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C O N T E N T S

       日本実験棟「きぼう」マランゴニ対流実験
　 流れの不思議を解き明かす

❹　科学で読み解く流れの不思議

❻　マランゴニ対流基礎講座

❽　インタビュー◎マランゴニ対流実験と「きぼう」
　　　プロジェクトサイエンティスト　松本　聡

�　宇宙への助走
　　TR-IA小型ロケット実験

　　
　　マランゴニ対流の宇宙実験を徹底解剖
�　その1  実験の概要

　　宇宙との連携プレーを支えた舞台裏を公開！

�　その2  実験の成果

　　「世界初」の発見で長年の謎を解き明かす！

�　展望　日本がつくる流れの未来
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はじめに

　地球を青く包む大気や果てしなく広がる大海原にはじ

まり、煙突の煙や澄んだ渓流、もっと身近なところでは

料理の湯気や蛇口から流れ出る水まで、私たちはさま

ざまな「流れ」に囲まれて生きています。

　流れには、多くの芸術家を魅了してやまない美しさ

があり、また多くの科学者を捉えて離さないほどの謎

を秘めています。そして昔から多くの人々が、雲を見上

げて明日の天気を予想したり、水車を作って農業に役

立てたりするなど、暮らしの知恵として流れの恵みを取

り入れてきました。

　こうして経験に基づいて利用してきた流れを、さらに

上手に活用するには、流れのルールを知らなければな

りません。空気や水は自由気ままに形を変えているよう

に見えますが、流れというのは何らかの力が加わって初

めて起こるものであり、その動きには決まったルールが

あります。その複雑なしくみを調べ、どのような法則が

あるのかを突き止めようとするのが流体力学です。古く

から私たちの生活と密接に関わってきた、とても奥深い

学問なのです。

　さて、科学はどこまで流れの謎に迫ることができるの

でしょう。そして、私たちの未来をどのように変えてい

くのでしょう。これからみなさんを、たくさんの不思議

と可能性に満ちた流体力学の世界にご案内します。



 実は身近な流体力学
　大きな鉄のかたまりである飛行機が、なぜ空高く飛べるのだろう？　巨大な
船が、なぜすいすいと海を進んでいけるのだろう？　野球のボールは、なぜ曲
がるのだろう？
　こうした疑問に、すべて流体力学で答えることがきます。たとえばごく簡単
に言うと、飛行機が飛べる理由は、空気の流れが速くなると圧力が小さくなる

「ベルヌーイの原理」というもので説明できます。また船については、舳先に
つけた出っ張りが、波の抵抗を打ち消す働きをしています。野球のボールは、
回転することで周りの気流が変化し、揚力が発生して曲がります。
　いまあげたのは、ほんの一例にすぎません。流体力学という視点で世の中
を眺めてみると、飛行機や船、電車、自動車などの乗り物から、鳥や昆虫や
魚などの生物、天気予報や台風の進路、野球やサッカーや水泳などのスポー
ツまで、いつもとはちょっと違って、いつもよりおもしろく見えてくるのではな
いでしょうか。
　一方で、たとえば高速で移動できる乗り物を設計しようとすると、数式を用
いた正確な解析が必要となります。その数式がどんどん難解になっていったの
は、人間が飽くことなく利便性を追求し技術の発展を追い求めた結果とも言え
るでしょう。

 流れを起こす見えない力
　流れには、影響を及ぼすさまざまな条件（パラメータ）が加わります。川の
流れに重力という条件が作用すると滝ができ、水に圧力という条件を与えると
水鉄砲ができる、ということになります。
　さて、ここからは「熱」という条件に注目してみましょう。空気や水の一部
を温めると、全体が同じ温度になろうとして流れが起こります。この流れを熱
対流といい、地球上の大気や海水も、室内の空気も、お風呂や鍋のお湯にも
熱対流が起きています。
　実は、簡単に目で見ることができる熱対流があります。それは、お味噌汁。
お椀に熱々のお味噌汁をよそって静かに置いておくと、もやもやと動く流れの
模様が見えてきます。これは、空気に触れたお味噌汁が冷えてお椀の底へ下
がり、中の熱い部分が浮かんでくるためで、このような動きを熱対流の中でも
特に浮力対流といいます。これは地球のように重力のあるところでしか見られ
ない現象です。

お味噌汁がお椀の中でもやもやと
動くのが浮力対流

空気の流れを活用して飛ぶ飛行機
は、流体力学に支えられて進歩した

19 世紀のイタリアの物理学者

カルロ・マランゴニ
表面張力によって流れが起こる現象が
マランゴニによって初めて詳しく研究さ
れたため、「マランゴニ対流」と呼ば
れる
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科学で読み解く流れの不思議



 表面張力が主役「マランゴニ対流」
　熱対流は重力があるところで起こる現象のように思われます。しかし、無重
力でも熱対流が発生します。これがマランゴニ対流と呼ばれる流れです。19 世
紀にジェームス・トムソンが水表面にアルコールを垂らすと急速に広がる現象
を説明しました。その 16 年後、カルロ・マランゴニというイタリアの物理学
者が水面上のオイル滴の動きが表面張力の差によって起こることを発表しまし
た。これがマランゴニ効果と呼ばれる現象の起源で、この表面張力の差がマラ
ンゴニ対流が発生する原因なのです。マランゴニ対流は、液体の温度差や濃
度差によって表面張力に差ができ、複雑な対流が起きる現象をいいます。
　対流の主役は、表面張力。これは、液体が表面積をできるだけ小さくしよう
とする力のことで、コップのふちに水が盛り上がったり、ワックスをかけた車の
表面に水滴ができたりする現象です。表面張力の強さは、温度が高いほど小さ
くなり、逆に温度が低いほど大きくなります。温度差があると、表面が熱い方
から冷たい方へ、つまり表面張力の小さい方から大きい方へと引っ張られ、そ
の流れが液体内部にも伝わって対流が発生するというわけです。

 たとえるなら、サル団子にワインの涙！？
　このマランゴニ対流のしくみは、「サル団子」にたとえると分かりやすいで
しょう。真冬の雪山で、サルが体を寄せ合ってお互いの体温で温まろうとしま
す。これは、表面積をできるだけ小さくしようとする表面張力と同じ状態です。
もっと寒くなると、外側にいるサルたちは暖かい内側に向かって一生懸命もぐ
り込もうとします。こうして寒いところのサルと暖かいところのサルが綱引きを
して動くのが、マランゴニ対流と同じしくみなのです。
　もう一つ、身近で見られるマランゴニ対流の例をあげましょう。「ワインの
涙」という、ちょっと素敵な名前がついた現象です。ワインをグラスに注ぐと、
グラスと接する面のワインが毛管力（表面張力によって水を引っ張り上げる力）
によってせり上がります。アルコールが蒸発すると、盛り上がった先端では水
の濃度が高くなります。アルコールよりも表面張力の大きい水が引き上げられ
てしずく状になり、それが重力によってしたたり涙のように見えるわけです。
　このワインの涙、さきほどのサル団子の例で言うと、より寒がりのサル（水）
とそれほどでもないサル（アルコール）が交ざっているようなもの。あまりな
じみのないマランゴニ対流も、そんなふうに考えるとぐっと身近に感じられま
すね。

レイノルズの実験（1883）。イギ
リスの物理学者レイノズルは、円管
内に水を流し、流れを早くすると入
口から離れたところから流れが乱
れるようすを観察した

身を寄せ合って寒さをしのぐサル
団子のようすが表面張力に例えら
れる

マランゴニ効果によって透明な雫が
現れる「ワインの涙」

PO
INT!

身近にあるさまざまな流れの中で、表面張力の差によって起こるのがマランゴニ対流です！
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静かな流れから乱れた流れまで、
流れのさまざまな形が目に見える
線香の煙

液柱の中に散らばってい た粒子
（トレーサー）が、ひとりでに一列
に並ぶ不思議な現象
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　科学の進歩とともに流れの性質は解き明かされてきましたが、唯一マランゴニ対流だけは今も謎が
残されたままです。これから皆さんに、マランゴニ対流の謎に迫る道案内をしていきますが、ここでは
その第一歩として、知っておきたいマランゴニ対流のキーワードをご紹介しましょう。
　流体力学やマランゴニ対流という言葉が並ぶと、「難しい数式がいっぱい出てきそう」と身構えてし
まいがちです。でも、心配ありません。数式を使わなくても、いくつかのポイントを知ることで、マラン
ゴニ対流への知識と興味がぐんと深まります。

　流れを変える謎のスイッチ？ 〜定常流・振動流・乱流〜

　お線香の煙は、最初はすっと一直線にのぼっていきますが、途中からぐにゃ
りと波うち、最後にはもやもやと乱れます。もともと流体というのは、こうした
不安定な性質を持っているもの。もちろん、マランゴニ対流も例外ではありま
せん。

  いつ、なぜ、流れが変わる？
　マランゴニ対流の実験は、液柱といって液体を円柱状にしたものを使って行
います。この液柱に対流が起きた後、液柱の両端の温度差を徐々に大きくして
いくと、流れはだんだん速くなります。すると、最初の静かで安定した流れ

（定常流）は、波が周期的に連なったような流れ（振動流）に変わり、最終的
にはとても乱れた流れ（乱流）になります。
　最後に出て来る乱流の部分は、かなり理解が進んできました。なぜなら、身
の回りの空気や水の流れはほとんどが乱流で、観察しやすいからです。それに
比べ、まだまだ謎に満ちているのが振動流。いつ、どのような力を受けて定常
流から振動流に変化するのか、たくさんの科学者が解明に挑んでいます。

  粒子が一列に並ぶミステリー
　ある謎の現象が、定常流から振動流へと移り変わった直後や振動流から乱
流に変わる一歩手前で起こります。よく対流実験では、液柱に混ぜた小さい粒
子（トレーサ）の動きを追って流れを観察しますが、いつの間にか粒子が流れ
の渦に乗って集まり、一本のねじれたひものようになることがあります。
　その様子はまるで、開店待ちの行列、あるいは帰省ラッシュ時の車の渋滞、
ひいては小惑星が形づくる模様のようにも見えます。意志など持たないはずの
粒子が、どうして一列に集まるのか。科学者に投げかけられた大きなミステ
リーです。もし、この謎が解ければ、液体中にばらばらに散らばってしまった
粒々を一列に整列させ、一箇所で簡単にすくい取れるかもしれません。

マ ラ ン ゴ ニ 対 流 基 礎 講 座



Re Ma Pr

液柱の上部を温めて下部を冷やし、その
温度差が小さいうちは定常流、大きくな
ると振動流、乱流へとマランゴニ対流が
遷り変わる

定常流の流れがだんだん強くなり、ある
時を境に（臨界マランゴニ数を超えた
時）振動流となる

POINT!

いつ、なぜ流れが変わるのか、マランゴニ対流の鍵を握る 3 つの数があります！

ΔT小
高温側の面

低温側の面 低温側の面 低温側の面

温度差
ΔT

温度差
ΔT

温度差
ΔT

高温側の面 高温側の面

ΔT大

定常流
（一定の流れ）

振動流
（周期的に変化する流れ）

乱流
（不規則に変化する流れ）
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　３つのマジックナンバーに迫る〜レイノルズ数・マランゴニ数・プラントル数〜

　さて、流体力学の原点は相似性にあります。たとえば、飛行機、船、自動車、ビルなどを設計するとき、実物で
空気の流れを調べることはできないため、模型など小さなスケールで調べて、実際の流れを再現しています。マラ
ンゴニ対流実験で液柱の大きさを変えても、こうした相似性が成り立つのかどうか。つまり、流体力学の原則が当
てはまるかどうかを、私たちは見極めようとしています。
　マランゴニ対流は、流体力学の方程式できれいに解くことができません。なぜなら１＋１＝２にならず、最初の
状態がちょっとでも異なると全く別の現象が現れることがあるからです。これが流れが神秘的な多様性を見せるおも
しろさにつながっています。そこで鍵をにぎる３つのマジックナンバーを紹介しましょう。

 乱れが起こる条件を表す「レイノルズ数（Re）」
　レイノルズ数とは、流れの勢いとそれを止めようとする粘性との比を表
す値のことです。定常流から乱流に変わる指標として用いられ、一般的に
パイプ内の流れでは、レイノルズ数がある値以上になると乱流になるとい
われています。水や空気のようにサラサラした（粘度の低い）ものは乱流
になりやすく、油のようにネバネバした（粘度の高い）ものは乱流になり
にくいようです。

 マランゴニ対流の強さを表す「マランゴニ数（Ma）」
　マランゴニ数は、表面張力と粘性の比を表す値です。振動流が起こるし
くみはまだ解明されていませんが、これまでマランゴニ数がある値を超え
ると振動流が発生するとされてきました。しかし、最近の研究では必ずし
もマランゴニ数だけで簡単に物事が整理できないことも分かってきました。

 熱の伝わり方を表す「プラントル数（Pr）」
　冬にストーブをつけると暖かい空気が部屋全体に広がるのは、流れに
よって熱が運ばれるためです。一方、液体金属は流れとほとんど無関係に
熱が伝わる性質を持っています。こうした熱と流れの関係を表わすのがプ
ラントル数です。
　流れによって熱が運ばれるものはプラントル数が高く、流れに無関係に
熱が伝わるものはプラントル数が低くなります。私たちは、代表的な高プ
ラントル数流体であるシリコーンオイルで液柱をつくり、宇宙で実験をして
います。しかし、プラントル数によって流れの変化のしかたが異なること
から、低プラントル数流体と中プラントル数流体についても地上で実験を
行います。こうして、プラントル数の高いものから低いものまで幅広く実
験し、マランゴニ対流の全体像に迫ります。



インタビュー◎

マランゴニ対流実験と「きぼう」

プロジェクトサイエンティスト   松本　聡

宇宙実験の最前線に立つ松本聡主任研究員に、なぜ宇宙実験

が必要なのか、「きぼう」日本実験棟で実験するメリット、マラ

ンゴニ対流実験での驚きのエピソードなど、いろいろと質問しま

した。現場の生の声をお伝えします。

JAXA 宇宙科学研究所 ISS 科学プロジェクト室
主任研究員

したが、限られたテーマの研究だけなので全体像をつ
かむことができていません。そこで日本は今回、マラン
ゴニ対流の全体像を理解することを目標に掲げ、必要
な宇宙実験をきちんと計画しました。その結果、まず現
象を観察する、次にメカニズムを解明する、最後にマラ
ンゴニ対流をコントロールする、というステップで進め
ていくこととし、それに沿って４つの研究テーマ（表 1
参照）を設定しています。

Q．「きぼう」で実験するメリットは？
　1 つ目は、微小重力環境で長時間、繰り返し実験が
できることです。小型ロケット TR-IA（P10 参照）では
1 回にわずか 6 分しか実験できませんが、「きぼう」で
は 8 時間半（宇宙飛行士の就寝中に実験を行う）の実
験ができます。また、スペースシャトルは 2 週間で帰還
してしまいますが、「きぼう」なら 10 年以上の長い期
間、実験が続けられます。
　2 つ目は、マランゴニ対流の現象を観察しながら、
その状況に応じて地上から設定条件を細かく変えられる

Q．宇宙実験をする目的ってなんですか？
　宇宙実験が本格的に始まったのは 1970 年代です。
当時は、地球ではつくれないような優れた物を宇宙で
つくろうと考え、国際宇宙ステーションを「宇宙工場」
にしようとしていました。しかしコストがかかりすぎて、
現実的ではありませんよね。そこで考え方を変えて、宇
宙で物をつくって持ち帰るのではなく、基礎的な科学の
実験をして知識を持ち帰ることにしたのです。それが宇
宙実験の目的です。

Q．  なぜ宇宙でマランゴニ対流の実験をするの
ですか？

　地上では重力があるので小さな液柱しかつくれない
うえに、マランゴニ対流と一緒に浮力対流が起きてしま
います。浮力対流の方が流れが大きく、マランゴニ対
流が隠されてしまうのです。でも宇宙なら、大きな液柱
をつくることができ、そこに純粋なマランゴニ対流を起
こして観察できるからです。
　かつて欧米でもマランゴニ対流の宇宙実験がされま

実験テーマ名 実施状況 代表研究者

MEIS「マランゴニ対流における
カオス・乱流とその遷移過程」 実験終了・解析中 諏訪東京理科大学　河村　洋、横浜国立大学　西野 耕一

UVP「マランゴニ対流における時空間構造」 実験・解析中 JAXA/ISAS　依田 眞一

Dynamic Surf
「高プラントル数流体の液柱マランゴニ振動流
遷移における表面変形効果の実験的評価」

実験・解析中 ケースウェスタンリザーブ大学　鴨谷 康弘、
JAXA/ISAS　松本　聡

JEREMI「温度差表面張力流における 
不安定性の界面鋭敏性と制御」 実験準備中 JAXA/ISAS　松本　聡

表 1　マランゴニ対流の研究テーマ
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こと。3 つ目は、宇宙飛行士がいて実験の準備や装置
の操作・修理などをしてもらえることです。

Q．  今回のマランゴニ対流実験で、忘れられない
エピソードは？

　たくさんありますよ（笑）。「きぼう」での実験は試行錯
誤の連続で、毎日のようにいろいろなことが起こりました。
　印象に残るエピソードの１つは、液柱の液が漏れて
しまったことです。これは、液柱を挟むディスクの片方
に隙間があったためで、あわや実験中止という大変な
事態でした。何で隙間を塞ぐか検討した結果、木工ボ
ンドが良いと判明。奇跡的な偶然で宇宙ステーション内
に木工ボンドがあり、それを使って野口聡一宇宙飛行
士に隙間を塞いでもらいました。
　また、液柱に泡が発生するという問題も起こりました。
地上では自然に泡が抜けますが、宇宙ではずっと液柱
にとどまってしまいます。そこで、地上から操作して泡
を抜く技をあみだしました。その方法は、まず気泡が
入ったままマランゴニ対流を起こすと、泡が温かい方に
集まり、加熱ディスクに張り付きます。そこで上下の
ディスクを近づけて泡を挟み込み、温度差を一気にか
ける。そうすると泡を消すことができます。
　ほかにも、液柱を伸ばしていてちぎれてしまったこと
があります。そのときはディスク上に半球状の液体が
残ったため、その表面でマランゴニ対流を起こして当初
想定していなかったデータまで取ることができました。
転んでもただでは起きない！　その精神で実験を続けて
います。

Q．「  きぼう」での実験には、どのような人たちが
関わっているのですか？

　研究者、宇宙飛行士、実験装置をつくる人、実験装
置が宇宙ステーションで安全に使えるか審査する人、ロ
ケットを打ち上げる人、ほかにも国内外でさまざまな役
割を担っている人たちがいます。
　特にマランゴニ対流実験は、宇宙ステーションから

大量のデータをリアルタイムで地上へ伝送するため、そ
の間は他の実験がしにくくなることから、実験の時間割
を各国間で調整する役割も重要です。また地上では、
送られてきたデータを見ながら、8 時間半の間に多い時
で 150 回から 200 回もコマンド（パソコンでの装置を
動かすための命令）を打ちます。コマンドを打つスピー
ドも初期の頃に比べてずいぶん早くなりましたね。こう
した中で人材が育ち、日本における宇宙実験の運用技
術が大きく向上しています。

Q．  その中で、松本さんはどのような役割を担っ
ているのですか？

　一言でいうと、なんでも屋です（笑）。研究テーマの
提案、研究テーマの検討、目的とする実験がきちんと
できる装置の開発、実験運用、実験に関わる人たちの
調整など、実験成果を最大にするためのあらゆる役割
を担っています。
　役割分担がはっきりしている欧米には、私のようななん
でも屋はいません。日本独特のポジションなのでしょうが、
全体が見えていると一人の裁量で手早くものごとを進めら
れるので良い面もあります。例えるなら、実験における

「種まきからたわわな果実の収穫まで」。一人が責任を
持って遂行するスタイルこそ日本の目指すべき姿のひとつ
かも知れません。

Q．  これから先、より良い宇宙実験に必要となる
ものは？

　国際宇宙ステーション計画の初期は、日本は多くの
技術やシステムを NASA から導入しました。今や欧米
に並ぶ日本の技術を持てるようになりました。これから
は、さらに日本ならではの技術を持って、国際社会に
貢献していくことではないでしょうか
　そもそも人間はミスをするものです。それなら、致命
的なミスをしないようなシステムをつくればいいわけで
す。目指すべきは、人間のスキルに頼らない 21 世紀
型の運用スタイル。そうした実験運用の進化に向けて、
私たち日本人に活躍のチャンスがたくさんあります。

実物大の液柱サンプルを使って解説。透明な加熱ディスクと黒い冷却ディスク
は本物で、ここだけでもすごい技術が盛り込まれている

POINT!

「きぼう」での実験で、マランゴニ対流の研究から宇宙実験の運用技術まで大きく前進！
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 　　限りなく貴重な約6分間の宇宙実験
　TR-IA は、宇宙実験に必要な手法や技術を開発するための、宇宙実
験用小型ロケットです。地上での重力の約 1 万分の１の微小重力の環
境を 6 分以上保つことができ、小型とはいえ 1 装置あたり約 120kg と
大きな実験装置を搭載できます。1991 年から 1997 年にかけて 7 回打
ち上げられ、マランゴニ対流に関しては 5 回の実験が行われました。1
号機から 3 号機まではマランゴニ対流実験の土台となる技術開発、4 号
機と 6 号機ではさらに進んだ実験をしています。

 　　TR-IA小型ロケット実験のテーマと主な成果
●   1 号機（1991 年）　 

「マランゴニ対流及び表面張力波のその場観察実験」
直径 15mm・長さ 15mm の液柱をつくり、10℃の温度差をつけ、
温度差と流れの速さの関係を観察しました。

● 2 号機（1992 年）「マランゴニ対流現象の微細機構の観察実験」
温度差を最大 50℃まで広げ、日本で初めて微小重力場における振動
流の観察に成功しました。

● 3 号機（1993 年）　「電気力によるマランゴニ対流の制御実験」
両端に＋−１KV の電圧をかけて、マランゴニ対流の制御効果を観
察。直流電庄をかけることにより、液柱内に電気力対流が発生するこ
とが確認できました。

● 4 号機 （1995 年）　「液柱マラゴンニ対流による振動流の３次元観察」
直径 50mm・高さ 25mm のこれまでで最大の液柱をつくりました。

宇宙への助走
TR-IA 小型ロケット実験

　日本がアメリカの宇宙ステーション計画への参加を決めたのは、1987 年のことです。当時、微小重
力科学の分野で、日本は世界に大きな遅れをとっていました。1992 年に日本実験棟の利用テーマが公
募され、選ばれた 50 テーマのうち 3 つがマランゴニ対流に関するものでした。翌年には実験装置の
ワーキンググループが発足。実際に国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」で実験が始まった
のが 2008 年ですから、実に 15 年もの歳月がかかったことになります。
　ここでは、「きぼう」での実験を成功させた裏にどのような準備があったのか、「きぼう」での実験
前に行われた TR-IA 小型ロケット実験を中心にご紹介します。

TR-IA ３号機「たけさき 3 号」
打ち上げのようす

TR-IA 小型ロケットの打ち上げ風景
（種子島宇宙センター）。
1991 年から1997 年にかけて5 回
のマランゴ ニ 対 流 実 験 を 行 い、
大きな成果を得た
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TR-IA 小型ロケットに搭載された
流体物理実験装置

マランゴニ対流が定常流から振動流へ
移り変わるようすを詳しく観察

TR-IA 実験では最大となる直径 50mm・
高さ 25mm の液柱で流れを観察

端面のサファイヤガラスに透明な導電膜（ITO 被膜）を使用すること
で、端面を加熱しながら液柱内部の観察が可能になりました。また、
3 台のカメラで撮影する立体視により、3 次元的な流れの計測に成功
しました。

●   6 号機（1997 年）　 
「非定常マランゴニ対流の三次元流動と液注表面温度の同時観測」
4 号機と同じサイズの液柱をつくり、温度差を測るセンサ（直径
1mm）により表面の温度変化を計測しようと試みました。

 　　たくさんの成果で準備万端！
　これらの TR-IA 小型ロケット実験により、たくさんの貴重な成果を得
ることができました。その成果の上に、地上での研究と実験を積み重ね
ていき、日本の微小重力科学が一躍世界のトップに躍り出るほど大きく
前進したのです。
　一連の実験による主な成果をご紹介すると、まず、2 種類のシリコー
ンオイルをブレンドして安定した液柱をつくります。表面からでは内部の
流れを正確に観察しにくいため、全体を暗くして液柱の中心にスリット
光を通します。たとえるなら、ごく薄い光の帯で液柱を縦切りにして断
面を観察するようなイメージです。こうしたマランゴニ対流実験の基礎
となる手法を確立しました。
　また、温度で色の変わる感温液晶を使った観察方法、シリコーンオイ
ルが水分を吸着しないようコントロールする方法、極めて細い温度セン
サを使って振動流が発生したときの温度変化を測る方法など、さまざま
な技術を開発。加えて、小型カメラ 3 台による 3 次元観察装置、液柱
の表面温度や表面流速を測定する装置など、宇宙ステーションでの実
験に向けた装置の開発も一気に加速しました。
　さあ、準備は整いました。いよいよ宇宙へと飛び立ちます。

POINT!

小型ロケット実験で、「きぼう」実験に欠かせない技術や装置を開発しました！

　液柱には、流れによって熱が運ばれやすいシリコーンオイルが使われています。
シリコーンオイルは化学的に安定で、毒性が無く、透明なので内部の観察もしやす
い液体です。しかし 2 号機の実験で、シリコーンオイルが湿気を吸いやすいことが
分かりました。この水分というのが非常にやっかいで、表面張力が変化したり、液
柱表面を皮膜のように覆ったり、感温液晶カプセルが集まってのり状に固まってし
まったりと、いろいろ困ったことを引き起こします。そこで、不活性ガスや乾燥剤を
使ってシリコーンオイルの水分や湿度をコントロールしています。

Space Column

液柱に適したシリコーンオイルとは
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 400km上空で実験スタート
　きぼうでの記念すべき最初の実験は、2008 年 8 月にスタートしました。大
きな液柱をつくり、対流を発生させ、それを観察する、というのが大まかな内
容です。とくに、流れがどのように変わっていくかを詳しく調べます。
　実験は、流体物理実験装置（FPEF）を使って行われました。これは、宇宙
の微小重力環境で流体現象を調べるため特別につくられた装置の内部に液柱
がつくられます。テーマによって液柱の条件や観察方法を変えながら、さまざ
まな実験が行われました。

  MEIS と UVPの主な実験内容
　日本実験棟「きぼう」で初めての流体物理実験となったテーマ１『MEIS』は、
2008年8月から2013年2月にかけて、5回に分けて行われました。最大の目
的は、どのような条件で流れが変化するかを調べることです。
　まず実験は、地上ではつくれない大きなサイズの液柱をつくるところから始ま
りました。そこに対流を起こし、内部でどのような流れがみられるか、どのような

　国際宇宙ステーション（ISS）の日本実験棟「きぼう」で、予定されているマランゴニ対流実験 4
テーマのうち、すでにテーマ 1『MEIS』が 5 年の年月を掛けて無事に終了し、テーマ 2『UVP』と
テーマ 3『Dynamic Surf』が現在も実施中です。ここから 6 ページにわたり、宇宙実験の内容や
ちょっと特別な進め方、そして世界に誇る成果の数々まで詳しくご紹介していきます。

実験装置がぎっしり組み込まれた
流体実験ラック

　「今夜はマランゴニ対流の大切な実験をするので、みなさん早く寝てくださいね」。国
際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士の間で、そんな微笑ましいやりとりがされて
います。これは、なるべく振動が起きないようにするため。早寝をするのも国際協力の
うち、というわけです。地球とは時差があるため、JAXA に研究チームが集合するのは早
朝 5 時、実験時間は 6 時半から午後 3 時半。終了するとその日の実験結果をまとめて、
翌日の準備を整えるなど超多忙な日が続きます。この宇宙実験には、代表研究者の研
究室に所属する学生さんたちも参加し、連日早起きして活躍してくれました。

マランゴニ対流の宇宙実験を徹底解剖

宇宙との連携プレーを支えた舞台裏を公開！その1 実験の概要

Space Column

宇宙で早寝、地球で早起き !?
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条件で定常流が振動流に変わるか、液柱表面の流れの速さや温度はど
れくらいかなどを、３次元カメラやレーザー光線を使って観察。さらに、液
柱の大きさ、粘性、両端の温度差などいろいろと条件を変えながら観察
を続けました。
　この『MEIS』が進行中の2010年1月から、テーマ２『UVP』の実験が
スタートしています。大きな液中柱をつくって流れを調べるのは同じです
が、観察方法に大きな特徴があります。たとえば、イルカやコウモリは超
音波によるドップラー効果を利用して泳いだりエサを穫ったりしますが、
それを同じしくみを利用してUVP（超音波流速分布測定法）により流れ
を観察します。

  遠く離れた地上から、宇宙の装置を遠隔操作
　宇宙での実験は、宇宙飛行士に協力してもらいながら、地上にいる研
究者が国際宇宙ステーション内の実験装置を遠隔操作して行われました。
　筑波宇宙センターのユーザ運用エリアからコマンドを送信すると、国際
宇宙ステーションから画像やデータが送られてきます。質の高い画像や
詳しいデータがリアルタイムで届くため、まるで隣の実験室とやり取りし
ているのかと錯覚しそうになります。地上では、届いた画像やデータを見
て、マランゴニ対流のようすを瞬時に判断しながら次々とコマンドを送信
し、実験が進められました。
　こうした実験では、装置の組み立てや試料のセットなど宇宙飛行士の
活躍が欠かせません。しかし今回、肝心な実験は宇宙飛行士が寝静まっ
ている時間を狙って行われました。なぜなら、液柱は振動に敏感なため、
宇宙飛行士が動き回らない時間の方が正確なデータを取れるからです。
　壮大な遠隔操作による実験はスムーズに進み、液柱をはさむディスク
の位置は0.1mm単位で、液量は0.01cc単位で、液体温度の変動は
0.01℃単位で、それぞれ測定や制御をすることができました。JAXAの優
れた技術が、遠く離れた宇宙での精密な実験を成功に導いたのです。

さまざまな方法でマランゴニ対流を観察

「きぼう」 内で、地上では実現できない
大きな液柱づくりに成功

MEIS & UVP

　 地上から遠隔操作して、宇宙で大きな液柱をつくり流れを観察しています！

PO
INT!
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ISS から撮影された日本の夜景。
何 人もの 宇宙飛行士が、約 400 キロ
離れた宇宙でマランゴニ対流実験装置
のセッティングやメンテナンスに活躍



液柱の長さや形（体積）をさまざまに変え
ながら、振動流に変わる条件が液柱の形状
に影響されるかどうかを実験

マランゴニ対流の宇宙実験を徹底解剖

「世界初」の発見で長年の謎を解き明かす！その2 実験の成果

　流体力学で目指す理想は、あらゆる流れの現象を普遍的に理解することではないでしょうか。「きぼ

う」で行われているマランゴニ対流実験もその理想に向かう研究です。というのも、とくにマランゴニ

対流は他の流れと違い、表面張力で流れが起こります。そういう“ちょっと変わり者”の流れだからこ

そ、他の流れと同じように理解できるのかどうかが重要な研究テーマとなり、そこが分かればあらゆる

流れの現象をすっきりと理解できるようになるわけです。

　国際宇宙ステーションを最大限活用することで、日本のマランゴニ対流研究は一気に加速して欧米諸

国を追い抜き、流体力学の分野で世界をリードするまでになっています。ここでは、世界から熱い注目

をあびる数々の研究成果のうち、代表的なものをご紹介します。

 1 振動流に変わる条件に迫る
　地上でマランゴニ対流を観察しようとしても、浮力や重力の影響
を受けてなかなかうまくいきません。そのため、たくさんの謎が謎
のまま残されてきました。とくに、いつ、どのようなタイミングで定
常流から振動流に変わるのか、そこにどのような規則があるのか
が不明で、科学者を長年悩ませてきました。
　流体力学の常識から考えると、定常流から振動流へ変わる条件

（臨界マランゴニ数＊ P ７参照）は、液柱の直径に影響されないは
ずです。これを「流体力学における相似則」といい、流体力学の
基本的な考え方とされています。ところが、過去の小型ロケット実
験やスペースシャトル実験では、液柱の直径によって振動流に変わ
る条件が影響される結果となり、相似則とは矛盾していました。
　今回の実験では、地上では考えられないほど大きな液柱をつくり、
重力の影響を受けないため、理想的な液柱の形状かつ浮力の影響
を受けない純粋なマランゴニ対流を起こすことに成功しています。
いろいろと条件を変えながら、しかも時間をたっぷりかけて観察を
繰り返すことができました。
　その結果、信頼できるたくさんのデータが得られ、「定常流から
振動流へ変わる条件は液柱の直径に影響されない」ということを、
実験によって初めて明らかにしました。これは、長時間にわたり微
小重力環境を得られる「きぼう」の利点を活かした成果といえるで
しょう。

液柱直径 

臨
界

マ
ラ
ン
ゴ
ニ
数

 

地上実験 

「きぼう」実験 

「きぼう」実験で、振動流に変わる条件が
液柱の直径に影響されないことが判明
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　さらに、どうも液柱の直径ではなく、ある一定の規則によって流
れが変わるようだということも分かってきました。そこにひそむ規
則を突きとめるため、「きぼう」でさまざまな実験を行い、たくさ
んの貴重なデータを収集しました。
　その中で、流れの変化と液柱の長さの関係についても発見があ
りました。これまで、液柱が長くなると振動流になりにくいと思わ
れてきましたが、実験により、液柱の長さと振動流に遷移する温度
差とをかけた値がほぼ一定になるという結果が出ています。このよ
うに、宇宙実験で得た豊富なデータを詳しく解析することで、マラ
ンゴニ対流の未知の領域をどんどん明らかにしています。
　流体力学の分野では、熱対流についてのバイブル的遷移図とさ
れる「レイリー・ベルナールの対流遷移図」というものがあります。
私たちが目指すのは、その「マランゴニ対流版」といえる価値の
高い遷移図を完成させることです。これにより、全く異なった流れ
の形態の間で、統一的に流れの規則が理解できるのか、あるいは
特異性は何かをはっきりとさせることができるでしょう。

 2  振動流が渦を巻く現象を発見
　宇宙では、直径が大きいだけでなく、長い液柱をつくることにも成
功しています。液柱の直径に対する長さの比を、アスペクト比（縦横
比）といいます。たとえば、「きぼう」でつくった直径30mm、長さ
60mmの液柱はアスペクト比が 2となります。一方、地上では重力
があるため長い液柱をつくることができず、直径5ｍｍ、長さ2.5ｍ
ｍ程度、アスペクト比でいうと0.5くらいが限界です。今回、さまざま
な長さの液柱をつくって実験できたのは、まさに宇宙空間ならでは。
もちろん、世界初のことです。
　その長い液柱を使って実験した結果、振動流が渦を巻く現象を発
見しました。液柱は、温度差を与えて対流を起こすため加熱ディスク
と冷却ディスクに挟まれていますが、その2枚のディスクの間で渦が
幻想的な動きをみせることを観察しました。温かいところで発生し

液柱の表面温度を放射温度計（IR カメラ）で撮
影したもの。液柱表面は曲面のため、カメラに
近い（a）図部分のデータを抽出して解析した

流体物理実験装置の実験準備や補修に活躍する宇宙飛行士。左は野口聡一宇宙飛行士。右は古川聡宇宙飛行士

国際宇宙ステーション（ISS）はさまざまな研究
が繰り広げられる「宇宙の実験室」。「きぼう」
船内実験室の窓から見た ISS

15



た渦は、成長しながら冷たい方へ移動し、冷却ディスクに達すると消えてな
くなります。するとまた、加熱ディスクのそばで新しい渦が生まれます。それ
が繰り返されるようすをしっかりと確認できました。
　もう一つ、液柱が長くなるとより小さい温度差で振動流に変わるなど、振
動流に移る条件が変化することも明らかになっています。

 3  温度の波が液柱表面を伝わる貴重なデータ
　マランゴニ対流の実験では、流れの動き、速さ、温度の変化など、さまざま
な角度から観察をしています。その中で、温度についても長年にわたって未
解決の謎があります。それは、長い液柱の表面を伝わる温度の波は「高温側
から低温側に伝わるのか？」、それとも「その逆なのか？」という問題です。
そこで、「きぼう」ではアスペクト比2というとても細長い液柱をつくり、表面
温度を測定しました。しかもこのとき、赤外線を検知する温度計を使ったた
め、温度の流れを目で見ることにも成功しています。
　その結果、床屋さんの店頭で見かけるバーバースタンドの縞模様のよう
に、温度の波が回りながら高温側から低温側に移っていくことが明らかに
なりました。これは、熱流体力学の理論ときれいに一致する、世界で初めて
の実験データです。

 4  カオス・乱流の複雑な表面温度を追跡
　振動流の温度差をさらに大きくすると、流れが複雑に乱れたカオス・乱
流へと移ります。このカオス・乱流に移る条件を明らかにすることも、宇
宙実験の重要な目的の一つです。宇宙での大きな液柱が乱流状態を可能
にするためです。
　表面温度を測ってみると、流れの乱れが弱いうちは、温度波が一定の

マランゴニ対流の宇宙実験を徹底解剖
「世界初」の発見で長年の謎を解き明かす！その2 実験の成果

細長い液柱の表面温度を測定。赤外線
を検知する温度計を使ったため、温度
の流れを目で見ることにも成功

液柱の表面を伝わる温度の波が、回り
ながら高温側から低温側に伝わることが
判明

液柱が長くなると、振動流が渦を巻くことを発見。渦が発生しては消える幻想的な動きを初めて観察した。
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速度で規則的に加熱ディスク側から冷却ディスク側に流れています。徐々に
流れの乱れが強くなると、温度波の速度や波のリズムも乱れ始めます。やが
て低温となった部分に線が表れ、その線が枝状になり、枝の先がさらに分
岐するような模様が姿を表します。この実験により、表面温度の複雑な動き
がまさに一目瞭然、目で見ることができました。
　また、一見すると流れはそれほど乱雑さを感じさせませんが、長い液柱に
おける表面温度の変化のパターンは、乱流であらわれる複雑さを示しました。
このことは、浮力対流におけるカオス・乱流の場合と大きく異なっている点
です。

 5  粒子が整列する現象を大きな液柱で観察
　マランゴニ対流実験では、液柱に粒子を入れて、その動きを追うことで流
れを観察しています。その粒子が、1 本のひものように整列する現象を PAS

（粒子集合構造）といい、過去の地上実験や宇宙実験で観察されています。
　これまで、大きな液柱では PAS が発生しにくいとされてきましたが、その
観察に成功しました。ばらばらに浮かんでいた粒子が帯状に連なって漂うよ
うすは、とても不思議で美しいものです。また今回の実験で、宇宙では地上
よりも小さい温度差で PAS が発生することも分かっています。
　しかし残念ながら、PAS がなぜできるのかは依然として謎のままです。宇
宙実験によってその謎に迫り、PAS のメカニズムを解明することに熱い期待
が寄せられています。もしかしたら、惑星ができることのヒントを与えてくれ
るのではとわくわくしています。

大きな液柱では発生しにくいとされて
きた PAS（粒子集合構造）の観察に
成功。通常の状態ではばらばらに分散
している粒子が、楕円形のひも状に
整列している

POINT!

マランゴニ対流の性質を表すデータや未知の現象が、どんどん明らかになっています！

スマートフォンで
マランゴニの流れを
動画で見てみよう！

QRコードを読み込むと
「YouTube」が立ち上がり
約10分の動画が再生されます。

流れの乱れを徐々に強くして
いったときの、液柱の表面温
度を測定した連続写真。写真
が下にいくにつれ流れの乱れ
が強くなり、温度波のリズム
が 乱 れ 始 め、 やがて低温と
なった部分に線が表れる。その
線が枝状になり、さらに複雑
に 枝 分か れしていく様 子が
はっきりと捉えられた
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展望　日本がつくる流れの未来

最終目標に向かって実験は続く
　マランゴニ対流実験は、現象を理解する段階から、流れのメカニズムを解明する段階へと進んでいます。3
つ目の研究テーマ『Dynamic Surf』では、定常流から振動流に変わるときに液体の表面がかすかに波打
つ現象が、流れの変化とどのように関係しているかを検証します。
　そして 4 つ目の研究テーマ『JEREMI』で、いよいよマランゴニ対流の制御という最終目標に挑みます。
このテーマでは、初めて液柱の周りの気体の状態を変化させ、冷たい空気を流したときに液柱の流れがどう
変わるかを検証します。この実験により、マランゴニ対流で試すべきすべての条件が確かめられることになり
ます。

国境のない宇宙で日本がリーダーに！
　JEREMI は、ヨーロッパ、アメリカ、カナダが参加する国際協力テーマとなっています。これは、国際宇宙
ステーションという実験室の限られた貴重な資源をより有効に活用し、より大きな成果を得られるよう、国境
を越えた協力のもとで研究を進める取り組みです。
　そこでは私たち日本がリーダーシップを発揮しています。今、世界でマランゴニ対流の宇宙実験ができる
のは日本だけです。大きな液柱をつくる技術やさまざまな観測技術を持ち、「きぼう」での実験を成功させ
て精度の高いデータを蓄積してきた実績があります。そうした積み重ねが、世界に誇る日本の強みとなって
います。

日本の科学と技術と人材が大きく成長
　さて、流れの不思議を解明しようとした宇宙実験で、日本はどのような成果を得たのでしょう。まず、国
際的な宇宙ステーションプログラムに参加したこと自体に、大きな意味があります。有人宇宙技術を得ると
同時に、実験運用をする人材も育っています。
　次に、流体力学という学問への貢献です。流体力学の中でも、マランゴニ対流に関する部分は未完のジグ
ソーパズルのように、全体像が見えませんでした。しかし、日本が得た実験データにより欠けたピースが埋
まり、いよいよ全体像が表れようとしています。新しい流体力学の教科書を日本が完成させることになると思
うと、胸が躍ります。
　また、日本として初めて本格的な宇宙実験装置をつくり、宇宙でうまく動くことを検証しました。これによ
り国内メーカーの技術力が向上し、若い技術者が育ったことも大きな成果です。
　さらに将来的には、今回の実験成果が社会で役立てられることになるでしょう。例えば、高品質な半導体
や太陽電池の材料製造、パソコンなどの熱を逃がすヒートパイプ、ごくわずかのサンプルで可能な医療診断
など、さまざまな分野への応用が期待されます。

　今、人類が追い続けてきた流れの不思議をめぐる物語に、次々と新しいページが加わっています。その中
で、流体力学の発展や宇宙実験の国際貢献において、日本が力強い流れを生み出しています。これから先、
流れの世界にどのような新しいページが加わるのでしょう。ぜひ皆さんも、日本の活躍に注目してください。
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POINT!

マランゴニ対流実験で日本が世界をリードし、広く社会に貢献していきます！
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