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序 

 

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

す技術開発に対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・宇宙環境利用研究開発機構に「ナノテクノ

ロジーを用いたリモートセンシングの高度化技術に関する調査研究」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。 

 

平成１９年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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序 

 

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。即ち、当時の地球観測衛星の開発は、

欧米をトップランナーとし、日本がそれをキャッチアップしようとする形で進められてき

ましたが、 近は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

研究開発中です。これは多くの国が自国の地球観測衛星を所有したいという欲求があるの

に対して、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きている結果であると思われます。技術立国で

あるわが国としては、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ビジネス環

境を構築していく必要があります。 

また、地球観測衛星開発及び打上のコスト低減のためには、開発・製造期間の短縮、軽

量化等による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ることを考えると、地球観測

技術においても、わが国においても十分実現可能性があると考えられます。本調査におい

てはその具体的な検討事例として光学センサを採りあげ、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「ナノテクノロジーを用いたリモ

ートセンシングの高度化技術に関する調査研究」の委託を受けて財団法人資源探査用観測

システム・宇宙環境利用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、集光光学系及びデータ処理に関す

る電気系に対してナノテクノロジーの適応可能性について調査・検討を行い、それらの成

果を本報告書に取りまとめたものです。 

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。 

 

平成１９年３月  

財団法人 資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構 

理事長       佐 藤  文 夫 
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＜総論＞ 

 

 

 



１．調査研究の概要 

 

1.1 背景と目的 

米国等において衛星リモートセンシングはすでに民間企業による商業化が実現されてい

るが、それは国家機関によるデータ利用により支えられているのが実態である。一方、わが

国では従来の技術に基づくとその開発及び打上コストに見合うだけの衛星利用及びデータ需

要がないという状況にあるが、この状況を打開するためには、リモートセンサの小型化、低

コスト化が有効な手段である。わが国の宇宙開発／利用においては、研究開発からその技術・

成果を宇宙産業の国際競争力強化に結びつける方向へ軸足を移してきており、わが国が世界

に誇るナノテクノロジーの衛星リモートセンシングへの適用可能性を調査し把握することは、

わが国宇宙産業の発展において極めて重要である。例えば、従来技術では加工精度不足等の

理由で使用できなかった集光光学系の技術がナノテクノロジー技術を使用することにより使

用可能となることが期待できる。 

また、現在のリモートセンサではその大きさやコストが原因で他産業へ波及しなかった技

術についても、リモートセンサの小型化及び低コスト化の実現可能性を示すことにより他産

業への波及が期待できる。例えば、地上民生用としては、加速度センサやジャイロは既に MEMS

／NEMS技術により大幅に小型化／低コスト化され実用レベルに達し自動車産業やデジタル家

電産業に波及しており、画像センサの電気回路部の小型化もまた他産業への波及効果が期待

できる。 

なお、衛星リモートセンシングは、高度情報化社会の促進、環境問題対策等の社会的要請

への対応及び新産業育成等の経済波及効果が大きく期待されている分野である。また、新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO の宇宙戦略技術マップ作成過程において、衛星技術の

国際競争力向上が課題として挙げられ、その解決策としてナノテクノロジーの活用が極めて

重要との見解が示されている。 

このような背景に基づき、本調査研究は、わが国のナノテクノロジーを利用した産業にお

ける技術動向及び光学式リモートセンサへの適用可能性を把握することにより、我が国にお

ける今後の技術開発の方向性を明らかにするとともに、わが国の衛星用光学式リモートセン

サに係る競争力強化に向けた方策を呈示することを目的とする。 

 

1.2 調査研究の体制 

ナノテクノロジーを用いたリモートセンシングの高度化技術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「ナノテクノロジーを用いたリモ



ートセンシングの高度化技術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。 

 

（社）日本機械工業連合会

（財）資源探査用観測システム・宇宙
環境利用研究開発機構（JAROS）

ナノテクノロジーを用いたリモートセンシング
の高度化技術に関する調査研究委員会

（株）日立製作所（日立）

（委託）

（再委託）

（社）日本機械工業連合会

（財）資源探査用観測システム・宇宙
環境利用研究開発機構（JAROS）

ナノテクノロジーを用いたリモートセンシング
の高度化技術に関する調査研究委員会

（株）日立製作所（日立）

（委託）

（再委託）

 

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①～④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 

 

．技術動向調査 

において、ナノテクノロジーが適用されているまたはその適用のための研

究

 

2.1 リモートセンシングの高度化技術へのアプローチ 

争が厳しい市場では新規技術を用

い

上半期 下半期 半期別・月別 
 
項目 

H18 
７ 

 
８ 

 
９ 

 
10 

 
11 

 
12 

H19
１ 

 
２ 

 
３ 

①技術動向調査          

②海外調査          

③課題抽出・評価 
         

④競争力強化策検討          

⑤委員会開催      ●   ● 

⑥報告書作成、公表          

 

２

本項では、わが国

がなされている産業の実態について文献、学会、展示会を調査した結果を述べる。 

具体的には、集光光学系と電気回路系に分けて調査した。その結果を以下に示す。 

古い技術が必ずしも“時代遅れの技術”ではないが、競

た新製品が市場に投入されることがよくある。そのなかでリモートセンシングの高度化に



適用可能と思われる新規技術として、本報告書では、初めに、従来技術では画像取得技術と

画像処理技術は別個の技術とされているが、それらが密接に関係する新しいアプローチにつ

いて紹介する。近年、民生技術の宇宙技術への転用／流用の割合が非常に多くなっており、

ナノテクノロジーを利用したリモートセンシングに関する技術はそれと同じような適用のさ

れ方をするかもしれないので、米国の軍事地球観測衛星 Tacsat-2 を民生技術活用の具体的な

例として合わせて示した。 

 

2.2 集光光学系 

ートセンサには使用されていなかったフレネルタイプのレンズ

の

実現できるか

等

ンカーン研究所で 1960 年代からサブミクロン、ナノメ

ー

。 

従来、画像系の衛星リモ

適用可能性調査を実施した結果、国内ではナノテクノロジーを用いて宇宙用として X線観

測センサ用にフレネルゾーンプレートが開発されていることがわかった。 

可視近赤外域画像用のフレネルゾーンプレートがナノテクノロジーにより

について調査／検討を行った。 

なお、海外では、米国の MIT／リ

トル構造製作技術の研究を行っており、ナノファブリケーション、エレクトロニクスデバ

イス、１００nm 以下の構造における量子効果、オプトエレクトロニクスデバイス製作、絶

縁体上に半導体フィルムを製作する技術等の研究・開発がなされ、類似技術による可視域に

おけるフレネルゾーンプレートの研究・開発を行っていたことも併せて報告する。 

また、ナノマテリアルの集光光学系への適応可能性を調査したので併せて報告する

その調査対象の概要を図 2.2-1 に示す。 



回折レンズ
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①　型

②　加工機
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軽量化
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加工技術

メタマテリアル 可視域
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フレネル
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（コスト）
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図 2.2-1 集光光学系調査概要 

 

2.3 電気回路系 

(1)電気回路への適用可能性 

リモートセンシング用人工衛星に搭載される電気回路系においては、主に以下のよ

うな回路が用いられる。 

(ア)撮像素子・画像処理回路・（メモリ等）画像記憶回路 

(イ)無線通信回路（地上からの指令受信、軌道・姿勢制御情報・画像 情報送

信） 

(ウ)軌道・姿勢制御回路 

(エ)電源回路（発電素子含む） 

(オ)温度制御回路 

(カ)全体制御回路 

本項では、まず一般的な半導体の開発動向を簡単に述べ、次に、リモートセンシン

グの 重要構成要素である、撮像素子・画像処理回路・画像記憶回路部について技術動

向の調査結果を報告する。 

ここで、撮像素子、画像処理回路（ロジックデバイス）、画像記憶回路部（メモリデ

バイス）について述べる理由は、特にロジック及びメモリデバイスにおいて、図 2.3-1



に示されている微細加工プロセスが 22nm よりも微細化が必要になったときクリティカ

ルデバイスとなるからである。22nm を超える微細化技術が必要になったときに採用し

うる技術に関するバリエーション例を表 2.2-1 及び表 2.2-2 に示す。表 2.3-1 にはロジ

ックデバイスの場合を、表 2.3-2 にはメモリデバイスの場合を示した。この表は、

International Technology Roadmap for Semiconductors(ITRS、国際半導体技術ロード

マップ) 2005 年版において示されたものである。 

半導体産業が、22nm 世代を超えて成功し続けるためには、CMOS を微細化するという

前例のない技術を成功させるか、或いは、極限的に微細化された CMOS を超えて情報技

術の開発を成功させるかである。 

短期的な視野に立つと、CMOS プラットフォームに異種の新技術を集積する必要があ

る。これはいわゆる「CMOS の延長」である。 

一方、長期的には、半導体産業は根本的に全く新しい情報処理の方法を発明すると

いう困難に直面することになる。これに要求されることは、新しい材料、プロセス、デ

バイス、ナノアーキテクチャ、およびシステム革新による情報の物理的表現、処理、記

憶、伝達の新しい方法を発明しそれを利用することであろう。 

表 2.2-1 及び表 2.2-2 に示されている項目が重要となる理由を簡単に示す。 

・スケーラビリティ：持続的増大という経済的利益を引き出すため、代替技術は数

世代にわたって微細化可能（スケーラブル）であることが要求される。代替技術

を繰り返し修正を施して数倍の性能向上が達成できることが望ましい。すなわち、

新技術においてもムーアの法則が存在するとよい。 

・性能：将来の性能指標は現在の性能指標に極めて近いと思われる。それらは、コ

スト、サイズ、および消費エネルギーである。 

・エネルギー効率：いかなるポスト CMOS デバイスにおいても、状態変数として電

荷または電流を用いている場合はエネルギー効率が限界要因となると思われる。

また、代替の状態変数の実用性を議論する場合に、エネルギー効率は も重要な

評価基準となると考える。 

・利得(ロジック)：ナノデバイスの利得は、ゲートのファンアウトが大きな駆動電

流を必要とし低電圧でゲートが雑音に敏感になるロジック回路においては、重要

な制限要因となる。演算のためにこれらのナノデバイスを用いるには、新しいロ

ジックやファンアウトの小さなメモリによるアプローチが必要となるであろう。

大きな回路での信号再生には、CMOS 化が必要かもしれない。ナノデバイスと CMOS

を短期に集積化することは、多くのロジック回路における信号再生と、技術と市



場を確立するための、重要な条件となる。この集積化の必要性は、設計ツール、

回路からプロセス技術まで全ての領域に及ぶ。 

・動作信頼性：動作信頼性とは、メモリ及びロジックデバイスが、動作仕様で与え

られた動作エラー許容値内で動作する能力のことである。 

・室温動作：前述の性能にも関係し、冷却はコストを要するため、室温動作が望ま

しい。 

・CMOS 技術との互換性：半導体産業は過去 40 年にわたって性能向上達成をデバイ

スサイズの微細化に頼ってきた。経済原則から有利な点は、過去の技術への投資

が将来の製品にも役立つことである。代替技術は、過去の技術基盤への投資を

大限利用できることが求められる。 

・CMOS アーキテクチャ互換性：この基準が設けられた理由は、CMOS 技術との互換

性、すなわち現存する CMOS 技術基盤を利用できるかどうかを意識したからである。

アーキテクチャの互換性とは、代替技術が利用するロジックシステムとデータ表

現法の観点から定義される。CMOS はブール論理関数とバイナリーデータを利用し

ているので、代替技術も理想的には同様の方法を利用する必要がある。 

 

さらに、大規模な画像データの取扱において必要となる小型化技術として、 近研

究が進んでいる光電気混載基板・LSI 間光配線技術の開発動向について、整理を行った

結果を述べる。 

 

DRAM混載
論理LSI

大容量DRAM

大容量NAND
フラッシュ・メモリ

コンピュータ用
マイクロプロセッサ

90nm 65～45nm 32～22nm

微細化 ３次元LSI技術を併用• 配線遅延時間がチップの
速度を制限

• 32nm未満のCMOS回路の
実現が不透明

• 適切な露光装置なし
• セルの動作が不安定

• キャパシタの小型化困難
• 配線遅延時間が長くなる

• 微細化によるコス
ト低減困難

• 大容量DRAM混
載困難

• 配線長削減で遅延時間短縮
• トランジスタの縦積みで
CMOS回路高速化

• 実績のある露光装置利用可
• 安定動作するセル利用可

• キャパシタの小型化不要
• 配線長の削減で遅延時間短縮

• 90nm世代のまま製造、低コスト化
• 別プロセスで製造した大容量DRAM
混載可能

2011～2015年

2011～2015年

2009～2010年

2005年末

 

図 2.3-1 半導体微細化に伴う３次元 LSI の開発（日経エレクトロニクス 2007/1/15 号, 

pp.75） 



 

表 2.3-1 ロジックデバイス候補の評価 

 
（「新探究デバイス･材料 ―2020 年に向けて情報処理デバイスを考える―」、平本 俊郎） 

 

表 2.3-2 メモリデバイス候補の評価 

 
（「新探究デバイス･材料 ―2020 年に向けて情報処理デバイスを考える―」、平本 俊郎） 

 

(2)製造設備・プロセスにおけるナノテクノロジーの適用可能性 

電気回路そのものではなく、製造設備や製造プロセスでナノテクノロジーが近い将

来利用される可能性がある。例えば、めっき工程や洗浄工程などにおいて、ナノレベル

で超臨界流体を用いるなどが考えられる。すなわち、短中期的な開発スパンにおいては、

リモートセンシング用小型人工衛星の開発において、搭載デバイスの製造工程でナノテ

クノロジーが利用される可能性がある。 

 

３．海外調査 

本項では、８月２７日から９月１日の期間でフランス／トゥ-ルーズにおいて開催された

CANEUS2006 に参加し、情報収集及び調査を実施した結果を述べる。 

CANEUS は航空宇宙分野を主な対象としたマイクロ・ナノ技術（MNT）に関する非営利団体で

あり、航空宇宙分野における MNT の育成と統合的で国際的な開発を行う航空宇宙団体の必要性



を 初に提案したとされている。CANEUS はカナダの Centre for Large Space Structures and 

Systems (CLS3)を母体として、欧州の NEXUS、米国の NASA と DARPA、アジア各国機関が加わり、

2002 年に第 1回カンファレンスがカナダのモントリオールで行われた。CANEUS は CANADA、EU、

USA に由来する。 

CANEUS2006 は従来の北米、欧州、アジア各国の関連機関に加え、初めて南米からブラジル

が参加して開催され、これにより CANEUS は航空宇宙分野における MNT の国際的なリーダーと

しての位置付けを固めた。CANEUS2006 は 8 月 27 日から 9 月１日までフランス／トゥールーズ

で開催され 28 日～30 日にはカンファレンスが、31 日と 1 日にはワークショップが行われた。

28 日から 30 日はカンファレンスとポスターセッション及び基調講演が行われた。カンファレ

ンスはカシオペアルームと SPOT ルームの２部屋を同時に使用して行われ、２つのセッション

が同時に進行し、合計 23 セッションが行われた。カンファレンスへの参加者は１日当たり

400~500 人程度と推測される。 

30 日と 1 日にはワークショップと基調講演が行われた。ワークショップは７つのワーキン

グパート WP に分かれて同時進行したため、ナノ-ピコ衛星（NPS）WP に参加し、情報収集／調

査を実施した。 

 

４．課題抽出・評価 

上記調査を踏まえ、衛星用光学式リモートセンサに適用していくための技術課題の抽出・評

価を行った。具体的には、集光光学系では、製造に関する課題抽出を行い、電気回路系に関し

ては、１チップ化または１パッケージ化を実現するにあたって問題となる課題抽出を行った。 

 

4.1 集光光学系 

回折光学素子としては、既に述べたように、フレネルゾーンプレート、フレネルレンズ、

回折格子がある。それぞれの光学素子を衛星搭載センサに適用する際の課題を検討した。 

（1）フレネルゾーンプレート 

多波長観測の場合には、1種のフレネルゾーンプレートを使用するなら、波長により、

焦点位置に通常の光学レンズ以上の位置ズレが起こる。地上機器ではこれを用いた手法

が有効活用されている（DVD ピックアップレンズなど）。 

衛星搭載の通常の光学系（回折光学系でない、という意味）では、これらの色収差

分はフィルターの厚さなどで解消するが、フレネルゾーンプレートを用いた場合にはフ

ィルターの補正では不可能な程度となる。この大きな焦点位置ズレを利用して多焦点面

を構成するシステムが考えられる。 



この場合は焦点面数に応じて各種のリソースが必要となるため、搭載センサの小

型・軽量化という面には有効な方式ではないと考えられる。 

すでに述べたように、フレネルゾーンプレートは、X線観測などに特化して、ナノテ

クノロジーによりその形状精度を高め、集光度を高めて観測精度の向上に寄与すること

が、ナノテクノロジーの活用という面では有効である。 

 

（2）フレネルレンズ 

フレネルレンズを衛星搭載センサに適用するメリットは、同等の光学系に比較して、

小型・軽量化が可能な事である。 

一方、デメリットとしては、 

・集光方向以外への反射が避けられないという迷光問題、 

・球面収差以外の収差が小さくならない、特に色収差がなくならない、 

などの問題がある。そのため、フレネルレンズの後ろの光学系でこれらの収差補正が必

要となり、フレネルレンズによって軽量化できるメリットとシステムとしてのトレード

オフを行う必要がある。一般的には、Lawrence Livermore National Laboratory で研

究されているような（Eyeglass プロジェクト）大型レンズを必要とするような場合を

除き通常の光学系を用いた方が設計の自由度は高いと思われる。 

 

（3）回折格子 

現状でのマルチチャネル型の分光計として衛星搭載センサに適用する場合、大きな

問題はない。この分光方式は簡便なため、非常に有効な方式と思われる。一方では、気

体などの観測のためにはさらに高波長分解能化が必要で、そのためには、一般的には、

回折格子を用いるよりは、マイケルソン干渉計などの干渉計方式を用いた方が波長分解

能は高いため有効である。 

マイケルソン干渉計では、光源から出た光がビームスプリッターによって２光束に

分けられる。それぞれ異なる長さの距離を往復した後、２光束は再び重ね合わされて、

検出器に入る。可動鏡を動かして２光束の光路差を変化させることで、光の干渉による

強度変動（インターフェログラム）が発生する。これを、コサインフーリエ変換するこ

とで入射光のスペクトルが得られる。この分光法は、面積が広く放射角度が大きい物体

からの光を効率よく分光器に導入することがきること、全波長を同時に検出しているた

め、信号の利用効率が上がり高い S/N 比が得られること、可動鏡の走査により高波長

分解能が得られることが特長である。そのため、大気の振動回転線（線幅が 0.1cm-1 程



度）の測定に適している。 

こういった、高波長分解能をもつセンサを、回折格子を用いる事で達成できれば、

マイケルソン干渉計での可動部を無くす事が可能となり、衛星搭載という面では、小

型・軽量化、省電力化に加えて可動部がない、非常に優位なセンサになりうる。 

これを可能にする手法として、回折格子をナノテクノロジーにより刻線本数を高め

る事が期待される。 

ただし、一方では、マイケルソン干渉計の特徴であった、信号の利用効率が上がり

高い S/N 比が得られる、という面が回折格子を用いる事では達成できず、大きなデメ

リットとなり、これを補うためには、大口径ミラーなどが必要となる。発生力がないこ

とによる省電力化も含めたメリットと大口径化によるリソース増加（大型化、重量の増

加）との総合的なトレードオフとなるものと思われる。 

 

衛星搭載センサを小型・軽量化するための方策として、フレネルレンズは軽量を維持し

つつ大型化が可能なため有効な策であるが、光学性能とのトレードオフが必要である。回折

格子は既に使用されており実績もあるが、多波長の分光系を小型化できるメリットがあるが、

反面光量の確保が課題である。一方フレネルゾーンプレートは今後も X線域での活用が見込

まれる。集光光学系は実績のある製造方法に対してナノテクノロジーの活用を図ることで観

測精度の向上が期待できる分野でも有る。これまで調査の対象とした光学要素はそれぞれ一

長一短の特性を持つので、これらを活かすシステム設計が重要である。同様にナノテクノロ

ジーを直接、あるいは間接的に活用することで、高精度な光学要素の製造も将来的には考え

られる。 

 

4.2 電気回路系 

(1)電気回路系、熱制御系におけるナノテクノロジーの適用可能性 

今回調査した範囲では、半導体製造のように、ボトムアップではなく、トップダウ

ンで微細化が進展する技術については、ナノテクノロジーの応用は長期的な目標レベル

を超えるものではない。従来の地球観測センサの開発手法である既存技術（民生技術）

の耐放射線性向上化により LSI 等を使用するのならば、少なくとも 2015 年頃までを睨

んだ衛星開発では、ナノテクノロジーの適用は通常の LSI 微細化のレベルに追随するも

のと思われる。ITAR 等の規制により軍事技術は容易には我が国が輸入できないと思わ

れ、米国等における軍事技術がどれだけ速く民生技術に適用されるかが課題となる。即

ち、半導体の微細化がさらに進展し、カーボンナノチューブ等の新しい材料や単分子サ



イズのトランジスタが利用されるようになり、さらに、量子デバイスが標準的に利用さ

れるようになれば、ごく自然にナノテクノロジーがリモートセンシング用小型人工衛星

においても適用されるようになると予想される。これらの技術が適用されるのは、長期

的な課題であり、2020 年以降を一つのマイルストーンとして理解すれば、その可能性

は高いと言える。 

プリンタブルエレクトロニクス等、有機材料を用いるデバイス形成については、ナ

ノテクノロジーとの親和性は高いが、真空での利用を前提とした衛星に適用するには使

用材料等の課題がある。 

 

５．競争力強化策検討 

今後のわが国リモートセンシングセンサの技術力強化に関する競争力強化策の検討を行っ

た。また、商業市場への参入に必要不可欠となる産業競争力の強化に向けた方策について検討

を行った。 
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１．調査研究の概要 

 

1.1 背景と目的 

米国等において衛星リモートセンシングはすでに民間企業による商業化が実現されている

が、それは国家機関によるデータ利用により支えられているのが実態である。一方、わが国

では従来の技術に基づくとその開発及び打上コストに見合うだけの衛星利用及びデータ需要

がないという状況にあるが、この状況を打開するためには、リモートセンサの小型化、低コ

スト化が有効な手段である。わが国の宇宙開発／利用においては、研究開発からその技術・

成果を宇宙産業の国際競争力強化に結びつける方向へ軸足を移してきており、わが国が世界

に誇るナノテクノロジーの衛星リモートセンシングへの適用可能性を調査し把握することは、

わが国宇宙産業の発展において極めて重要である。例えば、従来技術では加工精度不足等の

理由で使用できなかった集光光学系の技術がナノテクノロジー技術を使用することにより使

用可能となることが期待できる。 

また、現在のリモートセンサではその大きさやコストが原因で他産業へ波及しなかった技

術についても、リモートセンサの小型化及び低コスト化の実現可能性を示すことにより他産

業への波及が期待できる。例えば、地上民生用としては、加速度センサやジャイロは既に MEMS

／NEMS技術により大幅に小型化／低コスト化され実用レベルに達し自動車産業やデジタル家

電産業に波及しており、画像センサの電気回路部の小型化もまた他産業への波及効果が期待

できる。 

なお、衛星リモートセンシングは、高度情報化社会の促進、環境問題対策等の社会的要請

への対応及び新産業育成等の経済波及効果が大きく期待されている分野である。また、新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO の宇宙戦略技術マップ作成過程において、衛星技術の

国際競争力向上が課題として挙げられ、その解決策としてナノテクノロジーの活用が極めて

重要との見解が示されている。 

このような背景に基づき、本調査研究は、わが国のナノテクノロジーを利用した産業にお

ける技術動向及び光学式リモートセンサへの適用可能性を把握することにより、我が国にお

ける今後の技術開発の方向性を明らかにするとともに、わが国の衛星用光学式リモートセン

サ、特に、画像取得を目的のひとつとする光学式リモートセンサに係る競争力強化に向けた

方策を呈示することを目的とする。 

 

1.2 調査研究の体制 

ナノテクノロジーを用いたリモートセンシングの高度化技術に関する調査研究を多角的観
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点から実施するため、学識経験者及び専門家等から成る「ナノテクノロジーを用いたリモー

トセンシングの高度化技術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。 

 

（社）日本機械工業連合会

（財）資源探査用観測システム・宇宙
環境利用研究開発機構（JAROS）

ナノテクノロジーを用いたリモートセンシング
の高度化技術に関する調査研究委員会

（株）日立製作所（日立）

（委託）

（再委託）

（社）日本機械工業連合会

（財）資源探査用観測システム・宇宙
環境利用研究開発機構（JAROS）

ナノテクノロジーを用いたリモートセンシング
の高度化技術に関する調査研究委員会

（株）日立製作所（日立）

（委託）

（再委託）

 

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①～④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 半期別・月別 
 
項目 

H18 
７ 

 
８ 

 
９ 

 
10 

 
11 

 
12 

H19
１ 

 
２ 

 
３ 

①技術動向調査          

②海外調査          

③課題抽出・評価 
         

④競争力強化策検討          

⑤委員会開催      ●   ● 

⑥報告書作成、公表          
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２．技術動向調査 

本技術動向調査では、ナノテクノロジーをキーワードのひとつとして、そのリモートセンシ

ング技術への適用、特に地球観測衛星搭載用の光学式センサへ適用可能と思われるものについ

て調査を実施した。その結果について述べる。 

ナノテクノロジーの代表的な例として、カーボンナノチューブ CNT を思い浮かべる方が多い

と思う。その特性を見たとき優れた機械的特性や電気的特性を示すことはよく知られており、

例えば、その電気的特性では、今日における 先端 Cu（銅）配線と比べて数倍高速性が期待さ

れる配線を実現する可能性がある。その一方で、CNT は任意の場所にランダムな配列で成長す

る傾向があり、その製造のコントロールに困難性を有する。そういう状況の中、金属のナノワ

イヤーもまた、例えば Au（金）のナノワイヤー等は優れた電気的特性を示す。金属のナノワイ

ヤーはその電気的特性のみならず光学的な特性においても興味深い特性を示す。その光学的特

性については 2.2 項で調査結果を記述している。金属のナノワイヤーの集積体により大型の優

れた集光レンズや鏡が実現できれば、現在大型鏡の製造にはその規模に合った製造設備の整備

するための巨額のコスト負担から開放されることが期待できる。しかし、それは単に従来の集

光光学技術との置き換えに留まるのもではないかもしれない。2.1 項ではその例として、Coded 

Aperture（本報告書では主として光学系センサを扱うので“コード化集光光学系”と訳した）

について紹介する。 

古い技術が必ずしも“時代遅れの技術”ではないが、競争が厳しい市場では新規技術を用い

た新製品が市場に投入されることがよくある。そのなかでリモートセンシングの高度化に適用

可能と思われる新規技術として、本報告書では、初めに、従来技術では画像取得技術と画像処

理技術は別個の技術とされているが、それらが密接に関係する新しいアプローチについて紹介

する。近年、民生技術の宇宙技術への転用／流用の割合が非常に多くなっており、ナノテクノ

ロジーを利用したリモートセンシングに関する技術はそれと同じような適用のされ方をする

かもしれないので、米国の軍事地球観測衛星 Tacsat-2 を民生技術活用の具体的な例として合

わせて示した。 

次に、新規技術を実現するにあたりナノテクノロジーの適応可能性について記述する。 

 

2.1 リモートセンシングの高度化技術へのアプローチ 

CNES/A. Baudoin の発表(BEYOND SPOT 5: PLÉIADES, PART OF THE FRENCH-ITALIAN PROGRAM 

ORFEO ，http://www.isprs.org/istanbul2004/comm1/papers/49.pdf)によれば、ユーザニー

ズ評価の結果（表 2.1-1～2）として、ほとんどのアプリケーションで光学センサと合成開口

レーダ SAR の両方がユーザ要求であるとされ、その能力として、第一に全天候型であること、
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第二に視覚的に従来よりも分かりやすいことが要求されているとしている。 

地球観測衛星の場合、第一の能力に合致するセンサは雲や雨に比較的強い SAR 或いは曇り

でも使用が可能な場合が報告されている Lidar 等であり、第二の能力に合致するのは高空間

分解能の受動型光学センサ或いは空間分解能向上型の SAR である。これらのユーザ要求をも

とに開発が始まったのが、フランスの光学式地球観測衛星の Pleiades HR とイタリアの地球

観測 SAR 衛星の Cosmo-SkyMed である。Pleiades HR は 2 機、Cosmo-SkyMed は３機を開発中で

ある。 

 

表 2.1-1 センサ要求 

センサタイプ 空間分解能[m] 観測幅[km] 観測バンド数 回帰日数［日］

広域観測センサ 2～5 40～100 3～4 3～7 

高空間分解能センサ ≦1 10～30 3～4 1～2 

スーパースペクトルセンサ 3～10 100～300 6～20 1～2 

ハイパースペクトルセンサ 5～20 50～300 30～200 2～7 

光学センサ 

熱赤外センサ 1～40 100 TBD ＜1 

C バンド SAR 2～4 50～300 1～2(*) 1～5 

X バンド SAR 1～5 10～300 1～4(*) ＜1 

L バンド SAR 2～10 50～100 1～4(*) 1～7 

P バンド SAR 5～10 70～100 1～4(*) 1～7 

SAR 

インターフェロメトリック

SAR 
1～5 70～100 NA NA 

(*)SAR の観測バンド数に関しては、多偏波観測要求を示している。 

 

 4



 

表 2.1-2 アプリケーションドメインに対するセンサニーズ 

アプリケーション センサニーズ 

マッピング 光学式高空間分解能センサ 

光学式広域観測センサ 

SAR（X バンド） 

インターフェロメトリ 

農業関係 スーパースペクトルセンサ 

光学式広域観測センサ 

SAR（C バンド） 

森林関係 スーパースペクトルセンサ 

光学式広域観測センサ 

SAR（L バンド） 

地質関係 光学式高空間分解能センサ 

SAR（L バンド） 

光学式広域観測センサ 

SAR（C バンド） 

インターフェロメトリ 

海洋関係 SAR（C バンド及び Xバンド） 

リスク関係 SAR（X バンド及び Cバンド） 

光学式広域観測センサ 

熱赤外センサ 

インターフェロメトリ 

 

また、地球観測衛星による観測データの高信頼性や高い精度を与えるのは、地上実験や航

空機による取得データとの相関の強さであり、それらは様々なデータ補正処理により得られ

る。センサの機上校正は基本的にはその健全性チェックであり、衛星機上におけるセンサ機

器の校正精度の高さが信頼度や精度の高いデータを与えるというのは、基本的には“ウソ”

であることを注意しておく。その簡単な例を図 2.1-1 に示す。その図は Pléiades を開発する

に当り、その画像をシミュレーションしたものである。その図の(a)は Pléiades の取得する

パンクロマチック生画像データシミュレーション例であり、空間周波数特性として MTF で

0.09、信号対雑音比 SNR として 90、１画素が 0.65m の空間分解能をもつ場合のシミュレーシ

ョン画像である。(b)は(a)の画像に対して MTF 向上処理をした結果である。その処理により、

SNR は 90 のままであるが、MTF は 0.2 に改善されている。センサの機上校正を如何に高精度

でおこなっても取得される画像データは(a)の場合である。一方、信頼性と精度の高い画像デ

ータは(b)の場合であることは容易に想像がつくと思う。 
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(a) 生画像シミュレーション(GSD=0.65m)         (b) MTF 改善処理画像 (GSD=0.65m) 

図 2.1-1  Pléiades 衛星のパンクロマチック画像シミュレーション例 

 

このように高性能地球観測センサといえどもハードウェア偏重の技術からの脱却が図られ

ている。民生では、この考え方が従来の画像技術に留まらず、コンピューテイショナル イ

メージングとして進んでいる。その考え方の概要を表 2.1-3 及び表 2.1-4 に示す。 

 

表 2.1-3 コンピューテイショナル イメージング 

従来技術 将来技術 

コンピューテイショナル画像 
フィルム様デジタル画像

コンピューテイショナル カメラ 

単なるデジタル画像 計算処理 
コンピューテイショナル画像／

光学系 

コンピューテイショナルセン

サ 

画像処理 

- 画質向上化処理 

- 画像データ圧縮 等 

撮像対象の復元のため、取得

された画像データセットの

処理 

光学的にコード化された画像の

取得及び計算処理による撮像対

象復元（デコード） 

“smart”ピクセルのためにセ

ンシングとプロセッシングが

組み合わされた検出器 

例 

- 補完法 

- フィルタリング 

- エンハンスメント 

- 色相調整, 

- モーフィング 

- 画像圧縮 等 

例 

- マッチング 

- 超解像 

- 多重露出による高ダイナ

ミックレンジ画像 HDRI 

- 多角画像からの画像生成

- 動きによる構造抽出 

- シェイピング 

例 

- コード化集光光学系 

- 光学的トモグラフィ 

- インテグラル画像 

- ホログラフィック画像 

例 

- 人工網膜 

- Retinex センサ(*) 

(適応的階調補正センサ) 

- エッジ検出チップ 

- 動きセンサ 

(*)Retinex 理論では入力画像を照明光と反射率の積で表されるとし，入力画像から照明光を分離することで反射率画像を補

正画像として得る。 

(出典：Ramesh Raskar , “CSG242: Computational Photography”, Northeastern University, Dec. 7, 2005) 
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表 2.1-4 従来技術と将来技術の考え方の比較 

 従来 将来 

シャッターチャンス 貴重 フリー 

照明 クリティカル フリー 

静止画／動画 切替 フリー 

露出設定 画像データ取得前に設定 画像生成処理時に設定 

露出時間設定 画像データ取得前に設定 画像生成処理時に設定 

分解能／ノイズ 画像データ取得前に設定 画像生成処理時に設定 

高ダイナミックレンジ画像用レン

ジ設定 
画像データ取得前に設定 画像生成処理時に設定 

 

コンピューテイショナル イメージング技術の例として、従来の画像技術の基づくものの

例として高感度化技術と超解像技術を、新規画像技術の例としてコード化集光光学系を用い

た画像取得技術について述べる。 

 

（１）高感度化技術 

従来は暗所でストロボ無しに撮影すると、十分な画質が得られないので長時間露光が行

われる。従来方法は通常、スローシャッタで撮像するが、ブレ画像になりやすい。 

また、暗い画像に対しては、従来の画像処理では、明るい画像にはなるが、ノイズが強

調される。暗い場所でもブレなく明るく撮影できるよう、感光感度を高める技術として、

従来の方法は、以下のものがあり、それぞれに合わせて示されているような課題がある。 

・技術① 光を集める 

- 露光時間を長くする（スローシャッター、絞り開放） 

- レンズを大きくする（高コスト要因） 

・技術② 感光感度を高める 

- 撮像デバイス(ＣＭＯＳ，ＣＣＤ)自体の感度を up（高コスト要因） 

それらの課題を解決する技術として開発された技術を図 2.1-3 に示す。その技術は、画

像処理で明るさを強調し、以下の特徴を有する。 

・暗いところでもストロボ無しで手軽にきれいな画像が撮影できる. 

  ⇒ 集光光学系を大型化する必要が無い。 

  ⇒ 検出器自体を高感度化する必要が無い。 

・ストロボ無しでも写る：見たままの印象に近い．ストロボ禁止の場所でも撮影可 
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高速連写画像 被写体と背景を別々に位置合わせして画素を積算合成

被写体と背景を合成
ノイズが強調されること無く高感度化 

図 2.1-3 高感度化処理画像例（NEC からの提供資料を引用） 

 

（２）超解像技術 

超解像技術に関しては、国内外での開発が盛んに行われている。国内の例を以下に示す。 

- （株）リコーは単一画像を基にピクセル補完する技術を工業用検査技術としてリリ

ース済み。 

-日立製作所中央研究所は、2006 年 10 月 3 日、1枚の高精細画像を作成するために１

０～５０フレーム（画面）の大量データと１０～１００回の繰り返し演算を必要と

した従来方式に対して、わずか２フレームのデータだけで繰り返し演算をせずに高

精細化を実現する方式の超解像技術の原理検証に成功したとプレスリリースした。

これにより、信号処理回路規模を大幅に小型にすることができ、リアルタイムの信

号処理が必要とされるテレビに超解像技術を用いることが可能になるとしている。 

（少ない半導体部品で回路を構成でき、小型で低価格の画像処理ユニットが製造可）  

- NEC、NEC エレクトロニクス、NEC システムテクノロジーの 3 社は 2006 年 11 月 15

日、連写された複数枚の画像データを組み合わせることでカメラ本体の分解能を超

えた高解像度の画像を生成する「超解像技術」を活用したソリューション事業を新

たに開始したと発表した。 

 この技術を活用することにより、有効画素数が 100 万画素のデジタルカメラを用い

て 400 万画素以上の解像度を有する画像を生成することができるとしている。 

 3 社は今後、(1)超解像処理用のデバイスとソフトウェアを組み合わせたモジュール

の提供をはじめ、(2)同ソフトウェアを搭載した ASIC(特定用途向け IC)の提供、さ

らには(3)NEC が現在販売している監視用途をはじめとしたセキュリティシステム
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への採用などを予定しており、これらのソリューションをデジタルカメラや複合

機・プリンタを製造するメーカを中心に幅広く販売活動を展開し、関連するソリュ

ーションも含めて 3 年間で 60 億円の販売を見込んでいるとしている。 

 

超解像技術の実施例として NEC の技術を以下に示す。 

カメラ本来の分解能を越えた高解像度な画像を複数枚の連写画像から生成（４～５枚程

度の連写画像や動画から２倍以上の高解像度化）（図 2.1-4） 

・技術ポイント 

 → 従来は難しかった、動く被写体にも対応． 

 → LSI 化に成功(FPGA 上で動作を確認) 

動物体を自動分離し個別処理して統合することで、シーン中に複数の動物体があっても、

ボケがなく高解像な画像を生成している。 

 

 

(a)元画像                              (b) 超解像処理画像 
(表示サイズが同じになるように拡大)         （画像全体に解像度が縦横各 2 倍 up、ボケも解消） 

図 2.1-4 超解像処理画像例（NEC からの提供資料を引用） 

 

なお、海外で実現されている超解像処理技術において、デジタル画像データ数とアナロ

グ画像データ数と画質の向上性について評価した結果を図 2.1-5 に示す。 
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図 2.1-5 画像処理数と画質との評価例（Reduction of Variance for Co-added frames） 

(出典： Jonathon Schuler, “Super Resolution and Stereoscopic Displays”, Logos Technologies, Inc., Feb. 2005) 

 

図中のフィッティング関数とそのパラメータ a、b は以下の通りである。 

log(Var)=log(a)+b*log(n) 

log(a)= 0.7615 

b= 0.5506 

 

（３）コード化集光光学系を用いた画像取得技術の例 

コード化集光光学系を用いた画像取得技術の概要を図 2.1-6 に示す。 
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(a) 集光光学系／レイトレースシミュレーション／デジタルシステムと MTF 

 

(b) Point Spread Function(PSF) with cubic phase modulation(CPM) (PSF insensitive to 

the defocus) 

 

(c) PSF without CPM (Point Spread Function vary with the defocus) 

図 2.1-6 コード化光学系を用いた画像取得技術の例（Front Coding の場合） 

（出典： Ewan Findlay, Dave Huckridge, Amritpal Singh, Andy Wood, “Wavefront coding: a new dimension in optical 

design”, Optical Designers’ meeting 22nd , Sept 2006） 
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上図からわかるように、コード化光学系を用いた画像取得技術では集光光学系を通して

検出器で得られたデータは画像としては不完全であるが、用いられてコード化光学系に対

応するデータ処理を行うことにより画像データとして完成する。 

この画像取得技術の利点を従来技術と比較して表 2.1-5 に示す。 

 

表 2.1-5 焦点深度に関する比較 

 ピントが合った場合 ピントが少し甘い場合 ピントボケが酷い場合 

従来の集光光学系の場合    

コード化集光光学系の場合    

（出典： Ewan Findlay, Dave Huckridge, Amritpal Singh, Andy Wood, “Wavefront coding: a new dimension in optical 

design”, Optical Designers’ meeting 22nd , Sept 2006） 

 

米国 Sandia 国立研究所の Barton 等により発表された MTF プロットの例を図 2.1-7 に示

す。その図では Wavefront CodedR System と従来技術とを比較している。その図から

Wavefront CodedR System では空間周波数が高いところでデータ処理後（フィルタリング処

理後）に大きな MTF の値を示しており、従来技術のベストフォーカスの場合よりも良い値

となっている。これは、今後益々需要が高まると思われる高分解能画像取得に必要な光学

的な条件として重要な特徴である。 

このことから、新規集光光学系技術のひとつである Wavefront CodedR System は、従来技

術と比較して少なくとも空間的な画像品質を損なうことなく焦点深度の設計的緩和を許す

といえる。 
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図 2.1-7 Modulation transfer function comparison between a traditional optical system 

and a Wavefront CodedR System 

（出典： Daniel L. Barton, Jeremy A. Walraven, Edward R. Dowski Jr., Rainer Danz, Andreas Faulstich, Bernd Faltermeier, 

“Wavefront Coded・ Imaging Systems for MEMS Analysis”, 2002） 

 

 

因みに、NOKIA は、cmd optics 社を買収した OmniVision 社から、既に 2005 年から色相

調整を担う画像処理と JPEG 符号化回路を１チップに集積したカメラ機能のほとんどを実現

できる CMOS イメージャの供給を受けており、携帯電話用カメラの画質向上、特に MTF 向上

のために front coding イメージ技術の導入を検討していると思われる。 

 

民生技術が宇宙用に積極的に利用され始めた背景のひとつに、民生技術が宇宙用技術を

凌駕する状況が生まれたことがあげられる。 

実際、表 2.1-6 に示されているように、現在海外で開発中である 先端の軍民共用光学

系地球観測衛星のオンボードデータ処理能力は現在使用されている携帯電話の処理能力よ

りも１桁劣る。 
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表 2.1-6 フランスの地球観測衛星のオンボード処理能力例 

衛星名 参考 
 

SPOT-4 SPOT-5 Pleiades HR 携帯電話

パンクロマチック 32Mbps×2 256Mbps×2

青バンド 

緑バンド 

赤バンド 

データレート 

近赤外バンド 

(青バンドな

し) 

(青バンドな

し) 

4.5Gbps(ﾄｰﾀﾙ) － 

プロセッサ名 F9450 MA3-1750 ERC32 － 

処理能力[MIPS] 0.7 1 13 100～300

データ処理用メモリ 256 KB 521 KB 6 MB 3～6 MB
（出典： “An Insight into Research and Development activities in Signal Processing for Communications FRANCE”， 

icassp2005） 

 

また、別の国の 2006 年 12 月に打ち上げられた軍用光学衛星の集光光学機器には COTS 技

術として、開口径 50cm の Ritchey Chrétien 光学系が使用され、民生技術の宇宙環境への

適応性の向上がみられる。その例を図 2.1-8～10 に示す。 

 

 

(a) TacSat-2 Workers prepare the TacSat-2 micro satellite for 

thermal vacuum testing at the Space Vehicles Directorate. (Air 

Force photo) 

(b) Enhanced Commercial Imager 用 Ritchey 

Chrétien 光学系（Cots ベース，望遠鏡口径 50cm）

図 2.1-8 米国 Tacsat-2(Joint Warfighting Space Demonstrator 1(JWS D1))概観と集光光学

系 

（出典：http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:TacSat-2.jpg及び http://www.rcopticalsystems.com/overview.html） 

［Ritchey Chrétien 集光光学系の特徴概要］ 

・主鏡，副鏡ともに双曲面をもつ 2 枚鏡の系 

・球面収差，コマ収差を同時除去 
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・長焦点では非常に強い像面湾曲が存在する。 

 （解決方法として補正レンズ系を入れる事が考えられるが、非常に広視野を

必要とする場合は像面湾曲を補正するのは困難） 

・他の適用例：HST、すばる望遠鏡等多数に採用 

 

リッチークレチアン光学系の概要を以下に述べる。 

主鏡と副鏡の二枚の鏡のみで、球面収差を完全に補正する光学系を考えると、二枚の鏡

のうちどちらかは、非球面でなければ球面収差がゼロにならない。ここで二次曲線の形状

を示す数量としてε２乗という数値を考える。このε２乗は＝０で球面、＜０で偏球面、

０＜ε２乗＜１で楕円面、＝１で放物面、＞１で双曲面となり数値としてはほぼ球面から

の研磨修正量と考えられる。そこで、主鏡、副鏡のＲ、および間隔を固定し、主鏡、副鏡

のε２乗のみを変化させて球面収差を 小にした光学系を考えたものを図 2-9 に示す。そ

の図から縦軸に主鏡のε２乗、横軸に副鏡のε２乗をとりプロットすると①～⑤の５個の

光学系が直線上に並ぶことがわかる。 

①は主鏡が球面、副鏡が偏球面の光学系（プリスマン．キャミシェル） 

②は主鏡が楕円面、副鏡が球面のドールキルハム（ミューロン） 

③は主鏡が放物面、副鏡が双曲面の純正カセグレン（CN-212） 

④主鏡、副鏡共に双曲面の純正リッチークレチアン 

⑤は当社のイプシロンの主鏡（強い双曲面）を使用したカセグレン（イプシロンカセ） 

 

 

図 2.1-97 集光方式の違いによる球面収差比較（アパーチャ径 D=200mm、焦点距離 FL=1800mm、

F 値 9、主鏡 F3） 

（出典：http://www.takahashijapan.com/ct-products/products/brc-250concept.html） 

 

この直線上には、これ以外にも多くの球面収差 小光学系が存在し、それぞれの光学系

の収差について考えてみる。中心像の球面収差は、小口径ではどれでも全くゼロとしてよ
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い量であるが、理論的には多少差がある。残存球面収差の量が 小なのは、③の純正カセ

グレンで理論的にはゼロである。④のリッチークレチアンでは６次非球面項を加えないと

ゼロにはならないが小口径では無視できる。②のドールキルハムになると、残存収差量が

やや多くなり、①や⑤になるともっと多くなる。コマ収差については、④のリッチークレ

チアンがゼロ、③の純正カセグレンでやや発生し、②のドールキルハムや①のプリスマン・

キャミシェルになるほどプラスのコマが、また⑤のイプシロンカセになるほどマイナスの

コマが強く発生する。図 2-10 に各集光方式の中心から 15mm 外れた場所のスポットダイア

グラムでその様子を示す。純正カセグレンとリッチークレチアンを周辺像で比較すると、

やや集まりのあるコマ像と集まりのない楕円ボケ像の差だけで、研磨の困難さの割には星

像にはそれほど差はないと言える。補正レンズの設計の容易さでは、リッチークレチアン

の方が勝っており、すばる望遠鏡をはじめ世界の大望遠鏡がリッチークレチアンを採用し

ている理由がここにある。 

 

 

図 2.1-10 同一設計による周辺像の比較スポット像（中心より h=15mm）、口径 d=200mm 焦点

距離 FL=1800mm(F9) 

（出典：http://www.takahashijapan.com/ct-products/products/brc-250concept.html） 

 

 

また、本調査・研究は、従来の地球観測センサは高度な光学系を使用し、検出器の集積度と

感度にものをいわせて開発されてきたが、プロッセサの能力向上にともない、センサ技術のパ

ラダイムシフトの可能性を検討するための事前調査もねらいのひとつである。 
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例えば、人間の場合がモデルになると考える。 

   → “ものを見るのは目ではなく脳” （図 2.1-11） 

   → 人間の目は単眼（図 2.1-12） 

 

 

(a)見え方と視神経の経路概要          (b)視覚神経系概要 

図 2.1-11 動物の視覚神経系の概略 

（出典：http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14453/slides/06/） 

 

 

図 2.1-12 動物の眼球とカメラの構造比較 

（出典：http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14453/slides/06/） 

 

単玉レンズとしての目の屈折系は赤い光と青い光では焦点距離の違いが 200μm もある。こ

の 200μm の焦点距離の差はほぼ網膜の厚さである。赤い光の像が視細胞の外節に結んでいる
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と、青い光の像は網膜の表面に結ぶことになる。 

中心窩の部分は黄色いキサンチン色素を持っており、短波長の光を吸収してしまう。また、

中心窩には短波長に感受性の高い錐体視細胞（S cone）が存在しない。これにより、中心窩で

は短波長の光に対する感度を落とすことによって色収差によるボケを回避している。 

カメラのレンズは屈折率の異なる素材で作った複数のレンズを組み合わせて作られており、

色収差をなくすように設計されている。レンズについてだけいえば、カメラのレンズの方が格

段に優れていることになる。 

 

 

図 2.1-13 さまざまな周囲の状況における明るさとその時のヒトの視覚 

（出典： 金子 章道, “網膜─デジタルカメラとは違う構造と機能”, 星城大学リハビリテーション学部, 2005） 

 

（１）感度調節 

われわれの生活圏の明るさは 0.001lx の星明りから 10,000lx の直射日光下の条件まで

100 万倍以上の範囲をカバーしている（図 2.1-13）．これに対応するためわれわれの眼は 3

つの機能を備えている。第一は瞳孔の大きさが変化して目に入射する光の量を調節するこ

と、第二は明るさに応じて桿体視細胞と錐体視細胞が入れ替わって働くこと、第三は桿体

視細胞、錐体視細胞のそれぞれが順応という感度調節を行うことである。 
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瞳孔の大きさは直径 2mm から 6mm くらいまでしか変化しないから、瞳孔の大きさが変化

して調節できる光量はせいぜい 10 倍である。 

桿体視細胞は 0.001lx から 10lx 程度の範囲（暗所視）をカバーし、錐体視細胞は 0.1lx

以上の照度の範囲（明所視）をカバーする。両者が重なり合っている明るさを薄暮視とい

う。暗所視では中心窩の部分には桿体視細胞が無いので良く見えない。瞬いているような

比較的暗い星を見つめる（中心窩で見る）とかえって見えなくなり、目をそらす（中心窩

を外す）と再び見える。 

 

（２）網膜 （retina） 

①錐体（cone）と杆体（rod）からなる視細胞が分布している。 

・視細胞には機能が異なる 2 種類の細胞（錐体と杆体）がある。（図 2.1-14） 

②錐体(Cone)；明るいところで働く。波長を識別する機能（色選別機能）がある。 

③杆体(Rod)；暗いところで働く。波長識別機能はない。 

④網膜上の分布；錐体の分布は視力と対応する。 

⑤順応曲線；錐体と杆体では順応特性が異なる。（図 2.1-15） 

⑥網膜から視神経が眼球外に出る部分には視細胞がない。この部分を盲点という。 

⑦網膜の中心のくぼみ部を中心窩という。この部分はもっとも視力がよい。 

 

 

図 2.1-14 霊長類の網膜と視細胞 

（出典：http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14453/slides/06/） 
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(a)錐体と杆体の典型的な暗順応曲線       (b)錐体の暗順応曲線 

図 2.1-15 霊長類の視力の暗順応曲線の例 

（出典：http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14453/slides/06/） 

 

ヒトの視力測定には Randolt 環（いわゆる“C”の形）が用いられている。視力測定時に

は、この環のどの部分が切れているかの判断が求められる。切れているということはその

切れ目の両端の 2 点が 2 点として弁別できることを意味している。この 2 点は錐体視細胞

に投射される。2点弁別に必要な条件として感覚生理学が教えるところでは、刺激を受ける

受容細胞が少なくとも 1 個の刺激を受けない受容細胞を挟んで隣り合っていることが必要

である。これを網膜中心窩の錐体視細胞に当てはめてみると 4μmとなる。視力 1.0 とは弁

別できる も近い 2 点を見込む角度が 1 分（60 分の 1 度）と定義されるから、眼球の焦点

距離 17mm として網膜上では約 5μm となる。単純に計算すると中心窩における視力は 1.25

となる。しかし、中心窩において、その中心部では錐体視細胞が細くなり、さらに密度が

高いので細胞間距離はより短くなり 1.25 以上の視力を得ることが可能となる。中心窩を外

れると錐体の密度は急激に低下するから、視力も低下する（図 2.1-16）。 

一方、デジタルカメラの場合には画素ピッチが 5μmの CCD に視力の定義を当てはめると

約 0.6 となる。ヒトの目では中心視力と周辺視力に大きな差があるが、CCD ではどの場所で

も一様である。 
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図 2.1-16 網膜の位置（中心窩からのずれ）と視力の関係 

（出典： 金子 章道, “網膜─デジタルカメラとは違う構造と機能”, 星城大学リハビリテーション学部, 2005） 

 

 

では、コンピュータの処理能力は動物の脳の能力と比べてどの程度進歩しているか？そのト

レンドを図 2.1-17 に示す。 

International Technology Roadmap for Semiconductors(ITRS、国際半導体技術ロードマッ

プ)にもとづく 2016 年におけるデバイス性能のレビューを表 2.1-7 に示す。 

 

 

増加し多様化するユーザ要求に応えつつ地球観測センサのコストパフォーマンス向上が求

められている。 

このような状況に対応するためには、従来型の地球観測センサ開発から新しいコンセプトの

もとでその開発を行うパラダイムシフトが不可欠である。 

本調査研究では、将来必要となる地球観測用光学センサ開発に貢献できるナノテクノロジー

について技術動向調査を行った。その結果を 2.2 項以降で述べる。 
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図 2.1-17 コンピュータの処理能力の向上(Dr. Ray Kurzweil, Kurzweil Technologies) 

 

 

表 2.1-7 ITRS デバイスレヴュー2016 

 動作速度(min-max) 
トランジスタサイズ

(min-max) 
Energy per gate-op 

CMOS デバイス 30 ps-1 ms 8 nm-5 mm 4 aJ 

分子デバイス 10 ns-1 ms 1 nm- 5 nm 10 zJ 

光学デバイス 100 as-1 ps 200 nm-2 mm 1 pJ 

NEMS デバイス 100 ns-1 ms 10-100 nm 1 zJ 

バイオデバイス 100 fs-100 ms 6-50 mm 0.3 yJ 

量子デバイス 100 as-1 fs 10-100 nm 1 zJ 

（出典： Erik P. DeBenedictis, “Petaflops, Exaflops, and Zettaflops for Climate Modeling”, The 8th International 

Workshop on Next Generation Climate Models for Advanced High Performance Computing Facilities, February 23, 2006） 
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2.2 集光光学系 

集光光学系に関し、センサ全体の中でどこを検討の対象にし、どの技術が適用可能と考え

ているのかを図 2.2-1 に示す。 

 

回折レンズ
集光光学系

フレネル

ゾーンプレート
X線

フレネルレンズ

回折格子

材料

可視域

大型化

軽量化

（コスト）

加工技術

メタマテリアル 可視域

 

図 2.2-1 集光光学系の検討対象 

 

（１）光学要素の特徴 

軽量化の観点から集光光学系に使用できる光学要素として、フレネルレンズ、フレネル

ゾーンプレートおよび回折格子についてその定義と特徴について述べる。 

 

①フレネルレンズ 

フレネルレンズとは、以下(図 2.2-2)のような特徴をもつレンズを言う。 

レンズの表面で屈折した光は、レンズの中を直進し、レンズから出るとき再び屈折する。

この光においてレンズ内で直進する部分を取り去り、屈折する傾斜面のみを同心円状、あ

るいは平行に並べたものがフレネルレンズである。 

フレネルレンズは光学的には凸レンズあるいは凹レンズ等の効果をもちながら、形状は

平板状のレンズということになりレンズの軽量コンパクト化に大きな効果を発揮する。 
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図 2.2-2 フレネルレンズの作り方の概要（日本フレネルレンズ株式会社 HP より） 

 

代表的なケースとして次のレンズ類がフレネルレンズ化されている。 

・球面レンズ：凸レンズ・凹レンズとしてもっとも一般的なレンズ 

・非球面レンズ：集光レンズ・回転放物面レンズ・球面収差補正レンズ等 

主となる集光光学系用途ではないが、例えば校正光学系などに使用されるような

レンズ群として(2)(3)のようなレンズにもフレネルレンズの使用が可能である。 

・シリンドリカルレンズ 

・レンズアレイ：球面レンズ・非球面レンズ等の集合レンズシート 

 

フレネルレンズの特徴は以下の通りである。 

・薄い平板状 

平板状のため、従来の凹凸レンズでは不可能であった機器・器具への装着が可能
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である。 

・設計の自由度が大きい 

凹レンズと凸レンズの組み合わせ、レンズと枠の一体化、四角形、三角形等、今

までの概念にとらわれない形状のレンズが製造可能で、周辺装置と共に自由な設計が

可能となる。 

・軽量 

光の直進部分を極めて少なくしているため、非常に軽量になる。 

・明るいレンズが製造可能 

・球面収差の少ないレンズが製造可能 

フレネルレンズはプリズムの集合体なので、各プリズムの角度を自由に設計・加工する

ことができる。従って明るい球面収差の少ないレンズを作ることが可能である。 

フレネルレンズの実施例を図 2.2-3 に示す。 

 

図 2.2-3 フレネルレンズ（東芝ライテック（株）製品カタログページより 

 

上記のような特徴を持ち、各種の分野に使用可能であり、軽量化のためにはフレネルレ

ンズは大開口でもレンズ枚数を減らせるので有効であると考えられる。 

 

②フレネルゾーンプレート 

フレネルゾーンプレートはフレネルレンズと異なり、回折レンズである。回折レンズと

は、光の回折現象を利用して光の集光や発散等を行うレンズのことである。 

樹脂やガラスなどの光学材料の表面に、深さが光の波長程度の微細な起伏形状を、光軸

を中心とした同心円状に周期的に形成した回折レンズが一般に多く用いられておりこれ

をフレネルゾーンプレートという。その例を図 2.2-4 に示す。 
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100μm100μm
 

図 2.2-4 フレネルゾーンプレートの光学顕微鏡写真 

（大阪大学大学院工学研究科物質･生命工学専攻ホームページより） 

 

焦点面において互いに同位相で干渉し結像することから、波長依存性を持つため、フレ

ネルゾーンプレートは単色の光源に対して有効である。従って 1種のフレネルゾーンプレ

ートを用いた場合には、図 2.2-5 に示したように、波長による焦点位置の違いが顕著に現

れる。 

 

図 2.2-5 波長による焦点位置の違い 

 

従って結像系として主に使用されている領域は、X 線の領域である。可視光域でも焦点

位置の違いを活かせる分野での応用が考えられている。例えば、DVD のピックアップレン

ズの表面にフレネルゾーンを作り、焦点位置をずらすことによりディスクの層の異なる書

き込み位置に記録するなどの応用がある。 

 

③回折格子 

ダイヤモンドの工具のエッジを押し付けて、微細な等間隔の溝を刻み、アルミ蒸着層が

施されているガラス基板を回折格子という。このような格子面に当った光は入射光の両側

で一連のスペクトルに分散し、その分散角は線間隔の幅に逆比例する。適切な形のダイヤ

モンドのエッジを使って、殆どのエネルギーを単一のスペクトル次数に集中させる溝を作

ることもできる。この溝の角度をフレーズ角という。 
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図 2.2-6 反射型回折格子の断面形状（島津製作所ホームページより） 

 

一方、レプリカ回折格子は、プラスチックその他の基板で作られ、透過格子として、ま

たアルミ蒸着して反射格子として使われる。これをガラス基板などに貼り付けて回折格子

としている。平面回折格子はスペクトル線の焦点を結ぶための他の光学素子が必要となる

が、表面を凹面の格子にすると、この凹面に応じて合焦する。 

このように、回折格子は、平面あるいは凹面の基板上に周期的な等間隔の凹凸構造を持

ったものが多く、光の回折の応用、分光、波長選別、光偏光などに広く使われている。 

回折格子の実例を図 2.2-7 に示す。 

 

図 2.2-7 回折格子 （島津製作所ホームページより） 

 

（２）現状の動向調査 

フレネルレンズ、フレネルゾーンプレートおよび回折格子の現状利用状況について以下

に述べる。 

 

①フレネルレンズ 

樹脂製のフレネルレンズは拡大鏡の替わりに非常に広範囲で利用されており、大型の集

光レンズにおいては灯台のレンズに使用されている。また、劇場、スタジオなどの照明用

のレンズにもフレネルレンズが使用されている。その例を図 2.2-8～9 に示す。 
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図 2.2-8 フレネルレンズ拡大ルーペルーペ 

（ワールドルーペハウスホームページ商品カタログより） 

 

 

図 2.2-9 観音崎灯台のレンズ 

http://gauss0jp.hp.infoseek.co.jp/tyougo.htm より抜粋 

 

②フレネルゾーンプレート 

X 線顕微鏡、放射光ビームモニタなど各種 X 線光学系用の高分解能 X 線フレネルゾーン

プレートとしては、図 2.2-10 に示したように NTT アドバンステクノロジ株式会社(以下、

NTT-AT 社)がナノテクノロジーを用いて開発したものがある。 

 

図 2.2-10 X 線フレネルゾーンプレートの例 

（フレネルゾーンプレート 外周部の線幅は 35nm(NTT-AT 社ホームページより)） 
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これは、 大直径 5mm、窒化シリコン薄膜上に形成したものである。 

その他、電子線リソグラフィーによる微細加工により製造した軟X線用テストパターン、

フレネルゾーンプレートが製品として供給されている。図 2.2-11 の例では、 外周部の

線幅は 50nm である。 

 

図 2.2-11 フレネルゾーンプレート 

（Cornes Dodwell 社（Silson 社製造）の取扱製品ホームページより） 

 

これらは、大型放射光実験施設などで活用されている。 

 

③回折格子 

ブレーズド回折格子、ホログラフィック回折格子などは、所謂分光器に使用されている。

使用波長領域としては、紫外線から近赤外光が主流である。 

分光器としては、低価格の簡易な分光器から高級機器まで各種の機種がある。 

回折格子を用いた分光器の例を図 2.2-12 に示す。 

 

 

図 2.2-12 マルチチャネル小型分光器 

（オーシャンフォトニクス社ホームページより） 

 

次に、光学部品製造の動向について述べる。 

 

現在のレンズ、鏡面の加工は研削・研磨が主流であり、精密、マイクロ光学部品の加工

技術が一層重要視されている研削加工技術の進歩は著しく、光学材料の固定砥粒による高

品位加工技術として、将来主流になることが予測されている。 
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表面粗さの精度は可視光の光学素材の場合、高精度の場合 30nm 程度（λ/20 程度）であ

る。ただし一般的には、研削・研磨加工はサイズと面精度のトレードオフ関係にあるため、

大きな面を精度を高く研削・研磨加工することは難しい。 

近年では、開口径 500mm のレンズ、鏡面の研削・研磨加工においては、λ/20 の面精度で

あるが、実用的にはこの面精度であれば充分であると思われる。大きな面のものについて

は、面精度だけでなく、大きなうねりや歪みの除去が重要になってくる。 

一般的な可視光の範囲では、加工仕上げ品位として 10nm～1nmRy（Ry は 大高さ）が必

要とされる。加工品の大きさに依存するが、図 2.2-13 に加工品の大きさと加工制御分解能

の関係を示した。 

 

 

図 2.2-13 加工品の大きさと加工制御分解能の関係 

（オプトメカトロニクス技術ロードマップの作成―調査研究報告書―より） 

 

10cm×10cm 程度のサイズに対する加工精度が、現状では、数 10nmRy 程度であるが、これ

を約 15 年で数 nmRy というレベルを目指している（オプトメカトロニクス技術ロードマッ

プの作成―調査研究報告書―より）。 

一方、小さな部品であれば、研磨・研削で、原子レベルに近い平滑性が実現できている。

その例を図 2.2-14 に示す。 
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図2.2-14 加工面精度の例 

（オプトメカトロニクス技術ロードマップの作成―調査研究報告書―より） 

 

下に示したようにレンズ、鏡の製造加工の現状、ロードマップを基に光学部品製造の方

向性としては、既に述べたように、当面は、研削・研磨が主流であり、ナノテクノロジー

の活用は将来的に有用となると思われる。 

それは、ガラス材料の直接加工という面では、次の（３）で述べるように、ナノレーザ

を用いた微細加工という方向である。むしろ、間接的ではあるが、 

- モジュール成型における金型加工に対するナノテクノロジーの活用 

-砥粒加工における砥石材料のナノテクノロジーによる細粒加工 

などが、光加工技術の進展の中でナノテクノロジーが有益になる場面と想定される。 

 

ガラスレンズ製造のトレンドを図 2.2-15 に示す。 

また、光学材料の加工の課題を図 2.2-16 に示す。 
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図2.2-15 ガラスレンズ製造のトレンド 

（オプトメカトロニクス技術ロードマップの作成―調査研究報告書―より） 

 

 

図2.2-16 光学材料の加工の課題 

（オプトメカトロニクス技術ロードマップの作成―調査研究報告書―より） 

 32



（３）ナノテクノロジーの活用による製造性検討ならびに軽量化・低コスト化の検討 

 

①ナノテクノロジーの活用分野 

これまで述べてきた光学素子においては、ナノテクノロジーを適用するに当たって、光

学要素そのものの加工に対しての適用というよりは、加工器材、あるいは加工機器の製造

への適用が適していると思われる。 

 

モジュール成型における金型加工と砥石材料製造へのナノテクノロジーの活用につい

て既述の光学要素としてはフレネルゾーンプレートのみが、直接的なナノテクノロジーの

適用分野である。これに加えて光学関連分野においてナノテクノロジーの活用できる分野

としては以下のような分野が挙げられる。 

 

・X 線域でのフレネルゾーンプレート 

・新素材としての光学ガラス 

・記憶素子としての光学ガラス 

 

以下にこれらについて調査した内容を記載する。 

 

モジュール成型における金型加工と砥石材料製造へのナノテクノロジーの将来的な活

用分野として、モジュール成型における金型加工と砥石材料の細粒化に対して有効ではな

いかと述べた。 

フレネルレンズのような立体形状においては、特に薄膜形成では困難な大きな形状は金

型加工に依存する。この金型加工において精密加工が必要な金型を、ナノテクノロジーを

用いて製作することができれば、その面精度は飛躍的に高まるものと期待できる。 

一方、現在主流の研磨加工においては、面の研磨そのものには砥石の大きさは大きく効

く事はないが、フレネル形状を持った複合型のレンズを研磨する場合には、この砥石材料

の大きさが形状の精度を決める可能性がある。ナノテクノロジーにより、この砥石材料を

さらに細粒化できればより高精度なレンズが製造できる。 

このナノテクノロジーの活用による細粒化の手法は、砥石材料の細粒化だけでなく、他

の粉体の細粒化に貢献すると思われる。 

 

(i)X 線域でのフレネルゾーンプレート 
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これについては、NTT-AT 社において、また他社においても、リソグラフィーの技術

を用いて製造、製品化の域にある。 

 

 (ii)新素材としての光学ガラス 

「左手系(負屈折率)媒質の可能性は、1964 年に Veselago により理論的に予言され

た。この概念は、1999 年に Pendry により発明された負の透磁率を示すスプリットリ

ング共振器と負の誘電率を示す金属ワイヤ構造の組み合わせにより再発掘され、マイ

クロ波領域において初めて(2000 年) Smith などによって実証された。この発見を契機

に、世界中で左手系媒質の光周波数領域での実現を目指した研究が勃興し、現在少な

くとも近赤外域での可能性が視野に入ってきている。もしこうした光学材料が導入さ

れると、従来のレンズや回折格子などの光学素子の概念は将来大きく変貌する可能性

がある。銀でできたナノメートルサイズの特殊な共振器を用いることで、赤外光域か

ら紫外域までの可視域全域において、負の屈折率が実現できることを解析的に証明す

ることに成功し、さらに具体的な金属ナノ構造を提示した。」 

（(独)理化学研究所 河田ナノフォトニクス研究室より編集） 

これについては、本項（５）でもう少し詳しく述べる。 

ナノテクノロジーという観点から今後大きな期待が寄せられている分野である。回

折限界を超えるようなナノの世界を光学的に観測できる可能性を持っている。これら

の研究は、経済産業省によりプログラム化され、独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構においても運営されている。 

 

(iii) 記憶素子としての光学ガラス 

「フェムト秒レーザパルスをシリカガラスなどの透明材料に集光すると、媒質は構

造変化を受けるため、媒質の表面だけでなく、内部への加工も可能となる。ガラスな

どの光学材料内部では、屈折率変化、微小空泡の形成、クラックの発生、カラーセン

タ(色中心)の形成など、物質の種類、集光条件によりさまざまな形態の構造変化が起

きる。ボイドは集光点近傍のみに生成されるため、3次元空間に自由にかつ高密度に生

成することが可能である。ボイドの位置をビットの状態とすると、メモリの記録状態

を変化させることが可能である。」 

（大阪大学大学院工学研究科物質･生命工学専攻伊東研究室のホームページより編

集） 

現状では、レーザによる集光点の大きさが、ボイドの大きさ、あるいは製作できる
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立体形状の大きさを規定しており、ナノテクノロジーの領域には達していない。 

しかし、このレーザの大きさを小さくできれば、さらに微細加工が可能となり、よ

り現状のナノテクノロジーでの加工領域に近づくものと思われる。 

 

（４）衛星リモートセンシングへの適用可能性 

 

①衛星搭載センサへの搭載可能性 

先端微細加工技術を用いて製造された回折光学素子の衛星搭載センサへの適用可能性

を検討した。 

・これまで調査した回折光学素子を用いる事のできる衛星搭載センサとしてどのよ

うなセンサが考えられるかをまず検討した。 

・可能なセンサの概要仕様の検討 

・回折光学素子の適用性を検討 

というフローで検討した。 

 

(i)フレネルレンズの衛星搭載センサへの適用 

フレネルレンズは通常の光学素子として使用できるため、衛星搭載光学センサには

搭載可能である。まず、衛星搭載センサの仕様として、光学センサを考える。近年の 1

つの方向性としての高地上分解能センサとして、図 2.2-17 に示した QuickBird を参考

とした低軌道衛星を考える。 

 

 

図 2.2-17 QuickBird-2 

（画像出典は http://directory.eoportal.org/pres_QUICKBIRD2.html） 

 

適用センサ仕様を以下とした。 
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・軌道高度(450Km) 

・地上分解能(0.5m) 

・検出器画素サイズ(10μm 程度) 

これを基に光学系の開口径を概算すると、約 720mm となる。図 2.2-18 に示されてい

る QuickBird の集光光学系の開口径が 600mm 程度なので、波長域などに大きな制約が

ないならば SN も充分得られると考えられる。 

 

 

図 2.2-18 QuickBird の搭載カメラ（Ball Aerospace 社ホームページより） 

 

この径であればフレネルレンズを製造することは可能である。 

一例として Lawrence Livermore National Laboratory で製作されたフレネルレンズ

を図 2.2-19 に示す。この例では直径は 5000mm=5m であり、同様のレンズに比べて軽量

化が可能となっている。 

 

 

図 2.2-19 5m フレネルレンズ 

（Lawrence Livermore National Laboratory ホームページより） 

 

図 2.2-20 にその特性図を示す。 
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このフレネルレンズはｆが 50m という非常に大きなレンズであり、直径 5m というレ

ンズとしては軽量化されているが、これを衛星に搭載するという観点からは困難さが

出ると思われるが、600mm 級のレンズを軽量化するという面では優位と考えられる。 

 

 

図 2.2-20 5ｍフレネルレンズの特性図 

（Lawrence Livermore National Laboratory ホームページより） 

 

(ii)フレネルゾーンプレートの衛星搭載センサへの適用 

フレネルゾーンプレートを直接適用した衛星搭載センサとしては X 線観測衛星があ

る。日本のセンサとしては、「あすか」衛星搭載の X線望遠鏡 (XRT)（図 2.2-21～22）

および「すざく」搭載の X 線望遠鏡(XRT)（図 2.2-23）である。 

 

 

図 2.2-21 あすか搭載機器（JAXA ホームページより） 
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図 2.2-22 あすか搭載 XRT（JAXA ホームページより） 

 

 

図 2.2-23 すざく搭載 XRT（JAXA ホームページより） 

 

光学センサとしてはフレネルゾーンプレートを用いた搭載センサは実現していない。

その理由としては、近年のセンサの対象が多波長化していることがあると考えられる。

1つのフレネルゾーンプレートを用いた場合、既に特徴として述べたように波長により

焦点位置が異なるため、多波長を観測するにはその分の検出器が必要となる。 

波長別のバンドパスフィルタあるいはウェッジフィルタなどを搭載して、多波長化

した 2 次元検出器、あるいは回折格子により分光した方がコンパクトになる点、フレ

ネルゾーンプレートを用いるよりは優位である。 

また可視域パンクロ（単一バンド）センサでは、比較的広帯域の波長を通常一つの

検知器で捕らえる。その為、フレネルゾーンプレートの波長により焦点距離が異なる
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という特性は、パンクロセンサにも適さないと考えられる。 

 

(iii) 回折格子の衛星搭載センサへの適用 

透過型回折格子、あるいは反射型回折格子を用いた衛星搭載センサとしては図

2.2-24 に示した EO-1 の Hyperion などがある。 

Hyperion は、0.4μm から 2.5μm の波長範囲を、回折格子を用いて 220 チャネルに

分光している。 

回折格子を使用することで多波長化を小型のセンサで達成している。 

 

 

図 2.2-24 ハイペリオン（NASA／ゴダード宇宙センター EO-1 ホームページより） 

 

（５）メタマテリアルを用いた集光光学系 

メタマテリアル（meta-material／メタ物質）とは、波長λに対して十分小さい要素を組

み合わせて、自然界には無い物性を実現した人工物質（材料）である。 

自然界に存在する物質の誘電率εや透磁率μは構成原子に起因するが、メタマテリアル

の誘電率εeff や透磁率μeff は構成要素に起因する。そのため、メタマテリアルでは柔軟な

デザイン性があり、望みの物性が得られることが期待できる。 

 

屈折率 n は誘電率εと透磁率μにより 

n=(εμ)1/2  

と表せる。 

可視光等の電磁波は、屈折率 n が実数の媒質に入射すると、その媒質中を透過する。ま
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た、屈折率が虚数の媒質に対しては電磁場エヴァネッセント（減衰）する。 

誘電率εと透磁率μの正負による電磁波の媒質に対する振る舞いを図 2.2-25 に模式的に

示した。 

μ=１のラインμ=１：自然界に存在する物質

 

図 2.2-25 誘電率εと透磁率μによる四象限分類 

（出典：冨田知志, “メタマテリアルの光応答”, NAIST, 量子物性科学講座, 2006 年 11 月 8 日） 

 

また、Snell の法則：n1×sinθ1＝n2×sinθ2 より、N1>0、n2>0 のときの可視光の行路

を図 2.2-26 に示す。そのとき、通常の水がコップに入っているときストローの見え方を図

2.2-27 に示す。 

N1>0、n2<0 のときの光の行路を図 2.2-28 に示す。仮に屈折率 nが負の水がコップに入っ

ていたとしたときのストローの見え方をシミュレーションした例を図 2.2-29 に示す。 
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図 2.2-26 Snell の法則に従う場合の光の行路 

（出典：冨田知志, “メタマテリアルの光応答”, NAIST, 量子物性科学講座, 2006 年 11 月 8 日） 

 

 

図 2.2-27 通常の水がコップに入っている場合の見え方（regular water, n = 1.3） 

（出典： Gennady Shvets, “Making Optical Meta-Materials for Fun and Applications”, Saturday Physics Workshop, 

The University of Texas at Austin, April 22, 2006） 
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図 2.2-28  N1>0、n2<0 のときの光の行路 

（n2<0⇒負の屈折角：θ2、回折限界破り、波長以下の分解能） 

（出典：冨田知志, “メタマテリアルの光応答”, NAIST, 量子物性科学講座, 2006 年 11 月 8 日） 

 

 

図 2.2-29 メタマテリアルの水が入っているした場合のシミュレーション例 

（“negative” water, n = -1.3） 

（出典： Gennady Shvets, “Making Optical Meta-Materials for Fun and Applications”, Saturday Physics Workshop, 

The University of Texas at Austin, April 22, 2006） 

 

メタマテリアルの主な歴史は下記の通りである。 

1964 年：ソ連の理論家 Veselago による予言⇒自然界には存在しない 
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1999 年：英国の Pendry によるリング共振器の提案 

2000 年：米国の Smith らによるマイクロ波領域での左手系メタ物質報告 

2001 年：マイクロ波領域でのメタ物質による負の屈折率の報告 

 

フォトニック結晶との比較を以下に示す。 

・メタマテリアル：波長より十分小さな構造（λ >> a） 

有効媒質的取り扱い 

連続的かつ一様な負のεと負のμとみなす 

・フォトニック結晶：波長程度の誘電率の周期性（λ ≈ a） 

フォトニックバンド構造の分散 

負の有効屈折率状態（Notomi, PRB (2000)） 

電磁波の負の屈折（Cubukcu et al., Nature (2003)） 

 

メタマテリアルの可視光における電気応答と磁気応答を図 2.2-30 に示す。 

 

 

図 2.2-30 応用目指し光の領域へ 

（出典：冨田知志, “メタマテリアルの光応答”, NAIST, 量子物性科学講座, 2006 年 11 月 8 日） 

 

我が国における可視光へのメタマテリアルの適応技術について、平成 18 年 1 月 13 日、

独立行政法人 理化学研究所は金属ナノ構造体を使って自然界には存在しない負の屈折率

を持つ材料を人工的に作り出すことに成功したという発表に基づいて以下に示す。 

 

光の伝搬は、物質が持っている屈折率によって支配される。自然界に存在する物質の屈

折率はすべて正の値であり、負の値を持つ物質は存在しない。そこで金属のナノ構造体を
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用いて屈折率を人工的に負に変えてしまうという手法が、近年提案されており世界中で研

究が進められているが、目に見える電磁場である可視光域において、実際に負の屈折率が

実現できるのかどうかについては、これまでいっさい明らかにされていなかった。今回の

研究で、研究グループはその議論に決着させる理論解析結果と、実際に負の屈折率を実現

する金属ナノ構造を提案した。 

銀でできたナノメートルサイズの特殊な共振器を用いることで、赤外光域から紫外域ま

での可視域全域において、負の屈折率が実現できることを解析的に証明することに成功し、

さらに具体的な金属ナノ構造を提示した。 

 

①背景 

光の伝搬や屈折、反射を支配する物理量として屈折率がある。自然界に存在する物質の

屈折率はすべて正の値であるが、もし負の屈折率を持つ材料があれば、光の波長の限界を

超えてナノの物体をイメージングするレンズや、光強度を増幅する光機能素子を実現でき

ることが理論的に予測されている。ところが、負の屈折率を持つ物質は自然界には存在し

ない。屈折率という物理量は、前述の通り、誘電率εと透磁率μという２つの物理量から

構成されている。屈折率が負になるためには、これら誘電率と透磁率の両方が同時に負に

ならなければならないが、透磁率が負という物質が自然界に存在しない。光は、電磁場の

一種で、電場の波と磁場の波が一緒に空間中を伝搬しており、物質の透磁率が負になるに

は、物質に光を照射したときに、物質が光の磁場の波に反応し、その磁場を打ち消すよう

な磁場を物質自らが作り出す必要がある。しかし自然界のほぼ全ての物質は光の磁場とは

相互作用せず、光に対しては物質の透磁率は１．０に固定されている。 

そこで、金属の中にある自由電子の集団的振動（＝プラズモン）を利用して、光の磁場

成分と相互作用する機能を物質に与え、人工的に負の透磁率を得る手法が考案された。具

体的には、金や銀をナノ構造に加工して３次元的に並べた物体を作る。このようなプラズ

モンを使って人工的に屈折率を操作した物質は「メタマテリアル」と呼ばれ、近年わが国

では理研、海外ではアメリカ、イギリスなどを中心に世界的競争が進んでいる。今回の成

果は、この人工の負屈折率物質を、私たちの目に見える可視光領域で実現できることを明

らかにしたものである。 

 

②研究手法と成果 

物質に光を照射したときに、その物質が光の磁場成分と相互作用できるように、光の波

長より小さな（数百ナノメートル（ｎｍ＝１０－９ｍ）以下）金属製のコイルをたくさん
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作って材料中に埋め込んだ（図 2.2-31）。 

 

 

図 2.2-31 メタマテリアルの原理 

光の波長より小さな金属ナノコイルを無数に作り込む。コイルに光が入射すると、光の磁場によってコイル

に電流が流れる。コイルに流れた電流は光の磁場を打ち消すような磁場を作り出す。つまり、１つ１つのコ

イルは入射した光に反抗する磁場を作りだす人工原子のように働き、物質全体としては透磁率が変化したよ

うに見える。物理的には、コイルの持つ共振周波数と同じ周波数の光をコイルに照射すると、コイルと光の

磁場が共鳴して光がコイルに吸収される（図の青線）。この共鳴周波数の前後で透磁率が大きく変化し、変

化量が大きいと負の値を取るようになる。 

 

このコイルに可視光を照射すると、コイルの中の自由電子が光の磁場によって振動（プ

ラズモン共鳴）して電流が流れる。「電磁誘導」の原理により、電流は外からの磁場を打

ち消すような磁場をコイル内部に作り出す。コイルは、材料と形状によって決定されるキ

ャパシタンスとインダクタンスを持っており、この２つがコイルの共鳴周波数を決める。

共鳴周波数と等しい周波数を持つ光がコイルに照射されると、光の磁場成分とコイルが共

鳴して光がコイルに吸収される。この共鳴周波数の前後で物質の透磁率が大きく変化する。

メタマテリアルそのものは、多数のナノコイルを備えた一種のナノ構造体で、コイルのサ

イズが光の波長より小さいと、個々のコイルは光には感知されない。メタマテリアルは、

全体として外部から印可された磁場に反抗する（負の透磁率を持つ）均質な物質となる。 

研究グループは、図 2.2-32 に示したような半円弧２つでできた構造のコイルを３次元
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的に並べると、可視光の領域においてもメタマテリアルの透磁率を負にできることを証明

した。 

 

図 2.2-32 メタマテリアルの計算モデル 

２つの円弧から構成されるナノコイルを３次元的にアレイ化したメタマテリアルが考案され

た。コイルに用いる金属材料としては、金、銀、銅を考え、コイルの径や２つの円弧間のギャ

ップ間隔を変化させて、光に対する応答特性が計算された。 

 

コイルの材料となる金属は、金、銀、銅を考え、それぞれの金属でコイルを作製して、

これらを配列した際の光に対する応答特性を評価した。コイルのサイズや配列間隔を変化

させながら、どれだけ小さな透磁率を実現できるかを電磁気学的に計算した結果が図

2.2-33 に示されている。 

 

 

図 2.2-33 計算結果 

 横軸に周波数、縦軸にその周波数で実現できる 小の透磁率をプロットしたものである。い

ずれの場合も周波数が高くなるにつれて（波長が短くなるにつれて）、実現できる 小値が大

きくなる。銅（緑線）の場合は、５６４ＴＨｚ付近で負の値を示さなくなる。金（青線）の場
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合は、６９３ＴＨｚ付近で負の値を示さなくなる。 適な材料は銀である。銀でメタマテリア

ルを作った場合は、可視光領域全体を含み紫外線領域に及ぶ広い周波数帯域で負の透磁率を実

現できることがわかった。 

 

いずれの場合も周波数が高くなるにつれて負の値を示さなくなり、銅では５６４テラヘ

ルツ（ＴＨｚ）が、金では６９３ＴＨｚが負の誘電率を実現できる上限の周波数になる。

適な金属は銀で、これを用いたメタマテリアルでは可視光域全域から近紫外域までをカ

ーバーする周波数領域で負の透磁率を実現できることがわかった。 

研究グループが設計した共振器の一例として、図 2.2-34 に示すような内径３８ｎｍ、

線幅３８ｎｍ、ギャップ間隔１８ｎｍの微小共振器を、平面内に２１０ｎｍ間隔、縦方向

に４０ｎｍ間隔で並べると、周波数４２３ＴＨｚ（波長７１０ｎｍ）の赤色域において、

-５．７という負の透磁率を得られることを確認した。 

 

 

図 2.2-34  設計したナノコイルの構造の例とその応答特性 

 内径３８ｎｍ、線幅３８ｎｍ、厚さ２０ｎｍ、ギャップ間隔１８ｎｍのナノコイルを３次元的に配列する

と、４２３ＴＨｚ（波長７１０ｎｍ）で透磁率－５．７を実現できる。 
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③今後の期待 

今回の成果の特徴の１つは、「メタマテリアル」という技術を使うと、可視光領域にお

いても、物質の透磁率や屈折率を人工的に制御できることを示したことである。「負の透

磁率」はそれだけでも興味深い現象であるが、それだけではなく、図 2.2-34 を見ると共

鳴周波数よりわずかに低い周波数側では、透磁率がプラス側にも変化していることがわか

る。つまりメタマテリアルは、これまで１．０に固定されていた透磁率をプラス方向にも

マイナス方向にも人工的に変化させることができる技術であるといえる。図 2.2-35 のよ

うに横軸に誘電率、縦軸に透磁率を取ると、ほぼ全ての物質の光に対する透磁率は１．０

ですから、どの物質も透磁率が１．０を表す一本の直線上に乗る。 

 

 

図 2.2-35 誘電率と透磁率 

 屈折率を決める２つの物理量である誘電率と透磁率をグラフにしたもの。誘電率と透磁率が

共に負になる第３象限は決して自然界に存在しない負の屈折率を持つ物質を示す。これを人工

的に作り出せるのがメタマテリアル技術の１つであるが、この技術のおもしろさはそれだけで

はない。可視光域に限れば、自然界に存在する物質の透磁率は全て１．０である。つまり、自

然界に存在する物質は全て図の赤線の上に乗っている。もし人工的に透磁率を制御して１．０

から変化させることができれば、人類が手にする物質の種類は何万倍、何億倍に拡張できる。 

 

物質間の屈折率違いというのは、誘電率の違いだけであったということになる。これは、

もし透磁率を人工的に制御できれば、人類が手にする物質の種類をこれまでの何万倍、何

億倍に拡大できることを示している。そしてその新しい材料は、さらに全く新しい光デバ

イスの可能性につながる。この成果のもう１つの特徴は、金属ナノ構造体のナノテクノロ
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ジーにおける応用分野をまた１つ広げた点にある。これまでナノテクノロジーの材料と言

えば、カーボンナノチューブに代表されるカーボン材料か、半導体材料、もしくはＤＮＡ

のような生体分子を指すのが一般的であった。一方、理研ではこれまでに、金属のナノ周

期構造を使ったレーザーデバイス（プラズモンレーザー）や、金属ナノロッドを用いてナ

ノ構造を可視化するプラズモンレンズなどを発表してきた。今回の可視域における負の屈

折率材料に関する研究成果によって、金属を用いたナノ構造体がナノテク材料として有効

であることの実証例をまた１つ加えたことになる。 また学術的には、今回の成果により

光周波数領域におけるナノ金属構造体の振る舞いが明らかになったことにより、ナノ金属

中のプラズモンの振る舞いを取り扱う「ナノプラズモニクス」という学問分野の研究がよ

り発展すると期待できる。 

（出典：http://www.riken.jp/lab/dri/discovery/jpn/press/press060119.html） 

 

メタマテリアル材料による可視光に対するレンズが出来たとして、そのレイトレーシン

グシミュレーション例を図 2.2-36 に示す。 

 

 

 

(a) 従来型レンズの場合      (b) メタマテリアルを使用したレンズの場合 

図 2.2-36 レイトレーシング例 

（出典：Gunnar Dolling, “Negative-index metamaterials have reached the visible”, 2006） 
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2.3 電気回路系 

本項では、ナノテクノロジーを用いたリモートセンシングの高度化技術に関し、民生品市

場で開発されている電気回路系の技術の衛星リモートセンシング応用による小型・低コスト

化、および、ナノテクノロジーの適用可能性について、市場動向の調査を整理し、展望を述

べることを目的とする。なお、衛星搭載の条件となる開発目標仕様については、本章では対

象とせず、衛星搭載が可能である場合に、どのような技術の適用が実現可能であるかについ

ての調査を行った。 

 

（１）電気回路の構成と民生品の開発動向 

 

①衛星リモートセンシング用電気回路の構成 

リモートセンシング用人工衛星に搭載される電気回路系においては、主に以下のような

回路が用いられる。 

・撮像素子・画像処理回路・（メモリ等）画像記憶回路 

・無線通信回路（地上からの指令受信、軌道・姿勢制御情報・画像 情報送信） 

・軌道・姿勢制御回路 

・電源回路（発電素子含む） 

・温度制御回路 

・全体制御系 

 

これらの構成回路のうち、上から５つの回路の制御部はマイクロプロセッサユニット（Ｍ

ＰＵ）等の中央演算処理回路での制御も可能である。今回の調査においては、一般的な半

導体の開発動向をまず簡単に述べ、次に、リモートセンシングの 重要構成要素である、

撮像素子・画像処理回路・画像記憶回路部について、民生品で市場の大きいデジタルカメ

ラ等の市場動向についての調査結果を報告する。さらに、大規模な画像データの取扱の問

題点として、 近研究が進んでいる光電気混載基板・LSI 間光配線技術の開発動向について、

整理を行う。 

 

②半導体産業における小型化の動向 

International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS)のロードマップ、ITRS 

2006 Update によると、高性能論理 LSI（Large Scale Integrated Circuit、大規模集積回
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路）のゲート長は、2006 年の 48nm から 2015 年には 17nm に微細化されると予測されている

（表 2.3-1～3）。但し、2007 年から 2008 年にかけて量産が始まるとされる 45nm 世代では、

液浸技術と光源の波長が 193nm の ArF 露光技術の組み合わせで対応できると言われている

が、32nm 以降の露光技術については、適切な技術はまだ確立されていない状況にある。 

上記のような微細化トレンドにおいて、まず問題となるのが製造コストである。日経エ

レクトロニクス2007年1月15日号によれば、65nm世代で低コスト化と大容量DRAM（Dynamic 

Random Access Memory、記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ）の混載が困

難という課題が顕在化し、45nm 世代ではキャパシタの小型化の困難化と配線遅延時間の拡

大、32nm 世代以降では露光装置の開発、セル動作の不安定化、配線遅延時間によるチップ

速度の律速、CMOS(Complementary metal oxide semiconductor、相補型金属酸化膜半導体)

回路の実現の見通しが立たない等の問題点が顕在化すると指摘している（図 2.3-1）。この

ため、半導体素子の微細化と並行して、3次元 LSI 技術を併用していくことが予想されてい

る（日経 BP 社、日経エレクトロニクス 2007 年 1 月 15 日号、pp.73-96）。 

リモートセンシング用の人工衛星に搭載される電気回路系においても、採用する半導体

の世代が 90nm 世代から 65nm 世代、45nm 世代と進化するにつれて、同様の課題が顕在化す

ることは避けられない状況にある。このような観点から考えると、同一ウェハ上に複数の

回路を混載する、いわゆる System on Chip 化（SoC 化）は、コストと配線遅延時間の観点

からはあまり好ましい選択肢ではなくなる可能性があると言わざるを得ない。 

一方、システム LSI の開発動向については、各社とも、ソフトおよびハードのアーキテ

クチャの共通化を進める方向で開発が進められており、国内企業の例では、松下電器産業

(株)のUniPhier®(図2.3-2～3)、NECエレクトロニクス(株)のplatform OviA(図2.3-4～5)、

(株)ルネサステクノロジの EXREAL Platform™(図 2.3-6～7)などが挙げられる。いずれも、

携帯電話機、デジタル・カメラ、カーナビ、デジタル・テレビや光ディスク録画機、ある

いは車載機器などのデジタル民生機器において、一旦開発したソフトウェアやハードアー

キテクチャを共通化して利用することにより、ソフト・ハードの開発費の低減を図ったも

のである。これらのハードの出口としては、SoC 化されたシステム LSI が想定されている。 
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表 2.3-1 ITRS ロードマップにおける半導体の微細化傾向 
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6611MPU Physical Gate Length (nm)

121324ASIC/Low Operating Power Printed 
Gate Length (nm)

91119MPU Printed Gate Length (nm)

7814ASIC/Low Operating Power 
Physical Gate Length (nm)

131425Flash ½ Pitch (nm) (un-contacted 
Poly) (f)

141628MPU/ASIC Metal 1 (M1) ½ Pitch 
(nm)

141628DRAM ½ Pitch (nm) (contacted)

202020192014Year of Production

ITRS 2006 Update, Table 1a, (http://www.itrs.net/links/2006Update/FinalToPost/00_ExecSum2006Update.pdf)
 

 

表 2.3-2 ロジックデバイス候補の評価 

 
（「新探究デバイス･材料 ―2020 年に向けて情報処理デバイスを考える―」、平本 俊郎） 

 

表 2.3-3 メモリデバイス候補の評価 

 
（「新探究デバイス･材料 ―2020 年に向けて情報処理デバイスを考える―」、平本 俊郎） 
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DRAM混載
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フラッシュ・メモリ

コンピュータ用
マイクロプロセッサ

90nm 65～45nm 32～22nm

微細化 ３次元LSI技術を併用• 配線遅延時間がチップの
速度を制限

• 32nm未満のCMOS回路の
実現が不透明

• 適切な露光装置なし
• セルの動作が不安定

• キャパシタの小型化困難
• 配線遅延時間が長くなる

• 微細化によるコス
ト低減困難

• 大容量DRAM混
載困難

• 配線長削減で遅延時間短縮
• トランジスタの縦積みで
CMOS回路高速化

• 実績のある露光装置利用可
• 安定動作するセル利用可

• キャパシタの小型化不要
• 配線長の削減で遅延時間短縮

• 90nm世代のまま製造、低コスト化
• 別プロセスで製造した大容量DRAM
混載可能

2011～2015年

2011～2015年

2009～2010年

2005年末

 

図 2.3-1 半導体微細化に伴う 3次元 LSI の開発（日経エレクトロニクス 2007/1/15 号, pp.75） 

 

 

図 2.3-2 松下電器産業(株)の UniPhier®のコンセプトおよび構成 

出典：http://www.mec.panasonic.co.jp/micom/MicomFamily/uniphier/about2.html 
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図 2.3-3 UniPhier®用システム LSI の基本構成 

出典：http://www.mec.panasonic.co.jp/micom/MicomFamily/uniphier/construct3.html 

 

 

図 2.3-4 platform OviA の基本構成 

出典：http://www.necel.com/platformovia/ja/features.html 
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図 2.3-5 platform OviA のモバイル機器向け構成例 

出典：http://www.necel.com/platformovia/ja/solution.html 

 

 

図 2.3-6 EXREAL Platform™の基本コンセプト 

出典：http://resource.renesas.com/lib/jpn/edge/12/special03.html 
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図 2.3-7 EXREAL Platform™の用途別プラットフォームの例 

出典：http://resource.renesas.com/lib/jpn/edge/12/special04.html 

 

③民生用撮像素子、画像処理 LSI、メモリ等周辺回路の小型・高機能化の動向 

半導体の一般的な開発動向は表 2.3-1、図 2.3-1 に示した通りであるが、デジタル・カメ

ラに代表される民生用の撮像素子、画像処理 LSI、メモリ等周辺回路についても、やはり、

小型・高機能化が進展している。 

撮像素子については、フォトダイオードが発生した電荷を転送するための素子により、

CMOS センサと CCD（Charge Coupled Device、電荷結合素子）センサに区別される。従来は、

CCD がノイズや解像度面で有利とされてきたが、 近では CCD と CMOS の間でノイズや解像

度面に特に大差はなくなり、消費電力の小ささや高速処理が可能なことから、画素数の増

大に伴うデータ量の増加に対応するには、CMOS が有利とも言われている。本調査研究では、

撮像素子の詳細については踏み込んだ議論は行わないが、現状で 1,000 万画素程度の CMOS

センサを搭載したデジタル一眼レフカメラが市場に投入されている（キャノン(株)製 

EOS-1D MarkⅢなど）。 

上記のような撮像素子からもたらされる画像情報を処理する画像処理 LSI については、

各社各様の開発が進められている。ここでは、キャノン(株)の画像処理 LSI である DIGIC 

（DIGIC = Digital Imaging IC、図 2.3-8～9）を取り上げるが、特徴として、撮像素子か

らもたらされた情報を処理する画像処理 LSI には、画像を処理する際に利用する大規模ワ

ーキングメモリを外付けにしている点に特徴がある。画像処理ではメモリとの伝送速度が
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問題となるため、一般的には DRAM(Dynamic Random Access Memory)混載技術を採用するこ

ともあるが、同社は撮像素子が高画素化しても、大容量 DRAM を置き換えることで汎用性の

ある画像処理 LSI が使えることを優先したものと推測される。 

一方、オリンパス(株)の場合は、3 チップの ASIC (Application Specific Integrated 

Circuit)で一つの画像処理エンジンを構成している(図 2.3-10～11)。やはり、画像処理を

行う LSI とメモリ、あるいは撮像素子は、別チップで構成されているものと思われる。画

像処理 LSI は共通化しておき、撮像素子やメモリのように、機種によって、また、出荷時

期によって、画素数や容量が変化するリスクの高い素子は別チップとすることで、開発コ

ストの低減を図っていると推測される。 

つまり、民生品市場では、開発コストや汎用性を考えると、撮像素子、フロントエンド

処理回路、画像処理 LSI、DRAM 等を別チップ化しておいた方がよい、と言える。上述のシ

ステム LSI 用共通プラットフォームの場合も、システム LSI 自体は CMOS プロセスで SoC 化

するのが一般的であるが、メモリや周辺回路は別チップ化している点に注意が必要である。 

衛星応用を考えた場合、CMOS センサ、CMOS 画像処理 LSI、大容量 DRAM を混載させること

は可能であるが、専用のデバイスを開発しなければならないことを考慮すると、開発コス

トが大きく、出荷台数が少ないことから、納入価格が著しく高額になることが懸念される。 

 

 

図 2.3-8 キャノン(株)の画像処理 LSI, DIGICⅡ, DIGICⅢの外観(キャノン(株)URL より) 
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図 2.3-9  DIGICⅡのシステム構成（キャノン(株)URL より） 

 

 

図 2.3-10 オリンパス(株)の画像処理エンジン、3ASIC の外観 

（出典：http://www.olympus-esystem.jp/technology/asic/index.html） 
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図 2.3-11 オリンパス(株)の画像処理エンジン、3ASIC の構成 

（出典：http://www.olympus-esystem.jp/technology/asic/index.html） 

 

④光電気混載基板・LSI 間光配線技術の開発動向 

CMOS センサから得られた画像情報を画像処理 LSI によって JPEG（Joint Photographic 

Experts Group）等に圧縮してから地上に伝送するのではなく、RAW データ（生の信号）を

直接画像処理 LSI 上で処理し、従来基地局側で処理していた補正を高画質の画像の段階で

かけてしまうような利用方法が考えられる。上記のような処理を念頭に置いた場合、撮像

素子と画像処理 LSI、あるいは画像処理 LSI とワーキングメモリや無線通信回路の間で伝送

される信号の量が大容量化するという問題点がある。携帯電話などの民生機器においても、

狭い信号配線に大容量の信号を通す必要性が高まっていることから、光と電気を混載させ

た基板・配線や LSI 間の光配線技術の開発が進められるようになった。 

折りたたみ式、あるいは画面がスライド・回転する方式の携帯電話を例に挙げると、画

像表示部である液晶パネルと画像処理回路はヒンジ部をまたいで接続する必要があるため、

現状ではフレキシブル配線を用いるのが一般的である。データを伝送するために必要な配

線数は広帯域になるほど増加するため、フレキシブル配線で伝送可能な信号の容量の限界
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が近づいているとされる。また、配線数を削減するために高速な信号を伝送しようとすれ

ば、電気配線間の信号のリークやノイズの影響が深刻化する。 

これらの問題を解決する手段として、フレキシブルな導波路を用いて光信号を波長多重

化して伝送することや配線基板内に導波路を形成することなどが提案されており、携帯電

話だけでなく、空間的な余裕の少ないノートパソコン等への適用が期待されている（図

2.3-12～14）。電気的な信号伝送と光伝送の適用領域を考えた場合、信号伝送距離が 1m の

場合、電気伝送の限界は 1～10Gbps とされることから、衛星用撮像素子の画素数が大容量

化した場合、撮像素子・画像処理 LSI 間（別チップの場合）、あるいは、同一チップの場合

でも、素子内の各セル間の通信を光伝送で行うニーズは潜在的には存在するものと思われ

る。 

このような技術の開発は PFLOPS(Peta Floating point number Operations Per Second)

級の演算速度を有するスーパーコンピュータの開発においても、「光インタコネクション」

として開発が進められている。地球シミュレータ(ピーク性能 40TFLOPS)をしのぐピーク性

能 10PFLOPS の「京速計算機システム」を国家プロジェクトで開発するに当たり、(株)富士

通研究所がピーク性能 3PFLOPS のスーパーコンピュータを電気信号配線で構成する場合に

ついて試算した結果、ノード間接続に必要なケーブル本数 270,000 本、ケーブル総延長

20,000km、消費電量 30MW、設置面積 8,500m2という結果が出たことから、電気配線方式の問

題点を解決する手法として注目されているもので、図 2.3-15～16 に示すような構成である。

基本的な考え方は光電気混載基板と同様なものであるが、電気配線の量が 1/10 以下になる

と期待されている。鍵となる技術は、発光デバイスとしてアレイ実装が可能な VCSEL

（Vertical‐Cavity Surface‐Emitting Laser：面発光レーザ）、受光用フォトダイオード、

光導波路および送受信回路の各デバイス・材料開発と、高密度実装設計、熱設計、電気‐

光ハイブリッド設計手法等で、要素課題は携帯電話やノート PC と共通である。 

( 出 典 ：

http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt058j/0601_03_feature_articles/200601_fa01/200601_fa01.html) 

 

さらに、米国では、防衛高等研究計画局 DARPA が中心となって、C2OI (Chip to Chip Optical 

Interconnects)というプログラムが進められている。この中で注目されているのが、IBM 社

等が中心となって開発を進めている Terabus である。図 2.3-17 にその構成図を示すが、基

本的な構成は図 2.3-12 に示した松下電工の光電気混載基板とほとんど同じである。 

これらの技術開発上のポイントとして、VCSEL が存在するわけであるが、例えば Intel 

Corp.と UCSD から、Si と化合物半導体を一体化した電流励起型レーザを開発した結果がリ

 60



リースされている(図 2.3-18)。 

小型衛星で大量の画像信号を処理する場合、配線重量を低減するためには大容量の伝送

線路を確保することが必須となる。このため、撮像素子、画像処理 LSI、メモリ、通信回路

間がワンチップ化(SoC 化)される場合を除けば、現在開発が進められている LSI 間の光接続

技術を適用するメリットは大きいと考えられる。ここで用いられる Si フォトニクスは、現

状では MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術レベルであるが、位置決め精度等を

考慮すると、広義のナノテクノロジーに含めて考えてよいものであると言える。 

 

発光素子 受光素子搭載部

光を直角に
曲げる
45度ミラー

 

図 2.3-12 光電気混載基板の例（松下電工） 

（出典：http://bizboard.nikkeibp.co.jp/bp_techon/article/NEWS/20050926/108931/） 

 

 

図 2.3-13 フレキシブル導波路を用いた光配線の例（松下電工） 

（出典：http://bizboard.nikkeibp.co.jp/bp_techon/article/NEWS/20050926/108931/） 
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図 2.3-14 フレキシブル導波路を用いた光送受信モジュール（松下電工） 

（出典：http://bizboard.nikkeibp.co.jp/bp_techon/article/NEWS/20060922/121396/） 

 

 

図 2.3-15 ノード間ネットワーク光インターコネクションの構成例 

（出典：

http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt058j/0601_03_feature_articles/200601_fa01/200601_fa01.html） 

 

 

図 2.3-16 CPU-メモリ間光インターコネクションの構成例 

（出典：

http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt058j/0601_03_feature_articles/200601_fa01/200601_fa01.html） 
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図 2.3-17 Terabus の構成図 

（出典：http://www.research.ibm.com/journal/rd/494/benne8.gif） 

 

 

図 2.3-18 Intel の開発した VCSEL の例 

（出典：http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060919/121293/） 

 

（２）回路基板上に形成された回路の１チップ化、１パッケージ化の実現性検討 

 

①衛星リモートセンシング用電気回路におけるプロセス整合性 

図 2.3-19 は、英国サリー大学から提案されている Satellite-on-a-chip コンセプトを示

す斜視図である。ここでは、当初述べたような、CMOS 撮像素子、信号処理 SoC（画像処理

LSI、ワーキングメモリ、中央演算処理回路）、姿勢・軌道制御回路、発電素子（太陽電池）、

無線通信回路、温度制御回路が全体としてひとつのチップ上に混載される、1チップ化（SoC

化）コンセプトが提示されている。 

このような技術は、大規模な開発プロジェクトと多額の研究開発費用を投じることで、

専用デバイスをして開発することは不可能ではないと推測される。しかしながら、民生品

を利用することを想定した場合、まず、個々の回路を構成する基板が現状では必ずしも一

致しないという問題点を解決すべきである。 

例えば、CMOS センサや信号処理回路を SOI（Silicon on Insulator）基板上に形成する
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ことは可能である。この場合、姿勢・軌道制御用の中央演算処理回路も CMOS で作成できる

であろうから、コストを度外視すれば、同一チップ上への形成は問題ない。 

 

 

図 2.3-19 英国サリー大学の Satellite-on-a-chip コンセプト 

（出典：http://www.ee.surrey.ac.uk/SSC/G11/P6/） 

 

後に問題となるのは、電源回路である。現状の技術では、太陽電池を製造する場合に

用いられる Si 基板は、CMOS の信号処理回路等を製造する場合に用いられる Si 基板ほどの

純度を要求されていない。集積回路など半導体素子に使用する超高純度のシリコン(純度

11N 以上)に対し、太陽電池に用いられる単結晶・多結晶シリコンは 7N（99.99999%）程度

でよいことから、半導体素子用の Si 基板と比べると安価に製造されている。仮に太陽電池

パネルも他の回路と同じ基板に形成することを想定すると、やはり、コストが重要な問題

となるであろう。プロセス整合性という観点では、マスクの枚数を増やす、あるいは、不

純物の影響を受けないような加工プロセスを構築することで Satellite-on-a-chip のよう

な SoC は開発できないことはないというのが結論である。 

 

（３）電気回路系におけるナノテクノロジーの適用可能性 

 

①電気回路系、熱制御系におけるナノテクノロジーの適用可能性 

今回調査した範囲では、電気回路系、熱制御系において、直接デバイスにナノテクノロ

ジーが適用される可能性は高くない。根拠としては、いずれも、半導体の微細加工ロード

マップに従って量産される製品、特に宇宙用途の場合、信頼性の実績のある製品が、主に
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採用されると考えられるためである。半導体自体が既に 100nm 以下の構造体で構成されて

いることを考えれば、これらもナノテクノロジーであると言えないわけではない。しかし

ながら、半導体製造のように、ボトムアップではなく、トップダウンで微細化が進展する

技術については、ナノテクノロジーの応用は長期的な目標レベルを超えるものではない。

少なくとも、2015 年頃までを睨んだ衛星開発では、電気回路系の主要デバイスへのナノテ

クノロジーの適用はないと思われる。 

但し、熱制御系の検討で述べたとおり、非常に局所的な温度制御に超格子等を利用した

薄膜熱電素子を採用する場合、その製法においてナノテクノロジーを利用する可能性は、

近い将来において実現性を持つ。熱制御系を含んだ電気回路系におけるナノテクノロジー、

ナノ構造の採用は、本体である処理回路よりは、周辺デバイスから始まるというのが一つ

の見識であると言える。 

なお、さらに半導体の微細化が進展し、図 2.3-20 に示すようなカーボンナノチューブ等

の新しい材料や単分子サイズのトランジスタが利用されるようになり、さらに、量子デバ

イスが標準的に利用されるようになれば、ごく自然にナノテクノロジーがリモートセンシ

ング用小型人工衛星においても適用されるようになると予想される。これらの技術が適用

されるのは、長期的な課題であり、2020 年以降を一つのマイルストーンとして理解すれば、

その可能性は高いと言える。但し、プリンタブルエレクトロニクス等、有機材料を用いる

デバイス形成については、ナノテクノロジーとの親和性は高いが、真空での利用を前提と

した衛星への適用は困難であろう。 

さらに、扱う信号の量が電子 1 個のオーダーに近づくにつれて、つまり、微細化が進む

につれて、ノイズの影響が大きくなることは否定できない。小型衛星の場合、太陽に向い

ている面であるか否かで大きく温度差が発生することと、電気回路に照射される放射線が

ノイズ源として重要性を持つ。温度が上昇すると、リーク電流が大きくなることから、単

一電子レベルの信号をハンドリングすることが困難になる。また、放射線起因の電荷がチ

ャージされれば、ナノデバイスではそれがそのままノイズになることが懸念されるため、

サイズが小さいほどノイズに弱いという問題点が存在するのではないかと懸念される。こ

れらを考えると、極めて局所的なスケールでの温度制御によるリーク電流低減、局所的な

放射線起因のノイズに対するシールド構造の開発が必須である。ナノテクノロジーの適用

可能性としては、このような熱・電磁波(放射線)によるノイズ対策が一つの選択肢として

考慮されるべきである。 

また、電気回路系よりは光学系のデバイスということになるが、図 2.3-21 に示すような、

ナノ加工技術を用いたフォトニック結晶製造、導波路・フィルタ応用が撮像素子や画像処
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理 LSI などに先駆けて実用化されていく可能性は高いものと思われる。 

 

 

図 2.3-20 産総研、大阪大開発の CNT トランジスタ 

（出典：http://www.sijapan.com/breaking/0603/01wp_cntsansoken060301.html） 

 

 

図 2.3-21 NTT 物性科学研究所で開発中のフォトニック結晶型単一モード光導波路 

（出典：http://www.ntt.co.jp/saiyo/rd/review/2002/ct/13.html） 

 

②製造設備・プロセスにおけるナノテクノロジーの適用可能性 

電気回路そのものではなく、製造設備や製造プロセスでナノテクノロジーが近い将来利

用される可能性は高まりつつある。例えば、めっき工程や洗浄工程などにおいて、ナノレ

ベルで超臨界流体を用いるなどが考えられる。処理液の表面張力の影響で、ナノスケール

の空隙に処理液が入らない、あるいは、ナノスケールの残滓・残渣が除去できない工程に

対し、処理液を超臨界状態に制御し、あるいは、超臨界状態の二酸化炭素を洗浄液として

用いることなどの手法である。超臨界技術の適用により、ナノスケールの空間への処理液
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の輸送、除去が可能となり、すでに MEMS 構造のリリースやメッキ工程など、広い範囲で利

用されるようになった。 

図 2.3-22 は、超臨界二酸化炭素洗浄装置で処理液を除去、リリースした MEMS 構造体の

顕微鏡写真である。従来のアルコール等の蒸気洗浄では処理液が構造体の空隙に残り、そ

の表面張力で構造体間が凝着したり、構造体が破壊するという問題が発生しやすかったが、

超臨界洗浄装置の利用により、リリース時の不具合が低減できるようになりつつある。MEMS

構造体の場合、三次元的な構造体を空中に浮かせるために、このような洗浄方法を用いる

か、反応性のガスによるドライリリースという手法が採用されるが、ガスの管理や反応に

必要な時間が直接プロセスコストの増大に寄与することを考えると、超臨界洗浄技術の採

用は魅力的である。今回の調査研究では MEMS 赤外線センサを撮像素子として検討対象とし

ていないため、MEMS のリリース問題を詳しく論じる場はないが、これらの処理技術として、

ナノスケールの流体ハンドリングという視点が今後プロセス上の重要性を増していくと思

われる。 

図 2.3-23 は、東工大で開発されている超臨界ナノプレーティングシステムの例であるが、

二酸化炭素で洗浄・乾燥を行い、めっき反応を二酸化炭素（CO2）とめっき液の、界面活性

剤を利用したエマルジョンで行うことを特徴としており、従来不可能と言われてきた超臨

界二酸化炭素中での電気めっきを可能としている。これにより、従来のめっき法で作成さ

れた膜と比べて、粒径も 10nm 程度と緻密度が高く、硬度も高い、ドライプロセスのような

薄膜化が可能となっている。このような技術を例えばシールド材料の塗布に利用できれば、

製造プロセスにおけるナノテクノロジーの適用可能性は飛躍的に高まるものと期待される。 

 

 

図 2.3-22 超臨界洗浄による MEMS 構造体のリリース 

（出典：http://www.ryusyo.co.jp/products/wash/function/index.html） 
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図 2.3-23 超臨界ナノプレーティングシステムの例 

（出典：http://www.materia.titech.ac.jp/summary/sone/doc.html） 

 

以上、短中期的な開発スパンにおいては、リモートセンシング用小型人工衛星の開発にお

いて、搭載デバイスの製造工程でナノテクノロジーが利用されていた、ということが も確

率の高いナノテクノロジー適用である。上記の熱制御系におけるナノ構造の採用、あるいは、

放射線シールド部におけるナノ材料の塗布なども、この範疇に入る。 

結論としては、電気回路系の主要デバイスにナノテクノロジーが採用されるのは、近い将

来はあまり現実的ではない。主要デバイスそのものがナノデバイス化する前に、温度制御部

などの周辺デバイスや、シールドモジュールその他の製造プロセスにおいて、ナノテクノロ

ジーの採用が進むと予想される。 
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３．海外調査 

本章では、2006 年 8 月 27 日～9 月 2 日、フランス／トゥールーズで開催された CANEUS2006

での調査結果を報告する。 

 

まず、図 3-1 に示した CANEUS ナノ・ピコ衛星（CANEUS NPS）に関するアライアンスを示し

た。その組織は、衛星システムにおける New “Disruptive Technology” Market を創出し、

世界をリードしていきたいと考えている。 

そのアライアンスにおけるコストに関する共通したの認識を表 3-1 に示す。 

 

CANEUS
PROGRAM ADVISORS

NRC
CANADA

CNRS/CNES
FRANCE

ALCATEL
FRANCE

AAC
SWEDEN

AAC
SWEDEN

CANEUS NPS
PROJECT

IMPLEMENTATION

ASTRIUM
EADS

ASTRIUM
EADS

TECHNICAL DEVELOPMENT

MITSUI
BUSSAN

JAPAN PRIME END USERS

CANADIAN AEROSPACE INDUSTRY

USAF
AFOSR

Universities Research Labs

 
図 3-1 CANEUS NPS Strategic Alliance 

(出典： “CANEUS NPS (Nano-Pico-Satellites) Inc. To Develop the World's Most Advanced Miniature Satellites”, 

CANEUS) 

 

表 3-1 CANEUS NPS における衛星開発における目標コスト 

Target Costs ($ million) 
Satellite Group 

Mass 

(including fuel) Manufacturing Launch Insurance 
Total Cost

Large Sat >10,000 kg $154.0 M $100.0M $62.0 M $316 M 

Nano Sat 1-10 kg $3.0M $0.2M $0.8M $4.0M 

Pico Sat 0.1-1 kg $1.5M $0.1M $0.4M $2.0M 
(出典： “CANEUS NPS (Nano-Pico-Satellites) Inc. To Develop the World's Most Advanced Miniature Satellites”, 

CANEUS) 
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上記を踏まえて、CANEUS2006 に参加し調査した結果について下記に通り報告する。 

 

3.1 目的 

CANEUS2006 に参加し調査を行い、社団法人日本機械工業連合会からの委託事「ナノテクノ

ロジーを用いたリモートセンシングの高度化技術に関する調査研究」業務に資すること 

 

3.2 出張期間：２００６年８月２７日（日）～９月２日（土） 

 

3.3 出張先：Centre de Congres Pierre Baudis（フランス／トゥールーズ）（図 3-2） 

 

 

(a)Centre de Congres Pierre Baudis 
(b)トゥールーズ市と Centre de Congres Pierre 

Baudis 所在地 

図 3-2 CANEUS2006 会場とその所在地 

 

3.4 内容概要 

（１）CANEUS2006 概要 

CANEUS は航空宇宙分野を主な対象としたマイクロ・ナノ技術（MNT）に関する非営利団体

であり、航空宇宙分野における MNT の育成と統合的で国際的な開発を行う航空宇宙団体の

必要性を 初に提案したとされている。CANEUS はカナダの Centre for Large Space 

Structures and Systems (CLS3)を母体として、欧州の NEXUS、米国の NASA と DARPA、アジ

ア各国機関が加わり、2002 年に第 1 回カンファレンスがカナダのモントリオールで行われ

た。CANEUS は CANADA、EU、USA に由来する。 

CANEUS2006 は従来の北米、欧州、アジア各国の関連機関に加え、初めて南米からブラジ

ルが参加して開催され、これにより CANEUS は航空宇宙分野における MNT の国際的なリーダ
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ーとしての位置付けを固めた。CANEUS2006 は 8 月 27 日から 9月１日までフランス／トゥー

ルーズで開催され 27 日にはショートコースが、28 日～30 日にはカンファレンスが、31 日

と 1 日にはワークショップが行われた。 

28 日から 30 日はカンファレンスとポスターセッション及び基調講演が行われた。カンフ

ァレンスはカシオペアルームと SPOT ルームの２部屋を同時に使用して行われ、２つのセッ

ションが同時に進行し、合計 23 セッションが行われた。カンファレンスへの参加者は１日

当たり 400~500 人程度と推測される。 

30 日と 1 日にはワークショップと基調講演が行われた。ワークショップは７つのワーキ

ングパート WP に分かれて同時進行したため、ナノ-ピコ衛星（NPS）WP に参加し、情報収集

／調査を実施した。 

 

（２）調査実施内容概要 

カンファレンス、ポスター、基調講演及びワークショップに分けられる。 

①カンファレンス／ポスター／基調講演 

・システム及びサブシステムをキーワードとして調査を実施した。 

・MEMS/NEMS 技術（NMT）を活用した市場性は明るいと考えられている。 

・ナノ回路について、NAND ベースの回路、XOR ベースの回路等の研究が発表された。 

・MNT／MNS の取り組みについては、各国／各機関で温度差が大きい。 

- 宇宙分野よりも防衛分野という切り口の方が取り組みの温度差についてはわかり

やすい。 

- US／AFRL によれば、MNT により、超小型・高性能ミッションの実現のみならず、ミ

ッション毎に必要とされる機器開発期間の革新的な短縮を図ることが可能と考え

ている。例えば、従来技術では１１ヵ月要する開発工期を、MNT を用いれば１週間

～６ヵ月に短縮できると考えている。 

・ナノ回路及びナノデバイスは、小型・高機能システムに不可欠であり、防衛分野にお

けるそのアプリケーションの研究・開発は盛んである。しかしながら、その民生分野

への展開に関しては、モバイル関係が も有望であると思われる。 

・MNT により作成された航空宇宙における光通信用光学系の発表があり、その内容を下

図 3-3 に示す。 
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(a) MNT により作成された光通信用光学アンテナ       (b) 上記(a)の光学特性測定パターン 

図 3-3 NMT により作成された航空宇宙における光通信用光学アンテナ 

 

・SSTL や AFRL 等で、MEMS／NEMS システムの研究が真剣に取り組まれている。 

その例として、SSTL の可視近赤外域イメージャを有する SpaceChip を下図 3-4 に示

す。図からわかるように、可視近赤外域のイメージャとしては CCD と比較して小型化

／軽量化／低消費電力化に有利な CMOS イメージャが採用されている。なお、チップ厚

0.75mm の場合、SpaceChip の質量は 0.63g 程度と見積もられる。また、表 3-2 に電力

配分値の例を示す。 

 

表 3-2 電力配分値 

要素部 設計値 備考

Payload 80 µW 40%

electrical power 30 µW 15%

data handling 10 µW 10%

communications 1 mW 30%

determination and 

control 
10 µW 5.0%

Propulsion 0 0.0%

Thermal 0 0.0%

Structure 0 0.0%

total 1.13 mW 100%

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 SpaceChip 概念図 

 

・CNES では、宇宙分野は MEMS/NEMS 技術のマーケットリーダではないと考えている。 

・MEMS/NEMS デバイスの信頼性に関して、民生用や航空用には盛んに研究されているが、

宇宙用には別途研究が必要。 
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・米国では、SANDIA 国立研究所等で防衛用デバイスに対して信頼性の研究が精力的に行

われているが、米国の国際武器流通規定 ITAR に抵触する内容は公開できない。 

・米国、EU 等で精力的に開発が進められている従来の小型無人機 UAV よりも更に小さい

UAV（Miniature UAV）の飛行翼及び電子機器の MNT による開発状況について発表がな

された。その Miniature UAV の例を図 3-5 に示す。 

 

Miniature UAV

(a) 6 ｲﾝﾁｳｪﾊｰ上に形成された Miniature UAV 用飛行翼         (b) 展示された Miniature UAV 

図 3-5 MNT により開発された Miniature UAV 及びその飛行翼の例 

 

 

②ワークショップ 

・７つの WP あり。宇宙・衛星関係の NPS WP に参加。その主な参加メンバーを参考資料

に示す。 

・G. Grammas より ITAR に抵触しないよう、カンファレンス時よりも強く注意がなされ

た。 

・本ワークショップの参加者で NPS 産業ワーキンググループを立ち上げたい。 

・小型衛星産業に関して、標準化がキーとなる。 

・NPS 産業ワーキンググループは end-users と specific needs とを同一とみなせること

を強調する。 

・小型衛星産業におけるプライヤーがミッション或いはプロダクト要求を満足すること

ができる方法を確立するために共同研究を行う。 

・そのような協調は小型衛星市場を拡大する効果をもつと思われる。 

・意見交換を容易にし協力関係を確立することにより、ビジネスや投資の機会を与える

効果があると思われる。 

・地球観測システム関係では SSTL 及び Astrium 等が積極的であったが、商用アプリケー

ションの開発が重要課題として取り上げられた。 
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・NSP 産業ワーキンググループの目的を固めるために、第１回目の個別会合をできるだ

け早く実施したい。 
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４．課題抽出・評価 

 

4.1 集光光学系 

 

（１）光学要素の課題 

2.2 項で述べられたフレネルレンズ、フレネルゾーンプレート、回折格子、メタマテリア

ルによる光学系について課題を抽出する。 

 

①フレネルレンズ 

衛星搭載センサに必要な光学性能を得るためには以下のような多くの課題がある。 

・迷光 ：面が多いため、集光方向以外への反射が避けられない 

・色収差：球面収差以外の収差が小さくならない 

 

②フレネルゾーンプレート 

可視光域でも焦点位置の違いを活かせる分野での応用が考えられるが、画像系への適用

にはコード化イメージングのような処理技術の開発が課題となる。 

 

③ 回折格子 

機械加工の場合に起こる刻線の不均一性のために迷光がでる。この迷光対策が課題とな

る。 

なお、この迷光を低減するために、2 つのレーザ光の干渉縞をもとに作るホログラフィ

ック回折格子と呼ばれる回折格子もある。 
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図 4.1-1 凹面ブレーズド ホログラフィック回折格子（島津製作所ホームページより） 

 

④メタマテリアルによる光学系 

可視域への適応可能性が示されているが、それは研究レベルの段階であり実用化には程

遠い。いかに精力的に研究し、進捗させるかが課題となる。 

（２）ナノテクノロジーの活用による製造性検討ならびに軽量化・低コスト化の検討 

 

①製造性についての課題検討 

2.2 項（３）の①で述べた分野で光学素子の製造とともに、2.2 項（２）の光学部品製

造の動向でも記載したように、高精度製造に関しての課題を調査した。ナノテクノロジー

が活用できる製品としては、X 線域でのフレネルゾーンプレートのみが直接的な活用手法

である。 

 

(i) X 線域でのフレネルゾーンプレート 

「フレネルゾーンプレートを用いると 外輪帯幅による回折のため空間分解能が約

10 μm 程度に制限される。 

近年では、 外輪帯幅 0.1μm も製作可能となり、X 線に対しては回折を用いてフレ

ネルゾーンプレートを直接結像素子として用いることが行われるようになってきた。

単色の光源に対して有効なフレネルゾーンプレートでは X 線波長が短くなると物質輪

帯での吸収が小さくなり物質輪帯はもはや不透明な輪帯として作用しなくなるため、

硬 X 線に対しては有効な結像素子とはなり得ないという難点があった。」（プラズマ・

核融合学会 Vol. 79 (2003, No. 4 pp.398-401 のホームページより抜粋・編集) 

これは、既に 1．1 章で述べたように波長による焦点位置ズレの内容である。 

「フレネルゾーンプレートの概念をさらに発展させ、位相型フレネルゾーンプレー
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トを設計した。物質中の屈折率によって位相が少しだけシフトするように設定すると、

物質輪帯を通過した X 線も近隣の間隙輪帯を通過した位相シフトしない X 線と同位相

で干渉するため、物質輪帯と間隙輪帯両者を含む FPZP 開口面全体を結像に寄与させる

ことができる。」（プラズマ・核融合学会 Vol. 79 (2003), No. 4 pp.398-401 のホー

ムページより抜粋・編集） 

ここで、述べられているように波長による焦点位置ズレを解消するような手法も実

施されていることから、フレネルゾーンプレートの結像素子としての役割が有用に成

ると思われる。可視域についての同様の考え方は成り立つと思われるが、その適用範

囲、制約条件を正しく見極める必要がある。 

 

(ii)フレネルレンズ 

非球面レンズより更に薄型軽量化、集積化が可能で、低損失なレンズであるフレネ

ルレンズの精密において各種光学結晶や一部のガラス等の脆性材料を使用する場合に

は、機械加工に頼らざるを得ない。ところが、こういった硬質脆性材料のフレネルレ

ンズ形状の切削による加工技術は現在確立されていない。これまでの製造法は、延性

金属材料に対して通常形状の切削工具を使用する単純な切込み加工方式で型を製作し、

そこに融解したガラス材を流し込んで製造する方法であった。 

一方で、硬質脆性材料のフレネル形状の加工方法として、工作物上で接する研削砥

石の回転方向と工作物の回転方向とが平行になるようにした研削加工方法がある。 

この加工方法では、複数の砥粒の形状およびその分布を精密に把握することが不可

能であるため、硬質脆性材料に適した高品質・高安定性加工は困難である。また、加

工対象となるフレネルレンズ等の光学部品について、砥石成形技術の制限により、表

面回折部すなわち溝の底部において大きな円弧が残され（数十ミクロンレベル）、光学

部品の性能に影響を及ぼす。さらに、加工中に断続的に加工を停止させ、砥石を成形

修正しなければならない問題もある。 

より強固で、より小さな砥石生成をナノテクノロジーで作り出す事で、この光学部

品の性能を向上させることが可能となる。 

フレネルレンズの製造においては、ナノテクノロジーにより、加工のための素材を

作り出すことによる貢献が期待できる。 

 

 (iii)回折格子 

すでに述べたように機械的に刻線した機械刻線回折格子、あるいはフォトレジスト
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光干渉などにより干渉縞を焼付けて作製したホログラフィック回折格子などの反射型

回折格子がある。 

面内の刻線の総数が多いほど、また回折次数が多いほど分解能は高くなることから、

刻線の本数を増やす事、即ち 1 本の刻線の巾を細くする事ができれば、より分解能を

上げられる。現在の手法では、ある限界が存在する（一般品では、特殊用途において

も、2000 本/mm、ホログラフィック素子でも 4000 本/mm）が、この加工をナノテクノロ

ジーでより細線化できれば有用となる。 

この場合も、直接的な刻線加工をナノテクノロジーで行うというよりは、刻線ため

の加工機に対してナノテクノロジーを適用する事が主眼となると思われる。一方、ホ

ログラフィック回折格子の製造については、使用するレーザなどの開発に関してナノ

テクノロジーの手法が活用されることが、さらに精度の高いホログラフィック回折格

子の開発に繋がると考えられる。 

 

（３）軽量化、低コスト化についての課題検討 

上記の各光学素子の軽量化については、フレネルゾーンプレートは、X線領域ではもとも

と小型軽量なものであり、可視光域のものについては、その要途に応じた 適形状となり、

光学材料としては通常の光学材料を用いる事から大きな軽量化を望むことはできない。 

一方、フレネルレンズでは、本来の構造として同等の光学レンズと比較して軽量化が特

徴であることから、 適な軽量化を行える。さらなる軽量化に関しては使用する素材の開

発が必要であり、すでに述べたように樹脂系の素材の使用により軽量化が期待できる。 

 

低コスト化については、フレネルゾーンプレートに関しては使用される波長域によると

思われる。ナノテクノロジーによる開発が有効な X 線領域においては、その使用領域が拡

大しない限り量産化による低コスト化は望めない。 

可視光域については、DVD の多色対応のピックアップレンズにフレネルゾーンプレートが

用いられる方向になっている。このレンズについては、一般家電品でもあり、低コスト化

がなされていると思われる。 

フレネルレンズについては、樹脂製の安価なものは出回っている。大型のものでは、灯

台のレンズに用いられているものが代表的であるが、限られた台数であることから低コス

ト化の対応はされていないものと思われる。 

樹脂製の大型平面フレネルレンズも製造されているが販売台数によりコストは変動する。

同様に衛星搭載センサ用の大型レンズについては、収差なども考慮すると、何枚かのレン
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ズ群を製造する研磨手法と比較して、大幅な低コスト化は望めないと思われる。 

回折格子については、刻線数が市販されているものでない場合は、コスト要因になる。

レーザホログラフィック手法により安価にはなりつつあるが、需要との関係によると思わ

れる。 

いずれにせよナノテクノロジーの活用をこれらの光学部品に適用する場合や、衛星搭載

センサにこれらの光学部品、X線用部品を搭載する場合には低コスト化の議論はその性能の

達成についての、通常の光学部品とのトレードオフの結果に基づくものになると思われる。 

 

（４）搭載の適用課題 

回折光学素子としては、既に述べたように、フレネルゾーンプレート、フレネルレンズ、

回折格子がある。それぞれの光学素子を衛星搭載センサに適用する際の課題を検討した。 

 

(i) フレネルゾーンプレート 

多波長観測の場合には、1種のフレネルゾーンプレートを使用するなら、波長により、

焦点位置に通常の光学レンズ以上の位置ズレが起こる。地上機器ではこれを用いた手

法が有効活用されている（DVD ピックアップレンズなど）。 

衛星搭載の通常の光学系（回折光学系でない、という意味）では、これらの色収差

分はフィルタの厚さなどで解消するが、フレネルゾーンプレートを用いた場合にはフ

ィルタの補正では不可能な程度となる。この大きな焦点位置ズレを利用して多焦点面

を構成するシステムが考えられる。 

この場合は焦点面数に応じてリモートセンシング各種のリソースが必要となるため、

搭載センサの小型・軽量化という面には有効な方式ではないと考えられる。 

すでに述べたように、フレネルゾーンプレートは、X線観測などに特化して、ナノテ

クノロジーによりその形状精度を高め、集光度を高めて観測精度の向上に寄与するこ

とが、ナノテクノロジーの活用という面では有効である。 

 

(ii) フレネルレンズ 

フレネルレンズを衛星搭載センサに適用するメリットは、同等の光学系に比較して、

小型・軽量化が可能な事である。 

一方、デメリットとしては、フレネルレンズの特徴として挙げたように、面が多い

ため、集光方向以外への反射が避けられないという迷光問題、球面収差以外の収差が

小さくならない、特に色収差がなくならない、などの問題がある。そのため、フレネ
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ルレンズの後ろの光学系でこれらの収差補正が必要となる。 

これは、フレネルレンズによって軽量化できるメリットとのシステムとしてのトレ

ードオフを行う必要がある。一般的には、図 4.1-2 に示した Lawrence Livermore 

National Laboratory で研究されているような（Eyeglass プロジェクト）大型レンズ

を必要とするような場合を除き通常の光学系を用いた方が設計の自由度は高いと思わ

れる 

 

 

図 4.1-2 Eyeglass プロジェクト 

（Lawrence Livermore National Laboratory ホームページより） 

 

(iii) 回折格子 

現状でのマルチチャネル型の分光計として衛星搭載センサに適用する場合、大きな

問題はない。この分光方式は簡便なため、非常に有効な方式と思われる。一方では、

気体などの観測のためにはさらに高波長分解能化が必要で、そのためには、一般的に

は、回折格子を用いるよりは、マイケルソン干渉計などの干渉計方式を用いた方が波

長分解能は高いため有効である。 

図 4.1-3 に示したようなマイケルソン干渉計では、光源から出た光がビームスプリ

ッタによって 2光束に分けられる。それぞれ異なる長さの距離を往復した後、2光束は

再び重ね合わされて、検出器に入る。可動鏡を動かして 2 光束の光路差を変化させる

ことで、光の干渉による強度変動（インターフェログラム）が発生する。これを、余

弦フーリエ変換することで入射光のスペクトルが得られる。 
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図 4.1-3 マイケルソン干渉計の原理図 

（Network for Education of Physics（NEP）プロジェクトホームページより） 

 

この分光法は、面積が広く放射角度が大きい物体からの光を効率よく分光器に導入

することがきること、全波長を同時に検出しているため、信号の利用効率が上がり高

い S/N 比が得られること、可動鏡の走査により高波長分解能が得られることが特長で

ある。そのため、大気の振動回転線（線幅が 0.1cm-1 程度）の測定に適している。 

この方式は、ADEOS に搭載された IMG(Interferometric Monitor for Greenhouse 

Gases) などに用いられた。 

こういった高波長分解能をもつセンサを、回折格子を用いることで達成できれば、

マイケルソン干渉計での可動部を無くす事が可能となり、衛星搭載という面では、小

型・軽量化、省電力化に加えて可動部がないことによる発生力のない、非常に優位な

センサになりうる。 

これを可能にする手法として、回折格子をナノテクノロジーにより刻線本数を高め

ることが期待される。 

ただし、一方ではマイケルソン干渉計の特徴であった、信号の利用効率が上がり高

い S/N 比が得られる、という面が回折格子を用いることでは達成できず大きなメリッ

トとなり、これを補うためには、大口径ミラーなどが必要となる。発生力がないこと

による省電力化も含めたメリットと大口径化によるリソース増加（大型化、重量の増

加）との総合的なトレードオフとなるものと思われる。 

 

衛星搭載センサを小型・軽量化するための方策として、フレネルレンズは軽量を維持し

つつ大型化が可能なため有効な策であるが、光学性能を維持するために通常の光学系で得

られる性能を発揮できるフレネルレンズの開発が可能であれば、非常に有用である。 

回折格子は既に使用されており実績もあるが、多波長の分光系を小型化できるメリット
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があるが、反面、光量の確保が課題である。 

現在、刻線方式から、レーザホログラフィックによる製造方式に移っていく中で、ナノ

テクノロジーの適用・活用により、回折効率を向上でき、かつ刻線数の多い回折格子が製

造される可能性がある。 

 

一方、フレネルゾーンプレートは今後も X 線域での活用が見込まれるため、実績のある

製造方法に対してナノテクノロジーの活用を積極的に図ることで観測精度の向上が期待で

きる分野でもある。 

これまで調査の対象とした光学要素はそれぞれ一長一短の特性を持つが、これらを活か

すシステム設計が重要である。複雑な光学設計・光学系に対してナノテクノロジーを活用

する事で製造精度が上がる分野においてはレンズ設計そのものの考え方を変えていく事も

必要であると思われる。 

例えばフレネルレンズ設計にこれまで以上の精度、形状が可能であるならば、フレネル

レンズの欠点をカバーできるレンズ設計が可能となることも期待できる。同様にナノテク

ノロジーを直接、あるいは間接的に活用することで、高精度な光学要素の製造も将来的に

は考えられる。 

 

将来の希望も含めた光学系製造の設計、製造フローを図 4.1-4 に示す。 
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図 4.1-4 光学系製造の設計、製造フロー 

 

4.2 電気回路系 

 

（１）回路基板上に形成された回路の１チップ化、１パッケージ化の実現性 

 

①１チップ（SoC）化のための課題 

リモートセンシング用人工衛星の電気回路を 1 チップ化するための 大の課題はプロセ

ス整合性とコストである。この、コストの中には、専用のチップを開発することによる開

発コストの問題と、量産効果が見えるレベルまでプロセスの 適化が進められない（専用

デバイスの生産量が少ないため）ことに起因する、歩留まりの低さが挙げられる。 

個々の回路の技術が民生の汎用品レベルと同等である場合、それを 1 チップ化すること

によるコストデメリットを考慮すると、現実的ではない。 

もうひとつの課題として、1チップ化することによる、実装面積の大型化という問題が挙

げられる。当初の微細化傾向の際に述べた通り、実装面積が増大すると、チップ搭載位置

によっては、信号伝送距離が長くなり、これが製品の特性を律速する場合がある。これで
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は、せっかく同一基板上に複数の回路を形成して信号伝送効率を改善するメリットが相殺

されてしまう。また、占有面積が大きくなるのであれば、従来の回路基板上に複数の回路

を搭載した構成と比べて、極端な実装面積の低減効果は期待できない。 

携帯電話用のシステムを例として、SoC 化の動向と課題を以下に整理する。 

図 4.2-1 に 2.5 世代の携帯電話システムである GSM/DCS 系デュアル構成の RF 送受信回路

の構成を示す。ベースバンド LSI(図中 BB)や高周波無線通信回路は CMOS 化されており、既

に 1 チップ化されている例も多いが、送受信回路内のバンドパスフィルタやパワーアンプ

の統合は、高出力のシステムではなかなか進展していない状況にある。 

図 4.2-2 は(株)ルネサステクノロジが(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTT ドコモ)等と共

同開発中の HSDPA/W-CDMA 方式と GSM/GPRS/EDGE 方式に対応したデュアルモード通信端末向

けワンチップ LSI、SH-Mobile G2 の構成を示したものである。いわゆるワンチップケータ

イとして各社が開発を進めているものであるが、現段階では、図 4.2-1 に示すベースバン

ド LSI とその外部にあるアプリケーションプロセッサが 1 チップ化されている。将来的に

は、同一プロセスでの形成が可能な、RF-IC までが一体化されると考えてよい。 

さらに、ワンチップケータイとしては、Texas Instruments Inc.の LoCosto(図 4.2-3)、

Infineon Technologies AG の E-Gold™ Voice(図 4.2-4)などが発表されているが、いずれも、

携帯電話の回路を構成する全ての半導体素子が一体化されているわけではない点に注意が

必要である。 

特に、高周波無線通信回路部に搭載されているパワーアンプの場合、通常用いられる GaAs

等の化合物半導体や、同じ Si でも、SOI ではなく、単結晶 Si 基板上の形成される LDMOS

（Laterally Diffused MOS、横方向拡散 MOS）などを流用する場合は、RF-IC、ベースバン

ド LSI、アプリケーションプロセッサとは、ウェハやプロセスの整合性がないことから、SoC

化は一朝一夕には困難である。もちろん、信号増幅回路を含む無線通信回路全体を CMOS 化

する技術の開発は進んでおり、2.5 世代の携帯電話システムである GSM ように、遠距離の基

地局との通信が必要な回路ではなく、無線 LAN 等、比較的短距離の通信でよいシステムに

ついては、パワーデバイスとしてのパワーアンプの重要度が相対的に低下することから、

既に CMOS 化が進展している。従って、長期的には、出力の小さいシステムから、SoC 化が

進むものと予想される。 

携帯電話の例や、先に示したシステム LSI の開発プラットフォームのように、現在は SoC

化されたシステム LSI と RF 回路やメモリ、あるいは撮像素子などの個別半導体がマルチチ

ップ化されてボードに搭載されているのが実情である。SoC 化の課題として、プロセス整合

性、コスト、実装面積増大による信号遅延の問題を指摘してきたが、個別半導体がシステ
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ム LSI に統合されていかない理由として、アナログ回路のデジタル化がどこまで進むかと

いう課題があることを 後に申し添えておく。この問題が解決されれば、長期的には SoC

化は大きく進展する。 

 

GSM Rx

DCS Rx

ANT

RF-
IC BB

DCS TxPA

GSM TxPA

Tx/Rx

 

図 4.2-1 携帯電話用無線通信回路の基本構成（GSM の場合） 

 

 

図 4.2-2 ルネサステクノロジ(株)の SH-Mobile G2 コンセプト 

（出典：http://www.ric.co.jp/expo/wj2006/data/l04.pdf） 
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図 4.2-3 Texas Instruments Inc.のワンチップケータイ LoCosto 

（出典：http://focus.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuproductcontent.tsp?templateId=6123&navigationId= 

12774&contentId=15407） 

 

 

図 4.2-4 Infineon Technologies 社のワンチップケータイ、E-Gold™ Voice の構成例 

出典：http://www.infineon.com/upload/Document/E-GOLDvoice-pb_final.pdf 

 

②１パッケージ（SiP）化のための課題 

SoC と比べた場合、SiP 化する場合は課題が少ない。個々の回路が衛星の要求仕様を満た

していればよいこと、また、民生品の転用のリスクが小さくなることが挙げられる。課題

として、実装面積を小さくするために、複数の回路（例えば画像処理 LSI と大容量 DRAM）

をチップレベルでスタック積層した場合、宇宙空間のように環境温度の幅が広い環境（4K

～500K 程度）では、地上の製品のように-40℃～150℃程度の環境での使用を想定した実装

構造の場合、温度サイクルが加わった場合に寿命が保証できないというリスクがある。 

この、過酷環境に対する実装応力上の問題は、低温側で厳しくなると思われる。 
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また、SoC と共通の課題として、民生品スペックの素子を放射線環境下で使用できるのか

という課題が残っている。この問題については、携帯電話等の高周波無線通信回路で電磁

波ノイズを遮断するために利用されているシールド構造の適用が検討されてよい。 

図 4.2-5 は Amkor Technology が開発しているシールドモジュールの外観を示したもので

あるが、高周波無線通信回路用の SiP の搭載素子ごとに外部からのノイズを遮断するため

の金属製のシールド部を設けている。従来は、パッケージの外部に金属製のキャップを設

けることが一般的であったが、成膜技術により、シールドメタルを直接形成し、その上か

らモールド樹脂で覆う方向で開発が進められている。 

小型衛星搭載部品としては、利用可能なモールド樹脂に制限があるため、このような民

生品向けの技術がそのまま適用できないリスクも高いと思われるが、例えば、金属ナノ粒

子を塗布・付着させることにより、ベアチップ上のパッシベーション膜レベルで半導体素

子への放射線の影響を低減することが可能であれば、短期のミッションを想定した小型・

安価な衛星については、軽量化の観点からも開発が進められるべきであろう。 

 

 

図 4.2-5 Amkor Technology のシールドモジュール 

（出典： http://www.amkor.com/products/notes_papers/RF-SiP_Design_Integration_Final_APMC2005.pdf 

http://www.amkor.com/products/notes_papers/RF_SiP_Paper041403.pdf） 

 

③SoC 化および SiP 化の実現性検討 

①～②において、SoC 化した場合、SiP 化した場合の課題を検討してきたが、短中期的な

将来（今後 10 年間程度）を想定した場合、リモートセンシング用人工衛星の電気回路が全

て 1 チップ化するということは想像が困難である。従って、短中期的には、複数の回路が

異なるチップに形成され、それを極力少ないパッケージに集約する、マルチパッケージか

ら 1 パッケージ化の流れが進展する。衛星開発においても、このトレンドをベースに、電

気回路系の設計開発が進められるものと予想される。チップ積層構造の採用で、パッケー

ジの占有面積が小型化できるというメリットも享受できる。 

他方、長期的には、民生品においても、携帯電話の機能が 1 チップ化する方向にあるよ
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うに、撮像素子から画像処理 LSI までが 1 チップ化していく可能性は高い。従って、少な

くとも、撮像・画像処理系については、SoC 化していく方向にあると予想される。2020 年

頃のミッションであれば、撮像・画像処理系は 1 チップ化されることを想定してもよいの

ではないか。但し、課題はプロセス整合性を含む、コストと歩留まりである。一般論とし

ては、多機能で大面積の LSI を作るほど、歩留まりは低下するはずである。 

 

（２）熱制御系の検討 

小型のリモートセンシング用人工衛星を想定した場合、ペイロードが小さいことから、電

源系にはあまり余裕がないと想定すべきである。従って、熱制御系の課題は、冷凍機等を用

いたアクティブな温度制御手段を利用することが難しいと考えるべきである。このため、衛

星の温度管理は、太陽光を受ける面での温度上昇を低温側に輸送するパッシブな熱輸送技術

の開発と、太陽電池で発電した電力を用いて電気回路系を駆動することによって生じる廃熱

を外部に排出する、これもやはりパッシブな放熱技術ということになる。 

パッシブな熱制御系においては、回路温度をセンシングして、冷凍機等を駆動することは

困難である。しかしながら、特に撮像素子の特性に温度特性がある場合、センサの動作温度

をある所定の範囲内に収める必要がある。このようなことを想定すると、薄膜熱電素子等を

チップレベルで積層し、センサ部のみを局所的に温度制御することは考えられる。あくまで

も全体制御ではなく、局所的な温度制御系を電気回路系と一体化して形成することになろう。 

薄膜熱電素子の開発は、例えば、超格子による薄膜熱電素子の開発が MIT, UC 等で進めら

れている（図 4.2-6）。超格子の製法としては、CNT(カーボンナノチューブ)の製法の一つで

もある、気相成長法を採用する場合も想定されている。実効的な熱伝導率を下げることで熱

電素子の性能計数が向上できることから、多層化して薄膜間の界面の熱抵抗を積極的に利用

することが有効であり、超格子が採用されている。この製法という点では、ナノテクノロジ

ー分野の基本材料の一つである、ナノチューブが、すでに利用されているという見方も可能

である。 

課題としては、CMOS 回路とのプロセス整合性が挙げられる。現状では、別チップで形成し

た電気回路と熱制御回路をパッケージ段階で一体化する構想となっている。 

プロセス整合性という観点からは、Bi-Te 系の薄膜熱電素子を、後工程で CMOS デバイスの

パッシベーション膜上に形成する方が現実的である。但し、性能計数向上のためには、膜の

配向性を制御する必要があり、まだ実用レベルには至っていない。 

なお、国内でも超格子を用いた熱電薄膜の開発は進められている。図 4.2-7 に名大の例を

示すが、高温超伝導材料の開発関係者が多く薄膜熱電材料の開発に着手している状況にある
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が、昨今では、被冷却デバイスとのプロセス整合性の観点から、Si 系超格子を利用した技術

開発に対する関心が高まりつつあるようである。 

 

図 4.2-6 カリフォルニア大学における Si/SiGeC 超格子を用いたマイクロクーラの開発事例 

（出展：http://quantum.soe.ucsc.edu/research/MicroCooler/MicroCooler.html） 

 

 

図 4.2-7 名大で開発中の自然超格子 In2O3(ZnO)5の顕微鏡写真 

（出典：http://www.ceramic.or.jp/ihensyub/bulletin_j/new_kenkyushitsu/pdf/2005_04_kenkyushitu.pdf） 

 

次に、全体システムの熱制御であるが、 初に述べたように、アクティブな冷却システム

を小型衛星に搭載することは、正味のペイロードが小さくなってしまうことや、電源系の制
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約から、現実的ではない。このため、パッシブな方法を用いた放熱回路の検討が進められて

いる。図4.2-8は、JAXAと慶応大学で開発されている自律型放熱デバイスを示すものである。 

衛星本体から外部への放熱量を大きくする場合には放熱板の面積を拡大する構成である。 

一方、図 4.2-9 は東大、東工大等で開発されている自律振動型ヒートパイプの概念図を示

したものである。通常のヒートパイプの場合、熱輸送性能が姿勢の影響を受けるため、その

影響を緩和できるパッシブな構造として、衛星への適用検討が JAXA との間で進められている。 

以上まとめると、熱制御系においては、局所的に電気回路の温度を制御したいというニー

ズに対しては、薄膜熱電素子のような技術の適用が考えられる。この技術については、ナノ

テクの適用可能性は相対的に高くなっていると思われる。一方、全体システムとしては、自

律的なシステムで、かつ、消費電力がゼロか、それに近いシステムが必要であり、ナノスケ

ールのデバイス利用の可能性は現段階では見通せる情況にない。 

この意味において、熱制御系におけるナノテクノロジーの利用可能性は、全体システムで

はなく、個別回路にあると結論できる。 

 

 

図 4.2-8 JAXA,慶大の自律型放熱デバイスの例 

(（出典：http://www4.jsforum.or.jp/public/report/2003/20020042onishi-a/20020042onishi-a_j.pdf） 
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図 4.2-9 JAXA,東大,東工大等の自律振動型ヒートパイプ(OHP) 

出典：http://www.netsu.mes.titech.ac.jp/research-j.html 
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５． 競争力強化策検討 

従来の衛星搭載用地球観測センサの開発は高度な集光光学系と検出器の集積度・感度に依存

していたが、今後は、集光系はできるだけシンプルにし、様々な産業技術とのカップリングが

強く見込まれる高度なデータ処理能力を前提としたセンサ技術にシフトした開発が地球観測

センサの競争力強化になる。 

その一方で、集積回路・システムのオリンピックといわれる ISSCC(International 

Solid-State Circuits Conference) 2007 が“The 4 dimensions of IC Innovation”（IC 革新

の 4つの次元）をメインテーマに 2月にサンフランシスコで開催されたが、我が国の相対的な

レベル低下が見られた。4 つの次元とは、・材料／プロセステクノジー、・デバイス、・回路、・

システム／アーキテクチャを示しており、それらはナノテクノロジー領域に及ぶにつれて、そ

れらの境界が曖昧になってきている。そこにおいて採択された論文数の内訳をみると北米が 91

件、ヨーロッパが 70 件で、日本は 27 件であったが、日本は応募数／採択率とも減少した。日

本の場合、採択率は 2003 年以降年々低下の一途を辿っている。ベルギー、台湾、韓国では長

期的な取り組みが着実に実を結んでおり、例えば、韓国の論文採択数は例年 10 件台であった

のが、2007 年は 25 件と大幅に増加した。 

我が国では過去 10 年以上にわたり、半導体産業を中心に競争力強化の政策がとられてきた

が、ナノテクノロジーに関するものは勿論その一層の政策強化が必要と思われる。 

 

宇宙用ナノテクノロジーに関する様々な技術開発は黎明期にあり、欧米においても積極的な

研究開発が始められたばかりであり、わが国においてもこの分野の競争力強化のためには、宇

宙用ナノテクノロジーデバイスの研究開発への国家的な取り組みが求められる。一方、ナノテ

クノロジーを用いたデバイスは、特にコマーシャル分野においても今後急速な進歩を遂げるこ

とは確実である。耐放射線性や耐環境性などの全て性能をデバイスの性能に求めることは効率

的でないし、困難と考えられる。個々のデバイスの構造に立脚した品質保証までを含めた個々

のデバイスの宇宙利用技術の開発も、競争力強化のためには重要となる。 

地球観測用リモートセンサに関しては、例えば、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機

構 NEDO のロードマップ等を積極的に活用し強化して新規研究・実証プロジェクトを立ち上げ

るとともに、ナノテクノロジーをモートセンシングに適用することを前提にした調査研究事業

を継続して行うことが、直接的・間接的に新規技術のスムーズな導入を促すことになり重要で

ある。 
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