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ぬれたクモの糸は 2 種類の力の作用で水を捕らえる。
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の巣を数百個も集めた。研究チームは、
このクモの巣から糸を注意深くはがし
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クモの糸の構造には、虫だけでなく水も捕らえる秘訣が隠されている。
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論文著者の Lei Jiang。
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