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はじめに
本特別資料は、平成２８年１２月から平成２９年６月に実施した、国際宇宙ステーション・きぼうの科学
利用ミッションの科学成果評価の結果および評価への入力となった対象ミッションの成果報告書等を取
り纏めたものである。
１．評価対象
評価対象となったミッションを表１に示す。平成２４年１２月から平成２７年２月に軌道上実験を終了し
た９件の科学ミッションであり、物質物理科学分野および生命科学分野のきぼう・船内実験室利用の宇
宙実験ミッションである。
２．評価の目的、評価指標
きぼうで行われた研究成果の達成状況とその意義、分野学術や社会への貢献、波及効果に対する評
価を通じて、各々の研究成果のアピールポイントを効果的に情報発信すること、また、きぼう利用に関す
る改善点、利用の方向性等へ提言を得て、今後の利用計画設定に資することを目的として評価が行わ
れた。この目的に照らし、表２に示す各評価項目に基づき、書類審査、面接審査（成果報告会）が実施さ
れ、評価結果は、最終的に、以下の４段階の総合評価指標および提言として取り纏められた。
Ｓ：目標を高度に達成し、特筆すべき成果を上げた．
Ａ：目標を充分に達成した（エクストラサクセス相当以上）．
Ｂ：目標を達成した（フルサクセス相当）．
Ｃ：目標達成に不足・不十分な点があり、引き続き解析・検討を要す．
３．評価体制
評価は、物質物理科学分野および生命科学分野のきぼう利用ミッション選考評価委員会（以下、「選
考評価委員会」）により実施された。また、分野専門家各３名のピアレビューアをミッション毎に設定、書
類審査を併せて行い、選考評価委員会は、これを参考として審査を行った。
ここで、選考評価委員会は、きぼう利用推進を目途とした JAXA 有人宇宙技術部門長の諮問委員会
であり、物質物理科学分野、生命科学分野および宇宙医学分野の３分野が設定されている。今回、評価
に当った選考評価委員会の構成員リストを表３に示す。
４．評価プロセス
評価は、以下のプロセスで実施された。
平成２８年１２月；評価対象ミッションの代表研究者（以下、「PI」）に対し、成果報告書の作成依頼を
発出した。
平成２９年２月；PI より成果報告書提出。以降、面接評価までの間、選考評価委員会およびピアレ
ビューアは、書類審査を実施した。
平成２９年３月；成果報告会を開催し、面接審査を実施、選考評価委員会に対し、PI による口頭報
告および質疑応答が行われた。また、PI 退席の後、選考評価委員会は総合評価取り纏めの議
論を行った。
平成２９年６月；選考評価委員会最終案の PI による確認を経て、評価結果（総合評価指標および提
言）を確定した。
ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠍䠍᭶㻌
平成２９年１１月
Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㻌
JAXA 有人宇宙技術部門 きぼう利用センター
㻌 ᭷ேᏱᐂᢏ⾡㒊㛛㻌 䛝䜌䛖⏝䝉䞁䝍䞊
高柳 昌弘
㧗ᰗ㻌 ᫀᘯ㻌

ii
This document is provided by JAXA.

表１．評価対象ミッション

No.

研究課題名称（略称）
1
2
3
4
5
6
7

8

氏名

微小重力下におけるTLZ法による均一組成SiGe結晶育成の
研究（Hicari）
微小重力環境下における混晶半導体結晶成長（Alloy
Semiconductor）
微小重力における溶液からのタンパク質結晶の成長機構と
完全性 に関するその場観察による研究 （Nano Step）
生体高分子の関与する氷結晶成長－自励振動成長機構の
解明（Ice Crystal 2）
マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程
（Marangoni Exp）
植物の重力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア
動態の解析（CsPINs）
植物の抗重力反応機構－シグナル変換・伝達から応答まで
（Resist Tubule）
国際宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究
（Microbe）

代表研究者
所属・職名
（PI活動時点）

分野

木下恭一

JAXA宇宙科学研究所・主幹研究員

稲富裕光

JAXA宇宙科学研究所・教授

塚本勝男

東北大学・教授

古川義純

北海道大学・教授

西野耕一

横浜国立大学・教授

高橋秀幸

東北大学・教授

保尊隆享

大阪市立大学・教授

槇村浩一

帝京大学・教授

那須正夫

大阪大学・教授

ﾒﾀﾞｶにおける微小重力が破骨細胞に与える影響と重力感知
9
工藤明
機構の解析(Medaka OSteoclast)

物質・物理
科学

生命科学

東京工業大学・教授

表２．評価項目

科学的・技術的成果
提言

総合評価・

(1) 研究目標の意義および達成度
 研究目標の意義は高いか（ミッション選定/準備段階移行以降に修正された場合）．ま
た、時間経過により減じていないか．
 研究目標は達成されたか．サクセスクライテリアに照らした達成度のレベル．
(2) 実施体制
 研究チームおよび JAXA の体制は適切であったか．
(3) 科学的、技術的成果
 得られた成果は、国際的なレベルに照らして、高いか．
 設定された目標を越える成果があったか．
(4) 活用、波及効果
 関連科学分野・技術領域への波及効果があったか、また、期待されるか．
 科学的、技術的に活用が見込めるか、成果活用の意義・重要性は高いか．
(5) きぼう利用の必然性
 きぼうで行う必然性があったか．
総合評価
 成果インパクト、応用・波及効果などのポテンシャル、他、アピールポイント．
 今後の宇宙実験に向けての課題、改善すべき点．
 当該科学分野・領域におけるきぼう利用の発展性、継続の意義．
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表３．きぼう利用ミッション選考評価委員会 構成員
物質・物理科学分野
氏 名
委員長

委員

所属・役職

大林 元太郎

東レ株式会社 顧問

石川 正道

理化学研究所 室長

長井 寿

物質・材料研究機構 拠点長

村上 正秀

筑波大学 名誉教授

生命科学分野
氏 名
委員長

委員

所属・役職

山口 朗

東京歯科大学 教授

牛田 多加志

東京大学大学院 教授

大森 正之

東京大学 名誉教授

田村 宏治

東北大学大学院 教授

中村 幸夫

理化学研究所 室長

諸橋 憲一郎

九州大学大学院 教授
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㻵㻿㻿・きぼう利用ミッション㻌
「微小重力下における 㼀㻸㼆 法による均一組成 㻿㼕㻳㼑 結晶育成の研究（㻴㼕㼏㼍㼞㼕）」㻌
研究成果報告書㻌
代表研究者；木下恭一（日本宇宙フォーラム）㻌
平成 㻞㻥 年 㻞 月㻌
１．㻌 緒言㻌
㻌 本研究の目的は，均一組成のバルク混晶製造方法を微小重力環境を利用して開発することである．
均一組成のバルク混晶半導体結晶の製造は，㻿㼔㼛㼏㼗㼘㼑㼥 が接合型トランジスタを発明した 㻝㻥㻡㻝 年の 㻝㻜
年後には早くも盛んに研究されるようになった㼇㻝㼉．その理由は，組成によってバンドギャップエネルギー
と格子定数を制御することができ，エレクトロニクスや光エレクトロニクス分野の新機能デバイス製造が
可能になり，大幅に応用の可能性が広がるためである．それ以来，㻡㻜 年以上が経過しているが，いま
だに均一組成の大型バルク混晶単結晶は製造されていない．大口径・高品質なバルク混晶単結晶の
新しい製造方法を開発することができれば，学術的貢献のみならず，産業界特に半導体産業への貢献
は大である．また，混晶を使った新しい製品が開発されれば，私達の社会生活への波及効果も大きく，
本研究の意義は極めて大きいと考えられる．㻌
均一組成のバルク混晶単結晶の製造が困難な理由は，結晶化の際に液体の組成と結晶（固体）の
組成が異なる偏析と呼ばれる現象と，液体中の対流とが組み合わされ，結晶成長の進行とともに組成
が連続的に変化してしまうためである．液体中の対流を抑制して，拡散律速定常状態の結晶成長が可
能になれば，均一組成の結晶が取得できることは既に解析されている㼇㻞㼉．そのため，液体中の対流抑
制に様々な方法が試みられてきた．その方法の１つに，磁場によるローレンツ力を利用して対流を抑制
する方法がある㼇㻟㼉．この方法は，㻿㼕 結晶中の酸素濃度を均一に制御するのに目覚ましい成果を上げ
たが，大口径バルク混晶製造までには至っていない．㻌
液体中の対流を抑制する他の方法として，微小重力環境の利用がある．㻝㻥㻣㻟～㻣㻠 年にかけての
㻿㼗㼥㻸㼍㼎 計画の中で 㼃㼕㼠㼠 らは 㻵㼚㻿㼎 への不純物 㼀㼑 の添加実験を行い，不純物濃度が均一になることを
報告した㼇㻠㼉．この報告を契機として，微小重力環境を利用して液体内の比重差に起因する対流を抑制
して均一組成のバルク混晶を育成しようとする気運が高まり，その後多くの微小重力下バルク混晶育
成実験が行われることとなった．日本では 㻼㼎㻝㼤㻿㼚㼤㼀㼑㼇㻡㼉や 㻵㼚㻝㼤㻳㼍㼤㻭㼟㼇㻢㼉の結晶成長実験が毛利宇宙
飛行士による我国初の宇宙実験「ふわっと’㻥㻞」の中で行われた．㻼㼎㻝㼤㻿㼚㼤㼀㼑 の結晶成長実験で得られ
た結果を図 㻝 に示す．部分的な均一組成領域（緑色部分）は得られたものの，拡散律速定常状態によ
って得られる赤線で示すような均一組成は実現しなかった㼇㻡㼉．この理由として，スペースシャトルで実
現可能な 㻝㻜㻙㻠㻌 㻳 の微小重力ではまだ不十分で，もう１桁ないし２桁小さな微小重力環境の必要性が指
摘された㼇㻣㻘㻌 㻤㼉．㻺㻭㻿㻭 の研究者達もノイズの少ない良質な微小重力環境の必要性に気付き，㼁㻿㻙㻹㻼㻞
（㻝㻥㻥㻠 年）や 㼁㻿㻙㻹㻼㻟（㻝㻥㻥㻢 年）の中で結晶成長軸を地球方向に向けて残留重力の影響の低減を図っ
たり，宇宙飛行士が寝ている間に結晶成長実験を行ったりして，均一性の向上に努力したが，いずれ
の実験も思ったような成果は得られず㼇㻥㻘㻌㻝㻜㼉，やがて 㻺㻭㻿㻭 は微小重力環境を利用した結晶成長実験
から手を引くことになった．㻌
時を前後して宇宙開発事業団㻌 㻔㻺㻭㻿㻰㻭㻕の依田らは，人任せの宇宙実験では独創的な成果は生ま
れないので自分達の手で宇宙実験を行わなければならないという方針を掲げ，㻺㻭㻿㻰㻭 内に宇宙実験
を専門に手掛ける組織「宇宙環境利用研究システム」を作り，宇宙実験成果の最大化を図っていくこと
を推進した．木下は結晶研究チームの代表研究者として招かれ，独創的な成果の創出が求められた．㻌
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Pb1xSnxTe

期待値

図 㻝．「ふわっと’㻥㻞」実験で得られた 㻼㼎㻝㻙㼤㻿㼚㼤㼀㼑 結晶の組成分布（○が宇宙育成，赤線が期待値）㻌
㻌
㻌
「ふわっと’㻥㻞」実験結果を基に，新しい結晶成長方法を発明すべく，㻝㻜㻠㻌 㻳 程度の微小重力下でも
均一組成を達成する方法を種々検討した．その中で，出発原料に傾斜組成を持たせ，原料を部分的に
融かす方法を考案した（特許第 㻠㻞㻟㻥㻜㻢㻡 号）．その新しい結晶成長方法では結晶成長の開始時点で，
拡散律速定常状態の溶質濃度勾配が溶融帯（メルトゾーン）内に実現しており，均一組成の混晶製造
に適した方法であることを見出した．またこの方法では，㻝㻜℃㻛㼏㼙 程度の低い温度勾配の下で溶融帯
を形成するため，溶融帯幅が狭い場合は溶融帯全体がほぼ飽和濃度になっていることから，「飽和溶
融帯移動法，英文名：㼀㼞㼍㼢㼑㼘㼕㼚㼓㻌㻸㼕㼝㼡㼕㼐㼡㼟㻙㼆㼛㼚㼑㻌㻔㼀㻸㼆㻕法」と名付けた㼇㻝㻝㻙㻝㻟㼉．㻌
以上のような経緯で開発された新しい結晶成長方法 㼀㻸㼆 法は溶液法の一種で，溶液中の物質輸送
が拡散支配であることを前提としている．対流がある場合は溶液中の溶質濃度分布が乱されるため，
適用できない．地上で 㼀㻸㼆 法を適用しようとすると，直径 㻞㻌 㼙㼙 程度の細い結晶（この場合は直径 㻞㻜㻌
㼙㼙 結晶に比べ対流の駆動力は液体の粘性により 㻝㻛㻝㻜㻜㻜 になるので 㼀㻸㼆 法は適用可）に限定される
か，あるいは大口径結晶では長さが 㻝㻜㻌㼙㼙 程度にしか成長しないという問題点があった．そこで，実用
に供される大口径・長尺の結晶成長においても，㼀㻸㼆 法結晶成長の原理が適用可能か否かを確認す
ること，および径方向の成長速度を詳細に調べ，二次元結晶成長モデルを評価し，㼀㻸㼆 法をさらに進化
させること，ならびに地上製造への応用の知見を獲得することを目的として宇宙実験を提案した．㻌
当初は，㻵㼚㻭㼟 と 㻳㼍㻭㼟 の混晶で，波長 㻝㻚㻟㻌 㼙 帯の光通信用半導体レーザ基板として有望な
㻵㼚㻜㻚㻟㻳㼍㻜㻚㻣㻭㼟 の均一組成バルク単結晶育成を目指したが，スペースシャトル・コロンビア号の事故等で国
際宇宙ステーション（㻵㻿㻿㻕の建造が遅れ，その間に地上で板状にして溶液中の対流を抑制して 㻵㼚㻳㼍㻭㼟
結晶製造を行う実験が進展したため，㻿㼕 と 㻳㼑 の混晶である 㻿㼕㻳㼑 を対象とした実験に変更した．㻿㼕㻳㼑
は 㻿㼕 に代わる次世代高速電子デバイス用基板材料として，あるいは 㻤㻜㻜℃以上の高温での熱電変換
素子用材料として，また赤外線領域のレンズや窓材として大変有望であり，均一組成の混晶製造が渇
望されており，かつ 㻵㼚㻳㼍㻭㼟 よりも大量に使用される可能性のある材料である．㻌
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２．㻌 研究計画㻌
２．１㻌 研究目標㻌

㻌

研究目標は，㼀㻸㼆 法の原理検証が中心になるので，まず本研究の中で考案した 㼀㻸㼆 法の原理につ

いて記述する．図 㻞 は 㻿㼕㻳㼑 混晶育成の場合を例に取り，㼀㻸㼆 法の原理を模式的に示したものである
㼇㻝㻝㻙㻝㻠㼉．出発原料として固体の 㻿㼕 種結晶，固体 㻳㼑，および 㻿㼕 原料を用意し，それらをルツボ内に挿入
し，酸化防止のために石英アンプルに真空封入する．その石英アンプル封入試料を温度勾配炉中で
㻝㻜㻜㻜～㻝㻞㻡㻜℃，温度勾配 㻝㻜℃㻛㼏㼙 程度に加熱し，融点の低い 㻳㼑（融点 㻥㻟㻤℃）を融かし，溶融帯（メル
トゾーン）を形成する．㻿㼕 の融点は 㻝㻠㻝㻠℃であるので固体のままであるが，㻳㼑 融液に接する所では 㻿㼕
が溶かされ，㻳㼑 融液に溶け込んでいく．十分時間が経った後では，㻿㼕 固体と 㻳㼑 融液が接する界面，
すなわち種結晶と 㻳㼑 融液の界面および 㻳㼑 融液と 㻿㼕 原料の界面では 㻿㼕 が飽和濃度に達するとともに，
㻳㼑 融液全体の 㻿㼕 濃度もほぼ飽和に達する．この場合，注目すべき点は，液相線上では温度が与えら
れると組成は一義的に定まるので，メルトゾーン全体をほぼ飽和濃度にすることは，温度勾配により濃
度勾配が制御できるようになったことを意味する．これが 㼀㻸㼆 法の特長で，外部から制御可能な温度
勾配により，メルト中に所望の溶質濃度勾配を形成させた点にある．過去の宇宙実験で均一組成の混
晶育成に成功しなかったのは，融液の一方向凝固法で拡散律速定常状態の実現を狙ったためで，定
常状態に達するまでに長い遷移領域を経なければならなかったことと，長尺のメルトを固化させるため
に残留重力の影響を受け易かったことによる㼇㻣㻘㻌 㻤㼉．㼀㻸㼆 法では温度勾配により濃度勾配が制御できる
ため，最初から拡散律速定常状態の溶質濃度分布が実現できること，および帯状に融かすために残
留重力の影響を受け難いメリットがある．㻌
㼀㻸㼆 法はゾーンメルト法の一種であるが，従来のゾーンメルト法と異なる点は，㻝㻜℃㻛㼏㼙 程度の低
い温度勾配の下でゾーンが形成される点にある．従来法では急峻な温度勾配を利用して狭い領域だ㻌

Temperature
gradient ～
10℃/cm
Si Feed

Ge
Si Seed

(a) 出発原料

㻌

(b) 溶融帯形成に
よる結晶成長

(c) 試料中のGe
濃度分布

(d) Si-Ge系状態図

㻌 㻌 図 㻞．㼀㻸㼆 法原理を示す模式図（㻿㼕㻳㼑 結晶育成の場合）
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けを融かす方法であるが，㼀㻸㼆 法では融点の高い材料の間に融点の低い材料が挟まれた構成になっ
ているので，㻝㻜℃㻛㼏㼙 程度の低い温度勾配の下でも狭いメルトゾーンの形成が可能になる．㻌
図 㻞 に示すように，結晶成長界面温度を約 㻝㻝㻜㻜℃に制御し，種結晶側が低温となるよう温度勾配を
付けた状態を保っておくと，図 㻞㻌㻔㼏㻕に示されるような 㻳㼑 の濃度勾配が融液（メルト）中に形成される．こ
の濃度勾配により 㻳㼑 は高濃度の結晶成長界面から低濃度な原料側に拡散によって輸送される．する
と成長界面では 㻳㼑 が少なくなって 㻿㼕 過飽和状態となり，㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡 組成の結晶が成長してくる．融液組
成の 㻿㼕㻜㻚㻝㻣㻳㼑㻜㻚㻤㻟 が 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡 組成の結晶となるので，約 㻢 割の 㻳㼑 は結晶中に取り込まれず，融液中に
排出される．この排出された 㻳㼑 は拡散によって高温側（低 㻳㼑 濃度側）へ輸送され，㻿㼕 原料を溶かす．
このように溶液中の濃度勾配による拡散を駆動力として結晶成長が自発的に進む．ゾーンは高温側へ
移動して行くので，結晶成長に合わせて容器を下方へ移動させるか，あるいはヒータを上方へ移動さ
せるかして成長界面温度を常に約 㻝㻝㻜㻜℃に保つようにすると，㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡 一定組成の結晶が成長し続け
ることになる．以上が 㼀㻸㼆 法の原理の概要である㼇㻝㻝㻙㻝㻠㼉．㻌 㻌
一定組成の結晶を得るには，上で述べたゾーンの移動速度を見積もり，移動速度に合わせて試料と
ヒータの相対位置を変化させることが重要である．速度の計算には，結晶化（固化）に際して排出され
る 㻳㼑 の量と拡散によって運び去られる 㻳㼑 の量がバランスするという拡散律速定常状態が基礎となる．
最も単純な一次元モデルで考えると，㻔㻝㻕式が成立する．㻌
(𝐶𝐶𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑆𝑆 )𝑅𝑅 = −𝐷𝐷

𝜕𝜕𝜕𝜕
㻌
𝜕𝜕𝜕𝜕

㻔㻝㻕㻌

ここで，㻯㻸は成長界面での㻳㼑の液相線（リキダス）濃度，㻯㻿は固相線（ソリダス）濃度，㻾は成長速度，

㻰は㻿㼕㻳㼑相互拡散係数，㻯は溶液中の㻳㼑濃度，㼆は成長界面からの距離を表す．濃度勾配㻌 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌
は微分の連結則により㻌
𝜕𝜕𝐶𝐶 𝜕𝜕𝜕𝜕 ∂T
=
㻌
𝜕𝜕𝑍𝑍 𝜕𝜕𝜕𝜕 ∂Z

㻔㻞㻕㻌

に置き換えられるので，㻔㻝㻕式から速度㻾は以下のように与えられる．なお，𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌 は液相線の勾配の
逆数，𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕は温度勾配である．㻌
𝑅𝑅 = −

𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝐶𝐶𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑆𝑆 ) 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕

(3)

㻔㻟㻕式から，成長させる結晶の組成を固定すると，㻰㻘㻌 㻯㻸㻘㻌 㻯㻿㻘㻌 ，𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌 は一定であるので，成長速度は
温度勾配𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌 に比例することとなる．またこの式は，結晶成長速度㻾が外部から与えられた温度勾
配によってアクティブに定められることを示すもので，㼀㻸㼆法の真髄をなすものである．この式を㼀㻸㼆法
一次元モデル式と呼ぶ．㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡の場合，㻰㻌 = 9.5×10㻌 㼙㻞㻛㼟，および状態図㼇㻝㻡㼉から得られる㻯㻸㻜㻌 㻩㻌
㻜㻚㻤㻟㻝㻌㼙㼛㼘，㻯㻿㻜㻌㻩㻌㻜㻚㻡㻜㻌㼙㼛㼘，∂C㻸/∂T㻌㻩㻌1.53×10㻙㻟㻌㼙㼛㼘㻛㻷を用いて温度勾配10℃/cmに対して自発成
長速度を計算すると㻜㻚㻝㻢㻌㼙㼙㻛㼔が得られる．㻌
以上は一次元とみなせる細い結晶での成長速度であるが，大口径結晶では軸方向の成長速度の他
に径方向成長速度を考慮する必要がある．結晶を軸対称とみなすと，二次元の成長速度式㻔㻠㻕が求ま
る㼇㻝㻢㼉．なお，㻔㻠㻕式においては，軸方向および径方向ともに溶質の飽和濃度が維持されていることを前
提としている．㻌
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𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
=−
( −
)㻌
(𝐶𝐶𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑆𝑆 ) 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

㻔㻠㻕㻌

ここで，𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌 は㻌 成長界面の移動速度，𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌 は径方向温度勾配，𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌 は界面形状の径方向
変化率を表す．
㻌 以上述べたように，㼀㻸㼆 法では，融液（メルト）中の物質輸送が拡散支配であることを前提としている．
対流がある場合は融液中の溶質濃度分布が乱されるため，㻔㻟㻕式および㻔㻠㻕式の適用は不可能になる．
そこで，液体中の対流を抑制し，長尺にわたる㻌 㼀㻸㼆 法結晶成長原理の適用性を確認すること，および
径方向の成長速度を詳細に調べ，二次元結晶成長モデル式㻔㻠㻕を評価し，径方向組成均一達成条件を
明らかにすることを目的として微小重力下実験を提案し，表 㻝 に示す目標とサクセスクライテリアを設定
した．㻌
㻌 なお，国際 㻭㻻 採択時の実験計画書初版では，㻵㼚㻳㼍㻭㼟 を対象とし，㼀㻸㼆 法の一次元モデル式㻔㻟㻕の検
証と，㼀㻸㼆 法の適用限界を明らかにすることを目的としていたが，地上実験の進展により㻔㻟㻕式は直径 㻞㻌
㼙㼙 の試料を用いることにより検証できるようになったため，地上実験では検証できない二次元モデル
式㻔㻠㻕の検証に目標を設定し直した．表 㻝 に実験計画書の初版と最終版の目標の違いも対比して示す．㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 表 㻝．実験目標とサクセスクライテリア㻌
サクセスレベル㻌
クライテリア（計画書初版）㻌
クライテリア（計画書最終版）㻌
㻹㼕㼚㼕㼙㼡㼙㻌㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟㻌
㻵㼚㻜㻚㻟㻳㼍㻜㻚㻣㻭㼟 単結晶の成長速度と温 １本の温度調整実験と，温度勾配ある
度勾配の関係を通じて 㼀㻸㼆 法一次 いは成長距離を変えて実験した 㻞 本の
㻴㼕㼏㼍㼞㼕 カートリッジ㻔合計 㻟 カートリッジ㻕
元モデルを検証する．㻌
を所定の実験条件で実施し，㼀㻸㼆 法二
次元モデル式の二次元性指標につい
て温度勾配あるいは成長距離依存性
が検証出来ること．㻌
上記に加えて，㻌
㻲㼡㼘㼘㻌㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟㻌
上記に加えて，㻌
均一組成を実現する溶融帯幅の 温度勾配か成長距離を変えて残り 㻝 本
限界と組成的過冷却を防止する溶 の 㻴㼕㼏㼍㼞㼕 カートリッジで結晶成長実験を
融 帯 幅 の 限 界 を調 べ る こ とに よ 実施し，㼀㻸㼆 法二次元モデル式におけ
り，㼀㻸㼆 法の適用限界を把握す る二次元性指標の温度勾配依存性と
成長距離依存性の両方の算出により，
る．㻌
実験と二次元モデル式との定量的な比
較が出来ること．㻌
㻌
㻱㼤㼠㼞㼍㻌 㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟㻌
㻌
―㻌
㻌
―㻌
㻌
㻌
以下，サクセスクライテリアの内容に関して補足する．㻹㼕㼚㼕㼙㼡㼙㻌㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟 における 㼀㻸㼆 法二次元モデ
ル式の二次元性指標とは㻔㻠㻕式中の

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

のことであり，界面形状 と径方向温度勾配 の積で表され
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

る値を指す．㻌 㻲㼡㼘㼘㻌㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟 における 㼀㻸㼆 法二次元モデル式と定量的な比較ができることの意味は，二
次元モデル式で計算される成長速度と界面位置の変化から測定される実際の成長速度とを比較し，両
者の差を成長距離あるいは成長時間の関数として求めることである．㻌
㻌
㻌
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２．２㻌 体制㻌
㻌 㻌 研究チームの体制を表 㻞 に示す．国際 㻭㻻 に応募し，採択された 㻞㻜㻜㻝 年度以降の担当者と分担を
まとめた．二重線より上が，フライト期間中の研究チームの体制である．実験準備も含めて長期間にわ
たっており途中で担当者の交代があったが，実験提案，実験準備，宇宙実験の運用，飛行後解析，成
果の取り纏め，および広報まで 㻶㻭㼄㻭 組織としての分担および 㻶㻭㼄㻭 の支援体制は十分であった．㻌 㻌
㻌
表 㻞．研究チームの体制（㻞㻜㻜㻝 年以降）㻌
分類㻌
氏名㻌
所属㻌
代表研究者㻌
木下㻌 恭一㻌 宇宙航空研究開発機構㻌
コーディネータ㻌 荒井㻌 康智㻌 宇宙航空研究開発機構㻌
共同研究者㻌
稲富㻌 裕光㻌 宇宙航空研究開発機構㻌
共同研究者㻌
塚田㻌 隆夫㻌 東北大㻌
支援研究者㻌
島岡㻌 太郎㻌 日本宇宙フォーラム㻌
支援技術者㻌
吉川㻌 淳一㻌 有人宇宙システム（株）㻌
コーディネータ㻌 越川㻌 尚清㻌 宇宙航空研究開発機構㻌
支援技術者㻌
岡㻌 利春㻌
（株）㻵㻴㻵 エアロスペース㻌
支援技術者㻌
酒井由美子㻌 （株）㻵㻴㻵 エアロスペース㻌
支援技術者㻌
曽根㻌 武彦㻌 有人宇宙システム（株）㻌
支援技術者㻌
田仲㻌 涼太㻌 （株）エイ・イー・エス㻌
支援技術者㻌
宮田㻌 浩旭㻌 （株）エイ・イー・エス㻌
共同研究者㻌
植田㻌 稔晃㻌 三菱マテリアル（株），出向㻌
共同研究者㻌
緒方㻌 康行㻌 三菱マテリアル（株），出向㻌
支援研究者㻌
桜井㻌 直子㻌 日本宇宙フォーラム㻌
支援研究者㻌
木暮㻌 和美㻌 日本宇宙フォーラム㻌
共同研究者㻌
足立㻌 聡㻌
宇宙航空研究開発機構㻌
共同研究者㻌
前川㻌 透㻌
東洋大㻌
支援技術者㻌
鶴㻌 哲也㻌
（株）エイ・イー・エス㻌
支援技術者㻌
村松㻌 裕治㻌 （株）エイ・イー・エス㻌
支援技術者㻌
兼子㻌 稔㻌
石川島ジェットサービス㻌
支援技術者㻌
岩井㻌 正行㻌 （株）エイ・イー・エス㻌
共同研究者㻌
花上㻌 康宏㻌 三菱マテリアル（株），出向㻌
共同研究者㻌
中村㻌 裕彦㻌 （株）三菱総研，出向㻌
共同研究者㻌
龍見㻌 雅美㻌 住友電工（株）㻌
共同研究者㻌
山田㻌 正良㻌 京都工繊大㻌

役割分担㻌
研究提案，全般㻌
宇宙実験計画詳細化㻌
理論㻌
シミュレーション㻌
実験計画支援㻌
運用計画支援㻌
宇宙実験計画詳細化㻌
供試体製造㻌
供試体製造㻌
運用計画支援㻌
地上予備実験支援㻌
地上予備実験支援㻌
実験技術㻌
実験技術㻌
実験計画支援㻌
実験計画支援㻌
熱解析，容器設計㻌
シミュレーション㻌
地上予備実験支援㻌
地上予備実験支援㻌
地上予備実験支援㻌
地上予備実験支援㻌
実験技術㻌
理論㻌
実験技術㻌
試料評価㻌

期間㻔西暦㻕㻌
㻜㻝～㻝㻢㻌
㻜㻤～㻝㻢㻌
㻜㻤～㻝㻢㻌
㻝㻜～㻝㻢㻌
㻜㻤～㻝㻠㻌
㻜㻥～㻝㻠㻌
㻜㻞～㻜㻢㻌
㻝㻜～㻝㻝㻌
㻜㻤～㻜㻥㻌
㻜㻤～㻜㻥㻌
㻜㻣～㻝㻞㻌
㻜㻠～㻝㻜㻌
㻜㻢～㻜㻣㻌
㻜㻞～㻜㻡㻌
㻜㻡～㻜㻢㻌
㻜㻞～㻜㻠㻌
㻜㻝～㻜㻥㻌
㻜㻝～㻜㻟㻌
㻜㻝～㻜㻢㻌
㻜㻝～㻜㻤㻌
㻜㻝～㻜㻤㻌
㻜㻝～㻜㻟㻌
㻜㻝㻌
㻜㻝㻌
㻜㻝㻌
㻜㻝㻌

㻌
２．３㻌 スケジュール㻌
国際 㻭㻻 における採択から実験後の試料回収までの主なスケジュールを表 㻟 にまとめて記す．スケ
ジュールに大きなインパクトを与えたのは，㻞㻜㻜㻟 年 㻞 月のスペースシャトル・コロンビア号の事故により
国際宇宙ステーションの建設が凍結され，それに伴い温度勾配炉㻔㻳㻴㻲㻕の開発が 㻞㻜㻜㻠 年に凍結され
たこと，および打ち上げた 㻳㻴㻲 のヒータの短絡やターボ分子ポンプの故障であった．提案から実験の
実施まで長期間を要したが，研究の意義が減じることのないようフライト直前まで研究内容を最新化し，
実験計画書を更新した．なお，当初計画では１本目の試料から４本目の試料まで連続して実験を行うこ
とになっていたが，１本目の実験の組成分布解析結果を反映させて２本目の実験を実施し，２本目の
結果を反映させて３本目，３本目の結果を反映させて４本目の実験というように変更したことである．良
い成果を得る上で，大変有効であった．㻌
㻌
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㻌 㻌 㻌 㻌 表 㻟．主なスケジュール㻌
項目㻌
国際 㻭㻻 採択㻌
実験計画書初版作成㻌
温度勾配炉㻔㻳㻴㻲㻕開発凍結㻌
温度勾配炉㻔㻳㻴㻲㻕凍結解除㻌
実験計画書改訂版作成㻌
システム定義審査㻌 㻔㻿㻰㻾㻕㻌
試料カートリッジ安全審査㻔㻿㻭㻾㻕㻌
試料カートリッジ基本設計審査㻔㻼㻰㻾㻕㻌
プロジェクト移行審査㻌
試料カートリッジ詳細設計審査㻔㻯㻰㻾㻕㻌
カートリッジ出荷前審査㻌 㻔㻼㻽㻾㻛㻼㻿㻾㻕㻌
㻺㻭㻿㻭 による安全審査㻌 㻔㻼㻿㻾㻼㻕㻌
実験計画書最終版作成㻌
㻳㻴㻲 および試料カートリッジ打上㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 １本目実験㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 １本目回収㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 ２本目実験㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 ２本目回収㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 ３本目実験㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 ３本目回収㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 ４本目実験㻌
Ｈｉｃａｒｉ㻌 ４本目回収㻌
飛行後解析完了㻌
㻌

実績スケジュール㻌
㻞㻜㻜㻞 年 㻝 月㻌
㻞㻜㻜㻟 年 㻥 月（実験試料 㻵㼚㻳㼍㻭㼟）㻌
㻞㻜㻜㻠 年㻌
㻞㻜㻜㻣 年 㻥 月㻌
㻞㻜㻜㻤 年 㻤 月（実験試料を 㻿㼕㻳㼑）㻌
㻞㻜㻜㻤 年 㻤 月㻌
㻞㻜㻜㻤 年 㻤 月㻌
㻞㻜㻜㻤 年 㻝㻝 月㻌
㻞㻜㻜㻤 年 㻝㻝 月㻌
㻞㻜㻜㻥 年 㻤 月㻌
㻞㻜㻝㻜 年 㻢 月㻌
㻞㻜㻝㻜 年 㻢 月㻌
㻞㻜㻝㻜 年 㻝㻞 月㻌
㻞㻜㻝㻝 年 㻝 月㻌
㻞㻜㻝㻟 年 㻞～㻟 月㻌
㻞㻜㻝㻟 年 㻠 月㻌 㻔㻿㼜㼄㻙㻞㻕㻌
㻞㻜㻝㻟 年 㻣～㻤 月㻌
㻞㻜㻝㻟 年 㻝㻞 月㻌 㻔㻿㼛㼥㼡㼦㻌㼀㻹㻭㻙㻜㻥㻹㻕㻌
㻞㻜㻝㻠 年 㻞～㻟 月㻌
㻞㻜㻝㻠 年 㻡 月㻌 㻔㻿㼜㼄㻙㻟㻕㻌
㻞㻜㻝㻠 年 㻢～㻣 月㻌
㻞㻜㻝㻠 年 㻝㻜 月㻌 㻔㻿㼜㼄㻙㻠㻕㻌
㻞㻜㻝㻣 年 㻟 月㻌

開発段階移行時計画㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻞㻜㻜㻥 年 㻠 月㻌
㻞㻜㻝㻜 年 㻝 月㻌
㻌
㻌
㻞㻜㻝㻜 年 㻣 月㻌
㻞㻜㻝㻜 年 㻝㻜 月㻌
㻞㻜㻝㻜 年 㻝㻞 月㻌
㻞㻜㻝㻝 年 㻝 月㻌
㻞㻜㻝㻝 年 㻟 月㻌
㻞㻜㻝㻝 年 㻠 月㻌
㻞㻜㻝㻝 年 㻢 月㻌
㻞㻜㻝㻝 年 㻣 月㻌
㻞㻜㻝㻝 年 㻥 月㻌
㻞㻜㻝㻠 年 㻟 月㻌

３．㻌 実験準備・運用㻌
３．１㻌 実験条件決定㻌
㻌 㻌 一番時間を割いたのが，宇宙での結晶成長条件を詳細に決定する地上予備実験であった．宇宙実
験用温度勾配炉㻔㻳㻴㻲㻕は温度勾配が 㻝㻡㻜℃㻛㼏㼙 まで設定可能なように，㻟 つの加熱室から構成されて
いる．そのため，各加熱室の幅が狭く，急峻な温度勾配の設定には適しているが，長い均熱領域を設
定したり，㼀㻸㼆 法実験のように温度勾配を一定に保とうとしたりすると，各加熱室の温度を細かく調整す
る必要が生じる．加熱室と試料の相対位置が少し変化しただけで，温度が変化してしまうためである．
㻴㼕㼏㼍㼞㼕 実験では，温度勾配 㻞㻞℃㻛㼏㼙 以上では結晶品質の低下が判明していたので，温度勾配 㻤℃㻛㼏㼙
および 㻝㻢℃㻛㼏㼙 の実験を計画し，目標の温度勾配が 㻞㻜㻌㼙㼙 以上の移動に対しても保たれる加熱条件
を実験により取得した．合計 㻝㻣 回の結晶成長実験を地上実験用電気炉㻔㻮㻮㻹 炉㻕を使用して行った．㻌
３．２㻌 宇宙実験用試料作製㻌
㻌 作製した結晶成長実験用試料の概念図を図 㻟 に示す．㻌 㻿㼕 および 㻳㼑 は表面酸化物をエッチングで
取り除き，融液押圧用のカーボンバネとともに，窒化ホウ素㻔㼎㼛㼞㼛㼚㻌㼚㼕㼠㼞㼕㼐㼑㻘㻌 㻮㻺㻕製のルツボ内に挿入し，
石英アンプル（図示せず）中に 㻝×㻝㻜㻙㻡㻌 㻼㼍 で真空封入されている．石英アンプルは金属カートリッジの
先端に挿入され，電子ビーム溶接で蓋が閉じられ，万が一石英アンプルが破損しても融けた試料が外
に漏れ出さないようになっている．なお，試料の直径は 㻝㻜㻌㼙㼙，全長約 㻝㻜㻜㻌㼙㼙 である．㻌
３．３㻌 クルー訓練㻌
㻌 㻳㻴㻲 の加熱やヒータ移動等は地上からのコマンドで実施出来るが，カートリッジの 㻳㻴㻲 への装着，
取り外し，帰還に向けてのカートリッジ先端の分離や試料の梱包は宇宙飛行士に行ってもらう必要が
ある．実験の科学的意義を説明するとともに，カートリッジの取扱等を実際に経験してもらった．㻌
7 7
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㻮㻺㻌ルツボ

㻿㼕㻌種結晶 㻳㼑

㻿㼕㻌原料

カーボンバネ

試料封入箇所

図 㻟．試料構造（模式図）とカートリッジ外観㻌
３．４㻌 㻳㻴㻲 の運用㻌
㻌 㻳㻴㻲 の真空排気系の故障で，ヒータの温度上昇速度を落とさざるを得ず，㻝㻞㻡㻜℃に到達するまでに
㻡 日間以上の長時間を要する事態になったが，実験目的やサクセスクライテリアは変更の必要はなか
った．電気炉運用担当者（㻳㻻㻸㻱㻹）には真空度を見ながら少しずつ温度上昇させるという長期間の実
験にもかかわらず，粘り強く支援していただき，実験は成功裏に終了した．㻌
㻌
４．㻌 実験結果および成果㻌
４．１㻌 実験条件および微小重力環境㻌
㻌 合計 㻠 回の微小重力実験を実施した．全ての実験が目標の結晶成長条件で実施でき，試料も全て
無事回収することができた．結晶成長条件と主な結果をまとめて表 㻠 に示す．㻌
㻌
表 㻠．宇宙実験条件と主な結果㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 目標値㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 達成値㻌
㻺㼛㻚㻌 温度勾配㻌 ヒータ移 成長距 組成㻌
温度勾配㻌 ヒータ移 成長距 組成㻌
動速度㻌 離㻌
動速度㻌 離㻌
（平均値）㻌
㻝㻌 㻤℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻡㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻥℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻣㻚㻞㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻝㻡㻳㼑㻜㻚㻠㻤㻡㻌
㻞㻌 㻤℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻜㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻥℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻥㻚㻞㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻜㻞㻳㼑㻜㻚㻠㻥㻤㻌
㻟㻌 㻤℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻡㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻥℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻠㻚㻡㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻜㻢㻳㼑㻜㻚㻠㻥㻠㻌
㻠㻌 㻝㻢℃㻛㼏㼙㻌 㻜㻚㻞㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻜㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻝㻤℃㻛㼏㼙㻌 㻜㻚㻞㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻝㻚㻠㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻞㻝㻳㼑㻜㻚㻠㻣㻥㻌
㻌 㻹㻹㻭㻌 㻔㻹㼕㼏㼞㼛㼓㼞㼍㼢㼕㼠㼥㻌 㻹㼑㼍㼟㼡㼞㼑㼙㼑㼚㼠㻌 㻭㼜㼜㼍㼞㼍㼠㼡㼟㻕で測定された温度勾配炉ラックの実験中における微小
重力環境は，液体の流れに大きな影響を及ぼす 㻝㻴㼦 以下の低周波領域で 㻣×㻝㻜㻙㻡㻌㻳 以下であり，かつ
実験中に突発的な重力ノイズの発生もなく，良好な環境であった．㻌
㻌
４．２㻌 試料外観㻌
㻝 回目の実験後回収した試料の外観を図 㻠 に示す㼇㻝㻣㼉．試料を入れる 㻮㻺 ルツボおよび真空封入用石
英アンプルも併せて示す．試料には割れや欠けなど無く，打ち上げおよび回収時の衝撃による損傷は
認められなかった．㻿㼕 種結晶，㻿㼕㻳㼑 成長結晶，急冷された融液（メルト）部分，㻿㼕 原料の境界が容易に
判別される．これは，㻿㼕 と 㻳㼑 で反射する光の波長が異なっているためと思われる．㻿㼕 原料の表面に液

8 8
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石英アンプル

ＢＮ ルツボ

10 mm

溢れ出た融液

SiGe 結晶
Si 種結晶

Si 原料

急冷融液

図 㻠．第 㻝 回目実験後の回収試料外観㻌

体が這ったような跡が観察されるが，これは 㻳㼑 リッチな融液がカーボンバネの押圧力により原料側へ
押し出された結果である．これは，カーボンバネが有効に働き，液体の自由表面が防止されたことを示
す．よって，結晶成長実験中のマランゴニ対流（表面張力差に起因する対流）は発生しなかったと判断
される．㻿㼕㻳㼑 成長結晶の長さは，計画長 㻝㻡㻌㼙㼙 に対し 㻝㻣㻚㻞㻌 㼙㼙 であった．式㻔㻟㻕で述べたように，成長
速度は温度勾配に比例する．計画より 㻞㻚㻞㻌㼙㼙 長く成長していたことから，温度勾配は計画では 㻤℃㻛㼏㼙
の予定であったが，実際は１割強増しの約 㻥℃㻛㼏㼙 になっていたことが判明した．これは，対流による熱
輸送がなくなり，その分だけ温度
分布の平均化が少なくなったた
めである．微小重力下での温度

100

勾配の上昇は「ふわっと’㻥㻞 実

90

験」で観測されていたので㼇㻡㼉，
力下での熱環境の違いを明らか
にすることに主眼を置いて実施
された．第 㻞 回目から 㻠 回目の
実験においては，このような熱

80

Ge濃度 （at%）

第 㻝 回目の実験は地上と微小重

70
60
40
20

われた．㻌 㻌

10

㻌 第 㻝 回目の実験で得られた軸

48.5±1.5%

30

環境の変化を考慮して実験が行
４．３㻌 軸方向組成分布㻌

急冷融液

50

Si 種結晶

0

20

方向 㻳㼑 濃度分布を図 㻡 に示す
㼇㻝㻣㼉．測定には 㻱㻼㻹㻭㻌 㻔㻱㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼚㻌

SiGe 結晶

30

40

長さ (mm)

50

60

図 㻡．軸方向 㻳㼑 濃度分布（図中赤が中心軸，緑と青は中

㻼㼞㼛㼎㼑㻌 㻹㼕㼏㼞㼛㼍㼚㼍㼘㼥㼦㼑㼞㻕を使用した．

心から 㻠㻌 㼙㼙 離れた位置での軸方向測定値，長さは

測定精度は±㻜㻚㻜㻞㼍㼠㻑である．種

種結晶先端からの距離）㻌
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結晶の 㻳㼑 濃度 㻜㻌㼍㼠㻑からいきなり目標の 㻳㼑 濃度約 㻡㻜㻌㼍㼠㻑が得られており，途中に濃度の遷移領域が
無いのが 㼀㻸㼆 法の特長である．これは先に述べたように，㼀㻸㼆 法では温度により濃度が制御でき，結
晶成長の開始から融液中の 㻳㼑 濃度を拡散律速定常状態の濃度に設定できるからである．㻝㻣㻚㻞㻌㼙㼙 の
成長距離にわたって，㻠㻤㻚㻡±㻝㻚㻡㻌㼍㼠㻑の均一組成が得られた．直径 㻝㻜㻌㼙㼙 の 㻿㼕㻳㼑 結晶で，このような長
尺の均一組成が得られたのは初めてであり，㼀㻸㼆 法の有効性が示された．それと同時に，㻝㻜㻙㻡㻌㻳 という
微小重力環境が地上では製造困難であった直径 㻝㻜㻌㼙㼙 の長尺均一組成実現を可能にしたという点に
おいて，微小重力効果も認められたと言える．なお，図中青色矢印部分で 㻳㼑 濃度の低下が認められる
が，シミュレーションの結果，これは金属カートリッジの表面が加熱により酸化されて黒化し（図 㻟 参照），
カートリッジ表面の放射率が変化したためであることが判明した㼇㻝㻤㼉．図 㻢 にシミュレーション結果を示
す．本シミュレーションでは，カートリッジ表面に取り付けられた 㻡 本の熱電対の測温値から，結晶成長
開始時から 㻠㻜㻡 分後にカートリッジ表面の放射率が 㻜㻚㻞㻤 から増加し始め，㻝㻣㻜㻜 分後には 㻜㻚㻠㻜 で一定
になったと見積り，まず 㻳㻴㻲 の総合熱解析を行い，炉内の温度分布を求めた後，この結果に基づき
㼀㻸㼆 法の原理をモデル化した詳細解析により結晶成長による組成変化を解析したものである．放射率
一定の場合，㻳㼑 濃度の低下は認められないが，放射率を変化させた場合は，成長途中で 㻳㼑 濃度が 㼂
字型に低下しており，組成変化の傾向
が実験と良く合っていることが分る．実
験では新品の金属光沢のあるカートリッ
ジを使用したためこのような現象が起こ
った．今後提案される実験では，予め表
面を酸化させるなどして，加熱中に放射
率の変化が起こらないように留意すべき
である．㻌
㻌 第 㻟 回目の実験（㻏㻟）と第 㻠 回目の実
験（㻏㻠）の軸方向組成分布を比較して図
㻣 に示す㼇㻝㻥㼉．それぞれ中心軸に沿って
測定されたものである．㻏㻟 試料は．成長
距離 㻝㻠㻚㻡㻌㼙㼙 で，㻳㼑 の平均濃度は 㻠㻥㻚㻠㻌
図 㻢．軸方向 㻳㼑 濃度分布のシミュレーション結果㻌

㼍㼠㻑，標準偏差 㻞㻚㻜㻌 㼍㼠㻑であった．一方，
㻏㻠 試料は 㻝㻝㻚㻠㻌 㼙㼙 の成長で．㻳㼑 濃度
㻠㻣㻚㻥±㻝㻚㻥㻌㼍㼠㻑であった．結晶成長時の温
度勾配は，㻏㻟 の 㻥℃㻛㼏㼙 に対し，㻏㻠 は 㻞

100

温度勾配が 㻞 倍違っても組成変動は±㻞㻌
㼍㼠㻑以内に納まっており，均一性にはほ
とんど影響がないことを示している．㻏㻠
の実験ではヒータを 㻞 倍の速度で移動さ
せており，この結果は温度勾配 㻞 倍の
実験では，結晶成長速度が 㻞 倍になっ
たことを意味し，軸方向成長速度に関す
る㻔㻟㻕式の有効性を示す．㻌

Ge濃度 (at%)

倍の 㻝㻤℃㻛㼏㼙 であった．実験結果は，

90
80
70
60
50
40
30
20

急冷融液部

#4 (11.4 mm)

10 Si 種結晶
0
25
30
35

40

45

50

55

種結晶先端からの距離 (mm)

大口径結晶での 㼀㻸㼆 法原理の適用
が実証された点は，㼀㻸㼆 法による大型

SiGe 結晶
#3 (14.5 mm)

図 㻣．軸方向 㻳㼑 濃度分布の＃㻟 と＃㻠 の結晶の比較㻌
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結晶製造の可能性を高めるものである．宇宙実験成果を活かした大口径結晶の地上製造に着手し，
既に直径 㻡㻜㻌㼙㼙 径で，結晶性に優れた 㻿㼕㻳㼑 結晶の製造に成功している（４．㻝㻞 項参照）．㻌
４．４㻌 成長距離㻌
第 㻝 回目の実験で 㻝㻣㻚㻞㻌㼙㼙 成長した結晶が得られ，第 㻟 回目の実験で 㻝㻠㻚㻡㻌㼙㼙 成長した結晶が得ら
れたが，地上では直径 㻝㻜㻌㼙㼙 では，㻝㻞㻌㼙㼙 以上の長さの結晶は得られていない．その理由を考察する
ために，第 㻝 回目の実験で得られた結晶の縦断面の 㻳㼑 濃度分布図を地上で最も長く成長した結晶の
濃度分布図と比較して図 㻤 に示す．宇宙育成の場合は，㻝㻣㻚㻞㻌㼙㼙 成長した後もメルトゾーンが明瞭に残
っているのに対し，地上育成の場合は 㻝㻝㻚㻞㻌㼙㼙 の成長距離にも関わらずメルトゾーンは 㻿㼕 原料の方か
ら伸びてきた固体で覆われてしまっている．これは，後述の図 㻞㻡 に示すように，地上では対流により高
濃度 㻿㼕 が原料側から運ばれてきて，溶解界面で組成的過冷却を起こしてしまったためと考えられる．
微小重力下では対流が抑制されるので，メルト内には原料から伸びてきた固体は存在ない．㻝㻣㻚㻞㻌 㼙㼙
の長さの結晶を成長させたこの実験から，対流が抑制されれば，㼀㻸㼆 法原理による成長がメルトが無く
なるまで続くことが実証されたと言える．この成果は，地上でも磁場を印加するなりして対流をある程度
抑制できれば長尺結晶製造が可能となることを示すもので，㼀㻸㼆 法応用上の波及効果が期待される．㻌

図 㻤．宇宙育成結晶と地上育成結晶の縦断面の 㻳㼑 濃度分布の比較㻌
４．５㻌 界面形状㻌
㻌 界面形状の一部は，図 㻤 で観察されるように，急冷されたメルトと成長結晶の境界からその形を観察
することは可能である．しかし，この観察方法で観察されるのは，種結晶と成長結晶の境界の形状と成
長結晶とメルトとの境界の 㻞 点の形状に限られる．幸いなことに，第 㻟 回目の実験において，図 㻥 に示
す 㻝℃のステップ状温度変化を印加したところ，成長縞が明瞭に観察された㼇㻞㻜㼉．温度ステップは成長
中に 㻠㻝 回印加している．成長縞の観察結果を図㻌 㻝㻜 に示す．図は反射電子像であるが，㻿㼕 と 㻳㼑 の反
射電子強度が異なるため（㻳㼑 は 㻿㼕 の約 㻞 倍），組成の情報も含んでいる．㻿㼕 濃度が高くなる程反射電
子強度が弱くなるので，黒っぽく観察される．図で黒い縞の部分は，周囲に比べ 㻿㼕 濃度が約 㻜㻚㻞㻌㼍㼠㻑高く
なっていることが判明したが，これは，状態図㼇㻝㻡㼉から読み取った 㻝℃の温度変化に伴う 㻿㼕 の濃度変化
に対応している．この対応関係を図 㻝㻝 に示す．成長縞を横切っての 㻿㼕 濃度変化の測定値と，温度変化
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に伴う 㻿㼕 濃度変化の数値解析結果
が良く一致している．即ち，図で示さ
れた縞は従来観察されてきた不純
物縞と異なり，結晶組成の変化に対
応して見えるようになった縞である．
このような結晶組成を変化させたこ
とによる成長界面のマーキングは世
界初と言え，成長界面の組成情報
を含んでいる点において学術的価
値の高いものである．㻌
界面形状は，成長初期は種結晶
周囲への融液のもぐり込みを反映し
てメルト側に凸の形状をしている．
結晶成長が進むにつれて形状は平

図 㻥．中央室 㻝 ヒータ温度と経過時間

坦に近づいている．なお，界面形状

SiGe crystal
(polycrystal)

が明瞭に見えるのは単結晶の領域で，約 㻣㻌
㼙㼙 成長した所までである．多結晶領域では粒

て不明瞭になっている．地上実験の場合は，メ
ルト内対流による温度変動があるため，特にス
テップ状温度変化を与えなくとも成長縞が観察
された．その様子を図 㻝㻞 に示す．地上育成の

SiGe crystal
(single)
Si seed

場合，成長界面はメルト側に向かって大きく窪
み，成長が進むにつれて中心部の湾曲度は増

5 mm

加している．㻌
今回形成された成長縞は，界面形状の観察

Seed

方位の違いによる界面の傾きなどがあったりし

Growth direction

界の所で界面が不連続になっていたり，成長

図 㻝㻜．㻝℃のステップ状温度変化によって導入さ

だけでなく，成長速度の正確な測定と，メルト

れた成長縞（白い横縞）

㻹㼑㼘㼠㻌㼦㼛㼚㼑

㻿㼕㻳㼑㻌㼏㼞㼥㼟㼠㼍㼘
㻹㼑㼘㼠㻌㼦㼛㼚㼑

㻿㼕㻌㼟㼑㼑㼐
図 㻝㻝．成長縞を横切る 㻿㼕 濃度変化（実験値と計算値㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 の比較）㻌

図 㻝㻞．地上育成の場合の成長縞㻌
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内の径方向の温度勾配の測定も可能にする，何故ならば，成長速度は成長縞の間隔と温度変化の時
間間隔から求められる．さらに，成長縞上組成から固化温度を読み取ることが出来るので，界面上は
同一時刻位置でもあることから，成長縞上に 㻞 点を取り．その間の軸方向距離と径方向距離を測れば，
軸方向成長速度から求められる軸方向温度勾配と併せると，径方向温度勾配が求まるからである．先
に求めた界面形状と併せれば，式㻔㻠㻕における二次元性指標が計算でき，㼀㻸㼆 法二次元成長モデルの
定量的な評価が可能となる．これに関しては，後に述べる「４．９㻌 結晶成長速度（二次元モデル解析）」
の項で詳述する．㻌
㻌 その他，図 㻝㻜 から多くの情報を読み取ることが出来る．図に単結晶領域と多結晶領域が示されてい
る．単結晶は種結晶の方位を引き継いで，種結晶から 㻡～㻣㻌㼙㼙 の位置まで成長しているが，その先で
結晶の中心部から多結晶化が生じている．この多結晶化はルツボ壁面からの核生成などによるもので
はなく，組成的過冷却によることが第 㻠 回目実験試料の多結晶化位置や多結晶化した結晶粒の組成
測定から結論づけられた．また，図から種結晶との界面近くに白いモヤモヤとした不安定成長の領域
が存在することが判る．白い領域は 㻳㼑 過剰な領域であることから，これはセル成長㼇㻞㻝㼉した跡と考えら
れる．このような不安定成長は地上実験では観察されたことがなく，微小重力下実験特有の現象であ
る．まだ結論づけられていないが，種結晶が 㻳㼑 融液によって溶かされる時に凹凸を生じ，その凹凸の
中心や近傍で溶質の濃度ムラが誘起されて出来たと考えられる．対流が存在するとメルトは撹拌され，
メルト中の溶質の濃度ムラは解消されるので，このような現象は観測されない．図ではまた，種結晶に
続く 㻿㼕㻳㼑 結晶中に多数の小さなクラックが生じていることが判る．このクラックは種結晶 㻿㼕 と成長した
㻿㼕㻳㼑 結晶の熱膨張率の違いによって冷却中に発生するものと考えられる．㻌
㻌
４．６㻌 径方向組成分布㻌
大口径結晶を製造するためには，成長軸方向の組成均一性だけでなく，径方向の組成均一性も重
要である．図 㻝㻟 に第 㻞 回目の育成結晶㼇㻞㻞㼉における 㻣㻚㻡㻌㼙㼙 成長位置での径方向組成分布を，同様な
加熱条件で地上で育成した場合の 㻣㻌 㼙㼙 成長位置での径方向組成分布と比較して示す．宇宙育成の
方は測定によるバラツキはあるものの，±㻜㻚㻞㻌 㼍㼠㻑以内の変動に納まっている．一方，地上育成の方は
中心部で 㻳㼑 濃度が 㻝㻌㼍㼠㻑程度増加している．宇宙育成の方が，径方向の組成均一性に優れていること
が分る．これは融液（メルト）内の対流が抑制された効果である．対流抑制による径方向組成均一性向
上も 㼀㻸㼆 法応用上重要な発見である．㻌

㻳㼑濃度 㻔㼍㼠㻑㻕

55

宇宙育成
7.5 mm位置

54
53
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地上育成
7.0 mm位置



0

径方向距離 (mm)

2

4

6

8 10 12

径方向距離 (mm)

㻌

図 㻝㻟．径方向 㻳㼑 濃度分布の宇宙育成と地上育成の場合の比較㻌
㻌
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４．７㻌 温度勾配の効果㻌
㻌 第 㻠 回目の実験では第 㻝～㻟 回目の実験に比べて 㻞 倍の温度勾配の下で結晶成長実験を行った㼇㻝㻥㼉．
㼀㻸㼆 法一次元モデル式㻔㻟㻕によれば，温度勾配が 㻞 倍になると成長速度も 㻞 倍になる．この関係が成立
することは，図 㻣 に示されているように，温度勾配を 㻞 倍にした時，ヒータ移動速度を 㻞 倍にすることに
よってほぼ同じ軸方向の組成分布が実現することからも明らかである．地上では検証出来なかった大
口径での 㼀㻸㼆 法一次元モデル式の妥当性が示されたと言える．㻌
以上，結晶成長速度の 㻞 倍に応じて試料とヒータの相対位置変化速度を 㻞 倍にすることによって組
成分布に及ぼす温度勾配の影響が無いようにすることが出来たが，結晶性には大きな影響を及ぼすこ
とが判明した．図 㻝㻠 に 㻟 回目の実験で得られた結晶と 㻠 回目の実験で得られた結晶の方位解析結果
を示す㼇㻝㻥㼉．方位解析は 㻱㻮㻿㻰㻌㻔㻱㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼚㻌㻮㼍㼏㼗㼟㼏㼍㼠㼠㼑㼞㻌㻰㼕㼒㼒㼞㼍㼏㼠㼕㼛㼚㻕により行った．方位解析精度は±㻞°
である．方位は色の変化によって示されているが，図の右わきの凡例に示されているように，赤色部分
が種結晶と同じ㻨㻝㻜㻜㻪方位を示している．したがって，種結晶の方位を引き継いだ単結晶領域は，赤色
で示された領域である．温度勾配の低い第 㻟 回目育成結晶では，長い所で約 㻣㻌㼙㼙 の単結晶領域が得
られている．一方，温度勾配の高い第 㻠 回目の育成結晶では，中央部で約 㻝㻌㼙㼙 成長した所から早くも
多結晶化が始まっている．多結晶化した結晶粒の組成分布解析やその他の解析から，温度勾配が高
くなると組成的過冷却が発生し易くなることが判明した．組成的過冷却に関しては，後の４．㻝㻜 項「組成
的過冷却」で詳しく考察する．㻌
㻌
４．８㻌 結晶成長速度（一次元モデル解析）㻌
㻌 式㻔㻟㻕で与えられる 㼀㻸㼆 法一次元モデルの妥当性は，第 㻠 回目の実験により，温度勾配が 㻞 倍になる
と成長速度が 㻞 倍になることにより示されたが，第 㻟 回目の実験で観察された成長縞の間隔と温度変
化の間隔からより定量的な議論が可能となる．図 㻝㻡 は，中心軸 㼞㻌㻩㻌㻜（㼞 は径方向距離）および表面近く
（㼞㻌 㻩±㻠㻌 㼙㼙）の軸方向結晶成長速度を算出したものである．横軸は成長時間で示されているが，成長
開始から終了までの時間である．この図で特徴的なことは，成長開始に通常の約 㻠 倍もの速い成長速
度が認められる点である．図 㻝㻜 において，種結晶との界面近くに白いモヤモヤとした不安定成長の領
域が存在し，セル成長㼇㻞㻝㼉した跡と考えられ，このような不安定成長は地上実験では観察されたことが㻌

（多結晶）

（多結晶）
SiGe結晶
（単結晶）
（単結晶）

Si 種結晶
第3回目育成

Si 種結晶
第4回目育成

図 㻝㻠．宇宙育成結晶の方位解析結果（左は㻏㻟 結晶，右は㻏㻠 結晶）㻌
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図 㻝㻡．軸方向成長速度（中心軸 㼞㻌㻩㻌㻜㻘㻌 および周辺 㼞㻌㻩±㻠㻌㼙㼙 で比較

なく，微小重力下実験特有の現象であるということを述べたが，この領域では成長速度が約 㻠 倍になっ
ていることが判明した㼇㻞㻜㼉．不安定成長はこのような速い成長速度の下で生じたと考えられる．この領
域を除いてはほぼ一定な成長速度を示し，一次元モデル式㻔㻟㻕の計算結果と一致する．なお，後半で成
長速度がやや増加しているが，これはヒータ温度の降下速度を速めたためである．また，この図から、
中心軸 㼞㻌㻩㻌㻜 と結晶周囲 㼞㻌㻩±㻠㻌㼙㼙 とで成長速度に大きな差がなく，一次元成長に近いことも認められ
る．この点に関しては，後の二次元モデル式の項で詳しく論じる．㻌
㻌 もう一つ大切な点は，結晶成長初期の不安定成長領域においても組成変動は 㻜㻚㻞㻌 㼍㼠㻑以内でかつ単
結晶が成長している点である（図 㻝㻠 参照）．速い成長速度の下でも均一組成単結晶が得られた点は魅
力的である．何故なら，㻿㼕㻳㼑 バルク単結晶を実用化するためには，生産性も重要になってくるからであ
る．微小重力下でのみ観察される上記のような速い成長の原因究明とベンチマークとなり得るより高品
質な 㻿㼕㻳㼑 単結晶製造を狙いとして，平成 㻞㻤 年度きぼう利用フィジビリティスタディテーマに応募し，採
択されている．㻌
㻌
４．９㻌 結晶成長速度（二次元モデル解析）㻌
図 㻝㻢 に成長縞のプロットから得られた結晶右半分の界面位置𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓を示す．この𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓を 㼞 で偏微

分すれば、𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕を計算することができる．その一例を図 㻝㻣 に示す．径方向温度勾配は以下のように

して求めた．まず，それぞれの成長縞上の組成を測定する（図 㻝㻤 参照）．組成は固相線温度を反映し
ていることから、成長縞上での温度分布に変換できる．成長縞上での 㻳㼑 濃度差は最大でも 㻜㻚㻞㻌 㼍㼠㻑程
度であり，温度換算では 㻝℃程度であるため，成長縞（ストリエーション）上はほとんど等温度とみなせ
ることが判明した．図 㻝㻥 は，組成差を考慮して，等温度境界線を描いたものである．成長縞上は同一
時刻にあることから成長縞上の 㻞 点の温度 㼀㻝㻘㻌㼀㻞 と，径方向温度勾配との関係が㻔㻡㻕式のように定まる．㻌 㻌
𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1 =

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
∆𝑍𝑍 +
∆𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(5)
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図 㻝㻢．成長縞とそのプロット（㻏㻟 結晶の右半分）㻌

図 㻝㻣．成長界面の傾き𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌

図 㻝㻤．成長縞上の組成分布測定例
㻌㻌

等温界面形状

St 8

㻌

St 7

㻌

St 6

㻌

St 5

㻌
㻌













中心軸からの距離 PP



㻌
㻌

㻌

図 㻝㻥．等温界面形状

1616
This document is provided by JAXA.

18

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

18

ΔT/Δr(K/cm)



St.12



St.5






St.7














中心軸からの距離（ｍｍ）
㻌
図 㻞㻜．ストリエーション上の温度（組成）変化から求めた径方向温度勾配㻌
㻌
𝜕𝜕𝜕𝜕

等温度線上では 㼀㻝㻌 㻩㻌 㼀㻞 の関係から，

𝜕𝜕𝜕𝜕

∆𝑍𝑍 𝑍 𝑍

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

∆𝑟𝑟が成立する．軸方向温度勾配は径方向依存性

が微小と仮定して界面形状から㼆 と㼞 を測定して式に代入すれば，𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕が求められる．このようにし
て求めた𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕㻌 㻔㻜㻌㻨㻌㼞㻌㻨㻌㻠㻌㼙㼙㻕を図 㻞㻜 に示す．㻌
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

界面形状の変化率 と径方向温度勾配 が求まったので，二次元性指標
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕

が計算できる．計算

結果を図 㻞㻝 に示す．この二次元性指標と軸方向成長速度を組み合わせたのが，㼀㻸㼆 法二次元モデル
式㻔㻠㻕である．各ストリエーションについて計算することができ，実験と二次元モデル式との定量的な比
較が可能になった．図 㻞㻞 と図 㻞㻟 にその一例を示す．特徴的な点は，成長距離 㻞㻚㻟㻌 㼙㼙 では二次元モ
デル式は実験と良く合っているが，成長距離 㻟㻚㻟㻌㼙㼙 では大きくずれていることである．この理由は以下
のように考えられる．結晶成長の初期は種結晶から溶け出た 㻿㼕 が成長界面近傍に分布しているので，
軸方向および径方向ともに溶質濃度飽和という二次元 㼀㻸㼆 法モデル式の前提条件が成立している．結
晶成長が進につれて偏析により成長界面で排出された 㻳㼑 は，拡散により軸方向および径方向へ輸送
されるが，前方の原料側へ輸送された 㻳㼑 は 㻿㼕 原料を溶かし再び飽和になるが，径方向へ輸送された
㻳㼑 は端はルツボ壁であり，㻳㼑 の濃度を薄めて飽和とする 㻿㼕 原料がない．そのため，径方向には溶質
濃度飽和という前提が崩れる．これが，成長が進につれて二次元モデル式が成立しなくなる理由であ
ると考えられるが，さらに検討を進めたい．なお，第 㻠 回目の実験で温度勾配を 㻞 倍にした結晶成長実
験を行った結果，固液界面形状は温度勾配が低い場合とほとんど変化がなかった．このことから，二

㻌
㻌
図 㻞㻝．二次元性指標の計算例㻌 ストリエーション 㻡 上㻔㼍㻕およびストリエーション 㻝㻞 上㻔㼎㻕㻌
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△ FDOFXODWHG、 ■ PHDVXUHG



1R ㎜ 3RVVLWLRQ
成長速度 PPK

成長速度 PPK

△ FDOFXODWHG、 ■ PHDVXUHG

1R ㎜ SRVLWLRQ
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図 㻞㻞．㻌 㻞㻚㻟㻌㼙㼙 成長位置での実験値と㻌

図 㻞㻟．㻌 㻟㻚㻟㻌㼙㼙 成長位置での実験値と計算㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 計算値の比較㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 値の比較㻌



次元性指標は，軸方向温度勾配に比例して変化することが明らかになった．つまり，軸方向温度勾配
を 㻞 倍にすると，径方向温度勾配も 㻞 倍になる傾向にあると言える．今回は，右半分の成長縞の解析
結果を記述したが，左半分も同様にして解析した．図 㻝㻜 から分かるように，種結晶の右側は融液の潜
り込みが大きい．その影響と思われるが，成長縞は左右対称ではなく，左の方がより平坦性が高い．
実験で得られた成長速度と二次元モデル式での計算値の比較を行ったところ，右半分と同じ傾向を示
した．すなわち，結晶成長が進む程，実験値と二次元モデル式の計算値とのずれが大きくなった．㻌
成長縞（ストリエーション）上の組成分布測定の結果，成長縞上では±㻜㻚㻡℃の精度で同一温度にな
っていることが判明したが，この事実は径方向組成均一性達成の観点から重要である．なぜならば，
成長界面形状の湾曲度に関わらず，もし中心軸の組成が一定ならば，界面温度一定条件下では径方
向の組成も一定になるからである．大口径均一組成の 㻿㼕㻳㼑 結晶製造に役立つ有益な知見である．㻌
図 㻝㻡 で示したように，一次元モデルの成長速度が結晶成長終了まで成立することから，㼀㻸㼆 法にお
ける結晶成長速度は，一次元モデルでほぼ記述できることが判明した．ただし，一次元モデルでは成
長界面は平坦としてしか扱えない．成長界面の湾曲度を考慮すれば，直径 㻝㻌㼙㼙 程度の細い結晶の集
合体として軸方向成長のみを取り扱い，径方向へは種結晶と成長結晶の界面形状に合わせて細い結
晶の成長開始位置を変化させて並べた一次元モデルの束として扱うのが最も適切であると考えられ
る．㻌
㻌 上述したように，実験結果を基にメルト中の径方向温度勾配を正確に見積り，径方向成長速度を算
出したのは世界初である．また，界面上の組成分布測定を通して，径方向の組成均一性に関する知見
が得られたことは，大型結晶製造の実用化の観点から非常に有益である．㻌
㻌
４．㻝㻜㻌 組成的過冷却㻌
㻔㼍㻕㻌 温度勾配と組成的過冷却㻌
㼀㻸㼆 法ではほぼ飽和濃度の溶液からの成長であり，成長速度は㻔㻟㻕式のように定まる．一方，組成的
過冷却防止㻌 の指標とされている 㼀㼕㼘㼘㼑㼞 らの式㻔㻢㻕は次の通りである㼇㻞㼉．㻌 㻌
𝐺𝐺 𝑚𝑚(1 − 𝑘𝑘0 )𝐶𝐶0
≥
㻌
𝑅𝑅
𝐷𝐷𝑘𝑘0

㻔㻢㻕㻌
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この式を成長界面で成立する 㻯㻸㻌 㻩㻌 㻯㻜㻛㼗㻜，㻯㻿㻌 㻩㻌 㻯㻜 を用いて整理し直すと㻔㻣㻕式のようになる．ここで，㻳
は温度勾配，㼙 は液相線の傾きの逆数で 㼗㻜 は平衡偏析係数である．㻌 㻌
𝐺𝐺 𝑚𝑚(𝐶𝐶𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑆𝑆 )
≥
㻌
𝑅𝑅
𝐷𝐷

㻔㻣㻕㻌

㻔㻣㻕式の逆数を取り両辺に 㻳 を掛けると，㻔㻤㻕式のようになり，組成的過冷却防止に必要な速度 㻾 の関係
式が得られる．㻌
𝑅𝑅 ≤

𝐷𝐷
𝐺𝐺 㻌
𝑚𝑚(𝐶𝐶𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑆𝑆 )

㻔㻤㻕㻌

㻌 㻔㻤㻕式の速度と㻔㻟㻕式を比較すると，㻔㻟㻕式の成長速度は温度勾配と等号の関係にあり，組成的過冷却を
引き起こすか否かの境界となっていることが分る．なお，㻔㻤㻕式と㻔㻟㻕式で異なる表記が使われており，両
式の比較では𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕と 㻳 および𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕と㻙㼙 を同一とみなして比較する必要がある．㻌

以上述べたように，㼀㻸㼆 法では成長速度は必然的に組成的過冷却との境界の速度になるため，融

液中の 㻳㼑 濃度のわずかなずれが組成的過冷却の原因となる．そこで，温度勾配と融液中の 㻳㼑 濃度
の関係を考察する．㼀㻸㼆 法では成長界面および溶解界面では溶質濃度は飽和であり，対流が存在し
ない拡散による物質輸送の場合，成長界面前方融液中の 㻳㼑 濃度は㻔㻥㻕式のように与えられる．㻌
C (T )  C L (T  T )
 R 
exp   Z  
C L ( R)  L
 R 
 D 
1  exp   d 
 D 

 R 
C L (T  T )  C L (T ) exp   d 
 D      (9)㻌
 R 
1  exp   d 
 D 

ここで，㼐 はメルトゾーンの幅，㼀 は成長界面の温度，㼀 は成長界面と溶解界面との温度差，㼆 は成長
界面からの距離である．温度勾配により成長速度 㻾 が変化するので，㻳㼑 濃度分布も変化することにな
る．図 㻞㻠 に温度勾配の高い場合と低い場合の，融液中の 㻳㼑 濃度分布を比較して示す．温度勾配が高
い場合，㻾 が大きくなるので，㼑㼤㼜㻔㻙㻾㼆㻛㻰㻕の湾曲度が大きくなり，直線からのずれが大きくなる．図 㻞 の
相図からも明らかなように，㻳㼑 濃度が低くなるとその組成での平衡温度が高くなるので，組成的過冷
却を生じる．㻳㼑 濃度変化の±㻝㻜㻑程度に対して液相線は直線とみなせるので，直線から低濃度側への
ずれの大きな高温度勾配程，組成的過冷却度が大きくなる．以上が，㼀㻸㼆 法において，高温度勾配で
組成的過冷却が生じやすくなる理由である
㼇㻝㻥㼉．引上げ法やブリッジマン法などその他の
結晶成長の場合，㼀㻸㼆 法とは異なり，結晶成
長速度が温度勾配と独立して自由に決められ
るので，㻔㻢㻕式が示す通り高温度勾配で成長速
度が小さい程，組成的過冷却は生じ難くなる．
Ｔ㻸㼆 法特有の高温度勾配での組成的過冷却
の生じ易さは，実は一次元モデル式㻔㻟㻕で示さ
れた成長速度が温度勾配に比例して定まる
点から生じていると言える．㼀㻸㼆 法固有の組
成的過冷却状態は，従来の結晶成長方法で
は観測されなかった学術的インパクトのある

図 㻞㻠．融液中の温度勾配と 㻳㼑 濃度分布の関係
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発見である．㻌
㻌
㻔㼎㻕㻌 対流と組成的過冷却㻌
宇宙実験を通して対流と組成的過冷却の関係把握にも進歩があった．上述したように，成長界面で
㻳㼑 濃度が直線から低濃度側にずれると組成的過冷却が生じる．メルトゾーン中の対流は，図 㻞㻡㻔㼍㻕に
示すように，成長界面と溶解界面で渦を生じさせることが数値解析の結果、明らかになっている．この
ようなメルト中の対流は，図 㻞㻡㻔㼎㻕に示すように，溶解界面に高濃度 㻿㼕 を輸送してくるので，溶解界面で
組成的過冷却が生じ易くなり，組成的過冷却が生じると原料が供給されなくなり，結晶成長が止まる
（図 㻤 参照）．このように考えると，地上で直径 㻝㻜㻌㼙㼙 を超える径で長尺の結晶が得られないのは，メル
ト中の対流が引き起こす組成的過冷却のせいであることが理解できる．一方，図 㻞㻡㻔㼎㻕から言えること
は，メルト内に対流がある場合，㻳㼑 が対流により成長界面へ輸送されて来るため，中心軸近くでは 㻳㼑
濃度が上昇し（すなわち平衡温度が低下し），組成的過冷却は起き難くなる．成長界面で組成的過冷
却が防止されることは，単結晶成長に有利である．地上育成結晶においては，時々成長距離の約 㻝㻜㻌
㼙㼙 全体が単結晶になっている場合があった．宇宙実験では 㻠 回ともに単結晶長さで 㻝㻜㻌 㼙㼙 を超える
ことはなかったので，単結晶化という点からは，地上育成が有利である．この発見は貴重である．今後
㻿㼕㻳㼑 単結晶を実用化していく場合に，地上での製造に希望をもたらしてくれるものと言えよう．㻌
ただし，注意しなければならないことは，図 㻝㻞 に示したように，対流によって運ばれてくる 㻳㼑 は界面
形状を湾曲させる弊害も併せ持つことである．従って，対流をある程度抑制することが重要になると考
えられる．現段階では，対流をある程度抑制するという，定性的な表現しか出来ないが，今後磁場を印
加したりして対流の抑制レベルを変化させた実験を行い，抑制レベルが定量的に定義できるようにな
れば，㻿㼕㻳㼑 バルク単結晶の製造が進み，実用化の域に近づくと思われる．今後の研究の進展に期待
したい．㻌

溶解界面
対流による撹拌有
高
温

g

メルトゾーン

メルト中の㻳㼑濃度
組成的過
T
冷却解消

Ge濃度

CL

低
温

対流なし
T+T
組成的過
冷却増長

CS

結晶中の㻳㼑濃度
距離

成長界面

D メルトゾーン内対流パターン

Z

(b) Ge濃度分布

図 㻞㻡．メルトゾーン内対流パターン㻔㼍㻕と溶質㻔㻳㼑㻕濃度分布㻔㼎㻕㻌
㻌 ４．㻝㻝㻌 サクセスクライテリアと達成状況㻌
㻌 表 㻡 にサクセスクライテリアと宇宙実験成果，および達成状況をまとめて示す．㼀㻸㼆 法二次元モデル
式における二次元性指標を実験データから算出し、結晶成長速度の実験値と二次元モデル式での計
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算値との定量的な比較を行うことができたので、㻲㼡㼘㼘㻌 㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟 を達成したと判断する。さらに、宇宙実験
を通して，サクセスクライテリアに記載した項目以外に多くの有益な成果が得られた．その点を考慮す
ると，今回の宇宙実験は 㻱㼤㼠㼞㼍㻌㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟 の部類に入ると判断している．㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 表 㻡．サクセスクライテリアと達成状況㻌
サクセスレベ
クライテリア㻌
ル㻌
（計画書最終版）㻌
㻹㼕㼚㼕㼙㼡㼙㻌
１本の温度調整実験と，温度勾配
㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟㻌
あるいは成長距離を変えて実験し
た 㻞 本の 㻴㼕㼏㼍㼞㼕 カートリッジ㻔合計 㻟
カートリッジ㻕を所定の実験条件で
実施し，㼀㻸㼆 法二次元モデル式の
二次元性指標について温度勾配
あるいは成長距離依存性が検証
出来ること．㻌
㻲㼡㼘㼘㻌㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟㻌
上記に加えて，㻌
温度勾配か成長距離を変えて残り
㻝 本の 㻴㼕㼏㼍㼞㼕 カートリッジで結晶成
長実験を実施し，㼀㻸㼆 法二次元モ
デル式における二次元性指標の
温度勾配依存性と成長距離依存
性の両方の算出により，実験と二
次元モデル式との定量的な比較
が出来ること．㻌
㻱㼤㼠㼞㼍㻌 㻿㼡㼏㼏㼑㼟㼟㻌 㻌
㻌
―㻌
㻌

宇宙実験成果㻌

達成度㻌

㻟 本の実験が目標の実験条件で
実施できた．また，㼀㻸㼆 法二次元
モデル式の二次元性指標につい
て，成長距離依存性が検証出来
た．㻌

㻌
㻌
㻌
㻌 ○㻌

上記に加えて，㻌
温度勾配を変えて残り 㻝 本の
㻴㼕㼏㼍㼞㼕 カートリッジで結晶成長実
験が実施できた．㼀㻸㼆 法二次元
モデル式における二次元性指標
を算出し，成長速度に関し実験
値と二次元モデル式計算値との
定量的な比較を行うことができ
た．㻌
・組成変化を利用した成長界面
のマーキングに世界で初めて成
功した．㻌
・地上実験では観測されない微
小重力下特有の，結晶成長初期
の約 㻠 倍の成長速度を観測し，
高速度での 㻿㼕㻳㼑 結晶製造の手
掛かりを得た．㻌
・成長界面組成の測定により，径
方向組成均一性向上の指針を
得て、大口径均一組成達成条件
を明らかにすることができた．㻌
・高温度勾配下で組成的過冷却
が生じやすくなる現象は，従来の
常識では考え難い現象である
が，㼀㻸㼆 法結晶育成における普
遍性を宇宙実験結果の解析から
明らかにすることができた．㻌

㻌
㻌
㻌
㻌 ○㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌 ◎㻌
㻌

㻌
４．㻝㻞㻌 地上製造への応用㻌
㻌 㻔㼍㻕㻌㻿㼕㻳㼑 結晶㻌
㻌 宇宙実験成果の地上製造への応用は，宇宙実験成果を役立てる点において非常に重要である．そ
の観点から，地上製造への応用にも力を注いでいる．まず，㻿㼕㻳㼑 結晶に関しての進捗状況を報告する．
㻿㼕㻳㼑 結晶は既述したように，㻿㼕 に代わる高速電子デバイス用基板として，あるいは 㻤㻜㻜℃近傍の高温
領域での熱電変換素子用材料として，さらには赤外線領域のレンズや窓材として有望である．本研究
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では，主に高速電子デバイス用基板への応用と赤外線領域のレンズや窓材としての応用を念頭に，
㻿㼕㻳㼑 バルク結晶の製造を行っており，現在も継続中である．㻌
㻌
㻌 㻔㼕㻕㻌 結晶の大口径化㻌
㻌 電子デバイスの製造工程で使用される結晶基板は現在 㻞 インチ㻔約 㻡㻜㻌㼙㼙㻕が最小の大きさである．
㻿㼕㻳㼑 結晶基板を製造工程に乗せるために，㻞 インチ径への結晶の大型化を試みた．一気に直径 㻡㻜㻌
㼙㼙 まで大口径化するのは無理なので，まず直径 㻟㻜㻌 㼙㼙 結晶を育成し（図 㻞㻢㼍），それが成功した後に
直径 㻡㻜㻌㼙㼙 の結晶育成に着手した．現在は，直径 㻡㻜㻌㼙㼙 で，単結晶成長距離約 㻡㻌㼙㼙 の製造に成功
している㼇㻞㻟㼉．宇宙実験により，対流は完全に抑制できなくてもある程度抑制することが重要であること
が判明したが，まだその臨界値を把握するまでには至っていない．対流を抑制するという観点から，温
度勾配を低くし，熱膨張によるメルトの比重差を小さくして対流抑制を試みた．実験での温度勾配は約
㻡℃㻛㼏㼙 であった．得られた結晶の外観を図 㻞㻢㻔㼎㻕に示す．結晶の軸方向組成分布を図 㻞㻣 に，また径方
向組成分布を図 㻞㻤 に示す．径方向に関しては，図 㻞㻥㻔㼎㻕に示すように，直交する 㻞 方向について測定し
ている．㻳㼑 濃度分布は 㻡㻜±㻝㼍㼠㻑と，軸方向，径方向ともに均一性は良好である．直径 㻡㻜㻌㼙㼙 にわたり，
㻝㼍㼠㻑以下の組成変動が達成出来たことはこれまでなかった．図 㻞㻥㻔㼍㻕に面内の結晶方位を示す．直径
㻡㻜㻌 㼙㼙 の全面が赤色を呈しているが，これは結晶方位が種結晶と同じ㻨㻝㻜㻜㻪であることを示しており，
単結晶であることが分る．なお，方位観察においては，㻝㻜㻜 倍以下の低倍率での観察が不可能なため，
写真をつなぎ合わせており，エッジ効果のため写真の縁が少し黒ずんで格子が並んだように見えるが，
これは結晶方位のずれやモザイク構造の存在を示すものではない．㻌
地上での 㻿㼕㻳㼑 製造の課題は，長尺化である．今回，直径 㻡㻜㻌㼙㼙 の単結晶育成には成功したが，成
長距離が図 㻞㻢㻔㼎㻕からも判るように 㻡㻌 㼙㼙 程度と短い．この成長距離の短さは，「４．４項㻌 成長距離」で
触れたように，融液中の対流が原因である．対流を抑制するために，温度勾配 㻡℃㻛㼏㼙 を更に低くする
のは生産的でないので，磁場を印加して融液中の対流を抑制してみたいと考えている．後述するように，
㻵㼚㻳㼍㻭㼟 混晶育成の場合は薄い板状にしてメルト中の対流抑制に成功しているが，㻿㼕㻳㼑 結晶は実用化
されれば 㻵㼚㻳㼍㻭㼟 よりはるかに大量に使われるので，板状結晶育成は実用的ではないと判断している．㻌

Si 原料
Si 原料
急冷融液

急冷融液

SiGe 結晶
10 mm

SiGe 結晶

Si 種結晶

Si 種結晶

10 mm

(a) 直径30 mm結晶

(b) 直径50 mm結晶

図 㻞㻢．地上製造直径 㻟㻜㻌㼙㼙 結晶㻔㼍㻕と直径 㻡㻜㻌㼙㼙 結晶㻔㼎㻕㻌
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図 㻞㻣．直径 㻡㻜㻌㼙㼙 結晶の軸方向組成分布㻌

㻳㼑濃度 㻔㼍㼠㻑㻕

㻳㼑濃度㻔㼍㼠㻑㻕
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line１
10mm

㻜

㻞㻜
㻠㻜
径方向距離 㻔㼙㼙㻕

㻔㼍㻕㻌結晶方位解析結果

㻢㻜

line 2

line １
line 2

㻜

㻞㻜

㻠㻜

㻔㼎㻕㻌分析方向

径方向距離 㻔㼙㼙㻕

図 㻞㻥．半円板試料の結晶方位解析結果㻔㼍㻕と㻌

図 㻞㻤．半円板試料の 㻳㼑 濃度分布（測定㻌

㻌 㻌 㻌 組成分布測定方向㻔㼎㻕㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 方向は図 㻞㻥㻔㼎㻕に示す通り㻌
㻌 㻔㼕㼕㻕㻌 結晶の電気的特性㻌

㻌 基板として応用するためには，結晶の電気的特性の把握が重要である．地上育成直径 㻟㻜㻌 㼙㼙㻘およ
び 㻡㻜㻌㼙㼙 結晶について，㻴㼍㼘㼘 測定を実施したところ，キャリアの型は 㼜 型で 㻝㻜㻝㻥㼏㼙㻙㻟 程度不純物がドー
プされていることが判明した．これは，㻮㻺 ルツボを使用したため，ホウ素㻔㻮㻕がルツボ壁から混入するた
めと判断した．ホウ素のルツボ壁からの混入を避けるために，石英ルツボでの結晶成長実験に切り替
えたところ，キャリア濃度が 㻝㻜㻝㻠～㻝㻜㻝㻡㻌 㼏㼙㻙㻟 に制御された，高品質 㻿㼕㻝㻙㼤㻳㼑㼤 混晶が製造できた．産業技
術総合研究所㻔㻭㻵㻿㼀㻕との共同研究で，種々の組成とホウ素ドープ量の 㻿㼕㻝㻙㼤㻳㼑㼤 混晶について 㻴㼍㼘㼘 測定
を行った結果を図 㻟㻜 に示す㼇㻞㻠㼉．図中●と○が今回の測定結果で，図では 㻝㻥㻢㻜 年代に測定された
㻿㼕㻳㼑 結晶の電気的特性（赤○）と比較している．図にはキャリア濃度が示されていないが，同程度のキ
ャリア濃度で比較すると，㼀㻸㼆 法育成結晶の方が 㻞 倍以上の高移動度を有していることが判った．長い
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間，㻮㼡㼟㼏㼔 と 㼂㼛㼓㼠 のデータ㼇㻝㼉が 㻿㼕㻳㼑 結晶移動
度の標準値とみなされてきたが，今回の結果は
従来のデータ特に合金散乱（図中の実線 㻭㼘㼘㼛㼥
に相当）に関して，再考を促すものである．また，
㼀㻸㼆 法育成 㻿㼕㻳㼑 結晶の高品質性を示すもので
もある．㼀㻸㼆 法育成結晶では，キャリアの散乱要

地上育成試料
地上育成試料

因となる結晶欠陥が減少していることを示してい
るからである．㻴㼍㼘㼘 測定で求めたキャリア濃度は，
㻿㻵㻹㻿㻌㻔㻿㼑㼏㼛㼚㼐㼍㼞㼥㻌㻵㼛㼚㻌㻹㼍㼟㼟㻌㻿㼜㼑㼏㼠㼞㼛㼙㼑㼠㼞㼥㻕によっ
て測定したホウ素の含有量の約半分の値で，ド
ープされた不純物全部がイオン化しているので
はなく、約半数がイオン化していることが判明し
た．㻌
㻌 㻔㼕㼕㼕㻕㻌 転位密度と結晶性㻌
㻌 㻿㼕 基板は現在，無転位の結晶が使われてい
る．㻿㼕 に代わる基板として使われるためには，結

図 㻟㻜．正孔移動度の 㻮㼡㼟㼏㼔 らのデータとの比較㻌

晶の転位密度も重要な指標となる．㻿㼕㻳㼑 結晶育
成には 㻿㼕 の種結晶を使用しているため，成長結晶と種結晶の格子不整合が問題となる．格子不整合
による転位の発生状況を調べるため，種結晶と成長結晶の境界領域の 㼀㻱㻹 観察を行った．結果を図
㻟㻝 に示す．成長結晶と種結晶の界面ではやはり多くの転位が発生していた．入射電子ビームの方位を
変えた観測から，転位の多くは 㻢㻜°転位であることが判明した．㼀㻱㻹 観察では観察できる範囲が狭い
ので，厳密な転位密度測定は困難であるが，転位密度は 㻝㻜㻥～㻝㻜㻝㻜㻌 㼏㼙㻙㻞 と推定された．転位密度はま
た，成長するにつれて減少し，約 㻠㻌 㼙㼙 成長した所では 㼀㻱㻹 の視野内に 㻝 個ないしは 㻜 個しか観察さ
れなくなった（図 㻟㻞）．したがって，この領域では転位密度は 㻝㻜㻡㻌 㼏㼙㻙㻞 程度に減少したと推定される．こ
の転位密度は，㻿㼕 基板上に成膜された高品質 㻿㼕㻳㼑 薄膜の転位密度 㻝㻜㻣㻌㼏㼙㻙㻞 と比較して，㻞 桁程度小
さな値であるが，㻿㼕 と比較すればまだまだ大きな値である．㻌
㻌 結晶性の評価は，㼄 線回折スペクトルのピークの鋭さからも評価できる．ピークが鋭い程結晶の方

成長方向

Si 種結晶

Si0.5Ge0.5 結晶

1 m

1 m
㻌

境界

図 㻟㻞．㻠㻌㼙㼙 成長箇所の 㼀㻱㻹 像㻌

図 㻟㻝．㻿㼕 種結晶界面近傍 㼀㻱㻹 像㻌

2424
This document is provided by JAXA.

26

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

26

図 㻟㻟．㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡 結晶 㻜㻜㻠 回折スペクトル㻌

図 㻟㻠．標準 㻿㼕 結晶 㻜㻜㻠 回折スペクトル㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㼄 線ロッキングカーブ㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼄 線ロッキングカーブ㻌

位が揃っており，方位に傾きがあるとピークはブロードになる．㻜㻜㻠 回折スペクトルのロッキングカーブ㻌
測定結果を図 㻟㻟 に示す．スペクトルの半値幅㻔㻲㼃㻴㻹㻕は 㻟㻝㻌㼍㼞㼏㼟㼑㼏 で，標準 㻿㼕 の半値幅 㻞㻢㻌㼍㼞㼏㼟㼑㼏㻌 （図
㻟㻠）と比較しても遜色のない小さな値を示した．このことから判断すると，㻿㼕㻳㼑 結晶の方位は良く揃って
おり，モザイク的な小傾角粒界は非常に少ないと思われる．㻌 㻌
㻌
㻔㼕㼢㻕㻌 高純度化㻌
㻿㼕㻳㼑 結晶を赤外線領域で使用するためには，赤外線に対して透過する必要がある．不純物が結晶
中に存在すると，不純物吸収を起こすので，赤外線領域の用途には，半導体の基板としてよりも更に
高純度であることが要求される．高純度化のためには，まず原料の高純度性が求められる．また，結
晶成長に使用するルツボからの不純物の混入を避けなければならない．㻿㼕 原料として電気抵抗率㻌
㻞㻹㼙 以上の高純度品を用いるとともに 㻳㼑 原料も 㻢㻺 以上の高純度品を用い，高純度カーボン材のル
ツボを使用して結晶成長実験を行ったところ，赤外線領域での透過特性測定可能な結晶が得られた．
透過特性の一例を図 㻟㻡 に示す．
反射防止膜はコートしていない
ので透過率は低いが，透過率が
平坦な 㻝㻡㻜㻜～㻟㻡㻜㻜㻌 㼏㼙㻙㻝 の波数
域では純 㻿㼕 と同程度の透過率で
ある．場所による透過率のバラ
ツキが観測され，まだ結晶内の
不純物濃度が一定でないことを
表している．不純物濃度も含め
た意味での組成均一性の向上
が今後の課題である．㻌

図 㻟㻡．㻿㼕㻜㻚㻟㻡㻳㼑㻜㻚㻢㻡 結晶の赤外線透過特性㻌

㻌
㻌 㻔㼎㻕㻌㻵㼚㻳㼍㻭㼟 結晶㻌
㻵㼚㻜㻚㻟㻳㼍㻜㻚㻣㻭㼟 を基板として使用すれば、キャリアを深い量子井戸に閉じ込めておくことが可能になり，
高温でも安定に発振する波長 㻝㻚㻟㼙 帯の半導体レーザの製造が可能なことは，㻞㻜 年以上前から知ら
れていた㼇㻞㻡㼉．しかしながら，高品質なバルク 㻵㼚㻜㻚㻟㻳㼍㻜㻚㻣㻭㼟 基板の製造が困難なため，光通信に使える高
性能なレーザはまだ作製されていなかった．そのような理由から本研究で、最初に研究対象としたのは
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均一組成 㻵㼚㻜㻚㻟㻳㼍㻜㻚㻣㻭㼟 バルク結晶であった．㻌
㻔㼕㻕 板状結晶の育成㻌
㼀㻸㼆 法の考案により，均一組成バルク混晶の
育成が可能になった．地上で対流を抑制するため
に，厚さを 㻞㻌 㼙㼙 程度に制限した板状単結晶の育
成を行った．厚さを制限することにより，融液の粘
性を利用した対流抑制が可能となるためである．
一方で，半導体レーザは 㻜㻚㻞㻌 㼙㼙 角程度と非常に
小さいので，板状結晶育成でも実用化の際の供
給量に応えられると判断した．㻌
最初は，幅 㻝㻜㻌㼙㼙 の板状

図 㻟㻢．幅 㻟㻜㻌㼙㼙 の板状 㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 結晶㻌

㻟㻜㻌㼙㼙 の 㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 単結晶
が再現性良く育成できるよ
うになった．製造した 㻟㻜㻌㼙㼙
×㻡㻜㻌 㼙㼙 の板状結晶の外
観を図 㻟㻢 に示す．㻟㻜㻌㼙㼙×
㻟㻜㻌 㼙㼙 以上の領域で単結
晶が得られている．この結
晶の軸方向 㻵㼚 濃度分布を

In concentration (at.%)

結晶育成から出発して，幅
10

10mm Left
Center line
10mm Right

8
6
4
2

Single crystal region

0
0

Seed

20

30

40

50

60

Length (mm)

図 㻟㻣 に示す．中心軸と，中
心から左右 㻝㻜㻌 㼙㼙 離れた

10

図 㻟㻣．幅 㻟㻜㻌㼙㼙 板状結晶の軸方向 㻵㼚 濃度分布㻌

周辺軸方向で比較して示し
てある．㻵㼚 濃度の変化は，±㻜㻚㻞㻌㼍㼠㻑以内で軸方向の組成均一性は良好である．また，周辺軸方向の組
成分布から判断すると，径方向の組成均一性も保たれている．現在は，図 㻟㻤 に示すように，㻡㻜㻌 㼙㼙 幅
の板状 㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 単結晶育成に成功している．なお，板状結晶の製造は新エネルギー・産業技術総合
開発機構㻔㻺㻱㻰㻻㻕からの委託を受けて，フルウチ化学（株）と共同で行ったものである．㻌
㻌
㻔㼕㼕㻕

半導体レーザの試作㻌

板状 㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 単結晶が製造できるように
なったので，㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 結晶を基板とする半導
体レーザの試作を 㻺㼀㼀 フォトニクス研究所と
共同で行った．本試作も新エネルギー・産業
技術総合開発機構㻔㻺㻱㻰㻻㻕からの受託研究で
行ったものである．当初は 㻵㼚㻜㻚㻟㻳㼍㻜㻚㻣㻭㼟 基板を
使用する予定であったが，㻺㼀㼀 研究所の薄膜

単結晶領域

製造技術が進展したため，㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 結晶が
基板として使えるようになった．㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 結
晶の方が 㻵㼚㻜㻚㻟㻳㼍㻜㻚㻣㻭㼟 結晶よりも製造が容易で
ある．半導体レーザの構造を図 㻟㻥 に示す㼇㻞㻢㼉．
リッジ型構造をしている．図に示すように，リッ

図 㻟㻤．幅 㻡㻜㻌㼙㼙 の板状 㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 結晶㻌

ジの幅を 㻝㻚㻣㻌㼙 の細さまで加工することによっ
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図 㻟㻥．試作した半導体レーザの構造㻔㼍㻕と断面 㻿㻱㻹 写真㻔㼎㻕
て，単一モードで発振するようになった．発振
スペクトルを図 㻠㻜 に示す．発振波長は光通
信で主に近距離のメトロネットワークに使用
される 㻝㻚㻟㻌㼙 帯である．㻌
㻌 㻌 このレーザの出力の温度依存性を図 㻠㻝
に示す．㻝㻡㻜℃の高温でも閾値電流 㻢㻜㻌㼙㻭 程
度で出力が急速に立ち上がり連続発振（㻯㼃
発振）しており，目指していた出力の温度依
存性の小さな半導体レーザが実現できた．こ
のレーザを 㻝㻜㻌㻳㼎㼕㼠㻛㼟 で変調した場合の信号
波形の重なり度を調べたところ，図 㻠㻞 に示す
よ うに 開口 部 のは っ きりしたア イ パ ターン㻌
㻔㻱㼥㼑㻌 㻼㼍㼠㼠㼑㼞㼚㻕㻌 が得られた．開口部が広い程、

図 㻠㻜．試作したレーザの発振スペクトル㻌 㻌

信号波形は変形を受けず重なっていることを
表しており，このような明瞭なアイパターンが
得られたことから，試作した半導体レーザの
変調特性は光通信に使用できる性能を有し
ていることが判明した．アイパターンの明瞭
性はビットエラーレートにも反映され，㻝㻜㻌 㻳㻌
㼎㼕㼠㻛㼟 変調信号の 㻝㻜㻌㼗㼙 および 㻞㻜㻌㼗㼙 の長さ
の光ファイバ伝送時のビットエラーレートは，
図 㻠㻟 に 示 す よ う に ， 受 光 強 度 㻙㻝㻥㻌 㼐㻮㼙㻌
（㻜㻚㻜㻝㻟㼙㼃）でもエラーレートは 㻝㻜㻙㻢 以下と小
さかった．㻌
以上のように，目指していた高温でも出力
の低下の小さな 㻝㻚㻟㻌㼙 帯高性能光通信用半
導体レーザの試作に成功したが，まだ量産

図 㻠㻝．出力特性（温度をパラメータ）㻌

には至っていない．課題は 㻵㼚㻜㻚㻝㻳㼍㻜㻚㻥㻭㼟 結晶
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図 㻠㻞．伝送信号の 㻱㼥㼑㻌㻼㼍㼠㼠㼑㼞㼚㻌

基板の製造コストである．板状結晶ではやはり生産性
に劣るので，㻿㼕 のように大口径で長尺の結晶が再現性
良く製造できるように，㼀㻸㼆 法の改良と高度化を図る必
要がある．㻌

図 㻠㻟．受光強度とビットエラーレート㻌

なお，「㼀㻸㼆 法開発と均一組成バルク混晶育成への応
用」に関し，㻞㻜㻝㻜 年に第 㻞㻣 回日本結晶成長学会論文
賞を受賞した．㻌
㻌
５．結言㻌

強度
受光

㻵㻿㻿・きぼう利用ミッション「微小重力下における 㼀㻸㼆 法による均一組成 㻿㼕㻳㼑 結晶育成の研究
（㻴㼕㼏㼍㼞㼕）」により，以下の成果が得られた．㻌
㻔㻝㻕 㼀㼞㼍㼢㼑㼘㼕㼚㼓㻌㻸㼕㼝㼡㼕㼐㼡㼟㻙㼆㼛㼚㼑㻌㻔㼀㻸㼆㻕法という新しい混晶結晶成長方法を考案した．㻌
㻔㻞㻕 微小重力下実験により 㼀㻸㼆 法成長原理が確認でき，大口径・長尺の 㻿㼕㻳㼑 結晶製造条件を把握
することができた．㻌
㻔㻟㻕 㻝℃のステップ状温度変化により 㻜㻚㻞㻌㼍㼠㻑の組成変化を生じさせ，成長界面のマーキングに成功し
た．㻌
㻔㻠㻕 成長縞の間隔および成長縞上の組成測定により，軸方向成長速度に加え径方向温度勾配を正
確に見積ることに成功し，二次元性指標の成長距離依存性を算出した．㻌
㻔㻡㻕 㼀㻸㼆 法二次元成長モデル式と実験値の定量的な比較を行い，二次元モデル式の検証を行った．㻌
成長距離 㻞㻚㻟㻌㼙㼙 までは両者は良く合ったが，成長が進むにつれて乖離が大きくなった．㻌
㻔㻢㻕 対流抑制による成長界面の平坦化が確認でき，径方向均一組成達成条件を把握することがで
きた．㻌
㻔㻣㻕 地上実験では観測されなかった，結晶成長初期の約 㻠 倍の高速成長という新しい事象を発見し
た．㻌
㻔㻤㻕 㼀㻸㼆 法における結晶成長時の組成的過冷却防止条件を明確にし，単結晶育成条件を明らかに
した．㻌
㻔㻥㻕 地上実験との比較により，完全に対流ゼロの状態より少し対流のある方が単結晶成長に良いこ
とが判明し，宇宙実験成果の地上製造への応用の途を拓いた．㻌
㻌

参考文献㻌
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76 Traveling Liquidus Zone法による均質組成二元系化合物半導
体の成長解析
法による 元系
77 微小重力場を利用した
微小重力場を利用したTraveling Liquidus Zone法による二元系
化合物半導体の成長解析
78 Traveling Liquidus-Zone法による均一組成In0.3Ga0.7As単結晶
飽和溶融帯移動法による混晶半導体InxGa1-xAs均一組成制御
79 の育成

2002 K. Kinoshita, Y. Ogata, N. Koshikawa,
S. Adachi, S. Yoda, M. Iwai, T. Tsuru
and Y. Muramatsu
2002 S. Adachi

Hamamatsu,
Japan

Proc, 6th Japan-Canada
Workshop

2002 P. Verma

2001 弓削定義

2002 Y. Sugiki

Dunhuang, China

2001 林義雄

2001 花上康宏

2001 花上康宏

2001 中村裕彦

The 34th Committee on Space
Research (COSPAR)

68 結晶成長実験における試料内部温度分布測定

第62回応用物理学会学術講演
会
第17回マイクログラビティ応用学
会
第17回マイクログラビティ応用学
会
第22回熱物性シンポジウム

67 TGZM法による均一組成結晶育成条件の解析
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2003 宮田浩旭

日本マイクログラビティ応用学会
第19回学術講演会
第20回宇宙利用シンポジウム

第52回応用物理学関係連合講
演会
The 207th Meeting of The
Electrochemical Society
nterdisciplinary Transport
Phenomena in Microgravity and
Space Sciences IV
The 3rd Asian Conference on
Crystal Growth and Crystal
Technology (CGCT-3)
Sixth Japan-China Workshop on
Microgravity Sciences
Sixth Japan-China Workshop on
Microgravity Sciences
15th International Conference
on Ternary and Multinary
Compounds

飽和溶融帯移動法における二次元性低減に
関する検討
98 飽和溶融帯移動法
性低減 関す
検討

99 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法によるIn0.3Ga0.7As単結晶成長
の育成
100 In0.3Ga0.7As PLATE CRYSTAL GROWTH FOR SUBSTRATES
BY THE TLZ METHOD
101 CONVECTION EFFECTS ON CRYSTALLINITY IN THE
GROWTH OF In0.3Ga0.7As CRYSTALS BY THE TRAVELING
LIQUIDUS-ZONE (TLZ) METHOD
102 Investigation on Polycrystallization Mechanism at Initial
Interfaces in InxGa1-xAs Bulk Crystals on Lattice Mismatched
Seeds
103 Japan’s Space Experiments –Achievements, Experience and
Lessons Learned
104 Convection Effect on Mass Transport in the Traveling
Liquidus-zone Method
105 InxGa1-xAs Single Crystal Growth by Dispersing Local Misfit
Stress

第21
第 回宇宙利用シ
回宇宙 用 ンポジウム

94 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法におけるInxGa1-xAs均一組成
単結晶成長とその評価
95 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法によるIn0.3Ga0.7As板状結晶
の育成
96 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法による均一組成Si0.5Ge0.5単結
晶成長
97 TLZ法によるIn0.3Ga0.7As基板用結晶作製
2004 宮田浩旭
2004 木下恭一

福井
東京

2005 H. Inokuchi

Saga, Japan

2005 H. Miyata, S. Adachi, Y. Ogata, T.
Tsuru, Y. Muramatsu, K. Kinoshita, O.
Odawara and S. Yoda

2005 H. Miyata

Beijing, China

Kyoto, Japan

2005 K. Kinoshita

Portugal

2005 S. Adachi

2005 K. Kinoshita

Quebec, Canada

Saga, Japan

2004 鶴哲也

埼玉

2004 足立聡
足 聡

2004 木下恭一

福井

東京

2004 鶴哲也

仙台

東京

2004 木下恭一

第34回結晶成長国内会議
第65回応用物理学会学術講演
会
日本マイクログラビティ応用学会
第20回学術講演会
日本マイクログラビティ応用学会
第20回学術講演会
第21回宇宙利用シンポジウム

93 InxGa1-xAs結晶成長における過冷却と過飽和

2004 足立聡

2004 K. Kinoshita

2003 木下恭一

2003 足立聡

2003 木下恭一

2003 鶴哲也

第64回応物学術講演会

89 数値解析による飽和溶融帯移動法のためのフライトカートリッ 第20回宇宙利用シンポジウム
ジにおける２次元性の検討
90 微小重力場を利用した均一混晶半導体単結晶育成技術
日本学術振興会「結晶成長の科 つくば
学と技術第161委員会」第38回
91 Excellent Compositional Homogeneity in In0.3Ga0.7As Crystals The International Symposium on Toronto, Canada
Physical Sciences in Space
Grown by the Traveling Liquidus-Zone (TLZ) Method
92 飽和溶融帯移動法における成長速度の数値解析
第34回結晶成長国内会議
東京

86 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法によるInxGa1-xAs均一組成成
長のモデル検証
87 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法による均一組成SiGeの結晶
成長
88 TLZ法によるIn0.3Ga0.7As均一組成単結晶育成条件の詳細検討
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第35回結晶成長国内会議

2006 荒井昌和
2006 宮田浩旭
2006 木下恭一

草津
東京
東京

122 Highly strained InGaAs quantum well with GaAs strain
compensating layer on InGaAs ternary substrate for 1.3 µm
laser
123 Homogeneous composition Si0.5Ge0.5 crystals grown by the
traveling liquidus-zone method
124 Investigation on Single Crystallization Mechanism in InGaAs
Bulk Crystal Growth by the Traveling Liquidus-Zone Method

119 Traveling Liquidus-Zone (TLZ)法で成長するInGaAsバルク結
晶の単結晶化メカニズムの研究
120 In0.3Ga0.7Asバルク結晶成長における格子不整合による多結晶
化
121 Growth of Platy InGaAs Single Crystals and Fabrication of 1.3
µm Laser Diodes

第54回応用物理学関係連合講
演会
第54回応用物理学関係連合講
演会
19th International Conference
on Indium Phosphide and
Related Materials
19th International Conference
on Indium Phosphide and
Related Materials
Third International Symposium
on Physical Sciences in Space
Third International Symposium
on Physical Sciences in Space

2006 宮田浩旭
2007 K. Kinoshita, T. Ueda, S. Adachi, T.
Masaki, S. Yoda, M. Arai, T.
Watanabe, M. Yuda and Y. Kondo
2007 M. Arai

東京
Matsue, Japan

2007 T. Ueda
2007 M. Kaneko

Nara, Japan
Nara, Japan

Matsue, Japan

2006 金子将士

東京

草津

2006 S. Adachi
2006 M. Arai, T. Watanabe, M. Yuda, K.
Kinoshita, Y. Ogata, S. Yoda and Y.
Kondo
2006 宮田浩旭

2005 木下恭一

東京

Hawaii, USA

2005 緒方康行

札幌

Int. Semicon. Laser Conf.

2005 鶴哲也

徳島

Beijing, China

2005 足立聡

東京

Kanazawa, Japan 2006 K. Kinoshita

2005 木下恭一

2005 木下恭一

東京

広島

The 25th International
Symposium on Space
Technology and Science
COSPAR

第67回応用物理学会学術講演
会
第67回応用物理学会学術講演
会
117 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法による直径2mmSi0.5Ge0.5均一 第22回日本マイクログラビティ応
用学会学術講演会
組成単結晶成長と結晶学的特性の評価
118 GHF炉による半導体混晶育成
第23回宇宙利用シンポジウム

112 PLATE-SHAPED In0.3Ga0.7As CRYSTALS GROWN BY THE
TRAVELING LIQUIDUS ZONE METHOD WITH REDUCED
CONVECTION IN A MELT
113 Thermal conduction influence on homogeneous InGaAs crystal
growth under microgravity
114 1.3 μm-Band Laser with a High Characteristic Temperature
(T0=130K) on an InGaAs Ternary Substrate Grown by the
Traveling Liquidus-Zone Method
115 InxGa1-xAsバルク結晶成長におけるTraveling Liquidus-Zone
(TLZ)法を応用した組成制御
116 低In組成InGaAs基板上高歪量子井戸レーザの温度特性

日本機械学会2005年度年次大
会
日本機械学会2005年度年次大
会
109 TLZ (Traveling Liquidus-Zone)法によるIn0.3Ga0.7As均一組成単 第66回応用物理学会学術講演
会
結晶の育成
110 板状In0.1Ga0.9As結晶成長とInxGa1-xAs/In0.1Ga0.9As歪量子井戸 第21回日本マイクログラビティ応
用学会学術講演会
の形成
111 TLZ法によるIn0.1Ga0.9As基板作製とPL測定による評価
第22回宇宙利用シンポジウム

107 飽和溶融帯移動法(TLZ法）結晶成長における融液内対流抑
制の重要性
108 飽和溶融帯移動法における二次元性低減に関する検討

106 InxGa1-xAs板状結晶の育成と基板としての品質評価
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名古屋

139 微小重力下におけるTLZ法による均一組成SiGe結晶育成の研 第26回宇宙利用シンポジウム
究
140 Growth of large platy InGaAs crystals and fabrication of
22nd International Conference
semiconductor laser diodes
on Indium Phosphide and
Related Materials (IPRM 2010)
12th International Space
141 Homogeneous Si0.5Ge0.5 crystal growth by the traveling
Conference of Pacific-basin
liquidus-zone (TLZ) method
142 Growth of homogeneous semiconductor mixed crystals by
The 16th International
traveling liquidus-zone method
Conference on Crystal Growth
143 Growth of SiGe crystals by the traveling liquidus-zone
8th Japan-China-Korea
method –Preliminary experiments on the groundWorkshop, Microgravity
Sciences for Asian Microgravity

2010 K. Kinoshita

2009 木下恭一

2009 木下恭一

2009 木下恭一

Sendai, Japan

Beijing, China

2010 K. Kinoshita

2010 K. Kinoshita

Montreal, Canada 2010 K. Kinoshita

Takamatsu,
Japan

137 TLZ法による大型InGaAs単結晶の育成と半導体レーザーへの 第24回日本マイクログラビティ応 沖縄
応用
用学会学術講演会
第78回バルク結晶成長分科会 仙台
138 TLZ法による均一組成Si0.5Ge0.5単結晶の育成

2008 木下恭一
木 恭

2008 金子将士

2008 木下恭一

2008 荒井昌和

2008 荒井昌和

2008 木下恭一

2008 M. Arai

2008 K. Kinoshita

Versailles,
France
Versailles,
France

2007 金子将士

千葉

132 InGaAs基板上1.3 ミクロン帯リッジレーザによる10Gbps直接変 レーザ・量子エレクトロニクス研 仙台
究会（LQE2008-47)
調動作
133 InGaAs基板上リッジレーザの85℃、10Gbps動作
第69回応用物理学会学術講演 愛知
会 回日本マイクログラビティ応 京都
第23
134 混晶育成における組成均一性と組成的過冷却
用学会学術講演会
135 Traveling Liquidus-Zone法で成長するバルクInGaAsの単結晶 第23回日本マイクログラビティ応 京都
化メカニズムの検討
用学会学術講演会
第25回宇宙利用シ
136 GHF炉を利用した均一組成混晶育成
炉を利用
均 組成混晶育成
第 回宇宙利用 ンポジウム
ウ

131 微小重力環境を利用した結晶成長

130 A 1.31µm ridge waveguide laser for 10 GBPS direct
modulation on an InGaAs ternary substrate

128 Traveling Liquidus-Zone (TLZ)法で成長するInGaAsバルク結
晶の単結晶化メカニズムの検討 (II)
129 High Quality InxGa1-xAs (x: 0.1 – 0.13) Platy Crystal Growth
for Substrates of 1.3µm Laser Diodes

2007 木下恭一
千葉

2007 荒井昌和

第55回応用物理学会関係連合
講演会
第55回応用物理学会関係連合
講演会
20th International Conference
on Indium Phosphide and
Related Materials
20th International Conference
on Indium Phosphide and
Related Materials
高分子学会東海支部講演会

127 InGaAs基板上1.3 µmリッジレーザの動特性評価

2007 荒井昌和

125 TLZ法で作製したInGaAs基板上高歪量子井戸レーザの1.3 µm 第68回応用物理学会学術講演
発振
会
126 GHF炉を利用した半導体混晶育成
第24回宇宙利用シンポジウム
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2011 木下恭一

2012 木下恭一
2013 木下恭一
2013 住岡沙羅
2013 木下恭一

福岡
東京
東京
長野

159 TLZ法育成SiGe結晶大口径化の課題

日本マイクログラビティ応用学会
第26回学術講演会
160 微小重力下におけるTLZ法による均一組成SiGe結晶育成の研 日本マイクログラビティ応用学会
究（その１）
第27回学術講演会
161 微小重力環境下でのTLZ法によるSiGe結晶成長プロセスの数 日本マイクログラビティ応用学会
値シミュレーションに関する研究
第27回学術講演会
162 TLZ法による微小重力下SiGe結晶成長実験（その１-実験概 日本結晶成長学会第43回結晶
要）
成長国内会議

2012 冨岡浩

2012 K. Kinoshita

2012 K. Kinoshita

2011 木下恭一

2011 木下恭一

2011 木下恭一

2011 小田敦

2011 A. Oda

Taipei, Taiwan

下妻

2011 K. Kinoshita

Leuven, Belgium

山形

2011 K. Kinoshita

2010 小田敦

2010 木下恭一

2010 木下恭一

2010 木下恭一

Bonn, Germany

晶成長討論会
日本電子材料技術協会第48回 東京
秋期講演大会
日本マイクログラビティ応用学会 横浜
第25回学術講演会, 28B04
第28回宇宙利用シンポジウム 東京

第58回応用物理学関係連合講
演会
4th International Sympojium on
Physical Sciences in Space
7th International Conference on
Si Epitaxy and Heterostructures
(ICSC-7)
International Union of Materials
Research Societies – 12th
International Conference in Asia
(IUMRS-ICA 2011)
第72回応用物理学会学術講演
会
日本結晶成長学会、第35回結

日本結晶成長学会第40回結晶 北京
成長国内会議、第27回論文賞
受賞記念講演
レーザ・量子エレクトロニクス研 東京
究会（LQE2010-123)
第27回宇宙利用シンポジウム

156 Increase of Si0.5Ge0.5 bulk single crystal size as substrates for 2012 International Conference
Kyoto, Japan
on Solid State Devices and
strained Ge epitaxial layers
Materials (SSDM 2012)
2012 Collaborative Conference Orlando, U.S.A.
157 Si0.5Ge0.5 Bulk Single Crystal Growth by the Traveling
on Crystal Growth (3CG 2012)
Liquidus-Zone Method
158 TLZ法によって育成したSiGe単結晶の組成均一性評価
第42回結晶成長国内会議
福岡

155 SiGe結晶宇宙実験条件の精密化

154 微小重力下でのSi0.5Ge0.5結晶成長実験計画

153 TLZ法による均一バルク混晶の育成と応用

152 微小重力を利用した混晶成長技術

151 TLZ法によるSi0.5Ge0.5単結晶作製とその結晶性の評価 (II)

148 Homogeneous SiGe crystal growth in microgravity by the
travelling liquidus-zone method
149 Homogeneous Si0.5Ge0.5 Bulk Crystal Growth as Substrates
for Strained Ge Thin Films by the Traveling Liquidus-Zone
Method
150 Growth of Si0.5Ge0.5 single crystals by the traveling liquiduszone method and their structural characterization

147 Si0.5Ge0.5単結晶作製とその結晶性の評価

146 SiGe結晶成長の地上準備実験

145 1.3ミクロン帯半導体レーザ基板用大型InGaAs単結晶の製造

144 TLZ法の開発と均一組成バルク混晶育成への応用
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181

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

日本結晶成長学会第43回結晶
成長国内会議
日本結晶成長学会第43回結晶
成長国内会議
日本結晶成長学会第43回結晶
成長国内会議
International Symposium on
Chemical Environmental
Biomedical Technology 2013
Numerical simulations of TLZ crystal growth process of SiGe 5th International Symposium on
under microgravity
Physical Sciences in Space
Homogenous SiGe crystal growth experiment in the
5th International Symposium on
International Space Station
Physical Sciences in Space
微小重力下におけるTLZ法によるSiGe単結晶成長プロセスの 化学工学会第45回秋季大会
数値シミュレーション
Numerical simulation of heat and mass transfer in traveling
17th International Conference
liquidus-zone crystal growth process of SiGe under
of Crystal Growth and Epitaxy
microgravity
Epitaxial Growth of Strained Ge Layer on Si1-xGex Substrate 8th International Conference on
Si Epitaxy and Heterostructures
Formed with Traveling Liquidus-Zone Method
InGaAs Crystal Growth and its Application
2nd Annual World Congress of
Advanced Materials
微小重力下におけるTLZ法による均一組成Si
微小重力下におけるTLZ法による均 組成SiGe結晶育成の研 日本マイクログラビティ応用学会
究（その2）
第28回学術講演会
微小重力環境下でTLZ法により成長したSiGe結晶内組成分 日本マイクログラビティ応用学会
第28回学術講演会
布の数値解析
TLZ法による微小重力下SiGe結晶成長実験
日本結晶成長学会第44回結晶
成長国内会議
微小重力下でTLZ法により成長したSiGe結晶の詳細な軸方
日本結晶成長学会第44回結晶
向・径方向組成分布計測
成長国内会議
微小重力下でTLZ法により成長したSiGe結晶の軸方向・径方 日本結晶成長学会第44回結晶
向組成分布の数値シミュレーション
成長国内会議
Homogenous SiGe Crystal Growth Experiment in the
10th Asian Microgravity
International Space Station
Symposium
Numerical study on transport phenomena in SiGe crystal
10th Asian Microgravity
growth process by traveling liquidus-zone method under
Symposium
microgravity
Int. Conf. on Solid State
Growth of two inch Si0.5Ge0.5 bulk single crystals
Devices and Materials
SiGe crystal growth aboard the International Space Station E-MRS

163 TLZ法による微小重力下SiGe結晶成長実験（その２-実験結果
考察）
164 TLZ法による微小重力下SiGe結晶成長実験（その３-TLZ法の
数値解析）
165 TLZ法による微小重力下SiGe結晶成長実験（その４-数値解析
による考察）
166 Numerical simulations of SiGe single crystal growth by TLZ
method in ISS

2014 K. Kinoshita
2014 K. Kinoshita

Liele, France

2014 K. Abe

2014 Y. Arai

Tsukuba, Japan

Seoul, Korea

Seoul, Korea

2014 住岡沙羅

2014 荒井康智

東京
東京

2014 木下恭一

2014 住岡沙羅

木下恭一
2014 木下恭

東京

姫路

姫路

2013 K. Kinoshita

2013 T. Yamaha

Fukuoka, Japan
Suzhou, China

2013 K. Abe

2013 阿部敬太

Warsaw, Poland

岡山

2013 Y. Arai

2013 K. Abe

仙台

Orlando, U.S.A.

2013 住岡沙羅

長野

2013 K. Abe

2013 杉岡健一

長野

Orlando, U.S.A.

2013 木下恭一

長野
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199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

第75回応用物理学会秋季学術 札幌
講演会
微小重力下でのTLZ法によるSiGe結晶成長プロセスの数値解 第51回日本伝熱シンポジウム 浜松
析並びに結晶内組成均一化条件の提案
微小重力下におけるTLZ法による均一組成SiGe結晶成長条件 化学工学会第46回秋季大会
伊都
の数値解析的検討
6th International Symposium on Kyoto, Japan
SiGe Crystal Growth by the Traveling Liquidus-Zone
Physical Sciences in Space
Method aboard the International Space Station
A numerical study on SiGe crystal growth process by the 6th International Symposium on Kyoto, Japan
Physical Sciences in Space
TLZ method under microgravity condition
Hole Hall mobility of SiGe alloy by the traveling liquidus9th International Conference Montreal, Canada
zone (TLZ) method
on Si Epitaxy and
Heterostructures (ICSI-9)
宇宙ステーションで育成した均一組成SiGe結晶の成長縞解析第76回応用物理学会秋期学 名古屋
術講演会
New Crystal Growth Method for Homogeneous Bulk
BIT’s 4th Annual Conference Nanjin, China
Crystals of Solid Solution
and EXPO of AnalytiX-2015
日本結晶成長学会第45回結晶 札幌
微小重力下でTLZ法により育成したSiGe結晶分析
成長国内会議
ISSにおけるTLZ法によるSiGe結晶成長時の偏析現象の数 日本結晶成長学会第45回結晶 札幌
成長国内会議
値シミュレーション
Busan, Korea
Two Inch Homogeneous Si0.5Ge0.5 Bulk Crystal Growth as World Congress of Smart
Materials
Substrates for Strained Ge Thin
Thi Films
Fil
第29回宇宙環境利用シンポジ 相模原
微小重力下におけるTLZ法による均一組成SiGe結晶育成
ウム
微小重力環境を利用した均一組成バルク混晶の育成と地上へ 第62回応用物理学会春季学術 平塚
の応用
講演会
宇宙環境を利用した均一組成SiGe結晶育成実験
第62回応用物理学会春季学術 平塚
講演会
TLZ法によるSiGe結晶育成中のメルト内対流効果
第77回応用物理学会秋季学 新潟
術講演会
TLZ法によるSiGe結晶育成
第77回応用物理学会秋季学 新潟
術講演会
Nagoya, Japan
Homogeneous bulk SiGe crystals grown on board the
The 18th International
International Space Station
Conference on Crystal Growth
and Epitaxy
Si1-xGex Bulk Single Crystals for Substrates of Electronic
7th International Symposium Nagoya, Japan
on Control of Semiconductor
Devices
Interfaces/ International SiGe
Technology and Device

182 宇宙環境を利用した均一組成SiGe結晶育成実験
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受賞者：木下恭一
表彰年月日：平成22年8月
受賞案件名：TLZ法開発と均一組成バルク混晶育成への応用
日本マイクログラビティ応用学会、毛利ポスターセッション最優 受賞者：住岡沙羅
秀賞
表彰年月日：平成25年11月
受賞案件名：微小重力環境下でのTLZ法によるSiGe結晶成長プロセスの数値シミュレーションに関する研究
科研費基盤研究Ｃ
研究課題名：均一組成バルクSiGe結晶成長にによる飽和溶融帯移動法の普遍性の検証
代表研究者名：足立 聡
研究期間：平成15年～16年
配分総額：3,000,000円
NEDO エネルギー使用合理化技術戦略的開発
研究課題名：温度制御装置を必要としない光通信用半導体レーザーの研究開発
代表研究者名：依田眞一
研究期間：平成15年～17年
配分総額：169,603,200円
NEDO エネルギー使用合理化技術戦略的開発
研究課題名：省エネ性に優れた光通信用半導体レーザーの実用化開発
代表研究者名：依田眞一
研究期間：平成18年～20年
配分総額：51,243,150円
NEDO 省エネルギー革新技術開発事業
研究課題名：極限CMOSの研究開発
代表研究者名：木下恭一
研究期間：平成21年～23年
配分総額：201,378,450円
JST A-STEP [探索フェーズ]
研究課題名：超高速ＣＰＵ開発に向けた高品質SiGe結晶基板製造方法の研究
代表研究者名：荒井康智
研究期間：平成26年12月～27年12月
配分総額：1,700,000円
科研費基盤研究Ｃ
研究課題名：最高速ＣＰＵ開発に向けた高品質バルク混晶SiGe単結晶育成方法の確立
代表研究者名：荒井康智
研究期間：平成26～28年
配分総額：3,900,000円
JSTマッチングプランナー･プログラム「探索試験」
研究課題名：高性能赤外線カメラ開発に向けた次世代レンズ用SiGe結晶の製造技術確立
代表研究者名：荒井康智
研究期間：平成27年10月～28年10月
配分総額：1,699,000円
公開番号：特開2003-238287 登録番号：特許第4239065号
発明の名称：固溶体単結晶の製造方法
出願人：宇宙航空研究開発機構
出願日：平成14年12月 3日
公開番号：特開2008-024562 登録番号：特許第4883614号
発明の名称：固溶体単結晶の製造方法
出願人：宇宙航空研究開発機構
出願日：平成18年 7月24日

1 日本結晶成長学会論文賞

名称

6. 受賞、競争的資金獲得、知的財産権

第63回応用物理学会春季学術
講演会
201 TLZ法を利用した均一組成バルクSiGe結晶（2）移動度評価 第63回応用物理学会春季学術
講演会
202 国際宇宙ステーションを利用した均一組成SiGe結晶の育成 第31回宇宙環境利用シンポジ
ウム
203 TLZ法による高純度SiGe結晶育成
第64回応用物理学会春季学
術講演会

200 TLZ法を利用した均一組成バルクSiGe結晶（1）大口径化
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報道・発表媒体

詳細情報

発明の名称：半導体変調器
出願人：日本電信電話株式会社
出願日：平成19年 2月28日
発明の名称：光半導体素子
出願人：宇宙航空研究開発機構
出願日：平成21年 7月 2日
発明の名称：可変温度勾配式マルチゾーン型電気炉
出願人：宇宙航空研究開発機構
出願日：平成22年 2月17日
発明の名称：固溶体単結晶の製造方法
出願人：宇宙航空研究開発機構
出願日：平成24年10月24日
発明の名称：固溶体単結晶製造用容器およびそれを用いた固溶体単結晶製造方法
出願人：宇宙航空研究開発機構
出願日：平成25年11月21日
発明の名称：固溶体単結晶の製造方法
出願人：宇宙航空研究開発機構
出願日：平成26年5月29日

1 JAXA広報による発表
発表タイトル：出力の温度安定性に優れた1.3μm帯半導体レーザの開発
JAXA webへの掲載
発表日：平成21年6月17日
取り上げた新聞社等 日刊工業新聞 日経マイクロデバイス，
クロデバイス
取り上げた新聞社等：日刊工業新聞，日経マイ
メディアジャム，マイコミジャーナル
2 日経新聞
発表タイトル：半導体の新材料宇宙空間で試作
報道日：平成24年1月28日
3 半導体産業新聞
報道タイトル：微小重力下でSiGe単結晶を育成
報道日：平成26年3月12日，第2082号
4 半導体産業新聞
報道タイトル：SiGe単結晶宇宙での育成に成果
報道日：平成26年3月19日，第2083号
5 日刊工業新聞
報道タイトル：基板用の高性能結晶作製
報道日：平成28年7月25日
6 yahooニュース（IT・科学欄）
報道タイトル：JAXAがスマホ処理性能が最高10倍になる半導体の高性能単結晶ーISSでの宇宙実験の成果を応
Web報道
用
報道日：平成28年7月25日（日刊工業新聞の記事を引用）
7 日刊工業新聞
報道タイトル：宇宙発イノベーションー進む産業応用ーSiGe均一結晶化
報道日：平成28年7月29日

7. 報道発表等

17 公開番号：特開2015-224176

16 公開番号：特開2015-101492

15 公開番号：特開2014-084254 登録番号：特許第6037380号

14 公開番号：特開2011-169489

13 公開番号：特開2011-029213

12 公開番号：特開2008-209863
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㻵㻿㻿・きぼう利用ミッション㻌
「微小重力下における 㼀㻸㼆 法による均一組成 㻿㼕㻳㼑 結晶育成の研究（㻴㼕㼏㼍㼞㼕）」㻌
研究成果概要書㻌
代表研究者；木下恭一（日本宇宙フォーラム）㻌
平成 㻞㻥 年 㻞 月㻌
１．㻌 研究目的・意義㻌
本研究の目的は，均一組成のバルク混晶製造方法を微小重力環境を利用して開発することである．
均一組成のバルク混晶半導体結晶の製造は，㻿㼔㼛㼏㼗㼘㼑㼥 が接合型トランジスタを発明した 㻝㻥㻡㻝 年の 㻝㻜
年後には早くも盛んに研究されるようになった．その理由は，組成によってバンドギャップエネルギーと
格子定数を制御することができ，エレクトロニクスや光エレクトロニクス分野の新機能デバイス製造が
可能になり，大幅に応用の可能性が広がるためである．それ以来，㻡㻜 年以上が経過しているが，いま
だに均一組成の大型バルク混晶単結晶は製造されていない．大口径・高品質なバルク混晶単結晶の
新しい製造方法を開発することができれば，学術的貢献のみならず，産業界特に半導体産業への貢献
は大である．また，混晶を使った新しい製品が開発されれば，私達の社会生活への波及効果も大きく，
本研究の意義は極めて大きいと考えられる．㻌 㻌
㻌
２．㻌 実験方法㻌
㻌 微小重力下結晶成長の特徴は，液体内の対流が抑制できることである．この長所を利用して均一組
成を達成する結晶成長方法を種々検討した結果，出発原料に傾斜組成を持たせて原料を部分的に融
かす方法を考案した（特許第 㻠㻞㻟㻥㻜㻢㻡 号）．その新しい結晶成長方法では結晶成長の開始時点で，拡
散律速定常状態の溶質濃度勾配が溶融帯内に実現しており，均一組成の混晶製造に適した方法であ
ることを見出した．またこの方法では，溶融帯幅が狭い場合は溶融帯全体がほぼ飽和濃度になってい
ることから，「飽和溶融帯移動法，英文名：㼀㼞㼍㼢㼑㼘㼕㼚㼓㻌 㻸㼕㼝㼡㼕㼐㼡㼟㻙㼆㼛㼚㼑㻌 㻔㼀㻸㼆㻕法」と名付けた．対流がある
場合は溶液中の溶質濃度分布が乱されるため，地上では直径 㻞㻌 㼙㼙 程度の細い結晶か，あるいは長
さが 㻝㻜㻌 㼙㼙 程度に限定された短い結晶しか育成できない．そこで，実用に供される大口径・長尺の結
晶成長においても，㼀㻸㼆 法結晶成長の原理が適用可能か否かを確認すること，および径方向の成長
速度を詳細に調べ，二次元結晶成長モデルを評価し，㼀㻸㼆 法をさらに進化させること，ならびに地上製
造への応用の知見を獲得することを目的として宇宙実験を提案した．実験は，㻞㻜㻝㻟 年から 㻞㻜㻝㻠 年にか
けて計 㻠 回実施された．全て所期の結晶成長条件で実験を実施することができ，また，試料も無事回
収することができた．㻌
㻌
３．研究成果㻌
㻌 結晶成長条件と主な結果をまとめて表 㻝 に示す．㻌
表 㻝．宇宙実験条件と主な結果㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 目標値㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 達成値㻌
㻺㼛㻚㻌 温度勾配㻌 ヒータ移 成長距 組成㻌
温度勾配㻌 ヒータ移 成長距 組成㻌
動速度㻌 離㻌
動速度㻌 離㻌
（平均値）㻌
㻝㻌 㻤℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻡㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻥℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻣㻚㻞㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻝㻡㻳㼑㻜㻚㻠㻤㻡㻌
㻞㻌 㻤℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻜㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻥℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻥㻚㻞㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻜㻞㻳㼑㻜㻚㻠㻥㻤㻌
㻟㻌 㻤℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻡㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻥℃㻛㼏㼙㻌
㻜㻚㻝㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻠㻚㻡㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻜㻢㻳㼑㻜㻚㻠㻥㻠㻌
㻠㻌 㻝㻢℃㻛㼏㼙㻌 㻜㻚㻞㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻜㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻳㼑㻜㻚㻡㻌
㻝㻤℃㻛㼏㼙㻌 㻜㻚㻞㼙㼙㻛㼔㻌 㻝㻝㻚㻠㼙㼙㻌 㻿㼕㻜㻚㻡㻞㻝㻳㼑㻜㻚㻠㻣㻥㻌
実験試料の外観を図 㻝 に示す．㻿㼕 種結晶，㻿㼕㻳㼑 結晶，急冷された融液部，㻿㼕 原料が識別できる．実

This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

51

51

験試料を縦割りにして，その表面の反射電子像を観察した結果を図 㻞 に示す．白い横縞が観察される
が，これは結晶成長中の 㻝℃のステップ状温度変化によって結晶組成が変化したために観察できるよ
うになった成長縞である．この成長縞の間隔および成長縞上の組成測定の結果，軸方向成長速度に
加え，径方向成長速度を算出することができた．また，この図から結晶成長初期に地上では観測され
ない，約 㻠 倍の高速成長領域があることが判明した．育成した 㻿㼕㻳㼑 結晶の軸方向 㻳㼑 濃度分布を 㻟 回
目実験の結晶と 㻠 回目実験の結晶とを比較して図 㻟 に示す．両者間では温度勾配が 㻞 倍異なるが，似
た組成分布となっている．これは，温度勾配が 㻞 倍になれば，成長速度が 㻞 倍になると予測してヒータ
を移動させた結果であり，㼀㻸㼆 法成長原理が直径 㻝㻜㻌 㼙㼙 の結晶でも成立することを示すものである．
本研究における主な成果をまとめると，以下の通りである．㻌
㻔㻝㻕 㼀㼞㼍㼢㼑㼘㼕㼚㼓㻌㻸㼕㼝㼡㼕㼐㼡㼟㻙㼆㼛㼚㼑㻌㻔㼀㻸㼆㻕法という新しい混晶結晶成長方法を考案した．㻌
㻔㻞㻕 微小重力下実験により 㼀㻸㼆 法成長原理が確認でき，大口径・長尺の 㻿㼕㻳㼑 結晶製造条件を把握
することができた．㻌
㻔㻟㻕 ステップ状温度変化によって結晶組成変化を生じさせ，成長界面のマーキングに成功した．㻌
㻔㻠㻕 成長縞の間隔および成長縞上の組成測定により，軸方向成長速度に加え径方向温度勾配を正
確に見積ることに成功し，二次元性指標の成長距離依存性を算出した．㻌
㻔㻡㻕 㼀㻸㼆 法二次元成長モデル式と実験値の定量的な比較を行い，二次元モデル式の検証を行った．
成長距離 㻞㻚㻟㻌㼙㼙 までは両者は良く合ったが，成長が進むにつれて乖離が大きくなった．㻌
㻔㻢㻕 対流抑制による成長界面の平坦化が確認でき，径方向均一組成達成条件を把握した．㻌
㻔㻣㻕 地上実験では観測されない，結晶成長初期の約 㻠 倍の高速成長という新しい事象を発見した．㻌
㻔㻤㻕 㼀㻸㼆 法の組成的過冷却防止条件を明確にし，単結晶育成条件を明らかにした．㻌
㻔㻥㻕 地上実験との比較により，完全に対流ゼロの状態より少し対流のある方が単結晶成長に良いこ
とが判明し，宇宙実験成果の地上製造への応用の途を拓いた．㻌
㻌
溢れ出た融液

SiGe 結晶
Si 原料

急冷融液

Growth direction
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Summary report of the ISS-Kibo utilization mission ,
“ Growth of Homogeneous SiGe Crystals in Microgravity by the TLZ Method （Hicari） ”

Principal Investigator; Kyoichi Kinoshita (Japan Space Forum)
Feb. 2017
1. Objectives
Objectives of this study are to invent a new homogeneous bulk crystal growth method for solid
solutions (mixed crystals) such as Si-Ge and InAs-GaAs using microgravity conditions and to develop
the method for practical use. Homogeneous bulk semiconductor crystal growth for solid solutions has
been studied for more than 50 years since Shockley invented p-n junction transistors in 1951. If
homogeneous mixed crystals are obtained, their energy band-gaps and lattice parameters can be changed
by composition and a variety of new devices are made possible in the fields of electronics and
optoelectronics. However, no practical growth methods for obtaining device quality mixed crystals have
been invented so far. Therefore, if a new growth method is successful, it will contribute to semiconductor
industry as well as academic society. In addition, new devices will make our life convenient and
comfortable. In those senses, success of this study has a great impact to our society.
2. Experimental methods
In microgravity, convection in liquids can be suppressed. We investigated many growth methods to
achieve compositional uniformity utilizing this merit in microgravity. As a result, we invented a kind of
zone melting method in which a low melting point material is melted at a relatively low temperature
gradient like 10 ℃ /cm and high melting point materials on both sides are remained solid (Patent No.
4239065). In this method, concentration gradient for diffusion-controlled steady-state growth is realized in
a melt at the start of crystal growth and homogeneous crystal growth is easy. This is because the solute
concentration is saturated in a narrow melt zone and the saturated concentration (liquidus concentration)
can be determined uniquely by a given temperature and stable concentration gradient is formed by the
imposed temperature gradient. We, therefore, named this new method as a traveling liquidus-zone (TLZ)
method. On the ground, convection in a melt stirs the melt and the TLZ method cannot be applied well.
Only small diameter crystals or short length crystals can be grown. In microgravity experiments, large and
long SiGe crystal growth was tried by suppressing convection in a melt. Moreover, radial growth rate was
investigated in detail and two-dimensional growth model was evaluated. Total of four growth experiments
were performed in 2013 and 2014. All experiments were carried out at planned growth conditions and all
samples were successfully returned.
3. Results
Growth conditions and obtained results are summarized in the table below.
Planned
Obtained results
No. Temp.
Heater
Growth Composition Temp.
Heater
Growth Average
gradient
velocity length
gradient
velocity length
composition
1
2
3
4

8℃/cm
8℃/cm
8℃/cm
16℃/cm

0.1mm/h
0.1mm/h
0.1mm/h
0.2mm/h

15mm
10mm
15mm
10mm

Si0.5Ge0.5
Si0.5Ge0.5
Si0.5Ge0.5
Si0.5Ge0.5

9℃/cm
9℃/cm
9℃/cm
18℃/cm

0.1mm/h
0.1mm/h
0.1mm/h
0.2mm/h

17.2mm
9.2mm
14.5mm
11.4mm

Si0.515Ge0.485
Si0.502Ge0.498
Si0.506Ge0.494
Si0.521Ge0.479
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Outer view of a space processed sample is shown in Fig. 1. The Si seed, the SiGe grown crystal, the
quenched melt, and the Si feed are distinguished. Backscattered electron image of a sample cut parallel to
the growth axis is shown in Fig. 2. White striations are observed. These striations show growth interfaces.
Such interface marking was made possible by imposing a step-like temperature change by 1℃. Distance
between striations and time intervals give precise growth rates. In addition to the axial growth rates, radial
growth rates can be calculated by measuring composition on the striations. About 4 times faster growth
rate was detected at the initial stage of crystal growth. Such fast growth rate was not observed on the
ground. Axial Ge concentration profiles were compared between the #3 and the #4 crystal. Similar
concentration profiles were obtained although temperature gradient during crystal growth was different by
2 times. Analysis of this result shows that the growth rate is proportional to the temperature gradient,
which agrees well with the TLZ growth model analysis. Obtained results are summarized as follows.
(1) A new crystal growth method named the traveling liquidus-zone (TLZ) method was invented.
(2) Principles of the TLZ growth were confirmed by microgravity experiments, which made clear the
growth conditions for large, long and homogeneous SiGe crystals.
(3) A new marking method by the step-like temperature change by 1℃ was successful.
(4) Radial growth rates as well as axial growth rates were determined precisely by measurements of
position, composition (solidus temperature), curvature of striations.
(5) Two dimensional TLZ growth rates calculated by the model equation were compared with measured
growth rates. Both agreed well at the initial stage of the crystal growth to the distance of 2.3 mm,
while difference between the two got larger as crystal growth proceeded.
(6) Growth interface shape changed to flat one and radial compositional uniformity was improved in G.
(7) About 4 times faster growth rate was observed at the initial stage of crystal growth in G.
(8) Constitutional supercooling in the TLZ growth and single crystal growth conditions were made clear.
(9) It was found that single crystal growth became easier when weak convection existed in a liquid in the
TLZ method. This fact is favorable for the terrestrial growth and for practical use of the TLZ method.
10 mm
SiGe crystal
Si seed

Quenched

Si feed

melt
Fig. 1. Outer view of a space processed sample.
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（物質・物理科学分野）

平成 29 年 6 月

新たな半導体結晶成長法である、 飽和溶融帯移動法（ＴＬＺ法）を提案、 きぼう船内実験室の温度勾配
炉（ＧＨＦ）を利用した最初のミッションとして、 当該装置を成功裏に活用し、 均一組成のシリコン - ゲルマ
ニウム結晶を育成した。 本手法の開発は、 化合物系の新規材料開発へ新たな指針を与えるものであり、
高く評価される。 特に、 対流抑制の効果について、 結晶成長実験および理論モデルによる検証の両面
から明らかに出来た功績は大きい。
今後、 工業技術への適用を展望するためには、 なお解決すべき技術課題が多々あると考えられるが、
それらの解決を目指した、 発展的な研究計画の提案を期待する。

総合評価
Ａ：目標を充分に達成した（エクストラサクセス相当以上）

代表研究者；木下恭一（JAXA 宇宙科学研究所/実施時点）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果

「微小重力下における TLZ 法による均一組成 SiGe 結晶育成の研究（Hicari）」
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ＩＳＳ・きぼう利用ミッション
「微小重力環境下における混晶半導体結晶成長 （略称：Alloy Semiconductor）」
研究成果報告書
代表研究者： 稲富 裕光 （JAXA 宇宙科学研究所）
平成 29 年 2 月
１． 諸言
１．１ 研究内容、目標の概要
本宇宙実験の目的は、微小重力環境下において In x Ga 1 - x Sb 混晶半導体の結晶成長実験
を行い、地上実験結果と比較することにより以下の点を明らかにすることである。
(1) 重力に起因した自然対流や拡散が混晶半導体結晶成長に及ぼす効果
(2) 混晶半導体の溶解や成長過程の面方位依存性
１．２ 研究内容の重要性、分野・領域での位置付け、意義
In x Ga 1 - x Sb 三 元 混 晶 半 導 体 は そ の 組 成 比 を 変 え る こ と に よ り 、 格 子 定 数 を 6.094 Å ～
6.478Åの範囲で、禁制帯幅を 0.18eV～0.72eV の範囲で、これに対応して発光受光の波長
を 1.7μm～6.8μm の範囲で制御できる。この物質は中赤外光に感度を有するため、熱光発
電デバイスや各種ガスセンサー等を作製する上で重要な材料である。現在、ヘテロエピタキ
シー技術により格子定数の異なる基板上に良質な薄膜を成長させる研究が行われているが、
任意の格子定数を有する均一組成で良質な混晶半導体バルク単結晶を成長させ得れば、こ
れを基板としてホモエピタキシャル成長させることで、良質な薄膜の成長を期待できる。
しかし、地上で均一組成の良質な In x Ga 1 - x Sb 三元混晶半導体単結晶を成長させることは
難しい。これは、(1) 偏析効果のために、結晶が成長するにつれて結晶と溶液の組成が変化
すること、(2) 液相線と固相線の乖離が大きいために成長界面近傍の溶液が組成的過冷却
状態になる結果、界面が不安定化して多結晶化することや (3) 地上では重力に起因した密
度差対流が発生するため、溶液の組成分布と温度分布に揺らぎが生じる結果、結晶欠陥が
導入されることによる。また、In x Ga 1 - x Sb の結晶構造は閃亜鉛鉱型であるので、結晶成長速
度は結晶成長界面におけるカイネティクスに影響される。しかし、地上では対流の影響が大
きいため、結晶成長界面におけるカイネティクスと結晶成長速度や結晶品質との関係は未だ
よく理解されていないのが現状であり、結晶成長中の固液界面近傍での熱物質輸送過程の
解明が必要不可欠である。
ところが微小重力環境下では、密度差に起因した対流が抑制され、溶液表面に自由表面
がなければ表面張力に起因したマランゴニ対流も発生しないため、熱・物質輸送は主に拡散
で律速される。従って、この環境を利用すれば溶質輸送と結晶成長速度の関係や界面形態
の不安定性、結晶中の欠陥発生機構と結晶成長速度の関係を明らかにできる。しかし、本
バルク結晶成長実験には１回で少なくとも数時間を必要とするため、長時間の微小重力環境
が得られる「きぼう」実験棟の利用が極めて有効である。
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１．３ 研究動機、バックグラウンド
1.3.1 期待される活用 、波及効果
従来のガスタービンシステムによる発電の高効率化や風力発電、地熱発電、燃料電池等
の多種多様な発電技術開発が推進されている一方で、可動部を持たない熱光起電力
（Thermophotovoltaic；TPV）発電が新たな発電システムとして注目を集めている。一般に、
TPV システムは、（１）熱源からの入力エネルギーをもとに発光するエミッター、（２）光電変
換に寄与 しない 放射を エミッ ター に 反射す る光 フィ ルター、 （３）エ ミッターか らの 赤 外線を 電
気変換する PV セルの三つの要素から構成される。 太陽光発電では、セルの受ける光のス
ペクトル分布は決まっているが、TPV では主にエミッター材料の種類により、スペクトルを人
為的に加工することが可能である。このように TPV においては、光照射密度が極めて高い
など、太陽光発電とは質及び量的に大きく異なる。1970 年代から、米国を中心に宇宙用ある
いは軍事用の小型電源、可搬型電源への適用を目指して開発が進められてきたが、近年で
は、TPV の上記の特徴を活かした民生用、産業用途への適用も検討されてきている [以上、
文献[1]からの抜粋] 。
エミッターからＰＶセルへの入射光は、半導体結晶のバンドギャップよりも低いエネルギー
（長い波長）の光は透過し、高いエネルギーの光はＰＶセルに吸収されて熱となる。つまり PV
セルが起電力を発生するために利用できる光は、バンドギャップごく近傍の波長範囲に限ら
れる。従って、TPV 発電において入力エネルギーの大部分を PV セルの感度領域の光に変
換することができれば、高い発電効率が達成される。そのため、選択エミッターから放射され
る光の波長と PV セルの受光波長の整合性を取ることが重要である。混晶半導体は組成制
御により格子定数を変化させることが可能であり、その結晶を用いた光素子の吸収端波長を
制御できる利点を有する。その中でも、In x Ga 1 - x Sb 三元混晶半導体はその組成比を変えるこ
とにより、吸収端波長を 1.7μm～6.8μm の範囲で制御できる。そのため、エミッターへの対応
が可能である。
1.3.2 新たな高品質結 晶育成方法 の開発を目指して
前述のように地上で均一組成の良質な In x Ga 1 - x Sb 三元混晶半導体単結晶を成長させる
ことは難しい。 そこで本研究グループは、温度勾配冷却法による均一組成の In x Ga 1 - x Sb 三
元混晶半導体結晶成長実験に取り組んできた。 図１－１の InSb-GaSb 擬似二元相図から
分かるように、液相線と固相線が大きく乖離しているため、溶液の液相組成と成長結晶の固
相組成が一致しない。例えば、In 0 . 1 5 G 0 . 8 5 Sb の場合、結晶中の InSb 濃度は 15at.%であるの
に対し、それと平衡する溶液の InSb 濃度は 60at.%であり、結晶成長を開始すると成長結晶
に取り込まれなかった InSb が溶液中に排出される。
そこで、均質組成の In x Ga 1 - x Sb 結晶成長を得るために以下の手順で結晶を育成する。図
１－２に示すように、出発試料は(GaSb 種結晶)/(InSb 溶媒)/(GaSb 原料結晶)のサンドイッ
チ構 造とし、坩堝に入 れ試料 アンプルに封 入 する。原料 結晶が 種結 晶よりも高 温となるよう
に温度勾配を与え、InSb 溶媒のみが溶融する温度設定にする。すると、GaSb 原料が溶融
帯中に溶解し GaSb 種結晶近傍に輸送されて InGaSb 結晶が自発成長する。しかし、このま
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までは成長するにつれて結晶成長界面が高温側へ移動する。そこで均一組成の結晶を成長
させるためには、偏析で不足する GaSb 溶質成分を補充し、かつ成長界面の温度を一定に
保つ必要がある。このように温度降下速度を最適化し、溶解と成長のバランスをとることで、
任意の組成を有する均一組成比をもつ高品質な In x Ga 1 - x Sb 三元混晶半導体単結晶を成長
させることが可能であると考えている。

図１－１． InSb-GaSb 擬似二元相図。

高温
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GaSb
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温度
温度分布

初期状態

溶液形成

結晶成長

図１－２． 温度勾配徐冷法の模式図。

1.3.3 本研究に関連の 深い宇宙実 験の経緯
本研究に関連の深い微小重力環境を利用した半導体結晶成長実験として、(1) 対流の抑
制された状態で物質輸送が拡散支配となることを利用した実験、(2) 成長結晶が容器と非接
触になることで、坩堝壁からの転位の発生を抑制する実験、(3) 結晶面方位依存性を調べる
実験、が行われた。
(1)に関しては、Witt たちがスカイラボで Te 添加 InSb の単結晶成長実験を行い、微小重
力環境下で不純物濃度変動を抑制できることが初めて実証された [2]。混晶半導体結晶成

33
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

59

59

長に関しては、木下らが“ふわっと 92”で Pb 1 - x Sn x Te 結晶成長実験を行った結果、温度勾
配炉の中で融液を種結晶側から一方向凝固させると組成の均一組成領域が形成されること
を実証した [3]。しかし、単なる一方向凝固法と 10 - 4 G の微小重力環境の組み合わせでは狙
いとする均一組成の混晶育成は困難であることも判明した。
(2)に関しては、西永が中国の回収衛星を利用して GaSb の非接触ブリッジマン成長実験
を行い、GaSb 単結晶成長に成功し、アンプルと非接触で成長した領域では転位密度が小さ
くなることや不純物縞が消失することを示した [4]。Duffar は表面の凹凸をつけた坩堝内を
用いて、EURECA 衛星中でブリッジマン法により GaSb と In 0 . 9 9 Ga 0 . 0 1 Sb 結晶成長実験を行
ったが、種結晶がすべて溶解してしまったため均一組成の結晶は育成できなかった[5]。
(3)に関しては、児玉が SFU を利用して行った。結晶面方位が(100)、(111)A、(111)B の
半絶縁性 GaAs 基板を 2 枚ずつ箱型に組み立て、中に Al-Ga を入れた構造とし、マランゴ
ニ対流を防止した状態とした。GaAs 基板の一部を溶解し、Al-Ga-As 溶液を形成した後、温
度を徐々に下げ、GaAs 基板上に AlGaAs を成長させた。その結果、地上試料では下側基板
よりも上側基板の成長層が厚く、また表面の凹凸が大きくなったが、宇宙試料では均一な成
長膜厚が得られた。しかし、基板の面方位による成長速度の相違は明らかにできなかった
[6]。
このような状況の中、早稲田大学の平田、九州大学の今石と、静岡大学のグループ(熊川、
早川、岡野、小澤)は、本研究提案と同じ InGaSb 系の材料を用いて、スペースシャトル、中
国回収衛星、落下塔を利用した微小重力環境下実験を行なった。(a) 1994 年のスペースシ
ャトル実験では、多元系化合物半導体の均一分散混合に対する拡散とマランゴニ対流の効
果を調べた。試料は In-Sb 構造及び In-GaSb-Sb サンドイッチ構造とし、自由表面の有無
の相違により計 6 種類の実験試料を用いた。微小重力環境下では、試料の周囲に自由表面
が存在すると In 0 . 5 Ga 0 . 5 Sb 試料の一部に突起部が形成されたが、形状はほぼ球形となった。
In 濃度が高い突起部を除いては均一な濃度分布となった。これは、マランゴニ対流が混合に
寄与した可能性を示していた。一方、地上実験試料では、重力偏析のため、重力方向の上
部ほど密度の小さい Ga 濃度が高くなり、密度の大きい In 濃度が低くなっていた。また、自
由表面の無い試料を用いた微小重力環境下実験の In 濃度分布から、見かけの拡散係数が
得 ら れ た [7 、 8] 。 (b) 1996 年 に 中 国 回 収 衛 星 を 利 用 し て InSb 融 液 へ の GaSb 溶 解 と
InGaSb 結晶成長実験を行い、重力効果を調べた。微小重力環境下実験と地上の 1G 環境
下実験の結果から、(1) 1G 環境下では重力偏析のために、重力方向の組成が不均一であ
るの に対 し て、 微小 重 力環 境 下で は結 晶 径方 向の 組 成分 布が 均 一に なる こ とや、 (2) 固 液
界面形状が 1G 環境下では重力方向に末広がりになるのに対して、微小重力環境下ではほ
ぼ平行になることが明らかとなった [9]。また、(3) In-Ga-Sb 溶液への GaSb 結晶溶解と
GaSb 結晶上への In x Ga 1 - x Sb 結晶成長の面方位依存性を調べた結果、(111)B 面は(111)A
面よりも溶解しやすく、結晶成長しにくいことが示唆された

[10]。さらに、重力レベルを変数

とした 自然 対流 計算 や マ ラン ゴ ニ 対流 数値 解 析か ら、 溶 液内 部の 濃 度差 対流 や マ ラン ゴ ニ
対流が組成分布や固液界面形状へ大きな影響を及ぼすことが分かった [11、12]。
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２． 研究計画
２．１ 研究目標、内容
2.1.1 研究目標
本宇宙実験の目的は、微小重力環境下において In x Ga 1 - x Sb 混晶半導体の結晶成長実験
を行い、地上実験結果と比較することにより以下の点を明らかにすることである。
(1) 重力に起因した自然対流や拡散が混晶半導体結晶成長に及ぼす効果
(2) 混晶半導体の溶解や成長過程の面方位依存性
重力効果を調べるために、GaSb 種結晶/Te 添加 InSb/GaSb 供給原料から構成されるサ
ン ド イ ッ チ 構 造 の 試 料 を 用 い て 地 上 実 験 と 微 小 重 力 実 験 を 行 い 、 GaSb の 種 結 晶 と 供 給 原 料
の 溶 解 量 、 結 晶 成 長 速 度 、 In 組 成 分 布 、 欠 陥 密 度 分 布 を 測 定 し 、 比 較 検 討 す る 。 ま た 、 結 晶
面方位効果を明らかにするために、GaSb 結晶面方位の異なる 4 種類の試料(1 11)A、(111)B、
(110)、(100)を用いる。
2.1.2 科学的サクセスクライテリア
フライト実験準備移行審査会で設定された本実験の科学的サクセスクライテリアは以下の
通りである。
表２－１． 科学的サクセスクライテリア。
クライテリア

内容

Minimum

微小重力と地上で得られた結晶の組成分布・成長速度の違い、溶液中の熱

Success

物質輸送過程を定量的に評価出来ること。

Full Success

Minimum Success に加えて、異なる面方位の結晶を解析して、成長カイネ
ティクスの影響を定量的に評価し、結晶成長のモデル化につなげること。

2.1.2 実験方法

図２－１ に試料アンプルの構造を示す。GaSb 種結晶/ Te 添加 InSb 溶液形成結晶/GaSb
原料供給結晶から構成されるサンドイッチ構造の試料を BN 管に入れ、これをさらに石英管に
入れ真空封入して 試料アンプルとする。 GaSb 種結晶と GaSb 供給原料は単結晶であり、 表２

－２に示す通り 結 晶面 方位が (111)A 、(111)B、(110)、(100)面 の４種 類とし た。意 図的に 不純
物縞をタイムマーカーとして結晶中に形成するために、InSb に Te をドープした。
実験手 順は 以下の 通り である 。加 熱ヒ ータ ー の移動 や温 度変化 に伴 う成長 条件 の擾乱 を極
力抑制するために、加熱温度および加熱ヒーター位置を結晶成長開始時以降は一定とした。
1)

「きぼう」実験棟に設置された温度勾配炉(GHF)内に試料アンプルを設置する。

2)

温 度 勾 配 6 º C/cm を 保 持 し た ま ま 全 体 の 温 度 を 上 昇 さ せ る こ と で 、 GaSb 種 結 晶 及 び
GaSb 原料供給結晶が InSb 融液に溶解して InGaSb 溶液を形成する。 原料結晶の高
温端を 690ºC 程度で保持する。

3)

高 温 側 で あ る 原 料 供 給 結 晶 の 溶 解 が 進 行 し 、 GaSb が 物 質 拡 散 に よ り 低 温 側 で あ る 種
結晶上に輸送されて In GaSb 結晶が成長する。

4)

結晶の成長速度と界面形状を調べるために、結晶成長中に 2 時間ごとに熱パルスを試
料全体に印加することで意図的に不純物縞を形成する。熱パルスの導入場所を明らか
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にするために、4 本目と 5 本目の熱パルス間隔を１時間とする。
「きぼう」内で結晶成長実験を行う前に、温度校正用供試体を加熱して温度分布の事前確認
をし、カートリッジ表面に埋め込んだ熱電対の最高温度が所定の値となるように、加熱ヒーター
温度の微調整を実施した。なお、温度校正用試料 No. 1 は試料 No. 2 と同一素材・構造とする
ことで温度特性を同等にした。
実験後の試料は長手方向に(110 )面が現れるように X 線回折法により結晶面方位を確認し
た上で切断し、鏡面研磨した。組成 KMnO 4 :HF: CH 3 COOH = 1:1:1 (体積比)のエ ッチング液で
処理した後, 光学顕微鏡によって観察した。不純物として添加した Te 濃度差によりエッチング
速度が変 わ り不純物縞 が断面で 可 視化され る 。結晶 成長 速度は不 純 物縞間隔 か ら測定し た。
組 成 分 析 は 電 子 線 マ イ ク ロ ア ナ リ シ ス 法 （ EPMA ） で 測 定 し た 。 ま た 、 溶 液 中 の 温 度 勾 配 は
InSb-GaSb 擬似二元相図を用いて成長結晶の組成分布を温度分布に変換した。

図２－１ ． 試料アンプルの構造： (a) 概略、(b) 写真。

表２－２． 試料アンプル中の種結晶と原料結晶の組み合わせ。
試料No.

実験No.

目的

種結晶

原料結晶

1

-

チェックアウト時の温度校正

GaSb(111 )A

GaSb(111 )A

2

1

GaSb(111 )A結晶成長

GaSb(111 )A

GaSb(111 )A

3

2

GaSb(111)B結晶成長

GaSb(111 )B

GaSb(111 )B

4

3

GaSb(100 )結晶成長

GaSb(100 )

GaSb(100 )

5

4

GaSb(110 )結晶成長

GaSb(110 )

GaSb(110 )

２．２ 体制
表２－３に研究の実施体制を示す（平成 22 年 6 月 8 日に開催されたフライト実験準備移行
審査会での資料に基づく）。後述するように当初予定よりも実験時期が遅れかつ軌道上装
置の不具合が発生したが、各フェーズにて体制が充分に機能し役割を果たした結果、地
上実験および軌道上実験が実施出来、成果創出につながった。
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表２－３． 実施体制
役割

所属・氏名

分担内容

研究代表者

JAXA 宇宙科学研究所・稲富裕光

研究全般とりまとめ
供試体開発

実験コーディネーター

JAXA 宇宙科学研究所・石川毅彦

JAXA 内外の調整窓口

共同研究者

静岡大学 電子工学研究所・早川泰弘

予備実験、解析

静 岡 大 学 電 子 工 学 研 究 所 ・ Arivanandhan
MUKANNAN

予備実験、解析

JAXA 宇宙科学研究所・木下恭一

予備実験、解析

JAXA 宇宙科学研究所・荒井康智

供試体開発

大阪大学大学院 基礎工学科・岡野泰則

解析

静岡大学 電子工学研究所・田中昭

解析

静岡理工科大学 理工学部・小澤哲夫

解析

兵庫県立大学大学院・新船幸二

解析

株式会社 IHI エアロスペース 宇宙技術部・

供試体開発

供試体製造担当

岡利春
実験計画等支援

財団法人日本宇宙フォーラム 宇宙利用事

実験計画作成

業部・島岡太郎
実験運用等支援

有人宇宙システム株式会社 利用エンジニア

実験計画作成

リング部・吉川淳一



研究計画詳細化： 早川、田中、小澤、荒船、稲富は結晶成長条件を決定した。
JAXA きぼう利用センターは、GHF の機械的・電気的インターフェースなど供試体
設計に必要な情報を PI チームに提供した。



実験準備移行審査： 石川、島岡、吉川は、打ち上げ～試料回収に至るスケジュ
ールおよび実験要求の最適化、実験実現性の検討など支援を行った。



供試体設計・製作・試験： 木下、荒井は供試体構造の基本設計を支援した。稲富
は GHF 内の伝熱解析を行いサンプル部の構造決定を行った。早川は試料アンプ
ル の 製 作 を行 っ た。 岡 は 供 試 体 製 造 の 可 能 性 お よ び 機 能 ・ 性 能 を検 討 し、 製 作 し
た。稲富、早川、島岡、吉川は供試体の機械環境試験や予備的加熱試験を行った。



適合性試験： 稲富、早川、島岡、吉川は供試体 EM および GHF 地上炉を用いて
軌道上実験と同等の加熱試験を行い、その実現性を検討した。JAXA きぼう利用
センターは GHF の特性および使用に関する情報を PI チームに提供した。



運用要求書の作成および安全審査： 石川、島岡、吉川は支援を行った。



射場作業移行審査： JAXA きぼう利用センターが実施した。



供試体打ち上げ～軌道上実験～供試体の回収： GHF の真空排気系の問題が発
生したため、JAXA きぼう利用センターがその対策を検討した。その結果、供試体
の昇温速度を当初予定よりも低く設定することで本実験実施が可能となった。供
試体の打ち上げ、回収は JAXA きぼう利用センターが支援した。



飛行後解析： 稲富、石川と共同研究者が実施した。
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実験実施後
審査

⾶⾏後解析

軌道上実験

射場作業
移⾏審査

運⽤要求書
の作成

安全審査

適合性試験

実験準備
移⾏審査
供試体
設計・
製作・試験

研究計画
詳細化

実験候補
選定

項⽬名称

▼

2008

２．３ スケジュール

2009

2

3

▼

4

1

▼

2

3

2011

HTVで供試体を打ち上げ

▼

1

2010
4

2

8

4回の実験

1

3

2012
4

2

3

4

1

▼

Soyuzで供試体を回収

1

2013

⽇程（年度）

2

3

2014
4

表２－４． フライト実験準備移行審査会（平成 22 年 6 月 8 日）時点の計画

1

2

3

2015
4

1

2

3

2016
4
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⾶⾏後解析

軌道上実験

射場作業
移⾏審査

運⽤要求書
の作成

安全審査

適合性試験

実験準備
移⾏審査
供試体
設計・
製作・試験

研究計画
詳細化

実験候補
選定

項⽬名称

▼

2008

2009

2

3

4

▼

1

▼

2

3

2011

Soyuzで供試体を打ち上げ

▼

1

2010
4

1

2

9

3

2012

実験
#1
↓

1

2

3

4

実験
#2
↓

1

JAXAへ輸送

Soyuzで供試体を回収

4

2013

⽇程（年度）

表２－５ ． 実績スケジュール

2

1

2

3

2015
4

SpXで供試体を回収

4

JAXAへ輸送

実験
#3, 4
↓

3

2014
1

2

3

2016

▼

4
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３． 実験準備・運用
３．１ 候補テーマ選定
2008 年 2 月に、船内実験室第 2 期前半期間 候補テーマとして選定された。
選定理由： 高品質な混晶半導体の製作を目指しながらも、物質輸送や結晶界面との関係の
解明を目指すなど学術的価値が高い。仮説に基づく数値計算による予測など綿密で高いレベ
ルの検討がされており 、確実な成果が期待される。
選定に当たっての付帯条件： GHF の分離機構カートリッ ジを前提として供試体設計を行うこと。
３．２ 研究 計画詳細化
選定後の詳細化フェーズにおいて、実験要求の詳細化と実行計画を検討した。


実験要求、供試体概念検討、運用性検討、安全性検討を実施。



実験プロジェクトとしての実施項目、コスト、スケジュール、体制などの具体化。

３．３ 実験 準備移行審 査
実験準備フェーズへの移行に当たっては、実験要求が設定され、供試体の開発や試験、運
用準備などの作業に着手できるかを判断された。


2010 年 5 月 21 日 実験要求の妥当性：外部専門家による評価

1) 実験の目的、仮説、予想される結果が具体的かつ明確であり、選定時の科学的意義が損
なわれていないこと、2) 実験の目 的達成に対して、実験方法や条件などが具体的でかつ実現
性があること、3 ) 上記を実現できる必要な供試体、器具類への設計要求が明確でかつ実現性
があること、が全て確認された。


2010 年 6 月 8 日 実施計画の妥 当性：JAXA 準備移行審査会

1) 宇宙実験実施までの作業スケジュール、コスト、体制が明確かつ実現性があること、2) 外
部 評 価 で の 実 験 要 求 の 評 価 状 況 の 報 告 、 3) 運 用 性 、 安 全 性 の 面 で 実 現 性 が あ る こ と 、 が 審
査 さ れ た 。 そ の 結 果 、 要 処 置 事 項 に 対 処 す る こ と を 条 件 に 実 験準 備 フ ェ ーズ に 移 行 す る こ とが
認められた。
３．４ 供試 体設計、製 作、試験
3.4.1 実験用結晶の準 備
回転引き上げ法を用いて、GaSb(1 11)、(100)、(110 )バルク単結晶および In Sb 結晶の育成
を行な った。そし て 、Ｘ線 ラウエ法を 用いて GaSb 結晶 の面 方位を 確認 した。不純 物導 入の た
め InSb 結晶に Te を 1 0 2 1 atm/cm 3 ドープした。
3.4.2 供試体の設計・試作
供試体は、図３－１に示すようにボス部、サポート部、サンプル部で構成される。結晶や溶
液形成材 、 るつぼな ど を真空封入 した試料 ア ンプルを 耐 熱合金であ る C-103 合金(89% Nb+
10% Hf+1% Ti 、融 点： 約 2350 ℃) 製の容 器に 電子ビ ーム 溶接にて 真 空封入 し た ものをサ ン プ
ル部とする。サンプル部は図２ －１ に示した試料アンプルを内蔵する。そして温度計測用熱電
対を表面近傍に埋め 込んだサンプル部をサポート部に嵌め込み、ボス部を介して GHF との機
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械的・熱的・電気的インターフェースを形成する。
サンプル部表面への熱電対取付けについて、少なくとも本実験で想定される加熱温度範囲
内で C-103 合金と接触しても問題ないシースを持つ W-Re 型熱電対をアリ溝加工により最大
５ 本 配 置 す る こ と が 可 能 と 判 断 し た 。 し か し 、 GHF 制 御 装 置 側 の 標 準 の 低 温 カ ー ト リ ッ ジ 用 熱
電対インターフェースは R 型熱電対に対応しているため、サンプル部用熱電対の１本をボス部
コネクタ温 度測定用に転用し、熱 電対テレメトリ変換式を変更することで、他の４ 本の熱電対 に
よる温度測定を可能にした。

図３－１． 供試体の構造の概略図。

供試体の伝熱特性に関する基礎データを得るために、レーザーフラッシュ法熱定数測定装
置を用いて、BN とカーボンシートの熱拡散率、比熱、熱伝導率を求めた。更に、InGaSb 結晶
成長の数値流体力学的計算を実施する上で必要な InGaSb 融液の粘性の温度、濃度依存性
を求めた[O-2、O-3、O-4]。
有限要素法による 2 次元軸対称計算モデルでの数値シミュレーションにより GHF 加熱炉

内の伝熱解析を行い、 図３－２ に示すように SiGe 結晶成長実験（Hicari テーマ）の地
上実験でのカートリッジ表面温度分布をほぼ再現することに成功した。 なお、モデル作
成および計算には商用 CFD ソフトウェア GAMBIT 2.4、FIDAP 8.7.4 を使用した。

図３－２． Hicari テーマの地上実験用カートリッジ表面温度分布の計算結果。
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この実績に基づき本実験のためのヒーター配置と温度プログラムの決定、供試体形状の詳
細 化 を 行 っ た 。 計 算 の 結 果 得 ら れ た 本 実 験 に お け る GHF 内 の 温 度 分 布 の 計 算 例 を 図 ３ － ３
に示す[O-1 ]。サンプル部表面の放射率を 0.28 ～0.98 の範囲で仮定し、GHF ヒーターの設定
温度を算出した。その結果、サンプル部表面の放射率を 0. 9 以上に増大させることでサンプル
部内部に鋭 い熱パ ルス を導入する ことが 可能 であることを 明らかにし た。従 って、 C-103 試験
片表面に様々な粒径でのショッ トブラスト処理を施し、FT- IR 測定を併用して放射率が 0.9 以
上となる処理条件を求めた。図３－ ４に供試体エンジニアリ ングモデルの写真を示す。

図３－３． GHF 内の温度分布の計算結果。

図３－４． 供試体のエンジニアリングモデルの写真 。

3.4.3 安全性の確認
「きぼう」内での本実験の安全性を検証するために以下の測定や確認を実施した結果[O-5]、
本実験の安全性は問題ないと判断された。
 蒸 発 率 測 定 装 置 を 用 い て GaSb 、 InSb 、 In 0 . 4 Ga 0 . 6 Sb の 蒸 発 速 度 の 温 度 依 存 性 を 測 定 し た
結果、1127℃ における蒸発率は 4 ×10 - 5 g/cm 2 sec と低かった。
 InGaSb 融 液 の 石 英 、 BN 、 カ ー ボ ン 及 び C-1 03 合 金 に 対 す る 濡 れ 性 を 計 測 し た 。 InGaSb
結晶をそれらの素材に接触させ 1100℃まで上昇させた結果、石英、BN、カーボンは濡れ性
が 悪 く 、 C-1 03 合 金 上 は 濡 れ 性 が 非 常 に 良 い こ と が 分 か っ た 。 従 っ て 、 も し 試 料 を 封 入 し て
あ る 試 料 ア ン プ ル が 実 験 中 に 破 損 し て InGaSb 溶 液 が 漏 れ 出 し カ ー ト リ ッ ジ と 接 触 し た と し
ても、溶液がカートリッ ジの内壁全 体に広がりサンプル部 の一か所で集中的に腐食が進行し
ないことが明らかになった。
 C-103 合金を 1200ºC の InGaSb 融液中に 1 00 時間浸して腐食試験を実施した。その結
果、サンプル部の最低肉厚は 4mm あれば十分であると結論付けた。
 NASA による試料素材の毒性評価の結果、毒性レベルは 0 と判定された。
3.4.4 加熱試験
伝熱特性シミュレーション結果に基づき、供試体エンジニアリングモデル/地上炉組合せに
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よる加熱実験を実施した。その結果、ヒーター温度の調整により所定の温度分布を取得し、適
切な熱パル スの導入を 達成出来る ことを実証 し た。そして、EPMA によ る組成分布 と成長縞を
用いた成長速度の測定の結果から、地上では予定している実験条件により結晶成長後の試料
から成長速度、濃度分布を計測出来る事を確認した。それらの結果を踏まえて、軌道上実験
における温度プロファイルを最終的に決定した。
3.4.5 機械的環境試験
本宇宙実験テーマでは、2011 年打ち上げの HTV 3 号機により供試体を地上から「きぼう」
へ輸送し、軌道上の GHF にて同 カートリッジの加熱・冷却を行い、ロシアのソ ユーズないし米
国で 開発 中 の往 還 機に より 供試 体 を 地 上に 回 収す る こ と が予 定 され て い た。 従 っ て、 そ れら の
飛 翔 体 打 ち 上 げ 時 の 振 動 、 軌 道 上 の 加 熱 、 帰 還 時 の 振 動 と 衝 撃 を 模 擬 し た 環 境 試 験を 2010
年 6 月および 12 月に行った。振動試験を複数回実施して試料アンプル構造の最適化を行い、
内部構造が振動および衝撃に十分耐えることを X 線透過測定により非破壊的に確認した。
３．５ 実験 準備フェーズ終了～供 試体打ち上 げ
供試体のフライトモデル製作は 201 1 年 2 月に終了し JAXA に引き渡されて実験準備フェ
ーズを終えた。その後、ロシアへ輸送されソユーズで 201 1 年 12 月に打ち上げた。
３．６ 軌道上実験の運用

実 験 運 用 の ス ケ ジ ュ ー ル 調 整 の 結 果 、 本 実 験 の 前 に 同 じ く GHF を 利 用 す る
Hicari 実験を実施することとなり、実験の実施時期が当初予定から変更となった。
2013 年 3 月に 5 本の供試体がクルーにより GHF にインストールされた。そして 2013 年 4

月にチェックアウトを行い、温度勾配や各熱電対の温度は地上試験の結果を再現で
きること、温度パルスは予定通り自動／手動で 入ることを確認した。但し、昇温速度
を地上試験と同様のペースで昇温を行ったところ、当初の予想より脱ガスが多かった
ため、0.1Pa を超えた時点（695℃）で、700℃まで上昇させることを断念した。その後、
675℃まで下げて加熱を再開した。
以 上 の 結 果 を 元 に 実 験 No.1 の 温 度 シ ー ケ ン ス に 反 映 し た 。 具 体 的 に は 、 410 ℃ →
640℃を 46 時間で昇温し、その後、手動での昇温を速度 2.5℃/30 分で行うこととした。
加 熱 室 が 5 00 ℃ 未 満 の 時 は 、 結 晶 成 長 が 開 始 し て い な い の で 、 冷 却 後 、 再 度 試 験 を 行 う こ と
が出来る。5 00℃以上では結晶成長が始まっており、もし GHF を緊急停止すると急冷となり凝
固後の結晶にクラックが入るので、徐冷によりクラックが発生しないようにする。
軌道上実験は 2015 年 12 月に全て終了した。その際に測定されたサンプル部表面温度プ
ロファイルの例を図３－５ に示す[R-1 ]。当初目標温度への到達および 10 0 時間を超える温度
保持、そしてほぼ２時間毎の 10℃の熱パルス導入の達成が確認された。
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図３－５． 軌道上実験における典型的なサンプル部表面温度プロファイル。

３．７ 供試 体の回収
供試体 No. 2 はソユーズ宇宙船により帰還して 2013 年 11 月に、残り全てはドラゴン宇宙
船 SpX により帰還して 2 015 年 3 月に JAXA 筑波宇宙センターに到着した。供試体はサンプ
ル部とサポート部で分離された(図３－１)。ウォータージェット加工によりサンプル部端部を切
断して試料アンプルを取り出した。そして、目視および X 線透過試験により試料アンプルに破
損など問題ないことを非破壊的に確認した。
４．

実験結果および成果

４．１ 重力 の影響
4.1.1 GaSb の種結晶 と供給原料 の融解長さ
GaSb(111)A 種結晶/Te 添加 In Sb/GaSb(111 )A 供給原料から構成される試料を用いて、
地上実験と宇宙実験を行い、両試料の特性を比較することで重力効果を調べた。
図４－１に微小重力環境（以降、μG と略す）と地上重力環境（以降、1 G と略す）試料の実験
前 の 外 観 写 真 と 実 験 後 の (110) 断 面 写 真 を 示 す [O-7 ] 。 図 中 で 実 験 前 の 種 結 晶 と 供 給 原 料 の
位 置 を 赤 矢 印 で 示 し て あ る 。 ま た 、 GaSb 種 結 晶 の 一 部 が In Sb 融 液 に 溶 解 し た 後 、 InGaSb
が結晶成長したときの界面位置を黒矢印で示してある。溶け残った種結晶と供給原料の長さ
を測定し、成長実験前の種結晶と供給原料の長さとの比較により、溶解した種結晶と供給原
料の長さを求めた。μG 実験では種結晶と供給原料の溶解長さはそれぞれ 2.3 と 15mm であ
り、1G 試料では 4.9 と 11mm であった。種結晶融解長さは 1G 試料の方が μG 試料よりも長く、
供給原料の融解長さは 1G 試料より も μG 試料の方が長いことが示された。
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図４－１． GaSb(111)A種結晶/ Te 添加In Sb/ GaSb(111)A試料： (a) μG、(b) 1 G。

4 . 1 .2 μG、1G 試料の組成分布比 較
図４－２は μG と 1G での(111)A 試料の In 組成分布である[O-7 ] 。種 結晶界面形状は両試
料ともほぼ平坦であるが、成長後の領域では μG 試料の界面形状がほぼ平坦であるのに対し
て 、 1G 試 料 で は 大 き く 湾 曲 し て い た 。 こ れ は 結 晶 成 長 界 面 形 状 が 成 長 と 共 に 湾 曲 し て い っ た
ことを反映している。

図４－２． 実験後試料の切断面におけるIn分布： (a) μG試料、(b) 1G試料。
結晶中央部を成長方向に EPMA で測定した In 組成分布を図４－３ (a)に示す[O-7 ] 。種
結晶界面の In 組成は μG 試料では 0.028 、1G 試料では 0.041 であり、1 G 試料の方が高い
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値であった。これは、1G 試料の方が μG 試料よりも種結晶がより多く溶解したため、結晶成長
開始温度が低かったことを示している。両試料とも成長が進むにつれて In 組成が減少した。こ
れは 、成 長 が進む に つ れて 成長 界 面位 置が 高 温度 側に 移 動す る ため 、成 長温 度 が高 くな る た
め で あ る 。 InSb-GaSb 擬 似 二 元 相 図 を 用 い て In 組 成 分 布 を 平 衡 温 度 に 換 算 し た 結 果 、 μG
試料では 0. 64 ℃/mm、1G 試料では 0.58 ℃/ mm の温度勾配が算出された。μG 実験の温度
勾配が 1 G 実験よりも僅かに高かったことが示唆された。In 組成は成長につれて減少した後、
μG 試料では 36.1 mm 、1G 試料では 30.6 m m 以降大きく変動していた。これは、残留溶液が
凝固した領域に対応していた。

図４－３． μG 実験と 1 G 実験試料の切断面における結晶中心軸に沿った解析結果： (a) In 組成
分布、(b) 成長速度。

4 . 1.3 μG、1G 試料の成長速度比 較
図４－４にエッチング後の InGaSb 結晶表面を示す[O-7 ] 。 (a)が μG、(b)は 1G 試料、(c)と
(d)は 1G 試料での結晶周辺部の拡大写真である。μG 試料はすべての不純物縞を成長界面
全域に渡って明瞭に観察できた。縞の形状はほぼ平坦であった。これは、μG 試料は種結晶の
成長界面全域で結晶が成長したことを示している。一方 1 G 試料では(c )に示すように、１本目
と 2 本目 の縞を 結晶 周辺 部で 観 察でき たが 、結 晶中 央 部で は観 察 できな かっ た。縞 は、融液
方向に大き く湾曲 して いた。これは 、 成長初 期に 結晶が 周辺 部分から 成 長したこと及 び種結 晶
中 央 部 で は 溶 液 が 未 飽 和 で あ り 、 結 晶 成 長 し な か っ た こ と を 示 し て い る 。 (d ) に 示 す よ う に 、 1 G
試 料 で は 種 結 晶 が 溶 解 し た と き 、 結 晶 端 部 に (111) 面 か ら な る フ ァ セ ッ ト が 現 れ て い た 。 (111)
面は他の面と比べると安定な面であることから、成長カイネ ティクスが重要な役割を果たしてし
ていることが示唆された。
不純物縞の間隔と導入時間間隔から成長速度を算出した結果を図４ －３ (b)に示す。1G 試
料は結晶成長初期では成長速度が遅いが、成長するにつれて高くなった。
結晶成長速度 Ｖ は以下の式で示すことができる。

� � � ��

�
��
� ��
�
�
�
�� ���
��
��

(４－１)

ここで D は拡散係数であり、式(４－１)の分子は溶質の供給速度を示している。分母の ��� と���
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はそれぞれ成長界面付近の溶液と成長結晶の組成を示している. 結晶が成長するにつれて成
長 界 面 の 位 置 は 高 温 側 に 移 動 す る た め 、 連 動 し て 成 長 温 度 は 上 昇 す る 。 InSb-GaSb 擬 似 二
元相図から、成長温度が高くなるにつれて, 液相線と固相線が近づくために ( C 0 - C s )の値は小
さくなる。その結果、式(４－１)の分子の項の値が小さくなり結晶成長速度が増加する。
μG 試料の成長速度は、成長長さが 2.4mm に達したとき成長速度は 0.16mm/h の最大値
に 増 加 し た 。 ま た 、 3m m を 過 ぎ た 後 の 成 長 速 度 は 徐 々 に 減 少 し 、 1 G 試 料 の 値 に 近 づ い た 。
InGaSb 結 晶 が 成 長 す る に つ れ て 、 溶 液 中 の InSb 濃 度 と GaSb 濃 度 が 消 費 さ れ る た め 、
GaSb 供給原料が In GaSb 溶液に溶解することで溶液中に GaSb 溶質が補充される。しかし、
成長終盤では溶液中への GaSb 供給が十分行われなくなるため、成長速度が減少したと考え
られる。μG 試料の成長速度と 1G 試料を比較すると、μG 試料の方が 1G 試料よりも成長速
度が大きいことが分かる。

図４－４． (a) エッ チングしたμG実験試料断面の偏光顕微鏡像、(b) 1 G実験での偏光顕微鏡写像 、
(c) 1G実験での周辺部の結晶光学顕微鏡写真、(d) 1G実験での外縁部分のFE- SEM像。不純物縞
の位置を実線でなぞってあり、熱パルスの導入番号順に縞をp1、p2 …と名付けた。

4 . 1.4 μG、1G 試料の欠陥分布比 較
InGaSb 成 長 結 晶 の エ ッ チ ピ ッ ト 密 度 (EPD) は GaSb 種 結 晶 の EPD よ り も 低 く な っ た 。 μG 試 料
と1G試料のEPDはそれぞれ2.16×10 4 /cm 2 と2.72×10 4 /cm 2 であり、μG試料の方が1G試料
より も 欠 陥 密 度 が低 く なっ た 。 こ れ は 、 μG で は 対 流 が抑 制 さ れ る ため 、 1G 試料 よ り も 高品 質 の
結晶が成長したことを示している[O- 7 ] 。
4.1.5 結晶成長界面形 状に関する 数値計算
重力が InSb 溶液中への GaSb 溶解に及ぼす効果を数値解析結果から検討した。解析に用
いた基礎式は、流体内では連続式、温度差及び濃度差に起因する浮力項を考慮した Navie r-
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Stokes 方程式、エネルギー方程式、拡散方程式、固体内ではエネルギー方程式である。
図４－５に μG 条件下と 1G 条件下における InSb 融液中への GaSb 溶解過程の数値解析
結果を示す。左側に溶質速度分布、右側に溶質濃度分布を示す。μG 条件下では溶質対流は
極めて小さいため、InSb 融液中に GaSb 結晶が溶解し、拡散によって溶液中央部に輸送され
る 。 温 度 の 高 い 供 給 原 料 の 方 が 温 度 の 低 い 種 結 晶 よ り も GaSb 溶 解 量 が 大 き く な る 。 ま た 、
μG 試料は１本目の不純物縞が全域で観察できることから、種結晶の全域から結晶成長してい
ることが分 かる。更に、種結晶近傍の溶液に GaSb 溶質が 蓄積しやすいため、結 晶成長速度
は 1G 試料よりも大きくなっていた。
一方、1G 下では GaSb の融液密度（6,01kg/m 3 ）が InSb の値(6,32kg/m 3 ）よりも小さいた
め,濃度差に起因した密度差対流（溶質対流）が発生する。この溶質対流により,溶解した
GaSb 溶質が溶液下部から上部へ輸送され,供給原料界面に蓄積する。その結果、GaSb 供給
原料の溶解が抑制される。種結晶近傍では溶液が未飽和になるため、種結晶の溶解が促進さ
れる。また、対流により種結晶の端周辺に溶質が蓄積しやすいため、1G 試料は結晶周辺部か
ら成長が始まっている。溶液が未飽和になりやすいため、結晶成長速度も μG 試料よりも小さ
くなったと考えられる。

図４－５． InGaSb 溶液中のフローパターンと濃度分布： (a) μG、(b) 1G。
当初 は 高温 側が 最 初に 溶融 す る こ とを 予測 し て い たが 、 実際 に は 低 温側 であ る 下側 結 晶の
溶融が生じ、逆に高温側の上部結晶はほとんど溶融しなかった。これは比重が小さく融点の高
い GaSb が下部で溶融すると上部に輸送され、上部で GaSb が高濃度になるため溶融しにくく
なるためであることが数値解析より判明した。実験結果（プロット）と数値解析結果（実線）との
比較を図４ －６に示す [O -6 ] 。
ここまでに記した解析は実際の宇宙実験に比べ、かなり小さなサイズでしかも立方体の試料
に 対 する 計 算で あ っ た 。 しか し 、実 際 の実 験結 果 と比 較し 界 面カ イ ネ テ ィ ク ス の影 響 を 検 討し 、
アン プルの ISS 内重力 との傾きや 微小重力変 動の影響を 厳密に議論 するには実 験で用いた
ものと同一 サイズで円 筒形三次元 計算を行う 必要がある 。その ため にはこれま で用いて いた、
BFC（Boundary Fixing Coordinate）法では計算負荷が大きく、実用的な計算に支障をきたし
ていた。そこで新たに volume-averaging continuum 法[13]を OpenFOAM に導入し計算負
荷 の 低 減 を 行 っ た [DC- 14] 。 本 法 は 、 固 体 、 液 体 、 そ れ ら の 混 合 体 を 同 時 に 扱 う モ デ ル で あ り 、
1818
This document is provided by JAXA.

74

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

74

BFC に比べ精度の低下は懸念されるものの計算時間は短縮可能である。
本方法で行った成長初期に関する計算結果[14]を 図４－６の破線で示す。この結果は BFC
を用いた結果と良好に一致しており、健全に計算が行われていることを示している。このときの
速 度 分 布 、 濃 度 分 布 、 温 度 分 布 の 一 例 を 図 ４ － ７ に 示 す [DC-14] 。 固 液 界 面 を 温 度 分 布 が 横
切っており、長方形格子において固液界面を良好に表現出来ていることが判る。また
OpenFO A M に導 入す る こと に より 並列 計算 が 容易 となり 、 大幅 な計 算 時間 の短 縮 を 実現 し た 。
微小重力実験と同一の大きさを対象とした 2 次元計算結果の一例を図４－８に示す。また
固液界面形状に関する実験結果と計算結果との比較を図４－９に示す。両者は良好に一致し
ており、宇宙実験結果を本手法で解析しう ることが分かった[DC-14]。

図４－６． 成長初期の X 線透過実験結

図 ４ － ７ ． 解 析 結 果 の 例 。 (a) 速 度 分 布 、

果と数値解析結果との比較。

(b)濃度分布、(c)温度分布。

図４－８． 溶液中の等温線分布（左）と濃度

図４－９． 固液界面形状の比較。

分布（右）の時間変化。
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４．２ 結晶 成長界面方 位効果
4.2.1 In 組成分布の結 晶面方位依 存性
μG 実験における成長結晶切断面の In 組成分布を測定した結果を図４－１０に示す[ O-11] 。
結晶 周辺 、 中央 部を 成 長方 向に 測 定し た 。3 箇所 とも 同 様の 傾向 を 示し て い た。 (111 )A 面 試
料では、種結晶との界面では In 組成が 0.03 4 であり、成長方向に徐々に低くなり 0.034 とな
った。(111)B 面試料では、種結晶との界面では In 組成が 0.034 であり、成長方向に徐々に
低くなり 0.026 となった。半径方向の In 組成分布は(111 )A 面、(111 )B 面とも均一であった。

図４－１０． In 濃度分布： (a) 周辺部-I（軸方向）、(b) 中心部（軸方向）、 (c ) 周辺部- II（ 軸方向） 、
(d) 種結晶界面（半径方向）、(e)原料結 晶界面（半径方向）、 (f) 測定箇所。

4.2.2 供給原料の溶解 長さおよび結晶成長速 度の結晶面 方位依存性
図４－１１は(111 )A 面と(111 )B 面を用いたときの供試体サンプル部側面に沿った温度分布
を示す。(111)A 面と(111)B 面種結晶界面温度 はそれぞれ 687.3℃と 6 88.2℃であり、温度勾
配は 0.81℃/mm と 0.90℃/mm となり、後者の温度勾配が 11.1 %高い。図４－１２は(111)A
面と(111)B 面を用いたときの試料(110)断面写真と In 組成のマッピング図を示す[ O-11] 。種
結晶界面と成長終了後の界面形状は両試料ともほぼ平坦であった。(1 11)A 面と(1 11)B 面試
料の種結晶溶解長さはそれぞれ 2.3mm と 2.5 mm、供給原料溶解長さはそれぞれ 14.4 mm
と 19.9 mm であった。(111)B 面の方が(111)A 面よりも溶解しやすいことが分かった。
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図４－１１． サンプル部側面に沿った温度分布。黒字、赤字は(111)A、B の供試体に対応する。

図 ４ － １ ２ ． μG 実 験 試 料 の 切 断 面 の 光 学 顕 微 鏡 像 と EPMA に よ る In 組 成 マ ッ ピ ン グ ： (a )
(111 )A 試料、(b) (11 1)B 試料。図中の赤線、黄線はそれぞれ種結晶、種結晶界面位置を、点線と
実線はそれぞれ成長の初期、終期を示している。

(111)A 面と(111)B 面の溶解量の相違 GaSb の原子配列の相違を考慮して検討した[ O-

11] 。図４－ １３は単位胞のコーナーに Ga 原子がある場合を仮定した場合の GaSb 1×1×1
セルおよび GaSb 2×2 ×2 セルの原子配列を表している。GaSb は閃亜鉛鉱構造をしている。
(111 )A 面は Ga- Sb- Ga- Sb- のように Ga 原子と Sb 原子が交互に配列している。単位胞中の
一番上に Ga 原子が 6 個あり、その次の面の Sb 原子が 3 個、その次の面に Ga 原子が 6 個、
その次の件に Sb 原子が１個並んでいる。一方、(111 )B 面は Sb- Ga-Sb-Ga- のように Sb 原
子と Ga 原子が交互に配列し、単位胞中の一番上に Sb 子が 1 個あり、その次の面の Ga 原
子が 6 個、その次の面に Sb 原子が 3 個、その次の件に Ga 原子が 6 個並んでいる。Ga 原
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子と Sb 原子の総数は同じである。一方、Ga 原子と Sb 原子の結合数を調べると、(111)A 面
では 9、3、3 、1 結合数の順となり総数は 16 結合となる。一方、(111 )B 面では 3 、3、9 、0 結
合数の順となり結合数の合計 15 である。これは、(111 )B 面の方が(1 11)A 面よりも結合数が
少ないことを意味する。2 ×2×2 セル構造では、同様に Ga と Sb 原子数は同じであるが、 結
合数は(111)A 面では 124 個、(111 )B 面では 1 22 個となり、(111 )B 面の方が(111 )A 面より
も結合数が少ない。もし、n × n × n セルを考えると、結合数は n 倍の差となる。従って、結
合数の少ない(111)B 面の方が(111 )A 面よりも溶解しやすいことが示された。
図４－１３下部に GaSb(111)A 面と(111)B 面の化学エッチングパターンを示す。(1 11)A 面
は三角形、(111)B 面は円形のパターンが現れている。これは結晶面方位の相違を示しており、
(111)A 面と(111)B 面の GaSb を種結晶として InGaSb 結晶を成長させた場合、結晶面方位
の効果があることを示唆している。

図４－１３． GaSb (111)A 面と(111 )B 面における原子配列とエッチングパターン。

エッチング後の InGaSb 結晶表面を図４－１４に示す[ O-11] 。両試料とも不純物縞が形成さ
れた。成長界面形状は両試料ともほぼ平坦であった。図４ －１５に結晶周辺、中央部の 3 ヶ所
に お け る 成 長 速 度 分布 を 示 す [ O-11] 。 成 長 初 期 の 成 長速 度を 図 中 に 示 す 。 (111 )A 面 試 料 、
(111 )B 面試料の結晶成長速度は成長初期では小さいが、成長が進むにつれて大きくなり、極
大値を示した後、減少する傾向があった。結晶が成長するにつれて(111)A 面試料、(111 )B 面
試 料 の 成 長 速 度 の 差 が 大 き く な っ た 。 (111)B 面 試 料 の 成 長 速 度 は (111)A 面 試 料 よ り も
15.4 %高くなった。
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図４－１４． 種結晶近傍の成長界面形状と 不純物縞： (a) (111)A、(b) (111)B。不純物縞の位置を
明確にするために、実線でなぞってある。

図４－１５． 軸方向の成長速度： (a) 周辺部- I、(b) 中心部、(c ) 周辺部- II、(d) 測定箇所。

結晶成長速度 Ｖ は以下の式で示すことができる。

� � � ��

ここで、
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は温度勾配であるから、成長

�� �
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は液相線勾配の逆数である。

��

速度は温度勾配に比例する。成長界面温度が同じであれば、�
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定とみなせるので、 V 1 と V 2 を(111)A 面と(111)B 面の成長速度、

(111 )B 面の温度勾配とすると、
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� �� は 一
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を(111)A 面と
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が得られる。実験は(111)B 試料の方が (111 )A 面試料よりも温度勾配が 11.1 %高い条件で
行われたため、成長速度も(111)B 試料の方が (111)A 面試料よりも 11.1 %高くなることが予
想された。しかし、成長速度は(111)B 試料の方が (111)A 面試料よりも 15.4 %高くなっていた。
これは、温度勾配のみが結晶成長速度を支配している要因ではないことを示唆している。
本研究から(111)B 面は(111)A 面よりも GaSb の溶解が大きいことが示されている。供給原
料 と し て (1 11)B と (11 1)A 面 の GaSb を そ れ ぞ れ 使 用 し て い る た め 、 (111)B 面 試 料 で は
(111 )A 面試料よりも供給原料の溶解量が大きくなっていた。(111 )B 面試料は(1 11)A 面試料
よ り も 結 晶 成 長 時 に 溶 液 に 供 給 さ れ る GaSb の 量 が 多 い た め 、 結 晶 成 長 速 度 が 高 く な っ た と
推論できる。これは結晶方位が結晶の溶解と成長の両方に影響をもたらすことを示している。
同様の手 法 によ り 、G a S b(1 1 0 ) 面 と (100)面を 種結晶と 原 料 供 給 結 晶 と し た 場 合 の 解 析 を 行
った（成果公開準備中のため関連データは掲載 しない） 。(110)面の成 長速度は(111)B 面より
も小 さく 、 (1 11)A 面 より も大き いこと が分 かっ た 。一 方 、 (100)面 を用 いた実 験 は他 の３つ の実
験と比べ温度が高くなったため、供給原料が最終的にはすべて溶解して成長していた。界面
形 状 に 関 し て は 、 (110) 、 (110) 面 共 に 成 長 初 期 か ら 湾 曲 し 、 以 降 も そ の ま ま 成 長 を 続 け た こ と
から、(111) 面は他の面と比べると安定な面であることも踏 まえると、対 流の影響がない条件で
は界面形状に成長カイネティクスが重要な役割を果たしてしていることが示唆された。
4.2.3 界面カイネティク スの影響に関する数値 解析
lnGaSb 結 晶 成 長 に お け る 界 面 カ イ ネ テ ィ ク ス の 影 響 に 関 す る 数 値 解 析 を 行 っ た [ O-8] 。 図
４ － １ ６ 、 図 ４ － １ ７ に 解 析 モ デ ル を 示 す 。 基 礎 方 程 式 は 液 相 部 に お い て は 連 続 式 、 NavierStokes 式、エネルギー式、拡散方程式である。 一方、結晶、 BN、及び石英の固体部におい
ては熱伝導方程式である。上下の結晶・液相界面では物質バランス式、エネルギーバランス
式、及び In x Ga 1 - x Sb の状態図を連立し、固液界面位置を時刻で求め る。面方位依存性を導入
するために、溶液成長における既存の研究[ 15 ]を参考に新しいパラ メータ βを導入し、界面カ
イネティクスを考慮に入れた種結晶・液相界面での物質バランス式を以下に示す。

�� ���� � �� �� � ��� � �� ���

(４－６)

�� ���� � �� �� � ����� � �� �

(４－７)

� � � �0� � ��� �

(４－８)

ここで添え字 L、S、i、e はそれぞれ液相、固相、界面（ 液相側） 、平衡を表し、 D は拡散係数、

V n は界面に垂直な成長速度を表す。
基礎方程式を境界座標に変換し、有限体積法を用いて離散化した。速度場と圧力場のカッ
ブリ ングには SIMPLE 法を用いた。また、国液界面に境界座標を固定するために計算格子は
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時間的に変化するが、格子移動に伴う誤差を取り除くために Arbitrary Lagrangian Eulerian
Method (ALE 法）を用 いた。本数 値解析では 重力の方向 を試料中心 軸の下向き とし、重力 レ
ベルを 10 - 4 G とした。今回の計算範囲においては、βs t の影響は小さく、β(0)の値が小さくなる
につれ成長速度が小さくなることが分かった。また、計算上面方位の影響を考慮しなかった供
給側（地上では上側）溶融速度も面方位の影響を受けることが分かった。これは種側結晶（地
上では下側）の成長速度が低下することにより、溶液内濃度が変化したためである。また本計
算結果は実際の宇宙実験結果[O-11]と定性的に一致した。

図４－１６． (a) 試料アンプルの概略図、(b) 試料アンプル壁面に沿った温度分布、(c) 数値シミュ
レーションで用いた試料アンプルの構造。

Label

β(0) / m・s

βs t / m・s

Case A

∞

∞

Case B

1.0 X 10

-4

2.0 X 10 - 2

Case C

1.0 X 10 - 5

2.0 X 10 - 2

Case D

1.0 X 10 - 5

1.0 X 10 - 3

図４－１７． カイネティクス係数の効果を取り込んだ結晶表面のモデル化。

図４－１８に結晶/溶液界面の位置および溶質濃度の時間変化を示す。本結晶成長法では
最初に種結晶側の GaSb が溶解し、 InGaSb 溶液が過飽和状態に達した後に結晶成長が始
ま る た め 、 界 面 位 置 は 下 降 し 、 そ の 後 上 昇 に 転 じ た 。 こ の 図 か ら βの 値 が 小 さ く な る に つ れ て 、
成長速度が遅くなることが分かる。Case A, B, C, D の成長速度はそれぞれ 0.36、0.32、0.23、
0.22 mm/h と な っ た 。 これ ら の 値 を 比 較 す る と 、 βs t よ り も β(0) の 方 が 成 長 速 度 に 影 響 を 与 え
ることが分かる。これは特異面からの勾配のずれ m の値が比較的小さく、 10 - 4 から 10 - 7 ま で
の範囲内にあるからである。本解析では、成長過程において、溶液内は上部で GaSb 濃度が
高い一方向 の濃度分布となり、 GaSb の供給 原料側から種結晶側界面への輸送は拡散律速
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となる。しかし、式(４－７)に示すようにβの値が小さくなるにつれて、界面における GaSb 組成
C が大きくなる。その結果 GaSb の高さ方向の拡散速度はβが小さい場合で遅くなり種結晶 側
界面への GaSb 供給速度が減少したそのため、 式(４－６)の右辺が小さくなり結晶成長速度
も遅くなると考えられる。また、 InGaSb 結晶が成長する際、GaSb 溶質が lnGaSb 結晶に取
り込まれるため、溶液中の GaSb 溶質量は減少した。成長過程において、温度を一定に保ち、
溶液内における平衡組成を保持することで、 GaSb 供給原料が溶液中に溶解した。β の値が
小さくなるに つれて、種 結晶側の成 長速度が遅 くなり、 GaSb 溶質の 取り込み速 度が遅くな る
ので、 GaSb 供給原料の溶解速度は小さくなった。

(a)

(b)

図４－１８． 結晶/溶液界面の位置お
よ び 溶 質 濃 度 の 時 間 変 化 ： (a) 種 結
晶 界 面 中 心 、 (b) 原 料 結 晶 界 面 中
心、(c) 種結晶界面での平均濃度。

(c)
４．４ 今後 の本研究の 展開
宇 宙 実 験 の 成 果 を 基 に 地 上 で の 結 晶 高 品 質 化 を 発 展 さ せ る [O-10 、 1 6 、 17] た め に は 、 結
晶育成過程に影響を与える多くの因子の再整理と相互関係の解明、そして結晶育成プロセス
の高度な制御手法の開発、を解決することが必要不可欠である。
本実験の成果である、成長結晶中の濃度均一性の向上と欠陥の減少、高速成長現象と
(111)面上における成 長 界 面 の 平 坦 化 に 関 す る 発 見 は 、 地 上 で は 困 難 と さ れ る 赤 外 線 素 子 用
高品質バルク半導体結晶の育成技術開発へ向けて大きな手掛かりを与えるものである。特に、
液相中の熱物質輸送過程と固液界面におけるカイネティクスの複合影響はミクロ～メゾスコピ
ッ ク ～マク ロ スケー ルに わた る大 規 模数値 計算 に 基 づき現 象を 解析 す る必要 があ る。 これ は 、
宇宙実験試料の更なる詳細分析、結晶成長での鍵となる現象の制御方法の高度化と併せて
今後地上研究にて解決すべき重要な研究課題と考えられる。なお、本実験で明らかにした溶
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解・成長界面におけるカイネティクスの差異の定量的裏付けは本稿で述べた結晶格子モデル
では得られないので分子動力学法などミクロレベルでのアプローチが必要不可欠である。
４．３ 研究 目標・サクセスクライテリアの達成度

表４－１． 科学的サクセスクライテリアの達成度
クライテリア

評価基準

達成度

Minimum

微小重力と地上

◎：高度に達成

Success

で得られた結晶

当初の計画通り、全ての宇宙実験試料について組成分

の組成分布・成

布・成長速度の測定に成功し、数値シミュレーションやモデ

長速度の違い、

ルとの比較が可能となった。

溶液中の熱物

μG では 1G に比べ成長結晶中の濃度均一性が向上し欠

質輸送過程を定
量的に評価出来

陥が減少するという当初から予想された結果に留まらず、成
長量が多く成長速度が高いという現象を発見した。その原

ること。

因は数値シミュレーションにより解明された。

Full

Minimum

Success

Success に加え

成 長 界 面 形 状 に つ い て 、 (110) 面 、 (110) 面 の 結 晶 は μG

て、異なる面方
位の結晶を解析

のみ平坦に成長し、成長速度に面方位依存性があるという

して、成長カイ

◎：高度に達成
と 1G で共に湾曲する一方で、(111)A、B 面の結晶はμG で

ネティクスの影

現象を発見した。 特に(111)A、B 面の成長速度の違いの
原因は結晶格子モデルに基づいて解釈された。

響を 定量 的 に 評

また、新たに開発した数値シミュレーションの解析結果に

価し、結晶成長

より、成長 界面での カ イネティクス が原料結晶 の溶解速度 に

のモデル化につ

も影響を与える可能性が示唆された。

なげること。

５ ． 結言
ISS・きぼう 利用ミッション「微小重力環境下における混晶半導体結晶成長」により、以
下の成果が得られた。
1)

対流が抑制された状態で、成長結晶中の濃度均一性の向上や欠陥の減少に留ま
ら ず、成 長 量 が 多 く 結晶 成 長の 高 速 化が 起こ っ た。 こ れ は、 微 小 重 力環 境で は 物
質が拡散のみで輸送されるので地上に比べて結晶の成長速度が遅くなるはずと
いう従来の一般的考えでは説明できない現象である。数 値シミュ レ ーションにより、
この原因は 1G では密度差対流が原料から成長界面近傍への均等な溶質輸送を
阻害することによることが明らかになった。

2)

対流が抑制された状態で、成長カイネティクスの影響が顕在化し、(111)A、B 面の
結 晶 は 共 に 平 坦 に 成 長 し 、 溶 解 量、 成 長 速 度 に 面 方 位 依 存 性 が 現 れ た 。 結 晶 格
子モデルに基づく考察により、(111)A、B 面の成長・溶解過程の違いは単位胞中
の結合数が異なることが原因と考えられる。

3)

新た に 開 発 した 数 値 シ ミュ レ ー シ ョ ン の解 析 結 果 に より 、成長界面でのカイネティク
スが原料結晶の溶解速度にも影響を与える可能性が示唆された。
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Y. Inatomi: “JAXA’s Crystal Growth Experiments on ISS”, The 1st JapanChina J oint Works hop on Material Science in Space , Hamamatsu, J apan
(February 9, 2014).

IC-3)

Y. Hayak awa: “Introduction of Microgravity experiments” The 1st Japan-Chin a
Joint Workshop on Material Sc ience in Spac e, Hamamatsu, J apan (February 9,
2014).
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IC-4)

V. Nirmal Kumar, Y. Katsumat a, M. Arivanandhan, T. Koyama, Y. Momose, Y.
Hayakawa, Y. Okano, T. Ozawa, and Y. Inatomi: “Ground-based Exp eriments
for Crystal Growth of InGaSb”, The 1st Japan-China Joint Workshop on
Material Scienc e in Spac e, Hamamatsu, Japan (February 9, 2014).

IC-5)

M. Arivanandhan, M. Omprakash, H. Morii, T. Aoki, T. Koyama, Y. Momose, H.
Ikeda, H. Tatsuoka, Y. Okano, T. Ozawa, Y. Inatomi, S. Moorthy Babu and Y.
Hayakawa: “A novel method f or t he in-situ observation of dissolution and
growth process of alloy semiconductor”, Int ernational Conf erence on Materials
and Characterization Techniques (ICMCT 2014) IT66, VIT Universi ty, Vellore,
India (March 10-12, 2014) (Invited)

IC-6)

Yuko Inatomi, Kaoruho Sakata, Yasuhiro Hayakawa, Takehiko Ishikawa,
Mukannan Arivanandhan, Govindasamy Rajes h, Tadanobu Koyama, Yos himi
Momose, Krishnasamy Sankaranarayanan, Akira Tanaka, Tetsuo Ozawa,
Yasunori Okano, Masahiro Tak ayanagi, Shinichi Yoda, and Y. Kamigaichi:
“First Experiment of Alloy Semiconductor Project in ISS”, 40th COSPAR
Scientific Assembly (COSPAR MOSCOW 2014), Moscow, Russia (Augus t 2-1 0,
2014), G0.1-0005-14.

IC-7)

Y. Hayakawa, Y. Inatomi, K. Sak ata, T. Ishik awa, M. Tak ay anagi, S. Yoda, Y.
Kamigaichi, M. Arivanandhan, G. Rajesh, V. Nirmal Kumar, T. Koyama, Y.
Momose, T. Ozawa and Y. Okano, “In x Ga 1 - x Sb alloy semiconductor crysta l
growth under microgravity at International Space Station (ISS)” , The 9 t h
International Conference on Diffusion in Materials (DIMAT2014), Munster,
Germany (August 17-22, 2014,) O-86.

IC-8)

V. Nirmal Kumar, M. Arivanandhan, G. Rajes h, T. Koyama, Y. Momose, Y.
Inatomi, K. Sak ata, T. Ishik awa, M. Takayanagi, S. Kamigaic hi, T. Oz awa, Y.
Okano and Y. Hayakawa: “Growth of InGaSb alloy semiconductor cr yst al
under 1G condition as a preliminary study for microgravity experiment at
International Spac e Station”, 13th International Conference on Globa l
Research and Education (Inter-Academia 2014), Riga Technical University,
Riga, Latvia (September 10-12, 2014) p.265-266.

IC-9)

Y. Inatomi, K. Sakata, T. Ishikawa, M. Tak ayanagi, S. Yod a, Y. Kamigaichi, M.
Arivanandhan, G. Rajesh, V. Nirma l Kumar, T. Koyama, Y. Momos e, T. Ozawa,
Y. Ok ano and Y. Hayak awa: “Crystal growt h of I n x Ga 1 - x Sb alloy semiconductor
under microgravity at International Space Station (ISS) and com parison with
ground based experiment”, 10th Asian Microgravity Symposium, Seoul, Korea
(October 28-31, 2014).

IC-10) Y. Okano, H. Mirsandi, Y. Inatomi, Y. Hayakawa and S. Dost: “A numerical
study on growth process of InGaSb crystal under microgravity field wit h
considering interfac ial kinetics ”, 10t h As ian Mic rogravit y Symposium, Seoul,
Korea (October 28-31, 2014).
IC-11) Y. Hayak awa, “Effec t of gravity on the diss olution and growth processes of
InGaSb ternary alloy bulk semiconductor”, The 16 t h Tak ayanagi Kenjir o
memorial symposium, Shizuoka University, Japan (November 11 -12, 2014) p p.
TP2-1-1 – TP2-1-5 (Invited talk).
IC-12) Yuko Inatomi and Masahiro Tak ayanagi: “J apanese Crystal Growth
Experiments on International Space Station”, The 2nd China-Japa n Work shop
on Material Scienc e in Space, Jinan, Shandong Provinc e, China (December
20-22, 2014).
IC-13) Y. Hayakawa, M. Arivanandhan, V. Nirmal Kumar, G. Rajes h, Y. Kats umata, T.
Koyama, Y. Momos e, Y. Inatomi, K. Sakata, T. Is hik awa, M. Tak ayanagi, S.
Kamigaichi, T. Ozawa and Y. Okano: “I nGaSb alloy semiconductor growt h
under 1G and microgravity”, The 2nd China-Japan Workshop on Material
Scienc e in Space Jinan, Shandong Province, China (Dec ember 20-22, 2014).
IC-14) Y. Okano, H. Mirsandi, T. Yamamoto, Y. Takagi, Y. Inatom i and Y. Hayakawa :
“Numerical investigation of melting and growth of InGaSb by usi n g
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temperature gradient method”, The 2nd China-Japan Workshop on Mat erial
Scienc e in Space Jinan, Shandong Province, China (Dec ember 20-22, 2014).
IC-15) Y. Katsumata, M. Arivanandhan, V. Nirmal Kumar, G. Rajes h, T. Koyama, Y.
Momose, Y. Inatomi, K. Sakata, T. Ishikawa, T. Ozawa, Y. Okano and Y.
Hayakawa: “Effect of gravity on the growth of InGaSb ternary alloy
semiconductor bulk crystals”, SRM University - Shizuoka University Joint
Symposium, Shizuoka University , Hamamatsu, Japan (January 7, 2015).
IC-16) V. Nirmal Kumar, M. Arivanandhan, G. Rajesh, Y. Katsumat a, T. Koyama, Y.
Momose, Y. Inatomi, K. Sakata, T. Ishik awa, M. Takayanagi, S. Kamigaic hi, T.
Ozawa, Y. Okano and Y. Hayakawa: “Growth Process of InGaSb under
Microgravity and Normal Gravity Conditions”, 2015 International Symposium
toward the Future of Advanc ed Researches in Shiz uoka University - Joint
International Workshops on Advanced Nanovision Scienc e / Advanc ed Gree n
Scienc e / Promotion of Global Young Researchers in Shizuoka Uni versity Shizuoka University. Hamamatsu, Japan (January 27-28, 2015) PS-17.
IC-17) Y. Inatomi, Kaoruho Sak ata, M. Arivanandhan, G. Rajesh, V. Nirmal Kumar, T.
Koyama, Y. Momose, T. Ozawa, Y. Okano, and Y. Hayakawa: “Crystal growt h
of In x Ga 1 - x Sb under Reduced Convec tion Condition”, 3rd International
Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ICONN 2015), SRM
Universit, Tamilnadu, Indi a (February 4-6, 2015) (Invited talk).
IC-18) Y. Hayakawa, M. Arivanandhan, V. Nirmal Kumar, G. Rajes h , T. Koyama, Y.
Momose, H. Morii, T. Aoki, Y. Okano, T. Ozawa, K. Sakata and Y. I natomi:
“Growth of InGaSb Alloy Semiconductor under 1 G and Microgravit y
Conditions”, Tongji University, China (March 28-31, 2015), Invi ted lecture at
Tongji University (Invited Talk).
IC-19) Yuko Inatomi, Mukannan Arivanandhan, Velu Nirmal Kumar, Haryo Mirs andi ,
Tadanobu Koyama, Yoshimi Momose, Tetsuo Ozawa, Takehiko Ishikaw a,
Yasunori Okano, Yasuhiro Hayakawa: “Morphological change of S/L interface
in semiconductor solution growth under reduced convection condi tion”, The
30th International Symposium on Space Technology and Science (30th I STS),
Kobe International Conferenc e Center, in Kobe City, Hyogo, Japan, (J uly 4-10,
2015) 2015-h-09.
IC-20) Xin Jin, Haryo Mirsandi, Takuya Yamamoto, Yohei Takagi, Yasunori Okano,
Yuko Inatomi, Yasuhiro Hayakawa, Sadik Dost: “A Numerical Simulation Study
on the Growth Proc ess of InGaSb Crystals under Microgravity by Us ing Open
FOAM”, The 30th I nt ernat ional Symposium on Space Technology and Scienc e
(30th ISTS), Kobe International Conference Center, in Kobe City , Hyogo,
Japan, (July 4-10, 2015) 2015-h-11.
IC-21) V. Nirmal Kumar, G. Rajes h, M. Arivanandhan, T. Koyama, Y. Momose, K.
Sakata, T. Ishikawa, T. Ozawa, Y. Okano, Y. Inatomi and Y. Hayakawa:
“Growth Properties of InGaSb under Normal and Microgravity Cond ition at
International Space Station”, SRM University - Shizuoka University Joint
Symposium (September 3, 2015).
IC-22) Velu Nirmal Kumar, Govindasamy Rajes h, Tadanobu Koyoma, Yoshimi
Momose, Yuko Inatomi, Kaoruho Sakata, Takehiko Ishikawa, Masahit o
Tak ayanagi, Shigeki Kamigaic hi, Tets uo Oz awa, Yas unori Okano, Yasuhiro
Hayakawa: “Growth Properties of InGaSb Ternary Alloys Under Mic rogravit y
and Normal Gravity Conditions”, The Joint Conference of 6th Int ernational
Symposium on Physical Scienc es in Space (ISPS-6) and 10th I nt ernational
Conferenc e on Two-Phase Systems for Space and Ground Applications
(ITTW2015) , Dos hisha University, Kyoto, Japan (September 14-18 , 2015 )
17Cr-5.
IC-23) X. Jin, H. Mirsandi, T. Yamamoto, Y. Takagi, Y. Okano, Y. I nat omi, Y.
Hayakawa and S. Dost: “Numerical Simulation of InGaSb Crystals growt h
under Micro-Gravity environment onboard the International Space Station”,
Inter-Academia 2015, Congress Center in Hamamatsu ACT CITY, Jap a n
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(September 28-30, 2015) PY2-4.
IC-24) Yuko Inatomi, Yas unori Okano, Yasuhiro Hayak awa: “Growth of In x G a 1 - x S b
alloy s emiconductor at the ISS and comparison with terrestrial experiment”,
9th Works hop on Microgravity Sciences in XIAMEN, Fujian Provinc e, Chin a
(November 9-13, 2015).
IC-25) Y. Hayakawa, V.N. Kumar, G. Rajesh, M. Arivanandhan, T. Koyama, Y.
Momose, T. Ozawa, Y. Okano and Y. Inatomi: “Microgravity Experi ment of
InGaSb Alloy Semiconductor Crystals at International Spac e Stat ion”, The
60th DAE Solid State Physics Symposium IT-44, Amity University, Noida,
Uttar Pradesh, Inida, (Dec ember 21-25, 2015) (Invited talk) .
IC-26) Yuko I nat omi: “J apanes e Material Research under Microgravity”, The 3r d
Japan-China Workshop on Material Science in Space, University o f th e
Ryuk yus, Okinawa, Japan (March 25-28, 2016).
IC-27) X. Jin, T. Yamamoto, Y. T ak agi, Y. Okano, and Y. Inatomi , Y. Hayak awa an d
S. Dost: "A Numerical Study on the Growth Process of InGaSb Crystals unde r
Microgravity Onboard the International Space Station", The 18th International
Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-18), Nagoya, Japan,
August 7-12, 2016), TuP-G10-7.
IC-28) V. Nirmal Kumar, M. Arivanandhan, G. Rajes h, T. Koyama, Y. Momose, K.
Sakata, T. Ozawa, Y. Okano, Y. Inatomi and Y Hayakawa, “Growth properties
of InGaSb ternary alloys from Ga and Sb faces of GaSb (111) und er
microgravity on board the Internat ional Space Station”, SRM University Shizuoka University Joint Symposium 20 Shizuoka University, Hamamats u,
Japan (August 31, 2016,).
IC-29) Yuko Inatomi, Velu Nirmal Kumar, Mukannan Arivanandhan, Govindas am y
Rajesh, Kaoruho Sak ata, Tadanobu Koyama, Yos himi Momos e, Yasuno ri
Okano and Yas uhiro Hayakawa: “Growth and Dissolution Rates of I nGaS b
Crystal under Reduc ed Convection Condition”, 11th Asian Microgravit y
Symposium (AMS 2016), Hokkaido University, Sapporo, J apan (Octo ber 25-29,
2016) 28Cr-2K.
IC-30) X. Jin, T. Yamamoto, Y. T ak agi, Y. Okano, Y. Inatomi, Y. Hayakawa and S.
Dost: "A Numerical Simulation Study for Predicting the Dissolution Length in
Growth of InGaSb under the Microgravity Conditions of the ISS", 11th Asia n
Microgravity Sympos ium (AMS 2016), Hokkaido University, Sapporo , Japan
(October 25-29, 2016) 26SP-A-7.
国内会議で の学術講演 、研究会
DC-1) 稲 富 裕 光 , 阪 田 薫 穂 ， 早 川 泰 弘 ， 石 川 毅 彦 , Mukannan Arivanandan, Govindasam y
Rajesh, 小山忠信, 百瀬与志美, 田中 昭，小澤哲夫, 岡野泰則, 高柳昌弘, 上垣内茂樹:
“ISS に お け る Alloy Semiconductor プ ロ ジ ェ ク ト の 現 状 ”, 日 本 マ イ ク ロ グ ラ ビ テ ィ 応 用 学
会第27回学術講演会, 芝浦工業大学, 東京都江東区, 2013年11月27日-29日, 27B10.
DC-2) 岡野泰則, 高木洋平, ハルヨ・ミルサンディ , 延岡雅弘, 稲富裕光, 早川泰弘: “I nGaSb混
晶半導体作製に及ぼす重力の影響”, 化学工学会第79年会, 岐阜大学柳戸キャンパス, 岐
阜県岐阜市, 2014年3月18日-20日, I224.
DC-3) Haryo Mirsandi, 高木洋平, 岡野泰則, 延岡雅弘, 稲富裕光, 早川泰弘: “InGaSb 結晶
成 長 過 程 に お け る 界 面 カ イ ネ テ ィ ク ス の 影 響 に 関 す る 数 値 解 析 ”, 化 学 工 学 会 第 79 年 会 ,
岐阜大学柳戸キャンパス, 岐阜県岐阜市, 2014年3月18日-20日, SB2P67.
DC-4) V. Nirmal Kumar, M. Arivanandhan, G. Rajes h, T. Koyama, Y. Momose, Y.
Inatomi, K. Sak ata, T. Ishik awa, M. Takayanagi, S. Kamigaic hi, T. Oz awa, Y.
Okano, Y. Hayak awa: “Growth and properties of InGaSb alloy s emi conducto r
crystals grown under microgravity and 1G conditions”, 第75回応用物理学会秋季
学術講演会, 北海道大学札幌キャンパス, 2014年9月17日-20日, 18p-PB9 - 1.
DC-5) ハルヨ・ミルサンディ, 山本卓也, 高木洋平, 岡野泰則, 稲富裕光, 早川泰弘: “微小重力 環
境下でのInGaSb結晶成長における界面カイネティクスの影響に関する数値解析 ”, 第63回
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理 論 応 用 力 学 講 演 会 , 東 京 工 業 大 学 大 岡 山 キ ャ ン パ ス , 2014 年 9 月 26 日 -28 日 , OS0502-05.
DC-6) 早川泰弘, Mukannan Arivanandhan, Velu Niramal Kumar, Govindasamy Rajes h,
小山忠信, 百瀬与志美, 稲富裕光, 阪田薫穂, 石川毅彦, 高柳昌弘, 上垣内茂樹, 小澤 哲
夫 , 岡 野 泰 則 : “InGaSb 混 晶 半 導 体 結 晶 成 長 に 対 す る 重 力 効 果 ― 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン
実験―”, 第44回結晶成長国内会議, 学習院創立百周年記念会館, 2014年11月6日-8日 ,
08aB07.
DC-7) Velu Niramal Kumar, Mukannan Arivanandhan, Govindas amy Rajes h, 小山忠信,
百瀬与志美, 稲富裕光, 阪田薫穂, 石川毅彦, 高柳昌弘, 上垣内茂樹, 小澤哲夫, 岡野泰
則, 早 川泰 弘: “InGaSb 結晶 成長 に対 する 重 力効 果 ― 国際 宇宙 ス テ ーシ ョ ン内 の微 小 重
力下と1G下実験―”, 日本マイクログラビティ応用学会第 28回学術講演会, イーグレひめ じ,
兵庫県姫路市, 2014年11月26-28日, P18.
DC-8) ミルサンディ ハル ヨ, 山本卓也, 高木洋平, 岡野泰則, 稲富裕光, 早川泰弘: “ISSにおけ る
InGaSb 結 晶 成 長 実 験 に 対 す る 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン”, 日 本 マ イ ク ロ グ ラ ビ テ ィ 応 用 学 会第
28回学術講演会, イーグレひめ じ, 兵庫県姫路市, 2014年11月26日-28日, P05.
DC-9) 早川泰弘, 稲富裕光, 阪田薫穂, 石川毅彦, 高柳昌弘, 上垣内茂樹, M. Arivanandha n,
V. Nirmal Kumar, G. Rajes h, 小山忠信, 百瀬与志美, 小澤哲夫, 岡野泰則: “国際宇
宙ステーション内の微小重力環境下における混晶半導体結晶成長 ”, 第29回宇宙環境利用
シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 相 模 原 キ ャ ン パ ス , 神 奈 川 県 相 模 原 市 , 2015年 1
月24日-25日, pp. 44-47.
DC-10) 早川泰弘、稲富裕光、岡野泰則、新船幸二、M. Arivanandhan、小 澤哲夫、木下恭一、荒
井康智、塚 田隆夫、久 保正樹、杉 岡健一: ”バ ルク結晶成長機構研究チーム活動 報告”, 第
29 回 宇 宙 環 境 利 用 シ ン ポ ジ ウ ム 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 相 模 原 キ ャ ン パ ス , 神 奈 川 県 相
模原市, 2015年1月24日-25日, pp. 48-52.
DC-11) V. Nirmal Kumar, M. Arivanandhan, G. Rajes h, T. Koyama, Y. Momose, Y.
Inatomi, K. Sakata, T. Ishikawa, M. Tak ayanagi, S. Yoda, S. Kamigaichi, T.
Ozawa, Y. Okano and Y. Hayakawa: "Properties of InGaSb Crystals Grown
under μG at I nt ernational Spac e Stat ion and 1G Conditions", 第62回応用物理学
会春 季 学術 講演 会, 東 海大 学 湘南 キャ ン パス, 神奈 川県 平塚 市, 2015年 3 月 11 日-1 4 日 ,
E 12a-D13-1.
DC-12) 岡野泰則, Jin Xin, 山本卓也, 高木洋平, 早川泰弘, 稲富裕光: “国際宇宙ステーション
内 InGaSb 結 晶 成 長 に 関 す る 数 値 解 析 ”, 第 63 回 応 用 物 理 学 会 春 季 学 術 講 演 会 , 東 京 工
業大学大岡山キャンパス, 東京都目黒区, 2016年3月19日-22日, 19a-H112-8.
DC-13) V. Nirmal Kumar, M. Arivanandhan, G. Rajes h, T. Koyama, Y. Momose, K.
Sakata, T. Ozawa, Y. Okano, Y. Inatomi and Y. Hayakawa: “Gravity effect on
the properties of In x Ga 1 - x Sb t ernary alloys grown at the I nternational Space
Station”, 電子情報通信学会電子デバイス・ シリコン材料デバイス合同研究会、静岡大学
浜松キャンパス, 静岡県浜松市, 2016 年 5 月 19-20 日, 「 機能ナノデバイスおよび関連
技術」信越技報 vol. 116, [48], pp. 55-59.
DC-14) 岡野泰則, JIN Xin, 山本卓也, 高木洋平, 早川泰弘, 稲富裕光: “微小重力環境下におけ
る InGaSb 凝固に関する数値解析”, 第 53 回日本伝熱シンポジウム, 大阪国際会議場,
大阪府大阪市, 2016 年 5 月 24 日-26 日, H314.
DC-15) 早 川 泰 弘 , V. Nirmal Kumar, M. Arivanandhan, 小 山 忠 信 , 百 瀬 与 志 美 , 阪 田 薫 穂 ,
小澤哲夫, 岡野泰則, 稲富裕光: “国際宇宙ステーション内の長期微小重力環境下におけ
る GaSb(111)Ga 面 及 び Sb 面 種 結 晶 か ら の InGaSb 三 元 混 晶 結 晶 成 長 ”, 第 77 回 応 用 物
理 学 会 秋 季 学 術 講 演 会 , 朱 鷺 メ ッ セ , 新 潟 県 新 潟 市 , 2016 年 9 月 13 日 -16 日 , 14p-A2511.
新聞やイン ターネットな ど
N-1)

2016 年 6 月 17 日「宇宙発イノベーション・進む産業応用（３）次世代材料の「混晶」 均一組成」
日刊工業新聞
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受賞など
A-1)

Velu Nirmal Kumar: 文 部 科 学 省 国 費 外 国 人 留 学 生 制 度 に て 採 用 , “Researc h field:
Growth and analyses of InGaSb crystal under microgravity condition at t he
international space station”, 2013 年10月1日- 2016年9月30日.

A-2)

早 川泰 弘: 第 27回 高 柳 記 念賞, “ エ ネ ル ギ ー デ バ イス 関 連 高 品質 材 料 の 結晶 成 長 に 関 す る
研究”, 2013年12月8日.（静岡新聞2013年12月10日朝刊ほか掲載）

A-3)

V. Nirmal Kumar: Young Researcher Award, Inter-Academia 2014, “Growth of
InGaSb alloy semiconductor crystal under 1G condition as a preliminary study
for microgravity experiment at International Space Station”, Riga Technical
University, Riga, Latvia, 2014年9月10日-12日.

A-4)

V. Nirmal Kumar: 第28回日本マイクログラビティ応用学会学術講演会 毛利ポスターセッ
シ ョ ン 敢 闘 賞 , “Effect of gravity on InGaSb crystal growth - Microgravity at
International Space Station and 1G conditions -”, イ ー グ レ 姫 路 , 兵 庫 県 姫 路 市 ,
2014年11月26日-28日.

A-5)

早川泰弘: 静岡大学研究フェローに就任, ”微小重力環境下での結晶成長とエネルギー関
連材料の開発”, 2016年4月1日.

A-6)

V. Nirmal Kumar: 静岡大学創造科学技術大学院賞, 2016年9月16日.

A-7)

X. Jin: Notable Poster Award, Mohri Post er s ession, 11t h Asian Microgravity
Symposium (AMS 2016), "A Numerical Simulation Study for Predict ing the
Dissolution Length in Growth of InGaSb under the Microgravity C onditions of
the ISS", Hokkaido University, Sapporo, Japan, 2016 年10月27日.

獲得外部競 争資金
B-1)

基盤研究(B)(一般)(2013～ 2016 年度)「対流制御による高品質InGaSb結晶の育成」 (代表
：稲富裕光、分担：早川泰弘 )

B-2)

基 盤 研 究 (B)( 一 般 )(2013 ～ 2015 年 度 ) 「 タ ン デ ム 型 熱 電 セ ル 作 製 の た め の 高 品 質 混 晶 半
導体結晶成長と溶質輸送効果の解明」(代表： 早川泰弘、分担：稲富裕光)
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ＩＳＳ・きぼう利用ミッション
「微小重力環境下における混晶半導体結晶成長 （略称：Alloy Semiconductor）」
研究成果概要書
代表研究者： 稲富 裕光 （JAXA 宇宙科学研究所）
平成 29 年 2 月
１． 研究内容
In x Ga 1 - x Sb 三元混晶半導体はその組成比を変えることにより、発光受光の波長を 1.7μm～6.8μ
m の範囲で制御できるため、熱光発電デバイスや各種ガスセンサー等を作製する上で重要な材
料である。しかし、地上で均一組成の良質な単結晶を成長させることは難しい。地上では対流の
影響が大きいため、結晶成長界面におけるカイネティクスと結晶成長速度や結晶品質との関係は
未だよく理解されてい ないのが現 状であり、結晶成長中 の固液界面 近傍での熱 物質輸送過 程の
解明が必要不可欠である。
そこで、本宇宙実験は、微小重力環境下において In x Ga 1 - x Sb 混晶半導体の結晶成長実験を行
い、地上実験結果と比較することで以下の点を明らかにする： (1) 重力に起因した自然対流や拡
散が混晶半導体結晶成長に及ぼす効果、(2) 混晶半導体の溶解や成長過程の面方位依存性。
２． 実験方法
重力効果を調べるために、GaSb 種結晶/ Te 添加 InSb/ GaSb 供給原料から構成されるサンドイ
ッ チ 構 造 の 試 料 を 用 い て 地 上 実 験 と 微 小 重 力 実 験 を 行 い 、 GaSb の 種 結 晶 と 供 給 原 料 の 溶 解 量 、
結晶成長速度、In 組成分布、欠陥密度分布を測定し、比較検討した。また、結晶面方位効果を明ら
かにするために、GaSb 結晶面方位の異なる 4 種類の試料(111 )A、(111)B、(11 0)、(100 )を用いた。
結晶の成長速度と界面形状を調べるため に、結晶成長中に 2 時間ご とに熱パルスを試料全体に印
加することで意図的に不純物縞を形成しタイムマーカーとした。

３ ． 実 験 結 果 お よ び 成果
当初の計画通り、全ての宇宙実験試料について組成分布・成長速度の測定に成功し、数値シミ
ュレーションや結晶格子モデルとの比較が可能となった。その結果、対流が抑制された状態で以下
の新たな現象が見出された。
1) 成 長 結 晶 中 の 濃 度 均 一 性 の 向 上 や 欠 陥 の 減 少 に 留 ま ら ず 、成 長 量 が 多 く 結 晶 成 長 の 高
速化が起こった（図１、２）。これは微小重力環境では物質が拡散のみで輸送されるので地
上に比べて結晶の成長速度が遅くなるは ずと いう従来の一般的考えでは説明できな い 結
果である。数値シミュレーションにより、この原因は 1G では密度差対流が原料から成長界
面近傍への均等な溶質輸送を阻害することによることが明らかになった。
2) 地上実験結果とは異なり、成長カイネティクスの影響が顕在化して(111)A、B 面の結晶が
共に平坦に成長した（図３）。また、溶解量、成長速度についても面方位依存性が見られた。
結晶格子モデルに基づく考察により、(111)A、B 面の成長・溶解過程の違いは単位胞中の
結合数が異なることが原因と考えられる。
また、新たに開発した数値シミュレーションによる解析結果により、成長界面でのカイネティ
クスが原料結晶の溶解速度にも影響を与える可能性が示唆された。
４ ． 成果発信状況
関 連 成 果 が、 原 著 論 文 １３ 報 、 解 説 ２ 報、 国 際 会 議 発 表 ３ ０ 件 、 国 内 会 議 発 表 １ ５ 件 、 新 聞
記事１件、として公開され、また、学位取得３件、受賞等７件、外部資金獲得２件、につながっ
ている。
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図１． 実験後試料の切断面におけるIn 分布： (a) 宇宙実験試料、(b) 地上実験試料。[1]

図２． 宇宙実験と地上実験試料の中心軸に沿った解析結果： (a) In 組成分布、(b) 成長速度。[1]

図３． 種結晶近傍の成長界面形状 の時間変化： (a) (111)A、(b) (111)B。図中の赤い線は成長界
面位置に対応する。[2]

参考文献
1) Y. Inatomi et al., npj Microgravity 1 (2015) pp. 15011 1-6.
2) V. Nirmal Kumar et al., npj Microgravity 2 (2016) pp. 16026 1-7.
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Summary
Summary report
report of
of the
the ISS-Kibo
ISS-Kibo utilization
utilization mission,
mission
“Crystal
Growth of
of Alloy
Alloy Semiconductor
Semiconductor Under
Under Microgravity
Microgravity
Crystal Growth
䠄Alloy
（Alloy Semiconductor䠅”
Semiconductor）
Principal Investigator: Yuko Inatomi （Japan Aerospace Exploration Agency）
March, 2017
1. Background and Purpose
In x Ga 1 - x Sb is a ternary alloy that has tunable properties between its b inary
compounds InSb and GaSb. The cut-off wavelength of In x Ga 1 - x Sb can be varied in the
range 1.7 - 6.8 μm, and hence it can be used as infrared detectors. However, it is
difficult to grow high-quality bulk crystals of the alloy under terrestrial (1G) conditions
because the solute and heat transport are influenced by convection, which affects the
quality of the crystals. Under microgravity (μG) conditions, it is feasible to suppress
the complex convective heat and mass transports to gain deeper insight into the
transport phenomena. The purpose of the present space mission was to make clear
the factors for crystal growth mechanism by investigating (1) solute transport in liquid
and (2) surface orientation dependence of growth kinetics under μG and 1G.
2. Experimental procedure
Samples with a GaSb/Te-doped InSb/GaSb sandwich structure were us ed f or t h e
growth of the In x Ga 1 - x Sb bulk crystal under µG at the ISS-Kibo by a vertical gradient
freezing method. We were making a sequence of experiments to un derstand t he
orientation-dependent growth properties along different primary planes of GaSb
(111)A, (111)B, (110), and (100) seeds. The dissolution lengths of the seed and feed
crystals, the growth rate, and the composition and the etch pit densit y in the grown
crystal were measured. Heat pulses were applied during the process at intervals of
two hours to induce the impurity striations corresponding to the growth int erface.
3. Results
The composition and the growth rate for all the samples were compared with those
of numerical simulations. The following phenomena were found under μG experiments.
1) The composition uniformity and quality of the crystals were improved under μG
than 1G. The growth rate was enhanced under μG than 1G. (Figs. 1 and 2 ） .
Under 1G the growth rate was damped because buoyancy convection prevented
diffusive transport of GaSb in InGaSb melt to the growth surfac e from the feed.
2) The initial growth morphology for both (111)A and (111)B samples were almost flat
because of the anisotropic growth kinetics (Fig. 3). The dissolution of GaSb
(111)B was higher than that of (111)A and the growth rate of InGaSb from Ga Sb
(111)B was greater than that of GaSb (111)A.The differenc es of the dissolution
length and growth rates c an be explained by attribution of different number bonds
in unit cell at the crystal surfaces.
Moreover, the numerical simulation showed a possibility that th e growth kinetics of
the seed crystal influenced the dissolution rate of the feed crystal.
4. Achievements
The project results contribute the following achievements: 13 peer-reviewed original
articles, 2 reviews, 30 presentations at international conferences, 15 presentations at
domestic conferences, 1 newspaper article, 3 degrees, 7 awards, and 2 external funds.
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Fig. 1 EPMA mapping of indium distribution in (a) μG and (b) 1G. [1]

Fig. 2 (a) Indium c omposition profile and (b) growth rate variations a long growt h
direction. [ 1]

Fig. 3 Initial s eed interface shape and impurity striations of (a) (1 11)A and (b)
(111)B samples. The striations are marked as s olid lines in the optic al microscopic
images of the etched samples. [2]
References
1) Y. Inatomi et al., npj Microgravity 1 (2015) pp. 15011 1-6.
2) V. Nirmal Kumar et al., npj Microgravity 2 (2016) pp. 16026 1-7.
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（物質・物理科学分野）

平成 29 年 6 月

きぼう船内実験室の温度勾配炉（ＧＨＦ）を活用し、 微小重力下での三元混晶半導体結晶の作成に成功
し、 また、 成長面の面方位依存性を、 結合との関係において考察した。 面方位依存性は、 単位胞中の
結合数に起因するという新しいモデルを示唆し、 当初設定の目標を達成した。
μＧにおける単結晶成長メカニズムを理解することの意義は極めて高く、 本研究においても、 貴重な前
進があったと評価できる。 今回の宇宙実験により得られた諸現象について、 より精緻な地上実験や数値
計算など、 さらに精緻な解析を引き続き行うことにより、 新たな知見が得られることが期待される。

総合評価
Ｂ：目標を達成した（フルサクセス相当）

代表研究者；稲富裕光（JAXA 宇宙科学研究所）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果

「微小重力環境下における混晶半導体結晶成長（Alloy Semiconductor）」
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ɗɕəɕ

ƋƗVĺʆ˲˨˖˗̅ˍ̋ˬ

ɑ ʘ˄ʹʪʆšćʰ˥̋˳˖ȁƭěʑ§ª¬ɍʪ'ˁ˄̢ʮiʚ˄ʣÛʮ X ƲôʪĴȔǦĭʮ
Ǫʚ˄ʩʌ˃ʇʢʰƭĮʱƮǨſʮîȫʰGĢĩʫ³ãʚ˄ʆ§ªʪîȫʜʣ̓̏̕ƔÒʰƭěʐˁʱ
ƭě¦ſʮˀ˂ɏʌFǦǁʑÝˁ˄ʣʫzʚ˄ʩʌ˃ʇʜʐʜʆƭěʰ©>æʮ±üʮȯ.ʞ˃
ƭěîȫȓÒʰƋƗʱƀšʪʋ˃ʇʘʰƭěîȫ̀˒ˮˠ˿ʰǦĭďŇʱʆîȫȓÒʰșɌ}Ò,¥
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æˇǴʶ˃[16, 17]ďŇʫʆƭěǗɂʰîȫ˳˥̎̋̐ˁʠˈ˟˩˨˹ʆ̕ļ;Á̑ʰǰƨʭǤ²[18-24]
ˇʏʘʭʍďŇʮIʚ˄˃ʇĦƋƗʪʱʆɾʢʰɿǤ²ʮˀ˂̢

ƋƗðŇˇuĘʮǓʍʇʘ˄ʱ§ª¬

ɍʪʱGʼʩʰʘʫʪʋ˃ʇ
ɑ ʚˁʮȥǟʭʘʫʱʆß¶ȥPʫʰ¬ɍƭĮˇŁȊʞ˃ʣʼʮʱʆuʝƢÒʰ¬ɍˇǓˆʭʖ˄ʲ
ľʜʌŁȊʫʱǧʌʑʣʌʇJEM @ʪʫuʝƢÒ̐¬ɍʜʣƭĮʇˀ˂ƢÒʰǈʌ¬ɍƭĮʑÝ
ˁ˄˃ʘʫʑFʐʦʣ̑ʰ¬ɍƭĮˇEʞʣʼʮʱÛȏʰˀʍʮĵʭŚ6ʫÅ

2.
ɘɕɗɕ

ʑâǟʪʋʦʣʇ

ƋƗǨŹ
ƋƗƂĶ ɑ

˖̅ˌ˩̆ˊ

˛˖ˡ˟
Minimum

ŗÒLÞʆ+ǯ%/SCOFʮˀ˃<¦Ǥ²ˇľÊʮǓʍʘʫʑʪʒʆǯċ

Success

ˡ ̇ ̡̖̔ʰʌʟ˄ʐ1ʧʑƭěǗɂǤ²ʑʪʒ˃ʘʫʇ

Full

ŗÒLÞʆ+ǯ%/SCOFʮˀ˃<¦Ǥ²ˇľÊʮǓʍʘʫʑʪʒʆǯċ

Success

ˡ̡̖̇̔ʰƭěǗɂǤ²ʑʪʒ˃ʘʫʇ

Extra

ȇȚ¬ɍƭĮʮʨʌʣĎʣʭĩʪʰ¬ɍ¬ĐˇǓʍʇ

Success

Ǘ 1ɑ ɑ ȇȚȘŵʰ˛˖ˡ˟˖̅ˌ˩̆ˊ

ɑ
ɑ ĦƋƗʰğƪƂĶʱʆʘ˄ʹʪ1IʮƋƗʚ˄ʩʒʣF¤̈˻̇ʪîȫǗɂˇɾʢʰɿǤ²ʞ˃ďŇ
ʫʆ<¦ſʮƭě@Ļȶʾ©>æˇmǣZʞ˃ďŇˇƱsʜʆ̆ˤ˧̎˿ƭěʰîȫĩʫƭěʰ©>
æʫʰƄȯʰǦĕˇ̢îȫȓÒʰƂøʞʘʫʮʋ˃ʇʢʰ¬ɍˇîQʚʠ˃ʣʼʰ˛˖ˡ˟˖̅ˌ˩̆ˊˇǗ
̔ʮƏʜʣʇʹʣ̢ƒ¦ſʭ˛˖ˡ˟˖̅ˌ˩̆ˊʱǗ̕ʮƏʜʣʇʌʟ˄ʮʠˀʆśőŗÒˇ 5-40ʀʰƟ
ʪŀȸſʮZʚʠʩƭěǗɂʐˁʰÌŕƴʫśőşÒ̍ŗÒXȢʮˀ˃Ìŕƴʰ"ʑŘ«ʪʒ˄ʲ
¬ɍʱîQʪʋ˃ʇʽʥ˅ˈʆȘŵȭ£ʹʪʮćĭEʜʣƕƭěʤʖʑšʮîȫʜʩŘ«mǁʭ
(110)ƭěǗɂʰEŰʑmĻʪʱʋ˃ʇ

3
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˛˖ˡ˟

Minimum
Success

101

101

˖̅ˌ˩̆ˊ
ǯċˡ̇̔ˇŵʌʩʆșɌ}Òʮãʝʣ˟˩˨˹îȫȓÒʰǨŘˇǓ
ʌʆ˟˩˨˹îȫȓÒʮȥP̐³ŋ̑ʑʬʰˀʍʮÙɃʜʩʌ˃ʐˇĕˁ
ʐʮʞ˃ʇ
ǯċˡ̡̖̇̔ˇŵʌʩʆșɌ}Ò̍ƥũşÒʮãʝʣ˟˩˨˹îȫ

Full Success

ȓÒʰǨŘˇǓʍʫʫʽʮʆǗɂʰƭěîȫĵÔʆß¶ĻȶʭʬˇǤ
²ʜʆ˥̋˳˖ȁʰƭěîȫĺĴʫ©>æʫʰƄȯʮȯʜʩĎʣʭƈ
ǡˇRʎ˃ʇ

Extra

ȇȚ¬ɍƭĮʮʨʌʣĎʣʭĩʪʰ¬ɍ¬ĐˇǓʌʆĎʣʭ

Success

ƈǡʑÝˁ˄˃ʘʫʇ

Ǘ 2ɑ ƒ¦ſʭ˛˖ˡ˟˖̅ˌ˩̆ˊ

ɘɕɘɕ

ƋƗ˧̎˿%L


(1) D «¦&W

q

n¥¡fn¥7(2.6|¬

ɑ Ħɑ WŸ
ɑ Ĭ[¦¦ȴ̍Ų¦ƋƗƒ
(2) NV 1 «JAXA srbªJ¬
ɑ tÂɑ ņ
ɑ §ªǆƘƋƗȭŽĺĴ̍§ªƒ¦ƋƗï
(3) NV 2 «wn¥¡f|uQO¬
Ŏɑ 
vl»Èƙ¦˝˟˩˿ǃŢƒ¦ƋƗƒ
(4)?uƋƗƽ 3ɑ ̐ƭěîȫȓÒŘ«̑
ȩģ ǈ¸ɑ
àÁ¦ŲÅ¦ȡ
(5)?uƋƗƽ 4ɑ ̐˥̋˳˖ȁƭěîȫ̀˒ˮˠ˿ʰİǭ̑
ɑ $Âɑ ;

4
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ɑ [ŐȚ¦#ŗƒ¦ƋƗï
(6) NV 5 «w_Mma X 15*93a¬
ɑ Ĺɑ W
ɑ ĸōÈƙ¦¦ȴ̍ȻƱsƒƋƗƒ
(7) ?uƋƗƽ 6ɑ ̐ÌŕƴǦĭˣ˷˫ȭŽŚ6̑
ɑ ĸ¾ɑ çȠ
ɑ ¦ƻȴ¦̍Ǩƞĺˡ̋˥̎
ĒĦ§ª˷ˑ̎̅˿ JSF
(8) JSF pg «bªJU#

¬

ɑ Á¿ɑ Ƞ
ɑ (ǻ) ĒĦ§ª˷ː̎̅˿ɑ §ªJŵıȡ
ɑ
< rƋƗƽʫ JAXAʆJSF õ×ƽʱġĺſʆʐʧʆǁůſʭ˧̎˿̊̎˖ˇʔʻʘʫʑʪʒ¬ɍʰî
QʮµʌʣʇʘʰîQʮʧʌʩʱ API ʪʽ˱ˌ̅ˌ˫ʫʜʩƩʚ˄ʩʌ˃ʇrƋƗƽʱ¬ɍƪ
ÛʽĦ JEM ¬ɍƭĮˇǚÖʜʚˁʮŽ¼ʚʠ˃ƋƗˇƯưʜʆʢ˄ˁʰƋƗîĮʱ˱ˌ̈˻
̇ʭȻǱʮʽŽǗʚ˄ʩʌ˃ʇ
< ¬ɍ˪̎˥ʰǦĭʮȯʜʩʱ ESA ʰƋƗ˗̇̎˹ʫʰǹǵʑmĻʪʋʦʣʇʢʰƭĮʆESA
ʰÛʰ§ª¬ɍʮʽʒʭˌ̋˳˖˫ˇʎʣʘʫˇǫʜʩʏʔʇʭʏʆĥ¹ʮ ESA ʰ Physical
Science ʰȫʪʋ˃ Olivier Minster ʐˁʰʆʘʰ¬ɍˇǮ-ʜʣðƦˇœʜʩʏʔʇ

ɘɕəɕ

ɑ ɑ ˟˘˞̃̎̇ɑ ɑ

< ˷ˋ˞˵̆˩ˋ˟˥˪ˋ̞̟̐̑ǨŹȞ«ʐˁɋǓÛǦĭʹʪʰ˟˘˞̃̎̇ʱʆ¬ɍǨŹĞʮÜʦ
ʩ«Ȓ˂ʇʪʰȘŵʱ«Ȓ˂Î̚Ġˀ˂̔̕ĠʰȮʮ¬Đʜ«ʜʣ¬ɍɄƂʱ>ʩ
îQǙʮƪʜʣʇ
Íî24Î7Ġ21Ē:ʘʍʰʫ˂3pĺ(HTV-3)ñ
Íî24Î7Ġ28Ē:ʘʍʰʫ˂3pĺ(HTV-3)ISSKƆ/NanoStep+ǯ%ʭʬĀ=ȭ£
Íî24Î7Ġ30Ē(Ġ):§ªɋǓʮˀ˂SCOFʮ+ǯ%j˂ʖ
Íî24Î8Ġ2Ē(ģ):ĺʰV'ƍǲ(CO)¬Đ
Íî24Î8Ġ6Ē(Ġ)9Ġ7Ē(Ȩ)̜Cell1¬ɍ
Íî24Î10Ġ1Ē(Ġ)11Ġ2Ē(Ȩ)̜Cell2¬ɍ
Íî24Î11Ġ12Ē(Ġ)12Ġ14Ē(Ȩ)̜Cell3¬ɍ

3.

¬ɍŚ6̍Șŵ

5
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əɕɗɕ

103

103

ɑ ¬ɍǘƹ

ɑ Ǥ²ǘƹʰĳä

ˇ

1 ʮƏʜʣʇ̆ˤ˧̎˿ƭě(110)ɂʰ Michelson ÌŕǨʰǤ²ďwʫ̢ƭě{

ʰşÒFÉʰŘ«ʰʣʼʰ Mach-Zehnder ÌŕǨʰǤ²<ȉʱƃǓʞ˃ʇ

1 Ǥ²ďŇʰĳä

ʇÆʱƭěʰ MC ʮˀ˂ǗɂǤ²ʇoʱƭ

ěȎ5ʰ MZ ʮˀ˃şÒFÉʇ

KIBO


Our facility

Our facility

Experiment unit

Astronaut Hoshide installing the Experiment unit
¥
¥

In-situ observation2of growth
mechanisms of protein crystals and their
SCOF ƭěîȫʢʰǤ²ǘƹʇ
perfection under microgravity (NanoStep)Principal Investigator: Prof.
Katsuo TSUKAMOTO, Tohoku University
From August 2012 to December 2012.
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(1) CH
ɑ ɑ śőǒžȁƭěîȫ¬ɍǘƹ(SPCF)ʮˡ˨˫ʚ˄ʣśőƭěZǤ²ǘƹ(SCOF)

əɕɘɕ

2 ʮƏʞʇ

śőʰŚ6

ɑ až̆ˤ˧̎˿ʱĘȮʫʫʽʮȁʞ˃ʇŪʮɏŗʪʱɉǎʪʋ˃̒ʢʰʣʼʆNʮśőʰ¨«æˇV
ſ<ĆǘƹʭʬʪǴʶǵĊʫʜʩŽǗʜʣ[25]ʇʹʣʆîȫĩʮˀ˂ĵʈʭØ̐Z¦ƫîʱʏʭʝ
ʪƭěĴȔʑȜʍƭě̑ʑěEʞ˃ʰʪʆØʰĭOʮˀ˃LÞ[14]ʾȿʮˀ˃LÞ[26]ďŇˇǯʺ
ğȝʭśőˇŚ6ʜʣʇ
(1) ǯċƕɊ
˥̋˳˖şÒ̐mg/ml̑

Purity̐̏̑

Cell 1

30

99.85

Cell 2

35

98.5

Cell 3

30

98.5
Ǘ 3  TOÏU5Ëc5

ɑ ĭO̜NaClʆƳǕő̜ȣȤ˭˫̆ˍ˿˲˨˷ˉ̎ʆ˥̋˳˖ȁ̜ɐaž̆ˤ˧̎˿(Èǽ~ʏˀʳɏƥÒƢ
Ǜ~)ˇŵʌʩǗ 3 ʰˀʍʮǴǛʜ Cell 1-¬ɍʮʮ)ŵʜʣʇ
ɑ ľďěƣɐaž̆ˤ˧̎˿ƭěˇ˗̇˥̇ˊ̇˪˴ˬʪZ¦«ʜ[27]AJŵmǁʭƕƭěˇ'Ǜʜʩʆ
ƭěîȫˡ̇Ǘɂʐˁʰ<ʰh´ˇȰʕʣʼʮ[2]ʆˡ̇Ñɂʮ̖Òʰ off ǥÒʪüƆʜʣʇ
(2) ƭěîȫˡ̇@ȡ
ɑ

3 ʮƕƭě̐ĸËƤ 0.5mm̑̑ʫeŤ˾̅̎ˇ 3

Ò off ʪüƆʜʣĵ¤ˇƏʞʇǥÒˇʧʖ˃ʰʱh
´ÌŕǨʰŘ«ʮȻʜʩˡ̇˓̅˟Ǘɂʪʰh´
ˇȟʖ˃ʣʼʇ

!  øĀáõ\ÏeD; îĂµîĂÍ
>]¿ÝÆVýĀĆËaeDµîĂäĀíoß
%SËÀÉËØÍ  5 §§ Ê>]µ
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ʭʏʆˡ̇ʰǰƨǬǨ

ʱ

105

105

4 ʮƏʞʇˡ̇Ħ%ʱƊǋ˓̅˟ˇśƆʜʩüsʜʆƕƭěʱˡ̅˾˨˖Ǜ

ʰ˺̆˛̎˫ÑɂʮüƆʚ˄ʆ˺̆˛̎˫ˇʯʝȍˈʪˡ̇ʫs%ʚʠ˃̐

̘̑ʇʘʰˡ̇ʰǛ'ʱʆʘʰ¬

ɍʰǟʪʋ˂ʆʢʰǰƨʱĊŮ[9]ʮŽǗʜʣʇ

!  îĂud!´^läĀíÏFÍaeDß>]ÀÆîĀýòæpûāêĆõß
ÎÁ|Öµ 

  ^läĀíîĂ ±±««ć0Ĉß=Õ|àÇüĂñâQvùĄòæćĈµ·ÐyNÿ
Ćðć³««ĈßÈÆy/#ČzíóĆìć«« rĈµ

əɕəɕ

+ǯ%ȡʰȭŽ

+ǯ%ȡʰǰƨʱ¬ɍǨŹĞʮǫʚ˄ʩʌ˃ʑʆʘ˄ʹʪʰ§ª¬ɍʰƬɍ[6, 28-30]ˇʽʫʮñʥ
ʗĘʰùVʮƾʎ˃ˀʍʭ<¦ƣʮʭʦʩʌ˃[8, 11, 31-35]ʇ+ǯ%ȡʰ@ȡˇ

əɕɚɕ

̙ʮƏʜʣʇ

ɑ îȫȓÒǦĭˣ˷˫ʰĎȭŽɑ

JEM ʐˁ̆ˊ̇˥ˌ˿ʮ˦ˍ̋̉̎ˬʚ˄˃Ìŕƴ˪̎˥ʱć˩̅˲ˌ˫ʮțʞ˃ʰʪðVʮˀ˃ȓÒǦĭ
ʱmǁʪʋ˃ʇʢʰʣʼʮßȓʪƓVʞ˃ÌŕƴVŹ:ˀ˂ʆƭěǗɂʰêʰï̐ÓĶʆ̅ˌ̋ʆ
ˏ̆ˊ̑ˇȞʳEʜ 0.001nm/s ʰîȫȓÒˇ̆ˊ̇˥ˌ˿ʮŘ«ʪʒ˃ˣ˷˫ˇĬȷ˩˖ˮ˒ʫ?uʪȭ
Žʜʣʇ

8
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ɑ ʘʰ NanoStep ¬ɍʪʱʆ¬ɍʱʽʥ˅ˈɾʢʰ
ɿǤ²ʪʋ˃ʑʆ˪̎˥CŲʽɾʢʰɿʰǦĭ
ˇbMʫʜʣʇ«ŗÒʮʜʩʐˁćFʐˁ̖̓F
ȮˇǾʾʜʩŘ«ʜʣÌŕƴVŹʮxʹ˄˃î
ȫȓÒ˪̎˥ʱɾʢʰɿʪƠǦĭʜʩʆƤ 10 F
Ûʰļʰ¬ɍʰĩˇǬ«ʞ˃ďŇˇʫʦʣʇʭ
ʏʆƢ±ʭȓÒǦĭʱʆ¬ɍ×Ēʰʮ˲˨˧
CŲʪȓÒǦĭʑƪʞ˃ˀʍʮʜʣʇ

(1)
! 

îȫȓÒʰŘ«bŲ

ɑ <ʰňȫˇũÇʜʫʜʩ"ˇŘ«ʞ˃̈̎˜

tµJ2ċčîąñÊéą÷æõµ

̎ÌŕŇʱɁÊʮùVʮąëʭʣʼ
JEM ʰßùVˇ÷ʦʩʜʹʌʆƭě
ǗɂʐˁʰÌŕŹ:ʱÊʮùVʜʩ
ʌ˃ʇʘʰùVˇȵdʞ˃ʣʼʮʆ˦
ˍ̋̆̋˖ʚ˄ʣVŹ:ʰ 8-16 ˷̈̎
˿ˇ̆ˊ̇˥ˌ˿ʮƓVÍˇʫ˃ʇʢ
ʰbŲ

ˇ

7 ʮƏʜʣʇșɌ}Ò

ˇZʚʠ˃ʮʱŗÒˇZʚʠ˃ʇ
ʢʰʣʼʆƭěîȫˡ̇ʑŦǂÕ̍
iƵʜʩˡ̇ÑȡʮüƆʜʣƭěʰ
Ǘɂ"ƹʑˆ˃ʇʢʰ"ˇeŤ
˾̅̎ʰ"ʐˁŃʼʩÇFˇʫ˃ʇʘ
ʰďŇʮˀ˂ʆƭěǗɂʰƅʰ"
ȧʑƢ±ʮŘ«ʪʒ˃[30, 36]ʇʘʰ
"ʰĘȮßFʑîȫȓÒʪʋ˃ʇ
(2)

îȫȓÒŘ«ʰǃVZˣ˷˫

ÌŕƴŹɂʮêʰ̙̅ˌ̋ˇȞʳʆ
ʢʰ˥ˌ˿̅ˌ̋ˇuĘʮjÝʜʩŜ
ƞʞ˃ʘʫʪʆêʰïʪʰîȫ
!  ; ~5sGYµ3Ph`ÏðáþĀáąµQ5' ȓ Ò ˇ Ř « ʪ ʒ ˃ ʇ ʘ ʰ ȭ Ž ~ ʱ
ÍÙÜîĂÏ'ßÂÜÆ×Í´eD} Í¶ÜVýĀĆ
SPIP ʰ˹̅˗ˌ̋ˣ˷˫ʫʜʩǛ~Zʚ
Ï'ØCÍR,µ

˄ʣʇ

9
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əɕɛɕ

107

107

˖̇̎ā'

ɑ Ħſʮʱʐˁʰ˚˽̋ˬLÞʮˀ˂¬ɍˇ¬Đʞ˃ʇʣʤʜʆ1 ʧʰǯċˡ̇ƫƙʰ¬ɍʑƪʜ
ʣȻʮʱ̐35 ĒÛ̑˖̇̎ʮˀ˃ǯċˡ̇ƫƙþˇǓʍ(2 )ʇ

əɕɜɕ

¬ɍ˝̎˘̋˟

ɑ ĳŻʱ

8 ʰȒ˂ʪʋ˂ǨŹĞʫĝʱʭʌʇ

!   -ëĆèąíIq tAîĂ¶ÆÛµEÏĊÊqÌeDßT¹ÀaeDÇ½
ÍÂÜµÅÏ7´,5Í?iÀeDoß4ÚÍÀÉ´fÌ3PhºÜX:ÍÀÉ
-ß)ÂÜµ

4.

¬ɍƭĮʏˀʳîĮ

̕ƕɊʰ̈̎˜̎ÌŕǨʪÝˁ˄ʣŴŹ:ʑ

9 ʪʋ˃ʇʏʌƃǓʞ˃ 2 ďwʰ<ȉďwʐˁʰǤ

²ʪʆÆʱ Mach Zehender ÌŕǨ(MZ)ʮˀ˃ȑșÌŕ

ØˇʜʼʞʇÌŕƴʰĜʑ˂ʱŗÒʫşÒXȢ

ʮˀ˃ºôůFÉˇʜʼʞʇƭěȎ5ʪʰÌŕƴʰĜʑ˂ʱƭěʑîȫʞ˃ʣʼʮŴʝ˃şÒFÉʇʘʰ
Ìŕ

Øˇ"Ƅ˝˷˫ŇʪşÒFÉʮþʜʣʰʑ

ʘʰ MZ Ìŕ

10 ʪʆˀ˂ƃëſʮşÒFÉˇƏʞʘʫʑʪʒ˃ʇ

Øʱʆ(1)ƭěźɂʪʰșɌ}ÒʰŘ«ʑʪʒ˃ʤʖʪʭʔʆ(2)ƭěîȫ¬ɍNÛʰɌ}

ŗÒʰƍǲʰʣʼʮȥǟʪʋ˃ʇȫĢȮʰ¬ɍʰʣʼʆɌ}Šʱ8ʐʮVʜʩʆîȫȓÒʰŁȊʮă
ȼˇʒʣʞʇʘʰŠʮʧʌʩʱÛʮǰʜʔȏʶ˃ʇ
ɑ

9 ʰoʱ Michelson (MC)Ìŕ

Øʪʋ˃ʇʘʰÌŕƴʰVʒʐˁƭěǗɂʰêʰïʰîȫȓÒ

ʑŘ«ʪʒ˃̐3.4 eŤ̑ʇʘʘʪʱʆ10-3nm/s ʰ8ʐʭîȫȓÒʰȜʌʑê|ˇʽʧʰʪʆƭěîȫˡ̇
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Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ≉ู㈨ᩱ䚷㻶㻭㼄㻭㻙㻿㻼㻙㻝㻣㻙㻜㻜㻣

㻝㻜㻤

ʰŦǂÕʮˀ˃ƭěʰƓVȓÒʮŁʶʩƭěɂʰƓVȓÒʆʧʹ˂ʆîȫȓÒʑʱ˃ʐʮ¶ʚʌʘʫʪ
ʋ˃ʇʢʰʣʼʮʆ

ʪʺˁ˄˃ˀʍʭeŤ˾̅̎̐

3̑ˇƭěʰüƆɂʫuɂʮüƆʜʩʏʒʆƭěʰ

crystal

reference
ce mirror
mirr

reference mirror
1 mm
ɑ ɟɑ §ªʪîȫʜʩʌ˃̆ˤ˧̎˿ƭěîȫʰGʰɾʢʰɾǤ²ʇƭě{ʰşÒ
ȫʜʩʌ˃
FÉˇƏʞ ɦɪɫ ɔ ɭ ɭ ɭɵɑ Ìŕ Ø̐Æ̑ʫƭěǗɂʫ̕1ʰeŤ˾̅̎ʰ ɦɰɫɯɭɱɶɳɲ
Ìŕ Ø̐ȏʇɑ

îȫʮʐʐˆˁʭʌˡ̇Ħ%ʰʿʑʺʾVʒˇ˔̂̋ˡ̇ʞ˃ďŇˇʫʦʣʇʘ˄ʮˀ˂ʆ10-4nm/s ʹʪʰ
7̑ʇ

FǦǁʪîȫȓÒʑŘ«ʪʒʣ̐






 
 











 



 



 



 

 




ɑ ɗɖɑ
ɟ ÆʰÌŕ:ˇ"
Ƅ˝˷˫CŲʮˀ˂şÒFÉ
ʮʭʏʜʣ̐ĸ¾ ɭɷɑɪɱɕ̑ɑ





















 

σ

ɑ ɗɗɑ îȫȓÒɑ ɸɶ șɌ}ÒʰǚľNʰ˪̎˥ʇǘƹʰŘ«ƢÒʱ
ǫpʰ˛ˌˠʇ˽ˌ˖̉ ɤ ʪʰɼɠɖɕɞ ȎʰîȫȓÒʱʒʔĆˁ
ʲ˃ʘʫʮŉƂʇ

ɚɕɗɕ îȫȓÒʰŘ«
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NanoStep ʪŘ«ʜʣ MC ÌŕǨ˪̎˥ʐˁʰîȫȓÒ
ʰȡˇʆʪʰƭěîȫ˪̎˥ʫ(ʠʩșɌ}Òʰ
,¥æʫʜʩ˹̉˨˫ʜʣʰʑ

11 ʪʋ˃ʇß¶ȥPʰʷʍ

ʑƭěîȫȓÒʑȗʌʫʌʍʰʱʘ˄ʹʪʰɾ§ªʰÊǸɿ
ʪʋʦʣʇʜʐʜʆʘʰ>%ʰ˹̉˨˫ˇʺ˃ʫʆʷʸuʝî
ȫȓÒʐʰʷʍʑȗʌʘʫˇƏʜʩʌʣʇʣʤʆĦƋ

!  ;

~5Ï@ÚÑÛʇ

ƗʰˀʍʭǰƨʭŁȊˇʞ˃ʮʱļʮȏʶ !  ÝÏÌ·; $¹ÚÏ~5R,µ@ÚÑÛ
ÐÞÃ¹µ
˃ˀʍʭɈʑŴʝ˃ʇ

ɚɕɘɕ

îȫȓÒŘ«ʰɈŠ

(1) ʬʘʰîȫȓÒ̝
ƭěîȫȓÒʰśőɌ}Ò,¥æʱƭěîȫ̀˒ˮˠ˿ˇhėʜʩʌ˃ʰʪŘ«ʱȥǟʪʋ˃ʇ
lʔʱ Bennema[37]ʮˀ˃ȥȧŇʭʬʑʋ˃ʑƭě>%ʰÍȓÒʜʐʎˁ˄Ýˁ˄ʭʌʇďʆ
ÌŕǨʪŘ˃ʷʍʑƭěɂʾâǟʭŘ«ƝïˇȞʴʘʫʑʪʒʆʐʧʆȓʔʩľƍʪʋ˃[3, 38]ʰ
ʪğȎʱÌŕǨʑŵʚ˄ʩʌ˃ʇ
ɑ Ɉʫʭ˃˘̎˟ˇ

12 ʮƏʢʍʇƭěǗɂʮʱƤ̗1ʰˁʠˈîȫ

ʰîȫˇõʦʩʌ˃ʇʫʘ˅ʑʆuʝîȫ

ʑʋ˂ʆʘʰ(110)ɂ

ʪîȫʞ˃ɆʪʋʦʩʽʆʬʘʪŘ«ʞ˃ʐʮˀʦʩ

30%ʽʰĆˁʲ˂ʑʪ˃ʇȒÊʆʘ˄ʱÍˇʫʦʩîȫȓÒʫʞ˃ʑʆŰ¬ʮƭěʰîȫˇ̆̎ˬʜ
ʩʌ˃ʰʱğʽîȫȓÒʑȓʌîȫ

ʪʋ˃ʇ

ɑ ƭěʑʬʍîȫʞ˃ʐʱîȫ˟˩˨˹ʰØūˇǡ˃ʘʫʪHčʪʒ˃[20]ʇˀʦʩʆƭě˟˩˨˹ʑ
ʰ˟˩˨˹ʫÌŕʜʩʌʭʌïˇȞˈʪȓÒʰŁȊˇʜʣʰʑ

13 ʰƭĮʪʋ˃ʇʘ˄ʮˀ˂

Ćˁʲ˂ʑĲʼʩ¶ʚʌîȫȓÒ˪̎˥ʑÝˁ˄˃ʇǅ|ʋ˃ʘʫʱʆƭěîȫɂʪʽʦʫʽîȫȓ
Òʑȓʌʰʑʘʰîȫ
îȫ

ʪʋ˃ʘʫʪʋ˃ʇʜʣʑʦʩʆʢ˄ȲʰƭěîȫȓÒʰǦĭʱʆʰ

ʾĻȶʫÌŕʜʭʌʆʐʧʆîȫ

ʰ7Čʑğ̐îȫȓÒʑğ̑ʪʋ˃ˁʠˈîȫ

ʰ

áȡȎʰȓÒˇȥŠſʮǦĭʜʣʇ
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(2) Ɍ}Šʰǚľ
11 ʰ˗̅˷ˇŉ
êŒʔʺ˃ʫʆɻG
ʪʰˡ̖̇ʰșɌ
}Òˢ̉Ȏʪʽ
ȓÒʑľʪʋ˂ʏ
ʐʜʌʘʫʑFʐ
˃ ʇ NanoStep ñ ʥ
ʗNʮʱ>ʩʰ
ˡ̇@ʰśőʰɌ
}ŗÒʱŘ«ʜʩ
ʋ˃ʇʜʐʜʆǺʰ
ș Ɍ } Ò ʪ ʽî ȫ

!  4nQ5ÊÏR,µeD}
Q5µ

Ï3Phº\gÏË»º4n

ʜʩʌ˃ʘʫʱʆśőşÒʑ&ˁʐʰĔʜʩʌ˃ʘʫˇƏʜʩʌ˃ʇśő@ʰłʰǏŽʑŗÒ
Zʮˀ˃śőʰ%ƖZˇ˔̂̋ˡ̇ʞ˃ʣ
ʼʮŵʌ˃˷̈˔˝˸̇˧̃̎˸ʐˁȫĢȮ
ʰȮʮŴʝ˃ʘʫʱéʜʩʌʣʰʪ[9]ʆȇ
Țʪ¬ɍNÛʰɌ}ŗÒˇAŘ«ʜłʰ
ǏŽȧˇŘ«ʜʆśőƫîʑʬʍZʜʣʐ
ˇǰƨʮİǩʜʣʇ
ɑ Fujiwara ˁ[39]ʱʆʹʟˡ̖̇ʰȇȚʰÌ
ŕ˪̎˥ˇAİǩʜʣʇʹʟʆŗÒZʮˀ˂
!  Ts5ÏQ5Ë&GU5¯

ƭěʑîȫʜʩʌ˃ʐśǦʜʩʌ˃ʐˇ

+9µ

14 ʰˀ

ʍʮƍʐʼʣʇÌŕƴʑƃƲʰʫʒʱÍǖʪʋ˃
ʰʪʆʢʰŗÒˇɌ}ŗÒʫʜʣʇˡ̖̇ʰGĢ
2ʱ 27.5±0.5ʀʪʋʦʣʑʆȇȚʪʰ¬ɍĘʮ
ʱ 25.5ɹ0.5ʀʹʪʑʦʩʌʣʇ˥̋˳˖ȁƭě
ʰśǦÒ̐Cp̑ʱĭO NaCl̐Cs̑ʫŗÒʰȯć
ʪʋ˃ʰʪʋ˃ʰʪʆ

15 ʮƏʜʣǏŽʰȇȆ

ˇƼ²ʜʣʇʢ˄ʮˀ˃ʫʆ2.7%ʰłʑ¬ɍȭ£

!  R,ÀÆîĂĊËîĂČÏTs5µ

ʹʪʮǏŽʜʣʘʫʑFʐʦʣʇ2.7%ʰłʰǏŽ
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ʱ˥̋˳˖şÒˇ8ʐʮĔʚʠ˃ʑʆĭOşÒʰ8ʐʭĔʱ˥̋˳˖ȁʰśǦÒˇʒʔ#
ʚʠșɌ}Òʮ
(a)

ʒʔÙɃˇʎ

(b)

˃ʇʎˁ˄ʣ Cp ʫ
Cs ʰƫîˇʽʫʮ
ƭěʰśǦÒˇA
ÒŘ«ʜʭʏ ʜʣ
ʰʑ

16 ʰśǦ

Òʪʋ˃ʇʘ˄ˇʽ
ʫʮ ʜ ʩ î ȫ ȓ Ò
17 (a)śǦÒʰǚľNʫ(b)ǚľÛʇșɌ}Òˢ̉ʪȓÒʑbŠˇȒ˃ʇ

æˇŃʼ˃ʫ

ʰșɌ}Ò,¥

17 ʑÝˁ˄˃ʇʘ

˄ʮˀʦʩGʼʩîȫȓÒʰŁ
Ȋʑʪʒ˃ˀʍʮʭʦʣʇ

ɚɕəɕ

ʫß¶ȥPʪʰîȫȓÒŁ
Ȋ

Dead Zone

1G ʫɻG ʪʰîȫȓÒˇŁȊʜʣ
*ʑ

18 ʪʋ˃ʇǇʮ)ŵʚ˄˃ɼ

<2 ʪʱʆʘ˄ʹʪʰÊǸʫżʭ˂ʆß
¶ȥPʰʷʍʑƭěʰîȫʱȓʌʇʘ

  Ċ¡ Ë²¡ ÊÏ; ~5L{µÁ5ÌÚÑ8/
ʰśőʱ 99.85%ʫğʽƥÒʰɏʌś ÏÓ¸ºeDÐ~¼; ÂÜµ

őˇ)ŵʜʩʌ˃ʑʆʪ¬ɍʞ˃
ʫ#șɌ}ÒʪʱîȫʽśǦʽʜʭʌ
Ɇ̐dead zonȇʑʋ˃ʇʘ˄ʱƭěǗ
ɂʮƆʞ˃ʑƥũ̐NanoStep ¬
ɍʪʱ̆ˤ˧̎˿F¤ʰ˦ˌ˽̎̑ʑ
îȫˇȱ¯ʞ˃ʐˁʪʋ˃ʇ

19 ʮʢ

ʰ́˪̇ˇƏʜʣ[40]ʇ
!  cWÍÙÜ; íóòúÏm.®©¬¬©¬¨«¥¦ªµ
*íóòúÐ0¹ÚÍÖ¾ËÊbÕÌÛeDº;
ÂÜµ5º(»¼ÌÜËíóòúÐcWÏßÂÛ
<½Üµ
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ʫʘ˅ʑʆß¶ȥPʪʱuʝƥÒʰśőˇʧʐʦʩʽ dead zone ʑŰ˄ʭʌʇʘ˄ʱʆß¶ȥPʰʷʍ
ʑƭěǗɂʮƆʞ˃ƥũʑ·ʭʌʘʫˇƏʜʩʌ˃ʇʘʰƭǵʮʧʌʩʱʆÛʷʬIʰƙʐˁʽ
Ƽ²ʞ˃ʘʫʮʞ˃ʇʭʏʆß¶ȥPʪʰƥũʰÙ
Ƀʱ Suzuki et al.ʮˀ˂ǰʜʔǴʶˁ˄ʣʇ
ɑ ʽʍŠȥǟʭʘʫʱʆʪʱɼ>2 ʪʱśő
ʮćʰßƭěʑŽŴʜîȫȓÒʑŘ˄ʭʌʇʜʐ
ʜʆß¶ȥPʪʱʘʰßƭěʰŽŴʑóʎˁ˄˃ʇ

ɚɕɚɕ

îȫ̀˒ˮˠ˿ʰȜʌ

ƭěʰîȫ̀˒ˮˠ˿ˇǦĭʞ˃ʮʱîȫȓÒʰș
Ɍ}Ò,¥æˇǰʜʔǴʶ˃âǟʑʋ˃[16, 37, 41]ʇʢ
!    ; ÿôĂÍÙÜ; ~5 °¯ 
ʰȯ.ˇ 20 ʮķÔſʮƏʜʣʇʣʤʆʢʰȓÒÇʱ
5Ï·µ5ÊÐÚÄà; ´
5ÊÐċK H6;ÍÙÜ; ºk[µ ˆʟʐʪʋ˃ʰʪîȫ́˪̇ʮãʝʩĵʈʭ˹̉˨˫ʰ

ďʑʋ˃ʇ

(1) ɏșɌ}Òʪʰ̕D įØîʮˀ˃îȫ
Liu et al.ˁʱ̕ļ;įØîʮˀ˃îȫˇǇZʜʣ[42]ʇʢ˄ʮˀ˃ʫʆƭěɂʰîȫȓÒʆR ʱʆ
𝑅𝑅 𝑅 𝑅𝑅̔ 𝜎𝜎 % & 𝛿𝛿 (

)

exp −

./ 0

1/2

̢ ʘʘʪ𝐶𝐶3 =

/
4567
89
/
):;

ʱ«ćʫǗʠ˃ʇʜʣʑʦʩʆ

21 ʰ˹̉˨˫

ˇʏʘʭʌƃƲʰȯ.ʑÝˁ˄˄ʲʆʘʰ́˪̇ʑ¢×ʪʋ˃ʇʹʣʢʰ7ʒˀ˂𝛾𝛾=0 ʆǗɂǃŷ

!  ċ H6;ÿôĂµ\gÏ »Ù
ÛojZãöĂåĆºMÔÜµ

ˏ˯̇˕̎ʑŃʼˁ˄˃ʇŗÒ,¥æˇƼíʜʩŎˁʱ

22 ˇÝʣʇʘʰˑ̈̋˞ǉʰƌƲ

ʰ7ʒˀ˂ʆ0.8mJ/m2ɑ ʰǗɂǃŷˏ˯̇˕̎ʑÝˁ˄˃ʇ
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(2) îȫ̀˒ˮˠ˿ʫƭěʰ©>æ
îȫ̀˒ˮˠ˿ʫƭěʰ©>æʑ±üʮȯȕʞ˃ʘʫˇƏʢʍʇ

24 ʱɑ (110)ɂʰîȫʰĵ¤

ɑ ɘɚɑ ßƨĻȶʰØîʱ̅ˡ̋îȫʪʱƀšʇoʱ8ʐʭśǦÛʰ˝̂̉̎ˏ˨˧
˶˨˫ʰFÉʇ"ƄÇɉßȪʇ

ˇ"ƄÇɉßȪ̐˭˰̀̎˥ʰɏʚʰ˟˩˨˹ˇǤ²ʪʒ˃̑ʪȕưſʮǴʶʣBƅʪʋ˃ʇ500
FʹʪʱǗɂʱ̕ļ;˩̅˟ʑÐʑ˃ʘʫʪÍʮʭ˃ʇʢʰÛʆÆʰʷʍʐˁʆˁʠˈ˟˩˨˹ʑ
ǗɂˇǠʍˀʍʮʭ˂ʆ980 FÛʮʱÆʰ 1/3 ƔÒʑˁʠˈ˟˩˨˹ʪǠˆ˄ʩʌ˃ʇʧʹ˂ʆoʱ
̕ļ;įØîʮˀʦʩØîʚ˄ʣɆʆÆʱˁʠˈîȫʮˀʦʩØîʚ˄ʣɆʪʋ˃ʇʢʰÛʆ
ŗÒˇˆʟʐʮĔʚʠʆˆʟʐʮîȫǗɂˇśǦʚʠ˃ʇʢʰƭĮˇ

ʰoʮƏʜʣʇ2D

Island ʰɆʪʱŌʌ̐F¤ƔÒʰŒʚ̑¶ʚʭˏ˨˧˶˨˫ʑšćʪʒ˃ʇʢ˄ʮ³ʜʩ̢Æʰ
spiral step ʰɆʪʱˏ˨˧˶˨˫ʱʪʒʭʌʇʘ˄ʱʆ̕D įØîîȫʪʱćʰßƨĻȶʑ
j˂ȍʹ˄ʩʌ˃ʘʫƏʜʩʌ˃ʇʘʰˏ˨˧˶˨˫ćʫƥũʰ˦ˌ˽̎ćʫʱľʰƄȯʑʋ˃ʘ
ʫʑˆʐʦʩʌ˃ʰʪʆˁʠˈîȫ̀˒ˮˠ˿ʪƭěîȫʚʠʣʷʍʑßƨĻȶʑʫ˂ʘʹ˄ʮʔ
ʔ©>æʰǈʌƭěʑʪʒ˃ˇƏʜʩʌ˃ 1[44]ʇʢ˄ˇƖĲſʮJŵʜʣğȎʰƋƗ[45]
ʽʋ˃ʇ

ɚɕɛɕ

1

îȫ˟˩˨˹ʰØū

j§w8+')~¢hn&S¥

$

$
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ɑ ɘɛ ƭěʰØʮ³ʞ˃˟˩˨˹ʰØūʇÆʱ˟
˩˨˹ʰŲéØʆĦuˁ ɘɖɗɝʇɑ

ɑ ƭěîȫʰ̀˒ˮˠ˿ʰƋƗďŇʫʜʩʆƭě
Ǘɂʰîȫ˳˥̎̋ˇǴʶ˃ďŇʑʋ˃ʇğȎʪ

ɑ ɘɜɑ ɒɗɗɖɓɂʮǡˁ˄˃̕ļ;˟˩˨˹ʰ
ØìʇoʑŲéØʪʋ˃ʑʪʱǤ²*
ʑʭʐʦʣʇ ɑ

ʱ AFM ʾ"Ƅ˝˷˫ÌŕǨʭʬʮˀ˂`F¤˟˩˨˹˟˩˨˹ʰǤ²ʑ°Ėʮʪʒ˃ˀʍʮʭʦʩʌ
˃[2, 46, 47]ʇƭěʰØìʫuĵʮʆ˟˩˨˹ʰØūʱƭěĴȔʐˁµʔʘʫʑʪʒ˃[48]ʇʜʐʜʆ̆

ɑ ɘɝɑ ȥPųʫƥũşÒʰȜʌȜʌʮˀ˃̕ļ;˟˩˨˹ʰØūZʇɧɪɲɳɨɷɭɴ ¬ɍʪG
ʼʩŲéØʑŰ˄ʣʇʘ˄ʽǗɂʪʰƥũTĮʑŖ·ʜʣTĮʇɑ
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ˤ˧̎˿ƭěʰ(110)ɂʰ̕ļ;ÁʰØìʱåǹʪʋʦʣʑŲǦʚ˄ʩʭʐʦʣʇƭěĴȔʐˁ
ĢÚʪʒ˃˟˩˨˹ʰØūʱĦuˁʮˀʦʩƋƗʚ˄ʣʆ
Ȝʦʩʌ˃̐

25ʇʜʐʜʆŰ¬ʰǗɂʮǡˁ˄˃Øʱ

26̑ʇ

ɑ ʘʰ¬ɍʰƭĮˇɻG ¬ɍʰƭĮʰŁȊʞ˃ʘʫʱǅ|ʑʋ˃ʇ

27 ʮʆ1G ʪʰƭĮʫ(

ʠʩØʰZˇƏʜʣʇʱʣʜʩʆʘʰŲéſʭ˟˩˨˹ʰØìʱʆʰ§ª¬ɍʪGʼʩǡ˃ʘ
ʫʑʪʒʣʇ˟˩˨˹ʰØìZʱ˟˩˨˹˷̉̋˫ʮyƆʞ˃ƥũʮˀ˃ʽʰʫǇʮƼʎˁ˄˃
NanoStep ¬ɍʪʰîȫȓÒʰǦĭʐˁƥũTĮʑɻG ʪʱŖ·ʞ˃ʘʫˇƏʜʣʇʘʰŲéſ
ʭ˟˩˨˹ʰɻG ʪʰEŰʱʆȓÒǵʐˁÝˁ˄ʣƭǵˇIʰƙʐˁÖʔ˛˼̎˫ʞ˃ʇuʝśő
ƥÒʭˁʲʆșɌ}ÒʑɏʌʷʬŲéſʭØūʮȎʨʔʫʌʍ˪̎˥˪̎˥ʽÝˁ˄ʩʌ˃ʇʘ˄ʽ
ƥũTĮʫʜʩƼʎ˃ʫȌǜʑʋʍʇ

ɚɕɜɕ

îȫ

ʰ7ČʫîȫȓÒ

ɑ BCF ʰˁʠˈîȫ́˪̇[17, 37, 49]ʪʱʆˁʠˈ˟˩˨˹ȮȺʱʆ

ʪǗʠ˃ʇˀʦʩîȫ

ʰ7ʒʱʆ𝑝𝑝 𝑝

9

IJ

𝑦𝑦@ = 19𝑟𝑟D =
=

9∆L
54

𝛾𝛾𝛾
Δ𝜇𝜇

ɑ ʫʭ˂ʆșɌ}Ò,¥æˇ˹̉˨˫ʞ˃ʫbŠˇȒ˃ʱ

ɑ ɘɞɑ îȫ ʰ7ʒ7ʒ̢ ɴ ʰșɌ}Ò,¥æʇbŠˇȒ˃ƃƲʱ
ɡɢɣ ́˪̇ʐˁʇɻɤ ʪʱŪʮbŠʐˁʱʟ˄˃ʇɑ
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ʟʪʋ˃ʇʜʐʜʆNanoStep ʪÝˁ˄ʣ˪̎˥ˇ˹̉˨˫ʞ˃ʫ
˄ʱ̅ˡ̋Ȉ"ʑŭʌƟʪƚsʜʩˁʠˈîȫ

117

117

28 ʑÝˁ˄ʆBCF ʰéʫżʭ˃ʇʘ

ˇʧʔ˃ʫʒʮǡˁ˄˃ʇBennema[17]ʮˀ˃ʫʆƚ

sʞ˃Ȉ"ʑʧʔ˃7ʒʱʆ

ʫʭ˃ʇʘʘʪʆL ʱȈ"ȮʰȅȾʪʋ˃̐

28[50]̑ʇʘ˄ʱbŠˇȒˁʭʌÔʪʋ˃ʇΩ = 2.7x10-26 m3ʆ

ɺ= 0.6 mJ/m2 ʫʞ˃ʫ 2L>750nm ʫʭ˃ʇʘʰʘʫʱ̔ɻmɽɆʮ 1-2 ĦʰȈ"ʑ¥ʞ˃ʘʫˇƏʜ
ʩʌ˃ʇ
ɑ Ű¬ʰƭěîȫʪʱʆȈ"ʑĦʐˁîȫʞ˃ʘʫʱƀšʪʋ˃ʇ¬Ȼˁʠˈîȫ

ʰˡ̋˥̎Ȏ

ˇ3<ɉßȪʾˏ˨˧̋˗ŇʮˀʦʩǴʶʩʺ˃ʫ[51]ʘʰƭǵȒ˂ʪʋ˃ 2ʇʘʰˀʍʮîȫȓÒˇŘ
«ʞ˃ʘʫʪȈ"±ÒʹʪŘʪʒ˃ʘʫʱǅ|Œʌʇ¬ɍʮŁʶʩʆʭʡîȫʮʐʐˆ˃Ȉ
"ʰ±Òʑʒʔʭ˃ʐʱĤǦńʪʋ˃ʇʜʐʜʆʘʰȯ.ʽxʼʩîȫʫ©>æʰ X Ʋ˫˼˗̅˷ʮˀ
˃ƋƗʽȖʼˁ˄ʩʌ˃[12, 52]ʇ

ɚɕɝɕ

ß¶ȥPʰQƸ

šĺʪʱƭěˇʧʔ˃ʫʒʮʱâʟŋ˄ˇʧʖ˃ʇďʆ˥̋˳˖ȁƭěʪʱŋ˄ʱƑũʫǧˆ˄ʩ
ʒʣʇʜʐʜ̢ğȎʪîȫ

ʮŋ˄ˇʧʖʣʷʍʑǈȁʭƭěʑǀʥ X ƲôʪʰFǦǁʽʋʑ˃ʫʌ
ʍzʽʋ˃[53]ʇďʆŋ˄ʱßƨĻȶʰbʫʭ˃
ƥũˇƭěʮj˂ȍʻ9ʒʑʋ˃ʇʢʰʣʼʮʆŋ˄ʰ
ʭʌß¶ȥP¬ɍʑġTʪʋ˃ʫʌʍʰʽʆĦƋƗʰƭ
ǵ ʰ
 ʧ
ʪʋ˃ʇ
ʘʰš
ȥ P
ʰ Q
Ƹ ʮ
ʧʌʩ
ʰ ğ

29 ǝćʰȈ"ʮˀ˃ƚsʇ

Ȏ ʰ

ɑ əɖɑ ɑ ɡɭɵɮ TĮʇǥʑɏşÒʭʰʪƭě
¡ʑDʻʇ ɑ
Ƽʎʮ

ʧʌʩʱĊŮ[54]ˇeƼʮʜʩʌʣʤʒʣʌʇ
X 15*93Kf  >y$ F! L]c$tz
$[
n¥Bkdl$9/; F[tP FN\$

2
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ɑ ʘʘʪʱʆƭě{ʰşÒFÉʮʧʌʩƼ²ʜˀʍʇšĺʪŋ˄ˇʧʖʩîȫʚʠ˃ʒʭŲŷʱʆ
ƭěźɂşÒˇʮʞ˃ʣʼʪʋ˃ʇŋ˄ʑʭʌʫʆBerg TĮʫǧˆ˄˃şÒʰȁʑʪʒ˃̐
30̑ʇ
ɑ ß¶ȥPʪʰ̆ˤ˧
̎˿ƭě{ʰşÒ
FÉʱ

10 ʮƏʜʣ

ˀʍʮ³ŋʾŋ˄ʑʭ
ʌʣʼʮ°ĖʮŃʼ
˃ʘʫʑʪʒ˃ʇʢ˄ʮ
³ʜʩȥPʪʰş
ÒFÉʱ̖ļ;ſʮ
ǝȽʪʋ˃ʇŁȊ³Ť
¬ɍʫʜʩ 1G ʪş
ÒFÉˇʜ˃ʣʼʮ
!   ¡ Ê; ÀÉ·ÜāïñĆþeD ËoÊÏ55 MZ ÌŕǨʪ 8 ďw
1µ BÏ ¢¤ 3P!ß £ ÏYÊsGµ
ʐˁÌŕ ØˇÝʩ

CT Ňʪ̖ļ;şÒǦĭʜʣʰʑ

31 ʪʋ˃ʇ˗̅˷ʐˁFʐ˃ˀʍʮƭěɂ

ʽǍʥʩʌ˃[55]ʇʢʰʣʼʮʆƭěʱ

¡ȡʑDˈʤɎěʫʭ˂ʾʞʔʆ

¡ʪʱșɌ}Òʑ 16̏
¡ȡʮYġũʾĻȶʑ

ćŽŴʞ˃ʇ
ɑ ʘʰƭĮˇ NanoStep ¬
ɍʪʰƭĮʫŁȊʜʩʺ
ʣ̐

32̑[55]ʇµG ʪʱ

ƭě

¡ȡʪʰșɌ}

Òʰ#ʱ 2.4%ʪʋ˃
ʰʮ³ʜʩʆ1G ʪʱ 16%
ʽ#ʞ˃ʇʘʰşÒX
Ȣˇŋ˄ʪ·ʭʔʞ˃ʰ
ʱʆơæʰɏʌ˥̋˳˖
ȁśőʪʱ°Ėʪʭʌ
!   Ċ¡ Ë²¡ ÊÏeD

ÏU51µ

ʤ˅ʍʇʮmǁʤʫʜʩ
ʽʆʐ ʭ ˂ʰ ŋ ȓ ʑ â ǟ

ʮʭ˂ʆƥũʑƭěʮj˂ȍʺʾʞʔʭʦʣ˂ʆßƭěʑŽŴʜʣ˂ʜʩƭěʰ©>æʱ#ʞ˃ʪ
ʋ˅ʍʇ
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119

119

æ¤ôʮâǟʭć˾̆ʰǈȁʭƭěˇʧʔ˃ʮʱʆ³ŋˇóʎʣšȥPųʱwʒʐʽʜ˄
ʭʌʇʢ˄ʱʆšȥPʪʒʭƭěˇʧʔ˅ʍʫʞ˃ʫƭěɂʮʢʦʣşÒXȢʑʒʔʭ˂ʞʓƭěØ
ìʰ¨«æ[56]ʑÿʭˆ˄˃ʐˁʪʋ˃ʇ

ɚɕɞɕ

©>æʰɏʌ̆ˤ˧̎˿ƭěˇʧʔ˃ʮʱ

ƭěʮƥũ̐˦ˌ˽̎̑ˇj˂ȍʹʟƭěʰ©>æˇ#ʚʠ˃ßƨĻȶˇʧʔˁʭʌˀʍʮʞ˃ʮʱʆ
ƭěˇˁʠˈîȫʚʠ˄ʲǈʌʇʪʽǈȁʭ˥̋˳˖ȁƭěˇʧʔ˃ʘʫʑʪʒ˃ʑʆʢʰșɌ}

1G

ɻG

Good Crystal

Good Crystal

33 ǈʌƭěˇʧʔ˃ʮʱ̝ɑ ˁʠˈîȫɆʪƭěˇǀʩ˃ʇ

ÒĩʱȁįØîʰʣʼʮŭʌ̐

32̑ʇ

ɑ ƭě{ʰşÒĩʫʜʩʱʆƭěʐˁşÒ³ŋʰŽŴˇȰʕʘʫʑâǟʪʋ˃ʇ*ʎʲʆ˙̇Ň
[57]ʆʋ˃ʌʱʆˇȐʮʜʩîȫʚʠ˃ďŇ[58]ʭʬʑʋ˃ʇʣʤʆʘʰʧʰĩˇuĘʮȫĘȮ
řȄʚʠ˃âǟʑʋ˃ʇʹʣʆƭě˛ˌˠʑʒʔʭ˃ʫØì¨«æʰİǩʑâǟʫʭʦʩʘˀʍʇ

ɚɕɟɕ

ʢʰʰŉƂŠ

ǅ|Œʌʰʱʆɼ=0.8 NÛʪʱîȫȓÒʰĆˁʲ˂ʑʒʌʘʫʪʋ˃̐

11̑ʇʘʰĩʪʱʰ

Ø̐ƫîʱuʝʪʋ˃ʑĴȔʑȜʍ̑ʑĭEʞ˃ʘʫʑƈˁ˄ʩʌ˃ʇʢʰʣʼʮʆśőũæʾĴȔʑ
¨«ʪîȫȓÒʑĆˁʲ˃ʰʐʽʜ˄ʭʌʇʌʟ˄ʮʠˀʆʘʰǤ²ʱɻG ʰĂʰ·ʭʌɀʐʭų
ʪGʼʩŘ«ʚ˄ʣʽʰʪʋ˃ʇʜʣʑʦʩʆʘʰșɌ}śőʪ&ʑȃʘʦʩʌ˃ʐˇƈ˂ʣʔʭ˃ʇ
ʢʰʣʼʮʽśőʰ TEM ʮˀ˃ɾʢʰɿǤ²ʭʬʰĎʜʌðŇʽǅ|Œʌ[59, 60]ʇ
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ɚɕɗɖɕ Ȼſʭ̈˻̇ʪʰ"ƹʖʆȯȕƒ¦FȦ̍FȦ¦ǔ̍òǔɆʆʹʣʆƐ

ŴŊʵʰîĮŊ

ŵʾňfTĮ

ɑ ƭěîȫʰɾʢʰɿǤ²ʱĦƋƗǗƽʑźˇ̆̎ˬʜʩʌ˃Ɇʪʋ˃ʇŪʮʆ§ª¬ɍʮÌ
ŕǨʭʬʰɏƢÒʭ<¦ƣˇʽʥʘˈʤʰʱ 2000 Îʆ2004 Îʮ TR-1A ¶̉˘˨˫¬ɍʑGʼʩʪ
ʋ˃ʇʢʰÛʆNASA ʾ ESA ʑɊ!ʰ<¦¬ɍˇǓʦʣʑ¬ɍʱîQʜʩʌʭʌʇŧţʆŋ%ʭʬʰ
§ª¬ɍʮÌŕǨˇ)ʍ˘̎˟ʑʎʩʒʣʑʆ>ʩʘʰ TR-1A ¬ɍʰîQʰʋʫʪʋ˃ʇ
ɑ ˥̋˳˖ȁʰƭěZʮˀ˃ĴȔǦĭʑǛǑʾ_¦ʮʭǼŮˇʞ˃ʘʫʱĕžʪʋ˃ʇʘʰƭěZ
ˇ§ªʤʖʮɇʦʩʌ˃ʘʫʱʆʣʫʎǈȁʭƭěʑʪʒ˃ʫʜʩʽšŲʑʋ˃ʇʢʰʣʼʮʆʭʡʆ§ª
ųʪʱǈȁʰƭěʑʪʒ˃ʰʐˇʆƎƋƗʫʜʩǡĲʼ˃ʘʫʱêƺʑʋ˅ʍʇʢʰƈǸʪʽʦʩ
Òʱʪîȫʚʠ˃ʘʫʑEĪ˃ʐˁʪʋ˃ʇğȎʆĲ¶ʰƭěʪʽĴȔǦĭʑʪʒ˃ˀʍʮʭʦʣʇ
ʜʐʜʆ

æ¤ôʮʱʒʭƭěʑâǟʪʋ˂ʆĦƋƗʰˀʍʭƎƋƗʽâǟʪʋ˃ʇ

ɑ ŐʰƋƗʮʬʍÙɃˇʎʣʐʱʆOlivier Minster̐ESA ʰũŲZ¦ȡȬʰ˺˨ˬ̑ʰ̈˥̎ʮǰʜ
ʌʰʪĥ¹ʮœʞ˃ʇ

ɚɕɗɗɕ

îĮʰêƺ

ʫuʝƢÒʪ§ªʪʰȓÒŘ«ʾƭěǗɂǤ²ʑʪʒʣğGʰ*ʪʋ˃ʇʘ˄ʮˀ˂ʆ&ʑ§ª
ʫʪʱȜʍʰʐʑ̀˒ˮˠ˿ʰŠʪĕˁʐʮʭ˂ʆĤƈʰųʪʰƭěîȫʾ©>æʰŘʑm
ǁʫʭʦʣʇŰʆ¶ņˁ[12, 52, 61]ʑ

áʫʭʦʩʆƭěîȫʰ©>æʫĴȔǦĭʪʰFǦǁˇăȢ

ʞ˃ǟʑĄ´<ˇʧʐʦʩƢPſʮǴʶˁ˄ʩʌ˃ʇʘ˄ʮˀ˃ʫʆ©>æʰˀʌƭěʱâʟʜʽF
Ǧǁʑˀʌʫʽȳˁʭʚʢʍʪʋ˃ʇʹʣʆģĨˁ[59]ʮˀʦʩʆTEM @ʪʰ˥̋˳˖ȁƭěʰ˭˰̀̎˥
˛ˌˠʐˁʰƭěZʑǴʶˁ˄˃ˀʍʮʭʦʩʒʩʌ˃ʇʘ˄ˁʱʆƃüĴȔǦĭʮʧʭʑ˃ʽʰʪʱʭ
ʌʇʜʐʜʆƭěZʑmǁʫʚ˄ʩʌ˃˥̋˳˖ȁʑćĿʦʩʌ˃ŰʆƎƋƗʐˁʰˊ˹̉̎˧
ʽȥǟʫƼʎʩʌ˃ʇ

ɚɕɗɘɕ

˛˖ˡ˟˖̅ˌ˩̆ˊ

(1) Șŵʰ˛˖ˡ˟˖̅ˌ˩̆ˊʱ>ʩțîʇʭˈʰ˫̅˸̇ʽʭʔ«ćʰ¬ɍʑ˟˿̎ˠ
ʮǓˆ˄ʣʇȇȚʪʰùVʰÌŕƴʵʰÙɃʱŹ:˪̎˥ʰƓVÍˇ̆ˊ̇˥ˌ˿ʪʫ˃
ʘʫʪǦńʜʣʇɑ ʅ
(2) ˛ˌˏ̋˟˖̅ˌ˩̆ˊ̜ǨŹĞʮǫȋʚ˄ʩʌʣ«ʚ˄ʩʌʣ>ʩʰǨŘʆǤ²ʱēĢʮ©
ʜʣʇNanoStep ¬ɍʱɾʢʰɿǤ²¬ɍʪʋ˂ʆɾʢʰɿǦĭ¬ɍʪʽʋ˃ʇʢ˄ʣʼʰˣ˷
˫ˍˏˊˇĎǢʮȭŽʜʩʆȓÒǨŘʰʣʼʰÌŕŘ«¬ɍˇǓʌʭʑˁʆuĘʮȓÒʰǦĭ
ˇ¬ĐʜʣʇîȫȓÒʱƭěǗɂʰūìʆŪʮ̢îȫ˟˩˨˹±Òʮˀ˂Zʞ˃ʇÜʦʩʆǗɂ
ūìˇ́ˮ˥̎ʜʭʑˁ̐*ʎʲʆ˟˩˨˹±ÒʆĎʣʭˁʠˈîȫ

ʰEŰʾʆ˟˩˨˹uʰ
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121

Ìŕʭʬ̑Êʮľƍʭĩʪʰ¬ɍˇ¬Đʞ˃ʘʫʑʪʒʣʇʘ˄ʱɾʢʰɿ˪̎˥Ǧĭʑmǁ
ʫʭʦʣʐˁʪʋ˃ʇƭĮſʮʱʆʰğǈʰ¬ɍˀ˂ʽˀ˂Ƣ±ʭ¬ɍ˪̎˥ʑÝˁ˄ʣʘʫ
ʱŪƛʪʒʆISS ʱƭěîȫƋƗʮʫʦʩƧĚˁʜʌ¬ɍʪʋ˃ʘʫˇʽ¬ǭʪʒʣʇʘ˄ʱß
¶ȥPʪʱųʰVʑ·ʭʌʣʼʪʽʋ˃ʑʆʘʰVʰʭʐʰˆʟʐʭZˇúʎ˃ʘʫʑ
ʪʒ˃§ªŵʰɾʢʰɿǤ²ǘƹˇȭŽʪʒʣƭĮʪʽʋ˃ʇɑ ʅ

5.

ƭǳ

ɑ ɑ ɑ ɥɨɨ̍ʒʸʍJŵ˾˨˝̄̋ʉɧɪɲɳɨɷɭɴʊʮˀ˂ʆʰĎʣʭîĮʑÝˁ˄ʣʇɑ
(1)

ʘ˄ʹʪʰɿ§ªʰÊǸɾʫȜʌʆß¶ȥPʪʰʷʍʑƭěʰîȫʱȓʌʘʫʑǭĕʚ˄ʣʇ

(2)

ƥũʰÙɃʱß¶ȥPʪʱŞŖʜƭěʰ©>æʑʞ̀˒ˮˠ˿ʑĕˁʐʮʭʦʣ̐Selfpurification̑ʇ

(3)

ƭěʑˁʠˈîȫʞ˃ʫƭěʰ©>æʱǈʔʭ˃ʘʫʑFʐʦʣʇʜʣʑʦʩʆˁʠˈîȫʪʒ
˃șɌ}ɆʑÐʌß¶ȥPʰʷʍʑǈȁƭěˇÝ˃ʘʫʑʪʒʾʞʌʇʣʤʆʢʰŭʌɆ
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Summary report of the ISS-Kibo utilization mission,
“Growth Mechanism and the Perfection of Protein Crystals under
Microgravity by In Situ Observation (NanoStep)”
Principle Investigator, Katsuo Tsukamoto
(Graduate School of Science, Tohoku University)
Feb. 2017
Many years have passed since 20% of protein crystals grown in space
showed better resolution in X-ray structural analysis. However no “convincing”
space experiments in the light of crystal growth mechanism and the perfection
have been conducted to answer this “Why?”. The perfection of crystals are the
result of crystal growth history and thus to understand why space grown crystals
are “better” in X-ray diffraction, we need carefully to analyze both difference of
growth mechanisms in gravity and under microgravity. Such approach has
historically been conducted by growing crystals in space followed by transporting
them to the ground for statistic investigations. Contrary to such “indirect”
approaches, we have adopted a “direct” approach, namely, optical in situ
observation for crystal growth at molecular level, which has actively been
developed and improved by the present investigator.
In order to employ this in situ observation system in KIBO at the same
resolution level, 10-3nm/s, as in our laboratory on the ground, we developed (1) a
modified Mach-Zhender interferometer, by which we measure growth rate vs
supersaturation and surface morphology vs
temperature

controlled

miniature

growth

supersaturation, (2) quickly

apparatus

at

5-40 ℃

without

disturbing optical measurement owing to the thermal expansion of the cell
materials, and (3) a software for in situ analysis of the interference data which
was counted to be a several Tera-byte data throughout this experiment. In a
sense, this experiment is based on not only in situ observation but also in situ
analysis. This was the key issue for this experiment. Thanks to these
preparations, all planned experiments were 100% successfully conducted.
Among other experimental results, the growth rate vs supersaturation
measurement is pronounced. It has been believed that crystals grow slower due to
the suppression of convection or flow under microgravity. The present results
have denied this speculation. Crystals in space grow faster than in gravity, fig.1.
This is attributed to the large reduction of impurity adsorption on the crystal
surface under microgravity, the effect of which is often observed in gravity
11
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leading to crystal growth rate retardation. In what follows, the heterogeneous 2D
nucleation is suppressed largely due to this reduction of impurity adsorption,
fig.2. This

suppression also widens the

growth regime of spiral growth that
favors crystal growth with less micro
defects generation in crystals. This
widening of spiral growth regime in
space might be important for the easier
improvement of perfection of protein
crystals in space.
Solution

concentration

distribution around growing crystals
both in gravy and under microgravity
was compared by newly developed 3D
interferometric

observation

using

a

concept of CT. This observation shows
the

uniformity

of

less

than

2.6%

supersaturation over the growing crystal
fig. 1

Growth rate vs supersaturation.

Crystals grow faster in space.

surface under microgravity.

While, in

gravity the uniformity got worse down to
26%,

which

increase

morphological

instability to form dendrite or hopper crystals, which promote other types of large
defects in crystals.
This

concept

of

morphological
stability

would

be

important for larger
crystal size and thus
crystals for neutron
diffraction

would

have to be carefully
investigated.

fig. 2

Wider spiral growth regime in space.
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（物質・物理科学分野）

平成 29 年 6 月

周到に準備された実験装置を駆使して、 極めて優れた成果を得た。 ミクロな凝固プロセスをその場観察
できる技術を確立し、 スパイラル成長が、 良質の結晶成長に有利に働くことを提案、 地上においても、 条
件を選べば、 良質の結晶を得られる可能性を示唆するなど、 完全性の高いタンパク質結晶の製造技術へ
の展開における指針、 指導原理を抽出したと言える成果を得たことは、 特筆すべき功績である。
また、 干渉計法による高精度データを取得し、 その場観察の実証性の高さを示したことは、 結晶成長研
究一般への波及効果も計り知れないものと評価される。 さらに、 ダウンリンクデータのリアルタイム解析に
基づく実験パラメータの決定というプロトコルは、 軌道上実験室としてのきぼう利用の理想的な一面を具現
しており、 ＩＳＳ・きぼうプログラムの有効性を強く訴求するものである。

総合評価
S：目標を高度に達成し、特筆すべき成果を挙げた

代表研究者；塚本勝男（東北大学 /実施時点）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果

「微小重力における溶液からのタンパク質結晶の成長機構と完全性に関する
その場観察による研究（Nano Step）」
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ͨÊˠ΅ɔ͋®ͮ̈́ȟŠͭ¡ͬǞǏ͜ȾƿÔƦͭkŴ΅ʥ͔͖ͩ͏ͨ͐ͫ͊̈́͡ȟŠĜʷʗõͭƳ
Éͫͪ΅ɔͤͧͺͭ͟ǰ͎͘΅ī6ͭ͜͏

ˎͩ͊͋˚ͬǣ˔͚ͧ͊͡ͅǄͬ̈́Șǃ΅ȕͨͭȟŠĜ

1
1
This document is provided by JAXA.

140

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

140

ʷͨͮ̈́Ĝʷ͜ȟŠͭ¡ͬͮƲõĮŋ®ͩȘǃͭƻõĮŋ®͏MÂ͚ͧÂ¥͜ͅ

ȷͩͺƲõͻƻ

õͬ;ͤͧÏõ͏¶n͜͡ÔƦ΅ù͐ʃ͖͜ɞͩͫͭͨ̈́ȟŠ¡ͨͭȾƿÔƦͭl͐ͮȘƚ

ͨ

ͭƛȟŠĜʷͭ;͋ͫǁĮŋ®͔ͭ͢ȕͬƖͳͧ;ɝˌͫͺ͚ͭͩͫ͡ͅ͏ͤͧ̈́ÔƦͫͪͭņ͏ķ˃͘
ĉÚʩfǎ²͍ͬ͊ͧ̈́ƛȟŠͭȾǓĜʷÊˠ΅ÊŔ͚̈́ȟŠĜʷǖ˔ͭɱțͫɤÒͻĜʷʗõͭƳ
É΅ɔ͖͋ͩ͏̈́ʩɞ͎ͥŦkͫǮȁĢƕ͖ͩͫͭͅ;͋ͫɤƽͬ;̈́˳˱˱˸ ó͇ͬòĜϔϜóõ͇͐͵͈͋ɄO
ÊˠËȇϕũ^Ǒ͔ͬ͡:ɚΤόκ͈͚ͭͩͧŬɵ˚͏ĸĩ̈́͘ÅÈÊˠ΅ÊŔ͜Ƌ"͏͌Ϳ
͡ͅ˩
˩
ϕϒ˩ ǮȁɨǕ˩
ϕϒϔ˩ ǮȁǢƇ˩
˩ ȟŠĜʷ͍͔ͬȘǃώƯhǃϏͭkŴͮ̈́ȟŠͭźýĜ̈́ĜʷýͻȟŠĜʷΎΉΪΤΈΒΚͬ¸¹ͭÿ
˕΅͌ͅȟŠĜʷͬÔ͜ȘǃͭkŴͭ

ǧͮ̈́Ĝʷǖ˔ͬǨ͚͡ȘǃZÁ͏ĜʷΚΤδͭǻ

l΅αωǗ̈́͜͡Ǩǖ˔ͭ˔Ĝʷʗõ͏Ħ`͖ͩͩ͘ɃͬǍɦͧ͊̒͘˳˱ˮ˳˳̓ͅͶ͡ʑóͨ
ͮ̈́ǖ˔ͲͭȘǃZÁͭǨʫͩĜʷʗõͩͭʻ3ͭ˓ȫýĐ͎Ϳ̈́˟lf͏Ś͜®ͩ&͜®
ͨĜʷʗõͬÔ͜čȊ͏ǚͫώίΚΤτΘΚϏkŴ͏Â¥͖ͩ͜͏Êˠǟͬͺɭś͖̈́͘͏Ĝʷʗ
õͭũǟ¶lώĴlϏ΅ù͐ʃ͖͜ȻĐ͏İŃ͘;͋ͬͫͤͧ͊̒˳˴ˮ˳˷͖̓ͭͅ;͋ͫkŴͮ̈́Ōób
͎ͿŌǍǷÄǟͫξΥυnͭǮȁÔɻͩͫ̈́ĜʷʗõͭĴlǋɻͬÔ͜Ǎɷǟͫɴś͏ͫ͘;͋ͬͫ
ͤͧ͐̒͡˳˸͚͎͚͖͖̓̈́ͨͅɔͫ΄ͧ͊ɺɷͮ̈́

ͬƶƫĜʷ͍͔ͬȕͨƾƋǃʀͭȟŠĜʷͬÔ͜

ƾƋǃʀͭȘǃ͏Ưh͘͡®ͬˀÉ̈́͘ȘǃZÁͭǨͬ;ȟŠĜʷʗõͮČ͝&͖ͩ͜
΅bĽ͚ͩͧ͊̒˳˹͖̓ͭͅ;͋ͫɺɷͮ̈́ʯǃȟŠͫͪͭő˔ͬɤÒ͘Ȭ͆ƈƆͻèȟŠͭő˔ͨɤ
Ò͘ũƈƆͫͪͭĜ΅ɺɷͨ͜ŦkͬƥǑͩ͘ȶ͌Ϳͅ˩
˩ ͖ͬÔ͚̈́Ŭɵ˚ͨͮʞSyƚͨͭƛȟŠͭȾǓĜʷ΅Ĥ͋ͅʞSyƚͬͮ̈́TȟĦ`ΟωήΒʀͭ
ͨŤͺN©ǟͫͺ͉ͭͨTȔΟωήΒʀώ˼̢̧̝̥̙̙̭̙̚˩ ̧̢̠̬̗̣̤̥̣̙̝̂̈́ʿ ˼́̂̋ ͩɗǲϏ΅Șǃ͚ͩͧƯ
h͖ͭ͜ͅȕͮ̈́ȟŠĜʷͬÔ͜ȘǃkŴ͚ͧʖîĤ΄ƶƫĜʷͭȕͩͮǚͫ̈́ɒƫ͎ͿͭȟŠ
Ĝʷ͉͖ͨͩͬƤĔ͏Čɞ͉ͨ͏̈́ȟŠĜʷͬÔ͜ȘǃkŴ͚ͩͧͮ

ȷͨMʖͬȶ͖͌ͩ͏ͨ͐

ͅ˩
˩ ˼́̂̋ ΅ʞSyƚ͎ͿĜʷ͜ƛȟŠͨͮ̈́ȟŠͭĜʷý͏ʞSyõͻΟωήΒʀƻõͬû͒0Â͜
͖ͩ̈́δτΛμ˔ͨͮɉ͡ǖ˔͏ΚμόΚͫǖ˔Ͳͩ¶n͜ώΎΉΪΤΈΒΚμόΙωΓϏ͖ͩ̈́ʔͬζόΖ
υ˔ͨͮòͿώΚμόΚϏͫǖ˔͎Ϳɉ͡ώσβϏǖ˔Ͳͩ¶n͜ώΎΉΪΤΈΒσβΩωΓϏ͖ͩ̈́ȟŠĜʷ
ʗõ͏˔œ%ͬ;ͤͧĦ`͘®ͻ4ʚ͘®͏͉ͫͪkŴ͏ǚœǟ͉͖ͨͩ̈́ƛͭȟŠĜʷʗ
õ͏ũǟͬ¶l͖ͩͫͪ̈́͜Ɂƭ͊ǋɻ͏ɠY͖ͧ͊ͭ͘ͅ;͋ͫǄĊͮ̈́Șǃ͚ͩͧ&ZÁʫͭ
ƾƋǃʀ΅®ͭĲlͩͮ̈́Ͷͤ͒͡ǚͫͅ˩
˩ œ̈́¦ͭʩfǎ²ͨÊˠ΅ɔ͋ˀ̈́ȟŠĜʷͬ$ͤͧȟŠ¡ͬǞǏ͜ȾƿÔƦͭkŴ΅ķ˃͜
͖ͩͮ

ˎ͉ͨͅǄͬ̈́ȟŠͭ¡ͬͮ̈́Ĝʷͬ$͋ƺǁͭķ˃ͬ;ͤͧǏ͛ǁĮŋ®ͩ ˼́̂̋ ͭǃʀĮ

ŋ®͏Ǐ͚͛͡ͅ͏ͤͧ̈́ȟŠ¡ͬͮƲõZìͬ$͋ÏõZìͩ ˼́̂̋ ƻõZìͬ$͋ÏõZì͏Ǥ͚
ͧǏ͖͖͛ͩͬͫͭͨ̈́ͬʃ͜ÔƦͮ;ɝˌͫͺ͖ͭͩͫͭ̈́͡ͅ¦ÊˠͨͮȘǃkŴͬ
;ȟŠͭĜʷʗõ͏ĜʷŜʺͬÔ͚ͧͪͭ;͋ͬ¶l͎ͭ͜΅Ɛ͚͒ɮ1͖ͩͮ͜

ˎ͉ͨ̈́ͭ͟;͋

͖ͫͮͫͧ͊ͫ͊ͭ͘ͅ;͋ͫǅƠͮ̈́ȟŠĜʷͬÔ͜ȘǃkŴͭνΎΩΛμ΅ɦśͨͭ͜ˈ
Ì͖ͩͫͤͧ͊ͭͅˈÌ΅ķ˃͚̈́ĜʷʗõͭŜʺ¶l΅ȓÏͬƳÉͬͮ̈́͜ʩfͭkŴ΅ķ˃͚͡ĉÚ
ʩfǎ²ͭ^Ǒ͏ƍ͉ͨ͘ͅͿͬ̈́ɂȂƋÊˠͻɋ¯̈́χΔΦͭήσθτΒ˜ɔͨĆͿĉÚʩ
fǎ²ͮŌǸ͎ͿŌZͭʷ͉ͨ̈́͘ȟŠĜʷʗõͭŜʺ¶l΅ƳÉ͜ÊˠͬͮrZ͖ͨͮͫ͊ͭͅ;͋ͫ
ǍǓͬ;̈́ʷŜʺͬ΄͡ĉÚʩfǎ²΅Êǋͨ͐¤ˇÅÈΚΤόΘςωͫͪͭÅÈ˜ȵ)΅Ǒ͊͡Êˠ
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͏ȣÔǟͬČɞ͉ͨͅ˩
˩ Ŭɵ˚ͨͮ̈́¤ˇÅÈΚΤόΘςωŖŬÊˠſ͇͐͵͈͍͋ͬ͊ͧ̈́˼́̂̋ ΅Șǃ͚ͩͧʞSyƚ

ͨƛ

ͭvȟŠ΅ȾǓĜʷ̈́͘͞ȟŠͭ˔ĜʷʗõͭŜʺ¶l΅ȓÏƳÉ͖ͬ͜ͅ;̈́ƛͭȟŠĜʷΎΉΪΤ
ΈΒΚͬÔ͜ ˼́̂̋ ͭkŴ΅śͿ͎ͬͩͩ͜ͺͬ̈́ƛƽͩ͊͋ƃˀÐSǎ²ͬ'Ǐ)ͭTȟĦ`Ğǘ
ͭǃǍǟͫƋƅ΅ɦś͜ͅ˩
˩˩
ϕϒϕ˩ )`˩
ǮȁΡόμϝ˩
˩˩

çȳȘϋoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠϋɲŊĶϋǮȁͭȅž˭ÊˠəȲͭɫɨ̈́ÊˠÊŔ˭Ͷͩ˩

˩˩

¨5ϋoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠϋĥɕȹϋÊˠəȲͭɫɨ̈́ɜ+˩

˩ ˩ (˨Dϋoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠϋŊĶϋÊˠÊŔ̈́ɦŲ˩
˩ ˩ ʷæcϋoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠϋiŊϋÊˠÊŔ̈́ɦŲ˩
˩ ˩ ůǒĚʦϋoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠϋiŊϋÊˠÊŔ̈́ɦŲ˩
˩ ˩ ˥çś5ϋoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠϋwµǮȁϋÊˠÊŔ̈́ɦŲώǋϋâ¹ÄèÄʧϋiŊϏ˩
˩ ˩ ̠̩̘̣̥̍̕̕˩̙̤̙̘̑̕ϋoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠϋwµǮȁϋəȲʹǞ̈́¦}ǀÊˠώǋϋ˾˾̑˩˾̧̥̬̦̠̕˩̌˪˿Ϗ˩
˩ ˩ ƉâđʦϋÄȴˁ¹ÄɨȌƋΜωΟόϋŊĶϋÊˠΥόΟɦŲ̈́ξΥυƅȐ˩
˩ ˩ ÚçǣϋoƨʟǷÄ¹ÄϋŊĶϋξΥυͭƅȐ˩
˩ ˩ ƼƧƊϋǐƂĥɕȨǮȁĠϋ

ǮȁϋɨȌƋΘλπφόΘςω˩

̅˼̐˼ ŇĿ)`ϝ˩
˩˩ǒ

ş˞ϋ̅˼̐˼ϋÅÈÊˠͭͶͩ̈́ÅÈÊˠÊŔ˩

˩ ˩ åơϋ̅˼̐˼ϋÅÈÊˠͭͶͩ̈́ÅÈÊˠÊŔ˩
˩ ˩ äã»ʦϋ̅̍́ϋÅÈÊˠəȲͭʹǞͩ?Êˠ̈́ÅÈÊˠÊŔ˩
˩ ˩ ţŻƑþϋ̅˼̈̍̍ϋÅÈÊˠͭȍǍ̈́?Êˠ̈́ÅÈÊˠÊŔ˩
˩
ǮȁΡόμϋ̅˼̐˼ ͭ)`ͭɮ1˩
˩ ǮȁΡόμͮ̈́oƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠͭǮȁȷ΅

ċͬ̈́ȟŠĜʷÄ~ͰƛǃǍÄZʪͨŖŬ΅ɗ

͜ǮȁȷͨƅĜͧ͊͘ͅÊˠ̈́Ǎɷ̈́əȲʹǞ΅Öʸͩ͜ǮȁȷͨƅĜ̈́͘ŬǮȁɵ˚΅Êɔ͜
ͨȶ͌ĆŤûͭì˂ͩͫͤͧ͊ͅœ̈́̅˼̐˼ >ǮȁȷͭĀdͮ̈́əȲʹǞ̈́?ÊˠͭÊŔ̈́~ͰÅ
ÈÊˠͭÊŔͬʻ͜ŇĿ͉ͨͤ͡ͅǄͬ̈́ÅÈÊˠəȲͭʹǞͨͮ̈́¹Ä͏ǆȾͨʹǞ͚͡ʧZͩνόΎό
īüͭʧZͩ͏MÂ͜ý΅͖͎ͩͤͩ͡Ϳ̈́̅˼̐˼ ͬ;

ȷͭɶō+Ƃ͏ʩɞͫĀd΅Ŵ͚͡͡ͅŬÊˠͭ

ͬ͡ʹǞ͚͡/ɯ)ͮ̈́ăʓ͜;͋ͬ¸͒ͭŒɡʹǞɞș͏Ͷͧ͊͡͏̈́̅˼̐˼ ͭɶō+Ƃͬ;˖
ɶͬʚͷ̈́ŤȜǟͬ¹¶C͡ĐȻ΅įͥəȲͭʹǞͬȟͰͥ͊͡ͅ˩
˩ Ͷ̈́͡ÅÈÊˠͮ̈́̅˼̐˼ Ǯȁȷϋĥɕȷͬ;J˔ǟ͎ͥûfͫŇĿ)`ͭͺͩͨÊŔ͘͡ͅŬÊˠͮ̈́
ÊˠʹÀǣă͎Ϳ͘Ͷ͙ͶͫΦσγυ͏ǞǏ͚̈́Êˠͭ

Əͺɺɷ͘ʹͪͭ

ˎͫĖͬͺǣ˔͚͚͎͡ͅ

͚̈́̅˼̐˼ Ρόμͭʣ[ͫÔčͬ;͖ͿͭΦσγυ΅ʅ͖͌ͩ͏ͨ͐̈́ŤȜǟͬü\Éͭϔϓϓ΅
ϔϕϗͭÊˠ΅ÊŔ͖ͩ͜͏ͨ͐͡ͅ˩
˩ Ŭɵ˚ͭÅÈÊˠͨͮ̈́ͭ͟Ƶ?ƕ˅͎ͿÊˠÊŔƕ˅ͬȿͶͨ̈́¸͒ͭɵ˚ͬǣ˔͖ͩͩͫ̈́͜J)
͚ͩͧͮ̈́Êǋ͖ͩ͜͏

ˎͫÊˠ͉ͨͤͩ͡ɧ͌ͭ͟ͅʞǼ͍ͬ͊ͧ̈́ŬȎͬɪʌ͘͡œ͆ͮͺͣΆ̈́

ɪʌ͎ͨ͐ͫͤ͡¸͒ͭufȷͭǦńͫɼǇ͏͉͖ͤͩ͡͏̈́˚΅ɦƞͬÙ͐̈́ÊˠͭĜg΅ͺ͡Ϳ͚͡ͅ˩
˩
ϕϒϖ˩ ΚΔΙπόυ˩
˳˱˱˹ ó ˳ ť ˳˳ Ŗ˩ òĜϔϜóõ͇͐͵͈͋ɄOÊˠËȇϕũ^Ǒ͔ͬ͡:ɚΤόκ͚ͩͧĸĩ˩
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˳˱˱˺ ó ˹ ť ˲ Ŗ˩ ˩ ƛȟŠĜʷəȲώ̗̙̄˩˾̧̥̬̦̠̕˩˾̙̠̠˩˳ϝ̄˾˾˳ϏͭʹǞʹÀ˩
˳˱˲˴ ó ˹ ť ˵ Ŗ˩ ˩ ̃̎̏ ͖͋ͭͩϗͬłʌ͚̈́ǽÁäÅÈΜωΟό͎Ϳģ͕ͣ˩
˳˱˲˴ ó ˹ ť ˲˺ Ŗ˩ ˩ ̄˾˾˳ ΅ƶƫȟŠnɤÒəȲ˫̨̧̢̣̠̝̣̍˩˾̧̧̢̥̬̦̠̠̝̭̝̣̕̕˩̧̢̖̦̙̥̩̝̣̊̕˩̧̗̝̠̝̬́̕ϝ̍˾̊́ˬͬ
͔ͅÊˠÊŔͭƵ?͏Ç͚͡ͅ
˳˱˲˴ ó ˹ ť ˳˳ Ŗ˩ ˩ ȇϔǢͬÊˠʹÀͅÅÈ͍ͬ͊ͧƛȟŠ͏ƐîͬĜʷ͖ͩ͜΅ǰɳ͚͘͡ͅͿͬ̈́ƛ
ͭȟŠĜʷͭƆÁ΅%Ǥê˛ĉʵͩκΉΔυΞωñư˛ĉʵͨŜͬɤÒ͖ͩ͜͏͖ͨ͐ͩ΅ǰɳ͚͡ͅ˩
˳˱˲˴ ó ˹ ť ˳˷ Ŗ˩ ̄˾˾˳ ͨźýĜΜυͭSy͏ͨ͐ͫ͊Φσγυ͏ǞǏͅÊˠ΅

őͅ˩

˳˱˲˴ ó ˺ ť ˲˱ Ŗ˩ ÅÈ˜ɔµͬ;̈́̄˾˾˳ ΅ ̍˾̊́ ͎Ϳŗ·͚ͧ̈́ÙʖΤΚΦͫͪͭΦσγυΘπόΤΈ
ωΓ΅ÊŔ͚ͭ͟͡ͅȟŴ̈́̄˾˾˳ ͬͮǄͬǚîͮɳͿ͝Ɛî͉͖ͨͩ͏ǰɳ͘͡ͅΦσγυͭ{ͩ
͚ͧ̈́̍˾̊́ >ͭːƴ/ȡȕͬǚî͏͉ͺͭͩĻÉ͘͡ͅÔȋ͚ͩͧ̈́ǚî͉ͭͤ͡ːƴ/ȡȕͨͮͫ͊
ͭȕ͎Ϳːƴ΅͖͖ͩͩͫ̈́ͬÔčͭ͜͡Œ͚͊Δόγυ΅+Ĝ͚̈́ģ͕͖͚ͣͩͩ͡ͅ˩
˳˱˲˴ ó ˲˲ ť ˸ Ŗ˩ ɈǒÅÈ˜ɔµͭł͚͡χΘ·ÅÈɄͬŒͬ͡+Ĝ͚͡Δόγυ΅łʌ͚ͧģ͕ͣͅ˩
˳˱˲˴ ó ˲˲ ť ˲˹ Ŗ˩ Êˠ΅QʹͅźýĜΜυͭSy͏Ɛîͬɔ͖͌ͩ΅ǰɳ͚͡͏̈́œͨƛͭȟŠĜʷ΅
ɤÒ͜GÄȕͬǚî͏ǰɳͫ͘͜͡ͅ΄ͣ̈́κΉΔυΞωñư˛ĉʵ͎ͿͭǕBͮÉʖĆ͘
͏̈́%Ǥê˛ĉʵ͎ͿͭǕBͭΕωΦσΚΦ͏ǚîͬú͒̈́ǕBĆ͏

ˎ͖ͩͫͤ͡ͅ΅ɦƪͭ͜͡

Ôȋ΅ƀɩ͚͡͏̈́GÄȕͭ͡Ŧkͫɦƞȋͮͫ͒̈́ŤȜǟͬ%ǤêǕBͭŜĆͮőĎ͙͞΅͌ͫ
͖͊ͩͩͫͤ͡ͅːƴȕͭΦσγυ͏ǞǏ͜bͬͮGÄȕͮƐî͉͖ͨͤͩ͡͏ǰɳͧ͊̈́͘͡ːƴ
ȕͭΦσγυΘπόΤΈωΓͭʞǼͨ*Ϳ͎ͭ˚͏ǞǏ͚͡ͺͭͩȶ͌Ϳ͏̈́̄˾˾˳ ͮͧ͊ͫ͊͘
ͭͨ{ͭɦśͮȻ͉ͨͅ˩
˳˱˲˵ ó ˴ ť ˲˺ Ŗ˩ ˩ QͰːƴȕͭΦσγυ͏ǞǏ͚̈́źýĜΜυͭSy͏͖ͨ͐ͫ͒ͫͭͅΦσγυɦƪͭ͡
̈́͘Ϳͬ]ȕȢ͎Ϳͭːƴ/ȡ΅Ȼͩ͜Δόγυ΅ģ͕͖ͣͩͩͫͤ͡ͅ˩
˳˱˲˵ ó ˴ ť ˴˲ Ŗ˩ ˩ ˩ ΔόγυͭQģ͕ͣͅ˩
˳˱˲˵ ó ˵ ť ˴˱ Ŗ˩ ˩ ˩ Δόγυ΅͔̈́Êˠ΅Qʹ͚͡ͅ˩
˳˱˲˵ ó ˷ ť ˳˴ Ŗ˩ ˩ ˩ ÊˠȜ͖͖ͅͶͨ̈́ü\ÉͭÊˠŌϔϓϓ΅ʄ͌ϔϕϗͭÊˠ΅ÊŔ͚͡ͅƛ
ȟŠͭĜʷͮ̈́ϔϕϗͭÊˠͭJʧͨɤÒͭ͋ͣ̈́͘͟͡ͅϕϕͭÊˠͨƛȟŠĜʷǖ˔͎Ϳͭ×Gͬ
;ͤͧǏ͛͡ñưȬͭɤÒͬĜg͚͡ͅŬəȲͬ;ƛȟŠǏĜͭǰǉͮϔϓϓύ͉ͨ̈́ͭ͋ͣ͟ϔϛύͨñư
ȬͭɤÒͬĜg͚͖͖ͩͬͫͭ͡ͅǰǉͮ̈́Êˠ`ćͭ

ˎ͘΅ʶͷͩrZͬˢ͊ͺͭͩɧ͌̈́̄˾˾˳ ͭĐ

Ȼͭˢ͘΅Êɭ͚͡ͅœ̈́ɨǕͨͮəȲģ͕ͣă̈́ÊˠȜͶͨȖϖϊťʺ΅É͚ͧ͊͡͏̈́Φσγυ͏
ȥY͚͡͡Êˇͬͮϔϓϊť΅ɞ͚͡ͅ˼́̂̋ ƚƶƫͭÕͬͥ͊ͧͮ̈́bͬϔóǼõͮ˚͖ͫ͊ͩ
΅ǰɳ͚ͧ͊ͭͨ̈́͡ÿ˕͎ͮͫͤͩ͡ȶ͌Ϳͅ˩
˩
ϖϒ˩ ÊˠƵ?ϋʜǑ˩
ϖϒϔ˩ ƛȟŠĜʷəȲͭʹǞ˩
ϖϒϔϒϔ˩ ƛȟŠĜʷəȲ˩ ˩
˩ ŬǮȁͭǢƇ΅ʠĜͬ̈́̍͘͞͡˾̊́ ͭΚΤόΙͬłʌͨ͐/ɯ)΅Œͬ͡ɫɨϋɜ+͚͖ͭ͡ͅəȲ
ͮ̈́ƛȟŠĜʷəȲώ̗̙̄˩˾̧̥̬̦̠̕˩˾̙̠̠˩˳̈́˩ ̄˾˾˳Ϗͩͯώ¢ϔ}ǀϏͅŬəȲͮ̈́ƛȟŠ΅Ĝʷ͘͞ǌǅĜ
ʷΜυώ̤̜̙̥̝̗̠̍̕˩ ̧̥̣̪̜̂˩ ˾̙̠̠̈́̍̂˾Ϗͩ̈́Ĝʷ͜ƛȟŠ΅ɤÒ͚ǕB΅Ć͜ɤÒGÄȕͭϕͥͭʧZͨ
ƅĜͧ͊͘ͅbȷͮ̈́oƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠĥɕʧ̈́ăȷͮτωήΚŹø"Ǵͨɫɨϋɜ+͘͡ͅ
Ǆͬ̈́bȷͮ¹Äͭĥɕʧ͏ÅÈÊˠəȲ΅+Ĝͩ͊͋͜\ͧͭɯͷ͉ͨͤ͡͏̈́ȟŴǟͬʀͭˢ͊ˢ
õͫəȲ΅ÇĜ͖ͩ͜͏͖ͨ͐ͩ͡΅ûɶ͚͊͡ͅƎȎʿͨ̈́əȲͭɱțͬͥ͊ͧɴś͜ͅ˩
˩
ϖϒϔϒϕ˩ ǌǅĜʷΜυώ̤̜̙̥̝̗̠̍̕˩̧̥̣̪̜̂˩˾̙̠̠ϝ̍̂˾ϏͭʹǞ˩

4
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¢ϔ˩ ώ̕ϏʹǞ͘͡ƛȟŠĜʷəȲ ̄˾˾˳ ͭ·ɤRǦͅώ̖Ϗ̄˾˾˳ ΅ ̍˾̊́ ͬłʌ͚͡
RǦͅώ̗Ϗ̍˾̊́ ͭΚΤόΙͬͶͿ͎ͫͤ͡ːƙʇͮ̈́]θΒΚ͚ͩͧ ̍˾̊́ ͭġ
ͭ·>ͬɫȲ͘͡ͅ˩

˩ ƛȟŠ΅Ĝʷͭ͘͞͡ ̍̂˾ ͭʹǞͮ̈́oƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠĥɕʧ͍ͬ͊ͧɔ΄͡ͅƛȟŠͭ
ȾǓĜʷ΅Êǋͭ͜͡əȲͭƄĎ¢΅¢ϕͬǲ͜ͅʰγχΒ΅͒Ĩ͐̈́Oʧͬǣāϗϓ̡̡ ͭǌýͭĜ
ʷÎ΅+ͅÎͭO´ͮ̈́ƛͭźýĜ΅ʽ͓ͬ͡ΕόΤΈωΓ͏Ŕ͖ͧ͊ͭ͘ͅÎͭ

ċʧͶͨ̈́

ΏσΚͭƗțȍ͏ê͚ʐͶͧ͊ͧ̈́ͭ͟FȆʧͨƛͭvȟŠ΅Ĝʷ͖ͩ͘͞͏ͨ͐ͅĜʷÎͬͮ̈́Ê
ˠɯŏͩͫ ˼́̂̋ ΅ƚώă̈́˼́̂̋ ƚƶƫͩͱϏ͏E°͘ͅSyͬ;ĠÉͭʞSyƲõ͏ʠĜ
ͩ̈́͘Ɨțȍͭ·ʧͭFȆʧ΅ďS͜ͅƗțȍOͨƛȟŠ͏źýĜ̈́͘ƗțȍͭOʧ΅Ĝʷ͜͟ͅ
ͭʞǼͨȟŠȒͭʺͨƬƝ͏ʃ͖̈́ŤȜǟͬ8ͭȟŠȒ͏Ǐ͐Ɣ͖̈́͏ƗțȍͭȆͬ_ʠͩ͜
ĜʷÎOͨƛȟŠͭȾǓĜʷ͏ʹÀ͜ͅƗțȍOͭĜʷͨͮͭȟŠȒ;Û͚ͨͺbͬY͡ͺͭώƗ

¢ϕ˩ ̍̂˾ ͭ«ŬƄĎͅʰγχΒͭ
ʷͭÎ͚ͩ͡˯ͭ͟

ͬǌýώǣāϗϓ̡̡ϏͭȀ΅ʹ͔˭ȟŠĜ

ͬ̈́ΏσΚƗțȍ͏ǌýÎͭ

ċʧͶͨê͚ʐΆ͉ͨ

̈́ͭ͟FȆͨƛȟŠ΅Ĝʷ͘͞ͅƗțȍͮ̈́ͭ͟ʊͭͨʉ͖ͩ͘͞͏
ͨ͐̈́ɤÒGʊͬÔ͚̈́ȟŠͭ͐΅¶͖͌ͩ͏ͨ͐ͅ˩

5
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¢ϖ˩ ώ̕ϏʹǞ͘͡ ̍̂˾ ͭϖƎD·ɤ¢ͅώ̖Ϗ̍̂˾ ͭő˔¢ͅ˩
țȍͭʊœͬ;ʗ͊Ĝʷʗõ΅įͥȟŠȒϏ
͏ͭȟŠ΅ƬƝͭͨ̈́͜ŤȜǟͬǏ͐Ɣȟ
ŠȒͮȟŠͭ ̗ ʊ͏Ɨțȍͭʊͬǣ͜ȻĐ
͏ˢ͊ͅȾǓĜʷ΅ʹÀ͚͡ȟŠͮ̈́ĜʷÎͬ
͔Ϳ͡ΏσΚȄ͎Ϳ˛ĉʵͨɤÒ͘ͅ
͖ͭŜ̈́˛ĉʵͭGʊͩȟŠͭʊͭœ%΅ɀ͘
ͬ̈́͞͡Ɨțȍͮͭ͟ʊͭͨʉ͘͞Č
ɞ͏͉ͅ˩
˩ ʹǞ͚͡ ̍̂˾ ͭ·ɤ~Ͱő˔¢΅¢ϖͬǲ͜ͅə
Ȳͭ

¢ϗ˩ ̍̂˾ ͭƆͭͶͩͅ˩

ċʧͬ%Ȳ͜ǌýͭȟŠĜʷΜυͮ̈́

¡ͬɫȲ͘͡ηυΡșÁͨSy͘ͅͶ̈́͡
Ɨțȍͮ̈́źýĜΜυώ̗̙̄˩ ̨̧̢̗̠̙̝̣̉̕˩ ˾̙̠̠̈́˩ ̄̉˾Ϗͭ

ċʧͬȲ͎͍ͧ̈́ȝͷʐͶ͡ηυΡșÁͬ;

̈́źǏĜͬČɞͫďS΅Êǋ͚ͧ͊͘ͅͿͬ̈́Ɨțȍ΅ͭ͟ʊ̮ͬϗϘõͭɥõͨʉ΅Ȼͩ͜Ƌ
ƅ͏ȝͷʐͶͧ͊ͅȟŠĜʷͭƆÁͮ̈́ǌýΜυͭ>˔͔ͬͿ͡ΏσΚȄ͎ͿɤÒ͘ͅăʓ
ͭκΉΔυΞωñư˛ĉʵͩ%Ǥê˛ĉʵͭMʖGʇͮ̈́ǌǅΜυͭƐ˔ͬɫȲͧ͊͘ͅͶ̈́͡Ɨțȍͭ
FȆͨĜʷ͜ƛȟŠ΅̈́Ɨțȍͭʊœ͎ͿɤÒͭ͜͡GÄȕͺɫȲ͖ͧ͊ͬ͘ͅ;̈́ȟŠͭ
ʉɥͭĻÉ͏Ȼ͉ͨ͘ͅͿͬ̈́ɤÒȕͭβΌόΎΚ΅΄ͬ͞͡ ̍̂˾ ΅GʊͬƟͤͧòɔǻl͘͞
ƋƅͺȝͷʐͶ͖͡ͅͿͭƋƅͮ̈́¦͎ͿͭȾl`ć΅Ȼͩ̈́͜͡ΚΤαωΓξόΟͨ˟l͘
͞ͅ˩
˩ ŬəȲͭʹǞ͍ͬ͊ͧ̈́Ťͺ

ˎ΅ƃͭͮ͡źýĜΜυͭʹǞ͉ͨͤ̍͡ͅ˾̊́ ͨͮ̈́əȲ͎Ϳͭķǁͮ

ΚΤόΙͲͭ#Ùͬ;ͤͧɔ΄̈́͡ʉȕ΅źýĜΜυ͎Ϳͭķǁ΅rZͬǰ6ͭ͜͡è¼
͏Čɞ͉ͨͤ͡ͅŬÊˠͨͮ̈́×©ͭñưɨ΅-Ǒͬ̈́͜͡ΏσΚƗțȍͭFȆͨǏĜ͚͡ƛȟŠͭ
͐΅ʉͬ;¶šͨ͐;͋ͬ͜Čɞ͏͉ͅͶ̈́͡ȟŠͭœ%΅̮Ϝϓõͭȏ¡ͨʉͨ͐ͯǍēǟͨ
͉͏͖̈́΅Êǋ͖ͩͮ͜əȲͭƅʘ
̍̂˾ ʹǞ͍ͬ͊ͧǏ͛͡Ɔ͆ͫ

ˎ͉ͨ̈́͡ŬəȲ̮ͨͮϗϘõͭȏ¡ͨʉ΅Ȼ͚ͬ͡ͅ

ˎͮ̈́ŎǇώ

¨5̈́oƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠĥɕʧĥɕŢȇϕ

ϕ̈́ϗϚ̸Ϙϓ̈́ϕϓϔϘ̧̧̜̤ͅ˻˰˰̪̪̪˯̧̡̠̣̪̙˯̨̜̣̟̘̝̕˯̗̕˯̞̤˰̧̙̗̜˰̧̥̙̤̣̥̔˳˱˲˷˰̧̧̙̗̜̥̙̤̣̥̔˳˱˲˷˯̤̘̚ϏͬͶͩͿ
ͧ͊ͅʹǞ͘͡ ̍̂˾ ͭŤȜǟͫƆͮ̈́¢ϗͬͶͩͿ͖ͧ͊ͭͅƆͬ;̈́ƛȟŠͭĜʷ΅ʢˆ`
ćͬ;Ȼͩ͜rZͫĐȻ΅ʠĜ͚͡ͅ˩
˩
ϖϒϔϒϖ˩ ɤÒGÄȕͭʹǞ˩
˩ ȟŠĜʷΜυ

ͨǏĜ͘ƛȟŠ΅ɤÒ͚̈́ĜʷʗõͭȓÏƳÉ΅Ȼͬͭ͜͡GÄȕ͏Œͬ͡ɫ

6
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¢Ϙ˩ ̄˾˾˳ ͬOɎ͘͡ɤÒGÄȕͭʨȲ¢ͅ˦Ɇͭȫͨǲ͚͡Gʊͮ̈́%Ǥê˛ĉʵ
ͭGʇ̈́ʂȫͨǲ͚͡Gʊͮ̈́κΉΔυΞωñư˛ĉʵͭGʇ̈́ȚɆͨǲ͚͡Gʊͮ̈́ȟ
Šͭʉɥõ΅ĻÉͭ̈́͜͡Ɨțȍͭʊœ͎ͿͭɤÒȕͭGʇ΅ǲ͚ͧ͊ͅ˩

ɨ͖ͭ͘͡ͅGÄȕͨͮ̈́%Ǥê˛ĉʵͩκΉΔυΞω©ñư˛ĉʵ΅ʊͬʨȲ͚ͧ̈́ƛȟŠͭĜʷǖ˔
ͨͭΚΤδĲlͭɤÒͩŜͬ˔Ĝʷʗõ΅ƳÉ͖ͩ͜͏Ȼ͉͖ͨͭͅ;͋ͫGÄȕ͖ͮ̈́ͶͨʹǞ
͘͡.ͮͫ͒̈́ŒɡͭGÄȕ͚ͩͧɫɨ͘͡ͅ¢Ϙͮ̈́̄˾˾˳ ͬOɎ͘͡GÄȕͭʨȲ΅ǲ͚ͧ͊̍ͅ˾̊́
ͭΚΤόΙͬłʌȻͫ/ɯ)ͭýǅͻ¹͐ͮ͘ˀÉͧ͊ͭͨ̈́͘GÄȕͭʨȲͮȅ)ǟͨɝˌ͉ͨͅ˩ ˩
˩ ͖͖ͨ̈́¢ϙͮŬəȲͨʹǞ͚͡GÄȕͭGʇƅĜ΅ǲ͜ͅͶ̈́͝κΉΔυΞωñư˛ĉʵͭGʇƅĜώʂȫϏ
͎Ϳɴś͜ͅκΉΔυΞωñưɨͮ̈́ɯŏ˔͎Ϳͭ×Gͩ}ǀλσό͎Ϳͭ×Gώ}ǀGϏ΅ñư͖͘͞
ͩͨ̈́ɯŏ˔ͭXWͻǻlʗõͫͪ΅ƀǬ͜œƢ͉ͨͅƕêͭˢ͘ͻǻlʗõ΅̈́GͭƣʷόΠόͭZ
ɦȻͨɦŲ͖ͩ͜͏Ȼͨ̈́ˢȓõ͉͖ͨͩ͏ǄĊ͉͚͎͚ͨͫͅ͏Ϳ̈́ɯŏ˔͎Ϳͭ×Gͩ}ǀλσό
͎Ϳͭ×Gͭûõê͏͉ͩ̈́Ʌ¿ͫñưȬ΅Ć͖ͩ͏

ˎͬͫͅέυΒͭƚͩƛͭßħǉͮ͟͠

ϔ˯ϖϖϕϛͩϔ˯ϖϓϔϛ͉͖ͨ̈́ͭ͡ǖ˔͎ͿͭGͭ×3Ōͮϓ˯ϓϓϓϔϗ͖ͩͫͭͅ;ͮ̈́ΏσΚɗ˔͎Ϳͭ
Gͭ×3Ōͭϔ˰Ϙϓϓͭ¹͐ͬ͘ʞ͖͑̈́͝ʹͪ&͊×3Ōͭ×˔ͬ;ñưȬͭǏĜ͖ͮ̈́Ͷͨ
Ȼͩȶ͌Ϳͧ͊͡ͅŬÊˠəȲͭʹǞͨͮ̈́ɯŏ˔ͩ}ǀλσό͎Ϳͭ×Gͭûõê͏͔ͨ͐͢Û
ͫ͒ͫ;͋ͫǄ]ͫè¼΅¢͖ͩͨ̈́rZͫΕωΦσΚΦͭñưȬ΅Ć͖ͩͬ\ͧĜg͚ͫ͜͡ͅ΄ͣ̈́ɯ
ŏɗ˔ͩ}ǀλσόͲ̴ͭI×G̵ͭûõ΅ϘϓϓϝϔͬZdͨ͐ͯ̈́×GͭûõͮȾlǟͬϔϝϔͬʑͦ͐̈́
rZͫΕωΦσΚΦͨñưȬ΅ǏĜ͖ͩ͜͏ȻͬͫͩũĂ͖ͭ͘ͅ;͋ͫ¹͐ͫGͭûõêͮ̈́vͫ
̉˿ βΈυΟόͨͮ+Y͖ͩͮ͜

ˎ͉ͨ͏̈́Gͭ<GǄĐ΅^Ǒ͖ͩͨ͜ÊǋȻ͉ͨ̈́ŬÊˠəȲ

ͨͺ͖ͭœƢ΅ĸǑ͚ͧ͊ͅ˩
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Ice/water
interface

Ligh

λ/4

Dark

¢ϙ˩ ̄˾˾˳ ͬOɎ͘͡GÄȕͭGʇ¢ͅʂȫ~Ͱȩȫ͏̈́͟͠κΉΔυΞω
ñư˛ĉʵ~Ͱ%Ǥê˛ĉʵͭGʇ΅ǲ͜ͅ

ȷͭGʇͮ̈́ǚͫƣʷͭG΅-

͖͋ͩͨ̈́Zˍ͏Ȼ͉ͨͅ˩
˩ Ͷ̈́͡Gñư͏Ǐ͛ͬͮ̈́͡

œͭ×GͭGʊ͏ʩͫ͋ώÇJͬòɔͬͫϏ͖ͩ͏Čɞ͉ͨͅź

ýĜΜυͨǞǏ͘͞͡ƛȟŠͮ̈́ƗțȍO΅ȟŠ͏Ĝʷ͜ˇͬȟŠ ̗ ʊ͏Ɨțȍʊͬǣ͜ȟŠȒ͏Ť
ȜǟͬǏ͐Ɣ̈́ƗțȍͭFȆͬʠ͚͡ŜͬĜʷΜυ

ͨȾǓĜʷ΅ʹÀ͖ͭ͜ͅŜ̈́ƛȟŠͭ ̗ ʊœͮ

GÄȕͭGʊœͬÔ͚ͧͮ`ć͖ͩ͜͏͖ͨ͐ͫ͊ͭ̈́͡ͅɪͭŰ΅ʠĜͬͮ̈́͜͡Ɨțȍͭ
ʊͬȟŠ΅ʉ͘͞Čɞ͏͉͖ͭͅƋȻͮ̈́źýĜΜυͬOɎͧ͊͘ͅ˩
˩ œ̈́%Ǥê˛ĉʵͮ̈́ȟŠͭ·ýͻĜʷǖ˔ͨͭΚΤδͭĲlͫͪͭǣĺɤÒͬŦk͉ͨ͏̈́Êˇͬ
ͮ%ǤêτωΓ͏ñưGÄȕͭƅĜͬÿ˕ͭͨ̈́͜MÂ͖ͩͮ͜

ˎͩͧ͊͘͡ͅŬÊˠəȲͭGÄȕ

ͨͮ̈́%ǤêτωΓͭĵI%Ȳͭɶō̈́~ͰñưGÄȕͭƅĜͬǄ]ͫè¼΅͖͖ͩͩͨ̈́ͭˈÌ΅˃|͜
͖ͩͬĜg͚͡ͅ˩
˩ ͭ;͋ͬ̈́ŬÊˠəȲͨĸǑ͘͡ƛȟŠĜʷəȲͩɤÒGÄȕͮ̈́Œͫ͡ʹǞɞș͏¸ŌͶ͡ͺ
͉ͭͨͤ͡ͅbȷͮoƨʟ¹Ä&ƲǷÄǮȁĠͭĥɕʧ̈́ăȷͮτωήΚͭGÄĥɕÖʸÍ͏}Ǖ͚͖͡
ͩ͏͖̈́ͭɝˌͫəȲͭʹǞ΅ĜgͬÙ͊͡ͺͭͩȶ͌ͧ͊ͅœ͖͖̈́ͭͩͮ

ȷͭΕλπΩΔόΘςω΅Ï

͚ͬ̈́˙ȯͬʹǞǅƠͭǰɳ΅ͩͫ͏Ϳ+Ƃ΅ʚͬ̈́͡Óͫɶō+Ƃ͏Čɞ͉͖ͨͤͭ͡ͅɶōͬ
ͮ̈́̅˼̐˼ īüȷ͏Ŵ͚͡͡Ād͏¹͖͐͒̈́͏͔ͫͯəȲͭÇĜͬͮȿͿ͎ͫͤ͡ͅ˩
˩
ϖ．ϕ˩ ÅÈÊˠͨ-Ǒ͚͡ ˼́̂̋ ƚƶƫͭɶō˩
˩ ŬÊˠͨͮ̈́Șǃɯŏ͚ͩͧΟσώ̨̘̦̂̕˩ ̛̗̊̕Ϗͭɓƹ͎Ϳĸ͘͡TȔΟωήΒʀώ˼́̂̋Ϗ΅Ǒ͊͡ͅ
͖ͭ ˼́̂̋ ͮ̈́TkŴ΅įͥΟωήΒʀ͚ͩͧŤ\ͬǞɠ͘͡ͺͭͨ̈́ͭTkŴ΅įͥΟωήΒʀͬƖ
ͳͧ̈́ȟŠĜʷͬÔ͜kŴ͏ƖʋǟśͿ͎ͬͫͤͧ͊ͅ.͌ͯ̈́˼́̂̋ ƚƶƫ

ͨͭƛȟŠͭȾǓĜʷÊ

ˠͮ̈́˲˺˹˶ óͬŤ\ͬÊŔ̈́͘ƛȟŠͭ·ý͏ ˼́̂̋ ƻõͻʞSyõͨ¶n͖ͩ͜͏İŃͧ͊̒͘˳˺̓ͅ
͘Ϳͬʑóͨͮ̈́ɑGσζυ΅͔ͥ͡ ˼́̂̋ ZÁ΅-ͤͧ̈́ƛȟŠͭδτΛμǖ˔Ͳͭ ˼́̂̋ ZÁͭǨ͏Ĝ
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¢Ϛ˩ ˼́̂̋ ͭZÁƅʘͅ˩
ʷĦ`ͩǣȟ͖ͩ͜΅ǲ͜ǣĺǟͫɭś̒˲˺̈́˩ ˴˱̓̈́Ĝʷǖ˔bœͨͭ ˼́̂̋ ZÁͭĮŋͩǖ˔ͨͭZÁͭ
ȼǨʞǼ̒˴˲̓̈́ƛǖ˔ͬǨ͚͡ ˼́̂̋ ZÁͭƎƅʘͫͪ̒˲˸̓̈́ZÁͭǖ˔ǨǄĐͬͥ͊ͧͺśͿ͎ͬͫ
͖ͤͧ͐ͭ͡ͅ;͖͎͋ͫͩͿ̈́ŬÅÈÊˠ͖ͨͮͭΟωήΒʀ΅ɯŏ͚ͩͧ-Ǒ͖͚ͩͬ͜͡ͅÊˇͬ-Ǒ͚͡
˼́̂̋ ɯŏͮ̈́θΚΦωͭζωΡοό!Ƃ͉ͨ ˼˰́˩̧̢̥̣̙̝̋˩̢̗̄˯͎ͿʁI͚͡ͅ˩
˩ ˼́̂̋ ZÁͮ̈́¢Ϛͬǲ͜;͋ͬ ˼̢̢̠̝̙̕ˮ˼̢̢̠̝̙̕ˮ̢̢̜̥̙̣̝̙̎ ͭ·λΫ«ͬȔʴ͏ͥ͊͡ΦτηδΡΧ΅ϔρΩΦ
͚ͩͧ̈́ϗ̸ϘϓρΩΦ͏ʙȥ͚ͧȟ͚͡ƅʘ΅įͥ̒˲˶̓ͅZÁʫͮ̈́ȟ͚͡ρΩΦŌͬč͛ͧ̈́ϕϒϚ͎Ϳϖ
ϕ̆˿̕ ͭȏ¡ͨZì͜ͅZÁʫͭ¹͐͊ͺ͎ͭͿϛͥͭέωΧͬZ͔Ϳ͍ͧ̈́ŬÊˠͨͮZÁʫͭÚ͊͘
˼́̂̋ϚˮϛͭƮǃ΅ɯŏ͚ͩͧ-Ǒ͚͡ͅ˩
˩ ŬÊˠͨͮ̈́ģ͕ͣăͬÊˠɯŏͭľȈͭ+Ƃ͏͖ͨ͐ͫ͊ͭ̈́͡ͅÅÈÊˠͨ-Ǒ͜ ˼́̂̋ ƚƶ
ƫͭƻõͮėʩͬƞÉ͘͡ͅ¦Êˠ͍ͬ͊ͧĆͿͧ͊ƛȟŠͭ·ýͭƻõϋʞSyõ0ÂͭΥόΟ
΅ȓŷ͚̈́ϓ˯ϓϚ̡̛˰̡̇ ͭƻõ͏ͺͤͩͺʣü͉ͨͩȟɷ͖ͭ͘͡ͅƻõ;&͊ͩȟŠͭƊŵǅĜʷ͏ʹ
À͜ʞSyõ͏Ú͑̈́͘͜͡ÅÈÊˠͨͭĜʷƲõͭɫÉͬ˚͏Ǐ͛ͅͶ͖̈́ͭ͡ƻõ;ͺˢ͊ͩ̈́
ȟŠ·ý͏ʭǅȟŠͬͫͫͪȟŠýͭÆÉĐ͏¾΄ͅÊˇͬÅÈͨ-Ǒ͚͡ ˼́̂̋ ƚƶƫͭƻõͮ̈́
ƖɆZŲƢͬ;ĠÉͭƻõ͉͖ͨͩ͏ǰɳ͘͡ͅ˩
˩ Ͷ̈́͡ÅÈÊˠͨͮ̈́ɯŏ΅ɶōăͬÊˠ΅ÊŔ͜Ͷ͎ͨͫͭŜʺ͏͎͎͖ͩͺƳ͖ͭ̈́͘͡͡ͅ
bͬ ˼́̂̋ ƚƶƫͭɯŏ͚ͩͧͭÕ΅ƀɭ͚͡ͅƚƶƫ+ĜăȖϔϕϊť͏Ȟʞ͚͡ɯŏ΅Ǒ͊ͧƛȟŠ
ĜʷÊˠ΅ɔ͊̈́ɯŏɶōǣăͩȈͭȟŠĜʷǄĐ΅Ȧį͚͖ͧ͊ͩ΅ǰɳ͚͡ͅ˩
˩
ϖ．ϖ˩ ģ͕ͣăͬǏ͛͡Φσγυ˩
˩ ̄˾˾˳ ͭģ͕ͣă̈́ǣͣͬ ̍˾̊́ ͲͭɫȲ+Ƃ͏ɔ΄̈́Êˠ͏ʹÀ͘͡ͅŤ\ͭ?Êˠͨͮ̈́ƛȟ
ŠͭĜʷ̈́~ͰGÄɤÒȕͩͺͬƐîͬl+͚̈́ƛȟŠͭĜʷ͏ɤÒ͖ͨ͐ͩ͏ǰɳ͚͎͚ͫ͘͡ͅ͏Ϳ̈́
ŬżÊˠ΅ʹÀ͚͡Ť\ͭÊˠͨ̈́źýĜΜυͭSy͏ȃƿ=Ə͚̈́ĈŘ͚ͫ͊ͩ͊͋ɻ͏ǞǏ͚͡ͅü\
ͮ̈́̄˾˾˳ ͭOʧͬ˚͏Ǐ͖͛ͩ͡͏ǜ΄͡͏̈́Ɔ͆ͫΦσγυΘπόΤΈωΓ΅ÊŔ͚͡ȟŴ̈́̄˾˾˳ Ŭ)ͭ
ǚîͨͮͫ͒ ̍˾̊́ >ͭːƴ/ȡȕͬ˚͏ǞǏ͚͖ͩ͡͏ǰ͎Ϳ͖ͭ̈́͡͡ͅÔȋ͚ͩͧ ̍˾̊́ ͭ]
ȕȢͭːƴ/ȡȕ͎Ϳːƴ΅ͬ͡ŒɡͭΔόγυ΅ʹǞ͖ͩ͜͏ƞÉ̈́͘ģ͕ͣ͏Êɔ͘͡ͅ
ͭ͟ȟŴ̈́əȲͭƐîͫQǾl͏ǰɳ͘͡ͅœ̈́ÊˠQʹǣăͬ̈́ñư˛ĉʵͭGÄȕͮƐî͉ͨͤ͡
͏%Ǥê˛ĉʵͭGÄȕͬǚî͏ǞǏ͚̈́%ǤêǕB΅Ćͨ͐ͫ͊ͩ͊͋Œͫ͡˚͏ǞǏ͚͡ͅːƴΦσ
γυͭǞǏbͮ̈́GÄȕͭǚîͮǞǏ͚͎͖͎ͧ͊ͫͤͩ͡Ϳ̈́ːƴΦσγυͭĈŘ+Ƃ

͖ͬͭ˚͏ǞǏ

͚ͩ͡ȶ͌Ϳͅ¦͎ͿͭŅ+͖ͨͭGÄȕͭĈƥ΅ɯͷ͡͏̈́%ǤêGÄȕͮÆÉͨ̈́ŤȜǟͬñư
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ɨǕBͩͭŜĆͮȻͩͭȟɷͬȿ̈́ŬÊˠͨͮñư˛ĉʵͭǕBͭͷͨÊˠ΅Ȥȥ͖ͩ͜΅ƞ
ő͙͞΅͎͌ͫͤ͡ͅ˩
˩
ϗ．ÊˠȟŴ͍;ͰĜŴ˩
ϗ．ϔ˩ ÊˠĢ˖˩
˩ ÅÈÊˠͮ̈́ÅÈ˜ɔµͭÜÑŜʺíͬÊŔ͘͡ͅÊˠͮ̈́̍̂˾ Oͭ ˼́̂̋ ƚƶƫͭSy͎ͿΚΟόΦ͜
͏̈́ÅÈÊˠͨͮÔƦ͏Ħ`ͭͨ̈́͘ƚƶƫJ)͏ɫÉ͚͡ʞSyõ∆𝑇𝑇# ͬʠ͜Ͷͨ̈́ȖϔϕϓZͭ

?SyŜʺ͏Čɞ͉ͨͤ͡ͅƆͫƲõZì͏ĆͿ͡ă̈́źýĜΜυͭďʗSy΅ʹÀ͚̈́ƗțȍOͨƛ
ȟŠ΅ǞǏ͘͞ͅźýĜ͏ʃ͐ͩƺǁͭǞǏ͏͉ͭͨ̈́Ɨțȍͭʑ͒ͬɫȲ͚͡ƲõΜωΖόͬ;ͤͧ͟
ͭǩʺ΅ƀǬͨ͐ͅÉͭĂͣŜʺώɫÉƲõͬ0Â͜͏̈́ϔϓϔϓϓZǼõϏͭă̈́ƗțȍFȆ͎Ϳƛȟ
ŠͬȾǓĜʷ͏ʹÀ͖ͭ͜ͅŜ̈́ȟŠͭ ̗ ʊœ%ͮɤÒGÄȕͭGʊͩͮɀ͚ͫ͊̈́͡Ɨțȍ΅ʉ͘
ͧ͞ñưɨǕB͏Ćͨ͐ȟŠœ%΅Ĺ͜ͅȟŠͭ ̗ ʊ͏Gʊͩɀ͚͡ǩʺͬȟŠ˔ͬñưȬ͏Yǋ
͜ͅ}ȶΰΥϔ˲ͮ̈́ȟŠͭʉͬ$ͤͧñưȬ͏Yǋ͜ǩʺ΅ǲ͚ͧ͊ͅñưɨǕB͏ĆͿ͡®
ͮ̈́ͭ͟ͶͶͨȟŠĜʷ΅Ȥȥ͚̈́ñưǕB΅Ć͜ͅȟŠͭĜʷͮ̈́ĜʷƲõͬͺ;͏ϖϓZ͎Ϳ̈́®
ͬ;ͤͧͮϙϓZͬ΄ͤͧ͡Ȥȥ͚ͧɤÒ͘͡ͅĆ͘͡ΰΥǕBͮǣͣͬ¦ͬΠΊωτωΒ͘
ͧ̈́ÊˠΥόΟ͚ͩͧɪʲ͘͡ͅ˩
˩ ȟŠͭĜʷ͏ʚɔ͚̈́ȟŠΖΉΛ͏Éͭ¹͐ͬͫͩ͘ ̍̂˾ ~ͰźýĜΜυͭƲõ΅ϓ̶ͬŚ͘͞
ͩ̈́͜ͳͧͭȟŠ͏ɒɦ͚ͧƪ¾͖ͬ͜ͅ;̈́̍̂˾ ͭ\ũn͏Ç͚̈́ƎͭÊˠ΅ʹÀ͖ͩ͜͏ͨ͐
͖ͭͅ;͋ͬ̈́ȑvͫ\ũn+Ƃͨ*õͨͺȟŠĜʷÊˠ΅ȱʒ͖ͩ͜͏͖ͨ͐ͩ͏̈́ʹǞ͚͡əȲ
ͭǄĊ͉ͨC͡ƽ͉ͨͅ˩
˩
ϗ．ϕ˩ ƛȟŠĜʷÊˠͭĜgǰǉ˩
˩ ͭÊˠͨͮ̈́ɯŏ͉ͨ ˼́̂̋ ƚƶƫͭƻõͮ¶͖͌ͩ͏ͨ͐ͫ͊ͭͨ̈́ƛȟŠĜʷ΅ʹÀŜͭ\ũ
ʞSyõͭͷ΅ÊˠήσνόΟ͚ͩͧ¶n͘͞͡ͅÊˠͭɨǕͨͮ̈́Ɔ͆ͫʞSyõͨɨϔϓϓͭȟŠĜʷ
Êˠ΅ȱʒ͖ͩ͜΅É͚͚͎͚ͧ͊̈́͡ͅÊˇ͖ͬͮͭŌ΅¹ïͬʄ͌ͧ̈́ŤȜǟͬϔϕϗͭÊˠ΅ȱ
ʒ͖ͩ͜͏͖ͨ͐ͭ͋ͣ̈́͡ͅƛȟŠͭǏĜͮ\ũʞSyõ∆𝑇𝑇# ͏ϓ˯ϕ̆ ͭŰͨͮ̈́.·ͫ͒ƛȟŠͭĜ
ʷ͏ɤÒ͖ͭ͋ͣ̈́͘͡ͅϕϕͭÊˠ͍ͬ͊ͧȟŠͭœ%΅ʉ͖ͩͬ͘͞;̈́ƛȟŠͭĜʷǖ˔͍ͬ

͊ͧñưȬ΅ǞǏ͖ͩ͘͞͏ͨ͐ͫ͜͡ͅ΄ͣ̈́JÊˠͬÔ͜ñưȬɤÒͭĜgǰǉͮȖϔϛύ͉ͨͤ͡ͅ
œ̈́ΐοαστόͭlȏ¡̮ͮϗϘõ͉ͨͭͨ̈́ȟŠͭ ̗ ʊœ%͏͖ͭȏ¡΅·ͧ͊ͺͭͮŬűñ
ưȬ΅Ǐ͛;͋ͫ͐΅Êǋ͖ͩͮ͜Ȼ͉ͨͅąͤͧ̈́JʧͬÊˠͭ͋ͣͭ͟tZͮ̈́ŬűñưȬ΅
ɤÒ͖ͩ͜͏͖ͨ͐ͫ͊ͭͨ̈́ͭĜgǉͮÊʀǟͬͮϖϘύͩͫͅ¦͎ͿͭΕκωΧŅ+ͭͷͨκΉΔυΞ
ωñư˛ĉʵ΅Ņ+͖ͩͭ͜

ˎ͘΅ȶĘ͖ͯ̈́ͭ͜Ĝgǉͮˡ͒ʹͪͭˢ͉͖ͨͩ͘΅ûɶ͚͊͡ͅ˩

˩
ϗ．ϖ˩ ˔ĜʷʗõͭƳÉ˩
˩ Ĝʷ͜ƛȟŠ΅ɪʲ͚͡}ȶΰΥϕώĜʷŰϝ∆𝑇𝑇# Ϟϓϒϖ̆Ϗ͎ͿͭĜʷʗõͭɦŲ.΅¢ϛͬǲ͜ͅ¢

ϛώ̕Ϗͮ̈́ΰΥ͎ͿʐΆ͢ΚΨδΘςΦǕBͨ̈́ǕB
1}ȶΰΥϔ

½ͬɠ͌ñưȬ͏ƛȟŠͭĜʷǖ˔͎Ϳͭ

(http://iss.jaxa.jp/kiboexp/theme/second/ice_crystal2/vidoe1.mov)ϝ˩

ƗțȍͭFȆ͎ͿƛȟŠ͏Ĝʷ΅ʹÀͩ̈́͜Ɨțȍ΅ʊͭͨʉ̈́͘͞ȟŠͭɤÒ˔ͭƢȫœ΅ɤ
ÒGÄȕͭʊœ%ͬɀ͖ͭ͘͞ͅΰΥ͖ͮ̈́ͭ+ƂͨȟŠ˔ͬñưȬ͏ɤÒ͘͡ǩʺ΅ǲ͜ͅΰΥ
ǕB͎ͮ̈́͊ͫǕBVǍͺŔͧ͊ͫ͊͘ͅ∆𝑇𝑇# Ϟϓ˯ϕ̆ͅǕ˔ͭΖΉΛͮ̈́Ɖʊœϕ˯ϗ̡̡̈́ȭʊœϔ˯ϙ
̡̡ώϙϗϓ̫ϗϛϓαΒΜυϏͅQǏʗõͮ̈́ÊŜʺͅΰΥͭʷͮ̈́͘ϔϓǸͅ˩

10
10
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

149

149

¢ϛ˩ ώ̕Ϗ}ȶΰΥϕ͎ͿͿ͡ΚΨδΘςΦͭǕBͅƗțȍͭFȆͨĜʷ͜ƛȟŠ
ͭȟŠ˔͎Ϳͭ×GͨǞǏ͚͡ñưȬͅȟŠͭ

½ʧZͭś͊ΉνόΙͨʧZͮ̈́ñ

ưȬͭûõ͏Ŝʺ¶l͚ͧ͊˗ªͬͫͅώ̖ϏñưȬǕB͎ͿĻÉ͘ȟŠ·ýͭϖƎ
Dƈø¢ͅϕͥͭζόΖυ˔̣̤ͮ̈́̎˩ ˫ɪϔ̈́ϕͨǲ͘͡˔ˬͩ ˽̧̧̡̣̣˫ɪϖ̈́ϗͨǲ͘
͡˔ˬͨɗǲͧ͊͘ͅ}ȶΰΥϕͭȟŠͭ

½ʧͨͮ̈́ʍõͭũǟͫ¶n͏ɤÒ͘

͖ͮ̈́ͅϕͥͭζόΖυ˔͎Ϳͭ×G͏ñư͖ͩͬ͜;ͤͧǞǏ͜ͺ͉ͭͨͅ
ώ̗ϏΚηόΚσΉω ̸̲̍̍ͬÔ͚ͧ̈́}ȶΰΥϕͭβφόμ΅ɦŲ͚ͧĆͿ̈́͡ΟΉμϋΚ
ηόΚǕB͖ͭͅǕBͬǲ͘ȫǅͭΉνόΙͮ̈́ñưȬ͎ͿQƅȐ͘ͺͭͨ̈́ͭ͟
A͐͏ñưȬͭǻlʗõͬƖ.͜ͅώ̘ϏΟΉμϋΚηόΚǕBͭɦŲͬ;ͤͧĆͿ̈́͡ƛ
ζόΖυ˔ώ̣̤̎Ϗͭ˔ĜʷʗõͭŜʺ0ÂĐ΅ǲ͜ͅ˼̳̈́˿̳̈́˽̳ͮ̈́¢ϔϖͭυόδ΅+
ɪͬÔčͅ˩

×ͬ;Ǐ͛͡ͺ͉ͭͨͨͬ͜ͅʓͳ͡;͋ͬ̈́%Ǥê˛ĉʵǕB͏¾΄ͬ̈́͡͡ȟŠͭϖƎDͭ·ý
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ͻĜʷǖ˔ͨͭΚΤδĲl΅ǣĺǲ͖ͩ͜͏͚͎͚ͨ͐ͫ͊̈́ͅñưȬǕB͎ͿƛȟŠͭϖƎD·ý΅ĻÉ
͖ͩͮ͜Ȼͨ̈́ͭ͟ȟŴ͏¢ϛώ̖Ϗͬǲͫ͘͜ͅ΄ͣ̈́ȟŠͭ·ýͮ̈́ϕͥͭòɔͫζόΖυ˔ώ̣̤̎˩
̖̦̠̕̕˩̗̙̈́̚̕~Ͱ ˽̧̧̡̣̣˩̖̦̠̕̕˩̗̙̚̕Ϗͩ͟΅Ȱ͓δτΛμ˔ώϔųϏ~ͰασλΧ˔ώϕųϏͨƅĜͧ͊ͩ͘Ļ
É͖ͭ͘ͅɦŲ͎Ϳ̈́ñưȬ΅ǞǏͧ͊͘͞ǖ˔ͮζόΖυ˔͉͖ͨͩ͏ǄÉͨ͐ͅȟŠͭɥ͔ͬͥ
Ϳ͡Ǚͮ̈́͟͠¢ϛώ̕ϏͭǕBͬǲ͘͡ɥͭǙͩÔč͚ͧ͊ͅ}ȶΰΥϕ˳΅ɠͩ̈́ƛȟŠͭ
ζόΖυ˔ͬɤÒ͘ñưȬͮ̈́ǣȫǅͨȈʺˆͭʨȲ΅6ͤ͡ͶͶͨǖ˔ͬƟͤͧǻlͭ͜͏ɤÒ
ͫ͘͜ͅ΄ͣ̈́ñưȬͭǻlʗõͮ̈́×ǖ˔͏ʮǣœͲͭǻlͬÔč͖ͬ̈́ͭ͜͡ñưȬͭĲl
΅ɦŲ͖ͩͨ͜ζόΖυ˔ͭ˔Ĝʷʗõ΅ƞÉ͖ͩ͜͏ͨ͐ͅΰΥ͎ͿɤÒ͘ʩɞͫÊͮ̈́ñư
Ȭͭǻlʗõ͏Éͨͮͫ͒ũǟͬ¶l͖ͩͨ̈́͜ζόΖυ˔ͭĜʷʗõͮĜʷŜʺͬÔ͚ͧ̈́ũǟͬ
¶l͚͖ͧ͊ͩ΅Ĕ͚͖ͧ͊ͭͅ;͋ͫ˔ĜʷʗõͭũĴlͮ̈́ƛͬˀͿ͎͊ͫ͝ȟŠĜʷͭȕͨͺ
śǰͬɤÒ͘͡.͖ͮͧ͊ͫ͊ͮ̈́͘ͅ¦Êˠͨͮ̈́ȾƿÔƦͫͪͭņ;ȟŠͭĜʷʗõͮ
ȑvͬ¶l͚͚ͧͶ͖͋̈́ͭ͡;͋ͫĜʷʗõͭ¶l͏ɤÒͧ͘ͺÔƦͭkŴͬ;ͺͭͩp]͏ͨ͐ͫ͊ͅ
͚͎͚̈́ͭÊˠͨɤÒ͘͡ĴlǋɻͮĉÚʩfǎ²ͨĆͿ͡ͺ͉ͭͨ̈́ņͭkŴͮķ˃ͧ͊͘
͖ͩͬƤǢ͜ͳ͉͐ͨͅͶ͖̈́ͭ͡;͋ͫĴlǋɻͮ̈́ñưȬ͏ɪʲ͘͡ϕϕ.ͭÊˠΰΥͭ͜ͳͧͨ
ɤÒͫ͘͜͡ͅ΄͖ͣ̈́ͭǋɻͮ̈́˼́̂̋ ZÁ͏Șǃ͚ͩͧ+Ǒ͜ȕ͍ͬ͊ͧŝʝǟͬǏ͛ͺ͉ͭͨͅ˩
˩ ΰΥ͎ͿñưȬͭǻlʗõ΅ɦŲͬͮ̈́͜͡ΟΉμϋΚηόΚɦŲƢ͏Ŧk͉ͨͅΰΥͭβφόμ
͗ͩͬ̈́¢ϛ˫̕ˬͬǲ͘͡ΚηόΚσΉω ̍ˮ̳̍ͬƟͤͧʍõ;ͭZì΅ĪŸ͚͖́΅βφόμ˖ͬ

ͳͩ¢

ϛώ̗Ϗͬǲ͘;͋ͫΟΉμϋΚηόΚǕB΅QƅȐ͖ͨ͐ͭͅǕBͬǋ͡σΉωͭA͐ώϞ𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿Ϗ͏ñư

ȬͭòɔǻlʗõώβϏ͖ͬͫͭͅƳÉ͎Ϳ̈́ζόΖυ˔ͭƢȫœĜʷʗõͮ̈́𝑉𝑉 𝑉 𝛽𝛽𝛽𝛽 2𝛿𝛿𝛿𝛿. ͨ͌Ϳͅ

͖͖ͨ̈́𝑉𝑉ͮĜʷ˔ͭĜʷʗṏ́λͮñưɨφόΗόͭƣʷώϞϙϚϓ̢̡Ϗ̈́δͮñưȬͭʺˆ̈́𝑛𝑛. ͮ ˼́̂̋ ƚƶ

ƫͭßħǉώϞϔ.ϖϖϕϛϏ͉͖ͨͭͅɦŲͨĆͿ͡ζόΖυ˔Ĝʷʗõͭ¶l΅¢ϛώ̘Ϗͬǲ͜ͅĜʷʗõ

͏ũ¶l͚͖ͧ͊ͩ͏śͿ͎͉ͨ̈́ͭ͟¶lïͮŤÚʗõͨϓ.ϓϛ̡̰˰̦̙̗̈́Ť¹ʗõͨϓ.Ϛϛ̡̰˰̦̙̗
͉ͨ̈́ͭ͟Ĵïͮϔϓ9ʑ͊êͩͫͤͧ͊ͅͶ̈́͡Ĵlͭũ͖ͮ̈́ͭ.ͭ®͍ͮ;͟ϔϔǸ͉ͨ̈́͘Ϳͬ
ũOͨͭʗõͭ¶lͭœͺÉ͉͖ͨͩ͏΄͎ͅ˩
˩
ϗ．ϗ˩ ñưȬǕBͭʍõͭũ¶nͩ˔ĜʷʗõͭƳÉͭƀɭ˩
˩ œ̈́¢ϛώ̕ϏͭΚΨδΘςΦͨȟŠ˔

½ʧͭʍõͭˢ͊ʧZͬƤǢ͚ͧ̈́ͺ͋õ}ȶΰΥϕ΅ɠͧ

ͷ͖ͩ̈́ͭʧZͭʍõ;͏ũǟͬ¶l͚͖ͧ͊ͮ̈́ͅ¢ϛώ̖Ϗͬǲ͜ȟŠ·ýͭƈø¢ͬǲ͜;͋ͬ̈́
ƛȟŠͬͮϕͥͭζόΖυ˔ώ̣̤̎ ͩ ˽̧̧̡̣̣Ϗ͏͉̈́

ȷͮȟŠÄǟ͉ͬͨ͡òɔͭ%Ȳʻ3

͉͖ͬͩͬʻʙͫ͜͜ͅ΄ͣ̈́ζόΖυ˔ͬI×͚͡Gͮ ̣̤̎ ͭζόΖυ˔ͨ×͔ͨͮͫ͒̈́͘͢
˽̧̧̡̣̣ ͭζόΖυ˔͎Ϳͺ×͖ͭͨ̈́ͭ͘
͘ͅͿͬ̈́

˔͎Ϳͭ×Gͮòɔ͉ͨ̈́͊ͬñư͖ͩ͜͏ͨ͐

˔ͭʺˆώͫ͜΄ͣ̈́ȟŠͭzͷϏͬ;ͤͧ×Gͭ%Ǥê͏¶n͚̈́ʍõ;͏¶l͜ͅȟŠ

͏Ĝʷ͚ͧ͊ͩ̈́ȟŠͭzͷͮʙȥǟͬ³h͖ͭͨ̈́ͬ͜č͛ͧʍõ;ͭûõ¶nͭũ͏¶n͜ͅ
2}ȶΰΥϕ

(http://iss.jaxa.jp/kiboexp/theme/second/ice_crystal2/vidoe2.mov)ϝ˩

˩ ƛͭζόΖυ˔ͬȈʺˆͨ

Ά͢ñưȬ͏é͎Ϳ͎ͬͤͧòɔͬǻl͚ͧ͊ͅǻlʗõ͏ũ

ǟͬďͬ&͖ͩ͜͏ɤÒ͖ͭ͘ͅǋɻͮũǟͬYǋ͜ͅͶ̈́͡ȟŠͭ

½ʧͨͮ̈́ʍõͭũǟ

ͫ¶l͏ɤÒ͖ͭ͘͡ͅũ¶lͮ̈́ƛȟŠͭ>ͭζόΖυ˔ͩ>ͭζόΖυ˔͎Ϳͭ×G͏ñư
΅ʃ͖͖ͩͨ͜ǞǏ͚͜͡ͅ͏ͤͧ̈́ʍõͭ¶lũͮ̈́ȟŠͭzͷͭ³hʗõͬƖ.͜ͅ∆𝑇𝑇# Ϟϓ˯ϖ̆ͅǕ

˔ͭΖΉΛͮ̈́Ɖʊœϕ˯ϗ̡̡̈́ȭʊœϔ˯ϙ̡̡ώϙϗϓ̫ϗϛϓαΒΜυϏͅQǏʗõͮ̈́ÊŜʺͅΰΥͭʷ͘
ͮ̈́ϖϓǸͅ˩
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¢Ϝ˩ ώ̕ϏκΉΔυΞωñư˛ĉʵͭGÄΘΚΤμͅώ̖Ϗ}ȶΰΥϖ͎ͭͿͿ͡Κ
ΨδΘςΦͅȟŠ˔ͭ·ͩ

ċʧͨͮ̈́ñưȬͭǻlœ͏ʔʉ͚ͧ͊͘ͅͿ

ͬ̈́ǕBͭʍõ;͏ũǟͬ¶l͚ͧ͊˗ªͺÂ¥͜ͅώ̗Ϗ͖Ϳͭ˗ª΅̈́ñư
Ȭͭǻl΅ΟΉμϋΚηόΚɦŲ͚͡ȟŴͩʍõ;ͭũ¶l΅ɦŲ͚͡ȟŴ΅ǲ
͜ͅώ̘Ϗͭ͟͠ɦŲ͎Ϳ̈́ȟŠͭzͷͭ³hʗõͩͭ͟͠ζόΖυ˔ͭ˔
Ĝʷʗõ΅ǆȅͬƞÉ͖ͨ͐̈́Ϳͭ;ͮǪǥͫ͒ō͖ͩ͜͏ǲ͖ͬ͘ͅ;
̈́ŬÊˠͨĜʷʗõͭɦŲ͏Ɛ͚͊ͺ͉͖ͭͨͩ͏Qǰɳ͘ͅ˩
͖ͭ̈́͡ʍõ;ͭ¶lũ͎Ϳ̈́ȟŠͭzͷͭ³hʗõώ̣̤̎ ͩ ˽̧̧̡̣̣ ͭζόΖυ˔ͭĜʷʗõͭɨϏ
΅ƞÉ͖ͩ͜͏ͨ͐ͅ˩
˩ ͖͖ͭͩ΅ɭśͬ̈́͜͡}ȶΰΥϖ˴ ΅ǲ͜ͅ¢Ϝ͖ͮ̈́ͭΰΥͭɦŲȟŴ͉ͨͅͶ̈́͝¢Ϝ˫̕ˬͮ̈́κ
ΉΔυΞωñư˛ĉʵͨɤÒ͚͡Ŝͭ̈́GÄȕͭƅĜ΅ǲ͚ͧ͊ͅ¢Ϝώ̖Ϗͮ̈́ΰΥǕBͭΚΨδΘςΦ
ͨ̈́ɤÒ͘ȟŠ˔ͭ·>ͭ˗ªͬɤÒ͘ñưȬͩ

½ʧͭʂȫͨ¡ͤ͡˗ªͬɤÒ͘ñưȬͭ

ǻlœ͏ʔ͖ͬͫͤͧ͊ͩ͏ɤÒ͖ͮ̈́͘͟͠ͅ ̣̤̎ >ͩ ˽̧̧̡̣̣ >ͭζόΖυ˔ͭĜʷœ
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¢ϔϓ˩ ũ¶n͜ζόΖυ˔ĜʷʗõͭŤ¹;ώʂ

ϏͩŤÚ;ώ˒ɥϏ

ͭʞSyõƲõώ∆𝑇𝑇# Ϗ0ÂĐͅÔč͜Ť¹;ͩŤÚ;΅ȫͨȟΆͨ͊ͅ

Ͷ̈́͡∆𝑇𝑇# Ϟϓ˯ϖ̆ ͩϓ˯ϗ̆ ͨǲ͚͡ϖͥͭƳÉƽͮ̈́¢ͭʩͫ΅ʥ͔̈́͡

Ɖͬ͝Ϳͧ͞δχΦ͚ͧ͊ͅ¢

ͭΉσΚΦͮ̈́ƛȟŠͨͭ ˼́̂̋ ZÁͭ

Ǩͭ˔œ%0ÂĐ΅ǲ͜ͅ˩

͏ͣͽ͋ͪʔ͖͐ͬͫͤͧ͊ͩͬÔč͚ͧ͊͘ͅͿͬ̈́˒

ͨǲ͚͡ʧZͮ̈́ǕBͭʍõ;͏ũǟͬ¶l

͚ͧ͊˗ª͉͖ͨͭͅʍõ;ͭũ¶nͮ̈́ɪͨɴś͚͡ʖ̈́ȟŠͭzͷͭ³hʗõͬƖ.͜ͅ¢Ϝ
ώ̗Ϗͮ̈́ñưȬͭǻlʗõ΅ΚηόΚσΉω ̧̍ˮ̧̳̍~Ͱ ̖̍ˮ̖̳̍ͬÔ͚ͧɦŲ͚͡ΟΉμϋΚηόΚδχΦǕBͩ
˒ ʧZͭʍõ;ͭũ¶n΅ǲ͚͖ͧ͊ͅͿͭɦŲȟŴ͎ͿɨȌͭ͘͟͠ζόΖυ˔ͭĜʷ
ʗõͭɨͩ̈́zͷͭ¶nʗõώ𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝜆𝜆 2𝜔𝜔𝜔𝜔3 Ϗ΅ʋͳͩ ȷͮɀ͖ͩ͜͏¢Ϝώ̘Ϗͬǲͫ͘͜ͅ

΄͖ͣ̈́ͭκΉΔυΞωñư˛ĉʵͨĆͿǕB΅Dͬ̈́ƛȟŠͭ·ý΅ƅĜ͜ϕͥͭζόΖυ˔ͭĜʷ
ʗõ΅̈́ǆȅͬƞÉ͖ͩ͜͏Ȼ͉͖ͨͩ΅ǲ͚͖͖ͧ͊ͨ̈́ͅ𝑑𝑑ͮȟŠͭzͷώϕͥͭζόΖυ˔ͭ˔ʺ
ʆˍϏ̈́ωͮʍõͭ¶lũ̈́𝑛𝑛3 ͮƛͭßħǉώϞϔ˯ϖϓϚϛϏ͉ͨͅ˩

˩

˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩˩
3 }ȶΰΥϖ

˩˩˩ ˩

(http://iss.jaxa.jp/kiboexp/theme/second/ice_crystal2/vidoe3.mov)ϝ˩

˩ ƛͭζόΖυ˔ͨŜͬϖͥͭΉζωΦ͏ɤÒ͘͡.ͫ͜ͅ΄ͣ̈́ȟŠͭʏʧͭñưȬͮ̈́é͎Ϳ
Ͳǻl̈́ȟŠ ċʧͭñưȬͭʔœͲͭǻl̈́~Ͱ ȷͭ²ǖͬɠͿʍõͭũ¶n͖ͭͅǕB΅
ɦŲ͖ͩͨ̈́ͭ͜ζόΖυ˔ͭĜʷʗṏ́~ͰȟŠzͷͭ³hʗõ΅ǆȅͬƜ͖ͩ͏ͨ͐ͅ∆𝑇𝑇#

Ϟϓ˯ϖ̆ͅǕ˔ͭΖΉΛͮ̈́Ɖʊœϕ˯ϗ̡̡̈́ȭʊœϔ˯ϙ̡̡ώϙϗϓ̫ϗϛϓαΒΜυϏͅQǏʗõͮ̈́ÊŜʺͅΰ

Υͭʷͮ̈́͘ϕϘǸͅ˩
˩
˩
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ϗ．Ϙ˩ ĜʷʗõͭĴl˩
˩ bȎͨǲ͚͡;͋ͫɦŲͬ;̈́ȟŠĜʷʗõͭĴlǄĐ͏śͿ͎ͬͫͤ͡ͅ¢ϔϓͮ̈́Ĵl͜Ĝʷʗõͭ
Ť¹;ώʂ

ϏͩŤÚ;ώ˒ɥϏ΅ʞSyõ∆𝑇𝑇# ͭʻŌ͚ͩͧδχΦ͚͡ͺͭͨ̈́Ôč͜;΅ȫͨȟΆͨ͊ͅ

Ͷ̈́͡Ŝʺͩͩͺͬ¶l͜Ĝʷʗõ͎Ϳ̈́ͭ͟ò§;΅Ɯ͡ȟŴ͏¢ͭ˧ͭƁPͨδχΦͧ͊͘ͅŬ

Êˠͨͮ̈́∆𝑇𝑇# Ϟϓ˯ϕϓ.Ϙ̆ ͭȏ¡ͨĴlĜʷ͏ɤÒ͘͡ͅ∆𝑇𝑇# Ϟϓ˯ϕ̆ ͨͮʞSyõ͏Ú͑̈́͘͜͡
ÅÈÊˠͨ-Ǒͨ͐ÊˠŜʺOͨrZͫȟŠĜʷ΅ɤÒ͖ͩ͜͏͎ͨ͐ͫͤ͡ͅœ̈́∆𝑇𝑇# Ϟϓ˯Ϙ̆ ͨ

ͮ̈́ȟŠͭǏĜͮɤÒ͘͡͏̈́ȟŠͭĜʷʗõ͏ʗ͑̈́͜͡Ɨțȍͭʉͬ;ȟŠͭ͐΅ɶō͚ͧ̈́
ȟŠ˔ͬñưȬ΅ǞǏ͖ͩ͘͞͏

ˎ͉͖͖ͨͤͭ̈́ͭ͡͡ͅʞSy˗ªͨͮĜʷʗõͭĜʷͮȻ

͉ͨͤ͡ͅɤÒ͘͡ĜʷʗõͭĴlͮ̈́Ť¹ʗõ͏ŤÚʗõͭϔϓ9Ǽõͬͺʠ͜®͏͉ͫͪ̈́Ĵï
͏˓îͬ¹͐͊ͅĴlũͬͥ͊ͧͺ̈́∆𝑇𝑇# ͏³h͜ʹͪǭ͒ͫA͏śͿ͎͖ͬͫͤͭ͡ͅ;͋ͫ̈́Ĝʷʗ

õͭĴl͏ǣĺǟͫœƢͨśǰͬɤÒ͘͡.ͮ̈́ͬͮÂ¥͚͖ͫ͊ͩ΅ňͧûɶ͚͊͡ͅ˩

˩ œ̈́˼́̂̋ ƚƶƫ͎ͿͭƛȟŠͭœĜʷͨͮ̈́Ĝʷǖ˔ͭĜʷʗõ͏Ĵlǟͬ¶n͖ͩ͜͏śͿ
͎ͬͫͤͧ͊̒˲˷͖̓ͭͅœƢͮ̈́zͷϘϓ̡̰ Ǽõͭɏ͊ȟŠĜʷΜυͬ ˼́̂̋ ƚƶƫ΅E°͚̈́ͭ͟Μυ΅
Ȃʺͬ£É͘͡Ʋõmʨ®ͭ

΅Éʗõͨǻl͖ͩͨ̈́͘͞ĜʷΜυͭ

ͨȟŠ΅Ĝʷ͖ͭ͘͞ͅ;

͋ͫœƢͨͮ̈́Μυͭzͷ͏ɏ͊ͭͨȟŠͭĜʷǖ˔ͨͮÔƦͭǞǏ͏Ħ`̒͘˴˳̓̈́˼́̂̋ ͭĮŋ®͏ô
͏͖ͩ͏ǬͿͧ͊̒˴˲̓ͭͅÅÈÊˠͨɤÒ͘͡ĜʷʗõͭĴlͺ̈́ÔƦͭͫ͊ǎ²ͨͭͷɤÒ͘
ǋɻ͉͖͎ͨͤͭͩ͡ͅͿ̈́ĜʷʗõͭĴlǋɻͮ̈́˼́̂̋ ZÁͭǖ˔Ǩͩǖ˔ͨͭȟŠnƺǁͭ
ɦŉͬ;ǁĮŋ®ͩ͏Ǥ+Ǒ͖ͩͨ͜Ǐ͛ǋɻ͉ͨ̈́¦ÊˠͨͮÔƦͭkŴͬɟ͊ˉ͚ͧ͘Ͷ
͖͋ͭ̈́͡ͅśǰͫɤÒ͏

ˎ͉ͨͤͩ͡ȶ͌Ϳͅ˩

˩
ϗ．ϙ˩ ¦}ǀÊˠͬ;ĆͿ̈́͡˼́̂̋ Șǃͬ;ζόΖυ˔Ĝʷʗõͭ4ʚ˩
˩ ˩ Șǃ΅Ͷͫ͊Șƚ

ͨƛȟŠ΅Ĝʷͩ̈́͘͞ɏ͊PǡǅͶͮ͡ƊŵǅͭýĖ΅ͩͮ;͒ǬͿͧ

¢ϔϔ˩ ¦}ǀÊˠͬ;ƳÉ͘͡ ̗ ʊœĜʷʗõͭʞSyõώ∆𝑇𝑇# Ϗ
0ÂĐͅ˼́̂̋ ΅ʞSyƚ

ͨͭĜʷʗõͮ̈́Șƚ

ͨͭĜʷʗõ;

ʗ͒ͫͫ͜ͅ΄ͣ̈́˼́̂̋ ͮ ̗ ʊœ%ͭĜʷʗõ΅4ʚ͜ͅ˩
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͖͊ͭͅ;͋ͫýǅͬͫͬͮ̈́͡ƛͭζόΖυ˔ͭĜʷ͏ͭȟŠ˔ͬƖͳͧƃȆͬÚ͖͊ͩ͘͏Ű
ͬͫͅœ̈́˼́̂̋ ƚƶƫ

ͨƳÉ͘͡ζόΖυ˔ͭĜʷʗõͮ̈́Șƚ

ͭĜʷʗõͩƖͳͧͪͭ;͋ͫ

ʻ3͉͎ͬͭͮ̈́¢ϔϓͨǲ͚͡ĜʷʗõͭƳÉȟŴ΅ɺɷͨ͜ʩɞ͉ͨͅÅÈÊˠͨͮ̈́˼́̂̋ ƻ
õͮ£Éώϓ˯ϓϚ̡̛˰̡̇Ϗ͉ͨͤͭͨ̈́͡¦}ǀÊˠ΅ɔ͊̈́Ĝʷʗõͭ ˼́̂̋ ƻõͩʞSyõ0ÂĐ΅ƳÉ
͚͡ͅƳÉͮ̈́ǣāϕϓ̡̡ ˢ͘ϕϓ̡̡ ͭPȉýͭΏσΚΜυ΅ǑĔ͚̈́ͭ͟

ͬ ˼́̂̋ ƚƶƫ΅E°͚ͧ̈́ĵ

I͚͡ΏσΚƗțȍͭFȆͨƛȟŠ΅Ĝʷ͘͞ͅĜʷΜυͮ̈́ÉƲõͬ6ͤ͡SyƚέΚͬƩƸ͍ͧ͘
̈́ʞSyõ΅¶͖͌ͩ͏ͨ͐ͅ˩ ƛȟŠͭĜʷʗõͮ̈́ʕʞ©ñưɨώκάΣωΠό©ϏͻȟŠ>˔͎
ͿͭɤÒͫͪͭœƢͨƳÉ͚͖ͭ͡ͅœƢͨͮ̈́ĜʷʗõͭĴlͫͪͭǋɻ΅ɠY͖ͩͮ͜

ˎ͉ͨ͏͉̈́

ǼõͭŜʺͭò§ǟͫĜʷʗõ΅Ɯ͖ͩ͏ͨ͐ͅ¢ϔϔͮ̈́˼́̂̋ ƻõ΅ήσνόΟ͚̗ͩͧ̈́ ʊœͭ
ĜʷʗõώČ͚͝ͺ̈́ζόΖυ˔ͭĜʷʗõ͏ƳÉͨ͐͡ɬͨͮͫ͊ϏͭʞSyõ΅ǲ͜ͅƳÉȟŴͭͯͿͥ
͉͐ͮ͏̈́ĜʷʗõͮʞSyõͬʹ͵Ɩ.͚ͧ³h͖ͩ͜͏Z͎ώ𝑉𝑉 𝑉 𝑉𝑉𝑉# Ϗ͘ͅͿͬ̈́˼́̂̋ ƻõͭŚ

ͩͩͺͬ̈́ʞSyõͬÔ͜Ĝʷʗõͭ³hǉͺŚͫ͜͜ͅ΄̗ͣ̈́ ʊœĜʷʗõͮ̈́˼́̂̋ ͭkŴͨʗ
õ͏Ś͖ͩ͜͏śͿ͎͉͖ͨͭͅÊˠȟŴ͎Ϳ̈́ͭÅÈÊˠͨĸǑ͚͡ ˼́̂̋ ƻõͬÔč͜Ĝʷ
ʗõͭĻÉ;ͮ̈́¢

ͭ»͊ʂǯȫͨǲ͘ͅ˩

˩ ͖͖ͨ¢ϔϓͬͮ̈́¢ϔϔͨǲ͚͡¦ÊˠͨĆͿ͡ĜʷʗõͭʞSyõ0ÂĐ΅ ˼́̂̋ ƻõ͗ͩͬǯȫͨ
ǲ͚ͧ͊ͅÅÈÊˠͩ¦ÊˠͨĆͿ͡ΥόΟ΅Ɩʋ͖ͩ̈́ͭͩ͜͏śͿ͎ͬͫͅͶ̈́͝ÅÈÊˠ
ͨĆͿ͡ĴlĜʷͭŤÚĜʷʗõͮȘƚ

ͨͭĜʷʗõͬʑ͊ͭͨ̈́ĴlĜʷͭ&ʗõ>͏ ˼́̂̋ ͭÿ

˕͏Ûͫ͒̈́ʗõͭ³hͩͩͺͬ ˼́̂̋ ͩζόΖυ˔ͩͭǤ+Ǒ͏û͒ͫͤͧ͊ͩȟɷ͖ͮ̈́͘ͅąű
ͭȟŠĜʷͬÔ͜ȘǃkŴώĜʷĦ`Ϗͩͮ̈́ʔͭkŴώĜʷ4ʚϏ͖ͬͫͤͧ͊ͩ͏ǲ͘ͅͶ̈́͡
ŤÚĜʷʗõ͏Șƚ

ͭĜʷʗõ;ʛ͒ͫͤͭͮ̈́͡ÅÈÊˠͨͮÔƦͭkŴ͏ķ˃͘͡ȟŴͩȶ͌Ϳ

ͅœ̈́Ť¹Ĝʷʗõͮ̈́¦ÊˠͨĆͿ͡ ˼́̂̋ ƻõ͏ϓ˯ϓϚ̡̛˰̡̇ ͭ®ͭĜʷʗõ;ͺ̈́͘Ϳͬ
¹͐͊;ͩͫ͏̈́ò§ĜʷʗõͩͭƖʋͨͮ

ȷͮʹ͵ɀ͜ͅ˩

˩
ϗ．Ϛ˩ ζόΖυ˔ͭĜʷ4ʚͭνΎΩΛμ˩
˩ ȟŠĜʷͬÔ͜ȘǃkŴͮ̈́ȟŠͭźýĜͻýǅϋΖΉΛͫͪ΅`ćͬ͜͡Ɔ͆ͫZʪͨƥǑ͘
͖ͧ͊ͭͅŜ^Ǒ͘ȘǃkŴͭνΎΩΛμͮ̈́Ĝʷǖ˔ͬǨ͚͡ȘǃZÁ͏ĜʷΚΤδͭǻl
΅αωǗ͜kŴ΅įͣ̈́Ĝʷ΅Ħ`͖ͩ͜͏«Ŭ͉ͨώǨˮĜʷĦ`ϏͅÊˠǟͬͺ̈́ȘǃkŴͬ;
ĜʷʗõͭĦ`΅ǲ͜¸͒ͭɭĭ͏ǲͧ͊͘͘ͅͿͬͮ̈́ɗ˔ͲͭȘǃZÁͭȼǨͭ˓ȫýĐ͎ͿĜ
ʷʗõͭίΚΤτΘΚkŴͺİŃ̈́ͭ͘͟ξΥυnͺʑóďʗͬʚƒ͚͚͎͚ͧ͐ͫ͡ͅ͏Ϳ̈́ŬÊˠͨɤÒ
͘͡ȘǃZÁͭkŴͬ;ȟŠĜʷͭ4ʚώǨˮĜʷ4ʚϏ͖ͮ̈́Ͷͨ͘͡.͏ͫ͒̈́ͭ͟νΎΩ
Λμͬͥ͊ͧɺɷ͘͡.ͮÂ¥͚ͫ͊ͅ˩
˩ ͖ͭ;͋ͫȺŞͭͺ͖͖ͩͬ̈́ͨͮ ˼́̂̋ ZÁͬ;Ĝʷʗõ4ʚƋƅͬͥ͊ͧͭ͟ȻĐ΅İŃ͚͊͡ͅ¢
ϔϕͭƈø¢ͬǲ͜;͋ͬ̈́˼́̂̋ ZÁͮ̈́ƛͭδτΛμ˔̈́~ͰασλΧ˔ͬʤĩǟͬǨ͖ͩ͜͏ͨͬ͜
Ʌ͒ǬͿͧ͊͘ͅͿ͖ͬ̈́ͭ

˔ͬͥ͊ͧͮ̈́˼́̂̋ ZÁ͏Ǩͩ̈́ͭ͜͟Ĝʷ͏ʾÌ͖ͩ͘ͺ̈́Êˠ

̒˲˺̈́˩ ˴˱̓ͻɨȌƋΘλπφόΘςω̒˴˴̈́˩ ˴˵̓ͬ;śͿ͎ͬͫͤͧ͊ͫ͜ͅ΄͖ͣ̈́Ϳͭǖ˔ͨͮ̈́ȘǃZ
Áͬ;ΚΤδ̈́Ͷͮ͡ȟŠ˔ͭbʚ΅αωǗͩ͊͋͜ξΥυ͏Ŧk͉ͨͅ¢ϔϕͭéͮ ̙̤̙̘̑̕ Ϳ
̒˲˺̓ͬ;Ľž̈́͘͡˼́̂̋ ZÁͭǨͬ;αωǗkŴͭƆÁ΅ƈøǟͬǲ͚ͧ͊ͅ˩
˩ œ̈́ƛͭζόΖυ˔ͬͮ̈́˼́̂̋ ZÁͮǨ΅ʃ͖ͫ͊͘˩ ̒˴˶̈́˩ ˴˷̓ͩȶ͌Ϳͧ͐ͭͨ̈́͡ζόΖυ˔ͭ
Ĝʷͬͮ ˼́̂̋ ZÁͮ*ͺ+Ǒ͚ͫ͊ͩ͊͋ͭ͏͖ͶͨͭǍɦ͉͚͎͚ͨͤ̈́͡ͅƛͭζόΖυ˔ͮ̈́ΚΤ
δĜʷ͖ͩ͜͏ǬͿ͍ͧ̈́ͭ͟Ι˔ͬͮδτΛμ˔̈́Ͷͮ͡ασλΧ˔͏ˑY͚͚ͧ͊͡ͅ͏ͤͧ̈́
ζόΖυ˔ͭΚΤδͭΤσΚʧZͲͭǨͮũĂͨ͐ͫ͒ͩͺ̈́¢ϔϕͭƈø¢ͬǲ͜;͋ͬΙ˔ͬͮ
Ǩ͏Ȼ͉͖͖ͨͨͅιΉωΦͩͫͭͮ̈́Ǐ)ˢZÁͮʖîͭƾƋǃʀͭȘǃZÁͬƖͳͧ̈́ͭ͟Ζ
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¢ϔϕ˩ ƛͭζόΖυ˔ͩδτΛμ˔ͨͭ ˼́̂̋ ZÁͭǨǄĐ̈́~Ͱ
˔ĜʷʗõͬÔ͜kŴͭǚœĐͅ˼́̂̋ ZÁ͏̈́δτΛμ˔ώͶͮ͡
ασλΧ˔ϏͬCFǟͬǨͭͮ͜ζόΖυ˔ͨͺƆ͉͚͎ͨͅ
͚̈́

ȷͨͮ˔œ%ͭʡ͊ͬ;ͭ͟ƋȻǄĐ͏ʔʉ͜ͅ˩

ΉΛ͏ƃȆͬ¹͖͉͐͊ͩͨͅŬÊˠͨ-Ǒ͚͡ ˼́̂̋ ZÁͭǣāͮȖϖ̢̡ ͉ͨ̒˴˸̓̈́ƛζόΖυ˔ͭ
v%ΚΤδͭˢ͘ώϓ˯ϖϚ̢̡Ϗ̒˴˹̓;̈́Ž¹͖͐͊ͭ̈́͡ͅΚΤδΙͬǨ͚͡ ˼́̂̋ ZÁͮ̈́Ι
͎Ϳ¹ïͬͮͷY͖͖ͩͩͫͭ͜ͅ;͋ͫZÁͮ̈́ζόΖυ˔ͨͭĜʷΚΤδͭŒͫ͡ǞǏƴ͖ͩͫͩ
͏ũĂͫ͘͜ͅ΄ͣ̈́ζόΖυ˔ͨͮ̈́ΚΤδΙͬƟͤͧŒͫ͡ΚΤδͭǞǏƴ͏ʨȲ͖ͩ͘
ͩͫ̈́ͭ͟Ĝʷʗõͮ4ʚ͘ͅ˩
˩ ͖ͭ;͋ͫνΎΩΛμͮ̈́ͬʓͳÊˠȟŴͬ;ͤͧͺû͒Ňįͫ͘͜ͅ΄ͣ̈́˼́̂̋ ZÁͭƎƅʘ
ͮ̈́ƚ

ͨͮσωΠμΕΉυώʷ͊ȗ͏Ƞͷͤ͡;͋ͫƅʘϏ͉ͨ͏̈́ƛǖ˔ͬǨ̯ͩ͜ˮετΒΚͩ

ͯͿ͞Άǅͭƅʘͬ¶n͖ͩ͜͏̈́˩ ́̎̄̌ ƳÉͨśͿ͎ͬͫͤͧ͊̒˲˸͚̓͡ͅ͏ͤͧ̈́¢ϔϕͭéͭƈ
ø¢ͬǲ͜;͋ͬ̈́ζόΖυ˔ͭΚΤδΙͬǨ͚͡ ˼́̂̋ ZÁͺ̯ˮετΒΚƅʘ΅͖ͩ͏ũĂ͘
͖ͭͅƎƅʘ΅įͥZÁͮ̈́

>˔͏ǛƚĐͭ>ͩɣƚĐͭ>ͨƅĜ̈́͘ǛƚĐ>͏ƛȟŠǖ˔ͬ

;û͒Ǩͩ͜ȶ͌Ϳͧ͊̒˴˴̈́˴˵̓ͭͨ̈́ΚΤδΙͬǨ͚͡ ˼́̂̋ ZÁͮ̈́ƕêͭƕ>ͬĜʷ
ΚΤδ΅ǏͷY͜ǞǏƴ͚ͩͧ+Ǒ͜ͅ˩
˩ ȘǃkŴͬ;ȟŠĜʷ4ʚ͖ͮ̈́Ͷͨɺɷ͖ͩͮͫ͊͘͡͏̈́ΟωήΒʀͭ;͋ͫǏ)ˢZÁ͏Ș
ǃ͚ͩͧ+Ǒ͜®ͬͮ̈́ɪͭȝͷͮŝʝǟͫǋɻ͉ͨͅ;ɱțͫξΥυnͻͭΟωήΒʀZÁ
ͬͥ͊ͧͺƆͫkŴ͏͎ͫ͊΅ǰɳ͖ͩ͜͏̈́ăͭɵ˚͚ͩͧʩɞ͉ͬͫͨ͋ͅ˩
˩
ϗ．ϛ˩ ĜʷʗõͭĴl΅ù͐ʃ͖͜ɞ˩
˩ ŬÅÈÊˠͨͮ̈́ζόΖυ˔ͭĜʷʗõ͏ũĴl͜ǋɻ͏ɤÒ͖ͭ͘͡ͅ;͋ͫĴlǋɻͮ̈́ºƿ̈́
͉͊ͮè΅΄͝ȟŠOʧ͚͚ͬͯͯɤÒ͘Ȭ͆ƈƆώΚΦτόΘςωϏͭĜ͚ͩͧ̈́

͎͒ͿƤǢ

ͧ͐̒͘͡˳˱ˮ˳˳͚͎͚̓ͫͅ͏Ϳ̈́ÊˇͬĜʷʗõ͏¶l͖ͩͮ͜ɤÒͧ͐͘͡ͺͭͭ̈́͟͏Ĵlͭ͜
͎͎ͪ͋΅ǣĺǰɳͨ͐͡.ͮ̈́ÊˇͬͮǠƾͬʑ͊ͅœ̈́Ťʑͬͫ̈́ĜʷʗõͭίΚΤτΘΚǟͫ¶lͬ
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¢ϔϖ˩ ȟŠĜʷʗõͭũ¶l΅˟l͜ɞͅ˧ͭǫxͨǲ͚͡υόδ
ͮ̈́ȘǃZÁͭǖ˔Ǩͬ;Ĝʷ͏Ħ`͘ώǨˮĜʷĦ`Ϗ®
ͭξΥυͨ̈́ąű͎Ϳ¸͒ͭɺɷ͏ͫͧ͐͘͡ͅʂͭǫxͨǲ͚͡υόδ
ͮ̈́ȘǃZÁͭǖ˔ǨͨĜʷ4ʚ͘ώǨˮĜʷ4ʚϏ®ͭξΥ
υ͖ͭͅξΥυͮ̈́ŬǮȁͬ;ŒɡͬĽž͘͡ͺ͉ͭͨͅ˩

Ô͜ξΥυ͏Ľžͫͪ̈́͘Ǯȁȷͭʻċ͏ˢͶͤͧ͊͏͖̈́Ͷͨɺɷͧ͐͘͡ξΥυͨͮ̈́Ĝʷǖ
˔ͬǨ͚͡ȘǃZÁ͏Ĝʷ΅Ħ`͜ώǨˮĜʷĦ`ξΥυϏ͖ͩ΅bĽ͚ͬ͡ɺɷ͏J͉ͧͨͤ͡ͅ
ͭÅÈÊˠͨͮ̈́ȘǃZÁ͏Ĝʷ΅4ʚ͜ώǨˮĜʷ4ʚξΥυϏ®ͬ$ͤͧĴl͏ʃ͐ͺͭͨ
͉̈́ɺɷͮͫͧ͊ͫ͊ͭ͘͏ǋǅ͉͖͖ͨͨͮ̈́ͅĜʷʗõͭũ¶l͏͎͎͔͊ͫ͐ͤͨù͐ʃ͖͘
͎ͭ΅ȶ͖͌ͩͨ̈́ăͭξΥυƅȐͭİʭ͚ͩ͊͡ͅ˩
˩ ¢ϔϖͮ̈́ǖ˔ͲͭȘǃZÁͭǨͩȟŠĜʷʗõͭ¶lͭƆÁ΅ƈøǟͬļ͊͡¢ͨ̈́˼́̂̋ ΅ʞ
Syƚ͎ͿͭƛȟŠͭɒƫĜʷ΅Ď˘ͬȲ͊ͧ͊ͅ¢ͭ˒ͭÊȫͮ̈́Șǃ͏Â¥͚ͫ͊͛®ͭĜʷʗ
õ˫𝑉𝑉ˬͭǖ˔ʞSyõώ∆𝑇𝑇678 Ϗ0ÂĐ΅ǲ͜ͅȘǃ΅h͌͡®ͭĜʷʗõͭǖ˔ʞSyõ0ÂĐͮ̈́˧Ͷ

ͮ͡ʂͭǯȫͨǲ͖͖ͨ̈́͘ͅ˧ͭǯȫͮǖ˔ͭȘǃƻõ˫𝐶𝐶678 ˬ͏͉É;΅ʄ͌ͩĜʷ͏Ħ`̈́͘

ŤȜǟͬ=Ə͖ͩ͜΅ǲ͚ͧ͊ͅœ̈́ʂͭǯȫͮȘǃƻõͭŚͬ;Ĝʷʗõ͏4ʚ͘®΅
ǲ͚ͧ͊ͅ˩

˩ Ť\ͬ̈́ǨˮĜʷĦ`ξΥυͬ«ͦ͊͡ŕÂͭξΥυͬͥ͊ͧͶ͍͖ͩͧ͋̒˳˴ˮ˳˶̈́˩ ˳˸͖̓ͭͅ®ͮ̈́
¢

ͭ˧ͭǫxͨƅĜ͘͡υόδ̴˼˽˾˿̵̀ͬƟͤͧĜʷʗõ͏¶lͫ͜͜ͅ΄ͣ̈́˩

˩
̺

˼̷˽ϝǖ˔ͲͭȘǃͭǨʫώ𝐶𝐶678 Ϗ͏³hͩ͜Ĝʷ͏Ħ`̈́͘ͻ͏ͧ=Ə͜ͅ˩

̻

ͭͨ̈́∆𝑇𝑇678 ͏Ą͆ͬ³h͜ͅ˩

̹

˽̷˾ϝ𝑉𝑉 𝑉 𝑉ͩͫͩ̈́ǖ˔ͬǨ͚͡ȘǃͮĄ͆ͬˍȼ͜ͅŜͬ̈́Ĝʷͬ$͋ƺǁͭǞǏ͏ͫ͊

̼

˾̷˿ϝ𝐶𝐶678 ͏&͚̈́∆𝑇𝑇678 ͏³ḧ͚́Ƚǖƽ΅ʄ͌ͩĜʷ͏ʹÀ͜ͅ˩

˩

Ĝʷͬ;ƺǁͭŉY͏ƱÛ͚̈́∆𝑇𝑇678 ͏&͜ͅ˩

˿̷˼ϝĜʷͬ$͊̈́ǖ˔ͨȘǃ͏ķŐ̈́͘𝐶𝐶678 ͏Ą͆ͬˢ͒ͫͭͨ̈́𝑉𝑉͏&͖ͬ͜ͅ;ͤͧ̈́

18
18
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

157

157

͖ͭξΥυͬͥ͊ͧͮ̈́ͨͬ͜ŌǍξΥυnͻɨȌƋΘλπφόΘςωͫͪ̒˳˸̓͏ɔ΄ͧ͊ͅ˩
˩ ͖ͬÔ͚̈́ȘǃZÁͭǨͬ;Ĝʷ͏4ʚ͘®ώǨˮĜʷ4ʚξΥυϏͭĜʷʗõͭ¶nͮ̈́
¢ϔϖͭʂͭǫxͨǲ͘͡υόδ̴˼̳˿̳˽̳˼̵̳ͨǲͫ͘͜ͅ΄ͣ̈́˩
˩
̹

˽̷̳˼̳˻*Ϳ͎ͭ{ͨǖ˔ͬǨ͚͡ȘǃZÁ͏ƪ¾͖ͩͨ̈́͜Ĝʷʗõ𝑉𝑉͏ȃƿƱÛ͜ͅ˩

̺

˼̷̳˿̳˻ 𝑉𝑉͏ƱÛ͖ͩͬ͜;̈́ǖ˔ͨͭƺǁͭŉY͏&̈́͜͡∆𝑇𝑇678 ͏³ḧ͚͎͚́͜ͅ𝑉𝑉ͮΝ

̻

χͬͮͫͿ͖ͫ͊̈́ͩ͡ŜͬȘǃZÁ͏ǖ˔͎ͿķŐ͘ȥ͔ͭͨ̈́𝐶𝐶678 ͺ³h͜ͅ˩

˿̷̳˽̳˻ 𝐶𝐶678 ͭ³hͩͩͺͬ̈́𝑉𝑉͏ʗ͒ͫͅŜͬ̈́ǖ˔ͨͭƺǁŉYͺ³h͜͡∆𝑇𝑇678 ͺ&͚̈́˽̳

ͬğͅ˩
˩˩

˩ ͖ͭυόδͭ¶nͭ«Ƶƽ͉ͨ̈́˼̳̈́˿̳̈́˽̳ƽ͏̈́ÊˇͬɤÒ͘͡ ˼́̂̋ ƚƶƫ
ͩͪͭ;͋ͬÔč͎͜΅ǲͬ̈́͜͡¢ϛώ̘Ϗͭ

ͨͭĜʷʗõͭ¶l

͖ͬͭιΉωΦ΅ɪʌ͚͖ͭ͡ͅυόδ͏Ĝȅͥͬͮ̈́͡

˽̷̳˼̳ͭʞǼͨɠͿȟŠĜʷʗõ͏ďƱ͜νΎΩΛμ΅śͿ͎͖ͬͩ͜͏ʳͩͫͅ}ȶΰΥϕ΅ͺ
͋õɠͩ̈́ñưȬͭǻlʗõ͏ďͬʛ͒ͫώζόΖυ˔ͭĜʷʗõ͏ďƱϏ͜Ŝͬ̈́ŜͬñưȬͭ
ŀͿ͑͏ȟŠ˔J)ͬ#Ł͜ǋɻ͏ɤÒ͖ͭ͘ͅŀͿ͎͑ͮ̈́ͫƕêͭˢ͊ΚΤδώ͊΄ͼ̈́κΒ
χΚΤδϏ͏ǖ˔ͬƟͤͧǻlͬ͜͡Ǐ͛ͩ͡Ƴ͘ͅŀͿ͑ͭ¹͐ͮ̈́͘ñưȬͭϔŬZǼõ͉ͨ
͖ͭͨ̈́ͭκΒχΚΤδͭƕêͮϖϓϓ̢̡ Ǽõ͉ͨͩƳ͖ͭ͘ͅƕêͮ̈́˼́̂̋ ͭZÁΖΉΛώϖ̢̡Ϗ;
rZͬˢ͊ͭͨ̈́ǖ˔ͬǨ͚͡ ˼́̂̋ ZÁ͖ͮͭκΒχΚΤδͭǻlͨ͜ͳͧɟ͊ˉ͉ͨ͋͘͜ͅ
ͫ΄ͣ̈́κΒχΚΤδ͏ǻl͚͡ǣăͮ̈́ǖ˔ͬͮǨ͚͡ ˼́̂̋ ZÁ͏Â¥͚ͫ͊ǅĖώɛͭǖ˔Ϗͬͫ̈́
ĜʷʗõͺďƱ͚ͩ͡ȶ͌Ϳͅ˩
˩ ϖϒϖȎͨʓͳ͡ʖ̈́ͭÅÈÊˠͨͮ̈́ģ͕ͣăͭΦσγυͭ͡%Ǥê˛ĉʵǕB͏¾΄͡͡
ͬ̈́κΒχΚΤδͭĲlͭǣĺɤÒͮYű͎͚͎͚ͫͤ̈́͡ͅ¦Êˠͨͮ̈́ƛζόΖυ˔ͭ%Ǥê˛ĉʵ

¢ϔϗ˩ ˼́̂̋˩ ͬ;ǁίΚΤτΘΚkŴͅƛͭĜʷʹÀƲõ𝑇𝑇< ͩɒƽ𝑇𝑇= ͭê͏ǁ

ίΚΤτΚ˗ª͖ͭͅ˗ªOͨͮ̈́ασλΧ˔ͨ¡Ͷ͡ʩLɥʱr˔)ȟŠ
͏Â¥͖ͭ͜ͅȟŠý͏ǏĜͬͮ̈́͘͡ζόΖυ˔̈́δτΛμ˔~Ͱα
σλΧ˔ͭĜʷʗõͭʺͬ̈́𝑉𝑉> ≫ 𝑉𝑉@A6 > 𝑉𝑉@CA ͭʻ3͏Čɞ͉ͨͅ¸˔)ȟŠ
ͭĜʷ͏ʚɔͩ̈́͜ŤȜǟͬŤͺĜʷʗõͭʛ͊ασλΧ˔ͭͷͨ¡Ͷ͡
ȟŠ·ý͖ͩͫ̈́ͭȟŠĜʷͮʚɔ͚ͫ͊ͅ˩
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ɤÒͬ;ͤͧ̈́˼́̂̋ ƚƶƫ
Șƚ

ͨĜʷ͜ƛζόΖυ˔ͬͮ̈́κΒχΚΤδͭʜl͏˙ȯͬɤÒͧ͊͘ͅ

ͨĜʷ͜ƛζόΖυ˔͖ͨͮ̈́ͭ;͋ͫκΒχΚΤδ͏ɤÒ͖ͩͮ͘ƾ͖͎͊ͩͿ̈́˼́̂̋ ͭÂ

¥͏ƛͭĜʷǖ˔ͨͭκΒχΚΤδͭǏĜ΅4ʚ͚ͧ͊ͅ˩
˩
ϗ．Ϝ˩ ˼́̂̋ ZÁͬ;Ǐ)ͭTȟĦ`Ƌƅ˩
˩ Ťăͬ̈́TȟĦ`ΟωήΒʀͬ;Ǐ)ͭTȟ΅ʽ͓νΎΩΛμͬͥ͊ͧQȶ͜ͅąűͮ̈́TȟĦ`Οωή
ΒʀͮƛͭȟŠĜʷ΅Ħ`ͬ͜͡Ǐ)ͭTȟ΅ʽ͓ͩɴś͚͎͚ͧ͐ͫ͘͡ͅ͏Ϳ̈́ͭÅÈÊˠͨ
śͿ͎ͬͫͤ͡ȟŴͮ̈́ƛͭζόΖυ˔ͬͥ͊ͧͮ ˼́̂̋ ͭkŴͬ;ͤͧĜʷʗõ͏¹ïͬ³h͖ͩ͊͋͜
͉͖ͩͨͮ̈́ͅąűͭǍɦͨͮ̈́Ǐ)ͭTȟĦ`Ƌƅ΅rZ%ɴś͖ͨ͐ͫ͊ͩ΅Ĕ͚͚͎͚ͧ͊̈́ͅÊ
ˇͬͮζόΖυ˔ͭĜʷʗõ͏4ʚ͖ͩ͘͏̈́Ǐ)ͭTȟĦ`ƋƅͭŬʀ΅Ň͌ͺ͉͖ͭͨͩ΅ǲ͜ͅ˩
˩ Ͷ̈́͝˼́̂̋ ƚƶƫ΅ÎͬIͧͼͤ͒Syͩ͐ͬ͜ʃ͐ǋɻͬͥ͊ͧȶ͌ͅ¢ϔϗéͬǲ͜;͋ͬ̈́
ƚƶƫͭƲõ͏ɒƽώ𝑇𝑇= Ϗͬͫͩ̈́ƚƶƫ

ͬͮƛͭĉȟŠ͏ǞǏ͚͎͚͖̈́ͭ͜ͅĉȟŠͮɒƽ

ͭƲõͨͺ͖ͬ͟Â¥͔ͨ̈́ͬͮ͜͢͟Ĝʷ͚ͫ͊ͅƲõ͏͘Ϳͬ&͚͉ȽǖͭƲõώTȟƲõ
𝑇𝑇< ̈́Ϗͬʠͩ̈́͜ĉȟŠͮȃƿǂǞǟͫĜʷ΅ʹÀ͜ͅʔͬ̈́JTȟ͚͡ǅĖ͎ͿƲõ΅Ś͚ͧͺ̈́𝑇𝑇= ͬʠ

͜Ͷͨɒɦ΅ʹÀ͚ͫ͊ͫ͜ͅ΄ͣ̈́˼́̂̋ ƚƶƫͮ̈́TȟƲõͩɒƽ͏ǚͫ̈́

ȷͭƲõê΅ǁίΚΤτ

ΘΚͩͰ̈́ͭ͟¹͐ͮ͘ ˼́̂̋ ƻõͬ0Â̒͜˲˶̓ͅ˩
˩ Êˇ̈́ǁίΚΤτΘΚͭƲõȏ¡͉ͬˤͭɓƫ
ͭ͟·ýͮ¢ϔϗ

ͬͮƛĉȟŠ͏¸ŌÂ¥͖ͩ͜͏ǬͿ͚͎ͧ͊ͅͺ̈́

ͬǲ͜;͋ͫασλΧ˔ͨ¡Ͷ͡r˔)ώʩLɥʱϏͭýǅ΅̈́¹͐ͮ͘Ō ˲˱̡̰

ͭ¹͐͘΅6ͤͧ͊̒˴˱̈́˩ ˴˶̈́˩ ˴˷͖̓ͭͅÊͮʩɞͨ̈́ƎȎͨʓͳ;͋ͬǏ)ͭTkŴͩȟŠĜʷͭĦ
`kŴͮ̈́Č͚͝ͺȳ͖ͨͮͫ͊ͩ΅ǲ͚ͧ͊ͅ˩
˩
ϗ．ϔϓ˩ ˼́̂̋ ƚƶƫ

ͨͭƛȟŠͭĜʷý˩

˩ ͖͖ͨ̈́¸˔)ȟŠ͏Ĝʷͩ͐ͬ̈́ͭ͜͟·ý͏ƞͶȝͷͬͥ͊ͧȶ͌;͋ͅ¸˔)ȟŠͭĜʷ{Ǎͨ
͇ͮ̈́¸˔)ȟŠ΅¡òͿͫ˔ͭ͋ͣĜʷʗõͭʗ͊˔ͮ̈́¡ͭĜʷʗõͭʛ͊˔ͨaͿͧ
Ą͆ͬͭ͟˔ǿ͏ƱÛͭ͜͟ͅȟŴ̈́ŤȜǟͫȟŠ·ýͮŤͺĜʷʗõͭʛ͊ȟŠ˔͔ͨ͢¡Ͷ͈ͩͅ
͊͋ǄĊ΅įͥͅ¢ϔϘͨͮ̈́ƎDȟŠ΅.͖ͬͩͤͧͭ{Ǎ΅ɴśͫ͜͜ͅ΄ͣ̈́\ũȟŠ͏ζόΖυ˔̈́
δτΛμ˔̈́ασλΧ˔ͨ¡Ͷ͡·ý΅įͥŜͬ̈́ȟŠ˔ͭĜʷʗõͭʡ͊ͬ;ͤͧ̈́ͭ͟·ý͏ͪ͋¶
n͎͜΅ȶ͌ͅͶ̈́͝Ĝʷʗõ͏𝑉𝑉@CA > 𝑉𝑉@A6 > 𝑉𝑉> ͉ͨ®ͬͮ̈́ȟŠýͮĜʷͩͩͺͬασλΧ˔͏ƪ

¾͚̈́δτΛμ˔ͩζόΖυ˔ͨ¡Ͷ͖ͭͅ

˔ͮǣ͖̈́ͭ͜͡Ĝʷ͎ͨ͊ͭ͝˔͏ƪ¾

͖ͩͮͫ͒̈́͜ĜʷͺȤȥ͖ͬ͜ͅÔ͚ͧ̈́𝑉𝑉@CA < 𝑉𝑉@A6 < 𝑉𝑉> ͭʻ3͏Ĝȅͥͩ̈́ζόΖυ˔ͩδτΛμ˔

ͮĜʷͩͩͺͬÚ͒ͫ̈́͘ŤȜǟͬασλΧ˔ͭͷͨ¡Ͷ͡ȟŠý͏Êǋ͜ͅ˩
˩ ͖ͭ{Ǎͬąͤͧ̈́ȘǃͭkŴ͏ͫ͊Șƚ

ͨͮ̈́ƛͭȟŠ·ýͮζόΖυ˔ͨĳͶ͡ɏ͊Pǡǅͨ

͉ͭͨ̈́δτΛμ˔ͭĜʷʗõͮζόΖυ˔;ƃȆͬʛ͊ώ¢ϔϘώ̕Ϗͭ®ͬÔčϏ͖ͬͅÔ͚̈́˼́̂̋
ƚƶƫ

ͨͮ̈́ζόΖυ˔ͭĜʷ͏hʗͭͨ̈́͘𝑉𝑉> ≫ 𝑉𝑉@A6 > 𝑉𝑉@CA ͭʻ3͏Êǋͭͨ̈́͜¢ϔϗͬǲ͜;

͋ͬζόΖυ˔ͩδτΛμ˔ͮĜʷͩͩͺͬƪ¾͚̈́ασλΧ˔ͨ¡Ͷ͡r˔)ȟŠ͏Êǋͫ͜͜ͅ΄ͣ̈́
Ǐ)ͭTȟĦ`ͭΘΨτ͚ͩͧ̈́ͭ;͋ͫƋƅ͏ʩɞ͉ͨͅ˼́̂̋ ƚƶƫ΅ƛƽͬSyͩ̈́͜ƛȟ

ŠͭźýĜ͏ʃ͐ͅǏĜ͘͡ȟŠȒͮ̈́Ť\ͮƆ͆ͫȟŠ˔ͨ¡Ͷ͚͎͚ͧ͊̈́ͅĜʷͬ$ͤͧ̈́
Ĝʷʗõͭʗ͊ζόΖυ˔ͩδτΛμ˔ͮĄ͆ͬÚ͒ͫ̈́͘ŤȜǟͬασλΧ˔ͭͷͨ¡Ͷ͡r˔
)ͭȟŠ·ý͏ǏĜ͘ͅασλΧ˔ͭĜʷʗõͮ̈́ƃȆͬʛ͊ώΝχͬʑ͊Ϗͭͨ̈́r˔)ȟŠ͖ͮ
Ĝʷͨ͐ͫ͊ͅ˩
˩ ˼́̂̋ ZÁͮ̈́Ǩ͜ȟŠ˔ͭœ%ͬ;ͤͧĜʷ4ʚͩĜʷĦ`ͭƐÔͭƋȻώǚœǟƋȻĐϏ΅įͥ
͖ͩ͏̈́Ǐ)ͭTȟ΅ʽ͓νΎΩΛμͬʩɞͫĀd΅Ŵ͚͉ͧ͊ͭͨ͡ͅąűȶ͌Ϳͧ͐͡;͋ͫ̈́vͬȟ
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¢ϔϘ˩ ¸˔)ȟŠͭĜʷͬ$͋̈́·ýͭ¶nͅZ͎ͻ͒ͬ̈́͜͜͡ȟŠͭƎDő˔
¢ͨɗǲ͚ͧ͊ͅ˩ ȟŠͭ\ũ·ýͮ̈́ζόΖυ˔̈́δτΛμ˔̈́ασλΧ˔ͨ¡Ͷͧ͊
ͩ͜ͅώ̕Ϗͭ͟͠ȟŠ˔ͭĜʷʗõ͏̈́𝑉𝑉@CA > 𝑉𝑉@A6 > 𝑉𝑉> ͭʻ3΅įͥ®ͅŤȜǟ

ͬ̈́ζόΖυ˔ͩδτΛμ˔ͨ¡Ͷ̈́͡ƉʷͭʷœýȟŠͩͫͅώ̖Ϗͭ͟͠ȟŠ˔ͭ

Ĝʷʗõ͏̈́𝑉𝑉> > 𝑉𝑉@A6 > 𝑉𝑉@CA ͭʻ3΅įͥ®ͅŤȜǟͬ̈́ζόΖυ˔ͩδτΛμ˔ͮ̈́ȟ

Š·ý͎Ϳƪ¾͚̈́ŤͺĜʷʗõͭʛ͊δτΛμ˔ͭͷͨ¡Ͷ͡·ýͩͫͅ ˩

ŠĜʷ΅Ħ`ͩ͜ɧ͋ɴśͨͮ̈́ͭ͟Ŭʀ΅Ɛ͚͒ɴś͚͖ͩͬͮͫ͡Ϳͫ͊ͅǏ)ͮTȟĦ`ΟωήΒʀ΅
ƥǑ͖ͩͨ͜TƓ΅HĞǘ΅ǈĆ͚ͧ͊͏̈́vͬȘǃkŴ͚ͩͧͭȟŠĜʷĦ`ͭƋȻ΅-͔͋͢
ͨͮͫ͒̈́ȟŠͭĜʷ4ʚͩ¸˔)ȟŠͭĜʷ͍͔ͬήΟόωǞàͭ«Ŭ{Ǎ΅ƥǑ͜;ɝˌͫȝͷ
ͨ̈́ͭ͟ƋȻ΅Êǋ͚ͧ͊ͩȟɷ͘ͅ˩
˩
ϗ．ϔϔ˩ ăͭàŧ˩
˩ ŬǮȁͬ;̈́ƋȻĐǏ)ˢZÁ͉ͭͥͨ ˼́̂̋ ZÁ͏ƛͭȟŠĜʷ΅͎͚͊ͬͧ`ć͎ͭͩ͊͋͜
νΎΩΛμ͏͎ͫśͿ͎͚͎͚ͬͫͤͧ͐̈́͡ͅŬǮȁͨÊŔ͘͡ȟŠĜʷʗõͭƳÉ͔ͨͮ̈́͢8͆ͭZ
Áͭǖ˔ǨǄĐͻ̈́ȟŠĜʷΎΉΪΤΈΒΚͭ¶nͭɱțͬͥ͊ͧͮ̈́ǣĺǟͫĒ΅Ć͖ͩ͜͏
͉͚͎͚ͨͫͅ͏Ϳ͖̈́Ͷͨͮ̈́ƚ

ˎ

ͨĜʷ͜ƛȟŠͭǖ˔͍ͬ͊ͧ ˼́̂̋ ZÁͭǨĲlͻZÁφζ

υͨͭĜʷΎΉΪΤΈΒΚ΅ǣĺɤÒ͜ĢƢ͏Â¥͚͎ͫͤ͡ͅʑó̈́ƛȟŠͭɗ˔ώƛˮƙ)ǖ˔Ϗͨͮ̈́Œ
ͬ͡ʹǞ͘͡˛ĉʵ΅-ͤͧ̈́ƚZÁϔ8Zͭƕê΅įͥv%ΚΤδͭĲlͻɗ˔ͬÞĠǟͬÂ¥͜ɒ
ɦáͭĲlͫͪ΅̈́ͭ͟®ɤÒ͖͜͏Ȼͬͫͤͧ͊̒˴˹͚͎͚̓̈́ͅƛˮƚǖ˔ͬÔ͚͖ͧͮ̈́ͭœƢ΅ͭ͟
ͶͶͨʣǑ͖ͩͮ̈́͜ǋ¥ͺ͍ͫÊǋ͚͚͎͚͖ͧ͊ͫ͊̈́ͨͬͭ͜ͅ;͋ͫÊˠ΅Êǋ͖ͩ͜΅Ǣİ͚ͧ·
ʧǮȁɾʬ΅Ć͚̈́ÊˠəȲͭʹǞ͏ʚɔ

͉ͨͅʑ͊Øű̈́ƛͩƚͭǖ˔ͨͺ̈́v%ΚΤδͭĲlͻ

ZÁφζυͨͭĜʷΎΉΪΤΈΒΚͫͪͭǣĺɤÒ͏ȻͬͫͩũĂ͘͘ͅͿͬ̈́ɑGσζυ΅͔ͥ͡
˼́̂̋ ZÁͬ;ɑGϔZÁɤÒƢͭʣǑͺƀɩ΅͚͍͖ͧ̈́ͭ;͋ͫɤÒ͏Ȼͬͫͩǖ˔ͨͭ8͆ͭ
˼́̂̋ ZÁͭǨĲlͩĜʷΚΤδͩͭǤ+Ǒͫͪͺɦś͖ͩ͜͏Ȼ͉͖ͩͫͨ͋ͅͿͭǮȁͮ̈́
˼́̂̋ ͭƋȻǞǋƋƅͬͥ͊ͧͭǍɦ΅ƭ͔ͨͮͫ͒̈́ͭ͢͟ƋȻĐͭƥǑͬͺŒͫ͡γφόΒΚυό΅
ͺ͡Ϳ͉ͨ͋͜ͅŬ͇͐͵͈͋^ǑλΘςωͨĆͿ͡ĜŴ͏̈́ƛͭȟŠĜʷͭǮȁ͔ͨͮͫ͒̈́͢ȟŠĜʷͬ
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Ô͜;ɃǟͫȘǃͭĀd̈́͘ͿͬͮƃˀÐSǎ²͍͔ͬǏ)ͭǏÂĞǘͭɦśͩ͊͋ǏǃÄͭɵ
˚ͬÔ͚ͧͺ̈́Œ͚͊ǮȁͭœĐ΅ǲ͚ͩ͡ɧ͌;͋͘ͅͿͬ̈́˼́̂̋ ZÁͭŒͫ͡ƋȻ͏śͿ͎͖ͬͫͤͩ͡
ͨ̈́Œͫ͡ƋȻĐΟωήΒʀ͚ͩͧ̈́qǝZʪ̈́˝Zʪ̈́ΪυΑόZʪ΅À͚ͩͧ̈́ąűͬôȏ¡ͫ
ZʪͨͭƥǑ͏Ļʚ͉ͨ͋͘ͅ˩
˩
Ϙ．˩ ȟɧ˩
˩ ŬÊˠͬ;̈́ͭĜŴ͏ĆͿ͡ͅ˩
̹

G×3Ō͏ΏσΚɗ˔ͭϔ˰ϘϓϓǼõͭƛȟŠǖ˔͎Ϳͭ×Gͬ;GñưǕBͭĆ͖ͮͶͨ
Ȼ͉ͨͤ͡͏̈́Œͬ͡ʹǞ͚͡ƛȟŠĜʷəȲώ̄˾˾˳Ϗ͖ͨͮ΅Ȼ͚ͬ̈́ÅÈÊˠ͍ͬ͊ͧͺˢ
͊ǰǉͨñưȬǕB΅Ćͨ͐͡ͅ˩

̺

TȔΟωήΒʀώ˼́̂̋Ϗ΅ʞSyƚ

ͨĜʷ͜ƛȟŠͭζόΖυ˔ͬͥ͊ͧ̈́ͭ͟Ĝʷʗõ͏

ũǟͬ¶l͖ͩ̈́͜~Ͱͭ͟ĜʷʗõͮȘƚ
̻

ͬƖͳͧϖ̸ϙ9ͺʗ͒ͫͅ˩

ȘǃkŴͬ;ȟŠĜʷʗõͭ4ʚͻĴl͖ͮ̈́Ͷͨ¦ÊˠφζυͨͮɤÒ.͏͎ͫͤ͡͏̈́Ô
Ʀͫͪͭņ΅Ħ`ͨ͐ĉÚʩfǎ²ͨͭÊˠͬ;\ͧ˛¥n͚͡ǋɻͨ̈́ÅÈÊˠͨ\ͧś
Ϳ͎ͬͫͤ͡ĜŴ͉ͨͅ˩

̼

˩ ƛͭĜʷǖ˔ͬǨ͚͡ ˼́̂̋ ZÁͮ̈́Ǩ͚͡˔œ%ͬ;ͤͧ̈́Ĝʷ΅Ħ`ώδτΛμ˔ͩασλΧ˔Ϗ
͜®ͩ4ʚώζόΖυ˔Ϗ͜®͏͉ώǚœǟƋȻĐϏ͖ͩ΅śͿ͎͚ͬ͡ͅ˩

̽

ȟŠĜʷ΅4ʚ͜νΎΩΛμ͚ͩͧ̈́ȟŠĜʷǖ˔ͬÂ¥͜ĜʷΚΤδͭΙ˔ͬǨ͚͡ ˼́̂̋
ZÁ͏̈́Œͫ͡ĜʷΚΤδͭǞǏƴ͚ͩͧ+Ǒ͖ͩ͜͏İŃ̈́͘ΟωήΒʀͫͪͭǏ)ˢZÁ͏
Șǃ͚ͩͧ+Ǒ͜®ͬǄŦͭǋɻ͉ͨͩȶ͌Ϳͅ˩

̾

ŬÊˠͨɤÒ̈́͘͡Șǃͬ;ȟŠĜʷͭ4ʚkŴ͏ζόΚͩͫͤͧǞǏ͜ȟŠĜʷʗõͭĴl
͖ͮ̈́ͶͨJ͒ǬͿ͎ͧ͊ͫͤ͡ǋɻ͉ͨ̈́ȘǃkŴ͏ĜʷĦ`ͭ®ͨͺĜʷ4ʚͭ®ͨͺ
ǞǏ͚͖͋ͩ΅śͿ͎͚ͬ͡ͅ˩

̿

˼́̂̋ ZÁͭȟŠĜʷͬÔ͜ǚœǟkŴͮ̈́Ǐ)͏ƛƽͨͺTȟ͞͝Ǐ͐÷Ͱ͖ͩ͏ͨ͐͡
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˲˯

¨5˩ ŖŬnÄ"˩ ȇ ˴˱ nÄĥɕŦgɿ˩ ͇ƛͭȟŠĜʷÅÈÊˠəȲͭɫɨͩɜ+͈ͬʻ͜
ƂȮ˩ ˫òĜ ˳˵ ó ˴ ť ˳˷ Ŗɿˬ˩

˳˯

çȳȘ˩ ýͭǷÄ"˩ ɷŎɿ˩ ͇˾̧̥̬̦̠̕˩̧̥̣̪̜̂˩̡̢̧̫̤̙̥̝̙̦̀˩̣̚˩̗̙̄˩̢̝˩̝̖̣̆˩̣̚˩̄̍̍˩ ͈˩ ˫òĜ ˳˸ ó ˷ ť ˲˴
Ŗɿˬ˩

˩
ŬǮȁɵ˚ͬʻʙ͜·ʧǮȁɾʬͭǈĆǅƠ˩
˲˯

ǷÄǮȁɽıĞǟɊɇǮȁ˩ ɗ˩

çȳȘ˩ ͇ǖ˔șʞǼͭ˓ȫýĐͬʃ͜ȟŠĜʷͭȾǞĜ

ʷĴlϑÅÈÊˠͬ;ƀɭϑ͈˯˩ ϕϓϔϖ̸ϕϓϔϘóõ˯˩ ϖϐϙϗϓsP˯˩
˳˯

ǷÄǮȁɽ«ǡǮȁώ˽Ϗ˩ ɗ˩

çȳȘ˩ ͇TΟωήΒʀͭƋȻͮǨƛǖ˔ͭœ%ͨǚͫϑƛ

ȟŠĜʷͭ4ʚͩĦ`Ƌƅͭɦś͈˯˩ ϕϓϔϗ̸ϕϓϔϚóõ˯˩ ϔϙϐϜϓϓsP˯˩
˴˯

ǷÄǮȁɽıĞǟɊɇǮȁ˩ ɗ˩ (˨D˩ ͇TΟωήΒʀ͏ǲ͜Ǥ+ǑͭɦśϝĮŋϋǨΠΉΨ
λΒΚͭɑGϔZÁɨƳ͈˯˩ ϕϓϔϙ̸ϕϓϔϛóõ˯˩ ϖϐϘϔϓsP˯˩
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Summary report of the ISS-Kibo utilization mission
mission,
“Ice
Ice crystal growth controlled by biological macro-molecules（Ice Crystal 2）”
Principle Investigator：Yoshinori Furukawa (Hokkaido University)
Feb. 2017
The free growth of ice crystals in supercooled bulk water containing an impurity of glycoprotein, a bio-macromolecule that functions
as ‘antifreeze’ in living organisms in a subzero environment [1], was observed under microgravity conditions in the Japanese
Experiment Module “KIBO” of the ISS during the period from November 2013 to June 2014. The free growth experiments of H2O
ice crystals in supercooled water including an antifreeze glycoprotein (AFGP) as an impurity were conducted using a newly developed
space apparatus (Ice Crystal Cell 2). The AFGP concentration in water used for these experiments was fixed at 0.07 mg/mL, and the
bulk supercooling (∆𝑇𝑇# ) of the water at the beginning of the crystal growth was varied between 0.1 and 0.5 K. The experiments were
repeated 124 times for various supercoolings, and the growth of a polyhedral ice crystal surrounded by flat interfaces was always

observed at the tip of a glass capillary inserted into the center of a growth cell filled with AFGP solution. The ice crystal growth was
stably maintained in space over a period of 30 minutes (more than one hour in some cases) and observed using a Michelson interference
microscope combined with a phase contrast microscope. However, an accident occurred in an operational system (Solution
Crystallization Observation Facility) of ISS-KIBO shortly after the beginning of the experiments began, and the function of the phase
contrast microscope was completely lost its function. Emerging from this crisis, only the videos of the interference fringe images were
acquired.
Figure 1 (a) shows a snapshot taken from a video
obtained in the ISS experiments, and (b) presents the threedimensional geometry of the ice crystal. These video
images were subject to time-space plot analysis, and the
growth rates of basal faces were measured as a function of
growth time. Figure 1 (c) shows the growth rates as a
function of growth time. Based on these experiments, we
（c）

first found the acceleration and oscillation of the normal
growth rates resulting from the interfacial adsorption of
these AFGP molecules, which is a newly discovered
impurity effect for crystal growth.

As the convection

caused by gravity may mitigate or modify this effect,
secure observations of this effect were first made possible
Fig. 1 (a) Interference image of ice basal face obtained at ∆𝑇𝑇# =
0.3K in ISS; (b)Three-dimensional geometry for the ice crystal; (c)
Growth rates at the center of the space line as a function of growth time.

by continuous measurements of normal growth rates
under long-term microgravity conditions realized only in
the spacecraft.
Here we attempt to present a schematic explanation of

our new findings. First, we consider the mechanism for promoting growth of the ice basal face by AFGP molecules. It is well known
that an ice crystal growing in pure water takes on a circular disk shape surrounded by two flat basal faces and one rounded edge face
[2], and that the basal faces grow by a layer-by-layer mechanism. In contrast, the ice morphology in an AFGP solution changes to a
polyhedral shape surrounded by two basal faces, six prismatic faces, and trapezoidal pyramidal faces connecting the basal and prismatic
faces. AFGP molecules were thought to be adsorbed on the prismatic or pyramidal faces, but not on the basal faces, and to have the
ability to smoothen the rough interfaces. These facts prompted us to speculate that the AFGP molecules are adsorbed on the edges of
the growth steps on the basal face because those should be constituted by faces that include the prismatic or pyramidal faces, as illustrated
in Fig. 2. As the average size of the AFGP molecules (approx. 3 nm in length) is much larger than the height of the elementary step
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(0.37 nm) on the basal face, the adsorbed molecules
would protrude from the growth steps and may work
as sources of growth steps for the basal face. This
process may thus enhance growth rates through the
adsorption-promotion effect of the impurity molecules
on crystal growth.
We also consider the origin of the periodic
oscillation of growth rates induced by the adsorption
effect of the impurity molecules. Previously discussed
models for growth oscillations have been based on
Fig. 2 Anisotropic adsorption of AFGP molecules on the basal and
prism/pyramidal faces. AFGP molecules on the basal faces function as
new source of growth steps.
Pyramidal face

strong growth depression due to the adsorption of
impurity molecules at the interface, but is not
applicable to the growth oscillation observed on the
basal faces in our experiments. We propose a new

model to explain the growth oscillation based on the adsorption-promotion
effect of the impurity molecules, that is, the kinetic processes originating
from the interactive variation between interfacial supercooling (i.e. the
driving force) and the concentration of adsorbed impurity molecules at the
interface.
Finally, we note that promoting the growth of the basal face is essential
to fulfilling the freezing inhibition function for living organisms under

Fig. 3 Anisotropy of growth rates and crystal
morphology development. Ice crystals are
surrounded by only pyramidal faces having the
slowest growth rates.

subzero conditions. Many tiny ice particles with a dodecahedral shape
(several tens of micrometers in size) surrounded by only pyramidal faces (as
shown in Fig. 3) are observed in the blood of fish living in a subzero
environment, but do not continue to grow. The reason why the dodecahedral

ice particles can stably exist in serum is explained by a key principle governing the growth of polyhedral crystals: “Flat faces with faster
growth rates are truncated by the faces with slower growth rates and finally the polyhedral crystal is surrounded by only flat faces with
the lowest growth rates.” Consequently, the formation of dodecahedral ice particles suggests that the growth rates of the individual
faces must maintain the relationship of 𝑉𝑉b > 𝑉𝑉pri > 𝑉𝑉pyr . When all of the basal and prismatic faces on an ice crystal disappear, the

ice crystals should be surrounded by only pyramidal faces having the slowest growth rates, and finally the formation of a dodecahedral
ice particle is complete. This external form of an ice crystal prevents its further growth, and the water is thus kept in a supercooled

state. The prevention of freezing in living organisms cannot be solely explained by the growth depression effect of AFGP molecules on
ice crystals. In other words, the anisotropic functions of AFGP molecules for ice crystal growth are essential for preventing the freezing
of living organisms.
Our findings will lead to a better understanding of a novel kinetic process for growth oscillation in relation to growth promotion due
to the adsorption of protein molecules, and will shed light on the role of crystal growth kinetics at the onset of the mysterious antifreeze
effect in living organisms, that is, how this protein may prevent fish from freezing.
References: [1] Y. Yeh and R. E. Feeney, Chem. Rev., 96 (1996) 601-618.; [2] C.A. Knight, et al., Biophys. J., 64 (1993) 252-259.; [3]
S. Zepeda, et al., Cryst. Growth Des., 8 (2008) 3666-3672.
Main papers published in relation to this project: Oscillations and accelerations of ice crystal growth rates in microgravity in
presence of antifreeze glycoprotein impurity in supercooled water, Y. Furukawa, K. Nagashima, S. Nakatsubo, I. Yoshizaki, H. Tamaru,
T. Shimaoka, T. Sone, E. Yokoyama, S. Zepeda, T. Terasawa, H. Asakawa, K. Murata and G. Sazaki, Scientific Reports, 7:43157 (2017),
doi:10.1038/srep43157.
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（物質・物理科学分野）

平成 29 年 6 月

本研究は、 位相差顕微鏡が使えなかったトラブルを克服し、 干渉顕微鏡の観察結果から、 不凍タンパク
（AFGP）の効果によるベーサル面の成長促進と成長速度振動現象を発見、 プリズム面とピラミッド面の成長
抑制との相補的働きによる生体凍結抑制のメカニズムを提案するなど、 優れた知見を得た。 これらの成果
は、 低温輸送や臓器保存などの応用にも資することも期待され、 エクストラサクセス相当以上を達成したと
評価できる。
一方、 成長振動および成長促進の定量的評価については、 今後の研究で検証されるべき課題であり、
さらなる発展を期待したい。 そのためにも、 今回の成果のより精密な解析、 また、 より充実した地上実験
を踏まえた上で、 位相差顕微鏡を使った後継ミッションついても検討すべきである。

総合評価
A：目標を充分に達成した（エクストラサクセス相当以上）

代表研究者；古川義純（北海道大学）
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ISS・きぼう利用ミッション
「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程（Marangoni Exp）」
研究成果報告書
代表研究者；西野耕一（横浜国立大学）
平成 29 年 3 月
１．緒言
マランゴニ対流は表面張力勾配に駆動される流れであり、液滴・気泡・液膜などに生じるマイ
クロ流れ、ヒートパイプ内部における冷媒の流れ、微細気泡のハンドリング、混合溶媒の凝縮、
沸騰における気泡底面の液体挙動、混合液の混合促進や分離など、我々の身の回りや工業界で幅
広く観察され、利用されている流れである。上述の流れは、表面張力勾配が気液界面に沿う温度
差で与えられる系であり、thermocapillary convection とも呼ばれる。一般に、温度差は密度差
を伴うため、温度差駆動のマランゴニ対流は通常重力下では密度差対流の影響を受ける（場合に
よっては、覆い隠されてしまう）。このことは、特に、マランゴニ対流に起因する流れの不安定性
を調べる上で致命的となる恐れがある。そこで、密度差対流の存在しない微小重力環境において、
温度差駆動のマランゴニ対流の不安定性と関連する特性を調べようということが、本研究テーマ
の原点である。流れの場として、対称性を有し、境界条件を明確に定めることができ、実験的に
調べやすく、工学的な有用性が高い、という条件を兼ね備えた「液柱（liquid bridge）」を選択し
た。Fig. 1-1 は、温度差駆動の液柱マランゴニ対流の不安定性に関する過去の宇宙実験（小型ロ
ケット実験（S.R.）、スペースシャトル実験（S.S.））と本実験（ISS 実験）を年代順に示したもの
である。流体科学が解決すべき基本的な課題として、多大の努力が傾注されていることが分かる。

Fig. 1-1 温度差駆動の液柱マランゴニ対流に関する微小重力実験の歴史

-1
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本報告書は、2008 年 8 月から 2013 年 2 月までに実施された計 5 シリーズの宇宙実験（通称
Marangoni Experiment in Space：MEIS）の科学成果を報告するものである。最終シリーズで
ある MEIS-5 が終了してから 4 年間が経過しており、ジャーナル論文としての成果公表とは別に、
既にこれまでに複数の学会誌の特集号が組まれ、本宇宙実験の学術的成果等に関する総括的な報
告と解説がなされている。具体的には次の通りである。
・特集 1：マランゴニ／MEIS, 日本マイクログラビティ応用学会誌, 26(3), 150-190 (2009)
【計 41 頁】
・特集２：国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」における流体実験, 日本流体力学会
誌「ながれ」, 30(1), 3-24 (2011)【計 22 頁】
・特集３：MEIS 実験（Marangoni Experiment in Space）, Int. J. Microgravity Science and
Application, 31(Supplement), S2-S79 (2014)【計 78 頁】
本報告書は、ジャーナル論文での公表内容（計 31 編）から、主たる科学成果を抜粋して記述し
たものである。なお、本報告書における文献引用について、[1]、[2]、[3]、・・・といった番号に
よる引用は報告書末尾の参考文献に対応する。一方、Nishino et al. 2015 といった著者名による
引用は、別紙の公表論文リストに記載の文献に対応する。
２．研究計画
２．１

研究目標

表面張力に駆動されるマランゴニ対流は、微小重力環境における材料製造に大きな影響を及ぼ
す流体現象として着目されている。温度差を印加した液柱（liquid bridge）に発生するマランゴ
ニ対流は、表面張力駆動流とその不安定性を調べるための代表的な流れ場として、多くの研究が
なされている。本研究では、以下の優先順位を付した 3 点を研究目標とする。
（１）振動流遷移：液柱マランゴニ対流の不安定性現象として、定常流から振動流へと遷移する
条件（臨界値）と振動モードを明らかにする。過去の微小重力実験（小型ロケット実験お
よびスペースシャトル実験）から報告されている「臨界マランゴニ数の液柱寸法依存性」
の有無を検証する。地上では実現不可能な長い液柱に対する臨界値を明らかにし、無限長
液柱に対する理論値と比較する。短い液柱では実験の難しい高プラントル数流体について
臨界値を定める。臨界値に与える加熱速度の影響と液柱体積比の影響を明らかにする。
（２）カオス化過程：長時間微小重力環境を必要とする大型液柱を用いて、高マランゴニ数条件
で発生すると考えられるカオス化過程を観察する。その特性を、流れ場の３次元計測、表
面温度分布計測、表面流速計測で定量化する。
（３）PAS（particle accumulation structure）：高マランゴニ数条件において発生すると考えら
れる粒子集合構造 PAS の３次元構造を観察する。そのために、地上実験では不可能な高マ
ランゴニ数条件を実現する。液柱寸法と粒子サイズを変えて PAS 発生への影響を調べる。
科学的サクセスクライテリアは Table 1-1 の通りである。Full Success までが上記の研究目標
-2
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に対応する。
Table 1-1

MEIS の科学的サクセスクライテリア

サクセスレベル

クライテリア
・振動流遷移の臨界温度差を幅広い液柱アスペクト比で決定する

Minimum Success

こと
・振動流の周方向モード数およびモード構造を明らかにし、高ア
スペクト比における振動流モードの遷移の有無を確認すること
・臨界点から数倍大きい高マランゴニ数条件までの対流の遷移過

Full Success

程の観察、およびカオス流・乱流への移行の確認と定量的観察
を行うこと
・大径液柱での PAS（Particle Accumulation Structure）発生有
無を確認し、その構造の観察を行うこと
・高アスペクト比の条件で周方向モード数＝0 が出現するか否かを

Extra Success

２．２

決定すること
・液滴におけるマランゴニ対流および PAS を観察すること

体制

（１）研究チーム体制
研究代表者※

共同研究者

ミッションサイエ
ンティスト

西野耕一（横浜国立大学）
河村

洋（諏訪東京理科大学）、上野一郎（東京理科大学）
、

大西

充（JAXA）、川路正裕（トロント大学）、桜井誠人（JAXA）

松本

聡（JAXA）

※MEIS-1 の研究代表者は河村洋、MEIS-2 以降のそれは西野耕一
（２）JAXA
・研究チームと協同して宇宙実験を設計、推進するユーザインテグレーション
・共通実験装置（流体物理実験装置 FPEF）および実験供試体の開発、並びに打上げ
・実験運用
MEIS 実験は、
「きぼう」で最初の本格的科学実験であったため、軌道上オペレーションについ
ては、研究チームと JAXA とで模索しながら実験運用体制や方法を確立していった。最終的には
UI（user integrator）を始めとする運用体制は申し分ない状態が確立されていた。また、宇宙飛
行士の実験協力体制（具体的には、実験中のｇジッタを押さえるなど）もきめ細かく構築されて
おり、実験遂行の大きな助けとなった。これらのお陰で、研究者側はチーム当たり 3～4 名という
最小限の人数で長期間の実験を遂行することが可能となった。
-3
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２．３

スケジュール

２．３．１

ISS 実験までの準備

・1992～1993 年：JEM 第 2 グループ共通実験装置の要求仕様検討 FPEF アドバイザリーグルー
プ
・1993 年 8 月：第 1 回「きぼう」日本実験棟船内実験室利用テーマとして採択
・1994～1996 年：JEM 共通実験装置アドバイザリーグループ（FPEF）による実験装置の基本
設計検討
・1995 年：小型ロケット TR-IA4 号機実験（実験技術開発含む）
・1997 年：小型ロケット TR-IA6 号機実験（実験技術開発含む）
・1998 年：実験計画書（ベースライン版）の制定
・2007 年 3 月：実験供試体開発完了
・2008 年 3 月：実験装置、供試体の打上（スペースシャトル 1J/A ミッション）
・1993～2008 年：MEIS 個別調整会（計 63 回開催）
２．３．２

「きぼう」宇宙実験の実施

MEIS 実験は、実験試料の特性や液柱径・観測手法の違いにより、5 つのシリーズ（MEIS-1～
5）に分割して宇宙実験を実施した。MEIS-3 と-4 の実施時期が逆になっているのは、MEIS-3 で
使用する予定であった試料カセットから実験試料であるシリコーンオイルが漏洩していることが
実験前に判明し、資料カセットの修理のために地上に帰還させ、修理後に再度打上げたため、ス
ケジュールを逆転させた結果である。
・2008 年 8～10 月：MEIS-1 の実施（計 30 回の実験）
それぞれ研究者 1 名と学生 4～5 名を含む四つの研究者チームを構成し、UI および運用者側ス
タッフと協力し、一日約 9 時間（06:00～15:00）の実験を当該期間に 30 回実施した。
・2009 年 7～8 月：MEIS-2 の実施（計 16 回の実験）
それぞれ研究者 1 名と学生 3～4 名を含む三つの研究者チームを構成し、MEIS-1 と同様の実施
体制・実験手順で、計 16 回の実験を実施した。
以降、研究者チーム体制や実験手順は同様である。
・2010 年 10 月～2010 年 12 月：MEIS-4 の実施（計 24 回の実験）
・2011 年 9 月～2012 年 2 月：MEIS-3 の実施（計 28 回の実験）
・2012 年 6 月～2013 年 2 月：MEIS-5 の実施（計 32 回の実験）
３．実験準備・運用
３．１

実験装置および実験供試体

MEIS 実験では、「きぼう」内の流体ラック（RYUTAI Rack）にマウントされた流体物理実験
装置（Fluid Physics Experiment Facility, FPEF）および画像処理取得装置（Image Processing
Unit, IPU）を使用した（Fig. 3-1）。流体物理実験装置には、実験の目的に合わせた機能を有する
実験用インサート（実験供試体と呼んでいる）を組み込む設計になっており、MEIS では液柱径
30mm 用と 50mm 用の２種類の実験供試体を製作した。マランゴニ実験用の供試体は、長さ
560mm、幅 250 mm、高さ 360 mm の大きさを有し、質量は約 36kg である。
-4
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宇宙実験では、シリコーンオイルの液柱を形成し、そこに発生するマランゴニ対流を観測した。
液柱径は 30mm ないし 50mm である。高さは、0～62.5mm の範囲で自在に変えられ、マランゴ
ニ対流現象の制御パラメータの１つであるアスペクト比を変えた実験を可能とする。また、液柱
形成とは独立したポンプを持ち、液柱の形状（直円柱、鼓型、樽型）を変え、体積比の影響を観
測出来る。
液柱形成部には、加熱ディスクと冷却ディスクが設置され、冷却ディスクを移動させることで
液柱長さを自由に変えることができる。加熱ディスクは、上面から CCD カメラによる観察を必
要としており、また温度の均一性を高めるために熱伝導率の高い必要があるため、透明なサファ
イアを使用した。その表面に ITO 膜を形成し、抵抗加熱が出来る。同じ面に白金温度センサを貼
り付け温度制御のリファレンス温度とし、PID 制御によりフィードバックコントロールを行った。
反対の面にも ITO 膜を形成し、その抵抗温度依存性を利用して測温も可能とした。液柱の加熱デ
ィスク側の温度は、液柱と接する ITO 膜による計測値を用いた。液柱を保持するために、ディス
クに 45°の角度でシャープエッジを持たせているが、このエッジを鈍らせないでかつ均一な ITO
膜をパターニングする技術開発は様々な技術的な課題を解決し、宇宙実験においても優れた機能
を発揮している。冷却ディスクは、アルミニウムで出来ており、ペルチェ素子により冷却を行っ
ており、ペルチェ素子に印加する電圧を PID 制御によりコントロールすることで所望の温度を保
つ。冷却ディスクの温度は、ディスクに埋め込んだ熱電対により計測した。また、別の熱電対は
先端を液柱に露出させ、液柱の温度変動を計測することができる。また、液柱は密封された容器
内に形成し、その容器内は火災防止のために不活性気体であるアルゴンガスを封入した。
実験試料は、試料カセットに充填されており（直径 30mm の液柱用の場合約 150cc）、液柱形
成部に組み付けた際に冷却ディスク面に吐出口が開き、オイルが加熱・冷却ディスク面に供給さ
れる。冷却ディスクの移動量とリンクして、カセット内の液柱径と同じ有効直径を持ったベロー
ズが縮み適切な量が供給される。また、液柱の形状を痩せさせたり、太らせたりと 0.01cc レベル
で微調整するための補助ポンプも備えており、液柱形状の依存性に関する実験データも取得でき
る設計となっている。

Fig. 3-1 流体物理実験装置および実験供試体
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観察系の概略図を Fig. 3-2 に示す。流れの観察は、液柱上面から透明な加熱ディスク越しに、
互いに角度・位置を変えた 3 台の CCD カメラで画像を取得する。液柱には、流動パターンの観
察のために、微小粒子（トレーサ粒子）をあらかじめ混ぜている。このことにより、得られた画
像を粒子追跡法により３次元的な流れ場を構築し、液柱内部の流れの構造やその時間的変化を知
ることが出来る。また、液柱側面からの観察により、液柱の形状や側面から見た流れの様子を捉
える。マランゴニ対流は前述のように、自由表面に駆動力を持ち、そこでの流速変化が非常に大
きい。そこで、フォトクロミック法による表面流速計測を行うことが出来る。表面温度分布の観
測は、赤外線サーモグラフィを使用している。

Fig. 3-2 液柱とその観察系
各実験シリーズの液柱径や実験試料を Table 3-1 示す。
Table 3-1 液柱径および実験試料
液柱径

流体粘性

トレーサ径

フォトクロ

[mm]

[mm2/s]

[m]

ミック染料

MEIS-1

30

5

30 + 180

×

MEIS-2

30

5

180

○

MEIS-3

30

20

180

○

MEIS-4

50

20

180

×

MEIS-5

50

10

180

×

シリーズ名

３．２

実験運用

（１）装置・供試体セットアップ
FPEF および実験供試体は Fig. 3-1、3-2 に示すように様々な観測機能を持っており、ISS にお
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ける装置/供試体の中でも有数の複雑さが特徴である。実験を開始するには、宇宙飛行士による実
験供試体を組み立て、FPEF に組み付けるセットアップ作業を行った。その複雑さゆえに、初回
の装置・供試体セットアップは、延べ作業時間として約 10 時間、3 日間に分けての作業であった。
その後のセットアップ作業は、前回の実験で使用した供試体の取り外しや、新たな試料カセット
への交換、内部の清掃も必要となるため、約 14 時間の作業を実施した。
（２）実験運用
装置/供試体のセットアップが終了すると、装置/供試体の機能チェックを行い、その後速やかに
実験へと移行した。液柱は非常に良好に形成され、かつ温度差を印加してマランゴニ対流を発生
させその観測に成功した。液柱内には、気泡が混入したが、その後の数回の実験中に気泡を上手
く除去する手法を見出すことにも成功した。
実験運用では、UI のポジションが研究者の要求を取りまとめ、実験運用管制要員に要求を伝え
ながら実験を進行した。装置/供試体の操作は、筑波宇宙センターからの遠隔操作コマンドにより
実施した。液柱マランゴニ実験は、ISS を利用した実験の中で最も難しい実験の一つであろう。
それは、円柱状の液体を上下端のディスクのみで支えて保持しているため、液柱形成・収納時に
微妙な調整を行う必要がある。また、リアルタイムで観察される事象に合わせて液柱の形状を整
えたり、温度プロファイルを変更したりなど、装置を制御するコマンドを頻繁に送信することが
良いデータを取得する上で必須である。そのため、1 日の実験で平均 150 コマンドを送信した。
FPEF だけでも 118 コマンドを有しており、それぞれのコマンドを一つ一つ確認しながら、UI
からの指示を判断してコマンドを矢継ぎ早に送信する運用は非常に高度なものが要求されたが、
運用管制担当者らは負荷の高い運用を適切に遂行した。MEIS 実験は、
「きぼう」での最初の実験
であったが、実験運用方法を確立し、いろいろな経験を経て、改善の工夫がなされスムースに進
行するようになった。
４．実験結果および成果
４．１

宇宙実験の実施

上述した通り、シリコーンオイル液柱を対象とした温度差マランゴニ対流の不安定性について、
液柱形状パラメータを系統的に変化させた宇宙実験を実施した。実験手順は次の通りである。
① 短い液柱の初期形成
② 液柱の準備加熱
③ 気泡除去
④ 準備加熱の停止と冷却待ち
⑤ 実験条件に規定された長さの液柱形成
⑥ ディスク温度制御の開始（この間、各種の観察および測定）
⑦ 温度制御の終了
⑧ 液柱の回収
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AR=1.25 における典型的な実験手順と温度制御の様子を Fig. 4-1 に示す。不安定性が出現するデ
ィスク間温度差（T）の臨界値（Tc）を定めるため、T を 0.8℃刻みでステップ変化させ、各
温度差において見積もった液柱の熱拡散時間（この条件で 16 分）より十分に長い定常待ち時間（こ
の場合は 30 分）を設けた。実験手順に示されている灰色領域は、ISS と地上との通信が途絶える
LOS（loss of signal）の時間帯を示す。気泡除去は MEIS-1 で試行錯誤的に確立された手順で行
った。詳細は Kawamura et al. (2001)を参照されたい。

Fig. 4-1 実験手順と温度制御の様子（Kawamura et al. 2012）
ISS のランダムな加速度変動であるｇジッタは液柱形成および液柱保持に大きな影響を与え得
る。Fig. 4-2 は、きぼうで測定されたｇジッタを 1/3 オクターブバンドで示したものである。

Fig. 4-2 きぼうのｇジッタの 1/3 オクターブ表示（Kawamura et al. 2012）
-8
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実線は測定されたｇジッタの X 軸成分、点線は要求仕様である。ｇジッタは、0.01～1Hz の周波
数範囲で相対的に大きな値を示す。特に、0.1～1Hz は宇宙飛行士の船内活動に起因するものであ
り、液柱振動（揺動）の共振周波数の最小のものを含むことから、危険な周波数成分である。Fig.
4-3 のｇジッタシグナルが示す通り、
船内ｇジッタの振幅は 23:00～06:00GMT
（08:00～15:00JST
宇宙飛行士の就寝時間に対応）で非常に小さくなることから、多くの実験をこの時間帯に行った。

Fig. 4-3 きぼうのｇジッタ（Kawamura et al. 2012）
４．２

振動流遷移条件

MEIS では、さまざまな実験条件に対して液柱マランゴニ対流が振動流へと遷移する臨界条件
を計測した。その中でも、液柱アスペクト比（AR=H/D）と作動流体のプラントル数（Pr）が臨
界ディスク間温度差（Tc）、振動周波数（f ）および振動モードに及ぼす影響を詳細に調査した。
Fig. 4-4 はTc と f を以下の式で無次元化し、AR に対してプロットしたグラフである。

Mac 

F 

 T Tc ( D 2 )


(4.1)

( D 2) 2
f
 Mac

(4.2)

本実験では、AR=0.10～2.00、Pr=67～207 の高範囲で Mac および F を計測した。特に、Pr=207
の高粘性流体における正確な臨界条件の計測は世界で初めてである。プラントル数が大きくなる
と、振動流に遷移するために必要なディスク間温度差も大きくなる。そのため、地上では浮力や
蒸発の影響が顕著となり、実験が非常に困難となる。これは、比較可能なデータの欠如という点
で数値解析にとっても重要な課題であった。本宇宙実験で計測されたデータは、高プラントル数
液柱における正確な実験データを提供するという点で、数値解析に対しても重要な寄与をなすも
のである。Fig. 4-5 は Pr=67 の液柱に対して、本実験結果と線形安定解析（Linear Stability

Analysis; LSA）の結果を比較したグラフである。気液界面における熱的境界条件を適切に設定す
ることで、実験と LSA の結果がよく一致していることが確認できる。また、本宇宙実験では高

AR 条件（AR1.00）においても、信頼性の高いデータの取得に成功しており、プラントル数が
Pr=67 の場合に AR=1.25～1.50 で Mac と F が急激に変化することを発見した。このような高 AR
-9
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条件における Mac と F の急激な変化は、LSA でも確認することができ、4.3 で後述するように有
限長液柱と無限長液柱の関係の解明へと繋がった。

Fig. 4-4 臨界マランゴニ数と無次元振動周波数（Nishino et al. 2015）

Fig. 4-5 実験と線形安定解析の比較（Nishino et al. 2015）
過去の小型観測ロケット実験[1-3]およびスペースシャトル実験[4]では、臨界マランゴニ数に液
柱寸法効果が見られ大きなパラドックスとなっていた。しかし、Fig. 4-6 に示すとおり、本実験
では液柱寸法効果は見られず、大直径液柱における Mac は過去の微小重力実験のものに比べ明ら
かに小さいことがわかった。これは、過去の小型観測ロケットやスペースシャトルでの微小重力
実験では熱拡散の待ち時間が十分でなく、正確な臨界条件を計測できていなかったためであるこ
とが明らかになった。ディスクの加熱速度が臨界条件の計測に及ばす影響を調査するため、本実
験では加熱速度を dT/dt =0.1～0.4K/min と変化させた実験を行った。計測された Mac を以下の
無次元加熱速度に対してプロットしたグラフが Fig. 4-7 である。

*

 dTh  H

 

 dt 

T dT dt  H


(4.3)

この結果から明らかなように、観測された Mac は(dT/dt)*の増加とともに大きくなる。マランゴ
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ニ対流の不安定性が発達するためにはある程度の時間が必要であるが，過去の微小重力実験では
不安定性の発達に対するディスクの加熱速度が速すぎたため，過大な Mac が報告されていた。今
回の宇宙実験においてマランゴニ対流の液柱寸法効果を否定する結果が得られ，長年にわたる議
論に決着を付けることができた。

Fig. 4-6 臨界マランゴニ数の液柱寸法効果の検証

Fig. 4-7 加熱速度が Mac に与える影響（Nishino et al. 2015)
液柱マランゴニ対流の不安定性が発現すると、周方向に m 個の波を持つ振動モードが出現する。
振動モードは、作動流体中に懸濁されたトレーサ粒子の分布によって判別することが可能であり、
本宇宙実験では加熱ディスク上部から液柱内部を観察することで m を計測した。振動モードは液
柱形状に依存することが知られており、特に AR に対する依存性が多く研究されている。これま
での研究において、周方向モード数と液柱アスペクト比の積（mAR）は一定値を取ることが知
られており、地上実験で重力に対して上から加熱する場合には mAR  0.85～1.1、重力に対して
下から加熱する場合には mAR  0.55 になるという結果が報告されている[5-6]。Fig. 4-8 は本実
験で計測した周方向モード数を、過去の地上実験の結果とともにプロットしたグラフである。本
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実験では mAR  0.7 となり、通常の重力環境と微小重力環境では周方向モード数に違いがある
ことがわかった。通常の重力環境において液柱を上から加熱する場合、浮力は液柱表面の流れを
妨げる方向に働くため、液柱内部まで流れは侵入することができず、周方向に存在する波の数は
増加する。一方、液柱を下から加熱する場合には表面張力流と浮力が働く方向が同じであるため、
流れは液柱内部まで侵入することがで、結果として m が減少する。浮力が存在しない微小重力環
境では、表面張力流はこれらの浮力の作用を受けないため、地上で上から加熱した場合と下から
加熱した場合の中間の m をとることが明らかになった。

Fig. 4-8 周方向モード数（Nishino et al. 2015)
液柱形状（即ち、痩せた液柱～太った液柱）は、マランゴニ対流の不安定性に顕著な影響を与
える。液柱形状を指定するパラメータは、液体体積 V をディスク間隙間体積 V0（=D2/4）で除
した体積比 VR＝V/V0 である。本実験では、AR =0.35、0.50、1.00 について、VR =0.49～1.08
の範囲で変化させて、不安定に与える影響を調べた。その詳細は松本らの【解説記事】2014 を参
照されたい。
４．３

Hydrothermal Wave の伝播

高プラントル数流体におけるマランゴニ対流は Hydrothermal Wave（HTW）機構によって不
安定化することが広く知られている[8, 9]。そのため、HTW を観察することは高プラントル数流
体におけるマランゴニ対流を理解するうえで重要である。本実験では、赤外線放射温度計（IR カ
メラ）および３次元粒子追跡流速測定技術（3-D PTV）を駆使して HTW に関する調査を行った。

Xu and Davis [10]は無限長液柱に対して線形安定解析（LSA）を行い、Pr >62.2 で周方向モード
数 m=0 の HTW が低温側から高温側（表面張力流と逆向き）に伝播するという結果を報告してい
る。しかし、低 AR 液柱を用いた地上実験で観察される HTW の伝播方向は加熱ディスク側から
冷却ディスク側（表面張力流と同じ向き）である。Schwabe [11]は小型ロケットを用いた微小重
力実験において、無限長液柱に対する LSA の結果と比較可能な AR=2.5 の液柱で実験を行った。
この実験において、Schwabe は軸方向に配置された熱電対の温度シグナルから表面張力流と逆向
きに伝播する HTW を観察した。しかし、Schwabe は表面張力流と同じ方向に伝播する渦状の構
造 （ drifting Bénard-Marangoni cell ） も 同 時 に 観 察 し て い る 。 HTW と drifting

Bénard-Marangoni cell は伝播方向のみならず振動周波数も大きく異なっており、このような特
- 12
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性の異なる二つの現象が同時に観察された理由は明らかにされていない。
本実験では、IR カメラによる液柱表面温度測定と 3-D PTV による液柱内の速度場計測を同時
に行うことで、HTW と液柱内部に生じる渦状の構造の関係を明らかにした。Fig. 4-9 は Pr=67、

AR =1.50 の条件で液柱内の速度場と液柱表面温度を同時計測した結果である。ただし、この結果
は臨界条件よりもマランゴニ数がかなり大きい条件のものである。高 AR 液柱では渦構造が軸方
向に複数並んだ Multi Roll Structure を形成することがわかり、それらの渦構造が時間とともに
加熱ディスク側から冷却ディスク側へと伝播する様子が捉えられている。また、液柱表面では傾
いた帯状の低温領域が加熱ディスク側から冷却ディスク側へと伝播していることがわかる。この
結果から、液柱内の渦構造と HTW は同じ速度で同じ方向に伝播することが明らかになった。こ
れは Schwabe の報告と反する結果であるが、Schwabe が行った実験では液柱表面からの熱損失
が非常に大きく、その影響を受けていたためと考えられる。

Fig. 4-9 液柱内部の渦構造と HTW の関係（Yano et al. 2012）
Fig. 4-10 は Pr=67、AR=1.25 において 3-D PTV により液柱内部の速度場を可視化した結果で
ある。このときのマランゴニ数は臨界値よりもわずかに大きいものであるが、ほぼ臨界条件にお
ける特性を表しているといえる。この結果では、渦構造が表面張力流と同じ向きに伝播する様子
を確認することができる。一方、Fig. 4-11 は Pr=67、AR=1.50 における振動流を可視化した結果
である。AR=1.25 の結果と異なり、渦構造が表面張力と逆向きに伝播している。Fig. 4-4 の Pr=67
のグラフにおいて、AR=1.25～1.50 で Mac と F が顕著に減少している（特に、F はジャンプする）
。
これは、AR=1.25～1.50 の前後で HTW の伝播方向が逆転したことが原因であることが、本実験
により明らかにされた。
Ryzhkov [12]は Xu and Davis [10]と同じ無限長液柱モデルに対する LSA
を行い、Pr>19.95 の臨界条件において、周方向モード m=1 で表面張力流と逆向きに伝播する

HTW が出現することを予想している。これは、本実験の Pr=67、AR=1.50 における実験結果と
一致するものである。このことから、Pr=67、AR=1.50 で観察された不安定性が、無限長液柱に
おける不安定性と酷似した特性を持つことが明らかになった。
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一方、Fig. 4-4 において、Pr=207 では Mac と F の急激な変化を確認することができない。Fig.

4-12 は Pr=207、AR=1.50 における振動流を可視化した結果であるが、この結果において渦構造
の伝播方向は表面張力流と同じ向きであり、Pr=67 とは異なる。これは、Pr=207 では粘性が大
きいため同じマランゴニ数でもディスク間温度差が大きくなり、液柱全体の温度が高くなること
で熱損失の影響が大きくなったためである。Table 4-1 は本実験で計測された HTW および渦構造
の特性を Ryzhkov [12]の線形安定解析の結果とともにまとめたものである。ここで、マランゴニ
数と無次元振動周波数を無限長液柱の結果と比較するため、Ma*と F*を以下のように定義する。

 A  D 2
Ma *  T

F*

 D 2

2

 Ma *

2

(4.4)

f

(4.5)

ただし、A は液柱表面軸方向の温度勾配である。本実験における Pr=67、AR=1.50 の結果は無限
長液柱の結果とよく一致しており、この条件で観察された HTW が無限長液柱で生じるものとよ
く似た特性をもつことが明らかになった。一方、Pr=207、AR=1.50 の結果は無限長液柱の結果と
明らかに異なる。この理由は、先にも述べたとおり液柱界面の熱損失の影響によるものである。
本実験で得られた結果は、気液界面における熱的境界条件の重要性を示すものである。

Fig. 4-10

Pr=67、AR=1.25 における 3-D PTV 解析結果（Yano et al. 2015）
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Fig. 4-11 Pr=67、AR=1.50 における 3-D PTV 解析結果（Yano et al. 2015）

Fig. 4-12

Pr=207、AR=1.50 における 3-D PTV 解析結果（Yano et al. 2017）
Table 4-1 HTW の伝播特性
Present

４．４

Ryzhkov [12]

D [mm]

30

30

30

30

Pr

67

207

67

207

AR

1.50

1.50





m

1

1

1

1

Ma*

279

323

253

266

F*

1.10

3.48

0.78

0.79

direction

counter-flow

co-flow

counter-flow

counter-flow

界面熱移動の影響

MEIS では冷却ディスク温度 TC =20C で主に実験を行ったが、一部の実験では TC を変化させ
た。冷却ディスク温度が液柱マランゴニ対流に与える影響として、（1）物性値の変化、（2）界面
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熱移動の変化が挙げられる。前者について、シリコーンオイル物性値の温度依存性は、動粘度を
除き無視できるほど小さい。温度 T におけるシリコーンオイルの動粘度は、


 T  
  25°C   exp  5.892 


25  T [  C] 

273.15  T [  C] 

(4.6)

と評価され、動粘度の変化がマランゴニ対流の不安定性に与える影響は、いわゆる物性値変化の
影響と考えてよい。一方、冷却ディスク温度が界面熱移動に与える影響は大きい。これまでの地
上実験では、液柱表面での熱移動速度は気体側の自然対流によるものが支配的であった。しかし、
自然対流の生じない微小重力実験ではふく射の影響が大きくなることを明らかにした（Fig. 4-13、

Melnikov et al. 2015）。本実験では、作動流体が 20 cSt シリコーンオイル、ディスク直径 D=50mm、
アスペクト比 AR=0.5 の条件において Tc =10C と 20C で振動流遷移のディスク間温度差を計測
し、マランゴニ対流の不安定性の冷却ディスク温度依存性を調査した。結果は、Tc =20C のとき
に Tc =16.7K（ Mac =1.48104）だったのに対して、 Tc =10C のときには Tc =26.4 K （ Mac

=2.06104）であり、マランゴニ対流の不安定性が冷却ディスク温度に強く依存することが明らか
になった（Yano et al. 2017 投稿中）。Tc を変化させることで、液柱の平均温度が変化する。その
結果、気液界面における伝熱量が変化し、それが不安定性の発現に影響を与えた。
理論解析や数値解析を行うにあたり、液柱表面の熱的境界条件は得られる結果に大きな影響を
及ぼす。Fig. 4-5 は線形安定解析の結果を示したものであるが、気液界面において適切なビオ数
を熱的境界条件として与えることで、実験結果と理論解析の結果がよく一致することを報告した
（Nishino et al. 2015）。Fig. 4-14 は本実験（Pr=67）と直接数値解析の結果を比較した図である。
この図では液柱アスペクト比を H/R で定義している。振動周波数は以下の式で無次元化してある。

  2 f

H2


(4.7)

直接数値解析においても、気液界面の熱的境界条件に適切なビオ数を与えることで、実験結果
とよく一致する解析結果が得られることがわかる。Pr =67 という高いプラントル数において、線
形安定解析と直接数値解析の両方で実験結果とよく一致することが得られることを意味する。こ
の一致は、上述した気液界面における熱的境界条件の適切な設定、周囲気体の熱的および流れ的
条件の試行錯誤的な選択、計算格子数と幅（含む、不等間隔の与え方）の最適化などの「総合的
な調整」によって初めて得られたものであり、その調整のためには系統的にパラメータを変化さ
せた精度の高い実験結果を必要とする状況にある。
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Fig. 4-13 （a）対流によるビオ数と（b）ふく射によるビオ数（Melnikov et al. 2015 より抜粋）

Fig. 4-14 （上）臨界ディスク間温度差と（下）無次元振動周波数の比較
（Melnikov et al. 2015）
４．５

カオス化過程

振動流遷移後において、温度差マランゴニ効果をさらに強めた際の対流場の発達度合いを過臨
界パラメータ として次式のように定義する。



Ma  Mac
Mac

(4.8)

温度差を振動流遷移点よりも大きく付加し、すなわち、 を上昇させることにより、液柱内にさ
まざまな発達した対流場を実現する。 HZ 液柱系におけるカオス化過程に関しては、Frank &
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Schwabe [13]がカオス域に到達する前に見られる特徴的な兆候や現象、カオス化のシナリオを実
験的に報告しており、その後、Ueno et al. (2003)によって決定論的カオスの特性である軌道不安
定性、自己相似性をそれぞれリアプノフ指数、相関次元を用いてカオス化過程の定量的な解析が
報告されている。また、Zhu et al. [14]は薄いプール状容器に形成された液膜での温度差マランゴ
ニ対流においてはカオス化が Ruelle-Takens-Newhouse (RTN)のシナリオ（ Newhouse et al.

[15]）および周期倍分岐のシナリオに従うことを実験的に報告した。
体積力としての浮力によって実現する熱対流である Rayleigh-Benard 対流に関しては、これま
で様々なプラントル数 Pr 流体について研究が行われている。特に Pr =130 というケースにおい
ては RTN のシナリオ（Newhouse et al. [15]）や Curry-York のモデル（Curry & Yorke [16]）に
従いカオス化するといった実験報告がいくつかある（Dubois & Berge [17]、Berge [18], Berge &

Dubois [19], Dubois et al. [20]）。また Pr =0.03 という低 Pr 流体においては、周期倍分岐のシナ
リオ（Feigenbaum [21]）に従ってカオス化するという報告がある（Libchaber et al. [22]）。一方、
表面力を駆動力とする温度差マランゴニ対流において、特に高 Pr 流体を対象とする対流場ではそ
もそも解析例・実験例が無いのが現状である。Rayleigh-Benard 対流と異なり、対向するロッド
間に液体自身の表面張力によって保持する液柱は、重力下では静水圧の影響のため大規模化が困
難であるため、高 Ma を実現するためには大きな温度差を付加する以外に方法がなく、実現自体
が困難であることが背景として挙げられる。軌道上長時間実験を実現する国際宇宙ステーション
によって、それら全ての障壁を取り払いうる環境を享受することができる。
今回、強非線形性領域に至る遷移過程を捉えるにあたり、試験流体として Pr =112 のシリコー
ンオイルを採用した。本研究では、液柱長 H =50mm、アスペクト比 AR=1.0、体積比 V/V0 = 0.95
の液柱（Fig. 4-15）における対流場のカオス化過程に焦点をあてている。MEIS では、TC =20C
と固定、TH の値を変化させることによりT（=TH –TC）を液柱端面間に付加する。

TH

Liquid bridge
Measurement
Point

H

H/2
TC
Fig. 4-15 Target geometry of liquid bridge for AR=1.0 and Vr =0.95 (Matsugase et al. 2015).

Fig. 4-16 は、横軸に Ma 数をとり、データを取得した箇所を示したものである。 に換算すると

 =1.1、2.9、4.9、6.9、8.9、11、13、20 の計 8 点において温度時系列データを取得した。Ma
算出時における動粘性係数  は加熱ディスク温度における  TH  と冷却ディスク温度における

 TC  の算術平均値である。T を付加した後、発達した対流場を観察するために、少なくとも温

度拡散時間 tth = L2/ 経過後に温度時系列データの取得を行った。ここで拡散の代表長さとして L
（1/L2 =1/H2+1/R2）を導入する。液柱長さ中央 H =25mm、液柱界面から 1mm 離れた位置におけ
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る定点温度時系列データを熱電対により取得し、この時系列データに対しフーリエ解析を、また、
遅れ時間を用いて再構築した擬位相空間を用いて時系列カオス解析を行った（Fig. 4-17）。擬位相
空間の再構築においては、Fraser & Swinney [23]が提唱する相互情報量を用いた設定法により最
適な時間遅れ を決定する。すなわち、対象とする時系列に対して時間遅れを増加させたときの
相互情報量を算出し、相互情報量が最初に極小値をとる時間遅れを最適な時間遅れとする。また、
擬位相空間に再構成する際には、各埋め込み次元に対して一定の時間遅れを用いる方法を採用し
た。

0

5

10

15

20

25

30

35

[×104]

Ma (-)

Fig. 4-16 Marangoni number, Ma, of acquired data (○: Mac).

Fig. 4-17

(1) Time series of normalized temperature, (2) its power spectral density, (3)

three-dimensional pseudo phase space reconstructed from the normalized temperature time
series, and (4) Poincare section for  = (a) 1.1, (b) 2.9, (c) 4.9 and (d) 6.9 (Matsugase et al.
2015).
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複雑な時系列を決定論的カオスの側面から解析する時には、決定論的非線形力学系から生じる
現象の特徴を定量化しなければならない。ここで、本研究では、特に擬位相空間内における順列
エントロピー（Fig. 4-18）および並進誤差（Fig. 4-19）に注目し、定量的に対流場の遷移過程を
記述することを試みた。順列エントロピー H(D) = p()log2p()は、Bandt and Pompe [24]が
提唱する手法を参考に算出する。ここで、D：埋込次元、p = q()/{N-(D-1)f}：D (D ≧2)次元の
擬位相空間に再構成された軌道上の点 v(ti)における成分 D 個による全ての順列 D!、q：擬位相空
間の軌道に対する の相対実現度数、f：サンプリング周波数である。なお、順列エントロピーは
以下のように規格化した値 hp =H(D)/(log2D!)を用いる。また、並進誤差 Etrans は、下記定義に対し
て Wayland et al. [25]が提唱する手法により求める。

1 k V a j   V
Etrans   M m 

2
A m 1

V
 k 1 j 0

1

A

2







(4.9)

ここで、V(aj)=v(aj +l) - v(aj)：再構成された軌道上の任意の点 v(ti)と、ユークリッド距離に基づく
v(ti)の k 個の近傍点 v(a1)、v(a2)、．．．v(ak)に対し、これらの点の時刻 l後の点 v(aj+l)との推移ベ
クトル、V：V(aj)の平均である。本研究においては、2≦D≦10、k =4、n =0.01×N、l =1、A =10
とした。

1.0

0.8


1.1

0.6

hp (-)

2.9
4.9
0.4

6.9
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13
20

0.0
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D (-)

Fig. 4-18

Variation of permutation entropy hp with embedding dimension D
(Matsugase et al. 2015).

本研究では、対流場の温度時系列データに対して非線形力学系の特徴量を算出するにあたり、
サロゲートデータ法（Theiler et al. [26]）によって、実験で得られた有限の情報（時系列）の非線
形性を担保した。この手法は、時系列に対する線形性を主体とした帰無仮説を採用した上で、こ
れを棄却することによって時系列の生み出した力学系における非線形性の存在を主張するもので
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ある。本研究では、サロゲートデータの作成にあたり、Random Shuffle (RS)アルゴリズム、Fourier
Transform (FT)アルゴリズム、さらに Iterative Amplitude Adjusted Fourier Transform (IAAFT)アルゴ
リズムを採用した。以上の解析結果より、Pr >100 の液柱マランゴニ対流において、 =6.9 におい
て対流場は既にカオス化していることが示され、さらに >8.9 では対流場は確率過程の特性を有
することが示された。

1

0.1

Etrans (-)

0.01

1E-3

1E-4

1E-5

0

5

10

15

20

(-)
Fig. 4-19

Variation of translation error Etrans and corresponding orbit

in pseudo-phase space with over critical parameter .
４．６

粒子集合構造

振動流において、対流場可視化用に混入した微小粒子が、３次元的に閉じた紐状の構造に集合
する特異な現象が確認されている。これは粒子集合構造（Particle Accumulation Structure：PAS）と
名付けられ（Schwabe et al. [27]）、多くの研究が行われている。地上実験では Ma 数や AR など、
特定の条件で PAS が安定に形成されることが報告されている（Tanaka et al. 2006、Schwabe et al. [28],
Watanabe et al. 2014, Gotoda et al. 2015）。また、Schwabe et al. [29]は MAXUS 実験を行い（液柱直径
は 6mm）、PAS が重力による浮力対流ではなく、表面張力によって形成されることを示した。MEIS
においても PAS が発生することが確認された（Fig. 4-20）。但し、低 AR かつ低 VR（＝液柱体積比）
の条件のみで発生し、地上実験のような幅広い液柱条件では確認されなかった（松本らの【解説
記事】2014）
。さらに、地上実験では振動流遷移温度差の数倍で PAS が発生するのに対し、宇宙
実験では振動流遷移温度差に近い条件で観察された。このように、小径液柱と大径液柱とでは、
PAS 発生の条件が異なり得ることが明らかにされ、PAS 発生メカニズムとして（１）粒子と気液
界面との干渉作用、（２）粒子の慣性の効果、（３）閉空間を周回する粒子挙動の同期などの説が
提案され、多くの研究が進められている。
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Fig. 4-20 MEIS で観察された PAS（AR＝0.35、T＝1.05Tc、dp =180m）
本報告では、宇宙実験における PAS 探索の一環として実施された研究の成果として、PAS 発生
時に見られる toroidal core（Tanaka et al. 2006）の構造に関して議論する。液柱内に traveling type
の HTW が発生している状況において、液柱中央部に HTW の周方向波数に対応して幾何学形状を
持った粒子不在領域が現れることが知られている。近年の研究において、Muldoon and Kuhlmann
[30]は、この粒子不在領域も粒子集合の一種とみなせると提唱している。彼らは、粒子不在領域の
境界部分を形成する粒子は、自由表面と少なくとも 1 回以上の相互作用をしている粒子で形成さ
れていることを明らかにした上で、粒子不在領域も PAS であると提唱し、Strange PAS と定義した
（Fig. 4-21）
。このように、Muldoon and Kuhlmann のモデルが正しく、粒子不在領域が PAS である
ならば、粒子不在領域の大きさは粒子径に強く依存するはずである。そこで本研究では、粒子直
径を変えた際に粒子不在領域の大きさに生じる変化に注目した。Fig. 4-21(b)は Ma =2.9×104 の粒子
挙動（左：dp =15m、右：dp =30m）。これらの画像は、加熱用上部ロッド越しに撮影した画像を
HTW の基本周波数に合わせた回転座標系に変換し、HTW の 7 周期分（400 フレーム以上）重ね
た結果である。ここで、HTW の回転方向は反時計回りであり、粒子の進行方向は図に示す通りで
ある。

(a)

(b)

Fig. 4-21 Top views of strange PAS in m =3: (a) for St =2.8×10-5 performed by Muldoon and Kuhlmann
[30], (b) for St = 0.98×10-5 (particle diameter dp =15m) (left) and 3.3×10-5 (dp =30m) (right) under Ma
=2.9×104. Images in (b) were obtained by averaging over 400 frames of pictures (10 periods of
fundamental frequency of HTW) in the rotating frame of reference.
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次に、Ma =3.0×104 から 5.2×104 までの範囲について、同様の処理を施して描いた結果を Fig. 4-22
に示す。ここで、粒子直径 dp =30m であり、すべての画像を一回の実験で取得した。すなわち、
途中で液柱を形成し直すことなく、同一個数の粒子を懸濁させた条件下で撮影した。マランゴニ
数 Ma が増加するに伴い、粒子の存在領域が変化し、strange PAS（Ma <~3.6×104）から SL-1 PAS
（(Ma <~5.0×104）へと変化する。Ma =3.83×104 においては、SL-1 PAS と併せて、SL-1 PAS の羽根
の部分を包み込むように存在する toroidal core (Tanaka et al. 2006)と、その toroidal core を 9 回にわ
たって巻き付いている構造が見られる。Mukin and Kuhlmann [31]は、温度差マランゴニ効果によ
って液柱内に生起する対流構造において、Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM) tori という３次元的に
閉じた流管構造が形成され、chaotic streamline 上の粒子は自由表面との相互作用を繰り返すうちに
KAM tori への乗り換えを行うと提唱している。今回の実験で実現した粒子群構造は、Mukin and
Kuhlmann が示した KAM のうち、SL-1 PAS が T33 構造に、toroidal core が Tcore 構造に、そして 9
回にわたって巻き付いている構造は T39 構造に対応するものであると考えられる。
地上実験において、Ma =5.0×104 付近において粒子が PAS の軌道から離脱し、PAS の構造が羽
根の先端部分から壊れていくことを明らかにした。ロッド間温度差への PAS の鋭敏性は先行研究
においても確認されており（Gotoda et al. 2015）、今回の地上実験によってロッド間温度差が 1.0K
変化するだけで PAS 軌道上の粒子は劇的に軌道から離脱することを示した。これは、この Ma を
境に KAM tori が消失したためと推測される。

Fig. 4-22

Typical flow patterns in a range of Ma =3.0×104 to 5.2×104 observed from the top: dp =30m.

Each image was obtained by averaging over 400 frames of pictures (10 periods of fundamental frequency
of HTW) in a rotating frame of reference against hydrothermal wave. Characteristic length (bottom right in
the first frame) corresponds to 1 mm.
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４．７

目標を超えて得られた成果

（１）実験中に液柱が分離し、地上ではとうてい実現できない大型液滴が成された（detached

mode）。大型液滴は、きわめて安定で、底面と先端に温度差を印加することにより、内部
にマランゴニ対流を発生させた。さらに温度差を大きくすることにより、振動流への遷移
と、粒子集合構造 PAS を発生させた。地上実験では、単独液滴内での PAS は観察されて
おらず、新たな発見となった。

Fig. 4-23 大型液滴と液滴マランゴニ対流における PAS
（２）地上実験で実現される「液滴ベアリング」効果（温度差の異なる対向面には、半球液滴が
付着しない）が、微小重力実験で実現した半球液滴では付着し、地上で知られていた法則
性が成立しないことを示唆する観察結果を得た。
（３）微小重力下で取り扱いの困難な気泡について、マランゴニ効果によって、それを除去する
技術を構築した。この種の体系において、微小重力下で意図的に気泡の除去に成功した例
は、知る限りでは世界的にも最初である。
（４）液柱マランゴニ対流の不安定性に与える気液界面熱移動（熱伝達）の影響が大きいことを
明らかにし、線形安定性解析および直接数値解析における気液界面での熱的境界条件の重
要性を改めて示した。
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４．９

科学的サクセスクライテリアの達成状況

Table 4-2
サクセス
レベル
Minimum
Success

Full
Success

Extra
Success

MEIS の科学的サクセスクライテリアの達成状況

クライテリア

達成度

判定の根拠

・振動流遷移の臨界温度差を幅広
い液柱アスペクト比で決定す
ること

◎

・振動流の周方向モード数および
モード構造を明らかにし、高ア
スペクト比における振動流モ
ードの遷移の有無を確認する
こと
・臨界点から数倍大きい高マラン
ゴニ数条件までの対流の遷移
過程の観察、およびカオス流・
乱流への移行の確認と定量的
観察を行うこと
・ 大径 液柱での PAS （ Particle
Accumulation Structure）発生
有無を確認し、その構造の観察
を行うこと
・高アスペクト比の条件で周方向
モード数＝0 が出現するか否か
を決定すること
・液滴におけるマランゴニ対流お
よび PAS を観察すること

◎

・広範なアスペクト比（0.1～2.0）
において臨界温度差を 10％以内
の確度で決定することに成功し
た。
・アスペクト比 0.5 を超える範囲で
の臨界点の高精度な決定は、「き
ぼう」宇宙実験で初めて取得に成
功したものである。
・アスペクト比と周方向モード数の
関係を明らかにし、高アスペクト
比での軸方向の渦構造を三次元
粒子追跡法および表面温度伝搬
の解析により明らかにした。
・臨界点から 12 倍までのマランゴ
ニ数範囲において、遷移過程の観
察を行い、リアプノフ指数や並進
誤差などカオス解析の手法を取
り入れ特徴を初めて明らかにし
た。
・地上で発生する条件と異なる範囲
での大径液柱での PAS の観察に
成功し、その構造を解析した。
・周方向モード数ゼロについては、
出現しなかった。
・半球液滴の形成や、液柱の再形成
に成功し、液滴に発生するマラン
ゴニ対流や PAS の観察を行った。

〇

５．結言
２．１節に述べた研究目標に対する成果をまとめる。
（１）振動流遷移：液柱マランゴニ対流の不安定性現象として、定常流から振動流へと遷移する
条件（臨界値）と振動モードを明らかにした。過去の微小重力実験から報告されている「臨
界マランゴニ数の液柱寸法依存性」は、熱的定常待ちの不十分さが原因であり、十分な熱
的定常待ちを与えた MEIS では生じないことを示した。地上では実現不可能な長い液柱に
対する臨界値を明らかにし、無限長液柱に対する理論値と比較した。短い液柱では実験の
難しい高プラントル数流体について臨界値を定めた。臨界値に与える加熱速度の影響と液
柱体積比の影響を明らかにした。
（２）カオス化過程：長時間微小重力環境を必要とする大型液柱を用いて、高マランゴニ数条件
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で発生すると考えられるカオス化過程を観察した。その結果、過臨界パラメータ =6.9 に
おいて対流場はカオス化しており、 >8.9 では対流場は確率過程の特性を有することが示
された。
（３）PAS：微小重力環境で形成された大径液柱において PAS が発生することを示した。一方、
液柱分離によって形成された大型液滴において、明瞭な PAS が形成されることを示した。
液柱における PAS の発生条件が、小径液柱を対象とした過去の地上実験および小型ロケッ
ト実験と異なることが分かり、PAS 発生メカニズムの検討へとつながった。
参考文献

[1] A. Hirata, S. Nishizawa, N. Imaishi, S. Yasuhiro, S, Yoda and K. Kawasaki, “Oscillatory
Marangoni convection in a liquid bridge under microgravity by utilizing TR-IA sounding
rocket,” J. Jpn. Soc. Microgravity Appl. 10(4), 241-250 (1993).
[2] M. Haga, T. Maekawa, K. Kuwahara, A. Ohara, K. Kawasaki, T. Harada, S. Yoda and T.
Nakamura, “Effect of electric field on Marangoni convection under microgravity,” J. Jpn.

Soc. Microgravity Appl. 12(1), 19-26 (1995).
[3] H. Kawamura, K. Saita, K. Nishino, M. Yamamoto, S. Yoda, T. Nakamura, T. S. Motira, K.
Kawasaki and H. Tamaoki, “Three-dimensional measurement of Marangoni convection in
a liquid bridge under microgravity conditions in the TR-IA-4 sounding rocket,” J. Jpn. Soc.

Microgravity Appl. 14(1), 34-41 (1997).
[4] L. Carotenuto, D. Castagnolo, C. Albanese and R. Monti, “Instability of thermocapillary
convection in liquid bridges,” Phys. Fluids 10(3), 555-565 (1998).
[5] F. Preisser, D. Schwabe and A. Scharmann, “Steady and oscillatory thermocapillary
convection in liquid columns with free cylindrical surface,” J. Fluid Mech. 126, 545-567
(1983).
[6] M. Lappa, R. Savino and R. Monti, “Three-dimensional numerical simulation of
Marangoni instabilities in non-cylindrical liquid bridges in microgravity,” Int. J. Heat

Mass Transf. 44(10), 1983-2003 (2001).
[7] 河村洋, 小野嘉久, 上野一郎, “液柱内マランゴニ対流における振動流遷移とモード構造,” 日本機
械学会論文集（B 編） 67(658), 1466-1473 (2001).

[8] H. C. Kuhlmann and H. J. Rath, “Hydrodynamic instabilities in cylindrical
thermocapillary liquid bridges,” J. Fluid Mech. 247, 247-274 (1993).
[9] M. Wanschura, V. M. Shevtsova, H. C. Kuhlmann and H. J. Rath, “Convective instability
mechanisms in thermocapillary liquid bridges,” Phys. Fluids 7(5), 912 (1995).
[10] J.-J. Xu and S. H. Davis, “Convective thermocapillary instability in liquid bridges,” Phys.

Fluids 27(5), 1102 (1984).
[11] D. Schwabe, “Hydrothermal waves in a liquid bridge with aspect ratio near the Rayleigh
limit under microgravity,” Phys. Fluids 17(11), 112104 (2005).
[12] I. I. Ryzhkov, “Thermocapillary instabilities in liquid bridges revisited,” Phys. Fluids
23(8), 082103 (2011).
- 26
26 This document is provided by JAXA.

198

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

198

[13] S. Frank and D. Schwabe, “Temporal and spatial elements of thermocapillary convection
in floating zones,” Exp. Fluids 23, 234–251 (1997).
[14] P. Zhu, L. Duan and Q. Kang, “Transition to chaos in thermocapillary convection,” Int. J.

Heat Mass Transfer 57, 457–464 (2013).
[15] S. Newhouse, D. Ruelle and F. Takens, “Occurrence of strange axiom a attractors near
quasi periodic flow on Tm, m≧3,” Commun. Math. Phys. 64, 35-40(1978).
[16] J. H. Curry and J. A. Yorke, “A transition from Hoph bifurcation to chaos: Computer
experiments with maps on R2,” in The Structure of Attractor in Dynamical System (eds.
N. G. Markley, J. C. Martin and W. Perrizo), Springer Berlin Heidelberg, 48-66(1978).
[17] M. Dubois and P. Bergé, “Instabilités de couche limite dans un fluide en convection.
Evolution vers la turbulence,” J. Phys. France 42, 167-174(1981).
[18] P. Bergé, “Study of the phase space diagrams through experimental Poincaré sections in
prechaotic and chaotic regimes,” Physica Scripta 1982 (T1), 71-72(1982).
[19] P. Bergé and M. Dubois, “Transient reemergent order in convective spatial chaos,”

Physics Letters A 93, 365-367(1983).
[20] M. Dubois, P. Bergé and V. Croquette, “Study of non steady convective regimes using
Poincaré sections,” J. Physique Lett. 43, 295-298(1982).
[21] M. J. Feigenbaum, “Quantitative universality for a class of nonlinear transformations,” J.

Statistical Phys. 19, 25-52(1978).
[22] A. Libchaber, S. Fauve and C. Laroche, “Two-parameter study of the routes to chaos,”

Physica D: Nonlinear Phenomena 7, 73-84(1983).
[23] A. M. Fraser and H. L. Swinney, “Independent coordinates for strange attractors from
mutual information,” Phys. Rev. A 33, 1134–1140(1986).
[24] C. Bandt and B. Pompe, “Permutation entropy: a natural complexity measure for time
series,” Phys. Rev. Lett. 88, 174102(2002).
[25] R. Wayland, D. Bromley, D. Pickett and A. Passamante, “Recognizing determinism in a
time series,” Phys. Rev. Lett. 70, 580–582(1993).
[26] J. Theiler, S. Eubank, A. Longtin, B. Galdrikian and J. D. Farmer, “Testing for
nonlinearity in time series: the method of surrogate data,” Physica D 58, 77–94(1992).
[27] D. Schwabe, P. Hintz and S. Frank, “New features of thermocapillary convection in
floating zones revealed by tracer particle accumulation structures (PAS),” Microgravity

Sci. Technol. 9, 163-168(1996).
[28] D. Schwabe, A. Mizev, M. Udhayasankar and S. Tanaka, “Formation of dynamic particle
accumulation structures in oscillatory thermocapillary flow in liquid bridges,” Phys.

Fluids 19, 072102(2007).
[29] D. Schwabe, S. Tanaka, A. Mizev and H. Kawamura, “Particle accumulation structures in
time-dependent thermocapillary flow in a liquid bridge under microgravity,” Microgravity

Sci. Technol. 18, 117-127(2006).
[30] F. H. Muldoon and H. C. Kuhlmann, “Coherent particulate structures by boundary
- 27
27 This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

199

199

interaction of small particles in confined periodic flows,” Physica D 253, 40-65(2013).
[31] R. V. Mukin and H. C. Kuhlmann, “Topology of hydrothermal waves in liquid bridges and
dissipative structures of transported particles,” Phys. Rev. E 88, 053016(2013).
[32] 石村美紗, F. Romano, H. C. Kuhlmann, 金子敏宏, 上野一郎, “温度差マランゴニ効果による二
次元定常流中に付与した単一粒子挙動に関する実験的研究,” 第 53 回日本伝熱シンポジウム
（2016 年 5 月 24 日-26 日, 大阪）, CD-ROM (2016) E222.

[33] F. H. Muldoon and H. C. Kuhlmann, “Different particle-accumulation structures arising
from particle–boundary interactions in a liquid bridge,” Int. J. Multiphase Flow 59,
145-159(2014).
（以上）

- 28
28 This document is provided by JAXA.

200

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

200

「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程(MEIS)」
成果リスト

【学術論文】
※各論文末尾の[IF: *]は雑誌のインパクトファクターを示す
1. Yano, T., Maruyama, K., Matsunaga, T. and Nishino, K., Effect of ambient gas flow on the instability of

Marangoni convection in liquid bridges of various volume ratios, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 99,
pp.182-191 (2016) [IF: 2.980]

2. Gotoda, M., Melnikov, D. E., Ueno, I. and Shevtsova, V., Experimental study on dynamics of coherent

structures formed by inertial solid particles in three-dimensional periodic flows, Chaos: An
Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, Vol. 26, 073106 (2016) [IF: 2.148]

3. Nishino, K., Yano, T., Kawamura, H., Matsumoto, S., Ueno, I. and Ermakov, M. K., Instability of

thermocapillary convection in long liquid bridges of high Prandtl number fluids in microgravity, J. Cryst.
Growth, Vol.420, pp. 57-63 (2015) [IF: 1.481]

4. Matsugase, T., Ueno, I., Nishino, K., Ohnishi, M., Sakurai, M., Matsumoto, S. and Kawamura, H.,

Transition to chaotic thermocapillary convection in a half zone liquid bridge, Int. J. Heat Mass Transfer,
Vol.89, pp.903-912 (2015) [IF: 2.980]

5. Melnikov, D. E., Shevtsova, V., Yano T. and Nishino, K., Modeling of the experiments on the Marangoni

convection in liquid bridges in weightlessness for a wide range of aspect ratios, Int. J. Heat Mass Transfer,
Vol.87, pp.119-127 (2015) [IF: 2.980]

6. Yano, T., Nishino, K., Kawamura, H., Ueno, I. and Matsumoto, S., Instability and associated roll structure

of Marangoni convection in high Prandtl number liquid bridge with large aspect ratio, Physics of Fluids,
Vol. 27, No. 2, 024108 (2015) [IF: 2.186]

7. Yano, T. and Nishino, K., Effect of liquid bridge shape on the oscillatory thermal Marangoni convection,

European Physical Journal Special Topics, Vol. 224, pp. 289-298 (2015) [IF: 1.633]

8. Gotoda, M., Sano, T., Kaneko, T. and Ueno, I., Evaluation of existence region and formation time of

particle accumulation structure (PAS) in half-zone liquid bridge, European Physical Journal Special
Topics, Vol. 224, pp. 299-307 (2015) [IF: 1.633]

9. Watanabe, T., Melnikov, D.E., Matsugase, T., Shevtsova, V. and Ueno, I., The stability of a

thermocapillary-buoyant flow in a liquid bridge with heat transfer through the interface, Microgravity
Science and Technology, Vol. 26, pp.17-28 (2014) [IF: 0.778]

10. Kuhlmann, H.C., Mukin, R.V., Sano, T. and Ueno, I., Structure and dynamics of particle-accumulation

in thermocapillary liquid bridges, Fluid Dynamic Research, Vol. 46, No. 4, 041421 (22 Pages) (2014)
[IF: 0.848]

11. Sato, F., Ueno, I., Kawamura, H., Nishino, K., Matsumoto, S., Ohnishi M. and Sakurai, M., Hydrothermal

Wave Instability in a High-Aspect-Ratio Liquid Bridge of Pr > 200 - On-Orbit Experiments in the
Japanese Experiment Module 'Kibo' Aboard the International Space Station, Microgravity Science and
Technology, Vol. 25, pp.43-58 (2013) [IF: 0.778]

12. Matsunaga, T., Mialdun, A., Nishino, K. and Shevtsova, V., Measurements of gas/oil free surface

deformation caused by parallel gas flow, Physics of Fluids, Vol. 24, pp. 062101 (17 pp.) (2012) [IF:
2.186]

13. Kawamura, H., Nishino, K., Matsumoto, S. and Ueno, I., Report on Microgravity Experiments of

Marangoni Convection Aboard International Space Station, Transactions of ASME, Journal of Heat
Transfer, Vol. 134, pp. 031005-031018 (2012) [IF: 1.788]

14. Yano, T., Nishino, K., Kawamura, H., Ueno, I., Matsumoto, S., Ohnishi, M. and Sakurai, M., 3-D PTV

measurement of Marangoni convection in liquid bridge in space experiment, Experiments in Fluids, Vol.

11
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

201

201

53, pp. 9-20 (2012) [IF: 1.935]
15. Yano, T., Nishino, K., Kawamura, H., Ueno, I., Matsumoto, S., Ohnishi, M. and Sakurai, M., Space

experiment on the instability of Marangoni convection in large liquid bridge - MEIS-4: Effect of Prandtl
number - , J. Physics: Conf. Ser., Vol. 327, pp. 012029-012036 (2011) [IF: 1.935]

16. Sakagami, K., Goto, M., Matsumoto, S. and Ohkuma, H., Entering “A NEW REALM” of KIBO Payload

Operations - Continuous efforts for microgravity experiment environment and lessons learned from real
time experiment operations in KIBO -, J. Physics: Conf. Ser., Vol. 327, pp. 012054-012067 (2011)

17. Yano, T., Nishino, K., Kawamura, H., Ohnishi, M., Ueno, I., Matsumoto, S. and Yoda, S., 3-D flow

structure of oscillatory thermocapillary convection in liquid bridge in MEIS, Journal of The Japan
Society of Microgravity Application, Vol. 28, No. 2, pp. 126-131 (2011)

18. Shevtsova, V., Mialdun, A., Kawamura, H., Ueno, I., Nishino, K. and Lappa, M., Onset of

Hydrothermal Instability in Liquid Bridge. Experimental Benchmark, Fluid Dynamics & Materials
Processing (FDMP) Vol.7, pp. 1-28 (2011) [IF: 0.880]

19. Ueno, I., Kawazoe, A. and Enomoto, H., Effect of ambient-gas forced flow on oscillatory

thermocapillary convection of half-zone liquid bridge, Fluid Dynamics and Materials Processing, Vol.
6, pp. 99-108 (2010) [IF: 0.880]

20. Abe, Y., Ueno, I. and Kawamura, H., Dynamic Particle Accumulation Structure (PAS) due to

Thermocapillary Effect in Non-Cylindrical Half-Zone Liquid Bridge, in Interdisciplinary Transport
Phenomena 1161 (ed. Sadhal, S.), New York Academy of Science, New York, pp.240-245 (2009)

21. Ueno, I., Abe, Y. Noguchi, K. and Kawamura, H., Dynamic particle accumulation structure (PAS) in

half-zone liquid bridge –Reconstruction of particle motion by 3-D PTV -, Adv. Space Research, Vol.41,
pp.2145-2149 (2008)

22. Abe, Y., Ueno, I. and Kawamura, H., Effect of Shape of HZ Liquid Bridge on Particle Accumulation

Structure (PAS), Microgravity Sci. Technol. Vol. XIX, 84-86 (2007) [IF: 0.778]

23. Tanaka, S., Ueno, I., Kawamura, H. and Schwabe, D., Flow structure and dynamic particle accumulation

in thermocapillary convection in a liquid bridge, Phys. Fluids Vol.18, #067103 (11 pages), (2006) [IF:
2.186]

24. Irikura, M., Arakawa, Y., Ueno, I. and Kawamura, H., Effect of ambient fluid flow upon onset of

oscillatory thermocapillary convection in half-zone liquid bridge, Microgravity Sci. Technol. XVI,
pp.176-180 (2005) [IF: 0.778]

25. Nishimura, M., Ueno, I., Nishino, K., and Kawamura, H., 3-D PTV measurement of oscillatory

thermocapillary convection in half-zone liquid bridge, Exp. Fluids, Vol.38, pp.285 – 290 (2005) [IF:
1.935]

26. 田中志穂, 上野一郎, 河村洋, 液柱内温度差マランゴニ対流における粒子集合現象, 日本機械

学会論文集（B 編）, Vol.70, pp.997-1005 (2004)
27. Ueno, I., Tanaka, S., Kawamura, H., Various flow patterns in thermocapillary convection in half-zone

liquid bridge of high Prandtl number fluid, Adv. Space Research, Vol. 32, pp.143-148 (2003) [IF: 1.409]

28. 上野 一郎, 田中 志穂, 河村 洋, 高プラントル数流体液柱内温度差マランゴニ対流における各

種対流場の発現, 日本機械学会論文集（Ｂ編）, Vol. 69, pp. 1461-1468 (2003)
29. Ueno, I., Tanaka, S., and Kawamura, H., Oscillatory and chaotic thermocapillary convection in a half-

zone liquid bridge, Phys. Fluids 15, pp.408-416 (2003) [IF: 2.186]

30. Kawamura, H., Ueno, I. and Ishikawa, T., Study of Thermocapillary Flow in a Liquid Bridge towards an

On-Orbit Experiment aboard the ISS, Advances in Space Research, Vol.29, pp.611-618 (2002) [IF: 1.409]

31. 河村 洋, 小野 嘉久, 上野 一郎, 液柱内マランゴニ対流における振動流遷移とモード構造, 日

本機械学会論文集 (B2) Vol.67, pp.1466-1473 (2001)
* Yano, T., Nishino, K., Ueno, I., Matsumoto, S. and Y. Kamotani, Sensitivity of hydrothermal wave
instability of Marangoni convection to the interfacial heat transfer of Marangoni convection in long
liquid bridges of high Prandtl number fluids, submitted to Physics of Fluids, (2017) [IF: 2.186]

22

This document is provided by JAXA.

202

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

202

◯関連論文
1. Kuhlmann, H. C., Lappa, M., Melnikov, D., Mukin, R., Muldoon, F. H., Pushkin, D., Shevtsova, V. and

Ueno, I., The JEREMI-Project on Thermocapillary Convection in Liquid Bridges. Part A: Overview of
Particle Accumulation Structures, Fluid Dynamics & Materials Processing, Vol.10, No.2, pp.1-10 (2014)
[IF: 0.880]

2. Shevtsova, V., Gaponenko, Y., Kuhlmann, H. C., Lappa, M., Lukasser, M., Matsumoto, S., Mialdun, A.,

Montanero, J. M., Nishino, K. and Ueno, I., The JEREMI-project on thermocapillary convection in liquid
bridges, Part B: overview on impact of co-axial gas flow, Fluid Dynamics & Materials Processing, Vol.10,
No.2, pp.197-240 (2014) [IF: 0.880]

3. Niigaki, Y. and Ueno, I., Formation of particle accumulation structure (PAS) in half-zone liquid bridge

under an effect of thermo-fluid flow of ambient gas, Aerospace Technology Japan, Trans. JSASS, Vol.10,
pp. Ph_33-Ph_37 (2012)

4. Tiwari S. and Nishino, K., Effect of confined and heated ambient air on onset of instability in liquid

bridges of high Pr fluids, Fluid Dynamics & Materials Processing, Vol. 6, No. 1, pp. 109-136, (2010) [IF:
0.880]

5. Ueno, I., Kawazoe, A. and Enomoto, H., Effect of ambient-gas forced flow on oscillatory thermocapillary

convection of half-zone liquid bridge, Fluid Dynamics & Materials Processing, Vol.6, pp. 99-108 (2010)
[IF: 0.880]

6. Tiwari, S. and Nishino, K., Numerical study to investigate the effect of partition block and ambient air

temperature on interfacial heat transfer in liquid bridges of high Prandtl number fluid, J. Crystal Growth,
Vol. 300, pp. 486–496, (2007) [IF: 1.481]

7. Nishino, K. and Tiwari, S., Effect of heat loss on Marangoni convection in a liquid bridge, Journal of The

Japan Society of Microgravity Application, Vol.24, No.1, pp. 54-61, (2007)

8. Sakurai, M., Ohishi, N. and Hirata, A., Oscillatory Thermocapillary Convection in a Liquid Bridge Part

1 -1g Experiments-, J. Crystal Growth, Vol. 308, pp.352-359 (2007) [IF: 1.481]

9. Sakurai, M., Ohishi, N. and Hirata, A., Oscillatory Thermocapillary Convection in a Liquid Bridge Part

2 -Dropshaft Experiment-, J. Crystal Growth, Vol.308, pp. 360-365 (2007) [IF: 1.481]

10. Uemura, S., Kudo, M., Ueno, I. and Kawamura, H., Azimuthal wave number control of oscillatory

thermocapillary convection in a liquid bridge, Heat Transfer, Asian Research, Vol.34(7), pp.460-469,
(2005)

11. Kudo, M., Shiomi, J., Ueno, I., Amberg, G., and Kawamura, H., Experiment on Multi-mode Feedback

Control on Nonlinear Thermocapillary Convection in a Half-zone Liquid Bridge, Adv. Space Research,
Vol.36, pp.57-63, (2005) [IF: 1.409]

12. 植村豪, 工藤正樹, 上野一郎, 河村洋, 液柱内マランゴニ対流の局所加熱による周方向波数制

御, 日本機械学会論文集（B 編）Vol. 71, pp.559-564 (2005)
13. 工藤正樹, 塩見淳一郎, 上野一郎, Gustav Amberg, 河村洋, 温度差マランゴニ効果による液柱内

非線形対流場のフィードバック制御，日本機械学会論文集（B 編），Vol.71，pp.1617-1624
(2005)
14. Kanashima, Y., Nishino, K. and Yoda, S., Effect of g-jitter on the thermocapillary convection experiment

in ISS, Microgravity Science and Technology, Vol. 16, pp. 285-289 (2005) [IF: 1.481]

15. Li, X., Nishino, K. and Yoda, S., Temporal speckle pattern interferometry for measuring micron-order

surface motion of liquid bridge, Measurement Science & Technology, Vol. 15, pp. 2284-2294 (2004) [IF:
1.492]

16. Li, X., Nishino K. and Yoda, S., Measurement of dynamic surface deformation of liquid bridge with

thermocapillary convection by using temporal speckle pattern interferometry, Int. J. Microgravity Sci.
Appl., Vol.21, pp. 267-275 (2004)

17. Shiomi, J., Kudo, M., Ueno, I., Kawamura, H. and Amberg, G., Feedback control of oscillatory

33
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

203

203

thermocapillary convection in a half-zone liquid bridge, J. Fluid Mech., Vol.496, pp.193-211 (2003) [IF:
2.726]
18. Sakurai, M., Ohishi, N., Hirata, A., Oscillatory thermocapillary convection features in a liquid bridge

under normal gravity and microgravity conditions -drop shaft experiments-, Advance Space Research Vol.
24, pp.1379-1384 (1999) [IF: 1.409]

19. Xie, J.C., Lin, H. Han, J.H., Dong, X.Q., Hu, W.R., Hirata, A., Sakurai, M., Experimental Investigation

on Marangoni Drop Migration using Drop Shaft Facility, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol.41(14), pp.20772081 (1998) [IF: 2.980]

20. Hirata, A., S. Nishizawa, M. Sakurai: "Experimental Results of Oscillatory Marangoni Convection in a

Liquid Bridge under Normal Gravity", J. Jpn. Soc. Microgravity Apple., Vol.14, pp.122-129 (1997)

21. Hirata, A., Sakurai, M., Ohishi, N., Effect of Gravity on Marangoni Convection in a Liquid Bridge, Int.

J. Microgravity Sci. Appl., 14, 130-136 (1997)

22. Hirata, A., M. Sakurai, M. Ohishi "Transition Process from Laminar to Oscillatory Marangoni Convection

in a Liquid Bridge under Normal and Micro Gravity", Int. J. Microgravity Sci. Appl., Vol.14, pp.137-143
(1997)

23. Yao, Y.L., Shu, J. Z., Xie, J. C., Hu, W. R., Hirata, A., Nishizawa, S., Sakurai, M., Transition of

Oscillatory Floating Half Zone Convection from Earth's Gravity to Microgravity, Int. J. Heat and Mass
Transfer, 2517-2524 (1997) [IF: 2.980]

24. Ohnishi, M., Yoshihara, S., AZUMA, H., Yoda, S. and Kawasaki, K., Marangoni Convection in a Liquid

Column under Microgravity - Experiment Using a TR-1A Sounding Rocket and Computer Simulations
-, Int. J. Microgravity Sci. Appl.,Vol.10, pp.8-14 (1993)

25. Ohnishi M. and AZUMA, H., Computer Simulation of Oscillatory Marangoni Flow, Acta Astronautica,

26, 8-10, 1992 [IF: 1.095]

26. Ohnishi, M., Yoshihara, S. and AZUMA, H., Computer Simulation of Thermocapillary Motion with

Surface Deformation, Microgravity Quarterly, Vol. 2, pp.17-18 (1992)

44
This document is provided by JAXA.

204

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

204

【学会発表】
1. 片倉大久真, 矢野大志, 西野耕一, トモグラフィック PIV を用いた液柱マランゴニ対流の振動

流構造の測定, 第 44 回可視化情報シンポジウム, 2016 年 7 月 19~20 日, 工学院大学新宿キャン
パス

2. Nishino, K., Yano, T., Whole flow field measurement for the study of instability mechanisms of

thermocapillary convection in microgravity experiments, 17th International Symposium on Flow
visualization (ISFV17), (Jun. 19-22, 2016, Gatlinburg, Tennessee, U.S.A.) (Keynote)

3. Yano, T., Nishino, K., Kamotani, Y., Ueno, I., Matsumoto, S., Effect of interfacial heating/cooling on the

hydrothermal wave of thermocapillary liquid bridges of high Prandtl number fluids, 8th Conference of
the International Marangoni Association (IMA8) (Jun. 12-16, 2016, Bad Honnef, Germany)

4. Toshikazu Eguchi, Kosuke Motegi, Shoichi Nakamura, Masahiro Watanabe, Toshihiro Kaneko & Ichiro

Ueno, Standing-wave-type oscillatory flows in half-zone liquid bridge of high aspect ratio under zero
gravity, 11th Asian Microgravity Symp. (25-29 Oct. 2016, Hokkaido, Japan) (poster) -> Outstanding
Poster Award (1st)

5. Aro Toyama, Misa Ishimura, Masakazu Gotoda, Toshihiro Kaneko & Ichiro Ueno, Quantitative

characterisation of formation process of the particle accumulation structure in the half-zone liquid bridge,
11th Asian Microgravity Symp. (25-29 Oct. 2016, Hokkaido, Japan) (poster)

6. Ishimura, M., Romano, F., Kuhlmann, H. C., Ueno, I., Experimental study on the finite-size particle

behavior in a steady flow in a thermocapillary liquid bridge, 8th Conf. International Marangoni
Association (IMA8) (12th-16th June 2016, Bad Honnef, Germany) (poster)

7. Melnikov, D., Gotoda, M., Ueno, I., Shevtsova, V., Variety of particle accumulation structures in

thermocapillary flows, 8th Conf. International Marangoni Association (IMA8) (12th-16th June 2016, Bad
Honnef, Germany) (oral)

8. Romano, F., Ishimura, M., Kuhlmann, H. C., Ueno, I., On the role of the heat transfer in modelling

axisymmetric particle accumulation in thermocapillary liquid bridges, 8th Conf. International Marangoni
Association (IMA8) (12th-16th June 2016, Bad Honnef, Germany)(oral)

9. 矢野大志, 西野耕一, 鴨谷康弘, 上野一郎, 松本聡, 気液界面の熱移動が高プラントル数液柱マ

ランゴニ対流の Hydrothermal Wave 不安定性に与える影響, 第 53 回伝熱シンポジウム, 2016 年
5 月 24~26 日, グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）, CD-ROM E224
10. Melnikov, D., Shevtsova, V., Yano, T., Nishino, K., Modeling of the experiments in liquid bridges

conducted on the ISS, The Joint Conference of 6th International Symposium on Physical Sciences in
Space (ISPS6) and 10th International Conference on Two-Phase Systems for Space and Ground
Application (ITTW2015) (Sep. 14-18, 2015, Kyoto, Japan) (Keynote)

11. Yano, T., Nishino, K., Ueno, I., Matsumoto, S., Effect of heat transfer between liquid-gas interface on the

instability and oscillation mode of Marangoni convection in liquid bridge in space experiment, The Joint
Conference of 6th International Symposium on Physical Sciences in Space (ISPS6) and 10th International
Conference on Two-Phase Systems for Space and Ground Application (ITTW2015) (Sep. 14-18, 2015,
Kyoto, Japan)

12. Aro TOYAMA, Masakazu GOTODA, Toshihiro KANEKO, Ichiro UENO, Occurring conditions and

formation process of second type of spiral loop particle accumulation structures (SL-2 PAS) in half-zone
liquid bridge, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennial Symposium and General
Assembly 2015 (22th ELGRA) (29th Sept - 1st Oct. 2015, Corfu ISL., Greece), 2015 (oral)

13. Melnikov, D., Watanabe, T., Pushkin, D., Shevtsova, V. & Ueno, I., Spatial and kinematic topology within

an ensemble of particles in a thermocapillary flow in a liquid bridge, 7th Conf. of International Marangoni
Association (IMA7) (June 23 - 26, 2014, Wien), 2014 (oral)

14. Gotoda, M., Sano, T., Kaneko, T. & Ueno, I., Effects of external shield on particle accumulation

structure(PAS) due to thermocapillary effect in a half-zone liquid bridge, 7th Conf. of International
Marangoni Association (IMA7) (June 23 - 26, 2014, Wien), 2014 (oral)

15. 矢野大志, 西野耕一, 上野一郎, 松本聡, 高プラントル数長液柱において表面張力流と逆向き

55
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

205

205

に伝播する渦構造, 日本マイクログラビティ応用学会第 28 回学術講演会 (JASMAC-28), 2014
年 11 月 26~28 日, イーグレひめじ
16. Ueno, I., Kawasaki, H., Watanabe, T., Sano, T. & Suzuki, M., Hydrothermal-wave instability and resultant

flow patterns induced by thermocapillary effect in a half-zone liquid bridge of high aspect ratio, Proc. 5th
Int. Conf. Heat Transfer & Fluid Flow in Microscale (HTFFM-V)(22nd - 25th Apr. 2014, Marseille,
France), USB, paper #: O-24_025, 2014.

17. Ueno, I., Kawasaki, H., Watanabe, T., Motegi, K. & Kaneko, T., Hydrothermal-wave instability and

resultant flow patterns induced by thermocapillary effect in a half-zone liquid bridge of high aspect ratio,
15th Int. Heat Transfer Conf. (IHTC15) (Aug. 10th - 15th, 2014, Kyoto), USB (paper #: IHTC15-9489
(12 pages)), 2014. (DOI: 10.1615/IHTC15.fcv.009489

18. 矢野大志, 西野耕一, 上野一郎, 松本聡, 河村洋, 高 AR・高 Pr 数流体液柱内マランゴニ対流の

新たな振動モード, 日本マイクログラビティ応用学会 第 27 回学術講演会 (JASMAC-27), 2013
年 11 月 27~29 日, 芝浦工業大学 豊洲キャンパス.

19. Yano, T., Nishino, K., Ueno, I., Matsumoto, S., Kawamura, H., Influence of liquid bridge shape on the

oscillatory Marangoni convection under micro and normal gravity, Joint meeting of The 29th American
Society for Gravitational and Space Research (ASGSR29) and 5th International Symposium for Physical
Sciences in Space (ISPS5) (Nov. 3-8, 2013, Orlando, FL, USA).

20. Suzuki, M. & Ueno, I., Correlation between dynamic surface deformations and particle accumulation

structure (PAS) in HZ liquid bridge, 29th Annual Meeting of American Society for Gravitational & Space
Research/ 5th Int. Symp. Physical Sciences in Space (ISPS5)(Orlando, FL, 3rd-8th Nov. 2013), p.71,
2013.

21. Kawasaki, H. & Ueno, I., Transition of thermocapillary-driven convection in a high-aspect-ratio liquid

bridge under zero gravity, 29th Annual Meeting of American Society for Gravitational & Space Research/
5th Int. Symp. Physical Sciences in Space (ISPS5) (Orlando, FL, 3rd-8th Nov. 2013), p.58, 2013. (oral)

22. Matsugase, T., Ikebukuro, K., Ueno, I., Kawamura, H., Nishino, K., Ohnishi, M. & Matsumoto, S., Route

to chaotic thermocapillary convection in a half zone liquid bridge realized in the international space
station, Bulletin of European Low Gravity Research Association (Elgra) 28 (2013 19th Biennial
Symposium of Elgra (Vatican City, 11th - 14th Sept. 2013)), pp.67-68, 2013.

23. Watanabe, T., Matsugase, T., Kawasaki, H. & Ueno, I., Non-linear flow fields and their transition

processes of liquid bridge due to thermocapillary effect under normal gravity condition, The 24th
International Symposium on Transport Phenomena (ISTP24) (11/1 - /5, 2013, Yamaguchi, Japan), pp.496502, 2013 (oral)

24. 矢野大志, 西野耕一, 河村洋, 上野一郎, 大西充, 微小重力環境において液柱形状がマランゴニ

対流のモード構造に与える影響, 日本マイクログラビティ応用学会 第 27 回学術講演会
(JASMAC-27), 2012 年 11 月 20~22 日, 九州大学 西新プラザ.
25. 矢野大志, 「きぼう」宇宙実験における液柱マランゴニ対流の 3-D PTV 計測, 日本マイクログ

ラビティ応用学会 第 8 回研究奨励賞受賞講演, 2012 年 11 月 22 日, 九州大学 西新プラザ.

26. Ueno, I., Sato, F., Nishino, K., Kawamura, H., Matsumoto, S., Ohnishi, M., Sakurai, M., Long-duration

fluid physics experiments on thermocapillary-driven flow in large liquid bridge on 'Kobo,' 28th annual
meeting of The American Society For Gravitational And Space Research (ASGSR) (Nov. 28th - Dec. 2nd,
2012, New Orleans) (oral).

27. Ueno,I., Nishino, K., Ohnishi, M., Kawamura, H., Sakurai, M., Matsumoto, S., On-orbit experiment on

liquid bridge pinch off under thermocapillary effect in Japan Experiment Module 'Kibo' aboard the ISS,
(Gallery of Fluid Motion) 65th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics (Nov. 18 - 20, 2012,
San Diego, CA), 2012.

28. Yano, T., Nishino, K., Kawamura, H., Ueno, I., Matsumoto, S., Effect of liquid bridge shape on the

instability of Marangoni convection in space experiment, 15th International Symposium on Flow
Visualization (ISFV15) (June 25-28, 2012, Minsk, Belarus) (Keynote presentation).

29. Yano, T., Nishino, K., Kawamura, H. and Matsumoto, S., Flow and temperature field associated with

66
This document is provided by JAXA.

206

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

206

hydrothermal wave of Marangoni convection in liquid bridge under microgravity, 6th Conference of the
International Marangoni Association (IMA6) (Jun 18-21, 2012, Haifa, Israel).
30. 矢野大志, 西野耕一, 河村洋, 上野一郎, 松本聡, 大西充, 桜井誠人, 液柱マランゴニ対流の不

安定性に関する宇宙実験 - MEIS-3: 体積比の影響と PAS の観察 -,第 28 回宇宙利用シンポジウ
ム(SUR28), 2012 年 1 月 23~24 日, 日本学術会議.
31. 矢野大志, 西野耕一, 河村洋, 上野一郎, 松本聡, 大西充, 桜井誠人, 微小重力環境における高

Ar 液柱内 Hydrothermal Wave の特性について, 日本マイクログラビティ応用学会 第 25 回学術
講演会(JASMAC-25), 2011 年 11 月 28~29 日, (株)IHI 横浜事業所内ゲストハウス.
32. Ueno, I., Nishino, K., Kawamura, H., Ohnishi, M. and Matsumoto, S., Non-linear thermocapillary

convection in half-zone liquid bridge - on-orbit experiments on Kibo aboard the ISS (invited lecture), 6th
Int. Conf. Two-Phase Systems for Ground & Space Applications (Sept. 25-28, 2011, Cava de' Tirreni,
Salerno, Italy).

33. Sato, F., Ueno, I., Nishino, K., Kawamura, H., Ohnishi M. and Matsumoto, S., Chaotic thermocapillary

convection in a half-zone liquid bridge on 'KIBO' aboard the International Space Station, European Low
Gravity Research Association (ELGRA) Symposium (Antwerp, Belgium, 5 - 9 Sept. 2011).

34. Niigaki, Y. and Ueno, I., Effect of ambient gas flow on particle accumulation structure (PAS) due to

thermocapillary effect in half-zone liquid bridge, European Low Gravity Research Association (ELGRA)
Symposium (Antwerp, Belgium, 5 - 9 Sept. 2011).

35. Takakusagi, T., Ueno, I. and Hong, C., Particle accumulation structure (PAS) in hanging droplet by

thermocapillary convection, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Symposium
(Antwerp, Belgium, 5 - 9 Sept. 2011).

36. Matsumoto, S., Yoda, S., Komiya A. and Kawaji, M., Effect of Prandtl number on onset of oscillatory

Marangoni convection in large liquid bridge, Abstract of ELGRA Biennial Symposium and General
Assembly, p. 35, 5-9 September 2011.

37. 矢野大志, 西野耕一, 河村洋, 上野一郎, 松本聡, 宇宙実験における高プラントル数液柱マラン

ゴニ対流の振動流構造, 可視化情報, Vol. 31, Suppl. No. 1, pp.41-44, 2011.
38. Taishi YANO, Koichi NISHINO, Hiroshi KAWAMURA, Ichiro UENO, Satoshi MATSUMOTO, Mitsuru

OHNISHI and Masato SAKURAI, Space Experiment on the Instability of Marangoni Convection in
Large Liquid Bridges - MEIS-4: Effect of Prandtl Number -, presented at the 4th International Symposium
on Physical Science in Space (ISPS4), July 11-15, 2011, Bonn-Bad Godesberg, Germany.

39. Matsumoto, S., Yoda, S., Kawamura, H., Nishino, K., Ueno, I., Kawaji, M. and Komiya, A., Outcomes

and Perspective of JAXA Marangoni Research Project Onboard Kibo, 4th Int. Symposium on Physical
Sciences in Space, 11-15 July 2011. (Plenary)

40. Sakagami, K., Goto, M., Matsumoto, S. and Ohkuma, H., Entering "A NEW REALM" of KIBO Payload

Operations Continuous efforts for microgravity experiment environment and lessons learned from real
time experiment operations in KIBO, 4th Int. Symposium on Physical Sciences in Space, 11-15 July 2011.

41. Keisuke FUDANO, Ryosuke MATSUOKA and Koichi NISHINO, Mode of Oscillation of

Thermocapillary Convection in Long Liquid Bridge, presented at the 28th International Symposium on
Space Technology and Science (ISTS28), June 5-12, 2011, Okinawa, Japan.

42. Taishi YANO, Koichi NISHINO, Hiroshi KAWAMURA, Ichiro UENO, Satoshi MATSUMOTO, Mitsuru

OHNISHI and Masato SAKURAI, Space Experiment on the Instability of Thermocapillary Convection
in Large Liquid Bridge - Effect of Prandtl Number -, presented at the 28th International Symposium on
Space Technology and Science (ISTS28), June 5-12, 2011, Okinawa, Japan.

43. Niigaki, Y. and Ueno, I., Formation of particle accumulation structure (PAS) in half-zone liquid bridge

under an effect of thermo-fluid flow of ambient gas, 28th Int. Symp. Space Technology & Science
(ISTS28), usb, paper #: 2011-h-40, 2011. (Ginowan, Okinawa, 6/5 ~ /12, 2011).

44. Kawamoto, N. and Ueno, I., Numerical simulation on thermocapillary-driven flow in low-aspect-ratio

liquid bridge, 28th Int. Symp. Space Technology & Science (ISTS28), usb, paper #: 2011-h-37, 2011.
(Ginowan, Okinawa, 6/5 ~ /12, 2011).

77
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

207

207

45. 札埜圭祐, 松岡良祐, 西野耕一, 液柱マランゴニ対流における振動モード – 高アスペクト比

（Ar）液柱 –, 第 27 回宇宙利用シンポジウム(SUR27), 2011 年 1 月 24~25 日, 宇宙航空研究開
発機構・相模原キャンパス.

46. 西野耕一, 矢野大志, 河村洋, 上野一郎, 松本聡, 大西充, 桜井誠人, 液柱マランゴニ対流の不

安定性に関する宇宙実験 - MEIS-4: プラントル数の影響, 第 27 回宇宙利用シンポジウム
(SUR27), 2011 年 1 月 24~25 日, 宇宙航空研究開発機構・相模原キャンパス.
47. D. Wickramasinghe, M. Kawaji and K. Das, Investigation of Marangoni Convection on International

Space Station, Proceedings of the 61st International Astronautical Congress (September 27-October 1,
2010, Prague, Czech Republic), Paper IAC-10.A2.6.7, 2010.

48. S. Matsumoto, S Yoda, H. Kawamura, K. Nishino and I. Ueno, Current status and outlook of JAXA

Marangoni Project, Abstract book of 8th Japan-China-Korea Workshop on Microgravity Sciences, p.3839, Plenary Lecture, September 2010.

49. Taishi YANO, Koichi NISHINO, Hiroshi Kawamura, Mitsuru OHNISHI, Ichiro UENO, Satoshi

MATSUMOTO, Shin-ichi YODA and Tetsuo TANAKA, 3-D Flow Structure of Oscillatory
Thermocapillary Convection in Liquid Bridge in MEIS, presented at the 8th Japan-China-Korea
Workshop (JCK8), September 22-24, 2010, Akiu, Sendai, Japan.

50. Ryosuke MATSUOKA, Koichi NISHINO, Hiroshi KAWAMURA, Ichiro UENO, Mitsuru OHNISHI,

Satoshi MATSUMOTO, Shin-ichi YODA and Tetsuo TANAKA, Onset of Oscillation of Marangoni
Convection in Long Liquid Bridges, presented at the 8th Japan-China-Korea Workshop (JCK8),
September 22-24, 2010, Akiu, Sendai, Japan.

51. Kawamura, H., Nishino, K., Matsumoto, S. & Ueno, I., Space Experiment of Marangoni Convection on

International Space Station, 14th Int. Heat Transfer Conf. (Washington DC, USA, 8/8 - /13, 2010),
proceedings (paper #: IHTC14-23346) (oral, keynote lecture).

52. 矢野大志, 西野耕一, 河村洋, 大西充, 上野一郎, 松本聡, 依田真一, 田中哲夫, 多時刻粒子追

跡を用いた液柱マランゴニ対流の 3-D PTV 計測, 可視化情報, Vol. 30, Suppl. No. 1, pp.99-102,
2010.
53. Yano, T., Nishino, K., Kawamura, H., Ohnishi, M. Ueno, I., Matsumoto, Yoda, S. & Tanaka, T., 3-D PTV

Measurement of Marangoni Convection in Liquid Bridge in Space Experiment, Proceedings of the 14th
International Symposium on Flow Visualization (ISFV14) (June 21-24, 2010, Daegu, Korea), Paper No.
74, 2010.

54. Matsuoka, R., Nishino, K., Kawamura, H., Ueno, I., Ohnishi, M., Matsumoto, S., Yoda, S. & Tanaka, T.,

Onset of Oscillation of Marangoni Convection in Large Aspect-Ratio Liquid Bridges, Proc. 5th Conf. of
the International Marangoni Association (IMA5) (Jun 7-10, 2010, Florence, Italy), CD-ROM, 2010.

55. Nishino, K., Kawamura, H., Ueno, I., Ohnishi, M., Matsumoto, S., Suzuki, R., Kawazoe, A., Sasaki, K.,

Yoda, S. & Tanaka, T., Marangoni Convection Experiments in ‘KIBO’ on ISS - The Second Series of
Experiments -, Proc. 5th Conf. of the International Marangoni Association (IMA5) (Jun 7-10, 2010,
Florence, Italy), CD-ROM, 2010.

56. T. Yano and K. Nishino, 3-D PTV for Marangoni convection in space experiment - Marangoni Experiment

in Space (MEIS) -, Proc. of the Korea Japan Joint Seminar on Dynamic Measurements for Multi-Scales
& Multi-Physics (February 26, 2010, Okinawa, Japan), 2010.

57. Ueno, I., Makino, Y., Kawazoe, A. & Enomoto, H., Critical condition of oscillatory thermocapillary

convection in a half-zone liquid bridge, 4th Int. Marangoni Association Conf. on Interfacial & Micro Fluid
Dynamics & Processes (IMA4) (Chiba, 10/21 - /23, 2008), pp.47-48, 2008.

58. Kawamura, H., Nishino, K., Ohnishi, M., Ueno, I. & Matsumoto, S., A microgravity experiment on the

critical Marangoni number for a liquid bridge on International Space Station, 4th Int. Marangoni
Association Conf. on Interfacial & Micro Fluid Dynamics & Processes (IMA4) (Chiba, 10/21 - /23, 2008),
pp.41-42, 2008.

59. Abe, Y., Ueno, I. & Kawamura, H., Effect of Shape of HZ Liquid Bridge on Particle Accumulation

Structure (PAS), 2nd Int. Topical Team Workshop on Two-phase systems for ground and space

88
This document is provided by JAXA.

208

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

208

applications (10/26-/28 2007, Kyoto, Japan), 2007. (Poster, Best Poster Award)
60. Abe, Y., Ueno, I. & Kawamura, H., Dynamic Particle Accumulation Structure (PAS) due to

Thermocapillary Effect in Half-Zone Liquid Bridge - Effect of the Liquid-Bridge Shape described by
Volume Ratio -, 3rd Int. Symp. on Physical Sciences in Space (ISPS2007) (10/22-26 2007, Nara), 252253, 2007.

61. Abe, Y., Ueno, I. & Kawamura, H., Dynamic particle accumulation structure (PAS) due to thermocapillary

effect in noncylindrical half-zone liquid bridge, Proc. Interdisciplinary Transport Phenomena V: Fluid,
Thermal, Biological, Materials and Space Sciences (ITP2007) (10/12-/19 2007, Bansko, Bulgaria), pp.925 -- 9-28, 2007.

62. Ueno, I., Abe, Y., Noguchi, K. & Kawamura, H., Reconstruction of relative particle behavior in formation

and collapse processes of particle accumulation structure (PAS) in the half-zone liquid bridge by 3-D PTV,
Proc. 25th Int. Symp. Space Technology & Science (25th ISTS) (Kanazawa, 6/4-/11, 2006), CD-ROM
(paper # 2006-h-18) (4 pages), 2006.

63. Ueno, I., Kawamura, H., Fluid physics experiments on Japanese experimental module ‘Kibo’ aboard the

ISS –Non-linear thermocapillary-driven convection in half-zone liquid bridge-, Proc. 24th International
Symposium on Space Technology and Science (ISTS24, Miyazaki, 5/30-6/4 2004), CD-ROM (paper#: ),
2004.

64. Nishimura, M., Ueno, I., Kawamura, H., and Nishino, K., 3D-PTV Measurement of Oscillatory

Thermocapillary Convection in Half-Zone Liquid Bridge, Proc. 5th Int. Symp. PIV (9/22-/25 2003, Busan,
Korea), CD-ROM (paper #: P3114)(4 pages), 2003.

65. Nishimura, M., Ueno, I., Kawamura, H., and Nishino, K., Three-dimensional velocity field measurement

of the thermocapillary convection in the half-zone liquid bridge, Proc. The 6th ASME-JSME Thermal
Engineering Joint Conference (AJTEC2003) (3/16-/20, 2003, Hawaii), CD-ROM (#C8/11-227)(6 pages),
2003.

66. Ueno, I., Fukaya, T., Nishino, K., and Kawamura, H., Three-Dimensional Flow Structure Measurement

of Thermocapillary Convection in Small-Size Half-Zone Liquid Bridge, Proc. 4th Int. Symp. PIV (9/17/19 2001, Göttingen, Germany), CD-ROM (paper #: P1118)(4 pages), 2001.

67. Kawamura, H., Ueno, I., Tanaka, S., and Nagano, D., Oscillatory, Chaotic and Turbulent Thermocapillary

Convections in a Half-Zone Liquid Bridge, Proc. 2nd Int. Symp. on Turbulence and Shear Flow
Phenomena (TSFP2) (Stockholm, Sweden, 27-29 June 2001), Vol. III, pp.375-380, 2001.

68. Ueno, I., Ono, Y., Nagano, D., Tanaka, S., and Kawamura, H., Modal Oscillatory Structure and Dynamic

Particle Accumulation in Liquid-Bridge Marangoni Convection, Proc. 4th JSME-KSME Thermal Eng.
Conf. (Kobe, Japan, 10/1-/6 2000), Vol. 3, pp.265-270, 2000.

◯関連学会発表
1. Yamaguchi, M., Yano, T., Nishino, K., PIV measurement of electrocapillary flow at the interface of two

immiscible liquid layers, 11th Asian Microgravity Symposium (AMS2016) (Oct. 25-29, 2016, Hokkaido,
Japan)

2. Hirotani, M., Yano, T., Nishino, K., Effect of cooling disk temperature and interfacial heat transfer on the

instability of Marangoni convection in liquid bridge, 11th Asian Microgravity Symposium (AMS2016)
(Oct. 25-29, 2016, Hokkaido, Japan)

3. Seki, R., Isonishi, Y., Yano, T., Nishino, K., Kamotani, Y., Matsumoto, S., Ueno, I., Komiya, A., Kawaji,

M., Imaishi, N., Characteristics of dynamic surface deformation of oscillatory Marangoni convection in
liquid bridge, 11th Asian Microgravity Symposium (AMS2016) (Oct. 25-29, 2016, Hokkaido, Japan)

4. Hirotani, M., Yano, T., Nishino, K., Effect of cooling disk temperature on the instability of Marangoni

convection in liquid bridge, The Joint Conference of 6th International Symposium on Physical Sciences
in Space (ISPS6) and 10th International Conference on Two-Phase Systems for Space and Ground
Application (ITTW2015) (Sep. 14-18, 2015, Kyoto, Japan) (Poster)

5. Seki., R., Isonishi, Y., Yano, T., Nishino, K., Kamotani, Y., Matsumoto, S., Ueno, I., Komiya, A., Kawaji,

99
This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

209

209

M., Imaishi, N., Scaling of dynamic surface deformation (DSD) of oscillatory Marangoni convection in
high Pr liquid bridge, The Joint Conference of 6th International Symposium on Physical Sciences in Space
(ISPS6) and 10th International Conference on Two-Phase Systems for Space and Ground Application
(ITTW2015) (Sep. 14-18, 2015, Kyoto, Japan) (Poster)
6. Yano, T., Nishino, K., Effect of liquid bridge shape on the oscillatory thermal Marangoni convection, 7th

Conference of the International Marangoni Association (IMA7) (Jun. 23-26, 2015, Vienna, Austria)
(Poster)

7. M. Yonezawa, K. Nishino and V. Shevtsova, The Mechanism of Instabilities on Negative Soret Effect

Depends on Aspect Ratio and Rayleigh Number, presented at the European Low Gravity Research
Association held in Rome, Italy, 11-14 September 2013.

8. Yano, T., Fudano, K., Nishino, K., Mode structure of Marangoni convection for various liquid bridge

shapes, Proc. 12th Asian Symposium on Visualization (ASV12) (May 9-23, 2013, Tainan, Taiwan), CD
ROM, paper # ASV12-201.

9. Sano, T. & Ueno, I., Research on correlation between particle accumulation structure (PAS) and

hydrothermal wave by thermocapillary-driven flow in half-zone liquid bridge, 63th Int. Astronautical
Congress (IAC63) (Naples, Oct. 1th ~ 5th, 2012), usb, paper #: IAC12 A2-4-11, 2012. (oral).

10. K. Maruyama and K. Nishino, Effect of ambient gas flow on the onset of oscillatory Marangoni

convection in liquid bridge, Proc. of the 5th Conference of the International Marangoni Association
(IMA5) (Jun 7-10, 2010, Florence, Italy), pp. 87-88, 2010.

11. S. Matsumoto, Y. Kamotani, K. Nishino, H. Kawamura, M. Kawaji, M. Ohnishi, N. Imaishi, A. Komiya

and S. Yoda, Microgravity experiment on transition to oscillatory thermocapillary flow in liquid bridge
of high Prandtl number fluid onboard the ISS, Proc. 26th ISTS, p. 6, 電子媒体, 2008.

12. Y. Yura & K. Nishino, Ambient gas flow and volume effect on onset oscillatory Marangoni convection in

liquid bridge, Proc. 4th Conference of the International Marangoni Association (IMA4) (October 20-23,
2008, Noda, Japan), pp. 4, 2008.

13. R. Suzuki & K. Nishino, Surface velocity measurement of oscillatory Marangoni flow in a liquid bridge

by photochromic method, Proc. the 4th Conference of the International Marangoni Association (IMA4)
(October 20-23, 2008, Noda, Japan), p. 55, 2008.

14. K. Shobu & K. Nishino, Oscillation mode of Marangoni convection and their dependency on liquid bridge

dimension, Proc. 4th Conference of the International Marangoni Association (IMA4) (October 20-23,
2008, Noda, Japan), p. 56, 2008.

15. Kawazoe, A. Enomoto, H. & Ueno, I., Effect of ambient-gas forced flow on oscillatory thermocapillary

convection of half-zone liquid bridge, 4th Int. Marangoni Association Conf. on Interfacial & Micro Fluid
Dynamics & Processes (IMA4) (Chiba, 10/21 - /23, 2008), p.5, 2008. (oral & poster)

16. Kawazoe, A., Enomoto, H. & Ueno, I., Oscillatory thermocapillary convection of half-zone liquid bridge

with consideration of ambient fluid forced flow, 3rd Int. Topical Team Workshop on Two-phase systems
for ground and space applications (Brussels, Belgium, September 10-12, 2008), ***, 2008. (oral & poster)

17. S. Tiwari and K. Nishino, Effect of confinement and heating of ambient air on onset of first transition in

thermocapillary convection of a liquid-bridge, Proc. 19th National & 8th ISHMT-ASME Heat and Mass
Transfer Conference (January 3-5, 2008, JNTU Hyderabad, India), Paper No. NCH-11, 2008.

18. Y. Yura and K. Nishino, The study of heat-loss effect on the liquid bridge free surface in Marangoni

convection, Proc. Third International Symposium on Physical Sciences in Space (October 22-26, 2007,
Nara, Japan), Paper No. A2-3, pp. 19-20, 2007.

19. K. Shobu and K. Nishino, Effect of liquid bridge dimension on oscillation mode of Marangoni convection,

Proc. Third International Symposium on Physical Sciences in Space (October 22-26, 2007, Nara, Japan),
Paper No. A2-5, pp. 23-24 (2007).

20. Enomoto, H., Hattori, N., Kawazoe, A. & Ueno, I., Oscillatory Thermocapillary Convection of Half-zone

Liquid Bridge with Consideration of Ambient Fluid Forced Flow, 3rd Int. Symp. on Physical Sciences in
Space (ISPS2007) (10/22-26 2007, Nara), 244-245, 2007. (poster)
10
10

This document is provided by JAXA.

210

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

210

21. S. Tanabe, K. Nishino and S. Yoda, Effect of g-jitter on oscillatory thermocapillary convection, Proc. 8th

Int. Workshop on Short-Term Experiments under Strongly Reduced Gravity Conditions (October 30-31
& November 1, 2006, Toki and Tsukuba, Japan), Paper No. 321, pp. 57-58, 2006.

22. K. Nishino, K. Shimizu, K. Shobu and S. Yoda, Measurement of liquid-air interface behavior of

thermocapillary convection in a liquid bridge, Proc. 8th International Workshop on Short-Term
Experiments under Strongly Reduced Gravity Conditions (October 30-31 & November 1, 2006, Toki and
Tsukuba, Japan), Paper No. 322, pp. 59-60, 2006.

23. X. Li and K. Nishino, Sub-micron deformation measurement of free liquid surface by using temporal

speckle pattern interferometry (TSPI), CD-ROM Proc. 1st International Symposium on Micro & Nano
Technology (March 14-17, 2004, Hawaii, USA), 査読有, Paper XX-2-04, 2004.

24. X. Li, K. Nishino and S. Yoda, Measurement of dynamic surface deformation of liquid bridge with

thermocapillary convection by using temporal speckle pattern interferometry, CD-ROM Proc.
International Conference on Advanced Optical Diagnostics in Fluids, Solids and Combustion, 査読無,
Tokyo, Paper V0308 (2004).

25. K. Nishino, Advanced application of PIV and PTV techniques to microgravity experiment and complex

flow geometry”, 2004 Summer Colloquium on Flow Informatics from Modern PIV, Busan, Korea, August
20, 2004.

26. Y. Agata, K. Nishino and K. Torii, Characteristics of surface velocity in oscillatory thermocapillary

convection, Thermal Science and Engineering, 査読無, Vol. 11, No. 4, pp. 13-15, 2003.

27. . Nishino, Y. Agata, S. Yoda and K. Torii, Micro fluorescent particle surface velocimetry for

thermocapillary convection in a liquid bridge, CD-ROM Proc. 5th International Symposium on Particle
Image Velocimetry, 査読無, Paper 3243, Busan, Korea, 2003.

28. Sakurai,M., A.Hirata “Thermocapillary Convection Feature from laminar to Oscillatory flow under

Normal Gravity and Microgravity Conditions -Drop Shaft Experiments-“ Proc. 5th ASME-JSME Joint
Thermal Engineering Conference, March, San Diego (1999)

29. Kinoshita,A., M.Sakurai, A.Hirata “Effect of Marangoni Convection on Heat Transfer Rate in a Liquid

Bridge under 1g and µg Conditions -Thin Film Resistance Thermometer Measurement-” Proc. the joint
1st Pan-Pasific Basin and 4th Japan-China Work shop on Microgravity Science 11-B-5, (1998)

30. Sakurai,M., A.Tamura, A.Kinoshita, A.Hirata “Marangoni Convection in a Liquid Bridge that is Heated

by a Ring Heater in a Full Zone Model” Proc. the joint 1st Pan-Pasific Basin and 4th Japan-China Work
shop on Microgravity Science, 11-B-7, (1998)

31. Hirata,A., M.Sakurai, N.Ohishi: "Oscillatory Thermocapillary Convection Phenomena in Silicone Oil

Liquid Bridge under Normal and Microgravity Conditions", Proc. Drop Tower Days 1996 in Bremen, P237 (1996)

32. Sakurai,M., N.Ohishi, A.Hirata "Effect of Liquid Bridge Form on Oscillatory Thermocapillary

Convection under Normal Gravity and Microgravity Conditions -Drop Shaft Experiments-" Proc. 47th
International Astronautical Congress, IAF-96-J.4.06 (1996)

33. Sakurai,M., N.Ohishi，S.Tsuneda，A.Hirata "Effect of Gravity Level on Velocity Distribution and

Temperature Oscillatory Feature in a Liquid Bridge Induced by Thermocapillary Convection" Proc. Third
China-Japan Workshop on Microgravity Science, 44-47 (1996)

34. Hirata,A., S.Nishizawa, M.Sakurai “Oscillatory Features of Marangoni Convection in a Silicone oil

Liquid Bridge” Proc. ISTS 94-h-06 (1994)

35. Nishizawa.S., M.Noguchi, M.Sakurai and A.Hirata "Marangoni Convection in a Liquid Bridge under

Microgravity Conditions-Parabolic Flight Experiment" Proc. 43rd Cong. Int. Astronautical Fed., Paper
No. IAF-92-0904, 1-7 (1992)

11
11

This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

211

211

【解説記事】
1. 今石宣之, 第 1 章 マランゴニ対流の基礎, Int. J. Microgravity Sci. No. 31 Supplement 2014 (S5–

S12)

2. 松本 聡, 藤村 薫, 今石 宣之, 鴨谷 康弘, 上野 一郎, 西野 耕一, 第 2 章 これまでのマラン

ゴニ液柱対流研究, Int. J. Microgravity Sci. No. 31 Supplement 2014 (S13–S35)

3. 桜井 誠人・上野 一郎・ 河村 洋・ 依田 眞一, 第 3 章 MEIS 実験までの取り組み, Int. J.

Microgravity Sci. No. 31 Supplement 2014 (S36–S50)

4. 松本 聡, 西野 耕一, 上野 一郎, 矢野 大志, 河村 洋, 第 4 章 MEIS, Int. J. Microgravity Sci. No.

31 Supplement 2014 (S51–S79)

5. 西野耕一, 矢野大志, 表面張力流の宇宙実験と学生チームの貢献, 日本機械学会誌 第 116 巻

第 1136 号付録 日本機械学会関東支部ニュースレター No. 34, pp. 6, 2013.

6. 上野一郎, マランゴニ対流実験報告 −G-jitter と液柱動的変形について−, 平成 22 年度宇宙環境

利用の展望 http://www.jaros.or.jp/space%20utilization%20view/h22_4.pdf, 2011.

7. 松本聡, 国際宇宙ステーション「きぼう」での流体実験のながれ, ながれ, Vol. 30, pp. 3-8, 2011.
8. 河村洋, 「きぼう」における最初の科学実験 － マランゴニ対流実験の準備から実施まで,なが

れ, Vol. 30, pp. 9-14, 2011.
9. 西野耕一, 液柱マランゴニ対流不安定性の宇宙実験, ながれ, Vol. 30, pp. 15-20, 2011.
10. 上野一郎, 温度差マランゴニ効果による懸垂液滴内対流場と粒子挙動, ながれ, Vol. 30, pp. 21-

24, 2011.

11. 西野耕一, 河村洋, 大西充, 上野一郎, 松本聡, 鈴木諒, 松本翔平, 「きぼう」におけるマランゴ

ニ対流実験（第２期実験）, 第 24 回学術講演会(JASMAC-24), 2009 年 10 月 19 日～21 日, 沖縄.
12. 河村洋, 「きぼう」におけるマランゴニ対流（MEIS）実験に至る道のりを振り返る, 日本マイ

クログラビティ応用学会誌, Vol. 26, No. 3, pp. 150-154, 2009.
13. 松本聡, 「きぼう」利用マランゴニ実験のサイエンスコーディネーション, 日本マイクログラ

ビティ応用学会誌, Vol. 26, No. 3, pp. 155-158, 2009.
14. 大西充, MEIS 実験成功に至るまで － 気泡との戦い －, 日本マイクログラビティ応用学会誌,

Vol. 26, No. 3, pp. 159-163, 2009.

15. 西野耕一, 3-D PTV の開発と FPEF への搭載から振り返った MEIS, 日本マイクログラビティ応

用学会誌, Vol. 26, No. 3, pp. 164-167. 2009.

16. 上野一郎, 「きぼう」を利用したマランゴニ実験(MEIS-I)における研究者運用チーム体制, −運

用チームを構成する学生メンバーの活躍と貢献 −, 日本マイクログラビティ応用学会誌 26,
No. 3, pp. 168-173, 2009.

17. 桜井誠人, 吉原正一, 大西充, MEIS：Marangoni Experiment In Space への道 － 初期微小重力実

験から TR-IA2 号機実験への歩みとその後 －, 日本マイクログラビティ応用学会誌, Vol. 26, No.
3, pp. 174-184, 2009.

18. 木暮和美, 実験計画作成・調整支援, 日本マイクログラビティ応用学会誌, Vol. 26, No. 3, pp. 188-

190, 2009.

19. 河村洋, 西野耕一, 大西充, 上野一郎, 松本聡, 「きぼう」における流体物理実験, 日本マイク

ログラビティ応用学会誌 25, pp.676-670, 2008.
20. 河村 洋, 上野 一郎, 温度差マランゴニ対流に関する微小重力実験, 無重力セミナー2001 in 東

京 講演論文集, pp.25-36, (2001）

12
12

This document is provided by JAXA.

212

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

212

○ 関連解説記事
1 桜井 誠人“日本の落下坑とドイツの落下塔” 日本マイクログラビティー応用学会誌 Vol.18 ,
140-144 (2001)
2 平田彰、桜井誠人、大石直哉、丹治彰、鈴木寿幸、類家誠、柳川孝二、大西信和“液柱内マラン
ゴニ対流の 3 次元その場観察”パラボリックフライト、 Vol. 5, 17 (1995)
3 吉富 進, 名木 稔, 菅原 正行, 平田 彰, 西澤 伸一, 野口 基治, 桜井 誠人, 今石 宣之, 安廣
祥一, 川崎 和憲, 増田 立美, 村松 祥二 "小型ロケット実験要素試作試験 －マランゴニ対流
の発生とその制御に関する研究－"パラボリックフライト, Vol. 2 (1), 33-39 (1992)

【著書】
1. Kawamura, H., & Ueno, I., Review on thermocapillary convection in a half-zone liquid bridge with high
Pr fluid: Onset of oscillatory convection, transition of flow regimes, and particle accumulation structure,
Surface tension-driven flows and applications (Chap. 1) (Ed. Savino, R.), pp. 1-24, Research Signpost,
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1. 特開平 05-034255 微小重力下における液体挙動観察方法
2. 特開平 07-311138 微小重力下における液体挙動観察方法および観察装置
【報道】
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ISS・きぼう利用ミッション
「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程（Marangoni Exp）」
研究成果概要書
代表研究者；西野耕一（横浜国立大学）
平成 29 年 3 月
１．概要
本報告書は、2008 年 8 月から 2013 年 2 月までに実施された計 5 シリーズの宇宙実験（通称
Marangoni Experiment in Space：MEIS）の科学成果を報告するものである。最終シリーズの
MEIS-5 が終了してから 4 年間が経過しており、ジャーナル論文としての公表とは別に、既にこ
れまでに複数の学会誌の特集号が組まれ、本宇宙実験の学術的成果等に関する総括的な報告と解
説がなされている。具体的には次の通りである。
・特集 1：マランゴニ／MEIS, 日本マイクログラビティ応用学会誌, 26(3), 150-190(2009)【計 41 頁】
・特集：国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」における流体実験, 日本流体力学会誌「ながれ」, 30(1),
3-24(2011)【計 22 頁】
・特集：MEIS 実験（Marangoni Experiment in Space）, Int. J. Microgravity Science and Application,
31(Supplement), S2-S79(2014)【計 78 頁】

本報告書は、ジャーナル論文での公表内容（計 31 編）から、主たる科学成果を抜粋して記述した
ものである。
２．研究目標
本研究は、以下の優先順位を付した 3 点を研究目標とする。
（１）振動流遷移：液柱マランゴニ対流の不安定性現象として、定常流から振動流へと遷移する
条件（臨界値）と振動モードを明らかにする。過去の微小重力実験（小型ロケット実験お
よびスペースシャトル実験）から報告されている「臨界マランゴニ数の液柱寸法依存性」
の有無を検証する。地上では実現不可能な長い液柱に対する臨界値を明らかにし、無限長
液柱に対する理論値と比較する。短い液柱では実験の難しい高プラントル数流体について
臨界値を定める。臨界値に与える加熱速度の影響と液柱体積比の影響を明らかにする。
（２）カオス化過程：長時間微小重力環境を必要とする大型液柱を用いて、高マランゴニ数条件
で発生すると考えられるカオス化過程を観察する。その特性を、流れ場の３次元計測、表
面温度分布計測、表面流速計測で定量化する。
（３）PAS（particle accumulation structure）：高マランゴニ数条件において発生すると考えら
れる粒子集合現象 PAS の３次元構造を観察する。そのために、地上実験では不可能な高マ
ランゴニ数条件を実現する。液柱寸法と粒子サイズを変えて PAS 発生への影響を調べる。
３．科学的サクセスクライテリアの達成状況
次表の通りである。
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表 1 MEIS の科学的サクセスクライテリアの達成状況
サクセス
レベル
Minimum
Success

Full
Success

Extra
Success

クライテリア

達成度

判定の根拠

・振動流遷移の臨界温度差を幅広
い液柱アスペクト比で決定す
ること

◎

・振動流の周方向モード数および
モード構造を明らかにし、高ア
スペクト比における振動流モ
ードの遷移の有無を確認する
こと
・臨界点から数倍大きい高マラン
ゴニ数条件までの対流の遷移
過程の観察、およびカオス流・
乱流への移行の確認と定量的
観察を行うこと
・ 大径 液柱での PAS（ Particle
Accumulation Structure）発生
有無を確認し、その構造の観察
を行うこと
・高アスペクト比の条件で周方向
モード数＝0 が出現するか否か
を決定すること
・液滴におけるマランゴニ対流お
よび PAS を観察すること

◎

・広範なアスペクト比（0.1～2.0）
において臨界温度差を 10％以内
の確度で決定することに成功し
た。
・アスペクト比 0.5 を超える範囲の
臨界点決定は、「きぼう」宇宙実
験で初めて取得に成功したもの
である。
・アスペクト比と周方向モード数の
関係を明らかにし、高アスペクト
比での軸方向の渦構造を三次元
粒子追跡法および表面温度伝搬
の解析により明らかにした。
・臨界点から 12 倍までのマランゴ
ニ数範囲において、遷移過程の観
察を行い、リアプノフ指数や並進
誤差などカオス解析の手法を取
り入れ特徴を初めて明らかにし
た。
・地上で発生する条件と異なる範囲
での大径液柱での PAS の観察に
成功し、その構造を解析した。
・周方向モード数ゼロについては、
出現しなかった。
・半球液滴の形成や、液柱の再形成
に成功し、液滴に発生するマラン
ゴニ対流や PAS の観察を行った。

〇

４．成果の公表状況
直接的内容

関連内容

原著論文

31 件（内、IF 付き 24 件）

26 件（内、IF 付き 15 件）

学会発表

68 件

35 件

解説記事・著作など

20 件・1 件

3件

特許出願

2件

－

報道

18 件

－
（以上）
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Summary report of the ISS-Kibo utilization mission,
Chaos, Turbulence
"Chaos,
Turbulence and
and its
its Transition
Transition Process
Process in
in Marangoni
Marangoni Convection
Convection
(Marangoni
(Marangoni Exp/MEIS)"
Exp/MEIS)
Principal Investigator, Koichi Nishino (Yokohama National University)
Feb, 2017
1. Abstract
This report summarizes the scientific outcome of five series of space experiments, called Marangoni
Experiment in Space (MEIS), which were conducted from August 2008 through February 2013. Nearly
four years have passed since the last series, MEIS-5, was completed, and some comprehensive reports and
articles on the academic outcome of MEIS can be found in the special issues of academic journals such as
follows:
#1 Special Articles 1: MEIS Marangoni Experiment in Space, Journal of The Japan Society of
Microgravity Application, Vol. 26, No. 3, pp. 150-190 (2009) [41 pages] (in Japanese),
#2 Special Articles: Fluid Experiments on the Japanese Experiment Module “Kibo” of the International
Space Station, Journal of the Japan Society of Fluid Mechanics “NAGARE”, Vol. 30, No. 1, pp. 3-24
(2011) [21 pages] (in Japanese), and
#3 Special Articles: MEIS (Marangoni Experiment in Space), International Journal of Microgravity
Science and Application, Vol. 21, Supplement, pp. S2-S79 (2014) [78 pages] (in Japanese).
This report therefore describes only the representative scientific achievements that were already reported in
a total of 32 journal publications.
2. Objectives of MEIS
(1) Transition to oscillatory state
Critical conditions for the transition from steady to oscillatory states and oscillation modes are clarified.
The reported dependency of the critical Marangoni number on the size of the liquid bridge observed in
some past microgravity experiments conducted in sounding rockets and space shuttles are examined.
Critical conditions for long liquid bridges that cannot be generated on the ground are determined and
compared with the theoretical values obtained for infinite liquid bridges. Critical conditions are also
determined for high Prandtl number liquid bridges because their critical conditions are quite difficult to
realize on the ground. Effects of heating rate and volume ration on the critical conditions are also
experimented.
(2) Chaos and turbulence
Transitions to chaotic states are observed at high Marangoni number conditions of large liquid bridges
that need long-term microgravity environment. The characteristics of the transition are quantified through
measurements of three-dimensional flow, surface temperature and surface velocity.
(3) Particle accumulation structure (PAS)
-1
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Three-dimensional structures of PAS are observed at much higher Marangoni conditions than those
realized on the ground. The effects of liquid bridge size and particle size on the PAS formation are
examined.
3. Scientific success criteria and status of achievement
Success
Criteria
Status
level
determine
critical
Minimum  To
◎
temperature differences for the
Success
onset of oscillatory state for a
wide range of aspect ratio of
liquid bridge.

Basis
 Critical temperature differences are
determined for a wide range of aspect ratio
(0.1 - 2.0) within 10% uncertainty.
 Successful determination for this aspect
ratio range is possible only in MEIS.

Full
Success

 To determine azimuthal mode
numbers and structures of
oscillatory flows and to clarify
the transition of oscillation
modes at high aspect ratio.
 To observe transition process
of convection and transition
to chaotic/turbulent flows at
Marangoni numbers up to
several times higher than the
critical value.
 To examine the formation of
PAS in large liquid bridge and
to observe its structural
characteristics.

◎

 The relation between aspect ratio and
azimuthal mode number is clarified and
longitudinal roll structures at high aspect
ratios are revealed using 3-D particle
tracking method and surface temperature
propagation analysis.
 Transition processes at high Marangoni
numbers up to twelve times the critical
value are observed and their detailed
characteristics are revealed using chaos
analysis based on the Lyapunov exponent
and the translation error.
 PASs are generated in large liquid bridges
at conditions different from those in the
ground experiments and their structural
characteristics are analyzed.

Extra
Success

 To see if the azimuthal mode
number=0 appears or not at
high aspect ratio.
 To
observe
Marangoni
convection and PAS formation
in droplets in space.

〇

 The azimuthal mode number=0 .is not
observed.
 Generation of semispherical droplets and
reformation of liquid bridge are made,
leading to the successful observation of
Marangoni convection and PAS formation
in the droplets.

4. Publications
Direct contents

Related contents

Journal papers

32 papers (incl. 25 IF journals)

26 papers (incl. 26 IF journals)

Conference papers

68 papers

35 papers

Articles and books

20 articles and 1 book

3 articles

Patent applications

2 applications

－

Press releases

18 press releases

－
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（物質・物理科学分野）

平成 29 年 6 月

ＩＳＳ ・ きぼうならではの良質な微小重力環境を活用して安定した大型液柱を実現し、 各種パラメータを系
統的に変化させ、 また、 高度な観測系を擁する装置を用いて、 表面張力対流の 3 次元振動流への遷移
条件など、 表面張力対流に関わる諸現象を、 世界に先駆けて定量的に明らかにした。 この成果は、 当該
分野の全世界の研究を日本の研究グループが、 また、 ＩＳＳ ・ きぼう上に整備された実験環境が引き取り、
決定的な貢献を果たした事例として、 世界的な評価が得られることは間違いないものであり、 特筆すべき
成果を挙げたと評価する。
本研究領域に於ける、 日本のプレゼンスを世界に示すためにも、 論文による成果公表のみならず、 一
連の後継ミッションから期待される成果も合せて、 英文の総説 ・ 専門書の出版を計画して欲しい。 また、 こ
の成果は、 基礎的研究のみならず、 流動制御、 熱物質移動制御など、 工業装置等への応用も期待され
るものであるが、 今後は、 これら産業への貢献という視点についても、 検討を深化すべきである。

総合評価
S：目標を高度に達成し、特筆すべき成果を挙げた

代表研究者；西野耕一（横浜国立大学）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果

「マランゴニ対流におけるカオス・乱流とその遷移過程（Marangoni Exp）」
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ISS・きぼう利用ミッション
「植物の重力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア動態の解析 (CsPINs)」
研究成果報告書
代表研究者； 高橋 秀幸（東北大学大学院生命科学研究科）
平成 29 年 2 月（平成 29 年 11 月改訂）
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1. 緒言
植物は固着性であるが故に、遭遇する環境ストレスの回避や軽減のために、様々な環境に応答して、
自らの成長を制御する戦略を獲得した。中でも、植物の重力応答は、重力屈性を中心に古くから植物生
理学的課題として注目されてきたが、その重力感受機構や最終的な屈曲（偏差成長）に至るシグナル伝
達系については、未だに不明の点が多い。これまでに、重力感受細胞が茎葉の内皮細胞および根のコル
メラ細胞で、それらの感受細胞におけるアミロプラストの沈降が重力感受に関与し、さらに、その重力
感受によって誘導されるオーキシンの不均等分布が偏差成長に重要な役割を果たすと考えられてきた
(Kiss, 2000; Perrin et al., 2005; Morita, 2010)。そして、これらの重要性については、近年になって分子遺
伝学的に証明されるようになり、また、とくにシロイヌナズナの多くの重力屈性突然変異体によって新
たな制御因子の関与も明らかになってきた。そのような状況下で、とくにオーキシンの重要性は、オー
キシン輸送を担うタンパク質 (オーキシン細胞外排出キャリアの PIN2、PIN3、PIN7 およびオーキシン
細胞内取り込みキャリアの AUX1) やオーキシン制御遺伝子のプロモーター領域のシスエレメントと相
互作用して転写調節にかかわるオーキシンレスポンスファクター (ARF7) の突然変異体が異常な重力
屈性を示すことなどから示されるようになった (Friml et al., 2002; Ottenschläger et al., 2003; Swarup et al.,
2005; Abas et al., 2006; Petrásek et al., 2006; Friml, 2010; Kleine-Vehn et al., 2010; Rahman et al., 2010.;
Spalding, 2013)。オーキシンの細胞外排出キャリアの PIN3 は、根のコルメラ細胞に発現し、その細胞膜
上における発現部位が重力依存的に変化することが報告されている(Friml et al., 2002)。したがって、植
物はコルメラ細胞や内皮細胞において、アミロプラスト・細胞骨格・膜系を介して感受される重力情報
を下流のシグナルへと変換し、オーキシンキャリアタンパク質の局在や活性を制御している可能性があ
る。しかし、その実体は解明されておらず、重力感受装置とそれがオーキシン動態を制御するメカニズ
ムを解明することが重力応答研究における最重要課題となっている。
Fig. 1 Development of a
protuberance, peg, and
its regulation by gravity
in cucumber seedlings. A
peg develops on the
lower side of
horizontally oriented
transition zone between
hypocotyl and root
(Arrowhead). Upper
panels and panel A show
cucumber seedlings
grown on the ground. In
microgravity, cucumber
seedling forms a peg on
each side of the transition
zone (Panel B). c;
cotyledon, h; hypocotyl,
s; seed coat, r; root.
(Modified from
Takahashi et al.; Planta
2000)
私たちは、植物の重力応答機構を理解するために、ウリ科植物の芽生えの重力形態形成に着目し、そ
の分子機構を解析してきた (Fig. 1)。キュウリをはじめとするウリ科植物の種子は扁平な形状をしてい
て、土壌中で傾いて発芽してくる芽生えの根と茎（胚軸）の境界域の下側にペグ (peg) と呼ばれる突起
をひとつ形成する (Witztum and Gersani, 1975; Takahashi, 1997a)。このペグは種皮の下側を押さえ込み、
芽生えが種皮から抜け出すのを助けている。扁平な種子の上下を逆さにして発芽させても、ペグは横に
なった境界域の下側に形成される（重力屈性で胚軸が立ち上がると、ペグは境界域の横に位置して種皮
を抑える）。私たちは、1998 年のスペースシャトル・ディスカバリー号 (STS-95) の宇宙実験で、宇宙
の微小重力下ではペグが境界域の両側に 1 個ずつ形成されることを見出し、「形態形成の重力によるネ
ガティブ制御」という概念を提唱した (Takahashi et al., 2000; Kamada et al., 2000)。すなわち、キュウリ
の芽生えは根と胚軸の境界域の両側にペグを形成する能力を有するが、地球上では境界域が重力に応答
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して上下を認識し、境界域の上側でペグ形成を抑制する結果、下側に 1 つのペグが発達することを明ら
かにした。このとき、植物ホルモンのオーキシン（インドール-3-酢酸）が境界域の上側で減少すること、
外生オーキシンの投与によって横になった境界域の上側にも下側にも同時にペグができるようになる
ことを見出した。また、オーキシンの特徴の 1 つは植物体内で極性輸送されることであるが、このオー
キシン輸送を薬理学的に 2,3,5-triiodobenzoic acid (TIBA) や 9-hydroxyfluorene-9-carbomylic acid (HFCA)
で阻害すると、やはり、ペグは境界域の上側と下側に発達することがわかった (Kamada et al., 2000;
2003)。これらの一連の STS-95 宇宙実験は、キュウリ芽生えの境界域における重力に応答したオーキシ
ン分布にオーキシン輸送体（排出キャリア）が重要な役割を果たし、その輸送が阻害されると、境界域
の上側と下側でオーキシンが蓄積したままになり、ペグが両側に発達することを示唆した。つまり、地
球上で境界域が横に傾いた状態では、重力応答によって上側でオーキシン排出活性が高くなり、オーキ
シン量を減少させる一方で、下側ではオーキシン排出活性が低く、オーキシン量を多く維持する仕組み
の存在が強く示唆された。シロイヌナズナでは、オーキシンの極性輸送を担う膜タンパク質として
PIN-FORMED (PIN) と P-glycoprotein (PGP) が知られている (Blakeslee et al., 2005; Bennett et al., 2015;
Hellsberg et al., 2015)。中でも AtPIN3 と AtPIN7 は、根の重力感受細胞（コルメラ）内で重力刺激に応答
して下側の細胞膜に局在を変化させ、オーキシンを横になった根端の下側に輸送することが知られてい
る (Friml et al., 2002; Kleine-Vehn et al., 2010)。そこで私たちは、キュウリの PIN タンパク質をコードす
る遺伝子群 (CsPINs) を単離し、CsPIN 抗体を作成し、それらの発現解析を行った結果、CsPIN1 タンパ
ク質がキュウリ芽生えの境界域の重力感受細胞（内皮）に発現し、その活性が重力刺激に応答して境界
域の上側で高くなる可能性が示唆された (Watanabe et al., 2012)。

Fig. 2 Roles of a plant hormone, auxin, and its efflux carrier, CsPIN1, in the gravity-induced suppression of peg
formation in cucumber seedlings. CsPIN1 at a greater expression results in auxin decrease and thereby
suppression of peg formation on the upper side of the transition zone. (Modified from Watanabe et al.; Plant
Physiology 2012)
このように、これまでの研究成果は、キュウリ芽生えの境界域の内皮細胞で、CsPIN1 が重力応答性
を示し、それが境界域の上側で顕著になり、下側に較べて上側でオーキシンの排出が促進される結果、
上側でオーキシン量が減少し、ペグ形成が抑制されるというモデルを構築した (Fig. 2)。本 CsPINs 宇宙
実験の目的の 1 つは、キュウリ芽生えの重力形態形成に重要と考えられる CsPIN1 タンパク質の重力応
答性を微小重力環境ではじめて詳細に解析し、これまでに構築した「形態形成の重力にネガティブ制御」
の仕組みのモデルを検証することである。
一方、私たちは、1985 年に重力屈性を欠損した突然変異体の根が顕著な水分屈性を発現することを
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発見した (Jaffe et al., 1985)。このような突然変異体が水分屈性を重力屈性による干渉なしに解析する実
験系として優れていることを見いだすまで、根の水分屈性の存在を確証するものはなかった。つまり、
この突然変異体の水分屈性は、微小重力下では重力屈性能力を有する根も水分屈性を強く発現すること
を示唆するものであった。
私たちの根の水分屈性に関する研究は、重力屈性突然変異体、重力感受性の異なる各種の植物体と品
種、さらにクリノスタットを利用して、地上では重力屈性による干渉作用が強く、水分屈性がマスクさ
れてしまっていることを明らかにした。この研究は米国における大学、航空宇宙局 (NASA) の研究者
との共同研究に発展し、NASA の宇宙用養水分供給システムにおいても水分屈性が有効に機能すること
を証明した (Takahashi et al., 1992)。水分屈性の発現機構に関する研究では、水分屈性のための偏差成長
に細胞壁の伸展性、それを制御するオーキシンとエンド型キシログルカン転移酵素が重要な役割を果た
していること、さらに、水分勾配刺激の感受・シグナル伝達の過程にはアブシジン酸およびカルシウム
イオンの細胞内流入が関与することが、生理学的解析および遺伝子・タンパクの発現解析によって明ら
かにされた (Takahashi, 1997b; Takahashi et al., 2009)。さらに近年、私たちはモデル生物であるシロイヌ
ナズナの水分屈性実験系を確立し、これまでにない大変ユニークな水分屈性特異的突然変異体を見出し、
その分子機構解明に向けて大きな糸口を見出している (Takahashi et al., 2002; Kobayashi et al., 2007;
Miyazawa et al., 2009; Takahashi et al., 2009; Moriwaki et al., 2013)。すなわち、根の重力屈性と水分屈性の
発現機構を分子レベルで比較解析できるような段階にあり、それらのクロストーク機構が解明されよう
としている。

Fig. 3 Positive hydrotropism of seedling roots and its interaction with gravitropism. Roots display hydrotropism
in response to moisture gradients when gravitropic response is impaired or reduced by mutation (left),
microgravity conditions (middle) or clinorotation (right). (Modified from Jaffe et al.; Science 1985, Takahashi et
al.; Journal of Plant Research 1999, and Kamada et al.; Planta 2000)
水分屈性の再発見とそのメカニズムに関する本研究は、地上では重力応答によってマスクされている
現象を抽出し、そのメカニズムや重力屈性との相互作用を研究するための宇宙環境利用の有効性を強く
示すものとして注目され、実際にその可能性が STS-95 宇宙実験によって偶然にも示された。実験的に
根の水分屈性を検証するために条件を設定した宇宙実験ではなかったが、微小重力下で育成したキュウ
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リ芽生えの根が水供給体側に屈曲する現象が観察されたことから、クリノスタットを用いて地球上で重
力屈性による干渉を消去して水分勾配に曝すことによって、キュウリ芽生えの根は水分屈性を示すよう
になることがわかった (Takahashi et al., 1999)。これら STS-95 宇宙実験の副産物は、キュウリの根の水
分屈性は重力屈性を消去することによって解析可能であることを示し、クリノスタットを利用したキュ
ウリ芽生えの水分屈性実験系が確立された (Mizuno et al., 2002)。それによって私たちは、キュウリ芽生
えでは重力屈性と水分屈性の相互作用が、重力感受および水分勾配感受によって支配されるオーキシン
動態制御の競合によって起こることを示した。すなわち、キュウリではオーキシン排出キャリア阻害剤
の処理は根の水分屈性および重力屈性を阻害し、両屈性におけるオーキシン排出キャリアの関与が示唆
された (Figs 4, 5)。実際に、水分屈性が誘導された根では、オーキシン誘導性遺伝子の発現が低水分側
に比較して高水分側で高く、オーキシンが水分勾配に応答して不均等分布することを示している (Fujii
et al., 2000; Mizuno et al., 2002; Fig. 6)。さらに、キュウリ根では水分勾配刺激に応答して、オーキシン排
出キャリア CsPIN5 の発現が高水分側（凹側）に比較して低水分側（凸側）の表皮細胞で減少し、より
多くのオーキシンが高水分側に輸送される可能性を見出した (Fig. 7)。これはシロイヌナズナの根が重
力屈性を発現するときに、AtPIN2 の発現が下側の表皮・皮層細胞に比較して上側（凸側）で少ないと
いう事実に類似している。同様に、キュウリの根でも CsPIN5 の発現が、重力に応答して上側で減少す
ることが明らかになった (Fig. 8)。以上の結果に基づいて、地上で根の重力屈性と水分屈性が競合的に
相互作用するしくみに、重力および
水分勾配に応答して制御される
CsPIN5 の発現を介したオーキシン
の不均等分布の関与を示すモデル
を提唱した (Fig. 9)。

Fig. 4 Hydrotropic curvature of
cucumber roots under stationary 1G or
clinorotated conditions on the ground.
(a) Hydrotropic curvature in a
time-course study is represented by
mean ± SE. (b) Photographs of
cucumber seedlings 18 h after the start of
hydrostimulation. 1G/H2O, H2O
chamber under stationary 1G conditions;
3D/ H2O, H2O chamber under
clinorotated conditions; 1G/NaCl, NaCl
chamber under stationary 1G conditions;
3D/NaCl, NaCl chamber under
clinorotated conditions. Arrowhead in
(b) shows the roots bending toward the
wet plastic foam. Arrow (G) indicates
the direction of gravitational force. An
experiment that measured the curvatures
of 5 or 6 roots was repeated 3 times.
Different letters indicate statistical
differences in root curvatures (p < 0.05)
analyzed by Tukey’s HSD test at each
time point. (Morohashi et al.; New
Phytologist 2017)
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そこで本 CsPINs 宇宙実験では、キュウリ芽生えの根の水分屈性に対する重力屈性の干渉作用を微小
重力下で検証するとともに、微小重力下で重力屈性と水分屈性を分離して、キュウリ根の CsPIN5 の動
態に及ぼす重力および水分勾配の影響を明らかにすることによって、根が重力や水分勾配などの複数の
環境に応答して伸長方向を制御するしくみを解明することを 2 つ目の目的とした。

Fig. 5 Reduction of hydrotropic response by application of inhibitors of auxin transport and auxin action in
cucumber roots. Seedlings were treated with inhibitors of auxin action PCIB and auxin transport (efflux) TIBA
and HFCA at different concentrations. Root curvature and length were measured 18 h after the start of
hydrostimulation. An experiment that measured the curvatures of five or six roots was repeated 3 times, although
the experiment of 10-6 M TIBA treatment was repeated two times. Significant differences are shown by Student’s
t-test (*p <0.05, **p <0. 01). (Morohashi et al.; New Phytologist 2017)

Fig. 6 Differential expression of CsIAA genes in the high-humidity side and the low-humidity side of
hydrotropically responding roots of cucumber seedlings. Relative expression levels are shown as the
high-humidity side / the low-humidity side. Greater expression in the high-humidity side than in the low-humidity
side was detected in 11 genes out of 23 cucumber Aux/IAA genes. ** p < 0.01 and *p < 0.05 (Student’s t-test).
Gene names of CsIAAs defined by Wu et al. (BMC Research Notes 7: 218, 2014) were used. Gene names we
previously defined were indicated in parentheses. (Morohashi et al.; New Phytologist 2017)
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Fig. 7 Immunohistochemical
analysis of CsPIN5 protein
in cucumber roots. (a)
Pre-immune serum was used
in immunohistochemical
analysis as a control
experiment. (b-e) Protein
A-purified anti-CsPIN5 was
used in
immunohistochemical
analysis as the primary
antibody. Roots of 24-h-old
cucumber seedlings in a
vertical position were fixed
and analyzed. The signals for
serum are shown in green.
Cell walls were stained with
Fluorescent Brightener 28
(red color). Merged signals
appear as yellow color.
CsPIN5 signals are observed
in both lateral root cap (lr)
and epidermis (ep). The left
and right squared regions in
(b) are magnified in (c) and (d), respectively. White arrowhead in enlarged photograph (e) indicates the basipetal
localization of CsPIN5 in a lateral root cap cell of cucumber roots. lr, lateral root cap; ep, epidermis; co, cortex; rc,
root cap; and G, direction of gravitational force. (Morohashi et al.; New Phytologist 2017)

Fig. 8 Immunohistochemical analysis of
CsPIN5 protein in gravitropically responding
cucumber roots using Protein A-purified
anti-CsPIN5. Roots of 24-h-old cucumber
seedlings in a vertical position (a-c) and roots
of 24-h-old cucumber seedling placed in a
horizontal position for 4 h (d-f) were fixed
and analyzed. The signals for serum are
shown in green. Cell walls were stained with
Fluorescent Brightener 28 (red color). Merged
signals appear as yellow. The left and right
squared regions in (b, e) are magnified in (a,
c) and (d, f), respectively. lr, lateral root cap;
ep, epidermis; co, cortex; and G, direction of
gravitational force. White arrowheads indicate
the transition point between meristem and
elongation zones. CsPIN5 signal is
substantially reduced on the upper epidermal
tissue 4 h after gravistimulation. (Morohashi
et al.; New Phytologist 2017)
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Fig. 9 A hypothesis on the counteractive interaction between gravitropism and hydrotropism in cucumber roots.
本研究によって、植物のオーキシン排出キャリアが重力応答分子として機能することがはじめて明ら
かになり、オーキシン動態を制御する新たなメカニズムが解明され、キュウリの重力形態形成に機能す
る分子機構の全体像が検証されることによって、重力生物学のみならず、植物生理学のブレークスルー
として大きなインパクトをもたらすものと考えられる。とくに、シュート（茎葉）においては重力に応
答したオーキシンの不均等分布を説明するオーキシン輸送系は明らかになっていない。また、これまで
謎に包まれていた水分屈性の分子機構とそれが重力屈性と相互作用するメカニズム、根がそれら複数の
環境応答を統御するメカニズムを明らかにすることによって、植物の感覚生物学が飛躍的に発展するも
のと考えられる。さらに本研究の成果は、将来的な宇宙環境における人類活動のための植物生産に波及
するだけでなく（植物が養水分・光等を摂取し、体を支えるための、効率的な姿勢制御法を提供できる）、
地球上の植物生産の改善によって、環境問題や食糧問題に貢献する研究にも展開することができる。
2. 研究計画
2.1 研究目的および方法
キュウリ芽生えの根と胚軸の境界域にみられるペグ形成は重力によってネガティブに制御され、重力
に応答して境界域の上側のペグ形成が抑制され、下側に一個のペグが形成される。一方、根は重力のみ
ならず水分屈性を発現するが、地上では重力屈性が水分屈性をマスクするように干渉する。これら重力
や水への植物の環境応答では、オーキシン動態が重要な役割を果たすと考えられるが、環境刺激の感受
がどのようなメカニズムでオーキシン動態を制御するのかは不明である。このオーキシン輸送の制御に
オーキシン排出キャリアが重要な役割を果たすことが知られており、私たちは、キュウリ芽生えの重力
形態形成（ペグ形成）に機能し、且つ、重力感受によって局在・発現が変化すると考えられるオーキシ
ン排出キャリアを見出した。また、根の水分屈性に機能する水分勾配の感受細胞は同定されていないが、
キュウリ芽生えでは、重力屈性の場合と同様に伸長域でオーキシンの偏差分布が誘起されると考えられ
ている。これまでの研究で、キュウリ根では重力および水分勾配のいずれによってもオーキシン排出キ
ャリアの局在・発現が変化し、その二つのオーキシン動態が競合する可能性が見出された。そこで本宇
宙実験では、微小重力 (µG) と 1G の環境で形態形成（ペグ形成）に働くネガティブコントロールのス
イッチをオン・オフさせるとともに、µG 下で根の重力屈性と水分屈性を分離し、それぞれに機能する
オーキシン排出キャリア動態に関する以下の仮説を検証することを目的とした。
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作業仮説：
a) キュウリの重力形態形成（重力応答によるペグ形成の抑制）に機能すると考えられるオーキシ
ン排出キャリア（CsPIN1）は、根と胚軸の境界域の重力感受細胞 (内皮細胞) において極性をも
って局在する。1G下で境界域が横になると、重力によって制御されるCsPIN1の局在変化がオー
キシンを一定方向に積極的に排出し、境界域の上側におけるオーキシンレベルを低下させ、ペ
グ形成を抑制する。
b) キュウリの根の水分屈性は重力屈性に干渉される。この重力屈性の水分屈性への干渉は、根の
伸長帯でオーキシン勾配の形成を誘導するオーキシン排出キャリア（CsPIN5）の発現を介して
行われる。すなわち、CsPIN5タンパク質の蓄積は重力刺激および水分勾配刺激の影響を受ける
が、1G下では、水分勾配刺激に比べて、重力刺激のCsPIN5の発現に対する影響が大きいために、
重力屈性が優位に発現する。
実験方法：
a)キュウリの乾燥種子を支持体に設置して、それをペグ実験容器に入れて打ち上げた。軌道上で給水
することで実験を開始し、25°C・暗黒下、微小重力条件と 1G 条件（垂直置き）で発芽させた。24
時間後に、それぞれの芽生えを、1G 条件（垂直置き、水平置き）と微小重力条件に移し、さらに 2
時間培養した。培養終了後、サンプリング直前に Meas Exp Unit B 搭載 CCD カメラで画像撮影を行
った。タンパク質解析用芽生えを、2 時間の培養後、固定剤（酢酸：エタノール：水＝5% : 63%：32%
の混合液）により薬剤処理し、MELFI（+2°C）で保存後、冷蔵（+4°C）で回収した。化学固定には
KFT 化学固定キット (NASA) を用いた。これら回収サンプルを用いて、芽生えの胚軸と根の境界域
における CsPIN1 の発現・局在を解析した。
b)キュウリの乾燥種子を支持体に設置して、それを水分屈性実験容器に入れて打ち上げた。軌道上で
給水することで実験を開始し、25°C・暗黒下、1G 条件下で 18 時間生育させた後、5 M NaCl 水溶液
を注入して容器内に水分勾配を形成し、さらに 4 時間（タンパク質解析用）および 23 時間（水分屈
性観察用）培養した。培養中、経時的に Meas Exp Unit B 搭載 CCD カメラで画像撮影を行った。そ
して、タンパク質解析用芽生えを、4 時間の培養後、タンパク質固定剤（酢酸：エタノール：水＝5% :
63%：32%の混合液）により薬剤処理し、MELFI（+2°C）で保存後、冷蔵（+4°C）で回収した。水分
屈性観察用芽生えについては、41 時間（18 時間+23 時間）培養した根を接写し、画像を取得すると
ともに、組織固定剤（4%パラホルムアルデヒド、0.25%グルタルアルデヒド、50 mM リン酸ナトリ
ウム緩衝液、pH7.2）により薬剤処理し、MELFI（+2°C）で保存後、冷蔵（+4°C）で回収した。化学
固定には KFT 化学固定キット (NASA) を用いた。これら回収サンプルを用いて、根における CsPIN5
の発現・局在を解析した。
c)キュウリの乾燥種子を支持体に設置して、それをペグ実験容器（4 容器 + 1 ダミー容器）に入れて
打ち上げた。軌道上で給水することで実験を開始し、25°C・暗黒下、微小重力条件で発芽させた。
給水 18 時間後に 1 容器を取り出して RNAlater 処理後、MELFI（+2°C）で冷蔵した。他の 4 容器は 2
容器ずつ微小重力条件および 1G 条件下で培養し、4 時間後および 9 時間後に RNAlater により薬剤処
理し、MELFI（+2°C）で冷蔵保存し、冷蔵（+4°C）で回収した。化学固定には細胞化学固定バッグ
(JAXA) を用いた。これら回収サンプルの根から RNA を抽出して、RNA-Seq による遺伝子発現解析
を行った。
実験区：
軌道上実験は、Table 1 に示すとおり、3 つの実験区 (Run 1, Run 2, Run 3)に区分して実施した。
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Table 1 Experimental runs classified according to the gravitational conditions, with or without moisture gradients
and incubation time.
Gravity and incubation time Additional incubation in the presence or absence
Experiment
for seed germination
of gravistimulation / hydrostimulation
Run 1
1G / 18 h
1G H2O / 23 h
(Hydrotropism-CsPIN5)

1G NaCl / 23 h
µG H2O / 23 h
µG NaCl / 23 h
1G / 18 h

-

1G / 18 h

1G H2O / 4 h

1G / 18 h

1G NaCl / 4 h

1G / 18 h

µG H2O / 4 h

1G / 18 h

µG NaCl / 4 h

Run 2

µG / 24 h

1G / 48 h (Vertical) Not completed *

(Peg formation-CsPIN1)

µG / 24 h

1G / 48 h (Horizontal) Not completed *

µG / 24 h

µG / 48 h Not completed *

µG / 24 h

1G / 2 h (Vertical)

µG / 24 h

1G / 2 h (Horizontal)

µG / 24 h

µG / 2 h

Run 3

µG / 18 h

-

(Hydrotropism–

µG / 18 h

1G / 4 h

RNA-Seq)

µG / 18 h

µG / 4 h

µG / 18 h

1G / 9 h

µG / 18 h
µG / 9 h
* The experiments were not done because KFT fixation kit prepared for seedlings of these treatments were used
for other experimental runs.
2.2 体制
研究代表者：
高橋秀幸（東北大学大学院生命科学研究科）
共同研究者：
藤井伸治（東北大学）、宮沢豊（東北大学；現在、山形大学）、小林啓恵（東北大学）
山崎千秋（東北大学；現在、一般財団法人日本宇宙フォーラム）、東端晃（宇宙航空研究開発機構）
石岡憲昭（宇宙航空研究開発機構）、嶋津徹（宇宙航空研究開発機構；一般財団法人日本宇宙フォーラ
ム）、伏島康男（一般財団法人日本宇宙フォーラム）、山崎丘（宇宙航空研究開発機構；帝京大学）
鎌田源司（（株）エイ・イー・エス）、笠原春夫（有人宇宙システム（株））、長田郁子（有人宇宙システ
ム（株））
支援：
藤本信義（宇宙航空研究開発機構）、他 ‘きぼう’運用チーム
ISS クルー（古川聡、若田光一、Ron Garan、Don Pettit）
2.3 スケジュール
本実験は、2008 年 2 月に平成 19 年度「きぼう」船内実験室第 2 期利用に向けた宇宙実験候補テーマ
として採択され、その実現に向けて各種検討を重ね、2009 年 12 月にシステム定義審査 (SDR) を通り、
2010 年 1 月に ISS 実験計画書としてベースライン化され、2010 年 8 月に実験計画書の A 改訂、2010 年
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10 月に B 改訂、2013 年に C 改訂が行われた。この過程で、使用するキュウリ根の水分屈性および CsPIN5
解析用の芽生え育成容器（水分屈性実験チャンバー）とキュウリ芽生えの境界域における CsPIN1 解析
用の芽生え育成容器（ペグ実験チャンバー）の形状・機能を確定するとともに、化学固定法や画像デー
タ取得法について、クリノスタット装置等を活用して検討した。芽生えの育成・サンプリング法につい
ては、これまでの STS-95 宇宙実験ならびに Hydro Tropi 宇宙実験による経験と実績にもとづいて行い、
とくに大きな問題もなく準備を進めることができた。一方、PIN タンパク質を解析するための化学固定
法については、通常実験室で用いられている固定液の組成が ISS の安全管理上使用できないことが判明
し、代替え可能な固定液の検討に多くの時間を費やした。
実験材料を ISS に打ち上げるに当たり、芽生え育成容器への種子の取り付け、固定液の作成と充填、
給水用シリンジ、水分勾配形成用の NaCl 溶液入りシリンジ等、必要な器具の準備と点検業を 2010 年
10 月 24-11 月 5 日にケネディ宇宙センター (KSC) にて行った (Figs 10, 11)。しかし、予定されたスペ
ースシャトル（STS-133; discovery 号）の打上げが延期されたため、2011 年 2 月 17-25 日に再度同様の
作業を KSC にて行った。1 回目の CsPINs 宇宙実験（Run 1、Run 2）に用いる材料・器具を搭載したス
ペースシャトル・Discovery (STS-133) は、2011 年 2 月 24 日に KSC から打ち上げられた。2 回目の CsPINs
宇宙実験（Run 3）に用いる材料・器具は、2014 年 4 月 18 日に Space X-3 によって ISS に打ち上げられ
た。軌道上実験は、以下の通りに ‘きぼう’実験棟にて実施され、試料が地上に回収された。
(1) 実験 Run 1-2/1-3：軌道上実験 2011 年 4 月 25-30 日、担当 Ron Garan 宇宙飛行士
試料は 2011 年 6 月 1 日にスペースシャトル・Endeavor (STS-134)によって地上に回収、2011 年 6 月
7 日に仙台に到着。
(2) 実験 Run 2-3/2-4/2-5：軌道上実験 2011 年 6 月 25-7 月 17 日、担当 古川聡宇宙飛行士
試料は 2011 年 7 月 21 日にスペースシャトル・Atlantis (STS-135)によって地上に回収、2011 年 8 月
1 日に仙台に到着。
(3) 実験 Run 1-1：軌道上実験 2012 年 4 月 4-6 日、担当 Don Pettit 宇宙飛行士
試料は 2012 年 10 月 29 日に Space X-1 によって地上に回収、2012 年 11 月 9 日に仙台に到着。
(4) 実験 Run 3：2014 年 4 月 18 日に Space X-3 によって ISS に打ち上げられた。軌道上実験 2014 年 5
月 8-10 日、担当 若田光一宇宙飛行士
試料は 2014 年 5 月 22 日に Space X-3 によって地上に回収、2014 年 5 月 26 日に仙台に到着。
3. 実験準備・運用
本 CsPINs 宇宙実験は、上述のとおり、1998 年に実施したキュウリ芽生えの重力形態形成（ペグ形成）
に関する STS-95 宇宙実験の成果に基づき、その後地上研究で見出された知見、仮説を検証することを
目的としている。また、STS-95 宇宙実験で副産物として見出された根の水分屈性については、CsPINs
宇宙実験に先行して実施された Hydro Tropi 宇宙実験の実績がある。したがって、植物育成・実験容器
としては、若干の修正を加えたものの、基本的にはそれら先行研究で用いたものを使用した。
しかし、CsPINs 宇宙実験では、オーキシン排出キャリアタンパク質の局在を解析するために、これ
までとは異なる組成の化学固定溶液を必要とした。当初、タンパク質を解析するために常法で使用され
る固定液を考えていたが、安全管理上、クロロフォルムやメタノールを使用できないことが判明した。
そこで、固定液を様々な組成に変えてキュウリ芽生えを固定し、CsPIN タンパク質の局在を解析するこ
とによって、適切な化学固定液を検討した。その結果、常法（エタノール：クロロフォルム：水 = 6 : 3 :
1）に比較してシグナル強度がやや低下するものの、酢酸：エタノール：水 (5 : 63 : 32)で固定すること
によって CsPIN タンパク質の局在を十分に観察できることがわかり、それが新たな固定液として承認さ
れた。さらに、RNA-seq 用のサンプル固定・回収には、これまでにも植物の宇宙実験で使用実績のある
RNAlater を用いることにした。ただし、軌道上実験 Run 2 で実施した際に KFT 化学固定キットに不具
合が発生したことを受け、Run 3 における RNA-seq 用の RNAlater は、JAXA が新たに開発・作成した化
学固定バックに封入して打上げ、キュウリの固定・回収に用いた。
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KFT 化学固定キットの不具合は、軌道上でクルーが Run 2 を実施中に発生した。つまり、KFT 化学固
定キットに植物試料を封入し、その試料室に固定液を移動させるための操作を行ったが、いくつかのキ
ットで固定液が移動しなかった。NASA、JAXA 運用チーム、クルーが一体となって問題の解決を試み
たが、キュウリ芽生えに過剰な衝撃を与えることになり、完全な解決には至らなかった。そこでクルー
の協力により、当初 24 + 48 時間育成用に用意していた KFT キットを 24 + 2 時間育成用に使用し、
CsPIN1 タンパク質の解析を最優先することとし、Run 2 軌道上実験の変更と延長を行った。
尚、微小重力下における実験容器の機能性およびキュウリ芽生えの成長のシミュレーションは、事前
に 2 軸クリノスタットを用いて模擬実験を行うとともに、軌道上実験中および軌道上実験後は、必要に
応じて筑波宇宙センターおよび東北大学（仙台）にて地上対照実験を行った。

Fig. 10 Photographs of the Hydro Tropi /
CsPINs chambers, plastic syringes
containing distilled water for supplying
seed-holding plastic foam or filter paper with
H2O, syringe for supplying the filter paper
with 5 M NaCl solution, and the KFT
fixation kit containing fixative. Hydro Tropi /
CsPINs chambers and KFT fixation kit were
enclosed in Ziploc bags. A Hydro Tropi /
CsPINs chamber on the left shows a
cucumber seed inserted in the plastic foam in
the chamber. The black circle on the chamber
lid was placed to keep light reflection away
during photography. (Morohashi et al.; New
Phytologist 2017)

Fig. 11 Experimental procedure and instruments used for the spaceflight experiments in cucumber roots. In brief,
cucumber seeds were placed in containers, which were launched together with water and sodium chloride
solutions in syringes, and chemical fixation kits. Astronauts supplied water to the seeds for germination, and put
the chambers into the V-MEU and the CBEF for incubation under 1G centrifugation conditions for 18 h. Then,
H2O or NaCl solution was injected to the filter paper placed on the opposite side of the seeds to establish moisture
gradients of different intensities. We observed seedling growth and root curvature by the ground-commanded
photography in a time-course study. The materials were chemically fixed by astronauts and stored in the MELFI
refrigerator until return to the ground for analyses of growth, curvature, and CsPIN5 expression. (Morohashi et
al.; New Phytologist 2017)
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軌道上実験操作は、Fig. 11 に示すとおり、クルーによって 1) 細胞生物学実験装置 CBEF を稼働させ、
CsPINs 実験容器外側からシリンジで蒸留水を注入して容器内側に取り付けた種子付きプラスチックブ
ロックに給水することによって開始し、2) その容器をキャニスターV-MEU にセットして CBEF に取り
付け、1G または µG 条件で 18 時間または 24 時間インキュベートした。次に、3) 水分屈性・CsPIN5 実
験区では、給水 18 時間後に芽生えと反対側の容器内壁面に取り付けたろ紙に蒸留水または 5 M NaCl
溶液を注入し、容器内の水分勾配を大きくした区と小さくした区を設け、それぞれをさらに 1G または
µG 条件で 4 時間または 9 時間インキュベートした。4) ペグ形成・CsPIN1 実験区では、給水 24 時間後
に、1G または µG 条件でさらに 2 時間インキュベーした。芽生えのサンプリング時には、V-MEU 内の
カメラで芽生えの画像を取得し、それをダウンリンクした。クルーは各サンプリング時に、5) KFT 化
学固定キットまたは化学固定バックに芽生えを化学固定し、それらのキット、バックを冷蔵または冷凍
で保管し、地上に回収した。
4. 実験結果および成果
4.1 キュウリ芽生えの重力形態形成を担うオーキシン輸送・再分布のしくみ
本宇宙実験では、キュウリ芽生えのペグ形成の重力による制御機構を解明するために、宇宙環境を利
用して微小重力下および人工重力下でキュウリ種子を発
芽させ、胚軸と根の境界域におけるオーキシン排出キャ
リア CsPIN1 タンパク質の局在に及ぼす重力の影響を解
析した。そのために、ISS の‘きぼう’実験棟の細胞生物学
実験装置 (CBEF) 内で微小重力 (µG) 下または遠心機に
よる人工重力 (1G) 下で種子を発芽させ、芽生えを育成
した (Fig. 12)。そのとき、人工 1G 重力区では、芽生え
の長軸方向・根側方向に重力を付加する区と芽生えの長
軸方向と直交するように人工 1G 重力を付加する区を設
けた (Fig. 12).
宇宙実験に先立ち、地上実験で 2 軸クリノスタットを
用いて、ペグ形成に及ぼす重力影響を調べた (Table 2)。
その結果、給水後 24 時間クリノスタットで回転させ、そ
の後さらに 48 時間クリノスタットで回転させるか、根側
を下にして垂直方向に静置させると、半数以上の芽生え
が胚軸と根の境界域の両側にペグを形成した。一方、24
時間クリノスタットで回転させながら発芽させ、その後
48 時間芽生えを水平に横倒しにすると、ほとんどの芽生
えがひとつのペグを境界域の下側に形成した。これらの
結果から、本実験条件で育成したキュウリ芽生えは、24
時間齢においても重力に応答し、ペグ形成の位置を決め
ることができることがわかった。したがって、宇宙実験
では、キュウリ種子に給水後 24 時間を µG とし、24 時間
齢の芽生えをさらに 2 時間 µG 下におくか、芽生えの長
軸方法または短軸方向に 1G を付加した。
Fig. 12 Cucumber seeds were placed in a vertical position with the germination pore oriented down (a) and in a
horizontal position (b) in CsPINs chamber (c). A metallic pipe containing small holes and connected to a port for the
injection of water was inserted into the water-absorbent plastic foam (49 × 15 × 10 mm) with cucumber seeds (c).
(Yamazaki et al.; npj Microgravity 2016)
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Table 2 Effect of gravistimulation on the frequency of peg formation in clinorotated cucumber seedlings†
Number of seedlings
Growth conditions
Total
With one peg
With two pegs
Clinorotation for 72 h

13

15

28

Clinorotation for 24 h
+ Vertical for 48 h

10

17

27

Clinorotation for 24 h
+ Horizontal for 48 h

27*

1*

28

†

Growing cucumber seedlings were rotated on the clinostat for 24 h and then placed in a vertical or
horizontal position for 48 h. As a control, growing cucumber seedlings were rotated on the clinostat for
72 h. Values indicate the number of seedlings that formed one or two peg(s). Experiments (n = 6 - 7)
were repeated four times. Asterisk indicates a statistically significant difference when compared with
clinorotation controls (Fisher's exact test, P < 0.01).
(Yamazaki et al.; npj Microgravity 2016)

Fig. 13. Seed germination and
seedling growth of cucumber in
space. The water-absorbent plastic
foam in the container was supplied
with water (a-c), and then
germinating seedlings were grown in
the microgravity compartment of
CBEF for 24 h (d-f). Then, cucumber
seedlings were either maintained in
microgravity (g), or exposed to a 1G
centrifugal force applied
longitudinally (h) or in a crosswise
direction (i) for a further 2 h.
Photographs of the seedlings were
taken on the ISS prior to fixation.
After storage in fixative for
approximately 1 month in space and
returning the spaceflight samples to
Earth, the root lengths of these
seedlings were measured (j) and
these seedlings were analyzed
immunohistochemically. Each datum
represents the mean ± SD of 7
cucumber seedlings, and different
letters indicate statistically
significant differences between
groups at P < 0.05 using Tukey’s
method (j). Arrow (G), the direction
of centrifugal force. (Yamazaki et al.;
npj Microgravity 2016)
Fig. 13に示すように、宇宙実験区のキュウリ種子の発芽率は100%であった。µG下で発芽・生育した
キュウリ芽生えの根は、芽生えの長軸から逸れて様々な方向に伸長する傾向にあった (Fig. 13d,g)。し
かし、24時間齢の芽生えの長軸方向に1Gを2時間付加すると根は重力方向に伸長し (Fig. 13h)、芽生え
が横になるように短軸方向に2時間1Gを付加すると、下側に屈曲した (Fig. 13i)。このときの根の長さを
測定し、地上対照実験区のそれと比較したのが、Fig 13jである。その結果、地上実験区に比較して宇宙
実験区の芽生えの根が長い傾向にあったが、それらに有意差はなく、根は宇宙環境下でも伸長し続けた。
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Fig. 14 Anatomical structure
of the transition zone of
cucumber seedlings. The cross
sections show four vascular
strands in the hypocotyl (A)
and a cylindrical stele in roots
(C). The cross section in the
middle of the transition zone
(B) was used for
immunohistochemical analysis
of CsPIN1 localization.

次に、これらの宇宙実験区のキュウリ芽生えの胚軸と根の境界域におけるオーキシン排出キャリア
CsPIN1の発現・局在をみるために、境界域の中央部分の横断切片を作製した (Fig. 14)。これまでのPIN
タンパク質の局在に関する研究は縦断切片を用いて行われてきたが、縦断切片で標的となる1内皮層を
的確に観察するのは技術的に困難で、サンプル数の少ない貴重な宇宙実験区の芽生えを用いて内皮層を
確実に観察するために、本実験では横断切片を作製することにした。境界域ではFig. 14A-Cに示すよう
に、胚軸側は4本の維管束系を持ち、根側は1本の中心柱を持つようになる。この維管束系をとりまく1
層の細胞層が、重力感受細胞と考えられている内皮である。本実験におけるCsPIN1解析には、維管束系・
内皮が2つに分かれる中央部分の横断切片を用いた (Fig. 14B)。
CsPIN1タンパク質の免疫組織化学的解析は、酢酸：エタノール：水 (5 : 63 : 32)で化学固定された状
態で地上に回収された芽生えを用い、すでに報告した方法に準じて行った (Watanabe et al., 2012)。
CsPIN1の発現・局在に対する重力影響を評価するために、内皮細胞におけるCsPIN1局在のパターンを
分類した。µG下におかれた芽生えの場合、横断切片のひとつの子葉面側をOne side、もう一つの子葉面
側をOther sideとし、1G下におかれた芽生えについては、上側をCentripetal side、下側をCentrifugal side
とした (Fig. 15a, b)。また、横断面の子葉面側をAbaxial side、非子葉面側をLateral sideとした。その上で、
内皮において、CsPIN1がAbaxial/One side側またはAbaxial/Centripetal側の細胞膜に局在した細胞をタイプ
A、横断切片の短軸方向に平行に局在した細胞をタイプB、Abaxial/Other sideまたはAbaxial/Centrifugal
sideに局在した細胞をタイプC、そして、CsPIN1の局在極性が明確でない細胞をタイプDとして分類した
(Fig. 15a, b)。次に、それぞれのタイプの細胞数を集計し（各切片あたり6-10個の画像を取得し、3-5個体
の芽生えを解析し、single-blind assayによって分類・集計した）、それらの結果について、Fisher's exact
(two-sided) testで有意差検定を行った。

その結果、キュウリをµG下で発芽させた24時間齢の芽生えでは、CsPIN1シグナルは内皮で横断面の
短軸方向と平行に局在する細胞が多く観察された (Fig. 15c-f, k)。この24時間齢の芽生えをさらに2時間
µG下で育成した場合、Abaxial sideにおけるCsPIN1の局在パターンが24時間齢のものとわずかに異なっ
ていた (Fig. 15k)。また、24時間齢の芽生えの長軸方向に平行に1Gを2時間付加した場合、Abaxial side
におけるCsPIN1の局在パターンはµG下の24時間齢のものと違いがなかった (Fig. 15k)。しかし、µG・
24時間齢の芽生えの長軸方向に直交するように1Gを2時間付加した場合、Abaxial/Centripetal sideおよび
Lateral sideにおけるCsPIN1の局在は、µG・24時間齢のものとは違っていた (Fig. 15g-j,k)。このCsPIN1
の重力応答による再局在は、Abaxial/Centripetal sideおよびLateral sideの内皮細胞で顕著で、タイプCの細
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胞の増大を特徴としていた (Fig. 15g-i,k)。1Gを2時間付加した芽生えのAbaxial/Centrifugal sideでは、
CsPIN1の局在は、µG・24時間齢のものと同様であった (Fig. 15g, j, k)。これらの結果は、宇宙環境のµG
で育成したキュウリ芽生えに人工重力1Gを付加することで、芽生えの境界域は重力刺激に応答して、
重力感受細胞（内皮）でCsPIN1の局在を下側の細胞膜に変化させ、そのようなCsPIN1の局在極性を持
った細胞が連なった内皮層では、オーキシンを上側から下側に輸送することを示している。

Fig. 15 CsPIN1 localization in the cross sections obtained from the root side of the transition zone of cucumber
seedlings grown in space. Schematic representations for the classification of the endodermal cells based on
CsPIN1 localization patterns in the transition zone are shown (a,b). The types of endodermal cells of the
cucumber seedlings grown in microgravity or exposed to 1G-centrifugal force in the longitudinal direction were
classified according to a, while those of the cucumber seedlings exposed to 1G-centrifugal force in the crosswise
direction were classified according to b. Four types of endodermal cells with different localization of CsPIN1
(green crescent-shaped) are indicated by the capital letters, A to D, in each cell. Micrographs show CsPIN1
localization (c-j); a half of the cross section of the transition zone in seedling grown in microgravity for 24 h (c)
and in seedling exposed to 1G for 2 h in a direction crosswise to seedling axis following 24-h microgravity (g).
The top, left and bottom boxes drawn by white lines in c were enlarged in d, e and f, respectively. The top, left
and bottom boxes drawn by white lines in g were enlarged in h, i and j, respectively. Signals for antibody staining
appear green. Staining of cell wall by Fluorescent Brightener 28 appears magenta. vb, vascular bundle; scale bar
= 100 µm in c,g, and 25 µm in d-f,h-j; arrow (G), direction of gravitational force. Cell types, A to D, are
distinguished in d-f,h-j. The numbers of endodermal cells classified into each type of CsPIN1 localization in each
endodermal region observed are shown (k). Seedlings were grown in microgravity for 24 h (24 h µG), before
being either continuously grown in microgravity (µG), or exposed to 1G in a direction longitudinal
(1G/longitudinal) or crosswise (1G/crosswise) to seedling axis for a further 2 h. Black, white, red and blue bars
indicate cell types A, B, C and D, respectively. Each datum represents the mean ± SD of 6–10 images obtained
from 3–5 cucumber seedlings. *Single asterisks and **double asterisks indicate statistically significant
differences when the number of endodermal cells that were categorized in the control (24 h µG) were compared
with those of the others using Fisher's exact test at P < 0.05 and P < 0.01, respectively. (Yamazaki et al.; npj
Microgravity 2016)
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Fig. 16 A model for the graviresponse induction of asymmetric auxin distribution by CsPIN1-mediated auxin
transport in the transition zone of the cucumber seedlings. Endodermal cells and the localized CsPIN1 auxin
efflux carriers are shown by the purple line and green color, respectively. vb, vascular bundle; orange arrow,
direction of auxin flux; arrow (G), the direction of gravitational force. Auxin synthesized in cotyledons or the
shoot apical meristem is transported toward the root. CsPIN1 is an auxin efflux protein basipetally localized in
cells of the vascular bundles and contributes to this directional auxin transport. When cucumber seedlings are
grown in a vertical position on the ground or in microgravity, auxin can be prevented from moving from vascular
tissue to the cortex by localization of CsPIN1 along the minor axis of endodermal cells in the transition zone (a).
When cucumber seedlings are reoriented to the horizontal position, CsPIN1 re-localizes to the lower side of the
endodermal cells in the lateral endodermis of the transition zone and thus the endodermal cell layer laterally
transports auxin from the upper to the lower side (b). Localization of CsPIN1 may therefore play a role in
facilitating the decrease in auxin levels on the upper side of the transition zone in gravistimulated cucumber
seedlings and thus in suppressing peg formation in this region (c). (Modified from Yamazaki et al.; npj Microgravity
2016)
したがって、本宇宙実験は、CsPIN1がキュウリ芽生え境界域の重力感受細胞（内皮）内で重力応答性
を示し、オーキシンが内皮層を通って上側から下側に輸送される経路の存在することを見出し、その結
果、上側でオーキシンレベルが低下し、ペグ形成が抑制される可能性を強く示唆することになった (Fig.
16)。これは、重力によるオーキシン排出キャリアの局在制御をはじめて宇宙実験で証明し、重力感受
細胞の内皮細胞層がオーキシンの輸送経路として重力応答によるオーキシン分布に機能することをは
じめて明らかにしたものとして、画期的な成果といえる。
4.2 キュウリ根の重力屈性と水分屈性を担うオーキシン輸送・再分布のしくみ
CsPINs宇宙実験のRun 1は、先行宇宙実験のHydro Tropiと同一の条件下で行われた。その結果、Fig. 17
に示すとおり、1G下で発芽させた18時間齢のキュウリ芽生えの根は、その後、µG下で水を含んだプラ
スチック板（水分供与体）側に屈曲成長し、顕著な正の水分屈性を発現した。このとき、芽生えと反対
側に貼り付けたろ紙にNaCl溶液を注入すると、H2Oを注入した場合に比較して、根の伸長が抑制され、
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水分屈性による屈曲角度が大きくなった。しかし、H2Oでも顕著な水分屈性を示した。地上でもクリノ
スタットを用いることによってキュウリ根の水分屈性を誘導できるものの、H2O区で大きな水分屈性を
観察することはできない。一方、人工1G重力下では、NaCl区、H2O区ともに、根が重力方向に伸長し、
重力屈性が水分屈性に打ち勝つように発現した。これらの結果は、Hydro Tropi宇宙実験の結果と同じで、
再現性のあることを意味するとともに、キュウリ根は微小重力下で水分屈性を顕著に発現すること、ま
た、わずかな水分勾配に応答するようになることを証明している。

Fig. 17 Root hydrotropic response and elongation growth of cucumber seedlings under centrifuge-generated 1G
and microgravity in space (CsPINs experiment Run 1-1). Seeds were germinated at 1G for 18 h, and the resulting
seedlings were then subjected to hydrostimulation for 16 h under either 1G or microgravity conditions in space.
(Morohashi et al.; New Phytologist 2017)
Fig. 18は、1G下で発芽させた18時間齢のキュウリ芽生えをさらに4時間、1G下またはµG下で育成した
ときの根の伸長を示している。すべての種子が発芽し、根端が伸び出している様子をみることができる。
これらの芽生えを固定して地上に回収し、実体顕微鏡下で根の屈曲角度を解析した結果は、Fig. 19のと
おりである。1G下ではNaCl区、H2O区ともに23-25度のプラスチック板（水分供与体）側への屈曲がみ
られ、µG下ではNaCl区とH2O区の根が、それぞれ約33度と約50度の屈曲を示した。このときの1G区の
23-25度の屈曲は人工重力の方向にほぼ一致するもので、水分屈性はH2O区でも発現するが、NaCl区で
さらに顕著になった。クリノスタットを用いた地上対照実験では（クリノスタット回転状態を疑似微小
重力と仮定する）、4時間の処理で、NaCl区で約13度の屈曲がみとめられ、水分屈性の発現がはじまった
状態にあることを示しているが、クリノスタット・H2O区では有意差がみとめられなかった (Fig. 20)。
このように、クリノスタット区に比較して、宇宙の微小重力下では根が水分勾配に鋭敏に応答し、顕著
な水分屈性を発現した。次に、これら宇宙実験区（18 +4時間齢）の固定芽生えを用いて、キュウリ根
におけるオーキシン排出キャリアCsPIN5の発現を解析した。
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Fig. 18 Hydrotropic response of cucumber roots under microgravity and centrifuge-generated 1G conditions in
space. Arrow (G) indicates the direction of gravitational force. Seeds were germinated at 1G for 18 h, and the
resulting roots were then subjected to hydrostimulation for 4 h under either 1G or microgravity conditions.
(Morohashi et al.; New Phytologist 2017)

Fig. 19 Hydrotropic response and
elongation growth of cucumber roots under
centrifuge-generated 1G and microgravity
conditions in space (CsPINs experiment).
Seeds were germinated at 1G for 18 h, and
the resulting roots were then subjected to
hydrostimulation for 4 h under either 1G or
microgravity conditions. Fixed seedlings
were photographed under a
stereomicroscope. Photographs show three
representative cucumber seedlings for each
treatment. Arrow indicates the direction of
moisture gradient. H, high-humidity side; L,
low-humidity side. Numerals on the bottom
show hydrotropic curvature (degrees) of
cucumber roots 4 h after hydrostimulation
(mean ± SD, n = 6). (Morohashi et al.; New
Phytologist 2017)
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Fig. 20 Hydrotropic response
of cucumber roots under
stationary and clinorotated
conditions on the ground.
Seeds were germinated under
stationary conditions for 18 h,
and the resulting roots were
then subjected to
hydrostimulation for 4 h
under either stationary or
clinorotated conditions. Fixed
seedlings were photographed
under a stereomicroscope.
Photographs show three
representative cucumber
seedlings for each treatment.
Numerals on the bottom
show hydrotropic curvature
(degrees) of cucumber roots 4
h after hydrostimulation
(mean ± SD, n = 6).
(Morohashi et al.; New
Phytologist 2017)

CsPIN5は、キュウリ根の側部根冠 (Lateral root cap) および表皮細胞に発現し、根冠部から伸長帯への
オーキシン輸送を担うと考えられる (Fig. 7)。また、本宇宙実験に関連して、このCsPIN5の発現は重力
に応答して変化し、横倒しにした根の下側に比較して上側で減少することが明らかになった (Fig. 8)。
これは、CsPIN5の発現が低下する上側へのオーキシン輸送が抑制され、下側でオーキシン量が相対的に
多くなることを意味し、オーキシン量の多い側で細胞の伸長速
度が小さくなり、根は下側に屈曲するという説明と合致する。
したがって、キュウリ根の水分屈性には、重力屈性の場合と同
様に、オーキシン動態が重要な役割を果たし、オーキシン量が
低水分側よりも高水分側で多くなり、高水分側に屈曲する可能
性が予想された。

Fig. 21 Epidermal cells were used to compare CsPIN5 signal
intensities between the high-humidity side and the low-humidity
side. Epidermal cells indicated with white lines in (a) and (b) were
used for the measurement of CsPIN5 signal intensities in the
high-humidity side and in the low-humidity side, respectively.
Epidermal cells in the root meristem zone and 40 adjoining
epidermal cells from the transition point to the elongation zone
including the bending region (a) or only 40 epidermal cells from the
transition point to the elongation zone (b) were analyzed. Yellow
arrowheads indicate the transition point between meristem and
elongation zones. (Morohashi et al.; New Phytologist 2017)

20
20
This document is provided by JAXA.

240

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

240
そこで、CsPIN5の発現が水分勾配によっても変化し、それが重力によるCsPIN5の発現制御と競合し
て、水分屈性と重力屈性が干渉し合うという仮説を提唱した。本宇宙実験では、その仮説を検証するた
めに、根の分裂組織と伸長帯の境界 (transition point) を基点にして、分裂組織側表皮細胞と、屈曲部分
を含めて基点から伸長帯側に表皮細胞40細胞のCsPIN5の発現強度を測定し、高水分側と低水分側で比較
した (Fig. 21)。
地上実験でCsPIN5の発現強度を分裂組織側と伸長帯を含めた領域で比較した場合、静置・NaCl区お
よびクリノスタット・H2O区、クリノスタット・NaCl区では、CsPIN5の発現は低水分側よりも高水分
側で約1.6倍大きく、静置・H2O区の根における種子支持体側と反種子支持体側のCsPIN5発現の差は約
1.2倍であった (Figs 22, 23a)。境界域から伸長帯へ40細胞の表皮を比較すると、CsPIN5の発現強度は、
クリノスタット・NaCl区、静置・NaCl区の高水分側で低水分側よりも高かった(Fig. 23b)。しかし、
H2O区では、静置区とクリノスタット区のいずれでも、根の種子支持体側と反種子支持体側ににおける
CsPIN5の発現強度に違いはみられなかった(Figs 22, 23b)。このように水分屈性を発現している根では、
凹側（高水分側）にCsPIN5を高く発現させることによって、オーキシンが根の高水分側に多く輸送さ
れ、蓄積することを示した。キュウリ根の水分屈性に対するオーキシン輸送阻害剤の影響 (Fig. 5) や
水分勾配がオーキシン誘導性遺伝子の発現（オーキシン分布）に及ぼす影響 (Fig. 6)、そして、この
CsPIN5の発現と水分屈性の関係 (Figs 22, 23)は、水分屈性もオーキシン動態に制御され、重力屈性と
類似したメカニズムを有することを示唆する。この仮説を検証するために、CsPINs宇宙実験では、人
工1G下で発芽させた18時間齢のキュウリ芽生えをさらに4時間、1GまたはµGの条件で育成した芽生え
の根を用いて (Fig. 19)、CsPIN5の発現を解析した。
その結果、宇宙環境で育成した芽生えの根においても、基本的には地上で育成した芽生えの根と同様
なCsPIN5の発現パターンがみられた (Fig. 24)。そして、根の屈曲部分を含め伸長帯と分裂側の領域にお
ける表皮では、高水分側のCsPIN5の発現が低水分側の約1.6倍であった (Figs 24, 25a)。この結果は、境
界域から伸長帯側に40細胞の表皮を比較した場合も同様であった (Fig. 25b)。また宇宙では、1G・H2O
区の根の種子支持体側と反種子支持体側にお
けるCsPIN5の発現強度の違いはみられなか
ったが、1G・NaCl区ではµG区と同様に、
CsPIN5の発現は低水分側よりも高水分側で
有意に高かった(Figs 24, 25)。
Fig. 22 Immunohistochemical analysis of CsPIN5
protein in hydrotropically responding cucumber
seedling roots. Roots of 18-h-old cucumber
seedlings in the H2O chamber were placed under
stationary condition for 4 h (a-c), and roots in the
NaCl chamber were clinorotated for 4 h (d-f).
Roots were then harvested for
immunohistochemical analysis using Protein
A-purified anti-CsPIN5 antibody. The
high-humidity side in the chamber corresponds to
the left side in each panel. The signals for serum
are shown in green. Cell walls were stained with
Fluorescent Brightener 28 (red color). Merged
signals appear as yellow. The left and right
squared regions in (b, e) were magnified in (a, c)
and (d, f), respectively. lr, lateral root cap; ep,
epidermis; co, cortex; and G, direction of
gravitational force. White arrowheads indicate the
transition point between meristem and elongation
zones. (Morohashi et al.; New Phytologist 2017)
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以上の結果を宇宙における根の水分屈性 (Figs 18, 19) と合わせて考えると、CsPIN5の水分勾配に
応答した偏差的発現はµG下で顕著で、それは、水分屈性が重力屈性によって干渉される場合にも生じ
ると言える。

Fig. 23 Comparison of signal intensities in the epidermal
cells after immunohistochemical analysis of CsPIN5 in
hydrotropically responding roots of cucumber seedlings
grown on the ground. (a) CsPIN5 signal intensities in
epidermal cells of the root meristem zone and 40
epidermal cells from the transition point to the elongation
zone, which includes the bending region, were compared
between the high-humidity side and the low-humidity side
of roots. (b) CsPIN5 signal intensities in 40 epidermal
cells from the transition point to the elongation zone alone,
which includes the bending region, were compared
between the high-humidity side and the low-humidity side
of roots. Each datum represents the mean ± SD (n = 5 or
6). Single and double asterisk(s) indicate statistically
significant differences between the high-humidity side and
the low-humidity side at p < 0.05 and p < 0.01,
respectively, by Student’s t-test. (Morohashi et al.; New
Phytologist 2017)

Fig. 24 Immunohistochemical analysis of
CsPIN5 protein in cucumber roots grown
under centrifuge-generated 1G or microgravity
conditions in space. Roots of 18-h-old
cucumber seedlings in H2O chambers were
centrifuged at 1G for 4 h (a-c), and roots in
NaCl chamber were clinorotated for 4 h (d-f).
Roots were then harvested for
immunohistochemical analysis using Protein
A-purified anti-CsPIN5 antibody. The
high-humidity side in the chamber was the left
side in each panel. The signals for serum are
shown in green. Cell walls were stained with
Fluorescent Brightener 28 (red color). Merged
signals appear as yellow. The left and right
squared regions in (b, e) were magnified in (a,
c) and (d, f), respectively. lr, lateral root cap;
ep, epidermis; co, cortex; and G, direction of
centrifugal 1G. Arrowheads indicate the
transition point between meristem and
elongation zones. (Morohashi et al.; New
Phytologist 2017)
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Fig. 25 Comparison of signal intensities in the epidermal
cells after immunohistochemical analysis of CsPIN5 in
cucumber roots grown under 1G or microgravity
conditions in space. (a) CsPIN5 signal intensities in
epidermal cells of the root meristem zone and 40
epidermal cells from the transition point to the elongation
zone were compared between the high-humidity side and
the low-humidity side of roots. (b) CsPIN5 signal
intensities in 40 epidermal cells from the transition to the
elongation zone were compared between the
high-humidity side and the low-humidity side of roots.
Each datum represents the mean ± SD (n = 5 or 6). Single
and double asterisks indicate statistically significant
differences between the high-humidity side and the
low-humidity side at p < 0.05 and p < 0.01, respectively,
by Student’s t-test. (Morohashi et al.; New Phytologist
2017)
このように、CsPINs宇宙実験におけるキュウリ根の水分屈性とCsPIN5の解析は、クリノスタットを
用いた地上実験の結果から得られた仮説を検証し、水分屈性がCsPIN5を介したオーキシン動態によって
制御され、その水分屈性発現様式は重力屈性に類似すること、またそれ故に、水分屈性と重力屈性の干
渉はそれぞれの刺激に応答したオーキシン動態変化の競合に起因することを明らかにした。さらに、ク
リノスタット実験で得た結果を宇宙実験で検証することに成功しただけでなく、根が微小重力下で水分
勾配刺激により鋭敏になることを見出したことは、クリノスタット実験が宇宙における植物成長を完全
に模擬することができないことを意味している。この事実は、宇宙環境が地上では重力応答によってマ
スクされる植物の成長現象を理解するために、そして宇宙における植物育成法に植物が本来有する機能
を適用・活用するために有用であることを示すものである。
4.3 キュウリ根の重力屈性と水分屈性を担う遺伝子の網羅的発現解析
宇宙実験区のキュウリ根の屈曲角度および伸長
CsPINs の Run 3 の宇宙実験を、2014 年 5 月 8 日から 10 日まで国際宇宙ステーションの‘きぼう’日
本実験棟で実施した。これまでの宇宙実験により、微小重力下で水分屈性が発現し易いことが示唆され
ていた。そこで本宇宙実験は、微小重力条件下で発芽させた 18 時間齢のキュウリの芽生えを、1G 条件
下、あるいは µG 条件下で 4 時間、もしくは 9 時間、生育させた後に写真撮影し、固定した。そして、
サンプルを地上に回収した後、キュウリ芽生えの根から RNA を抽出し、RNA-Seq を行い、高水分側（Wet
side）と低水分側（Dry side）で偏差的に発現している遺伝子を網羅的に解析した。
その結果、µG 条件下で発芽させた 18 時間齢のキュウリの芽生えを、µG 条件下で生育させることに
より、水分屈性が発現すると期待していたが、明瞭な水分屈性の発現はみとめられなかった。すなわち、
18 時間齢の芽生えを µG 条件下でさらに生育させたキュリ芽生え (µG-µG 区) では、ベルイーター側に
屈曲する個体と反対側に反れる個体がみとめられた。そのため、18 時間齢の芽生えをさらに µG で生育
させた芽生えの根の屈曲角度の標準偏差は、18 時間齢の芽生えをさらに 1G で生育させた芽生えの屈曲
角度の標準偏差に比べて大きくなった。
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宇宙実験 Run 3 でのキュウリの芽生えの生育条件は、1G 条件下で発芽させている従来法とは異なり、
µG 条件下での発芽であった。そこで、発芽時の重力条件が、芽生えの根の水分屈性発現能に与える影
響を地上実験により解析した。従来、1G 条件下で発芽させた 18 時間齢の芽生えをクリノスタット条件
下で設置し、密閉した容器内の片側に飽和 NaCl 溶液を加えて水分勾配刺激を根に与えることにより、
キュウリの根の水分屈性を発現させる (Mizuno et al. 2002)。本実験条件で水分屈性を発現させると、実
験に供したほぼ全ての芽生えの根は、水分供与体である種子の支持体側に屈曲し、その屈曲角度は 47.0û
であった。一方、同様の水分勾配刺激を、クリノスタット条件下で発芽させた 18 時間齢の芽生えに与
えた場合、根が支持体側に反れる芽生えと支持体とは反対側に反れる芽生えがそれぞれ 30％ほどみと
められ、根の屈曲角度の平均値は 17.3û となり、静置条件下で発芽させた芽生えに比べて屈曲角度の低
下が認められた。さらに、飽和 NaCl 溶液に比較してより大きい水分勾配を形成する飽和 K2CO3 溶液を
用いた場合、クリノスタット条件下で発芽させた 18 時間齢の芽生えの根でも、水分供与体側に 48.4û屈
曲した。この屈曲角度は、静置条件下で発芽させた 18 時間齢の芽生えに、クリノスタット上で飽和 K2CO3
溶液により形成させた水分勾配刺激を与えた根の屈曲角度 (49.5û) との間に有意差はみとめられなか
った。したがって、キュウリの根の水分屈性は発芽時の重力条件によって影響されることが示された。
キュウリ根の水分屈性および重力屈性の発現時に変動する遺伝子群の RNA-Seq 解析
私たちは、キュウリの根の水分屈性と重力屈性の発現時に、オーキシン誘導性遺伝子 CsIAA1 が偏差
的に発現することを示してきた (Mizuno et al. 2002)。本研究ではまず、地上実験で、重力屈性と水分屈
性を発現させたキュウリの根で偏差的に発現する遺伝子を、RNA-Seq により解析した。その結果、重力
屈性時に偏差的に発現すると予想される 45 遺伝子と、水分屈性時に偏差的に発現すると予想される 21
遺伝子を見出した。そして、GO (Gene Ontology) 解析の結果、水分屈性発現時の高水分側と、重力屈性
発現時の下側では、CsIAA1 を含むオーキシン誘導性遺伝子が特異的に高発現していることが示唆され
た。これらのオーキシン誘導性遺伝子のうちいくつかについて、水分屈性時と重力屈性時での偏差的発
現誘導、およびオーキシンによる発現誘導を、real-time RT PCR で確認した。
以上の結果から、キュウリの根の水分屈性と重力屈性の発現において、オーキシンが主要な因子であ
ることが示された。一方、水分屈性発現時の低水分側と重力屈性時の上側に特異的に発現している既知
の遺伝子カテゴリーは見出せなかった。また、重力屈性時に、根の上側で CsSAUR9 が高発現していた。
オーキシンにより発現が誘導される遺伝子として同定された SAUR 遺伝子群は、重力屈性を発現してい
るダイズの胚軸の下側で高発現することが示されるとともに (McClure and Guilfoyle 1989)、マイクロア
レイを用いた網羅的な遺伝子発現解析により、重力屈性を発現しているシロイヌナズナの花茎
(Taniguchi et al., 2014)、イネのシュートの基部 (Hu et al., 2013) の下側で高発現することが示されてきた。
SAUR は type 2C protein phosphatase の PP2C-D に結合し、PP2C-D の PM-H+-ATPase の阻害活性を脱抑制
化し、細胞伸長を促進する (Spartz et al., 2014)。したがって、オーキシン非依存的に根の上側で高発現
する CsSAUR9 は、胚軸・花茎と根の重力屈性の向きが反対である要因の一つである可能性が考えられ
た。
RNA-Seq による宇宙実験でのキュウリの芽生えの根の網羅的遺伝子発現解析
宇宙実験および地上対照実験で得られた芽生えから抽出した RNA の RIN 値は 6.2 ~ 7.9 であった。
TophHat によるキュウリのゲノム塩基配列（cucumber_ChineseLong_v2.gff3）に対してマッピングした結
果、得られた RNA を増幅せずに行ったものは 94.7％以上、増幅したものは、71.2％以上が参照ゲノム
配列にマッピングされていた。マッピング後、遺伝子発現量（FPKM 値）を算出し、それぞれの処理区
で高水分側（Wet side）と低水分側（Dry side）で検体間比較を行った。検体間比較の結果、q 値が 0.05
以下となり、有意に偏差的に発現していると推測された遺伝子に着目した。その結果、水分屈性発現区
（ 1G-3D ・ K2CO3 ） と 宇 宙 実 験 区 で 共 通 し て 発 現 し て い る 遺 伝 子 は 、 1 遺 伝 子 (Csa5G610430,
Auxin-responsive protein: AtIAA32) のみであった。また水分屈性発現時にて偏差的に発現する 21 遺伝子
の重力屈性発現時、宇宙実験区および地上対照実験区における発現についてみると、水分屈性で偏差的
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に発現した遺伝子は、宇宙実験区および宇宙実験区に対する地上対照実験区では偏差的に発現していな
かった。また、各実験の全処理区におけるオーキシン誘導性遺伝子（AUX/IAA、GH3、SAUR）の発現を
解析した結果、水分屈性および重力屈性の発現時に屈曲した根の内側（Wet side、Lower side）でオーキ
シン誘導性遺伝子が高発現していることがわかった。また、宇宙実験で支持体側に屈曲した処理区
（［Amplify］4h・µG-µG：Bent toward the seed-holder side（Wet side）、9h¥µG-µG：Bent toward the seed-holder
side（Wet side））では、これらの遺伝子の偏差的な発現はみとめられなかった。したがって、CsPINs の
Run 3 での微小重力下で発芽・生育させたキュウリの芽生えの根が、水分屈性を発現しなかったのは、
微小重力条件下で発芽させたことに起因し、結果的に、偏差的に発現する遺伝子群を見いだせなかった
と考えられる。
5. 結言
本 CsPINs 宇宙実験では、CsPIN タンパク質の解析用の固定液の検討や軌道上実験中の化学固定キッ
トの不具合等、いくつかの想定外の課題への対応が必要であったが、宇宙実験候補テーマとしての採択
後の準備、ISS への打ち上げ、軌道上実験、画像データのダウンリンク、化学固定サンプルの回収、そ
してそれらサンプルの解析は概ね計画通りに行われた。その結果、キュウリ芽生えの胚軸と根の境界域
の重力感受細胞（内皮）に発現するオーキシン排出キャリア CsPIN1 が重力に応答して局在を変化させ、
その結果、オーキシンは内皮を輸送ルートとして上側から下側に運ばれ、上側でオーキシンレベルが低
下することによってペグ形成が抑制されることが明らかになった。
また、根は重力屈性のみならず水分屈性を発現するが、地上では重力屈性が水分屈性に干渉する。本
宇宙実験では、キュウリの根が微小重力下で顕著な水分屈性を発現し、宇宙環境が水分屈性研究に有効
であることが証明された。オーキシンを根端部から伸長帯に輸送すると考えられるオーキシン排出キャ
リア CsPIN5 は、キュウリ根において、重力および水分勾配に応答して偏差的に発現し、両屈性の原因
となるオーキシンの不均等分布を誘導すること、地上では重力と水分勾配による CsPIN5 の動態制御が
競合することによって水分屈性が重力屈性の干渉を受けることが明らかになった。一方、CsPINs 宇宙
実験と並行してすすめてきたシロイヌナズナ、イネ、ミヤコグサ、エンドウの根を用いた水分屈性の研
究で、最近、水分屈性におけるオーキシンの役割が植物種によって異なること、また、水分屈性の発現
に根冠組織を必要としないことがわかった (Dietrich et al., 2017; Nakajima et al., 2017)。このように、根
は異なるしくみで重力屈性と水分屈性を制御し、水分屈性の発現機構には多様性がみられる。
これらの結果は、植物の重力応答ならびに重力応答によって影響される成長現象におけるオーキシン
の作用様式を理解するための新たな知見として、また、宇宙における植物成長制御法を開発するための
基盤として極めて重要な成果である。ひとつの宇宙実験 (STS-95) にはじまり、その結果に基づく地上
研究で重力形態形成および根の水分屈性の制御機構の研究が飛躍的に進展し、そこで得られた重力応答
性分子、水分勾配応答性分子に関する新たな仮説を宇宙実験で検証できたことの意義は大きく、これら
一連の取り組みと成果は、宇宙環境利用が生物学に大きく貢献できることを示したと考えられる。
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ISS・きぼう利用ミッション
「植物の重力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア動態の解析 (CsPINs)」
研究成果報告書概要
研究成果報告書概要書
代表研究者； 高橋秀幸（東北大学大学院生命科学研究科）
平成 29 年 2 月（平成 29 年 11 月改訂）
研究目的
キュウリ芽生えの根と胚軸の境界域にみられるペグ形成は重力によってネガティブに制御され、重力
に応答して境界域の上側のペグ形成が抑制され、下側に 1 個のペグが形成される。一方、根は重力のみ
ならず水分屈性を発現するが、地上では重力屈性が水分屈性をマスクするように干渉する。これら重力
や水への植物の環境応答では、オーキシン動態が重要な役割を果たすと考えられるが、環境刺激の感受
がどのようなメカニズムでオーキシン動態を制御するのかは不明である。このオーキシン輸送の制御に
オーキシン排出キャリアが重要な役割を果たすことが知られており、私たちは、キュウリ芽生えの重力
形態形成（ペグ形成）に機能し、且つ、重力感受によって局在・発現が変化すると考えられるオーキシ
ン排出キャリアを見出した。また、根の水分屈性では、重力屈性の場合と同様に、伸長帯でオーキシン
の偏差分布が誘起されるが、その場合、重力および水分勾配のいずれによってもオーキシン排出キャリ
アの局在・発現が変化し、その二つのオーキシン動態が競合する可能性が見出された。そこで本宇宙実
験では、微小重力 (µG) と遠心による人工重力 (1G) の環境で形態形成（ペグ形成）に働くネガティブ
コントロールのスイッチをオン・オフさせるとともに、µG 下で根の水分屈性を重力屈性から分離し、
それぞれに機能するオーキシン排出キャリア動態に関する以下の仮説を検証することを目的とした。
仮説 a) キュウリの重力形態形成（重力応答によるペグ形成の抑制）に機能すると考えられるオーキ
シン排出キャリア（CsPIN1）は、根と胚軸の境界域の重力感受細胞（内皮細胞）において極性をもって
局在する。1G下で境界域が横になると、重力によって制御されるCsPIN1の局在変化がオーキシンを一
定方向に積極的に排出し、境界域の上側におけるオーキシンレベルを低下させ、ペグ形成を抑制する。
仮説 b) キュウリ根の水分屈性は重力屈性に干渉される。この重力屈性の水分屈性への干渉は、根の
伸長帯でオーキシン勾配の形成を誘導するオーキシン排出キャリア（CsPIN5）の発現を介して行われる。
仮説 c) 根の水分屈性と重力屈性に共通して働く遺伝子、特異的に働く遺伝子が存在する。
実験方法
a)キュウリ種子を支持体に設置して、それをペグ実験容器に入れて打ち上げた。軌道上で給水するこ
とで実験を開始し、25°C・暗黒下の µG 下と 1G 下（垂直置き）で発芽させた。24 時間後に、それぞれ
の芽生えを、1G 条件（垂直置き、水平置き）と µG 条件に移し、さらに 2 時間培養した。培養終了後、
サンプリング直前に MEU-B 搭載 CCD カメラで画像撮影を行った。タンパク質解析用芽生えを、2 時間
の培養後、固定剤（エタノール：酢酸＝63%：5%の混合液）により薬剤処理し、MELFI（+2°C）で保
存後、冷蔵（+4°C）で回収した。これら回収サンプルを用いて、芽生えの胚軸と根の境界域における
CsPIN1 の発現・局在を解析した。
b)キュウリ種子を支持体に設置して、それを水分屈性実験容器に入れて打ち上げた。軌道上で給水す
ることで実験を開始し、25°C・暗黒下、1G 条件下で 18 時間生育させた後、5 M NaCl 水溶液を注入し
て容器内に水分勾配を形成し、さらに 4 時間（タンパク質解析用）および 23 時間（水分屈性観察用）、
1G 下と µG 下で培養した。培養中、経時的に MEU-B 搭載 CCD カメラで画像撮影を行った。そして、
タンパク質解析用芽生えを、4 時間の培養後、固定剤（エタノール：酢酸＝63%：5%の混合液）により
薬剤処理し、MELFI（+2°C）で保存後、冷蔵（+4°C）で回収した。これら回収サンプルを用いて、根
における CsPIN5 の発現・局在を解析した。
c)キュウリ種子を支持体に設置して、それをペグ実験容器に入れて打ち上げた。軌道上で給水するこ
とで実験を開始し、25°C・暗黒下、µG 下で発芽させた。給水 18 時間後、および µG 下ならびに 1G 下
でさらに 4 時間、9 時間培養した後に、RNAlater により薬剤処理し、MELFI（+2°C）で冷蔵保存し、冷
蔵（+4°C）で回収した。これら回収サンプルの根から RNA を抽出して、RNA-Seq による遺伝子発現解
析を行った。
結果・考察
1. キュウリ芽生えの重力形態形成を担うオーキシン輸送・再分布のしくみ (Run 2)
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宇宙実験区のキュウリ種子の発芽率は100%であった。µG下で発芽・生育したキュウリ芽生えの根は、
芽生えの長軸方向から逸れて様々な方向に伸長する傾向にあったが、24時間齢の芽生えの長軸方向に
1Gを2時間付加する（垂直置きにする）と根は重力方向に伸長し、芽生えが横になるように短軸方向に
2時間1Gを付加する（水平置きにする）と、根は重力屈性によって下側に屈曲した。これらの宇宙実験
区のキュウリ芽生えの胚軸と根の境界域の横断切片を作製し、CsPIN1抗体を用いて、共焦点レーザー顕
微鏡でオーキシン排出キャリアCsPIN1の発現・局在を解析した。その結果、キュウリをµG下で発芽さ
せた24時間齢の芽生え、また、これをさらに2時間µG下で育成した芽生え（26時間齢）では、CsPIN1
は境界域における内皮細胞の維管束系側（内側）の細胞膜に局在していた。しかし、µG・24時間齢の
芽生えの長軸方向に直交するように1Gを2時間付加した場合、CsPIN1の局在は、内皮細胞の下側（重力
方向）の細胞膜に変化した。これらの結果から、宇宙環境のµGで育成したキュウリ芽生えに1Gを付加
することで、芽生えの境界域は重力刺激に応答して、重力感受細胞（内皮）でCsPIN1の局在を下側の細
胞膜に変化させ、そのようなCsPIN1の局在極性を持った細胞が連なった内皮層では、オーキシンが上側
から下側に輸送されることがわかった。
2. キュウリ根の重力屈性と水分屈性を担うオーキシン輸送・再分布のしくみ (Run 1)
1G下で発芽させた18時間齢のキュウリ芽生えの根は、その後のµG下で顕著な正の水分屈性を発現し、
一方、1G下では重力屈性によって重力方向に伸長した。これによって、先行して実施したHydro Tropi
宇宙実験の結果の再現に成功し、地上クリノスタット実験に比較して、宇宙のµG下では根が水分勾配
に鋭敏に応答し、顕著な水分屈性を発現することがわかった。次に、これら宇宙実験区（18 +4時間齢）
の芽生え、およびクリノスタットを用いた地上対照実験区の芽生えの根におけるオーキシン排出キャリ
アCsPIN5の発現を解析した。その結果、宇宙では1G・H2O区の根の種子支持体側と反種子支持体側にお
けるCsPIN5の発現強度に違いはみられなかったが、µG区と1G・NaCl区では、CsPIN5の発現は低水
分側よりも高水分側で有意に高かった。CsPIN5は根の根冠および表皮に発現し、それらの基部側の細胞
膜に局在することによってオーキシンを根冠から伸長帯に輸送すると考えられるが、CsPIN5の発現は、
重力刺激処理によって横になった根の上側、そして水分勾配存在下では根の低水分側で減少することが
明らかになった。クリノスタットを用いた地上実験では、オーキシン輸送阻害剤処理の結果やオーキシ
ン誘導性遺伝子の発現解析の結果によって、キュウリ根の水分屈性の発現制御におけるオーキシンの働
きが重力屈性の場合に類似することがわかった。これらの結果は、宇宙実験で検証した水分勾配刺激に
よるCsPIN5の発現変化の事実とともに、重力および水分勾配に応答したCsPIN5を介したオーキシン動
態が競合することを明らかにした。
3. キュウリ根の重力屈性と水分屈性を担う遺伝子の網羅的発現解析 (Run 3)
クリノスタットを用いた地上実験で、重力屈性と水分屈性を発現させたキュウリの根で偏差的に発現
する遺伝子を、RNA-Seq により解析した。その結果、重力屈性時に偏差的に発現すると予想される 45
遺伝子と、水分屈性時に偏差的に発現すると予想される 21 遺伝子を見出した。そして、GO 解析の結果、
水分屈性発現時の高水分側と、重力屈性発現時の下側では、CsIAA1 を含むオーキシン誘導性遺伝子が
特異的に高発現していることが示された。しかし、RNA-Seq 解析のために宇宙環境で育成したキュウリ
芽生えの根は、明確な水分屈性を示さず、それらから抽出した RNA を用いた遺伝子発現解析でも、明
確に偏差的発現を示す遺伝子はほとんどみとめられなかった。この宇宙実験の結果を地上実験で検証し
たところ、本実験区 (Run 3)でキュウリ芽生えの根が水分屈性を発現しなかったのは、それまでの実験
区と異なり、種子を µG 下で発芽させたことに起因すると考えられた。
以上の結果から、キュウリ芽生えの胚軸と根の境界域の内皮に発現するオーキシン排出キャリア
CsPIN1 が重力に応答して局在を変化させ、その結果、オーキシンは内皮を輸送ルートとして上側から
下側に運ばれ、上側でオーキシンレベルが低下することによってペグ形成が抑制されること、また
CsPIN5 は、キュウリ根において重力および水分勾配に応答して偏差的に発現し、両屈性の原因となる
オーキシンの不均等分布を誘導すること、地上では重力と水分勾配による CsPIN5 の動態制御が競合す
ることによって水分屈性が重力屈性の干渉を受けることが明らかになった。
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Summary report of the ISS-Kibo utilization mission ,

“ Dynamism of auxin efflux facilitators, CsPINs, responsible for gravity-regulated growth and
development in cucumber (CsPINs) ”
Principal Investigator; Hideyuki Takahashi (Graduate School of Life Sciences, Tohoku University)
Feb. 2017 (Revised in Nov. 2017)
Plants sense gravity as an environmental signal and use it for governing their morphology and growth
orientation. We have found that dynamism of auxin efflux facilitators, CsPINs, plays an important role in the
regulation of gravity-dependent redistribution of auxin and thereby controls gravimorphogenesis (peg formation)
in cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings. Moreover, we have found that gravitropism interferes with
hydrotropism in cucumber roots, in which the dynamism of auxin efflux facilitators may also play a role. In this
space experiment, we used cucumber seedlings to analyze the effect of gravity on the expressions of CsPIN1 and
unravel their contributions to peg formation. At the same time, we attempted to differentiate hydrotropism from
gravitropism in cucumber roots and compare the expression of CsPIN5 between the two tropisms.
The gravity-regulated localization of CsPIN1 and negative control of gravimorphogenesis in cucumber seedlings
The formation of a specialized protuberance, the peg, in cucurbitaceous seedlings is a unique
gravimorphogenesis. When cucumber seeds (Cucumis sativus L.) are placed in a horizontal position and allowed
to germinate, a peg forms on the lower side of the transition zone between the hypocotyl and the root. The peg
anchors the lower seed coat in soil so that the elongation of the hypocotyl pulls the cotyledons out of the seed
coat. Cucumber seedlings have the potential to develop a peg on each side of the transition zone as, when seeds
are placed prior to germination in a vertical position with the radicles pointing down or under microgravity
conditions, a peg develops on each side. However, peg formation on the upper side of the transition zone is
suppressed in response to gravity when the seedlings are grown in a horizontal position on the ground. A
phytohormone, auxin, plays an important role in the lateral placement of peg formation in the transition zone. We
hypothesized that gravity-modified transport of auxin is required for the differential decrease in auxin level on the
upper side of the transition zone in cucumber seedlings grown in a horizontal position. We suggested that an
auxin efflux carrier CsPIN1 was involved in the gravity-modified auxin transport and redistribution. Here, we
examined whether CsPIN1 changes its localization in response to gravity. Immunohistochemical analysis
indicated that, when cucumber seedlings were grown entirely under microgravity conditions in space, CsPIN1 in
endodermal cells was mainly localized to the cell side parallel to the minor axis of the elliptic cross section of the
transition zone. However, when cucumber seeds were germinated in microgravity for 24 h and then exposed to
1G-centrifugation in a direction crosswise to the seedling axis for 2 h in space, CsPIN1 was re-localized to the
bottom of endodermal cells of the transition zone. The results showed that endodermal cells re-localize CsPIN1
due to gravistimualtion and laterally transport auxin from the upper to the lower flank, which explains the
redistribution of auxin responsible for the lateral placement of peg formation in cucumber seedlings (Fig. 1).
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Fig. 1. Auxin efflux carrier CsPIN1 re-localizes in endodermal cells following gravistimulation in space (a,
microgravity; b, 1G), which could cause an auxin transport from the upper to the lower side through endodermal
layer and thereby an auxin decrease on the upper side (c). (Yamazaki et al., npj Microgravity 2016)
The CsPIN5-regulated auxin distribution in counteractive relationship between gravitropism and hydrotropism in
cucumber roots
Land plants orient root growth along moisture gradients and gravity via hydrotropism and gravitropism,
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respectively. Gravitropism interferes with hydrotropism, although the mechanistic aspects are poorly understood.
Fig. 1. Auxin efflux carrier CsPIN1 re-localizes in endodermal cells following gravistimulation in space (a,
Here, we differentiate hydrotropism from gravitropism in cucumber roots by conducting clinorotation and
microgravity; b, 1G), which could cause an auxin transport from the upper to the lower side through endodermal
spaceflight experiments. We also analyzed and compared mechanisms regulating hydrotropism and
layer and thereby an auxin decrease on the upper side (c). (Yamazaki et al., npj Microgravity 2016)
auxin-regulated gravitropism. Clinorotated or microgravity-grown cucumber seedling roots hydrotropically bent
toward wet substrate in the presence of moisture gradients, but they grew straight along the direction of stationary
The CsPIN5-regulated auxin distribution in counteractive relationship between gravitropism and hydrotropism in
1G on the ground or centrifuge-generated 1G in space. The roots appeared to become hydrotropically more
cucumber roots
sensitive to moisture gradients in microgravity. Auxin transport inhibitors significantly reduced the hydrotropic
Land plants orient root growth along moisture gradients and gravity via hydrotropism and gravitropism,
response of clinorotated seedling roots. The auxin efflux protein CsPIN5 differentially expressed in
respectively. Gravitropism interferes with hydrotropism, although the mechanistic aspects are poorly understood.
hydrotropically and gravitropically responding roots, with higher expression in the high-humidity (concave) side
Here, we differentiate hydrotropism from gravitropism in cucumber roots by conducting clinorotation and
versus higher expression in the lower (concave) side, respectively. These results suggest that roots become
spaceflight experiments. We also analyzed and compared mechanisms regulating hydrotropism and
hydrotropically sensitive in microgravity, by inducing CsPIN5-mediated auxin re-distribution in cucumber roots.
auxin-regulated gravitropism. Clinorotated or microgravity-grown cucumber seedling roots hydrotropically bent
(Morohashi et al., New Phytologist 2017)
toward wet substrate in the presence of moisture gradients, but they grew straight along the direction of stationary
1G on the ground or centrifuge-generated 1G in space. The roots appeared to become hydrotropically more
Thus, CsPINs spaceflight experiments revealed the gravity-regulated CsPIN1 re-localization in gravisensing
sensitive to moisture gradients in microgravity. Auxin transport inhibitors significantly reduced the hydrotropic
cells, polar auxin transport, and thereby a reduction of auxin level and a suppression of peg formation on the
response of clinorotated seedling roots. The auxin efflux protein CsPIN5 differentially expressed in
upper side of gravistimulated transition zone of cucumber seedlings. Furthermore, CsPINs experiments suggested
hydrotropically and gravitropically responding roots, with higher expression in the high-humidity (concave) side
a possible role of CsPIN5 of which differential expression is induced by both hydro- and gravi-stimulation and
versus higher expression in the lower (concave) side, respectively. These results suggest that roots become
causes a counteractive relationship between hydrotropism and gravitropism in cucumber roots.
hydrotropically sensitive in microgravity, by inducing CsPIN5-mediated auxin re-distribution in cucumber roots.
(Morohashi et al., New Phytologist 2017)
Thus, CsPINs spaceflight experiments revealed the gravity-regulated CsPIN1 re-localization in gravisensing
cells, polar auxin transport, and thereby a reduction of auxin level and a suppression of peg formation on the
upper side of gravistimulated transition zone of cucumber seedlings. Furthermore, CsPINs experiments suggested
a possible role of CsPIN5 of which differential expression is induced by both hydro- and gravi-stimulation and
causes a counteractive relationship between hydrotropism and gravitropism in cucumber roots.
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（生命科学分野）

平成 29 年 6 月

当初計画に基づき、 充分に研究目標を達成した。 植物の根の重力屈性に関して、 重力によるオーキシ
ン排出タンパク質の局在が、 重力刺激による植物の形態形成に働いていることが示され、 代表研究者ら
の植物の重力屈性のメカニズムに関する仮説を実証した。 また、 水分屈性と重力屈性の関係について、
新規の知見を得た。
将来の長期宇宙滞在に向け、 植物成長制御方法の開発の基盤となる研究であり、 本成果の応用、 発
展について、 引き続き、 検討を進めて欲しい。

総合評価
A：目標を充分に達成した（エクストラサクセス相当以上）

代表研究者；高橋秀幸（東北大学）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果

「植物の重力依存的成長制御を担うオーキシン排出キャリア動態の解析（CsPINs）」

252
宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

253

253

７． 植物の抗重力反応機構－シグナル変換・伝達から応答まで（Resist Tubule）
・成果報告書
・和文概要書
・英文概要書
・評価結果

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

P254
P288
P290
P292

This document is provided by JAXA.

254

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

254

ＩＳＳ・きぼう利用ミッション
「植物の抗重力反応機構－シグナル変換・伝達から応答まで (Resist Tubule)」
研究成果報告書
代表研究者； 保尊隆享（大阪市立大学大学院理学研究科）
平成 29 年 2 月
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１． 諸言
・研究内容、目標の概要
植物が重力に打ち勝って体を支え生命活動を営む「抗重力反応」は、重力屈性と並ぶ植
物の主要な重力反応である。しかし、その機構は十分に解明されていなかった。研究代表
者らは、地上実験により、過重力に対する植物の抗重力反応では、ステロールを主成分と
する細胞膜ラフトと、細胞骨格の１つである表層微小管とが重力シグナルの変換・伝達を
担っており、両者の協調的な機能によって、最終的な応答としての細胞壁強度の増加が誘
導されることを示した（1, 2）。本実験の目的は、宇宙の微小重力環境を利用して、この
ような過程が地球上の 1g の重力に対する反応でも普遍的に機能していることを実証し、
植物の抗重力反応におけるシグナル変換・伝達から応答に至る機構の全容を明らかにする
ことであった。そのために、野生型シロイヌナズナとともに、膜ラフトや表層微小管の構
築に関わる遺伝子の GFP 発現系統及び突然変異体を、「きぼう」実験棟の細胞培養装置
（CBEF）内の微小重力並びに 1g 環境下で生育させて、これらの細胞成分の動態、遺伝
子発現、成長形質や細胞壁の性質の変化について詳細に比較、解析した。
・研究内容の重要性、意義
地球上で、植物は、重力の力に抵抗、対抗できる丈夫な体を構築して効率的な生命活動
を営んでいる。このような反応は、植物がパイオニアとして数億年前に初めて海から陸に
上がって以来、陸上で高度に進化、繁栄する上で必要不可欠な役割を果たしてきた。しか
し、この事実は、植物科学や重力生物学の分野でもほとんど認識されておらず、この反応
を指す適切な名称すらなかった。そこで、研究代表者は、この反応を「抗重力反応（gravity
resistance）」と名づけ（1, 3）、そのメカニズムの解明に取り組んできた（4 ～ 7）。本研
究は、そのような研究の成果に基づいて、宇宙環境を利用して抗重力反応機構の普遍的な
機構を解明することをめざしており、独創的で新規性が高いといえる。
生体膜の構造に関しては、長い間流動モザイクモデルを前提とした理解がなされてきた。
しかし、近年、実際の膜がより複雑な構造をしており、特にステロールとスフィンゴリン
脂質に富むドメイン構造（ラフト）が様々な生理作用において重要な働きを担っているこ
とがわかってきた。植物では、このような膜ラフトの存在と機能がようやく認識され始め
たところである。一方、細胞内のオルガネラ間の連絡には、細胞骨格の１つであるアクチ
ンフィラメントが主要な役割をすると考えられていたが、他の細胞骨格である微小管の機
能に関する知見は少なかった。膜ラフトと微小管が協調的に機能して、植物の抗重力反応
におけるシグナル変換、伝達を担う、という本研究の仮説が検証されれば、細胞機能学上
も新規の視点をもたらし得る。
本実験によって抗重力反応におけるシグナル変換・伝達から応答に至る機構が明らかに
なれば、植物の２つの主要な重力反応の１つである抗重力反応の全容解明に大きく前進す
ることになる。また、抗重力反応を担う膜ラフト、表層微小管、そして細胞壁は、成長調
節や重力以外の環境応答などにおいても重要な役割を果たすと考えられており、本実験の
成果は、不明な点が多く残されているこれらの生理作用の解明にも役立てることができる。
さらに、抗重力反応は、数億年に植物が海から陸に進出し、陸上植物として進化、繁栄す
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る上で必要不可欠な役割を果たしてきたので、抗重力反応機構の解明は、植物の進化過程
を理解するためにも重要である。
植物は食糧供給や環境維持・浄化の主な担い手であり、人類が宇宙環境で長期間生存す
るためには、植物を効率的に生育させることが不可欠である。植物は、地上では、抗重力
反応のための細胞壁構築に過剰な投資をしており、その必要がない宇宙の微小重力環境で
は、その分を有用成分の生産に振り向けられる可能性がある。本実験の成果は、将来的に
閉鎖系としての自立が要求される月面・火星基地等での長期有人滞在実現に向けて貴重な
情報となり得る。植物はまた、地球のすべての生命の生存にも不可欠な役割を担っている。
したがって、抗重力反応機構の解明は、植物生産の効率化を通して、地球での人類を含む
生命の生存にも貢献することになる。
・研究動機、バックグラウンド
研究代表者は、植物の形態形成や成長調節における重力の役割について幅広く研究して
きた。そのための実験手段として、クリノスタット、水浸法、遠心過重力などを用いてき
た。クリノスタットは形態形成の解析には有効であり、これを用いて自発的形態形成の存
在とメカニズムを明らかにした。しかし、クリノスタットは、重力の方向性をランダム化
する装置であって、重力を除去したり、その大きさを変えたりはできないため、成長調節
や抗重力反応の解析には使えなかった。そこで、抗重力反応に関する地上実験では、水浸
法や遠心過重力環境を用いてきたが、得られた結果に基づいて提唱した仮説は、あくまで
微小重力環境での変化を示唆するに過ぎず、それを検証するため真の微小重力環境である
宇宙での実験がどうしても必要になった。
研究代表者は、1998 年に最初の宇宙実験として、スペースシャトル STS-95 における
BRIC-RICE 実験を行った（8 ～ 10）。この実験の当初の目的は、微小重力環境における植
物の形態形成や成長の変化を明らかにすることであったが、得られた研究成果は、抗重力
反応の存在を明確に認識し、それが重力屈性とは独立した重力反応であるとの概念を確立
する基礎となった。その後に実施した Resist Wall 実験（国際宇宙ステーション Columbus
実験棟）及び Space Seed 実験（「きぼう」実験棟、PI: 神阪盛一郎教授）では、抗重力反
応の特性や基本的な機構を明らかにしてきた（7, 11）。本実験は、これらの研究成果をふ
まえて、抗重力反応の普遍的な機構の解明をめざすものである。
２． 研究計画
２．１ 研究内容、目標
今までの地上実験の結果より、過重力に対する植物の抗重力反応は、図１のようにまと
まられる。まず、重力シグナルは、細胞膜上のメカノレセプター（機械的刺激受容イオン
チャンネル）によって受容されると考えられる。この過程は、重力屈性におけるシグナル
感受を司る平衡細胞ばかりでなく、植物体を構成する多くのふつうの細胞で起こる可能性
が高い。また、植物におけるメカノレセプター候補としては、飯田らによって MCA が単
離されている（12）。受容したシグナルの変換・伝達過程は非常に複雑であるが、それぞ
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れの細胞内で、膜ラフト、表層微小管、そしてプロトンポンプが関与する過程によるもの
と考えられる。過重力環境下で膜ラフトの形成が促進されることは、遺伝子発現解析、細
胞学的観察、そして細胞膜の成分分析によって示された。一方、α-及び β-チューブリン
遺伝子ファミリーの多くのメンバーの発現レベルが重力刺激に応じて速やかに増加し、そ
れらによって構築される表層微小管の配向が細胞長軸と直角から平行へと変化したことか
ら、微小管が重要な機能を果たしていることも明らかである。これらの細胞成分の動態変
化を通して肥大成長が促進されるとともに、様々な遺伝子の発現が変化して細胞壁成分の
代謝と細胞壁環境が修飾され、細胞壁強度が増加して重力に抵抗するものと考えられる。
もし、1g の重力に対する抗重力反応でも、膜ラフトと表層微小管がシグナル変換・伝
達を担っており、最終的な応答としての細胞壁強度の増加が誘導されるのであれば、両者
の動態は、宇宙の微小重力環境において大きく変化するはずである。すなわち、微小重力
環境では、過重力環境下とは逆に、これらの関連遺伝子の発現レベルが低下し、膜ラフト
形成と表層微小管の配向変化が抑制されて細胞肥大が抑えられるとともに、細胞壁代謝や
細胞壁環境が構成成分の分解系を優先する方向に変化する結果、細胞壁強度の減少がもた
らされると予想される。また、膜ラフトや表層微小管の構築と機能に関わる遺伝子を改変
した突然変異体は、1g 下で矮性やねじれなどの形質変異を示し（13, 14）、過重力下では
その変異がさらに強調される（15）が、微小重力環境で生育させると、このような成長
形質の異常の多くが軽減されて、より野生型に近い成長を示すようになることが期待され
る。本実験では、以上の仮説の検証を具体的な目標として定めた。

図１ 過重力に対する抗重力反応モデル
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本実験では、このような作業仮説の検証のため、以下の３つの実験を行った。
●

実験 1（Run 1）「膜ラフトと微小管動態の軌道上オンサイト解析」
膜ラフトと表層微小管に関わる４種のシロイヌナズナ GFP ライン（GFP-RAFT1、

TUA6pro-GFP、SPR2-GFP、GFP-MAP4）の種子を地上で滅菌後、V-MEU 装置内の蛍光
顕微観察容器の支持体上に播種し、ホルダーにセットして乾燥状態で打ち上げる。軌道上
で給水し、4 日間冷蔵した後に細胞培養装置 CBEF 内で短時間光照射して発芽を誘導し、
さらに 3 日間生育させる。生育後、膜ラフトの構築と表層微小管の配向をクリーンベン
チ CB 内の蛍光顕微鏡（冷却 EM-CCD）で観察する。
●

実験 2（Run 2）「膜ラフトと微小管動態の回収後解析」
野生型シロイヌナズナ Columbia の種子を地上で滅菌後、V-MEU 用試料容器内の支持

体上に播種して乾燥状態で打ち上げる。軌道上で給水し、4 日間冷蔵した後に CBEF 内で
短時間光照射して発芽を誘導し、さらに 3 日間生育させる。生育後、幼植物体を取り出
し、KFT を用いてアルデヒド混合液で化学固定し、冷蔵して回収する。地上で、回収試
料の膜ラフトと微小管を染色、観察する。
●

実験 3（Run 3）「ラフトと微小管に関わる変異体の成長解析」
野生型シロイヌナズナ Columbia、膜ラフト変異体 hmg1、及び形質変異の程度が異な

るチューブリン変異体 tua4 と tua6 の種子を地上で滅菌後、PEU 試料容器内の支持体上
に播種して乾燥状態で打ち上げる。軌道上で自動給水を開始し、PEU 内で自動制御によ
り 30 日程度生育させて、花茎の成長を経時的に観察・撮影する。生育後、花茎を取り出
し、KFT を用いて RNAlater で処理し、冷凍して回収する。地上で、回収試料の遺伝子発
現解析や細胞壁の物理的・化学的性質の解析を行う。
これらの研究項目に対して、以下のサクセスクライテリアを設定した。
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２．２ 体制
・研究チーム体制
代表研究者：
保尊 隆享

大阪市立大学

研究とりまとめ

橋本 隆

奈良先端科学技術大学

微小管の機能解析

村中 俊哉

横浜市立大学

膜ラフトの機能解析

園部 誠司

兵庫県立大学

微小管結合タンパク質の機能解析

榊

東海大学

細胞膜動態の解析

若林 和幸

大阪市立大学

細胞壁の機能解析

曽我 康一

大阪市立大学

微小管動態の細胞学的解析

共同研究者：

剛

・JAXA 支援体制
宇宙科学研究所
高柳 昌弘

ISS 科学プロジェクト室長(当時)

実施責任者（プロマネ）

山下 雅道

宇宙環境利用科学研究系 教授(当時)

研究実施責任者

橋本 博文

宇宙環境利用科学研究系 准教授

計画、調整、運用

有人宇宙環境利用ミッション本部(当時)
有人システム安全・ミッション保証室
宇宙環境利用センター(当時)

安全性、開発保証に関する審査等

「きぼう」船内利用全体とりまとめ

利用リソース、インクリメント運用に係る国際調整
実験運用インテグレーション
軌道上実運用
宇宙飛行士運用技術ユニット

クルー訓練作業

・体制に関する評価
本実験には、JAXA 及び関連機関から多くの方に参画し、ご尽力いただいた。実験全体
を通して、各チームがそれぞれの機能を十分に果たし、チーム間の連携もスムーズであっ
たと思われる。実験実施中には、Run 1 ではキセノンランプの不具合による顕微鏡観察の
中止、Run 2 では KFT からの固定液漏れ、Run 3 では一部の PEU での給水のトラブルに
よる植物成長の遅延、など様々なトラブルが生じたが、それらにも可能な限り対応してい
ただいた。問題点としては、各チームの構成人数に余裕がなく、一部の人に過重な負担が
かかったことがあげられる。
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２．３ スケジュール
・実験候補選定から飛行後解析まで
2008.02.22

実験候補選定
「きぼう」船内実験室第二期利用に向けた候補テーマに採択

2010.05.21

システム定義審査会（SDR）

2010.06.04

プロジェクト移行審査会

2011.01.21

詳細設計審査会（CDR）

2011.04.28

フェーズ 0/I/II 安全審査会

2012.06.26

Run 2：認定試験後審査会（PQR）

2012.09.07

Run 2：フェーズ III 安全審査会

2012.10.08

Run 2：SpX-1 にて供試体打上

2012.10.15-23

Run 2：軌道上植物栽培運用

2012.10.31

Run 2：SpX-1 にて試料回収

2012.11.06

Run 2：PI 試料受取

2012.11.21

Run 1&3：認定試験後審査会（PQR）

2012.12.20

Run 1&3：フェーズ III 安全審査会

2013.08.04

Run 1&3：HTV-4 にて供試体打上

2013.09.16-10.26 Run 3：軌道上植物栽培運用
2014.04.14

Run 1：SpX-3 にて供試体打上

2014.05.15-24

Run 1-1：軌道上植物栽培・観察運用

2014.05.21

Run 3：SpX-3 にて試料回収

2014.05.26

Run 3：PI 試料受取

2014.06.05-14

Run 1-2：軌道上植物栽培・観察運用

2014.07.14

Run 1-3：Orb-2 にて追加の供試体打上

2014.08.04-13

Run 1-3：軌道上植物栽培・観察運用

2015.03.17-18

Run 1：地上対照実験

注）Run 1：幼植物体の蛍光顕微観察
Run 2：幼植物体の固定・回収
Run 3：植物体の栽培・固定・回収
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・装置・供試体開発段階移行時点の計画と実績

３． 実験準備・運用
・2008 年 2 月 22 日 「きぼう」船内実験室第二期利用に向けた候補テーマとして採択
され、宇宙科学研究所 ISS 科学プロジェクト室にて、ベースライン化、実施されること
が決まる。
・研究目的を遂行するため、次の 3 つの実験（Run）に分けて実施する。Run1：幼植
物体の蛍光顕微観察、Run2：幼植物体の固定・回収、Run3：植物体の栽培・固定・回収。
・2010 年 5 月 21 日 システム定義審査会（SDR）、6 月 4 日 プロジェクト移行審査会、
2011 年 1 月 21 日 詳細設計審査会（CDR）、4 月 28 日 フェーズ 0/I/II 安全審査会が実施
される。
・Run1 の幼植物体の蛍光顕微観察について、軌道上の顕微鏡システムの設計が古く、
十分な蛍光顕微観察が行えないため、高感度ユーザーカメラと蛍光顕微観察容器の開発が
必須となるが、後者に時間がかかるため、比較的容易に実行可能な Run2 を先に進め、こ
れ以降の各種審査会、打上、運用、回収について Run1&3 と分けて行うことを決める。
・Run2 について、2012 年 6 月 26 日 認定試験後審査会（PQR）、9 月 7 日 フェーズ III
安全審査会を経て、10 月 8 日 SpX-1 にて供試体打上、10 月 15-23 日 軌道上植物栽培運
用、10 月 31 日 SpX-1 にて試料回収、11 月 6 日 PI 試料受取、飛行後解析に至る。
・Run1&3 について、2012 年 11 月 21 日 認定試験後審査会（PQR）、12 月 20 日 フ
ェーズ III 安全審査会を経て、2013 年 8 月 4 日 HTV-4 にて供試体打上に至る。
・Run3 について、2013 年 9 月 16 日～ 10 月 26 日 軌道上植物栽培運用、2014 年 5 月
21 日 SpX-3 にて試料回収、5 月 26 日 PI 試料受取、飛行後解析に至る。
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・Run2 の試料回収時、KFT に液漏れが認められたため、Run3 では新しく開発された
CFB を用いて試料の固定・回収を行った。
・Run1 について、2014 年 4 月 14 日 種子が入った蛍光顕微観察容器のみ SpX-3 にて
打上（他の供試体は HTV-4）、2 回（Run1-1、Run1-2）に分けて観察が行われる予定であ
った。
・Run1-1 について、5 月 15 ～ 24 日 軌道上植物栽培・観察運用が行われた際、2 日目
の観察時に軌道上顕微鏡システムの蛍光励起用キセノンランプに不具合（非点灯）が発生
し、途中で観察不可能となり、試料も一部、失われた。
・Run1-2 について、6 月 5 ～ 14 日 軌道上植物栽培・観察運用が行われる。
・Run1-1 の不具合で失われた試料の観察を行うため、急遽 Run1-3 を設定し、新たに
蛍光顕微観察容器を 7 月 14 日 Orb-2 にて打上、8 月 4 ～ 13 日 軌道上植物栽培・観察運
用が実施され、すべての運用が完了。これ以降は観察で得られた画像データの解析を行う。
４． 実験結果および成果
４．１ 実験結果
４．１．１ 実験 1（Run 1）「膜ラフトと微小管動態の軌道上オンサイト解析」
細胞成分の動態に対する微小重力の影響について明らかにする最も直接的な手段は、標
的の細胞成分を何らかのマーカーで標識した植物体を軌道上で生育させ、その場（オンサ
イト）で観察することである。本実験では、膜ラフトと表層微小管に関わる 4 種類のシ
ロイヌナズナ GFP ラインの芽ばえを「きぼう」実験棟の細胞培養装置 CBEF 内で生育さ
せた後、胚軸をクリーンベンチ CB 蛍光顕微鏡で観察した。使用したラインは、GFP-RAFT1
（GFP と膜ラフト構成タンパク質 RAFT1 の融合体を 35S プロモータで強制発現）、
TUA6pro-GFP（α-チューブリン６のプロモーターで GFP を発現）、SPR2-GFP（微小管
結合タンパク質 SPR2 のプロモーターで SPR2 と GFP の融合タンパク質を発現）、
GFP-MAP4（GFP と微小管結合タンパク質 MAP4 の融合体を 35S プロモータで強制発現）
である。
・発芽と成長
宇宙軌道上で生物試料の顕微鏡観察を行う際には、操作上の様々な問題点を克服する必
要がある。まず、軌道上では、地上で使うようなプレパラートを作成し、利用することが
困難である。そこで、シロイヌナズナ芽ばえを発芽・生育させる容器を、試料を入れたま
ま顕微鏡観察にも直接用いることを検討し、それに適した容器（蛍光顕微観察容器）を新
規に開発した。この容器の厚みは、芽ばえの成長のためにはより厚いことが望ましいが、
顕微鏡観察にはできるだけ薄い方がよい。また、材質に関しても、ガラスでは安全性に問
題が生ずる一方、プラスチックの多くの素材は蛍光を発し試料の観察を妨げるため、選定
が難しかった。最終的に開発された容器はそれぞれの要求を満たす基本性能を有し、４種
の GFP ラインすべてが、軌道上で良好な発芽と芽ばえ成長を示した。
図２は、胚軸が最も肥厚する GFP-MAP4 の芽ばえの様子を示している。宇宙 1g 環境
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では、芽ばえがほぼ上下方向に揃って成長したのに対して、微小重力環境では様々な方向
に成長した。これは、自発的形態形成と呼ばれる現象である（8）。微小重力環境で生育
した芽ばえでは、胚軸の一部が培地内に入り込んでおり、胚軸全長の測定は困難であった。
そこで、成長に関する別の指標として、胚軸の太さの最大値を測定した（図３）。軌道上
で生育した胚軸の太さは、4 ラインすべてで地上対照より小さい傾向を示したが、差はそ
れほど大きなものではなかった。また、宇宙 1g と微小重力を比べると、GFP-MAP4 では
微小重力下の方が胚軸が約 8%細かった。

図２ 宇宙 1g 及び微小重力環境で生育した GFP-MAP4 の芽ばえ

・GFP 発現強度
本実験での GFP 蛍光観察における最大
の問題は、CB 顕微鏡の性能にあった。こ
の顕微鏡は、「きぼう」実験棟設計当初か
らの搭載機器であり、その性能は現在使
用されている顕微鏡とは比較もできない
低いレベルである。本実験の代表者は、20
数年前にこの顕微鏡の設計にアドバイザ
ーとして参加した。その際、生命科学に
おける蛍光顕微鏡の必要性を主張した立
場上、ぜひ一度は宇宙実験に使用したい
と考えていた。そこで、光学系・イメー
ジング解析の専門家の協力を得て、専用
光源と EM-CCD 高感度蛍光検出カメラを
取り付け、蛍光顕微鏡としての性能の飛躍

図３ 地上及び宇宙で生育した GFP

的な向上を図った。その結果、完全ではな

ラインの胚軸の最大幅

いものの、軌道上で GFP 蛍光の観察・解

- 10
10 -

This document is provided by JAXA.

264

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

264

析を行うことができた。図４は、TUA6pro-GFP ラインの栽培観察容器全体の明視野及び
蛍光顕微鏡像である。
ネイティブプロモーターによる発現ラインである TUA6pro-GFP と SPR2-GFP を用い
て、両遺伝子の発現に対する微小重力の影響を解析した（図４、図５）。両遺伝子の発現
は、子葉から胚軸上部のフックと呼ばれる若い細胞からなる部域で高く、基部に向かって、
加齢に伴う減少を示した。遺伝子発現に対する微小重力の影響を解析するため、フック頂
端部から 100 μm 毎に蛍光強度を測定した。蛍光強度の絶対値に関しては、試料毎にばら
つきが大きく、明確な傾向が見いだせなかった。そこでフック頂端部を 100 とする相対
値を算出したところ、TUA6 遺伝子の発現は、微小重力環境下では、地上や宇宙 1g の試
料と比べて、より速やかに基部に向かって減少することがわかった（図６）。蛍光強度の
減少に関して、地上対照と宇宙 1g との間には差は見られなかった。一方、SPR2 遺伝子
の発現は、重力環境に関わらず、ほぼ同程度に基部に向かって減少した（図７）。

図４ 宇宙で生育した TUA6pro-GFP ラインの芽ばえの明視野及び蛍光顕微鏡像

100 μm

図５ 地上及び宇宙で生育した SPR2-GFP ラインの芽ばえの蛍光顕微鏡像
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図６ TUA6 遺伝子の発現に対する微小

図７ SPR2 遺伝子の発現に対する微小

重力の影響

重力の影響

265

10 μm

図８ 地上及び宇宙で生育した GFP-RAFT1
ラインの芽ばえの蛍光顕微鏡像

図９ RAFT1 遺伝子の発現に対する微小重力
の影響
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・細胞成分の動態
GFP-RAFT1 によるラフト構成タンパク質由来の蛍光は、通常、細胞膜上にドット状に
観察される（図８左図）。そして、過重力環境下では、このドット状構造体の大きさが増
加し、密度も上昇する。本実験で使用した「きぼう」実験棟の CB 顕微鏡では、EM-CCD
高感度蛍光検出カメラを取り付けても解像度に限界があり、明瞭なドット状の蛍光は認め
られなかった。しかし、細胞膜に沿って強い蛍光が認められたため、蛍光強度を定量化し
た。その結果、細胞の側面及び長軸端ともに、微小重力下では、細胞膜上の蛍光強度が 10
％程度減少することがわかった（図９）。微小重力環境では RAFT1 タンパク質が膜ラフ
トにリクルートされる過程が抑制される可能性が示唆された。

10 μm

図１０ 地上及び宇宙で生育した GFP-MAP4 ラインの表皮細胞の蛍光顕微鏡像

10 μm

図１１ 地上及び宇宙で生育した SPR2-GFP ラインの表皮細胞の蛍光顕微鏡像

微小管結合タンパク質 MAP4 の強制発現ラインである GFP-MAP4 では、細い繊維とそ
れらが束化した太い繊維が観察され（図１０左図）、細い繊維の配向が細胞の成長方向と
関係することがわかっている。本実験で使用した CB 顕微鏡では、このうちの太い繊維の
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みが観察された。微小管は重合と脱重合のバランスの上に存在しており、微小重力環境で
は繊維として存在し得ない可能性が指摘されていたが、GFP-MAP4 由来の太い繊維は微
小重力下でも観察されたので（図１０右図）、微小重力が微小管構築そのものに影響する
わけではないことがわかった。本実験で観察された太い繊維の配向は、重力環境に関わら
ずランダム（放射状）であり、微小重力の影響は見られなかった（図１０）。一方、SPR2-GFP
に関しては、通常の顕微鏡観察では、連続したドットから構成される繊維構造が見られる。
「きぼう」実験棟の CB 顕微鏡では、検出感度が低いため、SPR2-GFP に由来する明瞭
な繊維状構造は認められず、細胞全体にスミアに広がる蛍光が見られた（図１１）。この
ような蛍光に対する微小重力の影響は明確ではなかった。
４．１．２ 実験 2（Run 2）「膜ラフトと微小管動態の回収後解析」
細胞成分の動態に対する微小重力の影響を解析するもう 1 つの実験として、「きぼう」
実験棟の CBEF 内で生育させた野生型シロイヌナズナ芽ばえを化学固定して地上に回収
した後、研究室内の顕微鏡を用いて観察した。地上回収試料を用いた解析では、従来の宇
宙実験で指摘されているように、輸送等の操作による影響は避けられない。その反面、４．
１．１ 項で述べたオンサイト観察に伴う様々な問題は解決できる。すなわち、芽ばえを
より適した条件で生育でき、GFP 利用実験の場合とは異なって予め解析対象が限定され
ることはなく、観察に高性能の顕微鏡が使用可能で、観察操作も容易であった。
・発芽と成長
本実験では、野生型芽ばえ栽培容器として V-MEU 試料容器を選定するとともに、培地
（支持体）として新たにハトシートを選抜し、使用した。これらは期待通りの性能を示し、
軌道上で揃った発芽と芽ばえの成長が得られた（図１２）。また、微小重力環境では、実
験 1 の場合と同様に、自発的形態形成が観察された（図１２）。
図１３は、宇宙 1g 及び微小重力環境で生育した芽ばえ胚軸の、回収後の観察時におけ
る長さと太さを示している。微小重力環境では、胚軸の伸長成長が促進されると同時に、
拡大成長が抑制され、成長方向の変化が起きていることが確認できた。

図１２ 宇宙で生育した野生型
Columbia の芽ばえ（Run 2）

- 14
14 -

This document is provided by JAXA.

268

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

268

図１３ Columbia の胚軸の成長に対する微小重力の影響

・細胞成分の動態解析
実験 1 では、CB 顕微鏡の性能の限界のため、膜ラフトと微小管の動態に対する微小重
力の影響に関して、十分なデータは得られなかった。そこで、実験 2 で地上に回収され
た試料を用いてより詳細な解析を行った。その結果、微小重力環境では、膜ラフトと微小
管の動態が過重力環境下とは逆の変化を示すことがわかった。なお、前述のように、実験 2
では良好な発芽・成長が見られたが、試料総数には限りがあったため、得られる成果の重
要度を考慮して、表層微小管の配向解析に優先的に使用することにした。
・表層微小管の配向
実験 2 では、SpaceX 社のロケット（SpaceX-1）を初めて使用して試料打ち上げと回
収が行われた。ロケットの打ち上げと帰還を含む運用全体は順調に進行したが、回収され
た固定容器 KFT を開封したところ、一部で固定液の漏れが見つかった。そこで、まず、
試料の固定状況を確認するための予備観察を行った。図１４は、微小重力環境で生育し、
固定・回収された試料を、チューブリン抗体と微小管結合タンパク質 EB1 抗体で二重染
色した蛍光顕微鏡像である。幸いなことに、固定液漏れによる大きな影響はなく、繊維状
の微小管構造と、その上に EB1 がドット状に分布する様子が観察できた。

図１４ 微小重力環境で生育した Columbia
胚軸表皮細胞のチューブリン及び EB1 抗体
による二重染色像
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図１５ 胚軸表皮細胞の微小管配向に対する微小重力の影響

回収試料の胚軸を用いて、表皮細胞の表層微小管配向に対する微小重力の影響を詳細に
解析した。宇宙 1g 及び微小重力環境下で生育した胚軸を頂部から 1 mm 毎に分け、それ
ぞれに含まれる表皮細胞における表層微小管の配向を間接蛍光抗体法により観察した。多
くの茎器官の表皮細胞では、表層微小管の配向が細胞毎に概ね揃っている。そこで、細胞
を、細胞長軸に対して直角（横向き）、平行（縦向き）、斜め、そしてランダムな向きの
表層微小管を持つものの４通りに分け、各々のパターンの頻度を算出した。重力環境に関
わらず、胚軸上部の若い細胞からなる部域（0 - 2 mm）では、細胞長軸に対して直角な
表層微小管を持つ細胞の割合が高く、基部の成熟部域（3 mm 以下）では、平行な微小管
を持つものが多かった（図１５）。植物細胞は、表層微小管の配向と直角な向きに伸長す
るので、この結果は、若い細胞では縦方向の伸長成長が、一方成熟細胞では横方向への肥
大成長が起こる事実と合致している。細胞長軸に対して直角から平行方向への微小管配向
の変化は、宇宙 1g 環境下で生育した胚軸では、頂部から 2 mm 付近の部域で起きていた
（図１５）。これに対して、微小重力環境下で生育した胚軸の同じ部域では、多くの細胞
の微小管配向がまだ細胞長軸に対して直角方向であり、直角から平行方向への微小管配向
の変化は、その下の頂部から 3 mm 前後の部域で認められた。すなわち、微小重力環境
下では、細胞長軸に対して直角から平行方向への微小管配向の変化が抑制されることが明
らかになった。
表層微小管配向に対する微小重力の影響をさらに確認するため、より詳細な解析をおこ
なった。シロイヌナズナ胚軸の表皮は、20 個の細胞から構成されている。この第２の解
析方法では、各順番の表皮細胞それぞれに含まれる表層微小管１本１本の配向を、基準線
からの角度として定量化した（図１６）。例えば、宇宙 1g 環境下で生育した胚軸の頂部
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図１６ 胚軸表皮細胞（頂部から 8 番目）における各微小管の配向角度分布

から 8 番目の細胞における表層微小管の角度を、細胞長軸に対して直角方向を 0o として
測定すると、図１６右図のような正規分布を示した。
図１７は、宇宙 1g 及び微小重力環境下で生育した胚軸の頂部から 5 ～ 12 番目の細胞
における表層微小管の角度を、それぞれ約 200 個の測定値の平均として算出した結果で
ある。微小管の角度は胚軸の上部から基部にかけて、約 15o から 40o に増加しており、細
胞長軸に対して直角から平行への配向変化が起きていることを示している。そして、両重
力条件を比較すると、5 ～ 8 番目の細胞までは明確な傾向が認められなかったが、9 ～ 12
番目の細胞では微小重力環境下の方が微小管の角度が有意に小さくなっていた。9 ～ 12
番目の細胞は、頂部から 2 - 3 mm に位置しており、この部域での細胞長軸に対して直角
から平行方向への微小管配向の変化が抑制されたことが確認できた。

図１７ 胚軸表皮細胞における微小管
の配向に対する微小重力の影響
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このような表層微小管の配向
変化が細胞成長とどう関わるか
について明らかにするため、胚
軸の頂部から基部にかけて、そ
れぞれの順番の細胞の大きさ（長
さ）を測定した（図１８）。宇宙 1g
環境で生育した胚軸では、頂部
から 8 ～ 10 番目の細胞が最も伸
長成長していたが、微小重力環
境下では、この部域より基部の
広い部域で細胞が長くなってお
り、微小重力環境では伸長成長
が長い期間にわたって維持され
ることが明らかになった。
図１９は、宇宙 1g 環境下で生
育した胚軸の頂部から 5 ～ 10 番

図１８ 胚軸表皮細胞の長さに対する微小

目の細胞における、表層微小管

重力の影響

の角度と細胞の長さの関係を解
析した結果である。同じ順番の細胞を見ると、右下がりの相関関係が見られ、微小管の角
度が大きいほど細胞は短くなっていた。そして、全体としては、胚軸頂部から基部に向か
って、微小管の角度も細胞の長さも大きくなることが示された。この結果も、微小管が細
胞成長の方向を規定するという仮説を支持している。

図１９ 胚軸表皮細胞の長さと微小管角度の関係
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４．１．３ 実験 3（Run 3）「膜ラフトと微小管に関わる変異体の成長解析」
抗重力反応における膜ラフトと表層微小管の機能を検証するため、これらの細胞成分の
構築と機能に関わる遺伝子を改変した突然変異体の生育に対する微小重力の影響を解析し
た。野生型シロイヌナズナ、膜ラフト変異体 hmg1、及び形質の程度が異なるチューブリ
ン変異体 tua4 と tua6 を「きぼう」実験棟の CBEF 内で生育させ、形態と成長を観察した
後、CFB に入れた RNAlater 溶液中で固定し、冷凍して回収した。地上で、回収試料を用
いて細胞壁の物理的・化学的性質の測定、並びに遺伝子発現解析を行った。
・成長
本実験で使用でき
た植物栽培容器 PEU
は 4 個に限られてい
ため、野生型 Columbia
と hmg1、tua4 と tua6
とを組み合わせ、そ
れぞれ宇宙 1g 及び微
小重力環境下で生育
させた。このうち、
Columbia と hmg1 の
微小重力区に関して
は原因不明の不具合
があり、発芽・生育
が大幅に遅延した（図

図２０ 宇宙 1g 及び微小重力下で生育した Columbia

２０）。特に、hmg1 で

と hmg1

は、生育期間を当初
の予定の 30 日から 39
日まで延長したにも
関わらず、花茎が全
く出現しなかった。
一方、tua4 と tua6 の
組み合わせに関して
は、宇宙 1g 区、微小
重力区とも良好な発
芽と成長が見られた
（図２１）。全ての系
統を通して、微小重
力環境では、ロゼッ
ト葉がより長時間に
わたって緑色に保たれ、
アントシアニン形成や

図２１ 宇宙 1g 及び微小重力下で生育した tua4 と tua6
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枯死の程度が低くなっており、老化が抑制されたことがわかった。
シロイヌナズナでは、花茎の出現時期に個体間でばらつきが大きく、系統や生育環境に
よっても違いが見られる。本実験でも、早い個体では栽培開始後 22 日目に出現したのに
対して、最も遅い個体では 36 日を要した。そこで、花茎の成長を比較するため、各々が
出現した日を初日として揃え、以降の長さの増加について、毎日の撮影静止画を用いて定
量化した。宇宙 1g 環境下では、野生型の花茎の成長が最も速く、tua4 では強い、また tua6
ではわずかな成長抑制が見られた。これに対して、微小重力環境下では、tua4 の成長が
大きく促進された（図２２）。
図２３は、それぞれの系統の最終的な長さを比較している。宇宙 1g 環境下では、tua4
で強い、また tua6 では弱い矮性化が見られたのに対して、微小重力環境下では、tua4 で
は大きく明瞭な、そして tua6 では小さな成長促進が誘導され、最終長には 3 系統間で大
きな差がみられなかった。微小重力環境下では、チューブリン変異体の成長形質が、その
強さに応じて軽減されることが確認された。

図２２ tua4 花茎の成長に対する

図２３ 微小重力環境におけるチューブリン

微小重力の影響

変異体花茎の成長促進

・細胞壁の性質
抗重力反応の主要な応答過程は、細胞壁代謝の変化によってもたらされる強度の増加で
ある。十分量の花茎試料が得られた tua6 を用いて、細胞壁の物性及び構成多糖レベルに
対する微小重力の影響を調べた。宇宙 1g 及び微小重力環境で 39 日間生育し、RNAlater
溶液中で冷凍、回収された花茎試料を、頂部から基部にいたる 10 mm 毎の部域に分け、
エタノール中で固定した。試料を水に戻した後、引っ張り試験機を用いて stress-strain 法
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による物性解析を行った。本実験では、後述の遺伝子発現解析のため、通常の細胞壁分析
には使用しない RNAlater を用いて試料を固定したが、エタノール処理などの常法と比べ
て遜色のない解析データを得ることができた。
測定された細胞壁伸展性は、重力条件に関わらず、頂部の若い細胞からなる部域で大き
く、中間部及び基部と比べて、10 倍以上の値を示した（図２４）。いずれの部域でも、微
小重力環境で生育した花茎では、地上対照及び宇宙 1g 環境と比較して、細胞壁伸展性が
大きい傾向にあった。ただし、頂部及び中間部では、差が小さいことに加えて試料間の誤
差が大きく、細胞壁伸展性の差は有意ではなかった。これに対して、基部では、微小重力
環境で 2 倍以上の伸展性を示し、両対照と比べて有意に大きくなっていた（図２４）。
植物細胞壁は、骨格に相当するセルロース
繊維と、セルロース間を埋めているマトリッ
クス、そして多糖間に架橋するフェノールや
構造性タンパク質から構成される。そこで、
物性測定後の花茎各部域の試料から細胞壁標
品を調製し、それぞれの成分を定量した。花
茎頂部では、宇宙 1g 及び微小重力環境で生
育した試料の単位長さ当たりのセルロース及
びマトリックス量は、地上対照と比べて 30%
程度少なかったが、宇宙 1g と微小重力環境
の間では差は見られなかった（図２５）。こ
れに対して、基部では、微小重力環境で生育
した試料の単位長さ当たりのセルロース及び
マトリックス量は、地上対照の約 40 ％、ま
た宇宙 1g の約 55 ％程度であり、大きく減少
していた（図２６）。そして、基部では、細胞

図２４ 花茎の細胞壁伸展性に対する
微小重力の影響

図２５ 花茎頂部の細胞壁多糖レベルに対する微小重力の影響

- 21
21 -

This document is provided by JAXA.

平成２８年度 ＩＳＳ ・ きぼう利用ミッション科学成果評価 報告書

275

275

図２６ 花茎基部の細胞壁多糖レベルに対する微小重力の影響

壁伸展性とこれらの多糖レベルとの間で負の相関が認められた。
細胞壁中のフェノールや及びタンパク質レベルに対する微小重力の影響を調べるため、
これらの試料のセルロース画分を可溶化して、紫外部域の吸収を測定した。しかし、いず
れの部域でも重力環境による有意な違いは認められなかった。すなわち、微小重力の影響
は主に構成多糖類のレベルに現れることがわかった。
・遺伝子発現
遺伝子発現に対する微小重力の影響を解析するため、花茎頂部及び基部試料から total
RNA を調製し、委託解析に供した。本実験で得られた試料の量には限りがあり、特に野
生型については十分量が得られなかったため、頂部については tua4 の試料を次世代シー
クエンサーで、また基部については tua6 の試料をマイクロアレイにより解析した。先行
して実施された実験 2 では、一部の試料で KFT からの固定液の漏れが見つかったため、
本実験では JAXA によって急遽開発された固定容器 CFB（chemical fixation bag）が使用
されたが、固定並びに試料の保存状態は良好であった。
膜ラフト構築、微小管の構築と配向調節、そして細胞壁代謝に関わる代表的な遺伝子の
発現について、微小重力／宇宙 1g の比（log2 底）として、図２７～図２９に示す。抗重
力反応では、重力シグナルは細胞膜上のメカノレセプター（機械的刺激受容イオンチャン
ネル）によって受容されると考えられており、その候補遺伝子として MCA が単離されて
いる（12）。まず、シロイヌナズナに２つある MCA 遺伝子の発現を見ると、頂部では両
方の、また基部では MCA1 の発現が微小重力環境下で減少していた（図２７）。すなわち、
MCA が重力シグナルの受容に関わっていることが示唆される。また、花茎基部では、膜
ラフト構築に関わる HMG1、及び膜ラフト構成タンパク質の１つである Remorin をコー
ドする遺伝子の発現も微小重力環境下で減少していた（図２７）。一方、花茎頂部では、HMG
及び Remorin 遺伝子の発現変化は明瞭ではなかったが、HMG 以降のイソプレノイド合成
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図２７ 膜ラフト関連遺伝子の発現に対する微小重力の影響
数値は微小重力／宇宙 1g の比（log2 底）である

図２８ 微小管関連遺伝子の発現に対する微小重力の影響

経路に関わる多くの遺伝子の発現が微小重力環境下で減少する傾向が見られた。
図２８は、微小管関連遺伝子の発現に対する微小重力の影響を示している。花茎頂部で
は、6 つの α-チューブリン遺伝子（Tua1 ～ Tua6）と 9 つの β-チューブリン遺伝子（Tub1
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～ Tub9）すべて、そして微小管配向の変化に関わる遺伝子群（γ-チュブリン TUBG、GCP、
カタニン）の多くの発現が、微小重力環境下で明らかに減少することがわかった。また、
微小管結合タンパク質遺伝子にも、微小重力環境で発現が減少する傾向を示すものが多か
った。一方、花茎基部では、微小重力環境による明瞭な影響は認められなかった。

図２９ 細胞壁関連遺伝子の発現に対する微小重力の影響

細胞壁関連遺伝子の発現に対する微小重力の影響に関しても、花茎頂部と基部で明瞭な
差が認められた（図２９）。頂部では、細胞壁多糖の合成関連遺伝子の発現に関しては一
定の傾向が見られなかったが、主要なマトリックス多糖であるキシログルカンの分解に関
わるキシログルカン加水分解・転移酵素 XTH の第 3 グループ（XTH27 ～ XTH33）の多
くの遺伝子の発現が、微小重力環境で増加していた。一方、基部では、セルロース合成遺
伝子 CES の内で、特に木部等の支持組織に多い二次細胞壁のセルロース合成に関わる
CES4、CES7、及び CES8 遺伝子の発現、またキシランなどのマトリックス多糖の合成
に関わる多くの遺伝子の発現レベルが、微小重力環境で低下することがわかった。基部で
は、頂部とは逆に、XTH 遺伝子群の発現には大きな変化は見られなかった。
４．２ 成果
前項では、それぞれの実験（Run）で得られた結果について、実験の進行に沿って示し
たが、以下、本実験で対象とした細胞成分毎に得られた成果をまとめる。
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４．２．１ 抗重力反応における表層微小管の機能
本実験では、表層微小管の機能に関して、最も充実した成果が得られた。
TUA6 遺伝子の発現は、胚軸頂部から基部に向かって加齢に伴う減少を示したが、微小
重力環境下では、地上や宇宙 1g の試料と比べて、減少がより速やかであった（図６）。
実際、花茎頂部では、α-チューブリンの 6 遺伝子と β-チューブリンの 9 遺伝子のすべて、
そして微小管配向の変化に関わる遺伝子群（γ-チュブリン TUBG、GCP、カタニン）の多
くの発現が、微小重力環境下で明らかに減少していた（図２８）。また、胚軸の頂部から 2
mm 付近（頂部から約 1/3）の成長終了部域で起こる、細胞長軸に対して直角から平行方
向への微小管配向の変化が、微小重力環境下では抑制されることが 2 種類の解析方法に
より明らかになった（図１５、図１７）。微小重力環境下では、このような微小管配向変
化の抑制に伴って、細胞伸長成長が長い期間にわたって維持され（図１８）、胚軸全体の
成長方向も伸長成長を促進するように変化していた（図１３）。さらに、1g 環境下では、
野生型の花茎と比べて、tua4 では強い、また tua6 ではわずかな成長抑制が認められたが、
微小重力環境下ではいずれの系統でもほぼ同程度の成長が認められ、微小重力環境下では、
チューブリン変異体の成長形質変異がその強さに応じて軽減されることが明らかになった
（図２２、図２３）。以上の結果から、微小重力環境では、チューブリン及び関連遺伝子
の発現が抑制され、細胞長軸に対して横向きから縦向きへの表層微小管の配向変化が抑制
される結果、細胞の伸長成長が促進され、茎器官の成長も正常に維持されることが示され
た。これにより、表層微小管が、過重力に対する抗重力反応のみならず、1g に対する抗
重力反応においても、重力シグナルの変換・伝達において重要な役割を果たしている、と
いう仮説が明確に支持された。
表層微小管の配向の調節には、微小管結合タンパク質 MAPs が関わると考えられてい
る。本実験の結果、微小重力環境における微小管配向の抑制に γ-チュブリンやカタニン
が関わる一方、SPR2 や EB1 は直接関与しないことが示唆された。抗重力反応における
微小管結合タンパク質の役割の詳細に関しては、共同研究者の曽我が代表者を務める
Aniso Tubule 実験が進行中であり、その成果に期待したい。
４．２．２ 抗重力反応における膜ラフトの機能
抗重力反応における重力シグナルの受容に関わるメカノレセプター MCA 遺伝子の発現
は、微小重力環境下で減少した（図２７）。微小重力環境下では、花茎基部において、膜
ラフト構築に関わる HMG1 及び膜ラフト構成タンパク質 Remorin の遺伝子の発現、一方、
花茎頂部では、HMG 以降のイソプレノイド合成経路に関わる多くの遺伝子の発現も減少
していた（図２７）。また、微小重力環境下では、GFP-RAFT1 による膜ラフト由来の蛍
光強度が減少していた（図９）。同様の傾向が地上回収試料の解析でも得られた。以上の
結果は、膜ラフトが 1g に対する抗重力反応においても、重力シグナルの変換・伝達に働
くことを示している。
1g に対する抗重力反応における膜ラフトの機能をさらに確認するため、膜ラフト変異
体 hmg1 の生育に対する微小重力の影響を調べた。抗重力反応の必要がない微小重力環境
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下では、hmg1 花茎の矮性形質が軽減されることが予想された。しかし、生育期間を当初
の予定の 30 日から 39 日まで延長したにも関わらず、微小重力環境下では、hmg1 の花茎
が全く出現しなかった（図２０）。この実験区では、野生型 Columbia でも発芽・生育の
遅延が見られたので、給水に何らかのトラブルが生じたと推定されるが、花茎が全く出現
しないのは想定外であった。
シロイヌナズナの花茎は、普通の植物の茎とは異なって、生殖器官である花を着けるた
めに形成される。したがって、この結果は、微小重力環境下では hmg1 変異体の生殖過程
が強く抑制されることを示唆している。hmg1

は元々生殖能力が低く、1g 下でも通常は

不稔となる（13）。一方、微小重力環境下では、野生型シロイヌナズナでも生殖が抑制さ
れることが Space Seed 実験により示されている（16）。この両方の要因が重なって、花
茎の出現が強く抑制された可能性がある。この可能性については、今後の宇宙実験で検証
したい。あわせて、今回の結果は、宇宙において植物を栽培し生殖による世代交代を行う
際には、十分な注意が必要であることを示している。
微小重力環境における膜ラフト関連遺伝子の発現抑制は、tua4 及び tua6 の花茎におい
て認められた。この結果は、微小管から膜ラフトへのシグナル伝達はあまり重要な機能を
果たしていないことを示唆している。図１に示した仮説においても、逆に、MCA から微
小管へのシグナル伝達に膜ラフトが介在することが想定されている。本実験では、hmg1
の花茎が得られなかったので、膜ラフトから微小管へのシグナル伝達に関しては検証する
ことができなかった。
４．２．３ 抗重力反応における細胞壁の機能
微小重力環境で生育した花茎では、地上対照及び宇宙 1g 環境と比較して、細胞壁伸展
性が大きい傾向にあった。花茎の頂部及び中間部では差が小さく有意ではなかったが、基
部では微小重力環境で 2 倍以上の伸展性を示し、両対照と比べて有意に大きくなってい
た（図２４）。花茎基部ではまた、細胞壁を構成するセルロース及びマトリックス量が、
微小重力環境で大きく減少しており、細胞壁伸展性と両多糖レベルとの間で負の相関が認
められた（図２６）。さらに、基部では、セルロース合成遺伝子 CES の内で、特に木部
等の支持組織を構成する二次細胞壁のセルロース合成に関わる CES4、CES7、及び CES8
遺伝子の発現、またキシランなどのマトリックス多糖の合成に関わる多くの遺伝子の発現
が、微小重力環境で減少することがわかった（図２９）。以上の結果から、微小重力環境
では、花茎基部で、二次細胞壁構成多糖の合成に関わる遺伝子群の発現が抑制され、多糖
レベルが減少して、細胞壁が柔らかく保たれることが示された。これにより、細胞壁が過
重力に対する抗重力反応のみならず、1g に対する抗重力反応においても、最終的な応答
過程を司ることが明確に支持された。
４．２．４ 想定外の成果
植物の抗重力反応における最終的な応答過程は、主に、表層微小管の配向を変えて細胞
の成長方向を縦向き（伸長成長）から横向き（肥大成長）に変化させる機構と、細胞壁構
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成成分代謝過程を修飾して細胞壁の強度を増加させる機構、の２つから構成されている。
本実験の実施前には、両方の機構が同時に起こることを想定していた（図１）。しかし、
本実験の結果、2 つの機構が時間的にも空間的にも分離されていることが明らかになった。
すなわち、まず、成長終了部域で、微小管配向の変化による茎の肥大促進が誘導され、そ
の後に、植物体全体を支える働きをしている基部において、二次細胞壁の合成促進による
細胞壁強度の増加が起こり、抗重力反応過程が完結することになる。このように、本宇宙
実験の結果、抗重力反応機構が、1g から過重力にいたる広い重力範囲に普遍的に適用で
きることが示されたのみならず、抗重力反応を構成する 2 つの機構が時間的、空間的に
独立して制御されていることが明らかになった。
４．２．５ 技術的成果
本宇宙実験では、上記の科学的成果以外に、技術面でも様々な成果が得られた。今後の
宇宙実験に有効に利用可能であると思われる。
（１）（植物栽培容器）植物体を生育させてそのまま顕微鏡で観察できる蛍光顕微観察容
器が新規開発された。
（２）（培地）宇宙植物栽培用培地としてハトシート（セルロース製不織布）が有効であ
ることが示された。
（３）（顕微鏡操作）地上からのコマンドによって軌道上の顕微鏡観察を行う操作手順が
確立された。
（４）（CB 顕微鏡）冷却 EM-CCD の付加により CB 顕微鏡を蛍光顕微鏡として使用する
ことが可能になった。
（５）（固定容器）KFT に代わる生物試料固定容器として、CFB（chemical fixation bag）
が新規開発された。
（６）（固定液の保存性）長期保存した固定液（1.5%ホルムアルデヒド＋ 0.5%グルタル
アルデヒド）の有効性、及び固定液中で液交換なしに長期保存した植物試料の利用可能性
が検証できた。
（７）（RNAlater の有用性）：RNAlater が、遺伝子の保存ばかりでなく、生理活性や化学
構造の維持にも有効であることが示された。
（８）（試料の効率的使用）1つの RNAlater 固定試料から、遺伝子発現、細胞壁物性、酵
素活性、細胞壁化学構造を連続的に分析する操作手順が確立できた。
４．２．６ サクセスクライテリアの達成度
実験 1 ～ 3（Run 1 ～ 3）について、Full Success が達成できた。また、４．２．４ 項
に示したように、当初は想定していなかった重要な成果も得られた。
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４．３ 成果の意義
本実験で得られた成果は、以下のような様々な意義・波及効果を持つ。
（１）抗重力反応機構の解明
クリノスタット等を用いた地上実験では真の微小重力環境を十分な時間設定できないの
で、1g に対する抗重力反応機構を解析するためには宇宙実験を行う必要があった。本宇
宙実験では、「きぼう」実験棟の宇宙環境を有効に利用して、重力屈性と並ぶ植物の主要
な重力反応である抗重力反応の普遍的な機構を明らかにすることができた。
（２）生物の進化過程の解明
植物は、数億年前にパイオニアとして海から陸上に進出して以来、陸上植物として多彩
に進化、繁栄してきた。その過程に、抗重力反応の獲得は不可欠であった。したがって、
本実験の成果は、植物の進化、並びに植物の進出に導かれて陸上で生活するようになった
我々動物の進化の道筋を理解するためにも重要である。
（３）他の環境応答機構解明への貢献
抗重力反応と光などの他の環境応答反応とは、シグナル変換・伝達から応答に至る機構
の一部を共有している。したがって、本実験の成果は、他の環境応答機構の理解にも貢献
できる。
（４）細胞機能解明への貢献
本実験により、抗重力反応における膜ラフト及び微小管の新しい機能が解明された。特
に、植物細胞における膜ラフトの機能に関しては、ようやく研究され始めたところであり、
本実験の成果は、細胞機能学上も新規の視点をもたらす。

- 28
28 -

This document is provided by JAXA.

282

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

282

（５）成長調節・形態形成機構の理解への貢献
抗重力反応の最終的な応答を司る細胞壁は、成長調節や形態形成においても重要な役割
を担っている。本実験の成果は、これらの生理過程の理解にも貢献できる。
（６）宇宙環境下での植物生産の効率化
月や火星での人類の長期滞在のためには、食糧供給や環境浄化の担い手である植物を効
率的に生産することが必要である。植物は、地上では、抗重力反応に過剰な投資をしてお
り、光合成で同化したエネルギーの 50%以上（樹木では 90%以上）を細胞壁として蓄え
ている。抗重力反応を示す必要がない宇宙の微小重力環境では、その分のエネルギーを有
用成分の生産に振り向けられる可能性がある。抗重力反応機構の解明は、宇宙惑星居住の
実現や有人宇宙学の確立に不可欠であり、本実験の成果は、抗重力反応機構の改変による
「宇宙作物」の作出を通して、この面でも貢献できる。
（７）地球上での植物生産の効率化
宇宙での効率的な植物生産のための知識や技術は、地球上での植物生産性の向上にも直
結しており、本実験の成果は、食糧危機や環境破壊などの社会が直面している諸問題の解
決、ひいては地球上での人類の長期生存にも寄与できる。
５． 結言
ISS・きぼう利用ミッション「植物の抗重力反応機構－シグナル変換・伝達から応答ま
で (Resist Tubule)」により、以下の成果が得られた。
（１）表層微小管が、過重力に対する抗重力反応のみならず、1g に対する抗重力反応に
おいても、重力シグナルの変換・伝達において重要な役割を果たしている、という仮説が
明確に支持された。
（２）膜ラフトが 1g に対する抗重力反応においても、重力シグナルの変換・伝達に働く
ことが示された。
（３）細胞壁が 1g に対する抗重力反応においても、最終的な応答過程を司ることが明確
に支持された。
（４）抗重力反応を構成する 2 つの機構（微小管配向変化による肥大成長促進、細胞壁
強度の増加）が時間的、空間的に分離しており、独立して制御されていることが明らかに
なった。
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ＩＳＳ・きぼう利用ミッション
「植物の抗重力反応機構－シグナル変換・伝達から応答まで (Resist Tubule)」
研究成果概要書
代表研究者； 保尊隆享（大阪市立大学大学院理学研究科）
平成 29 年 2 月
研究目標
植物が重力に打ち勝って体を支え生命活動を営む「抗重力反応」は、重力屈性と並ぶ主要な
重力反応であり、植物の陸上での数億年間の進化、繁栄を支えてきた。しかし、その機構は十
分に解明されていなかった。研究代表者らは、地上実験により、過重力に対する植物の抗重力
反応では、細胞膜ラフトと表層微小管とが重力シグナルの変換・伝達を担っており、両者の協
調的な機能によって、最終的な応答としての細胞壁強度の増加が誘導されることを示した。本
実験の目的は、宇宙の微小重力環境を利用して、このような過程が地球上の 1g の重力に対す
る反応でも普遍的に機能していることを実証し、植物の抗重力反応におけるシグナル変換・伝
達から応答に至る機構の全容を明らかにすることにあった。
実験内容
本実験に当たって、次の仮説を設定した。宇宙の微小重力環境では、(1)膜ラフトや表層微
小管の動態が大きく変化する、(2)両者の構築に関わる突然変異体の矮性やねじれなどの形質
変異が軽減する。これらの仮説の検証のため、以下の実験を行った。
●

実験 1（Run 1）「膜ラフトと微小管動態の軌道上解析」
膜ラフトと表層微小管に関わるシロイヌナズナ GFP ライン（GFP-RAFT1、TUA6pro-GFP、

SPR2-GFP、GFP-MAP4）の芽ばえを「きぼう」実験棟の細胞培養装置 CBEF 内で生育させ、
膜ラフトの構築と表層微小管の配向を CB 顕微鏡（冷却 EM-CCD）でオンサイト観察した。
● 実験 2（Run 2）
「膜ラフトと微小管動態の回収後解析」
野生型 Columbia の芽ばえを CBEF 内で生育させた後、アルデヒド混合液で化学固定し、
冷蔵して回収した。地上で、回収試料の膜ラフトと微小管を染色、観察した。
実験 3（Run 3）「ラフトと微小管に関わる変異体の成長解析」
Columbia、膜ラフト変異体 hmg1、及びチューブリン変異体 tua4 と tua6 を CBEF 内で生
育させ、花茎の成長を経時的に観察した。生育終了後、花茎を RNAlater 中で冷凍して回収し
●

た。地上で、回収試料の遺伝子発現解析や細胞壁の物理的・化学的性質の解析を行った。
実験成果
表層微小管の機能
宇宙の微小重力環境では、微小管を構成するチューブリン及び微小管の配向変化に関わる
タンパク質の遺伝子発現レベルが低下した。また、胚軸の成長終了部域で起こる細胞長軸に

●

対して直角から平行方向への微小管配向の変化が、微小重力環境下では抑制された。この微
小管配向変化の抑制に伴って、細胞の伸長成長が長い期間にわたって維持され、胚軸全体が
より細長い形態に変化していた。さらに、1g 環境下で、チューブリン変異体 tua4 の花茎では
強い、また tua6 ではわずかな成長抑制が認められたが、微小重力環境下では、いずれでも野
生型とほぼ同程度まで成長が回復した（図）。これらの結果から、微小重力環境では、チュー
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ブリン及び関連遺伝
子の発現が抑制さ
れ、細胞長軸に横向
きから縦向きへの表
層微小管の配向変化
が抑制される結果、
細胞の伸長成長が促
進され、茎器官の成
長も正常に維持され
ることが示された。
● 膜ラフトの機能
微小重力環境下で
は、重力シグナルの
受容に関わるメカノ
レ セ プ タ ー MCA、
膜ラフト構築に関わ
る HMG1、そして膜
ラフト構成タンパク

宇宙 1g 及び微小重力下で生育した tua4 と tua6

質の遺伝子発現が抑制された。また、膜ラフト由来の蛍光強度が減少していた。ただし、hmg1
の花茎は、微小重力環境では全く出現せず、生殖過程が強く抑制されることが示唆された。
● 細胞壁の機能
微小重力環境で生育した花茎では、地上及び宇宙対照より細胞壁伸展性が大きい傾向が認
められ、特に基部においてその差が明瞭だった。基部ではまた、細胞壁を構成するセルロー
ス及びマトリックス多糖量が微小重力環境で大きく減少しており、細胞壁伸展性と両多糖レ
ベルとの間で負の相関が認められた。さらに基部では、木部等の支持組織を構成する二次細
胞壁のセルロース合成に関わる CES4、CES7、及び CES8 遺伝子、またキシランなどのマト
リックス多糖の合成に関わる多くの遺伝子の発現レベルが、微小重力環境で低下することが
わかった。以上の結果から、微小重力環境では、二次細胞壁構成多糖の合成に関わる遺伝子
群の発現が抑制され、多糖レベルが減少して、細胞壁が柔らかく保たれることが示された。
●

抗重力反応機構の全容
本宇宙実験の結果、抗重力反応機構が 1g から過重力にいたる広い重力範囲に普遍的に適用

できることが示されたのみならず、2 つの主要な機構が時間的、空間的に独立して制御されて
いることがわかった。すなわち、まず成長終了部域で、微小管配向の変化による茎の肥大促進
が誘導され、その後に、植物体全体を支える働きをしている基部において、二次細胞壁の合
成促進による細胞壁強度の増加が起こり、抗重力反応過程が完結することが明らかになった。
成果の意義
本実験では、「きぼう」実験棟の宇宙環境を有効に利用して、重力屈性と並ぶ植物の主要な
重力反応である抗重力反応の普遍的な機構を明らかにすることができた。この成果は、生物
の進化過程の解明、植物の他の環境応答機構の理解、植物細胞機能の理解、成長調節・形態
形成機構の解明に貢献する。また、月や火星での人類の長期滞在のために不可欠な植物の効
率的な生産や、地球上での食糧危機や環境破壊などの社会問題の解決にも寄与できる。
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Summary report of the ISS-Kibo utilization mission,
“Mechanisms of Gravity Resistance in Plants
- From Signal Transformation and Transduction to Response (Resist Tubule)”
Principal Investigator; Takayuki Hoson (Osaka City University)
Feb, 2017
Background and Objectives
Mechanical resistance to the gravitational force, termed gravity resistance, is a principal
graviresponse in plants, comparable to gravitropism, and has sustained the evolution of land plants.
Nevertheless, only limited information was available on the mechanism of gravity resistance. We
have shown, with ground-based experiments using centrifugal hypergravity conditions, that cortical
microtubules and membrane sterol rafts play an important role in signal transformation and
transduction, leading to increased cell wall rigidity as the final response of resistance to
hypergravity. However, it is uncertain whether this hypothesis is as applicable to resistance to 1 g
gravity as to the resistance to hypergravity. The present experiment aims to confirm this by using
true microgravity conditions in space as the control, thereby elucidating the universal mechanisms
of gravity resistance, in particular the processes from the signal transformation and transduction to
the response.
Research Operations
We set two specific aims for the present experiment:
1. to clarify microscopically the modifications in dynamics of cortical microtubules and membrane
rafts, under microgravity conditions, and
2. to confirm and quantify the restoration of growth phenotypes of Arabidopsis tubulin and raft
mutants, under microgravity conditions.
We conducted three runs for these objectives:
Run #1 On-site analysis of dynamics of cellular components
Four green fluorescent protein (GFP)-expressing Arabidopsis lines were cultivated for 3 days in the
Cell Biology Experiment Facility (CBEF) incubator with a cultivation/observation chamber and
video measurement unit (V-MEU) canister and then the structure and distribution of cortical
microtubules and membrane rafts were examined on orbit with the CB fluorescence microscope.
Run #2 Analysis of cellular components on the ground
Wild-type Arabidopsis seedlings were cultivated for 3 days in the CBEF incubator with chamber
B/V-MEU canister and fixed with an aldehyde mixture in KSC Fixation Tubes. The fixed materials
were then recovered to Earth at low temperature and observed microscopically on the ground.
Run #3 Analysis of growth phenotypes of mutants
Arabidopsis tubulin and raft mutants and wild-type plants were cultivated for 39 days in the CBEF
incubator with a Plant Experiment Unit (PEU) and their images were taken daily. The plants were
then fixed with RNAlater® solution in Chemical Fixation Bags and recovered to Earth in frozen
condition. Gene expression levels and cell wall properties of the recovered materials were analyzed.
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Results
1. Role of cortical microtubules
The expression of tubulin genes was suppressed under microgravity. In the epidermis of
Arabidopsis hypocotyls, reorientation of cortical microtubules from transverse to longitudinal
directions occurred in regions where elongation growth had almost ceased at 1 g. Under
microgravity, such reorientation was suppressed and the growing region was extended toward the
base. α-Tubulin mutants tua4 and tua6 showed strong and slight dwarfism, respectively, at 1 g.
Growth of both mutants was stimulated up to the level of wild-type growth under microgravity.
These results suggest that under microgravity, the expression of tubulin genes was downregulated,
which caused the suppression of cortical microtubule reorientation and thereby, stimulated growth.
2. Role of membrane rafts
The expression of membrane raft-related genes was downregulated under microgravity; in
addition, the raft-derived fluorescence on the plasma membrane decreased. The raft-related hmg1
mutant did not grow inflorescence stems at all, suggesting strong suppression of reproductive
growth under microgravity conditions.
3. Role of the cell wall
The cell wall extensibility was higher under microgravity than at 1 g, particularly in the
basal region of inflorescence stems. In the basal region, the cellulose and matrix polysaccharide
levels decreased and showed a significant negative correlation with cell wall extensibility, under
microgravity. In addition, the expression of cellulose synthase genes (CES4, CES7, and CES8) and
xylan synthase genes was suppressed under microgravity. These results suggest that under
microgravity, the expression of genes involved in secondary wall synthesis was downregulated,
which caused a decrease in cell wall polysaccharide levels and thereby, maintained the cell wall
soft and extensile.
Significance and Application
The present experiment effectively utilized microgravity conditions in the Kibo and
elucidated the universal mechanisms of signal transformation and transduction underlying the
response involved in gravity resistance. The results may also provide cues for understanding the
evolution of land plants and the mechanism of other environmental responses in plants. Information
on the mechanism of gravity resistance obtained in the present study would enable efficient plant
production, which is indispensable for human life not only in space but also on Earth.
Conclusions
The results of the present experiment support the hypothesis that cortical microtubules,
membrane rafts, and the cell wall play an essential role in resistance of plants to gravity in the range
from 1 g to hypergravity. The experiment also shows that gravity resistance consists of two
spatially and temporally separated processes: first, the stimulation of lateral expansion of organs,
caused by the cortical microtubule reorientation from transverse to longitudinal directions in
regions where elongation growth has almost ceased, and then, cell wall strengthening due to the
activation of secondary wall synthesis in the basal region.
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（生命科学分野）

平成 29 年 6 月

植物の抗重力反応において表層微小管が重力シグナルの変換 ・ 伝達に果たす役割について、 重要な
仮説を実証するとともに、 膜ラフトや細胞壁の関与について新たな発見をした。 軌道上実験において、 蛍
光顕微鏡および給水系の不具合、注入器からの固定液漏れなどのトラブルに見舞われたが、ＪＡＸＡと共に、
適切に対応し、 当初計画に照らして、 充分に目標を達成したことは、 高く評価できる。
代表研究者の主張の通り、 本成果は、 より適合性の高い食用植物開発など、 将来の宇宙長期滞在に
必須である宇宙での作物育成、 食糧生産への発展に貢献するので、 この観点からも研究計画を検討すべ
きである。

総合評価
A：目標を充分に達成した（エクストラサクセス相当以上）

代表研究者；保尊隆享（大阪市立大）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果

「植物の抗重力反応機構－シグナル変換 ・ 伝達から応答まで（Resist Tubule）」
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1. 緒 言
˱ Ď Ǡ ǒ ̬̻̊̽̿ǟ ® ̪Ǡ ė ̙̥̋̿̆Ä Ç ß % ̪̥̹̎̋- ´ ̦̬̩̞̖̦̬̋̆̅Ď Ǡ ǒ ̫
Ǡ Ğ ȡ ̐  ̧̬Ǩ ̩̿~ Ɋ ĕ ̧̧̫̖̊̿̏̽̅ͯͦĎ Ǡ ǒ ̧̫ˆ 2 ̺Ď Ǡ ǒ ̐Ų Ŕ ̨̩̫ĕ ʏ
̨̪̫̼̩̌ą ˝ ̓w ̴̛̫̏̓Ŝ ̛̪̽̏̿Ē ɫ ̐̊̿̆Ű Ǿ Ȍ ̫Ǵ ǰ ̴̬̅̈̑̌̉ɑ M ̫Ǹ
ɖ Ȧ ɖ ̓̅Ǖ ɍ ̫ɮ ǋ ̏̽;ͩ͟Έ͓̙̅ǟ ® Ď Ǡ ǒ Â ǰ ̪ɺ 0 ̸̧̛̖̪̞̫̠̿̊̿̆̅ŗ
̠̩͗ΈʹΈ͓ƪ ̓˄ ǭ ̧̧̛̹̪̿̅Ŧ ŗ ̫Ř ƪ ̓Ǣ ̥̋ɱ Ÿ ̛̿̆Č ̠̽̀Ģ ź ̴̬̅̈̑̌̉
ɑ M ̫Ď Ǡ ǒ Â ǰ ̩ǟ ® Ș Ǟ ̪Ć Ȏ ̧̤̹̫Ŭ ĉ ̘̥̘̪̬̀̋̿̆̽̅ˁ Ŭ ǂ  ̐Ē ɫ ̪̩̿
Ũ̫ŧ˛¦̺ǉŝĽż̨̩̪̹ʹɫ̩Ę©̓Ł.̛̿̆
˱ ÄÇƓˆ̪̥̬̎̋̅Ċ̫ŨęŝĽż̵̰̥̓̍̅ISS ǟ®

̫ĎǠǒ̪ˆ̛̿ǾȌ̐

Ŀ ʦ ̘̀ ̥ ̋ ̿ ̠̆ ̧̍ ̭ NASA ̪ ̎ ̋ ̥ ̬ ̅ISS ̪ À  ̛ ̿ Ď Ǡ ǒ ̫ I ' A Ǟ ɱ ̓ Ǵ ǰ ̪
̈Microbial Observatorỷɴ ǥ ̐ʦ ̸̥̽̀̋̿̆Ű Ǿ Ȍ ̦̬̅Ă Ǿ Ȍ ͓΄Όʹ̵̖̦̪̐̀˄ ǭ
̙̥̠̑ĥ ƪ ̓Ǣ ̥̋̅ISS̴̈̑̌̉M ̫Ď Ǡ ǒ ̓˪ Ƞ ú ̪;ͩ͟Έ̧̛͓̖̪̼̿̾̅Ä Ç ͚ͤΌ
͘Έ̫Ď Ǡ ǒ Ș Ǟ ̪Ć Ȏ ̤¦ ǲ ǰ ǻ ɬ ̓˔ ȋ ̛̘̪̿̆̽̅Ä Ç ͚ͤΌ͘Έ̦̫ǂ  ß % ̪
̎̔̿ɣǠĎǠǒÂǰ̩ÅIÅđ̓3ɹ̸̛̠̫̿ĎǠǒ;ͩ͟Έ͓ƪ̓ŁƂ̙̅ÄÇ͚ͤΌ
͘ΈM̫ņɆ̺Ɠȓ̪Ơ̈̿ĎǠǒ̫ą˝̓ŦÜˊ̸̧̨̧̪̖̿̓Ǵǰ̧̛̿̆
˱   ̫ Ǿ Ȍ ̪ ̼ ̾ ̅ ISS ̈ ̑ ̴ ̌ ̉ ̪ ̎ ̔ ̿ Ď Ǡ ǒ ̫ f Ğ ̐ Ŝ ̽ ̏ ̪ ̩ ̾ ̅ ̖ ̀ ̽ ̫ Ģ ź ̓ ̹ ̧ ̪
NASA ̺ ESA̅RSA ȓ̫ÄÇƓˆ̧ȋƋǰ̩Ę©ł̓ɡ̧̖̦̌̅ȭǰ̩ɅÔ̐~Ɋ

̧̩̾̅Ä Ç ß % ǟ ® ̫̈Å I ̉̅̈͆Όͦ̉̅̈͆͒͘Έ̫̉ ΅͵΄̫ɣ Ǡ Ď Ǡ ǒ Â ǰ ̩Y Ŗ ̓
ǰ Ȁ ̪ɡ ̧̖̌̐~ Ɋ ̧̩̖̪̼̿̆̀̾̅Ä Ç ͚ͤΌ͘Έ̫Å I ̩ʩ Ǣ ̺ʒ ˁ Ŭ Ä Ç ß % ̓Ŋ
Ń̛̿ÄÇǾȌ̫Ŀʦ̐~Ɋ̧̩̿̆

2. 研 究 計 画
2.1 研究目標
˱ ĂǾȌʂˢ̦̬̅ŦȨǰ̩ Microbe-III ÊřŠŬ̪ɤ 1 ̫͚͈͗͒͒ͤ͆̓͜ɷÈ̙̠̆
ɤ 1. Microbe ͚͈͗͒͒ͤ͆͜
͚͗͒͜

͈͒ͤ͆

Minimum success

ċ ŵ ̫ĥ ƪ ̦ļ z ̙̠ɻ Ŕ ̪d ̍̅ȍ Ơ

̼̯̎ơ

̪Ʋ ʨ ̛̿ɖ ̓

ļz̙ỳ̘̠ɻŔ̐̅ǾȌɆ̽̐ǾȌ˄ǭ̙̥̠̑ĥƪ̦ɱŸ̦̑
̠ª̆
Full success

¥ ˧ ̵̠̬̅¥ ˧ ̪/ À ̙̩̋ŗ ɭ ̫ǟ ® Ď Ǡ ǒ Â ǰ ĥ ƪ ̓Ư Ǣ ̙̅
Ǹ ɖ Ȧ ɖ ȓ Ď Ǡ ǒ ̫ǜ À ʻ ƻ È ̺ È ̅Ƀ ˔ ƍ ʣ ɱ Ÿ ̦̐̑̅
Microbe-I/II ̫̏̽ȪŠǰ³i̐ɱŸ̧̦̖̑̿̆

̘̪̽̅Particle Counter ̧ Air Sampler ̪̤̥̬̋̅ͥΌ̫͟Ƕˆˆ2
̐Ş̪̦̖̂̽̏̑̿̆
Extra success

 ɶ ̫ɱ Ÿ ĥ ƪ ̪̼̾Č ̠̽̀ȫ ź ̐̅ŗ ɭ ̫ǭ ɬ ȓ ̪Ⱦ ̹̫̦̐̿̊
̣̠ª̆

˱ Minimum success ̬̈ċŵ̫ĥƪ̦ļz̙̠ɻŔ̪d̍̅ȍƠ ̼̯̎ơ ̪Ʋʨ̛̿ɖ̓ļ
z ̙ y ̘̠̀ɻ Ŕ ̐̅Ǿ Ȍ Ɇ ̽̐Ǿ Ȍ ˄ ǭ ̙̥̠̑ĥ ƪ ̦ɱ Ÿ ̛̦̿̉̊̿̆Ǹ ɖ ̦̬̅ċ ŵ Ǣ
̥̠̋̽̀̑¥ ˧ ƪ ̪̼̾̅Ɠ  ɤ ˛ ̫Ǡ À Ǹ ɖ ̓ʓ ʫ  ̪̥̎̋ǭ Ɉ ̧̘̝̖̪̼̣̥̿̅ƈ S
̛̿̆Ȧɖ̦̬̅NASA ̓½̸̅ɐǰ̪,Ǣ̘̥͚̀̋̿·ͳƪ̦̫ɻŔļz̪d̍̅ŗɭ̪˄
ǭ̙̠ȟǹ˔ɖ͘Όͦ̓,Ǣ̙̠ɻŔļz̓ɡ̋̅ɻŔ̫ɱŸ̓ɡ̌̆Full success ̬̈¥˧̵̠̅
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̬¥˧̪/À ̙̩̋ŗ ɭ ̫ǟ® Ď Ǡ ǒÂǰĥƪ̓ƯǢ̙̅ǸɖȦɖȓĎǠǒ̫ǜÀʻƻÈ̺
È̅Ƀ˔ƍʣɱŸ̦̐̑̅Microbe-I/II ̫̏̽ȪŠǰ³i̐ɱŸ̧̦̖̦̑̿̆̉̊̿̆Ǹɖ̪̎
̥̬̋̅ʓ ʫ  ̪̥̎̋¥ ˧ ƈ S ̘̠̀Ǹ ɖ ̓ǥ A ͉͠ΈΈ̪̼̣̥͒Ȁ ɿ ̵̛̠̿̆̅ y ̘̀
̠ɖ ſ ̓ă Ğ Â ǰ T ¾ Ǡ ǒ Â ǰ ̪ È ̴̧̛̖̪̼̣̥̿̅̈̑̌̉ɑ M ̪̎̔̿Ǹ ɖ | ̫Ȫ Š
³ i ̓Ŝ ̛̪̽̏̿̆+ ̝̥̅¥ ˧ ƈ ' ļ z ʴ # ̪ʛ ľ ̙̠Ȗ Ĥ ̏̽ļ z ̙̠͚·ͳƈ ' ̪Ö ̙
̥̅PCR-clone ɱ Ÿ ̓ɡ ̧̩̖̪̼̣̥̌̅¥ ˧ ƪ ̧̫Ɲ ʔ ƈ ɵ ̓ɡ ̩̘̪̌̆̽̅Ǹ ɖ ̬ȍ Ơ ǟ ®
̓ƣ Ż ̛̿@  ̐˪ ̧̖̋̏̽̅͋͆͗ΈʹΌ̪̼̿Ǹ ɖ ƈ S ȫ ź Ύ˔ ɗ ă Ģ q # Ώ̧ͮΌ͇ͤ͒
΄͎͉Έ͟Όɴ ƻ : ̧̫Ɲ ʔ ̓ɡ ̩̌̆Ȧ ɖ ̦̬̅ļ z ̙̠ɻ Ŕ ̏̽¥ ˧ ̓Ȫ ̜̪Į S ̙̠ DNA

̧̹̪̓̅Èʻǰ PCR ƪ̪̼̿Ȧɖ̫ǜÀʻƻÈ̵̠̅̅ŗɭ̫ǟ®ĎǠǒÂǰĥƪ̦̊̿Ɣ
 ͘Ό͒͋Έ͗Ό̓, Ǣ ̙̠͆Έʹ͖Έ͘Ό͒͋Έ͚̪̼̾̅Ƀ ˔ ƍ ʣ ̓ɱ Ÿ ̵̛̠̿̆̅2009 ö
̏̽ 2012 ö̵̦̫͗Έʹ΄̦Ǝ̫ɱŸ̓ɡ̧̖̦̌̅ȪŠǰ³i̓ʞ̧̖̦̌̐̑̿̆
2.2 体制

˱ Microbe ̫ǾȌ͡Όͼ']̓ɤ 2 ̪̅JAXA ̫ŊŃ']̓ɤ 3 ̪ɶʕ̙̠̆
ɤ 2. Microbe ̫ǾȌ͡Όͼ']
ɤǾȌɆ
JǾȌɆ

ǾȌ͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

ƞ

Ĥã (Ƭ )

ǾȌTį

ƌų˱ Ʊ

ð¶Â

ǸɖΎǾȌIɐΏ

ʲ˟˱ Ɩ¹

¶ˈ¶Â

ȦɖΎǾȌIɐΏ

&ɝ˱ ũ

ð¶Â

Ǹɖ

ŧ˱ ˒

ƪŌ¶Â

Ǹɖ

űǣ˱ ˎ

ŜƧɜȆ¶Â

Ǹɖ

˪ˬ˱ Ʊ

śŰǘkǠȆÂ¶Â

Ǹɖ

ʘʺ˱ Ʉí

ǞiÂǾȌĤ

Ǹɖ

ä}˱ ʦü

¶ˈ¶Â

Ȧɖ

˨ª˱ ʍē

¶ˈ¶Â

Ȧɖ

Ʃ˱ ˯¸ʳ

śŰt¾cǾȌ˄ǭƓƍ

͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

˪ƒ˱ ˒

JAXA

͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

ʉ¡˱ œȐ˱
˦ǣ ÛF
äè˱
(Ƭ) Ĥã̬ĂŠ

JAXA

͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

JAXA

͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

JAXA

͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

˱
ɤ 3. JAXA ̫̏̽ Microbe ̱̫ŊŃ']

(Ƭ )

ƞ

Ĥã

˪ƒ˱ ˒

JAXA ÄÇǟ®[Ǣ͜Έ͟Ό

ʉ¡˱ œȐ

Tį

JAXA ÄÇǟ®[Ǣ͜Έ͟Ό

ǾȌ͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό
ǾȌ͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

˦ǣ ÛF

JAXA ÄÇǟ®[Ǣ͜Έ͟Ό

ǾȌ͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

ȅ 

śŰÄÇͲ͌Όͼ

ǾȌ͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

éƮ Đ

śŰÄÇͲ͌Όͼ

ǾȌ͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

äè˱

JAXA ISS ȆÂʹΆ͙͊͒ͦË

ǾȌ͖Ό͇ͥͪΌ͟Ό

(Ƭ) Ĥã̬ĂŠ
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PI ̫̏̽ JAXA ŊŃ']̱̫ɺ0
˱ Ď Ǡ ǒ Â ̪̥̬̎̋Ǹ ɖ Â ̅w ̯Ȧ ɖ Â ̬Ñ ̪ʤ Ň ̙̩̹̞̟̐̽̀̀Ǖ ɍ ̪ǭ â ̙̥̠̑̆
Ű Ǿ Ȍ ʂ ˢ ̦̬̞̟̫̅̀̀T ʺ ̫Ø ˂ Î ̐̅ ̤̫¶ ̩̑Ǵ Ə ̓ŀ ̅̕Ű T ʺ ̫ŗ ̠̩Š 
̓U ̾ı ̧̖̒̓Ǵ Ķ ̙̥̋̿̆Ď Ǡ ǒ Â ̫¦ ǲ ̬¥ ˧ ̵̦̠̊̾̅ʛ ö ̅T ¾ Ǡ ǒ Â ̐ǭ â ̙̥
̧̖̞̟̫̋̿̏̽̅̀̀T ʺ ̫Ø ˂ Î ̐ʤ Ň ̙̥̅Ű ͡Όͼ̓ƍ Ț ̙̠̆Ä Ç Ď Ǡ ǒ Â ̪̥̎̋
̬̅͗ΈʹΈ͓̐ʹ ɫ ̩ě  ̓ĵ ̢̅ʓ ʫ  ̫͗ΈʹΈ͓̪̠̣̥̬̊ JAXA ̫į Ă Ɇ ̪̅Ä
Ç Ď Ǡ ǒ Â Ǿ Ȍ ̫ʹ ɫ ĕ ̓l  T ̪Ǟ ɱ ̡̙̥̠̋̑̅ ː p c ' ] ̓ƍ Ț ̙̩̐̽ǹ Ê ̪Ê
ř ̵̧̛̖̦̠̠̿̐̑̆͗ΈʹΈ͓͈̫͗ͦƦ È ̪Ă ̵̠̣̥̬̖̦̫̅̀ʓ ʫ  ̦̫Ê ˩ ̧̹̓
̪̅ǰ Ȁ ̩Ł Ƃ ̡̠̓̋̑̅¶ ̩̑Ģ ź ̓ ̧̖̦̠̿̐̑̆̕ ʴ ͗ΈʹΈ͓̪̥̎̋̅Ă X ɴ
ǥ̼̾y̐ʧ̧̠̖̀̏̽̅JAXA̅śŰÄÇͲ͌Όͼ̫įĂɆ̐ JAXA M̦ʃŒ̙̅ʞd͗Έ
ʹΈ͓̫Ɠ!̓Ç̖̦̠̌̿̐̑̆
2.3 スケジュール

˱ Űͻ͘͢Έ̫ļī̏̽˦ɡĊɱŸ̵̦̫͚͔͙Ό΄̓ɤ 4 ̪Ȃ̙̠̆
ɤ 4. ļī̏̽˦ɡĊɱŸ̵̦̫͚͔͙Ό΄

̄ΜMicrobe-I

2008 öú

̂ΜMicrobe-II

˱

̀ΜMicrobe-III

́ļī˱

2009 öú

2010 öú

2011 öú

2012 öú

oŬ˱ oŬ˱ oŬ˱ oŬ˱ oŬ˱ oŬ˱
˱

˱

oŬ˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

˱

̀˱
III

˱

˱

˱

̀˱

˱

˱

˱

̀˱ ˱

˱

˱

˱

˱

̀˱

˱

Ê˩ɫƢť˱
͵Ό͚͈Έi

˱
˱

̄˱

.ɻ'ɷɴ
Ͳ͈ͦɨ)

˱

̄˱

̂˱
̀˱
˱

˱

̀˱

̀˱

ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Όņʕi

˱

̀˱
0/I/II

ʭĕ
ÅIĕȀɿ

˱
˱

˱ ̄˱

̂˱

ʩǢɫƢƈɵ

˱

˱ ̄˱

̂˱ ˱

ĥ˞ƈɵ

˱

Ùª)Ɗȇɡ

˱

Õż

˱

ʗʟ
ʓʫÊ˩

˱
˱

ʓʫÊ˩Ċ

˱

ɱŸ

˱

˱ ˱ ̄˱

˱

̂˱

̄˱ ˱
˱

˱ ̂˱

˱ ̄˱

˱
̂˱ ˱

̀˱
˱

Microbe

Ħ̢̕

y

-II

2J/A
2009.8
ULF4

17A
2009.9

2010.5

2010.7

-I

-III

HTV3

2011.7

ULF6

CRS-2

2011.9
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3. 実 験 準 備 ・運 用

˱ Microbe Ê˩̬ 2008 ö 2 ŧ̪ļī̘̀̅ʓʫ̦̫͗ΈʹΈ̶͓̫̫ Microbe-I̅Microbe-II
Ê˩̧̅ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̅͋͆͗ΈʹΌ̓d̠̍ Microbe-III Ê˩̪T̥̔˞ƔÊř̙̠
Ύɤ 5̅ 1Ώ̆

˱ Microbe-I Ê˩̬ JEM ĦǵĊ̫ɑMĎǠǒǟ®̓;ͩ͟Έ̛͓̿ǌ̡̪̦̅̑̿̔Ý̩̋Ħ
 ǒ  ͒΄Ό͈͟ͼ̦Ê ř ̦̑̿M Ï ̧̙̥̅ͤΌͺļ ī ̏̽ 1 ö Ȉ ú ̦Ͳ͊Ό͛ȇ ɡ ̙̥ʓ ʫ

Ê˩̓oöĊ̪̬Êř̦̠̑̆Microbe-II Ê˩̦̬͗ΈʹΈ͓͈Έͦ̓¯̺̙̅ŗ̠̪ PI ̐

˄ ǭ ̙̠ȟ ǹ ͗ΈʹΈ͓͘Όͦ̓[ Ǣ ̙̥͗ΈʹΈ͓̓ɡ ̣̠̆Microbe-II ̫Ê ř ̧
Ơ

ɡ ̙̥ȍ

̫ĎǠǒ̓;ͩ͟Έ͓̦̑̿ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̫ņʕi̓ʦ̸̅Š̪ NASA ̐ņʕ

̙̥̋̿͋͆͗ΈʹΌ̫9 Ǣ  Ƹ ̓ʦ ̸̅Microbe-III ̦Ê ř ̦̠̑̆ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̬
îʌ̫ŋʣΎ 2AΏ̅͋͆͗ΈʹΌ̬ NASA ̓9ǢΎ 2BΏ̧̛̖̦̿̅˄ǭ͖͚ͦ̓Ȼ
̙̅˄ ǭ ͚͔͙Ό΄̓Ǽ ̧̛̖̦̠̒̿̐̑̆͋͆͗ΈʹΌ̫, Ǣ ̪̠̣̥̬̊̅NASA ˄ ǭ ̫
ǓƘ̩ͭͤ͢Ό̓ļǢ̝̜̅ƟǠ̫qΗ˘ƥ̓[Ǣ̦̑̿ͭͤ͢Όͷ΄͠Ό̓˄ǭ̙̥͖͚
ͦ$ƹ̧ʩǢĕ   ̓ ̣̠Ύ 2CΏ̖̫̆ͭͤ͢Όͷ΄͠Ό̬̞̫̅Ċ̅NASA ̫ɫŪ̪̼̾ʠ
̪ʎ̧̧̛̖̩̾̅Win-Win ̫ːpc-̧̩̣̠̆
˱ ʓʫʩǢ̦̬ Microbe-II Ê˩̫yÈ͚ͶΌ͚͘Ϳͦ΄̐ʧþ̧̙̠̖̏̽̅NÊřΎRun2Ώ
̧̧̛̖̩̿̾̅. ɻ ' ɨ ) ̧ņ ʕ ƿ ? ̨̩ʚ ʢ ̪Ö Ĕ ̙̅Ê ˩ ̪͈Έ̫ͮ͒ͦǠ ̩̼͈̋̌̚͟ͼ
Ό̪Ê˩̧̛̖̦̠̿̐̑̆
ɤ 5. ISȘ̴̫̈̑̌̉͗ΈʹΈ͓Êř͚͔͙Ό΄
͐ͦ͢Ħ̢̕
͗ΈʹΈ͓Êřś
įĂÄÇ˦ɡ²
͗Έʹ΄\ǹś

Microbe-I
29 Aug., 2009
(Discovery)
5 Sep., 2009
Frank
de Winne
13 Sep., 2009
(Discovery)

Microbe-II Run1
15 May, 2010
(Atlantis)
29 Oct., 2010
Shanonn
Walker
14 May, 2011
(Endeavor)

Microbe-II Run2
22 Jan., 2011
(HTV2)
27 Feb., 2011
Scott
Kelly
9 Mar., 2011
(Discovery)

Microbe-III
21 Jul., 2012
(HTV3)
16 Oct., 2012
Akihiko
Hoshide
28 Oct., 2012
(Dragon SpX-1)
Handrail

Diffuser

Inside of incubator
PC palm rest

Air intake

Outside of incubator

   


(Copyright of all photos belongs to JAXA and NASA)

 1. ISȘ̴̫̈̑̌̉͗ΈʹΈ͓ȖĤΎIchijo et al., npj microgravity, 2016 ŋΏ
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(A)

(B)

(C)

 2. ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̅͋͆͗ΈʹΌΔ(A) îʌ̓ŋʣ̙̠ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟ΌΎO
ǸŁ.ΜJAXAΏ̅(B) ͋͆͗ΈʹΌΎOǸŁ.ΜNASAΏ̅(C) ͭͤ͢Όͷ΄͠ΌΎOǸŁ.Μ
JAXAΏ

4. 実 験 結 果 および成 果
4.1 真菌

˱ Ǹ ɖ ̪ˆ ̙̥̬̅Microbe-I̅II̼̯̅̎ III ̪̠͂̾̅ɤ ˛ ͗ΈʹΈ͓ɱ Ÿ ̧̙̥˺Microbial

Detection Sheet ̪̼̿¥˧ǭɈɻ˩̅˻͚·ͳƈ'ĮS DNA ̪Ơ̈̿ clone ɱŸɻ˩̓ɡ̩̌

̧J ̪̅Ă X Ǵ Ə ̪ ̵̩̣̠̀̏̐̅ISS M ̼̾  ̪ò ʱ ̙̠˼Ɠ  ΎMPCΜMulti-Protocol
ConverterΏM̫Ǹɖ|̓¥˧ƪ̩̯̪̽ clone ɱŸƪ̪̼̣̥ƈSɱŸ̙̠̆+̝̥̅˽CBEF
dƼýơɻ˩̓ʞd̙̥Êř̵̙̠̠̆̅Microbe-III ̪̥̬̎̋̅ȍƠ ̫Ǹɖ|̓ɱŸ̛̿
̸̠̪̅˾͋͆͗ΈʹΌ̼̯̎ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̓Ǣ̠̋͗ΈʹΈ̧͓ɱŸ̓ɡ̩̣̠̆
4.1.1 Microbial Detection Sheet（MDS：サニ太くん）による培養発育試験
˱ Ű ɻ ˩ ̦̬̅ISS̴̈̑̌̉ɑ M ̫͗ΈʹΈ͓Ȗ Ĥ ͚̏̽͟Έʹƪ ̪̼̣̥ļ z ̙̠ɤ ˛ ɖ | ̓̅
ʓ ʫ  ̪̥̎̋¥ ˧ ̙̅ɑ M ̪̎̔̿¥ ˧ ǥ A ̫z Č ̪̼̿ɖ | ǭ Ɉ ̫ɺ 0 ̆Ȁ ɿ ̓ɡ ̧̩̌J
̪̅y͗Έʹ΄̫ɱŸ̪̼̾̅ɽȦ̩ɖ|̫ɱŸ̓~Ɋ̪̙̠̆
˱ Űɻ˩̪̎̔̿ɻŔļzªĤ̓ɤ 6 ̪Ȃ̙̠̆
ɤ 6ΔMicrobe-I̅II̅III ͗ΈʹΈ͓ȖĤ

Inside of incubator
(Door)

Diffuser (Fin)

Air intake (Grill)
Handrail

Outside of incubator

MicrobeI
NT b

MicrobeII

MicrobeIII

✔

✔

Surface of

Microbe-I a
Ground control
✔

facilities

✔

✔

✔

NT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

(Rack)
a
Satoh et al., 2011
b
Not Tested.

Door push plate
Lab bench

Air conditioner

swab (before use)

✔
✔
✔
✔
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4.1.1.1 軌道上実験の結果・解説

˱ Microbe-I ÄÇÊ˩̦̬̅ɑMǥA MDS ̪Ǹɖ̫ǭɈ̓ɿ̸̵̜̠̅y͗Έʹ΄̏̽¼
(̩̿Ǹɖ̹ǭɈ̶̸̧̩̣̠̓̏̆Microbe-II ÄÇÊ˩̦̬̅ɑMǥA MDS ̼̾ɴ 5 Ȋ

10 ˔ɗ̫ǸɖǭɈ̐Ȁɿ̘̠̀Ύ 3Ώ̆y͗Έʹ΄̧̙̥̖̅̀̽̓ǵ̢̪ MDS ̵̵̫ǵľ̅
ʐż˘¾ˣĎˀ̪̥ɯÔ̙̠A̓ 46 ̪Ȃ̙̠̪̆̎̔̿ɖȊ̫ǭɈA̧Ɲʔ̙̥Ŝ
̩̽̏Ƕ ʬ ̬ɬ ̡̝̩̋̋̆+ ̝̥T ˖ ¥ ˧ ̙̠ɖ ſ ̓ă Ğ Â ǰ ̩̯̪̽T ¾ Ǡ ǒ Â ǰ ̪ È

̙̠ȫź̅̇Penicillium expansum̅Aspergillus niger̼̯̅̎ Rhodotorula minuta ̧̦̖̊̿̐

Ŝ ̵̧̩̣̠̠̖̪̽̏̆̅̀̽d ̥̍ Penicilliium ã ̫ΖȊ ̹ È ̘̠̖̫̀̆̀̽ɱ Ÿ ̪̼̣̥̅

ISS Ɨ 460 śŠǋ̫ Microbe-I ̦̬̩̋̏̿ɖ̹T˖̴̦̩̣̠̪̥̹̑̏̈̑̌̉̎̋̅1000 śŠ

ǋ̧̩̿ Microbe-II ̦̬ȊǸɖ̫ǭɈ̓ɸ̛ǟ®̧̧̩̣̥̖̋̿̐Ȃ̵̘̠̠̀̆̅+̝̥̅Ű
¥˧ȡ̐ʓʫ̫Ǹɖ̫ƈS3À̓~Ɋ̧̛̪̹̫̦̖̿̊̿̐Êɹ̘̠̀̆
˱ ʓʫ 1500 śȈú̓Ȫʪ̙̠ Microbe-III ÄÇÊ˩̦̬̅ʓʫ͗ΈʹΈ͓¥˧Ŵ

̪̎

̥̋ MDS ̼̾ɴ 36 ˔ɗ 4 Ȋ̫Ǹɖ̐ǭɈ̙̅ɑMǥA̪̼̣̥Ȁɿ̘̠̀Ύ 7Ώ̆y͗

Έʹ΄ɱŸ̪̼̣̥Č̠̽̀ɖȊ̧˔ɗő̫Ŀȇ̓ɤ 7 ̪Ȃ̙̠̆˔ɗő̫Ŀȇ̏̽Ǹɖ̫ǭɈ
ʻ ̐¯ ¶ ̧̙̥̖̋̿̐Ȃ  ̵̘̠̖̫̀̿̆̅˅ T ˖ ̘̠̀ɖ Ȋ ̪̬̅ś  ɬ ĝ Ż ̫t  ̧̩̾̌
̿ Aspergillus sydowii ̺ Penicillium expansum̅ŎɠǬ̓ÿ̑ʑ̛̖ Rhodotorula mucilaginosa
̺̅͆΅΄͕Έ̧̩̬̾̅̊̿̋ͺ͈͖ͦ͐͘ΈǡǠɖ̧̩̾̌̿ Eurotium ã̺ Penicillium ã̫Ȋ
̵̧̖̐̀̿̐Ŝ̪̩̣̠̽̏̆

 3. ʓʫ͗ΈʹΈ͓¥˧̪̼̣̥ Microbial Detection Sheet
Ύ͗ͩ¸̒̈́Ώ̪ǭɈ̓ɿ̸̠Ǹɖ˔ɗΎɑMǥAΜ5 Ȋ 10 ˔ɗΏ

 4. Returen Grill ̏̽T˖¥˧̘̠̀ Penicillium expansum ̫ʐż˘ˣA
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 5. ͈Έ͐͵Όͧ͆͟M>̏̽T˖¥˧̘̠̀ Aspergillus sydowii ̫ʐż˘ˣA

 6. Air diffuser ̏̽T˖¥˧̘̠̀ Rhodotorula mucilaginosa ̫ʐż˘ˣA

 7. ʓʫ͗ΈʹΈ͓¥˧̪̼̣̥ Microbial Detection Sheet

Ύ͗ͩ¸̒̈́Ώ̪ǭɈ̓ɿ̸̠Ǹɖ˔ɗΎɑMǥAΜ4 Ȋ 36 ſT˖Ώ
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ɤ 7. MDS ̦¥˧̅T˖̘̠̀Ǹɖ̫͖ΆͩΌő

Mission (Year)
Colony #

Pre (2007) a
0

I (2009)
0

II (2010-2011)
10

III (2012)
36

Species #
0
0
5
4c
a
̴̈̑̌̉ÙªΎĦ̢̕^Ώ̪̎̔̿͗ΈʹΈ͓
b
Aspergillus sydowii ̅ Penicillium digitatum ̅ Penicillium echinulatum ̅
Penicillium expansum ̅ Rhodotorula mucilaginosa
c
Eurotium herbariorum ̅ Penicillium cavernicola ̅ Penicillium corylophilum ̅
Penicillium solitum
b

4.1.2 スワブ検体抽出 DNA に対する clone 解析試験
˱ Űɻ˩̦̬̅ISS̴̈̑̌̉ɑM̫͗ΈʹΈ͓ȖĤ͚̏̽·ͳƪ̪̼̣̥ļz̙̠ɤ˛ɖ|̓̅
PCR-clone ɱŸɻ˩̪̼̣̥Ŝ̪̙̠̹̫̦̽̏̊̿̆
4.1.2.1 軌道上実験の結果・解説

˱ Microbe-IΠIII ͗ΈʹΈ͓Ύ7˳7 cm 2 ɤ˛Ώ̪̼̣̥̈4.1.1 Microbial Detection SheetΎMDS:͗

ͩ¸̒̈́Ώ̪̼̿¥˧ǭɈɻ˩̧̉Ǝ̫͗ΈʹΈ͓ȖĤ̏̽ỳ̘̠͚·ͳ̓ 1 mL ̫ 0.05

Tween 80 ̦ 5 T˅ķǳ̙̅͗Έʹ΄ġǇƴ̓Č̠̆Č̠̽̀ġǇƴ̬ 200 µL ̜̤̪TƬ̙̅Γ

80˸̪3À̙̠̆200 µL ̫ġǇƴ̏̽ 30 µL ̫ DNA ǀƴ̓Ƞɨ̙̅M 1 µLΎ0.33 cm 2 ̪ǶĂΏ
̓͆΄͈͟ͼ PCR ɱŸ̫ʽ ̧̙̥Ǣ̠̋̆͗Έʹ΄ ̫Ǹɖ DNA ̫Ȋˤ̬̅IǸɖ̓Öʊ̧
̙̠͆΄͈͟ͼ PCR ɱŸ̼̯̞̫̎ǡǒ̫͒ΆΌΈ͈ͳΌƪ̪̼̾ƻÈ̙̠̆͆΄͈͟ͼ
PCR ̫Əǰˠ¤̬ƀ rRNA ʰ"¾̫ ITS1 ˠ¤̧̙̠̆ˍĕ͖ΈͦΆΌ΄̬ Aspergillus niger

TIMM 0115 ̫Əǰˠ¤̓ȩ̶ʙ̡̈́ʹ͚ͻͧǢ̠̋̆

˱ Č̠̽̀Ǹɖ DNA ̫µƎĕ̓ 8Π10 ̪Ȃ̙̠̆Ħ̢̕^̴̫̬̈̑̌̉ͲΆ̫͠Ƽǆ̩Ơ
8̓xŞ̙̠ Alternaria ã̅Cladosporium ã̅Cryptococcus ã̐Br̛̿ɖ|̓Ȃ̙̠̆Ħ̢
̕Ċ̼̞̎ 460 śȪʪ̙̠ Microbe-I ̦̬̫ͯͦǱɋóǸɖ̦̊̿ Malassezia ã̐BrȊ̧̩

̣̥̠̫̋̆Ê˩Ë̪̥̎̋Öǎ̧̙̥ļz̙̠ DNA ̦̬ͯͦ̐Ţƚɲ̩̽̋ªĤ̦̊̿

Surface of facilities̅Air conditioner ̪̥̎̋ Cladosporium ã̅Inonotus ã̅Penicillium ą̩̃
̫ǟ®Ǹɖ̐Br̙̥̎̾̅ͯͦ̐ˡȼ̪ɲ̫̿ͧ͆ĭ̙ŷ̴̦̬̫̈̑̌̉ǟ®̧Ǝ̪
Malassezia ã̐Br̙̥̠̋̆Lab bench ̬ʹc̫ą˝̓xŞ̙̥̅Surface of facilities ̼̾µ̒
̫ǸɖȊ̐ƈS̘̠̀Ύ 8Ώ̆

˱ Ħ̢̼̞̏̽̎̕ 900Π1000 ś̐Ȫʪ̙̠ Microbe-II Run 2 ̦̬̅Handrail ̶̦̫

Malassezia ã̐Br̙̥̫̎̾̅ȖĤ̦̬ Alternaria ã̅Aspergillus ã̅Rhodotorula ą̩̃
̫ǟ®Ǹɖ̐Br̵̠̬Ǖr̙̥̠̋Ύ 9Ώ̆
˱ Ħ̢̼̞̏̽̎̕ 1500 ś̐Ȫʪ̙̠ Microbe-III ̦̬̅Door̅Grill̅Handrail̅Rack ̫ȖĤ

̏̽ Malassezia ã̐Brǰ̪ƈS̘̠̀̆Fin ̦̬ Malassezia ã̐ƈS̘̠̀̐̅Rhodotorula
ã̐Br̙̥̠̋Ύ 10Ώ̆Microbe-II̅III ̏̽ Fin ̦̬ Rhodotorula ã̐Èņ̙̥̖̀̋̿̐Ȃ

̘̠̀̆Microbe-I ̧̪̲̒̽̿ II̅III ̦̬ Malassezia ã̐Br̦̬̹̫̫̊̿̅b̐$̙̅
ǟ®Ǹɖ̫b̐¯d̙̥̠̖̪̼̋̆̀̾±̨̩̫Ǹɖ.Ȭƾ̏̽ˏȯ̘̠̀ ISS̴̫̈̑̌̉
Mʴ̦̬̫̅ͯͦ˫ą̩́̓

̩Ǹɖ.Ȭƾ̧̛̿Ǹɖ|̐ăĢ̧̘̥̖̀̋̿̐Ȃ̘̠̀̆
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(B) Ground control

(A) KIBO

Alternaria sp.
Aspergillus sp.
Candida sp.
Cladosporium spp.
Cryptococcus sp.
Epicoccum sp.
Eurotium spp.
Malassezia spp.
Trichosporon sp.
Others
Unknown

Alternaria sp.
Antrodiella sp.
Armillaria spp.
Bjerkandera sp.
Botryobasidium sp.
Candida sp.
Cladosporium spp.
Dothideomycete sp.
Eurotium spp.
Flavodon sp.
Hymenochaetaceae sp.
Hyphodontia spp.
Inonotus sp.
Junghuhnia sp.
Leptospora sp.
Malassezia spp.
Penicillium spp.
Peniophora sp.
Pezicula sp.
Pleosporales sp.
Rhodotorula spp.
Skeletocutis sp.
Toxicocladosporium sp.
Trametes spp.
Trichaptum sp.
Wallemia sp.
Others
Unknown

 8. Microbe-I ͗ΈʹΈ͓ȖĤ̪̎̔̿Ǹɖ DNA ̫µƎĕΎSatoh et al., Microbiol. Immunol.,

2011 ŋΏ

1. Microbe-I

DNA 

˱ ƈS̘̠̀Ǹɖ̪̬̅Alternaria ã̅Aspergillus ã̅Cladosporium ã̅Malassezia ã
Penicillium ã̅Rhodotorula ã̅Trichosporon ą̩̃͒͘͢Ͱ΄͇ͥΈ͓Ǭ8Ƀ̫ʑɖ̺͆΅΄
͑Ό̸̧̛̬̓̿̚=üˑÍ̓ʑ̵̛̖̹̫̥̠̐̀̋̆ĊˁŬǰ̩ͻ͘͢Έ̓ɡ̪̠̌̊̾̅
͒΄Ό̫=ü̺ɷ?̫ȲĵȘǞ̸̫̠̪̹Ȱȱǰ̩ĎǠǒ|̫ɱŸ̐Ēɫ̧Ʌ̍̽̀̿̆

Alternaria sp. 1
Alternaria sp. 2
Aspergillus sp.
Exobasidium sp.
Malassezia sp.
Pichia sp.
Rhodotorula sp.
Stereum sp.
Others
Unknown

 9. Microbe-II ͗ΈʹΈ͓ȖĤ̪̎̔̿Ǹɖ DNA ̫µƎĕ

2. Microbe-II

DNA 

10
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Alternaria sp.
Aspergillus spp.
Cladosporium spp.
Cryptococcus sp.
Davidiella sp.
Epicoccum spp.
Malassezia spp.
Penicillium spp.
Rhodotorula sp.
Sporobolomyces sp.
Others
Unknown

 10. Microbe-III ͗ΈʹΈ͓ȖĤ̪̎̔̿Ǹɖ DNA ̫µƎĕ

3. Microbe-III 

DNA 

4.1.3 地上帰還機器内の真菌叢解析

˱ Űɻ˩̬̅ʓʫ̫ ISS̴̼̪̈̑̌̉̾òʱ̙̠ƓΎMPC: Multi-Protocol ConverterΏM̫

¢͚̓·ͳƪ̪̼̣̥yġǇ̙̠̫ƈ'̓̅̇¥˧ƪ̼̯̎ PCR-clone ɱŸƪ̪̼
̣̥ɱŸ̙̠̹̫̦̊̿̆MPC ̬ɖ|ɱŸ̓Ǵǰ̧̙̥ɨʣɷɀʩǢ̘̠̹̫̦̬̩̞̀̋̐̅
̫Ps̓Ǵǰ̧̙̠ͲͅΈ̓Ũ̙̥̎̾̅ȫźǰ̪ɷɀ̘̥̠̀̋ɑMȍƠǟ®̓xŞ̙̠¢̓
Mḩ̙̥̹̫̋̿Ʌ̧̖̞̫̍̽̀̿̏̽̅ɖ|̓ɱŸ̙̠̹̫̦̊̿̆
4.1.3.1 軌道上実験の結果・解説

˱ ͚·ͳġǇƈ'̫¥˧ȫź̦̬̅ɤ 8 ̪Ȃ̛µĄ̩ɖȊ̫T˖¥˧̐Č̠̖̽̀̆̀̽ɖȊ̬
Microbe-I̅II̅III ̫ MDS ¥˧̪̼̣̥T˖¥˧̘̠̀ɖȊ̧ʴʹɩ̛̹̫̫̼̿̅̾µɖȊ̐

Č̠̽̀̆Űƈɵ̫ȫź̼̾ ISS

̪Ƈė̛̼̿̅̾µ̫̒ĝŻǬ̅͆΅΄͑Όtɖ̵̠̬ͺ͈͖

ͦ͐͘ΈǡǠɖ̫À̐Ş̵̩̣̠̠̂̽̏̆̅T˖̘̠̀ɖſ̫ĨǸɖɜĝ{ĕƻÈɻ˩ȫź
Ύɤ 9Ώ̪̼̭̖̀̅̀̽ɖſ̫ĝ{ĕ̬̪̎̔̿T˖ſ̧ˣə̩ìʬ̓ɿ̸̧̖̬̩̿̒̅Ď
Ýʹcǟ®̪̥̹̎̋Ǝ̫ĨǸɖɜ̪̼̿ĝŻ̬̊̿̋ǟ®ȘǞ̐~Ɋ̧̧̩̖̿̐Ȃ
̘̠̀̆
˱ ¥˧̪Ǣ̠̋ġǇƈ'̫ʴ̓ PCR-clone ɱŸ̪.̙̠ȫź̓ 11 ̪Ȃ̛ΎŘƪ̬̅̈4.1.2

͚·ͳƈ'ĮS DNA ̪Ơ̈̿ clone ɱŸɻ˩̪̉ƿ̠̚Ώ̖̖̦̆̅¥˧ƪ̪̼̣̥Č̠̽̀ɖ̬

ΕΚȊΒDNA ̧̙̥ƈS̘̠̀ɖ̬ΛȊ̦̞̫̊̾̅ʹɩ̬ 1 ɖȊΎAspergillus sydowiiΏ̪ˊ̥̽̀
̢̛̠̩̋̆͂̅Microbe-I̅II̅III ͗ΈʹΈ̶͓̪̠̽̀¥˧ȫź̧ PCR-clone ɱŸȫź̫˅̪
ɿ̸̧̠̽̀Ǝ̫ƈSɖȊ̫˖̐̅ƈ'Ǥŵ̫ġǇƴ̪̥̹̎̋ɯỒ̘̠̖̫̆ǜ
ʊ̬̅Ǹɖ̫ PCR-clone ɱŸ̪̎̔̿ DNA ĮŞ¯ô̪̬ˊĢ̌̐̊̿̅ɱŸ̪̼̿ƈS
ˊ̪ǶĂ̛̿ɖ'ʻ̦̣̥̹̊ǭɈ̐~Ɋ̩Ũĕɉ¾̵̠̬̅TǠ¾̬̞̫̫̅̊̿̋Ž˧
'̧̙̥̫̾Ř̐ǟ®̪̥̎̋̊̾Ç̖̌̿̓Ȃ̧̙̥̖̫̖̋̿̆̏̽̅ǟ®Ǹɖ|̓Ŝ̛̪̽̏
̸̠̪̬̿̅T¾ǠǒÂǰĥƪ̶̫̦̬DȚ̬̩̒̅¥˧ƪ̪̼̣̥̖̀̓ɧÆ̛̿Ēɫĕ̐
Ȃ̘̠̀̆
11
11
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ɤ 8. MPC ̏̽T˖¥˧̘̠̀ǸɖΎSatoh et al., Microbiol. Immunol., 2016Ώ

Table 1. Culture results

Launching
date
24 Oct
2007

Recovery
date

Sampling
date

Sampling
site

ISS/Space
shuttle

Equipment

12 Sep
2009

9 Nov
2009

TKSC

ISS

MPC 1

Isolates (n)

Strain No.

Penicillium chrysogenum (6)

958, 959, 960,
961, 962, 964

Aspergillus cibarius (3)

963, 965, 966

27 Nov
2009

10 Feb
2010

TKSC

ISS

MPC 2

0

11 Ma,
2009

24 May
2009

7 Oct
2010

TKSC

Space Shuttle
(STS-125, Atlantis)

MPC 3

Penicillium chrysogenum (1)

1253

Penicillium corylophilum (1)

1256

Alternaria tenuissima (1)

1267

Cladosporium cladosporioides (2)

ND

ND

7 Oct
2010

TKSC

ND (Used by
NASA mission)

MPC 4

1252, 1257

Penicillium chrysogenum (1)

1254

Penicillium corylophilum (3)

1255,
1258,
1259
1268

Penicillium paxilli (1)

Aspergillus penicillioides (1)

1289

Aspergillus sydowii (1)

1261

Cladosporium sphaerospermum (1)

1265

Medical significance
for humans

KT151602 (ITS),
JF922035 (D1/D2),
KT253242 (b-tubulin)
FR848828 (ITS, D1/D2),
KJ528497 (b-tubulin)

Central nervous system
infection (24)

KT151602 (ITS),
JF922035 (D1/D2),
KT253242 (b-tubulin)
AF034456 (ITS, D1/D2),
KJ775120 (b-tubulin)
KP267518 (ITS),
FJ755192 (D1/D2),
KP276098 (Tma22),
KP275923 (Pgs1),
KP276005 (Rev3)
KP701913 (ITS1),
KC585410 (D1/D2)

Central nervous system
infection (24)

KT151602 (ITS),
JF922035 (D1/D2),
KT253242 (b-tubulin)
AF034456 (ITS, D1/D2),
KJ775120 (b-tubulin)

Central nervous system
infection (24)

LC120832 (b-tubulin)(24),
JN617687 (ITS),
EU427293 (D1/D2)
EF652036 (ITS, D1/D2),
LC127195 (b-tubulin)†
LC105690 (ITS),
AM883159 (D1/D2),
KC795921 (b-tubulin)
KT151594 (ITS),
KM458639 (D1/D2)

Mycotoxin-producer (28)

Unknown

Non-atopic asthma and upper
respiratory disease (25)
Multifocal cutaneous
infection (26)

Phaeohyphomycosis (27)

Fungal characterization of KIBO, ISS

24 Oct
2007

DDBJ/EMBL/GenBank
accession No. examples of
100% similarity (target)

Non-atopic asthma and upper
respiratory disease (25)

Allergic rhinitis and
rhinosinusitis (29)
Aspergillosis (30)

Hay fever (29)

297 298

continued
Table 1. Continued

Launching
date

Recovery
date

Sampling
date

Sampling
site

ISS/Space
shuttle

Equipment

Isolates (n)
Toxicocladosporium irritans (2)

ND

1 June
2011

10 Jul
2011

20 Jan
2012

TKSC

Meisei

ISS

ISS

T-CBEF

Power
Supply

Leptosphaerulina chartarum (1)

1263,
1264
1260

Sordariomycetes sp. (1) (34)

1266

Penicillium chrysogenum (1)

1495

Penicillium daleae (1)

1555

Aspergillus sydowii (3)

Cladosporium cladosporioides (1)

1493,
1554,
1575
1556

Phaeophleospora
hymenocallidicola (2)
Paecilomyces variotii (1)

1583,
1589
1496

Trametes elegans (1)

1494

Sordariomycetes sp. (1) (34)

1588

Medical significance
for humans

LN834443 (ITS),
EU040243 (D1/D2)
HQ607815 (ITS1),
LC071452 (D1/D2)†
LC120831 (ITS)†,
LC071453 (D1/D2)†

Skin irritation (31)

KT151602 (ITS),
JF922035 (D1/D2),
KT253242 (b-tubulin)
KM458834 (ITS),
LC071454 (D1/D2)†,
LC120833 (b-tubulin)†
LC105690 (ITS),
AM883159 (D1/D2),
KC795921 (b-tubulin)
KP701913 (ITS1),
KC585410 (D1/D2)
KR476739 (ITS),
LC071455 (D1/D2)†
JQ796880 (ITS),
FJ345354 (D1/D2)
LC120834 (ITS)†,
LN774884 (D1/D2)
LC127196 (ITS)†,
JQ761840 (D1/D2)

Central nervous system
infection (24)

Unknown
Unknown

Mycotoxin-producer (32)

Aspergillosis (30)

Phaeohyphomycosis (27)
Unknown

K. Satoh et al.

© 2016 The Societies and John Wiley & Sons Australia, Ltd

15 May
2008

ND

Strain No.

DDBJ/EMBL/GenBank
accession No. examples of
100% similarity (target)

Pneumonia (33)
Unknown
Unknown

0

STS; Space Transportation System, ND; no data, D1/D2; D1/D2 region of 28S ribosomal RNA gene.
†
this study.
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ɤ 9. MPC ̏̽T˖¥˧̘̠̀Ǹɖ̫ĨǸɖɜĝ{ĕɻ˩ȫź

˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ΎSatoh et al., Microbiol. Immunol., 2016Ώ
Table 2. Antifungal susceptibilities of fungal isolates

MEC
Name

MIC

Habitat

Micafungin

Amphotericin B

Flucytosine

Fluconazole

Itraconazole

Voriconazole

Miconazole

Penicillium chrysogenum
Reference data (24)

958

MPC 1

<0.015
ND

1
2

16
0.125

>64
8

0.25
1

0.25
0.1

1
ND

Penicillium corylophilum

1255

MPC 4

<0.015

0.12

4

>64

0.06

0.12

0.06

Penicillium daleae

1555

T-CBEF

<0.015

1

2

>64

1

1

1

Penicillium paxilli

1268

MPC 4

<0.015

4

8

>64

2

>8

1

Aspergillus cibarius

966

MPC1

<0.015

0.25

4

4

0.06

0.12

0.25

Aspergillus penicillioides

1289

MPC 4

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

Aspergillus sydowii
Reference data (35)
Reference data (21)

1261

MPC 4

<0.015
ND
ND

1
1
4

32
ND
ND

>64
ND
>128

0.25
0.5
>128

0.12
2
ND

4
ND
ND

Cladosporium cladosporioides
Reference data (36)

1252

MPC 3

0.25
ND

2
0.32

8
0.5

64
25.39

0.5
0.25

2
0.08

1
0.63

Cladosporium silenes

1556

T-CBEF

<0.015

0.5

1

>64

0.25

1

0.5

Cladosporium sphaerospermum

1265

MPC 4

<0.015

1

32

>64

>8

1

>16
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Toxicocladosporium irritans

1263

MPC 4

0.12

0.25

0.25

16

0.03

0.5

0.12

Phaeophleospora hymenocallidicola
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T-CBEF

0.3

2

8

>64

1

0.25

8

Alternaria tenuissima
Reference data (37)
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MPC 3

0.12
ND

1
1.54

>64
256

32
58.6

2
0.7

4
ND

2
4

Paecilomyces variotii

1496

T-CBEF

<0.015

0.12

<0.12

>64

0.12

8

4

Leptosphaerulina chartarum

1260

MPC 4

0.03

0.12

2

32

2

0.5

0.25
2

Trametes elegans

1494

T-CBEF

8

0.06

>64

>64

0.25

0.25

Sordariomycetes sp.

1588

T-CBEF

0.003

0.5

32

>64

2

2

2

Sordariomycetes sp.

1266

MPC 4

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG
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Strain No.

Concentration: mg/mL [AMPH-B; mg(titer)/mL]. MEC, minimum effective concentration; MIC, minimum inhibitory concentration; NG, negative growth in RPMI medium; ND, no data.
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4%

Sporidiobolales sp.
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25%

Candida sp.
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Phaeophyscia sp.
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 11. MPC ƈ'̫͒ΆΌΈɱŸȫź

4.1.4 CBEF 加湿器廃水試験

˱ Űɻ˩̬̅ISS̴̫̈̑̌̉ CBEF M̪ɷɀ̘̠̀dƼM̪̎̔̿ɖ|̓̅¥˧ƪ̼̯̎ PCR-

clone ɱŸƪ̪̼̣̥ɱŸ̙̠̹̫̦̊̿̆dƼơ̬ɑM̪̥̎̋ óŠÀ̛̿ǟ®ơ̦
̊̾̅ȊĎǠǒǭɈ̫ƺø̧̧̩̖̞̫̾̌̿̏̽ɯÔ̐Ēɫ̧Ʌ̠̍̽̀̆
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4.1.4.1 軌道上実験の結果・解説
˱ dƼ̫Ļơ>ơ̬DT̩ƈ'ΎơΏ̐Ç̠̖̌̽̀̏̽̅¥˧̪.̧̙̠̖́̅Paecilomyces
variotii ̐ȣ¥˧ǔ̪ƈS̘̠̀̆Űɖ̬̅ǟ®Ǹɖ̦̹̫̫̊̿̅śɬĝŻtɖ̧̙̥̹ǻ
̥̽̀̋̿Ǹɖ̦̊̿̆PCR-clone ɱŸ̪̬̅Ƭơ>ơ̼̯̎Ļơ>ơ̫̇̓Ǣ̠̋̆ȫź̓
 12 ̪Ȃ̛̆(̫̀ƈ'̹̏̽ ̪ Aspergillus ã̐Č̠̽̀̐̅MPC ¢̫ɱŸȫźƎ̅
¥˧ȫź̧Ɏ̛̿ Paecilomyces variotii ̫ DNA ̬ƈS̙Č̩̣̠̏̆
100%

Fungal DNA

80%

Aspergillus sp.
Cladosporium sp.

60%

Purpureocillium sp.
Torula sp.

40%

Unidentified fungus

20%
0%

IN

OUT

 12. dƼƬơ>ơΎINΏ̼̯̎Ļơ>ơΎOUTΏ̫ PCR-clone ɱŸȫź
4.1.5 エアサンプラーおよびパーティク・カウンターによる空気環境試験

˱ Ű ɻ ˩ ̬̅͋͆͗ΈʹΌ (ASDΜAir Sampling Device)̪̼̣̥ y ̘̀̿Ǹ ɖ | ̧ͮΌ͇ͤ͒

΄͎͉Έ͟Ό̪̼̣̥ɴ ƻ ̘̀̿ʓ ʫ  ɑ M ȍ Ơ ̫Ȟ ¾ ʻ ̧̫ˆ ʤ ̓Ŝ ̧̛̪̽̏̿J ̪̅Ú ŵ
ǰ ̩;ͩ͟Έ͓̫ĥ ƪ ̧̙̥ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̓Ǣ ̠̋˚ ¥ ˧ ȡ ̪̼̿ȍ Ơ ǟ ® ɺ 0 ̫~
Ɋĕ̓Ɛȥ̧̛̖̿̓Ǵǰ̧̙̠̹̫̦̊̿̆
4.1.5.1 軌道上実験の結果・解説
4.1.5.1.1 エアサンプラーによる回収検体に対する培養および PCR-clone 解析

˱ ASD ̪̼̣̥Č̠̽̀͝͡ΈͲ͇΄͟Ό͗Έʹ΄̬̇oT̓¥˧ɻŔ̅ƙ̫̾oT̓Ƀ˔ɱ
ŸɻŖ̙̠́̆DG18 ¥̦ 28˸1 Ίŧ˅̫¥˧̓ɡ̣̠ȫź̜̫̅̋̀Ͳ͇΄͟Ό̹̏̽Ǹɖ̫
ǭɈ̬ɿ̸̩̣̠̽̀̏̐̅PCR-clone ɱŸ̦̬ 10 ͗Έʹ΄
ƈS̘̠̀Ύ 13Ώ̆ƈS̘̠̀Ǹɖ DNA ̫

9 ͗Έʹ΄̪̥̎̋Ǹɖ DNA ̐

̦̬̫̅ͯͦǱɋóɖ̦̊̿ Malassezia ã̐Ǵ

Ȏ̤̞̐̅̀ ´ ̫ Ȋ à M ǟ ® Ǹ ɖ DNA ̐Č̥̪̽̀̋̿̆̎̔̿͋͆͗ΈʹΌɱŸ
ȫ ź ̪Ɲ ʔ ̙̥̅I ' ǰ ̪ʷ ƛ ̫Ɲ Ǚ ̐˪ ̼̪̋̌ɬ ̖̬̼̍̿̆̀̅̾Ü ̘̒ ǐ ̙̠T Ǡ ¾ ̫
˦Ő̐µ̋ΕG ǟ®̪Ɲ̙̥ĎÝʹʻǟ®̧̦̖̼̊̿̏̽̅̾Ƽú̓Ũ̙̅ȫźǰ̪Ȟ¾Ĉ̐¶
̪̩̿ʷƛ̹ɑMȍƠǟ®

̪˦Ơ̧̙̺̖̪̋̋ʑ̧̛̹̫̿Ʌ̍̽̀̿̆

4.1.5.1.2 パーティクルカウンターによる気中粒子の解析
ʓ ʫ  ̼͉̾͠ΈΆΌ̘̠ͧ̀ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̫ő : ̫ƈ ɵ ̓ɡ ̣̠̆ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟
Ό̬̅  ʴ M ̪Ʋ ʨ ̛̿Ď Ȟ ¾ ̓ļ z ̙̞̫̅Ȟ Ĉ ̧̗̪T ̥̔ɴ ő ̛̿ɦ ɀ ̦̊̾̅¶ Ơ
̫ĎȞ¾̫ȞÇ̞̫̂̀̽ǈú̓͆΄͈͟ͼ̦ƻȨ̛̖̦̀̿̐̑̿̆ 14 ̬Ê˩̦Č̽̀
̠ȫ ź ̦̊̾̅Ͳ͇΄͟Ό̪ͦ͢ʹ̘̀¥ ˧ ̘̠̀Ǹ ɖ ő ̧̅ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̫ő : ̧̫̫
Ƕˆ̓Ȃ̛͓Ͳ̦̊̿̆¥˧ˍḝ̩̹̫̬̿Ȟ¾Ĉ 2Π10 µm ̫ș̪y̵̹̫̿̐µ̒̅

ɫ

ǟ®Ǹɖ̦̊̿ Cladosporium ã̅Penicillium ã̅Aspergillus ã̫TǠ¾̫µ̬̖̫͈̪̒̅͗͛
Ɏ̛̿̆
14
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 13. ͋͆͗ΈʹΌ̪̼̿yƈ'̪Ơ̈̿ PCR-clone ɱŸȫź
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 14. ΕG Ȟ¾Ĉ̼̯̎Ȟ¾ő̧Ǹɖ¥˧ȫź̫Ƕˆ
˱ NASA ̺Ά̫͆͘ĎǠǒ;ͩ͟Έ͓ȫź̪̼̭̀̅ʪu̪ ISS ʴM͋͆Ό̫ĎǠǒʻ̬̅
ISS ̦È̸̠̽̀ɸÏ:ΎǸɖ 100 cfu/m 3 ̅Ȧɖ 1,000 cfu/m 3 Ώ̓ú̇ʒ̧̧̠̖̍̐̊̿©̘̀

̥̋̿̆  ̫Ǿ Ȍ Ɇ ̦ƍ Ģ ̘̥̀̋̿Ď Ǡ ǒ ·Ό͐Έ͓͓΄Όʹ̴̪̥̹̎̋̅̈̑̌̉M ̐ ̚
̼̪̩̌̿~ Ɋ ĕ ̧̖̐̊̿̐ ̥̏̽ʇ ʅ ̘̥̠̙̙̩̀̋̆̏̐̽ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̫ȫ ź
̪̼̭̀̅ 15 ̪Ȃ̘̼̪̀̿̌ʩǢĊ 1500 śŠǋ̴̫̈̑̌̉ɑM̫ȍƠ Ȟ¾ő̬Ý̩̒̅ɤ
10 ̪Ȃ̧̘̀̿̎̾ʴM̫͋͆Ό̬͚̅͒ 1,000 ̫͒ΌΈ΄Όͼ̫Ŵ Ύ0.5 µm ̫Ȟ

¾̐¦ƿΏ̓ƽ̛̠Ȉú̫̅Ɲʔǰ˪̋Ʒưú̐3̴̠̥̠̀̋̆̈̑̌̉M̫ HEPA Ͳ͇΄͟Ό̐
eźǰ̪ƓɊ̧̙̥̖̋̿̐ǞǤ̧̦̊̿Ʌ̍̽̀̿̆
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 15. ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̪̼̾ɴƻ̴̙̠̈̑̌̉M̫ƲʨȝőΎ2.832L Ă̠̾Ώ

ɤ 10. Microbe-III ̪̎̔̿ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̪̼̿ĎȞ¾ɴőȫź
ȞĈΎµmΏ
Ŧ¶Ȟ¾őΎ/m3Ώ
õȞ¾ő

0.5˹

1.0˹

23,000

11,000

3,000

1,500

15˹

6,700
400

ɤ 11.ȍƠƷưú̫ ISO ¦ƿ˱ 14644-1ΎJIS ƿĳΏΐ

BCR 基 準

ΐISO ¦ƿ̬ȞĈ 0.1 µm ̫Ȟ¾ő̦ƦÈ̘̖̖̦̬̀̿̐̅ 0.5 µm ̫Ȟ¾őƻÈȫ

ź̓Ǣ̋̅ċŵ̫Ȝ 209E ¦ƿ̦ʇʅ̛̿̆

˱ ɤ 11 ̬̅ȍƠƷưú̫ ISO ¦ƿ̓Ȃ̙̠̹̫̦̊̿̆Ŧ̹˪̋Ʒưú̐ɫƢ̘͈͍̀̿ͭ͒Ό

Έ΄ΌͼΎBCRΏ̬̅0.5 µm ̫Ȟ¾̪̤̥̋Ȝ 209E ̪͚̎̔̿͒ 100Ύ100 7/ft 3 Ώ̦̊
̿̆Microbe-III ̪̎̔̿ȫź̪̼̭̀̅Ȟ¾Ĉ 0.5 µm ̫Ȟ¾̪̤̥̬͚̋̅͒ 1,000 ̓ƽ
̠̙̥̋̿Ύ35,200 7Ώ̙̙̩̆̏̐̽̅Ǹɖ̫TǠ¾̨̩̪ǶĂ̛̿ 5 µm ̫Ȟ¾̪̤
16
16
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̥̬͚̋̅͒ 10 ̧̅2 Έ̫͒¦ƿ̓ƽ̛̠̪ǧ̵̣̥̋̿Ύ29,300 7Ώ̖̬̆̀̅ʓʫ
̦̬¶Ơ

̓Ʋʨ̛̿¶Ȟ¾Ĉ̫ǒʏ̐Ļˋ̧̘̪̖̀̒̋̓ě̙̥̦̬̎̾̅ʹc̫

ą˝̦̪ɗ̛̙̺̋ǒʏ̐ʓʫ̦̬Ʋʨ̙ȱ̸̠̪̔̿̅ÜȞ¾Ĉ̫ǒʏ̪Ɲ̧̲̿
ǶÖǰ̪ˋù̘̪̒̋ǟ®̧̩̣̥̋̿̐Ȃ̘̠̀̆
˱ ̵̠̅ʝ̫ʡ̾͋͆͗ΈʹΌyͲ͇΄͟Ό̫¥˧̪̼̣̥¼(̩̿Ǹɖ̫ǭɈ̹ɿ̸̩̽̀
̣̠̖̫̏̆ȫź̬ǜǔ̴̪̥̎̋̈̑̌̉ɑM̐Ʒư̪3̧̧̠̥̖̀̋̿Ƕˆ̙̠ȫź̦̊̿̆
4.1.6 まとめ
Ύ1Ώ ʓʫ̪̥̎̋ǥA̫͉͠ΈΈ̪̼̣̥͒ǸɖǭɈA̓ɺ0̛̿̐~Ɋ̧̩̣̠̆
Ύ2Ώ ¥˧È̪̼̣̥ʓʫǸɖ|̫³ʮ̓Ŝ̪̽̏Sŵ̠̆
Ύ3Ώ ś  ɬ ĝ Ż t  ɖ ̅ͺ͈͖ͦ͐͘Έǡ Ǡ ɖ ̼̯̅̎͆΅΄͕Έ̧̩̿Ǹ ɖ ̓ɑ M ɤ ˛ ̅ơ ̅̎
̼̯ȍƠ̏̽ɬS̙̅ǅǰ̩ͯͦ=üˑÍ̫~Ɋĕ̓Ȃ̧̛̖̐Sŵ̠̆
Ύ4Ώ ǟ®Ǹɖ̫ƈS̅¥˧ƪ̧ PCR-clone ɱŸƪ̬ɧÆ̛̲̹̫̦̿̑̊̾̅~Ɋ̩ˊ̾J̪
Êŗ̛̖̌̿̐Ū̵̧̙̖̋̓Ȃ̙̠̆
Ύ5Ώ ͋͆͗ΈʹΌ̪̼̿¥˧ȫź̧ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Όɴƻ:̧̹̪ɑMȍƠǟ®̫Ʒưĕ
̓J̪Ȃ̧̛̖̐Sŵ̠̆
Ύ6Ώ ͋͆͗ΈʹΌƈ'̫ PCR-clone ɱŸ̪̼̾̅ȍƠ
Ύ7Ώ ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Όɴ ƻ ̪̼̾̅ʓ ʫ  ̦̬¶ Ơ

Ǹɖ|̓ɺ0̧̛̖̿̐Sŵ̠̆
̓Ʋ ʨ ̛̿¶ Ȟ ¾ Ĉ ̫ǒ ʏ ̐Ü Ȟ ¾

Ĉ̫ǒʏ̪Ɲ̧̲̿ǶÖǰ̪ˋù̘̪̒̋ǟ®̧̩̣̥̋̿̐Ȃ̘̠̀̆
4.1.7 サクセスクライテリアに係る自己評価
ΎMinimum successΏ

ċŵ̫ĥƪ̦ļz̙̠ɻŔ̪d̍̅ȍƠ

̼̯̎ơ

̪Ʋʨ̛̿ɖ̓ļz̙ỳ̘̠ɻŔ̐̅

ǾȌɆ̽̐ǾȌ˄ǭ̙̥̠̑ĥƪ̦ɱŸ̦̠̑ª˱ ̃
ΎFull successΏ
¥˧̵̠̬̅¥˧̪/À̙̩̋ŗɭ̫ǟ®ĎǠǒÂǰĥƪ̓ƯǢ̙̅ǸɖȦɖȓĎǠǒ̫ǜ
ÀʻƻÈ̺È̅Ƀ˔ƍʣɱŸ̦̐̑̅Microbe-I/II ̫̏̽ȪŠǰ³i̐ɱŸ̧̦̖̑̿˱ ̃
Particle Counter ̧ Air Sampler ̪̤̥̬̋̅ͥΌ̫͟Ƕˆˆ2̐Ş̪̦̖̂̽̏̑̿˱ ̃
ΎExtra successΏ
ɶ̫ɱŸĥƪ̪̼̾Č̠̽̀ȫź̐̅ŗɭ̫ǭɬȓ̪Ⱦ̹̫̐̿˱ ̃
4.1.8 国際的位置付け、関連分野および社会生活への波及効果
˱ ȪŠǰ̴̪̈̑̌̉ɑM̫ɤ˛ȍƠơ̷̓ȵǰ̩ĎǠǒǟ®̓;ͩ͟Έ̧̛͓̖̦̿̅Ä
Çǟ®̨̩̫Ƌˊǟ®̪ɷɀ̘̀̿ß%͚ͤ͘ͼ̪̎̔̿̅ɣǠĎǠǒÂǰ̩ÅIÅđ̫3
ɹ̫Êǜ̅ ̯̪ĎǠǒǊÍ̫ˉƕ̪̤̩̙̙̐̿̆̏̅2̿ɯǋ̏̽Ŀʦ̘̥̀̋̿ǾȌ̬Ű
ǾȌ̓ˋ̥̋ːǰ̪À̵̙̩̠̱̫̋̆̅ʱÇ̙̥̬̅ĎǠǒ͗ΈʹΈ͓̫Əƿǰĥ
ƪȀȎ̪ʋƯ̧̖̦̈́̿̅ĝŻ͆΅΄͑Όȓ̫ȘǞ̓ɫ̛̿kÂǰTʺ̅ĎǠǒȘǞ̓Ēɫ̧
̛̿Tʺ̧̬̹̼̾̅ǡƊǢʒȣơȓ̫Ƶơ̫ɨʣ[Ǣ̼̯̅̎ȍƠǟ®̫ȘǞ̪̏̏͂̿ô
÷̋Tʺ̪̎̔̿ĎǠǒ;ͩ͟Έ͓̱̫ĔǢ̐~Ɋ̧̩̿̆

4.2 細菌
4.2.1 Swab 法のプロトコールの決定
˱ swab ƪ̪̬ɩő̫ʹΆ͖ͦΌ΄̐̊̾̅Ĵz̾Řƪ̐ŚÈ̸̘̥̩̠̀̋̋̅͗ΈʹΈ͓ȫź̪
7ì̐Ǡ̛̺̞̖̦̋̆̅̚ISS M̦ swab ƪ̪̼̾ĎǠǒ͗ΈʹΈ͓̓ɡ̪̠̌̊̾̅ʹΆ͖ͦΌ
17
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ルを最適化した。なお本研究においては、swab の繊維か傾向顕微鏡観察等の鍾愛になることを防
ぐために、めんではなく、ポリエステル製の swab を用いた。
まず、ISS 内の細胞ラックで用いられている金属版上に 1.0 × 107cells となるように、Lactococcus
lactis subsp. Lactis GTC00323 を塗抹した。次に① swab と被検面との接触面を変えずに縦・横・斜め
に全面を拭う、② swab と被検面との接触面を変えずに１cm 間隔で横に１回ずつ拭う、③ swab と
被検面との接触面を変えずに１cm 間隔で横に往復で拭う、④ swab と被検査面との接触面を変えず
に１cm 間隔で横・縦に１回ずつ拭う、⑤ swab と被検面との接触面を変えずに１cm 間隔で横・縦
に往復で拭う、⑥ swab と被検面との接触面を一列毎に変えながら１cm 間隔で横・縦に往復で拭う
の６手法を用いて金属板上から細菌を回収した（図 16）
。回収した細菌をそれぞれ 10ml のろ過滅
菌水中に懸濁し、核酸結合性蛍光染色剤 SYBR Green Ⅱを用いた蛍光染色法により、各方法での細
菌回収率を測定した。
その結果、表 12 に示したとおり、②、③では細菌回収率がおよそ 50 ～ 60％であったのに対し、①、
④、⑤、⑥では細菌回収率がおよそ 70％であった。①、④、⑤、⑥の細菌回収率の間には有意差は
無かったことから（P>0.05）
、操作が最も簡便である④を採用することと決定した。
次に、
④のプロトコールにおける回収率の個人差を検討した。L. lactis subsp. Lactis GTC00323 を 1.0
7
× 10 cells となるように、ISS 内の細胞ラックで用いられている金属板上に塗抹した。この試料に
対し、④のプロトコールを用いて３名がサンプリングを行い、細菌の回収率を比較した。その結果、
３名とも回収率は約 60 ～ 70％であり、有意差は見られなかった（P>0.01）
。
さらに、菌種による回収率の差が無いかを確認した。L. lactis subsp. Lactis GTC00323 および ISS
内でこれまでに検出された細菌と同種の３株（Acinetobacter lwoffi ATCC 15309, Bacillus subtilis 168,
Staphylococcus epidermidis IFO 3762）を液体培養後、各々を 1.0 × 107cells となるように、ISS 内の
細胞ラックで用いられている金属板上に塗抹した。風乾後に swab 用いて各菌を回収し、核酸結合
性蛍光染色剤 SYBR Green Ⅱを用いた蛍光染色法により、検出を行った。その結果、表 13 に示し
たように菌種による回収率の違いは見られず、グラム陽性菌、グラム陰性菌ともに十分に回収でき
ることを確認した。

図 16. 検討したスワブの操作 (Yamaguchi et al., Eco-Engineeing, 2010)
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ɤ 12. ͚·ͳƪ̦̫ȦɖyǙΎYamaguchi et al., Eco-Engineering, 2010Ώ

Swabbing

Number of recovered cells (cells)

˺

(7.1±1.3)*×10

Bacterial recovery rate (%)

˻

(5.9±1.0)×10 6

59±10

(6.9±1.1)×10
(7.2±1.5)×10 6

69±11
72±15

˼
˽
˾
˿

(5.0±1.0)×10

6

71±13

50±9.9

6
6

(7.1±1.4)×10 6

71±14

n=10, * Mean±S.D

ɤ 13. ȦɖyǙ̫ȦɖȊ̪̼̿ʬ̋ΎYamaguchi et al., Eco-Engineering, 2010Ώ
Bacterial strain

Recovered cellsΎcellsΏ

Bacterial recovery rateΎΏ

A. lwoffii**

(7.3˲2.0)˳10

73˲20

L. lactis*

B. subtilis**

S. epidermidis**
*n=10˱ **n=11

(6.9˲1.1)˳10

6

(7.0˲1.3)˳10

6

6

69˲11

70˲13

(6.1˲1.0)˳10 6

61˲10

4.2.2 粘着集菌シートの作製およびサンプリングプロトコルの決定

˱  ǹ Ȧ ɖ ̫͗ΈʹΈ͓̪̬ swab ƪ ̐ ɐ ǰ ̪Ǣ ̋̽̀̿̐̅͗ΈʹΈ͓Š ̫ǿ ń ̫Ė ̀̐
̧̖̊̿̅ơ ̓, Ǣ ̧̛̖̿̅Ť ˛ ̫͗ΈʹΈ͓̐˗ ̧̨̙̖̩̫̋ʂ ˢ ̞̖̦̐̊̿̆ŗ ɭ ̪ȟ ǹ
˔ɖ͘Όͦ̓˄ǭ̙̠̆͗ΈʹΈ͓Ċ̪ȟǹ˛̓ƣŻ̸̛̙̩̼̪̠̪̋̌̿̅ 17 ̫Ǝ̩ăǔ
̵̧̙̠̠̆̅͗ΈʹΈ͓ʹΆ͖ͦ΄̓ƦÈ̙̠̆

 17. ŗ̠̪)ɨ̙̠ȟǹ˔ɖ͘Όͦw̯͗ΈʹΈ͓ʹΆ͖ͦ΄
˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ˱ ΎIchijo et al., Microbes Environ., 2013Ώ
˱ ͘Ό̫ͦ¦Ų ̓͋͡΅Έͤ΅Ͳ͟ΌͦΎPETΏ̧̙̅͆͒΄ȡ̫ȟǹͤΌʹ̓Ǣ̥̋)ɨ̙̠̆
͘Ό̫ͦ¶̘̬̑ 7 cm˳8.5 cm̅ȟǹ˛ȋ̓ 25 mm˳25 mm ̧̙̤̅ĩ̧̛̪̖̦̿̅͗ΈʹΈ
19
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͓Ċ̫ȟǹ˛̫ƣŻ̓ˉ̧̧̖̙̠̓̆͘Ό̬ͦ7Z̪hɦ̙̅͏Έͺȷ̪̼̾ǁɖ̙̠̆
˱ , Ǣ ̪̠̣̥̬̊̅˺͘Ό̫ͦ ɰ ̫͟ͳ̤̥̐̋̋̿ʴ T ̓˄ ̠̋Ċ ̅˻ȟ ǹ ˛ ̓ɥ ƈ Ö ʊ ̪
ĭ ̙ ̔̅˼ ǹ ̧a ˖ ̓Η ȿ ̾ʜ ̛̆˽͘Ό̫ͦ ɰ ̫͟ͳ̤̥̐̋̋̿ʴ T ̓˄ ̑̅˾Ʒ ư
˛̦ȟǹ˛̓3ʈ̙̠Ċ̅˿Η̤ĩ̫ǔĞ̦3Ş̧̛̦̖̙̠̿̆
˱ ȟ ǹ ˔ ɖ ͘Όͦƪ ̪̼̿Ȧ ɖ ̫ƈ S ̐~ Ɋ ̨̏̌̏Ȁ ɿ ̸̛̠̿̅  ̫ƈ ɵ ̓ɡ ̣̠̆ISS M
̵̦̖̦̪̀ƈS̘̠̀Ȧɖ̧Ȋ̫ΘſΎAc. Lwoffi ATCC 15309, B. subtilis 168, Pseudomonas

putida ATCC 12633, S. epidermidis IFO 3762Ώ̓ƴ'¥˧̙̠Ċ̪ƶ̙̅ISS M̫Ȧɉ̦͒͢
Ǣ ̥̋̽̀̋̿ʼ ã ŷ  ̪« Ĭ ̙̠̆˥  Ċ ̪ȟ ǹ ˔ ɖ ͘Όͦ̓Ǣ ̥̋Ȧ ɖ ̓ y ̙̅ƀ ʸ ȫ 
ĕɞFŻɓ` SYBR Green II ̓Ǣ̠̋ɞFŻɓƪ̪̼̾̅ƈS̓ɡ̣̠Ύ 18AΏ̵̠̆̅ǾȌË
M ̫ Ά ͢ ͎ Ό ɤ ˛ ̫ Ȧ ɖ ̓ ȟ ǹ ˔ ɖ ͘ Ό ̪ͦ ̼ ̾ y ̙ ̅ Ǝ ̪ ɞ F Ż ɓ ̙ ƈ S ̙ ̠ ȫ ź ̓ 
18B ̪Ȃ̙̠̆ ̫ͭΌ̬ 10 µm ̓Ȃ̛̞̫̆ȫź̅ȟǹ˔ɖ͘Όͦ̓Ǣ̥̋̅Ɠȓ̫ɤ˛
̫Ȧɖ̓ŜǺ̪ƈŞ̦̖̑̿̓Ȁɿ̙̠̆

 18. ȟǹ˔ɖ͘Ό̦ͦy̙̠ȦɖΎIchijo et al., Microbes Environ., 2013Ώ
˱ Ɣ̪̅Swab ƪ̧ȟǹ˔ɖ͘Όͦƪ̫ȦɖyǙ̫Ɲʔ̓ɡ̸̠̪̌̅ISS M̵̦̖̦̪̀ƈS̘
̠̀Ȧ ɖ ̧ Ȋ ̫Θſ ΎAc. lwoffi, B. subtilis, P. putida, S. epidermidisΏ̓ƴ ' ¥ ˧ Ċ ̅ƶ  ̙̅

ISS M̫Ȧɉ̦͒͢Ǣ̥̋̽̀̋̿ʼãŷ̪ 1.0˳10 7 cells ̧̩̼̪̿̌«Ĭ̙̠ΎȦɖ̫ʻ

̬̞̟̀̀ 2.5˳10 6 cellsΏ̆˥Ċ̪ swab ̼̯̎ȟǹ˔ɖ͘Όͦ̓Ǣ̥̋Ȧɖ̓y̙̅ƀʸȫ
ĕɞFŻɓ` SYBR Green II ̓Ǣ̠̋ɞFŻɓƪ̪̼̾̅Ȧɖő̓ƻÈ̙̠̆

˱ ̞̫ȫź̅swab ƪ̦̫ȦɖyǙ̬ 69˲11%̦̣̠̫̪̊Ö̙̅ȟǹ˔ɖ͘Ό̦̬ͦ 78˲12%

̦̊̾Ύn=10Ώ̅

Řƪ̫yǙ̪Ũěì̬Ǎ̧̖̣̠̋̐͂̏ΎP > 0.05Ώ̆

˱ ISS M ̦̫͗Έʹ΄ļ z Ċ ̅ʗ ʟ ɑ ̫ǔ ƨ ̪̼̾ y ̵̘̦̀̿Š ˅ ̓ɫ ̛̿~ Ɋ ĕ ̖̐̊̿̆
̸̫̠̅Ŧ Ċ ̪P Q 3 À ̐ɻ Ŕ ̪w ̴̛ą ˝ ̫Ȁ ɿ ̓ɡ ̣̠̆ISS M ̵̦̖̦̪̀ƈ S ̘̠̀Ȧ
ɖ̧Ȋ̫ΘſΎAc. lwoffi, B. subtilis, P. putida, S. epidermidisΏ̓ƴ'¥˧Ċ̅ƶ̙̅ISS M̫

Ȧɉ̦͒͢Ǣ̥̋̽̀̋̿ʼãŷ̪ 1.8˳10 5 cells ̧̩̼̪̿̌«Ĭ̙̠ΎȦɖ̫ʻ̬̞̟̀
̀ 4.5˳10 4 cellsΏ̆˥  Ċ ̪̅ȟ ǹ ˔ ɖ ͘Ό̦ͦ y ̙̠̖̫̆͘Όͦ̓Ë ƺ ΎȢ 20˸Ώ̅P ɛ û

Ύ4˸Ώ̅PQûΎΓ80˸Ώ̦3À̙̠̆ƺú̦̫3ÀΕΊŧĊ̅ΘΊŧĊ̅ΛΊŧĊ̅12 ΉŧĊ̪ɻ
Ŕ̓z̾S̙̅ƀʸȫĕɞFŻɓ` SYBR Green II ̓Ǣ̠̋ɞFŻɓƪ̪̼̾̅ȟǹ˔ɖ͘Ό

ͦ ̫Ȧ ɖ ő ̓ƻ È ̙̠̞̫̆ȫ ź ̅Γ80˸̦3 À ̙̠ª  ̬̅Ȧ ɖ ő ̐ 12 Ίŧ ³ i ̧̙̩̖̋
̣̠̐͂̏Ύ 19Ώ̆

20
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 19. ˁŬ3À̧̪̹̩̌Ȧɖő̫³iΎIchijo et al., Microbes Environ., 2013Ώ

4.2.3 Swab および粘着集菌シートからの細菌 DNA の回収法の決定

˱ ISS M̵̦̖̦̪̀ƈS̘̠̀Ȧɖ̧Ȋ̫ΘſΎAc. lwoffi, B. subtilis, P. putida, S. epidermidisΏ

̓ƴ'¥˧Ċ̅ƶ̙̅ISS M̫Ȧɉ̦͒͢Ǣ̥̋̽̀̋̿ʼãŷ̪ǃ̙̠̆˥Ċ̪ swab

̼̯̎ȟǹ˔ɖ͘Ό̦ͦȦɖ̓y̙̫̅ĥƪ̪̼̾ DNA ̓ĮS̙̠̆ĮS̙̠ DNA ʻ
̓Èʻǰ PCR ̪̼̾ƻÈ̙̅ȫź̓Ɲʔ̙̠̆Èʻǰ PCR ̪̠̊̾̅ʹ͈ͺΌ̴̬̳ͦ͜͢I̥

̫ãȊ̫Ȧɖ̫ 16S rRNA ʰ"¾̓¯ô~Ɋ̩ EUB f933̅EUB r1387 ̓,Ǣ̙̠̆swab ɻŔ

̫̏̽Ȧɖ DNA ̫yƪ̵̪̤̥̬̖̦̋̅̀ǟ®ɻŔ

̫Ȧɖ̓Öʊ̧̙̠ DNA ĮS̪

ɐǰ̪Ǣ̥̋̋̿ Tsai ƪΎʷȤRǞΑQȫɟɱƪΏ̼̯̎ beads beating ƪ̓Ɲʔ̙̠̞̫̆ȫ

ź̅ɖʻ̐Ý̩̋ɻŔ̪̥̬̎̋̅Tsai ƪ̫Ř̐ DNA yʻ̐µ̣̠̏̆
˱ ȟǹ˔ɖ͘Ό̫ͦ̏̽Ȧɖ DNA ̫yƪ̪̤̥̋̅Tsai ƪ̼̯̎ DNA ĮS͐ͦ͢ΎFastDNA

SPIN Kit for SoilΝMP-Biomedicals ɨΏ̓Ɲʔ̙̠̞̫̆ȫź̅Tsai ƪ̦̬Ȣ 50%̦̣̠̫̪̊Ö
̙̅DNA ĮȘ̬͐ͦ͢ 80%̧̩̣̠̆

4.2.4 ISS「きぼう」における細菌現存量測定
4.2.4.1 材料と方法
͗ΈʹΈ͓
˱ ͗ΈʹΈ͓̬̅Ȧ ɉ ¥ ˧ ͒͢ɤ ˛ ΎRACKΏ̅Ȧ ɉ ¥ ˧ ̫͒ͧ͆͢M > ΎDOOR”D”Ώ̅ĥ ̛̾
ΎHANDRAILΏ͖̅͋͆Έʟ ˥ ʴ ΎFINΏ͖̅͋͆Έ Ơ ʴ ΎGRILL”H”Ώ̼̯͖̎ΈͱΌ͟ΌͮΌ
ͼ΅͚ͦΎSSC15Ώ̦ɡ̣̠̆ʩŅ3Șŉ) ̫ǨóǭǠ̓Ȁɿ̸̛̠̫̿ negative control ̬̅
˄×̵̵̘̩̀̋̅y̵̙̠̠̆̅3Ș̹ negative control ̧̙̥ƻÈ̪Ǣ̠̋̆

͗Έʹ΄̫ļz̬̅Microbe-I ̦̬ 2009 ö 9 ŧ 5 ś̅Microbe-II Run 1 ̦̬ 2010 ö 10 ŧ 29

ś̅Microbe-II Run 2 ̦̬ 2011 ö 2 ŧ 27 ś̅Microbe-III ̦̬ 2012 ö 10 ŧ 16 ś̪̅͗Έʹ
Έ͓ƪ̫ͦ΅ΌͩΈ͓̓{̠̔ÄÇ˦ɡ²̪̼̾ɡ̠͂̀̆
˱ ̩̎̅Microbe-II Run 1 ̫͗Έʹ΄̪̤̥̬͚̋̅ͶΌ͚͘Ϳͦ΄̫Ħ̢̫̕þŬ̧̪̹̩̋̅

ISS M̫PQû̦3ȘĊ̅2011 ö 6 ŧ 6 ś̪ JAXA ȔƫÄÇ͜Έ͟Ό̪\ǹ̙̠Ύ3ȘŬ˅Μ
Ȣ 7 ΊŧΏ̆Microbe-I̅Microbe-II Run 2 ̼̯̎ Microbe-III ̫ɻŔ̫3ȘŬ˅̬ΕΊŧŮƽ̦
̣̠̊̆
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õŷ¥˧ƪ̪̼̿ȦɖőƻÈ
˱ Swab ͗Έʹ΄̪̤̥̋̅swab ̓ 10 mL ̫ particle free waterΎƬÙǢɚǧơΏM̦ňİ̧̛̖̿
̪̼̾̅swab ˛̪y̙̠ĎǠǒ̓ particle free water

̪ġǇ̘̝̠̞̫̆ 5 mL ̪̤̥̋̅Ţ

ʡÒ·¥ΙŹ̪ 500 µL ̜̤̅R2A Ò·¥ΙŹ̪ 500 µL ̜̤̓«Ĭ̙̠̆ŢʡÒ·¥̬
37˸̦̅R2A Ò·¥̬ 25˸̦̞̟̀̀Εʥ˅¥˧̙̅¥̪Ǡ̠͖̚ΆͩΌő̓ƻÈ̙̠̆
ɞFŻɓƪ̪̼̿ȦɖőƻÈ

˱ swab ͗Έʹ΄̪̤̥̬̋̅ɶ˻̦Č̠ȦɖɻŔ 10 mL ̢̫̫̌ 5 mL ̓¿Ĉ 0.2 µm̅́ʪ

˛ȋ 13 mm 2 ̫͎ΌͪΌͦͲ͇΄͟Ό̪ĸ˔̙̠Ċ̅ƀʸȫĕɞFŻɓ` SYBR Green
II ̪̼̾Żɓ̙̅ɞFˣĎˀ̦Ȧɖő̓ƻÈ̙̠̆

˱ ȟǹ˔ɖ͘Ό̪̤̥̬ͦ̋̅ȟǹ˛̫ ºΎ5 mm ŘΏ̓ǁɖ̙̠͎ͻ̦͞U̾S̙̠̆ȟǹ˛
̢̫̌ƙ̫̾ʴT̬̅ɶ˽̫ DNA ĮS̪,Ǣ̙̠̆ƀʸȫĕɞFŻɓ` SYBR Green II ̓
ǃ̙̅Ȧɖ̓Żɓ̢̙̠̫̅ɞFˣĎˀ̦Ȧɖő̓ƻÈ̙̠̆
̩̎̅Η̫ɻ˩Ɇ̐Ż̪ɻŔ̪̤̥̋ 50 ɮʺΎ0.5 mm 2 ̪ǶĂΏ̓ɴő̙̞̫̅õ:̹̓

̣̥Ȧɖő̓ȗS̙̠̆ÈʻˊǦ̬ swab ɻŔ̦̬ 2˳10 2 cells/cm 2 ̅ȟǹ˔ɖ͘ΌͦɻŔ̦̬ 2
˳10 4 cells/cm 2 ̦̣̠̊̆

Èʻǰ PCR ƪ̪̼̿ȦɖǜÀʻ̫ƻÈ

˱ swab ͗Έʹ΄̪̤̥̬̋̅ɶ˻̦Ȧɖɴő̪Ǣ̠̋Ͳ͇΄͟Ό̏̽̅Tsai ƪ̪̼̾ DNA ̓Į
S̙̠̆
˱ ȟǹ˔ɖ͘Ό̪̤̥̬ͦ̋̅ȟǹ˛̓ǁɖ̙̠͎ͻ̦͞U̾S̙̅FastDNA SPIN Kit for Soil ̓
,Ǣ̙̥̅ȟǹ˛̫Ȧɖ̫ DNA ̓ĮS̙̠̆

˱ ĮS̙̠ DNA ̵̪̀̿ 16S rRNA ʰ"¾ʻ̓Èʻǰ PCR ƪ̦ƻÈ̙̅Ȧɖő̓ȗS̙̠̆
Èʻ̪̠̊̾̅ʹ͈ͺΌ̴̬̳ͦ̅͜͢I̥̫ãȊ̫Ȧɖ̫ 16S rRNA ʰ"¾̓¯ô~Ɋ̩ EUB
f933̅EUB r1387 ̓,Ǣ̙̠̆
4.2.4.2 結果
õŷ¥˧ƪ̪̼̿ȦɖőƻÈ

˱ Microbe-I ̪̥̬̎̋̅͒͢ɤ˛͗Έʹ΄̏̽ R2A Ò·¥̦Η7̫͖ΆͩΌ̓Č̠̐̅ͬΈͧ
΅Ό΄͖̅͋͆Έʟ˥ʴ̦̬͖ΆͩΌő̬ 0 ̦̣̠̩̊̆̎̅T˖̙̠͖ΆͩΌ̪̤̥̋ 16S rRNA
̫ʶW̓ɱŸ̙̠ȫź̅Acinetobacter sp.̅Brevundimonas sp.̅Paracoccus sp.̦̣̠̊̆

Microbe-II Run 2 ̪̥̬͖̎̋̅͋͆Έ Ơʴ͗Έʹ΄̏̽ŢʡÒ·¥̦͖ΆͩΌ̓Ε7Č̠̐̅
̫͗Έʹ΄̦̬͖ΆͩΌő̬ 0 ̦̣̠̩̊̆̎̅T˖̙̠͖ΆͩΌ̪̤̥̋ 16S rRNA ̫ʶW̓

ɱŸ̙̠ȫź̅Bacillus sp.̦̣̠̊̆

˱ Microbe-III ̪̥̬͖̎̋̅͋͆Έ

Ơʴ͗Έʹ΄̏̽ŢʡÒ·¥̦͖ΆͩΌ̓Ε7Č̠̐̅

̫͗Έʹ΄̦̬͖ΆͩΌő̬ 0 ̦̣̠̩̊̆̎̅T˖̙̠͖ΆͩΌ̪̤̥̋ 16S rRNA ̫ʶW̓ɱ

Ÿ̙̠ȫź̅Brevibacillus sp.̦̣̠̊̆
˱ ̵̖̦̫̀©̪̼̾ Acinetobacter ã̅Bacillus ã̼̯̎ Pseudomonas ą̩̫̃Ȧɖ̐ ISS M

ʴ̼̾ƈŞ̵̘̥̖̠̀̋̿̅ Brevundimonas ã̬ Pseudomonas ã̧̅Brevibacillus ã̬ Bacillus
ã ̧̞̟̀̀ʛ ȹ ̫ã ̧̦̖̊̿̏̽̅ISS ̫ ̫;͙Ό΄M ̧ Ǝ ̴̪̈̑̌̉M ̪̹̖̫̀̽Ȧ
ɖã̼̯̞̫̎ʛȹ̫Ȧɖã̐Tï̧̙̥̖̣̠̋̿̐͂̏̆
˱ ̩̜̫̎̅̋̀ɻŔ̪̥̹̎̋̅Ȧɖő̬õŷ¥˧ƪ̫ÈʻˊǦ̦̣̠̊̆
ȦɖőƻÈ
˱ swab ƪ̫ɻŔ̪̤̥̋̅ɞFŻɓƪ̪̼̾ƻÈ̙̠ȦɖǜÀʻ̅Èʻǰ PCR ƪ̪̼̾ƻÈ
̙̠ȦɖǜÀʻ̞̟̓̀̀ɤ 14 ̪Ȃ̙̠̆
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ɤ 14. ǵľɴőƪ̪̼̾ƻÈ̙̠ȦɖǜÀʻΎIchijo et al., npj Microgravity., 2016Ώ
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4.2.4.3 考察

˱ µ ̫̒ ǋ ̦Ȧ ɖ ǜ À ʻ ̬  ̫Ǿ Ȍ Ë M ̫Ɠ  ɤ ˛ ̫Ȧ ɖ ő Ύ10 5 cells/cm 2 Ώ  ̦̊̾̅

ISS̴̬̈̑̌̉ǜ ǔ ̦̬Ď Ǡ ǒ Â ǰ ̪ʭ U ̪Ș Ǟ ̘̥̀̋̿ȍ ˅ ̧̦̊̿Ʌ ̙̙̩̍̽̀̿̆̏̐̽̅
͖͋͆Έ Ơʴ̦̬ 10 7 cells/cm 2 ̫Ȧɖ̐ƈŞ̘̠̖̹̀̊̾̅ISS ̪̎̔̿ÄÇ˦ɡ²̫ˁŬ
ǂ̧̪̹̩̌̅Ȱȱǰ̩;ͩ͟Έ͓̫Ēɫĕ̐Ȃ̘̠̀̆
˱ ̩̎̅Microbe-II Run 2 ̼̯̎ Microbe-III ̦̬̅ÈʻˊǦʛ̵̠̬ÈʻˊǦ̫ͥΌ̐͟

µ̣̠̞̖̦̏̆̅͗ΈʹΈ͓̫ţś̓Ȁɿ̙̠̞̫̆ȫź̅Microbe-I ̬ţś̅Microbe-II Run

1 ̬ʼţś̅Microbe-II Run 2 ̐śţś̅Microbe-III ̐ŧţś̫͗ΈʹΈ͓̦̣̠̊̆ISS̴̈̑
̌ ̉ ̪ ̎ ̋ ̥ ̬ ̅  ţ ś ̫ n Ċ ̪ Ʒ Ĺ Ύ Ʒ Ĵ Ώ ̐ ɡ ͂ ̀ ̿ ̖ ̧ ̏ ̽ ̅ Microbe-II Run 2 ̎ ̼ ̯

Microbe-III ̦Ȧ ɖ ǜ À ʻ ̐ƹ Ý ̙̠Ǟ Ǥ ̧̙̥̅Ʒ Ĵ ̪̼̿ɥ ƈ ˛ ̫Ȧ ɖ ő ̫ƹ Ý ̐Ʌ ̍̽̀
̠̙̠̣̥̆̐̅ƷĹǵĊ̦̬̩̒ƷĹ^̪͗ΈʹΈ͓̓ɡ ̼̌̌̅͗ΈʹΈ͓͚͔͙Ό΄̓Ʌ̍
̿Ēɫĕ̐̊̿̆
4.2.5 ISS「きぼう」における細菌群集構造解析
4.2.5.1 材料と方法
͗ΈʹΈ͓

˱ ̈4.2.4 ISS̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧ ɖ ǜ À ʻ ƻ È ̧̉ ̚ɻ Ŕ ̪̤̥̋̅Ȧ ɖ Ƀ ˔ ƍ ʣ ɱ Ÿ ̓ɡ ̣̠̆
ȦɖɃ˔ƍʣɱŸ
i) nested PCR-DGGEΎDenaturing Gradient Gel ElectrophoresisΝ³ĕ`ǈúgʶ͕΄˘ƠƭfΏ
ƪ
˱ Microbe-II Run 1 ̫ȟǹ˔ɖ͘ΌͦɻŔ̏̽ĮS̙̠ DNA ̪Ö̙̅16S rRNA ʰ"¾̓Əǰ̧

̙̠ nested PCR-DGGE ̓ɡ̴̢̛̣̠̩̳̆͂̅I̥̫ãȊ̫Ȧɖ̫ 16S rRNA ʰ"¾̓¯ô
~Ɋ̩ 8f ̧ 1492r ̫ʹ͈ͺΌͦ̓͜͢Ǣ̠̋ PCR ̪̼̾ 16S rRNA ʰ"¾̴̫̳Iˁ̓¯ô̙
̠Ċ̅EUB f933-GC clamp̅EUB r1387 ̫ʹ͈ͺΌͦ̓͜͢Ǣ̠̋ PCR ̓ɡ̣̠̆¯ôǡǒ̓
DGGE ̪̼̾T˖̙̅DGGE ͕΄̏̽ͭΈͧ̓U̾S̙̠Ċ̅͘Ό͒͋Έ͚ɱŸ̓ɡ̣̠̆

ii) ͆Έʹ͖Έ͘Ό͒͋Έ͚ƪ

˱ Microbe-I̅Microbe-II Run 2 ̼̯̎ Microbe-III ̫ɻŔΎswab ̼̯̎ȟǹ˔ɖ͘ΌͦΏ̏̽Į
S̙̠ DNA ̓ʽ ̴̧̙̥̳̅I̥̫ãȊ̫Ȧɖ̫ 16S rRNA ʰ"¾ΎV6 - V8 ˠ¤Ώ̓¯ô~

Ɋ̩ 968f̅1401r ʹ͈ͺΌ̓,Ǣ̙ PCR ̓ɡ̣̠̆968f ̪̬ Roche 454 Ǣ͆͠ʹ͟ΌʶW̼̎
̯ͭΌ͖ΌͧʶW̓̅1401r ̪̬͆͠ʹ͟ΌʶW̓d̙̠̆ɻŔ̏̽Č̠̽̀¯ôǡǒ̓ƶ
̙̠Ċ ̅GS FLX+ΎRosheΏ̓Ǣ ̥̋ʶ W ɱ Ÿ ̓ɡ ̣̠̆Č ̠̽̀ʶ W ̬Ȧ ɖ Ƀ ˔ ƍ ʣ ɱ Ÿ ͈ͮʹ
23
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͈Έ Qiime ̦RǞ̙̅ȡȭɱŸ̓ɡ̣̠̩̆̎̅ɻŔ̪̤̑ 7,500 reads ̪̤̥̋̅ʶ
W̓ɱŸ̙̠̆
4.2.5.2 結果と考察

i) nested PCR-DGGE ƪ

˱ Microbe-II Run 1 ̪̥̎̋ȟǹ˔ɖ͘Ό̦ͦļz̙̠ɻŔ̪̤̥̋̅nested PCR-DGGE ƪ̪̼
̾ȦɖɃ˔ƍʣɱŸ̓ɡ̣̠ȫź̓ 20 ̪Ȃ̙̠̆

˱ ÄÇ˦ɡ²̐ˡȼ̪ɲ͖̀̿ͮ͞Έ̺ĥ̛̫̾ɤ˛̏̽̅Actinobacteria ̺ Firmicutes ̓

đ

̪̅µ Ǝ ̩Ȧ ɖ ̐ƈ S ̘̠̖̫̀̆̀̽ƈ S ̘̠̀Ȧ ɖ ̬̫ͯͦó  Ȧ ɖ ̦̊̾̅Ä Ç ˦ ɡ ² ̫ľ
ɲ̪̼̾̅'ɤ˛̏̽Ɠȓ̫ɤ˛̪ȇɡ̧̙̠̹̫Ʌ̠̍̽̀̆

 20. ISS̴̪̈̑̌̉À̛̿Ȧɖ̫ȡȭÂǰˆ2ΎIchijo et al., Microbes Environ., 2012Ώ
ii) ͆Έʹ͖Έ͘Ό͒͋Έ͚ƪ

˱ Microbe-I̅Microbe-II Run 2 ̼̯̎ Microbe-III ̫ɻŔ̪̤̥̋̅͆Έʹ͖Έ͘Ό͒͋Έ͚ƪ
̪̼̾ȦɖɃ˔ƍʣ̓ɱŸ̙̠ȫź̓ 21 w̯ 22 ̪Ȃ̙̠̆

˱ nested-PCR DGGE ̫ȫźƎ̅Firmicutes ̓

đ̪̅µƎ̩Ȧɖ̐ƈS̘̠̀̆Firmicutes ̪

̥̬̎̋̅ɤ Ǳ ͳ͉ͧǝ ɖ ̐µ ̒ƈ S ̘̖̬̀̅̀Ä Ç ˦ ɡ ² ̐ˡ ȼ ̪ɲ ̀̿ĥ ̛̺͖̾ͮ͞Έ
ͮΌͼ΅͚̦ͦˣ ə ̧̦̣̠̖̊̏̽̅Ä Ç ˦ ɡ ² ̫' ɤ ˛ ̏̽ Ɠ  ȓ ̫ɤ ˛ ̪ȇ ɡ ̧̙̠̹̫
Ʌ̵̠̠͖̍̽̀̆̅͋͆Έ̫ Ơʴ̦̹ Firmicutes ̫b̐µ̩̣̠̒̆Èʻǰ PCR ̫ȫź̧
̝̥͂̅ Ơʴ̬ĎǠǒ̐˔ȋ̛̘̺̀̋ªḨ̦̖̣̠̂̊̿̐͂̏̆
˱ ̩̎̅swab ̧ȟǹ˔ɖ͘Ό̦̬ͦČ̠̽̀ȫź̪ì̐ɿ̸̖̬̽̀̅̀ DNA ĮSƪ̫ʬ̪̼̋

̧̹̫̦̿̊̿Ʌ̠̍̽̀̆^ʝ̧̫̎̾̅swab ƪ̪̥̬̎̋ Tsai ƪΎʷȤRǞΑQȫɟɱƪΏ̅
ȟǹ˔ɖ͘Ό̬ͦ beads beating ƪ̓Ǣ̠̪̼̋͐ͦ̾̅͢DNA ̓ĮS̙̥̋̿̆swab ̫ȫź̦̬̅

ȟ ǹ ˔ ɖ ͘Ό̫ͦȫ ź ̪Ɲ ̲̥͓ͼˍ ĕ ɖ ̫b  ̐$ ̧̣̠̖̏̏̽̅Tsai ƪ ̦̬Ȧ ɉ ° ̫Ā
̩͓ͼˍĕɖ̏̽ DNA ̓ĮŞ̙̪̣̠̫̦̬̩̒̏̋̏Ʌ̠̍̽̀̆

˱ nested PCR-DGGE ƪ̺ clone library ƪ̪Ɲ̲̥̅͆Έʹ͖Έ͘Ό͒͋Έ͚ƪ̦̬̼̾µ̫̒Ę
©̓Ç̸̖̦̠̌̿̐̑̿̅ISS̴̈̑̌̉M̫ȦɖɃ˔ƍʣɱŸ̪ʭ̧̙̥̖̋̿̓Ȁɿ̙̠̆
24
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 22. ISS̴̈̑̌̉MƓɤ˛̫ȦɖɃ˔ƍʣ

Ύȟǹ˔ɖ͘ΌͦɻŔΝYamaguchi et al., ISTS 30th., 2015Ώ
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4.2.6 まとめ

Ύ1Ώ ISȘ̴̈̑̌̉ĎǠǒ͗ΈʹΈ͓̓ɡ̪̠̌̊̾̅swab ƪ̫ʹΆ͖ͦΌ΄̓ƦÈ̙̠̆

Ύ2Ώ ISȘ̴̈̑̌̉Ď Ǡ ǒ ͗ΈʹΈ͓̓ɡ ̪̠̌̊̾̅ŗ ̠̩͗ΈʹΈ̧͓͈͚̙̥ͥͭ̅ȟ ǹ ˔
ɖ͘Όͦ̓)ɨ̙̞̫̅ʹΆ͖ͦΌ΄̓ƦÈ̙̠̆
Ύ3Ώ ȦɖǜÀʻ̫ƻÈȫź̏̽̅ISS̴̬̈̑̌̉ǜǔ̦̬ĎǠǒÂǰ̪ʭU̪ȘǞ̘̥̀̋̿ȍ
˅ ̧̦̊̿Ʌ ̙̙̩͖̍̽̀̿̆̏̐̽̅͋͆Έ Ơ ʴ ̦̬  ̫ ɐ ǰ ̩Ë M ǟ ® ̓ʒ ̍̿
ʻ ̫Ȧ ɖ ̐ƈ S ̧̘̠̖̹̀̊̾̅ISS ̪̎̔̿Ä Ç ˦ ɡ ² ̫ˁ Ŭ ǂ  ̧̪̹̩̌̅Ȱ ȱ ǰ ̩
;ͩ͟Έ͓̫Ēɫĕ̐Ȃ̘̠̀̆
Ύ4Ώ Ȧ ɖ Ƀ ˔ ƍ ʣ ̫ɱ Ÿ ȫ ź ̏̽̅Ä Ç ˦ ɡ ² ̐ˡ ȼ ̪ɲ ͖̀̿ͮ͞Έ̺ĥ ̛̫̾ɤ ˛ ̪̎̋
̥̅Actinobacteria ̺ Firmicutes ̓ đ̪µƎ̩Ȧɖ̐ƈS̘̠̖̫̀̆̀̽ƈS̘̠̀Ȧ
ɖ ̬̫ͯͦó  Ȧ ɖ ̦̊̾̅Ä Ç ˦ ɡ ² ̫ľ ɲ ̪̼̾̅' ɤ ˛ ̏̽ Ɠ  ȓ ̫ɤ ˛ ̪ȇ ɡ ̙
̧̠̹̫Ʌ̠̍̽̀̆
4.2.7 サクセスクライテリアに係る自己評価
ΎMinimum successΏċŵ̫ĥƪ̦ļz̙̠ɻŔ̪d̍̅ȍƠ

̼̯̎ơ

̙ỳ̘̠ɻŔ̐̅ǾȌɆ̽̐ǾȌ˄ǭ̙̥̠̑ĥƪ̦ɱŸ̦̠̑

̪Ʋʨ̛̿ɖ̓ļz

̃

ΎFull successΏ¥˧̵̠̬̅¥˧̪/À̙̩̋ŗɭ̫ǟ®ĎǠǒÂǰĥƪ̓ƯǢ̙̅ǸɖȦɖ
ȓĎǠǒ̫ǜÀʻƻÈ̺È̅Ƀ˔ƍʣɱŸ̦̐̑̅Microbe-I/II ̫̏̽ȪŠǰ³i̐ɱŸ̦
̧̖̑̿̆ ̃
ΎExtra successΏɶ̫ɱŸĥƪ̪̼̾Č̠̽̀ȫź̐̅ŗɭ̫ǭɬȓ̪Ⱦ̹̫̦̣̠̐̿̊ª
̃
4.2.8 国際的位置付け、関連分野および社会生活への波及効果
˱ Ȫ Š ǰ ̴̪̈̑̌̉ɑ M ̫ɤ ˛ ȍ Ơ ơ ̓ ̷ȵ  ǰ ̩Ď Ǡ ǒ ǟ ® ̓;ͩ͟Έ̧̛͓̖̦̿̅Ä
Ç ǟ ® ̨̩̫Ƌ ˊ ǟ ®  ̪ɷ ɀ ̘̀̿ß % ͚ͤ͘ͼ̪̎̔̿̅ɣ Ǡ Ď Ǡ ǒ Â ǰ ̩Å I Å đ ̫3
ɹ̫Êǜ̪̤̩̐̿̆ŰǾȌ̫¬¦ʶWͥΌ̬͟ NASA GeneLabΎhttps://genelab.nasa.govΏ̛̪

̦̪Ǯʾ̘̥̀̎̾̅Ɠˆ̫ǾȌɆ͚̐͆͒͜~Ɋ̵̦̠̊̿̆̅NASA microbial Tiger team ̦
̫¦ǲ̧̩̿ͥΌ̧̫̤̩̣̥̱̫̋̿̆͟ĔǢ̧̙̥̬̅ʓʫ̫Ê˩̦,Ǣ̙̠͗Έʹ
Έ͓ĥ ƪ ̅ŗ ĥ ƪ ̐ś Ű ɜ Þ Ř ̪v Ʌ Ę © ̧̙̥y ʕ ̘̀̅k ɜ  ɨ ʣ ǟ ® ̫ǟ ® ;ͩ͟Έ͓
̪,͂̀½̸̧̼̙̥̌̋̿̆
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5. 結 語
Ύ1Ώ ʓʫ̪̥̎̋ǥA̫͉͠ΈΈ̪̼̣̥͒ǸɖǭɈA̓ɺ0̛̿̐~Ɋ̧̩̣̠̆
Ύ2Ώ ¥˧È̪̼̣̥ʓʫǸɖ|̫³ʮ̓Ŝ̪̽̏Sŵ̠̆
Ύ3Ώ ś  ɬ ĝ Ż t  ɖ ̅ͺ͈͖ͦ͐͘Έǡ Ǡ ɖ ̼̯̅̎͆΅΄͕Έ̧̩̿Ǹ ɖ ̓ɑ M ɤ ˛ ̅ơ ̅̎
̼̯ȍƠ̏̽ɬS̙̅ǅǰ̩ͯͦ=üˑÍ̫~Ɋĕ̓Ȃ̧̛̖̐Sŵ̠̆
Ύ4Ώ ǟ®Ǹɖ̫ƈS̅¥˧ƪ̧ PCR-clone ɱŸƪ̬ɧÆ̛̲̹̫̦̿̑̊̾̅~Ɋ̩ˊ̾J̪
Êŗ̛̖̌̿̐Ū̵̧̙̖̋̓Ȃ̙̠̆
Ύ5Ώ ͋͆͗ΈʹΌ̪̼̿¥˧ȫź̧ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Όɴƻ:̧̹̪ɑMȍƠǟ®̫Ʒưĕ
̓J̪Ȃ̧̛̖̐Sŵ̠̆
Ύ6Ώ ͋͆͗ΈʹΌƈ'̫ PCR-clone ɱŸ̪̼̾̅ȍƠ Ǹɖ|̓ɺ0̧̛̖̿̐Sŵ̠̆
Ύ7Ώ ͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Όɴ ƻ ̪̼̾̅ʓ ʫ  ̦̬¶ Ơ ̓Ʋ ʨ ̛̿¶ Ȟ ¾ Ĉ ̫ǒ ʏ ̐Ü Ȟ ¾
Ĉ̫ǒʏ̪Ɲ̧̲̿ǶÖǰ̪ˋù̘̪̒̋ǟ®̧̩̣̥̋̿̐Ȃ̘̠̀̆
Ύ8Ώ ISȘ̴̈̑̌̉ĎǠǒ͗ΈʹΈ͓̓ɡ̪̠̌̊̾̅swab ƪ̫ʹΆ͖ͦΌ΄̓ƦÈ̙̠̆

Ύ9Ώ ISȘ̴̈̑̌̉Ď Ǡ ǒ ͗ΈʹΈ͓̓ɡ ̪̠̌̊̾̅ŗ ̠̩͗ΈʹΈ̧͓͈͚̙̥ͥͭ̅ȟ ǹ ˔
ɖ͘Όͦ̓)ɨ̙̞̫̅ʹΆ͖ͦΌ΄̓ƦÈ̙̠̆
Ύ10Ώ ȦɖǜÀʻ̫ƻÈȫź̏̽̅ISS̴̬̈̑̌̉ǜǔ̦̬ĎǠǒÂǰ̪ʭU̪ȘǞ̘̥̀̋̿ȍ
˅̧̦̊̿Ʌ̍̽̀̿̆
Ύ11Ώ Ȧ ɖ Ƀ ˔ ƍ ʣ ̫ɱ Ÿ ȫ ź ̏̽̅Ä Ç ˦ ɡ ² ̐ˡ ȼ ̪ɲ ͖̀̿ͮ͞Έ̺ĥ ̛̫̾ɤ ˛ ̪̎̋
̥̫̅ͯͦóȦɖ̦̊̿ Actinobacteria ̺ Firmicutes ̓ đ̪µƎ̩Ȧɖ̐ƈS̘̖̀̅̀
̬̽ÄÇ˦ɡ²̫ľɲ̪̼̾̅'ɤ˛̏̽Ɠȓ̫ɤ˛̪ȇɡ̧̙̠̹̫Ʌ̠̍̽̀̆
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ISS̴̑̌[Ǣͻ͘͢Έ
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1. 学術論文・総説
Ύ1Ώ ƌųƱΔÄÇΜʛŮŵ̫ͯͦǠƯǟ®̧ĎǠǒΎΕΏΓǸɖ̏̽ɬ̠ÄÇ̪̎̔̿ͯͦǠƯǟ
®Γ͉͚͌ͦΌ͒̏̽ͻΌ΄̵̦ΔThe Chemical Times, 2009;211: 22-25.
Ύ2Ώ äè ̅űǣˎ̅ƌųƱΔÄÇǟ®̪̎̔̿ĎǠǒ̪ˆ̛̿ǾȌΔInternational Journal
of Microgravity Science and Application, 2009;26(4):290-5. Review.
Ύ3Ώ Yamaguchi N, Hieda H, Nasu M. Simple and reliable swabbing procedure for monitoring
microbes in the International Space Station. Eco-Engineering 2010;22(1):27-30. doi:
10.11450/seitaikogaku.22.27.

Ύ4Ώ Satoh K, Nishiyama Y, Yamazaki T, Sugita T, Tsukii Y, Takatori K, Benno Y, Makimura K.
Microbe-I: fungal biota analyses of the Japanese experimental module KIBO of the
International Space Station before launch and after being in orbit for about 460 days.
Microbiology and Immunology 2011 Dec;55(12):823-9. doi: 10.1111/j.13480421.2011.00386.x.Ύ͈Έͮ͒ͦͲ͒͟ͅΌΜ1.428Ώ

Ύ5Ώ Makimura K, Satoh K, Sugita T, Yamazaki T. Fungal biota in manned space environment and
impact on human health. Nihon Eiseigaku Zasshi 2011 Jan;66(1):77-82. Review. (Japanese)
doi: 10.1265/jjh.66.77
Ύ6Ώ Ichijo T, Hieda H, Ishihara R, Yamaguchi N, Nasu M. Bacterial monitoring with adhesive
sheet in the international space station-"Kibo", the Japanese experiment module. Microbes
and Environments 2013;28(2):264-8. doi: 10.1264/jsme2.ME12184.Ύ͈Έͮ͒ͦͲ͒͟ͅΌΜ
2.075Ώ

Ύ7Ώ Yamaguchi N, Roberts M, Castro S, Oubre C, Makimura K, Leys N, Grohmann E, Sugita T,
Ichijo T, Nasu M. Microbial monitoring of crewed habitats in space - current status and
future perspectives. Microbes and Environments 2014;29(3):250-60. Review. doi:
10.1264/jsme2.ME14031.Ύ͈Έͮ͒ͦͲ͒͟ͅΌΜ2.075Ώ

Ύ8Ώ Yamaguchi N, Nasu M. Microbes and Crewed Space Habitat. Journal of Disaster ResearchΒ
2015;15(6):1022-4. doi: 10.20965/jdr.2015.p1022.
Ύ9Ώ Shirakawa M, Tanigaki M, Yamazaki T. Microbial Observatory Research in the International
Space Station and Japanese Experiment Module “Kibo”. Journal of Disaster ResearchΒ
2015;15(6):1025-30. doi: 10.20965/jdr.2015.p1025.
Ύ10Ώ Ichijo T, Yamaguchi N, Nasu M. Bacterial monitoring in the Internationas Space Station ˴

˶Kibo˷. Journal of Disaster ResearchΒ2016; 15(6): 1035-9. doi: 10.20965/jdr.2015.p1035.

Ύ11Ώ Yamaguchi N, Ichijo T, Nasu M. Bacterial monitoring in the International Space StationKibo based on rRNA gene sequence. Transactions of the Japan Society for Aeronautical and
Space Sciences, Aerospace Technology JapanΒ2016;14(ists30):Pp_1-Pp_4. doi:
10.2322/tastj.14.Pp_1.
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Ύ12Ώ Ichijo T, Yamaguchi N, Tanigaki F, Shirakawa M, Nasu M. Four-year bacterial monitoring in
the International Space Station˵Japanese Experiment Module ˶Kibo˷ with cultureindependent approach. npj MicrogravityΒ2016;2:16007. doi: 10.1038/npjmgrav.2016.7.

ΐnpj microgravity ɾ̬̅2015 ö̪ǭV̘̠̀˕ɾ̦͈̊̾̅Έͮ͒ͦͲ͒͟ͅΌ̬̦̩̑
̋̆Űʅœ̫ȃ!ǰ͈Έ̫ͮ͒ͦĶƏ̧̩̿ Altmetric Attention Score ̬ 23 ̦͚͖̊̾̅͆
̘̥̐̀̋̿Ȣ 7,000,000 ̫ʅœ̢̫̌̅ͦ͢ʹ 5%̪#ɀ̵͚͖̦̠̔̽̀̿͆̊̿̆̅
2016 öů̵̦̪ npj microgravity ɾ̦©̘̠̀ 47 ̫ʅœ̢̫̌̅5 #̧̛̩̣̥̩̋̿̆

̢͂̅Űʅœ̬ȃ!ǰ̪ą˝̫Ā̋ʅœ̧̦̊̿Ʌ̥̍̋̿̆
Ύhttps://www.altmetric.com/details/6862867#scoreΏ

Ύ13Ώ Satoh K, Yamazaki T, Nakayama T, Umeda Y, Alshahni MM, Makimura M, Makimura K.
Characterization of fungi isolated from the equipment used in the International Space
Station or Space Shuttle. Microbiology and Immunology 2016;60(5):295-302. doi:
10.1111/1348-0421.12375.Ύ͈Έͮ͒ͦͲ͒͟ͅΌΜ1.428Ώ

Ύ14Ώ Nakayama T, Yamazaki T, Yo A, Tone K, Alshahni MM, Fujisaki R, Makimura K. Detection
of Fungi from an Indoor Environment using the Loop-mediated Isothermal Amplification
(LAMP) Method. Biocontrol Science in press. Ύ͈Έͮ͒ͦͲ͒͟ͅΌΜ0.677Ώ

2. 出版
Ύ1Ώ ä } ʦ ü Δ̈Ä Ç ß % ǟ ®
ū6ťùΔ2014;279-80.

̫Ď Ǡ ǒ ̉Δǟ ® ̧Ď Ǡ ǒ ̫ L Ύś Ű Ď Ǡ ǒ Ǡ Ğ Â ! ȸ ΏΔ

3. 学会発表

Ȓ 25 ÄÇ[Ǣ͘Έ͙͉ͼΎŶΝ2009 ö 1 ŧΏ
̈2008 öúÄÇĎǠǒÂǾȌǛ WG Ưf©̉
¶Ɔ ˓̅ǽæ ğŜ̅Ʃ ˯¸ʳ̅Ƥè Áɡ̅¶ǽ Ʊˎ̅¸ǣ Óɡ̅dɝ ğ̅µ Ɩ
̅ʲ˟ Ɩ¹̅Ŷȑ š̅ȅ ̅ɝŰ 4Ʉ̅ƌų Ʊ̅äè
ǸɖǬͲ͌ΌͼȒ 10 Âɢ˔!ΎĜǻΝ2009 ö 2 ŧΏ
̈ÄÇ͚ͤΌ͘ΈMǠƯǟ®̼̯̫̎'M´̪̎̔̿ǸɖƈS͚ͤ͘ͼ̫ǾȌ˄ǭ̉
&ɝ ũΒäǣ _̅ƌų Ʊ̅ǽt Ǥɂ¾̅ɪä āǠ̅Åʴ ɔ
Ȓ 82 śŰȦɖÂ!ȵ!ΎĜǻΝ2009 ö 3 ŧΏ
̈ȝɴ ̯̪Èʻ PCR ̓Ǣ̠̋˚¥˧ȡ̪̼̿ǟ®Ǹɖɴƻƪ̫ɺ0̉
Ìé ɒƧ̅&ɝ ũ̅ƌų Ʊ
̈ɖ'ĢT̫Èʻ̪̼̿ǟ®̼̯̎Ɍøƈ'̪̎̔̿ĎǠǒƈSȡ̫ƈɵ̉
ƌų Ʊ̅&ɝ ũ̅ɝè ȏ̅äų ˮ;¾̅Ìé ɒƧ̅äǣ _̅ɪä āǠ̅Åʴ ɔ
śŰɜÂ!Ȓ 129 ö!Ύʵ;2009 ö 3 ŧΏ
̈ÄÇ͚ͤΌ͘ΈM̫ɣǠĎǠǒÂǰǟ®ɺ0̸̫̠̫ʹΆ͖ͦΌ΄)Ģ̉
30
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ä} ʦüΒȉǣ ̬̤̑Βʲ˟ Ɩ¹ΎǭɤśΜ2009 ö 3 ŧ 26 śΏ

The International Society for Human and Animal Mycology 2009ΎŶΝ2009 ö 5 ŧΏ
“Specific detection and identification of fungal DNA using quantitative PCR and loop-mediated
isothermal amplification; their advantages and limitations”
Koichi Makimura
“Rapid direct colony PCR from fungi by ampdirect plus”

M. Alshahni, K. Makimura, K. Satoh, Y. Ishihara, K. Takatori, T. Sawada

“Development of analyzing system for microbial flora on board International Space Station and

astronauts”

K. Makimura, K. Satoh, T. Yamada, Y. Nishuyama, S. Abe, Y. Tsukii, T. Sugita, K. Takatori, Y.
Benno, T. Yamazaki
6th International Space Life Sciences Working Group International Workshop on Space

MicrobiologyΎͫ͞ͺ̅͆ͽ͎Ν2009 ö 8 ŧΏ
˶Microbe-II: Monitoring of bacterial cells in “KIBO”, the Japanese experimental module of the
ISS”
N. Yamaguchi, T. Yamazaki and M. Nasu

˶Monitoring of bacterial cells in freshwater by microfluidic system”
N. Yamaguchi and M. Nasu
The 23rd Annual Meeting of the Japanese Society for Biological Sciences in SpaceΎɕ£Ν2009 ö
10 ŧΏ
“Microbiological research on board International Space Station/ “KIBO””

K. Makimura, K. Satoh, Y. Nishiyama, Y. Tsukii, T. Sugita, K. Takatori, Y. Benno, T. Yamazaki
͓΄͎ΈǾȌ!ΎŶΝ2009 ö 10 ŧΏ

̈Microbes in space.̉
ƌų Ʊ

Ȓ 83 śŰȦɖÂ!ȵ!ΎȄ»êΝ2010 ö 3 ŧΏ
̈ŇñͮΌ͇ͤ͒΄͎͉Έ͟Ό̓Ǣ̠̋ƲʨǸɖő̫ĿÈƪ̫˄ǭ̉
Ìé ɒƧ̅&ɝ ũ̅ƌų Ʊ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌ̉
ƌų Ʊ̅&ɝ ũ̅ɪä āǠ̅űǣ ˎ̅Ìé ɒƧ̅ʘʺ Ʉí
śŰɜÂ!Ȓ 130 ö!ΎæäΝ2010 ö 3 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓ ΠɻŔ3Àƪ̫ƈɵΠ̉
ä} ʦüΒȉǣ ̬̤̑Βʲ˟ Ɩ¹
ΞʆǄ͈͈̪ͬͦʯĪΜ̈ÄÇß%̪̎̔̿ȦɖÂǰÅI3ɹΠ̴̫̈̑̌̉Ȧɖ;ͩ͟Έ͓Π̉
Ο
Ȓ 80 śŰɣǠÂÂ!Âɢȵ!ΎÌ£Ν2010 ö 5 ŧΏ
̈ÄÇ͚ͤΌ͘ΈMǠƯǟ®̪̎̔̿Ǹɖ|̧=ü̪Ơ͈̈̿Έͮ͒ͦ̉
͘Έ͙͉ͼ̈ÄÇkÂTʺ̪Ð̛̿ɣǠÂǾȌ̉
ƌų Ʊ
31
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Ͳ͌Όͼ 2010ΜɣǠɜÂǟ®͖ͦ͐͘Ά͙ΌΎŶΝ2010 ö 9 ŧΏ
̈ȟǹ˔ɖ͘Όͦ̓Ǣ̠̋ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦüΒǽt ǞȮΒ¶ʺ Ĝ¾Βʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 57 śŰɌøƈżkÂ!Âɢ˔!ΎŶΝ2010 ö 9 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩;͙Ό΄̴̫̈̑̌̉Ǹɖ|ɱŸ̉
&ɝ ũ̅ɪä āǠ̅ŧ ˒̅űǣ ˎ̅˪ˬ Ʊ̅ʘʺ Ʉí̅äè

̅ƌų Ʊ

Ȓ 54 śŰkǸɖÂ!ȵ!ΎŶΝ2010 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌΜMicrobe-I Ģź©̉
ƌų Ʊ̅&ɝ ũ̅ɪä āǠ̅˪ˬ Ʊ̅űǣ ˎ
Ȓ 56 śŰÄÇɏȍǟ®kÂ!¶!Ύ§ǚΝ2010 ö 11 ŧΏ
̈ÄÇ͚ͤΌ͘ΈMĎǠǒ|̧=üˑÍĚʑ̫~Ɋĕ̉
͈͗ͤͦ͘Έ͙͉ͼ̈ÄÇ¦̪̎̔̿ǟ®ɫ̉
ƌų Ʊ
Ȓ 27 ÄÇ[Ǣ͘Έ͙͉ͼΎȄ»êΝ2011 ö 1 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̏̽y̙̠Ɠ̪̎̔̿Ȧɖ̫ǜÀʻ̉
ä} ʦü̅ȉǣ ̬̤̑̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Geobiology in Space ExplorationΎͺ͔̅͘;Ά͖͢Ν2011 ö 2 ŧΏ

˶A new sampling device, “microbe-collecting adhesive sheet”, for sampling microbial cells on
solid dry surfaces”
N. Yamaguchi, T. Ichijo and M. Nasu

śŰɜÂ!Ȓ 131 ö!Ύ˙æΝ2011 ö 3 ŧΏ
̈ȟǹ˔ɖ͘Όͦ̓Ǣ̠̋ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̫̈̑̌̉Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅ǽt ǞȮ̅¶ʺ Ĝ¾̅ʲ˟ Ɩ¹
ΞʆǄ͈͈̪ͬͦʯĪΜ̈ÄÇß%̪̎̔̿ȦɖÂǰÅI3ɹΠȟǹ͘Ό̴̪̼̫ͦ̿̈̑̌̉Ȧ
ɖ;ͩ͟Έ͓Π̉Ο
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈM̦,Ǣ̘̥̠̀̋ǥA³ł͚ͤ͘ͼMʴ̪̎̔̿ȦɖǜÀʻ̉
ä} ʦü̅ȉǣ ̬̤̑̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
7th International Space Life Sciences Working Group International Workshop on Space

MicrobiologyΎ͒΅΄;ΈͲ͊Έ̅ͲΈ͚Ν2011 ö 5 ŧΏ

˶Microbe-II: Monitoring of bacterial cells in “KIBO”, the Japanese experiment module of the
ISS”
N. Yamaguchi, T. Yamazaki and M. Nasu

“Monitoring of fungal biota in environmental and human body samples on board “KIBO””
K. Makimura, K. Satoh, T. Sugita, T. Yamazaki, Y. Nishiyama, M. Ohmori, N. Ishioka
˶Rapid monitoring of bacterial cells in freshwater by using a microfluidic system”
N. Yamaguchi and M. Nasu
32
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SKO symposiumΎ͉͞΄̅˜Ν2011 ö 6 ŧΏ

˶Bacterial monitoring in the Japanese experiment module “Kibo”, a part of the International Space
Station”
N. Yamaguchi, H. Hieda, T. Ichijo and M. Nasu
͎ͰǶʄ͜Έ͟ΌʆǄ!ΎŶΝ2011 ö 7 ŧΏ
̈%Ã̏̽ÄÇ̫͎ͰΜǠƯǟ®̫Ǹɖ̧=üˑÍ̧̫̏̏͂̾̉
ƌų Ʊ
śŰÄÇǠǒȆÂ!Ȓ 25 ¶!ΎȄ»êΝ2011 ö 9 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅ȉǣ ̬̤̑̅˨ª ʍē̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 55 śŰkǸɖÂ!Âɢ˔!ΎŶΝ2011 ö 10 ŧΏ
¦ȁɌø͜ͻͨΌ̈ǟ®Ǹɖ̧=üˑÍ:̧ÄÇ̫Ũ˃ʿǟ®̪̎̔̿ˢ̉
ƌų Ʊ
Ȓ 55 śŰkǸɖÂ!Âɢ˔!ΎŶΝ 2011 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌΜMicrobe-II

˅©̉

ƌų Ʊ̅&ɝ ũ̅ɪä āǠ̅űǣ ˎ̅˪ˬ Ʊ̅äè
Ȓ 57 ÄÇɏȍǟ®kÂ!¶!Âɢ˔!Ύɕ£Ν2011 ö 11 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌΜ Microbe-III
ƌų Ʊ

˅©̉

Ȓ 28 ÄÇ[Ǣ͘Έ͙͉ͼΎŶΝ2012 ö 1 ŧΏ
̈ȟǹ˔ɖ͘Όͦ̓Ǣ̠̋ÄÇß%ǟ®

̫Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉

ä} ʦü̅ǽt ǞȮ̅ȉǣ ̬̤̑̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 2 ɨ̫ĎǠǒʏ̓Ȁ3̛̿ʚʢƈżÈħɢΎŶΝ2012 ö 3 ŧΏ
̈ƣŻĶƏɖ̫ʚʢƈżÈƪ̧̞̫ÊːΜ͎Ͱ̉
ƌų Ʊ
ËMǟ®Â!ĎǠǒTȆ!ΎŶΝ2012 ö 3 ŧΏ
̈ëǰ˃ʿǟ®̪̎̔̿Ǹɖ̧ˆʤ̛̿=üˑÍ̉
ƌų Ʊ
śŰɜÂ!Ȓ 132 ö!ΎjƳʫ;2012 ö 3 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅ȉǣ ̬̤̑̅˨ª ʍē̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 86 śŰĝŻǬÂ!ȵ!/ÂɢʆǄ!ΎˁèΝ2012 ö 4 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ǸɖǾȌΜMicrobe-I&II

˅©̉

ƌų Ʊ̅űǣ ˎ
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Ȓ 61 Ȅ»êkǸɖǾȌ!ΎȄ»êΝ2012 ö 5 ŧΏ
ǓZʆǄ̈ǫtǸɖ̫ŗ̙̋Tˤ̧ÄÇ̪̠̔kǸɖẨ
ƌų Ʊ
The 18th Congress of International Society for Human and Animal Mycology(ISHAM)Ύ͵΄Έ̅

͈ͧͣΝ2012 ö 6 ŧΏ
“Monitoring of fungal biota in environmental and human body samples on board Japanese
experiment module of International Space Station(ISS)”

K. Makimura, K. Satoh, T. Sugita, Y. Nishiyama, T. Yamazaki
14th International Symposium on Microbial EcologyΎ͖ͶΈͬΌ͕Έ̅ͥΈͺΌ͒Ν2012 ö 8 ŧΏ

˶Culture-independent bacterial monitoring with adhesive sheet in the “Kibo”, a part of the
International Space Station”
T. Ichijo, H. Hieda, R. Ichihara, N. Yamaguchi and M. Nasu
śŰÄÇǠǒȆÂ!Ȓ 26 ¶!ΎďçΝ2012 ö 9 ŧΏ

̈Monitoring of fungal biota in environmental and human body samples on board ˷KIBO˷̉
͘Έ͙͉ͼ 3̈ÄÇkẨ
ƌų Ʊ

Ȓ 62 śŰɜÂ!ʛǩŊʴȵ!¶!ΎKû;2012 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅ȉǣ ̬̤̑̅ǽt ǞȮ̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Ͳ͌Όͼ 2012ΜɣǠɜÂǟ®͖ͦ͐͘Ά͙ΌΎĜǻΝ2012 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅΞ̴̑̌Ο̪̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅ȉǣ ̬̤̑̅ǽt ǞȮ̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 56 śŰkǸɖÂ!ȵ!ΎŶΝ2012 ö 11 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌΜMicrobe-II

˅© 2̉

&ɝ ũ̅ƌų Ʊ̅ɪä āǠ̅űǣ ˎ̅˪ˬ Ʊ̅äè
Ȓ 86 śŰȦɖÂ!ȵ!ΎmɘΝ2013 ö 3 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅Ƅ ǻş̅˨ª ʍē̅ʲ˟ Ɩ¹
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌ Microbe-II
&ɝ ũ̅ɪä āǠ̅äè

˅©̉

̅űǣ ˎ̅ʘʺ Ʉí̅ƌų Ʊ

śŰɜÂ!Ȓ 133 ö!ΎȄ»êΝ2013 ö 3 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅ȉǣ ̬̤̑̅ǽt ǞȮ̅˨ª ʍē̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Ξʆ Ǆ ͈͈̪ͬͦʯ Ī Μ̈Ä Ç ß % ̪̎̔̿Ď Ǡ ǒ Â ǰ Å I 3 ɹ Π̴̫̈̑̌̉Ȧ ɖ ;ͩ͟Έ͓
Π̉Ο
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Ȓ 3 ÜH Febrile Neutropenia ǾȌ!Ύ÷çΝ2013 ö 4 ŧΏ
ǓZʆǄ̈ǫtǸɖ̧ŨÄÇǟ®̪̎̔̿=üˑÍ̉
ƌų Ʊ
śŰɌøǱɋȆk!jƳʫͳΆ͒͢Ȓ 55 Ǿ5ʆǄ!ΎjƳʫΝ 2013 ö 4 ŧΏ
ǓZʆǄ̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌ̉
ƌų Ʊ
8th International Space Life Sciences Working Group International Workshop on Space
MicrobiologyΎ¶ˈΝ2013 ö 5 ŧΏ
˶Bacterial monitoring in the International Space Station-“Kibo”
T. Ichijo, N. Yamaguchi and M. Nasu

˶Rapid monitoring of bacterial cells in freshwater by using a portable microfluidic system”
N. Yamaguchi, Y. Fujii, F. Banno and M. Nasu
Ȓ 34 ˆŶkǸɖĠɼ!ΎŶΝ2013 ö 6 ŧΏ
!ˁʆǄ̈ÄÇ̪˄̒kǸɖ̉
ƌų Ʊ
2013 Congress of Asia Pacific Society for Medical Mycology(APSMM)ΎĢʵ̅
“Medical mycology in space”

Ν2013 ö 6 ŧΏ

Koichi Makimura

Ȓ 10 ś˜ÄÇǟ®[Ǣ͜ͻͨΌΎ͉͞΄̅˜Ν2013 ö 9 ŧΏ
˶Bacterial monitoring in the International Space Station – “Kibo”
N. Yamaguchi, T. Ichijo, T. Baba and M. Nasu
Ͳ͌Όͼ 2013ΜɣǠɜÂǟ®͖ͦ͐͘Ά͙ΌΎȅæΝ2013 ö 9 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅΞ̴̑̌Ο̪̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅Ƅ ǻş̅˨ª ʍē̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 27 ÄÇǠǒȆÂ!Ύɕ£Ν2013 ö 9 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̦̫ĎǠǒ;ͩ͟Έ͓Ê˩̉
é Ʈ Đ ̅ʲ ˟ Ɩ ¹ ̅ä } ʦ ü ̅ʉ ¡ œ Ȑ ̅˦ ǣ Ú F ̅ž ä ~ » ̅& ɝ  ũ ̅ Ƅ ǻ ş ̅
äè
̅ƌų Ʊ
Ȓ 57 śŰkǸɖÂ!ȵ!Âɢ˔!ΎŶΝ2013 ö 9 ŧΏ

̈ǸɖƈSǢ̫ LAMP ʹ͈ͺΌ̫ɷɴ̧̞̫[Ǣ̉
äè
̅Ɖ Ą*̅ɝè ȏ̅ƌų Ʊ

Ȓ 29 śŰĎǠǒǠĞÂ!¶!Ύ˭HçΝ2013 ö 11 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈśŰÊ˩ƅΞ̴̑̌Ο̪̎̔̿ĎǠǒ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅Ƅ ǻş̅˨ª ʍē̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 59 śŰÄÇɏȍǟ®kÂ!¶!ΎæäΝ2013 ö 11 ŧΏ
35
35
This document is provided by JAXA.

330

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

330

ɿ È k ͜ͻͨΌ̈ɏ ȍ Ä Ç k Â ̪̎̔̿ƈ Ǫ ̅ˉ Ǫ ̅ĝ Ż Ǭ ˉ ʈ  ː Ä Ç ͚ͤΌ͘Έɑ M ̪
̎̔̿ǟ®Ǹɖ̧̞̫³ʮ̉
ƌų Ʊ̅äè
Workshop on “Probiotics and human health in severe environments such as space habitat” Ύ¶ˈΝ
2014 ö 3 ŧΏ
˶Bacterial monitoring in the International Space Station - “Kibo”
N. Yamaguchi
Ȓ 87 śŰȦɖÂ!ȵ!ΎŶΝ2014 ö 3 ŧΏ
̈LAMP ƪ̪̼̿ ɫǸɖƈSȡ̫˄ǭ̧[Ǣ̉
äè

̅Ɖ Ą*̅ģƁ ̅ɝè ȏ̅ƌų Ʊ

śŰɜÂ!Ȓ 134 ö!ΎǏŰΝ2014 ö 3 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ȦɖɃ˔ƍʣ̫³ỉ
Ƅ ǻş̅ä} ʦü̅˨ª ʍē̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 10 ŶɠƴĝŻǬ͜ͻͨΌΎŶΝ 2014 ö 6 ŧΏ
̈ǫtǸɖ̧ŨÄÇǟ®̪̎̔̿=üˑÍ̉
ƌų Ʊ
Ȓ 4 mɘǷǸɖǬǾȌ!ÂɢʆǄ!ΎmɘΝ2014 ö 6 ŧΏ
ǓZʆǄ̈ĎǠǒ̧̙̥̫Ǹɖ̧ÄÇǟ®̪̎̔̿=üˑÍ̉
ƌų Ʊ
Ȓ 11 ś˜ÄÇǟ®[ǢǾȌ͜ͻͨΌΎŶΝ2014 ö 7 ŧΏ

˶Bacterial community structure in the International Space Station-"Kibo˷˷
T. Ichijo, N. Yamaguchi and M. Nasu
Ͳ͌Όͼ 2014ΜɣǠɜÂǟ®͖ͦ͐͘Ά͙ΌΎɕ£Ν2014 ö 9 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
Ƅ ǻş̅ä} ʦü̅˨ª ʍē̅ʲ˟ Ɩ¹
ǟ®ĎǠǒȡ¶! 2014Ύ˙æΝ2014 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ȦɖɃ˔ƍʣ̉
Ƅ ǻş̅ȉǣ ̬̤̑̅˨ª ʍē̅ä} ʦü̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 58 śŰkǸɖÂ!ȵ!Âɢ˔!ΎȄ»êΝ2014 ö 11 ŧΏ
̈ ɫǸɖƈSǢ LAMP ʹ͈ͺΌ̓Ǣ̠̋ǠƯǟ® Ǹɖ̫ƈS̉
äè

̅Ɖ Ą*̅ģƁ ̅ɝè ȏ̅ƌų Ʊ

̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈņʕƓMʴ̏̽T˖̙̠Ǹɖ̫Ǔĕ̉
&ɝ ũ̅Alshahni MM̅äè

̅ƌų Ʊ

Ȓ 15 ÄÇȆÂ͘Έ͙͉ͼΎȄ»êΝ2015 ö 1 ŧΏ

̈ISS ǟ®̪̎̔̿ gene ecologỷ

36
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ʲ ˟ Ɩ ¹ ̅¶ Ɔ Ɩ  ̅ǽ æ ğ ş ̅Ƥ è Á ɡ ̅¶ ǽ Ʊ ˎ ̅¸ ǣ Ó ɡ ̅d ɝ ğ  ̅é Ʈ Đ ̅
ű ǣ ˎ ̅ʉ * Ʈ Ƨ ̅ʉ ¡ œ Ȑ ̅˨ ª ʍ ē ̅Ŷ ȑ š ̅¨ G ō ̅ƌ ų Ʊ  ̅ ŭ ǖ Ǡ ̅Ɔ
è ˒̅ä} ʦü̅äè

̅Ƅ ǻş̅M ɂ¾

Ȓ 29 ÄÇǟ®[Ǣ͘Έ͙͉ͼΎȄ»êΝ2015 ö 1 ŧΏ
̈2014 öúÄÇĎǠǒÂǾȌǛ·Ό͐Έ͓͓΄ΌʹƯf©̉
ʲ ˟ Ɩ ¹ ̅¶ Ɔ Ɩ  ̅ǽ æ ğ ş ̅ Ƅ ǻ ş ̅M   ɂ ¾ ̅Ƥ è Á ɡ ̅¶ ǽ Ʊ ˎ ̅¸ ǣ
Ó ɡ ̅d ɝ ğ  ̅ µ Ɩ  ̅é Ʈ Đ ̅ǯ ê Ɩ ʖ ̅ű ǣ ˎ ̅ʉ * Ʈ Ƨ ̅ʉ ¡ œ Ȑ ̅˨ ª
ʍē̅Ŷȑ š̅¨ Gō̅ƌų Ʊ̅ŭ ǖǠ̅Ɔè ˒̅ä} ʦü̅äè
Ȓ 88 śŰȦɖÂ!ȵ!ΎåˇΝ2015 ö 3 ŧΏ
̈ ː Ä Ç ͚ͤΌ͘Έ̦̫Ä Ç Ď Ǡ ǒ Ǿ Ȍ ̫ǜ ǔ ˱  ː Ä Ç ͚ͤΌ͘Έ̴̈̑̌̉ɑ M ̪̎̔̿
Ǹɖ|;ͩ͟Έ͓̉
͘Έ͙͉ͼΚ̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̦̫ÄÇĎǠǒÂǾȌ̫ǜǔ̉
ƌų Ʊ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
͘Έ͙͉ͼΚ̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̦̫ÄÇĎǠǒÂǾȌ̫ǜǔ̉
Ƅ ǻş̅ä} ʦü̅ʲ˟ Ɩ¹
̈LAMP ƪ̪̼̿ǠƯǟ® ̪À̛̿ ɫǸɖƈS̫ɻ̶̉
ä Á¾̅äè
̅Ɖ Ą*̅ģƁ ̅ɝè ȏ̅ƌų Ʊ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈņʕƓMʴ̏̽T˖̘̠̀Ǹɖ̫Ǔĕ̉
&ɝ ũ̅Alshahni MM̅ä˰

̅ƌų Ʊ

115th General Meeting of the American Society for MicrobiologyΎͩΌ͍ΌΈ͛̅ȜΝ2015 ö
6 ŧΏ
“Four-year Bacterial Monitoring in the International Space Station-"Kibo"”
N. Yamaguchi, T. Ichijo, M. Nasu

30th International Symposium on Space Technology and ScienceΎKûΝ2015 ö 7 ŧΏ
“Bacterial monitoring in the International Space Station-Kibo based on rRNA gene sequence”
N. Yamaguchi, T. Ichijo, M. Nasu

śŰÄÇǠǒȆÂ!Ȓ 29 ¶!ΎŶΝ2015 ö 9 ŧΏ

͘Έ͙͉ͼ 1̈ŨÄÇƯf̧ĎǠǒ̉
ƌų Ʊ

̈rRNA ʰ"¾̓ĶƏ̧̙̠ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈņʕƓMʴǤŵǸɖT˖ſ̫Ǔĕ̉
&ɝ ũ̅Alshahni MM̅äè
̅ƌų Ʊ
Ȓ 59 śŰkǸɖÂ!ȵ!Âɢ˔!ΎjƳʫΝ2015 ö 10 ŧΏ
̈LAMP ƪ̪̼̿ǠƯǟ®

̪À̛̿

ɫǸɖƈS̫ɻ̶̉

ä Á¾̅Ɖ Ą*̅ģƁ ̅Alshahni MM̅ɝè ȏ̅äè
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ǸɖǾȌΜ ˅©̉
&ɝ ũ̅äè

̅ƌų Ʊ

̅ƌų Ʊ
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śŰĎǠǒǠĞÂ!Ȓ 30 ¶!Ύɕ£Ν2015 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̈̑̌̉ɑM̪̎̔̿ǟ®ĎǠǒÂǰǾȌ̉
͘Έ͙͉ͼ 11̈ĎǠǒǠĞÂ̫¸ˍȡ̱̫â˄~Ɋĕ̉
ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 65 śŰɜÂ!ʛǩŊʴȵ!¶!Ύ¶ˈΝ2015 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ä} ʦü̅Ƅ ǻş̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 30 ÄÇǟ®[Ǣ͘Έ͙͉ͼΎȄ»êΝ2016 ö 1 ŧΏ
̴̈̑̌̉M̪̎̔̿Ȧɖ̫ȳɁǰɱŸ
Ƅ ǻş̅ä} ʦü̅ʲ˟ Ɩ¹
Ȓ 89 śŰȦɖÂ!ȵ!Ύ¶ˈΝ2016 ö 3 ŧΏ
ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ǸɖfĞǾȌΜ
&ɝ ũ̅äè

˅©

̅ƌų Ʊ

ǸɖǬͲ͌ΌͼȒ 22 Âɢ˔!ΎŶΝ2016 ö 5 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̪ņʕ̙̠ƓMʴ̏̽T˖̘̠̀Ǹɖ̫Ǔĕ̉
&ɝ ũ̅ƃǣ É¾̅Alshahni MM̅äè
̈LAMP xĔ̓[Ǣ̙̠
äè

̅

̅ƌų Ʊ

ɫǟ®Ǹɖ̫ʚʢƈSƪ̉

ä Á¾̅Ɖ Ą*̅ģƁ ̅Alshahni MM̅ɝè ȏ̅ƌų Ʊ

Ȓ 14 śŰˉkÂ!Âɢȵ!ΎŶΝ2016 ö 6 ŧΏ

ǓZʆǄ̈ÄÇĎǠǒÂ̱̫ĲĉːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̪̎̔̿ gene ecologỷ
ʲ˟ Ɩ¹
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿Ȧɖ;ͩ͟Έ͓̉
ͽ͈Έ͘ΈΈ͙͉ͼ̈ÄÇkÂ̫ŦEȑ̉ÄÇ̪Ǡ̑̿
Ƅ ǻş
16 th International Symposium on Microbial EcologyΎ;Έ͍ͦΌ΄͎̅ͨ͠Ν2016 ö 8 ŧΏ
“Four-year bacterial monitoring in the International Space Station – Japanese Experiment Module
"Kibo" with culture-independent approach”
T. Ichijo, N. Yamaguchi, M. Nasu

20 th Space Environmental Medicine Round Table MeetingΎŶΝ2016 ö 9 ŧΏ
“Bacterial monitoring in the International Space Station - Kibo – with culture independent approach”
T. Ichijo
Ȓ 60 śŰkǸɖÂ!ȵ!Âɢ˔!ΎŶΝ2016 ö 10 ŧΏ
̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ̴̪̈̑̌̉̎̔̿ĎǠǒǾȌ Microbe
&ɝ ũ̅äè

˅©̉

̅ƌų Ʊ
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Ȓ 62 śŰÄÇɏȍǟ®kÂ!¶! śŰÄÇǠǒȆÂ!Ȓ 30 ¶! ¶!ΎĜǻΝ
2016 ö 10 ŧΏ

̈;ͥ΄˃ʿǟ®

̫ĎǠǒ̉

͘Έ͙͉ͼ̈ÄÇ̪Ǡ̑̿̉
Ƅ ǻş
International Meeting of the Federation of Korean Microbiological SocietiesΎ˪ˍ̅˜Ν2016 ö

11 ŧΏ
“Detection of Fungi from an Indoor Environment using the Loop-mediated Isothermal

Amplification Method”
T. Yamazaki, T. Nakayama, A. Yo, K. Tone, MM Alshahni, R. Fujisaki, K. Makimura
Ȓ 29 śŰ´ȆĝŻǬÂ!ȵ!Âɢ˔!ΎŶΝ2016 ö 11 ŧΏ
ĲĉʆǄ̈ÄÇ͚ͤΌ͘ΈMǠƯǟ®̪̎̔̿Ǹɖ|̧=ü̪Ơ͈̈̿Έͮ͒ͦ̉
ƌų Ʊ
õĢ 28 öËMǟ®Â!Âɢ¶! ĎǠǒTȆ!Ύɕ£Ν2016 ö 12 ŧΏ
ĲĉʆǄ̈ÄÇǟ®̧Ǹɖˆʤ=üˑÍ̉
ƌų Ʊ

4. 取材・報道などパブリシティ

Ύ1Ώ ƌ ų Ʊ  ̈ ː Ä Ç ͚ͤΌ͘Έ̴̬̬̈̑̌̉ǜ  Ď Ǡ ǒ ƣ Ż ̩̙̉ Medical Tribune 2010
ö 5 ŧ 6 ś;43(18):31.
Ύ2Ώ ʲ˟ Ɩ¹̈ːÄÇ͚ͤΌ͘Έ ISS ̓ÅIȍ˅̪̉ ǡȪŗɇ̅2011 ö 02 ŧ

Ύ3Ώ ƌųƱ̈ΡǓ˔˱ ˦̛̭-ȧΜ01 ːÄÇ͚ͤΌ͘ΈM̫ǟ®̓ƻ̿.ͤ͒ͫΆ͙Ό
̦Ǧ̤̩̓̓̆̉ ͍Έ̫ħɢĘ©ɾ Shake Hands 2016;2:6-8.

Ύ4Ώ ƌų Ʊ̈Ȫ̧̮ɳ/ð¶ÂƌųƱŏĺ͎̈ͰTï̐<̉̉śVëƊŗɇ 2016
ö 10 ŧ 31 ś
Ύ5Ώ ƌų Ʊ̈ÄÇ̦̹ĎǠǒ͚̱̫͒Öȕ̓̉ Medical Tribune 2017 ö 1 ŧ 19
ś;50(2):13.
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ISSŹĦŀġ"¶ŮŢśűŸ
ĝ7ćHKŝţźśűŸĹģĨŊe´®%mĹăĭŊÁÆŻMicrobeżĞ
ÁÆnå
âÁÆÙŽ ¥ŻUCGżěüč DŻCĄCGż
Xn 29 Y 2 
1.  
Ĕ e ´ ® ĻěğňņŊ³ > Ĺ´ i ĬĴĠŊĜH K T

ĹģĠĴń A ĵĻĸĠĜįĪĵĻěe ´ ®

ĺ´ m Î ĥ9  ĶĻ¸ ĸŊ- Û h ĺğŊĪĶĤňěũťĶe ´ ® Ķĺă  Ņe ´ ® ĥ | ĸķĺh
ð ĹķĺŇġĸ^ ċ ō) ŀĭĺĤō ňĤĹĭŊg å ĥğŊĜ Á Æ ĺ¼ º ĻěĝĦŀġĞÞ  ĺ¾
ß ŹÏ ß ōě° Ü ĺè  ĤňůŦŠųŸŖĬě³ > e ´ ® G º Ĺî  ĭŊĪĶĹğŊĜįĺİŃě~
İĸŚŸūųŸŖ¢ ōā ¹ ĭŊĶĶńĹě ~ ĺ ¢ ō¶ ĠĴé  ĭŊĜd ňŋİn  ĻěĝĦŀġĞ
Þ  ĺe ´ ® G º ĸ³ > Ê ² Ĺ_ È ĳńĺĶ a īŋĴĠŊĜīňĹĻěĀ  ª 8 ĥg å ĹĸŊ
ĺĊ;9Ņ¬tĸķĹńþåĸj<ōwĭŊĜ
Ĕ .HKăĹģĠĴĻě bĺktōľŁĢĴěISS ³>ĺe´®ĹăĭŊÁÆĥ
v õ īŋ Ĵ Ġ Ŋ Ĝİ ĶĢ ļ NASA Ĺ ģ Ġ Ĵ Ļ ěISS Ĺ F 8 ĭ Ŋ e ´ ® ĺ   ² é ō ¼ º Ĺ
ĝMicrobial ObservatoryĞë · ĥõ ŃňŋĴĠŊĜ Á Æ ĵĻě] Á Æ ŖŴźūĥĪŋŁĵĹā ¹

ĬĴĦİo ¢ ō¶ ĠĴěISSĝĦŀġĞ ĺe ´ ® ōē Í Z ĹůŦŠųŸŖĭŊĪĶĹŇŉěH K ŝţź
śűŸĺe ´ ® Ê ² Ĺ_ È ĳ; » º À æ ōĉ Å ĭŊĜīňĹěH K ŝţźśűŸĵĺª 8 ŹT

Ĺ

ģĨŊá´e´®GºĸIŹIfōíĭŊİŃĺe´®ůŦŠųŸŖ¢ōwĬěHKŝţź
śűŸĺzÙŅ4ÉĹQĭŊe´®ĺ^ċōSąĹĶķŃŊĪĶō¼ºĶĭŊĜ
Ĕ

5 ĺ Á Æ Ĺ Ň ŉ ě ISS ĝ Ħ ŀ ġ Ğ Ĺ ģ Ĩ Ŋ e ´ ® ĺ % m ĥ  ň Ĥ Ĺ ĸ ŉ ě Ī ŋ ň ĺ n  ō ń Ķ Ĺ

NASA Ņ ESAěRSA Éĺ.7HKăĶÅºĸj<xōàġĪĶĵěÒ/ºĸØPĥ-Û
ĶĸŉěH K T

³ > ĺĝI  ĞěĝŎŲźťĞěĝŎŕśűŸĞĺ. ŵŬŴĺá ´ e ´ ® G º ĸ! } ō

º Â Ĺà ġĪĶĥ- Û ĶĸŊĜĪŋĹŇŉěH K ŝţźśűŸĺI  ĸ÷ ¶ Ņñ Ā  H K T
yĭŊHKÁÆĺvõĥ-ÛĶĸŊĜ
2.    

ō{

&-*,-%

Ĕ Microbe MĒĻ 2008 Y 2 ĹsqīŋěòøĵĺŚŸūųŸŖĺłĺ Microbe-IěMicrobe-II
MĒĶěŨźţŏŕŴœőŸŠźěŒŎŚŸūŲźō$Ģİ Microbe-III MĒĹĨĴČMĬİ
Żâ 1żĜ
â 1. ISSĝĦŀġĞĵĺŚŸūųŸŖMŝŗŜŰźŴ

ŔŢťpıĩ
ŚŸūųŸŖM
ŚŸūŴ#¿

Microbe-I
29 Aug., 2009
(Discovery)
5 Sep., 2009
13 Sep., 2009
(Discovery)

Microbe-II Run1
15 May, 2010
(Atlantis)
29 Oct., 2010
14 May, 2011
(Endeavor)

Microbe-II Run2
22 Jan., 2011
(HTV2)
27 Feb., 2011
9 Mar., 2011
(Discovery)

Microbe-III
21 Jul., 2012
(HTV3)
16 Oct., 2012
28 Oct., 2012
(Dragon SpX-1)

3.       
3.1

3.1.1 



Ĕ ¾ ß Ĺă ĬĴĻěMicrobe-IěIIěģŇĽ III ĹŌİŉěâ Ċ ŚŸūųŸŖé  ĶĬĴĕMicrobial

Detection Sheet ĹŇŊ:Đ¹ÚïĒěĖŝŷŪ

r DNA ĹQĭŊ clone éïĒōàĸġ

Ķ Ĺě] ¼  Ĺ1 ŁŋĸĤĲİĥěISS  Ňŉ9  ĹV û Ĭİė 4 ŻMPCŽMulti-Protocol
Converterżĺ¾ß,ō:Đ¢ĸňĽĹ clone é¢ĹŇĲĴŹéĬİĜĮĴěĘCBEF
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$©4\

ïĒōó$ĬĴMĬİĜŁİěMicrobe-III ĹģĠĴĻěÇĺ¾ß,ōéĭŊ

İŃĹěęŒŎŚŸūŲźģŇĽŨźţŏŕŴœőŸŠźō¶ĠİŚŸūųŸŖĶéōàĸĲİĜ
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Summary report of the ISS-Kibo utilization mission ,
“Microbial Dynamics in International Space Station (Microbe)”
Principal Investigator: Koichi Makimura (Teikyo Univ.), Masao Nasu (Osaka Univ.)
Mar. 2017

1. Introduction
Microbes exist everywhere even in space habitat. Microbial ecosystem in this closed
environment under microgravity may differ from that on Earth. It is required to investigate the
relationship between human and microbes, and how microbes influence the systems and materials
in this environment. The objective of this experiment is to monitor the abundance of microbes and
presume their dynamics in Kibo, Japanese Experiment Module of International Space Station from
our own viewpoints.
In each space agency, research on microbes in the ISS is promoted towards future manned space
exploration. For example, at NASA, the "Microbial Observatory" program is underway to
understand the overall picture of microorganisms present in ISS. In our research, we will
accumulate fundamental knowledges for microbial management in the space habitat by monitoring
microbes in ISS "Kibo" using the methods developed by our research team. Furthermore, we
propose a microbial monitoring method to assure microbiological safety in the space habitat, and
to minimize the influence of microorganisms on human and equipment in the space station.
Through this research, the dynamics of microbes in ISS "Kibo" becomes clear. Active exchange
of the information with NASA, ESA, RSA and other space agencies will enable us to integrate
their achievement and make a judgment of microbiological safety level in the space habitat at each
level of "safe", "alert" or "action". This will enable safe operation of the space station and
promotion of space research to support a long-term space habitation.
2. Microbial sampling in ISS-Kibo
The experiment “Microbe” was adopted in February 2008. "Microbe" was carried out
sequentially in Microbe-I, Microbe-II and Microbe-III (Table 1).
Table 1. Sampling implementation schedule in the ISS-Kibo
Launch
Sampling
Return

Microbe-I
29 Aug., 2009
(Discovery)
5 Sep., 2009
13 Sep., 2009
(Discovery)

Microbe-II Run1
15 May, 2010
(Atlantis)
29 Oct., 2010
14 May, 2011
(Endeavor)

Microbe-II Run2
22 Jan., 2011
(HTV2)
27 Feb., 2011
9 Mar., 2011
(Discovery)

Microbe-III
21 Jul., 2012
(HTV3)
16 Oct., 2012
28 Oct., 2012
(Dragon SpX-1)

3. Results
3.1 Fungi
3.1.1 Experiment
Detection of culturable fungi were carried out with Microbial Detection Sheet (MDS). Fungal
communities on surfaces and in the air inside Kibo were determined with random cloning targeting
fungal ITS1 region. Furthermore, fungal community in water in the humidifier installed in CBEF,
and that on the board inside the Multi-Protocol Converter which was returned to JAXA TKSC,
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were determined as extra experiments.
3.1.2 Summary
（1） On site evaluation of fungal growth is now possible by downlinking the image.
（2） Change in the fungal microbiota in ISS-Kibo was revealed.
（3） Opportunistic fungi, mycotoxin-producing fungi, and fungi related to allergens were found
on the surface, in water, and in air in ISS-Kibo.
（4） Both the cultivation result and the particle number in the air of the ISS-Kibo showed the
cleanliness of the air inside the cabin.
（5） Particle distribution analysis showed that particles with large particle diameter floating in the
air were relatively unlikely to be removed compared to particles with small particle
diameters.
3.2 Bacteria
3.2.1 Experiment
Bacterial abundance and community structure on the surfaces in Kibo were determined with
state-of-the-art techniques in environmental microbiology, such as quantitative PCR and amplicon
sequencing. In addition to a conventional swab method, we used a newly developed adhesive sheet
as a microbial sampling device in Kibo from Microbe-II onwards.
3.2.2 Summary
（1）
（2）
（3）
（4）

Protocol for swab sampling in ISS-Kibo was optimized.
Protocol for microbial sampling with a newly developed adhesive sheet was determined.
Our results indicated that ISS-Kibo was microbiologically well maintained.
Human related bacteria, such as Actinobacteria and Firmicutes, dominated on surfaces of
equipment in Kibo. It was considered that they were transferred to the surface of each
equipment etc. by astronauts’ contact.

4. Self-evaluation on success criteria
Success

Criteria

Minimum

Full

Extra

Fungi

Bacteria

In addition to samples collected by conventional methods,
microbes floating in the air and in water were collected and
analyzed by the methods that researchers developed.

◎

◎

By using culture-independent and/or culture-dependent
techniques, determination of microbial abundance and
community structure were carried out, and temporal
changes from Microbe-I/II were analyzed.

◎

◎

For the particle counter and air sampler, the correlation of
data was clarified.

◎

NA

The results obtained by the above analysis lead to new
findings.

◎

◎

Rating; ◎: high achievement, ○: achievement, △: partial achievement, ×: not achieved, NA:
not applicable
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（生命科学分野）

平成 29 年 6 月

ＩＳＳ与圧環境内における安定した微生物の採取・分析方法を開発し、 得られたデータの詳細な解析によ
りその有効性を示した成果は、 今後重要となるＩＳＳや将来の有人宇宙機の閉鎖空間内微生物叢の総合
的な評価方法確立に向けて、 大きく寄与すると考えられ、 目標を充分に達成したと評価される。
本研究成果は、 宇宙空間や宇宙機内での遺伝子変異蓄積機構や微生物群集構造の解明など、 基礎
科学の基盤を構築するものと考えられる。 一方、 軌道上閉鎖空間の環境管理、 宇宙飛行士の健康管理
という側面では、 実用化に向けた技術開発に着手すべき段階にきていると考えられる。 本研究成果が、
さらに正確で簡便な有人宇宙機における微生物モニタリングシステムの構築に繋がることを期待する。

総合評価
A：目標を充分に達成した（エクストラサクセス相当以上）

代表研究者；槇村浩一（帝京大学）、那須正夫（大阪大学）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果

「国際宇宙ステーション内における微生物動態に関する研究（Microbe）」
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ISS・きぼう利用ミッション
「メダカにおける微小重力が破骨細胞に与える影響と重力感知機構の解析」
（Medaka Osteoclast）
研究成果報告書
代表研究者；工藤 明（東京工業大学生命理工学院）
平成 29 年 2 月

１．諸言
１．１ 研究概要
国際宇宙ステーションの滞在、月、火星探査など、宇宙空間にヒトが長期滞在するときの、微
小重力による骨量の減少は、今後宇宙医学が解決しなければならない最重要課題である。こ
れまで行われたスカイラブ計画の成果報告書で、宇宙環境が人体に与える影響についてまとめ
ている。その中で、骨・カルシュウム代謝、放射線影響を除き、搭乗員は約１ヶ月半で微小重力
環境に適応しているが、骨・カルシュウム代謝は軌道上での滞在期間に比例して影響が蓄積し
ており、宇宙医学研究の最大の課題としている。これまでの宇宙でのヒトの経過観察やラットの
実験では、主に骨の形態計測によって、微小重力により骨量が減少することが明らかになって
いる。その作用点、メカニズムはよくわかっていないが、特徴として骨吸収が盛んになっているこ
とが挙げられている。
国際宇宙ステーション「きぼう」の完成によりメダカの微小重力下での長期飼育が実現し、脊
椎動物であるメダカを用いて、骨の研究をすることが可能になった。本研究はこれまで代表研究
者が世界に先駆けて研究してきたメダカ骨代謝研究の成果を基に、宇宙空間がメダカの骨にど
のように作用するのかを検討したものである。特に、骨を吸収する細胞である破骨細胞に焦点
をしぼり、破骨細胞への微小重力の影響を解析した。

１．２ 背景・意義
1) 宇宙環境下での骨量の減少
宇宙飛行士の骨形態計測をまとめた論文がアメリカ骨代謝学会誌に発表されている（Lang T
et al., 2004, Smith SM et al., 2005）。その内容をまとめると：脊椎骨と腰骨における皮質骨と海
綿骨の両方の骨密度が減少していること、また骨吸収が75-125%増加していることが挙げられ
る。マウスやラットを実験動物として用いた地上における尾部懸垂や骨のリモデリング異常モデ
ル、またヒトの骨粗鬆症による主な骨量減少は、海綿骨にみられるのに対し、微小重力による
骨量減少の特徴は海綿骨のみならず皮質骨も減少していることにある。特に地上での加重負
荷が大きいと思われる腰骨では、皮質骨の厚みが宇宙空間で薄くなることが観察されており、
このことは、微小重力によって腰骨に存在している破骨細胞が活性化されている可能性を示し
ており、新たな骨吸収活性化機構の存在を示唆している。また興味深いことに、骨形成のパラ
メーターはそれほど変化していない。さらに、ラットを用いたフライト実験では、海綿骨の骨量減
少がフライト早期に観察されており (Vico L. et al., 1987)、やはり破骨細胞が活性化されている。

1
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また地上における健常人のベッドレストの実験においても、実験開始初期に骨吸収パラメータ
ーの増加がみられ、破骨細胞の活性化が示唆される (Watanabe Y. et al. 2004)。以上をまとめ
ると、微小重力による骨量減少のメカニズムは地上における骨粗鬆症モデルと必ずしも一致し
ない可能性があり、実験動物を用いて、宇宙空間において破骨細胞に微小重力がどのように
影響しているか検討する必要がある。
2) メダカ骨
我々は世界に先駆けてメダカの骨について研究している。メダカの骨の構造に関してヒトと比
べると、骨髄がなく、骨細胞が存在していないのがその特徴である。ヒトの場合、造血は骨髄で
行われるが、メダカでは腎臓が造血の場であり、破骨細胞のプロジェニターもヒトと同様に存在
し、造血の場所が変わっても、破骨細胞分化には大きな影響を与えていない。また骨細胞はヒ
トにおいてはメカニカルストレスを 感 知 する 細 胞 といわれており、その主 な 機 能 蛋 白 質 は
Sclerostinである。Sclerostinがメカニカルストレスによって抑制されることにより、骨形成が活性
化されることが報告されている。最近、メダカにもSclerostinが存在し、鰓弓に発現していること
が明らかになり、第５鰓弓に位 置する咽頭骨との関 わりが注目される。以上、メダカには骨髄
や骨細胞がないが、それに代わる組織・システムが存在する可能性がある。
これまで我々は骨形成に関しては、骨形成特異的 な2種類の蛍光トランスジェニックメダカを
作成し、その解析によって、メダカの骨は椎間板から椎体部へ未熟な骨芽細胞が供給されるこ
とにより、椎骨が大きく成長することを明らかにしている (Inohaya et al. 2007)。また骨吸収に関
しては、メダカの破骨細胞は咽頭歯部と脊椎骨部に存在し、咽頭歯部では咽頭骨の吸収に、
また脊椎骨部では神経棘、血管棘の内側の骨を吸収していることが明らかになった (Nemoto
et al. 2007)。また破骨細胞のマーカーとして検出した、TRAP, カテプシンK, V-ATPase (vacular
type proton ATPase) は哺乳類と共通であり、さらに哺乳類と同様の多核成熟破骨細胞の存
在も確認している。この破骨細胞は極性を有し、骨の接触面にアクチンリングを形成し、骨を吸
収するとともに、細胞の反対側からは吸収したカルシュウムを排出する像が生きたまま撮影で
き、生 体 にお ける骨 吸 収 が 観 察 できる。また 破 骨 細 胞 分 化 に関 与 しているRANKL, PTHrP,
PTH receptor遺伝子も同定しており、破骨細胞活性化について検討できる。
２．研究計画
２．１ 研究目標
本研究は、宇宙での微小重力がメダカの骨にどのように作用するのかを検討するために、骨
を吸収する細胞である破骨細胞に焦点をしぼり、破骨細胞への微小重力の影響を解析するも
のである。その方法として宇宙空間で長期間微小重力にさらされたメダカを化学固定後に回収
し、地上で組織化学的解 析、遺伝子発 現解析を行うこと、さらに破骨細胞特異的に蛍 光を発
光するトランスジェニックメダカを用いてライブで微小重力の破骨細胞への影響を観察すること
により、新たな重力感知機 構の所見を得ることを目標とする。微小重力下での骨代謝 研究で
は、宇宙環境でしか観察できない新たな骨代謝システムの解明が期待され、宇宙長期滞在へ
の大きな貢献が期待される。
宇宙空間において骨量の減少は、筋萎縮と並んで、ヒトが宇宙滞在 中には克服できない緊
急の課題であり、宇宙空間において骨量は常に減少を続ける。微小重力下の骨代謝というこ
れまで詳しく研究されてこなかった分野に、メダカを用いて、in-vivoで破骨細胞の状態を解析す
る研究の意義は非常に大きいと思われる。地上でのモデルとしてよく取り上げられる尾部懸垂
マウスが微小重力を評価するためのモデルとは言い難く、メダカの微小重力下での解析はこれ
まで見えていない骨吸収の新しい機構が明らかになる可能性がある。そのもたらされる結果は、
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重力がどのように細胞に影響を与えるかという科学的側面への寄与だけではなく、皮質骨の骨
量 低 下がみられる老 人 性骨 粗 鬆 症の新たな治療 法 開 発へのきっかけとなることが期 待され
る。
本研究では、これらの研究目標を達成するために以下の2実験を実施するものとし、表-1に
示す成功基準（サクセスクライテリア）を設定した。
1) 水棲生物実験装置を用いたメダカの長期飼育実験
骨芽細胞および破骨細胞特異的に蛍光を発光する、osterix-DsRed/TRAP-GFPトランスジェ
ニックメダカを搭載し、微小重力下で長期飼育した後に化学固定を行って回収、地上で組織化
学的解析、遺伝子発現解析を行う。
孵化後約5週齢のメダカ幼魚24匹を搭載し、8匹については国際宇宙ステーション到着後すぐ
にRNAlater処理を行う。16匹については水棲生物実験装置の飼育水槽2式に各8匹を収納し、
約2ヶ月の長期飼育実験を開始する。飼育開始2週間後、2ヶ月後に各水槽からメダカ3匹を採
取し、パラホルムアルデヒドによる固定を行う。また飼育開始2ヶ月後にはさらに各水槽からメダ
カ2匹を採取してRNAlaterによるRNA保存処理を行う。これらの化学固定試料およびRNA保存
試料をすべて地上に回収する。これらの回収試料について、高解像度μCTによる立体構造解
析および光顕・電顕観察にて組織形態の変化を解析するとともに、蛍光による発現解析により
骨芽細胞、破骨細 胞活性を定量評価する。さらに破骨細胞を取り出し、破骨マーカー遺伝子
の発現量を解析する。
2) 蛍光顕微鏡を用いたメダカの短期飼育観察実験
骨 芽 細 胞 お よ び 破 骨 細 胞 特 異 的 に 蛍 光 を 発 光 す る 、 osterix-DsRed/TRAP-GFP 、
osteocalcin-DsRed/TRAP-GFPなど、計4種類の骨関連遺伝子のトランスジェニックメダカを搭
載し、国際宇宙ステーションにおいてリアルタイムで蛍光観察を行う。
孵化直後の4種類のメダカ稚魚を蛍光観察用の容器に収容して搭載し、国際宇宙ステーショ
ン到着後すぐに蛍光顕微鏡に設 置、地上からのコントロールにより、メダカ咽頭歯部における
骨芽細胞および破骨細胞の動態、蛍光強度あるいは面積・体積の変化等について、リアルタ
イムの蛍光観察画像により解析する。
表-1 サクセスクライテリア
ミニマム
サクセス
フル
サクセス

エクストラ
サクセス

サクセスクライテリア
・軌道上で飼育したメダカ化学固定試料を回収し、地上での組織解析と遺伝子
発現解析により、微小重力の影響の有無を破骨細胞の活性化状況（活性化
するか、不活化するか、変わらないか）として確認できること。
以下の両方を実施でき、微小重力がメダカ生体内での破骨細胞に及ぼす影響
を解析できること。
・軌道上で飼育したメダカ化学固定試料を回収し、地上での組織解析と遺伝子
発現解析により、破骨細胞の活性化状況の変化を確認できた場合、さらにそ
の分子メカニズムを解析できること。
・軌道上でメダカ蛍光観察を行い、地上にダウンリンクされた画像により破骨細
胞活性の生体内での変化、動態を解析できること。
フルサクセスを超える新たな骨代謝システムの解明に至ること。
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２．２ 体制
１）研究チーム体制
本研究における研究チーム体制を以下に示す。
氏名
工藤 明
茶谷 昌宏

萬徳 晃子
武山 和弘
高野 吉郎

Dawud
Abduweli
青木 和広
大谷 啓一
菅森 泰隆
伊藤 武彦
森本 博也

所属
東京工業大学
大学院生命理工学研究科
東京工業大学
大学院生命理工学研究科
（現・昭和大学 歯学部）
東京工業大学
大学院生命理工学研究科
東京工業大学
大学院生命理工学研究科
東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科

役割分担
代表研究者
研究統括
論文執筆、各解析の方針決定、遺伝子解析、
組織解析
RNA 抽出と遺伝子解析、組織解析
蛍光組織の 3 次元解析、定量解析
微小重力がメダカの骨代謝関連細胞、特に破
骨細胞の分布と形態、骨吸収活性に与える影
響の形態学的、組織化学的評価
咽頭歯骨の組織学的解析

東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科
東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科
東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科
東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科
東京工業大学
大学院生命理工学研究科
東京工業大学
大学院生命理工学研究科

マイクロ CT 解析
マイクロ CT 解析
マイクロ CT 解析
RNA シーケンス解析
RNA シーケンス解析

また長期飼育実験においては、得られた各臓器の RNA シーケンス解析データについての共同
研究として、東京大学大学院 新領域創成 科学研究 科・三谷啓志教授、新潟 大学大学院 医歯学
総合研究科・寺井崇二教授らにより解析が行われた。
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２）JAXA 支援体制
本研究における研究チームとJAXAとの基本的な役割分担、およびJAXAの分担事項は以下
のとおりである。
No.

作業項目

研究チーム

JAXA

1

実験要求、運用要求、実験条件の検討・策定

○

支援

2

実施計画の策定

－

○

3

実験装置・付属器具の検討・製作

支援

○

4

実験試料・実験装置の適合性・安全性の評価、確認

支援

○

5

運用準備（手順書作成、宇宙飛行士訓練など）、輸送

支援

○

6

フライト実験実施（射場作業、軌道上実験モニタなど）

○

○

7

飛行後解析、成果発表

○

支援

研究チームは、上記分担に従って、JAXA 有人宇宙環境利用ミッション本部 宇宙環境利用
センターと協力しながら、それぞれの作業を進めた。本研究の科学的目的を達成するための実
験要求の検討、実験要求を実現するために必要となる実験装置・器具とメダカとの適合性確認、
メダカ搭載のための射場準備作業およびフライト実験モニタなど、研究チームと JAXA が実験チ
ームとして一体となって進めることにより、本研究の確実かつ効率的な遂行を図った。
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２．３ スケジュール
本実験テーマ採択から飛 行後解 析までのスケジュールを以下に示す。スケジュールは輸送
機打上時期の遅れ等により、計画段階と実績を比較すると、全体として約1年程度の遅れが生
じたが、研究実施上の問題は生じなかった。
平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年
(2010 年) (2011 年) (2012 年) (2013 年) (2014 年) (2015 年) (2016 年)
▼実験準備フェーズ移行審査（平成 22 年 11 月）
▲実験装置打上（HTV3 号機:平成 24 年 1 月）
▲長期飼育実験メダカ打上（平成 24 年 5 月頃）
長期飼育実験（約 2 ヶ月）

計画段階

▼▼長期飼育実験固定試料回収
地上対照実験（約 2 ヶ月）
飛行後解析
▲短期飼育観察実験メダカ打上（平成 24 年後半）
短期飼育観察実験（約 1 週間）
地上対照実験（約 1 週間）
飛行後解析

▼実験準備フェーズ移行審査（平成 22 年 11 月）
▲実験装置打上（HTV3 号機:平成 24 年 7 月）
▲長期飼育実験メダカ打上（ｿﾕｰｽﾞ 32S:平成 24 年 10 月）
長期飼育実験（約 2 ヶ月）

実績

▼▼長期飼育実験固定試料回収
地上対照実験（約 2 ヶ月）
飛行後解析
短期飼育観察実験メダカ打上
（ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ 56P:平成 26 年 2 月）▲
短期飼育観察実験（約 1 週間）
地上対照実験（約 1 週間）
飛行後解析
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３．実験準備・運用
１）実験要求、運用要求、実験条件の検討・策定
本実験テーマは「きぼう船内実験室第 2 期利用後半期間に向けた候補テーマ」として、平成
22 年 3 月に採択された。実験テーマ採択後、宇宙実験実現に向けての実験条件・運用条件等
の検討、テーマ採択時の課題に対する対応等を JAXA と協力して行った。実験目的達成のため
に、メダカの有用性を生かした長期飼育実験および短期観察実験の 2 回の宇宙実験を行うもの
として実験計画を作成し、平成 22 年 10 月の専門家による外部評価、11 月の JAXA 内審査に
よりフライト実験準備フェーズへの移行が認められた。
２）実験装置・付属器具の検討・製作
長期飼育実験においては「水棲生物実験装置 Aquatic Habitat」、短期観察実験においては
「顕微鏡観察システム Microscope Observation System」を宇宙実験用実験装置として利用し
た。これらの実験装置は、本実験で利用することを前提に開発が行われ、それぞれの実験が開
始される前に国際宇宙ステーションへの輸送と、装置の組立・機能確認が実施された。
（１）水棲生物実験装置 Aquatic Habitat
水棲生 物実 験装 置は、多産、短い世代時 間、観察 性など実験 動物として多くの利点をもつ
小型魚類、メダカとゼブラフィッシュを対象とした宇宙実験用飼育装置である。国際宇宙ステー
ションの日本実験棟「きぼう」内でメダカまたはゼブラフィッシュの最長 90 日間の飼育を可能とす
ることで、微小重力や宇宙放射線などの宇宙環境がヒトを含む脊椎動物に及ぼす長期的な影
響を解析することを目的として開発された。
本装置は 2 式の飼育水槽を有する 1 閉鎖循環系からなる。飼育水槽は、水槽内の生物試料
に自動で給餌を行う給餌ユニット、昼夜サイクルのための LED 照明、観察のための CCD カメラ
を備え、水槽内飼育環境は飼育水流量制御、水温制御、ガス交換による溶存酸素維持、生物
フィルタによるアンモニア処理等により維持される。また長期飼育に対応するため、飼育水サン
プリングによる水質チェック、飼育水の交換、ウエストフィルタの交換等、軌道上でのメンテナン
スが可能である。
LED照明

ガス交換器
生物フィルタ

CCDカメラ

飼育水循環
ユニット
飼育水槽

水棲生物実験装置

制御装置

また実験装置は軌道上で組み立てられるため、メダカやゼブラフィッシュを「きぼう」に輸送し
飼育水槽に移し換え可能な輸送容器、飼育水槽内で飼育中のメダカやゼブラフィッシュを採取
して化学固定等の処置を行い、解析のために地上に回収するための器具、飼育環境維持のた
めのメンテナンス用の器具等、装 置と組み合わせて用いる様々な付属器具があわせて開発さ
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れた。
（２）顕微鏡観察システム Microscope Observation System
顕微鏡観察システムは、胚や稚魚が透明で観察性に優れるトランスジェニックメダカ等を用い
て、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」内で特定の遺伝子発現をリアルタイムで蛍光
観察可能とする実験装置として開発された。実験時には国際宇宙ステーションの宇宙飛行士が
生物試料を顕微鏡ステージに設置した後、観察は地上からのコマンドによる遠隔操作により行
い、取得した画像ファイルは地上に転送される。本システムの蛍光顕微鏡は倒 立型 落射蛍 光
顕微鏡（ライカマイクロシステムズ社製 DMI6000B）を一部改修して搭載化したものであり、実験
目的にあわせて互換性のある対物レンズや蛍光フィルタに交換することで、幅広いライフサイエ
ンス実験に対応できるものとなっている。
電源・制御ユニット

蛍光顕微鏡
VGA-NTSC
変換器
（操作時）
（収納時）

実験用ラップトップ
コンピュータ

顕微鏡観察システム

また本実験のために、遺伝子組 換え体のメダカ稚魚を軌道上で蛍光観察することが可能な
観察容器が開発された。
３）実験試料・実験装置の適合性・安全性の評価、確認
搭載するメダカと搭載実験装置・付属器具との適合性評価・確認のため、筑波宇宙センター
において、それぞれの実験装置の地上品を用いた種々の適合性確認試験が実施された。長期
飼育実験においては軌道上実験を模擬したメダカ飼育により自動給餌、環境維持等の飼育条
件の確認、短期観察実験においては遠隔操作による顕微鏡での蛍光観察条件の検討等を行
った。また航空機実験による微小重力環境下でのメダカ挙動や実験器具操作性の確認、打上
時の振動条件などの輸送環境の影響を確認する試験等も含め、本実験テーマと実験装置、運
用条件との適合性が確認された。また搭載する実験装置・付属器具、搭載するメダカや試薬の
安全性評価は JAXA により実施された。
４）運用準備（手順書作成、宇宙飛行士訓練など）
運用準備として、宇宙飛行士が軌道上で実験操作を行うための手順書が作成され、実験操
作を行う宇宙飛行士訓練が行われた。また軌道上実験中に地上で実験操作をモニタし、異常
時等に JAXA 運用チームと連携し科学的な判断を行うため、研究者チームも JAXA とともにシミ
ュレーション訓練を受けた。
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５）フライト実験実施（射場作業、軌道上実験モニタなど）
本実験では、長期飼育実験、短期飼育・観察実験ともに、生物試料であるメダカはカザフスタ
ンのバイコヌール宇宙基地からロシア輸送機により輸送され、実験はメダカが国際宇宙ステー
ションに到着するとともに開始された。メダカの打上準備作業は研究チームと JAXA により射場
であるバイコヌール宇宙基地において行い、打上を確認した後は筑波宇宙センターに移動して
軌道上実験のモニタを行った。バイコヌールでの生物試料打上は JAXA として初めてであったた
め、長期飼育実験の約 1 年前に、日本からバイコヌール宇宙基地へのメダカの輸送、およびバ
イコヌール宇宙基地の実験室においてのメダカ飼育のリハーサルを実施した。
（１）水棲生物実験装置を用いた長期飼育実験
ロシア輸送機打上の約2週間前に、搭載するメダカ幼魚を日本からモスクワ経由でバイコヌー
ル宇宙基地に輸送し、射場実験室において馴化のための飼育と選抜を行った。最終的に24匹
の搭載用メダカを選抜し、輸送容器3式に収容して打上約13時間前にロシア側に引渡した。メ
ダカを搭載したソユーズロケットは平成24年10月23日に打ち上がった。
打上2日後の10月25日に、国際宇宙ステーションに到着したメダカを宇宙飛行士が水棲生物
実験装置の飼育装置に移しかえて軌道上での飼育実験を開始し、2ヶ月間の飼育を行った後、
12月24日に実験を終了した。
（２）蛍光顕微鏡を用いた短期飼育観察実験
蛍光観察実験では孵化直後の稚魚を観察容器に収容して搭載するため、国内で採卵したメ
ダカ胚およびモスクワで採卵したメダカ胚をバイコヌール宇宙基地に輸送し、ロシア輸送機打上
の前日に孵化するよう温度等を調整した。得られた稚魚72匹を観察容器6式に収容し、打上約
12時間前にロシア側に引渡した。メダカを搭載したソユーズロケットは平成26年2月5日に打ち
上がった。
打上2日後の2月7日に、国際宇宙ステーションに到着した観察容器を宇宙飛行士が蛍光顕
微鏡に設置し、地上からの遠隔操作により約1週間の経時的な蛍光観察を行った後、2月14日
に実験を終了した。
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４．実験結果および成果
人間の骨は 5-10 年で古い骨から新しい骨へと置き換わることが知られており、そのバランス
が崩れると骨粗鬆症等の病気になる。有人宇宙飛行初期である 1970 年代、微小重力環境は
生体に多くの影響を及ぼすことが報告され、特にカルシウム喪失が示唆されたが、そのメカニズ
ムは明らかになっていない。近年、宇宙飛行士の頸部における骨量減少の報告から (1) 、宇宙空
間では地上の骨粗鬆症の約 10 倍のスピードで骨量が減少すると考えられ、喫緊の課題とされ
る。それを解決する唯一の方法として挙げられるのが微小重力環境下での動物実験で、その環
境は国際宇宙ステーションで初めて実現するが、これまでに適した動物がなかった。我々は骨
研究で注目されている水棲動物“メダカ”に焦点を当て解析した。
（１）骨芽細胞と破骨細胞が光るトランスジェニックメダカ
メダカは骨研究の代表的モデル動
物であり、さらには 1994 年にスペース
シャトル“コロンビア号”にて宇宙で初
めて交尾に成功した実績もある。破骨
細胞と骨芽細胞が光るトランスジェニッ
クメダカ (2)(3) osterix -DsRed、
TRAP-GFP を用い、歯の生え変わりが
盛んで骨代謝が活発な咽頭歯骨に着
目して解析した（図 1）。咽頭歯骨はメ
ダカの喉のところに上顎と下顎に分か
れて局在し、餌を送る機能を持つ器官
である。そして成魚になると数百本の
歯を有し、破骨細胞と骨芽細胞が相互
作用することで、多くの歯の移動をダイ
ナミックに制御しているユニークな組織
である (4) 。2012 年と 2014 年の 2 回にわ
たって国際宇宙ステーション内にメダカ
を送り実験を行った。
（２）長期飼育実験の解析結果
微小重力環境下の影響を明らかにするため、国際宇宙ステーション内で約 2 カ月間飼育した
メダカを詳細に解析した。魚は光の来る方向に背を向ける「背光反射」という性質を持つため、
一方向から光を当てて飼育したが、メダカは逆さまになる微小重力特有の遊泳を示した。このこ
とから、メダカは水中で重力を感知していることが示された（図 2A）。始めに軟 X 線解析を行った
ところ、頭部の咽頭歯部の石灰化低下が見られ(図 2B 赤枠)、マイクロ CT によって咽頭歯骨の
骨量を調べた結果、約 24％減少していた(図 2C)。そこで破骨細胞を TRAP promoter-GFP (2) 、
骨芽細胞を osterix promoter-DsRed (3) の蛍光による発現解析を行った結果、GFP の体積割合
が増加しており(図 2D)、破骨細胞の活性化が示唆された。さらに電子顕微鏡による詳細な解析
から、宇宙群では破骨細胞のミトコンドリア形態が異常となっており(図 2E)、ミトコンドリアに関連
があるとされる fkbp5 と ddit4 遺伝子の発現が上昇していた(図 2F)。これらの遺伝子はシェアス
トレスで活性化するとされるグルココルチコイド受容体（GR）の下流で発現することから、リン酸
化 FAK (focal adhesion kinase) と GFP を免疫染色したところ、宇宙実験群の破骨細胞内リン
酸化 FAK の蛍光強度が増加していた。
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(A)宇宙ステーション内におけるメダカ飼育の様子。(B)ソフト X 線画像。
(C)マイクロ CT 解析。(D)TRAP -GFP/ osterix -DsRed line の咽頭歯骨。
(E)電子顕微鏡による破骨細胞のミトコンドリア像。(F)遺伝子発現解析。
Chatani et al., 2015 を一部改変して引用。

以上の 2 カ月間における微小重力下の長期飼育状況と生存確認から、メダカは宇宙での実
験動物として適しており、組織に微小重力特有のストレスが生じることで破骨細胞の活性化に
影響するという新しい仮説が生まれた（図 3）。つぎに共同研究者の三谷らは他の６種類の臓器
（脳、眼、肝臓、腸、卵巣、精巣）の遺伝子発現を調べ、kif9, klf13, odc1, hif3a の微小重力下で
の発現上昇を明らかにした。
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（３）短期飼育観察実験の解析結果
骨量減少の原因解明には、培養細胞のみならず生物個体としての機能を調べるべく観察・
解析が重要で、この研究領域は世界的にも注目されている。老人性骨粗鬆症では、寝たきりに
なった直後から急激に骨量が減少することが知られている。また宇宙飛行士の骨量は微小重
力にさらされた直後から 1 ヵ月以内に急激に減少することがわかってきており、微小重力に対す
る生物体内の初期応答の解明が急がれている。この初期応答のメカニズムを明らかにするため
に、2014 年 2 月に微小重力への骨代謝の初期応答を調べる実験を「きぼう」で行った。これは 4
種類の遺伝子改変メダカを用い、生きたままのメダカを 8 日間連続で蛍光顕微鏡観察する実験
である。osterix-DsRed/TRAP-GFP など、計 4 種類の骨関連遺伝子で改変したメダカを用い、
容器のジェルの中で孵化直後からのメダカを飼育し、国際宇宙ステーションの「きぼう」・日本実
験棟で 8 日間連続撮影を行った。このメダカは、改変した骨関連遺伝子のプロモーターが働くと
蛍光発光するため、微小重力下での骨芽細胞、破骨細胞の動態をリアルタイムで観察した。地
上で図 4（左）のようにジェル
内で孵化直後の遺伝子改変
メダカの飼育を開始した。そ
して、国際宇宙ステーション
に輸送されたメダカの画像を、
宇宙空間で図 4（右）のように
して取得した。「きぼう」日本
実験棟内では若田光一
JAXA 宇宙飛行士によって、
メダカが飼育された容器が蛍
光顕微鏡内に設置され、そ
の後の観察は日本の筑波宇
宙センターの遠隔操作で行
った。
このライブイメージング成功には以下の３条件が必要で、一つでも欠けると実験系は成り立た
ない、微小重力下における骨リモデリング（骨が削られ、それを埋めるように骨が形成される）の
観察実験系である。この実験系で判明したことは、(ア)孵化直後は卵黄嚢が大きく残っており、
餌がなくてもジェルの中で 1 週間以上の飼育が可能である。(イ)打上げの際に 5G の加重がかか
るためジェルの中の魚は全て腹側を下へ向ける。（ウ)腹側からのみ咽頭歯骨の観察が可能で、
メダカにおいて破骨細胞と骨芽細胞は、孵化直後という発生初期段階から骨リモデリングを開
始している。
以上の実験の結果、骨を形成する細胞である骨芽細胞と骨を壊す細胞である破骨細胞で特
異的に発現する蛍光のシグナルが、微小重力にさらされた 1 日後から大きく上昇し、8 日間その
発現上昇が維持された（図 5）。また、微小重力にさらされた 2 日後の遺伝子発現を調べるため、
全身の RNA を用いて Gene Ontology 解析を行った（図６）。その結果、”nucleus”すなわち核で
機能的な遺伝子群の発現が増加していることがわかった。また、”membrane”, “membrane
part”, “integral component of membrane”という細胞接着に関与する遺伝子群の発現が減少し
ていることがわかった。さらに咽頭歯骨と全身の RNA に共通して変動した遺伝子を調べたところ、
骨関連遺伝子の他に 5 つの遺伝子、c-fos, jun-B-like, pai-1, ddit4, tsc22d3 の大幅な発現上
昇を明らかにした。個体レベルで解析できる生物（メダカ）を用い、微小重力への生物個体の初
期応答の一端を示した世界で初めての成果である。
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図5. (a-d) osterix-DsRedトランスジェニックメダカの全身像（腹側）。 観察1日目の地上群（左）と宇
宙群（右）を示す。矢印は頭と鰭（ヒレ）を示す。(a,b) 6枚の写真をつなぎ合わせて作成された。(c,d)
白領域は osterix -DsRedの蛍光シグナルを示す。埋め込み像は頭の拡大図を示す。(e)1日目から7日
目までの蛍光強度は宇宙群で増加していた。(f-h) 宇宙群の osterix -DsRed/TRAP-GFPトランスジェ
ニックメダカ（頭部腹側）代表例を示す。(i-l)咽頭歯部における osterix -DsRedとTRAP-GFPの両シグ
ナルを示す。宇宙群（k, l）において osterix とTRAP のシグナルが増加していた。OC=破骨細胞, lp=下
顎咽頭歯骨, c=擬鎖骨.

図 6. (a) GO 解析によっ
て遺伝子発現レベルが
上昇した群を示す。(b)
GO 解析によって遺伝子
発現レベルが下降した
群を示す。
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以上の成果から、サクセスクライテリアに対する達成度を以下のとおりまとめる。
サクセスクライテリア

達成度

ミニマム
サクセス

・軌道上で飼育したメダカ化学固定試料
を回収し、地上での組織解析と遺伝子
発現解析により、微小重力の影響の有
無を破骨細胞の活性化状況（活性化す
るか、不活化するか、変わらないか）とし
て確認できること。

◎：高度に達成

フル
サクセス

以下の両方を実施でき、微小重力がメダ
カ生体内での破骨細胞に及ぼす影響を
解析できること。

◎：高度に達成

・軌道上で飼育したメダカ化学固定試料
を回収し、地上での組織解析と遺伝子
発現解析により、破骨細胞の活性化状
況の変化を確認できた場合、さらにその
分子メカニズムを解析できること。
・軌道上でメダカ蛍光観察を行い、地上
にダウンリンクされた画像により破骨細
胞活性の生体内での変化、動態を解析
できること。
エクストラ
サクセス

フルサクセスを超える新たな骨代謝シス
テムの解明に至ること。

・破骨細胞が微小重力下で活性化
され、破骨細胞の特徴である多核
化がより進んでいることを示した。

・長期飼育実験では、2ヵ月間飼育
したメダカを分析し、微小重力で
骨量が減少するメカニズムの一端
を世界で初めて明らかにした。
・短期観察実験では骨芽細胞と破
骨細胞が蛍光で光る遺伝子を組
み込んだメダカを、8日間連続で顕
微鏡を用いて観察し、両細胞の蛍
光シグナルが微小重力下で急速
に活性化されていることを明らか
にした。
◎：高度に達成
・微小重力応答遺伝子の発見、特
にこの分野において未知の３つの
遺伝子の発見は微小重力環境を
分子レベルで解明する端緒を開
いた。
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５．結言
ISS・きぼう利用ミッション「メダカにおける微小重力が破骨細胞に与える影響と重力感知機構
の解析」により、以下の成果が得られた。
（１）国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟で 2 ヶ月間飼育したメダカの骨組織を蛍光解析
と組織解析した結果、破骨細胞が微小重力下で活性化され、破骨細胞の特徴である多核
化がより進んでいることが分かった。また破骨細胞のミトコンドリアの形態異常が観察される
とともに、ミトコンドリアに関連している 2 つの遺伝子「fkbp5」と「ddit4」の特異的な発現上昇
が認められ、微小重力環境におけるミトコンドリア関連遺伝子の発現が破骨細胞の活性化
を引き起こし骨量減少に繋がったことが示唆された。
（２）国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟で骨芽細胞と破骨細胞が蛍光で発光する遺伝
子を組み込んだメダカを、8 日間連続で顕微鏡を用いて観察し、両細胞の蛍光シグナルが
微小重力下で急速に活性化されていることを明らかにした。また微小重力に応答する遺伝
子を調べた結果、骨関連遺伝子の他に 5 つの遺伝子、c-fos、jun-B-like、pai-1、ddit4、
tsc22d3 が発現上昇することを見出した。
（３）個体レベルで解析できる生物（メダカ）を用いて、宇宙の微小重力環境下での破骨細胞活
性化、それに伴う骨量減少メカニズムの一端を定量的に示した世界で初めての成果である。
これらの研究成果を通じて微小重力での骨量減少を解明する新たな手掛かりが得られ、動
物モデルが無い老人性骨粗鬆症の原因解明に繋がることが期待できる。
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“fishonauts” in Space Station. June 25, 2013 Botnar Research Institute, Oxford University,
Oxford, UK
4. 工藤明 無重力下でのメダカの生態について 2013年9月28日 蔵前工業会千葉支部講演会
JFEスチールみやざき倶楽部 千葉
5. 茶谷昌宏 メダカイメージングからみえてきた破骨細胞の分化メカニズム –変異体解析から宇
宙実験まで–、第286回松本歯科大学大学院セミナー、実習館2階総合歯科医学研究所セミナ
ールーム、2014年1月9日
6. 工藤明 イメージングによるメダカの骨発生・骨代謝解析―RANKL変異体を始めとする変異体
解析から宇宙実験の結果まで 大学院講義「硬組織研究法」2014年3月6日 九州大学歯学研
究院 福岡
7. 工藤明 メダカの骨形成機構：宇宙ステーションにおける無重力下でのメダカ骨代謝 2014年8
月30日 第3回細胞生物学信州夏季セミナー 信州大学医学部第一臨床講堂 松本、長野県
8. Akira Kudo Medaka in Space Station for Analyses of Bone Metabolism in Symposium IV (JAXA,
NASA and ISS: Recent achievements and future perspectives) 日本宇宙生物科学会第28大
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会 2014年9月23日 大阪府大中百舌鳥キャンパス 学術交流会館 大阪
9. 茶谷昌宏 宇宙へ行ったメダカ –城北学園卒業から宇宙実験へ そしてこれから–、城北学園
錬成期講演会、城北中学・高等学校 城北学園講堂、2014年10月28日
10. 工藤明 宇宙ステーションにおける無重力下でのメダカ骨代謝 九州大学歯学府 非常勤講
師授業、福岡 2014年12月2日
11. 工藤明 メダカを用いた骨代謝機構の解明；宇宙ステーションにおけるメダカ実験の全容 大
学院講義「硬組織研究法」 2015年3月5日 九州大学歯学研究院 福岡
12. 工藤明 メダカを用いた骨代謝機構の解明；国際宇宙ステーションにおける無重力下での歯と
骨の異常 2015年3月28日 昭和大学歯学部 文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支
援授業シンポジュウム 昭和大学歯科病院、東京
13. 工藤明 宇宙へ行ったメダカ 第28回関西蔵前講演会 2015年4月18日 大阪中央電気倶楽
部 大阪
14. Masahiro Chatani, Akiko Mantoku, Kazuhiro Takeyama, Dawud Abduweli, Kazuhiro Aoki,
Yasutaka Sugamori, Keiichi Ohya, Satoko Uchida, Hiromi Suzuki, Toru Sakimura, Yasushi
Kono, Fumiaki Tanigaki, Masaki Shirakawa, Yoshiro Takano and Akira Kudo Microgravity
enhances osteoclast activity revealed by 2 months-rearing of medaka fish in ISS ISSR&D
Conference 2015, July 7-9 Marriot Copley Place, Boston, MA, USA
15. Akira Kudo, Medaka Osteoclast in ISS. 12 th Japan-Korea Joint Seminar on Space
Environment Utilization Research Oct. 20-21, 2015 Yonsei University International Campus,
Incheon, South Korea
16. Akira Kudo, Bone in Space, International Conference of Translational Molecular Imaging and
Aero-Space Medicine & Physiology Showcase, Kuala Lumpr, Malaysia 15-16 April 2016
17. 茶谷昌宏 メダカは微小重力環境にどのような影響を受け、適応したのか、宇宙生物科学会
第30回大会 、愛知医科大学、2016年10月14日
18. Akira Kudo Bone of Medaka Fish in Space: Working with Astronauts in ISS/Kibo. SEU Working
Group Session in The 23rd Session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum.
15-18 Nov. 2016, Manila, The Philippines
記事：
1. 工藤 明 宇宙へ行ったメダカ Kuramae Journal No. 1040 p10-15 (2013)
獲得外部競争資金：
1. 挑戦的萌芽研究（代表：工藤明）平成 23-24 年度 総額：3,640 千円 課題番号：23659856
課題名：メダカによる骨リモデリング機構の解明
成果：メダカ骨折モデルの確立に成功し、その結果 ２種類の破 骨細 胞の関 与が明らかになっ
た。
2. 基盤研究（B） （代表：工藤明）平成23-25年度 総額：20,020千円 課題番号：23370090
課題名：メダカをモデル生物に用いた骨形成分子機構の解明
成果：メダカ破骨細胞の制御機 構を解明できるトランスジェニックメダカの作成に成功し、骨モ
デリングを視覚化した。
3. 挑戦的萌芽研究（代表：工藤明）平成 25-26 年度 総額：3,640 千円 課題番号：25670788
課題名：メダカ体内で生きたまま視る造骨・破骨の相互作用
成果：造骨、破骨のダブルトランスジェニックを作成し、骨発生での in vivo における両細胞の相
互作用を解明した。
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4. 基盤研究（C） （代表：茶谷昌宏）平成 25-27 年度 総額：5,200 千円 課題番号：25514003
課題名：宇宙実験によるメダカ破骨細胞の重力感知・応答機構の解析
成果：国際宇宙ステーションの実験により、破骨細胞の活性化と骨量減少を明らかにした。
5. 新学術領域研究（代表：茶谷昌宏）平成 28-29 年度 総額：6,240 千円 課題番号：16H01635
課題名：メダカを用いた破骨-造骨連動における重力応答機構の解明
中間評価：無重力環境で発現変動する遺伝子に着目し、遺伝子改変動物を作製中である。
6. 挑戦的萌芽研究（代表：茶谷昌宏）平成 28-30 年度 総額：3,380 千円 課題番号：16K15778
課題名：無重力環境下における歯と骨の代謝機構 解明に向けたモデル動物としてのメダカ活
用戦略
中間評価：破骨細胞過剰ノックアウトメダカを用いて破骨細胞の重力応答を検討している。
取材・報道等パブリシティ：
1. 読売新聞 骨減少 メダカで分析 2012年7月5日 夕刊
2. 日本経済新聞 星出飛行士 挑戦の120日 2012年7月8日 朝刊
3. 朝日新聞 宇宙実験、自ら建てた家で 2012年7月12日 朝刊
4. ニュースエブリー 2012年7月12日 16時53分-19時 日本テレビ
5. 産経新聞 星出さん 宇宙メダカ飼育 2012年7月14日 朝刊
6. MSN産経ニュース 宇宙メダカを長期飼育 星出さん、あす出発 2012年7月14日8時28分
7. 日テレニュース 星出さん、宇宙へ リラックスして臨める 2012年7月14日20時1分
8. NEWS アンサー 星出さんISS到着 光るメダカが００予防に？ 2012年7月17日16時52分-17
時20分 テレビ東京
9. NEWS ZERO イチメン 宇宙メダカ 2012年7月17日 22時54分-23時58分日本テレビ
10. ワールドビジネスサテライト 2012年7月17日 23時-24時 テレビ東京
11. 真相報道バンキシャ 2012年7月22日 18時-18時55分 日本テレビ
12. 毎日新聞 宇宙メダカ長期飼育 骨の弱体化調査 2012年10月27日 夕刊
13. 日本経済新聞 メダカ長期飼育 星出さんが実験 2012年10月27日 夕刊
14. NHK情報まるごと 工藤教授との生電話 2013年11月6日14時5分-50分
15. Glowing Spacefish Join Crew Aboard the ISS The DAILY PLANET Nov. 8, 2012
16. NHKニュース 宇宙で骨の変化はメダカで実験 2012年11月18日6時48分
17. 毎日新聞 人工衛星放出 メダカ飼育 2012年11月20日朝刊
18. 科学新聞 星出さん地球帰還 同乗メダカに注目 破骨細胞の働きに迫る実験進む 2012年
11月23日
19. NEWS ZERO 星出さん、ダブルトランスジェニックメダカ 2013年2月18日22時54分-23時58分
日本テレビ
20. NHK Eテレ サイエンスゼロ 国際宇宙ステーション特集1 ゼログラビティーがひらく科学の未
来前編 2014年1月5日
21. 朝日新聞 無重力で人の骨・筋肉は？ メダカやヤマネで実験 2014年2月1日 夕刊
22. 朝日新聞 宇宙メダカの骨 もろくなった？ 2014年2月19日 夕刊
23. 朝日新聞 宇宙の夢を探しにいこう 2014年3月14日 夕刊
24. 読売新聞 若田さん 新たな一歩 2014年5月15日 朝刊
25. 読売新聞 宇宙メダカ 骨を観察 駆ける 工藤 明 2014年9月4日
26. コズミックフロント 発見！驚異の大宇宙 若田光一船長 知られざる188日間 2014年10月
23日
27. NHKニュース 宇宙生活で骨の量減少 メダカの実験で解明 2015年9月22日6時1分
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28. FNNニュース 宇宙生活で骨量減少 メカニズムの一部、東工大の実験で明らかに 2015年9
月22日13時56分
29. 日刊工業新聞 東工大など。無重力下で骨量が減る仕組みの一端解明―破骨細胞の活性
化が原因 2015年9月22日
30. 日本経済新聞 骨溶かす細胞 宇宙で活発 東工大チーム 帰還のメダカ調査 2015年9月
22日
31. 東京新聞 骨粗しょう症解明にヒント 星出さんの育てたメダカ研究 2015年9月22日
32. BSフジニュース 宇宙生活での骨の減少量もメダカによる実験で調査 2015年9月22日16:00
33. UPI Space fish detail effects of microgravity on bones Sep. 23, 2015 at 10:41AM
34. 読売新聞 骨を壊す細胞 宇宙で活発化 メダカで実験 2015年9月24日 夕刊
35. Asian Scientists Magazine What Fish Can Tell US About Effects of Microgravity Sep. 24,
2015
36. 科学新聞社 宇宙空間で破骨細胞増加 2015年10月2日
37. 朝日新聞 宇宙メダカ 骨壊す細胞大型化 2015年10月29日 朝刊
38. 日刊工業新聞 茶谷昌宏、拓く研究人〝生命科学の宇宙実験下支え” 2016年5月25日
39. 日刊工業新聞 骨密度減少 メダカ実験 東工大・東京医科歯科大など 2016年6月3日
40. 日経産業新聞 骨が減る仕組み解明に道 東工大など、メダカ実験 宇宙で骨の細胞活性化
2017年1月5日
41. 日刊工業新聞 無重力、骨の形成に影響 仕組みを解明 東工大 2017年1月6日
42. 科学新聞 無重力で発現急上昇5つの応答遺伝子発見 2017年1月20日
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ISS・きぼう利用ミッション
「メダカにおける微小重力が破骨細胞に与える影響と重力感知機構の解析」
（Medaka Osteoclast）
研究成果概要書
代表研究者； 工藤 明 （東京工業大学生命理工学院）
平成 29 年 2 月

骨量減少の原因解明は、老人性骨粗鬆症の予防や長期の有人宇宙探査における重要な課題
である。その解明のためには、培養細胞のみならず生物個体での観察・解析が重要であり、世界
的にも注目されている研究領域である。国際宇宙ステーション・「きぼう」日本実験棟に搭載された、
宇宙航空研究開発機構（JAXA）が開発した水棲生物実験装置を用いて、微小重力下における骨
量減少メカニズムの解明を目的に、2012 年 10 月から 12 月の 2 ヵ月間にわたりメダカの長期飼育
実験を実施した。「きぼう」内では星出宇宙飛行士とケビン・フォード宇宙飛行士が実験装置の設
置や実験作業を行った。スペースシャトルでは 2 週間の魚類飼育が最長であったが、水棲生物実
験装置では、給餌、飼育水の浄化と温度・流量・酸素などの環境維持、ビデオ観察などが自動化
され、国際宇宙ステーションでの長期間の小型魚類飼育が初めて可能となった。用いたメダカは、
骨を造る骨芽細胞と骨を吸収する破骨細胞の様子が蛍光で観察できるトランスジェニックメダカで
ある。メダカは微小重力特有の回転遊泳行動が観察されたが、水棲生物実験装置での生育には
影響がなかった。宇宙で飼育したメダカの骨組織を蛍光解析と組織解析した結果、2 ヵ月間の微
小重力環境の影響として咽頭歯骨の骨量減少が明らかになった。その原因として、破骨細胞の活
性化、特に多核化が進んでいることが分かった。また、ミトコンドリアの形態異常が観察され、ミト
コンドリアに関連する 2 つの遺伝子「fkbp5」と「ddit4」の特異的な発現上昇を明らかにした（下図参
照）。「fkbp5」と「ddit4」はストレスに応答
するグルココルチコイドの受容体（GR）
の下流で発現する遺伝子で、GR はミト
コンドリアで作用することが知られる。今
回の破骨細胞のミトコンドリアの変形と、
これら遺伝子発現上昇の相関関係につ
いては今後の更なる解析が必要であるが、微小重力環境におけるミトコンドリア関連遺伝子の発
現が破骨細胞の活性化を引き起こし、骨量減少に繋がったことが示唆される。個体レベルで解析
できる生物を用い、宇宙の微小重力環境下での破骨細胞活性化、それに伴う骨量減少メカニズ
ムの一端を定量的に示した世界で初めての成果である。
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次に 2014 年 2 月に微小重力への
骨代謝の初期応答を調べる実験を
行った。osterix-DsRed/TRAP-GFP
を代表とする計４種類の骨関連トラ
ンスジェニックメダカを生まれたば
かりの状態でジェルの中で飼育し、
宇宙ステーションにおいて 8 日間の
蛍光連続撮影を行った。これは微
小重力下での骨芽細胞、破骨細胞
の動態をリアルタイムで観察したも
のである。私達は地上で次ページ図 1 のようにしてジェルの中で孵化直後のトランスジェニックメ
ダカの飼育を開始した。打ち上げられたメダカは、宇宙空間で右図２のようにして画像が取得され
た。国際宇宙ステーション内では若田宇宙飛行士によってメダカが飼育された容器が蛍光顕微鏡
内に設置され、その後の観察は日本の筑波宇宙センターから遠隔操作で行った。その結果、骨を
造る細胞である骨芽細胞と骨を壊す細胞である破骨細胞に特異的に発現している遺伝子のプロ
モーターで制御されている蛍光のシグナルが微小重力にさらされた 1 日後から大きく上昇し、8 日
間その発現上昇は維持された。また微小重力にさらされた２日後の遺伝子発現を調べたところ、
骨関連遺伝子の他に 5 つの遺伝子、c-fos, jun-B-like, pai-1, ddit4, tsc22d3、の大幅な発現上昇
を明らかにした。個体レベルで解析できる生物を用い、微小重力への生物個体の初期応答の一
端を示した世界で初めての成果である。
発表論文
1. Chatani, M., Mantoku, A., Takeyama, K., Abduweli,D., Sugamori, Y., Aoki, K., Ohya, K., Suzuki, H.,
Uchida, S., Sakimura, T., Kono, Y., Tanigaki, F., Shirakawa, M., Takano, Y. and Kudo, A.
Microgravity promotes osteoclast activity in medaka fish reared at the international space
station. Sci. Rep. 5: 14172 (2015)
2. Murata, Y., Yasuda, T., Watanabe-Asaka, T., Oda, S., Mantoku, A., Takeyama, K., Chatani, M.,
Kudo, A., Uchida, S., Suzuki, H., Tanigaki, F., Shirakawa, M., Fujisawa, K., Hamamoto, Y., Terai, S.
and Mitani, H. Histological and transcriptomic analysis of adult Japanese medaka sampled
onboard the International Space Station. PLoSONE10:e0138799
3. Chatani, M., Morimoto, H., Takeyama, K., Mantoku, A., Tanigawa, N., Kubota, K., Suzuki, H., Uchida,
S., Tanigaki, F., Shirakawa, M., Gusev, O., Sychev, V., Takano, Y., Itoh, T. and Kudo, A.
Acute transcriptional regulation in osteoblasts/osteoclasts immediately after exposure to
microgravity, uncovered by cell imaging in medaka.Sci. Rep. 6: 39545 (2016)

2
2

This document is provided by JAXA.

362

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-007

362

Summary report of the ISS-Kibo utilization mission,
“Effect of microgravity on osteoclasts and the analysis of the gravity sensing system in medaka”
(Medaka Osteoclast) ”
Principal Investigator; Akira Kudo, Ph.D. (Tokyo Institute of Technology)
Feb, 2017

Bone density of astronauts decreases during space flight because of an imbalance between the
activities of osteoclasts and osteoblasts. However, the molecular mechanism how these activities
change in long-term space flight remains unclear.
Medaka fish serve as a model for research of microgravity environment on osteoclasts and
osteoblasts. In particular, we have focused on the pharyngeal bone, which is the active bone
remodeling tissue. To investigate the cellular activities related to bone formation and resorption
under microgravity during animal growth, we examined the grown-bone from juvenile to adult fish
for the first time in the space experiment. We established the TRAP promoter-GFP/Osterix
promoter-DsRed double transgenic medaka line, in which osteoclasts and osteoblasts in the
pharyngeal region are divided by two fluorescent signals. The 24 candidate fish selected from about
300 fish were transported to space, and reared for 2 months in AQH (Aquatic Habitat) in “Kibo”.
RNAs were isolated from 4 fish at day 60 after start of rearing in AQH, and PFA fixations were
performed with 6 fish at day 14 and 6 fish at day 56. To study adaptation to the microgravity
environment, medaka fish behaviors in AQH were filmed during 2 months, and the unique behaviors
were observed, demonstrating that these behaviors were specified and adopted under microgravity.
To examine the mineralization under microgravity, we performed the soft X-ray analysis. In the
flight fish group at day 56, the calcified tissues in the pharyngeal bone region were decreased.
Furthermore, BMD of the upper pharyngeal bone and the teeth region showed a significant decrease
in the pQCT analysis. In addition, the µCT imaging showed the thinner bone in flight medaka.
Regarding vertebral bones, BMD was slightly decreased. Furthermore, we found increase of GFP
positive multi-nuclear osteoclasts, resulting that multi-nucleation was increased under microgravity.
To study the molecular mechanism of bone loss in the spaceflight, RNAs were extracted from the
medaka jaw, and the transcriptome analysis after cDNA sequencing was performed. Interestingly,
some specific genes in the downstream of glucocorticoid receptor (GR) were strongly induced,
suggesting that shear stress-like force caused by loosened tissues under microgravity activates GR,
which probably enhances osteoclast activity (see the next page).
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To investigate the mechanism of bone loss during spaceflight, it is important to study the initial
response immediately after exposure to microgravity, because this response represents the trigger for
bone loss. To examine the early effects of microgravity on bone cells, we embedded transgenic
medaka larvae in a gel for a live-imaging study in space in 2014, and observed signals by
fluorescence microscopy at the ISS via remote operation from Tsukuba Space Center. For this
experiment, we utilized 4 different double medaka transgenic lines and, in particular, investigated
up-regulation of fluorescent signals of osteoblasts and osteoclasts in these double transgenic lines as
an important way to study osteoblast-osteoclast interaction under microgravity. In live-imaging for
osteoblasts, intensity of osterix- and osteocalcin-DsRed in pharyngeal bones was significantly
enhanced 1 day after launch, and this enhancement continued for 8 days and 5 days, respectively. In
osteoclasts, the signals of TRAP-GFP and MMP9-DsRed were highly increased at day 4 and 6 after
launch in flight. In addition, we examined the pattern of gene expression in these transgenic fish by
transcriptome analysis. HiSeq analysis of the pharyngeal bones showed the enhanced expression of
osteoblast- and osteoclast-related genes. Furthermore, Gene ontology analysis via RNA-Seq from
the whole-body showed that transcription of “nucleus” was significantly enhanced; in particular,
transcription-regulators were more up-regulated at day 2 than at day 6. Lastly, we identified 5 genes,
c-fos and jun-b, pai-1 and ddit4, and tsc22d3, which were up-regulated commonly in the whole-body
at day 2 and 6, and in the pharyngeal bone at day 2.
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きぼう利用ミッション選考評価委員会（生命科学分野）

平成 29 年 6 月

本研究は、 メダカの咽頭歯骨に着目して、 微小重力における骨量減少のメカニズムに迫るという独創的
な研究である。 水棲生物実験装置を用いた長期・短期実験、 さらにはトランスジェニックメダカを用いて骨芽
細胞および破骨細胞を可視化し、 その活性化を検出、 さらに関連応答遺伝子候補を同定したことは、 高く
評価できる。 メダカには骨細胞が存在しないという差異を克服して、 本研究の成果が、 ＩＳＳおよび将来の
長期宇宙滞在に向けて重要な課題である微小重力下での骨量減少や、 ヒトの骨粗鬆症の病態解明などに
応用されることを期待したい。
一方、 本研究は、 日本人にとって馴染みの深いメダカを対象としたことも一助となって、 社会一般に向け
ても大きなインパクトをもたらす成果を挙げている。 報道等パブリシティの件数は群を抜いており、 これは、
ＩＳＳ ・ きぼうプログラムの意義の社会への訴求という視点において、 特筆すべき成果と言える。

総合評価
A：目標を充分に達成した（エクストラサクセス相当以上）

代表研究者；工藤明（東京工業大学）

平成２８年度 ＩＳＳ・きぼう利用ミッション科学成果評価結果（生命科学）

「メダカにおける微小重力が破骨細胞に与える影響と重力感知機構の解析（Medaka Osteoclast）」
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