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(57)【要約】
【課題】回転中心周りに回転する部位の角度変化の測定
にはロータリーエンコーダ等が適用可能であるが、身体
の関節部のように、回転中心が不明な場合や、回転に伴
って回転中心が移動する部位の角度変化を測定すること
とは困難であった。
【解決手段】柔軟な弾性体１０の両面を圧電フイルム１
Ａ、１Ｂで挟んだ歪検出素子２００を、柔軟な材質の張
力伝達部材３０の一方の端部付近の中立軸に配設し、該
張力伝達部材３０と歪検出素子２００の一部を重ねて拘
束して歪検出素子２００の曲げ変形を拘束する部分を形
成する。張力伝達部材３０の他の端部には該部材に張力
を与える手段を取り付けて構成し、張力伝達部材３０に
外力が加わって生じた曲がり角度を歪検出センサー２０
０の電気出力として検出することを特徴とする。
【選択図】図１



(2) JP 2008-76122 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柔軟な弾性薄板１０とその両面に配設された一対の圧電フィルム１Ａ、１Ｂからなる歪
み検出素子２００と、柔軟な張力伝達部材であって、一方の端部付近の曲げの中立軸位置
に前記歪み検出素子２００を配設した柔軟な張力伝達部材３０と、前記柔軟な張力伝達部
材３０の端部の所定長さに渡って設けられ、前記歪み検出素子２００の一部分の長さの曲
げ変形を拘束する変形拘束部材４０と、前記柔軟な張力伝達部材３０の先端部に取り付け
た張力負荷部材６０とから構成したことを特徴とする角度及び変位センサ（図１参照）。
【請求項２】
　柔軟な弾性薄板１１とその両面に配設された一対の圧電フィルム２Ａ及び２Ｂからなる
歪み検出素子２０１と、柔軟な弾性薄板１２とその両面に配設された一対の圧電フィルム
３Ａ及び３Ｂからなるもう一つの歪み検出素子２０２と、柔軟な張力伝達部材であって両
方の端部付近の曲げの中立軸位置に前記歪み検出素子２０１及び２０２をそれぞれ配設し
た柔軟な張力伝達部材３１と、前記柔軟な張力伝達部材３１の両端の所定長さに渡って設
けられ前記歪み検出素子２０１及び２０２の一部分の長さの曲げ変形をそれぞれ拘束する
変形拘束部材４１及び４２とから構成したことを特徴とする角度及び変位センサ(図２参
照）。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載した変形拘束部材（４０あるいは４１及び４２）を角度又は変位
を計測する対象物に回転不可に固定し、前記柔軟な張力伝達部材（３０又は３１）に張力
を負荷した状態で使用したことを特徴とする請求項１又は２に記載の角度及び変位センサ
（図７及び図８参照）。
【請求項４】
　請求項１ないし３に記載した歪検出素子（２００あるいは２０１及び２０２）を構成す
る一対の圧電フィルムの変形により一方の圧電フイルムから出力される信号Ｖ１と他方の
圧電フイルムから出力される信号Ｖ２の差分（Ｖ１－Ｖ２）により、それぞれ、変形拘束
部材（４０あるいは４１及び４２）と張設された柔軟な張力伝達部材（３０又は３１）の
なす角度変化θに応じた信号の検出をおこなうことを特徴とする請求項１ないし３のいず
れかに記載の角度及び変位センサ。
【請求項５】
　請求項１ないし４に記載の歪検出素子を構成する柔軟な弾性薄板（１０あるいは１１及
び１２）が厚さ０．１ｍｍ～０．５ｍｍであることを特徴とする請求項１ないし４のいず
れかに記載の角度及び変位センサ。
【請求項６】
　請求項１ないし５に記載した柔軟な弾性薄板（１０あるいは１１及び１２）の弾性率Ｅ
１が、０．２Ｍｐａ＜Ｅ１＜２０Ｍｐａであることを特徴とする請求項１ないし５のいず
れかに記載の角度及び変位センサ。
【請求項７】
　請求項１ないし６に記載した柔軟な張力伝達部材（３０又は３１）の弾性率Ｅ２が０．
２Ｍｐａ＜Ｅ２＜２０Ｍｐａであることを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載
の角度及び変位センサ。
【請求項８】
　請求項１ないし７に記載した歪み検出素子（２００あるいは２０１及び２０２）を配設
した部分の角度センサの横断面において、柔軟な張力伝達部材（３０又は３１）の曲げ剛
性（Ｅ２×Ｉ２）が、前記歪み検出素子の曲げ剛性（Ｅ０×Ｉ０＋Ｅ１×Ｉ１）、(但し
Ｅ０、Ｅ１、Ｅ２はそれぞれ、圧電フィルム、柔軟な弾性薄板、柔軟な張力伝達部材の弾
性率、Ｉ０、Ｉ１、Ｉ２はそれぞれ、一対の圧電フィルム、柔軟な弾性薄板、柔軟な張力
伝達部材の断面二次モーメント）よりも小さいことを特徴とする請求項1ないし７のいず
れかに記載の角度及び変位センサ。
【請求項９】
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　請求項１ないし８に記載の歪み検出素子（２００あるいは２０１及び２０２）を配設し
た部分において、変形拘束部材（４０あるいは４１及び４２）で変形を拘束されていない
部分の歪み検出素子（２００あるいは２０１及び２０２）の長さが、前記歪み検出素子の
厚さと柔軟な張力伝達部材（３０又は３１）の厚さを加えた全体厚さの５倍よりも長いこ
とを特徴とする請求項1ないし８のいずれかに記載の角度及び変位センサ。
【請求項１０】
　請求項1ないし９のいずれかに記載の角度及び変位センサを、回転関節を介して連結さ
れた２つまたは３つの剛性部材に、請求項1ないし９のいずれかに記載の張力伝達部材に
張力を負荷した状態で取り付けてなる角度及び変位センサであって、前記回転関節の中心
に請求項1ないし９のいずれかに記載の歪み検出素子の曲げの中立軸が一致し、かつ、前
記回転関節の中心に歪み検出素子が曲げ変形する部分の請求項1ないし９のいずれかに記
載の変形拘束部材の端部が一致するように構成したことを特徴とする角度及び変位センサ
。
【請求項１１】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の角度及び変位センサを、連結部材を介して少なく
とも２つ連結してなる角度及び変位センサ。
【請求項１２】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の角度及び変位センサにおいて、請求項４に記載の
一対の圧電フィルムの出力信号Ｖ１及びＶ２の和（Ｖ１＋Ｖ２）から、角度及び変位セン
サの長さ変化δに応じた信号を検出し、角度センサを張設したときの張設軸方向（Ｘ軸方
向）および張設軸に直角方向（Ｙ軸方向）からの変位を、δｙ＝（Ｌ１＋δ）×ｓｉｎθ
、δｘ＝（Ｌ１＋δ）×ｃｏｓθ－Ｌ１(但しＬ１は張設時の角度及び変位センサの有効
長さ）で求めたことを特徴とする角度及び変位センサ。
【請求項１３】
　請求項１ないし９に記載の変形拘束材（４０あるいは４１及び４２）の部分であって柔
軟な張力伝達部材（３０又は３１）の端部から所定長さの部分を挟み込む開口部分の端部
（４８）を滑らかな形状に成形したことを特徴とする請求項１ないし９に記載の角度及び
変位センサ（図１８参照）

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、線分が移動したときの、移動前の線分と移動後の線分の角度変化と、相対的
変位を測定する変位センサに関する。とくに、構造部材の変形、ロボットや身体部位の関
節部の角度変化や変形、２つの対象物の移動に伴う相対的位置の変化を測定する技術分野
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、角度変化を測定するセンサにはロータリーエンコーダやポテンショメータがある
。また長さ変化を測定するセンサには、レーザ変位計、作動トランス型変位計、静電容量
型変位計、歪みゲージ式変位計などがある。また、本発明者らはゴムのような柔軟な弾性
部材の伸び、あるいは伸びた状態からの収縮量を測定するセンサを特許文献１で提案して
いる。しかしながら、ロータリーエンコーダやポテンショメータは回転中心周りに回転す
る部位の角度変化を測定するもので、対象物が変形したときの対象物の所定の２つの点を
結ぶ線分の角度変化を測定することは困難であった。また、身体の関節部のように、回転
中心が不明な場合や、回転に伴って回転中心が移動する部位の角度変化を測定することと
は困難であった。
【０００３】
　特許文献２は、圧電性セラミックを混入した柔軟な樹脂圧電素子を使用した角度センサ
ーを使用して、回転中心が不明な場合や、回転に伴って回転中心が移動する部位、例えば
屈伸運動をする部位の角度計測を行なう方法を提案している。しかし、屈伸運動を行なう
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部材上の特定の点の位置を計測するには回転角度の計測に加えて屈伸運動の支点と前記点
の間の距離を知る必要があり、屈伸運動前後で該距離が変化する場合は回転角度の計測の
みでは前記点の位置決定は困難である。従って、対象物の所定の２つの点を結ぶ線分が回
転すると同時に長さ変化を生じる場合には、角度変化を検出するセンサと長さ変化を検出
するセンサを２つ併用する必要があった。
【特許文献１】特願２００５－１７０３７８
【特許文献２】特開平６－１７４４０７号広報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、対象物が変形するときの対象物の所定の２つの点を結ぶ線分の角度変化を検
出できる角度センサ及び、対象物の所定の２つの点を結ぶ線分が回転すると同時に長さ変
化を生じる場合に、角度変化と長さ変化を一体化したセンサ部で検出して、２つの点を結
ぶ線分の相対的変位を測定できる変位センサを提供することが課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明の角度及び変位センサは、図１に示すように柔軟な弾
性薄板１０とその両面に配設された一対の圧電フィルム１Ａ、１Ｂからなる歪み検出素子
２００を、柔軟な張力伝達部材３０の一方の端部の曲げの中立軸位置に配設し、該柔軟な
張力伝達部材３０の所定長さに亘って設けられた変形拘束部材４０により、前記歪検出素
子２００の一部の長さの曲げ変形を拘束するよう配置し、前記柔軟な張力伝達部材３０の
他方の先端部には張力負荷部材６０を取り付けて構成したことを特徴とする。ここで歪検
出素子２００としては、柔軟な弾性薄板１０を圧電フイルム１Ａ，１Ｂでサンドイッチ状
に挟んで構成されるもの又はそれに類似する構成が適用できる。歪検出素子２００を柔軟
な張力伝達部材３０の曲げの中立軸位置に配設するとは、例えば柔軟な張力伝達部材３０
の一方の端から前記中立軸に沿って、同張力伝達部材３０の幅方向に平行な溝を設け、該
溝に歪検出素子を挟むことあるいは類似の方法を言う。変形拘束部材４０は、典型的には
断面形状がコ字形のクリップ状の部材、又は剛性のある２枚の板材であって相互の間隔を
調整する手段を付したもの等により、コ字形の部分又は前記２枚の剛性のある板材の間に
歪検出素子２００を配設した柔軟な張力伝達部材を置き、外面から強く挟む機構又は類似
の機構を有する部材である（請求項１）。
【０００６】
　上記課題を解決するための本発明の角度及び変位センサの他の構成は、図２に示すよう
に柔軟な弾性薄板１１とその両面に配設された一対の圧電フィルム２Ａ、２Ｂからなる歪
み検出素子２０１を、柔軟な張力伝達部材３１の一方の端部の曲げの中立軸位置に配設し
、該柔軟な張力伝達部３０の材所定長さに亘って設けられた変形拘束部材４１により、前
記歪検出素子２０１の一部の長さの曲げ変形を拘束するよう配置し、柔軟な弾性薄板１２
とその両面に配設された一対の圧電フィルム３Ａ、３Ｂからなる歪み検出素子２０２を、
前記の柔軟な張力伝達部材３１の他方の端部の曲げの中立軸位置に配設し、該柔軟な張力
伝達部３１の該他方の端部の材所定長さに亘って設けられた変形拘束部材４２により、前
記歪検出素子２０２の一部の長さの曲げ変形を拘束するよう配置して構成したことを特徴
とする。ここで歪検出素子２０１及び２０２は上記０００５において記述した歪検出素子
２００と同様の構成であり、また、柔軟な張力伝達部材３１は前記０００５において記載
した同張力伝達部材３０と同様な構成であり、変形拘束部材４１、４２も同様に０００５
に記載した変形拘束部材４０と同様の構成である（請求項２）。
【０００７】
　本発明の角度及び変位センサは、前記変形拘束部材４０あるいは４１及び４２を対象物
に回転不可に固定し、前記柔軟な張力伝達部材３０又は３１に張力を負荷した状態で使用
したことを特徴とする（請求項３）。
【０００８】
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　本発明の角度及び変位センサは、前記歪検出素子２００の曲げ変形により、同素子を構
成する圧電フィルム１Ａの裏表面間に生じた電荷に対応する出力信号をＶ１，同じく１Ｂ
に生ずる同様の出力信号をＶ２とし、式（Ｖ１－Ｖ２）の値を変形拘束部材４０と張力伝
達部材３０のなす角度変化θに応じた信号として出力することを特徴とする。図２の場合
には歪検出素子２０１又は同２０２を構成する圧電フィルムの表裏に生じた電荷に対応す
る出力信号をＶ１，Ｖ２として、式（Ｖ１－Ｖ２）の値を変形拘束部材４１と張力伝達部
材３１のなす、又は変形拘束部材４２と張力伝達部材３１のなす角度θに応じた信号とす
る（請求項４）。
【０００９】
　本発明の角度及び変位センサの角度検出原理について図３を用いて説明する。ゴム帯板
のように、引っ張り剛性に対して曲げ剛性の小さい柔軟な弾性部材の一方の端を、図３（
ａ）のように回転不可に固定して垂直に垂らした状態で、下端部を水平方向に押すと、柔
軟な弾性部材は面外に柔軟に変形するので、緩やかなカーブを描いて湾曲する。柔軟な弾
性部材には張力が作用していないため、押す速度が速い場合には湾曲部に曲げ振動が生じ
たり、また、先端部を指で摘んで押す場合には摘み方によって湾曲形状が大きく変化する
。また、先端部に大きな角度変化を生じさせるには、柔軟な弾性部材の長さを長くする必
要がある。
【００１０】
　ところが、前記柔軟な弾性部材に垂直方向に張力を加えて引き延ばした状態で、水平方
向に押すと、図３（ｂ）のように固定部付近のみが小さな曲率半径で湾曲し、固定部から
少し離れた位置から下方の柔軟な弾性部材は張力によって曲がりにくくなっているので直
線的に伸びる形状に変形する。固定部分の曲率半径は張力が大きいほど小さくなる。この
ときの柔軟な弾性部材には張力が作用しているので、押す速度が速くても曲げ振動が生じ
にくく、また、先端部の摘み方によっても固定部付近の角度変化はほとんど変化しない。
また、柔軟な弾性部材の長さが短くても角度変化が同じであれば、固定部付近の曲げ変形
状態はほとんど影響を受けない。
【００１１】
　本発明の角度及び変位センサは、柔軟な弾性部材に張力を負荷した状態で角度変化を生
じさせることにより、センサに局部的な曲げ変形を集中して生じさせ、局部的に曲げ変形
した部分に圧電フィルムを配設して曲げ歪みを検出することにより、小さな寸法のセンサ
で角度変化を精度良く測定でき、角度変化による振動が生じにくく、かつ、張力の負荷方
法に影響を受けにくい角度及び変位センサを構成するものである。
【００１２】
　本発明の角度及び変位センサの歪み検出素子２００、２０１、および２０２について説
明する。歪み検出素子を構成する柔軟な弾性薄板１０、１１および１２は厚さ０．１ｍｍ
～０．５ｍｍとする。また、柔軟な弾性薄板１０、１１および１２には、弾性率が０．２
Ｍｐａ～２０Ｍｐａの柔軟な弾性素材を使用する。たとえば、前記柔軟な弾性薄板として
、硬度３０～８０の天然ゴム、合成ゴム、あるいは各種ゴム素材を組み合わせてなる素材
を使用する（請求項５、請求項６）。
【００１３】
　歪み検出素子の圧電フィルム１Ａ、１Ｂ、２Ａ、２Ｂ、３Ａおよび３Ｂには、両面全体
に電極を設けた０．０２ｍｍ～０．１ｍｍの厚さのものを使用する。圧電フィルムの両面
の電極にはそれぞれ電気配線を接続する。また、前記電気配線には積分回路(又はチャー
ジアンプ）または圧電フィルム裏表に生じる電荷を計測する手段を接続し、積分回路を介
して得られる出力信号を圧電フィルムの出力信号として測定する。
【００１４】
　前記柔軟な弾性部材１０、１１および１２の厚さを０．１ｍｍ～０．５ｍｍにする理由
について説明する。前記柔軟な弾性部材の厚さが０．５ｍｍよりも厚いと、一対の圧電フ
ィルムの間隔が大きくなって、曲げ変形によって圧電フィルムには大きな曲げ歪みが生じ
る。このため、歪み検出素子は曲がりにくくなり、無理に曲げると圧縮側の圧電フィルム
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に座屈が生じる。また、前記柔軟な弾性部材の厚さを０．１ｍｍよりも薄くすると、容易
に曲げ変形するようになるが、圧電フィルムの出力信号が小さくなって、角度変化を精度
良く測定することができない。
【００１５】
　前記柔軟な弾性薄板１０、１１および１２に弾性率が、０．２Ｍｐａ～２０Ｍｐａの柔
軟な弾性素材を使用する理由について説明する。柔軟な弾性薄板として金属薄板や硬い樹
脂薄板を使用すると、歪み検出素子２００、２０１または２０２の曲げの剛性が大きくな
って、局部的な曲げ変形が生じにくくなる。また、張力伝達部材３０あるいは３１から歪
み検出素子２００、２０１又は２０２の先端部に移る境界部分でも別の角度変化を生じて
、柔軟な張力伝達部材の複数箇所で角度変化を生じるようになるので、角度変化を精度良
く測定することができない。曲げ変形を変形拘束部材４０、４１又は４２と張力伝達部材
３０又は３１との境界部の一箇所に集中して生じさせ、かつ、曲率半径を小さく曲げるた
めには、上記弾性率の範囲の柔軟な弾性薄板を使用するのが好適である。
【００１６】
　柔軟な張力伝達部材３０および３１には、弾性率が０．２Ｍｐａ～２０Ｍｐａの柔軟な
弾性部材を用いる。たとえば、柔軟な張力伝達部材３０又は３１には硬度３０～８０の天
然ゴム、合成ゴム、あるいは各種ゴム素材を組み合わせてなる柔軟な弾性部材を使用する
。柔軟な張力伝達部材３０又は３１と前記歪み検出素子の柔軟な弾性薄板１０、１１又は
１２には同じ素材を用いても良い。あるいは、柔軟な張力伝達部材３０又は３１に弾性特
性のある伸縮布帛などを用いることもできる(請求項７）。
【００１７】
　前記柔軟な張力伝達部材３０および３１に硬い弾性部材を用いない理由は、歪み検出素
子２００、２０１及び２０２を配設した部分で張力伝達部材は２層構造となるので、張力
伝達部材が硬いとこの部分が小さな曲率半径では曲がりにくくなり、無理に曲げると圧縮
側の張力伝達部材に座屈が生じるためである。すなわち、歪み検出素子を配設した部分の
センサの曲げ剛性を小さくして、局部的な曲げ変形を集中して生じさせるには柔軟な弾性
部材を用いるのが好適である。
【００１８】
　次に、本発明の角度及び変位センサの歪み検出素子２００、２０１及び２０２を配設し
た部分の横断面形状について説明する。上述したように、柔軟な張力伝達部材３０又は３
１に柔軟な弾性部材を用いた場合であっても、柔軟な張力伝達部材３０又は３１の横断面
積が大きいと、歪み検出素子２００、２０１又は２０２の局部的な曲げを阻害することに
なる。柔軟な張力伝達部材３０又は３１は、歪み検出素子２００、２０１又は２０２に張
力を伝達する役目と、歪み検出素子の曲げ変形を阻害することなく形状を保持する役目を
果たせれば、できるだけ曲げ剛性が小さいのが好適である。
【００１９】
　このため、前記歪み検出素子２００、２０１又は２０２を配設した部分の角度及び変位
センサの横断面において、柔軟な張力伝達部材の曲げ剛性（Ｅ２×Ｉ２）が、歪み検出素
子の曲げ剛性（Ｅ０×Ｉ０＋Ｅ１×Ｉ１）、(但しＥ０、Ｅ１、Ｅ２はそれぞれ圧電フィ
ルム、柔軟な弾性薄板、柔軟な張力伝達部材の弾性率、Ｉ０、Ｉ１、Ｉ２はそれぞれ、一
対の圧電フィルム、柔軟な弾性薄板、柔軟な張力伝達部材の断面ニ次モーメント）よりも
小さくなるように作製するのが良い（請求項８）。
【００２０】
　図４は本発明の角度及び変位センサに張力を負荷して使用するもう一つの理由を、請求
項１に記載の角度及び変位センサを例に説明する図である。図４（ａ）のように張力を負
荷しない状態で角度及び変位センサが曲げ変形すると、変形拘束部材４０付近の柔軟な張
力伝達部材３０と圧電フィルム１Ａは、引っ張り側では滑らかに伸びて曲げ変形するが、
圧縮側では圧縮歪みによって柔軟な張力伝達部材３０と圧電フィルム１Ｂに座屈が生じて
表面が凹凸状態になる。圧縮側表面の凹凸は曲げ角度がある程度以上に大きくなると生じ
、また、柔軟な張力伝達部材３０の厚さが厚くなるほど生じ易くなる。ところが、図４（
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ｂ）のように張力を負荷した状態で曲げ変形すると、柔軟な張力伝達部材３０と歪み検出
素子２００の横断面全体に一様な引っ張り歪みが加わるので、検出素子２００が大きく折
れ曲がった場合でも圧縮側表面に凹凸が生じることなく滑らかに変形するようになる。
【００２１】
　変形拘束部材４０、４１および４２について説明する。変形拘束部材は歪み検出素子の
一部分を曲げ変形しないように拘束した状態で対象物に角度及び変位センサを固定するも
のであるから、金属などの剛性のある素材で作製し、また、歪み検出素子２００、２０１
又は２０２の両面側を拘束できるものが良い。
【００２２】
　歪み検出素子２００、２０１および２０２の長さと、歪み検出素子端部の所定長さの部
分において曲げ変形を拘束する変形拘束部材の寸法関係について請求項１に記載の角度及
び変位センサを例に説明する。図１において、変形拘束部材４０で変形を拘束されていな
い部分の歪み検出素子２００の長さは、歪み検出素子２００と柔軟な張力伝達部材３０の
厚さを加えた全体厚さの５倍よりも長く作製する。また、歪み検出素子が変形拘束部材で
変形が拘束されている部分の長さは、同拘束されていない部分の長さと略同じ長さにする
（請求項９）。
【００２３】
　図５は本発明の角度及び変位センサの引っ張り側の圧電フィルム１Ａに作用する曲げ歪
みεＢ（ｘ）(但しｘは図５における圧電フィルムの左端からの距離）と、張力による引
っ張り歪みεＴ（ｘ）を模式的に示した図である。局部的に曲げ変形を生じた部分の歪み
検出素子２００の曲率半径は、図５（ａ）に示す圧電フィルム１Ａの曲げ歪み分布からわ
かるように、曲がり部分で一様ではなく、変形拘束部材４０との境界部で最大になり、柔
軟な張力伝達部材３０の先端部に移動するに従って減少する。したがって、歪み検出素子
２００の拘束されていない部分の全体の長さは、同曲げ変形している部分の長さより長い
ことが必要である。
【００２４】
　ところが、歪み検出素子２００における曲げ変形が完全に直線的変形に移り変わる位置
を判定することは困難であるし、また、張力の大きさによって曲げ変形部分の長さは変化
する。曲げ角度を精度良く測定するには、柔軟な張力伝達部材３０が直線状になる部分ま
で歪み検出素子２００が伸びている必要があるため、変形拘束部材４０で変形を拘束され
ていない部分の歪み検出素子２００の長さは、歪み検出素子２００と柔軟な張力伝達部材
３０の厚さを加えた全体厚さの５倍よりも長く作製するのが良い。
【００２５】
　また、変形拘束部材４０で変形を拘束された部分の柔軟な張力伝達部材３０は、表面で
は変形を拘束されているが、内部の歪み検出素子２００の圧電フィルム１Ａ、１Ｂには曲
げ歪みが生じるので、変形拘束部材４０で変形を拘束された部分の歪み検出素子２００の
長さも、変形拘束部材４０で変形を拘束されていない部分の歪み検出素子２００の長さと
同程度の長さとするのがよい。
【００２６】
　請求項１の角度及び変位センサを例に、一対の圧電フィルム１Ａ、１Ｂの出力信号と角
度変化θ及び伸び変化δの関係について説明する。歪み検出素子２００には張力と曲げが
作用するので、圧電フィルム１Ａ、１Ｂには曲げ歪みεＢ(ｘ)と引っ張り歪みεＴ(ｘ)が
生じ、上面が凸に湾曲した場合には、上面側の圧電フィルム１Ａの歪みはε(ｘ)＝εＢ(
ｘ)＋εＴ(ｘ)、下面側の圧電フィルム１Ｂの歪みはε(ｘ)＝－εＢ(ｘ)＋εＴ(ｘ)にな
る。
【００２７】
　圧電フィルムの出力信号は歪みの総和に比例するので、一定幅で長さＬの圧電フィルム
の場合、圧電フィルム１Ａの裏表面の電位差Ｖ１（又は前記の積分回路の出力電圧をＶ１
とすることもできる。Ｖ２も同様）と、圧電フィルム１Ｂの裏表面の電位差Ｖ２はそれぞ
れ数１のようになる。
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【００２８】
【数１】

【００２９】
但しｋは比例定数である。
【００３０】
　材料力学より、曲げ歪みεＢ(ｘ)と角度変化θの関係は数２で、また、引っ張り歪みε

Ｔ(ｘ)と伸びδの関係は数３で与えられる。
【００３１】

【数２】

【００３２】
【数３】

【００３３】
但しｈは張力伝達部材４０の曲げの中立軸から圧電フィルムの中心までの距離である。
これらの関係を用いて、数１のＶ１とＶ２の差分（Ｖ１－Ｖ２）及び和（Ｖ１＋Ｖ２）を
計算すると数４になる。
【００３４】

【数４】

【００３５】
すなわち、一対の圧電フィルムの出力信号の差分（Ｖ１－Ｖ２）が変形拘束部材４０と張
力伝達部材３０とのなす角度変化θに比例し、また、出力信号の和（Ｖ１＋Ｖ２）が張力
伝達部材３０の伸び変化δに比例することになる。
【００３６】
　また、数４において（Ｖ１－Ｖ２）は張力伝達部材３０の伸びδに無関係であり、（Ｖ
１＋Ｖ２）は角度変化θに無関係である。このことは、角度センサとしての使用中にセン
サが伸び変形をしても、（Ｖ１－Ｖ２）は伸びδの影響を受けないことを意味する。一方
、後述する本発明の角度及び変位センサーと同様の構成のセンサーで変位計測を行なう場
合には、張力伝達部材（３０又は３１）に角度変化が生じても、（Ｖ１＋Ｖ２）は角度変
化θの影響を考慮する必要がないことを意味する。
【００３７】
　本発明の請求項１に記載の角度及び変位センサに張力を負荷する張力負荷部材６０につ
いて説明する。張力負荷部材６０は、柔軟な張力伝達部材３０に張力を負荷した状態で対
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象物などに固定できるものであれば良い。たとえば金属製の張力負荷部材を張力伝達部材
に接着して取り付けるか、張力伝達部材にネジ穴をあけて締付けて取り付けることができ
る。張力負荷部材６０の対象物への固定方法は回転自在に固定するのが望ましいが、フッ
クを用いた掛止手段であっても、ボルトによる固定手段であっても良い。
【００３８】
　また、図６に示すように、バネ付の張力負荷部材６１のバネを引き延ばして対象物に固
定するようにしても良い。このようにすると、柔軟な張力伝達部材３０の長さが短くて張
力伝達部材の伸び（又は縮み）が少ない場合でも、必要な張力をバネの張力で補うことが
できる。
【００３９】
　次に、本発明の角度及び変位センサーを変位センサとして使用する場合について図１２
を用いて説明する。説明にあたり、まず、図５（ｂ）の歪み検出素子の圧電フィルム１Ａ
、１Ｂの引っ張り歪みの分布について説明する。角度センサに曲げ変形が生じた場合に、
圧電フィルム１Ａ、１Ｂには負荷した張力に応じて図５（ｂ）に示すような引っ張り歪み
εＴ(ｘ)が分布するが、その分布は引っ張り側の圧電フィルム１Ａと圧縮側の圧電フィル
ム１Ｂで同じである。従って、数４に示したように、一対の圧電フィルム１Ａ、１Ｂの出
力信号の和（Ｖ１＋Ｖ２）からセンサの伸びδに応じた信号を測定することができる。
【００４０】
　すなわち，上述の角度及び変位センサは、一対の圧電フィルムの出力信号の和（Ｖ１＋
Ｖ２）からセンサの長さ変化δに応じた信号を検出し、また、（Ｖ１―Ｖ２）から角度変
化θを検出することで変位センサとして用いることができる。この変位は，角度センサを
張設したときの張設軸方向をＸ軸に，張設軸に直角方向をＹ軸に取ると，図１２に示すよ
うに、δｙ＝（Ｌ１＋δ）×ｓｉｎθ、δｘ＝（Ｌ１＋δ）×ｃｏｓθ－Ｌ１(但しＬ１
は張設時の角度センサの長さ）で求めることができる（請求項１２）。
【００４１】
　以上説明したように，上記に記載した角度及び変位センサは、いずれも変位センサとし
ても使用することができる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明の角度及び変位センサによれば、簡単な構造で、角度変化を精度良く測定できる
小型の角度センサを提供することができる。また、角度変化と長さ変化を一体化したセン
サ部で検出することにより、対象物の所定の２点、又は２つの対象物の所定の点の間の相
対的変位を精度良く測定できる小型の変位センサを提供することができる。これにより、
構造部材の変形、ロボットや身体部位の関節部の角度変化や変形、２つの対象物の角度変
化や変位の測定を容易に実現することができる。また、複数の角度センサや変位センサを
連結したセンサは、複数の点、又は複数の対象物の所定の点を結ぶ複数の線分の角度変化
や変位の測定を容易に実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　
　（実施例１）
　図７は請求項１に記載のセンサを例に、角度変化を測定する方法の一実施例を説明する
図である。いま、破線で示す有効長さＬ０の角度センサの変形拘束部材４０を第１の対象
物に回転不可に固定し、柔軟な張力負荷部材３０に張力を負荷して引き延ばした状態で柔
軟な張力負荷部材３０を第２の対象物に固定する。このときのセンサの有効長さをＬ１と
する。第２の対象物は変形拘束部材４０の延長方向であっても良く、また、初期角度を持
って固定しても良い。
【００４４】
　次に、たとえば、第２の対象物が移動して、図のように角度センサに角度変化θが生じ
たとする。すると角度変化θは、数４よりθ＝（Ｖ１－Ｖ２）／２ｋｈで求めることがで
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きる。このとき、角度センサには図のような伸びδ（あるいは、伸びた状態から縮み）を
生じるが、上述したように（Ｖ１－Ｖ２）は伸びδによって影響を受けない。
【００４５】
　（実施例２）
　図８は請求項２に記載の角度及び変位センサで角度変化を測定する方法の一実施例を説
明する図である。まず、柔軟な張力伝達部材３１に張力を負荷した状態で、両端部の変形
拘束部材４１、４２を第１と第２の対象物の面にそれぞれ回転不可に固定する。次に第１
と第２の対象物の少なくとも一方が移動して図（ｂ）のように変位したとする。このとき
の両端部の歪み検出素子２０１、２０２の出力信号から、角度変化θ１、θ２をそれぞれ
測定すると、２つの対象物の所定の面の相対的な角度変化を測定することができる。
【００４６】
　（実施例３）
　図９は請求項１０に記載の角度及び変位センサの一実施例を説明する図である。金属な
どで作製され、回転関節５０で回転自在に連結された２つの剛性部材９０、９１の回転関
節部分に、前記回転関節５０の中心に歪み検出素子２０３の曲げの中立軸が一致し、かつ
、前記回転関節５０の中心に歪み検出素子が曲げ変形する部分の変形拘束部材４４の端部
が一致するようにして、変形拘束部材４４を剛性部材９０に取り付ける。次に、柔軟な張
力伝達部材３３に張力を負荷した状態で張力負荷部材６２をもう一方の剛性部材９１に止
めピンなどで取り付ける。２つの剛性部材９０、９１が回転関節部分で回転するときの（
Ｖ１－Ｖ２）を上述した方法で測定すると、２つの剛性部材の角度変化θを測定すること
ができる。
【００４７】
　（実施例４）
　図１０は請求項１０に記載の角度及び変位センサの別の実施例を説明する図である。金
属などで作製した３つの剛性部材９２、９３、９４を、２つの回転関節５１、５２で直列
に連結する。次に、両端部に歪み検出素子を配設した角度センサの柔軟な張力伝達部材３
４に張力を負荷した状態で、変形拘束部材４５、４６を剛性部材９２、９４に回転不可に
それぞれ固定する。回転関節部で２つの剛性部材９２、９４が回転すると、歪み検出素子
２０４、２０５はそれぞれ、回転関節５１、５２の角度変化に応じて曲げ変形する。その
ときの角度変化を両端部の歪み検出素子２０４，２０５でそれぞれ測定することで、剛性
部材９２、９３、９４の角度変化の状態を測定することができる。
【００４８】
　（実施例５）
　図１１は請求項１１に記載の角度及び変位センサを連結して長い構造物の変形や複数の
対象物の相対変位を計測する用途に適用する実施例である。角度及び変位センサ５００、
５０１、５０２を、図１１に示すように連結部材７０、７１を介して少なくとも２つ連結
して、各センサの柔軟な張力伝達部材にそれぞれ張力を負荷した状態で、変形拘束部材を
固定具で所定の位置にそれぞれ回転負荷に固定すると、寸法の長い構造部材などの変形や
、複数の対象物の相対位置の変化を測定することができる。
【００４９】
　（実施例６）
　図１８は変形拘束材４０の部分であって柔軟な張力伝達部材３０の一部を挟み込む開口
の端部４８を滑らかな形状に成形した実施例である。前記終端部４８において伝達部材３
０に生じる曲げ変形を滑らかにする目的で該４８を半円等、丸みを有する形状とする（請
求項１３）。なお、変形拘束部材４１又は４２の同様な開口端部に前記の丸みを帯びた形
状を適用することは本発明の実施の範囲である。
【００５０】
　変形拘束部材４０の端部４８の角部の形状が直線的であると、該端部において柔軟な張
力伝達部材３０に滑らかな曲げ変形を形成させることが出来ない場合がある。例えば柔軟
な張力伝達部材が直線上に伸びた状態から９０度を超えて大きく角度変化した場合に前記
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状態が発生し得る。ところが、図１８のように変形拘束部材４０の端部４８を滑らかな形
状にすると柔軟な張力伝達部材３０が９０度を超える角度に変形しても、その変形形状は
滑らかであり、角度計測に影響がない。
【００５１】
　アクリルで製作した変形拘束部材４０の開口端部にさらに半径１ｍｍの半円形状の棒を
接着して丸みを帯びた端部形状４８に成形した後、柔軟な張力伝達部材３０を片側９０度
以上に変形させて角度を計測した実験データを図１９に示す。図１９より９０度以上曲げ
た状態においても、精度の良い角度計測が可能であることが確認できた。
【００５２】
　（実施例７）
　本発明の角度及び変位センサを用いて行った実験について説明する。図１３は０．２ｍ
ｍ厚さのシリコンゴムの弾性薄板の両面に長さ５０ｍｍ、幅１３ｍｍの圧電フィルムを配
設した歪み検出素子の両面に、０．５ｍｍ厚さのシリコンゴムの張力伝達部材を接着し、
アクリル樹脂の変形拘束部材を歪み検出素子の端部から２５ｍｍの間隔に渡って設けた角
度センサ５１０を、上端部の変形拘束部材をジグに固定して垂直に垂らし(角度センサの
初期の有効長さＬ０＝２３７ｍｍ）、センサ先端部に重さ５．７Ｎ、１０．４Ｎ、および
１２．８Ｎの錘をそれぞれ吊して振り子のように振らせた。角度変化は分度器を描いたボ
ードをセンサ背面に置いて測定した。振れ角度を種々変化させてセンサの出力信号Ｖ１と
Ｖ２を測定し、抵抗とコンデンサで構成した積分回路を介して電圧記録計で測定した。
【００５３】
　そのときの出力信号の差分（Ｖ１－Ｖ２）と振れ角度変化θとの関係を図１４に示す。
図において、錘の重さ、すなわちセンサに作用する張力によらず（Ｖ１－Ｖ２）と角度変
化θの間には良い比例関係があることがわかる。すなわち、本発明の角度センサは張力の
大きさに影響されることなく角度変化を精度良く測定できることがわかる。
【００５４】
　次に、角度及び変位センサを用いた変位計測実験について説明する。図１５に示すよう
に、角度及び変位センサ６００を吊した状態から、センサ先端部の張力負荷部材６２を指
で掴んで、所定の点Ｐまで引っ張った状態で一端停止し、次に、指で張力負荷部材６２を
持って、点Ｐからさらに別の位置（たとえば点Ｑ）に移動させる実験を行った。実験は碁
盤目を描いた板をセンサ背面に置き、角度変化、長さ変化、あるいは角度変化と長さ変化
の両方が変化する所定の位置に虫ピンを立てて行った。Ｐ点とＱ点の座標は種々変えて実
験した。
【００５５】
　図１６に一例として、角度及び変位センサを垂直に垂らして真下に引き延ばし、初期伸
びＬ１－Ｌ０＝５３ｍｍを与えた点Ｐから、碁盤目板の左側半分の種々の点Ｑに張力負荷
部材６２を移動させた場合、および点Ｑから点Ｐに戻したときの、圧電フィルムの出力信
号の差分（Ｖ１－Ｖ２）と角度変化θの関係を示す。図より、（Ｖ１－Ｖ２）と角度変化
θの間には、角度変化が９０度に達するまで良い比例関係があることがわかる。
【００５６】
　図１７は、上記実験で得られた、圧電フィルムの出力信号の和（Ｖ１＋Ｖ２）と伸びδ
(又は伸びた状態からの縮み）の関係を示す。図より、角度変化を生じたときの出力信号
の大きさに対して、伸びδが変化したときの出力信号の大きさが小さくて多少ばらつきは
見られるが、伸びδに応じた出力信号を得ることができることがわかる。
【００５７】
　図中の実線は、前記角度及び変位センサ６００を真っ直ぐに引っ張ったときの（Ｖ１＋
Ｖ２）と伸びδの関係を実験で別途求め、初期伸びＬ１－Ｌ０＝５３ｍｍ分だけ原点を移
動させて、同図に書き加えたものであるが、角度及び変位センサを点Ｐから点Ｑに移動さ
せたとき、あるいは点Ｑから点Ｐに戻したときの（Ｖ１＋Ｖ２）とδの関係のプロット点
と良く一致している。
【図面の簡単な説明】
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【００５８】
【図１】角度及び変位センサの構成の一実施例を説明する図である。
【図２】角度及び変位センサの構成の別の実施例を説明する図である。
【図３】角度及び変位センサの角度検出原理を説明する図である。
【図４】本発明の角度及び変位センサに張力を負荷した状態で使用する理由を説明する図
である。
【図５】角度及び変位センサの局部的な曲げ変形部分の曲げ歪みの分布状態を説明する図
である。
【図６】本発明の角度及び変位センサの張力負荷部材の別の実施例を説明する図である。
【図７】請求項１に記載の角度及び変位センサの角度測定方法を説明する図である。
【図８】請求項２に記載の角度及び変位センサの角度測定方法を説明する図である。
【図９】請求項１０に記載の角度及び変位センサの一実施例を説明する図である。
【図１０】請求項１０に記載の角度及び変位センサの別の実施例を説明する図である。
【図１１】少なくとも２つの角度及び変位センサを連結してなる角度センサの一実施例を
説明する図である。
【図１２】角度及び変位センサを用いた変位測定方法を説明する図である。
【図１３】角度及び変位センサの張力負荷部材に錘を吊して振らせる実験を説明する図で
ある。
【図１４】実験で求めた圧電フィルムの出力信号の差分（Ｖ１－Ｖ２）と振り角度変化θ
の関係を示す図である。
【図１５】角度及び変位センサの角度変化と伸び変化を測定する実験を説明する図である
。
【図１６】角度及び変位センサを用いた実験で求めた圧電フィルムの出力信号の差分（Ｖ
１－Ｖ２）と角度変化θの関係を示す図である。
【図１７】角度及び変位センサを用いた実験で求めた圧電フィルムの出力信号の和（Ｖ１
＋Ｖ２）と伸びδの関係を示す図である。
【図１８】変形拘束部材の開口端部の形状を改善した角度及び変位センサを示す図である
。
【図１９】改善した開口端部を有する変形拘束部材の効果を示す実験データである。
【符号の説明】
【００５９】
１Ａ、１Ｂ　圧電フィルム
２Ａ、２Ｂ　圧電フィルム
３Ａ、３Ｂ　圧電フィルム
４Ａ、４Ｂ　圧電フィルム
１０、１１、１２、１３　柔軟な弾性薄板
３０、３１、３２　柔軟な張力伝達部材
３３、３４　柔軟な張力伝達部材
４０、４１、４２　変形拘束部材
４３、４４　変形拘束部材
４５、４６　変形拘束部材
４８　変形拘束部材開口端部
５０　回転関節
５１、５２　回転関節
６０　張力負荷部材
６１、６２　張力負荷部材
７０　連結部材
９０、９１　剛性部材
９２、９３、９４　剛性部材
２００、２０１、２０２　歪み検出素子
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２０３　歪み検出素子
２０４、２０５　歪み検出素子
５００、５０１、５０２　角度センサ
５１０　角度センサ
６００　変位センサ
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