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あらまし 触覚感覚の計測やセンシングを行うデバイスには様々なものが提案されているが，これらを同時に
行える素子があれば，デバイスの簡略化と小型化が期待できる．我々は，形状記憶合金（SMA）ワイヤに着目し，
単一素子によって触覚の提示とセンシングを同時に行うことができる触覚デバイスを開発した．既に，SMA ワ
イヤに微小振動を生じさせ，人体の触覚認知の特性を利用することで様々な触覚感覚を提示できることがわかっ
ている．本論文では，形状記憶合金を微小振動させたアクチュエータが，触覚提示デバイスだけでなく，触覚セ
ンサとしても利用できることを基礎的な実験結果とともに示す．
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1. ま え が き

ンジスタ等の光素子 [5] や，圧電素子 [6] を用いた手法

人間は言葉や身体，五感を用いてコミュニケーショ

繊細な触覚を提示する困難さや，センシング時の消費

が提案されている．しかしながら，これらの研究では

ンをおこなっている．遠隔地同士のコミュニケーショ

電力の大きさなどの様々な課題を個々に抱える．特に，

ンや各種機器の操作，障碍者支援ツールとして，様々

触覚の提示とセンシングを同時に行える単一の素子や

なヒューマンインタフェースが開発されてきた．カメ

デバイスは実現されておらず，デバイスの小型化に向

ラや映像ディスプレイといった視覚を利用するものや，

けた大きな課題となっている．

イヤホンやマイクといった聴覚を利用するものは，汎

我々はこれまでに，形状記憶合金（SMA）ワイヤに

用機器として広く普及している．更に，それらに続く

微小振動を起こして触覚感覚を提示する，微小振動ア

新たなインタフェースとして，拡張現実技術の発展に

クチュエータを開発してきた [7]．このアクチュエータ

後押しされ，触覚を利用するインタフェースへの関心

は，パルス電流を流すことにより，300Hz までの広範

が高まっている．その実現には，触覚を提示するディ

囲の周波数で振動し，様々な触覚感覚を提示すること

スプレイと触覚を計測するセンサが必要となる．

が可能である．また複数のアクチュエータを同時に，

触覚ディスプレイの研究では，より現実に近い感覚

あるいは時間差をつけて駆動することで，触覚の高次

を生成することが求められ，これまでに超音波 [1] や

知覚であるファントムセンセーションや仮現運動を生

静電気 [2]，モータ [3]，電気刺激 [4] などを用いた方法

起させて，多様な接触感覚や物体の移動感覚などの提

が提案されている．一方，触覚センサの研究では，空

示を実現している [8], [9]．

間・時間分解能の向上が求められており，フォトトラ

更に，35cm 長の SMA ワイヤを利用し，定電流を
流した状態で，ワイヤに加わる力を計測できるという
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能性を検証し，提示とセンシングの単一素子による実

5%程度収縮する．SMA ワイヤにパルス電流を流すこ

現に向けた基礎を確立することを目的としている．以

とで，電流の ON/OFF に同期して加熱と放熱が起き，

下に本論文の構成を述べる．2. では，SMA の特性に

この加熱と放熱に伴いワイヤが伸縮を繰り返す．これ

ついて説明し，更に SMA ワイヤの特徴を紹介する．

までの我々の研究で，300Hz を超える周波数で振動が

3. では，SMA の特性を利用して，触覚の提示とセン

起こることがわかっており，触覚感覚の提示デバイス

シングを同時に行うことができる触覚デバイスを提案

に応用してきた．

する．4. では，作製したデバイスの性能を検証するた

一方の超弾性現象は，形状記憶合金の結晶構造が

めの三つの実験について述べ，5. でその結果を示す．

オーステナイト相と応力誘起マルテンサイト相の間で

6. では，得られた結果に対する考察を述べ，最後に 7.

可逆的に変化する現象である．形状記憶効果が温度変

で結論を記す．

化に伴う相変態によって起こるのに対し，超弾性現象

2. SMA ワイヤの特性
SMA には，形状記憶効果と超弾性現象という二つ
の特性がある [12]．

は SMA が変態温度（Mf ）より高い温度にあるとき，
外力による負荷に起因して起こる現象である．図 3 に
その過程を示す．SMA に外力が加わると，SMA の状
態はオーステナイト相から応力誘起マルテンサイト相

図 1 に SMA の形状記憶効果を示す．SMA は温度に

に変化し，除荷すると元のオーステナイト相に戻る．

よって，マルテンサイト変態と逆マルテンサイト変態

このとき，相状態に応じて SMA の抵抗率が変化する．

（逆変態）と呼ばれる結晶の構造変化が起こる．オース

また，ある種の SMA は，変態の過程で R 相と呼ばれ

テナイト相は高温側での結晶構造であり，金属の形状

る菱面体晶系の結晶構造を経て，単斜晶系のマルテン

が記憶されている．一方，マルテンサイト相は低温側

サイト相へ変態するが，この R 相変態は高い時間応答

の結晶構造である．オーステナイト相において変態温

性をもつことが知られている．したがって，R 相変態

度（Mf ）以下になると結晶構造が変化し，マルテン

する超弾性現象を利用すれば，SMA ワイヤに加わる

サイト相へと変態する（マルテンサイト変態）．マル

外力の大きさの変化を，電気抵抗値の変化として高い

テンサイト相において外力により負荷を与えると，結

時間分解能で取り出せる．本研究では，この R 相変態

晶がひずんで塑性変形を起こし，形状が変化する．マ

に伴う超弾性特性を触覚センシングに利用する．

ルテンサイト相の SMA を再び変態温度（Af ）以上に
なるよう加熱すると，逆変態が起きオーステナイト相
に相変態を起こすため，記憶された形状が回復する．
本研究で用いる SMA ワイヤは，長さ方向に結晶構
造を形成した糸状 SMA であり，相変態に伴って，形
状記憶効果により長さ方向に伸縮する．図 2 に示すよ
うに，温度による相変態によって，長さ方向に最大で

図2

図1
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形状記憶合金の形状記憶効果

図3

SMA ワイヤの温度特性

形状記憶合金の超弾性現象
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図 4 触覚デバイスの概要と外観

3. SMA ワイヤを用いた触覚デバイス
SMA ワイヤには，トキコーポレーション（株）のバ
イオメタルファイバ（BMF75）を用いた．この SMA
ワイヤは直径が 75µm で，Mf = 72◦ C まで加熱され

図5

実験装置の構成

ると最大 5%程度長さ方向に収縮し，Af = 68◦ C まで
下がると元の長さに戻る．
作成した触覚デバイスの概要とその外観写真を図 4
に示す．長さ 12mm の SMA ワイヤの両端を，エポ
キシ基板に圧着する．エポキシ基板は横幅が 15mm，
縦幅が 4mm，厚さが 1mm のもので，SMA の両端に
導線をはんだ付けすることで，パルス電流を流す設計
としている．また，SMA ワイヤの中央部に金属製の
ピンを取り付け，その上部に皮膚で接触することで，
様々な触覚感覚が提示される．ピンの直径は 1.2mm
で，下端に切られた溝に SMA ワイヤを通して圧着し
ている．

SMA ワイヤはパルス電流を流すことにより，ON 時
にジュール熱による発熱が起こり，OFF 時には自然放

図6

実験装置

熱により冷却される．このときの温度変化によってマ
ルテンサイト変態及び逆変態が起こるので，SMA ワ

触覚デバイスからピンを取り除いたものを用いて実験

イヤが伸縮を起こしてピンが上下運動を繰り返す．こ

を行った．図 5 に実験装置の構成を，図 6 にその外観

れにより SMA ワイヤの伸縮を微小振動として取り出

写真を示す．図 4 の触覚デバイスを，透明なアクリル

せるので，ピンの上部を皮膚に接触させることで触覚

板の上部に接着している．ロードセルをアクリル板の

感覚が提示できる．

土台に固定し，SMA ワイヤの中央部と紐でつなぐ．こ

触覚センシングでは，皮膚がピンに触れた際の接触

の紐を介して SMA ワイヤに張力を作用させる設計と

力が，ピンを通じて SMA ワイヤに伝わる．超弾性特

なっており，これにより SMA ワイヤの抵抗値が変化

性に従って，応力によって SMA ワイヤの相変態が誘

する．この際の張力は，ロードセルによって測定する．

起されるので，SMA ワイヤの電気的抵抗値が変化す
る．これを計測することで，触覚を計測する．

4. 実

験

図 7 に，定電流パルスの発生と SMA ワイヤ両端
電圧の取得を行う回路図を示す．定電流回路を構成し
ており，パルス電流の電流値，周波数，デューティ比
を，電源装置（B&K PRESICION，1550）とファン

4. 1 実 験 装 置

クションジェネレータ（YOKOGAWA，FG-110）に

触覚デバイスの力応答を測定するための実験を行っ

よって設定する．SMA ワイヤの両端電圧とロードセ

た．SMA ワイヤにかかる応力を正確に測定するため，

ルの出力電圧の二つのアナログ信号を，オシロスコー
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プで取得する．サンプリング周波数は 2.5kHz とした．

実験における電流値 Ic ，周波数 fc ，張力 Tf を示す．

取得したデータは PC に取り込み，データ処理を行う．

いずれの実験においても，定電流パルスの Duty 比は

ファンクションジェネレータからのパルス信号を入

10%に固定した．

力すると，SMA ワイヤに定電流パルスが流れる．パ

4. 2. 1 実験 I 外力による抵抗値変化の時間応答

ルス ON 時の電流が一定となるため，SMA ワイヤの

まず，提案する触覚センサについて，応力に対する

抵抗変化はパルス ON 時の出力電圧変化によって計測

抵抗値の時間応答特性を調べた．表 1 に示す実験 I の

できる．パルス ON 時のみの電圧値を得るため，一

条件下で，紐に 4 秒間で 3 回張力を与え，応力に対す

定しきい値以下の電圧値を除去し，100 点の移動平均

る SMA ワイヤの抵抗値の時間応答を記録した．

フィルタを用いて平滑化した．SMA ワイヤの抵抗値

4. 2. 2 実験 II 張力–抵抗値特性測定

RSM A は，測定した SMA ワイヤの両端電圧 VSM A ，

次に，表 1 の実験 II の各条件 a〜h について，4 秒

SMA ワイヤに直列に接続された抵抗 R0 とその両端

間で 3 回張力を与えることでワイヤに対して負荷と除

電圧 VR を用いて次に示す式 (1) より計算によって求

荷を行い，張力–抵抗値特性を調べた．この際，SMA

めた．

ワイヤへの負荷を与えたのちに除荷を行ったため，そ

Rsma = R0 ×

Vsma
VR

(1)

の過程を区別するためのデータ処理を行った．ロード
セルの出力電圧–時間のデータから，張力の増加して
いる時間，減少している時間をそれぞれ取得し，負荷

4. 2 実 験 方 法
作製した触覚デバイスの張力応答特性を検証するた
め，三つの実験を行った．実験条件として，表 1 に各

過程と除荷過程として区別した．

4. 2. 3 実験 III 外力応答特性測定
最後に，表 1 に示す実験 III の条件 a〜d について，

SMA ワイヤの非振動状態でのセンシング特性並びに，
与える張力の入力周期に対するセンシング特性を検証
する実験を行った．紐に張力を与え，触覚センサの非
振動状態及び振動状態での応力–抵抗値特性を検証し，
また時間応答特性も調べた．

5. 実 験 結 果
図7 回

路

図

表1 実験条件

5. 1 実験 I 外力による抵抗値変化の時間応答
図 8 に外力による SMA 抵抗値変化の実験結果を
示す．グラフの横軸に時間，左縦軸に応力，右縦軸に

SMA の抵抗値を取り，計測データをプロットしてい
る．図 8 より，3 回の張力付加に対応して，抵抗値が

3 回変化しており，負荷及び除荷に対するセンシング

図 8 SMA ワイヤの外力–抵抗値応答
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図 10

図9

4 種の周波数と 2 種の電流値に対する実験結果

図 11

非振動に対する実験結果

非振動時の応力–抵抗値変化の結果

が行われていることを確認できた．また，張力の増加

1.5Ω 程度であった．次に，条件 a，b は負荷及び除荷

し始めた時刻と抵抗値変化が始まった時刻も同期して

過程での抵抗値減少曲線の繰り返し再現性が低かった．

おり，センサの時間応答性が高いことがわかる．

細かく見ると，条件 a，b はいずれも張力 0.1N の変

5. 2 実験 II 張力–抵抗値特性測定

化において，負荷過程で 0.4Ω，除荷過程で 0.2Ω ほど

図 9 に，張力–抵抗値特性測定実験の結果を示す．グ

のばらつきがあった．一方，条件 c〜h は比較的安定

ラフの横軸に応力，縦軸に抵抗値（0.5Ω/目盛）を取

した繰り返し再現性が得られている．つまり，高い周

り，負荷と除荷の過程の変化をプロットした．条件 a〜

波数の方が繰り返し再現性の高い計測が可能であると

d の結果が 0.4N ほどの力に対して変化があり，条件

いえる．また，負荷/除荷過程によって抵抗値変化に

e〜h の結果では 1.0N ほどの応力に対して変化がある

ヒステリシスがあることがわかった．条件 d，h では

ことから，電流量によって測定に適した応力があるこ

負荷/除荷過程でのヒステリシスは見られず，高周波

とがわかる．また，電流値とその周波数によらず，張

で安定することがわかる．一方で，その他の条件では，

力の増加に伴う抵抗値の降下が確認でき，その範囲は

負荷過程において除荷過程よりもおおむね高い抵抗値
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への変態が起きているためであると考えられる．高速
な相変態では，負荷によって超弾性現象が起きても，
単晶系マルテンサイト相へ完全に相変態せず，R 相ま
での相変態となる．R 相は変形量が小さく，時間応答
性が高いため，抵抗値の変化量が安定していると考え
られる．Duty 比一定の条件で実験を行ったため，低
周波電流ではパルス ON の時間が長くなり，その間
に多くの電流が流れる．そのため，よりワイヤの加熱
時間が長くなり，オーステナイト相へ変態後，超弾性
現象が起きてマルテンサイト相が誘起されると考えら
れる．SMA ワイヤの長さに起因する抵抗値変化の影
響も大きくなり，相変態に起因する抵抗率変化を含む

SMA ワイヤ全体の抵抗値変化が不安定になったと考
えられる．一方，電流値の違いについては，電流値が
大きくなると電流 ON 時の温度が高くなるため，逆マ
ルテンサイト変態が起きると考えられる．負荷が与え
られると超弾性現象が起き，負荷に応じて相変態が起
きる．電流値が小さく，逆マルテンサイト変態が起き
にくい場合，変形マルテンサイト相と応力誘起マルテ
ンサイト相の間の相変態を繰り返す．結晶状態の変化
が少なく，長さ方向への変位量が小さいため，抵抗値
図 12

100Hz 振動時の応力–抵抗値変化の結果

の変化が安定したと考えられる．超弾性現象における，
オーステナイト相と応力誘起マルテンサイト相での負

をとなっており，特に条件 e，f，g と電流値の大きな

荷/除荷過程には，ヒステリシスが存在することが知

方が負荷と除荷の過程での抵抗値変化の違いが大きく

られている．実験 II の条件 a，e，f，g のように，電

なる傾向があった．

流量の大きい方が R 相を超えて応力誘起マルテンサイ

5. 3 実験 III 外力応答特性測定

ト相へ変態する量が多いため，ヒステリシスが顕著に

図 10 に外力応答特性測定実験の結果を示す．図 9

表出したといえる．周波数や電流値の変化に伴う抵抗

と同様に条件 a，b の結果をプロットした．共に，負

値変化の特性を補正関数として与えることで，提示す

荷/除荷過程での大きなヒステリシスはなく，いずれも

る触覚感覚を変化するために電流値を変えても，応力

再現性が高く，安定して計測できていることがわかる．

計測が可能となると考える．

また，条件 a〜d の外力と抵抗値の時間応答特性を，

実験 III より，定電流入力時の非振動状態であって

図 8 と同様に図 11，12 に示す．条件 d では，除荷後

も，短い SMA ワイヤ片によって外力を計測できるこ

も抵抗値が戻り切らず，応答が間に合っていないこと

とがわかった．触覚非提示時にも微弱電流を定常的に

がわかる．

流すことで，本デバイスでの接触力のセンシングがで

6. 考

察

きる．SMA ワイヤの非振動時と振動時の基礎的な実
験結果からは，センシングの時間応答特性に違いは見

SMA ワイヤアクチュエータは，定電流パルスの周

られなかった．条件 III-d より，振動状態において，周

波数を変えると，提示される触覚感覚が変わる．提案

期が短いと除荷しても抵抗値が戻りきらない現象が見

した触覚センサが，様々な駆動電流の周波数において

られた．しかしながら，抵抗値変化は観測されたため，

応力を計測できることから，多様な触覚感覚を提示し

触覚提示の有無にかかわらず同一の検出方法で触覚セ

ながら同時に応力計測ができることがわかった．

ンシングが可能である．SMA ワイヤのセンシングの

条件 II c，d，g，h では抵抗値変化が安定している
が，これは高い周波数を入力することによって，R 相
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周波数応答性については，更に条件を変えながら研究
を進める必要がある．

招待論文／微小振動する形状記憶合金ワイヤを用いた触覚センサ
no.10, pp.903–913, Dec. 2014.

7. む す び

[7]

Sawada, “Tactile display using the vibration of SMA

本論文では，SMA ワイヤを用いた触覚提示デバイ

wires and the evaluation of perceived sensations,”

スを，触覚センサとして利用することを提案した．単

2009 2nd Conference on Human System Interactions,

一素子で触覚の提示とセンシングが同時にできるデバ
イスを設計し，張力測定実験を行った．SMA ワイヤ

pp.685–690, Catania, Italy, May 2009.
[8]

アクチュエータは，定電流パルスの周波数を変えるこ
とによって提示する触覚感覚を変えられる．外力測定
も周波数に応じた補正を行うことで，接触力を測定で
[10]

を本デバイスでなぞることで触覚感覚のセンシングを
また，超弾性現象に見られるヒステリシスがセンサ

水上陽介，澤田秀之，“形状記憶合金糸を用いた触覚ディ
スプレイと微小振動の発生確率密度制御による触覚感覚
の呈示，
” 情処学論，vol.49, no.12, pp.3890–3898, Dec.
2008.
D.J.S. Ruth and K. Dhanalakshmi, “Shape memory
alloy wire for force sensing,” IEEE Sensors Journal,

[11]

vol.17, no.4, pp.967–975, Feb. 2017.
本間敏夫，“形状記憶合金の応用 (全般)，
” 日本金属学会会
報，vol.24, no.1, pp.20–25, Jan. 1985.

[12]

S. Miyazaki, Y. Ohmi, K. Otsuka, and Y. Suzuki,

おこない，センサの特性を明らかにしていく．
の出力信号からも得られ，更に R 相変態を利用するこ

水上陽介，内田啓治，澤田秀之，“糸状形状記憶合金の振
” 情処学論，
動を利用した高次知覚生起による触覚呈示，
vol.48, no.12, pp.3739–3749, Dec. 2007.

[9]

の実験結果から，定電流パルスの周波数を変化させて
きることがわかった．今後，様々な物体や素材の表面

K. Fukuyama, N. Takahashi, F. Zhao, and H.

とによって，高い応答性で計測できることがわかった．

“Characteristics of deformation and transformation

抵抗値変化の要因には，ワイヤの長さや温度による変

pseudo elasticity in Ti-Ni alloys,” J. Phys. Collo-

化，超弾性特性などの相変態による変化がある．これ
らが同時に影響を及ぼす状態では，計測が非線形とな

quies, vol.43, no.C4, pp.255–260, Jan. 1982.

（2019 年 1 月 11 日受付，8 月 14 日公開）

り解釈が困難となるが，簡易な接触力測定は可能であ
る．抵抗値変化の要因を限定し，モデル化することで，
高精度なセンシング手法の確立を行っていく．
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