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厚100nm以下の高分子超薄膜の 
医療応用目指す
　東海大学湘南校舎12号館1階にある東海大学マイクロ・
ナノ研究開発センターは、文部科学省が私立大学の研究プ
ロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う「私立
大学戦略的研究基盤形成支援事業」によって整備された
もので、2015年1月に完成。改修総床面積403.57m2で、
クリーンルーム、細胞培養室、化学実験室、恒温恒湿室と
いった各種研究設備が完備されている。ここでの活動の中
心となっているのは、工学、理学、医学の各分野から集
まった若手研究者8名で、「高分子超薄膜から創成する次世
代医用技術」を共通の研究課題とし、それぞれの専門領域
を活かしたアプローチを行っている。研究代表には理学部
物理学科の喜多理王教授が就き、多士済々なメンバーのま
とめ役となっている。
　高分子超薄膜とは、簡単に言えば“厚みが100nm以下

で、支持体なしで存在できる（フリースタンディング）面
状の構造体”。最近、一般的に膜厚がナノレベルの薄膜は“ナ
ノシート”と呼称される場合が多いが、同センターでは、他
の技術と区別するため“高分子超薄膜”の名称を使用してい
る。

メンバーは、「創る」「試す」「知る」をキーワードと
する3つのサブグループに分かれており、基本となる高分子
超薄膜を「創る」グループに属しているのが、工学部応用
化学科の岡村陽介准教授と、工学部機械工学科の砂見雄太
講師。岡村准教授は設計・創製を担当し、砂見講師は、将
来的な大量生産を見据えたRTR生産プロセスの開発を担っ
ている。
　高分子超薄膜の最大の特徴は、面状（2次元的）であるこ
と。このため、平面、曲面などの対象に対し、極めて優れ
た接着性（密着性）の発現が可能。柔軟性が非常に高く、
貼り付け対象の微細な凹凸に追従して面接触吸着するため
だ。接着剤などは一切必要なく、対象が濡れていても問題
ない。岡村准教授が早稲田大学先進理工学部の武岡真司教
授の研究チームに所属していた当時に開発したユニークな
ナノ材料であり、東海大学に赴任してからも違った切り口
で発展させている研究テーマだ。同センターでは、生体親
和性の高い材料を用いた高分子超薄膜を開発し、人体内で
使用する用途への応用を大きな目標の1つとしている。

マイクログラビア塗工方式を利用した
量産化プロセス開発
　同センターが開発を進める高分子超薄膜のアプリケー
ションの1つに、手術後の臓器の切開部を塞ぐといった使

　昨今、コンバーティング分野で使用されるフィルムの薄肉化が進んでおり、厚さ 1 μ m に迫る製品も見かけるように
なった。さらに、近い将来には、厚みが数十 nm レベルという、驚嘆すべきレベルの超薄膜の登場も夢物語ではなくなっ
てきている。すでに、ウェブハンドリング理論に基づく Roll to Roll（RTR）プロセスでの成膜技術の開発が実際に行わ
れているのだ。東海大学マイクロ・ナノ研究開発センター（研究代表：喜多理王理学部物理学科教授、神奈川県平塚市
北金目４- １- １、TEL.0463-58-1211、http://www.mnc.u-tokai.ac.jp/）では、分野横断的に集まった新進気鋭の
若手研究者が中心となり、厚みが 100nm 以下の高分子超薄膜の開発および、そのアプリケーションの可能性を模索し
ている。研究代表の喜多教授および、高分子超薄膜の設計・創製を担当する工学部応用化学科の岡村陽介准教授、ウェ
ブハンドリング理論の世界的権威である同大の橋本 巨教授の指導の下、RTR での高分子超薄膜の大量生産技術確立に 
挑む工学部機械工学科の砂見雄太講師に、現在の取り組みの概要をうかがった。 （ 的場大祐）

厚60nm、幅100mmの 
PLLA超薄膜をRTRプロセスで
多層化で接着性と強度を両立、止血用途での活用も

東海大学マイクロ・ナノ研究開発センター（Micro/Nano Technology Center）

左から、砂見雄太講師、喜多理王教授、岡村陽介准教授 
マイクロ・ナノ研究センターへは、真新しい看板が目印だ
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い方ができる、創傷被覆材がある。現在の開発状況につい
て、岡村准教授は「厚みが数十nm、面積が数cm2の高分子
超薄膜を使い、ラットの肝臓の出血部を塞いで止血する実
験を行い、良好な結果を得ています」と説明する。
　岡村准教授らが、こうした用途の高分子超薄膜の特徴と
して打ち出しているのが多層化だ。多層化といっても、1枚
1枚の高分子超薄膜同士がラミネート的にくっ付いているわ
けではない。「使用前は、それぞれの超薄膜の間にごくわ
ずかなスペーサーが挟まっていて、これを濡らすとスペー
サーが外れ、それぞれの層間に水が入り込み、お菓子のミ
ルフィーユのような構造に変化します」と岡村准教授。こ
れにより、臓器に貼り付けた際の強度が向上できるとい
う。
　仮に、高分子超薄膜を1枚で使用した場合、傷口に密着
するものの、出血の勢いに負けて、破れたり、剥がれてし
まったりするリスクが高い。かといって厚くして強度を高
めようとすれば、追従性が損なわれて接着性が落ちるので
本末転倒だ。これを解決するのが多層化で、最初の1枚目が
傷口を被覆した後、次の1枚、また1枚と傷口に積層してい
くことで、強度と接着性を両立。ちなみに、実験には敢え
て血流量の多い肝臓を対象とし、性能の高さの実証を試み
ている。ラットの実験では、5層タイプで完全な止血に成功
したとのこと。
　こうした結果は実用化への期待を大きく高めるものであ
るが、そのためには、大量生産の実現が不可欠となる。

ウェットプロセスのRTRによるナノ薄膜の量産という難題
に挑んでいるのが、ウェブハンドリング理論の世界的権威
である、同大学工学部機械工学科の橋本 巨教授の下で研鑽
を積む砂見講師だ。
　具体的には、㈱康井精機の特許技術であるマイクログラ
ビア塗工方式を活用している。あらかじめ表面に水溶性樹
脂であるポリビニルアルコール（PVA）層が設けられた厚
100μmのPETフィルムを基材に、L型ポリ乳酸（PLLA）
の溶液を塗工し、熱風乾燥して巻き取る。PVA層は犠牲層
と呼ばれる役割を担い、水で溶かせば、フリースタンディ
ングなPLLAの超薄膜が得られる。
　マイクログラビア塗工方式は、産業界では、薄膜コー
ティング用途ですでに豊富な実績がある。小径のグラビア
ロールが基材の進行方向と逆方向に回転し、液供給パンか
ら塗液を掻き揚げ、ドクターブレードによって余分な塗液
を掻き落とす機構で、グラビアロールと基材に挟まれた塗
液は、ロールと基材の間で回転しながら非常に小さいビー
ド（液溜まり）を形成する。ビードが非常に安定している
ため、塗工ムラが少なく、塗工厚の均一性にも優れる。
　これまでの成果を、砂見講師はこう説明する。「PLLA
溶液の最大塗工幅は100mmで、搬送速度は5m/min、グ
ラビアロールの回転速度、溶液濃度といった各種パラメー
ターの調整により、幅方向の厚み精度は±10％を達成して
います。具体的な膜厚の数値としては、仮にPLLA濃度が
1％の溶液を使用した場合、乾燥前の膜厚は6μmで、乾燥
後は60nmぐらいでしょうね」。熱風の対流による塗膜へ
の影響については、「これまでのウェブハンドリング研究
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層状高分子超薄膜

ラットの肝臓を用いた高分子超薄膜による止血実験 
（東海大学医学部 稲垣 豊教授との共同研究）
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で培った様々なノウハウによってコントロールできていま
す」とコメント。
　また、砂見講師は、超薄膜の機械的強度の異方性にも着
目して開発を進めている。これは、ウェブハンドリング理
論を理解しているからこその強みであるとのこと。なお、
将来的に生産性の向上が求められた場合は、より広幅化を
図っていく方向性が有望ではないかと述べていた。

ディスク状高分子超薄膜の簡便な 
製造プロセスを開発
　高分子超薄膜は、RTRプロセスで作られる長尺シート状
のものばかりではなく、扁平形状（ディスク状）で、1つひ
とつがバラバラのタイプもある。岡村准教授が東海大学に
赴任する以前から取り組んでいる研究テーマの1つだ。
　「10年ほど前、私は、血液に含まれる血小板の働きをナ
ノ粒子などで代替する研究を行うチームに所属していまし
た。血小板は、血管が損傷した際、損傷部分に集まってそ
こを塞ぐ働きがあります。一方、例えば抗がん剤を投与さ
れたがん患者は、血小板が急速に減少します。また、世の
中には、出血部分に血小板が集まりにくいといった、血小
板が十分に機能しない体質の人も少なくありません。この
ため、血小板の代わりになるものが人工的にできれば非常
に有用です」。
　当時、岡村准教授が所属していた研究チームでは、血管
損傷部位などを認識できる特殊な分子を表面に修飾したナ
ノ粒子を開発、血中に投与した際には止血効果が期待でき
ることを確認した。「ナノ粒子は球状ですが、これを血
小板のような平べったいディスク状にすれば、止血効果の
向上が見込める一方、ドラッグデリバリーシステムにお
ける薬物運搬体などの用途にも有望ではないかと考えまし
た」。
　2010年前後では、ナノ厚のディスク状構造物を作るに
は、UVフォトリソグラフィーや自己組織化単分子膜技術

などを組み合わせた、かなり複雑なプロセスが必要であっ
た。しかし、岡村准教授が活動の場を東海大学に移し、さ
らなる研究を進めた現在は、非常に簡便な作製プロセスの
開発に成功している。
　海藻（褐藻類）等に含まれる成分の1つであるアルギン
酸は、カルシウムを混合すると一気にゲル化する性質があ
る。このゲルに高分子の微小粒子を分散させ、さらにこれ
を物理的にプレスし、ゲル部分を化学処理で取り除くだけ
で、ディスク状高分子超薄膜が抽出できる。例えば、直径
1μmの微小粒子を原料とした場合のサイズは、直径1.6 
μm、厚100～200nm。原料は、研究では今のところポリ
スチレンを使用しているが、PLLAなどでも応用できるとの
こと。
　ディスク状高分子超薄膜の用途は、大目標としては、表
面を工夫して血栓を溶解する機能を持たせ、血中に投与す
ること。現段階では、こうした研究を促進するための血管
の疾患モデルデバイスの開発などが進められている。

裁断化超薄膜など、斬新なアイデアは山ほ
どある
　岡村准教授と砂見講師が作製した高分子超薄膜は、将来
の医療を変えられる大きなポテンシャルを秘めている。し
かしながら、実用化には、有効性や安全性は勿論、様々な
見地から膨大な検討を行う必要がある。こうした分野を担
当するのが、「試す」「知る」グループを構成する、各分
野の気鋭の若手研究者たちだ。
　「試す」グループには、工学部精密工学科の槌谷和義教
授、医学部基礎医学系分子生命科学の大友麻子助教、工学
部機械工学科の木村啓志准教授が名を連ねる。槌谷教授が
担うのは「超薄膜を用いた生体用微小センサ開発」。槌
谷教授は、世界で最も細い、刺しても痛くない金属製注射
針を作る研究の第一人者。この無痛針と高分子超薄膜を組
み合わせた、従来にないセンシングデバイスの検討を行っ
ている。大友助教は「細胞培養と細胞病理への医学応用展
開」を担当。ES細胞やiPS細胞から神経細胞を分化させる
ような細胞培養分野が専門で、実験に使用する細胞の作製
などを行う。「超薄膜を用いたデバイス開発による医用応

物理的に
プレス

微小粒子からディスク形状への加工が簡便なプロセスで可能に

マイクロ・ナノ研究開発センターに設置されている 
マイクログラビア塗工機
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用の具現化」を進めるのは木村准教授。例えば、肝臓、小
腸、肺がんと各々を結ぶ血管といった人体内部に近いモデ
ルをマイクロ流体デバイスで再現することで、小腸で吸収
され、肝臓で代謝された代謝産物ががん細胞にどう働きか
けるかをシミュレーションする研究が可能となる。ディス
ク型高分子超薄膜の有効性をテストする場合などには欠か
せない技術だ。

　「知る」グループは、医学部基礎医学系分子生命科学の
中川 草助教、大阪大学大学院理学研究科・理学部樺山一哉
准教授（元東海大学糖鎖科学研究所）、喜多教授で構成。
中川助教は「薄膜と細胞との相互作用評価法確立と医学応
用」をテーマとし、細胞と超薄膜の相互作用をゲノム解析
技術により遺伝子レベルから解析している。同センター
の設立メンバーの１人である樺山准教授は、生きた細胞

　マイクロ・ナノ研究開発センターの母体となったのは、2013
年夏に発足した、若手研究者の分野横断的な自発的研究会
「東海大学マイクロ・ナノ啓発会」。同会結成のきっかけは、
その頃に開催された学内のとある会合で、喜多教授と現在の
メンバーが言葉を交わしたことだった。「それまで顔を合わせ
る機会がなかったので、本当に『初めまして』でしたね。『名前
は聞いたことあるな。何かの研究を頑張っている人だったか
な』程度の認識でした。しかし、そこで意気投合して、『我々で
何かやりたいね』ということで、とりあえず集まろうとなりまし
た」。ちなみに、砂見講師はその会に出席しておらず、槌谷教
授の誘いで後から合流したそうだ。
　「何かやりたい、でも何をやるか。土日を潰して皆で集まり、
議論を重ねました。その結果、独自性と新規性があり、将来性
を見込め、かつ、全メンバーが持ち味を活かせるテーマという
ことで、岡村准教授の高分子超薄膜を中心に据えることを決
定しました」と砂見講師は当時を振り返る。
　こうした若手の動きに、橋本教授ら、大学の顔ともいうべき
ベテラン教員が呼応し、啓発会の活動をバックアップ。そこか
ら急転直下で話が進み、マイクロ・ナノ研究開発センターの開
設に至った。
　「メインは8名ですが、閉鎖的な組織にするつもりはまった
くありません。本学の学生や教員は勿論、学外の研究者、企

業 の 方 も 巻き込
み、様々な人たち
が 交 流 で きる 拠
点 にして い き た
いですね」と喜多
教授。その言葉通
り、同センターで
は、毎週月、水、金
の午後3時から、
誰 もが 参 加 で き
るCORE TIME 
COFFEEという催しを企画し、ブレインストーミングを実践し
ている。
　今回、登場していただいた喜多教授、岡村准教授、砂見講師
のほかのメンバーの方々にもお会いしたが、一様に明るく前
向きで、現状にやりがいを感じているのがヒシヒシと感じられ
た。槌谷教授のこんな言葉が印象的だ。「やらされている感
は一切ありませんね。自分達がやりたいことをしているという
思いしかありません」。
　世界中を見渡しても、未だ手付かずのフロンティアが広がる
ナノ薄膜の分野。満天下を驚かせる成果が飛び出す日が来る
のが楽しみだ。 （ 的場大祐）

「やらされている感は一切ない。やりたいことをやっている」ちょっと一

服

研究に必要な機器が揃った細胞培養室

飼育室では、マイクロ流体デバイス
で発生・分化を調べるための小魚を

飼育している

クリーンクラス1000のクリーンルーム
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の観察（ライブセルイメージング）を得意とし、「細胞お
よび薬剤スクリーニングへの応用」を手掛ける。喜多教授
は「高分子の分子物性解析、レオロジー解析」という切り
口から、高分子超薄膜の構造や機能の解析などを行ってい
る。
　「全員30～40代ですから、経験や実績といった面では物
足りないと映るかもしれません。しかしながら、皆、研究
と教育に対して、計り知れないほど大きな情熱を持ってい
ます」と喜多教授は胸を張る。
　高分子超薄膜の究極の目標は人体への応用であるが、そ
こに至るには、臨床試験という高いハードルが控えている
こともあり、まだまだ相当の時間がかかる。そのため、よ
り近い将来を見据えた応用展開も考えなくてはならない
が、そこは若手主体の組織、アイデアは湯水の如く湧き出
ていると喜多教授。ただ、残念ながら、その多くは、まだ
公表できる段階にはない。
　また、いったん長尺シート状の高分子超薄膜を作製し、
これをホモジナイザーでバラバラに細かくした裁断型超薄

膜の応用も検討されている。例えば、細かく裁断した超薄
膜を溶液に分散し、この分散液に成形品などをディッピン
グすれば、微細な超薄膜でモザイク画のように対象の表面
を覆うことができる。これにより、超薄膜表面に付与した
機能を成形品表面で発現できるようになる。立体形状は勿
論、微小な凹凸にもくまなく入り込める。「槌谷教授の無
痛針の内側を被覆する研究が進んでいますが、これまでに
ない、新しいセンシングデバイスに繋がる手応えを得てい
ます」と喜多教授は力をこめる。
　将来的に、現在は一般環境下で行っているRTRの成膜プ
ロセスは、コンタミを厳密に排除したクリーンルーム内で
行う必要がある。「手術室での高分子超薄膜の実際の使用
を想定すると、クリーンルーム内で製品形状にカットし、
パッキングまで行い、使用する寸前に手術室で開封するよ
うな仕組みになると思います。こうした製品化の実現は、
我々のような大学研究機関だけでは難しく、企業の方々の
協力が不可欠です。興味を持っていただければ、ぜひ、お
声掛けいただきたいですね」。

　日本機械学会の創設 60 周年の記念事業の 1 つとし
て、1958 年に設立された日本機械学会賞。現在、日
本機械学会賞として「論文」「技術」「技術功績」の
3 種類があり、このほか、若手会員を顕彰するための奨
励賞（「研究」「技術」）と、機械工学・工業分野にか

かわる教育活動を対象とす
る日本機械学会教育賞が
ある。
　東海大学の橋本 巨教授
は、約 30 年にわたるウェ
ブハンドリング技術の理論
の体系化とその応用への
貢献が評価され、2015 年
度の日本機械学会賞（技
術功績）を受賞。橋本教
授は、これまで、平成 2 年
度（1990 年度）にトライ
ボロジー領域の研究で論
文賞を、2010 年度にウェ

ブハンドリング関連領域の取り組みで技術賞を受賞して
おり、このたびの受賞により3 種類すべての受賞を成し
遂げた。
　橋本教授は「おそらく、この 3 種類すべてを受賞し
た人は他にいないのではないかと思います」と述べてい
る。先進的な学術論文の発表だけでも、また企業の新
製品開発への貢献だけでも達成できない、常に実際の
モノづくりを見据えた研究活動を継続してきた橋本教授
だからこそ打ち立てられた金字塔だ。 （ 的場大祐）

東海大学・橋本 巨教授、トライボロジーおよび 
ウェブハンドリング研究で金字塔

日本機械学会賞 
（技術功績）の賞状を 

手にする橋本教授

左から、技術、技術功績、論文の各賞のメダル 
この3つが揃うのは極めてレアだ
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