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(57)【要約】
【課題】　柔軟性、伸縮性及び導電性に優れ、伸長時の
電気抵抗の増大や、繰返し伸縮時における電気抵抗のバ
ラツキの発生を抑制することができる伸縮性電極を提供
すること。
【解決手段】　エラストマー組成物からなる基材と、前
記基材と一体化された電極本体とを備え、前記電極本体
は、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチュー
ブを用いて形成されていることを特徴とする伸縮性電極
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エラストマー組成物からなる基材と、前記基材と一体化された電極本体とを備え、
　前記電極本体は、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブを用いて形成さ
れていることを特徴とする伸縮性電極。
【請求項２】
　前記多層カーボンナノチューブは、繊維径が５～３０ｎｍである請求項１に記載の伸縮
性電極。
【請求項３】
　センサシートに用いる請求項１又は２に記載の伸縮性電極。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の伸縮性電極を用いたセンサシートであって、
　前記基材はシート状であり、前記電極本体は前記基材の両面に設けられ、
　前記基材の一方の面に設けられた電極本体と前記基材の他方の面に設けられた電極本体
とは、前記基材を挟んで少なくとも一部が対向していることを特徴とするセンサシート。
【請求項５】
　前記電極本体は、帯状であって、前記基材の両面に複数列ずつ設けられている請求項４
に記載のセンサシート。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載のセンサシートと、計測手段と、前記センサシートが備える電極
本体及び前記計測手段を接続する外部配線とを備え、
　前記基材の一方の面に設けられた電極本体と前記基材の他方の面に設けられた電極本体
との前記基材を挟んで対向している部分を検出部とし、
　前記計測手段は、前記検出部における静電容量の変化を計測することにより、変形歪み
量を測定することを特徴とする静電容量型センサ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸縮性電極、この伸縮性電極を用いたセンサシート及び静電容量型センサに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、伸縮可能でフレキシブルな電極が、ソフトセンサや各種アクチュエータ、フレキ
シブル表示デバイスなどの電子デバイス分野をはじめ、伸縮性が必要な人工筋肉や人工皮
膚などメディカル材料分野等において求められている。
【０００３】
　このような伸縮可能でフレキシブルな電極として、例えば、特許文献１では、ポリウレ
タン分散液と銀粒子等の金属粒子とからなる導電性ペーストを乾燥させて形成された配線
、及び、可撓性基板を備えた導電部材が提案されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、柔軟性及び導電性に優れた柔軟電極として、エラストマー中に
、直径０．５～８０ｎｍの炭素繊維から構成され中心部位から炭素繊維が三次元的に延び
ているカーボンナノチューブによる連続的な導電路が形成されてなる柔軟電極が提案され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－５４１９２号公報
【特許文献２】特開２００８－１９８４２５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された導電部材では、導電部材としての伸縮性は確保
されているものの、導電性を担う配線部分が銀粒子を含む導電性ペーストを用いて形成さ
れているため、伸長時に、導電パスが切断され電気抵抗が大きく上昇してしまったり、伸
縮変化を繰り返した際に電気抵抗のバラツキが大きくなってしまったりするとの課題があ
った。
　また、特許文献２に記載された柔軟電極では、柔軟性は確保されているものの、伸縮性
に劣り、高伸長時に電気抵抗が増大したり、繰返し伸縮時に電気抵抗にバラツキが生じた
りするとの課題があった。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、柔軟性、伸縮性
及び導電性に優れ、伸長時の電気抵抗の増大や、繰返し伸縮時における電気抵抗のバラツ
キの発生を抑制することができる伸縮性電極を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、特定のカーボンナノチューブ
を用いて電極本体を形成することにより、上記目的を達成することができることを見出し
、本発明を完成した。
【０００９】
　本発明の伸縮性電極は、エラストマー組成物からなる基材と、上記基材と一体化された
電極本体とを備え、
　上記電極本体は、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブを用いて形成さ
れていることを特徴とする。
【００１０】
　上記伸縮性電極において、上記多層カーボンナノチューブは、繊維径が５～３０ｎｍで
あることが好ましい。
　また、上記伸縮性電極は、センサシートに好適に用いることができる。
【００１１】
　本発明のセンサシートは、本発明の伸縮性電極を用いたセンサシートであって、
　上記基材はシート状であり、上記電極本体は上記基材の両面に設けられ、
　上記基材の一方の面に設けられた電極本体と上記基材の他方の面に設けられた電極本体
とは、上記基材を挟んで少なくとも一部が対向していることを特徴とする。
　上記センサシートにおいて、上記電極本体は、帯状であって、上記基材の両面に複数列
ずつ設けられている。
【００１２】
　本発明の静電容量型センサは、本発明のセンサシートと、計測手段と、上記センサシー
トが備える電極本体及び上記計測手段を接続する外部配線とを備え、
　上記基材の一方の面に設けられた電極本体と上記基材の他方の面に設けられた電極本体
との上記基材を挟んで対向している部分を検出部とし、
　上記計測手段は、上記検出部における静電容量の変化を計測することにより、変形歪み
量を測定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の伸縮性電極は、特定のカーボンナノチューブを用いて形成された電極本体を備
えているため、導電性が高く、かつ、伸長時の電気抵抗の増大、及び、繰返し伸縮時の電
気抵抗のバラツキが極めて小さいとの優れた特性を有する。
【００１４】
　本発明のセンサシートは、上述した特性を有する本発明の伸縮性電極を用いているため



(4) JP 2019-91717 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

、測定精度、長期信頼性に優れたセンサを提供することができる。
　本発明の静電容量型センサは、本発明のセンサシートを備えているため、測定精度及び
長期信頼性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は、本発明の伸縮性電極の一例を模式的に示す斜視図であり、（ｂ）は（
ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【図２】（ａ）～（ｃ）は、それぞれ本発明の伸縮性電極の別の一例を模式的に示す断面
図である。
【図３】シート状の基材の作製に使用する成形装置の一例を説明するための模式図である
。
【図４】（ａ）は、本発明のセンサシートの一例を模式的に示す平面図であり、（ｂ）は
、（ａ）に示したセンサシートのＡ－Ａ線断面図である。
【図５】本発明の静電容量型センサの一例を模式的に示す平面図である。
【図６】調製例１で使用した高配向カーボンナノチューブを撮影した電子顕微鏡写真（×
５００）である。
【図７】調製例１で使用した高配向カーボンナノチューブを撮影した電子顕微鏡写真（×
２０００００）である。
【図８】実施例及び比較例における繰返し伸縮時の電気抵抗の測定方法を説明するための
模式図である。
【図９】実施例１において繰返し伸縮に対する電気抵抗の変化の測定を行った測定結果を
示すグラフである。
【図１０】実施例２において繰返し伸縮に対する電気抵抗の変化の測定を行った測定結果
を示すグラフである。
【図１１】実施例３において繰返し伸縮に対する電気抵抗の変化の測定を行った測定結果
を示すグラフである。
【図１２】比較例１において繰返し伸縮に対する電気抵抗の変化の測定を行った測定結果
を示すグラフである。
【図１３】比較例２において繰返し伸縮に対する電気抵抗の変化の測定を行った測定結果
を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　本発明の伸縮性電極は、エラストマー組成物からなる基材と、上記基材と一体化された
カーボンナノチューブからなる電極本体とを備え、
　上記電極本体は、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブを用いて形成さ
れていることを特徴とする。
【００１７】
　図１（ａ）は本発明の伸縮性電極の一例を模式的に示す斜視図であり、（ｂ）は（ａ）
のＡ－Ａ線断面図である。
　図１（ａ）、（ｂ）に示す伸縮性電極１００では、エラストマー組成物からなるシート
状の基材１０１の上面全体にカーボンナノチューブを用いて形成された電極本体１０２が
積層され、一体化されている。
【００１８】
　上記基材は、エラストマー組成物からなるものである。そのため、伸縮性を確保するこ
とができる。
　上記エラストマー組成物としては、エラストマーと、必要に応じて他の任意成分とを含
有するものが挙げられる。
　上記エラストマーとしては、例えば、天然ゴム、イソプレンゴム、ニトリルゴム（ＮＢ
Ｒ）、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、スチレン・ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、ブ
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タジエンゴム（ＢＲ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、シリコーンゴム、フッ素ゴム、アク
リルゴム、水素添加ニトリルゴム、ウレタンゴム等が挙げられる。これらは単独で用いて
も良いし、２種以上併用しても良い。
　これらのなかでは、ウレタンゴム、シリコーンゴムが好ましい。永久歪み（または永久
伸び）が小さいからである。
　更に、シリコーンゴムに比べ、カーボンナノチューブとの密着性に優れる点から、ウレ
タンゴムが特に好ましい。
【００１９】
　上記ウレタンゴムは、少なくともポリオール成分とイソシアネート成分とが反応してな
るものである。具体例としては、例えば、オレフィン系ポリオールをポリオール成分とす
るオレフィン系ウレタンゴム、エステル系ポリオールをポリオール成分とするエステル系
ウレタンゴム、エーテル系ポリオールをポリオール成分とするエーテル系ウレタンゴム、
カーボネート系ポリオールをポリオール成分とするカーボネート系ウレタンゴム、ひまし
油系ポリオールをポリオール成分とするひまし油系ウレタンゴム等が挙げられる。これら
は単独で用いても良いし、２種以上併用してもよい。
　また、上記ウレタンゴムは、２種以上の上記ポリオール成分を併用したものであっても
よい。
【００２０】
　上記オレフィン系ポリオールとしては、例えば、エポール（出光興産社製）等が挙げら
れる。
　また、上記エステル系ポリオールとしては、例えば、ポリライト８６５１（ＤＩＣ社製
）等が挙げられる。
　また、上記エーテル系ポリオールとしては、例えば、ポリオキシテトラメチレングリコ
ール、ＰＴＧ－２０００ＳＮ（保土谷化学工業社製）、ポリプロピレングリコール、プレ
ミノールS３００３（旭硝子社製）等が挙げられる。
　また、上記ウレタンゴムを合成する際には、その反応系中に必要に応じて、鎖延長剤、
架橋剤、触媒、加硫促進剤等を加えても良い。
【００２１】
　また、上記エラストマー組成物は、エラストマー以外に、可塑剤、酸化防止剤、老化防
止剤、着色剤等の添加剤を含有してもよい。
【００２２】
　また、上記エラストマー組成物は、伸縮性電極の用途に応じて、更に他の成分を含有し
てもよい。
　具体的には、例えば、本発明の伸縮性電極を静電容量の変化を測定するセンサシート（
以下、静電容量型センサシートともいう）として用いる場合には、チタン酸バリウムなど
の誘電フィラーを含有してもよい。これにより、基材の静電容量Ｃを大きくすることがで
きる。その結果、静電容量型センサシートの検出感度を高めることができる。
　上記エラストマー組成物が誘電フィラーを含有する場合、上記エラストマー組成物中に
おける誘電フィラーの含有量は、通常、０体積％より多く、２５体積％以下程度である。
　誘電フィラーの含有量が２５体積％を超えると、基材の硬度が高くなったり、永久歪み
が大きくなったりすることがある。また、ウレタンゴム製の基材を成形する際に、硬化前
の液粘度が高くなるため薄膜を高精度で形成することが難しくなることがある。
【００２３】
　上記電極本体は、上記基材と一体化されており、繊維長さ５０μｍ以上の多層カーボン
ナノチューブを用いて形成されている。
　本発明の伸縮性電極は、このような繊維長さが長い多層カーボンナノチューブを用いて
形成された電極本体を備えているため、導電性に優れ、伸長時に電気抵抗がほとんど増大
せず、繰り返し伸縮時に電気抵抗のバラツキが小さい、との優れた特性を有する。
【００２４】
　これに対して、上記多層カーボンナノチューブの繊維長さが５０μｍ未満では、伸縮性
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電極が伸長するに伴って電気抵抗が大きく増大し、更に、伸縮性電極を繰返し伸縮させた
際の電気抵抗のバラツキが極めて大きくなる。上記繊維長さは１００μｍ以上であること
が好ましい。
　一方、上記多層カーボンナノチューブの繊維長さの好ましい上限は１０００μｍである
。繊維長さが１０００μｍを超える多層カーボンナノチューブは、現時点では、その製造
、入手が困難である。また、多層カーボンナノチューブの繊維長さが１０００μｍを超え
ると、多層カーボンナノチューブの分散液を塗布して電極本体を形成する場合に、多層カ
ーボンナノチューブの分散が不充分になりやすく、その結果、導電パスが形成されにくく
、電極本体の導電性が不充分となることが懸念される。
【００２５】
　上記多層カーボンナノチューブの平均長さの下限は１００μｍが好ましく、上限は６０
０μｍが好ましい。
　上記多層カーボンナノチューブの平均長さが上記範囲内にあると、導電性に優れ、伸長
時に電気抵抗がほとんど増大せず、繰り返し伸縮時に電気抵抗のバラツキが小さい、との
優れた特性を高いレベルでより確実に確保することができる。
【００２６】
　上記多層カーボンナノチューブの繊維長さは、多層カーボンナノチューブを電子顕微鏡
で観察し、その観察画像から測定すればよい。
　また、その平均長さは、例えば、多層カーボンナノチューブの観察画像から無作為に選
んだ１０箇所の多層カーボンナノチューブの繊維長さに基づき平均値を算出すればよい。
【００２７】
　本発明では、カーボンナノチューブとして、多層カーボンナノチューブを用いることも
重要である。
　単層カーボンナノチューブを用いた場合には、繊維長さが長いカーボンナノチューブで
あっても、電気抵抗が高くなったり、伸長時に電気抵抗が大きく増大したり、繰り返し伸
縮時に電気抵抗が大きくばらついたりするからである。これについては、単層カーボンナ
ノチューブは、通常、金属性カーボンナノチューブと半導体性カーボンナノチューブとの
混合物として合成されるため、この半導体性カーボンナノチューブの存在が、電気抵抗が
高くなったり、伸長時に電気抵抗が大きく増大したり、繰り返し伸縮時に電気抵抗が大き
くばらついたりする原因となっていると推測している。
　なお、金属性カーボンナノチューブと半導体性カーボンナノチューブとを分離し、繊維
長さの長い金属性の単層カーボンナノチューブのみを用いれば、本発明に係る電極本体と
同様の電気特性を備えた電極本体を形成することができる可能性は否定されない。しかし
ながら、金属性カーボンナノチューブと半導体性カーボンナノチューブとの分離は容易で
はなく（特に、繊維長さの長いカーボンナノチューブにおいて）、両者の分離には煩雑な
作業が必要となる。そのため、本発明では、電極本体を形成する際の作業容易性、及び、
経済性の観点からも上記電極本体を多層カーボンナノチューブを用いて形成されたものと
している。
【００２８】
　上記多層カーボンナノチューブにおいて、その層数は特に限定されず、２層カーボンナ
ノチューブ（ＤＷＮＴ）であっても良いし、３層以上の多層カーボンナノチューブ（ＭＷ
ＮＴ）であってもよい（本明細書では、両者を合わせて単に多層カーボンナノチューブと
称する）。また、層数の異なる多層カーボンナノチューブを併用してもよい。
【００２９】
　上記多層カーボンナノチューブの繊維径は特に限定されないが、５～３０ｎｍが好まし
い。
　上記繊維径が５ｎｍ未満では、多層カーボンナノチューブの分散が悪くなり、その結果
、導電パスが広がらず、電極本体の導電性が不充分になることがある。一方、３０ｎｍを
超えると、同じ重量でもカーボンナノチューブの本数が少なくなり、導電性が不充分にな
ることがある。
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　また、上記多層カーボンナノチューブの平均繊維径は特に限定されないが、５～２０ｎ
ｍが好ましい。
【００３０】
　上記多層カーボンナノチューブは、炭素純度が９９重量％以上であることが好ましい。
　カーボンナノチューブは、その製造工程において、触媒金属や分散剤等が含まれること
があり、このようなカーボンナノチューブ以外の成分（不純物）を多量に含有するカーボ
ンナノチューブを用いた場合、導電性の低下や、電気抵抗のバラツキを引き起こすことが
ある。
【００３１】
　上記多層カーボンナノチューブは、従来公知の製造方法で製造されたものであればよい
が、基板成長法により製造されたものが好ましい。
　基板成長法は、ＣＶＤ法の１種であり、基板上に塗布した金属触媒に炭素源を供給し、
基板上でカーボンナノチューブを成長させてカーボンナノチューブを製造する方法である
。この基板成長法は、比較的繊維長さが長く、かつ、繊維長さの揃ったカーボンナノチュ
ーブを製造するのに適した製造方法である。そのため、特定の繊維長さのカーボンナノチ
ューブを用いて電極本体を形成することを技術的特徴の１つとする本発明で使用するカー
ボンナノチューブの製造方法として適している。
　また、本発明においてカーボンナノチューブが基板成長法により製造されたものである
場合、カーボンナノチューブの繊維長さは、ＣＮＴフォレストの成長長さと実質的に同一
である。よって、電子顕微鏡を用いて繊維長さを測定する場合は、ＣＮＴフォレストの成
長長さを測定すればよい。
　本発明では、カーボンナノチューブとして繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノ
チューブを使用することが重要であり、基板成長法により製造したカーボンナノチューブ
を使用する場合には、カーボンナノチューブの成長長さ（ＣＮＴフォレストの成長長さ）
が５０μｍ以上となった基板上の多層カーボンナノチューブを、繊維長さが５０μｍ以上
の多層カーボンナノチューブとして使用すればよい。
【００３２】
　上記電極本体は、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブを用いて形成さ
れたものである。より具体的には、例えば、上記多層カーボンナノチューブ及び分散媒を
含む組成物（以下、カーボンナノチューブ分散液ともいう）を塗布した後、乾燥処理によ
り分散媒を除去して形成されたものである。
　上記カーボンナノチューブ分散液は、分散媒以外に上記多層カーボンナノチューブのみ
を含有していてもよいが、上記多層カーボンナノチューブとともにカーボンナノチューブ
以外の他の成分を含有していてもよい。
【００３３】
　上記他の成分としては、例えば、バインダー成分が挙げられる。
　上記バインダー成分は、多層カーボンナノチューブのつなぎ材料としての役割を果たす
ことができる。上記バインダー成分を含有させることにより、電極本体の基材との密着性
、及び、電極本体自体の強度を向上させることができる。さらに、後述した方法で電極本
体を形成する際に多層カーボンナノチューブの飛散を抑制することができるため、電極本
体形成時の安全性も高めることができる。
【００３４】
　上記バインダー成分としては、例えば、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエ
チレン、クロロスルホン化ポリエチレン、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、
スチレン・ブタジエンゴム、ポリスチレン、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、ポリメタ
クリル酸メチル、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、アクリルゴム、スチレン－エチレン
－ブチレン－スチレンブロック共重合体（ＳＥＢＳ）等が挙げられる。これらは単独で用
いても良いし、２種以上併用しても良い。
　また、上記バインダー成分としては、生ゴム（天然ゴム及び合成ゴムの加硫させていな
い状態のもの）も使用することができる。このように比較的弾性の弱い材料を用いること
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で、伸縮時の基材の変形に対する電極本体の追従性も高めることができる。
【００３５】
　上記バインダー成分は、その溶解度パラメータ（ＳＰ値［ｃａｌ／ｃｍ３）１/２］）
が基材を構成するエラストマーの溶解度パラメータと近いものが好ましく、両者の溶解度
パラメータ（ＳＰ値）の差の絶対値が１以下のものがより好ましい。溶解度パラメータが
近いほど、基材と電極本体との密着性が向上するからである。
　なお、本発明において、上記ＳＰ値はＦｅｄｏｒｓの推算法により算出した値である。
　上記バインダー成分は、特に基材を構成するエラストマーと同種のものが好ましい。基
材と電極本体との密着性を顕著に向上させることができるからである。
【００３６】
　上記カーボンナノチューブ分散液は、他の成分として、上記バインダー成分のほかに、
例えば、架橋剤、加硫促進剤、加硫助剤等のバインダー成分のための添加剤や、老化防止
剤、可塑剤、軟化剤、着色剤等を含有していてもよい。
　ここで、上記電極本体が可塑剤を含有し、かつ、上記基材もまた可塑剤を含有する場合
には、両者の可塑剤濃度は同一であることが好ましい。基材と電極本体と間での可塑剤の
移行を防止し、これにより伸縮性電極における反りやシワの発生を抑制することができる
からである。
　また、上記カーボンナノチューブ分散液は、形成される電極本体の導電特性を損ねない
範囲で、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブ以外のカーボンナノチュー
ブを含有していてもよい。
【００３７】
　勿論、上記他の成分は必ずしも含有されていなくてもよく、上記電極本体は、実質的に
多層カーボンナノチューブのみから構成されていてもよい。この場合も基材との間で充分
な密着性を確保することができ、多層カーボンナノチューブと基材とはファンデルワール
ス力等により強固に密着することとなる。
【００３８】
　上記電極本体における多層カーボンナノチューブの含有量は、導電性が発現する濃度で
あれば特に限定されず、バインダー成分を含有する場合にはバインダー成分の種類によっ
ても異なるが、電極本体の全固形成分に対して０．１～１００重量％であることが好まし
い。
　また、多層カーボンナノチューブの含有量を高めれば、電極本体の導電性を向上させる
ことができる。そのため、電極本体を薄くしても要求される導電性を確保することができ
る。その結果、伸縮性電極を薄くしたり、伸縮性電極の柔軟性を確保したりすることがよ
り容易になる。
【００３９】
　上記電極本体は、形状が図１に示したような層状である場合、平均厚さが０．１～１０
μｍであることが好ましい。電極本体の平均厚さが上記範囲であると、電極本体は、伸縮
時に、基材の伸縮に対して優れた追従性を発揮することができる。
　これに対して、上記電極本体の平均厚さが０．１μｍ未満では、導電性が不足するおそ
れがある。一方、上記電極本体の平均厚さが１０μｍを超えるとカーボンナノチューブの
補強効果により伸縮性電極自体が硬くなり、伸縮性が不充分となるおそれがある。
　なお、電極本体の形状が層状である場合、電極本体の平均厚さはレーザー顕微鏡（例え
ば、キーエンス社製、ＶＫ－９５１０）を用いて測定することができる。
　具体的には、例えば、基材の表面の一部に電極本体を積層した場合には、基材の表面に
積層された電極本体の厚さ方向を０．０１μｍ刻みでスキャンし、その３Ｄ形状を測定し
た後、誘電層の表面に電極層が積層されている領域及び積層されていない領域において、
それぞれ縦２００×横２００μｍの矩形領域の平均高さを計測し、その平均高さの段差を
電極本体の平均厚さとすればよい。
【００４０】
　本発明の伸縮性電極の形状は、図１に示した形状に限定されるわけではなく、例えば、
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図２（ａ）～（ｃ）に示した形状であってもよい。
　図２（ａ）～（ｃ）は、それぞれ本発明の伸縮性電極の別の一例を模式的に示す断面図
である。
【００４１】
　図２（ａ）に示す伸縮性電極１１０は、２枚のシート状の基材１１１ａ、１１１ｂで電
極本体１１２が挟持された形状を有している。このような形状を有する伸縮性電極では、
外部からの衝撃等による電極本体の破損がより発生しにくくなる。
【００４２】
　図２（ｂ）に示す伸縮性電極１２０は、２枚のシート状の基材１２１ａ、１２１ｂと２
層の電極本体１２２ａ、１２２ｂとが交互に積層された形状を有しており、電極本体が多
層構造を有している。
　なお、電極本体が多層構造を有している場合、その層数は図２（ｂ）に示したように２
層に限定されず、３層以上であってもよい。また、層状の電極本体はその上下面が基材で
保護されていてもよい。
【００４３】
　図２（ｃ）に示す伸縮性電極１３０は、シート状の基材１３１の上面に２列の電極本体
１３２ａ、１３２ｂが積層された形状を有している。シート状の基材の一の面に電極本体
を積層する場合、２列に限らず複数列の電極本体が積層されていても良いし、電極本体と
して、カーボンナノチューブからなる回路パターンが形成されていてもよい。
　勿論、本発明の伸縮性電極の形状は、ここまで図示した形状に限定される訳ではなく、
伸縮性電極の設計に応じた種々の形状を採用することができる。
【００４４】
　本発明の伸縮性電極は、上述した構成を備えているため、柔軟性、伸縮性及び導電性に
優れ、伸長時の電気抵抗の増大や、繰返し伸縮時における電気抵抗のバラツキが極めて小
さい、との優れた特性を有する。
　上記伸縮性電極は、無伸長状態から一軸方向に１００％伸長させた後、無伸長状態に戻
すサイクルを１サイクルとする伸縮を１０００サイクル繰返した際、２サイクル目以降の
各サイクルにおいて、１００％伸長時の無伸長時に対する電気抵抗の増加率（〔[１００
％伸長時の電気抵抗値]－[無伸長時（０％伸長時）の電気抵抗値]〕／[無伸長時の電気抵
抗値]×１００）が小さいことが好ましい。具体的には、１００％未満であることが好ま
しい。
【００４５】
　また、上記伸縮性電極は、上述した伸縮サイクルを１０００サイクル繰返した際に、２
サイクル目の１００％伸長時の上記電極本体の電気抵抗に対する、１０００サイクル目の
１００％伸長時の上記電極本体の電気抵抗の変化率（[１０００サイクル目、１００％伸
長時の電気抵抗値]－[２サイクル目、１００％伸長時の電気抵抗値]の絶対値〕／[２サイ
クル目、１００％伸長時の電気抵抗値]×１００）が小さいことが好ましい。具体的には
、１０％以下であることが好ましく、５％以下であることがより好ましい。
【００４６】
　ここで、１サイクル目ではなく、２サイクル目以降の電気抵抗を評価対象としている理
由は、未伸長状態から伸長させた１回目（１サイクル目）の伸長時には、伸長時の電極本
体の挙動（電気抵抗の変動の仕方）が２回目（２サイクル目）以降の伸縮時と大きく異な
るからである。この理由については、伸縮性電極を作製した後、１回伸長させることによ
って初めて電極本体を構成する多層カーボンナノチューブの状態が安定化するからだと推
測している。
　従って、本発明の伸縮性電極を使用する際には、製造後、少なくとも１回は伸縮させ、
その後使用することが好ましい。
【００４７】
　上記伸縮性電極は、無伸長状態から一軸方向に伸長させた際に、一軸引張りに耐えられ
る伸長率が大きい程好ましい。具体的には、３０％以上であることが好ましく、５０％以
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上であることがより好ましく、１００％以上であることがさらに好ましく、２００％以上
であることが特に好ましい。
　上記伸長率を大きくすることで、種々の用途に使用することが可能となるからである。
　一軸引張りに耐えられる伸長率とは、ＪＩＳ　Ｋ　６２５１に準拠した引張り試験にお
いて、破断時伸び以下の伸長率であって、かつ、引張荷重を開放後元の状態に復元する伸
長率をいう。例えば、一軸引張りに耐えられる伸長率が１００％以上であるとは、一軸方
向に１００％伸長させた際には破断に至らず、かつ、引張荷重を開放した後に元の状態に
復元する（即ち、弾性変形範囲にある）ことを意味する。
　上記一軸引張りに耐えられる伸長率は、基材の設計（材質や形状等）により制御するこ
とができる。
【００４８】
　次に、本発明の伸縮性電極の製造方法について説明する。
　本発明の伸縮性電極は、例えば、
　（１）エラストマー組成物からなる基材を作製する工程（以下、「工程（１）」ともい
う）、及び、
　（２）繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブ及び分散媒を含む組成物を
塗布し、上記基材と一体化された電極本体を形成する工程（以下、「工程（２）」ともい
う）、
を経ることより製造することができる。
　以下、シート状の基材と層状の電極本体とを備えた伸縮性電極を例に、伸縮性電極の製
造方法を工程順に説明する。
【００４９】
　［工程（１）］
　本工程では、エラストマー組成物からなる基材を作製する。
　まず、原料組成物としてエラストマー（又はその原料）に、必要に応じて、鎖延長剤、
架橋剤、加硫促進剤、触媒、誘電フィラー、可塑剤、酸化防止剤、老化防止剤、着色剤等
の添加剤を配合した原料組成物を調製する。
　次に、この原料組成物を成形することにより基材を作製する。ここで、成形方法として
は特に限定されず、従来公知の方法を用いることができる。
　具体的には、基材としてウレタンゴムを含む基材を成形する場合には、例えば、まず、
ポリオール成分、可塑剤及び酸化防止剤を計量し、加熱、減圧下において一定時間撹拌混
合し、混合液を調製する。次に、混合液を計量し、温度を調整した後、触媒を添加しアジ
ター等で撹拌する。その後、所定量のイソシアネート成分を添加し、アジター等で撹拌後
、即座に混合液を図３に示す成形装置に注入し、保護フィルムでサンドイッチ状にして搬
送しつつ架橋硬化させ、保護フィルム付きの所定厚みのロール巻シートを得る。その後、
さらに炉で一定時間架橋反応させることで基材を製造することができる。
【００５０】
　なお、図３は、シート状の基材の作製に使用する成形装置の一例を説明するための模式
図である。図３に示した成形装置３０では、原料組成物３３を、離間して配置された一対
のロール３２、３２から連続的に送り出されるポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製
の保護フィルム３１の間隙に流し込み、その間隙に原料組成物３３を保持した状態で硬化
反応（架橋反応）を進行させつつ、加熱装置３４内に導入し、原料組成物３３を一対の保
護フィルム３１間で保持した状態で熱硬化させ、シート状の基材３５を成形する。
【００５１】
　上記基材は、原料組成物を調製した後、各種コーティング装置、バーコート、ドクター
ブレードなどの汎用の成膜装置や成膜方法を用いて作製してもよい。
【００５２】
　［工程（２）］
　本工程では、まず、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブ及び分散媒を
含む組成物（カーボンナノチューブ分散液）を塗布する。その後、乾燥処理にて分散媒を
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除去することにより、上記基材と一体化された電極本体を形成する。
【００５３】
　具体的には、まず、多層カーボンナノチューブを分散媒に添加する。このとき、必要に
応じてバインダー成分（又は、バインダー成分の原料）等の上述した他の成分や分散剤を
更に添加してもよい。
　次に、多層カーボンナノチューブを含む各成分を湿式分散機を用いて分散媒中に分散（
又は溶解）させることより塗布液（カーボンナノチューブ分散液）を調製する。ここでは
、例えば、超音波分散機、ジェットミル、ビーズミルなど既存の分散機を用いて分散させ
ればよい。
【００５４】
　上記分散媒としては、例えば、トルエン、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、アル
コール類、水等が挙げられる。これらの分散媒は、単独で用いてもよいし、２種以上併用
してもよい。
【００５５】
　上記塗布液において、上記多層カーボンナノチューブの濃度は、０．０１～１０重量％
が好ましい。
　０．０１重量％未満では、多層カーボンナノチューブの濃度が薄すぎて繰返し塗布する
必要が生じる場合がある。一方、１０重量％を超えると、塗布液の粘度が高くなりすぎ、
また再凝集により多層カーボンナノチューブの分散性が低下し、均一な電極本体を形成す
ることが困難となる場合がある。
【００５６】
　続いて、スプレーコート等により上記基材の表面の所定の位置に塗布液を塗布して乾燥
させる。このとき、必要に応じて、基材表面の電極本体を形成しない位置をマスキングし
てから上記塗布液を塗布してもよい。
　上記塗布液の乾燥条件は特に限定されず、分散媒の種類やエラストマー組成物の組成等
に応じて適宜選択すればよい。
【００５７】
　また、上記塗布液を塗布する方法は、スプレーコートに限定されるわけではなく、その
他、例えば、スクリーン印刷法、インクジエット印刷法等も採用することができる。
【００５８】
　なお、場合によっては、上記電極本体を形成する前に、上記基材と上記電極本体との密
着性を高めるべく、基材の表面に前処理を施してもよい。しかしながら、上記多層カーボ
ンナノチューブを用いて形成された電極本体と基材とは極めて優れた密着性を有している
ため、何ら前処理を施すことなく、基材と電極本体との間で充分な密着性を確保すること
ができる。
【００５９】
　このような工程を経ることにより、図１や図２（ｃ）に示したような形状の伸縮性電極
を製造することができる。
　また、図２（ａ）に示したような形状の伸縮性電極を製造する場合には、例えば、上述
した方法で基材の一面に電極本体を形成した後、各種コーティング装置、バーコート、ド
クターブレードなどの汎用の成膜装置や成膜方法等を用いて上記原料組成物を塗布し、そ
の後、熱硬化させることにより製造することができる。また、上記基材を作製するための
原料組成物を架橋または半架橋させて得たシート（基材）を別途作製し、一の面に電極本
体が形成された基材にラミネートすることにより製造することも可能である。半架橋の場
合にはラミネート後に完全架橋させてもよい。
【００６０】
　また、図２（ｂ）に示した伸縮性電極のような基材及び電極本体が多層構造を有する伸
縮性電極を製造する場合には、最初に基材を作製した後、その上に電極本体と別の基材と
を上述した方法で順次積層して、多層構造を有する伸縮性電極を製造すればよい。
【００６１】



(12) JP 2019-91717 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

　このような本発明の伸縮性電極は、例えば、センサシートとして好適に使用することが
できる。勿論、本発明の伸縮性電極の用途はセンサシートに限定される訳ではなく、その
他、導電配線材としては勿論のこと、誘電エラストマー型アクチュエータやジェネレータ
、更には、伸縮柔軟性が求められる箇所での各種信号線や小電力の電力線等、種々の用途
に使用することができる。
【００６２】
　次に、本発明のセンサシートについて説明する。
　本発明のセンサシートは、本発明の伸縮性電極を用いたセンサシートであって、
　上記基材はシート状であり、上記電極本体は上記基材の両面に設けられ、
　上記基材の一方の面に設けられた電極本体と上記基材の他方の面に設けられた電極本体
とは、上記基材を挟んで少なくとも一部が対向していることを特徴とする。
【００６３】
　本発明のセンサシートでは、上記基材の両面に電極本体が設けられ、かつ、上記基材の
一方の面に設けられた電極本体と他方の面に設けられた電極本体とは上記基材を挟んで少
なくとも一部が対向している。そのため、本発明の伸縮性電極により、上記基材を誘電層
とするコンデンサが構成されることとなる。
　そして、本発明のセンサシートは、誘電層（基材）及びこれに追従する電極本体の伸縮
により電極本体の基材を挟んで対向している部分の静電容量が変化する。そのため、この
静電容量の変化を計測することにより、例えば、変形歪み量等を検出する静電容量センサ
に好適に使用することができる。
　また、上記センサシートにおいて、上記電極本体は、帯状であって、上記基材の両面に
複数列ずつ設けられていてもよい。この場合、基材を挟んで対向している部分毎に変形歪
み量を検出することで、変形歪み分布や面圧分布を測定することもできる。
【００６４】
　上記伸縮性電極を用いた静電容量型センサシートであって、複数列の電極本体を備えた
静電容量型センサシートについて、図面を参照しながらさらに詳しく説明する。
　図４（ａ）は本発明のセンサシートの一例を模式的に示す平面図であり、（ｂ）は（ａ
）に示したセンサシートのＡ－Ａ線断面図である。
【００６５】
　図４（ａ）、（ｂ）に示すセンサシート１は、静電容量型センサシートであり、シート
状の誘電層２と、誘電層２の表面（おもて面）に積層された複数列の帯状の表側電極層０
１Ａ～１６Ａと、誘電層２の裏面に積層された複数列の帯状の裏側電極層０１Ｂ～１６Ｂ
と、表側電極層０１Ａ～１６Ａの一端に設けられた外部配線と接続するための表側接続部
０１Ａ１～１６Ａ１と、裏側電極層０１Ｂ～１６Ｂの一端に設けられた外部配線と接続す
るための裏側接続部０１Ｂ１～１６Ｂ１とを備える。
　センサシート１では、表側電極層０１Ａ～１６Ａと裏側電極層０１Ｂ～１６Ｂとが誘電
層２を挟んで対向する部分（誘電層の厚さ方向で交差する部分）が検出部Ｃ０１０１～Ｃ
１６１６となる。なお、検出部の符号「Ｃ○○△△」中、上２桁の「○○」は、表側電極
層０１Ａ～１６Ａに対応し、下２桁の「△△」は、裏側電極層０１Ｂ～１６Ｂに対応する
。
【００６６】
　表側電極層０１Ａ～１６Ａは、それぞれ帯状を呈しており、誘電層２の表面に合計１６
本積層されている。表側電極層０１Ａ～１６Ａは、それぞれＸ方向（図４（ａ）中、左右
方向）に延在している。表側電極層０１Ａ～１６Ａは、それぞれＹ方向（図４（ａ）中、
上下方向）に所定間隔ごとに離間して、互いに略平行となるようにそれぞれ配置されてい
る。
【００６７】
　裏側電極層０１Ｂ～１６Ｂは、それぞれ帯状を呈しており、誘電層２の裏面に合計１６
本積層されている。裏側電極層０１Ｂ～１６Ｂは、それぞれ表側電極層０１Ａ～１６Ａと
表裏方向（誘電層の厚さ方向）から見て略直交するように配置されている。すなわち、裏
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側電極層０１Ｂ～１６Ｂは、それぞれＹ方向に延在している。また、裏側電極層０１Ｂ～
１６Ｂは、Ｘ方向に所定間隔ごとに離間して、互いに略平行となるようにそれぞれ配置さ
れている。
【００６８】
　表側電極層０１Ａ～１６Ａ及び裏側電極層０１Ｂ～１６Ｂをこのように配置することに
より、測定対象物の変形の位置や大きさを測定するに際し、電極層の配置数及び電極配線
数を少なくすることができる。即ち、上記態様の場合、検出部が効率良く配置されている
こととなる。
【００６９】
　さらに詳しく説明すると、図４（ａ）、（ｂ）に示した例では、表側電極層と裏側電極
層とが誘電層を挟んで対向する検出部が、１６×１６＝２５６で２５６箇所存在するが、
２５６箇所の検出部をそれぞれ独立して形成した場合には、各検出部につき表側電極と裏
側電極とが存在するため、検出部の静電容量を検出するためには２５６×２で５１２本の
配線が必要となる。これに対して、図４（ａ）、（ｂ）に示した例のように、表側電極層
及び裏側電極層がそれぞれ平行に配置された複数列の帯状体からなり、この表側電極層と
裏側電極層とが表裏方向から見て略直交するように配置されている場合には、検出部の静
電容量を検出するための配線が１６＋１６の３２本で済む。そのため、上記の通り検出部
が効率良く配置されていることとなる。
【００７０】
　そして、図４（ａ）、（ｂ）に示したセンサシート１においては、誘電層２が本発明の
伸縮性電極における基材に相当し、表側電極層０１Ａ～１６Ａ及び裏側電極層０１Ｂ～１
６Ｂのそれぞれが本発明の伸縮性電極における電極本体に相当する。
【００７１】
　このような構成を備えたセンサシート１は、後述するように計測手段と接続して静電容
量型センサとし、各１６本の配線をそれぞれ外部の切替回路で切り替えることで、２５６
箇所の検出部を１箇所ずつ切り替えながら各検出部の静電容量を測定することができる。
　そして、各検出部の静電容量に基づき、センサシート内の歪み分布や歪み位置、面圧分
布等の情報を検知することができる。
【００７２】
　上記センサシートが静電容量型センサシートである場合、上記誘電層の平均厚さは、静
電容量Ｃを大きくして検出感度の向上を図る観点、及び、測定対象物への追従性の向上を
図る観点から、１０～１０００μｍであることが好ましく、３０～２００μｍであること
がより好ましい。
　また、上記誘電層の常温における比誘電率は、２以上が好ましく、５以上がより好まし
い。誘電層の比誘電率が２未満であると、静電容量Ｃが小さくなり、静電容量型センサと
して使用した際に充分な感度が得られないことがある。
【００７３】
　なお、上記センサシートにおいて、誘電層（基材）や表側電極層及び裏側電極層（電極
本体）のそれぞれの平均厚さ、幅、長さ等の外観形状は、用いられるセンサシートの用途
によって適宜設計変更が可能である。
　そして、本発明のセンサシートは、表側電極層と裏側電極層とが基材を挟んで対向する
検出部をシート内に１箇所のみ有するセンサシートであってもよい。
【００７４】
　また、本発明の伸縮性電極を静電容量型センサシートとして使用する場合、上記基材の
ヤング率は、０．１～１ＭＰａであることが好ましい。ヤング率が０．１ＭＰａ未満であ
ると、基材が軟らかすぎ、高品質な加工が難しく、充分な測定精度が得られないことがあ
る。一方、ヤング率が１ＭＰａを超えると、基材が硬すぎ、測定対象物の変形荷重が小さ
い場合に測定対象物の変形動作を阻害してしまい、計測目的に対して計測結果がそぐわな
いおそれがある。
【００７５】
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　また、上記伸縮性電極を静電容量型センサシートとして使用する場合、上記基材の硬さ
は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３に準拠したタイプＡデュロメータを用いた硬さ（ＪＩＳ　Ａ硬
さ）で、０～３０°であるか、又は、ＪＩＳ　Ｋ　７３２１に準拠したタイプＣデュロメ
ータを用いた硬さ（ＪＩＳ　Ｃ硬さ）で１０～５５°であることが好ましい。
　上記Ｃ硬さが１０°未満では、基材が軟らかすぎるため高品質な加工が難しく、充分な
測定精度を確保することができない場合があり、一方、５５°を超えると、基材が硬すぎ
るため、測定対象物の変形荷重が小さい場合に測定対象物の変形動作を阻害してしまい、
計測目的に対して測定結果がそぐわないおそれがある。
【００７６】
　また、本発明のセンサシートの構成は、図４（ａ）、（ｂ）に示した構成に限定される
わけではなく、例えば、表側電極層及び／又は裏側電極層の表層側に絶縁層（誘電層）を
介してクロストークノイズを除去するためのシールド電極層が検出部を覆うように形成さ
れていても良い。また、最外層に電極層（表側電極層や裏側電極層、シールド電極層）を
保護するためのオーバーコート層を備えていても良い。
【００７７】
　このような構成からなるセンサシートは後述するように、表側電極層と裏側電極層との
それぞれを外部配線を介して計測手段と接続することにより静電容量型センサとすること
ができる。
【００７８】
　本発明の静電容量型センサは、本発明のセンサシートと、計測手段と、上記センサシー
トが備える電極本体（上記表側電極層及び上記裏側電極層）及び上記計測手段を接続する
外部配線とを備え、
　上記基材の一方の面に設けられた電極本体と上記基材の他方の面に設けられた電極本体
との上記基材を挟んで対向している部分を検出部とし、
　上記検出部における静電容量の変化を計測することにより、変形歪み量を測定すること
を特徴とする。
【００７９】
　図４（ａ）、（ｂ）に示したセンサシート（伸縮性電極）１を用いた静電容量型センサ
としては、例えば、図５に示したような構成を備えたものが挙げられる。
　図５は、本発明の静電容量型センサの一例を模式的に示す平面図である。
【００８０】
　図５に示す静電容量型センサ２０１は、図４に示した本発明の伸縮性電極を用いたセン
サシート１と、外部配線２０２及び２０３と、計測手段２０４とを備えている。
　センサシート１の表側接続部０１Ａ１～１６Ａ１のそれぞれは、複数（１６本）の配線
が結束された外部配線２０３を介して計測手段２０４と接続されており、また、裏側接続
部０１Ｂ１～１６Ｂ１のそれぞれは、複数（１６本）の配線が結束された外部配線２０２
を介して計測手段２０４と接続されている。
　なお、外部配線は、図５に示すように表側電極層及び裏側電極層の片端にのみ接続され
ていればよいが、場合によっては両端に接続されていても良い。
【００８１】
　計測手段２０４は、図示しないが、電源回路、演算回路、静電容量、測定回路、画素切
替回路及び表示装置等を必要に応じて備えている。計測手段２０４の具体例としては、例
えば、ＬＣＲメータ等が挙げられる。
【００８２】
　このような静電容量型センサ２０１では、測定対象物載置前の静電容量Ｃと測定対象物
載置後の静電容量Ｃから静電容量の変化量ΔＣを検出し、その静電容量の変化量ΔＣに基
づき、変形歪み量を求めることができ、各検出部の変形歪み量に基づき、変形歪み分布や
面圧分布を求めることができる。
　また、上記センサシート（伸縮性電極）は、伸長率が高く、１軸方向に３０％以上繰り
返し伸長させることが可能であり、柔軟な測定対象物の変形や動作に追従することが可能
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で、かつ伸縮変形や繰り返し変形に対する耐久性に優れる。そのため、上記センサシート
を備えた静電容量型センサでは、例えば、測定対象物の形をトレースしたり、測定対象物
の動きを直接的に検知したりすること等ができる。
【実施例】
【００８３】
　以下、実施例によって本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限
定されるものではない。
【００８４】
＜カーボンナノチューブ分散液の調製＞
（調製例１：カーボンナノチューブ分散液（Ａ－１）の調製）
　基板成長法により製造した多層カーボンナノチューブである、大陽日酸社製の高配向カ
ーボンナノチューブ（層数４～１２層、繊維径１０～２０ｎｍ、繊維長さ５０～１５０μ
ｍ、炭素純度９９．５％）３０ｍｇをメチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）３０ｇに添加
し、ジェットミル（ナノジェットパル　ＪＮ１０－ＳＰ００３、常光社製）を用いて湿式
分散処理を施し、濃度０．１重量％のカーボンナノチューブ分散液Ａ－１を得た。
【００８５】
（多層カーボンナノチューブの平均長さの確認）
　走査型電子顕微鏡（ＨＩＴＡＣＨＩ社製　Ｓ－４８００）を用いて、調製例１で使用し
た高配向カーボンナノチューブを倍率５００倍にて観察し、上記高配向カーボンナノチュ
ーブの平均長さ（ＣＮＴフォレストの成長長さの平均値）を電子顕微鏡画像に基づき算出
した。
　具体的には、図６に示したような電子顕微鏡写真においてＣＮＴフォレスト部分を選択
し、その部分の成長長さ（図６の例では、１１４μｍ）を測定し、平均値を算出した。
　このとき、電子顕微鏡写真は複数枚撮影し、無作為に抽出した１０箇所の成長長さの平
均値を算出した。
　調製例１で使用した高配向カーボンナノチューブの平均長さは１０２μｍであった。
　なお、図６は、調製例１で使用した高配向カーボンナノチューブを撮影した電子顕微鏡
写真のうちの１枚である。
【００８６】
（多層カーボンナノチューブの平均繊維径の確認）
　走査型電子顕微鏡（ＨＩＴＡＣＨＩ社製　Ｓ－４８００）を用いて、調製例１で使用し
た高配向カーボンナノチューブを倍率２０００００倍にて観察し、上記高配向カーボンナ
ノチューブの平均繊維径を電子顕微鏡画像に基づき算出した。
　具体的には、図７に示したような電子顕微鏡写真において単独で観察されるカーボンナ
ノチューブを無作為に抽出し、そのカーボンナノチューブの繊維径（図７に示した例では
１２．９ｎｍ）を測定し、平均値を算出した。
　このとき、電子顕微鏡写真は複数枚撮影し、無作為に抽出した１０箇所の繊維径の平均
値を算出した。
　調製例１で使用した高配向カーボンナノチューブの平均繊維径は１２．８ｎｍであった
。
　なお、図７は、調製例１で使用した高配向カーボンナノチューブを撮影した電子顕微鏡
写真のうちの１枚である。
【００８７】
（調製例２：カーボンナノチューブ分散液（Ａ－２）の調製）
　多層カーボンナノチューブとして調製例１とは繊維長さが異なる、大陽日酸社製の高配
向カーボンナノチューブ（層数４～１２層、繊維径１０～２０ｎｍ、繊維長さ１５０～３
００μｍ、炭素純度９９．５％）を使用し、上記調製例１と同様にして、濃度０．１重量
％のカーボンナノチューブ分散液Ａ－２を得た。
　本例で使用した高配向カーボンナノチューブについて、調製例１と同様にして、平均長
さ及び平均繊維径を算出したところ、平均長さは２９８μｍ、平均繊維径は１２．９ｎｍ
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であった。
【００８８】
（調製例３：カーボンナノチューブ分散液（Ａ－３）の調製）
　多層カーボンナノチューブとして調製例１とは繊維長さが異なる、大陽日酸社製の高配
向カーボンナノチューブ（層数４～１２層、繊維径１０～２０ｎｍ、長さ３００～６００
μｍ、炭素純度９９．５％）を使用し、上記調製例１と同様にして、濃度０．１重量％の
カーボンナノチューブ分散液Ａ－３を得た。
　本例で使用した高配向カーボンナノチューブについて、調製例１と同様にして、平均長
さ及び平均繊維径を算出したところ、平均長さは５９１μｍ、平均繊維径は１１．１ｎｍ
であった。
【００８９】
（調製例４：カーボンナノチューブ分散液（Ｂ）の調製）
　大陽日酸社製の高配向カーボンナノチューブに代えて、多層カーボンナノチューブであ
るナノシル社製、ＮＣ７０００（繊維径９．５ｎｍ、平均長さ１．５μｍ、アスペクト比
１５８、炭素純度９０％）を用いた以外は、カーボンナノチューブ分散液（Ａ－１）の調
製方法と同様にして、濃度０．１重量％のカーボンナノチューブ分散液Ｂを調製した。
【００９０】
（調製例５：カーボンナノチューブ分散液（Ｃ）の調製）
　大陽日酸社製の高配向カーボンナノチューブに代えて、単層カーボンナノチューブであ
るスーパーグロースＣＮＴ（繊維径の中央値が約３ｎｍ、成長長さ５００～７００μｍ、
アスペクト比約１００，０００、炭素純度９９．９％、産業技術総合研究所提供）を用い
た以外は、カーボンナノチューブ分散液（Ａ－１）の調製方法と同様にして、濃度０．１
重量％のカーボンナノチューブ分散液Ｃを調製した。
【００９１】
（実施例１）
　（１）水添水酸基末端液状ポリオレフィンポリオール（エポール、出光興産社製）１０
０質量部、アルキル置換ジフェニルエーテルを主成分とした高温用潤滑油（モレスコハイ
ルーブＬＢ－１００、ＭＯＲＥＳＣＯ社製）１００質量部を計量し、自転公転ミキサー（
ＴＨＩＮＫＹ社製）を用いて２０００ｒｐｍで３分間撹拌混合した。次に、得られた混合
物に触媒（Ｆｏｍｒｅｚ　ｃａｔａｌｙｓｔ　ＵＬ－２８、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ社製）０
．０７質量部を添加し、自転公転ミキサーで１．５分撹拌した。その後、イソホロンジイ
ソシアネート（デスモジュールI、住化バイエルウレタン社製）１１質量部を添加し、自
転公転ミキサーで３分間撹拌し、１．５分間脱泡し、基材用の原料組成物を調製した後、
これを図３に示した成形装置３０に注入し、保護フィルムでサンドイッチ状にして搬送し
つつ、炉内温度１１０℃、炉内時間３０分間の条件で架橋硬化させ、保護フィルム付きの
所定厚みのロール巻シートを得た。その後、８０℃に調節した炉で１２時間後架橋させ、
層厚５０μｍの基材シートを得た。
　次に、得られた基材シートを裁断し、９０ｍｍ×９０ｍｍ×５０μｍの基材と、９０ｍ
ｍ×６０ｍｍ×５０μｍの基材とを１枚ずつ作製した。
【００９２】
　（２）次に、１枚（９０ｍｍ×９０ｍｍ×５０μｍ）の基材の片面の中央部にカーボン
ナノチューブ分散液（Ａ－１）８ｇをスプレーコートで帯状に塗布し、１００℃で３０分
間乾燥させることにより、幅２０ｍｍ、長さ８０ｍｍ、厚さ１μｍの電極本体を形成した
。
　さらに、基材用の原料組成物と同配合の組成物をトルエンに溶解した０．２重量％トル
エン溶液を調製し、この０．２重量％トルエン溶液４ｇをプライマーとして電極本体上に
スプレーコートで帯状に塗布し、１００℃で３０分間乾燥させた。このとき、電極本体の
両端部（端部から８ｍｍの部分）はスプレーコート前にマスクした。
　また、スプレーコートは、エアブラシとして（エアテックス社製、ＫＩＤＳ－１０２）
を使用し、ノズルは完全に閉じた状態から１回転分のみ解放し、ノズルの先端から塗布面
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　その後、電極本体を挟み込むように、電極本体が形成された基材をもう１枚（９０ｍｍ
×６０ｍｍ×５０μｍ）の基材と貼り合わせて伸縮性電極を得た。
【００９３】
（実施例２）
　カーボンナノチューブ分散液（Ａ－１）に代えて、カーボンナノチューブ分散液（Ａ－
２）を用いた以外は、実施例１と同様にして伸縮性電極を得た。
【００９４】
（実施例３）
　カーボンナノチューブ分散液（Ａ－１）に代えて、カーボンナノチューブ分散液（Ａ－
３）を用いた以外は、実施例１と同様にして伸縮性電極を得た。
【００９５】
（比較例１）
　カーボンナノチューブ分散液（Ａ－１）に代えて、カーボンナノチューブ分散液（Ｂ）
を用いた以外は、実施例１と同様にして伸縮性電極を得た。
【００９６】
（比較例２）
　カーボンナノチューブ分散液（Ａ－１）に代えて、カーボンナノチューブ分散液（Ｃ）
を用いた以外は、実施例１と同様にして伸縮性電極を得た。
【００９７】
（評価：繰返し伸縮に対する電気抵抗の変化の測定）
　実施例及び比較例で得たそれぞれの伸縮性電極につき、図８に示した評価装置を用いて
、無伸長状態から一軸方向（電極本体の長手方向）に１００％伸長させた後、無伸長状態
に戻すサイクルを１サイクルとする伸縮を１０００サイクル繰返し行った。２～３サイク
ル目、１０サイクル目、１００サイクル目、５００サイクル目及び１０００サイクル目に
おける電極本体の上記電気抵抗を測定した。
【００９８】
　具体的には、図８に示すように、基材５１と一体化された電極本体５２の両端に導電グ
リス（図示せず）を介して銅箔５３を取り付け、伸縮性電極５０の電極本体５２に垂直な
２辺を樹脂フレーム５４で拘束し、電極本体５２の両端部に取り付けられた銅箔５３をそ
れぞれリード５５を介してマルチメーター（ＡＤＶＡＮＴＥＳＴ社製、Ｒ６４４１Ｃ）５
６と接続し、フレーム間を１軸方向（図中、矢印の方向）に伸長させた後、無伸長状態に
戻す伸縮を繰返し行い、電気抵抗の変化を測定した。このとき、フレーム間距離（図８中
、Ｌ参照）は５０ｍｍとした。
　測定結果については、縦軸に抵抗（対数）、横軸に伸長率をプロットしたグラフとして
図９～１３に示した。更に、実施例１～３及び比較例１、２の伸縮性電極に関し、２サイ
クル目及び１０００サイクル目のそれぞれの無伸長時（０％伸長時）及び１００％伸長時
の電気抵抗を下記表１に示した。
【００９９】
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【表１】

【０１００】
　表１、及び、図９～１３に示した結果から明らかなように、繊維長さが５０μｍ以上の
多層カーボンナノチューブを用いて形成された電極本体を備えた伸縮性電極では、導電性
に優れ（電気抵抗そのものが低く）、かつ、１００％伸長時の電気抵抗の増大が殆どなく
、また、繰り返し伸縮時の電気抵抗のバラツキも殆ど認められなかった。
　これに対し、平均長さが約１０μｍと短い多層カーボンナノチューブからなる電極本体
を備えた例（比較例１）では、導電性が低く、また、伸長時の電気抵抗の増大や繰り返し
伸縮時の電気抵抗のバラツキが著しかった。また、単層カーボンナノチューブからなる電
極本体を備えた例（比較例２）では、導電性が低くかった。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明の伸縮性電極は、センサシート、導電配線材、誘電エラストマー型アクチュエー
タ、ジェネレータ、更には伸縮柔軟性が求められる箇所での各種信号線や小電力の電力線
等、種々の用途に使用することができ、伸縮性及び柔軟性が要求される静電容量型センサ
等のセンサシートとして好適に使用することができる。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　センサシート
　２　誘電層
　０１Ａ１～１６Ａ１　表側接続部
　０１Ａ～１６Ａ　表側電極層
　０１Ｂ１～１６Ｂ１　裏側接続部
　０１Ｂ～１６Ｂ　裏側電極層
　Ｃ０１０１～Ｃ１６１６　検出部
　３０　成形装置
　３１　保護フィルム
　３２　ロール
　３３　原料組成物
　３４　加熱装置
　３５　基材
　５０、１００、１１０、１２０、１３０　伸縮性電極
　５１、１０１、１１１ａ、１１１ｂ、１２１ａ、１２１ｂ、１３１　基材
　５２、１０２、１１２、１２２ａ、１２２ｂ、１３２ａ、１３２ｂ　電極本体
　５３　銅箔
　５４　樹脂フレーム
　５５　リード
　５６　マルチメーター
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　２０１　静電容量型センサ
　２０２、２０３　外部配線
　２０４　計測手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(22) JP 2019-91717 A 2019.6.13

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月26日(2019.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エラストマー組成物からなる基材と、前記基材と一体化された電極本体とを備える伸縮
性電極を用いたセンサシートであって、
　前記電極本体は、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブを用いて形成さ
れており、
　前記基材はシート状であり、前記電極本体は前記基材の両面に設けられ、
　前記基材の一方の面に設けられた電極本体と前記基材の他方の面に設けられた電極本体
とは、前記基材を挟んで少なくとも一部が対向しており、
　前記伸縮性電極は、無伸長状態から一軸方向に１００％伸長させた後、無伸長状態に戻
すサイクルを１サイクルとする伸縮を１０００サイクル繰返した際、２サイクル目以降の
各サイクルにおいて、１００％伸長時の無伸長時に対する電気抵抗の増加率（〔[１００
％伸長時の電気抵抗値]－[無伸長時の電気抵抗値]〕／[無伸長時の電気抵抗値]×１００
）が１００％未満であることを特徴とするセンサシート。
【請求項２】
　エラストマー組成物からなる基材と、前記基材と一体化された電極本体とを備える伸縮
性電極を用いたセンサシートであって、
　前記電極本体は、繊維長さが５０μｍ以上の多層カーボンナノチューブを用いて形成さ
れており、
　前記基材はシート状であり、前記電極本体は前記基材の両面に設けられ、
　前記基材の一方の面に設けられた電極本体と前記基材の他方の面に設けられた電極本体
とは、前記基材を挟んで少なくとも一部が対向しており、
　前記伸縮性電極は、無伸長状態から一軸方向に１００％伸長させた後、無伸長状態に戻
すサイクルを１サイクルとする伸縮を１０００サイクル繰返した際に、２サイクル目の１
００％伸長時の上記電極本体の電気抵抗に対する、１０００サイクル目の１００％伸長時
の上記電極本体の電気抵抗の変化率（〔[１０００サイクル目、１００％伸長時の電気抵
抗値]－[２サイクル目、１００％伸長時の電気抵抗値]の絶対値〕／[２サイクル目、１０
０％伸長時の電気抵抗値]×１００）が５％以下であることを特徴とするセンサシート。
【請求項３】
　前記伸縮性電極は、無伸長状態から一軸方向に１００％伸長させた後、無伸長状態に戻
すサイクルを１サイクルとする伸縮を１０００サイクル繰返した際、２サイクル目以降の
各サイクルにおいて、１００％伸長時の無伸長時に対する電気抵抗の増加率（〔[１００
％伸長時の電気抵抗値]－[無伸長時の電気抵抗値]〕／[無伸長時の電気抵抗値]×１００
）が１００％未満である、請求項２に記載のセンサシート。
【請求項４】
　前記多層カーボンナノチューブは、繊維径が５～３０ｎｍである請求項１～３のいずれ
かに記載のセンサシート。
【請求項５】
　前記電極本体は、帯状であって、前記基材の両面に複数列ずつ設けられている請求項１
～４のいずれかに記載のセンサシート。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のセンサシートと、計測手段と、前記センサシートが備
える電極本体及び前記計測手段を接続する外部配線とを備え、
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　前記基材の一方の面に設けられた電極本体と前記基材の他方の面に設けられた電極本体
との前記基材を挟んで対向している部分を検出部とし、
　前記計測手段は、前記検出部における静電容量の変化を計測することにより、変形歪み
量を測定することを特徴とする静電容量型センサ。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　また、上記伸縮性電極は、上述した伸縮サイクルを１０００サイクル繰返した際に、２
サイクル目の１００％伸長時の上記電極本体の電気抵抗に対する、１０００サイクル目の
１００％伸長時の上記電極本体の電気抵抗の変化率（〔[１０００サイクル目、１００％
伸長時の電気抵抗値]－[２サイクル目、１００％伸長時の電気抵抗値]の絶対値〕／[２サ
イクル目、１００％伸長時の電気抵抗値]×１００）が小さいことが好ましい。具体的に
は、１０％以下であることが好ましく、５％以下であることがより好ましい。
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