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1．緒言 

 従来の生物の発生に関する研究では生化学シグナルや遺

伝子の発現といった生化学的な因子に注目が集まっていた

が，最近，力学的なメカニズムが関与している例が報告され

始め 1),2)，力学的因子に注目が集まっている．しかし，発生途

中の胚内部の応力分布もよく判っていないのが現状である． 
 我々は，発生研究の実験によく用いられているアフリカツメ

ガエル（Xenopus Laevis）胚を研究対象とし，これの発生初期
の胚内応力分布を知りたいと考えている．このためには胚内

部のヤング率分布を知ることが必須であるが，胚組織の一部

を切り出して計測されたヤング率の報告はあるが，胚全体や

胚内部のヤング率分布の報告はなく，詳しいことはよく分かっ

ていない．例えば内藤ら 3）はマイクログラスバーによる胚の押

込試験から胚全体のスティフネスを求め，この発生に伴う変

化を計測したが，実験操作の関係上，胚の下側半分を寒天

に包埋する必要があり，ヘルツの弾性接触理論から導かれる

ヤング率の計算を行うことができなかった． 
 そこで本研究では，実際の押込試験の実験を有限要素法

でシミュレーションすることで，実験条件に即したヤング率の

推定方法を導出し，内藤らの実験結果にこの推定式を適用

することで，アフリカツメガエル胚のヤング率がどの程度の値

であるのか推定することを目的とした． 
 
2．解析方法 

 本研究では，胚を模した中実の球モデルを二つの剛体で

はさみ，上側の剛体板を動かして押込むシミュレーションを行

った（Fig.1）．球モデルに設定するヤング率 E と下側の剛体
の形状を変化させ，球への押込量 δと上側の剛体板が受ける
反力 F の関係がどのように変化するのか調べた． 
 有限要素解析には HyperWorks（Altair Engineering）のソフ
トウェアファミリーを利用し，動的陽解法で行った．モデル作

成には HyperMesh，ソルバーには Radioss，計算結果の解析
には HyperView をそれぞれ用いた．計算機には Pavilion 
h8-1190jp（Hewlett Packard）を使用し，OS には Microsoft 
Windows 7 Professional x64 Edition（Microsoft）を使用した． 
2．1．球モデルの作成 

 直径 1400 µm の球内部に一辺 468 µm の立方体の領域を
つくり，これを 3 次元の 6 面体メッシュで 10×10×10 の個数
に分割した．立方体（もしくは球）の中心と立方体の頂点を結

ぶ直線をそれぞれ球表面まで延長することで，球内部の立方

体の周りに 1つの曲面と 5つの平面からなる 6面体が 6つで
きる．これらの領域をそれぞれ先ほどと同じ条件でメッシュを

切り，各部をつなげることで球モデルを作成した（Fig.2）． 
 球モデルの材料則には線形な等方弾性モデルを設定し，

Table 1 の値を与えた．また，球の中心を通る Z 軸上のメッシ
ュの格子点に対し，Z 軸方向の並進運動以外を拘束する境
界条件を設定した． 
2．2．シミュレーション条件 

 球を挟む２つの剛体のうち，上側は平板とした．下側は２通

りを考え，条件Ａでは平板（Fig.3），条件Ｂでは球面カップ状
（Fig.4）とした．上側の剛体板は 60 µm/sの速さで球を押込み，

下側の剛体は位置を固定とした．球と剛体の間の初期状態

での距離を L1，L2と定義し，L1+L2=6 µmとした．条件Ａでは，
L1=5.999 µm，L2=0.001 µm，条件Ｂでは L1=L2=3 µm とした．
また，条件Ｂの下側の剛体球面について，球面の深さ L3と曲

率半径 R を定義し，L3=700 µm，R=700.1 µm とした． 
 シミュレーション時間を 1.1 s と設定し，球を最大 60 µm まで
押込んだ．シミュレーション時間が 0.5 s経過する毎に計算結
果のアニメーションファイルが出力されるように設定した． 

 
Fig. 1 Schematic diagram of the indentation test. 

 
(a) Outside          (b) Inside 

Fig. 2 Model of Xenopus embryo. The vertices of triangles 
are the nodes where boundary conditions (BC) are set. 

 
Fig. 3 Condition A. 

 
Fig. 4 Condition B. 

 
Table 1 Parameters used for embryo model. 
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2．3．ヘルツの弾性接触理論 4） 

 本研究で行ったシミュレーション結果が適切であるかどうか

を検討するため，解析解であるヘルツの弾性接触理論の式

を参考にした．２つの弾性球の半径を r1，r2，縦弾性係数を

E1，E2，ポアソン比を ν1，ν2 とし，両者が接触した状態から下

側の球の中心が上方の球に δh だけ近づいた場合，２つの弾

性球の間に働く力 F は次式のように表せられる（Fig.5（a））： 
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ここで，上側の弾性球が剛な半無限体であると仮定するとき，

r1→∞，E1→∞といえるので，式(1)は次式のように書き換えら
れる（Fig.5（b））： 
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なお，δhを以下，接近量と呼ぶ． 
 
3．結果と考察 

3．1．有限要素解析と弾性接触理論の結果の比較 

 条件Ａに関し，有限要素解析から得られた押込量 δ と反力
Fとの関係を，ヘルツの弾性接触理論式(2)から得られた接近
量 δh－押込力関係と併せて Fig.6 に示す．接近量 δhは半径

分の変形であり，球体を押込量 δ で押し込むと，変形は直径
分となるために，δ=2δh となるようにプロットした．両者はほぼ

一致しており，有限要素解析は適切に行われたと考えた． 
 条件Ｂについて同様に Fig.7 に示す．この場合，球体の半
分は剛体のカップに埋まっていることから，この部分は剛体と

見做すことができるため，押込量 δ と接近量 δhの関係は δ=δh

と近似するのが適切と考え，このようにして両者をプロットした．

上側の剛体板が受ける反力の大きさは，ヘルツ接触の計算

結果と比べ，有限要素解析結果の方で若干大きかった．これ

は，球の下半分が剛体と見做される状況にあり，下半分の変

形が上下方向だけでなく，水平方向にも生じないため，球全

体の変形が，下半分の上下方向の変形のみを固定した δ=δh

の条件よりも小さくなったためと考えられる． 
 
3．2．ヤング率推定式の導出とヤング率の推定 

 内藤らの押込試験条件に相当する条件Ｂの有限要素解析

結果から，ヤング率を求めてみる．まず，解析で得られた関係

を次式でフィットする． 

F E,!( ) = a3Ea1! a2              (3) 

ここで，a1，a2，a3 はフィッティングパラメータである．この式の

両辺に自然対数をとり，最小二乗法の考えを適用してフィッ

ティングを試みた結果，a1=1.0002，a2=1.505，a3=50.48 となっ
た．このときの式（3）の値は有限要素解析結果とよく一致して
おり，精度よくフィッティングが行えたと考えた．次に a1=1.000
と近似して式（3）に代入し，式の整理をすると次式（4）のよう
なヤング率 E (Pa)に関する推定式が得られた： 

E = F !103

50.48!!1.505
              (4) 

 内藤らが行ったアフリカツメガエル胚の押込試験データを式

（4）に代入し，ヤング率を推定した結果，stage10 の胚では
57.9±34.0 Pa（mean±SD，n=8）で， stage11-12 の胚では
92.0±73.5 Pa（n=9）となった．Moore ら 5)が切断胚で計測した

値は，部位により異なるが，stage10+で 3.9-7.4 Pa，stage11.5

で 3.0-14.2 Paであった．また Zhou ら 6)は stage11.5の胚で 13 
Paと報告している．これらの値に比べて本研究の推定値は 10
倍程度大きかった．実際の胚は個体差が大きい上に，先行

研究の実験では胚の一部を切り出して力学試験を行ってお

り，摘出によるダメージや残留応力の開放などにより値が低

下する可能性が否定できない．今後，データを蓄積し，先行

研究との違いを明らかにしていきたい． 

 
(a) Two elastic spheres  (b) Rigid semi-infinite body  

  and elastic sphere 
Fig. 5 Hertzian contact theory. 

 
Fig. 6 The result of simulation for Condition A. 

 
Fig. 7 The result of simulation for Condition B. 
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