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シート材料の弾性率デザイン
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日本、そして世界での切り紙の応用例

Isobe & Okumura Sci. Rep.(2016) 



先行研究

A. Lamoureux et al. Nature Comm. (2015) M. K. Blees et al. Nature. (2015) 

1. 伸縮性グラフェン 2. 方向追従太陽電池
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切り紙のシンプルモデル



実験と理論の一致
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Isobe & Okumura Sci. Rep.(2016) 
法則は普遍的に成立する（紙以外にも、ゴム、アクリ
ル板、等で同じ法則が成立することを確認済み）



切り紙構造のメカニズム

今回わかった切り紙構造の特徴

1. Initial regimeにおいて変位-応力は線形

力学特性をデザインすることが可能

2. 閾値を超えるとInitial regime（平面内変形）から
Seconde regime（平面外変形）へとシフト

閾値は式により予測可能

切れ込みの長さやピッチを調整することで、
任意の素材や厚さのシート材料の弾性デザインが可能になった



弾性デザインの応用

1. 力の線形応答性および式による力学特性の予測を使った

• 重量計
• スポーツ用サポータ

2. 弾性率をチューニングすることによる

医療分野（再生医療）への応用

• 創傷被覆材
• 細胞シート



応用 1-1: 重量計

Initial Regimeで変位-応力の関係が線形になることを利用
⇒切り紙構造にひずみゲージを備えれば重量計として利用可能

• 計測レンジは材料-形状により調整可能
• 微細加工技術を使えば微小な力も計測可能

特願2016-82472 奥村・磯部・武居
Isobe & Okumura Sci. Rep.(2016) 



応用 1-2: 重量センサ（閾値チェック）

ある閾値の力を加えると平面内変形から平面外変形にシフト
⇒外観が大きく変わることから重量チェッカーとして利用可能

• ５ｍｍ厚のゴムで５ｃｍx２０ｃｍ位の携帯可能なスーツケース用チェッカー
• 目視のほかにセンサで回転を検知することも可能

アイディア 原理検証(アクリル使用)

0.26[N] 0.32[N]

特願2016-82472 奥村・磯部・武居



応用 1-3: スポーツ用サポータ

Initial Regimeで弾性率を調節できることを利用
⇒体の部位の変形の補助(抑制)や圧迫をするスポーツ用サポータとして

利用可能

圧迫用変形補助-抑制

特願2016-82472 奥村・磯部・武居



応用 2-1: 創傷被覆材①

商品名 原材料 弾性率

・アロアスク ブタ真皮 ~1MPa

・オプサイト
・バイオクルーシブ

ポリウレタンフィルム
+アクリル系接着剤

100MPa
~1GPa

・ニュージェル
・ティエール

ポリビニルピロリドン
（ハイドロゲル）

~1MPa

先端バイオマテリアルハンドブック，エヌ・ティー・エス，2012

創傷被覆材の弾性率は1MPa~1GPaと幅が広い

既存の創傷被覆材の種類



応用 2-1: 創傷被覆材②

材料名 融点[℃] 弾性率

PGA 225~230 7GPa

LPLA 173-178 2.7GPa

PDO N/A 1.5GPa

PCL 58-63 0.4Ga

先端バイオマテリアルハンドブック，エヌ・ティー・エス，2012

創傷被覆材の弾性率は1MPa~1GPaと幅が広い
その一方で生体分解性等の機能性をもつ材質の弾性率の幅は狭い

⇒切り紙構造を用いることで用途に合わせて弾性率を調整

生体分解性-生体適合性を有する複合材料



応用 2-1： 創傷被覆材③ 研究事例

T. Fujie et al. Adv. Funct. Mater (2009) Poly(vynil alcohol) 9.6GPa 
PVA 75nm

T. Fujie et al. Soft Matt.(2010) コラーゲン+ヒアルロン酸
4.3GPa 40-60nm



応用 2-2: 細胞シート① 既出例

テルモ , https://www.terumo.co.jp/pressrelease/detail/20141031/141

ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング,
http://www.jpte.co.jp/business/regenerative/cultured_epidermis.html

心筋細胞シートや培養表皮など、再生医療の核として細胞シートが注目されている

心筋細胞シート

培養表皮



応用 2-2: 細胞シート② 技術応用

移植の前段階で細胞シートに切込みを入れ、弾性率を調節
⇒患部の治癒に最適な硬さをデザインすることが可能
注１: 培養後に切込みを入れるのではなく、培養時に切込みを「仕込む」
注２: 切込みは幅があってもOK

細胞培養 シート生成 移植

本技術による応用

特願2016-82472 奥村・磯部・武居

＊注２の例



応用 2-2: 細胞シート③ 適用部位

先端医療開発特区成果報告書「細胞シートによる医療再生プロジェクト」
http://www8.cao.go.jp/cstp/project/tokku/hokoku/hokoku6.pdf



まとめ

切り紙構造の力学特性の解明

切り紙構造を利用した応用例の提示

• 重量計

• スポーツ用サポータ

• 創傷被覆材

• 細胞シート

1. 切り紙構造のInitial regimeの弾性率の定式化

2. Initial regime（平面内変形）とSecond regime（平面外変形）の
転移点の定式化（変位および力）

特に再生医療分野の市場規模拡大により
切り紙構造の細胞シートへの応用に期待できる



企業への期待

• 再生医療への開発・展開を行っている企業と、本件が
提唱する技術の検証・実用を共同で行っていきたい

• 本件は細胞シートを利用した再生医療分野への応用が
期待できる

• 本件は物理学の見地からデザイン方法を理論的に示した
発明である

• 今後、実際の細胞シートなどでの応用検証を進めて
いきたい

• その他、自社で製品化済みまたは開発中のシート素材
について、本技術を用いた応用開発のアイディアがあ
ればご提案を受けたい
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