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従来のゲル

破断応力:10-40MPa
含水率:90%

ダブルネットワークゲル（ダブルネットワークゲル（DNDNゲル）ゲル）

破断応力:0.1-1MPa
含水率:90-95%

大量の溶媒を含みながらもゴムや生体軟骨に 
匹敵する強度をもつゲルの創製に初めて成功 !

Gong, J. P.; Katsuyama, Y.; Kurokawa, T.; Osada, Y. Adv. Mater. 2003, 15, 1155.

今、高強度ゲルを活かした、新しい機能性材料の研究がブームになりつつある。
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面積1cm2のゲルシートに、
400kgの荷物を乗せても壊れず、
この荷物は40gの力で動かせる！

耐荷重性 400kgf/cm2

摩擦係数 μ≒10-4 ということは・・・

400kg

40g
1cm

ひざ関節の“軟骨”の機能に匹敵

最高性能のダブルネットワークゲルの場合
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ソフト&ウェットマター

エンジニアリング

高強度、低摩擦、透明、生体適合性、生分解性…
ソフト＆ウェットマター工学がものづくりを開拓！

高強度、低摩擦、透明、生体適合性、生分解性…
ソフト＆ウェットマター工学がものづくりを開拓！

強化ゲル 
アクチュエータ

ソフトマシン、 
ロボットへ応用

高強度ゲルで、自由成形可能！ 
高い抗血栓性・生態適合性！

医療へ応用

強化ゲル
人工血管・組織

強化ゲル電池
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高強度ゲルによる 
価値創成ものづくりのご提案
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■ ICNゲルは既存のゲル強化方法のハイブリッドモデルである 
今後、山形大学オリジナルのICNゲルの研究を展開する

E= ~250[kPa]

E=0.1~40 [kPa]

E=1~10[kPa]

E=1~30 [kPa]
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日出間るり, 吉沢泰介, カイリビンナサルディン, 古川英光, “形状記憶ゲルの繊維強化による自 
己修復材料の創製” , 日本機械学会論文集Ａ編, 77, 764 - 768, (2011)

元の形元の形 元の形元の形

加熱 冷却

元の形元の形

変形変形

室温



略称 DN ICN SMG
正式名称 ダブルネットワークゲル 相互架橋網目ゲル 透明形状記憶ゲル

タイプ DN‐NaAMPS‐DMAAm ICN‐DMAAm‐1000 SMG‐SA‐DMAAm

特徴 世界最高強度 
摩擦係数 0.01以下 

大変形で塑性により軟化

高延性
高含水率 

繰り返し変形可能

形状記憶性
大変形で塑性変形

加熱により回復

破断強度 引張 1MPa以上
圧縮 20MPa以上

引張 10〜100kPa 引張 3.5MPa以上

破断ひずみ 引張 6以上 
圧縮 0.9以上

引張 6以上 引張 7以上

ヤング率 0.5MPa以上 2〜10kPa 3MPa以上

含水率 90%以上 96%以上 約45%

機能付与 イオンによる導電性付与
有機溶媒への置換可

高延性向上 
形状記憶性付与

カーボンによる導電性・ 
伝熱性付与, ICN化

特許出願人 北海道大学 サンアロー株式会社 古川英光 9
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3Dゲルプリンターが造形するゲルは、 人工血管、 アクチュエーター、
形状記憶材料の製造など、 様々 な製品に応用可能です。  

m  
2.3MPa  

20mW  
4mL 5  

UV  
 

コンピュータコント ロールにより、  
複雑な空洞構造を 
短時間で自在に造形します。  

CO2

20mW 
 325nm

SWIM)ER So‐ .&.Wet
Intelligent.Materials Easy.Realizer !! 
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1)血管をプリントできると…

• 脳動脈瘤コイル塞栓術の事前検証
コンピュータ3Dモデルや樹脂モデルによ 
る位置確認のみでは手術効果検証、訓練 
は困難

プリントされた透明、かつ、柔軟なゲル血管モデルで手術効果検証や訓練が可能に！

2)食品を 
プリントすれば…

見映えup!見映えup!

高齢者の食事をリッチに！
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本質的に不均一な構造、しかも様々なスケールの不均一性
が混在する。

大部分が水で、溶質が少ない。溶媒と溶質の誘電率が 
近く、光に対するコントラストがつきにくい。

～10μm

入射レーザー光

場所に強く依存する散乱光

〜なぜ、高分子溶液に有効な光散乱測定をゲルに適用できないのか〜
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入射光
散乱光

対物レンズ

適切な
統計処理

内部の網目サイズ d
大小

1nm 10nm 100nm 1μm

微量ゲル状試料 
(機能性樹脂, 医薬品, 生体組織など) 
微量ゲル状試料 
(機能性樹脂, 医薬品, 生体組織など)

頻
度

網目サイズ分布関数網目サイズ分布関数

走査型顕微光散乱SMILS(スマイルズ)

d

本システムの特長
・ ナノメータサイズの網目構造のサイズdとその分布を定量的に分析します。
・ 非破壊、非接触で分析を行うことができ、可視光を使うので安全で、装置は小型化できます。
・ 従来の光散乱装置では測定困難な微量、不透明、高粘度、複雑形状の試料に対応します。
・ 標準化と解析ソフトの自動化により、専門家が不在でも日常的に利用し、研究や開発、製造管理に 

対して効果的なデータが得られるようになります。 

本システムの特長
・ ナノメータサイズの網目構造のサイズdとその分布を定量的に分析します。
・ 非破壊、非接触で分析を行うことができ、可視光を使うので安全で、装置は小型化できます。
・ 従来の光散乱装置では測定困難な微量、不透明、高粘度、複雑形状の試料に対応します。
・ 標準化と解析ソフトの自動化により、専門家が不在でも日常的に利用し、研究や開発、製造管理に 

対して効果的なデータが得られるようになります。
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基底状態

励起状態
分子

•２つの光子同時に吸収
•照射された光の２倍の 
エネルギーを吸収

光子

レンズ

ゲル溶液

レーザー

光子の密度が高い焦点付近で発生
→焦点付近でのみ重合

二光子励起

二光子ゲルプリンタにより1μmの解像度に挑戦！二光子ゲルプリンタにより1μmの解像度に挑戦！
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形状記憶ゲルシート 
をはめた状態（水無）

水を入れた状態 丸ごと加熱してお湯 
を注入してレンズ化

注入針を抜いた状態 レンズなしの「画」

2011.8
特許出願



20

室温

硬化

押せない！

60 ℃

軟化

点灯！
押せる！

可逆可逆

可逆可逆
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“価値創成ものづくり”に必要な各種技術を網羅！“価値創成ものづくり”に必要な各種技術を網羅！
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研究室主催共同研究セミナーの開催を予定しています（1月頃）
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新技術の特徴・従来技術との比較
• オーダーメイドの自由造形が可能。高強度低摩擦ゲ 

ルの部品を1個から製造できる。

• 高強度低摩擦ゲルは透明で含水率90%。生体適合 
性が高い、省資源グリーンマテリアルである。

• 大きさ1mmゲルでも網目構造解析が可能。微小ゲル 
サンプルの粒子透過性や粒子保持力、含水率を評 
価できます。

想定される主な用途
• すべり軸受

• ヘルスケア製品

• 細胞培養関連
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お問い合わせ先

山形大学

知的財産本部 宮野
ＴＥＬ：０２３８－２６－３０２４

ＦＡＸ：０２３８－２６－３６３３

E-mail: yu-chizai@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
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