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1. 緒言 

総務省統計局が発表した平成 25 年中の交通事故発生状況
(1) によれば，2013 年の国内交通事故による軽傷者の合計は

約 74 万人であり，そのうち約６割の症例を外傷性頸部症候

群，所謂むち打ち症（頸椎捻挫）が占める．むち打ち症は，

CT や MRI を用いた精密検査でも異常が発見されにくい上，

その症状には個人差があることから，専門家でも正確な診断

を下すことが難しく，痛みや痺れなどの後遺症に苦しむ患者

も多い．その受傷機序は未だ明らかでないが，頭頸部が衝撃

を受けた際に，脳や脊髄を保護している硬膜と神経根の接続

部が破れ，クモ膜下腔を満たしている脳脊髄液が漏出するこ

とによって，吐き気や痛みを伴う脳脊髄液減少症(2) が発生す

る事例も報告されている．  

ところで近年，数値モデルを活用した衝突傷害予測が精力

的に進められている．数値モデルで頸部傷害を精度良く予測

する上では，受傷部位に関連した軟組織の精確な力学特性が

不可欠である．脊髄硬膜は線維の方向によって力学特性が異

なると考えられることから，線維方向を考慮した計測を行う

必要がある．また，二軸引張は単軸引張よりも生体内に近い

力学環境を再現することができると期待される．これらのこ

とを考慮し，本研究では，ブタ脊椎から摘出した脊髄硬膜を

試料として静的な二軸引張試験を行った． 

 

2. 実験方法   

2.1. 試料作製方法 

 食肉センターより副産物として入手した新鮮なブタ脊椎

を解体し，得られた脊髄腰部より，外科用メスを用いて脊髄

硬膜を摘出した．この際，生体内における試料の初期寸法を

記録するため，15 mm × 15 mmの OHP シートを硬膜に押し

当て，その外側をなぞるようにして，一辺 15 mm の正方形

に切り取った．作製した脊髄硬膜試料は，実験直前まで冷蔵

した生理食塩水中で保存し，その全てを試料作製から 24 時

間以内に本実験で使用した． 

 

2.2. 引張試験装置 

 本研究では，平行平板構造のロードセルを有する二軸引張

試験装置を自作した（図 1）．対向する上下と左右のアームに

１つずつ取り付けたロードセルは，2 枚で一対のステンレス

鋼板からなり，内側のステンレス鋼板（幅 10 mm, 長さ 50 mm, 

厚さ 0.3 mm）の表裏にひずみゲージ（UFLK-1-11-002LU , 東

京測器研究所）を貼付し，2 アクティブゲージ法のブリッジ

回路を構成した．ロードセル出力電圧の記録には，データロ

ガー（NR-ST04, キーエンス）を使用し，予備検討として実

施したロードセルの検定結果から，負荷時と除荷時のヒステ

リシスは十分に小さく，想定している計測範囲では荷重と出

力電圧の間に高い線形性のあることを確認した．この試験機

では，上下左右のアームをマイクロメーターで操作すること

によって，試料各辺に均等で静的な引張変位を与えることが

できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1  Schematic of biaxial stretching tester (Top view). 

 

 

2.3. 有限要素解析による予備検討 

 正方形の硬膜試料を適切に把持する方法を決定するため，

有限要素解析（RADIOSS 12.0, アルテアエンジニアリング）

による予備検討を行った．図 2に，把持部の上下ならびに左

右方向にそれぞれ 1.5 mmの変位を与えた時の最大主ひずみ

分布を示す．この結果から，観察領域のひずみ分布に及ぼす

影響が少ないと予想される糸のかけ方を選択した．  

 

2.4. 実験方法 

 図 3に実験の様子を示す．引張試験の開始時，観察領域が

生体内における初期寸法と同じとなるように，引張を受ける

試料内側が上下左右それぞれの方向で 11 mm となるように

設定した．続けて引張速度 ~0.2 mm/s，最大変位 1.2 mmで



4 回のプリコンディショニングを実施後，計測を開始した．

その際，最初の 10 秒間は ~0.05 mm/s の引張速度で変位を

0.5 mm増加させ，その後 50秒間その変位を保持した．この

作業を継続して行い，試料に糸をかけた部分が 1か所でも切

れた段階で計測を終了した．観察領域には，バニラビーンズ

を 3 × 3の計 9個配置し，引張変位を増加させる直前に静止

画の撮影を行った．撮影した画像から，個々のバニラビーン

ズの位置を標点として画像解析を行い（ImageJ, NIH），軸方

向(A1~A6)，周方向 (C1~C6) の変位をもとに伸び比を算出し

た．また，厚み測定器を用い，生体内における初期寸法まで

引っ張った状態で硬膜の厚さを計測した結果，0.10 ± 0.02 mm 

(mean ± SD) であった．そこで，本研究における試料の側面

は，幅 11 mm，厚さ 0.1 mm の矩形断面を有するものと仮定

し，ロードセルの荷重を公称応力に換算した． 

 

 

 
Fig. 2  Contour plot of the maximum principal strain distribution. 

   

 

 

Fig. 3  Region of interest for displacement measurement (A1~A6, 

C1~C6). 

 

 

3.  結果および考察 

図 4 に応力–伸び比の関係を示す．軸方向では，伸び比が

1.08 ± 0.02 (mean ± SD) 時に引張応力が 2.4 ± 0.5 MPa (mean 

± SD) に達し，円周方向では，伸び比が 1.06 ± 0.02 (mean ± 

SD) 時に引張応力が 1.1 ± 0.3 MPa (mean ± SD) に達した．伸

びひずみが 0–5 %の領域における弾性率は，軸方向で 22.8 ± 

7.8 MPa (mean ± SD)，円周方向で 12.3 ± 5.1 MPa (mean ± SD) 

となり，低ひずみ域における脊髄硬膜の弾性率にも有意に異

方性が認められた（P < 0.05）． 

Shetye ら(3) は，ヒツジ脊髄硬膜を試料として同様の二軸引

張試験を行い，伸びひずみ 0–5 %の領域における弾性率は，

軸方向で 5.6 MPa，円周方向では 1.6 MPaであることを明ら

かにした．一方，新鮮なヒト脊髄硬膜を対象に，単軸引張試

験を実施した McGarveyら(4) によれば，伸びひずみ 15–20 %

近辺の線形領域における硬膜の弾性率は 61.5 ± 9.6 MPa 

(mean ± SD) であることが報告されている．現状ではサンプ

ル数が少ないため断定はできないが，先行研究と本研究で得

られた弾性率の間にみられる差異は，糸をかける位置の間隔

が上下左右で必ずしも均等でなく，把持部のバランスの僅か

な不均衡が観察領域のひずみ分布に影響したものと予想さ

れる．それ以外では，種別や個体差によるデータのばらつき

に原因がある可能性もある．今後，生体内寸法を正確に反映

した均一な試料を採取する方法ならびに試料を均等に把持

する方法を確立し，大変形領域における標点の挙動を観察す

ることによって，より精度の高い計測を行えるようにしたい． 
 

 

 
Fig. 4  Stress–stretch relationships for the longitudinal and the 

circumferential directions. 

 

 

4.  結言 

ブタ脊髄腰部から得た硬膜を試料として静的な二軸引張

試験を行い，低ひずみ域における応力–伸び比の関係を得た．

また，伸びひずみが 0–5 %の領域における弾性率は，軸方向

に 22.8 MPa，円周方向に 12.3 MPaであり，脊髄硬膜の力学

特性には異方性のあることが示唆された．  
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