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有機強誘電体触覚センサを用いた生体内触診に関する基礎研究
○高嶋一登（理研） 竹中慎（香川産技セ） 向井利春（理研）

Fundamental Study on Palpation in vivo Using
Tactile Sensor Composed of Organic Ferroelectrics
*Kazuto TAKASHIMA (RIKEN), Makoto TAKENAKA (KPITC),
Toshiharu MUKAI (RIKEN)
Abstract— Tactile sensors using organic ferroelectrics are promising from the viewpoint of palpation because poly(vinylidene ﬂuoride) [PVDF] tactile sensors have already been developed to evaluate human skin.
Vinylidene ﬂuoride (VDF) oligomer is a new substance with a smaller number of VDF units and lower
molecular weight than PVDF. For example, it may be possible to miniaturize the PVDF-tactile sensor by
replacing PVDF with VDF oligomer. In a previous study, we developed a computer-based surgical simulator for catheter navigation in blood vessels for treatment of the brain. In this study, we investigated the
palpation in vivo by the tactile sensor composed of organic ferroelectrics using our catheter simulator.
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1.

はじめに

有機強誘電体であるポリフッ化ビニリデン（PVDF）
や，フッ化ビニリデン（VDF）と三フッ化エチレン
（TrFE）のコポリマー（P(VDF/TrFE)）は，圧電定数
が大きく，軽量・柔軟・広帯域であるなどの利点があり，
触覚センサの材料として広く研究されている [1, 2, 3]．
PVDF を用いた触覚センサは，例えば，センサを対象
物に擦りつけた際，表面のあらさによって出力が変化
することを利用して，触診への応用が検討されている．
一方，VDF オリゴマーは，PVDF の低分子量体であ
り，真空蒸着によって均一かつ構造制御された膜質を
得ることが可能である [4]．さらに，VDF オリゴマー薄
膜試料を用いた実験により，VDF オリゴマー膜は薄く
均一であり，圧電定数は PVDF や P(VDF/TrFE) に比
べて大きいことが分かっている [5]．そのため，従来の
センサの PVDF を VDF オリゴマーに単純に置き換え
るだけで，PVDF と同様の利点を持つセンサのサイズ
ダウンが図れるかもしれない．特に，医療分野は，体内
へ挿入する場合小さければ小さいほうがいいので，小
型化の要望が大きく，有望な応用分野であろう．さら
に，生体組織は生体から切り出した時点で性質を変え
てしまうこともあるので，生体外に取り出さずに生体
内で低侵襲に測定することは重要である．
一方，カテーテル/ガイドワイヤを大腿部内側から挿
入し，血管を経て脳内の動脈瘤などの患部にアプロー
チする低侵襲治療法は，身体の負担が少なく，多くの
利点を有する．我々は，これまでカテーテル経路予測用
シミュレータを開発してきた [6, 7]．本手術シミュレー
タは，血管壁，カテーテル等の力学特性および挿入手
技によるパラメータを持つ運動方程式を計算し，ガイ
ドワイヤの通過経路や血管から受ける反力などの結果
を数値データ・動画で表示する．
本研究では，これまで開発してきたカテーテル/ガイ
ドワイヤシミュレータを用いて，有機強誘電体を用い
た触覚センサで血管内の剛性/ 摩擦係数等の材料定数
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を測定するための基礎検討を行った．

2.

解析

2·1 センサのモデル化
強誘電体膜の圧電特性を評価するために圧電定数が
一般的に用いられる．圧電歪み定数（[d31 d32 d33 ]）は，
印加された圧力（[σ1 σ2 σ3 ]T ）と出力電荷の関係を決め
るもので材料に固有の材料定数である．ただし，添字
の 3 は膜の厚み方向であることを表す．このとき，発
生する電流（I ）は，次式のように印加された応力の 1
階時間微分特性に比例する．
 dσ 
1


I = A(d31 d32 d33 ) 

dt
dσ2
dt
dσ3
dt




(1)

ここで，A は強誘電体膜を挟む電極の面積である．
本研究では，式（1）の特性を持つ有機強誘電体の圧
電応答部を Fig.1 に示す二種類の形でガイドワイヤに
貼り付けた形式のセンサの出力を数値解析によって検
討した．

• 先端に取り付けた場合（センサ 1）
本研究では単純化して，ガイドワイヤ先端に受け
る反力をガイドワイヤ中心軸に投影したものが，全
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Table 1 Characteristics of ferroelectric ﬁlm
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て圧電応答部の膜厚方向に働くとした．すなわち，
センサの出力は以下の式で与えられるとした．

dF cosθ
(2)
dt
• 中間に取り付けた場合 (センサ 2)
センサ 1 の場合，対象物と圧電応答部が近づくこ
とにより静電気などノイズの影響が大きいかもし
れない．そのため，センサ 2 のように貼り付け，圧
電応答部が曲げられる場合も検討した．その結果，
d31 の影響を大きくすることによって，出力が大き
くなる可能性もある [2]．ガイドワイヤに比べて圧
電体膜が非常に薄いと仮定すると，圧電体膜断面
には以下の均一な応力が働くと仮定できる [8]．

Sensor

I1 = d33

Ef M r
(3)
Ew Iw
ここで，Ef ，Ew はそれぞれ有機強誘電体，ガイ
ドワイヤのヤング率，r，Iw はそれぞれガイドワ
イヤの半径，断面二次モーメント，M はワイヤに
働くモーメントである．
σ1 =

本研究では，PVDF を想定して Table 1 のようなパ
ラメータを使用した [1]．A は後述のガイドワイヤの断
面積とした．

2·2 カテーテル/ガイドワイヤ/血管モデル
解析モデルを Fig.2 に示す（詳細は [6, 7] を参照され
たい．
）．シミュレーション開始時に，各モデルは Fig.2
の位置にあるものとした．ガイドワイヤは，n (= 17)
個の円筒形の剛体セグメント (長さ l = 2.5 [mm]，外径
0.34 [mm]) が仮想弾性ばねと粘性ダッシュポットで直
列結合した多関節リンクと仮定した．曲げ・ねじり変
形は，3 自由度の回転機構を与え，関節の粘弾性にて記
述した．個々のセグメントの運動は並進と回転を考え，
各セグメントの接触時の接触力を求め，Newton-Euler
運動方程式を用いて定式化した．また，ガイドワイヤ
の根元は固定されたカテーテル内に挿入されていると
した．シミュレーションには市販のガイドワイヤ（超
弾性合金製）の物性および形状（半径，密度，ヤング
率）を実測したものを用いた．ただし，ガイドワイヤ
の先端には 45 °の屈曲をつけた．カテーテルの内径は
ガイドワイヤの外径より 0.2 mm 大きく，y = −1 mm
上の x < 0 の部分に固定させた．
本モデルでは，各関節の屈曲角度 α を用いて，
M=

Ew Iw α
l

(4)

で近似化しているので，式（1）
（3）より，以下の式で
センサ 2 の出力を算出した．
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8 mm

Fig.2 Simulation model (initial position)

I2 = Ad31

Ef r dα
l dt

(5)

血管は内径（= 4 mm）が均一な弾性円筒と仮定し
た．血管の中心曲線を数値データで与え，その各中心
点を中心とする円筒を設定し，血管モデルを形成した．
さらに，血管の内壁は血管の半径方向に弾性（弾性係
数 Kv = 32 N/mm3/2 ），接線方向に摩擦抵抗（摩擦係
数：0.04）を持つモデルとし，中心線は変位しないと
仮定した．ただし，カテーテルに挿入されている部分
については，Kv = 20000 N/mm3/2 とした．
ガイドワイヤと血管との接触力の算出のために，ま
ず，ガイドワイヤモデルの各セグメントの端点と血管
モデルの中心線との距離を求めた．その後，その距離
をガイドワイヤと血管間のクリアランスと比較し，押
込み量に応じて接触力を算出した．

2·3

解析手順

本研究では，病変部を想定して，血管の物性（弾性，
摩擦係数）を部分的に変化させて，センサの出力に対
する影響を調べた．さらに，物性を変化させる血管部
位を変え，その影響も調べた．すなわち本研究では，基
本条件以外に以下のような条件の数値解析を行った．

•
•
•
•

Case
Case
Case
Case

1→y
2→y
3→y
4→y

= 4〜6 の摩擦係数を 0.04 から 0.2 へ
= 2〜4 の摩擦係数を 0.04 から 0.2 へ
= 6〜9 の摩擦係数を 0.04 から 0.2 へ
= 4〜6 の血管の弾性を 1/2 へ

このような血管内で病変部の触診をするように，カテー
テルモデルの根元の節点を一定速度（3 [mm/s]）で押
し/引きした．

3.

結果

ガイドワイヤ先端の軌跡を Fig.3 に示す．先端の軌
跡はどの条件でもあまり変わらなかった．なお，各条
件に置いて，物性を変化させた部分を図示した．
また，ガイドワイヤ先端の接触力の大きさ（|F |）お
よび F をガイドワイヤ中心軸に投影したもの（F cosθ，
θ は先端の接触力とワイヤ中心軸のなす角）の経時変
化を Fig.4 に示す．接触する角度は変化するものの挙動
としては，|F | と F cosθ で大きく変わらなかった．た
だし，Fig.4 の F cosθ の値が負とは，ワイヤを手元に
引っ張るとき，摩擦で先端が遠位に引っ張られている
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と考えられる．図中の矢印のように Case 1，3 におい
て，摩擦係数を変化させた部分に先端が触れるときに，
反力が振動している挙動が見られた．特に，Case 3 に
関しては，Case 2 と異なる時間（8 秒前後）でも反力
が振動していた．これは，Fig.3 の先端軌跡からも分か
るように，病変部が，引き動作において，Case 1 では
先端が触れない位置であるのに対して，Case 3 では先
端が触れるためである．同様に，Case 2 では先端が押
し・引き動作いずれの場合も触れにくい位置にあるた
め，挙動が基本条件とあまり変わらないと考えられる．
一方，Case 4 のように血管の弾性を変えたときの影響
はあまり見られなかった．
一方，センサ 1，2 の出力の絶対値を Fig.5〜9 に示
す．ただし，横軸はガイドワイヤ先端の y 座標とした．
図中に矢印で示したように，摩擦係数を変化させた部
位で大きな出力が得られた．すなわち，センサによって
病変部の検出ができる可能性が示唆された．一方，術
者の手元には，先端以外の摩擦もあるし，先端の振動
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は途中で減衰するので，センサなしで術者がこれらを
全て感知するのは難しいと考えられる．一方，Case 4
の場合，Fig.4 からは分かりにくいが，Fig.9 の出力は，
基本条件と全く同じではないので，今後，差の出しや
すいデータの処理方法を検討していきたい．ただし，今
回は基本条件と比較したが，実際はどのように接触し
たときが正常か分からないので，アクチュエータ等で
再現性よく接触できるようにすることが必要である．
また，二つの出力の大きさを比較すると，センサ 1
の方が大きかった．ただし，センサ 2 の出力について
は，電極面積や貼り付けるワイヤの径を大きくすると
さらに大きくすることができる．さらに，センサを柔
軟なゴムなどに貼り付けることによって，出力を大き
くすることが可能である．そのため，出力の大きさに
ついては，実際にセンサを試作しながら検討していく
ことが必要であろう．
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Sensor 1

に働く応力分布を調べていきたい．PVDF を用いた触
覚センサでは，対象物のあらさを検出するために，弾
性体部に人の指の指紋のような凹凸をつけることも多
いが，そのような組み合わせについても検討を行なっ
ていきたい．
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まとめ

本研究では，VDF オリゴマーを用いた触覚センサに
よって，生体内の触診を行なうための基礎検討を行っ
た．数値解析によって，病変部で有機強誘電体触覚セ
ンサの出力が変化する可能性を示唆した．
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考察

ワイヤ先端の接触力が振動する挙動の原因として，先
端の摩擦力とワイヤの曲げ変形による自励振動が考え
られる．ただし，今回，摩擦係数は動摩擦係数のみで，
静摩擦係数を与えていないので，一般的な自励振動と
は異なる．さらに，本研究で用いた血管モデルは，反
力として，弾性のみで粘性を考慮していないので，振
動している可能性もあり，これら血管の力学特性を正
確に反映した解析モデルの構築も必要である．
このような振動において，ワイヤの共振をうまく利
用してセンサの出力を上げることも可能かもしれない．
棒が横振動するときの固有振動数は以下の式で表せら
れる [9]．
√

f=

1
2π

Ew Iw mi 2
( )
ρAw L

(6)

ここで，Aw は棒の断面積，L は棒の長さである．例
えば，棒の一端を固定し，他端を自由にしておく場合，
m1 = 1.8751, m2 = 4.6941, m3 = 7.8548 となる．本研
究で用いたガイドワイヤの物性を用いて固有振動数を
算出したものを Fig.10 に示す．本図のように周波数は
固定する部位（ガイドワイヤなら親カテーテル）によっ
て，周波数が大きく変化することが分かる．さらに，血
管の屈曲による拘束も考えられる．このため，実際に
使用する場合には，共振する部分の長さを一定にする
ことが必要であり，例えば，先端付近の太さを急激に
細くしたりすることが考えられる．
今回のモデルは実際の状況をかなり簡略化し，有機
誘電体膜における出力は均一と見なしたので，今後，実
際のセンサ形状を考慮した FEM 解析を行い，圧電体膜
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