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Tissue engineering has been increasingly applied to treat joint diseases that affect 

components such as the cartilage and ligaments. These components do not contain blood 
vessels and nerves; therefore, the risk of rejection during tissue transplantation is less than 
that for other organs. However, treatment of the cartilage and ligaments requires highly 
skilled surgeons, and it is necessary to establish a quantitative evaluation method to serve 
as a surgical aid. It is difficult to measure the mechanical properties of the cartilage because 
of its viscoelasticity. Therefore, a sensing technology that enables a uniform qualitative 
evaluation is desired. In this study, a diagnostic probe was developed, and the thermal 
conductivity of cartilage was measured quantitatively over a short period of time. The 
probe was designed, and the thermal conductivity and water content of various samples, 
such as silicone rubber and bovine meniscus, were measured, and the accuracy of the 
developed probe was evaluated.  

 
1 緒 言 
近年，軟骨や靭帯といった関節を構成する組織の病気に

おいて，再生医療が試みられている．軟骨や靭帯には血管

や神経などの組織がないため，再生移植をした際の拒絶反

応が他の臓器に比べて少ない．しかしながら，軟骨や靭帯

の扱いは熟練した医師の感覚に依存しており，定量的な評

価が必要とされている．軟骨は粘弾性特性を有することか

らその機械特性を測定することが難しい．そのため，医師

が臨床で使えるようなセンシング器具は未だ研究段階で

あり，医師が軟骨を評価する際の共通の定量的指標を与え

るセンシング技術の開発が望まれている． 
膝関節は Fig.1 に示すように滑膜，半月板，関節包，軟

骨，腱，靭帯で構成される．軟骨はその約 7 割が水分で占

められ，残りの 2 割をコラーゲン線維，プロテオグリカン

凝集体や細胞成分が占める．軟骨は，骨同士の摩擦を軽減

するとともに骨にかかる荷重を軽減する．しかしながら，

軟骨の摩耗や特性変化によって関節症を引き起こし，関節

痛などの症状となって現れる．変形性関節症がその代表的

な疾患であり，歩行などの日常生活に影響が及ぶ． 
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Figure 1. 膝関節の構造 

 

治療法として，薬物による保存療法と手術による治療が

あるが，手術では膝部にφ10 程度の創を数箇所あけ，内

視鏡による低侵襲手術が主流である．現在医師はこの創か

ら患部の状態を押し込み棒で押し込み軟骨の状態を把握

している．そのため，変性度合いを定量的に評価する方法

の確立が求められている．軟骨においては，含水率や粘弾

性が定量的評価の指標となることが知られており[1]，病

変部位では，含水率は高く，粘弾性は低くなるとされてい

る． 
以上を背景として，従来から関節構成体のセンシングを

機械的に行う研究が行われてきた．解析の面から軟骨の機

械的性質を解明しようとする試みは様々に行われている．

例えば，軟骨を固液二相の物質とモデル化し，その粘弾性

特性を解析した Mow による研究や[2][3][4][5]，軟骨の押

し込み変形をバネマスモデルで解析した研究[6]などが挙

げられる．また，関節軟骨の解析を数理的に行うための生

体定数を示した研究[7]などがある．特に，Mow の固液二

相理論は複雑な軟骨の含水性をモデリングしておりその

精度は高い．また，軟骨の生体内での硬さを超音波によっ

て行うなどの研究も行われてきた[8][9]．この研究では軟

骨に超音波を照射し，超音波の反射エコーの強度を観察す

ることで，軟骨の厚みや硬さを測定している．超音波によ

る測定は軟骨厚さの測定を可能とするため有効性が高い

が，軟骨の粘弾性特性や含まれる水分による特性変化など

を的確にセンシングすることが課題となっている． 
本研究は，関節鏡下手術において軟骨の含水率を定量的

かつ簡便に計測可能とするセンシングプローブを開発す

ることを目的とする．そこで熱電対を用いたセンシングプ

ローブを製作し，ゴム試料やアガロースゲルの熱伝導率お

よび含水率を測定することによってその性能を評価した．

関節鏡手術時の使用における要求項目として，機器を手で

保持しての測定，短時間での測定(数 s 程度)，関節軟骨へ

の非侵襲性，関節鏡手術時の開切領域に挿入可能な機器先

端部径(最大直径 10 mm)，滅菌性が挙げられる． 
2012年2月7日　受理
   *豊田理化学研究所研究嘱託（東京大学大学院工学系研究科）
**東京大学大学院工学系研究科



72 関節軟骨の熱伝導率特性に基づくポータブル診断プローブの開発

 
2 熱伝導率を用いた関節軟骨評価法の提案 
2.1 提案概要 
関節軟骨の “粘弾性”，“含水率”，“厚さ”という 3

つの物理的特性が関節軟骨の変性度合いの評価に利用

可能と考えられる．粘弾性を用いる場合，一般に関節

軟骨表面に負荷をかけ，その抗力と変位を測定するが，

in vivo における測定では医師の振戦の影響を排除する

工夫が必要となる．これは in vitro における測定ならば

据え置き型かつ剛性の高い装置を用いることにより容

易に解決可能だが，in vivo における測定では困難を伴

う．また，関節軟骨の厚さのみを用いて評価する手法

は現在臨床において CT を用いて行われている．しか

し，関節軟骨の厚さの変化は関節軟骨が変性した結果，

変形しやすさが増し，そこに体重などの負荷が加わっ

て引き起こされる 2 次的な症状である．よって，厚さ

のみを用いた関節軟骨の評価には無理が伴う．以上か

ら，本研究では物理的特性として関節軟骨の変性に伴

う含水率の変化を用いて，関節軟骨を評価する手法を

提案することとした． 
含水率は物質の熱伝導率を測定することにより決定

できると考えた．測定物質の水以外の物質の熱伝導率

と水の熱伝導率が大きく異なる場合，わずかな含水率

の変化でも大きく熱伝導率が変化するため精度良く測

定可能である．機器を手で保持しての測定という要求

項目に着目し，非定常熱線比較法を採用した． 
 
2.2 非定常熱線比較法原理 
非定常熱線法は短時間(数 s～100 s 程度)での測定が

可能なことを特徴とする．同じ材質からなる 2 つの試

料間に線熱源として電熱線を挟み，その電熱線上にス

ポット溶接してある熱電対により通電中の電熱線の温

度を測定する．電熱線への通電開始からの経過時間と

電熱線の温度上昇間の関係から，測定物質の熱伝導率

が次式で算出される． 
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ただし，λは試料の熱伝導率 W/mK，q は電熱線単位長

さ当たりの発熱量 W/m，t は経過時間 s，θ は電熱線の

上昇温度 K，λ_known は比較物質の熱伝導率 W/mK で

ある． 
 
2.3 熱伝導率測定機器のシステム概要 

Fig.2 に製作した機器を，Fig.3 に先端部を示す．測定

中において，電熱線へは定電圧安定化電源より電力を

供給するが，安定化電源は電圧を一定に保つことしか

できず，電熱線の発熱量に等しい消費電力を一定に保

つには電熱線の抵抗率が温度上昇によって変化しない

ことが必要である．そのため電熱線の材質として，抵

抗値の温度特性が 2 × 10 Ωm/Kと非常に低い直径 25 μm
のコンスタンタンを用いることとした． 
 熱電対は K 型熱電対を用いた．起電力‐温度特性が

ほぼ直線に近く，起電力の温度への変換が容易であり，

耐食性が高いという特徴を持つためである．また，熱

電対が有する熱容量が電熱線へ与える影響を最小限に

するため，電熱線線径と比較し，できるだけ線径の小

さな熱電対を用いる必要がある．そこで，線径を 13 μm
とした． 
比較物質には，柔らかくある程度の変形が容易な物

質を用いる必要があることから，発泡断熱材（ダウ化

工株式会社製）を用いた． 
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Figure 1.  熱伝導率測定機器外観 
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Figure 2. 熱伝導率測定機器先端部 
 
3 発泡断熱材およびシリコンゴムの熱伝導率測定実験 

3.1 実験方法 

試料としてシリコンゴム(入間川ゴム株式会社)，および，

発泡断熱材(ダウ化工，スタイロフォーム TMIB)を用いた．

用いたシリコンゴムは Hs 硬度が 60°，70°の 2 種類で，

直径 40 mm, 厚さ 1 mm のシート状の形状を有する．また

発泡断熱材は 10 mm×10mm×6 mm の形状である． 
Fig.3a に試料として用いた発泡断熱材およびシリコン

ゴムを示す．また，Fig.3b は実験風景を示す．製作した機

器を用いて，これらシリコンゴムおよび発泡断熱材の熱伝

導率を測定した．一方，シリコンゴム試料の熱伝導率測定

を JFCC（Japan Fine Ceramics Center）に依頼し，シリコン

ゴム試料の熱伝導率の真値を得た．JFCC における熱伝導

率測定法はレーザーフラッシュ法である．発泡断熱材に関

してはその熱伝導率が公表されており，その値を真値とし

て用いた． 

3.2 実験結果 
それぞれの試料について 5 回測定し，その平均を本提案

機器での測定結果とした．表 1 にこれらの結果を示す．

発泡断熱材の熱伝導率は建材試験センターにおける測定

結果が公表されており，0.0368W/mK である．2 種類のシ
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リコンゴムについて，JFCC へ依頼して行った熱伝導率の

測定結果はそれぞれ，0.24 W/mk, 0.30 W/mk であった．本

測定実験においては，これらを真値とした．Fig.4 に以上

の測定結果をまとめたグラフを示す． 
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(a) 発泡断熱材およびシリコンゴム試料 

 
(b) 実験風景 

Figure 3. 実験試料および実験風景 
 

Table 1 3 発泡断熱材およびシリコンゴムの熱伝導率 
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Figure 4. 発泡断熱材およびシリコンゴムの熱伝導率 
 

3.3 考察 

提案機器を用いた測定結果について，発泡断熱材につい

ては公表されている熱伝導率の値と非常に近い値が得ら

れた．シリコンゴムについては，レーザーフラッシュ法の

結果との間で誤差が見られたものの，オーダーは合ってい

た．さらに測定値のオーダーは真値と合っており，ばらつ

きに関しても変動係数が全て 10 %以下に収まった．以上

の結果から，提案機器を用いて試料の熱伝導率を少なくと

も相対的に測定可能なことが示された．本機器の目標は試

料の熱伝導率を正確に測定することではなく，熱伝導率か

ら含水率を決定することである．一方，測定した熱伝導率

から含水率を決定するためにはあらかじめ検量線を作製

しておく必要がある．相対的に熱伝導率が測定可能であれ

ば，検量線を作製可能であるため，本機器は十分な能力を

有すると判断した． 
測定開始からの経過時間の自然対数と電熱線上昇温度

間の関係は，発泡断熱材の場合非常にノイズの少ない直線

になっているのに対し，シリコンゴムは 2 種類とも直線

にはなっているもののノイズが多かった．このノイズはシ

リコンゴムの弾性の大きさに関係していると考えられる．

発泡断熱材は体積の大部分を気泡が占めているため非常

に変形しやすく弾性が小さい．そのため，機器を押しつけ

た時比較物質及び電熱線に良く密着する．一方，シリコン

ゴムの場合ある程度変形するものの弾性が大きく，発泡断

熱材と比較すると変形しにくい．そのため，機器を押しつ

けた時の密着性が悪く，測定データにノイズがのったと考

えられる．関節軟骨は今回用いた硬度のシリコンゴムと比

較して変形しやすいため，関節軟骨測定時にはここまでの

ノイズはのらないと予想できる．またシリコンゴムの測定

結果は真値との誤差が大きかった．これは電熱線両端から

逃げる熱量および，熱電対に逃げる熱量が存在することに

よると考えられる． 
 

4 アガロースゲルの熱伝導率測定実験 

4.1 実験方法 

次に，アガロースゲルの熱伝導率測定実験を行った．実

験目的は，ゲル試料の含水率変化に伴う熱伝導率変化に関

して，提案機器を用いて測定可能であることの検証である．

Fig.5 に試料として用いたアガロースゲルおよび実験風景

を示す．関節軟骨は Type-Ⅱコラーゲン線維により支持さ

れている．一方，アガロースゲルは主にアガロース線維に

より支持されている．関節軟骨とアガロースゲルではこの

ように成分は異なるが，構造が非常に類似している．その

ためアガロースゲルを試料として用いた． 
まず，アガロースゲルを作製し 25 mm×25 mm×5 mm

程の大きさに切り出した．本提案機器を用いて測定し，そ

の後 37 度に保たれたインキュベータ中で乾燥させるとい

うサイクルを一定時間ごとに繰り返した．１サイクルでの

測定は 5 回行い，平均をその時点での試料の熱伝導率とし

た．また，それぞれの測定サイクルごとに電子天秤を用い

てアガロースゲル試料の重量を測定した．測定が終了した

のち，アガロースゲルを完全に乾燥させ，その時の重量(乾
燥重量)も測定した．この乾燥重量をもとに，各サイクル

での含水率を算出した． 

4.2 実験結果 

Fig.6 に提案機器により測定した含水率と熱伝導率の関

係を示す．含水率変化に伴う熱伝導率の変化を測定可能で

あった．しかし，熱伝導率変化が見られるのは熱伝導率が

50 %以下の時であった．70 %程度の高い含水率を有する

関節軟骨の測定可能性に関してはさらなる検証を必要と

する． 
本提案機器を用いた測定結果はいずれもばらつきが小

さく収まり，変動係数は 20 %以下であることから，熱伝

導率は測定可能であることが示された．また，図に示した

ように含水率が低下するに伴い，熱伝導率の低下する傾向

 熱伝導率 [W/mK] 標準偏差 

発泡断熱材 0.0376 0.00188 

シリコンゴム(Hs 60°) 0.547 0.0324 

シリコンゴム(Hs 70°) 0.662 0.0604 
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が示された． 

 
(a) アガロース試料 
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(b) 実験風景 

Figure 5. アガロース試料および実験風景 
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Figure 6. 含水率と熱伝導率の関係 
 

4.3 考察 

以上より，本測定機器を用いてアガロースゲルの含水率

変化に伴う熱伝導率変化を測定可能なことが実証できた．

しかし，含水率の低下に伴って熱伝導率は一様に低下して

いない．試料の含水率が 50 %以下の時，熱伝導率は低下

傾向を示したが，50 %以上の時はほぼ一定である．一方，

実際の関節軟骨の含水率は約 70 %であることが分かって

いる[10]．関節軟骨の変性が進行しても含水率が 60 %以下

になることはないと考えられる．このことより，実際に熱

伝導率を用いて関節軟骨の含水率変化を測定できるのか

については検討を続ける必要がある．構造的に類似してい

るとはいえ，今回試料に用いたゲルの主成分であるアガロ

ースはコラーゲンとは異なる．今回の実験で観察された現

象が，アガロースゲル固有のものか，関節軟骨にもあては

まるのかに関して，今後検討する必要がある．また，測定

時の問題として，高含水率ゲルの乾燥質量が非常に小さい

ことが挙げられる．試料を乾燥させる過程で，含水率が

50 %~0 %である時間はごく短い．そのため，低含水率の

領域を密に測定することは困難であるため，より素早く測

定する方法を開発する必要がある． 
 
5 結 言 

関節鏡手術時に使用可能な関節軟骨評価手法として，関

節軟骨の熱伝導率を用いた手法を提案した．結論は以下の

通りである． 
 非定常熱線比較法を原理として試料表面に押しつけ

るだけで熱伝導率が測定可能なプローブ型機器を製

作した． 
 本提案機器により発泡断熱材及びシリコンゴム（硬

度 60°，70°）の熱伝導率を測定し，それぞれ別の方

法で測定した真値と比較した結果，熱伝導率の測定

が可能なことが実証できた． 
 本提案機器によりアガロースゲルの含水率変化に伴

う熱伝導率の変化を測定できた．しかし，熱伝導率

が変化したのは含水率が約 50 %以下の時であった．

70 %程度の含水率を有する関節軟骨の測定が可能性

については，今後の詳細な検討を要する． 
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