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This research project was aimed to develop a fabrication method of functional composite material using 
collagen and elastin towards the synthesis of flexible artificial tendons. Here, we report our recent progress on 
the fabrication of elastin fibrous tissue using an electrospinning method. Through the careful adjustments of 
various parameters, we have successfully fabricated a thin elastin fibre sheet. Tensile tests were performed to 
characterise mechanical properties of the elastin sheet. It was demonstrated that tensile strength and elastic 
modulus was 0.041±0.008 MPa and 0.057±0.015 MPa, respectively. 

 
1. 緒言 

私たちの体の腱，血管など力を支え，伝達する組織は強さとしなやかさ（弾性）を併せ持ち，その機能をもたらす独自

の線維構造を示す．これらの組織は健康を支える重要なものであるものの一度損傷または病変すると自己再生は難しい．

これらの組織は特に短期の修復が望ましく，幹細胞再生治療よりも人工代替材料を用いた修復に大きなメリットがあり

ニーズも大きい．しかしながら，これまでの人工代替組織開発は強度・弾性の不一致や耐久性の低さから中口径人工血管

以外はほとんどが実用化に至っていない． 
これらの組織の主成分は線維タンパク質のコラーゲンとエラスチンである．一般にコラーゲンの弾性率は約 1 GPa(1), エ

ラスチンの弾性率は約 0.6 MPa(1)とされる．コラーゲンは組織の剛性と強度に寄与する一方で，エラスチンは組織の伸展

性（柔軟性）や伸縮に伴うエネルギー損失の低減に寄与する．これらのタンパク質を材料とした人工代替組織の研究はこ

れまでにもあるものの，単に 2 種のタンパク質溶液を混合して組織化したものが多く(2)，生体組織の構造に基づく複合材

料は実現していない． 
申請者はこれまでに腱のリモデリングや損傷治癒について力学の視点から研究を進めており，哺乳類動物では損傷した

腱は構造と力学特性の面で完全な再生には至らないことを示してきた(3)．そこでヒトの腱損傷からの早期回復を実現する

ための人工腱組織の実現を目指した研究を進めている．これまでに，コラーゲン線維を力学的に配向させて強度を飛躍的

に向上させる技術開発に成功した(4)．しかしながら，前述のようにコラーゲン線維だけでは強度はあるものの伸縮性に

富む組織は作れず，エラスチンとの複合化が必要となった． 
 そこで本研究課題ではコラーゲンとエラスチンを腱組織のように複合化させることを目指し，その基盤となるエラス

チン組織の作製を行った． 
 
2. 腱の線維構造 

腱はその乾燥重量の約 90%をコラーゲンが占め，エラスチンは数%程度含まれている．ラット尾腱からコラーゲン線維

の束である線維束を摘出して 2 光子顕微鏡で観察した画像を図 1(a)に示す．試料には力学負荷は作用していない．このと

き，コラーゲン線維は自然な蛇行，いわゆるクリンプパターンと呼ばれる形態を示す．一般に腱には生体内で約 4%程度

のひずみが作用しているとされ，この生理的負荷における伸縮においてクリンプの解消と回復がみられることから，コラ

ーゲンのクリンプ構造が腱の伸縮を担っているとする説がある．一方，エラスチンは直線的な線維形状を示し，その走行
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図１	（a）	マウス尾腱線維束2光子顕微鏡画像.	青,	コラーゲン線

	 維;	緑,	エラスチン線維;	赤,	腱細胞核.	

	 （b）	作製されたエラスチン組織のSEM画像.
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は必ずしもコラーゲン線維の蛇行と一致していない．このこと

から，組織が無負荷に置かれてもエラスチンにはある程度の張

力，すなわち予張力が存在しており，それによってコラーゲン

線維が長軸方向に蛇行する，と考える説も存在するものの，恐

らくはコラーゲン線維の持つバネ的な性質とエラスチン線維

の持つ伸縮性の両方が複合的に機能していると考えられる．そ

こで本研究課題でもこのようなコラーゲンとエラスチンの構

造をモデルとする． 

 

3. エラスチン線維の作製と力学特性評価 

 本課題で進めたエラスチン組織はブタ大動脈由来の水溶性 
エラスチン粉末（細胞外基質研究所）を材料としたエレクトロスピン法で

作製した．エラスチン溶液濃度および溶媒，流出速度，エレクトロスピン

装置の印加電圧，ノズルとドラムコレクタ間の距離，およびドラムコレク

タの回転速度，および架橋条件を調整することで膜厚約 40 µm のエラスチ

ン組織を作製することに成功した．作製した組織の走査型電子顕微鏡画像

を図 1(b)に示す．画像解析から，組織は直径 0.3〜2.0 µm の線維によって

構成されていることがわかった． 
 この組織の力学特性を調べるために引張試験を行った．試験機として引

張圧縮試験機（Univert, CellScale 社）を用いた．ひずみ速度は 100%/min
とし，試験前の断面積で荷重を除することで公称応力，グリップ間距離の

変化量を初期グリップ間距離で除すことでひずみを求めた．求めた応力−

ひずみ関係から破断応力の 40%から 60%までのデータの線形回帰直線の傾

きを弾性率と定めた． 
 引張試験で得られた応力−ひずみ線図を図 x に示す．作製した組織の破断応

力は 0.041±0.008 MPa（Mean±SD, n = 4），破断ひずみは 97.3±15.4%，弾性率は 0.057±0.015 MPa であった．我々が開発

したコラーゲン組織と比べて低強度，高伸長，低剛性であることが確認された． 

 

4. 今後の展望 

 エラスチン組織の作製にあたって，我々はエラスチン溶液のゲル化による組織構造形成などを試み，試行錯誤の結果

として本報で示した方法が最も再現性よくエラスチン組織を作製できると考えるに至った．エレクトロスピン法に関連

する上記のパラメータをさらに調整することで線維径や線維組織厚さ，また線維の配向を制御できると考えている．し

たがって，今後はこれらのパラメータと得られる組織の力学特性の関係を調べること，また準静的な力学特性だけでな

く動的な力学特性の計測が重要であると考えている．そして，コラーゲン組織との複合化に適した線維構造を見出し，

腱と類似した組織を作るための機能的な複合化を進めていきたいと考えている． 
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図 2 エラスチン組織の応力−ひずみ線図. 図２　エラスチン組織の応力─ひずみ線図.
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