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［要約］ 

地球観測衛星搭載用光学センサに用いられている技術が高度な技術として脚光をあび

た時代はもはや過去のものとなってしまった。実際、現在海外で開発中である最先端の軍

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。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

集光光学機器には開口径 50cm の COTS 技術が使用され、民生技術の宇宙環境への適応性の

向上がみられる。即ち、今後の光学系地球観測センサを新規技術の開発のために行うとい

う状況は成り立ち難い。リモートセンシングデータや情報の利用者が徐々にではあるが増

加しており、地球観測衛星の高度化要求が強まっている。また、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い、そこから課題を抽出し地球観測センサへの適応可能

性を評価した。その結果に基づいて、我が国の地球観測衛星搭載用光学センサの国際競争

力強化策について検討した。 

 

 

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。 
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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。 
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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

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

 

2.2 集光光学系 

リモ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

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

研究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た。 

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

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。 

従来、画像系の衛星

ズの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
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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実現でき

る

の適応可能性を調査した。 

 

か等について調査／検討を行った。 

また、メタマテリアルの集光光学系へ

その調査対象の概要を図 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

①　型

②　加工機

大型化

軽量化

（コスト）

加工技術

メタマテリアル 可視域

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

①　型

②　加工機

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 集光光学系調査概要 

 

2.3 電気回路系 

の適用可能性 

半導体の開発動向を簡単に述べる。その例として表

2.

2.3-1 将来のロジックデバイス候補の評価 

(1)電気回路へ

本項では、まず一般的な

3-1 に将来のロジックデバイスへの適用が検討されている技術の概要を示す。 

 

表
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（Emerging Research Devices (ERD) WG、「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） 

 

次に、リモートセンシングの最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技術動向につ

いて調査した。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、最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。 

 

(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 

本項については、平成１８年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。 

その結果を報告する。 

 

 

４．課題抽出・評価 
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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、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。 

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、どれだけ速く民生技術が立ち上がるかが課題となる。

即ち、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
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言える。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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