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■ 研究内容

BMIとしての人工網膜研究の最終目標は，文字が読
めるような視力を提供することであるが，現在のプラ
チナ（Pt）製刺激電極では，その低い電荷注入能力か
ら指数弁程度の視力しか望めない。より電荷注入能力
の高い酸化イリジウムや窒化チタン，酸化タンタルな
どの材料を用いれば電極を高密度化できると期待さ
れるが，まだ実用化には至っていない。本研究では，こ
れらの材料に半導体微細加工技術を用い，また半導
体集積回路と組み合わせる事で，生体に安全で，安定
して作動する高密度の人工網膜用多点電極デバイス
を開発し，大阪大学医学部が試作デバイスを用いた
動物実験を実施し，その結果を通じて生体での安全性
および機能評価を行うことを目的とする。当該施設で
は，すでにPtバルク電極を用いた刺激電極アレイデバ
イスの試作を行い，家兎を用いた動物実験によりEEP

（Electrical Evoked Potential）取得に成功している。また
高密度電極の制御方法も提案実証している。更にTiN

やIrOxなどの薄膜形成技術を有している。これらの技

術を用いて，大きな文字が認識できる程度の視力を提
供できる人工網膜の実現を目指す。

「高分解能人工網膜デバイスの開発」
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■ Research works

A fi nal goal for a retinal prosthesis as BMI is to realize 
a visual ability to read characters. In the present stage, 
however, a retinal stimulator with Pt electrodes can 
achieve only a visual acuity of counting fi nger due to 
the low charge injection capacity of Pt. Electrode 
materials with higher charge injection capacity such as 
IrOx, TiN, and Ta2O5 have potential to realize high-
resolution stimulator, although they are still in the 
development stage. Our research aims to develop a 
high-resolution retinal stimulator with biocompatibility 
and long-term operation capability by using 
semiconductor ultra-fi ne fabrication and circuits 
technologies, which is validated thorough animal 
experiments collaborated by Osaka University 
Medical School. 
We have already fabricated retinal stimulators with Pt 
bulk electrodes and successfully demonstrated to 
obtain EEP signals by animal experiments of rabbits 
implanted by the stimulator. In addition, we have 
proposed and verifi ed a novel method to effectively 
control high-resolution electrodes and fabrication 
technologies of thin fi lms of TiN and IrOx.
By using these developed technologies, we will realize 
a retinal prosthesis device for visual acuity of character 
recognition.


