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触覚センサ開発に関する研究
-PVDFを用いた薄板型触覚センサによる弾性体表面性状の評価一

竹中慎，高嶋一登.

ポリフッ化ピニリデン (PVDF)は，圧電定数が大きい，軽量 ・柔軟である等の利点を有しており，柔

軟構造の触覚センサ素子として広く研究がなされている.本研究では，岡IJ性の異なる 2種類の薄板に

PVDFフィルムを貼り付けた片持ちはり型の触覚センサを用いて，弾性体表面上を走査させる形態の

センサシステムについて検討した.2種類のセンサより得られる信号値の比を用いることで，対象弾

性体の剛性値を広いレンジで測定できる可能性を示した.

1 はじめに

ポリフッ化ビニリデン (PVDF) は，高分子材料な

らではの特性として，①圧電定数が大きい，②軽量 ・

柔軟である，③広範囲の周波数に応答する，④化学的

な耐食性がある等の利点がある.例えば， PVDFフィ

ルムをゴム内に埋め込む形状などによって，対象物

の表面形状の測定や把持物体と滑りが発生したと

きの振動を検出する滑りセンサとしての応用 1)や，

生体等の柔軟物に対する病変の計測システム，触感

を定量化するための計測システム 2)などへの適用

が検討されている.

簡便な手法で対象面をトレーシングし，表面性状

の評価を実現するセンシング方法としては，弾性棒

等のはり形状により対象表面をなぞるウイスカ(ひ

げ)型触覚センサが挙げられる 3) しかしこの方式

では，歪ゲージを用いるものが多く，そのひずみ限

界から環境に適応して柔軟に変形しながら測定す

ることは難しい.そこで我々は過去の研究において

4) 5) PVDFを薄板型はりに貼り付けたセンサシス

テムについて検討しており，結果，微小な段差や表

面粗さが評価できる可能性を示した.また，将来的

には手動による走査も想定し， 2枚の薄板型はりを

用いて出力値聞の相関を求めることで，走査速度の

計測が可能で、あることも示した.しかしながら，対

象とする物体の岡IJ性が高い場合について調べたも

のであり，生体等のように柔軟な物体を走査する場

合については，センサ出力の特徴も異なってくるも

のと考えられる.

Sedaghatiら6)は，岡!日生の異なる円筒状の圧子を

弾性体に押し付け， PVDFフィルムによりその荷重を

検出することで，対象弾性体のコンブライアンスを

測定した.このように剛性が異なる複数のセンサ素

子を押し当てることで，対象物体の剛性情報を得る

ことが可能と考えられる.

本研究では，岡IJ性の異なる 2種類の薄板型触覚セ

ンサを用いて弾性体表面上を走査させることで，弾

性体の岡IJ性を測定することを検討した.

*九州工業大学大学院生命体工学研究科
(本原稿は，日本機械学会第 26回バイオエンジニアリン

グ講演会の発表原稿を一部改編したものである)

2 実験

2. 1 検出原理

ヒ。エゾフィルム(東京センサ製，電極面積 :12

mmX30 mm)を 15mmX 150 mmのステンレス板に貼り

付け，試作品を作製した(図 1).微小な領域の測

定を可能にするため，先端にはプロープ(先端半球

面の直径:0.93 mm)を取り付けた.本研究では，こ

の薄板を片持ちはり状に固定し，プロープ先端に与

えられる図 1のz方向変位によるはりたわみをヒ。エ

ゾフィルムの伸縮により検出する.このとき，ヒ。エ

ゾフィルムから計測できる電圧 V は次式で与えら

れ，印加されたはり先端の変位 6の l階時間微分値

に比例する.
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ここで，d31・圧電ひずみ定数，A : PVDFフィルムの

電極面積，号 :PVDFのヤング率， hs:はりの板厚，

Xs :はり先端から PVDFフィルム中央部までの距離，

1 :はりの長さ ，R 計測時の電流プリアンプの利得

値である.

図 1 試作センサ

この薄板を用いて図2のように，一端を治具で固

定し(鉛直方向 Xからの角度を αとする)，片持ち

はりの状態で固定部を水平方向に移動させること

で弾性体表面をなぞる動作を考える.このとき，は

りがまっすぐな状態の先端位置より鉛直方向に H

だけ沈み込ませて走査させることとする.対象物体

の岡リ性が，はりの剛性と比べて十分大きい場合には，

このHに対応したはり先端のたわみdが生じること

となる.しかし，対象物体が柔軟な弾性体の場合に
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は，はりの弾性により対象物体を一定押し込む形と

なる.弾性体への押し込み量を λ，薄板はり先端に

加わる荷重を W とすると ，次式が成り立つ.

o=L1-A=___!!!_ (2) 

3EJb 

ここで Eb，九はそれぞれ，はりのヤング率および断

面 2次モーメントである.λとWの関係は，実際に

はHertz接触による非線形な関係ではあるが，本内

容では簡略化して，対象物体の岡IJ性 Kを介して次式

の線形の関係があると仮定する.

Kλsm α= Wsinα (3) 

式 (2)，(3) の関係より，次式を得る.

o= KZ
3 

-

3EJb +KZ
3 

(4) 

Lz 

図2 はり変形モデル

次に，式 (1)で示した PVDFより得られる電圧信号の

時間積分値 (φ とする)と，式 (4)の関係より Kは，

K 
6Eb1bφ 

3hsx sAd31E fRL1-2/
3φ 

(5) 

として得ることができる.しかし，実際に柔軟な物体

上を走査する際，L1を精密に位置決めすることは困難

である上に，L1は対象弾性体表面のうねりによっても

変化してしまう.そこで，本研究では，はり の厚みの

みを変え，岡IJ性の異なる 2種類の薄板はりで同一部位

を走査させた.このとき，2種類のはりが同一部位を

通過するときのdは同一値をとることを利用すればd

を消去できる.2種類のはり flJ， f2Jのん， h，φ 

について各はりの番号で添え字を追加し，式 (4) を

書き直すと次式が得られる.

K=竺ι Ib~hs1 φ~ /φ'1 -Ib1 hS~ -
Z3 hS~ - hS1 φ~/φl 

(6) 

すなわち，2種類のセンサ出力値の比 Q=φiO1を用い

ることで，対象弾性体の岡IJ性が推定できる.

2. 2 実験方法

実験装置を図3に示す.試作した 2種類の薄板型セ

ンサ (hs1，hs"2はそれぞれ，O. 5， 1. 0 mm) をリニアガ

イドの上の自動ステージに取り付けた (α=5 deg). 

移動距離および速度の制御はステージコン トローラ

によって行った.薄板型センサを走査する際に得られ

る出力はアンプ (NFcorporation， R = 106 V/A) を経

てPCに取り込んだ.

剛性の異なる 4種類の対象物体 (5mm厚)について

実験を行った用いた材料は，岡IJ体に近い物体として

アクリルプレートを用い，その他ニトリルゴ、ム，ポリ

ウレタンスポンジ，不織布を用いた.これら各弾性体

について，直径 2mmの円柱状圧子を 0.1mm/sの速度

で押し込むことでヤング率を測定したところ，それぞ

れ， 3200， 4.4， 0.51， 0.063 MPaであった. 各物体

は著しく摩擦抵抗値などが異なるため，表面はテフロ

ンテープを貼り付けて覆った.

走査動作は，対象物体から外れた位置から走査を開

始し，対象物体を乗り上げる動作としたこのとき走

査開始前の鉛直方向オフセット Hは，O. 1， o. 2， o. 4， 

0.6mmに設定した.また，走査速度は 10mm/sとした.

各計測については， 5回繰り返し測定を行った.

図 3 実験装置

3 実験結果および考察

弾性体上を走査する際に計測されるセンサ電圧信

号の時間積分値φを図4に示す(ポリウレタン，H=0.4

mm) .ここで，各センサが接触する位置を z=Oとした.

弾性体に乗り上げる際に，出力信号は増大し， その後，

各センサの出力値はほぼ同等の比率で推移していく

ことがわかる.また，図は記載しないが，Hの違いに

よるセンサ信号の出力比 Q への影響は大きくなかっ

た.

図5に，式 (6) より得られる Q に対する対象弾性

体の剛性Kの予測値との関係を示す.また，H=0.4聞

の条件において繰り返し5回測定したときのQの領域

(範囲は標準偏差)も併せて示す.結果，対象物体の

剛性の大小に応じたセンサ出力が得られていること

がわかる.しかし，岡IJ性の変化(対数スケーノレ)に対

し，Q (線形スケール)のばらつきは一定程度存在す

ることから，同じオーダの岡IJ性を有する弾性体につい

て比較測定することは難しいと考えられる. 図6に，

各弾性体に対して，Qより計算したKと実際のヤング
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率との関係を示す.前述のように精密な剛性測定は難

しいが，広いレンジで対象物体の剛性を捉えられてい

ることがわかる.

アクリルプレートの場合，センサ聞の出力の差がほ

とんどないことから，剛性の予測値は大きくばらつい

ていた感度は，測定したい物体の剛性の領域を， 図

5に示した曲線においてその傾きが小さい領域とす

ることが最も良い.すなわち，測定のターゲットとす

る物体に応じて，はりの岡IJ性は最適に調整する必要が

あり，より柔軟な物体であればはりの岡IJ性は低く設定

する必要がある.生体のように柔軟な物体について測

定することを想定した場合には， PVDFの柔軟性を活か

した構造とできる可能性も考えられる.
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図6 ヤング率と予測剛性値Kの関係
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4固まとめ
剛性の異なる 2種類の薄板はりに PVDFフィルム

を貼り付けた片持ちはり型の触覚センサを用いて，
弾性体表面をなぞる際の出力特性について検討し
た.各はりの岡IJ性の違いを利用することで，対象弾
性体の剛性に応じたセンサ出力値の比が得られる
ことを実験的に示した.今後， PVDFフィノレムの柔軟
性や時間微分応答性等の利点を活かせる構造につ

いて検討していきたい.
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