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水分量から見た 
人間のイメージ 

約2/3
は水 

ゲルとして見た 
人間のイメージ 

人間はゲル！ 
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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（DN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 



•造形モデルは3D-CADソフトで作製 
•バスタブには高強度ゲルの未反応水溶液(固形分10%以下) 
•光ファイバーからのUV照射で細かい造形が可能 
•3軸方向に動作し任意の造形が可能 

3Dゲルプリンター 

高強度ゲル 3D-CADデータ 

高強度ゲルの 
自在造型が可能な 
世界初の3Dゲルプリンター 
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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! 

高齢者の食事をリッチに！ 7 
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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) 

頻
度 

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。 8 



9 

データ 

試料内部の弾性をスキャンし、可視化する 
       ゲルスキャナ(3D Gel-Scanner)の開発 

見た目も中身も硬さも 
全く同じものができる!? 





11 
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 

加熱 冷却 

元の形 

変形 

室温 
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室温

硬化

押せない！

60 ℃

軟化

点灯！
押せる！

可逆 

可逆 
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Cover 

Button 

Base 

SMG 
disc 

Lego block 

13 mm 

Same small size! 
Button, cover and base were 
made by 3D printer. 
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室温で変形 加熱 
放冷で硬化 



ソフト眼内レンズ 
透明人工筋肉 
ソフトロボット 
透過光制御素子 

従来の 
形状記憶ゲル 

本研究の新素材 
透明形状記憶ゲル 

・白色 
・不透明 
・割れ易い 

・無色・透明 
・良く伸びる 
・透明/不透明の 
 ON/OFF制御 

あなただけの 
ソフト眼内レンズ 

高福祉 
個人ニーズ対応 
高付加価値 

世界初 3Dゲルプリンター 
(山形大学) 

＜期待される本技術の応用分野＞  
 （１）光学素子材料      （２）スイッチ素子    （３）ロボットハンド 
 （４）MEMS           （５）アクチュエータ   （６）人工臓器 
 （７）再生医療用細胞足場材               （８）3Dプリンター など 
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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 
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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！ 

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 



センター長 機械システム工学・教授・古川 英光  

 研究拠点名： 

ライフ・3Dプリンタ創成センター 
Life-Printing Innovation Center （略称L-PIC；エルピック） 

生活・命・未来をつなぐ 
新グローバルイノベーション拠点を 
山形に！ 

2013年 
6月設立 
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COI-Tに採択され、サテライト拠点として基盤整備スタート！ 20 



•走査型顕微光散乱SMILSによる 
網目構造解析(0.5nm〜100μm) 

•機械物性（弾性、強度）の評価 
•摩擦、含水率、光学特性の評価 

•人工血管、人工眼球への応用 
•スイッチ、タッチインターフェースへの応用 
•低摩擦ベアリングへの応用 

• 最大100mm×100mm×50mmの高
強度ゲルの自由造形(精度0.1mm) 

• 二光子重合による高精度自由造形
(精度1μm) 

• 食品プリンタの開発 

•ダブルネットワークゲル DN 
•相互架橋網目ゲル ICN 
•透明形状記憶ゲル SMG 
•導電ゲル、伝熱ゲルなど 

高強度ゲル 
高機能ゲル
の合成 

 

ゲル 
プリンタ 

 

構造解析 

物性評価 

低摩擦・ 
機械要素へ

の応用 

21 
“価値創成ものづくり”に必要な各種技術を網羅！ 



ゲルを活用した価値創成ものづくりに挑戦します。多様な形態で
の新しい共同研究の在り方を模索し、可能性を広げます 

研究室としてゲル研究開発に必要な各種技術を提供し、ゲル機
械材料の応用展開を裾野までサポートすることに挑戦します 

標準サンプルの提供や持ち込み試料の分析などに積極的に取り
組み、新規ニーズ開拓を推進します 

企業との持つ強みと研究室の持つ強みを相乗的に融合すること
で、企業が主体となった国プロ獲得などに貢献します 

22 

「やまがたメイカーズネットワーク」「米沢いただきます研究会」など 
からのグローカルな情報発信も進めています。(facebook参照) 
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新技術の特徴 
• 食品分野。高齢者向けの食事や宇宙食はゲル状の物が多
く、印刷によって食感と味を制御可能。 

• 情報分野。ゲルによってタッチパネルに触覚を与えることに
より新たなアプリケーション、ユーザー体験の創出が可能。  

• 放射線防護。製品重量の95%が水のため遮蔽効果が期待

できる。廃棄時は水を蒸発させることで簡易かつ大幅な減
容量が可能。     

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 
国際事業化研究センター 矢萩 
ＴＥＬ：０２３８－２６－３０２5 
ＦＡＸ：０２３８－２６－３６３３ 
E-mail: yskzyahagi@jm.kj.yamagata-

u.ac.jp 
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