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発明の概要１ 
• 【高出力高精度液中細胞加工技術】本発明は気泡噴出部
材に関するものであり，部材先端部に設けた閉空間より 
発生する指向性を有する高速噴出単分散気泡列を利用し，
その気泡の圧潰現象(キャビテーション)を用いて細胞等の
液中物質を加工するものである． 

指向性を有する高速発射気泡列 

電界誘起マイクロナノ気泡による低侵襲加工 
熱侵襲のない新しい液中低侵襲加工技術 

① 電気分解・ 局所加熱 メカニズム 

流れ 

生
体
組
織

 

マイクロ 
ジェット 

① ② ③ 

電気パルス 
高速発射 
による 
圧力急変 

生
体
組
織

 

生
体
組
織

 

② 流体振動による気泡列生成 

③ 圧壊による細胞組織加工 

生体組織加工の様子 

高速度カメラによる時系列データ 共焦点顕微鏡による断面写真 
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従来技術とその問題点 
     －発明概要１：加工技術－ 

レーザ加工技術 ガラスキャピラリ加工 

http://www.rikenresearch.riken.jp/eng/grants/6262 

Laser light 

Cell 

Takahashi, et al. NLGS (2000) 

50μm 

Glass capillary 

50 μm 
① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

利点 

問題点 

高解像度 

良好な再現性 

高コスト 

セットアップ自由度 

利点 

問題点 

熱侵襲なし 

アクセス自由度 

再現性が低い 

熟練の技術が必要 

利点 

問題点 

汎用でロバストな 

外科用デバイス 

切開部分高温 

熱侵襲大きい 

高周波メス加工 

*D. Palanker, A. Vankov and P. Huie, IEEE Trans.  

Biomedical Engineering, Vol55 (2), p.838-p.841, 2008 

豚の網膜切除実験 

切開面に熱侵襲発生 

小型電気メス 

側面図 
アーチ型 
ブレード面 
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新技術の特徴 
     －発明概要１：加工技術－ 

CCD camera (30fps) High speed camera(230,000fps) 
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d 
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50 µm 

30 µm 

Oocyte 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
     －発明概要１：加工技術－ 

ガラスキャピラリによる 

ウシ卵子除核作業 

気泡メスによるウシ卵子除核作業 

50 µm 

Polar body 

50 µm SU-8 

◎作業スピードのアップ： 

接触して３次元に穴を押し広げる作業が必要なく，狙った箇所に一発で 

穴を開けることが可能となり作業スピードの向上が見込める． 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
     －発明概要１：加工技術－ 

ウシ卵子を気泡メスで加工した後のクローニング操作 

◎気泡メス加工後の生体適合性の評価 

◎発生率の評価： 

ガラスキャピラリ穿孔と気泡メス穿孔
による卵子の発生率比較評価 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
－発明概要１：加工技術 － 

 レーザー加工 ガラスキャピラリ 本発明 

解像度 ◎ ○ ○ 

再現性 ◎ ○ ◎ 

侵襲性 ○ ○ ◎ 

コスト × ○ ◎ 

スピード ◎ × ◎ 

・解像度は卵子の場合1-4 μm精度で穿孔できることを確認している．       
(加工精度は加工対象の固さと距離によって変化する) 

・狙った箇所にキャビテーションを発生させ高速加工が可能で再現性も良い 

・気泡で加工するため表面の熱侵襲性を抑えることができる 

・レーザ加工に対してコストは大幅にカットすることが可能である 

・高周波パルスで加工するので高速加工が可能であり，かつ加工深度もパル
ス数によって調整することが可能である． 
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発明の概要２ 

• 【高効率高速インジェクション技術】本発明の気泡噴出部材
において試薬を供給する機構を追加し，インジェクション物
質を含む溶液を導入することで気泡が放出されると同時に
流体力により外郭部と外側外郭部との間の溶液が引き出さ
れ，インジェクション物質を含む溶液が吸着した気泡を発生
させ，高出力・高効率かつ高速加工・インジェクション技術を
獲得した． 

細胞壁 

キャビテーションによる穿孔 高速発射気泡と気泡界面の付着力 

マイクロ気泡インジェクションメス 

外側外郭部 

試
薬
導
入
路

 

加工と同時に試薬供給 

試薬付着気泡 



9 

従来技術とその問題点 

ウイルス法 

http://www.pharmapolis.net/news/vaccines-and-

biotech/439-pennsylvania-scientists-designed-new-

vector-for-drug-delivery 

リポソーム等 
化学的導入法 

http://www.myvisiontest.com/new

sarchive.php?id=816 

物理的導入法 

http://captainbiotech.blogspot.jp/2011/0

4/biotechnology-regareded-as-art-

of.html 

利点 利点 利点 

問題点 問題点 問題点 

大量処理 

毒性の問題 

大量処理 

大量の試薬が必要 

毒性なし 

効率がよくない 
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新技術の特徴

ターゲット 

©  Michael W. Davidson and The Florida State 

University 

動物細胞 植物細胞 

© animal information 

外側外郭部 

試
薬
導
入
路

 試薬付着気泡 

培養液等 

◎試薬の消費量を抑え，狙った箇所のみ 

に高効率に遺伝子や試薬を供給できる 

インジェクション技術 
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新技術の特徴

30 µm 

メチレンブルー試薬を纏った気泡輸送 

30 µm 

液中で青色を保ったまま数
百μmを輸送することを確認 

(高速発射と気液界面の付着
力が液中拡散を上回る効果
を確認) 

Frame Rate：1,000 fps, Shutter Speed ：1/5,000 sec. 

Replay Speed：30 fps 

培養液中の試薬を纏った気泡発射実験 
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新技術の特徴

http://www.arthursclipart.org/animals%20a%

20to%20z/a%20to%20z/page_04.htm 

http://www.shechterlab.org/wp-

content/uploads/2009/08/frog-eggs.jpg 

Xenopus 

 m-RNA solution (5 ng/nl) injected by 5 pulses was estimated to be 0.1-0.2 nl. 

1. 気泡RNAインジェクション1回目 

2. 気泡RNAのインジェクション2回目 

3. RNAなし従来法インジェクション 

4. 0.5 ng mRNA/oocyte 従来法 

5. 1.0 ng mRNA/oocyte 従来法 

6. 5.0 ng mRNA/oocyte 従来法 

m-RNA への影響 
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新技術の特徴

共焦点蛍光画像 

穿孔とインジェクションを同時に達成 

植物細胞(タバコ細胞BY-2)へのインジェクション実験 

10 mm 

t = 0 sec. 

10 mm 

t = 0.09 sec. 

10 mm 

10 mm 

蛍光ビーズ 
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新技術の特徴

緩衝構造(対象物の固さで制御) 

空気中 

Cell 

狭窄構造 

(同心軸) 

緩衝構造 

空気中 

Cell 

強靭性：先端肉厚構造 

100µm 

100µm 
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新技術の特徴

1cm 

薬液供給チューブ 

電源コネクタ 
狭窄部 

対象物保護 

緩衝部 

外側外郭部 

鶏肉表面 

試薬 
浸潤部 

内側ガラス 
電極部 
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新技術の特徴・従来技術との比較

試薬・遺伝子導入については幅広い固さやサイズを有する対象物への         
インジェクション能力，気泡数の制御による高精度液量制御並びに導入効率
において他の物理的な従来のインジェクション方法よりも優れている． 

電気穿孔法 パーティクルガン法 本発明 

導入効率 ○ × ◎ 

導入物質輸送能力 ○ × ◎ 

対象物の選択性 × × ◎ 

液量制御 × × ◎ 

解像度 ◎ ○ ○ 

再現性 ◎ ○ ◎ 

導入物質の深度 × × ◎ 

コスト ○ ○ ◎ 

空気中使用 △ × ◎ 
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発明の概要３ 
• 【結晶生成技術】本発明は前述の気泡噴出部材を用いて 
たんぱく質結晶等の溶液に気泡を高速で打ち込むことによ
り短時間で結晶を生成する技術．電界誘起気泡の気液界
面には付着力が存在するためたんぱく質分子が付着し，そ
のまま大気圧下では，ガスが抜けて気泡は収縮するため分
子は凝集して結晶化する． 

電界誘起気泡のたんぱく質溶液中への高速発射 

ヘンリ－の法則によるガスの溶解 

分子の凝集から結晶核へ ガスが抜ける 

気体 
たんぱく質分子 

放電 

500 mm 

たんぱく質結晶生成 
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従来技術とその問題点 

結晶核発生  
結晶成長  

静置状態を保って  
じっと待つ  

カバーガラス タンパク質溶液 

結晶 

沈殿剤溶液 

グリース 

http://kyoyo.wao.ne.jp/kouza/details.php?contents_no=30033 
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従来技術とその問題点 

◎結晶生成の溶液組成（結晶化剤）が多種多様で結晶ができる 

溶液の組成を特定することに時間やコストがかかることや， 

結晶生成にかかる時間がかかるものが多い．まだ結晶構造が特定 

されていないたんぱく質も多い． 

蒸気拡散法，バッチ法, 透析法…etc 

タ ン パ ク 質 溶 解 度  

溶液組成(結晶化剤) 保存法 

結晶化剤濃度 

タ
ン
パ
ク
質
濃
度

 

無機塩 

有機溶媒 

高分子化合物 

PEG, MEG 

Acetone, Ethanol 

B→結晶化剤 

A→タンパク質+結晶化剤 

蒸気拡散法 

水分の移動 濃度 
B>>A 未飽和 

過飽和 結晶化 
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新技術の特徴

リザーバー溶液 
育成溶液 

タンパク質溶液 

電界誘起気泡発生部 

気泡発生 
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新技術の特徴

シッティングドロップ ハンギングドロップ 

電界誘起気泡発生部(銅) 

対向電極(タングステン) 

無誘導抵抗 

100V,50Hz 

電圧増幅回路 

電界誘起気泡発生部 対向電極 

タンパク質溶液(2μL) リザーバー 

  溶液 
リザーバー 

  溶液 
タンパク質溶液(2μL) 

シール 

電界誘起気泡発生部 対向電極 
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新技術の特徴・従来技術との比較

卵白由来リゾチーム 
シッティングドロップ法 

1.0M Sodium NaCl, 50mM Sodium acetate, pH4.5, 25% Glycerol  

100mg/ml protein 

200 mm 

200 mm 

電界誘起気泡による促進あり 

コントロール 

結果 24時間後 時間経過による個数の変化 

気泡作用溶液    コントロール 
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新技術の特徴・従来技術との比較

従来法のみ 電界誘起気泡処理 

自然核を発生しない低濃度溶液での核発生に成功 

卵白由来リゾチーム 
シッティングドロップ法 

1.0M Sodium NaCl, 50mM Sodium acetate, pH4.5, 25% Glycerol  

40mg/ml protein 
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新技術の特徴・従来技術との比較

◎比較的結晶になりやすいリゾチーム結晶において，電界誘起気泡 
を作用させて結晶化させた場合と，従来の蒸気拡散法において結晶
化させた場合において，結晶個数と結晶生成時間に明瞭な差を確認
することができた．さらに，低濃度たんぱく質溶液における結晶化
の実験においても結晶を確認することができた．これは結晶誘起因
子が多いことが原因と考えられる． 

リゾチーム結晶について 蒸気拡散法 本発明 

結晶生成時間 × ◎ 

結晶生成個数 × ◎ 

低濃度たんぱく質溶液 × ◎ 

液量制御 × ◎ 

コスト × ◎ 

再現性 ○ ○ 
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想定される用途 
・遺伝子導入：狙った箇所に高精度にインジェクションする技術 

・針なし注射器：従来困難であった空気中での高速・高精度・局所インジェク
ションが期待できる．生体組織への直接インジェクションだけでなく，生育中植
物へのインジェクションが期待できる． 

・新しい難切削物加工技術：プラズマ＋キャビテーションの相乗効果による新し
い難切削加工技術，インジェクション薬液の送液部に砥粒や強酸やアルカリを入
れることによって，より破壊力の大きなエッチング技術が期待できる． 

・ドラッグデリバリー：気泡を包む試薬層を複数の層にして界面で反応させなが
ら目的地まで輸送することが期待できる．さらには，気泡界面にあったものが凝
集してより小さいナノバブル状態となって体内に取り込むことが期待できる． 

・洗浄技術：オゾン分解よりも強力な小型下水処理デバイス，指向性があり，
狙った箇所にキャビテーションを発生することによる局所的な洗浄技術 

・生体組織マーカー，腫瘍マーカー技術：狙った箇所に色素を入れパターニング
する技術が期待できる． 

・たんぱく質結晶・有機結晶生成技術：結晶生成誘起因子による結晶生成確率の
増大と結晶生成時間の短縮 
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想定される用途 

レーザ技術 

超音波技術 

マニュアル 

顕微操作加工 

高周波メス 

電気メス 

気泡メス 

ピエゾメス 

モノポーラ 

バイポーラ 

ガラス 

キャピラリ 

フェムト秒 

レーザ 

YAGレーザ 

マニピュレータ 

HIFU 
(高密度焦点式) 

薬物・遺伝子 

デリバリー 
バブル 

リポソーム 

ラジオ波 

局所細胞薬物 

デリバリー 

遺伝子導入 

分化制御 

高分解能・高コスト 

再現性有 

熟練技術必要・再現性無 

高速・高精度・低コスト 

熱侵襲等のダメージ 

低解像度・低い位置精度・ 

侵襲性の制御困難 

低侵襲細胞 

３次元加工 

気液界面における付着性・反応性利用技術 

液中プラズマ 

気泡生成技術 

結晶生成 

技術 
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実用化に向けた課題 

• 現在，プラズマとキャビテーションを両方使用した加工デバイスにより，
ポリマー，金属，カーボンファイバー等の穿孔が可能なところまで開発
済み．アスペクト比の大きい加工方法技術の確立が必要． 

• 現在ウシ卵子までの加工までは確認済みであるが，接着細胞や酵母等の
比較的小さくて柔らかい対象へのダメージレス加工技術について開発中．
ダイナミックレンジのワンオーダー高解像度への拡張に取り組んでいる． 

• 現在，空気中で使用する針なし注射器としてのインジェクション技術は幅
広い固さの対象へのインジェクション量とスピード及び穿孔径と深さの校

正データの確立が必要である． 
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実用化に向けた課題 

• 現在複数の試薬の層を突き抜ける形で気泡を発生させ，複数試薬を纏った
気泡発生するための２次元チップを作成している．気泡の高速化と数秒～
数十秒で消えてなくなる気泡界面付近の状態を高速度カメラ撮影等で捉え
ることを目標としている． 

• 現在複数のたんぱく質溶液で結晶化を試しているが，結晶化できるものと
できないものがあることがわかっている．パルス数や電界強度や気泡のサ
イズ，気泡生成速度等何が効いているパラメータなのかの条件設定を行っ
ている． 

Ni電極 

試薬層流部 

多層界面気泡 

(1) 付着 

付着力 

気相 

(2) 収縮 

収縮力 
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企業への期待 

• 未解決の柔らかく小さい酵母等の細胞への低侵襲加工技術においては，
高精度成膜及び加工技術により克服できると考えている． 

• 金属・非金属・ポリマーに亘る幅広い材料の安価な液中加工技術を考え
ている企業にはプラズマキャビテーション技術の導入が有効であると考
える． 

• 針なし注射器の実用化のために幅広い固さの組織を対象とする臨床実験
データが必要であると考えている． 

• 実用化へ向けた２次元多筒式チップにおけるインジェクション技術にお
いてはパッケージング技術を完成することで，より高速な気泡を発射す
ることが可能になると考えている． 

• 実用化へ向け，注射器先端を使い捨てする部分の構造を最適化すること
で，より安価で使いやすい針なし注射器技術へと繋がると考えている． 
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企業への期待 

• 幅広い固さの材料を対象とする注射器においては，電源における高精度
な電流・電圧・パルス数や周波数制御が可能なコンパクトかつ安価な電
源開発が実用化へむけて大変有効であると考える． 

• 注射器全体を柔軟構造にすることで，先端をスポイト型にし，溶液を先
端から吸引することでポンプレスにインジェクションすることが可能で
あるが，この柔軟構造を射出成形等で安価に製造することは実用化へ向
けて大変有効であると考える． 

• 気泡発射スピードと収縮スピードが高速であるため，その現象を細かく
捉える高感度なハイスピードカメラでの可視化を行うことは，効果的な
パラメータ特定に有効であるとかんがえる． 

• 本技術は有機だけでなく無機結晶にも有効である．これまで結晶化が困
難であった対象などを有する企業には本技術の導入及び結晶品質の評価
が有効であると考える． 
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本技術に関する知的財産権１ 

• 発明の名称 ：気泡噴出部材及びその製造方
法、気液噴出部材及びその製造方法、局所ア
ブレーション装置及び局所アブレーション方法、
インジェクション装置及びインジェクション方法 
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          栗木 宏樹、新井 史人 
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本技術に関する知的財産権２ 

• 発明の名称 ：プラズマ気泡噴出部材，局
所アブレーション装置及び局所アブレー
ション方法、並びに治療装置及び治癒方法 

• 出願番号 ：特許第5585972号 

• 出願人  ：JST 、名古屋大学 

• 発明者  ：山西 陽子、佐久間 臣耶、    

          栗木 宏樹、新井 史人 
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本技術に関する知的財産権３ 

• 発明の名称 ：気泡噴出部材、気液噴出
部材、局所アブレーション装置及び局所
インジェクション装置 

• 出願番号 ：特願2014-226699 

• 出願人  ：JST 

• 発明者  ：山西 陽子、高橋 和基、 

          小見 駿 



34 

本技術に関する知的財産権４ 

• 発明の名称 ：気泡噴出チップ、局所アブ
レーション装置及び局所アブレーション方
法、並びにインジェクション装置及びイン
ジェクション方法 

• 出願番号 ：特願2014-201440 

• 出願人  ：JST 

• 発明者  ：山西 陽子、濱野 洋平、 

          神林 卓也 
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産学連携の経歴 

• 2010年-2013年 JST戦略的創造推進事業 

       (さきがけ・ナノシステムと機能創発)に採択 

• 2012年-2013年  JST戦略成果展開事業 

             (A-STEPシーズ顕在化)に採択  

             富士ソフト㈱と共同研究実施 

• 2014年-2017年 JST戦略的創造推進事業 

    (さきがけ・細胞機能の構成的な制御と理解領域) 

    に採択 
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お問い合わせ先 
技術問い合わせ 

芝浦工業大学 工学部機械工学科 山西 陽子 

（産学官連携・研究支援課  稲熊 律夫） 

ＴＥＬ：０３－５８５９ － ８０１３ 山西直通 (０３－５８５９ － ７１８０ 稲熊宛) 

ＦＡＸ：０３－５８５９ － ８００１ 

e-mail：ｙｏｋｏ＠shibaura-it.ａｃ.ｊｐ (sangaku@ow.shibaura-it.ac.jp (稲熊宛)) 

 
ライセンス問合せ 

（独）科学技術振興機構 主任調査員 下岡 正志 

ＴＥＬ ：０３－５２１４ － ８４８６ 

ＦＡＸ ：０３－５２１４ － ８４１７ 

e-mail： tadashi.shimooka@jst.go.jp 


