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OVERVIEW

人体との親和性が高いことから、生体材料として大きな注目を集めているハイドロゲル。ソフトコンタ
もろ

クトレンズなどでも実用化されているが、力学的には脆いため、強度と耐久性を併せ持ったゲルが求め
られている。これに対し、東京大学大学院工学系研究科の酒井崇匡教授は、ゲルの性質を根本から突き
けん

じんたい

詰め、従来の概念を覆す物理法則を次々に発見している。さらに、こうした学理を基盤に人工腱や靭帯
きょうじん

の材料にもなり得る、丈夫で強靱なゲルの開発に挑む。
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伸縮性や弾性に富む材料
ヘテロな集団で共創を目指す

図2

CRESTの体制図

ロバストで強靭性な
人工腱・靭帯

ゼリーやこんにゃく、ヨーグルト
に 代 表 さ れ る ゲ ル は 、多 く の 人 に
とって身近な物質だ。ゼリーを作る
際に、温かい溶液を冷やすと固まる
という状態変化もよく知られている
だろう。化学的には、高分子や微粒子

C. 精密合成

が溶液中に溶解・分散したコロイド
溶液が、流動性を失って固化したも
のをゲルという。高分子やコロイド
粒子が互いに絡み合って網目状の構
造を作り、その中に水などの液体を

D. シミュレーション

動的・静的結晶による強靭化の学理解明
A. 学理解明
実証実験

B. In-situ計測

包み閉じ込めている。その程度に応
じて、粘性のある液体状のゾルから
固体状のゲルにまで変化し、伸縮性

のはプラスチック製だ。しかし、生体

や弾性に富むなどの特性を生み出し

内における長期的な強度維持に問題

学物質理工学院の佐藤浩太郎教授、

ている。

を抱えており、新たな素材が求めら

シミュレーションは名古屋大学大学

皓一准教授、精密合成は東京工業大

こうした特性を活用し、現在、食品

れている。
「強度と耐久性を併せ持っ

院工学研究科の増渕雄一教授がそれ

や工業用品から、化学、農業、医療、宇

たゲルが開発できれば、人工腱や靭

ぞれ担当している。
「私はこの研究体

宙科学に至る幅広い分野で高分子ゲ

帯へも応用できますが、ゲルは脆い

制を『ヘテロな集団による共創』
と呼

ルが利用されている。中でも、水を内

という弱点に加え、生体内では水分

んでいます。分野は異なりますが、第

部に含んだハイドロゲルは、
生体軟組

を吸収して膨張してしまいます。そ

一線で活躍する唯一無二のスペシャ

織と似た構造を持ち、人体との親和

のため、元の形状を維持できないと

リストが密に連携することで、
成果に
つながっています」
と語る。

性が高いことから、
医療用バイオマテ

いう大きな問題を抱えていました」

リアルとして期待されている（図1）。

と東京大学大学院工学系研究科の酒

すでに縫合糸、人工血管、人工皮膚、

井崇匡教授は語る。

ゲル化中の浸透圧変化の謎
世界初・普遍法則で解明

細胞培養、止血剤、ドラッグ・デリバ

そこで酒井さんはこれらの難題を

リー・システムなどの最先端医療材料

解決し、強度と耐久性があり、かつ生

として研究され、一部実用化が進ん

体内で膨張しない人工腱・靭帯の開

酒井さんには、医療用のハイドロ

でいるが、耐久性などの観点から大

発を目指し、CREST「ゲルのロバス

ゲルをデザインする基本的なスタン

きなシェアを獲得しているのは、
コン

ト強靱化機構の解明と人工腱・靱帯

スがある。生体内におけるハイドロ

タクトレンズのみにとどまる。

の開発」を立ち上げ、研究代表者とし

ゲルのライフサイクルを理解し、材

また、強度と耐久性が要求される

て開発を推し進めている。狙い通り

料を設計することだ。
「科学者は生体

人工腱や靭帯も、現在使われている

の高分子ゲルを合成して構造解析・

内に埋め込んだ後、材料に手を加え

物性測定を行い、シミュ

ることはできません。だからこそ、作

レーションの解析結果と

るだけでなく、生体内でどのように

比較するという一連の流

振る舞い、最終的には分解する、ある

れをCREST内で行うた

いは何年使えるといったことを、設

めに、学理・合成・計測・シ

計の段階で全て考えておく必要があ

ミュレーションの4つの

るのです」と説明する。

図1

ハイドロゲル

研究グループを組織して
いる（図2）。
酒井さん自身は学理の

探求していった。その1つとして、保

解明やゲルの設計・実証

水力の元となる浸透圧の変化に着目

を担い、In-s itu計測は東

した。一般的には、浸透圧とは溶液の

京大学物性研究所の眞弓

濃度が高い方に水分が移動する圧力

イン シチュー
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そこで、酒井さんは従来の固定概
念を取り払い、ゲルの本質を改めて

戦略的創造研究推進事業CREST
「ゲルのロバスト強靱化機構の解明と人工腱・靱帯の開発」

のことを指し、希薄溶液であれば溶

図3

ゲル化の進行と保水力の関係

質のモル濃度に比例するというファ

ゲル化 （レプリカ）

ントホッフの法則に従うことが知ら
れている。一方、ゲルは液体状態のゾ
ルからゲルになる過程で、浸透圧が
大幅に低下することが知られている
が、どのような物理法則に従ってい
るのかは謎のままだった。
酒井さんは高分子鎖のネットワー
ク構造を均一に制御できる「テトラ

た。すると、ゾルのときは高分子の結

浸透圧

作り、正確な浸透圧を計測していっ

ゲル

40

ゲル」を使い、ゾルからゲルになるま
での過程をモデル化したサンプルを

ゾル

(kPa)

30

浸透圧

20

合度が高くなるにつれてモル濃度が
減少するので、浸透圧は予想通り減
少するが、ゲルになると結合度合い
によらず浸透圧が一定であることを

弾性率

10
0

0.0

遍法則を解明した（図3）。
この研究は、ノーベル物理学賞を

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

末端結合率（ポリマー鎖の結合率）

示し、世界で初めてゲル化過程の普

4分岐ポリマーの末端同士が化学反応によって結合し、ゲル化が進行する。末端間結合の割合が小さいときは液体状の
「ゾル」となり、ある閾値以上になると固体状の「ゲル」となる。保水力（浸透圧）はゾル状態ではゲル化の進行とともに低
下し続け、ゲル状態では一定となる。
（図中のkPaはキロパスカル）

受賞したフランスの物理学者ドゥ
ジェンヌ博士が1972年に発見した
「鉄が磁石に変わる現象とポリマー

を行ったのである。
その結果、ゲルに

も高分子の溶液と同様の共通点を持

外力を加えて変形

つことも新たに発見された。これに

する時に元の形に

より、ゲルの保水力を数学的な普遍

戻ろうとするエン

法則に基づいてコントロールできる

トロピー弾性の力

ようになり、やわらかくウェットな

とは反対向きの力、

新規ゲル開発への道を拓いた。

すなわち「負のエネ

G

剛性率

溶液の共通点」に基づいており、ゲル

図4 「負のエネルギー弾性」の概念図

温度

T

オレンジと青の実線はゴムと
ゲルの常温付近でのやわらか
さの温度変化、点線はそれぞ
れを絶対零度まで伸ばした補
助線を表す。ゲルのやわらか
さは負のエネルギー弾性の存
在によって温度には比例せ
ず、負の定数の分だけずれる
ことが分かった。

ルギー弾性」が同時

「負のエネルギー弾性」発見
やわらかさの温度変化を解明

に働いていること
を世界で初めて発
見した（図4）。
「これ

続いて、ゲルのやわらかさを表す

までゲルの弾性はゴムと基本的には

て膨らむ現象は広く利用されている

物理法則の解明に取り組んだ。従来、

同じだと思われてきましたが、本質

が、ゲルの膨らむ速度の温度変化を

熱力学第二法則であるエントロピー

的に異なることを示しました。また、

決める法則は明らかになっていな

増大の法則に基づくエントロピー弾

温度変化が従来の想定よりもかなり

かった。そこで、先ほど浸透圧の変化

性で、ゲルのやわらかさはおおむね

大きいこともわかりましたので、材

を調べる際に用いたテトラゲルを使

説明できると100年近く信じられて

料開発や使い方にも大きな影響を与

い、架橋点間分子量・高分子濃度・網

きた。しかし、実際には温度との相関

えることになるでしょう」と成果を

目の結合率を独立に制御した約20

にずれが見られることも多かったた

強調する。

種類のゲルを作成し、これらのゲル
が吸水して膨らむ速度の温度変化を

め、酒井さんはこの定説が正しいの

さらに酒井さんは、これらの成果

かを徹底的に検証した。50種類以上

を土台に、ゲルが吸水・膨張する際の

の異なる高分子網目構造を持つゲル

物理法則の解明にも取り組んだ。日

その結果、ゲルの膨らむ速度の温

を正確に作り分け、やわらかさの温

常でも乾燥ワカメや紙おむつの吸

度変化は、負のエネルギー弾性とブ

度変化の測定と熱力学に基づく解析

水剤など、水に浸したゲルが吸水し

ラウン運動におけるアインシュタイ

測定した。
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図5

製したゲルを用い、予想通り望まし

ゲルの拡散係数（ゲルが吸水して膨らむ速度）と弾性率（固さ）の関係

い結果を得ることができた。しかし、

（10-10m2/s）

このままでは画期的なゲルの開発に

ゲルの拡散係数（吸水速度）

は至らないと酒井さんは指摘する。
「想像通りの結果が出るということ
は、想像通りの結果しか出ないとい
うことでもあります。私たちが求め
る性能、あるいはそれ以上の性能を
作り出すには、理論から少しはみ出
したようなポテンシャルを持ったゲ
ルが必要なのです」。

(kPa)
ゲルの弾性率（固さ）
浸透圧が一定で弾性率だけが異なるテトラゲルを複数作製し、それらを比較した。その結果、弾性率が上がり固くなる
と、拡散係数が増えて素早く膨らむことを実証した。

腱・靱帯の10倍の強度を実現
人生100年時代の医療に貢献
PEGは水中での結晶の安定性が不
足しているという問題があったこと
から、酒井さんはより結晶性の高い
ポリビニルアルコール（PVA）を材料

ンの関係 式を 組 み 合 わせた 新しい

来することが明らかになった。伸張

に選択した（図9）。PVAは生体適合

法則で決まることを世界で初めて導

誘起結晶化とは、強く引き伸ばされ

性が高く、すでにバイオマテリアル

きだした（図5）。
「 測定しただけでは

た高分子のひもが互いに寄り合って

としての使用実績もあることから、

この法則は見えてこなかったのです

ナノスケールの微結晶を形成する現

人工腱・靭帯の開発に最適だった。残

が、ゲルの吸水が高分子ネットワー

象だ。一般的にゲルの破壊は網目の

る阻害要因は生体内における「膨潤」

クの不規則な熱運動によって起こる

弱いところに

点が、水中の微粒子の不規則な熱運

力が集中してク

動であるブラウン運動に通じること

ラックと呼ばれ

に着目して解析し、シンプルな法則

る小さな破れが

にたどり着きました」
と語る。

生 じ 、そ れ が 伝

図6

3分岐ゲルの延伸実験の様子

最大30倍以上伸び、この装置では破壊不可能

播することで起

引き算発想で3分岐ゲル開発
4分岐の30倍以上も延伸

こる。
「 伸張誘起

こうして、ゲルの基本的な特性を

抑 え 、強 靭 化 し

結晶化はこのク
ラックの発生を

明らかにしていく中で、ある学生が

ます。実験では、

3分岐のゲルが異常に伸びることを

繰り返し負荷を

発見した。この結果は、これまでの理

加えても常に一

論からは予測できない結果であった

定の強靭性を保

ため、何度も検証を行い、その理由を

つロバスト強靭

追求した（図6）。
「 直感的には分岐が

性を有すること

減ることで弱くなると考えていたの

もわかりまし

で、驚きました。何度もテストするう

た」。

ちに、3分岐ゲルは30倍以上もの伸

3分岐構造の

びを示すことがわかりました」と振

作製･実証では、

り返る（図7、8）。

構造を制御しや

この3分岐ゲルの網目構造を小角･

すいポリエチ

広角X線散乱測定で観察したところ、

レングリコール

高い強靭性は「伸張誘起結晶化」に由

（ P E G ）か ら 作
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測定前

測定後

3分岐ゲルは最大で30倍以上伸びたが、あまりに伸びすぎたため測定器でそれ以上
測りきれないという事態が起こった。
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図7

理論限界近くまで伸びた3分岐ゲル

図8

分岐ごとの強靭化の比較

実際は何倍伸びて壊れたか

(Mpa)
応力

枝を取り去るほどに
よく伸びるようになり、
強靭化される

理論的に何倍まで伸ばせるか

伸び

あえて伸びないゲルを作製して正確な測定を行ったところ、通常の4分岐ゲルは
理論限界の30パーセントで破断するのに対して、3分岐ゲルは理論限界近くまで
伸びることが明らかになった。

4分岐ゲルと3分岐ゲル、その中間的な分岐数を持つゲルを複数作製し、比較を行った。そ
の結果、4分岐ゲルから枝を取り去って3分岐ゲルに近づけるごとによく伸びるようにな
り、強靭化することが示された。
（図中のMPaはメガ（メガは100万）パスカル）

だ。膨潤とは、ハイドロゲルが体内の

晶が生体に対して大きな毒性を生じ

これらの損傷や機能低下が他の障害

水分を吸収し、膨らんでふやけてし

ないこともわかった。

につながることも多い。生体軟部組

まうことを指す。膨潤するとハイド

「当初予定していたものと同等か

織の中で最も強くて丈夫な人工腱や

ロゲルは元の形状を維持できないば

それ以上の強靭さを持つゲルを開発

靭帯が実現すれば、軟骨や半月板、筋

かりか、力学特性も大きく損なわれ

することができましたし、安全性も

肉などの運動器、さらには人工硬膜

てしまうのだ。

確認できました。これからは実際に

や血管、皮膚への応用も見えてくる。

これに対し、PVAの結晶性を網目

人体の腱や靭帯として使えるのかど

健康寿命を延ばす効果が大いに期待

の設計や製造工程で自在に制御する

うかをしっかり確かめたいと思いま

できる（図10）。
「 今後は医療だけで

ことで、水分を吸収して膨張しよう

す。同時に、この材料はこれまでに存

なく、海洋プラスチックなどの社会

とするハイドロゲルの変形を制御す

在しなかった力学特性を持つ可能性

課題も視野に、研究を展開してきた

ることに成功した。作製したゲルは、

もあるので、その特性についても追

いですね」。酒井さんは新たな目標に

靭帯と同様に繊維軸方向に配向して

究していきたいと考えています」と

向け、これからも歩み続ける。

おり、高い結晶性を有していた。

酒井さんは今後の展望を語る。

こうして、生体内でも水分を吸収

人生100年時
代を迎える中、腱

人体の腱･靭帯の約5倍となる100

や靭帯、関節など

メガパスカルを超える高い破断強度

が関連する運動

を達成した。作製したプロトタイプ

器の障害は介護

でマウス皮下埋植試験を行ったとこ

の主な要因とさ

ろ、炎症反応が極めて軽微で、PVA結

れており、さらに

ポリエチレングリコール（PEG）と
ポリビニルアルコール（PVA）の構造式

ポリエチレングリコール（PEG）

H

n

従来のハイドロゲルと生体組織の強度比較
本研究の目標

（MPa）
102

半月板

現在地

皮膚

筋肉
10

n

軟骨

血管

ポリビニルアルコール（PVA）

OH

靭帯

硬膜

101

100

OH
O

図10

破断応力

する前の初期の形状を維持しつつ、

図9

（TEXT：片柳和之、PHOTO：石原秀樹）

-1

10-1

100

ヤング率

101

102

（MPa）

生体軟部組織の中で最も強くて丈夫な人工腱や靭帯が実現すれば、
破断応力を弱め
たり、
弾性方向のひずみと応力の比例定数であるヤング率を小さくしたりすること
で、
あらゆる生体材料に適応できる。
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