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□ 技術提供（技術の具現化）

□ 共同研究（実用化研究）

基本メカニズム

外部制御された静電気力によって細胞を
固定・解除

＋

固定された細胞へナノ秒パルス応力波を
照射

新技術の概要

stress wave
shock wave

floating cell

electrostatic 
cell  trapping

本技術により細胞の固定、応力波照射、
固定の解除といった一連の処理が可能

細胞内物質送達や細胞内シグナルの

活性化を期待

接着状態(左）は浮遊状態（右）よりも
外来物質が導入されやすい
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時間

圧
力

０
数 s

サブ s（ナノ秒）

核となる主要技術
ーパルス応力（圧力）波発生ー

要求性能

パルス状の圧縮波

□ 数MPa以上のピーク圧力
□ 数μs～ナノ秒のパルス幅
□ シングルパルス

細胞・組織に対して
高いメカニカルストレス & 低ダメージ & 熱的影響なし

(高圧力印加） （短時間処理）
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我々の技術の紹介①

An illustration of typical measurement system
Nd:YAG ND filer holder

lens

target

細胞

ターゲット

レーザ光

透明膜

薬剤・遺伝子

隔壁

ナノ秒パルスレーザを利用

□ パルス幅：１０ns
□ パルスエネルギー：～0.2 J
□ レーザフルエンス：＞1 J/cm2
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パルスレーザによる応力波の発生原理と基本構造

レーザアブレーション
それに伴うプラズマの閉じ込め

圧縮応力の増大

• 高エネルギーパルスレーザ照射

• 固体表面近傍でアブレーションの後、
プラズマが発生

• レーザエネルギー吸収によりプラズマ
が膨張

• プラズマ膨張の反作用による応力波
が発生 0.08                   0.3 4.8             F [J/cm2]

Black 
rubber

Adhesive

Transparent
filmAblation

and 
plasma

Q switched
ns-pulse laser

LIESW
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エチレンプロピレンゴム
(EPDM)とポリエチレンテレフ
タレート(PET)からなる固体素
子を作成
固体素子にQスイッチNd:YAG
レーザを１発照射

形状（左図・上）
数ナノ秒で立ち上がり、最大圧
力に到達
その後、圧力値は緩やかに減衰

容器底面の加圧分布（左図・下）
中心部ほど圧力値が高い
周縁部ほど圧力値が低い

応力波発生（実施例）

応力波の特性



7

物質導入（ヒト細胞で確認）

物質 ：FITC(Fluorescein 
isothiocyanate)-dextran

分子量 ：4kDa
直径 ：2.8nm

物質 ：GFP遺伝子
二重鎖DNA

直径 ：直鎖状態で1.6μm

外来タンパク質や外来遺伝子を細胞内に送達できた
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我々の技術の紹介②

オシロスコープ
(IWATSU, DS-5414) (PEARSON ELECTRONICS, 110)

Current Transformer

水中火花放電による
衝撃波を利用

□ パルス幅：～0.25 μs
□ パルスエネルギー：～0.5 J/p
□ ピーク電圧・電流：～10 kV・>300 A

衝撃波

シャーレ

電極針電極針

インパルス電圧発生回路 衝撃波発生と伝搬イメージ
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5.1 [mm]

2.0 [mm]

矢視 (C)

矢視 (B)

矢視 (A)

矢視 (A)矢視 (B)

矢視 (C)
針電極

細胞培養器(TCシャーレ)

2 [mm]

衝撃波照射装置
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共焦点定量イメージサイトメー
ター (横河電機，CQ1)による

蛍光イメージ

1区画の画像サイズ: 
横1165.8×縦982.8 [µm²]

デキストラン（外来物質）
を細胞内に送達できた

典型的な放電電力波形（左）と
音圧波形（右）
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パルス波による遺伝子導入

衝撃波が細胞に伝搬し、引張応
力やせん断応力が印加
細胞膜の構成要素であるリン脂
質にズレ
膜の物質透過性が一時的に亢進
し外来物質が導入

接着状態における作用

底面や細胞間は接着タンパクで
結合
せん断応力の作用で剥離とそれ
に伴う細胞膜のリン脂質にズレ

細胞への作用・物質取り込みイメージ
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主要技術に関する外部発表

小木美恵子、西脇基晃、桜井貴裕、内田恵理子、會澤康
治、得永嘉昭、“新規遺伝子導入法としてのレーザ誘起
応力波の開発”、信学技報、US2011-26, pp.21-25 (2011. 
7. 28, 京都)

レーザ誘起応力波による
ヒト細胞に対するプラスミ
ドDNA導入

小木美恵子、杉山尚玖、柳澤隆康、西村駿、會澤康治、
得永嘉昭、“浮遊細胞におけるレーザ誘起創発的応力波
による遺伝子導入の実験的検討”、信学技報, US2013-
55, pp.11-14 (2013.11.11、金沢工大)

浮遊細胞への遺伝子導
入と接着細胞との比較

小木美恵子、柳澤隆康、會澤康治、“細胞の状態によるレ
ーザ誘起創発的応力波を用いた遺伝子導入の効果”、信
学技報, US2014-59, pp.7-10 (2014.11.13、金沢工大)

細胞の状態（接着・浮遊）
と導入効率への影響

長谷部貴亮、會澤康治、小木美恵子、“ヒト細胞への外来
物質導入分布からみた衝撃波の影響”、信学技報, 
US2016-21, pp.11-16 (2016.6.10、富山大)

水中火花放電による衝撃
波を利用したヒト細胞へ
の外来物質導入
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外来物質導入装置構成を模式図（断面）

外来物質導入装置構成の模式図（上面）

１０：外来物質導入装置
２０：容器、２２：底板、２４：枠体、２６：小室
３０：細胞固定手段、３２：電極
４０：応力波発生手段、４１：光吸収体、４２：光透過体

４３：集光体、４４：レンズ部、４５：波源
５０：レーザ光
６０：細胞

技術的な課題（外来物質導入装置）

特許明細書に記載の装置模式図は発表会当日に示す

細胞サイズの多数の小容器に
強度や時間幅を制御した
パルス波を照射する

小容器中の細胞を
静電気力を外部制御して
固定・解除できる
電極構造を開発する
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従来技術

実用化に向けた技術応用
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従来技術と問題点（１）

ウイルスベクター 非分裂細胞への導入 長期発現 大量生産 染色体への組み込み
レトロウイルス ｘ ○ ○ ○
アデノウイルス ○ ｘ ○ △
ＡＡＶ ○ △ ｘ △
レンチウイルス ○ ○ ｘ ○

• すでに実用化されているが、組み込まれる
場所に起因するがんが発生する等の問題が
あり、安全性が確保されていない。

• 細胞種が限られる。

ウイルスベクター法
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従来技術と問題点（２）
•エレクトロポレーション法

細胞膜に穴をあけるため，処理後の細胞生存率が低い

（マウスマウクロファージ：50～60%）

•リポフェクション法

細胞毒性があるため，処理後の細胞生存率がきわめて低い

•卵細胞への遺伝子導入

マイクロインジェクション：高度な技術と熟練が必要

•植物細胞への遺伝子導入

アグロバクテリウム感染法：アグロバクテリウムに感染

しない植物種には使えない
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新技術の特徴

•処理時間が短い → 衝撃波はナノ秒レベル

•低侵襲高効率な遺伝子導入

•静電制御により細胞をトラッピング

するため，接着細胞だけでなく浮遊細胞

にも効果的

•対象細胞の生物種を問わない

動物細胞・組織・植物細胞・植物組織・卵細胞

（万能である）
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想定される用途
•導入困難な細胞種・卵・植物細胞にも遺伝子導入

が可能

•細胞・組織への物質送達

• 遺伝子治療用遺伝子送達
• 再生医療のための細胞作成
• 遺伝子組換え植物作成
• DDS（ドラッグデリバリーシステム）
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【オールアバウト、国際投信投資顧問 共同】
医師200名に聞く「医薬品に関する意識調査」

植物を使って作る抗体や抗原
は動物由来に比べて病原体の
混入リスクが低い。短時間で
大量生産することも可能。

想定される用途例

植物を用いたバイオ医薬品作成 （創薬）

21世紀の植物工場
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実用化に向けた課題

取り組み 解決すべき問題

基礎
研究

現在 ナノ秒パルス波発生
と細胞への照射およ
びその影響評価

現象の解明

今後 細胞の静電気固定と
応力波照射実験

最適条件・最適構造の
確立

実用化 シングルセルに対応
した構造を用いた実
証実験

高い制御性と結果再現
性など信頼性の確立
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企業への期待

パルスパワー・パワーエレクトロニクス関連企業
0.1mm2以内の領域に本技術が要求するナノ秒パルス波を制
御よく発生・照射できる技術の共同開発

0.1mm2以内の領域にシングルセルを静電気的に制御性よく
固定・解除できる技術の共同開発

医療機器関連企業・製薬企業
実用化の開発に向けた共同研究

再生医療や創薬への展開に向けた共同研究
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再生医療の市場の大きさ
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本技術に関する知的財産権

•発明の名称 ：外来物質導入装置および
外来物質導入方法

•出願番号 ：特願2015-223748

•出願人 ：金沢工業大学

•発明者 ：會澤康治，小木美恵子
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産学連携の経歴
• 平成19年度および平成18年度地域イノベーション創出総合支援

事業（シーズ発掘試験）
研究開発課題名：

平成１９年度「(シーズ発掘試験)(會澤康治）「針状焦電センサを用
いた新規な赤外線顕微鏡の開発」
平成１８年度「強誘電体EL素子を用いた新規な光・電子融合型不揮
発性メモリ素子」
研究責任者：金沢工業大学 會澤康治

• 平成24年度 JST復興促進プログラム (A-STEP) 
研究開発課題名：

「画像輝度プロファイルを用いた位相幾何学的パターン認識による
染色体解析支援」
プロジェクトリーダー所属機関：株式会社日本遺伝子研究所
研究責任者：金沢工業大学 小木美恵子
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お問い合わせ先

金沢工業大学
産学連携局 産学連携東京分室
新川 実、杉田 享子

TEL  03-5777-2243
FAX  03-5777-2226
e-mail  kitor@kanazawa-it.ac.jp


