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筋肉に含まれるタンパク質「タイチン」の分子構造を模倣した弾性ポリマーが作り出された。
その材料は丈夫で伸縮性があり、エネルギーを分散させ、まるで筋肉そのもののようである。
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タンパク質系の人工筋肉が開発されれば、車
椅子の人も歩けるようになるかもしれない。
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造領域によって構成されており、独特
の機械的反応を示す。筋肉が伸びると
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き、加えられた応力により、まず I 帯が
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タイチンをほどく。a. タイチンタンパク質は筋細胞の収縮系の一部を形成し、折りたたま

れた領域（青）と、その間にある非構造領域（赤）で構成されている。b. タイチンを伸ばすと、

可逆的復元力が生み出される。少しだけ

まず非構造領域が伸びる。c. さらに引っ張ると、折りたたまれた領域の一部がほどける。Lv ら
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れ、さらに伸ばしていくと、弾性が低下

なる断片も有害な免疫反応を起こさない
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