
ｆ．宇宙環境利用科学研究系

Ⅱ−2−f−1

圏外生命探査と生命の起源・進化

教 授 山下雅道 横浜国大 小林憲正

地球外の天体上での生命探査により，異なる原理による生命が可能であるか，あるいは地球型の生命の原理がど

れほどの普遍性をもっているかを明らかにする圏外生物学の研究計画を立案している．特に，生命体を構成する生

体分子を選択的に高感度で検出する方法を探査において利用できるかについてシステム概念を検討している．

Ⅱ−2−f−2

重力にかかわる動物の生理と適応

教 授 山下雅道 島根大 内藤富夫

重力をはじめとする惑星としての地球の環境が生物の進化においてどのような選択圧として働いてきたかを，動

物個体の生理現象への重力の作用や，異なる環境に曝露したときの適応過程のありさまから明らかにしている．動

物が水中から陸上へと棲息域を拡大したときに，重力は動物にその体重をささえながら移動運動する能力を要求

し，また重力情報を感受して行動するといったさまざまなはたらきを与えた．両生類は陸上に進出した始めての脊

椎動物であり，重力生物学の格好の研究対象となっている．両生類の幼生とその変態過程などと重力について，分

子生物学的な手法適用の可能性を検討するなどしている．

Ⅱ−2−f−3

植物の形態や成長と重力などの地球環境

教 授 山下雅道 日本女子大 中村輝子 筑波大 富田香織

植物に対する重力の支配は，一度根をはやすと移動できない植物にとって大きなものがある．根や茎の成長やそ

の形態形成に重力が強くからんでいることはよく知られている．花は送粉動物と共進化してきているが，その形態

に上下のあるものがあり，重力や光の情報によってその形態を決めている．重力にかかわる植物の適応戦略につい

て，さまざまな観点から研究している．

Ⅱ−2−f−4

閉鎖生態系生命維持－宇宙農業の概念研究

教 授 山下雅道 総合技術研究本部 大森克徳

総合技術研究本部 中島 厚 東京薬科大 大島泰郎

長期間の宇宙での有人活動を実現するための宇宙農業について，生物的な要素による物質循環再利用の概念を構

想している．廃棄物を肥料に変換し再び栽培植物を再生するのに，微生物生態系による堆肥化技術を応用すること

の適合性を調べたりして，システムの設計やその安定性を評価している．

Ⅱ−2−f−5

生命の重力応答・機械的刺激応答の分子細胞学的機構

客員教授 跡見順子

抗重力筋の萎縮モデルとして後肢懸垂法を用い，骨格筋の不活動性萎縮にかかわる鍵タンパク質としてストレス

タンパク質αB−クリスタリンを同定した．細胞骨格チューブリンおよび微小管とこのタンパク分子の相互作用を，

生化学的解析・細胞動態の解析・細胞生物学的・分子生物学的解析により明らかにし，その細胞内機能を研究して

いる．ストレッチや接着などの機械的刺激の重要性について解析系を作製しており，また運動適応（運動効果の獲

得）機構解析の鍵分子としてのαB−クリスタリンを含むストレスタンパク質の発現制御機構及び細胞内役割を研

究している．
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Ⅱ−2−f−6

半導体結晶の溶液成長における成長表面形態の面方位依存性に関する研究

助教授 稲富裕光

静磁場において半導体結晶の溶液成長を行い，その場観察法により成長時の結晶表面の形態変化に及ぼす成長カ

イネティクスの影響を調べている．

Ⅱ−2−f−7

高品質 CdTeバルク結晶の育成に関する研究

助教授 稲富裕光 東海大学院学生 内田祐樹

JSPS外国人特別研究員 王 躍

静磁場下で CdTe結晶の THM成長を行い，高品質結晶の育成に成功した．

Ⅱ−2−f−8

遠心機上での低プラントル数流体の対流挙動に関する研究

助教授 稲富裕光 東京理科大学理工学部学生 山田雄二郎

遠心機上で重力加速度を変化させ，半導体や金属の融液を模擬した低プラントル数流体の熱対流挙動を実験およ

び数値計算により調べている．

Ⅱ−2−f−9

強静磁場を利用した高温融液の熱物性計測

助教授 稲富裕光 総合研究大学院学生 大西史倫

半導体融液の液体構造の解明のために，静磁場の利用により流れが強く抑制された状態を作り出して融液の熱物

性を高精度に求めている．

Ⅱ−2−f−10

拡散現象のモデル研究

教 授 依田眞一 助 手 正木匡彦

微小重力環境を用いて高精度に測定される拡散係数を用いて，液体構造と拡散現象との関連をコンピューターシ

ミュレーションを用いて研究している．

Ⅱ−2−f−11

静電浮遊法を用いた高融点金属等の熱物性計測

教 授 依田眞一 招聘研究員 パラディ P. F.

助教授 石川毅彦 千葉工業大学工学部 藤井隆一

浮遊法により，従来の容器を用いる方法では測定困難な高融点金属やフッ化物の液体状態の熱物性値を過冷却を

含む広い温度範囲で高精度に測定する研究を進めている．得られた熱物性値は鋳造や溶接といった加工プロセスを

最適化する際に必要な数値シミュレーションの基礎データとして重要である．平成１６年度は３，０００℃以上の融点を

持つタンタル，レニウム及びタングステン融液の密度，表面張力及び粘性係数の計測に成功した．
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Ⅱ−2−f−12

液体構造の計測

教 授 栗林一彦 東京大学生産技術研究所 教 授 七尾 進

助教授 石川毅彦 東京大学 助 手 岡田純平

助 手 正木匡彦

浮遊法により高温融体について過冷却状態を含めた幅広い温度範囲でその原子構造を計測する研究を進めてい

る．平成１６年度は，Spring−８の回折装置に合わせた静電浮遊炉の設計及び製作を行い，Spring−８においてジルコニ

ウム融液（融点１８５０℃）の液体構造データの取得に成功した．

Ⅱ−2−f−13

流体不安定現象の解明

教 授 依田眞一 助教授 石川毅彦

表面張力差に起因する対流現象での流れ形態の遷移現象に関して，新たなモデルの構築を進めている．平成１６年

度には，自由表面の温度分布に基づき駆動力分布を考慮した新たなモデルの構築を行っている．また，浮遊液滴の

動的変形挙動に関して，詳細な実験を行い粘性係数等の物性値の変形量依存性を明確とすると共に，内部流動を含

めた非線形変形挙動の解明を進めている．

Ⅱ−2−f−14

熱流体運動の数値解法の研究

助教授 桑原邦郎 共同研究員 小紫誠子

受託研究員 秦 義則 特別共同利用研究員 李 美英

・乱流の直接シミュレーション

熱流体運動の差分解法の効率化と高精度化を研究開発し，その結果を各種の問題に適用し，その有効性を調べ

た．

例として，格子乱流の特性，格子乱流中におかれ物体を過ぎる流れを計算した．

乱流モデルを使わずに，直接的に乱流のシミュレーションを行い，格子乱流を適用し，乱流の構造を精度良く捉

えることに成功した．

一般座標系の例として，O型格子を用いて，NACA００１２翼型周りの計算をし，これも乱流モデルを使わずに，実

験と良く合う結果が得られた．

・圧縮性流れのシミュレーション

圧縮性流れの差分解法の高精度化を研究し，多方向差分法を用いて計算し２次元的な衝撃波の特性を調べた．

直交座標系を用いてにぶい物体回りの流れを調べ，座標生成なしに３次元超音速流れを計算する方法を確立した．

その結果，超音速流でも多方向差分法でうまくいくことを確認した．

Ⅱ−2−f−15

半導体 Siにおけるデンドライト断片化挙動

教 授 栗林一彦 助 手 長汐晃輔 大学院学生 岡本英樹

Siの過冷凝固において，デンドライト断片化により粒径が減少することが知られている．しなしながら，実際

にどの段階でデンドライトが断片化するかに関する実験的報告はない．本研究では，Bドープ Siを試料に用いて

同試料のプラトー領域で現れる成長縞の観察および高速ビデオカメラによって撮られた映像からデンドライトの断

片化挙動の詳細を明らかにすることを目的とした．△T～１００K以下で成長する＜１１０＞デンドライトは，固液界面

エネルギーが最小の｛１１１｝面から構成され，断片化は観察されなかった．一方，△T～１００K以上では界面エネル

ギーの高い｛１１０｝，｛１００｝面で構成される＜１００＞デンドライトが，試料表面近傍で成長し，△T＞～２００Kでは断
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片化した組織が観察された．成長縞の詳細な観察から，断片化はリカレッセンス時又はリカレッセンス直後に起こ

ることが示唆され，高速ビデオからもそれを支持する映像を得た．

Ⅱ−2−f−16

急速凝固プロセスによる準安定ガーネット相の形成

教 授 栗林一彦 客員教授 日比谷孟俊

助 手 長汐晃輔 大学院学生 山口沖枝

磁気光学素子として用いられる希土類鉄ガーネットは，イオン半径の大きい Ndや Biで希土類元素を置換する

ことにより特性向上が望める．しかしながら，希土類元素のイオン半径増大に伴い格子定数が増大し，結晶格子中

に歪を発生させるため，最大格子定数（１．２５４nm）以上ではガーネット構造が維持されないことが報告されてい

る．本研究は，無容器過冷却・急冷凝固法を用いて Nd置換 Sm鉄ガーネット NdxSm３−xFe５O１２において，最大格子定

数をとる置換量 x＝０．３８以上のガーネット相を準安定的に生成することを目的とした．x＝０．６の XRD結果から，

このプロセスにより最大格子定数以上においてもガーネット相を生成させることが可能であることがわかる．また

熱処理後においてガーネット相ピークが消滅したことから，ガーネット相は準安定的に生成したことがわかる．Nd

の置換量を増加させた場合，準安定ガーネット相のピーク強度は徐々に減少するものの x＝２．０までカーネット相

を確認している．

Ⅱ−2−f−17

ドロップチューブを用いた永久磁石 Fe−Nd−B系のナノコンポジット磁石に関する研究

教 授 栗林一彦 学振 PD 小澤俊平 大学院学生 杉山 卓

Nd−Fe−B磁石は現在最も高性能な永久磁石として知られている．この磁石の高い磁気特性は，Nd２Fe１４Bハード

磁性相に起因するが，さらなる特性向上のため，近年，軟磁性 Feと Nd２Fe１４Bを交互に並べることによるナノコン

ポジット磁石としての利用が期待されている．しかしながら，アモルファスをアニールする手法の場合，Feと Nd２

Fe１４Bの間にアモルファスが残存するため，理論特性値に到達してない．本研究では Nd１０Fe７９B７合金，Nd２Fe１４B合金

および Nd１４Fe７９B７合金を用いて過冷凝固実験を行い，液相から直接ナノコンポジット磁石を作製することを試み

た．Nd−Fe−B合金をドロップチューブを利用した過冷凝固法によって作製することによって準安定相が生成する

ことがわかった．この準安定相のキュリー温度はおよそ３５０Kであり，準安定相が Nd−richと拡散反応を起こすと

Nd２Fe１４B相が生成され，準安定相が固相分解反応すると Nd２Fe１４B相と Fe相に分解することがわかった．この組織

は，非常に微細な Feが Nd２Fe１４Bと交互に並んでおり，ナノコンポジット磁石の作成法として期待できる．

Ⅱ−2−f−18

環境半導体β−FeSi２の組織形成過程の理論的考察

教 授 栗林一彦 助 手 長汐晃輔 大学院学生 山本晃司

環境負荷が極めて小さい元素から構成される環境半導体であるβ−FeSi２相は工学的にまた熱電的に優れた特性を

持つ新世代材料として注目を集めている．β相は高温で安定な共晶相α−Fe２Si５とε−FeSiとの包析反応により構成

されることから反応には２相界面における固相拡散を伴い長時間のプロセスとなる．これまで，ドロップチューブ

を用いた無容器凝固プロセスにより，α相と ε相を非常に微細に分散させることにより，１０分という短時間のβ相

形成を達成している．今回は，共晶を構成する２相の競合成長に関する相選択挙動を競合成長基準により理論的考

察を行った．過冷度の増加に伴い初晶がε→α→εと２度遷移する実験結果を，相選択理論により説明することが

できた．
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Ⅱ−2−f−19

Lu−Fe−O系における準安定相の探索

教 授 栗林一彦 客員教授 日比谷孟俊

助 手 長汐晃輔 学 生 庭田健司

Lu−Fe−O系でのうち，Lu３Fe５O１２は強磁性材料として知られている．ここで，プロセス雰囲気の酸素分圧の影響

で，Feが２価と３価の両方をとり得るため，多くの強磁性を示す準安定相の生成が期待できる．今年度は，この

系において，Lu／Fe比が１／５，３／５，１／１，５／３の初期組成の試料を作成し，酸素雰囲気で無容器凝固実験を行い，

晶出する相を解析した．マイクロフォーカス XRD等による詳細な解析により，酸素雰囲気では，４つの準安定相

が存在することがわかった．今後，この準安定相の磁性特性等を調べていく予定である．

Ⅱ−2−f−20

ファセット状 Siデンドライトの成長方向及びファセット面の解析

助 手 長汐晃輔 教 授 栗林一彦

Siはバルク過冷度の増加に伴いファセットデンドライトの成長方向及び形態を変えることが知られている．無

容器凝固法で得られた球形試料表面に観察されるデンドライト組織においては，局率を有するため詳細な解析は困

難であった．ここで，Si液滴をウエハー上に落下させた場合，ウエハーに平行に様々な形態のデンドライトが同

時に成長することがわかった．本研究では EBSPを用いた方位解析，共焦点レーザー顕微鏡によるファセット面角

度決定，AFMによるファセット面粗さ測定等，詳細な解析を行い，過冷凝固中のファセットデンドライトの変化

と対応させることを試みた．４種類の典型的なデンドライトにおいて，EBSPにより成長方向を決定した．板状の

＜１２１＞デンドライト，主軸中に双晶を含む＜１１０＞デンドライトは共に｛１１１｝面で囲まれている．また，これま

で主軸成長方向＜００１＞に対し２次枝が９０°に出る場合，２次枝の方向も＜００１＞であると考えられていたが，２次

枝が＜１１０＞に成長するものも観察された．過冷凝固組織との比較から，過冷度の増加に伴い＜１１２＞，＜１１０＞，

＜１００＞と成長方向を変化させることがわかった．

Ⅱ−2−f−21

IRサーモグラフィーによるメルトスピンにおける凝固界面のその場観察

助 手 長汐晃輔 教 授 栗林一彦

メルトスピンは，産業的に重要な急速凝固プロセスの一つである．しかしながら，直接観察の困難さ故，銅板の

回転速度と凝固組織の関係等から間接的に凝固過程を推測し，最適な条件を経験的に求めているのが現状である．

そこで今回，銅板の代わりに熱伝導率の良い Siウエハーをチャンバー内に設置した真空モーターにより定常速度

で横回転させ，その上に融液を噴射させる擬メルトスピンシステムを構築した．本研究では，下部に設置した IR

カメラでメルトスピンにおける融液／チル板界面での凝固挙動をその場観察することを試みた．融液が回転方向と

逆向きに少し広がり，ノズル直下部分から凝固が開始し，固体部分が徐々に大きくなっていく様子が観察された．

融液が一定速度で供給されるため，固液界面位置は一定であり，擬似的な定常状態に達することがわかった．

Ⅱ−2−f−22

動物の発生・形態形成と重力とのかかわりに関する研究

助教授 黒谷明美 お茶の水女子大・名誉教授 能村堆子

お茶の水女子大・湾岸生物教育研究センター 清本正人

無セキツイ動物の発生および形態形成のメカニズムに重力がどのような役割を果たしているのかについて研究を

行っている．とくに，胚発生過程における単離細胞の骨片形成に関与した培養系を用い，細胞内・細胞間での情報

の伝達・統合にかかわる細胞骨格の動態，カルシウムの代謝，および関連するタンパク質の発現と重力の関係に着

目した研究を行っている．今年度はウニ１６細胞期小割球による骨片形成の培養系を用いた実験により，骨片形成に

おける重力の影響が，カルシウムの取り込みや輸送などにどのように関係しているかを調べた．重力の影響がより
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顕著に観察できる条件を新たに見いだし，その条件下で，過重力による骨変形成の阻害と培養系のカルシウム濃度

の関係を調べ，カルシウムの取り込みや輸送に重力がかかわっている可能生を明らかにした．

Ⅱ−2−f−23

海産動物の産卵・飼育条件の調査

助教授 黒谷明美 お茶の水女子大・湾岸生物教育研究センター 清本正人

宇宙生物学実験で用いられる生物試料は，打上げの延期などスケジュールが定まらないことが多いため，一年中

使用できるような生物種であることが望ましいが，これまでの研究結果の蓄積や実験の経験を生かし，研究の目的

に最適な伝統的な生物種を使うことも必要となる．発生および形態形成研究には，海産無セキツイ動物を使用する

のが有効であるが，このような生物種には産卵シーズンが存在する．海産無セキツイ動物の中でも発生や形態形成

の研究によく使われている棘皮動物ウニについて，昨年度と同様に実験室での周年の採卵・採精を可能とするため

に，その産卵シーズンを決定する要因の調査および最適な飼育方法の研究を継続して行い，昨年度確定した飼育水

温プロファイルにおける飼育の２年目のデータを取得した．

Ⅱ−2−f−24

微小重力下での動物の挙動に関する研究

助教授 黒谷明美

両生類・魚類などのセキツイ動物や，さまざまな無セキツイ動物などを用い，微小重力下での挙動と１G下での

生活パターンとの関係を調べる研究を行っている．今年度はゾウリムシのライフサイクルステージや飼育温度のち

がいによる重力走性の現れ方のちがいについての基礎的なデータの取得，および，今後重力環境を変えた実験を行

う可能性を探るために，ボルボックスの飼育条件の吟味などを行った．

Ⅱ−2−f−25

「宇宙」および「生物」を題材とした教育活動の方法の調査研究

助教授 黒谷明美

理科教育・科学教育において，そのきっかけ，テーマ，教材としての「宇宙」や「生物」という題材の有用性を

探る調査研究を行っている．中学校，高校，大学などで依頼された授業や講義の機会や執筆活動の一部を通じて，

調査研究の試行を行っている．本年度は，相模台工業高校においてサイエンスパートナーシッププログラム（SPP）

における授業「宇宙と生命」を担当し，現場の教師たちとともに授業題材の吟味，授業計画の作成，教材の研究お

よび実際の授業を行った．生物の発生・分化・形態形成のしくみを高校生・大学一般教養レベルで理解できること

を目指した，図の豊富な一般書の執筆を行った．

ｇ．宇宙航行システム研究系

Ⅱ−2−g−1

セラミックス系スラスタの研究

教 授 上杉邦憲 助教授 澤井秀次郎 技術職員 志田真樹

助教授 佐藤英一 助 手 森 治

将来の衛星及び惑星間探査機において軌道・姿勢制御に使用される高性能エンジンとして，耐熱性能に優れたセ

ラミックス素材を用いた２液スラスタの実用化を目指して研究を行っている．２００４年度は，高膨張ノズルまでを一

体のセラミックスで成形したスラスタを試作し，地上燃焼試験を実施した．
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