星システムの規模が大きいため個別対応ミッション

の実現が困難であり、莫大なコストがかかる等、産業としての拡大・発展が難しいという問題

がある。この問題の解決策の一つは、光学センサを小型化、低コスト化することであると考え、

MEMS (Micro Electro Mechanical System) 技術の応用／実現性を検討・評価した。 

具体的には 

・MEMS 技術を用いた熱赤外線差の耐放射線特性の検討/評価 

・熱赤外センサの検討 

・地球観測センサシステム 

・技術動向調査 等 

を実施した。 

その結果、MEMS 技術を用いた熱赤外検出器は、低軌道で５年間のミッションに耐える放射

線性を有しており、それを用いて熱赤外センサを開発した場合、質量は最大約 25％、電力は約

30%の低減が可能であることがわかった。また、地球観測センサシステムの実現性としては、

単バンド観測の場合は良好な結果が得られ、基本性能を ASTER/TIR と同等した場合でも今後の

素子の性能向上と IMC、TDI 動作などの実施により、その実現性が見えてきた。 

低コスト化の観点からは、ハードウェアにかわる画像処理技術の研究・開発が進んでおり、

それらの技術を併せてシステマティックに設計・開発することにより、いっそうの低コスト化

が実現できる可能性があることがわかった。 

 

将来、MEMS 技術を用いた熱赤外センサが広く利用されるようになり、地球観測を含めた熱

赤外産業が発展することを願うものである。 
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