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半乾燥地に生育する樹木の根の接地インピーダンスに関する研究
山田美紗子，林

大地，上條岳穂，田中京子，矢嶋征雄，高橋伸英，山田興一，山浦逸雄
信州大学繊維学部

Studies on Ground Impedance of the Root of Trees Growing on Arid Land
Misako YAMADA, Daichi HAYASHI,

Takeho KAMIJO, Kyoko TANAKA,

Masao YAJIMA, Nobuhide TAKAHASHI, Koichi YAMADA, Itsuo YAMAURA
Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University

と接地物体の形状と寸法で定まる関数 f との積で表

1． はじめに

すことができる 3）．

地球温暖化防止のための乾燥地緑化支援研究に

ZR = ρ ⋅ f

資することを目的として西オーストラリア州の半

（1）

ρが分かれば f を知ることができる．しかし，樹木

乾燥地レオノラ周辺の地域に生育する樹木の根の

の根の形態は複雑なためこれを簡単な関数で表す

接地インピーダンスについて調査・研究を行った．
根と大地との間の接地インピーダンスを測定すれ

ことは困難である．そこで根の大小を評価する 1 つ

ば，その値の大小などにより根の発達状態に関する

の指標として，図 2 に示すような根の接地インピー

情報を得ることができる 1）．この方法を用いて乾燥

ダンス ZR と等価なインピーダンスを有する表面接
地の円板電極の半径を考える．このときの円板電極

地の樹木について測定を行い，その結果をその他の

半径を等価半径 re とよぶことにする．すなわち，re

地域の結果と比較すれば，根の発達という観点から

が大きければ実際の根も大きいことを意味する．円

乾燥地樹木の特徴をはあくできると考えられる．

板状電極の接地インピーダンス Zd はρ・（1/ 4r）で
あるので 3），樹根の等価半径 re は次式で表すことが

2． 樹根接地インピーダンスの測定法と評価法

できる．

樹根接地インピーダンスの測定にはすでに開発

re =

されている 4 電極法 1）を用いた．
この方法によれば，
樹木に取り付ける電極インピーダンスの影響を受

ρ

（2）

4| ZR |

上式に含まれる比抵抗ρは大地の電気的性質を示

けることなく，樹木の接地インピーダンスを求める

す定数であり，Wenner の 4 電極法により求めるこ

ことができる．

とができる 3）．さらに，樹木の幹半径 r と re との比

根の接地インピーダンスを，図 1 のような抵抗 R

re / （
r 半径比）をとれば，根の発達指標が得られる．

と容量 C の簡単な並列回路で表すと，R は大地と根

すなわち，地下部に根が存在すれば理論的に re / r >

の組織の抵抗成分，C は根の組織細胞の細胞壁（壁

1.0 となるはずである．

と膜）に基づく電気容量を意味すると考えられる．
樹根

根の生長に伴い R は低下し C は増大する．このう
ち容量成分は，特に植物組織の活性と関係する重要

円板電極

re

r

な量である 2）．
一般に接地インピーダンス ZR は，大地比抵抗ρ

地表

ρ

C

ZR
図2

等価半径 re による評価法

3． 実験材料および実験方法

R
図1

Zd (= ZR)

測定は西オーストラリア州の Leonora 近郊 Sturt

インピーダンスの等価回路

Meadows (STM)，Collie，Two Rocks，日本（本学部

1
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キャンパス内）の 4 箇所で合計 8 種類の樹木を対象

樹木に比べて電気インピーダンスが高いのではな

に行った．測定場所別に対象とした樹木を表 1 に示

かという知見が得られた．

す．これら樹木の測定を 2000 年から 2003 年の間に

400

数ヵ月ごとに行った．各地の特徴を挙げると，STM

350

STM

Collie

Two Rocks

300

は内陸の半乾燥地，Collie は西側海岸に近く雨期と

日本

容量 Cp [nF]

250

乾期が明瞭な地域，Two Rocks は海岸沿いで同じく
雨期と乾期が分かれている．測定地はカルスト台地

200
150
100

を成す．日本は湿潤地である．年間降水量はそれぞ

50

れ順に 200 mm，950 mm，870 mm，870 mm である．

0
0

接地インピーダンスの測定には LCR ハイテスタ

20

40

（HIOKI 3532）を用いた．測定信号電圧 5 V，測定
図3

ンレス製の釘（長さ 40〜50 mm，直径 2〜3 mm），

STM
Collie
Two Rocks
日本（ケヤキ）
日本（ヒマラヤスギ）

2.0
半径比 re / r [cm]

のロッドを用いた．

STM

4 測定地に生育する樹木の容量分布

2.5

大地に対しては真ちゅう製
（長さ 25 cm，直径 8 mm）

測定場所と対象樹種

測定場所

80

幹半径 r [cm]

周波数は 575 Hz である．電極は樹木に対してステ

表1

60

対象樹種

1.5
1.0
0.5

River red gum (Eucalyptus camaldulensis)
Mulga (Acacia aneura )

0.0
0

Berrigan (Eremophila longifolia )

20

40

Desert kurrajong (Brachychiton gregorii )

Collie

Blue gum (Eucalyptus globulus)

Two Rocks

Tuart (Eucalyptus gomphocephala)

Japan

Keyaki (Zelkova serrata)

80

60

幹半径 r [cm]

図4

4 測定地に生育する樹木の半径比分布

6． おわりに

Himalayan cedar (Cedrus deodara)

乾燥地の生育に適した樹木は，根の接地インピー
ダンスの観点からいえば，半径比の小さくなるもの

5．実験結果および考察

が有効ではないかというひとつの知見が得られた．

4 測定場所における対象樹木の容量分布を図 3 に
示す．容量は日本の樹木が幹径 30〜40 cm 付近で高

今後，さまざまな気象，地理的条件の地域において

い値を示している．既に述べたように容量は根の組

測定を行い，より半径比の小さな樹木を探すことで

織の活性を示し，生長に応じて増加するが，ある程

乾燥地植林に好適な樹種を見出すヒントになるの

度まで生長した樹木については幹径と容量の間に

ではないかと考えられる．
本研究は科学研究費（海外学術調査）によって行

特別な相関関係は認められなかった．幹半径に対す

われた．

る半径比の分布を図 4 に示す．半径比 re / r は理論

文

上 1.0 以上になると考えられたが，STM の樹木が

献

0.5 以下，日本の樹木は 0.5 付近，Tuart は 0.5 以上

1）山浦逸雄，萩本鉄，矢嶋征雄，田中京子，福馬均 : 樹

あった．半径比が 1.0 より小さくなる理由として次

木の接地インピーダンス測定法，電学論 C, 120-C-3,

が考えられる．水分は根から吸収されるが，根の付

434/439 (2000)

近があまりにも乾燥していると逆に根の水分が土

2）Misako Yamada, Itsuo Yamaura, Kyoko Tanaka,

壌に吸収されてしまう．これを防ぐための機構が根

Masao Yajima, Nobuhide Takahashi, and Koichi

の表皮にあり，これが電気的に高いインピーダンス

Yamada : “Vector Locus of an Equivalent Radius of

をもつために半径比が小さくなったのではないか

the Root in Growing Plants, ” Proc. of the 20th IEEE

と考えられた．STM，Collie における樹木は半径比

Instrumentation

が日本固有の樹木であるケヤキに比べて小さくな

Conference, pp.1294/1297(2003)

and

Measurement

Technology

3）高橋健彦： 図解接地技術入門， オーム社（1986）

っており，乾燥地に生育する樹根の表皮は湿潤地の
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電気インピーダンス測定による植物水分状態の評価
高橋 伸英，藤原 尚，山浦 逸雄，山田 興一
信州大学繊維学部

Evaluation of water status of plant by electric impedance measurement
Nobuhide TAKAHASHI, Takashi FUJIHARA, Itsuo YAMAURA and Koichi YAMADA
School of Textile Science and Technology, Shinshu University

1.

の苗から木部化していない緑色の茎部（直径約

はじめに

3mm）を長さ 15cm ほど切除し、測定試料とした。

植物の水分状態は光合成・蒸散速度に影響を及ぼ

電気インピ

す最も重要な因子である。植物の水分状態を表す値

ーダンスの測

の一つは葉の水ポテンシャルであるが、その測定法

定には、試料に

にはプレッシャーチャンバー法とサイクロメータ

LCRメータ

①

Hp

②

刺入される電

法が一般的に用いられる。しかし、どちらも葉柄ま

極と試料の接

たは葉の一部を切除する必要があり、破壊法である

～

触部での電極

ため、測定の度に貴重なサンプルを消費してしまう。

V

V

4 電極法を用い

ス測定に着目し、その応用の可能性を検討する。

30mm
30mm

Lc
茎

る方法として、

を連続的に観測する方法として、電気インピーダン

i
③
④

スを無視でき

そこで本研究では、非破壊であり、植物の水分状態

30mm

Lp

インピーダン

また、測定に時間と手間が掛かるなどの問題がある。

Pt 電極

1［kHz］ Hc
i

Fig. 2

Measuring system

た（Fig. 2）
。電極には直径 0.5mm、長さ 2.0cm の白

2.

金線を用い、先端を尖らせて針状にしたものを 4 本

植物の電気インピーダンス

用意した（①〜④）
。電極の間隔は 3cm とし、深さ

植物組織の電気的等価回路としては幾つか提案

2mm まで差し込んだ。測定には LCR ハイテスタ

されているが(1)、ここでは、Fig. 1 に示すような純

3522（日置電機株式会社）を用い、その交流電源か

抵抗 R と容量 C の単純な並列回路を考える。R は

ら電極①と④の間に 1kHz の電流を流し、②と③の

植物組織の水分量と関係があり、C は細胞壁の障壁

間で電圧を測定する。Fig. 3 に示すように、電極を

R

機能と関係すると言

取り付けた試料を電子天秤上に載置し、重量変化を

われている。従って、

同時に測定できるようにした。ポット内で十分に吸

この R と C を測定す
ることにより、植物の
活性についての情報
を得ることができる。

水を行わせた後切除し、速やかに測定を開始し、乾
燥過程におけ

C
Fig.1 Equivalent circuit of
plant tissue

る試料の含水
率変化と電気
インピーダン

3.

測定試料及び測定法

スを測定した。

測定対象は、植林によく用いられる木本植物であ

測定は室温 21

る Eucalyptus camaldulensis とし、西オーストラリア

〜 25 ℃ 、 湿 度

の乾燥地で採取された種から、バーミキュライトを

50 〜 60 ％ で 行

培地としてポット内で育てられた苗を用いた。複数

った。

11

3
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4.

現象との比較などによる電気インピーダンス特性

結果と考察

の理論的な説明を得る必要がある。

測定結果から得られた切り枝の相対含水率と電

600

に示す。ここで、相対含水率とは飽和状態での含水

500

Capacitance ［pF］

気容量及び抵抗との関係をそれぞれ Fig. 4 と Fig. 5

量に対するある時点での含水量の比である。図に示
した 4 つの試料のうち、葉つきのもの以外は葉を落
とした茎のみの試料である。
Fig. 4 から、飽和状態（相対含水率 1）の電気容

400
300
200

3mm stem
3mm stem
3mm stem
3mm stem with leaves

100
0

量はどの試料もほぼ等しく約 500pF であった。相対

0

含水率が 0.6 より低下すると徐々に容量も低下し始

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Relative water content ［kg/kg］

め、0.4 以下で急激になった。容量の低下の仕方に

Fig. 4

は個体差が見られるが、どの試料も相対含水率が

Measured capacitance and water content

1400

0.2 付近で容量がゼロとなった。一方、Fig. 5 から、

3mm stem
3mm stem
3mm stem
3mm stem with leaves

1200
Resistance ［kΩ］

抵抗については、含水率が 0.4 以上の範囲では、含
水率の低下に伴う抵抗の増大は緩やかであり、また、
どの試料もほぼ等しい傾向を示した。含水率が 0.4
よりも低下すると抵抗は急激に増大し始め、0.2 付

1000
800
600
400
200

近では 1MΩ以上に達した。これらの関係から、相

0

対含水率が 0.4 より低下すると植物の活性は劇的に

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Relative water content ［kg/kg］

変化し、相対含水率が約 0.2 で完全に活性を失い、

Fig. 5

枯死に至ると考えられる。別の個体の葉柄試料で測
定した相対含水率と水ポテンシャルの関係から、相

5.

対含水率 0.4 及び 0.2 は、それぞれ-5MPa、-9MPa

Measured resistance and water content

まとめ
E. camaldulensis の切り枝を用いた測定により、植

の水ポテンシャルに相当すると推定された。また、

物体の相対含水率と電気容量及び抵抗との関係を

葉がついている場合でも、相対含水率と抵抗及び容

得ることが出来た。その関係は等しい径を持つ切り

量の間の関係は葉を除いたものとほぼ等しいこと

枝ではほぼ等しく、また葉の有無によらないことが

が確認された。

確認された。相対含水率が 0.4 より低下すると活性

このように植物組織の電気容量や抵抗と含水率

は急激に低下し、相対含水率が 0.2 で活性はほぼ完

または水ポテンシャルを関係付けることにより、電

全に失われる。電気インピーダンスと植物の水分状

気インピーダンス測定により水分状態を推測する

態を定量的に関係付けることができ、電気インピー

ことが可能になる。この実際的な応用としては、例

ダンス測定から植物の水分状態を推測できる可能

えば、植林樹木の電気インピーダンスを連続的に観

性が得られた。

測し、乾燥により容量もしくは抵抗がある閾値を超

謝辞

えた時点で作動するような潅水システムを構築で

本研究は科学技術振興機構の戦略的創造研究課

き、システムの無人化と水の有効利用が達成できる

題の一部として行われた。謹んで謝意を表する。

と期待される。
しかし、そのような応用化を実現するためには、

参考文献

生きた植物体での測定データを蓄積する必要があ

(1)山本他：生体インピーダンスを用いた植物の活性

る。また、測定試料の太さの違いが容量や抵抗に及

評価に関する研究，バイオシステムにおける計測制

ぼす影響を明らかにし、さらには、細胞レベルでの

御論文集，pp.21-26（1998）
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パルス光刺激 VEP によるメニューインターフェイス
半田薫充*，勝山恵介*, 米澤義道*, 伊東一典*, 橋本昌巳*, 荒井善昭**
*信州大学工学部情報工学科，**長野工業高等専門学校

A Menu Style Interface Using VEP Induced by Pulse Lighting
Kunimitsu HANDA*, Keisuke KATSUYAMA*, Yoshimichi YONEZAWA*
Kazunori ITOH*, Masami HASHIMOTO* and

Yoshiaki ARAI**

*Department of Information, Engineering Faculty of Engineering, Shinshu University
**Department of Electronics and Computer Science, Nagano National College of Technology

はじめに

られているユーザのコミュニケーションツールを
実現できる可能性がある。しかし、脳波レベルの不

0
-5

安定性が大きな問題である。本研究は同期加算平均
処理による上記問題の解決と短時間でのメニュー

方

n100
0

決定の両立を目指している。

2.

パルス刺激（10 ms）

脳波レベル

視覚誘発脳波（VEP）は運動機能が眼球付近に限

(μV)
5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 （s）

刺激後時間

図１

法

パルス光刺激によるＶＥＰ応答
10

パルス光刺激による VEP の典型例を図１に示す。

実験値

8
6

波形中の要素 n100 は応答が時間的に安定しており

4

出力の指標とした。VEP（n100）は光源を注視した

2

とき最大となり、視線を逸らすと指数関数的減衰を

近似曲線
VEP(µV)

1.

0

示す。図２はその 1 例である。この効果を用いて以

-24 -21 -18 -15 -12 -9

下のようなメニュー認識の実験を行った。図３のよ

図２

-6

-3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

光源からの視線そらし角度(°)
n100 レベルの視線そらし角依存性

視野角度

うな四隅の光源（LED）が順次点灯しているパネル
で、任意の光源を注視すると、その光源による VEP
は図２の特性から他の３光源によるものより高い

光源（LED）

値を示す可能性がある。図 4 は１被験者について、

12°

４光源による各 VEP（n100）レベルを複数回加算平
均して注視光源応答が最大値を示した場合（正答）

図３

4 光源刺激メニューパネル

の割合を、加算回数を変えて示した。４光源の点灯
100
注視位置判別正答率(%)

周期は 0.5 秒であるから、100%の正答率が得られて
いる加算回数 6 回は 3 秒に相当する。

3.

まとめ
パルス光源による 4 メニュー選択が最短 3 秒で行

える可能性を示した。今後は、メニュー数の増加を

80
60
40
20
0

検討したい。

2

参考文献： 荒井、米澤、伊東、橋本、牛山：VEP
を用いた刺激光源間の注視点検出法、医用電子と生

図４

体工学、36(4),62/65(1997).
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曲率をもった動脈狭窄モデルにおける流れと変形
福澤 裕*，角田 大輔*，阿山 悠己*，小林 俊一*，森川 裕久*
Dalin Tang**, David N. Ku***,
*信州大学，**ウースター工科大，***ジョージア工科大

Flow and Deformation in Curved Stenosis Models of Arterial Disease
Yutaka FUKUZAWA*, Daisuke TSUNODA*,Yuuki AYAMA*,
Shunichi KOBAYASHI*, Hirohisa MORIKAWA*, Dalin TANG**, David N. KU***
* Shinshu University, ** Worcester Polytechnic Institute, *** Georgia Institute of Technology

1. 序論
血管狭窄部には複雑な力が係わっており，動脈硬化
班の破綻に影響を及ぼす．著者らは狭窄部下流側にお
ける血流速の増加が負の transmural pressure を発生させ，
動脈硬化班が圧縮され，さらにその力によってつぶれ
やすくなることが破綻をひき起こすと考えている(1)．
そ
こで著者らは動脈の力学的特性が近いポリビニルアル
コールハイドロゲルによる狭窄モデルを用いて実験を
行い，検討している(2) (3)．本研究では冠動脈における狭
窄部に着目し，その第一段階として，本報では曲率を
もった狭窄モデルにおける流れと狭窄部変形の相互作
用について検討した結果を報告する．

3. 実験結果
始めに定常流による実験を行った．Fig.4 に圧力降下
と流量の関係を示す．伸びを一定に保ち，曲率を変化
させた．これにより，曲率が大きいほど流量が減少し
ていることが分かる．これは，曲率を持たせたことに
より，狭窄部の径が小さくなっているためであると考
えられる．また，狭窄部が外側にある場合の方が流量が
減少していることが分かる．これも狭窄の位置を外側に
したことにより，狭窄部の直径が小さくなったためで
あると考えられる．同様に，曲率を一定に保ち，伸びを
変化させた実験を行った．その結果，モデルの伸びが大
きいほど流量が減少してはいるものの，曲率による影
響ほど大きな変化は見られなかった．Table 1 に定常流
における狭窄部がつぶれ始める下流側平均圧力 P2ave を
示す．これにより伸びを大きくしたモデルの方が高い
P2ave でつぶれているのがわかる．これは伸ばしていな
い状態時の方が剛性が低くなるためである．また，曲
率を持たせたモデルの方が，高い P2ave でつぶれている
のがわかる．

2. 実験方法
Fig. 1 に初期形態の狭窄モデルおよび狭窄度 St [%]
と偏心度 Ec [%] の定義式を示す．今回は Ec=100%と
し, St を変化させた狭窄モデルを用いた.今回使用した
狭窄モデルは牛頚動脈の力学的特性と比較すると，わ
ずかながら硬めではあるものの，transmural pressure が
0mmHg 付近，およびそれ以下では牛頚動脈に近い特性
を示した.従って，この狭窄モデルは動脈のつぶれ始め
に関してはシミュレートできることがいえる．実験に
おいては軸方向に 36.5%引き伸ばした状態，さらに伸
びの変化を検討するために 26.5％，
46.5％伸ばした状態
で行った．
Fig. 2 に実験装置の全体図を，また曲率を持たせた狭
窄モデルの写真を Fig. 3 に示す.曲率をもった支持台に
狭窄モデルを乗せ，ナットの締め付け位置により曲率
が変わるようにしている．今回の実験では，曲率半径を
62.5mm，125mm，187.5mm，すなわち曲率ξを 1.6×10-2,
8×10-3, 5.3×10-3 となるように設定した(4)．また，狭窄の位
置による影響を調べるために，狭窄が曲がりの外側にある
場合と，内側にある場合についてそれぞれ実験を行っ
た．

Fig. 2 Schematic diagram of the experimental flow loop

Stenosis model

support

nut

Fig. 1 Schematic representation of the stenosis models
L=110 mm, Ls=16mm, D=8mm, h=1mm.
% Stenosis = (1-Ds/D) x 100
% Eccentricity=e/((D-Ds)/2) x 100

screw

Fig. 3 Photograph of curved stenosis model
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次に拍動流による実験を行った．Fig. 5 に St=80%,
Ec=100%の狭窄モデルの拍動１周期における圧力の変
化を示す．これより下流側圧力 P2 は上流側圧力 P1 に対し
て位相が約 24°遅れていることが分かる．また下流側の
流量がダンピングされた形になっていることが分かる．こ
れは上流側および下流側のストレート部の壁がコンプライ
アンス，狭窄が抵抗の役割となるウィンドケッセルモデル
の振る舞いを持つためと考えられる．
Fig. 6 に狭窄モデルがつぶれ始めた時における，超音
波診断装置による画像を示す．これにより，曲率が大
きいほど，より喉部に近い位置でつぶれが起きることが分

Flow

(A) Straight model (curvatureξ=∞) Inner side stenosis
(P2=5mmHg, Phase=264deg)

Flow

14

Flow Rate Q2 [ml/s]

12

Inner side

Outer side

10
8

ξ=∞（Straight) (Inner side stenosis)
-2
ξ=1.6×10 (Inner side stenosis)
-3
ξ=8×10 (Inner side stenosis)
-3
ξ=8×10 (Outer side stenosis)
-3
ξ=5.3×10 (Inner side stenosis)

6
4
2

(B) Curved model (curvatureξ =8×10-3) Inner side stenosis
(P2=7mmHg, Phase=312deg)

Flow

0
0

20
40
60
80
Pressure Drop ∆ P (=P 1 -P 2 ) [mmHg]

100

Fig. 4 Flow versus pressure drop for the stenosis model
(P1=100mmHg, St=80%, 36.5% stretch)
(C) Curved model (curvatureξ =8×10-3) Outer side stenosis
(P2=5mmHg, Phase=312deg)

Curvature ξ

Table 1 Average downstream pressure when the first outbreak of
collapse is occurred (St=80%,Ec=100%, Steady flow)

∞
5.3×10-3
8×10-3
1.6×10-2

26.5%
Inner Outer
6.5
7
―
―
11.4 10.5
―
―

stretch
36.5%
46.5%
Inner Outer Inner Outer
5.6
6.2
5
6.1
7
6
―
―
10.2
7
9.8
6.7
15
7
―
―
[mmHg]

かる．また，狭窄部が外側にある際には，喉部の面積が更
に小さくなることも分かる．
また，曲率が大きいほどつぶれが生じる位相が遅れる
ことも確認された．
4. 結論
今回の実験より，曲率が大きいほど，流量が減少し，
つぶれやすくなることが分かった．また，つぶれの位
置に関しては曲率が大きいほど，より狭窄部に近い位
置でつぶれが起きることが分かった．狭窄部の位置に
関しては，狭窄部が外側にある方がつぶれにくくなる
ことが分かった．

60

140

P1

100

50

P2

40

80
30
60
20

Q1

40

Q2

20

Flow Rate Q1 Q2 [ml/s]

120

Pressure P1 P2 [mmHg]

Fig. 6 Ultrasound images of the sagittal section of stenosis model
while collapse
(St=80%, Ec=100%, stretch=36.5%, P1=100±30mmHg)

参考文献
(1) Aoki, T., Ku, D. N., J. Biomechanics, Vol. 26, No. 2, pp.
133-142, 1993.
(2) Tang, D., Yang, C., Kobayashi, S., Ku, D.N.,
J. Biomechanical Engineering, Vol.123,pp.548-557. , 2001
(3) Horie,T., Kobayashi, S., Morikawa,Y., Tang,D., Ku, D.N., 第
１２回バイオエンジニアリング学術講演会秋季セミナー
論文集, pp.67-68, 2001.
(4) Weydahl E., Moore Jr. J.E., J. Biomechanics, Vol. 34, pp. 1189-1196,
2001
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Fig. 5 Time varying upstream and downstream pressure and flow rate for
an average downstream pressure P2ave=70 mmHg.
One cycle is 360 degrees with a dimensional frequency of 1Hz.
(St=80%, Ec=100%, ξ=8×10-3, Inner side stenosis)

12

7

日本エム・イー学会甲信越支部長野地区シンポジウム

2 点ヒンジ型羽ばたき機構の研究
河

吉成，田中 京子，山浦 逸雄
信州大学繊維学部

Research on a two-point hinge type flapping-of-wings mechanism
Yoshinari Ko，Kyoko Tanaka，Itsuo Yamaura
Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University

早戻り機構を採用した．これは翼の打ち上げ時にト

1. はじめに

ルクを与え，打ち下ろしは素早く動作させることが

現在，玩具としていくつかのトリ型羽ばたき機

目的である．これにより，大きな揚力の発生が期待

（飛行体）が市販されている．これらは 1 点ヒンジ

できると考えた．2 ヒンジ目に相当する部分の駆動

型羽ばたき機である．これを改良することによって，

には，Hitec HS-81MG のサーボモータを使用した．

羽ばたき型の飛行形態による，狭い地域での情報収

重量は 19 g と軽く，メタルギヤを使用しているた

集などに役立てることができないかと考えた．情報

めプラスチックのギヤよりも磨耗し難い．トルクは

収集のために必要な機能として，自立的にホバリン

3 kg･cm (6V 印加時)， スピードは 0.09 s / 60°と速

グおよび離着陸のできることが重要であるが，現在

い．図 2 にこのサーボモータを翼の根元に配置した

のところそのような羽ばたき機は見当たらない．

様子を示す（図中丸い枠で囲んだ部分）．細いカー

現在あるトリ型機体は 1 点ヒンジのものが多い．

ボンロッドによってモータから動力を伝達し 2 ヒ

1 点ヒンジのものは揚力が弱く，自律的に離陸飛行

ンジ目を駆動する．根元に配置することで翼全体の

することはできない．そこで，本研究では鳥の翼の

慣性モーメントを減らし，また振動を抑えた．さら

動作 1）を模倣し，簡単な機構で揚力の発生が容易な

に翼の上下運動の際発生する抵抗力で 2 ヒンジ目

2 点ヒンジ型の羽ばたきロボットを考え，試作によ

の動きを補助することを考え，トルクよりもスピ

って可能性を検討する．

ードに重点を置いた．

2. 羽ばたき機構

ロボットの羽ばたき制御は PIC2）によって行う．

2

寸法は翼幅 1780 mm，翼面積 2888 cm 本体の長

その処理の流れを図 3 に示す．PIC 内部には AD 変

さ 360 mm，本体横幅 45 mm，総重量は 0.531 kg で

換機能をもつ PIC16F873 を用いる．1 ヒンジ目の角

ある．図 1 に翼を除いた本体の CAD 図面を示す．

度変位をポテンショメータで読み取り，そのアナロ

肩に相当する部分（1 ヒンジ目）の駆動にはマブチ

グ信号を PIC に導き，PIC の中で AD 変換し，計算

モータ RS-380PH を使用する．また 1 ヒンジ目には，

処理によって 2 ヒンジ目の角度を決定する．
本体のフレームは厚さ約 0.25 mm のカーボンク

図1

図2

羽ばたき発生部（1 ヒンジ目）

8

サーボの取り付け位置
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4. 結果および考察
羽ばたき周波数が 1.25 Hz のときの測定結果を図
5 に示す．横軸は時間を示し，縦軸は改造した電子
天秤で測った揚力を示す．打ち上げ，打ち下ろし動
作によって正と負の揚力が発生した．揚力の最大，
最小値の差から，揚力は約 2N 発生し，平均化する
図3

と 0.47 N 発生したことが確認できた．図中のピン

処理の流れ

クのラインはこのレベルを示す．翼の動作，とくに
1 ヒンジ目と 2 ヒンジ目の動作とタイミングについ

ロスを 4 枚重ね，エポキシで貼り合わせて積層構造

て種々検討したところ，揚力を発生するのに最適と

とした．本体にはギヤユニット（1 ヒンジ目を動か

考えられる動作は，1 点ヒンジ目が打ち上げ動作を

すためのもの），リチュウムバッテリ，制御基板，1

終える直前に翼を広げそのまま打ち下ろし，1 点ヒ

ヒンジ目の回転速度をコントロールするためのラ

ンジ目が打ち下ろし動作を終える直前に翼を折り

ジコン受信機を搭載する．

曲げる指令を与えることであった．また，これによ

まず，サーボモータにかかる負荷が大きいので，

り動作の遅れが幾分か解消された．

素早く動かすためにはゴムの張力で 1 点ヒンジ目
が打ち上げ終了時の状態で 2 点ヒンジ目を最小限

6

の力で水平に保てるようにした．また，翼の動きを

4

素早くするため，2 ヒンジ目より先端の翼面積を小

2

2

N

さくした（片側全体の翼面積 2888cm のうち 2 ヒ

0
-2

ンジ目より先端の翼面積は 826 cm2 ）．試作したロ

-4

ボットの外観を図 4 に示す.

-6
5000

6000

図５

7000

8000

9000
ms

10000 11000 12000

羽ばたき動作による揚力

5. 結論
2 点ヒンジ型羽ばたき機を試作し，揚力の発生を
確認した．実際に発生した平均揚力は小さく，現状
では自立的なホバリングは無理である．しかし，滑
空時の揚力と機体の重量がほぼキャンセルされて

図４ 試作機の概観

いる場合，機体を水平にしたまま 0.47 N の力で上
昇することができると考えられる．

3. 実験方法

今後，羽ばたき方法の改善や，翼の構造改善など

揚力の発生を確認するために，電子天秤（SL-20K；

により，さらに大きな揚力の発生が期待できる．

エー・アンド・デイ社製）を改造し，作製したロボッ

参考文献

トを L 字型金具によって秤量台の上に固定した．こ

1） Eadweard Muybridge : “Animal in motion.”, Dover

の状態で羽ばたかせ，発生する揚力を測定した（図

Publications, inc. New York.，pp.174 – 179 (1957)

4）．電子天秤からの電気信号を AD コンバータ

2） 清水 当 : ”ECB No,4 特集 PIC マイコンを使

（ADC-216 ; Pico Technology Limited）に取り込み，

おう”, CQ 出版社，pp.34 - 55（2002）

以下パソコンで記録処理を行った．
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圧電バイモルフを用いた小型推進機構の開発
○井上 雅章，小西 哉
信州大学繊維学部

Development of Small Locomotion Mechanism using a Bimorph Piezoelectric Resonator
○INOUE Masaaki and KONISHI Hajime
Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University
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1. 序論
Velocity [mm/s]

15

産業，医療などの分野では，人間が直接入り込んで作
業することができない，狭くまたは危険な環境が多く存在
する．このような環境における作業では，作業機械も必然

10
5
0
-5
-10
-15

的に小型になることを要求される．このため，これらの小

-20
200

型電子機械システムにおける効率的な移動手段の開発

300
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Frequency [Hz]
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Fig. 2 Frequency characteristic of velocity of

が望まれている．本研究は，構造が簡単で小型化が容易

the hopping mechanism.

と考えられる，圧電バイモルフ振動子を用いた，小型電子
機械システム用の移動機構の開発を目的とした[1-5]．

駆動周波数に依存して，機構の移動方向と移動速度が
変化した．Unwired End 方向への速度のピークは 320 Hz
のとき 24 mm/s であり，Wired End 方向では 645 Hz のとき

2. 圧電バイモルフを用いた移動機構

17 mm/s であった．

圧電バ イ モ ル フ 振動子（ ム ラ タ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 製
PKF02C5， 長さ 40 mm×幅 2.2 mm×厚さ 0.66 mm）を

3.2 位相差と振幅の周波数特性

用いて，Fig. 1 に示すような，1 枚の振動子を板状ボディに

振動子の両端の振動状態を知るため，機構全体をバイ

T 字状に固定した機構を試作した．この機構は，振動子の

スで固定した状態で，振動子先端の鉛直方向の変位をレ

振動の反力と，Unwired End 側，Wired End 側の 2 つの自
由端に発生する振動の不平衡により，鉛直斜め上方に跳

ーザ変位計で測定した．測定結果を Fig. 3 に示す．

躍する運動を繰り返し，水平方向に移動する．

Unwired End 側のピーク振幅は 290 Hz，Wired End 側のピ
ーク振幅は 600 Hz に確認できた． Fig.2 における

Unwired End
25 mm

Wired End

Unwired End 方向への移動速度のピーク周波数 320 Hz，

17 mm

Wired End 方向への移動速度のピーク周波数 645 Hz は，
Wired End の振幅のピーク周波数 600 Hz に近い値であっ

Resonator

Mass
4.3 g

た．

Body

(a) Side View

15 mm

Amplitude [µmp-p]

5 mm

(b) Front View

Fig. 1 Schematic of the hopping mechanism.
3. 移動機構の特性の測定

Peak Velocity
to Unwired End

800
600

Amplitude (Unwired End)
Amplitude (Wired End)

400
200

-120
Phase (Unwired End)
Phase (Wired End)

-800
0

速度を正とし，Wired End 側への移動速度を負とした．こ

120

-60

-600

速度の周波数特性を測定した．Unwired End 側への移動

180

0

-400

機構に振幅30 Vp-p の正弦波交流電圧を印加して，移動

240

60

0
-200

3.1 移動速度の測定

Peak Velocity
to Wired End

-180

-240
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Frequency [Hz]

Phase [degree]

30 mm

振動子 Unwired End の振幅のピーク周波数 290 Hz，

Fig. 3 Frequency characteristics of peak to peak

の測定によって得られた速度の周波数特性を Fig. 2 に示

amplitude and phase of two ends of the resonator.

す．
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4. 振動子の振動特性の理論計算
圧電バイモルフ振動子の理論モデルを Fig. 4 (a)に示す．

値は実験値よりも大きい値となった．しかし，本研究では，

振動子の固定端から先端までの質量と等価な質点が，質量

のまま発生するとみなして理論計算した．しかし，機構全

のない片持ちはりの先端に取り付けられており，その先端

体を固定したときの振動子先端の振幅は，実際に機構が

に強制外力 P sinωt が作用しているとした，1 自由度集中

運動しているときの，振動子先端の振幅よりも大きくなると

質量モデルである．これを機械モデルで表すと，Fig. 4 (b)

思われる．このため，移動速度の理論値は実験値よりも大

に示すような，質量 m の質点，バネ定数ｋのばね，減衰係

きくなったと考えられる．

固定した状態の振動子の振動が，機構の運動時にも，そ

数ｃ のダンパで構成される 1 自由度の系に，強制外力
80

の運動方程式を Eq.(1)に示す．

60

Material
Particle
m2

Material
Particle
m1

Velocity [mm/s]

Psinωt が作用すると考えることができる．この機械モデル

y
m
k

Psinωt

● Velocity (Theoretical)
● Velocity (Experimental)

40
20
0
-20

c

-40
0

(a) Concrete

vibration

model of resonator

(b) Abstract

400
600
Frequency [Hz]

800

1000

mechanical
Fig. 5

model

Theoretical frequency characteristic of
locomotion velocity of the mechanism.

Fig. 4 Mechanical models of single degree of freedom.

m

200

d 2x
dx
+ c + kx = P sin ω t ・・・・・・（1）
2
dt
dt

6. まとめ
小型化に有利な圧電バイモルフ振動子を用い，連続し

Eq.(1)を用いて，振動子先端の振幅と位相を求め，

た跳躍運動により平面移動を行う移動機構を試作した．試

Fig.3 の実験値とカーブフィッティングすることにより，実際

作した機構は，駆動周波数に依存して移動方向と移動速

の振動子先端の振動特性と一致する，最適なパラメータ

度を変化させることができ，制御が容易である．また，振動

を得た．

部分が外界と接触せずに，移動することができるため，振
動部分と外界との接触摩擦により移動する機構と比較して，

5. 機構の運動特性

耐久性が高い．このため，広い分野への応用が可能と考

カーブフィッティングにより得られたパラメータと，Eq.(1)

えられる．

の運動方程式を基に，機構の運動解析を行った．振動子
に正弦波交流電圧を印加して機構を駆動した場合，2 つ
参考文献
[1] 井上 雅章，小西 哉：圧電バイモルフを用いた移動
機構の開発，計測自動制御学会中部支部シンポジウム
講演論文集，pp5-8，(2002).

の自由端の質点には，正弦波で表される垂直方向の力 F
と，重心回りの慣性モーメント M が発生する．この垂直方
向の力は，振動時の質点の加速度による慣性力と，速度
による粘性力に起因するものであり，Eq. (1)の左辺におけ

[2] 小西哉，井上雅章：圧電バイモルフを用いた移動機

る，第1 項と第2 項の和で表される．また，重心回りのモー

構の開発，第 50 回応用物理学会関係連合講演予稿集，

メント M は，力 F と重心から質点までの距離をかけたもの

p. 499 (2003).

である．この力とモーメントは，振動子の 2 端に生じるため，

[3] 井上雅章，小西哉：第 15 回「電磁力関連のダイナミク

機構にはたらく力とモーメントは，それらを足し合わせたも

ス」シンポジウム講演論文集，pp.563-566，(2003).

のとなる．この機構にはたらく力とモーメントを計算し，機

[4] 井上雅章，小西哉：圧電バイモルフを用いた移動機

構の鉛直方向変位，水平方向変位と，重心回りの回転角

構 の 開 発 ， 信 学 技 報 ， US2003-32, EMD2003-4,

度を求めた．

CPM2003-58, OME2003-42, pp53-56 (2003).

これらの計算結果から得られた，機構の移動速度の周

[5] 井上 雅章，小西 哉：圧電バイモルフを用いた移動

波数特性と，Fig.2 で示した移動速度の測定値との比較を

機構の開発，計測自動制御学会中部支部シンポジウム

Fig.5 に示す．理論計算により得られた移動速度のピーク

講演論文集，pp100-101，(2003).
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頭部移動型ポインティングデバイスにおけるカーソル制御特性
○喜多哲也*

橋本昌巳*

米澤義道*

伊東一典*

*信州大学工学部情報工学科

Cursor control characteristics of the head movement type pointing device.
Tetsuya KITA*, Masami HASHIMOTO*,Yoshimichi YONEZAWA*,Kazunori ITOH*
*Department of information Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University

トすべき半径 r の円が距離ｄだけ離れて上下、左右

1. はじめに
現在 GUI 環境が主流のコンピュータでは、マウス

ランダムに表示され、この時点から目標の円内にカ

を含む入力インターフェイスは健常者の使用は容

ーソルを移動するまでの時間を計測する。この試行

易であるが、障害を持つ人、特に上肢に障害を持つ

を、本システムとマウスで行い、カーソルの操作性

人には使いにくい点が多い。マウスを使って処理内

を評価した。

容を選択できる GUI 環境は、キーボードからの入力

4. 結果と考察
図に実験結果の一例を示す。横軸は、移動運動の

が困難である人にとっては大きなメリットである。
本報告では、頭部の動きを利用したポインティング

困難度 1) 2)を示す d / r の比率の関数であり、ターゲ

デバイスを提案し、そのカーソル制御に関する評価

ットまでの距離ｄに比例し、円の大きさ r に反比例

及び検討をマウスと比較することで行った。

する。本システムでの結果は、マウスでの結果同様

2. システムの原理と構成

に困難度が上がるにつれてポインティングに要す

本システムは頭部の動きを、超音波を用いて検出

る時間が大きくなる傾向がみられる。マウスとのポ

する。受信用トランスデューサをディスプレイの上

インティング時間を比較すると本システムのほう

下、左右の 4 箇所に設置し、使用者は、送信用トラ

が、若干ポインティングに時間を要している。これ

ンスデューサを頭部に装着して、ディスプレイに向

は頭部を動かすという動作を行なうため、時間を要

かう。送信用トランスデューサから共振周波数であ

したと考えられるが、大きな時間差でない。以上の

る 40kHz の超音波を放射する。放射された音波を 4

ことから、本システムはマウスとほぼ同様の操作性

箇所で受信すると、受信信号間には送信トランスデ

があるといえ、実用の可能性が見出せた。

ューサの位置に応じて位相差が生じる。カーソルの

5. 参考文献

上下成分は、上下の受信トランスデューサで検出し

(1)村田厚生：”分解能自動調整方式マウスと固定方

た位相差を、カーソルの左右成分は、左右の受信用

式マウスの操作性”,電子情報通信学会論文誌,

トランスデューサで検出した位相差を用いる。また

J76-A, 3, pp.560-563 (1993-03).

放射している 40kHz の信号により生じる位相差を

(2)村田厚生：”マウスのパフォーマンスモデルにつ

そのまま用いると頭部のわずかな動きで 2πの位相

いて”, 電子情報通信学会論文誌, J79-A, 9, pp1645

差が生じてしまうので、適当な波数で受信信号を分

-1648 (1996-09).

周して位相差を求めることで、頭部の動きで 0〜2
ポインティング時間（s）

πの範囲の位相差を自由に生じさせることが出来
る。この位相差を検出し、位相差 2πを画面の上下、
左右のフルスケールに対応させてカーソル表示を
することが本システムの原理である。
3. カーソル操作比較実験
ポイントすべき対象物までのマウスカーソルの

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

1

移動距離と対象物の大きさを実験パラメータとし

2

3

4

5

6

困難度（Log2(d/r + 1.0)）

てポインティング作業におけるポインティング時
間を計測する。移動距離（d）としては、50、150、

マウスd=50

マウスd=150

マウスd=300

d = 50

d = 150

d = 300

300pixel（1.5、4.5、9cm）ポインティングの対象物
として円の半径（r）は 5、10、20pixel（0.15、0.3、

図

0.6cm）とする。使用者はまず、ディスプレイ中央
の円にカーソルを移動する。この状態から、ポイン

1
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収束パラメトリックアレー効果による音波ビームを用いた歩行誘導
眞壁

徹，米澤

義道，伊東一典，橋本昌巳, 金子

信州大学

工学部

浩昌

情報工学科

Walking Guide for the blind which uses focused parametric array sound beam
Tohru Makabe,Yoshimichi Yonezawa,Kazunori Itoh,Masami Hasimoto,Hiromasa Kaneko
Faculty of Engineering Shinshu University

1．

である 10m 付近でも受聴可能である。

はじめに

誘導される歩行者の軌跡は、音波ビームと平行に

視覚障害者の安全な歩行誘導方式については、点

走る 16 本のレーザビーム(間隔 10cm)と歩行者が押

字タイル、交差点の音響信号などが実用化されてい

す回転距離計で捕らえた。図 2 はその例であり、被

る。しかし、広いホールなど屋内の誘導については

誘導者はアイマスクをした健常者が、コース中を音

適当なものがなく、人によるガイドなどによる場合

波ビームに遡る方向で音軸から離れないように歩

が多い。

行したものである。

我々は、パラメトリックアレー効果とその収束に

図 3 は、誘導実験を音波の周波数と音圧レベルを

よってビーム状可聴音場を形成し、視覚障害者を歩

変えて行った場合の軌跡がビームの中心から横方

行誘導する屋内用システムの試作を行いその誘導

向にずれた距離を全コースについて平均したもの

精度などについて検討したので報告する。

である。すなわちこの値が誘導精度となる。

本方式は、あらかじめ誘導コース上にビーム音波

誘導音の周波数が 1kHz 以下では、聴取音の波長

を水平に設定して、誘導音響信号に誘導先、距離な

が長く、また数 kHz より高い場合にはビームの広

どのアナウンス情報を載せることができるため、駅

がりから誘導精度が悪くなるが、聴取しやすい

構内、イベント会場、公衆施設、投票所などをきめ

1~4kHz では幅 10cm の高い誘導精度が得られてい

細かい誘導に最適と考えている。

る事がわかる。
上記の実験では音源を歩行者の耳の高さに設置
2．

実験

し誘導を行っているが、それでは誘導方向で歩行者

頭部と同程度の断面を持つビーム音を正面に聞

の妨げとなってしまうため実用的ではない。問題点

くと定位方向も正面となるが、頭部をビームから横

としては

脇にずらすと定位方向は急激に横方向となる。これ

1.

歩行者の身長に音波ビーム高を調整する

からビーム音波中に頭部を保持したままビーム中

2.

音源装置自体が歩行の妨げとなる

を移動しようとすればビームに沿って誘導される

3.

前方歩行者がビームを遮る可能性

等がある。そのため 2m 以上の高さから扇状にビー

ことになる。
音波ビームは振幅変調音が空間を走る際に復調

ムを振って、誘導する方式を試みた。それには上向

されるパラメトリックアレー効果の収束により形

きの音波ビームの上部に時間的に角度を変える反

成し、室内に約 10m のコースを確保した。図１は

射板を設置し、その反射板によって音波ビームを歩

コース中間地点(5m)のビーム断面の音圧プロファ

行空間内で走査させ歩行誘導を行った。誘導精度の

イルである。

結果を図 4 に、歩行速度を図 5 に示す。走査回数の

原理上、可聴音の高い周波数でのビーム幅は幾分

上昇にともない誘導精度の上昇、歩行速度の上昇が

広くなっているが 20cm 程度のビーム幅(-3dB)であ

見える。これは歩行者への誘導音の提示時間の上昇

る。音圧はこの地点で聴取に充分な 54dB が可聴範

に伴い判断時間の短縮によって精度と速度がとも

囲の周波数で得られている。もちろん歩行開始地点
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に上昇したことを示し、また走査回数 5 回では固定
方式に遜色のない誘導精度を得る事の可能性が見
誘導制度(cm)

えた。

0
音圧レベル(dB)

-3
-6

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
1

-9

2
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5

連続

走査回数(回数/s)
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600Hz

1kHz

2kHz

4kHz

-15
-20
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0
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20
音軸からの距離(cm)

600Hz
2kHz

800Hz
4kHz

30
図４．走査ビームの誘導制度

1kHz
8kHz

歩行速度(km/h)

-30

中心からのずれ(cm)

図１．音波ビームの断面音圧プロファイル
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2kHz
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9
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600Hz

図２．歩行誘導者の歩行器軌跡例
60
55
50
45
40
35

2

3

4

5

連続

走査回数(回数/s)

歩行距離(m)

誘導精度(cm)

2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8

1kHz

2kHz

4kHz

図５．走査ビームの歩行速度

3．

まとめ

音波ビームをコースとして用いる視覚障害者用
54dB
51dB
48dB

歩行誘導方式の精度の高い可能性を示した。音波ビ
ームの断面図形状は上下に長くして受聴幅を広く
する事も可能であるが、音源装置自体が誘導方向の

30
25
20
15
10
5
0

妨げとなる事を回避するために走査ビームを用い
たが、その結果様々な問題も解決しなおかつ、誘導
精度も固定方式と比べ遜色のない結果となった。

100

1000

4．

10000

参考文献

米澤義道：収束型パラメトリックアレーによる多

周波数 [Hz]

方向スピーカ、日本音響学会誌,53(8),610-614,1997
図３．周波数、音圧別の誘導精度
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音声指示に用いる空中音源の音質改善
泉谷 敬，米澤 義道，伊東 一典，橋本 昌巳，金子浩昌
信州大学 工学部 情報工学科

Improvement of Spatial Sound Quality for the Messages
Takashi Izumiya， Yoshimichi Yonezawa，Kazunori Itoh，Masami Hashimoto

and

Hiromasa Kaneko．

Faculty of Engineering、Shinshu University．

1.

は k：変調率に比例し、復調波 S/N 比が最大-12dB

はじめに

まで悪化することを示す．

指向性の鋭い音響システム用いれば，歩行誘導や
ヘッドホンを用いないで限定空間に音響情報を送
ることができる．例とし，視覚障害者の音声誘導，

Pp = P0{1 + ks (t −

駅構内での危険区域の音での警告などがある．
本システムでは，振幅変調した超音波を反射面を

Ps ∝

用いて収束させ，音圧的に高効率なパラメトリック

r
r
)}e −αr cos ω (t − )
c0
c0

1
r
r
P02 ∂ 2
{ks(t − ) + k 2 s 2 (t − )}
4
2
2
c0αr ∂t
c0
c0

1
f (t ) = k cosθ + k 2 (1 + cos 2θ )
4

アレー効果を発生させる音響システムを検討して
いる．このシステムの利点はその収束点に可聴音発

…(1)

…(2)

…(3)

信点を表現できることと，従来のスピーカでは実現

Pp : 超音波音圧
(1次波) s(t): 変調信号 ω : 搬送波角周波数

不可能な鋭い指向性を持った可聴音発生を実現す

Ps : 復調波音圧
(2次波)
P0 : 初期音圧

ることが可能である．しかし発生原理上，基本波に

k : 変調率 α : 空気中の減衰係数
r : 伝搬距離 c0 : 音速(無限小振幅時

対し比較的大きなレベルの高調波が発生する．本研
究では，超音波素子の許容入力など限られたパラメ
高調波低減による音質改善

2.

ーターの中で高調波を抑えることにより音質の向
上を目指した．

前節より、変調率に比例し高調波が発生する．そ
のため高調波を抑え、超音波素子の許容入力内で変

1.1 パラメトリックアレーの高調波

調率を下げるために，以下のエンベロープ制御振幅

パラメトリックアレーの構成方法には２つの音

変調方式を考えて検討した．

源から周波数の異なる音波を発生させ両者の干渉
する空間で実現する方法と，単一音源から発生させ

2.1.

た振幅変調超音波の伝搬空間で実現する方法があ

エンベロープ制御振幅変調方式

先ず通常の振幅変調では，式(4)のような信号が

る． 本研究では，後者について検討する．

超音波素子に加えられる． ここでω0 は超音波のキ
ャリアで 40kHz，ks(t)は可聴音信号である．これ

・発生する高調波の理論値

に対して式(5)は変調信号の増大につれて，キャリ

この場合のパラメトリックアレーの発生式 (1) を

ア信号振幅を減少させ，変調信号の最大振幅が変調

以下に示す．キャリア信号である超音波(１次波)

信号レベルにかかわらず素子の一定の許容振幅と

［Pp］及び，それにより派生する復調波(２次波)

するものである．このため変調信号のエンベロープ

［Ps］は以下のようになる．式(2)中微分項内は「復

信号と素子の入力許容振幅(umax)が必要であり図１

調波+高調波」を表す．これを f(t)と置き，s(t)=cos

のような機能を必要とする． このエンベロープ振

θとすると微分項内は式(3)となり，高調波と復

幅(E)は，式(6)に示すとおり変調率に置き換えるこ

調波のレベル比は ｋ/４ となる．これは、音質

とができる．本方式の変調信号(図 2)を示す．
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果が小さい．
u (t ) = A0 (1 + ks(t )) cos(ω0t )

…(4)

しかし実際の音響信号では複雑な振幅変動があ
り、変調率 100%を超えないよう入力倍率を固定す

u (t ) =

Ε=

umax
4Ε
{ks (t ) +
}cos(ω0t )
4
umax

2umax k
1+ k

る．そのため変調率の中央付近を最も多く使用する

…(5)

ため，高調波によるザラついた音質が解消される．
…(6)

1

変調率

umax : 超音波素子の許容入力
Ε : 変調信号のエンベロー プ

0.1

Carrier Signal

Signal

0.01
90
Envelope Detector
Delay line

Inverse Amplitude
Modulator

100

Output

110

120

100 復調波[ｄB] 110
エンベロープ制御

120

復調波[dB]

(a)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30

高調波音圧[ｄB]

図 1：エンベロープ振幅変調システム

Carrier siginal

90

Envelope

AM

二次波音圧

(b)

Audible signal

図 2:エンベロープ制御振幅変調出力波形

図 3：(a):変調率の復調波音圧依存性，
(b):高調波音圧の復調波依存性

2.2.

結

果

通常の AM 変調方式を基準として，本方式の復調

まとめ

3.

波音圧と変調率および高調波音圧を計測した．図

振幅変調超音波より派生したパラメトリックア

3(a)は二つの変調方式による復調波音圧を変えた

レー復調波ついて，その高調波の変調率依存性を検

場合の変調率の変化を示した．本方式では，変調率

討し，高調波を抑え音質の改善を計る新たな変調方

は大方の範囲で半分以下となっている．またこのと

式を提案した. 実験結果から，その有効性を確認し

きの高調波音圧は同図(b)に示されるように通常の

た．

変調より 20dB 程度の減少を示しており，音響の改
善を示唆している．ただし二つの方式は，式(4)(5)
の通り、最大の変調率では同一の変調動作となる.

4.

参考文献

(1) 竹内 著： パアラメトリックアレーに関する実用例

2.3. 視 聴

−非線形音響(5)−“日本音響学会誌，

復調波に含まれるスペクトルでは図 3 のとおり，
変調率が大きい場合，従来の AM 変調方法と比べ効
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多点感圧センサーを用いた生体指標計測システムの開発
山田 晴一*，窪田 茂男*，森田 孝子**，西村 チエ子***，西原 三枝子***，松本 あつ子***，三橋 真紀子***
*GAC 株式会社，**信州大学医学部保健学科，***信州大学医学部付属病院

The development of Vital Signal Measuring System on a lot of Pressure Sensor
Seiichi YAMADA*, Shigeo KUBOTA*,Takako MORITA**, Chieko NISHIMURA***, Mieko NISHIHARA***
, Atsuko MATSUMOTO***, Makiko MITUHASHI***
*GAC Corporation, ** School of Health Sciences, Shinshu University, *** Shinshu University Hospital

はじめに

1.

1630mm

近年，病院においては国全体の医療の適正提供，
在院日数の短縮化，効率的医療の提供，リスクマネ

φ16
左記センサーを

険制度改正により褥瘡予防・対策に対してトータル

220 点配置

m
m
0
6
5

ジメントが求められている．褥瘡に関しても医療保

ケアシステムとしての取組みが義務付けられるな
ど褥瘡予防に対する関心が高まってきている．
Fig.1 センサーシート外形

特に手術中においては，体位変換ができない状態
2.2.

で何時間もの間同一姿勢でいるため褥瘡の発生率

制御装置仕様

感圧抵抗体であるセンサーの圧力情報を収集す

が高いのに加え，近年の手術時間の長時間化により

るための制御装置は，安全性確保の観点より電池

褥瘡発生の危険が更に高くなる方向にある．
本研究では，手術中における患者の身体底面にか

（DC6V）を使用．データサンプリングは 200mS 毎

かる負荷（圧力や温度）の変動を面的に観察・測定

に 220 点の全センサ値をスキャンしている．
また，

し，褥瘡予防センシングシステムを構築することを

コンパクトフラッシュによるデータ記録および

目的としており，今回は多点感圧センサーを用いた

RS232C による外部機器との通信機能も有している．

全身の体圧分布を経時的に測定する装置を開発し

回路ブロック図は Fig.2 の通り．

たので報告する．

2.

方

法

2.1.

感圧センサーシート仕様

Fig.1 に示す通り，1630 ㎜×560 ㎜のセンサーシ

電源回路

電池

（3.3V）

(DC6V)

CPU

ート内に，PET フィルムおよび感圧ペーストにより

ADC

ｾﾝｻｰｼｰﾄ
（220点）

構成された感圧センサー220 個が 40mm ピッチにて
CF−I/F

等間隔に配置されている．
センサー特性は，1〜20kPa{7.5〜150 ㎜ Hg}が最

RS232C−I/F

（記録媒体）

も高精度にて測定可能なレンジとなっており，毛細

ＰＣ
（表示および
データ解析）

血管圧 32 ㎜ Hg{4.3kPa}がほぼ中心値となるように

Fig.2 回路ブロック図

設計されている．
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結

3.

あ Fig.4 のＡ〜Ｅ点の圧力値の時間経過を FiG.7 に

果

本多点感圧センサーシートを，実際の手術台に敷

示す．各点において時間経過に伴い圧力が増加して

き，その上で仰臥位および側臥位にてデータ収集を

行く傾向が見られるが，これが同一姿勢を継続する

行なったところ，Fig.3〜6 に示すように，両体位と

ことによる特徴的な挙動であるとすれば，長時間麻

もに，各体位に応じた圧力分布の測定が可能

酔下で実施される実際の手術中では，より顕著に変

であることを見出せた．

化が現れ，皮膚障害発生頻度との相関が得られる可
能性があると考えられる.
移乗
安静
160

Ａ点
Ｂ点

140
圧力[mmＨｇ]

120
100

Ｃ点
Ｄ点

80
60
40
20

Ｅ点

0
0

Ａ点

Ｃ点

[mmHg]

Ｅ点 Ｄ点

140-150

40

50

60

4.

まとめ

の手術台での圧力分布計測が可能であることを見

110-120
100-110

出せた．

S3

90-100
80-90

S5

70-80
60-70

本システムを用いて実際の手術現場での臨床評

S7

50-60
40-50

価に入る予定であるが，今後の課題として下記を考

S9

30-40
20-30

S11

40

37

34

31
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25

22

19

16

13

7

10

4

1

S1

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
010

30
時間[分]

開発した多点感圧センサーを用いて，健常人で

130-140
120-130

Fig.4

20

Fig.7 各部での圧力の時間推移

Fig.3 仰臥位にて手術台に寝た様子
Ｂ点

10

Fig.3 の圧力分布(仰臥位)

慮したシステムの提供が必要であると考える．

10-20
0-10

１） センサーシートサイズを大きくする
（身長 180 ㎝程度まで対応）
２） センサピッチの縮小（最適化）
３） 関連する他の生体指標の同時計測
４） センサ感度の精度向上
５） 手術台（ベッド）へのフィッティング
６） 感染症等衛生面への配慮

5. 参考文献
Fig.5 側臥位にて手術台に寝た様子

１） 森田孝子:Nursing Selection⑨ 周手術期看
[mmHg]

S1
S2
S3
S4
S5
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
010

S6
S7
S8
S9
S10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Fig.6

S11

150-160
140-150
130-140
120-130
110-120
100-110
90-100
80-90
70-80
60-70
50-60
40-50
30-40
20-30
10-20
0-10

護,学習研究所(2003)
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(2003)
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術中皮膚損傷の発生要因と予防法の検討,
褥瘡会誌(Jpn J P U),2(3):304-309(2000)

Fig.5 の圧力分布(側臥位)
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運動療法自己管理装置における消費カロリーの計算
坂口 正雄*, 小野 伸幸*, 倉島 勇人**, 小林

敦**,大橋 俊夫***

*長野高専電子制御，**（株）マイクロストーン，***信州大学大学院医学研究科

Calculation of the consumption calorie in exercise therapy self-management equipment
SAKAGUCHI Masao*, ONO Nobuyuki*, KURASHIMA Hayato**, KOBAYASHI Atsushi**,and OHASHI Toshio***
*Nagano National College of Technology, **Micro Stone Co.,Ltd., ***Shinshu University School of Medicine

と対話的 に入力する。ディスポの心電図電極を前胸

１．は じ め に

部に貼付後、装置を腰部に装着し、電源投入と時刻

生活習慣病等で医師から処方された運動療法指

確認 ENT により計測が開始される。団欒、入浴等

導を患者自らが自己管理するための装置を開発し

の安静時は計測を停止し、データをパーソナルコン

た（1）。本装置は心拍数と歩数を指標としたもので 1
ヶ月の管理データが MMC カードに保存できる。今回、

ピュータに取り込む、リチウム電池の充電を行う。
３．消 費 カ ロ リ ー の 計 算

取得データから 1 日の平均心拍数、全歩数を利用し
て 1 日の消費カロリーを算出した。平成 15 年 12 月

1 日のエネルギー所要量を消費カロリー(総消費

1 ヶ月間の日常生活下における平均心拍数、全歩数

量 )として計算した。一般に、1 日の消費エネルギー

と算出した消費カロリーのトレンドを示す。

は基礎代謝量（ A）と生活活動に必要な活動代謝量、

２．運 動 療 法 自 己 管 理 装 置

食物摂取にともなうエネルギー増加の総和として
次の式から求められる (３)。

運動療法自己管理装置（ Heart Walk）のブロッ

A=B+Bｘ＋ A/10

ク図を図 1 に、主な仕様を表 1 に示す。本装置は双

∴

A=(10/ ９ )B(1+x)

ここで、 A:1 日の消費エネルギー

極誘導される心拍数を用いて変形カルボーネンの

ｘ：生活活動指数 (「第六次改訂日本人の

代謝量

式 (2)により心拍数を指標に適正運動量を演算し、被

栄養所要量」から求まる )

験者が実行している運動が適正か、否かを判定し 、

B:1 日の基礎

･･･ (1)

その量をメモリーカードに記録する。スイッチ回路

また、基礎代謝量は基礎代謝基準値 (「第六次改

から被験者氏名、生年月日、体重、安静時心拍数 、

訂日本人の栄養所要量」から求まる )×体重である。

医師あるいは自分で指定した運動強度を液晶画面

我々は、 (1)式の (1+x)を生活強度として定義し、
全歩数 、平均心拍数、安静時心拍数を加味して求め、
消費エネルギーを算出した。

パーソナル
コンピュータ

表１ 運動療法自己管理装置の主な仕様
メモリー
カード

生成データ
：

SRAM

LCD

時計回路
心電計
加速度センサ
（歩数計）

マイクロ
コンピュータ

：
スイッチUP
DWN
回路 SLIDE

メモリー
LCD表示
電 池
サイズ
質 量

POWER ENT

前胸部
図１ 運動療法自己管理装置のブロック図
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1分毎の計測・1日毎集計
心拍数、歩数
1日毎の 計測・1ヶ月毎集計
平均心拍数 、総歩数、適正運動
実行時間、適正運動実行歩数
MMC カードメモリー
年月日、時：
分、心拍数、総歩数
リチウム電池（充電方式）
W ×D×H＝63×100 ×23
135g

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

140

HTR(H)

100
80

過剰歩数

HTR(L)

60

適正歩数
全歩数

40
20

心
拍
数 (bpm)

120

18:30

18:26

18:22

18:18

18:14

18:10

18:06

18:02

17:58

17:54

17:50

17:46

17:42

17:38

17:34

0
17:30

歩 数 (step/min)
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時 刻 (2003.11.28)

全歩数

消費カロリー

平均心拍数

2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

消費 カロリー （kcal )
平均心拍数 (× 0.01 bpm )

12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

全歩数 (step)

図２ 日常生活下の心拍数と心拍数から求めた適正、過剰歩数ならびに全歩数

2003年12月（）日
図３ 1 日毎の消費カロリー、全歩数、平均心拍数のトレンド
験者 の 体重 を 掛算 し て求 め た 。(1) 式で 定 義し た

４．日常生活下の運動量計測と消費カロリー

生 活 強 度 (1+x) は 計 測さ れ た全 歩 数 、平 均 心 拍 数

年齢 60 歳 男 子 を 被 験 者 と し て 、装 置 装 着 後 1
日の 動 的 行 動 が終 了 す る ま で の 心 拍 数 、歩数 の

と安静時心拍数 (70bpm)、安静代謝量を誘導す

運動 デ ー タ を MMC メ モ リ ー カ ー ド に 記 録 し た 。

る際に用いる係数 1.2(3)を加味して算出した。
５ .ま と め

図 2 は変 形 カ ル ボ ー ネ ン の式 か ら 求め た 適正

運 動 療 法 自 己 管 理 装 置の 概 要と 心 拍 数 、歩数

運 動 量 を演 算 した 心 拍 数 範 囲（ 運 動 強 度 70 ％ ）

を考慮した消費カロリーの算出法と適正運動

に お け る適 正 運 動 歩 数、過 剰 運 動 歩 数 な ら び に

のデ ー タ解 析 例お よ び消 費 カ ロ リ ー 、 全 歩 数 、

全 歩 数 の 時 間 経 過 を 表 計 算ソ フ ト ウ ェ アに よ

平 均 心 拍 数 の 1 ヶ 月 間の ト レ ン ド を 報 告 し た 。

り解 析 した 結 果で あ る( 平成 15 年 11 月 28 日
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図３ は 平成 15 年 12 月の 1 ヶ 月 間に 及 ぶ 1 日
毎の 全 歩 数 、平 均 心 拍 数と (1) 式 か ら計 算 さ れ た
消費エネルギーのトレンドである。1 日の消費
カ ロ リ ーは 以 下の よ う に し て算 出 した 。前述 し
た (1)式の B は「第六次改訂日本人の栄養所要
量」から得た基礎代謝量 21.5 (kcal/kg/日 )に被
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赤外分光法を用いた非侵襲血糖値測定センサの開発
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Measurement of blood glucose by infrared spectroscopic analysis
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1.

よびその倍音,または結合音による振動によって生

背景・目的

じる．特に水素原子が関与する O-H,N-H,C-H の官

今日,食生活の西欧化による栄養過多,運動不足,

能基による吸収が主であり,血液成分であるグルコ

アルコール摂取量の増加,ストレスの増加などによ

ース(C6H12O6)もそれらの官能基を含んでおり,それ

り,糖尿病患者の数は,増加の一途をたどっている．

らが振動することによって,グルコース特有の吸収

我が国では糖尿病予備軍も含め約 2360 万人の人々

が見られ,PLS 回帰分析を行うことにより,血糖値の

が糖尿病の危険性にさらされており,重大な社会的

定量測定が可能である．

問題となっている．このような糖尿病患者には,生

実験結果

存のためにインスリン療法が必要とされ,我が国で

3.

は,約 40 万人といわれている．しかし,現状では,イ

3.1 ダイアモンドプリズムを用いた ATR 法による

ンスリン療法に必要な SMBG(血糖自己測定)の際に

非侵襲血糖値測定

血液を採取する必要があるため,患者の負担が大き

Fig.3-1-1 に示すように左手中指を測定部位とし,

く,１日に何度も血糖値測定を行うことの苦痛や,感

人間ドック患者,あるいは外来患者にご協力をいた

染症の危険性を伴うなどの問題点を含んでいる．

だき,被験者 133 名に対して血糖値とスペクトル測

そこで本研究では,このような問題点を解決する

定を同時に行った．

ため,赤外分光法により,糖尿病患者の血糖値を非侵
襲で測定可能な血糖測定システムの開発をし,この
有効性について検討を加えた．

2.

測定原理
本研究では赤外分光法 1)-3)を用いており,この赤外

分光法は,測定対象に含まれる分子の振動によって,
Fig.3-1-1 Apparatus of ATR method

赤外領域における光の吸収現象を利用して測定対

フーリエ変換型赤外分光光度計 (Travel IR:エス

象物の定性,定量評価をおこなう手法である．

ティジャパン)を用いた ATR 法により,左手中指の

光の吸収は,すべて赤外領域における基準振動お
11
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赤外吸収スペクトルを測定した．

300

-1

分解能 4cm ,積算回数 50 回で測定した赤外吸収
250

ルも同時に示す．

Absorbance

Glucose

In-vitro blood

Human finger

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Estimated value[mg/dl]

スペクトルを Fig.3-1-2 に示す．なお,比較のために
in-vitro 血液およびグルコースの赤外吸収スペクト

A

C

E

A

200
B
150
D
100

D

B

50
E

C
0
0

4000

3600

3200

2800

2400

2000

1600

1200

50

100

150

200

250

300

Reference value[mg/dl]

800

Wavenumber( /cm)

Fig.3-1-3 Cross-validation and EGA results of

Fig.3-1-2 Infrared spectrum of glucose,

reference value versus PLS estimated value

and human finger
Fig.3-1-2 より,1500-950cm-1 付近では,in-vitro 血液

Table 3-1-2 EGA result by PLS calibration

の吸収ピークがほとんど見られず,中指の吸収ピー

PLS factor
PLS
Correlation coefficient
result
SEP[mg/dl]
A zone
B zone
EGA
C zone
result
D zone
E zone

クが顕著に確認できる．さらに,その吸収ピークは
グルコースの吸収ピークとほぼ一致しているの
で,1500-950cm-1 付近で血糖値の定量分析が可能で
あると考えられる．最終的に被験者 133 名からアウ

*SEP: Standard Error of Prediction

トライアーを除いた結果,Table 3-1-1 に示すような
サンプル群を用い,PLS 回帰分析

8
0.718
30.83
56.25%
42.71%
0.00%
2.08%
0.00%

1）3）

を行った．

トライアーを抜いて得た結果であり,まだまだ被験
者ごとに相関係数のばらつきが大きい．よって,個

Table 3-1-1 Distribution of blood glucose

人差を補正するため,測定部位の皮膚水分量なども

measured by GA-1150
Subject
96

Number Average
96
128.4

Max.
312

考慮に入れ,検討する必要がある．
Min.
69
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軸方向繊維強化ゴム人工筋の基礎特性と柔軟物ハンドリング用ロボットハンドの試作
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Basis characteristic of the Artificial Muscle Made of Rubber and Reinforced Fiber
And Its Apprication for Soft Object Handling Robot Hand
Hiroko FUJIBAYASHI, Takashi KAWAMURA
Faculty of Textile Science & Technology, Shinshu University

1.

3.

はじめに

特性実験
軸方向繊維強化ゴム人工筋の静的特性に関する

近年，医療や福祉などの人間と共存する環境での

実験を行った．この実験の目的は１．繊維強化ゴム

使用を目的としたロボットの開発が進められてい

人工筋の静的特性を知ることと，２．最適形状の考

る．それにともないロボットを駆動させるアクチュ

察にある．共に繊維強化ゴム人工筋の内圧，収縮量，

エータとして柔軟，軽量，高コンプライアンスとい

軸方向への引張力を測定した．実験に使用したゴム

った性質を有する「人に優しいアクチュエータ」が

人工筋は，軸方向の長さ 80mm，ゴムの厚さ 3mm，ゴ

注目され，その有力な候補としてゴム人工筋が挙げ

ムの内径 10mm はいずれも等しく，ケブラーの本数，

られている．

分割方法，分割数，以上３つのパラメータの組み合

本研究ではゴム人工筋の一種で，従来のゴム人工

わせの違う 7 種類である．実験に使用した試料を

筋にいくつかの改良を施した「軸方向繊維強化ゴム

Table 1 に示す．

人工筋」の試作を行い，そのアクチュエータとして

Table 1

の特性を実験・解析により明らかにし，さらに軸方

試料の性質

向繊維強化ゴム人工筋をアクチュエータとしたロ
ボットハンドを作成した．
2.

軸方向繊維強化ゴム人工筋
今回，開発したゴム人工筋は軸方向繊維強化ゴム

人工筋である．これはゴムチューブの内部に軸と平

3.1 実験方法および結果

行に強化繊維を埋め込んだ構造となっている．ゴム

収縮率と圧力の関係や収縮力の大きさに注目

チューブの内圧を上げることにより発生する半径

して実験を行った。実験の流れを Fig.3 に示す．

方向の膨張力を強化繊維により軸方向の収縮力に
変換する原理となっている．概略を Fig.1，変形の
仕組みを Fig.2 に示す．

Fig．1

軸方向繊維強化ゴム人工筋の略図
Fig.3

実験装置の制御

実験、考察の結果，Table 1 中で試料 No.1 が最
も優れた特性をもっていることがわかった．また
この形状に関する，圧力，収縮量，収縮力の関係
についてのデータを得ることができた．(Fig.4)
Fig.2

軸方向繊維強化ゴム人工筋の収縮，膨張
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することができるので，これらを用いてセンサレス

160
140

引張力 (N)

の力制御を行う．

分割なし
3分割
2分割

120

4.3 把持力測定実験

100
80

把持対象物にセンサをとりつけロボットハンド

60

から受ける力を測定した．対象物を把持するプーリ

40
20

の変位角は一定とする．Fig.6 よ推定した圧力と把

0

持力の関係と，センサより測定した力を比較した．

-20
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

収縮率

Fig.7 に結果を示す．

Fig.4 収縮率と引張り力の関係（分割数による比較）

0.3

3.2 拮抗筋における実験
人工筋とバネによって拮抗筋を構成し，人工筋

0.28

推定把持力

0.26

実把持力a

圧力(MPa)

0.24

の内圧とプーリの回転角について測定した．プー
リに外力を与えた状態で，ゴム人工筋に内圧を加

実把持力b

0.22
0.2

実把持力c

0.18
0.16
0.14

えた．その時の，プーリの回転角を測定した．実

0.12
0.1

験装置の概略を Fig.5 に示す．また，内圧・外力・

0

Fig.7

回転角の関係を図示したものを Fig.6 に示す．

1

2

3

4
力(N)

5

6

7

8

推定把持力と実把持力の比較(θ=0.27rad)

4.4 考察
Fig.7 より推定把持力はセンサで測定した実押
し付け力とほぼ等しいことがわかった．Fig.5 をセ
ンサレス力制御テーブルとして使用できることが
わかった．
Fig.5

5. 把持実験

拮抗筋フィンガの概略

ロボットハンドの実用性を検討するために，柔軟
0.6

物を把持した．質量 0.11kg，直径 0.09m のみかん

0.5

を用いた．必要なロボットハンドの把持力は 1.68N，

0.4

回転角度 0.105rad と計算された．Fig.6 より必要

回転角(rad) 0.3
0.2

な圧力は 0.105MPa である．実際の把持の様子を

0.2
0.17
0.14
圧力(MPa)
0.11

0.1
0
0.49

1.47

2.45

3.43

Fig.8 に示す．把持時の圧力は 0.12MPa であった．

0.08

把持力(N)

Fig.6
4.

圧力と外力と回転角の関係

ロボットハンド

4.1 システム構成
人工筋のアプリケーションとしてロボットハン

Fig.8 みかん把持

ドを作製した．その形状は，拮抗筋フィンガ 3 組

6. 結言

を 120 度間隔で同心円に配置した三本指のロボッ

・ 軸方向繊維強化ゴム人工筋の静的特性に関す

トハンドである．
4.2

る実験を行い，形状と変位，出力の関係につい

制御

て調べた．

3 章において拮抗筋の変位量（回転角），内圧，

・ 軸方向繊維強化ゴム人工筋をアクチュエータ

張力の３つのパラメータの関係がわかった．Fig.6

とするロボットハンドを作製し，センサレス力

より変位と内圧がわかればそのときの外力を推定

制御のテーブルを作製し検討を行った．

12
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押出加工を行ったポリ-L-乳酸の硬さ分布と生分解性
岩元貴志，渡辺義見，寺本

彰，阿部康次，大越

豊

信州大学繊維学部

Hardness distribution and biodegradability of extruded Poly (L-lactic Acid)
Yoshimi Watanabe, Takashi Iwamoto, Akira Teramoto, Koji Abe and Yutaka Ohkoshi
Fuculty of Textiles Science & Technology.

1.

るまで加熱し 10 分間保持し，押出速度 20mm/min

緒言

で押出加工を行った．押出後，試料が常温になるま

ポリマーの医療用使用法の１つに骨接合材があ

で徐冷した．

る．各種の固定プレート，くぎ，ピン，ねじ，およ

作製方法 3：試料を 60℃になるまで加熱し，10 分

びワイヤーが骨接合材として用いられているが，そ

間保持した．次に，押出速度 10mm/min，20mm/min，

の素材としては金属やセラミックが大半を占めて

お よ び 30mm/min で 押 出 加 工 を 行 っ た ． 押 出

いる．しかし，それらが長時間体内に存在すると，

し後，試料が常温になるまで徐冷した．

金属アレルギーなど様々な悪影響を及ぼす可能性
がある．そこで，これに変わる新しい骨接合材とし

作製後，試料をマイクロビッカース硬度計を用い

て，生体内分解吸収性ポリマーを材料とした骨接合

て中心部から外周部にかけての硬度を測定した．実

材が注目されている．この高分子は生体内の加水分

験で用いる PLLA の分子量は 10000 であった．分子

解作用により代謝，吸収されるため，取り出しのた

量 10000 における PLLA のガラス転移点は 50℃

めの再手術が不要である．しかしながら，生体内分

~55℃である．

解吸収性ポリマーは強度面において従来材料より
劣っており，さらに外側部分の骨接合性や加工性が

3.

わるいという問題がある．

結果と考察
押出角 45°，および押出比 11 を有する型を用い，

そこで本研究ではポリ-L-乳酸(PLLA)を骨接合

加熱温度を 60℃に設定し，押出速度を 10mm/min，

材として用いた生体内分解吸収性ポリマーの応用

20mm/min，および 30mm/min に変化させて作製し

性を高めることを目的とし，トレードオフの関係に

た試料の硬さ分布を Fig.1 に示す．30mm/min の試

ある強度と骨接合性を両立したポリマー材料の作

料では，硬度は傾斜せず直線状の分布になった．押

製を目指した．また，作製した試料の分解速度を測

出速度 10mm/min，および 20mm/min の試料では硬

定し，生分解性を調査した．

度の傾斜が見られた．その理由として，押出加工を
行うことにより試料の外周部にせん断応力が加わ

2.

試料作製方法

り高分子鎖が引き伸ばされ，同時に試料の温度が上
昇する．試料の温度が上昇したことにより配向緩和

リボンヒータを用いて型を加熱し，オートグラフ
試験機により押出加工を行い，次の 3 つの条件で試

が起こり，試料が結晶化しにくい状態になったため，

料を作製した．

押出速度が速くなるにつれて硬度が低くなり，また

作製方法 1：試料が 50℃，60℃，および 70℃にな

外周部は高分子鎖が引き伸ばされ，分子配向によっ

るまで加熱し 10 分間保持した．その試料を常温に

て高分子鎖が緊張したため結晶化しやすくなり硬

なるまで徐冷した．

度が高くなったと考えられる．

作製方法 2：試料が 50℃，60℃，および 70℃にな
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次に，作製した試料をトル 37℃の生理食塩水に

30
10mm/min
20mm/min
30mm/min

Vickers Hardness / Hv

25

60 日間浸し，分解速度を測定した．Fig.3 に加熱温

20

度を 60℃に設定し押出速度を 10mm/min，および

15

20mm/min に変化させて作製した試料の分解速度を

10

示す．
2 つの試料は同じ分解速度を示した．これは，

5

2 つの試料の表面の硬さがほぼ同じであるため，分

0
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

解速度が同じ傾向を示したと考えられる．今回の試

1.5

Distance from Center / mm

料は，60 日間で完全に分解した．

Fig.1 Position dependence of the hardness in the samples extruded

150
10mm/min

The
W eight Remaining (%)

with 10 mm/min, 20 mm/min and 30 mm/min ram speeds.

semi-die angle is 45o and the tested temperature is fixed to be 60oC.

ECA(equal channel angular)を有する型を用い，押
出速度を 10mm/min，20mm/min，および 30mm/min
に変化させて作製した試料の硬さ分布を Fig.2 に示

20mm/min
100

50

0

す．3 つの試料とも同じ方向に硬度が傾斜した．こ

0

れは ECA の型ではチャンネルで試料にせん断応力

10

20

30

40

50

Incubation Time, t/days

が加わり，応力が加わった部分は高分子鎖が引き伸

Fig.3

ばされ結晶化しやすい状態になったため，せん断応

solution at 37oC. The ram speeds of the press were 10 mm/min and

力が大きく加わった方向に硬度が傾斜したと考え

20 mm/min, and direct extrusion temperature was 60oC.

The degradation of PLLA FGM incubated in physiological salt

られる．押出速度 30mm/min の試料が 20mm/min の
試料に比べ硬度が高くなった．これは，30mm/min

4.

の試料は結晶化による硬度の上昇は小さいが，せん

まとめ

断応力による硬度の上昇が大きく，せん断応力によ

本研究では，硬さ傾斜を有する医療用傾斜機能材

る硬度の上昇，および結晶化による硬度の上昇を足

料を製造することを目的とし，PLLA を用いて傾斜

したときに押出速度 20mm/min の試料に比べて

機能材料を作製した．金型および PLLA を加熱し，

30mm/min の試料の硬度が高くなったと考えられる．

温間押出加工を行うことにより硬度傾斜を有する
試料を作製することができた．硬度の傾斜は，力学

Vickers Hardness / Hv

30

的条件を変えることにより制御できることがわか

25

った．生分解性について，試料の分解速度は完全に
20

分解するまでの期間は 60 日間であった．

15
10
10mm/min
20mm/min
30mm/min

5
0
-1.5

5.
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歩行訓練用荷重計測杖の試作
青木 朗１，宮脇利幸１，牛山喜久１，塩澤正雄 2
中村正幸 2，武久泰夫 2，藤沢政幸 3，窪田茂男 4
下平智弘 5，中村邦久 6，丸野尚彦 7，塩原

代8

信州大学医学部保健学科，2 長野県情報技術試験場，3 日置電気（株）
，4GAC（株）
，

１

5

タカノ（株）
，6（株）千代田製作所，7 長野計器（株）
，8 鍋林（株）

A trial manufacture of the load measurement cane for gait training
1.

a

はじめに

b

左足

人にとって２足歩行は重要な移動手段のひとつ

a

右足

a．患側・杖

であり，日常生活を営む上で欠かせない活動であ
図２

る．また，日頃から一定の歩行量を維持すること

b．健側

２点動作歩行

は，身体の健康維持にとって有効であることも広

を組み込み，杖にかかる荷重を検出した．また，

く知られている．つまり，疾病や加齢による運動

検出された荷重信号はフレーム部に装着した回路

機能の低下により歩行が困難となった場合，筋力

にて増幅（40dB）し，AD 変換（8bit）した後，特

などの改善とともに杖や装具などを使用して，歩

定小電力テレターミナル（425MHz）にて送信され，

行を可能にすることは，機能レベル，生活レベル

デジタル入出力ボード（32bit）にて遠隔受信して，

の両面から質的向上をはかるためにもきわめて重

パーソナルコンピュータの解析ソフトにて測定し

要である．

た．

以上から，我々は圧センサーによって杖への加

2.2.

重を無線でモニターリングでき，臨床的な杖歩行

対象と方法

被検者の右下肢に長下肢装具を装着させ，膝関

訓練に使用可能な無線型荷重計測機能杖を試作し

節を屈曲 0

た．今回，簡易かつ使用場所や範囲の制限のきわ

側下肢）ことによって通常歩行が困難な状態を再

めて少ないこの杖システムを用いて，健常者の片

現させた．また，荷重計測機能杖は握り部が被検

側膝関節可動域を制限した場合の歩行解析を行い，

者の大腿骨大転子となる長さとし，左上肢で保持

本システムの臨床的有用性について検討を行った．

させた．屋内の平坦な場所における２点動作歩行

2.

方

（患側 と杖を同時 に前方に振 り出す歩行 パター

2.1.

無線型荷重計測機能杖システム（図 1）

法

，15

，30

に制限する（擬似的患

ン；図２）を 30 秒間実施させ，杖先端ゴムの接地
面積（10.2cm2 ）あたりの最大荷重，荷重時間，全

一般に市販されている T 字杖（アルミ製）のフ

荷重（荷重

レーム先端から約 7.5cm の部位に半導体歪ゲージ

時間）の平均値を算出した．

杖
伝送

握り
フレーム

AMP

デジタル入力ボード

パラレル出力
ADC

杖先ゴム

送信小電力

受信小電力

テレターミナル

テレターミナル

半導体歪ゲージ

図１

パーソナルコンピュータ

無線型荷重計測機能杖システム

27

日本エム・イー学会甲信越支部長野地区シンポジウム

3.

結

果

示した．これは膝屈曲固定（30

）により右下肢

（患側）の立脚期に踵接地が困難であり，通常と

本システムにて計測した 19 歳女性（体重 50kg）
の 30 秒間歩行時の杖荷重波形の一例を図 3 に示す．

同様な体重の支持できないため，杖への荷重が他

最大荷重の平均は，右膝関節屈曲 30

の条件に比べて大きくなったと考えられる．荷重

6.5kgf を示し，次いで 0

で最大の

時間では，右膝関節屈曲 0

の 4.6kgf， 15 の 4.0kgf

が最大となった．膝

の順であった．荷重時間では，右膝関節屈曲 0

が伸展固定されている場合，体幹側屈，右骨盤挙

で 0.42 秒と最大を示し，30 の 0.39 秒，15 の 0.28

上によって，スイングを可能とすることが必要と

秒の順で短縮した．また，全荷重の平均を算出す

なる．つまり左側への大きな体重移動が必要であ

ると，右膝関節屈曲 0

るため，この左下肢遊脚期の左上肢による支持，

では 14.9kgf・sec， 15

では 5.69kgf・sec， 30 では 13.49kgf・sec であっ

杖への荷重が増すことを示している．また，最大

た．

荷重，荷重時間，全荷重のいずれにおいても右膝

4.

関節屈曲 15

まとめ

荷重（kgf）

最大荷重では右膝関節屈曲 30

位であれば通常歩行と同様な体重支持（立脚期）

固定で最大値を

が可能となり，左側への大きな体重移動がなくて

15

もスイング（遊脚期）が可能であることを示して

12

いる．つまり今回の膝屈曲固定条件のもとで最も

9

歩行が容易であったことが分かる．

6

以上から，荷重計測機能杖システムによって的

3

確に被検者の歩行レベルを評価できることが確認
された．また，荷重計測機能杖は従来の T 字杖と

0
0

10

20

30

形状や重量などでほとんど変わらないため，臨床

時間（sec）

A．膝屈曲角度 0

荷重（kgf）

固定が最小となったのは，軽度屈曲

場面への導入も容易であり，使用者の負担も少な

15

い点で優れている．今回の計測は屋内での実施で

12

あったが，送受信間距離が 25m 程度となっても計

9

測が正確であり，ドアや壁といった遮蔽物も測定

6

障害とはならなかった．本システムはさまざまな

3

生活場面や広範囲に渡る臨床計測が可能であり，
杖の適用判断や下肢装具の選択などを検討する際

0
0

10

20

30

にも有用な情報を提供できるものと思われる．

時間（sec）

荷重（kgf）

B．膝屈曲角度 15
15

本研究はライフサイエンス研究会・看護介護分

12

科会が，（財）長野県テクノ財団の「地域研究開

9

発促進拠点支援事業」の研究助成により行ったも

6

のである．

3
0
0

10

20

5.

30

時間（sec）

参考文献
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図３

膝屈曲角度と 30 秒間歩行
時の杖荷重記録の一例
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上肢運動中の高周波加速度成分の応用
瀧澤正樹*，米沢義道*，伊東一典*, 橋本正巳*、青木明**, 田丸冬彦***,
*信州大学工学部情報工学科，**信州大学医学部保健学科， ***長野県身体障害者リハビリテーションセンター,

The higher frequency acceleration component in the movement of an upper limb
The higher frequency acceleration component in the movement of an upper limb
Masaki TAKIZAWA *,

Yoshimichi YONEZAWA *, Kazunori ITOH* , Masami HASIMOTO*
Akira AOKI** and Huyuhiko TAMARU***

*Department of Information Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University **School of Health
Sciences,Shinshu University **,Nagano Pref. Rehabilitation Center for the Disabled***

4

はじめに

加速度 (m/s2)

1.

同様の機能を持ちながら得意，不得意が左右手で
表れることは知られている．加速度解析から運動機
能の新しい評価法を検討中、基本運動成分の他に比
較的高周波の加速度成分とその左右差の存在を見

右手

2
0
-2

0

1

-4

者の比較を行ったので報告する

加速度成分(db)

法

ＩＣタイプ加速度センサー（ＡＤＸＬ２０２：ア
ナログデバイセス）を内蔵した小型ボックスを被験
者の運動部位に取り付け部位を運動させ、運動方向
の加速度を計測する。データはＰＣに取り込み、加
速度信号を基本に演算処理を行った。

3.

結

3

図 1 運動中の加速度

え、利き腕、非利き腕、運動機能的健常者と非健常

方

2
時間(sec)]

出した。これを運動の滑らかさの評価指標として捉

2.

左手

果

0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

左手

1

右手

周波数[Hz]
10

100

図 1 に右利き被験者の上肢屈曲運動における手
図 2 加速度の FFT スペクトル

首部の加速度波形を一往復示した。波形の中央部は
折り返し時点である。左右手の極性の違いは運動の
起動方向が異なるためである。波形は双方ともに基

上記スペクトルから得られる加速度信号の周波

本的な往復運動にともなう加速度成分の他に高周

数帯を 10Ｈｚ以下と 10Ｈｚ以上 40Ｈｚまでに分け

波数成分が含まれていることがわかる。

てその実効値を左右について比較してみた。図 3 は

図 2 は両者の波形のＦＦＴスペクトルである。こ

10Ｈｚ以下即ちほぼ左右運動の基本運動成分の加

れより左腕の運動は右に比べてより多くの高周波

速度実効値（1.8 秒平均）についての左右の結果で

数成分が含まれていることがわかる。この傾向は左

ある。被験者は a~d が右利き、e f が左利きである。

右利き者数十人についての計測でも同様の周波数

この情報では運動速度がそのまま加速度レベルに

帯に見られた。

影響する可能性もあり左右差の解析は難しい。
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5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

次にリハビリテーション中の片麻痺患者につい

右手

てその左右差を測定した。表１は被験者６名のステ

左手

ータス等である。
a
被験者
麻痺側

b

c

d

e

f

右
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図 3 運動中の加速度の実効値
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図 5 の結果と比較すると健常者の平均が 2.1db に

0.2

対して上肢麻痺が発生している被験者は約 5.2db と

0
a

b

c

d

e

被 験者

f

高い値が得られ、麻痺が発生した上肢の運動は健常
者の運動よりスムーズさに欠けることを示してい

図 4 運動中の高周波加速度の実効値

る。

この結果より、（高周波要素/基本要素）を（非利

まとめ

4.

き腕/利き腕）比を複数被験者で求めたところ、図 3
のようになる。これでは、被験者個々について非利

従来実際の動作姿態や問診で識別した利き腕が

き手についての値が利き手に比べて加速度成分が

運動の加速度成分測定でで行えた。健常者と上肢麻

大きく現れており、このことは、非利き手の運動が

痺の被験者を比較することにより麻痺によるぎこ

利き手の運動よりスムーズさに欠ける事を示して

ちなさの増加を確認できた。これより作業者の適正

いる。この傾向は他の数十人についても同様であり

配置、リハビリでの回復過程の評価等の可能性を見

その平均値は(非利き手／利き手)は 2.1dB であった。

出した。

この成分は基本運動の加速度の 10〜20％の振幅で

5.

且つ 10Ｈｚ付近に中心を持つために運動中眼では
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陸棲軟体動物の腹足推進機構を規範とした移動用福祉機器の開発
○藤原
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綾潜（信州大院）
伸（長野県工試）
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Developement of Assistive Mobility Equipment
Modeled on Pedal Crawling Locomotion of Terrestrial Gastropod.
Ryousen FUJIHARA*1, Hirohisa MORIKAWA, Yuya HUKAYA,
Hiroshi SAKAI and Syunichi KOBAYASHI
*1Scool of System Development Engineering, Shinshu University,
3-15-1 Tokida, Ueda-shi, Nagano, 386-8567 Japan
1

って尾部から頭部へ伝播する暗い帯状の模様が発生する.

はじめに

寝たきりの高齢者や身体障害者の中には, 自力で起き

腹足表面の収縮状態を考慮し, 三角波を基本とした腹

上がることができず, すぐ近くにあるものを取ることな

足波部の腹足断面形状モデルを図 2 に示す. 腹足表面が筋

どちょっとした動作をおこなうにも介護を必要とする寝

収縮により持ち上がり, かつ, 前方に移動する部分を

たきりの者もおり, 本人も介護者も大きな負担を感じて

Active phase , 腹足表面が基盤に接し, 移動しない部分を

いる. こうした, 自力で自身の体を移動させることが困難

Static phase とした. 推進時には Active phase と Static

な人が自立した生活を送ることを支援するために, 寝た

phase の 2 つの状態が交互に腹足表面を通過する. Active

きりの人が介護者の介護無しで移動することが可能な室

phase において腹足表面は持ち上げられると同時に推進

内移動用福祉機器の開発が望まれる.

方向に収縮する. 腹足による推進は Active phase における

著者らは, カタツムリなどの軟体動物腹足類がおこな
う腹足による推進方法を規範とした移動方法 (1) で動作す
る移動エアーマットを考案した. この移動エアーマット
は普段は就寝用マットとして使用でき, エアーの供給排
気によるエアチューブの膨張収縮運動のみによって移動
できるため, 寝たきりの人は自力で, また他の機器に乗り
換えることなく, 簡単な操作で安全に屋内を移動するこ
とができる.
本報では, この移動エアーマットの試作機を作製し, ま
た動作試験をおこなったので報告する.
2

Fig.2 Snail's sole model.(1)

カタツムリの移動方法

腹足による推進方法について, カタツムリを例に図１
を用いて説明する. 推進時のカタツムリの体の下面全体
（腹足）には, 腹足表面に形成される波形（腹足波）に伴

Fig.3 Model illustrating pedal locomotion mechanism
Fig . 1

Sole wave and dark band on sole of snail.

using balloon units.
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腹足表面の持ち上げ, 推進方向収縮動作を, 腹足後端から

5

腹足波が後端のエアチューブから先端のエアチューブ

進行方向に伝播させていくことによっておこなわれてい
るといえる.

(1)

3

腹足推進移動マットの特性試験

まで伝播される動作を１サイクルとし, 5 サイクルの予備
動作後, 10 サイクル動作させ, 先端のエアチューブの移動

移動エアマットの動作原理

図 3 に, 移動エアマットの一例として, 収縮膨張運動を

距離を記録した. 結果, 図 5 に示すとおり腹足波の伝播速

おこなう 3 つのバルーン（１〜３）を推進方向に連結した

度 u が 3 mm/s 付近までは伝播速度 u の増加により推進速

モデルを示す. バルーンは収縮することで垂直方向の収

度 v は増加したが, 伝播速度 u が 3 mm/s 付近を超えてか

縮（腹足表面持ち上げ動作）と推進方向収縮を同時に行う.

らは伝播速度 u の増加に伴い推進速度 v は減少した. この

本モデルは後端のバルーンから先端のバルーンへ順に収

原因としては, 腹足波伝播速度 u と 10 サイクル動作後の

縮運動をおこない腹足波を伝播させ移動する. 図 3 を用い

前進距離 d の関係を示した図 6 に示すように, 伝播速度 u

て, 移動エアーマットの移動原理を説明すると, (a)初期状

が増加するにつれてエアチューブの収縮膨張の応答性が

態ではすべてのユニットが接地している. (b)後端バルー

悪くなり, エアーチューブの推進方向収縮量が減少し, 前

ン 3 が収縮し基盤より持ち上げられ, 腹足波を形成する.

進距離 d が急速に減少するためであると考えられる.

(c) バルーン 2 が収縮し腹足波を形成するとともにバルー

6 おわりに

ン 3 は伸張して接地する. (d)先端のバルーン 1 が収縮して

寝たきりの人が自力で, 乗り換えることなく室内の移

腹足波を形成するとともにバルーン 2 は伸張して接地す

動が可能な移動エアマットの製作を目指し, 試作機を試

る. (e) バルーン 1 が伸張して接地し, モデル全体は初期

作し動作試験を行った. 結果, 移動エアマットがエアーの

位置と比較し前進する.

供給排気による腹足運動をおこなうことにより前進する
エアマット

ことが確認できた. また腹足波の伝播速度を速くするこ

図 4 に試作した移動エアマットの全体図を示す. 移動

とで移動エアマットの移動速度は速くなるが, 応答の遅

4

エアマットは 8 本の同形の細長いエアチューブが推進方

れが発生するため移動速度には限界があった.

向に連結された形状をしている. それぞれのエアチュー
ブには幅 40mm のゴムベルトが 9 本巻きつけられており,

参考文献

このゴムベルトは隣のエアチューブのゴムベルトとスナ

る研究，
日本機械学会論文集, (C 編),67 巻 658, 1934-1940, (2000)．

1) 藤原他 2 名，陸棲軟体動物の腹足移動機構に関す

ップボタンによって取り外し可能な状態で接続されてい
る. 各エアーチューブはそれぞれ送気管と排気管の 2 本の
管が取り付けられている. 各送気管と排気管に対してそ
れぞれ一つの電磁弁が取り付けられており, この電磁弁
は制御用コンピュータからの信号で動作し, コンプレッ
サーからのエアーの送気と遮断および排気口からの排気
と遮断の切り替えを行った. 制御にはコントローラとし
てパソコン(CPU: AMD K6-2 500MHz)を採用し, インター
フェースボード(Interface PCI-2726C)を用いた.
素材として, エアチューブは帝国臓器製薬製の床ずれ
防止用エアマット RB エアーマット・エースのエアチュー
ブを 1 本ずつ切り離して使用した. エアチューブは PP 製

Fig.5 Relationship between wave propagation velocity

で気密性を持ち, 長手方向の長さは 828mm である.

and locomotion velocity of air mattress.

Fig.4 Pedal locomotory air mattress

Fig.6 Relationship between wave propagation velocity and
distance of movement of air mattress.
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