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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平膜状の圧電体、および該圧電体の対向する二面に形成された検出用電極を備える圧電
センサと、前記圧電体の変位によって前記検出用電極に生じる出力電圧を測定する電圧測
定手段と、を備えた、変位検出装置であって、
　前記圧電センサの二つの前記検出用電極の間を短絡もしくは開放するスイッチと、
　該スイッチの短絡もしくは開放を制御する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、記憶電圧、および、一時記憶電圧を記憶する記憶手段を備え、
　前記記憶電圧は、前記圧電体の変位量の算出に用いる電圧であり、
　前記一時記憶電圧は、前記圧電センサの時定数に基づいて設定された一時記憶用の時間
間隔に取得された電圧であり、
　前記制御手段は、
　前記出力電圧が０［Ｖ］であればスリープ状態を維持し、
　前記スリープ状態から前記出力電圧が０［Ｖ］でなくなることを検出すると、前記一時
記憶電圧を初期値に設定し、
　前記出力電圧を取得し、該出力電圧と前記一時記憶電圧を比較し、前記出力電圧と前記
一時記憶電圧とが異なれば前記出力電圧を前記一時記憶電圧に設定する制御を前記出力電
圧と前記一時記憶電圧が略一致するまで前記一時記憶用の時間間隔で繰り返し実行し、
　前記出力電圧と前記一時記憶電圧が略一致すると該一時記憶電圧を前記記憶電圧に積算
し、
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　前記一時記憶電圧を前記記憶電圧に積算したときに、所定時間長だけ前記スイッチを開
放から短絡にする制御を行う、
　変位検出装置。
【請求項２】
　前記圧電センサに並列接続されたコンデンサを備える、請求項１に記載の変位検出装置
。
【請求項３】
　前記圧電体は、少なくとも一軸方向に延伸処理されたポリ乳酸からなる、請求項１又は
２に記載の変位検出装置。
【請求項４】
　前記一軸方向は、前記圧電体の変位する方向に対して、略±４５°となっている、請求
項３に記載の変位検出装置。
【請求項５】
　前記圧電体における第１の方向の長さは、該第１の方向に直交する第２の方向の長さよ
りも長く、
　前記第１の方向と前記一軸方向との成す角は、略±４５°となっている、請求項４に記
載の変位検出装置。
【請求項６】
　前記一軸方向は、前記圧電体の変位する方向に対して、略０°または略９０°となって
いる、請求項３に記載の変位検出装置。
【請求項７】
　前記圧電体における第１の方向の長さは、該第１の方向に直交する第２の方向の長さよ
りも長く、
　前記第１の方向と前記一軸方向との成す角は、略０°または略９０°となっている、請
求項６に記載の変位検出装置。
【請求項８】
　前記圧電センサは、前記圧電体と検出用電極との組を二組備えるとともに、各組がそれ
ぞれ両面に取り付けられた板状弾性体を備え、
　前記各組の圧電体における第１の方向の長さは、該第１の方向に直交する第２の方向の
長さよりも長く、
　第１の組の前記圧電体は、第１の方向と前記一軸方向との成す角が略±４５°となって
おり、
　第２の組の前記圧電体は、前記第１の方向と前記一軸方向との成す角は、略０°または
略９０°となっており、
　前記圧電体と前記検出用電極の組毎に前記電圧測定手段が備えられている、請求項４に
記載の変位検出装置。
【請求項９】
　前記板状弾性体は少なくとも表面に導体を備えており、該導体が前記二組の前記板状弾
性体側の検出用電極を兼ねている、請求項８に記載の変位検出装置。
【請求項１０】
　前記板状弾性体および前記検出用電極は透明な材質で形成されている、請求項８または
請求項９に記載の変位検出装置。
【請求項１１】
　前記圧電体は検出用電極を介して積層されている、請求項１乃至請求項１０のいずれか
に記載の変位検出装置。
【請求項１２】
　圧電センサの出力電圧から前記圧電センサの変位量を検出する変位検出方法であって、
　記憶電圧は、前記圧電体の変位量の算出に用いる電圧であり、
　一時記憶電圧は、前記圧電センサの時定数に基づいて設定された一時記憶用の時間間隔
に取得された電圧であり、
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　前記記憶電圧を０［Ｖ］に設定する工程と、
　前記出力電圧が０［Ｖ］であると、前記変位量の算出を実行しないスリープ状態を維持
する工程と、
　０［Ｖ］とは異なる電圧を検知すると前記出力電圧の測定を始め、前記一時記憶電圧を
初期値に設定する工程と、
　前記出力電圧と前記一時記憶電圧を比較し、前記出力電圧と前記一時記憶電圧とが異な
れば該出力電圧を前記一時記憶電圧に設定する制御を前記出力電圧と前記一時記憶電圧が
略一致するまで前記一時記憶用の時間間隔で繰り返し実行し、前記出力電圧と前記一時記
憶電圧が略一致すれば、該一時記憶電圧を前記記憶電圧に積算する工程と、
　前記記憶電圧から前記変位量を算出する工程と、
　前記変位量を算出すると、測定した電圧をリセットする工程と、
を有する、変位検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検知対象の曲げ等の変位を検出する変位検出装置および変位検出方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、検知対象の曲げ等の変形を検出する装置として、特許文献１には、圧電体を用い
たものがある。この装置では、平膜状の圧電体に検出用の電極を形成することで、平膜状
の圧電センサを構成している。この圧電センサを肘等の検知対象部に貼り付ける。検知対
象部（肘）の曲がりに応じて、圧電センサから出力される電圧を検出する。
【０００３】
　そして、このような圧電センサに用いる圧電体は、曲げ応力の加わった瞬間に曲げ量に
応じた電圧を発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－０３８７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、圧電体は、曲げ状態が一定に保たれると、電荷は減衰していき、電圧が
元の状態に戻ってしまう。例えば、基準状態である第１の状態で電圧値がＶｓ［Ｖ］であ
り、曲げ応力を加えて第２の状態で電圧値がΔＶ１２［Ｖ］と発生したとしても、当該第
２の状態で維持していれば、第１の状態での電圧値Ｖｓ［Ｖ］に戻ってしまう。すなわち
、所定曲げ量だけ曲がっている第２の状態でありながら、時間が経過すると、第１の状態
の電圧値Ｖｓ［Ｖ］で検出される。
【０００６】
　このような状態のまま、さらに第３の状態に変位させた場合、第２の状態から第３の状
態に変位した分の電圧値がΔＶ２３［Ｖ］が発生する。しかし、この場合、第３の状態を
検出する際の基準となる電圧値は、Ｖｓ［Ｖ］である。したがって、第３の状態を検出し
たタイミングでの電圧値は、Ｖｓ＋ΔＶ２３［Ｖ］となる。
【０００７】
　ここで、第３の状態は、第１の状態から第２の状態を経由した生じたものであり、本来
であれば、電圧値は、Ｖｓ＋ΔＶ１２＋ΔＶ２３［Ｖ］でなければならない。
【０００８】
　このため、検出される電圧値と実際の変位量とが合致しなくなってしまう。
【０００９】



(4) JP 5907174 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

　このような問題を鑑みて、本願発明の目的は、圧電センサ（圧電体）の変位量に合致し
た電圧を正確に検出できる変位検出装置および変位検出方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明は、平膜状の圧電体、および該圧電体の対向する二面に形成された検出用電極
を備える圧電センサと、圧電体の変位によって検出用電極に生じる電圧を測定する電圧測
定手段と、を備えた、変位検出装置に関するものである。この変位検出装置は、圧電セン
サの二つの検出用電極の間を短絡もしくは開放するスイッチと、スイッチの短絡もしくは
開放を制御する制御手段と、を備える。
【００１１】
　制御手段は、電圧測定手段が測定する圧電センサの出力電圧を取得しながら、圧電体の
変位による圧電センサの出力電圧を検出するためにスイッチを開放し、圧電体の変位によ
る圧電センサの出力電圧を検出した直後に所定時間長だけスイッチを短絡する制御を繰り
返す。また、制御手段は、短絡直前の出力電圧の変化量の積算値に基づいて変位量を算出
する。
【００１２】
　この構成では、所定時間間隔で圧電センサの変位量に応じた出力電圧を検出できるとと
もに、出力タイミング毎に測定する電圧がリセットされる。したがって、所定時間間隔で
計測される出力電圧の変化量は、当該時間間隔での圧電センサの変位量に、正確に依存す
る。このため、変化量の積算値を算出すれば、圧電センサの変位量を正確に算出すること
ができる。
【００１３】
　また、この発明の変位検出装置の制御手段は、次の構成であることが好ましい。制御手
段は、変位量の算出に用いる記憶電圧を記憶する記憶手段を備える。制御手段は、出力電
圧の初期値から順に変化量を積算することで、記憶手段に記憶された記憶電圧を更新して
いく。
【００１４】
　この構成では、出力電圧の変化量の積算を具体的に行うための構成例を示している。ま
た、所定時間間隔での変化量を記憶しておくことで、例えば積算時間を変化させる等のよ
うに、オフラインで自由な間隔で変位量の算出を行うこともできる。
【００１５】
　また、この発明の変位検出装置の制御手段は、次の構成であることが好ましい。制御手
段は、記憶電圧が初期値のまま所定時間継続することを検出すると、変位量の算出を実行
しない待機状態に変位検出装置を遷移させる。制御手段は、電圧測定手段で初期値とは異
なる電圧を検知すると、一時記憶電圧を初期値に設定するとともに出力電圧を検出する。
制御手段は、圧電センサの電荷放出時定数に基づく一時記憶用の時間で出力電圧を検出し
ながら該出力電圧と一時記憶電圧を比較し、出力電圧と一時記憶電圧とが異なれば該出力
電圧で一時記憶電圧を更新し、出力電圧と一時記憶電圧が略一致すれば、該出力電圧を記
憶電圧とする。
【００１６】
　この構成では、所定の出力電圧が得られない間は待機状態となり、消費電力を低減する
ことができる。
【００１７】
　また、この発明の変位検出装置は、圧電センサに並列接続されたコンデンサを備えるこ
とが好ましい。
【００１８】
　この構成では、コンデンサを備えることで、圧電センサの出力電圧の減衰時定数が低下
し、コンデンサを備えない場合よりも出力電圧の保持時間が長くなる。これにより、例え
ば、出力電圧の計測間隔を延ばす等の処理が行え、出力電圧の計測処理を簡素化できる。
【００１９】
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　また、この発明の変位検出装置では、圧電体は、少なくとも一軸方向に延伸処理された
ポリ乳酸からなることが好ましい。
【００２０】
　この構成では、圧電センサの変位に対する出力電圧感度を高くすることができる。
【００２１】
　また、この発明の変位検出装置では、一軸方向は、圧電体の変位する方向に対して、略
±４５°となっていることが好ましい。
【００２２】
　この構成では、圧電センサの変位に対する出力電圧感度を、さらに高くすることができ
る。
【００２３】
　また、この発明の変位検出装置では、圧電体における第１方向の長さは、該第１の長さ
に直交する第２の方向の長さよりも長く、第１の方向と一軸方向との成す角を略±４５°
とする態様に適用できる。
【００２４】
　この構成では、圧電体の長手方向に沿った曲げ（反り）に応じた出力電圧を高感度で得
ることができる。
【００２５】
　また、この発明の変位検出装置では、圧電体における第１方向の長さは、該第１の長さ
に直交する第２の方向の長さよりも長く、第１の方向と前記一軸方向との成す角を略０°
または略９０°とする態様に適用できる。
【００２６】
　この構成では、圧電体の長手方向を中心軸とした捻れに応じた出力電圧を高感度で得る
ことができる。
【００２７】
　また、この発明の変位検出装置では、次の構成に適用させることもできる。圧電センサ
は、圧電体と検出用電極との組を二組備えるとともに、各組がそれぞれ両面に取り付けら
れた板状弾性体を備える。各組の圧電体における第１方向の長さは、該第１の長さに直交
する第２の方向の長さよりも長い。第１の組の圧電体の一軸方向と第１の方向との成す角
は略±４５°となっている。第２の組の圧電体の一軸方向と第１の方向との成す角は略０
°または略９０°となっている。圧電体の検出用電極の組毎に電圧測定手段が備えられて
いる。
【００２８】
　この構成では、上述の曲げと捻れを同時に検出することができる。
【００２９】
　また、この発明の変位検出装置では、板状弾性体は少なくとも表面に導体を備えており
、該導体が二組の板状弾性体側の検出用電極を兼ねていることが好ましい。
【００３０】
　この構成では、圧電センサの構成要素を簡素化できる。すなわち、変位検出装置の構成
要素を簡素化できる。
【００３１】
　また、この発明の変位検出装置では、板状弾性体および検出用電極は透明な材質で形成
されていることが好ましい。
【００３２】
　この構成では、圧電センサを透明にすることができる。
【００３３】
　また、この発明の変位検出装置では、圧電体は検出用電極を介して積層されていてもよ
い。
【００３４】
　この構成では、変位に対する出力電圧感度を向上させることができる。
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【発明の効果】
【００３５】
　この発明によれば、検知体に装着された圧電体の変位量に合致した電圧を正確に検出す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る変位検出装置１００の回路図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の圧電センサ１０の外観斜視図である。
【図３】圧電センサ１０の平面図および側面図である。
【図４】ＰＬＬＡを用いた圧電センサによる変位量を出力電圧値との関係の一例を示す図
である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る変位量検出方法のフローチャートである。
【図６】測定電圧リセット処理のフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る測定概念を説明するための図である。
【図８】測定電圧および記憶電圧の時間波形例を示すグラフである。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る変位量検出方法のフローチャートである。
【図１０】その他の構成からなる圧電センサ１０Ａの平面図、側面図および裏面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の第１の実施形態に係る変位検出装置および変位検出方法について、図を参照し
て説明する。図１は本発明の第１の実施形態に係る変位検出装置１００の回路図である。
【００３８】
　変位検出装置１００は、圧電センサ１０を備える。圧電センサ１０の具体的な構造は後
述する。
【００３９】
　圧電センサ１０の一方の外部接続端子は、可変抵抗ＶＲの可変制御端子に接続されてい
る。可変抵抗ＶＲは、定抵抗Ｒ１，Ｒ２間に接続されており、これら定抵抗Ｒ１，Ｒ２、
可変抵抗ＶＲの直列回路の定抵抗Ｒ１側の端部には駆動電圧Ｖｃｃが印加され、定抵抗Ｒ
２側の端部はグランドに接続されている。
【００４０】
　圧電センサ１０の他方の外部接続端子は、オペアンプＯＰの非反転入力端子に接続して
いる。オペアンプＯＰの出力端子には、直流電圧検出器１０１が接続されている。オペア
ンプＯＰの出力端子は、オペアンプＯＰの反転入力端子にフィードバック接続されている
。オペアンプＯＰにも駆動電圧Ｖｃｃが供給されている。
【００４１】
　圧電センサ１０には、スイッチＳＷｏと抵抗Ｒｏの直列回路が、並列接続されている。
この際、抵抗Ｒｏは、スイッチＳＷｏを短絡して圧電センサ１０の電荷を放出する時に、
出力電圧の測定間隔に対して電荷が高速（例えば１０ミリ秒よりも短い時間）で放出され
るような抵抗値に設定されている。
【００４２】
　さらに、圧電センサ１０には、コンデンサＣｏが並列接続されている。このようなコン
デンサＣｏを圧電センサ１０に並列接続することで、スイッチＳＷｏが開放状態の時の圧
電センサ１０の電圧低下の時定数を低くすることができる。これにより、コンデンサＣｏ
を並列接続しない場合よりも、出力電圧の保持時間を長くすることができ、より確実に出
力電圧を検出できる。また、出力電圧の測定の時間間隔を長くでき、出力電圧の測定処理
を簡素化できる。
【００４３】
　なお、オペアンプＯＰは入力インピーダンスが非常に大きいため、コンデンサＣｏを用
いなくても、電圧低下の時定数を低くすることは可能である。したがって、コンデンサＣ
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ｏを省略することも可能である。
【００４４】
　制御部１０２は、所定の時間間隔で、直流電圧検出器１０１の出力電圧を、測定する。
測定の時間間隔は、変位検出装置１００に求められる仕様や、電荷放出の時定数等を鑑み
て、適宜設定すればよく、例えば１０ミリ秒単位や１００ミリ秒単位に設定するとよい。
【００４５】
　制御部１０２は、測定の時間間隔に応じて、スイッチＳＷｏの開放制御および短絡制御
を繰り返す。具体的には、制御部１０２は、定常的にはスイッチＳＷｏを開放制御し、所
定の時間間隔で直流電圧検出器１０１の出力電圧を測定した直後の所定時間だけ、スイッ
チＳＷｏを短絡制御する。この短絡時間は、圧電センサ１０に生じた電荷を放出できる時
間に設定されており、上述の抵抗Ｒｏの抵抗値や圧電センサ１０のキャパシタンス等によ
って決まる放電時定数を参考に決定すればよい。これにより、圧電センサ１０に生じた電
荷を、所定の時間間隔で、定期的に圧電センサ１０から放出することができる。したがっ
て、直流電圧検出器１０１の出力電圧を、所定時間間隔で、定期的にリセットすることが
できる。
【００４６】
　制御部１０２は、所定時間間隔で測定した出力電圧の変化量を算出し、当該変化量を順
次積算することで、圧電センサ１０の変位量を算出する。なお、制御部１０２による詳細
な変位量の算出方法については後述する。
【００４７】
　このような構成からなる変位検出装置１００の圧電センサ１０は、次に示す構成からな
る。図２は本実施形態の圧電センサ１０の外観斜視図である。図３（Ａ）は圧電センサ１
０の平面図であり、図３（Ｂ）はその側面図である。図３（Ｂ）に示す側面図は、圧電セ
ンサ１０の長手方向が図の横方向となるように見た（短手方向の端面を見た）側面図であ
る。
【００４８】
　圧電センサ１０は、平板状の弾性体２０と、平膜状の圧電素子３０とを備える。弾性体
２０は、所定の厚みを有し、平面視して、一方向に長く、この方向に直交する方向に短い
、長手方向と短手方向を有する矩形状からなる。弾性体２０は、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）やアクリル樹脂（ＰＭＭＡ）等の比較的強度が高いポリマーで形成されて
いる。この場合、弾性体２０の厚みは、例えば０．５ｍｍ程度にするとよい。なお、弾性
体２０は、圧電素子３０を構成する圧電性シート３００の強度よりも、少なくとも高い強
度を有するものであればよい。
【００４９】
　圧電素子３０は、弾性体２０と同様の矩形状からなる圧電性シート３００を備える。圧
電性シート３００は、Ｌ型ポリ乳酸（以下、ＰＬＬＡと称する。）によって形成されてい
る。
【００５０】
　圧電性シート３００の第１主面には、略全面に検出用電極３０１が形成されている。圧
電性シート３００の第２主面には、略全面に検出用電極３０２が形成されている。検出用
電極３０１，３０２には、ＩＴＯ、ＺｎＯ、ポリチオフェンを主成分とする有機電極、ポ
リアニリンを主成分とする有機電極のいずれかを用いるのが好適である。これらの材料を
用いることで、検出用電極３０１，３０２は、透光性の高いもの（透明なものと同意）と
なる。これにより、高い透光性を有する圧電センサ１０を実現することができる。
【００５１】
　さらに、検出用電極３０１，３０２に、ポリチオフェンを主成分とする有機電極、ポリ
アニリンを主成分とする有機電極のいずれかを用いれば、透光性を有するとともに、曲げ
による電極の破損が殆ど生じず、より好適である。また、透光性を有する必要がない場合
には、蒸着やめっきにより形成された金属被膜や銀ペーストによる印刷電極膜で検出用電
極３０１，３０２を形成してもよい。特に、アルミ蒸着被膜は安価に形成でき好適である
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。
【００５２】
　検出用電極３０１には外部接続端子４１が接続されている。検出用電極３０２には外部
接続端子４２が接続されている。
【００５３】
　このような構成からなる圧電センサ１０の圧電性シート３００に用いられるＰＬＬＡは
、キラル高分子であり、主鎖が螺旋構造を有する。このＰＬＬＡシートは、一軸延伸され
、分子が配向すると、圧電性を有する。一軸延伸されたＰＬＬＡの圧電定数は、高分子中
で非常に高い部類に属する。
【００５４】
　なお延伸倍率は３～８倍程度が好適である。延伸後に熱処理を施すことにより、ポリ乳
酸の延びきり鎖結晶の結晶化が促進され圧電定数が向上する。尚、２軸延伸した場合はそ
れぞれの軸の延伸倍率を異ならせることによって１軸延伸と同様の効果を得ることが出来
る。例えばある方向をＸ軸としてその方向に８倍、その軸に直交するＹ軸方向に２倍の延
伸を施した場合、圧電定数に関してはおよそＸ軸方向に４倍の１軸延伸を施した場合と同
等の効果が得られる。単純に１軸延伸したフィルムは延伸軸方向に沿って裂け易いため、
前述したような２軸延伸を行うことにより幾分強度を増すことが出来る。
【００５５】
　また、ＰＬＬＡは、延伸のみで圧電性を生じ、ＰＶＤＦ等の他のポリマーや圧電セラミ
ックスのように、ポーリング処理を行う必要がない。すなわち、強誘電体に属さないＰＬ
ＬＡの圧電性は、ＰＶＤＦやＰＺＴ等の強誘電体のようにイオンの分極によって発現する
ものではなく、分子の特徴的な構造である螺旋構造に由来するものである。このため、他
の強誘電性の圧電体で生じる焦電性は、ＰＬＬＡには生じない。さらに、ＰＶＤＦ等は経
時的に圧電定数の変動が見られ、場合によっては圧電定数が著しく低下する場合があるが
、ＰＬＬＡの圧電定数は経時的に極めて安定している。
【００５６】
　このように、ＰＬＬＡを用いれば、焦電性による影響を受けない。したがって、変位検
出時、検出位置の温度に依存することなく、変位量のみに応じた出力電圧を得ることがで
きる。また、ＰＬＬＡはポリマーであり、柔軟性を有するので、圧電セラミックスのよう
に、大きな変位で破損することがない。したがって、変位量が大きくても、当該変位量を
確実に検出することができる。
【００５７】
　また、ＰＬＬＡは比誘電率が約２．５と非常に低いため、ｄを圧電定数とし、εＴを誘
電率とすると、圧電出力定数（＝圧電ｇ定数、ｇ＝ｄ／εＴ）が大きな値となる。したが
って、ＰＬＬＡシートを用いることで、変位に対して高い出力電圧を得られる非常に高感
度なセンサを実現している。
【００５８】
　さらに、ＰＬＬＡの圧電性は異方性を有する。そして、ＰＬＬＡからなる圧電性シート
が最も伸びる方向は、ＰＬＬＡのｄ１４の効果により、一軸延伸方向に対して反時計回り
に４５°の方向となり、最も短くなる方向は一軸延伸方向に対して反時計回りに－４５°
の方向となる。
【００５９】
　したがって、一軸延伸方向に対して４５°方向を長手方向として圧電性シートを切り出
す。これにより、上述の圧電性シート３００を、伸縮に対して最も高感度な状態で形成す
ることができる。
【００６０】
　このように、本実施形態の圧電性シート３００は、長手方向に対して、一軸延伸方向が
４５°の角度を成すように形成されている。この圧電性シート３００の両面に上述の検出
用電極３０１，３０２が形成されてなる圧電素子３０は、図示しない透光性接着剤により
、弾性体２０の第１主面に取り付けられる。
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【００６１】
　なお、正確な４５°に限ることなく、略４５°であってもよい。略４５°とは、例えば
４５°±１０°程度を含む角度をいう。これらの角度は、変位センサの用途に基づき、曲
げの検知精度など全体の設計に応じて、適宜決定されるべき設計事項である。
【００６２】
　このような形状からなる圧電センサ１０は、後述する図７にも示すように、一軸延伸方
向に対して４５°を成す長手方向に沿った曲げ（反り）を検出できる。
【００６３】
　曲げ変位が０の場合、すなわち圧電センサ１０に対して曲げを生じさせる力が外部から
加わっていない場合、弾性体２０の主面は側面視して平坦な状態となる。この場合、圧電
素子３０は伸縮しない。このため、圧電性シート３００には、変位による電荷が発生しな
い。このため、出力電圧は変化しない。
【００６４】
　曲げ変位が所定値の場合、すなわち圧電センサ１０に対して曲げを生じさせる力が外部
から加わった場合、弾性体２０は主面の長手方向に沿って湾曲した状態となる。この場合
、圧電性シート３００は、曲げ量に応じて長手方向に沿って伸びる。これにより、圧電性
シート３００に電荷が発生し、圧電性シート３００を挟んだ検出用電極３０１，３０２間
に電圧が発生する。これにより、出力電圧が変化する。この出力電圧の変化量を検出する
ことで、圧電素子３０の伸張、すなわち変位センサ１０の曲がり量を検出することができ
る。
【００６５】
　そして、ＰＬＬＡの圧電性シート３００を用いる場合、変位量と出力電圧とが線形とな
る。図４は、ＰＬＬＡを用いた圧電センサによる変位量を出力電圧値との関係の一例を示
す図である。図４に示すように、ＰＬＬＡの圧電性シート３００を用いれば、変位量に応
じて、出力電圧が線形に変化する。これにより、出力電圧の変化量から変位量を容易に算
出することができる。また、変位量と出力電圧の変化量が線形の関係であるために、次に
示す出力電圧を定期的にリセットする方法を用いても、出力電圧の変化量に応じた変位量
を、正確に算出することができる。すなわち、非線形であると、基準状態から第１の変位
状態になった時の出力電圧の変化量と、第１の変位状態から第２の変位状態になった時の
出力電圧の変化量は、変位量が同じであっても異なってしまう。しかしながら、線形であ
れば、変位量に応じて、出力電圧の変化量は一意で決定されるので、次に示す定期的にリ
セットする方法を用いることが可能である。
【００６６】
　次に、このような構成からなる変位検出装置１００を用いた変位検出方法について、図
を参照して、より具体的に説明する。図５は、本発明の第１の実施形態に係る変位量検出
方法のフローチャートである。図６は、測定電圧リセット処理のフローチャートである。
【００６７】
　制御部１０２は、順次測定する出力電圧に応じた記憶電圧Ｖｒｅｍを、半導体メモリや
磁気媒体等からなる記憶部に記憶しながら、次に示す処理を実行する。
【００６８】
　まず、変位量検出の初期設定として、制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍを基準電圧Ｖ
ｄｅｆに設定して記憶する（Ｓ１０１）。基準電圧の値は、圧電センサ１０の初期状態に
おける出力電圧の値と同じにする。この時点で、記憶電圧Ｖｒｅｍは基準電圧Ｖｄｅｆと
なる（Ｖｒｅｍ＝Ｖｄｅｆ）。
【００６９】
　次に、制御部１０２は、出力電圧の測定を開始する。制御部１０２は、所定のタイミン
グになると、出力電圧（Ｖｄ）を測定する（Ｓ１０２）。制御部１０２は、記憶部に記憶
されている記憶電圧Ｖｒｅｍと、今回測定した出力電圧Ｖｄとの差分値である変位電圧Δ
Ｖを算出する（Ｓ１０３）。
【００７０】
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　制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍに変位電圧ΔＶを加算することで、記憶電圧Ｖｒｅ
ｍを更新する（Ｓ１０４）。すなわち、制御部１０２は、Ｖｒｅｍ＝Ｖｒｅｍ＋ΔＶの演
算を実行する。
【００７１】
　制御部１０２は、更新した記憶電圧Ｖｒｅｍに基づいて変位量を算出して、出力する（
Ｓ１０５）。変位量と記憶電圧Ｖｒｅｍの値との関係は、例えば、予め記憶部にテーブル
化されており、制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍを更新すると、当該テーブルを参照し
て、変位量を算出する。また、制御部１０２は、変位量と記憶電圧Ｖｒｅｍの値との関数
を予め記憶しておき、記憶電圧Ｖｒｅｍを更新すると、当該関数に代入することで、変位
量を算出する。
【００７２】
　制御部１０２は、今回の出力電圧の測定後、測定電圧をリセットする（Ｓ１０６）。こ
の処理によって、出力電圧は初期化され、基準電圧に設定される。具体的には、制御部１
０２は、出力電圧Ｖｄの測定後、スイッチＳＷｏを所定時間だけ短絡する制御を行うこと
により、抵抗Ｒｏを介して検出用電極３０１，３０２を導通させる（Ｓ１５１）。これに
より、圧電センサ１０に残る電荷が放出され、出力電圧が初期化される。そして、制御部
１０２は、再度スイッチＳＷｏを開放する制御を行う（Ｓ１５２）。これにより、次の測
定タイミングでの出力電圧Ｖｄの測定が可能になる。
【００７３】
　この後、制御部１０２は、上述の所定時間間隔で、出力電圧Ｖｄの測定、記憶電圧Ｖｒ
ｅｍの更新、変位量の算出、測定電圧のリセット、を繰り返し実行する。
【００７４】
　以上のような処理を実行することで、所定時間間隔で、測定電圧がリセットされるので
、直流電圧検出器１０１で得られる出力電圧は、圧電センサ１０の自己放電による電圧低
下の影響を殆ど受けない。また、各測定タイミングで得られる出力電圧Ｖｄは、直前の測
定タイミングから今回の測定タイミングまでの圧電センサ１０の変位量に準じた電圧変化
量で変化する。したがって、当該電圧変化量を積算することで、圧電センサ１０の一つの
曲げ動作で得られる全体の変位量を正確に算出することできる。
【００７５】
　次に、具体的な変位量の算出例について、図を参照して説明する。図７は測定概念を説
明するための図である。図８（Ａ）は測定電圧（出力電圧）Ｖｄの時間波形を示すグラフ
であり、図８（Ｂ）は記憶電圧Ｖｒｅｍの時間波形例を示すグラフである。
【００７６】
　時刻Ｔ＝ｔ０を初期状態とする。Ｔ＝ｔ０では、圧電センサ１０（１０［ｔ０］）は、
平坦な状態であり、外部から曲げ応力が加わっていない。そして、圧電センサ１０の長手
方向の一方端は、固定されている。この時点で、直流電圧検出器１０１においてＶｄ［ｔ
０］の出力電圧（測定電圧）が得られるように、変位検出装置１００の各回路素子値およ
び印加電圧が設定されている。制御部１０２は、この初期電圧Ｖｄ［ｔ０］を、基準電圧
Ｖｄｅｆとして、記憶電圧Ｖｒｅｍの初期値Ｖｒｅｍ［ｔ０］に設定する。
【００７７】
　次に、圧電センサ１０に曲げ応力が連続的に加えられると、圧電センサ１０は、図７に
示すように長手方向に沿って伸び、図８（Ａ）に示すように、伸びに応じて測定電圧が上
昇する。
【００７８】
　そして、時刻Ｔ＝ｔ１の時点で、図７に示すように、圧電センサ１０［ｔ１］が時刻Ｔ
＝ｔ０の時点の圧電センサ１０［ｔ０］よりも、Δｆｘ［ｔ１］変位する。この時、出力
電圧Ｖｄ［ｔ１］（＞Ｖｄｅｆ）が得られる。制御部１０２は、出力電圧Ｖｄ［ｔ１］か
ら、基準電圧Ｖｄｅｆ（＝Ｖｄ［ｔ０］）を減算して、変位電圧ΔＶ［ｔ１］を算出する
。制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ０］に変位電圧ΔＶ［ｔ１］を加算することで
、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ１］（＝Ｖｒｅｍ［ｔ０］＋ΔＶ［ｔ１］）として更新記憶する
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。これにより、図８（Ｂ）に示すように、時刻Ｔ＝ｔ１での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ１］は
、時刻Ｔ＝ｔ０での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ０］よりも変位電圧ΔＶ［ｔ１］だけ増加する
。
【００７９】
　このような処理を行うことで、時刻Ｔ＝ｔ１では、時刻Ｔ＝ｔ０から時刻Ｔ＝ｔ１まで
の圧電センサ１０の変位量Δｆｘ［ｔ１］に応じた電圧変化量分だけ、記憶電圧がＶｒｅ
ｍ［ｔ０］からＶｒｅｍ［ｔ１］に増加する。したがって、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ１］を
参考にすることで、制御部１０２は、変位量Δｆｘ［ｔ１］を検出することができる。
【００８０】
　このように出力電圧を測定すると、制御部１０２は、圧電センサ１０の検出用電極３０
１，３０２を一時的に短絡する。これにより、出力電圧は基準電圧Ｖｄｅｆにリセットさ
れる。
【００８１】
　引き続き、圧電センサ１０に曲げ応力が連続的に加えられると、圧電センサ１０は、図
７に示すように長手方向に沿ってさらに伸び、図８（Ａ）に示すように、この伸び量に応
じて、再度基準電圧Ｖｄｅｆから測定電圧が上昇する。
【００８２】
　そして、時刻Ｔ＝ｔ２の時点で、図７に示すように、圧電センサ１０［ｔ２］が時刻Ｔ
＝ｔ１の時点の圧電センサ１０［ｔ１］よりも、Δｆｘ［ｔ２］変位する。この時、出力
電圧Ｖｄ［ｔ２］（＞Ｖｄｅｆ）が得られる。
【００８３】
　制御部１０２は、出力電圧Ｖｄ［ｔ２］から、基準電圧Ｖｄｅｆを減算して、変位電圧
ΔＶ［ｔ２］を算出する。制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ１］に変位電圧ΔＶ［
ｔ２］を加算することで、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ２］（＝Ｖｒｅｍ［ｔ１］＋ΔＶ［ｔ２
］）として更新記憶する。これにより、図８（Ｂ）に示すように、時刻Ｔ＝ｔ２での記憶
電圧Ｖｒｅｍ［ｔ２］は、時刻Ｔ＝ｔ１での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ１］よりも変位電圧Δ
Ｖ［ｔ２］だけ増加する。
【００８４】
　このような処理を行うことで、時刻Ｔ＝ｔ２では、時刻Ｔ＝ｔ１から時刻Ｔ＝ｔ２まで
の圧電センサ１０の変位量Δｆｘ［ｔ２］に応じた電圧変化量分だけ、記憶電圧がＶｒｅ
ｍ［ｔ１］からＶｒｅｍ［ｔ２］に増加する。したがって、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ２］を
参考にすることで、制御部１０２は、時刻Ｔ＝ｔ１から時刻Ｔ＝ｔ２までの変位量Δｆｘ
［ｔ２］を検出することができる。
【００８５】
　また、時刻Ｔ＝ｔ２での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ２］は、初期の記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ０
］に対して、変位電圧ΔＶ［ｔ１］と変位電圧ΔＶ［ｔ２］とを加算した値の分だけ増加
している。したがって、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ２］を参考にすることで、制御部１０２は
、時刻Ｔ＝ｔ０から時刻Ｔ＝ｔ２までの変位量Δｆｘ［ｔ１］＋Δｆｘ［ｔ２］を検出す
ることができる。すなわち、変位電圧を順次積算することで、時刻Ｔ＝ｔ０に対する時刻
Ｔ＝ｔ２での圧電センサ１０の変位量を検出することができる。
【００８６】
　このように出力電圧を測定すると、制御部１０２は、圧電センサ１０の検出用電極３０
１，３０２を一時的に短絡する。これにより、出力電圧は基準電圧Ｖｄｅｆに、再びリセ
ットされる。
【００８７】
　さらに引き続き、圧電センサ１０に曲げ応力が連続的に加えられると、圧電センサ１０
は、図７に示すように長手方向に沿ってさらに伸び、図８（Ａ）に示すように、この伸び
量に応じて、再度基準電圧Ｖｄｅｆから測定電圧が上昇する。
【００８８】
　そして、時刻Ｔ＝ｔ３の時点で、図７に示すように、圧電センサ１０［ｔ３］が時刻Ｔ
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＝ｔ２の時点の圧電センサ１０［ｔ２］よりも、Δｆｘ［ｔ３］変位する。この時、出力
電圧Ｖｄ［ｔ３］（＞Ｖｄｅｆ）が得られる。
【００８９】
　制御部１０２は、出力電圧Ｖｄ［ｔ３］から、基準電圧Ｖｄｅｆを減算して、変位電圧
ΔＶ［ｔ３］を算出する。制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ２］に変位電圧ΔＶ［
ｔ３］を加算することで、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ３］（＝Ｖｒｅｍ［ｔ２］＋ΔＶ［ｔ３
］）として更新記憶する。これにより、図８（Ｂ）に示すように、時刻Ｔ＝ｔ３での記憶
電圧Ｖｒｅｍ［ｔ３］は、時刻Ｔ＝ｔ２での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ２］よりも変位電圧Δ
Ｖ［ｔ３］だけ増加する。
【００９０】
　このような処理を行うことで、時刻Ｔ＝ｔ３では、時刻Ｔ＝ｔ２から時刻Ｔ＝ｔ３まで
の圧電センサ１０の変位量Δｆｘ［ｔ３］に応じた電圧変化量分だけ、記憶電圧がＶｒｅ
ｍ［ｔ２］からＶｒｅｍ［ｔ３］に増加する。したがって、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ３］を
参考にすることで、制御部１０２は、時刻Ｔ＝ｔ２から時刻Ｔ＝ｔ３までの変位量Δｆｘ
［ｔ３］を検出することができる。
【００９１】
　また、時刻Ｔ＝ｔ３での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ３］は、初期の記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ０
］に対して、変位電圧ΔＶ［ｔ１］と変位電圧ΔＶ［ｔ２］と変位電圧ΔＶ［ｔ３］とを
加算した値の分だけ増加している。したがって、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ３］を参考にする
ことで、制御部１０２は、時刻Ｔ＝ｔ０から時刻Ｔ＝ｔ３までの変位量Δｆｘ［ｔ１］＋
Δｆｘ［ｔ２］＋Δｆｘ［ｔ３］を検出することができる。すなわち、変位電圧を順次積
算することで、時刻Ｔ＝ｔ０に対する時刻Ｔ＝ｔ３での圧電センサ１０の変位量を検出す
ることができる。
【００９２】
　このように出力電圧を測定すると、制御部１０２は、圧電センサ１０の検出用電極３０
１，３０２を一時的に短絡する。これにより、出力電圧は基準電圧Ｖｄｅｆに、再びリセ
ットされる。
【００９３】
　次に、圧電センサ１０に対する曲げ応力が緩和されて、圧電センサ１０は、図７に示す
ように、時刻Ｔ＝ｔ３の時よりも長手方向の伸びが戻される（縮まる）と、図８（Ａ）に
示すように、この縮み量に応じて、基準電圧Ｖｄｅｆから測定電圧が下降する。
【００９４】
　そして、時刻Ｔ＝ｔ４の時点で、図７に示すように、圧電センサ１０［ｔ４］が時刻Ｔ
＝ｔ３の時点の圧電センサ１０［ｔ３］よりも、Δｆｘ［ｔ４］変位する。なお、Δｆｘ
［ｔ４］は負値なので、以下では－Δｆｘ［ｔ４］と記載する。この時、出力電圧Ｖｄ［
ｔ４］（＜Ｖｄｅｆ）が得られる。
【００９５】
　制御部１０２は、出力電圧Ｖｄ［ｔ４］から、基準電圧Ｖｄｅｆを減算して、変位電圧
ΔＶ［ｔ４］を算出する。なお、ΔＶ［ｔ４］も負値なので、以下では－ΔＶ［ｔ４］と
記載する。制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ３］に変位電圧－ΔＶ［ｔ４］を加算
することで、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ４］（＝Ｖｒｅｍ［ｔ３］－ΔＶ［ｔ４］）として更
新記憶する。これにより、図８（Ｂ）に示すように、時刻Ｔ＝ｔ４での記憶電圧Ｖｒｅｍ
［ｔ４］は、時刻Ｔ＝ｔ３での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ３］よりも変位電圧－ΔＶ［ｔ３］
だけ減少する。
【００９６】
　このような処理を行うことで、時刻Ｔ＝ｔ４では、時刻Ｔ＝ｔ３から時刻Ｔ＝ｔ４まで
の圧電センサ１０の変位量－Δｆｘ［ｔ４］に応じた電圧変化量分だけ、記憶電圧がＶｒ
ｅｍ［ｔ３］からＶｒｅｍ［ｔ４］に減少する。したがって、記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ４］
を参考にすることで、制御部１０２は、時刻Ｔ＝ｔ３から時刻Ｔ＝ｔ４までの変位量－Δ
ｆｘ［ｔ４］を検出することができる。
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【００９７】
　また、時刻Ｔ＝ｔ４での記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ４］は、初期の記憶電圧Ｖｒｅｍ［ｔ０
］に対して、変位電圧ΔＶ［ｔ１］と変位電圧ΔＶ［ｔ２］と変位電圧ΔＶ［ｔ３］とを
加算し、変位電圧－ΔＶ［ｔ４］を減算した値となる。したがって、記憶電圧Ｖｒｅｍ［
ｔ４］を参考にすることで、制御部１０２は、時刻Ｔ＝ｔ０から時刻Ｔ＝ｔ４までの変位
量Δｆｘ［ｔ１］＋Δｆｘ［ｔ２］＋Δｆｘ［ｔ３］－Δｆｘ［ｔ４］を検出することが
できる。すなわち、変位電圧を順次積算することで、時刻Ｔ＝ｔ０に対する時刻Ｔ＝ｔ４
での圧電センサ１０の変位量を検出することができる。
【００９８】
　このように出力電圧を測定すると、制御部１０２は、圧電センサ１０の検出用電極３０
１，３０２を一時的に短絡する。これにより、出力電圧は基準電圧Ｖｄｅｆに、再びリセ
ットされる。
【００９９】
　以上のように、本実施形態の変位検出方法を用いれば、圧電センサ１０の変位量を正確
に検出することができる。
【０１００】
　次に、第２の実施形態に係る変位検出装置および変位検出方法について、図を参照して
説明する。本実施形態の変位検出装置は、第１の実施形態に示した変位検出装置に対して
、制御部１０２が、オペアンプＯＰ等、変位検出装置の電源制御を行う点で異なる。図９
は、本発明の第２の実施形態に係る変位量検出方法のフローチャートである。
【０１０１】
　まず、変位量検出の初期設定として、制御部１０２は、記憶電圧Ｖｒｅｍを基準電圧０
［Ｖ］に設定して記憶する（Ｓ２０１）。基準電圧の値は、圧電センサ１０の初期状態に
おける出力電圧の値と同じにする。すなわち、この時点では出力電圧が０［Ｖ］である。
【０１０２】
　次に、制御部１０２は、圧電センサ１０に生じる電圧を観測し、当該電圧が０［Ｖ］で
ないことを検出すると（Ｓ２０２：Ｙｅｓ）、変位検出装置１００を起動させる（Ｓ２０
４）。ここで、制御部１０２は、電圧が０［Ｖ］であれば変位検出装置１００のスリープ
状態を維持する（Ｓ２０２：Ｎｏ→Ｓ２０３）。スリープ状態とは、変位検出処理の実行
を行わない状態を示す。なお、圧電センサ１０に生じる電圧を直接制御部１０２で観測で
きる回路を設ければ、スリープ状態として、オペアンプの印加電圧を停止させたり、低下
させる等の制御を行ってもよい。
【０１０３】
　変位検出装置１００が起動し、変位検出機能がオン制御されると、制御部１０２は、一
時記憶電圧Ｖｄｍを初期値０［Ｖ］に設定する（Ｓ２０５）。
【０１０４】
　次に、制御部１０２は、出力電圧の測定を開始する。制御部１０２は、一時記憶電圧Ｖ
ｄｍを初期値０［Ｖ］に設定したタイミングから所定時間後の所定タイミングになると、
出力電圧（Ｖｄ）を測定する（Ｓ２０６）。制御部１０２は、記憶部に記憶されている一
時記憶電圧Ｖｄｍを、今回測定した出力電圧Ｖｄに設定する（Ｓ２０７）。
【０１０５】
　制御部１０２は、所定の遅延時間を設けた後（Ｓ２０８）、出力電圧（Ｖｄ）を測定す
る（Ｓ２０９）。ここで設定する遅延時間は、圧電センサ１０の時定数および曲げに対す
る出力電圧の応答速度に応じて、曲げ量が変化しなければ出力電圧が維持される時間より
も短く、曲げ量が変化すれば、この変化量に応じて出力電圧が変化し始める時間よりも長
く、設定されている。
【０１０６】
　制御部１０２は、遅延時間経過後の出力電圧Ｖｄ（ステップＳ２０９の出力電圧Ｖｄ）
が、遅延時間前の一時記憶電圧Ｖｄｍ（ステップＳ２０７の一時記憶電圧Ｖｄｍ）に略一
致するかどうかを判断する（Ｓ２１０）。ここで、電圧が略一致するという判断は、一時
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記憶電圧Ｖｄｍに対して、予め電圧検出精度に応じて設定された電圧誤差範囲内に、遅延
時間経過後の出力電圧Ｖｄが入ることによって採択される。
【０１０７】
　制御部１０２は、電圧が略一致していないと判断すると（Ｓ２１０：Ｎｏ）、上述のス
テップＳ２０７，Ｓ２０８，Ｓ２０９に示した一時記憶電圧Ｖｄｍを更新しながら出力電
圧Ｖｄを測定する処理を繰り返し実行する。これは、圧電センサ１０に対して継続的に曲
げ応力が加わっている状態であり、この場合には、変位量は算出されない。
【０１０８】
　制御部１０２は、電圧が略一致していると判断すると（Ｓ２１０：Ｙｅｓ）、一時記憶
電圧Ｖｄｍで記憶電圧Ｖｒｅｍを更新する。すなわち、制御部１０２は、Ｖｒｅｍ＝Ｖｒ
ｅｍ＋Ｖｄｍの演算を実行する（Ｓ２１１）。これは、曲げ応力による圧電センサ１０の
変位が停止した状態であり、この場合には、変位量の算出を行う。
【０１０９】
　制御部１０２は、更新した記憶電圧Ｖｒｅｍに基づいて、第１の実施形態に示した方法
と同様の方法で変位量を算出して、出力する（Ｓ２１２）。
【０１１０】
　制御部１０２は、今回の出力電圧の測定後、測定電圧をリセットする（Ｓ２１３）。こ
の処理によって、出力電圧は初期化され、基準電圧に設定される。これにより、次の測定
タイミングでの出力電圧Ｖｄの測定が可能になる。
【０１１１】
　この後、制御部１０２は、上述の処理を繰り返すことで、順次、圧電センサ１０の変位
量を検出することができる。
【０１１２】
　このような構成および方法を用いることで、圧電センサ１０の変位が生じていない期間
は、装置がスリープ状態となり消費電力を低減することができる。
【０１１３】
　なお、上述の各実施形態では、曲げを検出する圧電センサ１０を用いた例を示したが、
捻れを検出する圧電センサを用いた場合にも適用することができる。なお、捻れとは、上
述の一方向に長い圧電センサを用いた場合に、短手方向の一方端が主面に対して上方向に
変位し、他方端が下方向に変位するような状態を示している。さらに、曲げと捻れを同時
に検出する圧電センサを用いた場合にも適用できる。図１０は曲げと捻れを検出する圧電
センサ１０Ａの三面図である。図１０（Ａ）は圧電センサ１０Ａの平面図であり、図１０
（Ｂ）はその側面図であり、図１０（Ｃ）はその裏面図である。
【０１１４】
　図１０に示す圧電センサ１０Ａは、弾性体２０、圧電素子３１，３２を備える。弾性体
２０は第１の実施形態と同じであり、説明は省略する。
【０１１５】
　圧電素子３１は、弾性体２０の第１主面に取り付けられている。圧電素子３１は、矩形
状の圧電性シート３１０を備える。圧電性シート３１０は、第１の実施形態の圧電性シー
ト３００と同様に、一軸延伸方向と長手方向とが４５°を成すように形成されている。圧
電性シート３１０の両主面にはそれぞれ検出用電極３１１，３１２が略全面に形成されて
いる。検出用電極３１１には外部接続端子４１Ａが接続され、電極３１２には外部接続端
子４２Ａが接続されている。
【０１１６】
　圧電素子３２は、弾性体２０の第１主面に対向する第２主面に取り付けられている。圧
電素子３２は、矩形状の圧電性シート３２０を備える。圧電性シート３２０は、一軸延伸
方向と長手方向とが平行（成す角＝０°）になるように形成されている。
【０１１７】
　なお、正確な０°に限ることなく、略０°であってもよい。略０°とは、例えば０°±
１０°程度を含む角度をいう。これらの角度は、変位センサの用途に基づき、曲げの検知
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精度など全体の設計に応じて、適宜決定されるべき設計事項である。
【０１１８】
　圧電性シート３２０の両主面にはそれぞれ検出用電極３２１，３２２が略全面に形成さ
れている。検出用電極３２１には外部接続端子４１Ｂが接続され、検出用電極３２２には
外部接続端子４２Ｂが接続されている。
【０１１９】
　圧電素子３１と圧電素子３２は、圧電性シート３１０の一軸延伸方向と圧電性シート３
２０の一軸延伸方向とが４５°を成し、且つ圧電性シート３２０の長手方向（＝一軸延伸
方向）が弾性体２０の長手方向を平行になるように、弾性体２０に取り付けられている。
【０１２０】
　このような構成であれば、圧電センサ１０Ａにより曲げと捻れを同時に検出することが
できる。そして、このような場合には、上述の変位検出装置を構成する圧電センサ以外の
構成要素を、圧電素子３１，３２毎に設ければよい。そして、制御部は、それぞれの圧電
素子３１，３２に対する変位検出を個別に制御すればよい。
【０１２１】
　また、上述の説明では、透光性の高い（透明な）圧電センサを用いる例を示したが、透
光性が低いものであってもよい。この場合には、圧電センサの各構成要素の選択自由度が
向上する。ただし、圧電性シートは、ＰＬＬＡ等のポリ乳酸を素材にすることが好適であ
る。
【０１２２】
　また、上述の説明では、初期の基準状態として、平膜状の圧電センサ（圧電性シート）
の主面が平坦な場合を例に説明した。しかしながら、円柱形のシャフトの円周面に沿って
貼り付けたように、初期の基準状態から圧電性シートが湾曲等している場合であっても、
上述の変位検出装置の構成及び変位検出方法を適用することができる。
【０１２３】
　また、上述の説明では、１方向の変位の検出に、圧電性センサを１枚用いた場合を示し
た。しかしながら、圧電性センサを、平板面が重なるように複数枚積層してもよい。これ
により、各圧電センサの出力を加算することで、同じ変位量であっても、より高い出力電
圧を得ることができる。すなわち、変位に対する出力電圧感度を向上させることができる
。
【０１２４】
　また、上述の説明において、弾性体を導電性にすることで、圧電素子の弾性体側の検出
用電極を弾性体で兼用することができる。これにより、圧電素子の弾性体側の検出用電極
を省略でき、圧電センサの構成を簡素化できる。したがって、変位検出装置の構成も簡素
化できる。
【符号の説明】
【０１２５】
１００：変位検出装置、
１０１：直流電圧検出器、
１０２：制御部、
１０，１０Ａ：圧電センサ、
Ｃｏ：コンデンサ、
ＳＷｏ：スイッチ、
ＯＰ：オペアンプ、
Ｒｏ，Ｒ１，Ｒ２：抵抗、
ＶＲ：可変抵抗、
２０：弾性体、
３０，３１，３２：圧電素子、
３００，３１０，３２０：圧電性シート、
３０１，３０２，３１１，３１２，３２１，３２２：検出用電極、
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４１，４２，４１Ａ，４２Ａ，４１Ｂ，４２Ｂ：外部接続端子
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