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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象物の曲げ変形を検出する曲げ変形センサであって、
前記対象物の表面に取り付けられ、該対象物表面の曲げ変形に追従して変形する二枚の
圧電フィルムが、延伸方向を一致させて、重ねられ一体化した圧電フィルム対を備えてお
り、
前記二枚の圧電フィルムのそれぞれの各面には、長さが異なる複数の電極が配置されて
おり、
前記長さが異なる複数の電極のそれぞれは、各圧電フィルムを介して対向した位置に配
された二枚が一対となっており、
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前記長さが異なる複数の電極のそれぞれは、長手方向が前記圧電フィルムの延伸方向と
一致しており、長手方向および短辺方向に複数配置されており、
前記一対の電極は、前記対象物の曲げ変形によって生じた各圧電フィルムの起電力の差
分信号を出力することを特徴とする曲げ変形センサ。
【請求項２】
前記二枚の圧電フィルム間に柔軟な弾性体を挿入したことを特徴とする請求項１に記載
の曲げ変形センサ。
【請求項３】
前記圧電フィルム対が長方形状であり、この長手方向と前記圧電フィルムの異方性方向
とが同じであることを特徴とする請求項１に記載の曲げ変形センサ。
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【請求項４】
前記圧電フィルム対を複数備えており、
該複数の圧電フィルム対を並べて配置したことを特徴とする請求項２に記載の曲げ変形
センサ。
【請求項５】
前記二枚の圧電フィルムは、同じ極性の面同士が電気的に接続されていることを特徴と
する請求項１に記載の曲げ変形センサ。
【請求項６】
前記圧電フィルム対を前記対象物に取り付けるための取り付け部材を備えており、
前記取り付け部材は、前記対象物との間に前記圧電フィルム対を挟んだ状態で、前記対
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象物に取り付けられることを特徴とする請求項１に記載の曲げ変形センサ。
【請求項７】
前記取り付け部材は、前記圧電フィルム対と接触する面に、前記取り付け部材よりも摩
擦係数の小さい摩擦低減部材を取り付けたことを特徴とする請求項５に記載の曲げ変形セ
ンサ。
【請求項８】
曲げ変形の位置に対する前記起電力の差分信号の波形が、前記二対の圧電フィルム対間
で異なっていることを特徴とする請求項１に記載の曲げ変形センサ。
【請求項９】
前記対象物が人体あるいは人体に装着される装着物であることを特徴とする請求項１か
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ら８のいずれか１項に記載の曲げ変形センサ。
【請求項１０】
請求項１から９のいずれか１項に記載の曲げ変形センサと、該曲げ変形センサから出力
される前記差分信号を基に、前記対象物表面の曲率を測定する測定手段とを備えたことを
特徴とする曲げ変形測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、対象物の変形によって生じる対象物表面の曲率変化を検出する曲げ変形セン
サおよび変形測定装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来、機械や構造物の曲げ変形によって部材表面に生じる歪の測定には歪ゲージが多く
用いられている。しかしながら、一つの歪みゲージは軸力成分の変形を検出してしまうた
め、曲げ変形のみを精度良く測定するためには、対象物の両面に歪ゲージを取り付け、対
象物に負荷される軸力成分を除去するようにブリッジ回路を使用する必要がある。
【０００３】
また、対象物の曲げによる変形を測定する他の手法として、レーザー変位計を用いる方
法や、ビデオ画像により計測する方法がある。
【０００４】
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一方、特許文献１には、圧電材料を用いた変位センサが開示されている。これは、上記
歪みゲージと同様に、振動体の両面に２つの圧電素子を形成し、該圧電素子の共振周波数
の変化による位相差から振動体の変位を検出するものである。
【０００５】
また、特許文献２には、流体圧力の変動を検出する圧電体のバイモルフ構造が開示され
ている。
【特許文献１】特開平８−３０４４４６（１９９６年１１月２２日公開）
【特許文献２】特開２００２−５７７１（２００２年１月９日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
しかしながら、歪みゲージや特許文献１に記載の変位センサは、軸力方向の歪み成分を
取り除き、対象物の曲げ変形のみを検出するために、対象物の両面に貼り付けられる必要
がある。しかしながら、構造物によっては、部材の両面に歪みゲージや変位センサを取り
付けて電気配線することが困難な場合もある。そのため、簡易に曲率変化を測定すること
ができない。
【０００７】
また、非常に柔軟な対象物の歪みを測定する場合には、変形により対象物表面に生じる
歪み量が大きく、取り付けた歪みゲージがはがれる、あるいは、歪みゲージが許容する歪
み値を超えて破断するなどの問題がある。
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【０００８】
また、レーザー変位計を使用した場合、レーザーを照射した１点については高精度に対
象物のたわみ変位を測定することが可能である。しかしながら、局所の変位しか測定でき
ず、多数のレーザー変位計を使用して多数の個所を測定しなければ、対象物がどのような
変形状態にあるのかを特定することができない。さらに、レーザー変位計を移動させてス
キャン動作を行い、対象物全体の変形形状を測定する装置がある。これは静止状態の対象
物には適しているが、広い範囲の測定ではスキャン動作に時間がかかるため、動的に変形
する対象物の測定は困難であるという問題がある。
【０００９】
ビデオ画像による計測する方法によっても、撮影された箇所の変位しか測定できないた
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め、前記レーザー変位計と同様の問題がある。
【００１０】
また、特許文献２に記載のバイモルフ構造の圧電体は、流体圧力の変動を検出するもの
であり、曲げ変形を検出するものではない。また、該バイモルフ構造の圧電体は、ステン
レス鋼などの支持体を有しているとともに、環状の容器に固定されているため、柔軟な膜
構造物や人体などの曲げ変形に応用することは困難である。
【００１１】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、軸力方向の歪み成
分を取り除いた状態で、柔軟な対象物の曲げ変形を簡易に検出できる曲げ変形センサおよ
び該曲げ変形センサを備えた変形測定装置を実現することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明の変形測定装置は、上記の課題を解決するために、対象物の曲げ変形を検出する
曲げ変形センサであって、前記対象物の表面に取り付けられ、該対象物表面の曲げ変形に
追従して変形する二枚の圧電フィルムが重ねられ一体化した圧電フィルム対を備えており
、前記二枚の圧電フィルムは、異方性を有する場合、その異方性方向が一致するように重
ねられており、前記圧電フィルム対は、前記対象物の曲げ変形によって生じた各圧電フィ
ルムの起電力の差分信号を出力することを特徴としている。
【００１３】
ここで、圧電フィルムとはフィルム状の圧電体であり、例えば、高分子からなる。また
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、圧電フィルムは、その圧電特性において異方性を有するものと、異方性を有さないもの
とがある。異方性を有する圧電フィルムとしては、フィルム状に形成される際にある一方
向に延伸され，その延伸方向に強い圧電性を示し，延伸方向と直交する方向には圧電性が
減少するといった異方性（指向性）を有するものがある。
【００１４】
上記の構成によれば、二枚の圧電フィルムは、異方性を有する場合、その異方性方向が
一致して重ねられているため、軸力方向の歪みに対して同じだけの起電力を発生する。な
お、異方性を有さない二枚の圧電フィルムは、異方性がないため、当然に軸力方向の歪み
に対して同じだけの起電力を発生する。そして、変形センサは、各圧電フィルムの起電力
の差分信号を出力する。そのため、軸力方向の歪みに対する各圧電フィルムの起電力の差
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分信号は０となり、軸力方向の歪み成分を取り除くことができる。
【００１５】
また、上記差分信号は対象物表面の曲率に反比例するため、より正確に曲率変化を検出
することができる。
【００１６】
また、軸力方向の歪み成分を取り除いた二枚の圧電フィルムは、重ねられ一体化してい
る。そのため、一体化した該圧電フィルム対を対象物の一面に取り付けるだけで、対象物
の曲率変化を測定することができる。すなわち、従来のように、対象物の表面および裏面
の両面に取り付ける必要がない。
【００１７】
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さらに、圧電フィルムは、フィルム状であるため、柔軟な対象物の曲げ変形にも追従す
ることができる。
【００１８】
以上から、軸力方向の歪み成分を取り除いた状態で、柔軟な対象物の曲げ変形を簡易に
検出できる曲げ変形センサを実現することができる。
【００１９】
さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記二枚の圧電フィルム間
に柔軟な弾性体を挿入したことを特徴としている。
【００２０】
ここで、弾性体とは、例えば、高分子フィルム、ゴム、樹脂などの材料から形成されて
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おり、柔軟な物体である。
【００２１】
上記の構成によれば、二枚の圧電フィルム間の距離が大きくなるため、対象物の曲げ変
形により生じる各圧電フィルムの起電力の差が大きくなる。これにより、対象物の曲率変
化を精度良く検出することができる。
【００２２】
また、弾性体の剛性を変化させることで、曲げ変形センサの柔軟性を調整することがで
きる。これにより、曲げ変形センサを対象物に応じた柔軟性にすることができる。
【００２３】
さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記圧電フィルム対が長方
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形状であり、この長手方向と前記圧電フィルムの異方性方向とが同じであることを特徴と
している。
【００２４】
上記の構成によれば、圧電フィルム対の長手方向の対象物の変形に対して大きな上記差
分信号を得ることができる。一方、短辺方向の対象物の変形に対して検知能力を小さくす
ることができる。これにより、ある特定方向の対象物の曲げ変形のみを測定したい場合、
該特定方向と上記長手方向とを一致させることで、該特定方向の曲率変化を精度よく測定
することができる。
【００２５】
さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記圧電フィルム対を複数

40

備えており、該複数の圧電フィルム対を並べて配置したことを特徴としている。
【００２６】
上記の構成によれば、各圧電フィルム対における上記差分信号の大小を比較することで
、どの圧電フィルム対で最も大きな曲げ変形が生じているかがわかる。すなわち、曲げ変
形が生じている位置を特定することができる。
【００２７】
さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記二枚の圧電フィルムは
、同じ極性の面同士が電気的に接続されていることを特徴としている。同じ極性の面同士
が向き合うように貼り合わされるとともに、該同じ極性の面同士が電気的に接続されてお
り、前記二枚の圧電フィルムにおける貼り合わせ面と異なる面間の電位差を前記差分信号
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として出力することを特徴としている。
【００２８】
上記の構成によれば、二枚の圧電フィルムにおいて、電気的に接続された面と異なる面
間の電位差を前記差分信号として出力すればよい。すなわち、各圧電フィルムに生じた電
圧を測定する必要がなくなる。
【００２９】
さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記圧電フィルム対を前記
対象物に取り付けるための取り付け部材を備えており、前記取り付け部材は、前記対象物
との間に前記圧電フィルム対を挟んだ状態で、前記対象物に取り付けられることを特徴と
している。
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【００３０】
上記の構成によれば、取り付け部材は、対象物との間に圧電フィルム対を挟んだ状態で
、対象物に取り付けられる。そのため、圧電フィルム対は、取り付け部材と対象物との間
に挟まれているだけであり、対象物に対して滑ることが可能である。そのため、対象物が
曲げ変形量が大きい場合であっても、圧電フィルム対にしわが寄るようなことがない。こ
の結果、精度よく対象物の曲率変化を測定することができる。また、圧電フィルム対を粘
着テープや接着剤等で対象物に接着したときに比べて、対象物が曲げ変形量が大きい場合
であっても、圧電フィルム対が対象物からはがれるようなことがない。
【００３１】
さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記取り付け部材は、前記
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圧電フィルム対と接触する面に、前記取り付け部材よりも摩擦係数の小さい摩擦低減部材
を取り付けたことを特徴としている。
【００３２】
上記の構成によれば、圧電フィルム対は、取り付け部材に対してもより一層滑ることが
可能となる。これにより、対象物が曲げ変形量が大きい場合であっても、圧電フィルム対
にしわが寄ることを一層抑制することができる。
【００３３】
さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記圧電フィルム対を二対
備えており、少なくとも一方の圧電フィルム対において、曲げ変形の位置に対して、前記
起電力の差分信号が変化し、曲げ変形の位置に対する前記起電力の差分信号の波形が、前
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記二対の圧電フィルム対間で異なっていることを特徴としている。
【００３４】
上記の構成によれば、少なくとも一方の圧電フィルム対において、曲げ変形の位置に対
して、前記起電力の差分信号が変化する。ただし、該差分信号は、曲げ変形量によっても
変化する。したがって、圧電フィルム対において、曲げ変形の位置に対して前記起電力の
差分信号が変化するとしても、該差分信号の変化からは、曲げ変形位置を見積もることは
できない。しかしながら、曲げ変形の位置に対する前記起電力の差分信号の波形が、前記
二対の圧電フィルム対間で異なっている。そのため、該二対の圧電フィルム対における差
分信号の大小関係を見ることで、曲げ変形の位置を見積もることができる。
【００３５】
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さらに、本発明の曲げ変形センサは、上記の構成に加えて、前記対象物が人体あるいは
人体に装着される装着物であることを特徴としている。
【００３６】
ここで、人体に装着される装着物とは、例えば、被服、ベルト、関節等に装着されるサ
ポータなどである。
【００３７】
上記の構成によれば、手足の曲げ変形等の人体の関節の動き、被服の変形を検出するこ
とができる。
【００３８】
また、本発明の変形測定装置は、上記の課題を解決するために、上記曲げ変形センサと
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、該曲げ変形センサから出力される前記差分信号を基に、前記対象物表面の曲率変化を測
定する測定手段とを備えたことを特徴としている。
【００３９】
上記の構成によれば、軸力方向の歪み成分を取り除いた状態で、柔軟な対象物の曲げ変
形を簡易に測定できる。
【発明の効果】
【００４０】
本発明に係る曲げ変形センサは、以上のように、対象物表面に密着して、該対象物表面
の曲げ変形に追従して変形する二枚の圧電フィルムである圧電フィルム対を備えており、
前記二枚の圧電フィルムは、異方性を有する場合、その異方性方向が一致するように重ね
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られており、前記圧電フィルム対は、前記対象物の曲げ変形によって生じた各圧電フィル
ムの起電力の差分信号を出力する。
【００４１】
また、本発明に係る変形測定装置は、以上のように、上記曲げ変形センサと、該曲げ変
形センサから出力される前記差分信号を基に、前記対象物表面の曲率変化を測定する測定
手段とを備える。
【００４２】
それゆえ、軸力方向の歪み成分を取り除いた状態で、柔軟な対象物の曲げ変形を簡易に
検出・測定できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００４３】
〔実施形態１〕
本発明の一実施形態について図１ないし図１０に基づいて説明すると以下の通りである
。
【００４４】
図２は、本実施形態に係る変形測定装置を示す平面図である。図２に示されるように、
変形測定装置は、対象物に取り付けられ、対象物の表面の曲率変化に応じて自ら変形し、
該変形量に対応する信号を出力する変形センサ（曲げ変形センサ）１０と、変形センサ１
０からの出力信号を基に、対象物表面の曲率変化を測定する測定部（測定手段）５とを備
えている。変形センサ１０は、例えば、その縦横比が３以上の細長い長方形状である。

30

【００４５】
図１は、図２に示す変形測定装置の第１の実施例の断面図である。図１に示されるよう
に、変形センサ１０は、一対の圧電フィルム１ａ・１ｂ（圧電フィルム対）と、圧電フィ
ルム１ａの各面に蒸着されたアルミニウム電極３ａ・４ａと、圧電フィルム１ｂの各面に
蒸着された電極３ｂ・４ｂとを備えている。また、アルミニウム電極３ａ・３ｂと測定部
５とは、２本の電気配線５１により、電気的に接続されている。
【００４６】
圧電フィルム１ａ・１ｂは、例えば、ポリ弗化ビニリデン（ＰＶＤＦ）からなる厚さ４
０μｍの高分子圧電フィルムである。圧電フィルム１ａ・１ｂは、その厚み方向に分極し
ており、陰極面にアルミニウム電極３ａ、３ｂが、陽極面にアルミニウム電極４ａ、４ｂ
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が蒸着されている。本実施例では、圧電フィルム１ａが陽極面を下向きに、圧電フィルム
１ｂが陽極面を上向きにして配置されており、圧電フィルム１ａ・１ｂの陽極面とは、電
極４ａ・４ｂを介して、陽極面同士が電気的に接続されている。したがって、アルミニウ
ム電極３ａ・３ｂ間の電圧差は、圧電フィルム１ａ・１ｂに生じた電圧の差分と一致する
。
【００４７】
一軸圧延によって製造された圧電フィルム１ａ・１ｂは、製造時の圧延方向（延伸方向
）に引っ張られた場合の起電力が該延伸方向に垂直な方向に引っ張られた場合の起電力に
比べて大きい。すなわち、圧電フィルム１ａ・１ｂは、圧電特性に関して異方性を有して
いる。これは、一軸圧延によって製造されたフィルム状の圧電体に特有の性質である。本
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実施形態では、圧電フィルム１ａと圧電フィルム１ｂとの陽極面同士を電気的に接続して
圧電フィルム１ａ・１ｂに生じた電圧の差分を出力するとともに、上記延伸方向（すなわ
ち、異方性方向にあたる）を一致させることにより、後述するように、対象物の軸力歪み
成分を消去している。
【００４８】
また、圧電フィルム１ａ・１ｂの延伸方向と、変形センサ１０の長手方向とを一致させ
ている。これにより、変形センサ１０は、その長手方向の対象物の変形に対して大きな信
号を出力し、その短辺方向の対象物の変形に対して検知能力を小さくすることができる。
すなわち、変形センサ１０の長手方向の対象物の変形を精度良く測定することが可能とな
10

る。
【００４９】
電気配線５１は、アルミニウム電極３ａ・３ｂと測定部５とを接続している。上述した
ように、アルミニウム電極３ａ・３ｂ間の電圧差は、圧電フィルム１ａ・１ｂに生じた電
圧の差と一致している。よって、電気配線５１は、各圧電フィルム１ａ・１ｂに生じた起
電力の差分信号を、圧電フィルム対から測定部５に伝達するためのものである。すなわち
、圧電フィルム対（圧電フィルム１ａ・１ｂ）は、各圧電フィルムにおける起電力の差分
信号を出力電圧信号としている。
【００５０】
測定部５は、変形センサ１０からの出力電圧信号を基に、対象物表面の曲率を測定する
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。
【００５１】
図３は、本発明による変形測定装置における測定原理を説明するものである。変形セン
サ１０は、図３（ａ）に示すように、厚さ方向に分極した圧電フィルム１ａ，１ｂの間に
、アルミニウム電極４（図３では、図１に示すアルミニウム電極４ａおよび４ｂをまとめ
てアルミニウム電極４としている）が位置することによって、圧電フィルム１ａ，１ｂを
電気的に接続する。このとき、圧電フィルム１ａ，１ｂの間に、フィルム自体の厚みとア
ルミニウム電極４とによって、厚さ方向に距離ｄが生じる。
【００５２】
なお、圧電フィルム１ａ，１ｂの同じ極性を持つ面が互いに電気的に接続されているた
め、変形センサ１０は、各圧電フィルム１ａ，１ｂの発生電荷の差分信号（つまり、起電
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力の差分信号に対応する）を出力していることとなる。
【００５３】
図３（ｂ）に示すように、変形センサ１０に軸力Ｆが作用した場合、圧電フィルム１ａ
・１ｂにおいて、引張変形の歪み量が等しく、かつ、延伸方向が一致しているため、向か
い合わせた面に対して同じ量の正電荷を発生する。また、圧電フィルム１ａ・１ｂの同じ
極性を持つ面が互いに電気的に接続されているため、各圧電フィルム１ａ，１ｂの発生電
荷が相殺される。すなわち、２つの圧電フィルム１ａ・１ｂは同じ起電力を発生し、測定
部５は、変形センサ１０からの出力電圧信号（圧電フィルム１ａと圧電フィルム１ｂとの
陰極間の電圧信号）が０であることを検出する。
40

【００５４】
一方、図３（ｃ）に示すように、変形センサ１０が曲げモーメントＭによって曲げ変形
した場合、変形センサ１０の厚み方向中央にある中立軸に対して、曲率ｒで変形したと仮
定する。ここで、対象物表面の曲率ｒ

とすると、本変形測定装置の厚さｄは曲率ｒ

対して非常に薄いので、変形測定装置の曲率ｒと対象物表面の曲率ｒ

に

は等しいと考える

ことができる。
【００５５】
図３（ｃ）に示されるように、上面の圧電フィルム１ａは圧縮変形し、下面の圧電フィ
ルム１ｂは引張変形する。圧電フィルム１ａ、１ｂそれぞれに生じる曲げ歪みをε１１、
ε１２とすると、材料力学の理論式より、
ε１１＝−ｄ／２ｒ、

ε１２＝ｄ／２ｒ

…

式（１）
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となる。圧電フィルム１ａ，１ｂからの出力信号は、歪み速度に比例した電圧信号である
。よって、測定部５が測定する圧電フィルム１ａ・１ｂで生じた電圧の差分（つまり、圧
電フィルム対の出力電圧信号）Ｖは、
Ｖ＝Ｃ（ｄε１２／ｄｔ−ｄε１１／ｄｔ）

…式（２）

となる。ここで、Ｃは定数である。
【００５６】
従って、出力電圧信号Ｖを測定後に時間積分することにより、次式（３）に示す圧電フ
ィルム対の出力電圧信号Ｖの時間積分値Ｖ２は、圧電フィルム１ａ・１ｂの曲げ歪みの差
に比例した量となる。
10

【００５７】
Ｖ２＝∫Ｖｄｔ＝Ｃ（ε１２−ε１１）

…式（３）

さらに式（３）に式（１）を代入すると、時間積分値Ｖ２は、次式（４）のように、変
形測定装置１０の圧電フィルム１ａ・１ｂに生じた曲率ｒに反比例した信号となる。
【００５８】
Ｖ２＝Ｃ（ε１２−ε１１）＝Ｃ×ｄ／ｒ

…式（４）

なお、出力電圧信号Ｖを測定後に数値的に時間積分する代わりに、出力電圧信号Ｖを電
荷増幅回路（チャージアンプ）に接続すると、電荷増幅回路の出力電圧として、時間積分
値Ｖ２と同等な値が得られる。
【００５９】
このように、変形センサ１０を備えた変形測定装置を用いることにより、対象物表面の
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曲率を測定することが可能である。
【００６０】
次に、変形センサ１０を対象物に取り付ける方法について説明する。変形量が小さい、
つまり、変形時の曲率が大きい対象物については、変形センサ１０を粘着テープや接着剤
等によって対象物表面に取り付ける事で測定が可能である。これにより、簡易な取り付け
方法で測定が可能となる。
【００６１】
しかしながら、柔軟な対象物の場合、対象物の変形によって表面に生じる歪み量が大き
く、粘着テープ等による取り付け方法では、変形センサ１０がしわが寄ったように局部的
に変形したり、変形センサ１０が対象物から剥がれたりする可能性がある。
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【００６２】
そこで、図４に示すように、ゴムや布、樹脂フィルムなどでできた取り付け部材６１を
対象物６の表面に接着剤等で取り付け、該取り付け部材６１と対象物６とで、袋状を形成
する。そして、取り付け部材６１と対象物６との間に変形センサ１０を挟み、変形センサ
１０を対象物６に密着させることが好ましい。取り付け部材６１は、対象物６の表面の曲
率変化に伴って変形する。そのため、取り付け部材６１と対象物６とで形成された袋の中
に収められた変形センサ１０も、対象物６の変形と同様に、対象物表面の曲率変化に伴っ
て変形する。これにより、変形センサ１０を対象物６の大きな変形に追従して変形させる
ことが可能となる。
【００６３】
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変形センサ１０は、取り付け部材６１と対象物６との間に挟まれているだけであり、対
象物６と接着剤等で接着されていない。そのため、変形センサ１０は、対象物６に対して
滑ることができ、対象物６の曲げ変形量が大きい場合であっても、対象物６と同じ曲げ変
形量で変形することができる。つまり、しわが寄ったような局部的な変形が生じない。こ
れにより、対象物６の曲率を精度良く測定することができる。
【００６４】
なお、変形センサ１０と、取り付け部材６１および対象物６の表面との間に、取り付け
部材６１および対象物６よりも摩擦係数の小さいフィルム６２を取り付けることが好まし
い。これにより、変形センサ１０が変形し易くなる。なお、フィルム６２は、例えば、テ
フロン（登録商標）フィルムなどである。
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【００６５】
図５は、本発明による変形測定装置を人体６３に取り付ける方法を説明するものである
。図中では人体６３の肘関節に装着するサポータ６４に取り付け部材６１を取り付けてあ
り、取り付け部材６１とサポータ６４との間に変形センサ１０を挿入している。これによ
り、変形センサ１０によって人体６３の肘関節の曲率を検出することが可能となる。
【００６６】
また、本発明による変形測定装置を人体との接触により変形されるクッションに装着し
た場合、変形測定装置が測定した曲率の大きさに応じて、人体の体重や大きさを見積もる
ことができる。例えば、車のシートに本変形測定装置を取り付けた場合、シートの曲率変
化を測定することで、シートに座った人が子供であるか大人であるかを判断することがで

10

きる。
【００６７】
次に、本発明の変形センサ１０の変形例について、図６を参照しながら説明する。図６
（ａ）は、変形センサ１０の第二の実施例を示す縦断面図である。本実施例では、圧電フ
ィルム１ａ，１ｂの間に樹脂材料やゴム材料などの薄い（例えば、厚み１５０μｍ）弾性
板２を挿入し、圧電フィルム１ａ、１ｂの厚み方向の距離を広げている。これにより、対
象物が曲げ変形したとき、圧電フィルム１ａに生じる圧縮力（または引張力）と、圧電フ
ィルム１ｂに生じる引張力（または圧縮力）とが大きくなる。その結果、圧電フィルム１
ａ・１ｂに生じた起電力の差分が大きくなり、測定部５における出力電圧信号Ｖの検出精
度が向上する。
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【００６８】
なお、弾性板２が絶縁材料である場合、図６（ａ）に示すように、電気配線５２を用い
て圧電フィルム１ａ・１ｂの陰極面側に蒸着されたアルミニウム電極４ａ・４ｂを接続す
る。
【００６９】
また、弾性板２の剛性を変化させることで、使用用途に応じて変形測定装置の柔軟性を
調整することができる。
【００７０】
図６（ｂ）は変形センサ１０の第三の実施例を示す縦断面図である。図に示すように、
弾性体２、あるいは、電極４ａ，４ｂを導電性フィルム１２で代用した場合、一対の圧電
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フィルム１ａ・１ｂを接続する電気配線５２が省略できる。また、図に示すように、アル
ミニウム電極３ａ，３ｂ（すなわち、圧電フィルム１ａ・１ｂの接合面と異なる面に付け
られた電極）に導電性フィルム１２を用いた場合、測定部５と変形センサ１０とを接続す
る電気配線５１が省略できる。これにより、変形測定装置の構成要素を削減し、製造工程
を簡略化できる。
【００７１】
さらに、薄い樹脂フィルムなどの絶縁性材料７で変形センサ１０を覆うことで、変形測
センサ１０を電気的に絶縁し、外部の力による損傷から保護することも可能である。絶縁
性材料７を取り付けたことにより、変形測定装置の測定性能に影響を及ぼすことは実用上
ほとんど無い。
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【００７２】
次に、本発明の変形測定装置の測定性能を確認する実験を行った。図７に実験に使用し
た装置を示す。対象物として長さ１０００ｍｍ、幅３５ｍｍ、厚さ１．６ｍｍのステンレ
ス製平板を使用し、長さ５００ｍｍの片持ち梁６となるように平板の端部を固定する。変
形センサ１０は、長さ１００ｍｍで、図６（ｂ）に示した第３の実施例の構成・配線方法
を有している。片持ち梁６の上面に、固定端から１０ｍｍの位置に粘着テープで取り付け
た。
【００７３】
変形センサ１０の出力電圧信号は、電気配線５１を通じて接続した図示しない測定部５
により測定された。また、片持ち梁６のたわみはレーザー式変位計５２で測定した。実験
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では、片持ち梁６の先端を手で持ち上げて静止してから放し、片持ち梁６を自由振動させ
た。
【００７４】
変形センサ１０の出力電圧と、片持ち梁６のたわみとの関係を図８に示す。図では、変
形センサ１０の出力電圧を時間積分した値を実線で表し、片持ち梁６のたわみを破線で示
している。
【００７５】
図８に示されるように、変形センサ１０の出力電圧の積分値は、片持ち梁６のたわみ量
と密接な相関関係があることがわかる。この結果から、変形センサ１０を用いて、たわみ
変形によって生じる片持ち梁６の曲率変化を測定できることが確認できた。

10

【００７６】
さらに、対象物表面の曲率と変形センサ１０の出力信号との関係を明らかにするため、
図９に示す実験装置を用いた実験を行った。図９に示す実験装置では、曲率の異なるプー
リー８１，８２にゴムベルト８を取り付けてあり、これによってプーリー８１，８２が連
動して回転運動する。
【００７７】
変形センサ１０は、ゴムベルト８の表面に粘着テープで取り付けられている。変形セン
サ１０が取り付けられている部分のゴムベルトがプーリー８１，８２から離れている場合
、変形センサ１０は直線形状である。一方、変形センサ１０が取り付けられている部分の
ゴムベルトがプーリー８１，８２に移動すると、変形センサ１０はプーリー８１，８２の
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半径と同じになるように変形する。
【００７８】
プーリー８１，８２の曲率半径は、それぞれ１００ｍｍ、５０ｍｍであり、この他に７
５ｍｍのプーリーも使用した。
【００７９】
プーリーの曲率半径ｒと変形センサ１０の出力信号の積分値Ｖ２の変動範囲との関係を
図１０に示す。図中で白丸印は実験によって測定した値を示し、曲線は実験点を曲線近似
したものである。図より、ゴムベルトが直線状態から大きく変形して、曲率半径ｒが小さ
くなる程、変形センサ１０の出力信号の積分値Ｖ２の値の変化が大きくなることがわかる
。これにより、出力信号の積分値Ｖ２とゴムベルトの半径ｒとが、上記式（４）に従い、

30

反比例の関係になることが明らかになった。
【００８０】
〔実施形態２〕
図１１は、本発明の実施形態２に係る変形センサを示す斜視図である。本実施形態の変
形センサ１０

は、変形を検知する圧電フィルム１ａ，１ｂ（１ｂは、図示せず）の表面

に電極３ａ，３ｂを蒸着していない仕様のものを用い、長さの異なる複数の導電フィルム
（電極）３１・３２・３３・３４・３５・３６を、図に示すように並べて配置している。
各導電フィルム３１〜３６は、２枚（３１ａ〜３６ａおよび３１ｂ〜３６ｂ）が一対とな
っており、圧電フィルム１ａ・１ｂを介して対向した位置に配置されており、この２枚の
電圧差を出力する。一方の導電フィルム３１ａ〜３６ａは、圧電フィルム１ａの上面（圧
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電フィルム１ｂと対向する面と異なる面、ここでは陰極面）に、他方の導電フィルム３１
ｂ〜３６ｂは、図示しない圧電フィルム１ｂの下面（圧電フィルム１ａと対向する面と異
なる面、ここでは陰極面）に接着されている。さらに、導電フィルム３１〜３６が接着さ
れた圧電フィルム１ａ・１ｂ全体を絶縁性材料７により覆い、外部の力による損傷から保
護している。
【００８１】
また、各導電フィルム３１〜３６は、上記実施形態１と同様に、図示しない測定部に接
続されている。該測定部は、各導電フィルム３１〜３６からの出力電圧を測定し、各測定
値の比較を行う。例えば、導電フィルム３１からの出力電圧が最も大きい場合、変形測定
センサ１０

において、導電フィルム３１を取り付けた部分が他の部分よりも大きな曲率
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変化を生じていることがわかる。
【００８２】
このように、一つの変形センサ１０

に多数の導電フィルム３１・３２・３３・３４・

３５・３６を内包する変形測定装置を実現できる。上記実施形態１の変形測定装置単体で
は、対象物表面の曲率変化を、変形センサ１０を取り付けた範囲について検出できる。し
かしながら、変形センサ１０を取り付けた範囲において、特にどの部分に大きな変形が生
じているのかという点については検出することができない。
【００８３】
本実施形態においては、上記のように、変形センサ１０
ィルムを配置していることで、変形センサ１０

の内部に長さの異なる導電フ

を取り付けた範囲内において、どの位置

に大きな曲率変形が生じているかを検出できる。また、測定の際に、変形センサ１０

10

を

１つ対象物に取り付けるだけで良いため、設置作業が容易になる。
【００８４】
なお、上記説明では、一つの圧電フィルム対に、複数の導電フィルムを配置する構成と
した。しかしながら、実施形態１に示した圧電フィルム対（圧電フィルム１ａ・１ｂ）と
同様の複数の圧電フィルム対を柔軟なフィルム状の基板に並べて配置する構成であっても
よい。この場合、各圧電フィルム対からの出力電圧信号を比較し、最も大きな電圧信号を
出力する圧電フィルム対の位置で曲げ変形が生じていることがわかる。つまり、曲げ変形
の位置を検出することができる。
20

【００８５】
〔実施形態３〕
図１２は、本発明の実施形態３に係る変形測定装置を示す斜視図である。図に示される
ように、本変形測定装置は、変形センサ１０

と、該変形センサ１０

の出力信号を基に

曲率変化を測定する測定部５ａとを備えている。
【００８６】
変形センサ１０

は、二つの圧電フィルム対１０１・２０１と、該圧電フィルム対１０

１・２０１を支持するための柔軟なフィルム状素材９とを含む。フィルム状素材９は、長
方形状である。
【００８７】
圧電フィルム対１０１は、上記実施形態１に示した圧電フィルム対と同様に、二枚の圧
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電フィルムが、延伸方向を一致させ、同じ極性の面が向かい合うように貼り合わされた構
造を有している。また、該二枚の圧電フィルムは、上記実施形態１（図１参照）と同様に
、両面にアルミニウム電極が蒸着され、向かい合った面同士が電気的に接続されている。
さらに、該二枚の圧電フィルムにおける貼り合わせ面と異なる面間の電位差（つまり、各
圧電フィルムの起電力の差分信号にあたる。以下で、単に出力電圧信号とする）を測定部
５ａに出力している。なお、図１２では、アルミニウム電極の図示を省略している。
【００８８】
圧電フィルム対２０１も、圧電フィルム対１０１と同じ構成である。
【００８９】
圧電フィルム対１０１・２０１は、フィルム状素材９上において直角三角形状を有して
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おり、フィルム状素材９の長手方向に対して、フィルム状素材９の短辺方向の幅が変化し
ている。これにより、圧電フィルム対１０１・２０１は、フィルム状素材９の長手方向の
位置に応じて、該位置における曲げ変形による出力電圧信号が変化する。
【００９０】
また、圧電フィルム対１０１は、フィルム状素材９の一方の短辺上において、該短辺方
向の幅が最大になるように配置されている。これに対し、圧電フィルム対２０１は、フィ
ルム状素材９の他方の短辺上において、該短辺方向の幅が最大になるように配置されてい
る。すなわち、圧電フィルム対１０１・２０１は、直角三角形状の斜辺同士が向き合うよ
うに配置されている。これにより、圧電フィルム対１０１・２０１を組み合わせた形状が
ほぼ四角形となり、変形センサ１０

の形状を取り扱いやすいものにすることができる。
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【００９１】
図１３は、変形センサ１０

全体を圧電フィルム対１０１から２０１に向かって、一定

の速度で曲げ変形の位置を移動させたときに、それぞれの圧電フィルム対からの出力電圧
信号を示したグラフである。なお、曲げ変形の曲率を一定としている。図より、圧電フィ
ルム対１０１が先に変形を始め、少し遅れて圧電フィルム対２０１が変形を開始している
ことが分かる。つまり、曲げ変形の位置に対する出力電圧信号の波形が、二対の圧電フィ
ルム対１０１・２０１間で異なっている。二つの信号波形の大小を比較することで、変形
がどの位置で生じているかを推定することができる。
【００９２】
なお、本実施形態では、圧電フィルム対１０１・２０１の両方ともが、直角三角形状と

10

し、フィルム状素材９の長手方向の曲げ変形の位置に対して、出力電圧信号が変化する構
成とした。しかしながら、どちらか一方だけが、曲げ変形の位置に対して、出力電圧信号
が変化する構成であってもよい。例えば、圧電フィルム対１０１が上記のように直角三角
形であり、圧電フィルム対２０１が矩形状であってもよい。このような場合であっても、
曲げ変形の位置に対する出力電圧信号の波形が、前記二対の圧電フィルム対１０１・２０
１間で異なっている。これにより、二つの信号波形の大小を比較することで、変形がどの
位置で生じているかを推定することができる。
【００９３】
以上のように、変形センサ１０

は、二対の圧電フィルム対１０１・２０１を備えてお

り、少なくとも一方の圧電フィルム対１０１・２０１において、曲げ変形の位置に対して
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、出力電圧信号（各圧電フィルムの起電力の差分信号）が変化する。さらに、曲げ変形の
位置に対する出力電圧信号の波形が、二対の圧電フィルム対１０１・２０１間で異なって
いる。
【００９４】
これにより、少なくとも一方の圧電フィルム対１０１・２０１において、曲げ変形の位
置に対して、出力電圧信号が変化する。ただし、該出力電圧信号は、曲げ変形量によって
も変化する。したがって、圧電フィルム対１０１・２０１において、曲げ変形の位置に対
して出力電圧信号が変化するとしても、該出力電圧信号の変化からは、曲げ変形位置を見
積もることはできない。しかしながら、曲げ変形の位置に対する出力電圧信号の波形が、
前記二対の圧電フィルム対１０１・２０１間で異なっている。そのため、該二対の圧電フ
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ィルム対１０１・２０１における出力電圧信号の大小関係を見ることで、曲げ変形の位置
を見積もることができる。
【００９５】
また、上記各実施形態では、一軸圧延によって製造された圧電フィルム、つまり、異方
性を有する圧電フィルムを用いる構成とした。しかしながら、異方性を有さない圧電フィ
ルムを用いてもよい。この場合、異方性を有さないため、圧電フィルム対を構成する二枚
の圧電フィルムは、軸力方向の歪みに対して当然に同じだけの起電力を発生する。よって
、各圧電フィルムの起電力の差分信号が軸力方向の歪みに対して０となり、軸力成分を消
去することができる。
【００９６】
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本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
本発明の曲げ変形センサまたは変形測定装置によれば、対象物表面の曲率変化を検出す
ることができる。よって、例えば、機械や構造物を構成する部材や航空機の翼の曲げ変形
や、帆船の帆やテントなど膜状の構造物等の変形、あるいは、関節の曲げ伸ばし運動によ
る関節の運動・変形状態、筋肉の収縮による肢体断面形状の変形等、人体の運動や変形な
ど、さらに、人体との接触により変形されるクッションの変形などの検出・測定する装置
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に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の実施形態１に係る変形測定装置の第一の実施例を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る変形測定装置を示す平面図である。
【図３】（ａ）〜（ｃ）は、本発明の測定原理を説明するためのものであり、変形測定装
置を示す断面図である。
【図４】変形測定装置を対象物に取り付けたときの該変形測定装置の断面図である。
【図５】変形測定装置を人体６３に取り付ける方法を説明する図である。
【図６】（ａ）は実施形態１に係る変形測定装置の第二の実施例を示す断面図であり、（
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ｂ）は第三の実施例を示す断面図である。
【図７】変形測定装置を用いた片持ち梁の変形測定実験装置を示す断面図である。
【図８】変形測定装置が備える変形センサの出力電圧信号と、片持ち梁のたわみとの関係
を示すグラフである。
【図９】ゴムベルトの曲率変化を測定する実験装置を示す図である。
【図１０】ゴムベルトの曲率半径と変形センサの出力電圧信号の積分値との関係を示すグ
ラフである。
【図１１】本発明の実施形態２に係る変形測定装置が備える変形センサを示す断面図であ
る。
【図１２】本発明の実施形態３に係る変形測定装置を示す断面図である。
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【図１３】一定の速度で曲げ変形の位置を変化させたときにおける圧電フィルム対の出力
電圧信号を示すグラフである。
【符号の説明】
【００９９】
１ａ・１ｂ
２

圧電フィルム

弾性体

３ａ・３ｂ・４・４ａ・４ｂ
５・５ａ
６

アルミニウム電極（電極）

測定部（測定手段）

対象物

３１ａ〜３６ｆ，３１ｂ〜３６ｆ

導電フィルム（電極）

６１

サポータ（人体に装着される装着物）

６２

取り付け部材

６３

フィルム（摩擦低減部材）

１０１・２０１

圧電フィルム対
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【図１３】
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