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1. はじめに 

 

日本の宇宙環境利用生物科学・バイオテクノロジー研究の推進戦略を協議し

必要な提言を行うことを目的として平成10年度に宇宙環境利用研究委員会／ラ

イフサイエンス専門委員会が創設され、ライフサイエンス分野研究シナリオ、

重点研究領域、および次期共通実験装置に関して検討を進めてきた。またその

内容は国際宇宙ステーション利用計画ワークショップやインターネットを利用

して公開し、一般研究者からの意見を参考にして作成、改訂してきている。 

 
1.1. 本研究シナリオの役割 

本研究シナリオの第一の役割は、公募地上研究や国際公募研究に研究者が応

募し実施する際、あるいはそれ以外の研究を企画する際の参考となることにあ

る。基本的にここで示した研究内容に拘束することを想定するものではなく、

本研究シナリオの内容に関連する研究や、宇宙実験全般の留意点等の参考にな

るものである。 

第二の役割は実験装置・実験技術開発の候補検討に資することにある。実験

装置・実験技術開発を進めるにあたっては、それを利用する研究について想定

が必要である。当面は、本研究シナリオの内容に沿った実験装置・実験技術の

開発を検討する。 

第三の役割は、宇宙開発事業団がＩＳＳ／ＪＥＭ利用研究を推進するにあた

り自ら取り組むべき方向性や考え方の基礎とすることである。 

 

1.1.1 公募地上研究におけるシナリオの役割 

公募地上研究は、宇宙環境利用を目指した準備研究を支援するための制度で

あり、本研究シナリオが選定、評価にあたってのガイドラインとなる。公募地

上研究では、提案された研究課題に関し、地上研究レベルからＩＳＳ／ＪＥＭ

を利用した宇宙実験が可能となるレベルまで、準備を進めていくこととなるが、

研究のタイプとしては、(1) 新たな現象の発見につながる研究、(2) 過去の実

験の検証及び発展的研究、(3) それらをもとに原理やメカニズムの解明につな

がる研究等、想定されるいくつかのレベルをバランスよく選ぶ。 

 

1.1.2 ライフサイエンス国際公募におけるシナリオの役割 

ライフサイエンス国際公募は、ＩＳＳ参加各国の装置を相互に利用して、ライ

フサイエンス分野において最大限の科学的成果を得ることを目的にフライトテ

ーマを公募するものである。国際公募においては、応募する研究者に対してだ
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けではなく、関係各国の宇宙機関に対し我が国の方向性を示す必要がある。こ

の際、日本としては、本研究シナリオに沿った推進方策がとられる旨説明する

こととなる。 

また、研究テーマの公募、評価・選定にあたっては、日本としては、本研究シ

ナリオの考え方を反映する。 

 

1.1.3 その他のフライトテーマの選定におけるシナリオの役割 

ＩＳＳの運用に先立って、スペースシャトルでの実験機会の確保される場合

がある。ライフサイエンス国際公募での選定テーマや一次選定テーマの内、条

件が合致するものはそれらのスペースシャトル飛行で実施されていくこととな

る。また、場合によっては、条件に応じて、新たな実験テーマを選定していく

必要が生じることが予想される。 

本研究シナリオはこのような各種の宇宙実験機会に対応していく際の指針と

なるものである。 

 

1.1.4 波及効果 

 本研究シナリオに沿って研究テーマが提案され、宇宙環境を利用した特定の

研究分野で波及効果の大きい研究が数多く進展することにより、学術的価値の

高い研究成果が得られ、地上の研究分野にも波及させる。その結果として宇宙

環境を利用した生物科学・バイオテクノロジー研究が推進され、宇宙環境利用

に対する国民の理解を増進させる。 

 

1.1.5 新たな先端融合領域等に対応する人材育成 

 宇宙ライフサイエンスにおいては、生命現象の基本的な理解に加えて、物

理科学や工学等他の分野をも含む総合的な研究の展開や各種の先端的技術の適

用が大きな部分を占める。宇宙ライフサイエンス研究の経験を積んだ研究者は、

新たな先端融合領域においても強力な担い手になると期待される。また、次代

を担うより若い世代にとって宇宙は大きな魅力であり、適切な啓発を行うこと

で科学への関心と正しい理解の増進に役立たせる。 

 

1.2. 本書におけるライフサイエンス分野について 

 

 本分野の研究シナリオと、「宇宙医学分野」研究シナリオ、公募地上研究に

おける「生物科学」、「バイオメディカル」、「宇宙医学」の各評価パネルについ

て、解説する。 
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本研究シナリオは、公募地上研究における、「ライフサイエンス」と「バイオ

メディカル」の両パネルを対象としている（「バイオメディカル」は生物科学と

医学の複合領域であり、宇宙医学の観点からの研究については「宇宙医学分野」

研究シナリオを参照して頂きたい）。以下、本研究シナリオにおける、「ライフ

サイエンス」と「バイオメディカル」の考え方を記す。 

 

ライフサイエンス 

・ 基礎科学： 宇宙環境を利用して地上では達成できない研究を行うことに

より、生命現象に関わる原理や法則性の発見を目指す 

・ 応用技術の展開： 生命現象に基づく技術(バイオテクノロジー)に宇宙環

境を利用する 

・ 有人宇宙技術の展開： 有人宇宙技術の開発を基盤的に支える知見を得る 

 

バイオメディカル 

・ 基礎科学的な面を重視した、基礎医学関連を中心とした研究、及びヒトの

生物学に関連する生命科学研究 

・ 宇宙環境の影響に対する生体応答のメカニズムの解明が主体。宇宙環境を

利用した、基礎医学研究も含む。 

 

 以上の定義に基づいても、実際上は「ライフサイエンス」の研究と「バイ

オメディカル」の研究とを区別することは必ずしも容易でない。それ故、本研

究シナリオの大部分は両者を包括したかたちとなっている。実際の公募研究へ

の応募に当たっては、公募の案内に記載されている「生物科学」、「バイオメデ

ィカル」及び「宇宙医学」のテーマ分類表を参照されたい。 

有人宇宙技術のうち、「科学的側面を重視した基礎医学関連を中心とした研

究、および、ヒトの生物学に関連する生命科学研究」は、公募地上研究制度に

おいては「バイオメディカル分野」として研究の公募、推進を実施しており、

医学的視点からの取り組みは、宇宙医学研究シナリオに示されている。「生命の

本質理解を目的とする基礎的な研究」に関しては、本研究シナリオを参考にさ

れたい。 

 

1.3. 本分野の目標 

 

ライフサイエンス(生物科学・バイオテクノロジー)分野の当面(少なくとも今
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後５年程度)の目標は、宇宙環境を利用した「生物科学＝バイオサイエンス」と

「バイオテクノロジー」である。 

この分野は（１）生命現象に関わる原理や法則性の発見を目指す生物科学に

おいて、宇宙環境を利用して地上では達成できない研究を行う、という基礎科

学的側面と、（２）生命現象に基づく技術に宇宙環境を利用する、という応用的

側面の２つを持つ。また（３）有人宇宙技術の開発を基盤的に支える研究の中

で、広く生物一般と関わりのあることを研究する分野も含まれる。 

 

さらに、宇宙実験の成果を普及し、あわせて国民の理解を増進するため、こ

れら研究の成果が分かりやすく広められることを期待する。特に学校教育過程

における機会を通して、次世代の科学を担う小、中、高校生の参加と理解増進

を図る。 

 

1.4. 本分野の特徴 

 

本研究分野の対象である生命現象は複雑多岐にわたる。研究対象である生命

現象を体系的に捉えた場合、多段階の階層性を持つ時間発展系であることが特

徴である。マクロな側から、(1)多種多様な、多数の生物からなる生態系のレベ

ル、(2)その要素である生物群のレベル、(3)個体のレベル、(4)器官・組織のレ

ベル、(5)細胞のレベル、(6)細胞小器官のレベル、 (7) 遺伝子・分子のレベル

に分けられる。 

 

生態系レベル 

生物群レベル 

個体レベル 

器官・組織レベル 

細胞レベル 

細胞小器官レベル 

遺伝子・分子レベル 

生命現象の階層性 

 

生物科学の研究では通常、ある階層中の特徴的な現象を捉え、そこからより

下位の階層の現象をもとにその現象を説明し、メカニズムの解析をする。そし

てその過程から、本質的、基礎的な法則性を発見する。生命現象が単純に理解

し難いのは、上位の階層の状態は下位の階層における多くのステップを踏む一

連の要素レベルでの時間的に変化する現象の結果であり、またそれらが単純な
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線形関係で理解できないことである。例えば要素レベルの現象が非線型であっ

たり、それらの相互作用が非線型であったり、さらに上位の階層からのフィー

ドバックで要素レベルの状態が変化するような、因果関係が環状になりつつ長

期的に時間発展することがしばしばあり得ることである。 

この様な複雑な研究対象に対し、これまでいくつかのタイプの研究がなされ

てきた。一つは、細胞レベルでの基本的な生命現象が、DNA(遺伝情報) → メ

ッセンジャーRNA → 蛋白質という流れに沿って起こり、ひいては個体レベル

の生命現象もこの結果に由来するという概念にそって要素還元的に解析、理解

するものである。この枠組みでの理解は、生命現象の階層の底辺での変化を捉

えて解析するため、現象解析において体系的積み上げにつながる点で優れてい

る。 

今一つの研究のタイプはより高次の階層に関するものである。脳・神経系で

の情報処理等で代表される高次の階層の現象は、例えば分子レベルに遡る解析

的研究だけでは理解できない。ニューロンは情報処理システムの中では相対的

には下位の階層に属する基本単位であるが、ニューロン自体が複雑であり、さ

らに相互作用の結果生ずる高次の状態や機能に影響される過程も加わり、神経

系全体は上下の階層間の相互作用を含む更に複雑な系である。 

このように複雑な系を扱う場合には、解析的研究に加えて、適当な再構成や

モデルの構築を含む統合的、構成的研究方法もあわせて採用し、両者に均等の

比重を置いて研究を進める必要がある。例えば培養細胞を用いた再構成系でそ

の機能を検討することや、遺伝子を導入、欠損（ノックアウト）あるいは、突

然変異した細胞、個体等により現象を検討し、想定していたメカニズムである

かどうかを検証するといった実験は一般的に試みられている。また、ニューラ

ルネットのようなシミュレーションモデルなども、有力な手法として導入され

る。 

あるいは複数の異なった生物種を用いて比較検討する種類の研究も、問題に

よっては重要である。生物の多様性と類似性とを利用し、ヒトでは容易に設定

できない初期条件のバリエーションを、対象とする現象／系に導入することに

より、生命現象の根幹に存在する原理を発見できる。 

さらに、近年のゲノムサイエンスの進展にともない全ゲノムシーケンスが明

らかとなった生物種は急速に増大している。またそこで明らかとなった蛋白質

の機能に関するデータも急速に蓄積されている。これら網羅的情報を積極的に

生かすとともに、遺伝子発現パターンの時間変化等を解析して研究を進めるこ

とは、今後の生物科学研究のあり方として極めて重要である。 

宇宙環境を利用した生物科学の実験においては、これらの研究対象の特徴や
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方法論を念頭において、実験の企画、実験技術の開発、実験装置の開発、運用

技術の開発、実験機会の整備等を行うことが重要である。さらにＩＳＳ／ＪＥ

Ｍの利用により長期間にわたる実験が可能となる点も念頭に置く必要がある。

一方これまで、多種多様な現象が研究対象とされており、実験材料、実験技術、

実験装置等、一般的には個別の実験に応じて多様である。また、実験対象に応

じた個別の実験条件の設定や、実験者の手技に頼る部分が多く、共通に自動化

できる部分は多くない。このような特徴に対し、実験資源が限られる宇宙実験

の場合、効率よく科学的に質の高い成果を出すためには本研究分野の特徴を十

分に理解した上で、適切な実験の企画と、実験設備、実験環境の整備が必要で

ある。 

バイオテクノロジーは、生物科学が明らかにしてきた法則性や経験的な現象

の理解をもとに、医学、工学などに適用可能な技術を創造することを目的とす

る。現在においては、生命現象の理解は未だ完全とは言い難い。従って、バイ

オテクノロジーにおいては常に不確実な要素を取り除く努力が必要である。宇

宙環境を利用したバイオテクノロジーにおいては、特に微小重力環境及びその

環境下での生命現象を利用して技術開発を行うことにより、地上研究では不明

確であった要素を明確に出来る可能性を想定する。 

 

1.5. 宇宙環境の利用 

 

国際宇宙ステーション(ISS)/日本の実験モジュール(JEM)等を想定した主要な

宇宙環境の特徴とその利用の可能性は以下の通りである。ただし、各環境因子

は単独に存在するのではなく、複合した環境であることを認識しておくべきで

ある。 

 

（１）微小重力環境 

次の3つの領域の研究が可能である。 

・重力感受に関する生命現象の解析 

生物がもつ重力ベクトル感受機構の感受・応答及び適応のメカニズム

の解析に際し、微小重力環境を利用することにより、人工的な重力環

境(大きさ、方向)での実験を行う。 

・重力の効果・影響解析 

重力の方向に依らず、その大小により影響される現象を解析する環境

として利用する。細胞や個体レベルの現象の他、世代を経る際の適応、

進化等の解析を行う。 
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・微小重力環境でのバイオテクノロジー 

微小重力環境での生命現象をバイオテクノロジーへと展開し、利用す

る。 

 

微小重力環境の利用においては、ＩＳＳ／ＪＥＭにおける残留重力や振動

の影響を考慮する必要がある。また、細胞培養装置内遠心機、ならびに重

力発生装置搭載モジュールでは人工的な重力環境を実現できるが、半径方

向に傾斜している重力環境であることやコリオリ力が働くことに注意が必

要である。 

 

（２）放射線環境 

次のタイプの研究が想定される。 

・宇宙放射線の生物影響研究 

ＩＳＳ／ＪＥＭで太陽、あるいは銀河を源とする多種多様な宇宙放射

線等への被曝、低線量率での長期被曝、さらに微小重力環境との相乗

効果（複合作用）等に関する宇宙放射線の生物影響研究を行う。 

 

しかしながら、以下の点に留意する必要がある。 

・ 放射線等のスペクトルが時々刻々変化する。また重粒子線の場合は、

生物に損傷を与える原因となる電離（イオン）が局所的に集中して生

じることになる。このため 放射線影響を検出するためには、ミクロ

(例えば細胞レベル)な放射線計測との組み合わせが必須となる。 

・ ＩＳＳ／ＪＥＭ与圧部内では遮蔽物の影響による特殊な放射線スペ

クトル（二次放射線）を持つ環境である。この特殊性を考慮して利用

する必要がある。このため、宇宙放射線生物影響研究に関しては「重

力の効果・影響」にかかわるものと、「宇宙環境と生命」に関わるも

のとに分けて検討する。 

・ 宇宙空間での生物起源の探索や、地球生命の環境適応限界の検討等に

おいては、遮蔽物のない曝露環境が必須である。ただし本研究シナリ

オでは、当面ＩＳＳ／ＪＥＭ与圧部内の研究を中心に検討を進めるこ

ととし、曝露環境の利用に関連することについては将来の検討課題と

する。 
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（３）宇宙空間ならびに閉鎖環境 

次のタイプの研究が想定される。 

・ 宇宙空間の利用 

生物起源の探求や圏外生命の可能性の検討に利用する。ただし、曝露

環境の利用が必要であり、将来の検討課題とする。 

・ 閉鎖環境の利用 

ＩＳＳ／ＪＥＭ船内は制御された閉鎖環境であり、また、微小重力や

宇宙放射線環境などと複合している。この環境に対する生物の適応が

地上と異なる様相があるのであれば、検討課題となる。 

 

この他、軌道上では重力の影響を排除して磁場の影響を抽出することが可

能であるので、生物への磁場の影響に関する実験も想定される。 

 

本研究シナリオではこれらの特徴を踏まえ、以下の４つの領域を設定し、具体

的シナリオ例を検討した。 

 

宇宙環境利用研究 

特徴 微小重力環境 放射線環境 宇宙空間 

閉鎖環境 

領域 

 

重力感受に

関する生命

現象解析 

重 力 の 効

果・影響解析

（含：宇宙放

射線と微小

重力の複合

影響） 

微小重力環

境でのバイ

オテクノロ

ジー 

宇宙環境と生命の関わり解

析 

 

2. これまでの宇宙環境利用研究 

 

2.1. これまでの成果 

 

宇宙環境における生物関連の研究はこれまで有人宇宙飛行技術、基礎生物科

学、バイオテクノロジーという3つの方向から進められ、互いに関連して発展し

てきた。以下にこれらの代表的な成果を示す。特に基礎生物科学とバイオテク

ノロジーに関しては、１．３項の分類を踏まえて示した。 
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2.1.1.有人宇宙飛行技術から 

宇宙での生物学実験は、米国ならびにロシアにおける有人宇宙飛行の安全性の

検討や生命維持技術の実証から始まっている。そして初期の結果から、適切な

生命維持技術が出来れば、ある程度の期間ならヒトが致命的な障害を受けずに

地上に生還できることが明らかにされた。 

このことは微小重力と船内の宇宙放射線環境は、ヒトを含む生物の生命維持

にとって必要な最低限のエネルギー代謝や神経情報処理等の過程には、致命的

な影響を与えていないであろうことを推察させる。しかしながら他方、骨量の

減少 [1] 、筋力の低下 [2] 、免疫機能の低下 [3] 、体液のシフト [4] 、宇

宙酔い [5] 、ライトフラッシュ [6] 、末梢血リンパ球の染色体異常 [7] 等、

致命的ではないにせよ大きな影響を与えることも明らかにされた。このような

宇宙環境に対する特徴的な生物応答の詳細な観察とそのメカニズム解析が進め

られている［8,9（綜説）］。 

[1] Mack PB et al., Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med (1967) 100, 

503-11. 

[2] Ilyina-Kakueva EI et al., Aviat Space Environ Med (1976) 47, 700-703. 

[3] Taylor GR et al., Aviat Space Environ Med (1986) 57, 213-217. 

[4] Kirsch KA et al., Science (1984) 225, 218-219. 

[5] Davis JR et al., Aviat Space Environ Med (1988) 59, 1185-1189. 

[6] McNulty PJ et al., Science (1975) 189, 453-454. 

[7] Testard I et al., Int. J. Radiation Biology (1996) 70, 403-411. 
[8] Nicogossian AE et al., Space Physiology and Medicine 3rd ed, Lea & 

Fe, Pennsylvania (1994).[第4版は2002年12月刊行予定] 

[9] 関口ら, 宇宙開発事業団編 宇宙医学・生理学, 社会保険出版社, 東京 

(1998). 

 

2.1.2.重力感受に関する生命現象の解析 

原生生物の重力感知 

ユーグレナ、ゾウリムシ等の原生生物は重力走性を示す。おそらく細胞膜に

分布するメカノレセプターが重力感知機能を与えると考えられている[1,2,3]。 

[1] Hemmersbach R et al., FASEB J. (1999) 13 Suppl., S69-75. 

[2] Mogami Y et al., Adv. Space Res. (1998) 21, 1291-1300. 

[3] Hader D-P et al., Planta (1997) 203, S7-S10. 
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植物の成長と形態形成 

植物は特定の細胞内にあるデンプン粒を平衡石として重力を感知し[1-3]、主

要植物ホルモンであるオーキシンの極性輸送・不均等分布による偏差成長で屈

曲すると考えられている[4,5]。近年、植物の重力感知における茎の内皮細胞や

根の柱軸細胞および細胞骨格の役割が、突然変異体や宇宙環境を利用した研究

で明らかにされ[1-3]、また、重力応答によって制御されるオーキシン輸送にか

かわる遺伝子も見出されている[4,5]。ＳＴＳ－９５(1998年10月に打上げられ

たスペースシャトルDiscovery)を利用した実験では、微小重力がオーキシンの

極性輸送を修飾することが示された[6]。また、ウリ科植物に見られるペグ組織

は本来上下両側に形成される潜在能力があるが、地上では重力によって上側が

抑制され下側のみに形成されていることも確かめられた[7]。すなわち重力によ

る植物形態形成の「ネガティブ・コントロール」である。この発見は、植物生

理学の既成概念を変える画期的なものであり、重力の効果を宇宙実験によりは

じめて明らかにしたものである。この重力によるペグの形成と抑制にもオーキ

シンの極性輸送・不均等分布が関与する可能性が示唆されている[8]。 

 ＳＴＳ－９５では重力が植物の骨格である細胞壁を構成する各種多糖の代謝

に及ぼす影響も調べられ、架橋成分が減少するため細胞壁の不可逆的伸展性が

高まるなどの現象が明らかになった[9]。地上では重力応答によってマスクされ

ている性質を調べるためにも宇宙環境が利用されている。微弱な電場が根の屈

曲に大きな影響を及ぼすこともＳＴＳ－９５を利用して確かめられた[10]。 

 アブラナ科植物やコムギを用いた宇宙実験では、微小重力下でも種子が発芽

し、植物体は栄養成長と生殖成長を進行させ、生活環を完結させることが示さ

れた[11]。 

 [1] Kiss, JZ Crit Rev Plant Sci (2000) 19, 551-573 

[2] Tasaka M et al., Trends Plant Sci (1999) 4, 103-107.  

[3] Blancaflor EB et al.,  Plant Physiol (1998) 116, 213-22. 

[4] Marchant A et al., Embo J (1999) 18, 2066-73. 

[5] Friml J et al., Nature (2002) 415, 806-809.[6] Ueda J et al., Biol 

Sci Space (2000) 14, 47-57. 

[7] Takahashi H et al., Planta (2000) 210, 515-8. 

[8] Kamada M et al., Planta (2000) 211, 493-501. 

[9] Hoson T et al., Biol Sci Space (2000) 14, 75-96. 

[10] Wolverton C et al., J Plant Res (1999) 112, 493-96. 

[11] Musgrave ME et al., Planta (2000) 210, 400-406. 
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胚発生 

イモリなど両生類の卵では卵黄が偏って存在していて、地上では、受精後重

力により定位回転する。微小重力下では上下の区別がなく、卵割の状態が地上

とは異なるにもかかわらず、発生から成長まで、ある程度支障なく進行するこ

とが明らかとなっている[1,2]。この現象は両生類の胚発生メカニズムの詳細

を検討する上で重要である。またメダカの場合でも、受精から胚発生を経て孵

化に至る過程には宇宙環境の明瞭な影響は認められず、その子孫はその後地上

でも増えている [3] 。 

一方ニワトリの場合、地上では浮力により胚が卵殻に接近して呼吸が維持で

きていたが、微小重力ではこのメカニズムが保証されないため発生途中で死ぬ

ものがあることが分かった [4] 。 

[1] Mogami Y et al., Adv. Space Res (1966) 17, 257-63 

[2] Souza KA et al., Proc Natl Acad Sci (1995) 92, 1975-1978. 

[3] Ijiri K, In: Suge H. ed. Plants in space biology. (Sendai, 1996) p1-11. 

[4] Suda T et al., FEBS Lett (1994) 340, 34-38. 

 

行動 

魚類に関しては、微小重力環境でループ遊泳等の特有の挙動を示すものがある

ことが分かった［1］。しかし、それには種による差、ならびに同一種でも系統

差が存在する。遺伝的系統によっては重力の有無の影響よりも空間の視覚によ

る認識や背光反射による姿勢の制御が優位で、ループ遊泳を起こさないものも

ある［2］。この行動解析では、遺伝的バックグラウンドを厳密に設定し、論理

的な対照実験を組み込んだ宇宙実験により、姿勢制御に関する情報処理過程を

明らかにできる可能性がある[3]。 

その他の様々な生物に関しては、魚類、両生類[3]、は虫類、（鳥類）、ほ乳類

等の行動が観察されている。 

[1] von Baumgarten RJ, Aviat Space Environ Med (1975) 46, 902-906. 

[2] Ijiri K, Adv Space Res (2000) 25, 1997-2006. 

[3] 井尻憲一、宇宙の生物学、朝倉書店、東京、（2001）. 

[4] Yamashita M et al.,  Biol Sci Space, (1997) 11, 313-320.  

 

高次脳機能 

 知覚・認知・記憶・判断・随意運動・情動など高次の脳機能に宇宙環境が及

ぼす影響については不明な点が多い[1]。地球の動物の方向判断や位置の記憶は、

重力で定義された空間地図に基づいている。生後８日および１４日の仔ラット
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を軌道上で１６日間飼育し、地上に帰還後、空間認識と位置記憶の能力を調べ

たところ特に異常は見つかっていない[2]。しかし、その他の脳機能や、世代を

またがる宇宙滞在によっては各種の影響が表れる可能性も否定できない。また、

宇宙環境を利用することによって地上では重力効果で掩蔽されている現象を発

見することも期待できる。高次脳機能に関する地上での研究は近年急速に進展

しており、今後この分野の研究者が参画されることを期待したい。 

[1] Casler JG et al., Int J Cogn Ergon (1999) 3, 351-372. 

[2] Temple MD et al., Soc Neurosci Abstr (1999) 25, 1623. 

 

2.1.3.重力の効果・影響解析 

細胞に対する微小重力影響 

搭乗員の長期滞在時に見られる骨量の減少の原因解析を目指した、微小重力

下での骨の細胞レベルの研究では、骨芽細胞では細胞分化に関わる各種蛋白質

とサイトカインの産生に増減が発見されていた [1] が、小型ロケット実験（欧

州、TR1A 6号機）により、細胞内の特定の信号伝達(詳しくはリン酸化したMAPK

の核移行)が微小重力により抑制される可能性が示され、細胞の中の信号伝達が

特定の伝達個所で微小重力により抑制されることが明らかとなった [2,3]。ま

た、数分間の微小重力により、細胞骨格の微小管の重合に変化が見られる[4]。 

ＤＮＡアレイを用いて包括的に解析した実験では、培養細胞の遺伝子発現パ

ターンが微小重力環境で大幅に変化する事が明らかにされている[5]。このこと

は、微小重力が細胞レベルの現象に対して重要な影響を与えていることを意味

している。これらの現象のメカニズムは未だ明らかではないが、細胞を微小重

力で培養したときに見られる様々な現象の原因となっている可能性が高い。 

[1] Kumei Y et al., J Biotechnol (1996) 47, 313-324. 

[2] Sato A et al.,  Adv Space Res (1999) 24, 807-813. 

[3] De Groot RP et al., J Cell Sci (1990) 97, 33-38. 

[4] Papaseit C et al.,  Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2000) 97, 8364-8368. 

[5] Hammond TG et al., Physiol. Genomics (2000) 3:163-173. 

 

宇宙放射線と微小重力の生物に対する複合影響 

放射線と微小重力との相乗効果がヒトにも当てはまるか否かを明らかにする

ことは、長期宇宙滞在時の搭乗員の放射線のリスクを考える際に極めて重要で

ある。基礎生物学的研究としてこれまで枯草菌[1]、粘菌[2]、アカパンカビ[3]、

カイコ[4]、ナナフシ[5]、ショウジョウバエ[6,7]、ヒト細胞[8,9,]、アラビド

プシス[10,11]、トウモロコシ種子[11]などを用いて、宇宙放射線による細胞死、
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奇形、突然変異の誘発などが解析されている。 

また、これらの研究も含めて、10種類以上の生物種について放射線影響の発

現に及ぼす微小重力の効果（相乗効果）が調べられており[12,13]、多くの場合

に微小重力と放射線の相乗効果が示唆されているので[5,7,12,13]、ヒトにおけ

る相乗効果の有無は今後の重要な研究テーマである。例えばインドナナフシに

おいては、重粒子で誘発される奇形の頻度が微小重力によって著しく増加する

ことが示されている。また、ショウジョウバエにおいては、突然変異率の増大

が示されている。一方、最近の実験結果からは、細胞レベルではその効果が認

められない例も報告されている[9,14]が個体レベルでは相乗効果の存在が認め

られる可能性が依然として高く、今後複合影響に関するメカニズムの解明が望

まれる。 

さらに最近の報告[15]によれば、遺伝的不安定性がDNA複製精度の低下を誘発

し、結果的に突然変異頻度が上昇することが示唆されている。このように遺伝

的に不安定な状態で微小重力や宇宙放射線に曝されると、放射線の影響が増強

される(複合影響)可能性がある。 

[1] Horneck G et al.,  Adv Space Res (1989) 9, 105-16. 

[2] Ohnishi T et al.,  Biol Sci Space (1997) 11, 29-34. 

[3] de Serres FJ et al., Radiation Research (1969) 39, 436-444. 

[4] Furusawa T et al.  J Jpn Soc Microgravity Appl (1998) 15 SII, 666-671. 

[5] Bucker H et al., Adv Space Res (1986) 6(12), 115-124. 

[6] Browining LS et al., Radiation Research (1968) 35, 500-501. 

[7] Ikenaga M et al.,  Biol Sci Space (1997) 11, 346-350. 

[8] Bender MA et al., Radiaiton Research (1967) 31, 91-111. 

[9] Ishizaki K et al., Avia Space Environ Med (2001) 72, 794-798. 

[10] Bucker H et al., Adv. Space Reserch (1984) 4, 83-90. 

[11] 長岡ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告(1994) 361-388. 

[12] Shank BB, In: Space Radiation Biology and Related Topics (1974), 

Academic Press, pp. 313-351. 

[13] Horneck G, Nucl. Tracks Radiation Measurement (1992) 20, 185-205.  

[14] Horneck G et al., Radiation Research (1997) 147, 376-384. 

[15] Han ZB et al., Mutation Res (1999) 426, 1-10. 

 

2.1.4.微小重力環境でのバイオテクノロジー 

生体高分子結晶生成 

微小重力環境では沈降や対流が消失することから、結晶生成を行う場として
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優れている。宇宙実験の初期の段階から構造解析用の大型で、解像度の良い蛋

白質結晶の生成が試みられてきた。特に米国では、製薬会社等の産業利用を目

指した産学官によるコンソーシアム(CMC： Center of macromolecular 

crystallization)がアラバマ大学に組織され、宇宙実験用の装置開発ならびに

定常的な結晶化実験（最近ではおおよそシャトルフライトの2回に1回くらいの

ペース）が行われている[1]。CMCによればおよそ20%の確率で、地上での結晶よ

りも構造解析に適した結晶が生成することが報告されている。[2,3] 

[1] http://www.reston.com/nasa/ascb/07.20.98.delucas.html 

[2] Fu Z et al., Acta Cryst (1999) D55, 5. 

[3] Berisio R et al., Acta Cryst (2000) D56, 55-61. 

 

バイオリアクター 

微小重力環境では浮遊培養時の細胞密度を高められる可能性があり、培養細

胞を利用した生理活性物質の生産には有用である可能性がある。そのため、例

えば抗体産生細胞による抗体産生実験等が試みられている [1,2,3] 。実際には、

細胞あたりの抗体産生量も増加する [4,5] など、他の効果も観察されているが、

技術として確立される段階にはまだ時間が必要である。 

また、微小重力環境を利用して移植医療や研究材料に利用するための生体組

織や臓器を立体的に培養する試みも検討されている［6］ 

[1] Smiley SA et al., Exp Cell Res (1997) 230, 411-414. 

[2] Morrison DR,  Physiologist (1992) 35, S31-44. 

[3] Chapes SK,  J. Leukoc Biol (1992) 52, 104-110. 

[4] 菅沼ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告 (1994) 237-248. 

[5] 奥沢ら、IML-2宇宙実験成果報告 (1996) 193-204. 

[6] Unsworth et al., Nature Medicine (1998) 4, 901-907. 

 

電気泳動 

微小重力環境では、熱による溶液の対流が抑制されることが予想される。そ

のため、例えば無担体電気泳動等には理想的な環境となることから、初期の段

階から無担体電気泳動技術の開発が行われている。実際、地上と比較し分離能

の向上が確認されているが [1,2] 、あわせて気泡の混入といったトラブルにも

見舞われており、技術として確立される段階にはまだ時間が必要である。 

[1] Kobayashi H et al., J Biotechnol (1996) 47, 367-376. 

[2] 黒田ら、ふわっと'92宇宙実験成果報告 (1994) 136-144. 

[2] Akiba T et al., Acta Astronaut (1995) 36, 177-81. 
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2.1.5.宇宙環境と生命の関わり解析 

ライフサイクル 

宇宙環境での長期滞在の可能性検討では、発生、成長、生殖、老化といった

ライフサイクルに支障がないかどうかという観点で検討されている。メダカの

場合、受精から胚発生を経て孵化に至る過程には宇宙環境の明瞭な影響は認め

られず、その子孫はその後地上でも増えている [1,2] 。 

[1] Ijiri K, In: Suge H. ed. Plants in space biology. (Sendai, 1996) p1-11. 

[2] 井尻憲一、宇宙の生物学、朝倉書店、東京、（2001） 

 

船内微生物環境 

宇宙船内は閉鎖環境空間であるため微生物環境には初期から注意が払われて

来た[1]。ミールでの微生物モニタリングで、放射線耐性の高い微生物[2]が分

離されている。それらが放射線をはじめとした宇宙環境曝露により選択を受け

た可能性がある。 

 [1] Taylor GR et al., In: Biomedical Results from Skylab (Washington D.C. 

1977) p53-63. 

[2] 大島ら スペースシャトル及びミール利用宇宙実験報告会予稿集（1998）

IV153-166. 

 

2.2. 考慮すべき問題点 

以下に、将来に向けて宇宙実験の課題としてさらに検討すべき問題点と課題

を整理する。 

 

2.2.1.実験装置および実験実施上の問題 

 

装置・実験技術の信頼性 

一般に生物科学の実験では実験結果に反映する要因が非常に多く、解析を目

的とする要因以外の要因の影響を排除するために細心の注意が払われる。その

ために、実験期間を通して実験条件を十分に制御・記録することが肝要である。 

しかしながら過去の宇宙実験の場合、実験装置の不具合が原因の場合もあるが、

地上予備実験が不十分であったために十分な実験条件が準備できず、信頼でき

る実験データを得られなかったケースが多い。また、打ち上げや搭載に関わる

制約による不十分な環境条件や、試料との適合性が不十分な機器での実験を余

儀なくされた例も多かった。 

科学的論理に基づく確実な結論を得るためには、実験条件の設定値からのず
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れが実験結果に及ぼす影響を評価しなければならない。条件制御に適用される

技術にはその科学的要求仕様にみあう信頼性が求められる。装置、実験技術、

生物試料の調製・準備、あるいはサンプルの解析等は基本的に地上での実験室

と同様の発想で開発されたものが多かったが、今後は装置開発、実験技術開発、

生物試料の調製・準備に関わる方法の確立、あるいはサンプルの解析に関する

技術の確立等で、宇宙実験での要求に対応した技術の最適化が必要である。 

 

対照実験の重要性 

生物科学の実験においては、対照(コントロール)実験が重要であることを再度

強調する。特に生物実験においては、実験パラメータ以外の要素を同一とした

対照実験が必須である。対照実験が不充分な実験からは正確な結論を導くこと

が不可能である。特に微小重力により気相や液相の対流、沈降、浮遊の抑制や

それによる実験対象生物周辺の熱輸送や化学成分の濃度分布変化は注意を要す

る。これら周辺環境の変化による影響を考慮した上で、研究対象とする現象の

解明を行うことが重要である。 

重力の影響を検討する研究では特に軌道上での１g 対照実験が不可欠である。

ＩＳＳ／ＪＥＭでは、細胞培養装置への遠心機の搭載や、重力発生装置搭載モ

ジュールの利用により、１g 対照実験が可能である。実験の計画においても科

学的に要求される対照実験が実施できるよう企画する。 

 

実験機会の確保 

これまでの宇宙実験の問題のひとつには、(1) 実験機会が少なすぎること、

(2) テーマ提案から実験の実施までの時間が長すぎること、(3) 繰り返しの実

験機会が多くの場合ないこと、(4) 長期的な予定が見込めないこと等、実験機

会の確保に関連するものがある。 

今後は、研究が継続的に進展することが重要であり、比較的容易に実験機会

を繰り返し確保できることが望まれる。実験によっては一見、相矛盾するよう

な結果となる場合もある。よって、他の研究者による追試を実施できることが、

実験結果の妥当性の評価に重要である。当初のテーマ提案者以外の研究者に対

しても実験機会を十分に確保することが必要である。ＩＳＳ／ＪＥＭが定常運

用されるようになれば、実験機会確保はかなり改善すると期待できるので、追

試に類する実験を含む提案に対しても配慮することが可能と考える。 
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2.2.2.宇宙実験・解析計画立案における課題 

 

生物科学の研究においては、地上、軌道上を問わず、まずマクロな実験により

現象を十分に把握した後に、より解析的研究に進むのが通常である。これまで

の宇宙実験では、研究が初期の段階にあるものが多いが、今後は、それぞれの

研究の目的を達成するための観察や実験条件が厳密に制御され、明確に記述さ

れていなければならない。 

ミクロなレベルの実験として地上研究では、細胞を破壊しその抽出物を解析す

ることや、細胞を染色しその構造や対象物質の分布を観察すること、および、

遺伝子操作により特定の遺伝子を導入、改変、欠損（ノックアウト）、あるいは

変異した細胞(生物)を利用すること等は通常行われている。宇宙実験において

もこれらの実験が容易に行える実験技術の確立が必要である 

さらに近年ゲノムプロジェクトの急速な進展に伴い、様々な生物のゲノムシー

ケンスが解読され、また遺伝子産物の機能や相互作用が明らかにされようとし

ている。これら網羅的情報の活用は、生物科学研究の手法を根本的に革新して

いくと考えられるが、宇宙実験技術ならびに地上での解析において、このよう

なパラダイムシフトに迅速に対応していくとともに宇宙環境を利用した革新的

新手法の開発等を通じて生物科学全般に貢献することが極めて重要である。 

 

2.2.3.研究成果とその発表に関する課題 

 

研究に関しては、前項以外に論文を発表しやすい環境の整備が重要である。現

状では、宇宙実験結果の再現性や信頼性の問題から、宇宙関係以外の一般の学

術誌に宇宙実験に関する論文が掲載されることは稀であるが、予備的段階の成

果であっても数少ない貴重な実験結果が広く普及されないことは問題である。 

一方、宇宙実験が頻繁に実施されるようになった段階では、その成果が宇宙

関係以外の一般の学術誌にも日常的に掲載されるような状況が望ましい。この

ためにはこの分野の研究者人口を増すことが必要である。このような人材の育

成も重要な課題である。さらに、宇宙環境を利用して学術上の基本問題を解決

する研究や、一般的興味(general interest)のある成果が得られる研究を重点

的に行うことも重要である。 
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3. 研究各分野の特徴、課題と方向性 

 

3.1. 重力感受に関する生命現象の解析 

 

重力は普遍的に存在する刺激である。地上の生物は自らの生存のために、それ

ぞれ特有の重力感知機構(例えば耳石)を発達させ、重力ベクトルを感受すると

ともに、それに対する応答や機能的変化、形態変化、適応等を発達させてきた。

地上の研究では、これらの過程を解析する場合、与える重力ベクトルの方向を

変えることはできるものの、その大きさを減ずることは極めて短時間(せいぜい

数十秒)に限られる。ＩＳＳ／ＪＥＭは、長期間にわたり安定した微小重力状態

が得られ、重力感知に関する研究に適した実験環境である。 

これまでの宇宙実験では、多くの生物の重力感受についてマクロなレベルで少

しずつ実験されてきている状況である。今後は研究対象を絞り込み、多数の研

究者がそれぞれの立場から多角的に解析できる状況を期待する。さらに急速に

進展しているゲノムプロジェクトの成果が反映できる材料を用い、地上での研

究との連携により、遺伝子のレベルを含めて明らかにできる生物種に絞ること

が重要である。 

対象とする現象としては、空間的な制約が少なく、かつ重力感受が明確である

ことが期待される、植物の成長・形態形成、胚発生、行動、高次脳機能の問題

としての運動機能の適応や空間認知等の研究は有望である。また微小重力下で

は、重力感知に関する個体差を容易に検出できると考えられることから、これ

ら変異体の確立とその特性の解析は有力な手法となる。 

 

3.2. 重力の効果・影響解析 

 

細胞内の特定の信号伝達や放射線損傷遺伝子の修復に対する、微小重力の影響

の有無に関する知見が集まりつつある。影響がある場合では、重力の大きさそ

のものが小さくなることにより、微小重力特有の流体的性質が生体内の諸現象

に影響を与えていると考えられる。これらの現象は、重力ベクトルの感受メカ

ニズムは存在せず、方向に依らない重力場の効果や影響である。 

このレベルの現象の影響は、生物はさまざまな機構で補償していると考えられ、

表面的には影響が少ない(致命的でない)ように見える。しかし、実際には細胞

レベル以下の要素過程でも微小重力により多くの影響を受けていることが明ら

かになりつつある。この際、様々な信号伝達系や反応カスケードの変異株を利

用することは一つの方法である。宇宙放射線被曝時の生物影響に関しては、主
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に微小重力との複合効果、特に細胞内の放射線損傷に対する修復機構への微小

重力影響の解析が重要である。 

さらに長期間の宇宙実験機会を利用し、減数分裂や生殖に対する重力の影響、

効果から、世代をまたがる生物への影響に関する研究も想定される。 

 

3.3. 微小重力環境でのバイオテクノロジー 

 

 微小重力環境では自然対流や沈降現象に起因する揺らぎが少なく、かつ液

中の物体に静水圧はかからない。この環境を利用し、生体高分子や細胞、組織

等に対し、様々な操作を加えることにより、地上では不可能な新規技術の創造

が可能である。地上での技術の進展も考慮したうえ、より高次の複合体の研究

や、可溶性蛋白質以外の物質（RNA、リボソーム、ウイルス、膜蛋白等）の結晶

を生成しそれらの構造解析に利用することが重要である。多くの意義ある宇宙

実験が構想されていることから、定常的な実験機会確保が必要である。 

この他、微小重力環境では無担体培養が可能であり、3次元組織培養による人

工組織の構築といった再生医療を目指した研究が既に欧米で試行されている。 

 

3.4. 宇宙環境と生命の関わり解析 

 

 宇宙放射線環境、宇宙空間、ならびに閉鎖環境といった、ＩＳＳ／ＪＥＭに

関連した宇宙環境全般を利用するものであり、想定される研究分野は以下の通

りである。 

（１）生命の起源関連： 曝露環境を利用し、分子レベルでの進化の検討や、

宇宙ダストの捕獲と分析から地球外生命の存在可能性を探求する。 

（２）生物の生存可能性関連： 曝露環境を利用し、宇宙放射線環境への生

物の適応限界を検討する。劣悪化しつつある地球環境における有用な

示唆を与えることも期待される。 
（３）生物の環境適応能力関連： 宇宙環境における人為的な閉鎖環境のな

かでの長期間にわたる生物の適応や遺伝的変化の検討。長期有人飛行

における生命維持技術の確立に重要である。 
 

これまでの実験例は少なく、これからの分野である。当面、長期的な宇宙放

射線環境下での生物影響の検討や宇宙環境でのライフサイクルの観察等が考え

られる。ただし明確な仮説と方向性を提示するまでには至っていない。 
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4. シナリオ構築の基本的考え方 

 

前節までに述べた条件を考慮し、宇宙環境を利用した生物科学・バイオテクノ

ロジー研究を遂行する筋道として、以下に研究シナリオを提示するが、本研究

分野における基本的な考え方は「緩い重点化」である。これは以下に示す、「多

様性の尊重」と「現実的な問題」を考慮した結果である。 

 

多様性の尊重 

（１）研究の対象となる生命現象は、「様々な生物が示す多彩な現象」であ

り、研究対象について大きな自由度を有する。 

（２）生物科学・バイオテクノロジー分野の研究は、本質的に多様な生物材

料、多彩な生命現象を対象とするために、必然的に多様なアプローチ

と、参画する研究者の多様な発想が重要である。 

（３）生命科学に関連する研究分野の進歩、実験技術の革新の速度は急速で

ある。このため、体系的かつ長期的シナリオを過度に固定することは、

将来の可能性を制約する危険性が高い。従って、地上での研究の進展

に則し、継続的にシナリオを見直し、適宜改訂できる余地を残してお

くことが必要である。ただし、ここの分野について、重点化をするこ

とが研究の進展に有用と考えられる場合にはそれを制限するもので

はない。 
 

現実的な問題 

（１） ＩＳＳ／ＪＥＭの実験リソースの制限、すなわち装置や実験機会の制

約から、当面実験できることの内容と回数が限定される。 

（２） 研究成果を得るに際して有効な方向性を示すことは重要である。参考

にできる研究シナリオを示すことにより、提案される研究が過度に発

散せず、効率よく成果に結び付けられる。 

（３） ＩＳＳ／ＪＥＭの最大の特徴は、「長期間実験」であり、この特徴を

最大限に活用する。 

 

本研究シナリオは、重点的に検討すべき研究分野、研究の方向性、考え方を

示すが、これらは研究者が研究を企画する上での参考である。実際には(a)本研

究シナリオで提示した主要な研究を軸に、特定の課題に対する問題の詳細化や、

メカニズム解析といった学術的進展を期待するが、(b)それ以外の、萌芽的な新

規な研究、新たな現象の発見、研究者の裾野の拡大を排除するものではない。
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(a)、(b)の重点比率はおおよそ７：３を想定している。 

 なお、実際のJEM搭載細胞培養装置では、細胞、菌類、その他2cm程度までの

動物・昆虫、5cm程度までの植物までを取り扱うことができる。これ以外の生物

を取り扱うことは現時点ではできない。今後、水棲生物実験装置が製作された

場合は水棲植物、小型の魚類や両生類等も実験対象となる。これらの範囲外の

動植物を利用する場合には、国際協力の枠組みを活用し、国際公募を通じて他

国の装置を利用する。本研究シナリオではこれら他国の装置も利用可能である

ことを考慮している。 

宇宙実験に利用する生物試料の選定に関しては、単に搭載性の観点からだけ

でなく、ゲノムシーケンスや蛋白質機能に関する網羅的情報の解析が組織的に

行われている生物種であることを考慮することが重要である。 

 

 

5. JEM利用研究シナリオ 

 

以下では第３章「研究各分野の特徴、課題と方向性」で示した方向性をもと

に、当面検討すべき研究内容を絞り込み、それぞれについての想定される研究

の方向性を検討した。なお、今後フィージビリティ検討をすべきテーマ例につ

いては10章に示した。 

 

5.1. 重力感受に関する生命現象の解析 

 

重力感受に関する生命現象解析では、当面以下の生物試料を推奨する。 

・ 植物： シロイヌナズナ等の小型の植物や、その他大型の植物の種子

及び芽生え 

・ 胚： アフリカツメガエル等両生類及びゼブラフィッシュ・メダカ等

小型魚類の胚・幼生 

・ 動物： ゼブラフィッシュ・メダカ等の小型の魚類、ショウジョウバ

エ等の小型の昆虫 

 

研究対象としては、当面以下を想定する。 

・ 植物成長・分化・形態形成 

・ 胚発生 

・ 行動、生理 

・ 高次脳機能 
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なお、これらの現象が、生物の階層性のどのレベルで現れる可能性が考えら

れるかを下表に示す（○：可能性が高い、△：可能性がある程度期待できる、

空欄：可能性低い）。また、各現象に関わる研究の概要を以下にまとめる。 

 植物の成

長・分化・形

態形成 

胚発生 行動・生理 高次脳機能

生態系レベル   ○ ○ 

生物群レベル  ○ ○ ○ 

個体レベル △ ○ ○ ○ 

器官・組織レベル ○ ○ ○ ○ 

細胞レベル ○ ○ ○ ○ 

細胞小器官レベル ○ ○ △ △ 

遺伝子・分子レベル ○ ○ △ △ 

 

植物の成長・分化・形態形成等における重力と他の因子の役割 

 植物の形態形成における重力感受に伴うマクロな変化と、細胞レベルでのミ

クロな変化の連携メカニズムの解明では、重力刺激の感受、伝達、形質発現に

関わる全過程を、遺伝子レベルから個体レベルまで明らかにする。 

さらに植物は光、水分、電場、磁場等によっても形態形成が影響を受けるが、

重力の影響を排除することにより、それらの個別の影響を容易に解明できる。

結果として、植物がその形態を作る上での情報処理過程がどのようなものであ

るかを明らかにする。 

当面の実験としては、重力刺激感受、刺激伝達、形質発現の全過程を遺伝子発

現、細胞の微細構造の変化、形態変化等から解明する。また、重力影響を排除

しながら、光、水分、電場、磁場などに対する植物の応答を解析する。重力に

関するシグナル伝達に変異を持つ変異株の利用は有効である。また、ＧＦＰ等

のマーカー遺伝子を用いて、非破壊的（非侵襲的）に遺伝子発現等を個体レベ

ルで解析する実験技術の確立が望まれる。 

 

胚発生における、重力の発生・分化等に対する効果、影響 

両生類や鳥類の卵の発生・分化の過程に対する重力の役割を詳細に明らかにす

るとともに、恒常性維持にかかわる補償メカニズムを解析することにより、生物

に生得的にプログラムされていることと、適応で獲得する事象、ならびにその過

程について知見を得る。またこの際の重力を検知するメカニズム、例えば胚の細

胞骨格、形態形成運動等に対する重力の効果を検討する。 
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動物の生理、行動等に対する重力影響 

微小重力環境では重力に依存しかつ１g 環境では顕在化しない生理や行動に

関する現象を検討できる。すなわち、この微小重力での行動の詳細な解析から、

その動物が生得的に持つ生理や行動の原理と、環境に適応して獲得する、生理

や行動を明らかにできる。 

魚類に関しては、微小重力環境でのループ遊泳等の特有の挙動解析から、姿勢

制御に関する情報処理過程を詳細に明らかにできるほか、その性質が遺伝的形

質に関わるのか、後天的に獲得されるものなのかといった点が明らかにできる。

また世代を重ねることによる適応過程を検討することも考えられる。 

 

高次脳機能 

空間認識や運動系の制御における適応の解析では、生得的に脳神経系にプログ

ラムされた情報処理とその可塑性に関する知見が得られる可能性がある。これ

らは、神経科学の先端分野とも連携して進展すると思われる。 

例えば、視覚や触覚、重力加速度の知覚情報を元に、脳内に３次元的な空間イ

メージが構築される過程を、神経回路網のレベルで理解するのに微小重力環境

での実験は有効である。 

手や足の運動制御では、手足の挙動に関連する空間的･力学的イメージが脳内

に構築され、利用されていると考えられている。このイメージの構築過程は生

得的なものではなく、生後重力のある環境で時間をかけて構築されるものであ

るが、例えば、微小重力環境での運動能力の適応解析から、この過程の解析を

さらに深められる。 

さらに、ショウジョウバエやメダカ等の突然変異体を利用した宇宙実験も想定

される。特定の神経細胞やその分子機構が欠損されたことにより、運動に変化

のあるメダカとないメダカや、正しい飛翔姿勢を保てないショウジョウバエが

見つかるようであれば、神経回路における特定の神経細胞の役割と行動との関

係や、重力検知・空間識との関係が解析できると思われる。 

 

5.2. 重力の効果・影響解析 

 

重力の効果・影響解析では、当面以下の生物試料を推奨する。 

・ 酵母、動物細胞、植物細胞、小型の植物体あるいは原生生物、線虫等 

 

研究すべき現象としては、当面、分子・細胞生物学レベルでの解析を中心と

する。分子レベルでの重力影響をその構造、反応性や機能との関連で検討でき
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る方向性が望ましい。一方、生活環の完結そして世代をまたがる育成は、長期

間の微小重力の影響を評価する上で不可欠であり、新しい適応生物の確立を含

み、検討する必要があると考える。 

・細胞内信号伝達、細胞周期制御とアポトーシス 

・放射線影響の発現とその修復過程 

・メカノセンシング 

・世代をまたがる生物への影響 

 

 なお、これらの現象が、生物の階層性のどのレベルで現れる可能性が考えら

れるかを下表に示す（○：可能性が高い、△：可能性がある程度期待できる、

空欄：可能性低い）。また、各現象に関わる研究の概要を以下にまとめる。 

 細胞内信号

伝達 

細胞周期制

御 

アポトーシ

ス 

放射線影響

の発現とそ

の修復過程

メカノセン

シング 

世代をまた

がる生物へ

の影響 

生態系レベル     

生物群レベル    ○ 

個体レベル   △ ○ 

器官・組織レベル ○ ○ ○ ○ 

細胞レベル ○ ○ ○ ○ 

細胞小器官レベル ○ ○ ○ ○ 

遺伝子・分子レベ

ル 

○ ○ ○ ○ 

 

細胞内過程に対する重力の影響 

細胞内の信号伝達をはじめとする様々な要素過程に対する重力の影響の有無

により、細胞増殖、分化、アポトーシス、刺激応答、原形質流動、分泌、老化

などに関わる細胞内反応や細胞骨格の形態に、微小重力が影響を与える可能性

がある。またこのような現象や、あるいは細胞膜に存在すると見られるストレ

ス感受蛋白を介して、細胞は微小重力をストレスとして感受している可能性が

ある。 

これらの点を、関連蛋白のリン酸化、遺伝子発現、遺伝子産物等の解析から検

討し、分子生物学・細胞生物学レベルで重力影響を検討する。あるいは特定の

遺伝子（例えば骨形成遺伝子）を導入した細胞が微小重力環境でどのような変

化を起こすかといった検討も重要である。 
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宇宙放射線が遺伝子機能に及ぼす影響検討、発ガンならびに個体発生等との関

連 

宇宙環境における放射線被曝は、低線量率長期被曝、重粒子線被曝、微小重

力環境等が特徴である。これらの特殊性を考慮した上で、生命の根幹である遺

伝子情報の変化(突然変異、発ガン)や発現調節などの遺伝子機能に及ぼす放射

線影響を研究する。 

当面は分子生物学ならびに細胞生物学的手法を用い、細胞レベルでの解析か

ら積み重ねるのが適切である。すなわち、細胞を長期培養し、突然変異、試験

管内発ガン、染色体異常、アポトーシス等の生物学的指標について放射線、微

小重力の単独影響、ならびに複合影響を定量的に解析するとともに、この際細

胞内で生じている、遺伝子修復やアポトーシス、ストレス応答、信号伝達等の

分子過程や、細胞周期との関係を解析し、その分子的な描像を明らかにする。

またDNA分子の構造が動的にとる様態との関係や、遺伝情報とその複製誤りを安

定化する細胞内のメカニズムとの関係を探る。 

一方、個体発生は短期間にDNA複製を繰り返す過程であり、仮に複製誤りの頻

度が低くとも、その影響は発生異常につながり易い。一般に生物は遺伝的恒常

性を維持するための様々な機構を有しており、発生過程においてもそのような

メカニズムは働いている。このため個々の細胞におけるDNA複製誤りは通常その

ようなメカニズムにより個体としては影響を及ぼさないよう抑止されているが、

それが優位となる閾値を明らかにし、微小重力との関わりを明らかにすること

は重要である。 

この様な現象を評価するにあたっては、低頻度の発生異常、分化異常、運動

機能異常や染色体異常を取り扱う必要があり、多数の母集団を扱いやすい生物

種(例えば、カイコ、ショウジョウバエ等)を継世代飼育できることが必要であ

る。また、船内放射線環境を利用する場合には同時計測や局所被曝モニターと

の組み合わせが重要であり、そのための実験手段の開発が必要であるほか、微

小重力環境での人為的な放射線照射技術の開発も重要である。 

 

抗重力器官における重力感受のメカニズム研究 

動物における筋肉や骨といった構造や、植物における細胞壁等、生物の形態

維持に必要な骨格構造の維持には細胞に対する定常的な重力刺激が必要と思わ

れ、何らかのメカノセンサーが介在していると思われる。たとえば、骨の場合

には重力の増減に応じて骨量の増減が起こるが、その現象と骨芽細胞、破骨細

胞の関連メカニズムはそれら細胞内の変化だけでなく、細胞間のサイトカイン

やホルモンによる細胞間相互作用が考えられ、骨量の重力に拠る変化は生物が
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生得的にもつホメオスタシスに由来するかどうかといった観点での検討を行う

必要がある。 

 

世代をまたがる生物への影響に関する研究 

 宇宙船内での継世代に問題がないことが報告される一方、長期間の微小重力

場が、生殖し、発生する個体集団に何らかの選択圧となることは十分予想され

る。ＩＳＳ／ＪＥＭは、このような宇宙環境適応生物の育成・確立に不可欠の

環境であり、その系統の確立と解析は、長期宇宙飛行における有用な知見を与

えると考えられる。 

 対象とする生物種は、宇宙放射線等の影響解析においてみたような多数の母

集団を取り扱える生物種が想定され、宇宙放射線との相関においても検討され

るべき課題である。なお、生物種は動物・植物・微生物に対して広く検討する

必要がある。 

 

5.3. 微小重力環境でのバイオテクノロジー 

 

微小重力環境でのバイオテクノロジーとしては、当面以下のテーマを推奨する。 

・ 構造解析のための生体高分子（RNA、リボソーム、ウイルス、膜蛋白等）

結晶生成 

 

 これ以外のバイオテクノロジーに関しては、将来の産業利用の観点からも重

要であるが、地上における十分なフィージビリティ検討が欠かせない。なお上

記実利用の概要を以下にまとめる。 

 

構造解析のための生体高分子結晶生成 

米国では、アラバマ大学が中心となったコンソーシアムであるCMCにおいて、

商業利用を目指した宇宙における蛋白質結晶化実験を繰り返し実施しており、

それによる結晶構造解析データを利用して、医薬品分子設計を行う状況に至っ

ている。 

これに対し、我が国の研究者による蛋白質の宇宙実験による結晶化は1997年の

STS-84による実験等数多く実施されているが、米国等に比べれば実験機会は充

分とはいえなかった。JEMにおける生体高分子（RNA、リボソーム、ウイルス、

膜蛋白等）の結晶化装置が整備され、定常的な結晶生成実験機会が提供される。

多くの研究者が構造解析向けの結晶生成を頻会に実施できるため、構造生物学

分野の進展に大きく貢献することが期待される。 



 

- 27 - 
  

5.4. 宇宙環境と生命の関わり解析 

 

宇宙環境と生命の関わり解析では、当面特定の生物試料を推奨することは想定

しない。一方、研究対象としては、当面以下を想定する。 

・ 宇宙環境曝露時の生物影響検討 

・ 宇宙環境でのライフサイクル観察 

 

 なお、これらの現象が、生物の階層性のどのレベルで現れる可能性が考えら

れるかを下表に示す（○：関係強い、△：やや関係あり、空欄：関係弱い）。ま

た、各現象に関わる研究の概要を以下にまとめる。 

 

 宇宙環境曝露時

の生物影響検討

宇宙環境でのライ

フサイクル観察 

生態系レベル ○ ○ 

生物群レベル ○ ○ 

個体レベル ○ ○ 

器官・組織レベル ○ ○ 

細胞レベル ○ ○ 

細胞小器官レベル ○ △ 

遺伝子・分子レベル ○  

 

JEMにおける微生物分布の継続的モニター 

宇宙ステーションの閉鎖環境での微生物相とその変化を経年的にモニターし、

微生物の変異の時間発展過程を明らかにする。この成果は、搭乗員の健康管理

にも資するものであるが、参加各国で協力して実施することが重要である。 

 

世代をまたがる各種生物への宇宙環境影響 

 微小重力と宇宙放射線という宇宙環境下で様々な生物を長期にわたって飼育、

栽培した場合に、そのライフサイクルに対しどのような影響が見られるか、ど

のように適応するかを検討する。 

すなわち、生物の微小重力や宇宙放射線等の環境への適応能力について、複

数世代での適応過程や、生態系としての変化の過程を検討する。これにより、

環境因子と進化・適応に関する理解が深まる。 

宇宙ステーションの利用では、長期間の植物の栽培や動物の飼育が可能であ

ることから、この問題の検討に適している。当面は、微生物、水棲生物、小植

物、小動物などを長期(数世代以上)にわたって世代をまたがり培養・飼育・栽
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培し、生育状況、行動、寿命、繁殖等への影響・適応を解析する。また、遺伝

子レベルの変化の早さ等も検討する。 

 

6. 本分野の重点研究領域について 

 

平成13年3月30日に閣議決定された第2期科学技術基本計画では、当面5年間の

科学技術政策としてライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・

材料の4分野に重点化を図ることとしている。本研究シナリオが対象とする宇宙

環境利用のライフサイエンスはこれらの重点分野における幾つかの課題達成に

貢献し得るものである。 

本研究シナリオで記述のJEM利用研究シナリオの実施にあたり、以下の二領域

を重点研究領域と定め、これらに関連する研究の推進に重点をおくものとする。 

 

6.1. 重力環境変化が発動する生体内反応カスケードの解明 

一定の重力環境下で進化してきた地球生物は、重力の作用を利用しまた克服

することによってその存在を保っている。生物は種々の機構で検出した重力の

大きさや向きの情報を生体信号に変換し様々な信号伝達系を介して伝達し、機

能を発現させる。重力への応答カスケードを、分子、細胞小器官、細胞、組織、

個体といった生物を構成する各階層内に留まらず、階層をまたがって解明する

ことが、生物と重力の関わりを理解するための第一歩だと考える。 

生物反応の基本単位は分子的過程に還元される。微小重力環境下における局

所的な対流や沈降の抑制が化学反応速度に影響を及ぼす可能性がある。生体巨

大分子やその複合体の質量は重力の作用が熱運動を越えるレベルにあると考え

られる。細胞や組織のレベルでは重力が圧力や剪断応力の形で間接的に作用し、

細胞骨格やイオンチャンネルなどを機械的に変形させる。このような分子過程

が重力情報を生体信号に変換する機構として働くことによって細胞の生理が変

化し、また神経系やホルモン等の伝達物質を介して遠方の組織にも効果が現れ

ると考えられる。このような全体の道筋を明らかにし、各過程の機構を詳細に

解析することに重点を置く。 

 

6.2. 宇宙環境下での継世代による生物の総合的解析 

環境変化に対する生物の応答速度は様々であり、地上環境下で生育した生物

を宇宙環境に移しても直ちにその影響が現れるとは限らない。宇宙環境下で各

種のモデル生物を世代をまたがって育成することによって、地上環境の残存影

響を取り去ることができると期待される。その上で、宇宙環境の生物への影響
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を総合的に解析することに重点を置く。 

ＩＳＳは重力刺激を取り去るという地球上では実現不可能な実験環境を提供

する。しかし、資源の限られた軌道上での長期飼育は多くの技術的困難を伴う

ため、出発点では対象生物種や要求条件を限定して確実な技術を確立し、順次

生物種や観察・実験項目を拡大する戦略が有効であろう。技術的な見通しが比

較的確かな小型魚類などを３世代にわたって飼育し、発生過程や行動などにど

のような変化が見られるかを総合的に解析することが有力な方法の一つとして

あげられる。 
 

 

7. 欧米の研究シナリオとの比較 

 米国における研究シナリオは、純粋な科学的興味よりも、火星飛行といった

長期有人ミッションを明確に目標としたものである。このため宇宙医学や長期

有人滞在技術に力点がおかれている。欧州の場合も、従来の科学指向から、近

年米国型に近づきつつあるようである。 

これに対し、我が国の研究シナリオでは、学術的価値を優先した科学・工学研

究を対象とする。すなわち、宇宙環境を最大限利用し、生命科学のフロンティ

アを開拓し、新たな生命科学・バイオテクノロジーの展望を提示する。なお、

これらの研究は将来の火星探査等における国際協調を排除するものではなく、

将来の検討課題とする。 

また、日本では欧米とは異なり、水棲生物を利用した研究が過去の実績から独

立の方向性として期待されている。以下に、米国および欧州との比較をそれぞ

れ示す。 

 

7.1. 米国のシナリオとの比較 

米国の研究シナリオについて、National Research Council が１９９８年に

出した”A Strategy for Research in Space Biology and Medicine in the New 

Century”に示されている。 

(原文はhttp://www.nationalacademies.org/ssb/csbmmenu.htmに掲載)  

それによると、医学に関わる研究として長期宇宙飛行における宇宙飛行士の

健康管理を重点としているが、もう一つの重点として、重力の直接関与が明ら

かな生物現象についての基礎研究があげられている。全体としては非常に多岐

にわたる内容があげられている。 

 まず、宇宙飛行士の宇宙長期滞在対策に多くの研究課題が設定されている。

また、植物農園など、将来の大規模宇宙施設を視野に入れた技術開発的研究も
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含まれている。一方、細胞レベルでの研究については否定的な見方がうかがえ

る。 

 横断的な重点課題では、基礎重力生物学として、1)植物における重力感受と

重力屈性の機構、2)動物の重力感受機構、3)生殖と発生に及ぼす宇宙飛行の影

響の３項目があげられている。 

宇宙放射線については、もっぱら、宇宙飛行士への障害とその防護の研究の

みに課題を設定しており、基礎生物学として放射線影響をとりあげている我が

国とは異なる。 

 

7.2. 欧州のシナリオとの比較 

 欧州宇宙機構（ＥＳＡ）の研究シナリオについては、ＥＳＡのMicrogravity 

Advisory Committee がまとめた重点項目がＷＥＢサイト

(http://estec.esa.nl/spaceflight/iss-life) に生理学分野と宇宙生物学に

ついてそれぞれ数項目示されている。それによると、欧州のシナリオも我が国

のものと同様に基礎科学を重視した内容となっている。宇宙放射線の影響につ

いては我が国同様に生物影響からさらに線量計測についても項目としてあげら

れている。また、修復の問題と遺伝的安定性についてそれぞれ分けて項目とし

て示していることも特徴と言える。また、宇宙ダストの分析や有機体形成の過

程も比較的大きく取り上げられている。 
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ライフサイエンス分野における欧米のシナリオとの比較表 

日本 

本シナリオにおける研究課題 

米国 

ＮＡＳＡ 

ヨーロッパ 

ＥＳＡ：欧州宇宙機構 

特徴 

基礎科学側面と応用的側面を

持つ。 

長期宇宙飛行における有人

技術を重視。 

基礎科学を重視。 

重力感受に関する生命現象の解析 

植物成長・分化・形態形成 基礎研究から宇宙農園技術

まで 

○ 

胚発生 ○ ○ 

行動、生理 ○  

高次脳機能 ○ ○ 

重力の効果・影響解析 

細胞内信号伝達、細胞周期制御

とアポトーシス 

宇宙飛行に関わる環境スト

レスの細胞への影響 

○ 

放射線影響の発現とその修復

過程 

ヒトへの障害とその防御技

術 

○ 

メカノセンシング ○  

世代をまたがる生物への影響  

○ 

長期にわたる生理学的、遺伝

的安定性、発達神経生理学 

宇宙環境と生命の関わり解析 

宇宙環境曝露時の生物影響検

討 

○  

宇宙環境でのライフサイクル

観察 

○  

  地球圏外生物学 

注）○は本研究シナリオと同様な課題が提示されていることを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 32 - 
  

8. 実験装置、実験技術検討 

 

8.1. 総論 

 

 ＩＳＳ／ＪＥＭに搭載する実験装置の我が国における開発状況は以下の通り

である。 

（１） JEM向けに細胞培養装置(インキュベータ：CBEF)、クリーンベンチ（CB）

およびこれらと組み合わせて使用する生物実験ユニットを開発中で

ある。また、欧州が開発した冷凍冷蔵庫(MELFI)をJEMに搭載する予定

である。更に、中性子線モニタリング装置(BBND)を開発した。 

（２） 重力発生装置搭載モジュール（CAM）およびそこに搭載される人工重

力(0.01～2.00g)発生装置(CR)と生命科学グローブボックスを国際分

担として開発している。 

（３） 各種の飼育・実験装置の中では水棲生物実験装置の開発分担を国際的

に求められており、NASAを含む国際宇宙ステーション計画のパートナ

ーとの協力関係を調整しつつ、検討中である。 

（４） 将来に向けては、地上公募研究等の動向をもとに実験システムに要求

される機能を把握し対応していくことが重要である。 

 

実験装置・技術の開発に関する検討対象は以下の6カテゴリーがある。 

（１） ラック搭載装置 

ラックに搭載することを想定する大型の装置は、現在生物科学向

けに1ラック分である。定常運用段階での新たな機能を持つものの新

規開発、もしくは機能・性能の大規模な改良は3-4年に1回程度を想

定する。 

（２） ドロワ搭載装置 

ドロワに搭載する装置（第5ラックがエクスプレスラックになるこ

とを想定）は、おそらく5ユニット分のスペースに搭載可能であり、

うちかなりの部分を生物科学向けの実験に利用できる。定常運用段

階での新たな機能を持つものの新規開発、もしくは改良は2-3年に1

件程度を想定する。 

（３） 実験支援装置 

通常は保管庫に格納し、必要時に取り出して使用する、ラック搭

載もしくはドロワ搭載装置の機能を補完する実験支援装置は、おそ

らく10種類程度搭載可能である。定常運用段階では、随時開発・改
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良する。 

（４） 生物実験ユニット（サンプルの維持、処理部） 

実験対象試料を装置に対応させ実験に供するための容器、計測部

であり、実験毎に準備する。新規開発もしくは在来品の改良件数は、

1-3件/年程度(マイナーな改良等も含む)である。 

（５） 地上対照実験用実験装置 

精度の高いコントロール実験や、宇宙実験の適切な地上対照実験

を行う装置は搭載装置と同一の条件で動作するものを用意する。 

（６） 運搬用装置・技術 

ＩＳＳ／ＪＥＭ地上との間の生物試料の運搬に関わる装置である。

標準的な運搬装置と手順を開発するほか、特殊な運搬条件が要求に

対しては随時検討・開発する。 

 

8.2. 実験装置利用における国際協力について 

 

装置の開発に当たっては、国際ライフサイエンス戦略会合に係わる関係各宇宙

機関の協力に基づいて調整、分担し重複を避けている。しかしながら我が国が

搭載する生物試料維持用の装置(例えば細胞培養装置)を利用する研究について

は、必要な研究が実施できるよう、周辺の装置・器具・実験技術を整備する。

一方、我が国の装置で対応できないより大きな生物等を他国の搭載装置で実験

可能な場合には、原則として国際公募を通じてそれを利用する。 

国際的な相互協力の観点から、他国の研究者からも利用される、魅力ある装置

を開発することが重要である。 

 

8.3. 装置検討の考え方 

 

地上実験と宇宙実験の役割分担 

ＩＳＳ／ＪＥＭへの物資の輸送便は頻繁でなく、地上へのサンプル回収量も

制約が多いためサンプル回収量は極力減らすべきである。このため、軌道上で

より多くの解析が可能にすることが強く望まれる。しかし生物試料の生化学、

分子生物学、あるいは組織学上の様々な解析には様々な機器、消耗品を要し、

また、実験者の操作と技量への依存度が高い。また、現状のＩＳＳ／ＪＥＭの

人的、空間的、あるいは、電力などの制約の中では、地上実験室に匹敵する多

様な解析手段を完備する事は容易ではない。したがって、微小重力環境で地上

と同等あるいはそれ以上の信頼性で解析できる実験装置を開発するためには、
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最先端の技術を積極的に取り入れなければならない。さらにその過程で得られ

た技術成果を地上に還元するなど、スピンオフを図ることも重要である。 

しかし、現状ではＩＳＳ／ＪＥＭでの解析機能は限られているため、当面の

宇宙環境利用研究立案に当たっては、宇宙実験と地上実験の役割分担として以

下の点を配慮する。 

（１）ＩＳＳ／ＪＥＭは基本的には生物を主として微小重力を中心とし

た宇宙環境に曝露する環境とする。 

（２）ＩＳＳ／ＪＥＭではリアルタイムの光学的観察や電気生理学的解

析などを活用する。また、テレサイエンスによって軌道上解析機能

を補うことで、より多くのデータ取得を図る。 
（３）生化学、分子生物学、あるいは組織学上の解析が必要な項目につい

ては、地上に生物試料を持ち帰って解析することを原則とし、ＩＳ

Ｓ／ＪＥＭではそのために必要な最小限の処理で済ませる実験デ

ザインとする。 
（４）ＩＳＳ／ＪＥＭでの多くの実験で、共通的に要求される生化学、分

子生物学解析手段については、最新技術を取り入れつつ長期的に技

術開発を継続する。 
 

生物試料の調製、運搬、持ち帰りについて 

研究者の研究室から射場への生物試料の運搬、打ち上げ、帰還、研究室への

持ち帰りに関しては、運搬技術ならびに運搬用の器材、装置の開発がこれまで

のところ不充分であり、今後検討・整備する。 

射場での作業については、打ち上げのタイミングに合わせて、試料を調製す

る必要から、バックアップや作業量の集中を緩和できる手順、方法や装置の検

討が必要である。また実験対象によっては生物汚染を防止する必要性等から、

実験室や装置等を区別する等の配慮が必要である。この他、消耗品の調達、支

援作業者の確保、実験室や装置類の維持管理など補助的作業も飛行実験の成否

を左右する重大な要因である。 

軌道上では、容易に保存状態の生物試料(凍結状態等)を実験が出来る状態に

調整する技術、あるいは実験終了時に調製(化学固定、凍結等)をするための実

験技術ならびに、器材、装置等の開発が必要である。例えば凍結した細胞であ

れば、実験を開始するには数代の継代培養を要するが、クルータイムを節約す

る観点、ならびに実験スキルを要求しない観点から、このための方法や装置、

治具の開発が必要である。あわせて、テレオペレーション技術を確立し、利用

できるようにする。 
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輸送の頻度は数ヶ月に1回程度であることや、回収できる試料の量は限られて

いることに留意する。このため軌道上での試料の適切な後処理と保存方法の開

発が重要である。 

 

装置等実験に関わる情報の充実 

研究者が実験を企画するにあたっては、利用できる装置の詳細な機能、性能

等にかかわる情報や、実験毎に個別対応できる事項の詳細、生物試料の輸送や

実験運用の詳細などを、研究者に広く周知する。また、実験企画に必要な情報

を十分に用意する。 

 

その他 

生物科学・バイオテクノロジー分野では、関連する分子生物学や細胞生物学

等の地上での研究の進展は早く、実験の方法論もまた急速に進歩している。宇

宙実験が陳腐化しないためには、生物実験ユニットや実験支援装置、ならびに

それに対応する実験技術の開発は、短い開発搭載準備期間で対応できることが

重要である。特に、研究者と実施機関の間の緊密な連絡と協力体制が必要であ

る。 

 

8.4. 次期実験装置候補について 

 

現在、開発を検討中の実験装置は以下の通りである。 

 

8.4.1.ラック搭載装置 
細胞培養装置(インキュベータ： CBEF)とクリーンベンチ（CB）は、基本的な

機能の装置であり、当面その代替えに値する装置はないと思われる。当面は、

機能面、性能面での改良を随時行うものとする。 

 

8.4.2.ＮＡＳＡ重力生物学研究プログラムへの参加装置 
米国ＮＡＳＡエイムスリサーチセンターが国際協力プログラムとして重力発

生装置搭載モジュールを利用して計画している重力生物学研究プログラムへ、

日本として参加する装置として、水棲生物実験装置(AQH)の開発を検討する。重

力生物学研究プログラムへの参加により、本プログラムにて米国およびカナダ

で開発中の以下に示す重力発生装置搭載モジュール用ハビタットの利用権獲得

を目指すものである。このことにより、研究対象が格段に広がることが期待さ

れる。 
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（１）小動物実験装置（ラット、マウス） 

（２）細胞培養装置 

（３）植物栽培装置 

（４）鳥類卵実験装置 

（５）昆虫実験装置 

（６）水棲生物実験装置 

 

また、水棲生物実験装置により、発生生物学、前庭機能に関する研究および

継世代による研究において、宇宙実験に適した水棲生物を利用した実験が可能

となる。 

水棲生物実験装置仕様案 

項目 仕様案 

対象水棲生物 

 

当面はメダカ、ゼブラフィッシュおよび両生類と

してはゼノパスをモデル生物種とする 

ライフサポート機能 良好な飼育環境の維持、最大９０日間の飼育 

継世代飼育機能 

 

卵から成体までの飼育とそれらの個別の取り出

し、分離が可能であること 

試料観察機能 個体の行動や生理的な現象、胚発生、幼生の成長

などを観察できること 

試料の採取・処置 

 

軌道上での試料の取り出しとその後の化学固定、

凍結処理ができること 

光刺激機能 背光反射実験等が可能な光刺激機能 

テレメトリ機能 生理データを非拘束で取得可能な技術（オプショ

ンとして検討） 

 

8.4.3. ドロワ搭載装置、実験支援装置 

最終的に地上の先端の科学技術研究と比肩しうる研究成果を得るに十分な信

頼性の高い実験結果を得るためには、細胞培養装置、クリーンベンチだけでは

不十分で、これら装置を補完する実験機器類の継続的な開発が必要である。当

面、細胞培養装置(インキュベータ)で維持する生物試料を対象とする実験にお

いて必要となる細胞培養支援装置類の開発を検討する。これらを、ドロワ搭載

装置とするか、保管庫に入れておく実験支援装置とするか等については今後検

討する。 
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細胞培養支援装置 

検討装置名 装置機能概要 

凍結細胞の解凍装置 凍結細胞を解凍、洗浄、培地交換の後、細胞懸濁液

を作製する。 

分析装置（光度計） 試料溶液の吸光分析、蛍光分析を行う。 

滅菌器 CBEF、ＣＢ装置、関連器具の滅菌を行う。 

器壁付着性細胞の継代

培養装置 

器壁付着性細胞を容器から剥離、洗浄、培地交換の

後、細胞懸濁液を作製する。 

プログラムフリーザ

（凍結装置）、凍結支援

器具 

生細胞を凍結保存するための凍結処理を可能とす

る。 

 

8.4.4. 生物実験ユニット（サンプル維持、処理部） 

細胞培養装置用の生物実験ユニットは、細胞培養、原生動物の培養をおこな

う容器を基本的に想定するが、実験毎に想定される特殊な観察や実験操作に必

要な機構を組み込むことが可能である。このため寸法上等の制約はあるが、先

端の実験技術が導入、利用できるよう、継続的な技術開発が必要である。原則

として、実験テーマ毎に検討し、開発もしくは既開発品の改良を行う。 

その他、電気泳動、高分子反応等、溶液を扱う実験等も対応可能とする。寸

法等の制約に納まり、かつ特別な機構や飼育作業を要しない場合に限り、小型

の卵の孵化、小型の昆虫等の飼育、小型植物等の栽培等を行うことも可能性と

してあるものとする。 

 

8.5. 対照実験用実験装置 

 

科学的に意味のある実験結果を得るためには、厳密な対照実験が必須である。

以下の例示の如く、対照実験に関してはいくつかのケースが考えられ、複数の

組み合わせも含め、適切な対応が必要である。 

 

（１）地上対照実験 

微小重力影響の検討に際しては、重力の有無以外の条件が全て同一になるよ

う、宇宙実験と同時期に同手順、同条件で同実験を行うことは必要とされるこ

とが多い。このために、搭載装置、生物実験ユニット等搭載品と同一の設備を

地上に用意することが必要である。 

ただしこの方法では、打ち上げ加速度や、軌道上の放射線影響を除くことが

出来ない。また、微小重力によって二次的に影響される環境因子―たとえば 試
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料のまわりの対流やガス・熱交換―への配慮も必要である。放射線影響の検討

に関しては、微小重力影響との複合効果を区別できない等の問題がある。さら

に、地上に用意すべき設備の機能や数量の問題や、試料の調製が一時に重なる

こと等、検討を要する問題は多い。実験の対象とする現象を詳細化した上で、

必要十分な対象実験が何であるかの検討を十分に行い、現実的な実験を企画す

ることも重要である。 

 

（２）追随型地上対照実験 

軌道上実験での予想外の実験パラメータ変動の排除では、宇宙実験よりやや

遅れて、実験パラメータの変動を再現した対照実験を行うという方法も考えら

れる。このためは搭載装置よりも制御性が高くその他の点では搭載装置や生物

実験ユニット等と同等な設備を地上に用意する。 

 

（３）軌道上対照実験 

・ 微小重力影響の検討における今一つの方法は、細胞培養装置に搭載さ

れる遠心機や人工重力発生装置を利用した軌道上１g 対照実験である。

これらは、ＩＳＳ／ＪＥＭ利用実験の利点の一つである。この方法に

より、打ち上げ加速度の影響や、宇宙放射線の影響も同等の条件とし

た１g 対照実験を行うことができる。ただし、厳密には半径方向の傾

斜重力環境になることやコリオリ力等への配慮、或いは遠心機に取り

付けた生物実験ユニット内でのサンプル処理等に限度がある等、技術

的な検討・工夫が必要である。 

・ 放射線影響の検討に関しては、適切な遮蔽による対照実験が必要であ

る。船内のすべての種類の放射線を制御することは理想であるが、事

実上不可能である。しかし技術的に可能な方法による遮蔽での対照実

験でも有効であり、開発検討がされることが望ましい。また、重粒子

線の場合には被曝の有無を細胞単位の精度で検出可能であり、解析に

より、同一培養試料内で実質的に対照実験相当の解析もできる。この

ため、局所被曝のモニタリング技術の開発は重要である。 

 

8.6. 輸送設備 

 

 射場への生物試料の運搬、打ち上げ、帰還、研究室への持ち帰りにあたり、

冷凍、冷蔵その他標準的な輸送手段ついては既に開発に着手したが、円滑な実

験の実施に必要な一貫した体制の整備が必要である。特殊な運搬手段が要求さ
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れる場合や技術進歩に伴う新たな要求に随時対応できる開発体制を維持する。 

 

8.7. 搭乗員の科学的スキルと訓練 

 

信頼性の高い実験の実施にあたっては、実験を操作する搭乗員の科学的、技

術的スキルへの依存度が極めて高い。今後開発する実験装置や実験支援装置で

は、極力搭乗員への依存度を軽減するよう配慮するが、それでもなお人手によ

る実験操作や観察は必要であり、搭乗員のスキルは重要である。 

このため搭乗員の選定基準、スキルや訓練内容等については、今後要求を取

りまとめて提示する。また、関連する情報を研究者にもフィードバックする。 

 

8.8.  国際共同研究チームの編成  

 

宇宙環境利用研究においては、限られた実験機会を有効に利用するために、

海外研究者との共同研究チームを編成することが重要である。これは、実験提

案時のみならず、選定後にリソースの効率的な利用のため調整し結成される場

合もある。ただし、リソースの共用のための共同研究チームの編成にあたって

は双方の方針と分担を十分に調整して進める必要がある。 

 

9. 宇宙実験で留意すべきこと 

 

本章では、宇宙環境利用研究を企画するにあたり留意すべき事項についてまと

めた。 

（１）メカニズム解析が進展する研究企画が重要である。これまでは現象を

観察するタイプの研究が主体であったが、これからはよりメカニズム

の解明や原理発見につながる研究の企画が望まれる。このためには、

適切な目標や仮説の設定が必要である。 

（２）企画にあたっては、宇宙実験の実施可能なサンプル数での実験設定が

重要である。すなわち搭載できるサンプル数は実験装置の制約等から

極めて限定されるため、これを越える数のサンプルを要求する実験は

実施できない。このため、多数のサンプルの結果から統計処理により

僅かな傾向の差を見出すような研究の企画は避けるべきである。明確

な結論を導くためには、実験対象をできるだけ詳細化し、仮説を明確

化するとともに曖昧さや不明確さをなくす努力が重要である。 

（３）再現性の高い実験系の確立が重要である。地上での十分な検討により
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再現性を確認し、宇宙実験で認められる現象を確実に評価できるよう、

実験計画を立案、準備することが求められる。 

（４）上記の事項を実現するためには、地上研究において、研究対象を詳細

に分析し、絞り込むことや、確実で精度の高い実験方法を確立するこ

とが必要である。宇宙実験を企画するにあたって地上研究の充実が重

要である。 

（５）いずれの実験においても、対照実験が得られた結果の評価をする上で

重要である。すなわち厳密な実験系を２つ用意して、両者の間で条件

(例えば重力の大きさ)が一つだけ異なるような実験系を組み、明確な

差異を検討できるよう、対照実験を実施することが不可欠である。宇

宙実験に関わる様々な制限を踏まえつつ、厳密な対照実験を行うこと

は容易でないが、事前に十分に検討し、満足できる厳密な実験を企画

することが必須である。 
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10. Appendix 

 

10.1. フィージビリティ研究テーマ例 

 

本研究シナリオで示した研究の方向性以外に、今後フィージビリティを検討し

た上でシナリオとして構築できる可能性のある研究テーマ例を以下に示す。 

 

10.1.1. 重力感受に関する生命現象の解析 

 

動物の発生過程と器官形成に対する微小重力の影響 

 これまでわが国において行われた動物の発生過程に関する宇宙実験の結果か

ら、初期の形態形成は異常なく進行することが結論された。しかしながら、各

器官の詳細については相矛盾するような結果が得られている。必ずしも十分な

解析とは言い難いが、ニワトリ、カエルの耳石の大きさには変化が見られなか

ったと報告されている一方で、イモリやカタツムリの耳石が巨大化したことが

報告されている。一般に、動物の臓器の形成は発生の特定の過程において急激

に進行するものであり、かつ動物種により異なる過程であるため、詳細な時系

列的な解析が必要である。 

 また、イモリの肝臓と胃に異常な状態があることが発見されている。この影

響の機構が明確になれば、環境影響のない飼育環境を確保する技術を開発する

必要がある。 

 

10.1.2. 重力の効果・影響解析 

 

動物組織の再生に対する重力影響 

動物は、身体全体として考えた場合に相対的な極性や上下の関係がある。こ

の極性が外的な重力場の影響をどの程度受けるかに関する検討は従来あまりな

されていない。この問題に関しては、動物組織の再生に対する重力影響を解析

することで明らかになる可能性がある。例えば、イモリの目のレンズを除去す

ると、必ず背側からレンズは再生してくる（ヴォルフのレンズの再生）が、微

小重力状態においてもレンズはヴォルフのいうように背側から必ず再生するか

といった検討で解析可能である。もしこれに変化がおこれば生物学上の一つの

法則が宇宙環境下ではくずれることになる。 
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10.1.3. 微小重力環境でのバイオテクノロジー 

 

電気泳動 

電気泳動を利用した分離技術は、これまでの宇宙実験により優れた分離能力を

示唆する成果を得ているが、地上における微量分析技術や精製技術、遺伝子工

学の進歩により、必ずしもそのニーズが高まっているとは云い難い状況にある。

しかしながら、生体高分子やオルガネラ、さらには細胞といった巨大な対象の

より高精度の分離・分析にとって十分な意義と能力を持つと考える。そのため、

その可能性の追求と技術の発展は常に期待されるところである。 

その一方、最近、地上技術として開発されたキャピラリー技術の応用でミニ

チュア化された検出器付き生体分子電気泳動装置や細胞反応装置、化学分析及

び合成装置など超微量試料を用いた“その場”観察・分析装置の導入により、

微小重力環境において遺伝子複製や修復反応をはじめとする様々な生体高分子

の反応を地上に比べより精密に行える、あるいはより巨大分子が扱えるといっ

た可能性を検討する。さらに、レーザーピンセットを用いたミクロ分子のハン

ドリング、超分子の組み立て、バイオチップ等の開発に発展させていくことが

重要である。 

 

バイオリアクター 

微小重力環境では細胞を浮遊させて培養できることから、生理活性物質の生産

に利用できる可能性がある。微小重力環境でハイブリドーマの抗体産生能の倍

増が見出されている。そのメカニズムは未だに明らかではないが、微小重力環

境に固有の遺伝子発現と結びつくようであれば、その有用性が高まるはずであ

り、メカニズムを解明することが重要である。 

また、生物特性の変化が特定の細胞に由来するものか、あるいは一般性のある

ものかの検討も重要である。 

さらに宇宙環境で著しく増殖する細胞や、物質を生産する細胞の探索は、有用

な物質生産につながる可能性が高いだけでなく、その細胞内メカニズムの解明

は地上での有用物質生産や基礎生物学的知見として十分還元できるものである。 

 

組織培養 

地上では、培養細胞から3次元的な組織の形態形成を容易に、人工的に実現す

る事は難しい。通常の個体においては、組織は発生・分化の過程で形態を形成

する。In vitroでの実現を目指し、組織を構成するいくつかの種類の細胞を混

合して培養しても多くの場合成功しない。 
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微小重力による無対流、無沈降の環境では、この問題を解消でき、実際の生

体に近い組織を再構成できる可能性があり、その結果として組織構築上の技術

的な検討が可能になる。その知見は、さらに地上の組織培養を利用した人工臓

器の開発などに還元できる。米国においては、ヒト人工骨や心筋用パッチなど

の開発を目的に、すでに宇宙実験がおこなわれており、微小重力環境利用の有

力なテーマとされている。 

さらにまた、3次元の神経回路網を構築できれば、神経科学の研究に貢献でき

る可能性があるほか、将来バイオコンピュータといった産業的な応用に展開で

きる可能性を期待できる。 

 

10.1.4. 宇宙環境と生命の関わり解析 

 

生命の起源･圏外生物研究 

曝露部等を利用した実験では、宇宙環境での生命につながる物質の探索がまず

考えられる。ダストを捕捉し、分析することにより、思いがけない発見の可能

性がある。 

一方、宇宙曝露環境、とくに太陽紫外線、宇宙放射線影響下での化学反応と生

成物の解析により、始原的生命誕生に関する検討が可能になると考えられる。

さらに、曝露環境での微生物等の生存可能性の検討も考えられる。 

 

閉鎖宇宙環境での培養、飼育、栽培技術研究 

 閉鎖宇宙空間での長期滞在では、閉鎖物質系での長期生命維持が重要である

が、ヒトを含め物質循環による閉鎖系の実現は容易ではない。その技術の基礎

を検討するため、人工的に生態系を形成し、その時間発展を解析するとともに、

定常状態を維持する制御技術を検討するといった蓄積が重要になってくると思

われる。 

実験としてはまず、対象生物の宇宙環境適合性を検討し、水棲生物、小植物、

小動物の閉鎖環境での長期飼育・栽培を試みることになる。この際、微小重力

適応、生育状況、物質代謝、物質循環等の検討を行うとともに、系を長期的に

維持するための制御技術を検討する。 

さらに飼育・栽培生物の食料への応用可能性を検討する。 
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