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論文要旨 

 エアシリンダに代表されるような空気圧により駆動されるアクチュエータは、軽量で

小型な筐体でありながら大きな発生力を持つことから、主に FA（Factory Automation）のなどの

産業分野において使用されている。一方で、駆動源となる圧縮空気を供給するために配管やバル

ブ、コントローラなど多くの設備が必要である。とりわけエアコンプレッサやポンプなどの圧力

源は、一般的にサイズが大きく設置環境を選ぶことから空気圧アクチュエータシステムは大規

模にものとなる。 

  近年、空気圧アクチュエータはその優れた出力／重量比を活かして、エアシリンダや

空気圧人工筋肉を利用したパワーアシストスーツやウェアラブルデバイスでの応用などが検討

されている。そして、そのための小型軽量化したポンプやコンプレッサの開発が進められている。

さらに、空気以外のガスを駆動力として用いる圧力源として、大量の気体を発生する化学反応を

利用したもの、圧縮したガスの性質を利用するもの、液体を電気分解することで生じるガスを利

用したものなど様々な新しいデバイスが開発されている。 

 本研究では、作動流体の気液相変化に伴って発生する体積変化を利用したアクチュエ

ータの駆動方法を提案する。気液相変化とは流体の状態が液相と気相の間を移動することを指

し、この気液相変化では極めて大きな体積変化を発生することが知られている。水を例に取ると、

液相にある水がすべて同温度、同圧力の気相へと移動した場合には密度比で 1500 倍を超える体

積変化となる。そのため、僅かな量の液体で 1 つのアクチュエータを動かすのに十分な気体を得

ることが可能であると考えられる。また、この気液相変化は一般的に熱エネルギーによって励起

することが可能である。つまり、電熱ヒータのような簡便なデバイスを用いて操作が可能となる

ことから、システム全体を大幅に小型化することが出来ると考えられる。さらに、この小型な圧

力源をアクチュエータ自体に組み込むことによって、アクチュエータ自体が独立して動作でき

ることで、これまでには考えられなかった用途への拡大が期待される。 

 本研究において、まず作動流体の種類と作動流体に加える圧力により、アクチュエー

タの特性を決定できることを明らかにした。気液相変化によって発生する体積変化および圧力

は、作動流体の温度と密接な関係がある。すなわち、作動流体の飽和蒸気圧と温度の関係を示す

飽和蒸気圧曲線がアクチュエータの発生変位特性を決めることとなる。この飽和蒸気圧は温度

により一意に決まることから、圧力駆動型アクチュエータの変位と発生力は作動流体の温度で

決まる。さらに、作動流体に圧力を加えることで、アクチュエータ全体の特性を加圧構造と作動

流体の性質から設計できることを理論的に示した。 

 提案した原理にもとづき、エアシリンダを使用した気液相変化型アクチュエータの機

能検証用プロトタイプを試作した。このプロトタイプは、エアシリンダ、バネ、作動流体、ヒー

タから構成される。エアシリンダ内部に発生する圧力は、注入した作動流体の各温度における飽

和蒸気圧となる。さらに、バネはアクチュエータには発生変位に対して反力を生じるように取り

付けられており、作動流体はアクチュエータ変位を発生することで、このバネにより加圧される。



 

 

加圧により発生したシリンダ内圧がある温度における飽和蒸気圧の値を超えると、アクチュエ

ータはそれ以上の変位を発生することが出来なくなり、動作を止めることとなる。すなわち、こ

のバネのバネ定数によりアクチュエータの発生変位について温度変化に対する感度を設定する

ことができる。さらに、予圧機構を備えることで温度変化に対する不感帯を設けることが可能で

ある。 

 機能検証用のプロトタイプを製作した。シリンダを筐体とする本プロトタイプに、作

動流体として水を用い、雰囲気加熱により作動流体に気液相変化を励起させることで駆動実験

を行い、アクチュエータの基礎的な特性について確認した。さらにアクチュエータに取り付けた

ヒータを駆動することで、加熱に応じてアクチュエータが変位を発生することを確認した。本プ

ロトタイプを用いたこれらの実験の結果、理論に基づき気液相変化駆動アクチュエータの設計

が可能であることを示した。 

 気液相変化駆動アクチュエータの発展性を示すため、まず作動流体としてトリエチレ

ングリコール（以下 TEG）使用し、ベローズを筐体とする高温環境用気液相変化型アクチュエ

ータのプロトタイプを製作した。このアクチュエータに使用する TEG は 278℃付近に沸点を持

ち、常温付近での飽和蒸気圧が極めて低いことから、300℃付近の高い温度環境での駆動を想定

した気液相変化駆動アクチュエータの作動流体として使用できる。TEG、ベローズ、バネ、ヒー

タから構成されるこのプロトタイプを用いて雰囲気加熱による実験を行ったところ、常温下か

ら 300℃まで理論値と一致した変位を発生することを確認した。また、300℃の雰囲気下におい

て、アクチュエータに搭載したヒータを駆動することで安定した発生変位を得られることを確

認した。本アクチュエータは、300℃の環境下において直動運動を電気配線のみで発生させられ

るという点で、小規模な実験装置やエンジンといった高温環境を持つ装置内での使用が想定さ

れる。 

 さらに、新しい種類のアクチュエータへの応用を目指して、ゴムのみで構成されるソ

フトラバーアクチュエータを気液相変化により駆動するプロトタイプを製作した。このプロト

タイプは蛇腹構造を持ち、圧力を印加することで湾曲動作を発生するものである。アクチュエー

タの製作はシリコーンゴムと 3D プリンタを用いて製作した樹脂製の型を使用して行った。 

 実験では、アクチュエータに作動流体として水を注入し、雰囲気加熱により湾曲動作

を発生することを確認した。さらに、ヒータを内蔵したプロトタイプを設計し、５６℃に沸点を

持つフッ素系不活性流体注入した。本プロトタイプを用いて駆動実験を行ったところ、空気圧を

印加した時と同等の性能を気液相変化駆動により発揮可能であることを確認した。ソフトアク

チュエータは、本体が柔軟であるという特徴を持つことで細胞や薬品、食物や壊れやすいサンプ

ルのハンドリングが可能なデバイスであり、さらに本質的に安全であることから、パワーアシス

トや医療機器といった人間に近い場所での使用に適している。 

 本研究では、空気圧アクチュエータシステムの小型化を目的とし、気液相変化型圧力

源を内蔵したアクチュエータを検討した。機能検証用プロトタイプにより、気液相変化型駆動原

理の可能性を確認した。また、ベローズを筐体とした高温環境用気液相変化型アクチュエータの



 

 

プロトタイプにより、300℃の高温雰囲気下における直動運動を実現した。さらに、シリコーン

ゴムを用いて製作されるソフトアクチュエータに本駆動原理を適用することで駆動が可能であ

ることを確認した。これらにより、電源のみで駆動可能な小型な空気圧アクチュエータシステム

の構築が、気液相変化型の圧力源を用いて可能であることを示した。本研究成果は、従来その駆

動のための設備が大規模であり、単体や小規模な設備において使いにくいという欠点を持って

いた空気圧駆動アクチュエータの応用範囲拡大や、これまでにない分野への応用へと貢献する

ものである。



 

 

目次 

1. 緒言 .............................................................................................................................................. 1 

1.1. 研究背景 .............................................................................................................................. 1 

1.2. 小型圧力源 .......................................................................................................................... 3 

1.2.1. 空気圧駆動ウェアラブルデバイスのための小型空気圧供給システムの開発 ... 3 

1.2.2. 圧縮ガスカートリッジ ............................................................................................... 7 

1.2.3. 二酸化炭素の三重点を利用した小型携帯圧力源 ................................................... 8 

1.2.4. 化学反応を用いた小型圧力源 ................................................................................. 10 

1.2.5. 水の電気分解を用いた小型携帯圧力源 ................................................................. 12 

1.2.6. その他の小型空気圧源 ............................................................................................. 15 

1.2.7. 小型圧力源に関するまとめ ..................................................................................... 15 

1.3. 研究目的 ............................................................................................................................ 17 

1.4. 本研究の位置づけ ............................................................................................................. 18 

1.5. 本論文の構成..................................................................................................................... 19 

2. 気液相変化駆動アクチュエータの原理と基本特性 ............................................................. 20 

2.1. 本章の概要 ........................................................................................................................ 20 

2.2. 気液相変化 ........................................................................................................................ 20 

2.2.1. 物質の状態変化について ......................................................................................... 20 

2.2.2. 気液相変化による密度変化 ..................................................................................... 21 

2.2.3. 飽和蒸気圧曲線 ......................................................................................................... 22 

2.3. 気液相変化の駆動力変換 ................................................................................................. 24 

2.3.1. アクチュエータの基本構造 ..................................................................................... 24 

2.4. 本章のまとめ..................................................................................................................... 27 

3. 機能検証モデルによる基礎実験 ............................................................................................. 28 

3.1. 本章の概要 ........................................................................................................................ 28 

3.2. アクチュエータの基本構造 ............................................................................................. 29 

3.3. アクチュエータの設計と試作 ......................................................................................... 31 

3.4. アクチュエータの基本性質 ............................................................................................. 33 

3.4.1. 水の基本物性と使用する温度範囲 ......................................................................... 33 

3.4.2. 水の飽和蒸気圧とアクチュエータの論理特性 ..................................................... 33 

3.5. アクチュエータの駆動実験 ............................................................................................. 36 

3.5.1. 実験環境..................................................................................................................... 36 

3.5.2. アクチュエータの静特性 ......................................................................................... 37 

3.5.3. 静特性に関する考察 ................................................................................................. 39 

3.5.4. アクチュエータの動特性 ......................................................................................... 43 

3.6. 本章のまとめ..................................................................................................................... 44 



 

 

4. 高温環境用気液相変化駆動アクチュエータ ......................................................................... 45 

4.1. 本章の概要 ........................................................................................................................ 45 

4.2. 高温環境駆動気液相変化駆動ベローズアクチュエータの目的 ................................. 45 

4.3. アクチュエータの基本構造 ............................................................................................. 47 

4.3.1. 高温環境アクチュエータに使用する作動流体の検討 ......................................... 49 

4.4. アクチュエータの設計と試作 ......................................................................................... 52 

4.5. アクチュエータの駆動実験 ............................................................................................. 53 

4.5.1. アクチュエータの静特性 ......................................................................................... 53 

4.5.2. アクチュエータの静特性における考察 ................................................................. 55 

4.6. より高温環境を目指したアクチュエータの改良 ......................................................... 56 

4.6.1. アクチュエータの改良点 ......................................................................................... 56 

4.6.2. アクチュエータの温度依存性 ................................................................................. 59 

4.6.3. アクチュエータの静特性 ......................................................................................... 62 

4.6.4. アクチュエータの動特性 ......................................................................................... 64 

4.7. 高温環境用気液相変化駆動ベローズアクチュエータまとめ ..................................... 66 

5. 気液相変化駆動ソフトラバーアクチュエータ ..................................................................... 67 

5.1. 本章の概要 ........................................................................................................................ 67 

5.2. 気液相変化駆動ソフトアクチュエータの目的 ............................................................. 67 

5.3. ソフトアクチュエータの製作プロセスと設計 ............................................................. 68 

5.3.1. ソフトアクチュエータの構造 ................................................................................. 68 

5.3.2. ソフトアクチュエータの制作プロセス ................................................................. 69 

5.4. 機能検証用プロトタイプ ................................................................................................. 70 

5.4.1. アクチュエータの設計 ............................................................................................. 70 

5.4.2. 型の設計と製作 ......................................................................................................... 71 

5.4.3. 雰囲気加熱を用いた駆動実験 ................................................................................. 72 

5.4.4. 機能検証モデルのまとめ ......................................................................................... 73 

5.5. 性能評価用プロトタイプ ................................................................................................. 73 

5.5.1. アクチュエータの設計 ............................................................................................. 73 

5.5.2. 型の製作..................................................................................................................... 76 

5.5.3. シリコーンゴム ......................................................................................................... 78 

5.5.4. 作動流体..................................................................................................................... 79 

5.5.5. 駆動実験..................................................................................................................... 80 

5.6. 気液相変化駆動ソフトアクチュエータのまとめ ......................................................... 86 

6. 結言 ............................................................................................................................................ 87 

6.1. 本論文のまとめ................................................................................................................. 87 

6.2. 本論文で開発したアクチュエータシステムの評価 ..................................................... 89 



 

 

6.3. 本研究の今後の発展性について ..................................................................................... 90 

参考文献 ............................................................................................................................................ 91 

関連発表 ............................................................................................................................................ 94 

謝辞 .................................................................................................................................................... 97 

付録 .................................................................................................................................................... 98 

作動流体の変化 ............................................................................................................................ 98 

熱量に関する考察 ...................................................................................................................... 100 

 

 

  



1 

 

1. 緒言 

1.1. 研究背景 

 アクチュエータの駆動源には様々なものがあるが、多くのアクチュエータが空気

圧により駆動される。エアシリンダやそれをベースとしたアクチュエータはもちろんのこ

と、ゴム人工筋肉やゴムだけで構成されたソフトアクチュエータなど多岐にわたる。それら

のアクチュエータは、一般的に非常に軽量かつ大発生力を持つ。これらのアクチュエータの

多くは直動型であるが、同程度のストロークを持つ直動型電磁アクチュエータと比較する

と、Fig.1-1 に示すように体積、重量あたりの出力などの評価指標において空気圧アクチュ

エータに優位性があるとされている[1-1]。 

 このようなアクチュエータは、主に工場で使用される。それはこの種のアクチュエ

ータには駆動するのに比較的大規模な設備を必要とするからである。Figure 1-2 に一般的な

空圧システムの図を示す[1-2]。このように、エアシリンダ一つを動作させるのに非常に多く

の機器が必要である。ただし、多数のエアシリンダを同時に動作させることを考慮した場合

には、追加される装置はバルブと配線・配管のみであり、重量や体積の増加はそれほど大き

くない。このことから、本質的に大規模なシステムに適した装置であると言える。 

 

 

Fig. 1-1 Evaluations of linear actuators by PDV[1-1] 
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Fig. 1-2 Actual pneumatic actuator system [1-2] 
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 一方で、このように多種多様な装備が必要であっても、強力な直動運動を生み出す

アクチュエータには大きな需要と魅力があり、移動ロボットのような小規模システムにお

いても空気圧アクチュエータが搭載されているものがある。最も顕著なのはロボットコン

テストなどで使用される小型ロボットがある。このようなロボットコンテストでは主に炭

酸飲料の容器を補強したものをタンクとして使用されることが多いが、ロボットの体積に

対して占める空気圧システム体積割合は極めて大きい。このように、アクチュエータを単体、

もしくはごく少数で使用することを考えると、電磁アクチュエータの駆動に必要な設備が

コントローラや電源装置など少数であることと比較して、相対的に設備全体の体積や重量

が大きくなる。 

 さらに近年、作業補助を目的としたパワーアシストスーツの開発が盛んに行われ

ている。現在主流となっているのは電気モータを使用したものであるが、空気圧アクチュエ

ータを使用したものも開発が行われている[1-3]。このようなスーツでは複数のアクチュエ

ータを使用するのに圧力源をなんらかの形で準備しておく必要がある。 

 このように、空気圧で駆動されるアクチュエータは、アクチュエータそれ自身は電

磁アクチュエータその他に対して出力/重量比、出力/体積比などの評価基準において優位性

を持っていながら、駆動に必要な設備が巨大であることで、その応用範囲拡大が阻害されて

いると言える。 

 

1.2. 小型圧力源 

 空気圧駆動システムの小型化や軽量化を目的として様々な研究が行われている。

コンプレッサ自体を小型化することはもとより、空気以外の気体の圧力を使用するものな

ど多岐にわたる。本節では小型コンプレッサをはじめとして、アクチュエータ駆動を目的と

して開発されている様々な小型圧力源について解説を行う。 

 

1.2.1. 空気圧駆動ウェアラブルデバイスのための小型空気圧供給システムの開発 

 佐々木らは、ゴム人工筋肉を用いた空気圧駆動ウェアラブルデバイスのための小

型空気圧システムを開発している[1-4]。この研究では、物理的に小型化された電動コンプレ

ッサの課題である出力低下の解決を図った物である。このシステムは、小型軽量な市販の電

動コンプレッサおよび圧力供給システム、容積可変タンク、そして排気された圧縮空気を回

収して再利用する回生システムからなる。Figure 1-3 にシステムの全体構成を示す。制御対

象となるのは、リハビリ等を目的としたパワーアシストグローブであり 180~200kPa で駆動

される。 
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Fig. 1-3 Structure and overview of developed air supply system [1-4] 
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 この研究で使用される小型軽量コンプレッサ（MP-2C、SQUSE 製）は、定格 24V

のブラシ付き DC モータに対してコンプレッサユニットを取り付けたもので、最大供給圧力

0.4MPa、0.2MPa 供給時の流量が 0.5L/min となっている。また本体質量は 180g である。Figure 

1-4 に示す圧力供給用の容積可変タンクは、マッキベン型人工筋肉に似た構造をしており、

径方向へと膨張しやすいよう内径 24mm、外形 33mm のゴムチューブを織ゴムにより拘束し

たものとなっている。タンクの膨張部分は 100mm、初期容量は 0.05L、質量は 185g である。 

 一方 Fig. 1-4に示す排気回収用タンクはゴム風船を過度な膨張を抑制するアルミフ

ィルムで覆うことで製作される。アルミフィルムの直径は 140mm、最大耐圧は 80kPa とな

っており、質量は 20g となっている。引用論文中に記載は無いが、列挙されている装置から

見積もられるシステム全体の重量は 1kg 程度であると考えられる。 

 この回生システムを内包した空気圧供給システムの実験ではパワーアシストグロ

ーブを 200kPa で駆動している。著者らが 10 回の反復駆動を行った結果、排気の回生が発

生する 2 回目以降の平均で回生システムがない場合と比較して、コンプレッサの消費電力

29%ほど低減されていることを確認している。また、同様の実験を通常のタンクを用いて行

った場合よりもゴム製タンクを用いた場合の方が回生時の消費電力低減率が大きくなった。

これは、通常のタンクではタンク内の空気が膨張しながらアクチュエータに送り込まれる

のに対して、ゴム製タンクでは風船の弾性エネルギーによりタンクの容積を減少させなが

ら送り込むことで圧力降下が少なくなるためである。 

 この回生可能な空気圧供給システムにより、コンプレッサを複数使用するような

システムにおける台数削減などの効果が期待できる。ただし、コンプレッサそのものの性能

を向上させる性質のものではないこと、回生システムの存在によりシステムが複雑で大型

化ししやすいなどの問題がある。 
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Fig. 1-3-2 Structure and overview of variable volume supply tank [1-4] 

 

Fig. 1-4 Structure and overview of variable volume retrieval tank [1-4] 
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1.2.2. 圧縮ガスカートリッジ 

 Figure 1-5 に市販の圧縮ガスカートリッジの概観を示す[1-5]。このミニカートリッ

ジは、手のひらに収まる程度の金属容器に各種圧縮ガスを充填したものである。自転車タイ

ヤへの携帯用空気入れ、高山病予防の酸素吸入などの用途で利用されるが、非常にコンパク

トなため近年にはウェアラブルデバイスの圧力源[1-6]にも盛んに使用されている。これら

で使用される二酸化炭素は工業的に発生する燃焼ガスや発酵ガスなどの副産物を再利用し

たものである[1-7]。 

 一方で、基本的にボンベは使い捨てであり、一度ボンベを開放するとすべてのガス

が流出してしまうことから最低限レギュレータが必須である。また、高圧ガス保安法による

規制から内容積は 100ml 以下と少量であり、使用者自身での再充填は出来ない[1-8]。さら

に、アクチュエータを制御することを考えた場合には、アクチュエータ制御用のバルブなど

を必要とする点で、コンプレッサとタンクの組み合わせと同様である。 

 

 

Fig. 1-5 Mini gas cylinders [1-5] 
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1.2.3. 二酸化炭素の三重点を利用した小型携帯圧力源 

 塚越らは、二酸化炭素の三重点における相変化を利用した小型で大容量の携帯空

圧現を開発している[1-9]。「Dry-ice Power Cell」と呼ぶこの圧力源は、ドライアイス、すな

わち二酸化炭素の固体を密閉容器に満たすことで構成される。基本原理となる二酸化炭素

の状態図を Fig. 1-6 に示す。Figure 1-7 に圧力源内で発生する相変化の模式図を示す。密閉

容器は環境から熱を得ることで二酸化炭素を加熱し、圧力と温度は昇華曲線に沿って三重

点に達する。三重点では温度と圧力が変化しなくなり、ドライアイスは固相から徐々に液相

へと変化する。その際、加えられた熱は潜熱として液相に蓄えられる。すべてが液化した後、

圧力と温度は蒸発曲線に沿って再び上昇する。密閉容器の温度が環境と一致するまで上昇

した状態で、圧力は 6.4MPa（絶対圧、25℃）となる。すべてが液化している状態で気体を

外部へと放出させると、圧力と温度は蒸発曲線に沿って三重点まで急激に下る。三重点では

圧力と温度はそれ以下に下がることなく、外部への気体放出が維持される。このとき容器内

では、一部の液体が気体へと相変化するだけでなく、別の一部の液体は固体へと相変化する。

この時、気液相変化では蒸発熱により熱を奪う一方で、固液相変化では融解熱を放出するこ

とで熱の平衡が保たれている。容器内が三重点にあれば、一時的に気体を外部に放出しても

液相がある限りその状態を保とうとするため、圧力は変化しない。これが二酸化炭素の物理

的特性を活かした「Dry-ice Power Cell」の基本原理である。 

 

Fig. 1-6 Sketch of the phase diagram for CO2 (not on scale) [1-9] 

 

 

Fig. 1-7 Phase change of the dry-ice in closed container [1-9] 
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 Figure 1-8 に「Dry-ice Power Cell」の写真と構造を示す。この空圧源は、ドライア

イスを封入する圧力容器とそれを包囲する断熱層、その外側に配置される伝熱容器から構

成される。伝熱容器はフィンを有しており、外部から熱エネルギーを効率よく吸収出来るよ

う工夫されている。さらに、制御機構として複動シリンダ、圧力スイッチ、ソレノイド弁お

よび駆動回路を搭載している。空圧源の自重は 600g で 430g のドライアイスを収納するこ

とから全質量は約 1kg である。二酸化炭素の三重点は 0.42MPa であるので、発生する内圧

はそれに準ずる。また、0.5MPa で作動するリリーフ弁を安全弁として設けている。 

 

 

Fig. 1-8 Photo and Model of Dry-ice Power Cell [1-9] 
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 この空圧源が 430g のドライアイスを用いて外部に対してする仕事は約 18kJ であ

る。出力エネルギー質量比は 5Wh/kg となっている。空圧源の出力弁を全開にすると流量は

110L/min であり、提供可能時間は約 40 秒である。Table 1-2 に出力動向を示す。 

 

Table 1-1 Output power of Dry-ice Power Cell [1-9] 

 

 

 「Dry-ice Power Cell」は、その圧力源自体にはなんら余剰エネルギーを必要としな

いことから、軽量かつ静音であるという特徴がある。さらに、産業、工業、農業、発酵など

で発生する副産物の二酸化炭素を利用できるというメリットがある。一方で、二酸化炭素の

放出時温度は三重点温度（-56.6℃）に等しいことから、実用上放出気体を暖める必要がある。

空圧源の直後にあるチューブ 10cm 程度に結露や霜が付着するなどの弊害があり、十分に気

体を温めるには数十 cm 程度の長さを持つチューブを用意する必要がある。 

 

1.2.4. 化学反応を用いた小型圧力源 

 山本らは、化学物質の中和反応により発生するガスを利用した空圧アクチュエー

タ用携帯ガス圧源を開発している[1-10]。これは、炭酸水素ナトリウム（NaHCO3)と酒石酸

（C4H6O6）の反応であり、以下の反応式(1-1)で表される。 

 2NaHCO3 + C4H6O6 → Na2C4H4O6 + 2CO2 + 2H2O (1-1) 

 二つの試薬の飽和水溶液同士を混合したところ、反応効率が一方の飽和水溶液に

他方の固体を投入するよりも高くなった。Figure 1-9 に示す実験装置により炭酸水素ナトリ

ウム飽和水溶液 260ml と酒石酸飽和水溶液 25ml を混合し、発生ガスを採取したところ、最

大発生圧力 0.96MPa を計測し 5330Nml の発生ガスを得た。この実験で実際に発生したガス

の量は反応式から計算される量の 80%となっており、発生した水に二酸化炭素が溶解した

ものと推定される。 

 この種の反応は一般的に不可逆であり、結晶が析出することも多いことから反応

後の廃液処理に問題が発生する。そのため、前述のような使い捨てカートリッジの形で供給

するといったような使い方が想定される。 
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Fig.1-9 Experimental set up of chemical gas generator [1-10] 
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1.2.5. 水の電気分解を用いた小型携帯圧力源 

 和田らは、携帯化型空気圧アクチュエータの駆動源として、水の電気分解によるガ

スの発生と、発生したガスを水に再合成することで吸気を行う圧力源を開発している[1-11]。

この可逆化学反応の制御には、固体高分子燃料電池（PEMFC）を用いている。PEMFC は電

解質膜を白金電極で挟み込んだ膜／電極接合体である。この PEMFC に電源または電気抵抗

をつなぎ替えることで電流の向きを変えると、気体の発生および吸収を制御可能である。 

 Figure 1-10 に圧力源の模式図を示す。圧力源は、PEMFC と純水を貯めたタンク、

電流の方向を制御するコントローラ及び燃料電池反応で生じた電気を充電する電池からな

る。基本的な反応は以下の式(1-2)からなる。 

 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝐻𝑠 + 𝑂2 (1-2) 

すなわち、2mol の水を電気分解することで、2mol の水素ガスと 1mol の酸素ガスが発生す

ることになる。 

 Figure 1-11 にガス発生／吸収時の PEMFC 内における電荷の動きを示す。電気分解

では PEMFC に直流電圧を印加する陽極側に酸素ガスが、陰極側に水素ガスが発生する。純

水タンクには空気バッファが設けられており、機体が発生すると密閉されたタンク内の圧

力が高まりバッファ内の空気を押し出す。この圧力により空圧アクチュエータを駆動させ

る。一方、両極がガスに接触している状態で電極間に負荷を接続すると、陰極から陽極へと

電流が流れ、ガスが水へと合成される。すると、密閉タンク内は圧力が減少し、空気バッフ

ァを内の空気を引き込む。この両反応によりアクチュエータを駆動させる仕組みとなって

いる。 

 

 

Fig. 1-10 Schematic diagram of proposed mobile pressure control system [1-11] 
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Fig. 1-11 Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) structure and working principle of gas 

control [1-12] 

 

 Figure 1-12 に圧力源の概観を示す。デバイスのサイズは 150mm×90mm×100mm

である。このモデルを用いた基礎実験によりガス発生／吸収を確認している。機能検証モデ

ルで発生したガスの漏れを解決し、高い圧力発生を目的として機械的強度を高めた小型モ

デルを Fig. 1-13 に示す。この小型モデルを使用した実験において、Fig. 1-14 に示すように、

最大電圧 2.9V 印加と電極間のショート（0Ω相当）による 0-60kPa での圧力制御に成功して

いる。また、最大発生圧力 500kPa となっており、空気圧アクチュエータを動かすのに十分

な圧力を発生できる。 

 さらに、ガス吸収時の燃料電池反応で発生する電流を回路に接続した並列接続の

コンデンサ内に蓄電し、そのエネルギーを利用して再び電気分解を行っている[1-12]。Figure 

1-15 にエネルギー回生の手続きを示す。初期電源電圧 2.9V としコンデンサの電圧が 1.1V ま

で上昇した時にエネルギーを回生するという実験を行った結果、14％程度のエネルギー回

生率を確認している。 

 この圧力源は、電気エネルギーのみのやりとりで圧力発生、減少の制御が出来ると

いう点とエネルギー回生が可能であるという点、騒音の発生がないなどという点で携帯化

型圧力源としての優位性がある。一方で、発生するガスが爆発性のある水素であること、

PEMFC の面積にガスの発生速度が大きく依存すること、さらに回生システムが複雑で大き

くなるといった課題がある。 
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Fig. 1-12 Overview of first basic function model [1-11] 

 

Fig. 1-13 Overview of small model [1-11] 

 

Fig. 1-14 Experimental results of the practical model for sinusoidal response with pressure range of 

0–60 kPaG (applied voltage for gas generation: 2.9 V; resistance for gas absorption: 0 Ω)[1-11] 
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Fig. 1-15 Energy recovery method [1-12] 

 

1.2.6. その他の小型空気圧源 

 その他の例として、Bartlett らの開発している燃焼ガスを利用したソフトロボット

がある。これは、シリコーンゴムチャンバー内においてブタンを燃焼させ、爆発的に発生す

る圧力と膨張によりソフトロボットの跳躍駆動を実現している [1-13]。また、Fite らはロボ

ットの関節構造をエアシリンダにより駆動させるため、単３乾電池サイズのサーボバルブ

と組み合わせた圧力源を開発している[1-14]。この圧力源は、前述の二酸化炭素カートリッ

ジの他、高濃度の過酸化水素を注入することでその分解により発生するガスを用いること

が可能である。Lloyd らは、水素貯蔵合金に貯蔵された水素ガスを用いて McKibben 型人工

筋肉を駆動する研究を行っている[1-15]。同様に、伊能らは太陽光を用いて水素貯蔵合金を

加熱することで活性化させ発生したガスによりベローズを駆動させている[1-16]。 

 

1.2.7. 小型圧力源に関するまとめ 

 Table 1-2 に各種小型圧力源の特徴についてまとめる。いずれの圧力源も少数のア

クチュエータを駆動することに特化したものであるが、それぞれに特徴があり各々の項目

により分類することが出来る。 

 まず、圧力源の取り付け位置を基準にとると、アクチュエータとは別に用意される

ものと、アクチュエータへの組み込みを前提としているものである。前者は、様々な種類の

アクチュエータを駆動することが可能である一方で、駆動には多くの装備を要する。後者は

アクチュエータそのものに組み込むことで構成されるためシステム全体を極めて小型化す

ることが出来る。また、作動流体の供給方法の面から考えると、ほぼ無尽蔵に供給可能な大
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気を使用する小型コンプレッサ、ガスの再利用が可能である電気分解型の水合成や水素貯

蔵合金の再貯蔵、使いきり型となる圧縮ガスカートリッジ、化学反応、燃焼となる。 

 このように様々な特徴があるため、用途やアクチュエータの数に応じた使い分け

が必要である。 

 

Table 1-2 Comparison of several mobile air pressure sources 

圧力源の種類 取り付け 必要な設備 反復動作 駆動速度 同時駆動 その他 

小型コンプレ

ッサ 
外付け タンク、バ

ルブ、レギ

ュレータ 

従来通り 従来通り 可能   

圧縮ガスカー

トリッジ 
外付け バルブ、レ

ギュレータ 
可能 従来通り 可能 再充填

不可 
使い捨

て 
水の電気分解 外付け 電極 水合成に

より可能 
やや遅い １つ 電極劣

化の可

能性 
二酸化炭素の

三重点 
外付け 圧力容器 

バルブ、レ

ギュレータ 

可能 従来通り 可能 温度が

低く凍

結 
水素吸蔵合金 外付け ヒータ 

再貯蔵用加

圧装置 

再貯蔵に

より可能 
やや遅い 可能 新技術

で高価 

燃焼 外付け 燃料供給装

置 
スパークプ

ラグ 
電源 

可能 極めて高

速 
１つ   

化学反応 外付け 圧力容器、

バルブ、レ

ギュレータ 

可能 従来通り 可能 化合物

の処理

が必要 
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1.3. 研究目的 

 圧力駆動型のアクチュエータには、出力／重量比などの面で他のアクチュエータ

に対して優位性がある一方で、その駆動には圧力源をはじめとする非常に大きな装置が必

要とされてきた。近年、従来型の圧力駆動型アクチュエータの他、人工筋肉をはじめとする

新しいアクチュエータを小規模な装置や、ウェアラブルなデバイスといったスペースやペ

イロードに余裕のない環境で使用するため、様々な携帯ガス圧源が検討されている。携帯ガ

ス圧源には、従来からあるコンプレッサとタンクを小型化したもの、使い捨てのカートリッ

ジに事前に圧力を貯蔵しておくもの、ガスの出入りが可能なデバイスを使用するものなど

があり、それぞれに長所と短所がある。 

 本研究は、以下のような特徴を持った圧力源を検討することで、アクチュエータ外

に設けるものと比較してシステム全体をコンパクト化出来るとともに、その用途を大きく

拡げることを目的とする。 

 

 アクチュエータに組み込めるサイズの圧力源であること 

 長期間の動作が可能であること 

 圧力の開放に排気をしないこと 

 

 これらのような特徴を持った圧力源として、作動流体の気液相変化に伴って発生

する圧力と体積変化を利用したものを提案する。気液相変化は、わずかな量の作動流体で大

きな体積変化が望めることから、アクチュエータ自体にすべてを組み込むことが可能なほ

ど小さなサイズに納めることができる。また、作動流体の状態変化により、加圧・減圧を制

御できることで、外部からの流体供給などが必要なくシステム中で完結できるため、閉鎖環

境における使用も可能である。 

 本研究では、提案する圧力源を組込んだプロトタイプを試作することでその機能

を評価する。さらに、これまで圧力駆動型アクチュエータが使用されてこなかった環境に対

応可能なアクチュエータのアプリケーションを提案するとともに、これまでに実用化され

ていない新しいタイプのアクチュエータに本駆動源を組み込むことで、その有効性を検証

する。 
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1.4. 本研究の位置づけ 

 本研究で取り扱うアクチュエータの位置づけについて記す。本研究では、アクチュ

エータシステム全体の小型化を目的の１つとする。そこで、アクチュエータシステムに関し

てアクチュエータの発生力に対するシステム重量の比である FDM、そしてアクチュエータ

の発生力に対するシステム体積の比である FDV により、簡便に評価を行う。Figure 1-16 に

アクチュエータシステムの評価をまとめたものを示す。いずれのアクチュエータシステム

においても電池や電源装置、配線、配管の重量や体積は含まれていない。同時に、前述した

新しい圧力源を用いたシステムについても同様に評価を行っており、論文内に具体的な記

述があるものはそこから引用し、無いものについては装置のサイズなどから推定したもの

を示している。アクチュエータシステムが駆動させる対象として、直径 6mm、ストローク

30mm のエアシリンダを想定している。図内エアシリンダの駆動装置例として、コンプレッ

サを CFP15CF-8.5D（アネスト岩田）、レギュレータを FRZB30（株式会社コガネイ）、電磁

弁を 030E1（株式会社コガネイ）の組み合わせで評価している。また、リニアアクチュエー

タの例として、ES/EC シリーズ（THK）および推奨されるコントローラを用いた。SMA ア

クチュエータはスマートサーボ RC1（トキ・コーポレーション株式会社）を参考としてい

る。 

 グラフより、従来からあるアクチュエータシステムと比較して、小型圧力源によっ

て構成されるアクチュエータシステムはいずれも高い発生力／重量比、発生力／体積比を

持っていることがわかる。 

 本研究で目指すアクチュエータシステムは、これらのシステムと同等、もしくは高

い位置を目指すことになる。 

 

Fig. 1-16 Evaluation of several actuator systems  
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1.5. 本論文の構成 

 本論文は全６章からなる。第１章では本研究の背景と小型軽量な圧力源に関する

従来研究に関して紹介した。また、本論文の構成について述べた。 

 第２章では、提案する小型空気圧アクチュエータシステムの基本となる原理につ

いて説明する。提案する気液相変化型の圧力源が持つ特性について述べるとともに、これを

アクチュエータに組み込むことを考える。作動流体の発生する蒸気圧と、加圧機構による特

性の設定に関して論理的な考察を行った。 

 第３章では第２章で提示した気液相変化型の圧力源を組み込んだアクチュエータ

の機能検証モデルを設計、製作し特性評価を行った。市販のペンシリンダをアクチュエータ

の筐体としたプロトタイプに対して水を作動流体として注入し、駆動実験を行った。まず、

炉内の雰囲気加熱によりアクチュエータ全体を加熱することで作動流体に気液相変化を励

起する。本実験により、アクチュエータの発生変位とその特性についた確認した。さらに、

１８０℃の高温環境においてアクチュエータに取り付けたモリブデンワイヤヒータを使用

し駆動実験を行い、駆動を確認した。本検証モデルによる評価実験により本駆動原理の妥当

性を確認した。 

 第４章では気液相変化型圧力源を組み込んだ新たなアクチュエータを提案する。

まず、これまでに圧力駆動型アクチュエータが使用されていない特殊な環境に対応するア

プリケーションを提案する。環境として、高温環境下での駆動を想定した本アクチュエータ

は、ベローズを筐体とし、トリエチレングリコールを作動流体としており 300℃程度の温度

環境下において駆動可能な設計としている。雰囲気加熱による実験を行い、アクチュエータ

の変位および発生力について評価を行った。また、300℃の高温環境下において安定した駆

動を実現した。 

 第５章では圧力源を新たな種類のアクチュエータへ組込む。アクチュエータとし

てソフトアクチュエータを選択する。シリコーンゴムのみで構成される本アクチュエータ

に対して、提案する気液相変化型の駆動源を組み込む。本プロトタイプではフッ素系不活性

流体を作動流体とすることで駆動を確認した。またアクチュエータの先端が描く軌跡、発生

力について評価を行った。さらに、柔軟物の把持実験を行い、空気圧で動作する従来型のア

クチュエータの性能を損なうことなく駆動源をアクチュエータに組み込めることを確認し

た。 

 第６章では本論文のまとめとして、成果と今後の展望について述べる。 
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2. 気液相変化駆動アクチュエータの原理と基本特性 

2.1. 本章の概要 

 本研究では、作動流体の気液相変化を新しい圧力源と提案している。本章では、こ

の気液相変化について、その基本的な特性と、それを利用したアクチュエータの基本的な駆

動原理について説明する。 

 まず、作動流体の気液相変化についてその特徴を説明する。作動流体が気液相変化

することで発生する物理的な現象のうち、アクチュエータの駆動源として利用可能な物性

に関して述べる。 

 次に、気液相変化による発生圧力や体積変化を利用して、駆動力へと変換する構造

を示す。本研究では、圧力源そのものをアクチュエータへと内蔵することで、システム全体

の小型化を図ることを目的としている。そこで、基本構造としてシリンジを挙げ、そこに作

動流体を注入したものを想定する。このアクチュエータの基本構造を用いることで、期待さ

れる発生力や特性に関して解説を行う。 

 これらの理論的な解析を通して、アクチュエータの駆動源としての可能性を示す。 

 

2.2. 気液相変化 

2.2.1. 物質の状態変化について 

 物質が固体・液体・気体の間で状態変化することを相変化という。Figure 2-1 に示

すように、それぞれの状態間の相変化を、沸騰・蒸発、凝縮、融解、凝固、昇華と呼ぶ。一

般に、液体から気体への相変化を蒸発と呼び、液体中から気泡の発生を伴う相変化を特に沸

騰という。 

 

Fig. 2-1 Phase change of the materials [2-1] 
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2.2.2. 気液相変化による密度変化 

 物質の相変化では、いずれの変化においても密度変化（体積変化）が生じる、水の

ような特殊な例を除けば、固体、液体、気体の順で密度は大きい（体積が小さい）。とりわ

け、液体から気体への変化で生じる密度変化は巨大である。Table2-1 にいくつかの物質につ

いて液体と気体の密度を示す。このように、いずれの物質においても数百から千倍以上の密

度変化が相変化にともなって発生することがわかる。 

 

Table 2-1 Density of several materials [2-2] (*標準温度 20℃) 

物質名 沸点（℃） 液体密度（g/cm3） 気体密度（g/cm3） 

水 100 0.998  0.598×10-3 (100℃) 

二酸化炭素 -56 0.770 (5.6MPa) 1.977×10-3 (0℃) 

窒素 -196 0.807 (-210℃、12.53kPa) 1.251×10-3 

エタノール 72 0.789  1.59×10-3 

トリエチレングリコール 278.3 1.123  6.724×10-3 

テトラデカフルオロヘキサン 56 1.669  15.128×10-3 
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2.2.3. 飽和蒸気圧曲線 

 本研究で扱うのは、気体と液体間の移動、すなわち気化や沸騰と呼ばれる現象であ

る。特に重要視するパラメータは蒸気圧である。これは、固相もしくは液相にある物質と相

平衡となるような気相の圧力であり、物質固有の物性値である。この圧力は温度に依存して

おり、気液相平衡を例に取ると、温度が上昇すると蒸気圧も上昇し液体が蒸発し気体へと変

化する。逆に、温度が下降すると気体となっていた物質が凝集し液体へと戻ることで圧力が

低下する。 

 この蒸気圧曲線と温度の関係は、気体が理想気体であるとみなすと、式(2-1)に示す

Clapeyron 式で表現することが出来る[2-3]。 

 𝑑𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑑𝑇
=

∆𝐻𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑇(𝑉𝑚
𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

− 𝑉𝑚
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

)
 (2-1) 

ここで、pvaporは理想気体の飽和蒸気圧、T は温度、Hvapor は物質の蒸発熱、Vm
vapor は気体の

モル体積、Vm
liquidは液体のモル体積である。ただし、この Clapeyron 式は理想気体であると

いう仮定のものとに成立していることから、実測値との一致が良くない。そのため、実用上

では式(2-2)に示す Antoine 式が用いられる[2-2]。 

 
ln𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 𝐴 −

𝐵

𝐶 + 𝑇
 (2-2) 

A、B、C はいずれも定数である。これは蒸気圧に関する実験式であることから、化学物質の

データベースやカタログなどでは、ここに用いられる Antoine 定数を表記している場合が多

い。また、使用される単位系も資料により異なっている。精度の高い実験式であるが、定数

の適用可能な温度範囲が決められている。さらに、厳密な蒸気圧を表す式として式(2-3)-(2-

5)に示す Wagner 式が存在する。 

 
𝑙𝑛 (

𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑝𝑐
) =

𝐴𝜏 + 𝐵𝜏1.5 + 𝐶𝜏3 + 𝐷𝜏6

𝑇𝑟
 (2-3) 

 
𝑇𝑟 =

𝑇

𝑇𝑐
 (2-4) 

 τ = 1 − 𝑇𝑟 (2-5) 

ここで pc、Tcはいずれも物質の臨界圧力と臨界温度、A、B、C、D は定数である。この式は

広い温度範囲に対して適用可能である一方で、定数が公開されている物質が限られている。 

 さらに、蒸気圧の理論式として Reidel の式を式(2-6)に示す。 

 
𝑙𝑛 (

𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑝𝑐
) = 𝐴 −

𝐵

𝑇𝑟
+ 𝐶𝑙𝑛𝑇𝑟 + 𝐷𝑇𝑟

6 (2-6) 

ここでは、定数 A、B、C、D は次式(2-7)で計算される 

 𝐴 = 35𝐷, 𝐵 = 36𝐷, 𝐶 = 𝛼𝑐 − 42𝐷, 𝐷 = 0.0838(𝛼𝑐 − 3.75) (2-7) 

αcは次式(2-8)で定義されるαの臨界温度での値であるが、一般に求めることが困難な値で

あるため、標準沸点に置き換えて式(2-9)-(2-11)により計算される。ここで、Tbは物質の標準
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沸点である。 

 

α =
𝑑𝑙𝑛 (

𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑝𝑐
)

𝑑𝑙𝑛𝑇𝑟
 

(2-8) 

 
𝐸𝑏 = 35 −

36

𝑇𝑏𝑟
− 42𝑙𝑛𝑇𝑏𝑟 + 𝑇𝑏𝑟

6  (2-9) 

 

𝛼𝑐 =
𝑙𝑛 (

101.325[𝐾𝑃𝑎]
𝑝𝑐

+ 0.0838 × 3.75𝐸𝑏)

𝑙𝑛𝑇𝑏𝑟 + 0.0838𝐸𝑏
 

(2-10) 

 
𝑇𝑏𝑟 =

𝑇𝑏

𝑇𝑐
 (2-11) 

ただし、この Reidel の式は、臨界点圧力、温度および標準沸点のデータから圧力を計算でき

ることから便利であるが、物性定数の推算法となるので、その精度は他のものに対して劣る。 

 本研究で基本的に利用する蒸気圧は、蒸気圧表として実測値が提供されているも

の、Antoine 式もしくは Wagner 式を用いて計算したものを使用することとする。 

 Figure2-2 に Antoine 式を用いて計算した各種流体の飽和蒸気圧曲線を示す。いずれ

の流体にも飽和蒸気圧の傾きには特徴があるが、ほとんどの場合沸点（飽和蒸気圧が 100kPa

となる温度）付近で急激に圧力が大きくなるという特徴が共通している。つまり、この沸点

を基準として、目的とするアクチュエータの温度範囲を勘案し、選択することが必要である。

また、流体の飽和蒸気圧を駆動源とする場合には、実用を考えると 700kPa 以下であること

が望ましいと考えられる。これは、コンプレッサ使用において 1000kPa 以上圧力を発生させ

る場合には高圧ガス保安法による届け出が必要であり、工業用途で使用される空気圧アク

チュエータも 700kPa までの仕様となっている場合が殆どであることによる。 

 

 

Fig. 2-2 Vapor pressure of various materials  
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2.3. 気液相変化の駆動力変換 

2.3.1. アクチュエータの基本構造 

2.3.1.1. 発生変位と軸推力 

 気液相変化で発生する圧力や体積変化を駆動力に変換する構造について考える。

最も簡便な構造として注射筒（シリンジ）を挙げる。シリンジは円筒形の筒（シリンダ）と

可動式の押子（ピストンもしくはプランジャ）によって構成される。液体の状態にある作動

流体をシリンダ内に注入した状態で気液相変化を励起すると、発生した体積膨張によりピ

ストンが押し出され変位となる。前述のように、液体と気体では体積差が非常に大きいので、

液体から気体へと変化する作動流体の量はわずかである。このときの変位は発生気体の体

積をピストンの受圧面積で割ったものとなる。Figure 2-3 に模式図を示す。構造はエアシリ

ンダと完全に同一となる。発生した変位を復帰させるには、作動流体の気体を液体に戻すこ

とで行う。気体が凝集すると作動流体の体積は急激に減少し、シリンダ内圧はシリンジ外の

空気圧より低くなる。この差圧によって、ピストンがシリンジに引き込まれることで変位が

復帰する。なお、一般的な複動式エアシリンダでは圧縮空気を排出するとともに、シリンダ

内の反対側に圧力を印加することでピストンを復帰させている。気液相変化による発生圧

力を Pvapor、ピストンの受圧面積を A とすると、発生力 F は以下の式(2-12)となる。 

 𝐹 = A𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (2-12) 

 

 

Fig. 2-3 Gas/liquid phase change produces displacement of syringe 
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2.3.1.2. バネ装着による特性制御 

 アクチュエータは、気液相変化に伴って発生する蒸気圧により軸推力を得、ピスト

ンを押し出したり引き込んだりする構造である。しかし冷却時には、シリンダ内圧が大気圧

より低くなるまでピストンロッドは後退しない。そこで、Fig. 2-3 の構造に対してバネを付

加した Fig. 2-4 のような構造を考える。シリンダに納めたバネはピストンの変位に対して反

力を発生する。これにより、無負荷時のアクチュエータ発生変位 x はバネ定数 k を使用して

式(2-13)のようになる。 

 
𝑥 =

A𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑘
 (2-13) 

一方、軸推力 F は作動流体の圧力とバネによる反力の関係から、 

 𝐹 = AP𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 − 𝑘𝑥 (2-14) 

となる。 

 

 

Fig. 2-4 Structure of the actuator with spring 
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このような構造とすることで、冷却によって内圧が低下するとバネによる反力が蒸気圧に

よる力より大きくなるため、ただちにピストンロッドが引き込まれるようになる。さらに、

アクチュエータの特性にはバネの特性が大きく影響する。静特性においては、圧力による発

生力とバネによる反力は常に釣り合う形になる。そして、発生圧力は飽和蒸気圧で与えられ

るので温度と変位の関係が一意に決まる。すなわち、バネが硬い場合には変位に対して大き

な反力があることから、温度と変位の関係をグラフにすると小さな傾きとなる。それに対し

て柔らかいバネではグラフは大きな傾きを持つことになる。 

 また、バネに事前に変位を与えておく、すなわち作動流体を予圧しておくことであ

る温度までアクチュエータが動作しない不感帯を設けることが出来る。予圧された作動流

体は、飽和蒸気圧がその予圧より大きくなる温度まで蒸気を発生しないため体積膨張もな

く、蒸気圧による変位は発生しない。 

 Figure 2-5 に以上のことをまとめる。ある作動流体の持つ飽和蒸気圧の変化に対し

て、アクチュエータに取り付けるバネの硬さ、すなわちバネ定数を変えることにより温度変

化に対する発生変位の傾きを設定することが可能となる。さらに、同じバネ定数のバネであ

っても、バネに初期変位を与え作動流体を予圧しておくことでその予圧よりも飽和蒸気圧

が上回る温度までアクチュエータが動き出さない不感帯を設けることが出来る。これらに

より、Fig.2-4 のような基本構造を持ったアクチュエータを用いることによって、目的に応

じてアクチュエータの特性を設定することが可能となる。 

 

 

Fig. 2-5 Characteristics of the actuator is controlled by spring 
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2.4. 本章のまとめ 

 本章では、気液相変化を用いた圧力源の、その基本的な特性と、それを利用したア

クチュエータの基本的な駆動原理について説明した。 

 まず、作動流体の気液相変化についてその特徴を説明した。作動流体が気液相変化

することで発生することで、巨大な体積変化が発生する。そのため、少量の作動流体でも十

分な体積を得られ、アクチュエータに内蔵可能なほど小型な圧力源となることが期待され

る。 

 次に、気液相変化による発生圧力や体積変化を利用して、駆動力へと変換する構造

として、シリンジを挙げた。シリンダに作動流体を注入した状態で、作動流体を加熱するこ

とで、ピストンロッドを押し上げるように変位が発生する。さらに、冷却することで変位の

復帰が可能である。このときに発生する軸推力を明らかにした。 

 また、シリンダ構造とバネを組み合わせることで、発生変位の温度変化に対する感

度を設定可能であること、バネを用いて作動流体を与圧することで、温度変化に対する不感

帯を設けられること示した。 

 以上から、気液相変化駆動アクチュエータの基礎的な特性を明らかにした。 
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3. 機能検証モデルによる基礎実験 

3.1. 本章の概要 

 本章では、前章で述べたアクチュエータの基本原理の確認を行うため、実際に機能

検証用のプロトタイプを製作し、駆動実験を行う。プロトタイプの筐体として、入手が容易

で品質が安定しているエアシリンダを用いる。エアシリンダは、空気室内に圧縮空気を印加

することでピストンロッドを押し出す、もしくは引き込む構造となっている。本章では、市

販の耐熱ペンシリンダを使用し、ピストンロッドの底面側に作動流体を注入する。この注入

した作動流体が気液相変化することでピストンロッドは伸長する。エアシリンダは、ピスト

ンロッド先端にバネを装着し、ともにアルミニウム製の治具へと固定される。このバネは

様々なバネ定数を持ったバネと交換することが可能となっており、またバネを自然長の状

態だけでなく縮めた状態で設置することで作動流体に予圧を与えることも可能となってい

る。さらに、シリンダにはガラス繊維の編組で被覆した電熱線を巻きつけており、この電熱

線に電圧を印加することで、作動流体に気液相変化を励起することが出来る。 

 まず、水を作動流体としてアクチュエータの持つ特性の理論値を計算した。本アク

チュエータの構造は前章で示したモデルとほぼ同一である。水の飽和蒸気圧曲線とバネ定

数の関係から、温度変化に対する発生変位の感度が設定されること、作動流体への予圧によ

り同一のバネ定数であってもアクチュエータの発生変位を制御することが可能であること

を確認し、発生変位の理論値を明らかにした。 

 次に、アクチュエータの静特性計測実験を行った。実験ではアクチュエータを恒温

槽内に設置し、雰囲気温度を使用して作動流体をアクチュエータごと加熱することで気液

相変化を作動流体に発生させ、その変位を計測した。実験の結果、アクチュエータに取り付

けたバネのバネ定数が大きいと温度変化に対する変位の発生が小さく、バネ定数が小さい

と大きな変位が発生するという、基本的な特性との一致を確認した。また、同様に同一のバ

ネ定数を持つバネであっても、作動流体に予圧を加える事で、予圧を加えない場合と比較し

て高い温度まで発生変位を抑制できることを確認した。これらにより、気液相変化駆動アク

チュエータの持つ基本的な特性が論理と一致していることを確認した。 

 一方で、アクチュエータの発生変位は温度上昇時と下降時でヒステリシスを持つ

こと、また想定していたよりも低い温度で変位が発生することも確認した。発生したヒステ

リシスはエアシリンダ内部の摩擦によるもの、低温での発生変位には作動流体である液体

の水の熱膨張が関係していると考察し、理論値の再計算を行った。再計算の結果、実験値と

理論値がよく一致することを確認した。これにより、エアシリンダを用いた気液相変化駆動

アクチュエータの静特性に関するモデルを確立した。 

 最後に、180℃の高温環境下においてアクチュエータに取り付けたヒータを駆動す

ることで、雰囲気加熱による受動的な駆動だけでなく、能動的にエネルギーを加えることで

駆動が可能であることを確認した。 
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3.2. アクチュエータの基本構造 

 本章で述べる気液相変化アクチュエータのプロトタイプの基本構造と、その設計

について述べる。本プロトタイプでは、アクチュエータの筐体、すなわち変位を発生する可

変容量ベゼルとしてシリンダを選択した。シリンダは一般的に円筒形の筐体およびピスト

ンロッドにより構成される。この筐体内部に空気圧、油圧などが印加される事によりピスト

ンの受圧面が力を受け、変位を発生する。ピストン後部もしくは前部に圧力が印加されるこ

とで片方向にのみ駆動する単動型、両面に印加可能で両方向に駆動される複動型が存在す

る。また、油圧を使用したシリンダは特に巨大な発生力を生み出すことから、建設機械に代

表されるような重機や救助機材として使用されている。Figure 3-1 に空圧シリンダの例を示

す。 

 本研究では、入手性の良さや実用品としての幅広い使用実績、また印加圧力を受け

て駆動するシリンダの特性により、本デバイスに気液相変化アクチュエータとしての可能

性があるものと考え、アクチュエータのプロトタイプとして適用する。Figure 3-2 にアクチ

ュエータの模式図を示す。アクチュエータはシリンダとバネにより構成されている。チャン

バーとなる部分には作動流体が封入されており、ピストンロッドの反対側にはバネが装着

されている。シリンダ内部の作動流体が加熱されると、作動流体の一部は気液相変化を生じ

る。このときに発生する蒸気圧によりピストン受圧面に力が加えられ、ピストンロッドは変

位を生じる。一方で、バネは発生した変位により圧縮され、変位に対して反力を生じる。こ

の反力が蒸気圧に対して一致した時、アクチュエータ内部では力が平衡状態となり、変位の

発生が止まる。これは、前章で述べた本研究で提案する気液相変化アクチュエータの駆動原

理に合致する。このときアクチュエータの性能を決めるのが、作動流体の飽和蒸気圧曲線お

よびバネの特性ということになる。本アクチュエータでは、アクチュエータの発生する軸推

力 F は、式(3-1)によって表される。このとき、内圧 Pcylinderバネ定数 k、変位 x、バネに与え

る初期変位 x0、シリンダの受圧面積 A、である。  

 F = A × 𝑃𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 − 𝑘(𝑥 + 𝑥0)
 

(3-1)

 
 

 

Fig.3-1 Air cylinders 
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Fig. 3-2 Fundamental structure of the actuator 
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3.3. アクチュエータの設計と試作 

 アクチュエータのプロトタイプを試作した。設計したアクチュエータの概観を

Fig.3-3 に示す。本プロトタイプでは、シリンダ筐体として株式会社コガネイの復動型ペン

シリンダ（PBDAF6×30）を選択した。このペンシリンダはシリンダ内径 6.0mm、シリンダ

ロッドのストローク 30.0mm、伸縮時の全長 60.0mm、最大伸張時の全長 107.0mm となって

いる。また、このシリンダは食品や製薬などの FA 機材として使用することを想定され、殺

菌・消毒などの作業に耐えられるように 150℃程度までの耐熱が保証されている。これは、

ピストンロッドの摺動部に使用されているゴムの耐熱温度に由来するものであると想定さ

れる。カタログを参照すると、ピストンパッキンおよびロッドパッキンに使用されているの

はフッ素ゴムとなっている[3-1]。日本工業規格によると[3-2]、O リング用ゴム材料の選定指

針ではフッ素ゴムに相当する FKM では空気で 200℃、水や蒸気では 100℃が最高連続運動

温度と記されているため、長時間の使用では問題が生じる可能性がある。シリンダ本体はス

テンレス製となっている。このシリンダを専用のブラケットを用いて、アルミニウム製構造

体上に固定する。シリンダロッド先端にはスプリングスリーブを装着し、シリンダ外にバネ

の接続が可能となっている。 

 

 

Fig. 3-3 Design of the prototype  
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 Figure3-3 に実際に試作したアクチュエータの概観を示す。このプロトタイプでは、

変位を画像によって計測することを想定し、アルミニウム製構造体で作られたベース部の

側面にはスケールを、ピストンロッドにはインジケータ用のアルミニウム片をそれぞれ取

り付けてある。また、作動流体はシリンダ後端部分より供給し、ピストンロッドのストロー

ク 30.0mm に対しておおよそ半分のストローク、すなわち 15.0mm 程度のストロークが残る

程度の量としている。シリンダ内径が 6.0mm であるので、シリンダの受圧面積は 28.3mm3

となる。通常は空気供給管継ぎ手などが接続される後端部は、150℃程度の耐熱性を持った

ガスケットと合わせてメクラ栓によって封止している。アクチュエータに取り付けるバネ

は内径 8.0mm となっている。シリンダと反対側にはネジを取り付けてあり、これを動かす

ことでバネに初期変位を与え作動流体に対して予圧を印加することが可能である。また、本

シリンダは、基本的に空気圧駆動を想定したものであることから、カタログ上印加可能圧力

は 1.0MPa となっている。アクチュエータ後端部にはヒータを巻きつけている。これはモリ

ブデン鋼ワイヤに絶縁用の耐熱性ガラス繊維編組を被せたものである。3.1Ω の抵抗値を持

つこのヒータに直流電圧を印加し電熱線として機能させる。 

 

 

Fig.3-4 Overview of the prototype 

  



33 

 

3.4. アクチュエータの基本性質 

3.4.1. 水の基本物性と使用する温度範囲 

 本プロトタイプでは、気液相変化駆動アクチュエータの動作確認と提案した理論

的性質の妥当性の確認のため、まず水を作動流体として適用する。水は、H2O の化学式を持

つ化合物で常温常圧下では液体の状態で存在している透明な物質である。常圧下での沸点

温度は 100℃、凝固点は 0℃である。なお、沸点温度は厳密には 99.98℃であるが[3-3]、本論

文では 100℃として取り扱う。水は通常の物質と異なり固体の密度が液体よりも大きいとい

う性質を持っているが、本アクチュエータで扱うのは液体から気体への変化であるので、問

題にはならない。また、水の臨界点は 22.12MPa、374.15℃である[3-3]。この臨界点を超える

と物質は液体と気体両方の性質を合わせ持った特殊な状態となり、亜臨界状態とは違う物

性を示すことから産業分野での利用も近年盛んである。非常に興味深い現象であるが、今回

は議論しない。 

 

3.4.2. 水の飽和蒸気圧とアクチュエータの論理特性 

 Figure3-5 に Wagner 式により導出した水の飽和蒸気圧曲線を示す。グラフより、水

の発生する飽和蒸気圧は 50℃付近から上昇を始め、180℃において約 1000kPa へと到達す

る。 

 Figure3-6 及び 3-7 に各種バネを接続した時の温度変化に対するアクチュエータの

発生する変位を比較したもの、0.49N/mm のバネを接続した状態で複数の予圧を作動流体に

加えた場合における発生変位の違いをそれぞれ示す。図からわかるように常温から 180℃ま

で変化させたとき、バネ定数が大きいほど温度変化に対する変位の発生量が少なくなるこ

とが確認できる。なお、本アクチュエータでは、15mm でストロークエンドに達する。 

 一方で、Fig. 3-7 から読み取れるように予圧を加えた場合にはアクチュエータの内

圧が予圧の値を超えるまで変位を発生せず、発生後の変位曲線形状はほぼ一定であること

がわかる。 

 水は物性値がよく知られており挙動の解析に向いていることや、環境や健康に対

するリクスも少ないことから、本プロトタイプでの検証用作動流体として使用する。一方で、

使用する筐体であるシリンダのパッキンとの相性に問題があることから、長時間の連続運

転などの際には十分に注意が必要となる。 
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Fig. 3-5 Vapor pressure of water by Wagner equation 

 

 

Fig. 3-6 Relationship between spring constant and displacement 
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Fig. 3-7 Relationship between pre-load and displacement (0.49N/mm) 
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3.5. アクチュエータの駆動実験 

3.5.1. 実験環境 

 本研究で使用する実験環境を Fig.3-8 に示す。実験では、温度環境として恒温槽（ア

ズワン製 ONV-300）を使用する。自然対流式のこの恒温槽は 300℃までの内部温度を制御可

能となっており、前面には大きな覗き窓が装着されている。恒温槽前面に設置したカメラに

より撮影された画像から、画像処理により変位の計測を行う。アクチュエータ内部には温度

センサなどを搭載していないことから、十分な時間が経過したアクチュエータの温度は恒

温槽の温度と一致しているものとみなした上で実験を行うものとする。恒温槽には内部に

設置された熱電対の出力端子があることから、それをデータロガーに接続して温度を記録

する。 

 

 

Fig. 3-8 Experimental setup 
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3.5.2. アクチュエータの静特性 

 まず、気液相変化駆動アクチュエータの基本原理について妥当性を確認するため、

アクチュエータの静特性評価実験を行う。静特性評価実験では、アクチュエータに取り付け

たヒータを使用しない。さらに、前述のように本アクチュエータには温度センサなどが搭載

されていないため、温度と変位の関係を知るには別の温度センサを用いる必要がある。そこ

で、作動流体の加熱を恒温槽の雰囲気温度によって行う。炉内を所望の温度に保った状態で、

アクチュエータをおおよそ 1 時間静置することでアクチュエータの内部温度と雰囲気温度

が一致したものとみなし、そのときの変位と温度の関係を記録する。また、温度を下げる際

にも同様の手順をとる。 

 

3.5.2.1. バネ定数による特性変化 

 Figure 3-9 に接続するバネ定数による駆動特性の変化を示す。実験では初期圧力を

加えない、すなわちバネを自然長の状態で接続している。図にはバネなし、0.05N/mm、

0.98N/mm、それぞれの状態における変位の発生と温度の関係を示している。この実験では

80℃を起点とし、10℃刻みで温度の上昇と下降を連続して行っている。図より、バネ定数が

大きいほど、温度変化に対して発生する変位が小さいことがわかる。このことから、アクチ

ュエータに取り付けるバネにより、その駆動特性を制御可能であることがわかる。 

 一方で、温度の上昇と下降のプロセスにおいて同じ温度でも発生する変位が異な

っており、ヒステリシスが生じていることがわかる。 

 

Fig. 3-9 Experimental result of different springs 
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3.5.2.2. バネ予圧による特性変化 

 Figure3-10 に同一のバネを接続した際に作動流体に与える予圧による駆動特性の

変化に関する実験結果を示す。アクチュエータには 0.49N/mm のバネを接続し、上述の実験

と同じ条件で計測を行った。実験により、バネを自然長とした場合と比較し 4.9N の予圧を

加えた場合にはより高い温度から変位を発生し始めていることを確認した。しかし、こちら

の実験においても、同様に温度上昇と下降でヒステリシスが生じていることがわかる。 

 

 

Fig. 3-10 Experimental results of pre-loaded and unloaded operation 
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3.5.3. 静特性に関する考察 

3.5.3.1. 摩擦による影響 

 静特性評価実験により確認されたヒステリシスの発生について考察を行う。この

ヒステリシスの発生に関して、最も大きく影響していると考えられるのが、シリンダ駆動時

に発生する摩擦である。本アクチュエータで使用したシリンダの構造図を Fig.3-11 に示す

[3-2]。図中⑦、⑧はそれぞれゴム製のピストンパッキンおよびロッドパッキンとなっており、

駆動時にピストンロッドおよびシリンダ壁面と摺動することで摩擦を発生する可能性が大

きい部品である。 

 

 

Fig.3-11Structure of the air cylinder [3-2] 

 

 Table3-1 にペンシリンダの印加空圧に対する発生推進力の関係及び、摩擦を無視し

シリンダの受圧面積を 28.3mm2と仮定して計算したものを示す[3-2]。表より、ピストンロッ

ドは 3.5N の摩擦を常に受けていることになる。また、これは常温下での数値であるので、

本実験で行ったような高温な環境下であれば材料の熱膨張によりさらに大きな摩擦が発生

していることが考えられる。 

 

Table3-1 Driving force of the air cylinder [3-2] 

圧力[MPa] カタログ発生推力[N] 論理発生推力[N] 差分[N] 

0.3 5.0  8.5 3.5 

0.4 7.8 11.3 3.5 

0.5 10.7 14.2 3.5 

0.6 13.5 17.0 3.5 

0.7 16.3 19.8 3.5 
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3.5.3.2. 水中に溶解したガスの影響 

 加熱により作動流体である水に溶解しているガスが析出している可能性を考える。

Table3-2 に 1cm3の水に対して 1atm の空気が溶け込む体積を示す[3-3]。 

 

Table3-2 Amount of dissolved air of water [3-3] 

温度[℃] 空気量[cm3] 

0 0.029 

20 0.019 

40 0.014 

60 0.012 

80 0.011 

100 0.011 

 

 本アクチュエータでは常温下（20℃付近）において 424.5mm3の水をシリンダ内に

注入していることから、常圧下で 8.1mm3に相当する空気が溶解しているものと推定される。

この量全てが析出したとして、以下の式(3-2)により発生変位を計算する。20℃で溶けている

空気量は Table3-2 より 8.1mm3、80℃で 4.7mm3 であるから、温度変化で析出する空気量は

3.4mm3となる。これは 0℃換算であるから、以下の式で与えられる空気の密度 αを考える。

ここで、H は気圧、t は摂氏温度である。 

 

76000367.01

293.1 H

t



  (3-2) 

 

 このとき、常圧下であれば H=760mmHg であるから、 

 

999.0
8000367.01

293.1

205.1
2000367.01

293.1

80

20















 

 

 

 よって体積比は、 

 

205.1
999.0

205.1

80

20 



 

 

 

 すなわち、80℃で析出するする空気量は 4.1mm3となり、これをシリンダの受圧面積で割

って高さに換算すると、0.14mm となる。そのため、ヒステリシスの原因は摩擦によるもの

であると考えられる。 



41 

 

3.5.3.3. 作動流体の熱膨張 

 作動流体の熱膨張による変位について考察する。水の飽和水密度表[3-5]を元に温

度変化による水の変位を計算する。室温（25℃）で封入した水の密度を ρ0、加熱後の水の温

度を T1としてその時の水の密度を ρ1としたうえで、シリンダの直径が変化せず、気相へ変

化した液体が微小であり液体の質量変化が無視できると仮定すると、長さ L1 は初期長さ L

に対して以下の式で表すことができる。 

 
L1 =

𝜌0

𝜌1
𝐿0 (3-3) 

 

3.5.3.4. 再計算した理論値との比較 

 摩擦 f と予圧による力 C、熱膨張による変位 ΔLの影響を考慮して式(3-1)を拡張し

た式(3-4)をもとに計算した 0.98N/mm のバネを装着した場合の変位の理論値と実験値の比

較を Fig. 3-12 に示す。また、同様に、0.49N/mm のバネを用いて、4.9N の予圧を加えた時の

比較を Fig. 3-13 に示す。Figure 3-12、3-13 とも理論値と実測値がよく一致していることがわ

かる。このことから、摩擦や作動流体の熱膨張を考慮にいれることでシリンダ型アクチュエ

ータの発生変位に関する特性を明らかにすることが出来た。 

 
𝑥 =  

A × 𝑝𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 − 𝑓 − 𝐶

𝑘
+ ∆𝐿

 

(3-4)

 

ただし、A × 𝑃𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 ≤ 𝑓 + Cのとき、蒸気圧による発生変位はないものと考える。 
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Fig. 3-12 Displacement comparison between experiment and theory (0.98 N/mm) 

 

 

Fig. 3-13 Displacement comparison between experiment and theory (0.49 N/mm. pre-load 4.9 N) 
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3.5.4. アクチュエータの動特性 

 静特性計測実験により、気液相変化アクチュエータの基本的な駆動原理の実現を

確認したので、動特性計測実験を行った。 

 実験では、180℃の温度環境下においてヒータへの電圧印加による駆動を行う。外

付けのバネとして、3.5N/mm のバネをアクチュエータに接続している。予圧は与えていな

い。常温から 180℃まで雰囲気温度を上昇させたうえで 1 時間程度静置したところ、アクチ

ュエータの発生した変位はおおよそ 10.0mm となった。作動流体はシリンダの 30.0mm のス

トロークに対して 15.0mm 残す量注入していることから、この温度における最大ストローク

は 5.0mm である。 

 ヒータに 3.7V、3.1A、を印加し 30 秒間作動流体を加熱する、その後放冷による冷

却を行う。Figure3-14 に実験の結果を示す。実験の結果、30 秒の加熱によりアクチュエータ

はストロークエンドへと達した。加熱停止後放冷による冷却過程では、150 秒後には変位が

減少転じた後 580 秒経過後に零点へと復帰した。この結果より、アクチュエータがヒータに

よる能動的な加熱による駆動が可能であることを確認した。この時の発生変位が 5.0mm と

大きいことから、これは液体の水の熱膨張によるものではなく、気液相変化による体積変化

が励起されたものと想定される。よって本アクチュエータの気液相変化による駆動を確認

した。 

 

 

Fig. 3-14 Dynamic characteristics of the prototype
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3.6. 本章のまとめ 

 本章の内容をまとめる。本章では、気液相変化駆動アクチュエータの基礎的な動作

確認を目的として、アクチュエータのプロトタイプを試作した。アクチュエータには内径

6mm のエアシリンダを使用するとともに、作動流体として水を選択した。このアクチュエ

ータに対して、論理的な特性を明らかにした。 

 静特性評価実験において、異なるバネ定数を持つバネをアクチュエータに取り付

けることで、温度変化に対するアクチュエータの変位発生が異なることを確認した。また、

同じバネ定数のバネを取り付け、作動流体に与える予圧によりアクチュエータが変位を発

生し始める温度が変化することを確認した。これらの基礎原理の確認により、気液相変化駆

動アクチュエータが論理に従い駆動可能であることを示した。 

 アクチュエータに取り付けたモリブデンワイヤヒータに電圧を印加することによ

り、アクチュエータの動特性計測実験を行った。180℃の高温雰囲気下において、ヒータを

11.5Wで動作させることによりアクチュエータ 30秒間で変位を 5.0mm発生することを確認

した。これに加え、加熱終了後の自然放冷による作動流体の冷却過程を経ることで零点に復

帰することを確認した。 
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4. 高温環境用気液相変化駆動アクチュエータ 

4.1. 本章の概要 

 本章では、気液相変化駆動アクチュエータの展開として、高温環境下での駆動を目

指したベローズ型アクチュエータについて述べる。本アクチュエータは、シリンダに代わり

伸縮性を持つ筐体としてベローズを用いている。ベローズは蛇腹状の筒であり、筐体を構成

する材料の弾性により伸縮する。そのため、伸縮時に摩擦などが発生せず駆動時の封止が容

易であり、またシリンダなどと比較して高い耐熱性を持っている。 

 まず、SUS316L 製の溶接ベローズにトリエチレングリコール（TEG）を作動流体と

して注入し、炉内に静置した上で雰囲気温度によりアクチュエータ全体の加熱を行った。常

温から 300℃まで温度を上昇させたところ、アクチュエータの伸長を確認した。この時には、

雰囲気温度以外のエネルギーをアクチュエータに与えていないことから、アクチュエータ

は TEG の気液相変化により駆動されたものと考えられる。一方で、長時間高温に晒したこ

とでベローズに使用しているステンレス鋼が熱処理を受けたのと同様の状態となり、変位

特性が極めて不安定になった。 

 次に、SUS 製ベローズで確認された問題を解決した、改良型のアクチュエータを製

作した。ベローズの材料としてより耐熱性／耐久性に富んだインコネル合金を使用する。ま

た、アクチュエータにヒータを取り付けることで能動的に駆動可能となるように改良した。

この新しいプロトタイプと TEG を用いた実験によって、アクチュエータは 300℃の温度環

境においてヒータを駆動することで、安定して変位を発生させることが出来ることを確認

した。また、アクチュエータの持つバネ定数や作動流体の材料特性により、アクチュエータ

の静特性の理論的な解析を行い、それが実際の変位と一致することを確認した。 

 これらにより、これまでの圧力駆動アクチュエータでは実現されていなかった

300℃という高温環境において、直動運動を発生する新しいアクチュエータを実現した。 

 

4.2. 高温環境駆動気液相変化駆動ベローズアクチュエータの目的 

 気液相変化を用いて駆動されるアクチュエータの多くは、微小流体の制御を目的

とした小型ポンプなどとして研究されている。これらは Thermo-pneumatic pump などと呼ば

れ、おおよそ 100um 程度の変位を発するものがほとんどである[4-1]-[4-7]。また、金属ベロ

ーズと気液相変化を用いた手術用鉗子や配管内検査ロボットなども研究されている[4-8]-

[4-9]。これらの研究はいずれも常温、常圧下においてのみその使用が想定されている。 

 第 2 章に述べたように、気液相変化駆動アクチュエータは作動流体によりその性

能が大きく影響を受ける。例えば、機能検証モデルで使用した水であれば 100℃に沸点、す

なわち 0.1MPa の飽和蒸気圧を持つことから、法律上の理由から一般的に 0.7MPa 以下の印

加圧力でアクチュエータを動作させることを考慮すると、この沸点温度付近でのオペレー

ションに向いた作動流体であると言える。すなわち、沸点の温度が低い作動流体を使用する
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場合にはより低い温度領域で、高い温度で使用することを考慮すると高い沸点温度を持つ

作動流体を選択することになる。 

 本研究で提案する気液相変化駆動アクチュエータには、このように動作温度環境

を作動流体によって選択できるという特徴がある。このような特徴を活かして、本研究にお

いて、直動運動を実現する圧力駆動アクチュエータを高温な環境で動作させることを目的

とする。 

 新しい材料の製造プロセスなどにおいては、試料の回転や引き上げ、その他の操作

が行われるが、装置のサイズが小規模であることもあり、あまり多くのアクチュエータは使

用されていない。例えば Fig.4-1 に示すような単結晶製造装置では、8 時間から 24 時間程度

の長時間をかけて結晶を成長させる[4-10]が、装置は加熱と引き上げ、回転を行う程度で、

その品質や歩留まりは種結晶の初期位置に大きく影響される。通常このように高温になる

装置には、耐熱対策として本体から離れた場所にモータを設置し駆動させるなどの工夫が

必要であり、結果的に装置が肥大化する。本研究で取り扱う気液相変化駆動アクチュエータ

では適切な作動流体を選択することで、そのように巨大化することなく高温環境へと対応

が可能であると考えられる。そこで、高温環境へ対応可能な気液相変化駆動アクチュエータ

を実現することで、本アクチュエータの有用性を検証する。 

 

 

Fig. 4-1 Single crystal fabrication 
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4.3. アクチュエータの基本構造 

 本アクチュエータでは、ベローズを筐体として用いる。ベローズとは、蛇腹状の構

造を持つ筒状の構造体である。日本語では伸縮管継手と訳されるが、その使用例は多岐にわ

たる。その名前のとおり、円筒側面に蛇腹状の構造を持つことでその全長を自在に変化させ

ることが可能である。英語での Bellow(s)はふいごという意味も持っている。ふいごそのも

のの歴史は古く、日本でのもっとも古い記録では日本書紀に登場する天羽韛（あまのはばき）

がそれにあたる[4-11]。 

 現代では工業分野で自由に湾曲が可能な継ぎ手として使用される他、特に金属の

ベローズではそれ自身がバネ性を持つこともあり、圧力を貯蔵するアキュムレータや圧力

スイッチや弁などとしても使用される。古くはカメラのフォーカス調整用デバイスとして

も使用さている。ベローズの例を Fig.4-2 に示す[4-11]。 

 

 

Fig. 4-2 Bellows [4-11] 

 

  



48 

 

 このベローズ構造をアクチュエータの伸長部分として用いる。ベローズは構成材

料の変形により伸縮する性質があり、シリンダ型アクチュエータで問題となったような摺

動部分を持たない。このことから、ヒステリシスの発生原因となる摩擦が発生せず、安定し

た動作の実現が可能になると考えられる。また、同時に動作に関わりのある部分をシールす

る必要がないことから、高い耐久性も期待できる。本アクチュエータでは特に金属製のベロ

ーズを使用するが、金属の弾性によりベローズはそれ自体に固有のバネ定数を持つことと

なる。 

 アクチュエータの基本構造を Fig. 4-3 に示す。アクチュエータはベローズ、ヒータ

と作動流体、ベローズに接続されたバネから構成されている。作動流体はベローズ内部に封

止されており、同時に組み込んだヒータによって加熱され、アクチュエータを駆動する仕組

みとなっている。 

 

 

Fig. 4-3 Fundamental structure of bellow type actuator 
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 前述のようにベローズ自体がバネ性を持っているが、これはベローズに固有の値

であることから、アクチュエータの動作特性を設定することが出来ない。そこで、ベローズ

に通常のバネを接続することでアクチュエータ全体のバネ定数を調整する。このとき、アク

チュエータ全体のバネ定数はベローズとバネ、2 つのバネ定数の合計値となる。これはベロ

ーズが伸長側に動作するのに対して、バネが圧縮側に力を受けるためである。すなわち、本

アクチュエータでのベローズ内圧による軸推力は以下の式(4-1)で表される。このとき、ベロ

ーズの受圧面積 A、ベローズの内圧 PBellow、ベローズとバネのバネ定数 kBellow、kSpring、アク

チュエータの発生する変位 x である。 

 

 𝐹 = 𝐴𝑃𝐵𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 − {𝑘𝐵𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤𝑥 + 𝑘𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑥} (4-1) 

 

4.3.1. 高温環境アクチュエータに使用する作動流体の検討 

4.3.1.1. 検討すべき物性値 

 ベローズ型アクチュエータでは、水とシリンダ型筐体で駆動した 180℃より高い温

度環境への適用を目指している。構造上の問題点は、シリンダ型からベローズ型へと変更す

ることで解決しているが、水を作動流体とすると極めて高い飽和蒸気圧が生じることとな

る。これは、コントロールが難しく危険であることから、新たに作動流体を選定する。新た

な作動流体を検討する上で、以下の項目を条件として挙げる。 

 

１）健康被害、環境汚染へのリスクが低いこと 

２）高い沸点温度を持ち、常温付近での飽和蒸気圧が低いこと 

３）物性値に関するデータが存在すること 

４）常温常圧下において液相を持つこと 

５）入手しやすく安価であること 

 

 これらの項目を踏まえた上で、アクチュエータのアプリケーションを考慮して駆

動させる温度領域を設定する。これには、シリンダ型アクチュエータでの実験に使用した恒

温槽の仕様を考慮した。この恒温槽は 300℃までの槽内雰囲気温度制御を保証している。こ

の 300℃という温度は、恒温槽のような設備のベースグレードに共通する最大温度である。

これらの装置は、生命科学、一部の無機・有機科学分野においてよく使用されているもので

あることから、300℃までの温度環境に大きな需要があることがわかる。実際に、本研究室

で研究されている圧電薄膜の水熱合成法でも 180℃に設定した温度環境下で長時間溶液を

撹拌するという作業が行われる[4-12]他、圧電素子の分極過程でも 300℃以下の温度環境で

処理が行われている。すなわち、300℃程度までの温度環境で駆動可能であるアクチュエー

タにより様々なアプリケーションへの応用可能性があるといえる。そこで、300℃を一つの

目標温度とし、作動流体を選定する。 
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4.3.1.2. 作動流体の比較 

 前項で述べた項目を踏まえ、4 種類の作動流体を選定した。それぞれの作動流体の

物性に水のそれを加えたものを Table 4-1 に示す。 

 TEG とは TriEthyleneGlycol の略称である。これは常圧下において無色透明の液体

で、溶剤や界面活性剤、合成樹脂の材料ともなる。また、無臭で皮膚に直接触れても吸収さ

れないなどといった特徴もあり、安全性も高いと言える。 

 ヘキサデカンは別名セタンとも呼ばれる化合物であり、鯨蝋に由来している。また、

ディーゼル燃料におけるセタンの含有量はセタン価と呼ばれ、この値が高いほど自己着火

しやすくなる[4-13]。 

 DOW THERM A は米 The Dow Chemical Company の販売する熱媒用の液体である。

他の二つと違い複数の化学物質が混合されたものとなっている。熱媒体として、液相、気相

ともに使用可能とされており、安定性は高いものと考えられる。ただし、DOW THERM A に

は強い刺激臭がある。 

 Figure4-4 に三種類の流体が持つ飽和蒸気圧曲線を示す。このなかで、TEG、ヘキサ

デカンは Antoine 式から理論値を求めており、DOW THERM A については The Dow Chemical 

Companyの提供する技術資料を使用している。この中では DOW THERM A が温度上昇に伴

って大きな蒸気圧を発生しているが、今回目的とする 300℃前後の温度環境ではどの流体で

も飽和蒸気圧に大きな差はない。各種の物性値と特徴を比較した結果、凝固点が零度以下、

無臭で取り扱いやすいこと、皮膚吸収性がなく水に可溶であるといった安全性に大きなア

ドバンテージがあることを考慮し、TEG を本アクチュエータでの作動流体として採用する。 

 

Table 4-1 作動流体の候補と物性 

 水 

(H2O) 

TEG 

(C6H14O4) 

ヘキサデカン 

(C16H34) 

DOW THERM A 

(C12H10,C12H10O) 

融点 [℃] 0 -7.2 18.2 12 

沸点 [℃] 100 287.4 287 257 

比重 1 1.12 0.89 1.06 

比熱 [KJ/KgK] 4.2 2.2 2.2 2.2 

備考  水溶性の溶媒 

皮膚吸収がない 

無色無臭 

重油・鉱油に含有 

旧称セタン 

 

熱媒体 

刺激臭 

混合物 
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Fig. 4-4 Vapor pressure of several working fluids 
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4.4. アクチュエータの設計と試作 

 まずベローズを使用したアクチュエータの可能性を検証するため、ベローズのみ

を使用した評価用プロトタイプを試作した。Figure 4-5 に外観を示す。ベローズには、

SUS316L 製の溶接ベローズを用いる。このベローズは、金属パーツを溶接により接合する

ことで制作される。このベローズに、蓋とフランジをそれぞれ接合することで構成されてい

る。ベローズ部分の外径は 24mm、内径は 10mm、自然長が 72mm となっている。カタログ

上のバネ定数は 0.9N/mm である。 

 また、本ベローズは伸長時の座屈が予想されるため、Fig. 4-6 に示すような座屈防

止ガイドに挿入される。座屈防止ガイドは銅合金で、ベローズ全体を覆うだけの長さを設け

ている。実験ではシリンダ型アクチュエータ同様に画像による変位計測を行うため、ガイド

側面にスリットを設けて発生変位の様子外部から確認できるようにしている。 

 

 

Fig. 4-5 Bellow type 1st prototype 

 

 

Fig. 4-6 Anti-buckling guide 
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4.5. アクチュエータの駆動実験 

4.5.1. アクチュエータの静特性 

 ベローズを使用したアクチュエータの基礎原理の特性を確認するため、静特性評

価実験を行った。本実験で使用するベローズではバネを外部に接続していないため、アクチ

ュエータのバネ定数は 0.9N/mm である。本実験で作動流体として適用する TEG はベローズ

内部を満たすように注入する。このとき、可能な限り空気の流入がないように配慮している。 

 実験では、恒温槽を利用してアクチュエータ全体を加熱し、作動流体の気液相変化

を励起する。恒温槽内の雰囲気温度を 10℃ステップで上昇させる。温度が上昇してから１

時間程度静置し、雰囲気温度とアクチュエータ全体の温度が一致したとみなし、変位を計測

する。変位計測はシリンダ型アクチュエータの場合と同様に、恒温槽の覗き窓から撮影した

画像を処理することで行われる。 

 実験の結果を Fig. 4-7 に示す。本実験では、ベローズ上部に負荷として銅製のブロ

ック(2.34N)を接続しており、TEG の沸点に近い 270℃まで雰囲気温度を上昇させた。実験

の結果より、雰囲気温度を上昇させることにより変位の発生を確認し、270℃では最大変位

44.3mmを発生した。さらに、温度を下降させるに従い変位も下降していることを確認した。

これにより、ベローズを使用したアクチュエータが気液相変化の原理で駆動可能であるこ

とを確認した。一方で、図内の点線で表示した変位の計算値と比較すると低い温度で変位が

発生していることを確認した。さらに、ヒステリシスが発生しており、雰囲気温度が常温ま

で下降しても原点に復帰していない。Figure 4-8 にアクチュエータが雰囲温度で加熱され、

伸長している様子を示す。 

 

Fig. 4-7 Static properties of 1st prototype 
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Fig. 4-8 Actuator is driving by atmospheric temperature 
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4.5.2. アクチュエータの静特性における考察 

 実験で得られた結果について考察する。アクチュエータの発生する変位について

は、実験温度が非常に高い領域であることから、ベローズのバネ定数が変化したことに起因

しているものと考えられる。そのため、バネ定数の温度依存性を考慮していない変位の理論

値よりも大きな変位が発生したものと推定される。さらに、作動流体の熱膨張もまた影響し

ていると考えられる。 

 ヒステリシスの発生については、長時間の実験による材料への影響が考えられる。

今回の実験では 200℃から 270℃の範囲内に 20 時間程度の長時間静置した上、極めて遅い

温度変化勾配により冷却を行っている。この温度条件は一部の熱処理に用いられる温度と

一致している。本アクチュエータはオーステナイト系ステンレス合金である SUS316L で構

成されているので、構造材としての耐熱性は十分であると考えられるが、薄いディスク状に

加工したものを溶接により接合しているということや、高温状態で内圧が発生した状態で

保持しているという特殊性から塑性変形が発生しているものと考えられる。その詳細に関

しては、ここでは議論しない。また、TEG に溶解しているガスが析出している可能性が考

えられる。TEG には水との混和性が高いという特徴があり、また二酸化炭素溶解性を持っ

ていることから TEG を利用した炭酸ガス分離[4-14]の研究なども存在する。実際に実験終

了後ベローズのプラグを解放したところ、ガスの抜ける音とともにベローズが縮むことを

確認した。 

 以上を踏まえ、今後のベローズ型アクチュエータでは、ベローズの構造と材料を変

更する、TEG 注入時に脱気作業を行うなどの対策を行うこととする。 
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4.6. より高温環境を目指したアクチュエータの改良 

4.6.1. アクチュエータの改良点 

 SUS316L 製溶接ベローズを用いたプロトタイプによる実験の結果と、そこで確認

された問題点を踏まえて、アクチュエータを改良する。まず、ベローズ本体の製作方法及び

材料を変更する。Figure 4-9 にベローズの外観を示す。本プロトタイプで使用するベローズ

は液圧成型により製作されたものを使用する。液圧成型ベローズは、ベローズの本体をシー

ムレスに製作することが可能で比較的安価に入手可能であるが、溶接ベローズと比較する

と仕様の自由度がやや低い。また、材料としてインコネル 600 を用いる。インコネルはニッ

ケル系の超合金である。高温特性に優れることから、原子炉、ジェットエンジンのタービン

など過酷な環境で使用される材料である[4-15]。本ベローズは久世ベローズ工業所製作のも

ので、外径 22mm、内径 15.2mm、自然長 55mm となっている。このベローズにインコネル

625 製の蓋およびフランジを溶接している。ベローズの封止に仕様する O リングの材料と

して、327℃までの高い耐熱性を持つ米 DuPont 社の開発した Kalrez®を使用する。また、個

体差はあるが、ベローズのバネ定数は 13.5N/mm であり、溶接ベローズと比較すると非常に

大きな値になっている。また、ベローズの受圧面積は、ベローズ内径、外経の平均値から算

出され、約 280.6mm2である。Table 4-2 に本ベローズの仕様をまとめたものを示す。 

 

 

Fig. 4-9 Inconel bellow 

 

Table 4-2 Specifications of Inconel below 

材質 インコネル 625（ベローズ） 

インコネル 600（フランジ） 

寸法 Φ20×55(フランジ含む) 

耐圧 1.0MPa（設計値） 

変形量 +3mm、-6mm 

バネ定数 13.5N/mm、13.2N/mm 

耐熱 600℃（メーカ保証値） 

封止 Kalrez® 
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 Figure 4-3 で示したアクチュエータの基本構造を実現するため、ベローズおよび外

付けのバネを収める座屈防止ガイドを設計したものを、Fig. 4-10 に示す。バネとベローズは

直列に接続されてガイド内に収められるが、アクチュエータ駆動時にはベローズは伸び、バ

ネは縮むためアクチュエータ全体でのバネ定数は二つのバネを並列に接続した場合同様に、

両者の合計値となる。また、ヒータを組み込んだフランジによって作動流体を封止すること

とする。 

 フランジの概観を Fig. 4-11 に示す。この SUS 製フランジには㈱八光電気社製のカ

ートリッジヒータが溶接されている。このカートリッジヒータは SUS 製のシース内に発熱

体を収めたもので、液体の加熱用途として用いられる。定格電圧は 24V、定格出力 15W で

あり、ヒータ先端部には温度センサとして K 型の熱電対が収められていることから、加熱

しながら作動流体の温度を直接検知することが可能である。 

 

Fig. 4 -10 3D design of 2nd prototype 

 

 

Fig. 4-11 Flange and cartridge heater 



58 

 

 実際に試作したアクチュエータの概観を Fig. 4-12 に示す。アクチュエータ円筒部

分の外径は 25mm、フランジ底部まで含めた長さは 220mm、フランジ径は 40mm となって

いる。また、SUS 製ベローズと同様に画像処理により変位計測を行うために、円筒部分には

スリットを設けている。本アクチュエータでは、ベローズを除く部材は SUS により構成さ

れている。また、TEG 注入の際には注入前に真空チャンバー内での脱気作業を行う。 

 

 

Fig. 4-12 2nd prototype 
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4.6.2. アクチュエータの温度依存性 

 本アクチュエータは 300℃の高温に曝すことから、材料が熱の影響を受けて性質が

変化し、発生変位への影響が考えられるので考察する。 

 一般的なコイルバネは以下の式 (4.2)によって与えられる[4-16]。このなかで、バネ

定数 kspring、材料の横弾性係数 G、バネの線径 d、巻き数 Na、バネの平均径 D である。 

 
𝑘𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 =

𝐺𝑑4

8𝑁𝑎𝐷3
 (4-2) 

この式からバネ定数は横弾性係数 G に比例することがわかる。また横弾性係数は温度依存

性のある材料定数である。よって、バネ定数の温度依存性は横弾性係数の温度依存性により

推定することが可能である。本アクチュエータで使用するバネは、SWOSC-V[4-17]と呼ばれ

るバネ用オイルテンパー線である。耐熱バネ材料委員会によると、SWOSC-V の横弾性係数

は以下の式(4.3)によって近似される[4-18]。式中、温度 T、定数 A、B、C はそれぞれ 7308、

-2.604*107 および 6800 で与えられる。 

 
𝐺 = 𝐴 + 𝐵 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐶

𝑇 + 273
) (4-3) 

一方、ベローズの持つバネ定数 kbellowの温度依存性については、東京工業大学の竹中による

以下の式(4.4)-(4.6)から推定することが可能である[4-19]。ここでは、縦弾性係数、すなわち

ヤング率 E、ベローズの外径および内径 a、b、ベローズの段数 n、ベローズの肉厚 t、ポア

ソン比 νの逆数（ポアソン数）m である。 

 
𝑘𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 =

2𝜋𝑚2𝐸𝑡3

3𝑛(𝑚2 − 1)𝑏2
/{𝑐2 − 1 −

4𝑐2

𝑐2 − 1
(log 𝑐)2} (4-4) 

 

 
𝑚 =  

1

𝜐
 (4-5) 

 

 
𝑐 =

𝑎

𝑏
 (4-6) 

これらの式より、ポアソン数 m が一定であるとみなすと、ベローズのバネ定数は金属材料

のヤング率 E に比例することがわかる。また、ヤング率 E には温度依存性があることから

ベローズの持つ温度依存性を計算することが可能である。Table 4-3 に各温度における

SWOSC-V の縦弾性係数およびインコネルの横弾性係数を示す。 
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Table 4-3 Rigidty elastic modulus SWOSC-V and Inconel’s longitudinal elastic modulus  

温度 
SWOSC-V 横弾性係

数 G[4-18] 

インコネル縦弾性係

数 E[4-20] 

25 7037.996797 207 

50 7037.981267 204 

100 7037.685074 202 

125 7037.01023 200 

150 7035.283093 199 

175 7031.336979 198 

200 7023.137771 197 

250 6979.253456 194 

275 6931.687247 193 

300 6855.312028 192 

 

 Figure 4-13 にバネのバネ定数、ベローズのバネ定数についての温度依存性を示す。

なお、常温（25℃）におけるバネのバネ定数はカタログ値より 13.9N/mm、ベローズは

13.5N/mm とした。図より、SWOSC-V インコネルのバネ定数は 250℃以下では安定してい

るのに対して、インコネルでは温度に対して直線的に低下していることがわかる。 

 

 

Fig. 4-13 Temperature dependence of spring constant 
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 さらに、作動流体である TEG の熱膨張について考察する。TEG の熱膨張係数 εは

0.0072 付近である。ベローズの内部構造は複雑であるが、内径と外径の平均径から求められ

る受圧を底面とする初期長 L0 の円筒であると仮定する。以上よりアクチュエータが温度変

化で発生する変位は式(4.7)となる。Figure 4-14 に変位の理論値を示す。 

 

 
𝑥 = ε𝐿0(𝑇 − 𝑇0) +

𝐴 ∙ 𝑃𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑

𝑘𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟
 (4.7) 

 

 図からわかるように、常温から 300℃までの温度範囲において発生変位の理論値は、

温度変化に対して線形的である。TEG の飽和蒸気圧は、常温付近から 150℃程度までの温度

範囲において極めて小さい。そのため、この領域における発生変位は、熱膨張による変位が

支配的であると考えられる。一方で常圧下での沸点温度である 287.3 を超える領域では飽和

蒸気圧が指数関数的に増加することから非線形な発生変位へと変化することが考えられる。 

 

 

Fig. 4-14 Theoretical displacement of the prototype 
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4.6.3. アクチュエータの静特性 

 アクチュエータの静特性計測実験を行う。Figure 4-15 に実験環境を示す。SUS ベロ

ーズ型アクチュエータでの実験と同様に、恒温槽内（AS ONE、ONW-300S）にアクチュエ

ータを設置し、炉内の雰囲気温度によりアクチュエータ全体を加熱することで作動流体の

気液相変化を励起する。アクチュエータには 13.5N/mm のバネ定数を持つ SWOSC-V バネを

接続する。恒温槽を常温（25℃）、100℃、200℃、250℃、275℃、300℃に設定しそれぞれ 1

時間程度静置し、ヒータ先端に組み込まれている K 型熱電対の温度変化がなく安定したと

ころで作動流体が雰囲気温度に達したとし、覗き窓を通してデジタルカメラで撮影する。撮

影した画像について画像処理・解析ソフトウェア WinROOF を使用して変位の計測を行う。 

 実験結果を Fig. 4-16 に示す。常温を基準とした変位はそれぞれ、2.4mm、6.9mm、

9.7mm、11.3mm、13.1mm であった。実験の結果、式(4-6)を使用して導出した発生変位理論

値と極めて近い値となることを確認した。 

 また、実験値からTEGの内圧を計算した結果とAntoine式を使用して計算したTEG

の飽和蒸気圧の比較を Fig. 4-17 に示す。常温から 200℃までの発生変位には蒸気圧の影響

が極めて小さいことがわかる。設定温度 300℃（熱電対の表示温度 296.8℃）における内圧

の計算値は 0.14MPa であり、飽和蒸気圧の理論値と極めて近い値を示している。これによ

り、式（4.7）が妥当であると確認した。 

 

 

Fig. 4-15 Experimental setup 
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Fig. 4-16 Static properties of the 2nd prototype 

 

 

Fig. 4-17 Calculated vapor pressure of TEG 
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4.6.4. アクチュエータの動特性 

 アクチュエータの動特性計測実験として、内蔵したヒータによる駆動を行った。

Figure 4-18 に、各温度領域において発生した変位を示す。雰囲気温度は常温 (25.0℃)、100℃、

200℃、250℃、275℃、300℃とし、180 秒間 24V の直流電圧をヒータに印加し TEG を加熱

する。ヒータは定格 24V15W であるので、この時のエネルギーは 2700J である。その後、放

熱により冷却を行った。実験の結果、雰囲気温度が高いほど、発生変位が大きくなった。180

秒間の加熱終了後ヒータ内蔵された温度センサは、平均で 63.7℃の温度上昇を確認してい

る。Figure 4-3 の蒸気圧線図より、蒸気圧は温度に対して指数関数的に上昇することから、

高い温度領域ほど発生変位が大きいという事実と矛盾しない。そのため、アクチュエータは

TEG の気液相変化によって駆動しているものと考えられる。また、実験開始から 2000 秒経

過後において未だ変位が零点に復帰していないが、これは実験開始時点で作動流体の温度

が雰囲気温度より低かったことに起因しているものと考えられる。駆動開始時点で温度セ

ンサの示す値はそれぞれ 25.5℃、96.3℃、196.1℃、244.9℃、269.1℃、292.3℃となっている。

さらに恒温槽の規格上、５％程度の制御温度誤差が生じること、また温度センサである K 型

熱電対も規格上±2.5℃程度の誤差[4-21]を持っていることから、計測結果が誤差の範囲内に

収まっていると言える。 

 Figure 4-19 に、300℃環境において複数回の駆動を連続して行った時の、発生変位

の平均値を示す。5 回の実験においても発生変位のばらつきが極めて少なく、安定して駆動

していることを確認した。この時の最大変位は1.57mmであり、上昇温度は55.4℃であった。

また、バネを負荷としたときこの時の発生力は 21.3N である。 
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Fig. 4-18 Dynamic properties of the actuator in several atmospheric temperature 

 

 

Fig. 4-19 Dynamic properties of the actuator in 300℃ 
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4.7. 高温環境用気液相変化駆動ベローズアクチュエータまとめ 

 気液相変化駆動アクチュエータの応用として、ベローズを筐体とした新たなアク

チュエータを提案した。まずステンレス製溶接ベローズ筐体を持ち、287℃付近に沸点を持

つ TEG を作動流体としたプロトタイプを製作し、雰囲気加熱により基礎特性を確認した。

雰囲気温度を常温から 300℃まで上昇させることで変位の発生を確認した。また、発生変位

が理論値と近いことも確認している。しかし、ステンレスの低温熱処理温度に近い 200℃以

上の高温雰囲気下に暴露したことで、ベローズの性能が変化する問題がある。 

 そこで、300℃での安定した動作を目的として、インコネル製の液圧成形ベローズ

を用いた新たなアクチュエータを製作した。このアクチュエータは、ベローズとバネを

SUS316L 製の座屈防止ガイドに挿入することで構成され、ベローズは加熱用のカートリッ

ジヒータ（定格出力 24V15W）を溶接したフランジで封止される。カートリッジヒータは K

型熱電対を内蔵しており、作動流体の温度をリアルタイムで計測可能である。 

 本プロトタイプを使用し、雰囲気加熱による基礎特性実験により理論値と一致し

た発生変位を確認した。さらに、300℃の高温雰囲気中においてヒータを駆動させることで

アクチュエータが変位を発生することを確認した。24V において 180 秒間加熱した時、

1.57mm の平均発生変位と 55.4℃の平均温度上昇を確認した。この実験ではアクチュエータ

は極めて安定した駆動を実現した。 

 本アクチュエータの成果として、300℃の高温雰囲気下で直動運動を実現した点が

ある。また、アクチュエータのエネルギー源は電源装置のみであり、従来の空気圧アクチュ

エータシステムと比較すると、コンプレッサやタンク、バルブ、空圧配管などがないことか

ら極めて小型であると言える。 
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5. 気液相変化駆動ソフトラバーアクチュエータ 

5.1. 本章の概要 

 本章では、気液相変化駆動アクチュエータの応用例の１つとして、ゴムのみで構成

されるソフトアクチュエータに気液相変化型の圧力源を組み込む。 

 ソフトアクチュエータには様々な形式があるが、本研究では蛇腹型アクチュエー

タを使用する。ゴムのみで構成され、空気室への圧力印加で湾曲動作を発生するこのアクチ

ュエータを、シリコーンゴムと型取りにより制作する。型は 3D プリンタを利用して、樹脂

により製作する。 

 まず、極めて柔らかいシリコーンゴムを使用して製作したアクチュエータに、作動

流体として水を注入する。このプロトタイプを炉内の雰囲気により加熱することにより、水

に気液相変化を発生させ、湾曲動作を発生することを確認した。しかし、水蒸気がゴム膜を

透過することで湾曲状態を維持できないこと、ゴムが雰囲気温度により破損することを確

認した。 

 次に、常温常圧下における駆動を目指して、アクチュエータを新たに設計した。こ

のプロトタイプでは、ゴムの制作プロセスで確認した諸問題に対処するように、より強度の

高い樹脂を印刷可能な 3D プリンタを使用して型を製作する。アクチュエータには、カート

リッジヒータを取り付けており、通常の環境下において作動流体を加熱することが可能な

設計とした。本プロトタイプには、水に変わる作動流体として、沸点が 56℃程度のフッ素

系不活性流体を使用する。 

 このプロトタイプを用いた実験によって、アクチュエータがヒータの加熱に応じ

て湾曲動作を発生可能であることを確認した。また、アクチュエータの発生力や先端の描く

軌跡は同じプロトタイプを空気圧で駆動した時と変化しないことを確認した。これらによ

り、気液相変化駆動ソフトラバーアクチュエータを実現した。 

  

5.2. 気液相変化駆動ソフトアクチュエータの目的 

 ソフトアクチュエータとは、近年注目の集まっている新たなアクチュエータであ

り、その特徴として多くがゴムに代表される柔軟な素材により製作されていることが挙げ

られる。ゴムのみで構成されるもの、ゴムと繊維や硬い素材を組み合わせたものなど[5-2]そ

の形状は多岐にわたる。また、それらの多くは空気圧や液圧などの圧力により駆動されると

いった特徴もある。 

 このようなアクチュエータは、医療や介護といった分野での使用が想定されてい

るが、他の空気圧駆動アクチュエータと同様に、配管やバルブ、そして圧力源を用意する必

要がある。そのため、人体に装着してパワーアシストを目的としたものや、移動ロボットに

搭載するものなどでは、それらの装備が問題になる。第１章で解説した佐々木らの研究[1-4]

も、ゴム人工筋肉を用いたリハビリ装置に使用することを目的としたものである。 
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 本章では、従来問題となっていたアクチュエータシステムの小型化を目的として、

このようなソフトアクチュエータに気液相変化型駆動源を組み合わせる。気液相変化駆動

源が、ソフトアクチュエータの性能を損なうことなく駆動できることを確認し、その有用性

を検証する。 

 

5.3. ソフトアクチュエータの製作プロセスと設計 

5.3.1. ソフトアクチュエータの構造 

 本プロトタイプでは圧力印加により湾曲動作を発生する蛇腹型のアクチュエータ

[5-3]を採用する。Figure 5-1 にソフトアクチュエータの構造を示す。本蛇腹アクチュエータ

は、蛇腹部分と板部分の２つのバーツから構成される。２つのパーツにより空気室を構成し、

この空気室に圧力を印加した時、板部と蛇腹部で大きな変形量の差が生じる。その結果、ア

クチュエータは Fig. 5-2 に示すように板部方向へと湾曲する。本アクチュエータの特徴とし

て、すべてのパーツを柔軟素材のみで構成することが可能であるという点がある。そのため、

繊維や金属などと組み合わせた他のソフトアクチュエータと違い、製作が極めて容易であ

る。 

 

 

Fig. 5-1 Appearance of the proposed actuator 

 

 

Fig. 5-2 Bended condition of the proposed actuator 
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5.3.2. ソフトアクチュエータの制作プロセス 

 Figure 5-3 に制作プロセスの概要を示す。①型を 3D プリントにより制作する。②

ゴムの原液を型に流し込み、80℃に設定した乾燥炉により 40 分硬化を行う。通常、常温下

では 24 時間が必要であるが、温度条件で硬化反応を促進することが可能である。この時、

蛇腹部と板部を別に成形する。③成形したゴムをそれぞれ型に残した状態で、板部表面に硬

化していないゴムを薄く塗布する。２つの型を重ね合わせ再び乾燥炉で硬化させる。④最後

にエアチューブなどを接着し完成する。 

 

 

Fig. 5-3 Fabrication process of the silicone rubber soft actuator  
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5.4. 機能検証用プロトタイプ 

5.4.1. アクチュエータの設計 

5.4.1.1. アクチュエータの形状 

 機能検証モデルの設計について説明する。アクチュエータ蛇腹部の寸法を Fig. 5-4

に示す。蛇腹凸部の幅を 7.0mm、凹部の幅を 6.5mm、ゴムの膜圧を 1.0mm とした。また、

形状は内面、外面ともに半円形状である。アクチュエータ全長は 200.0mm、厚さ 1.0mm の

板部を含めた全高 9.0mm、全幅 8.0mm とした。アクチュエータのサイズは後述する型製作

の都合も考慮したものである。 

 

 

Fig. 5-4 Design of 1st prototype 

 

5.4.1.2. 使用するゴム材料 

 本プロトタイプで使用するゴム材料は Ecoflex 00-10(Smooth-on Inc,)である。これは

非常に柔軟かつ伸長性に富んだシリコーンゴムであり、硬化後の外観は半透明水色をして

いる。硬化前には 2 種類の液状である。この 2 液を同量もしくは同質量で混合し、常温で 4

時間静置することでゴムへと硬化する。取扱説明書に記載はないものの、他のシリコーンゴ

ムと同様に加熱で硬化時間を短縮できることを確認しているので、55℃に設定した炉内で

40 分間の加熱により硬化を促進する。また、本プロトタイプの製作過程では、混合液を手

で撹拌後真空チャンバーにて気泡を除去する。 
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5.4.2. 型の設計と製作 

 プロトタイプの成形に使用する型について説明する。型は 3D プリンタを用いて製

作する。3D プリント技術は、1980 年頃から始まり、主に企業での安価なプロトタイピング

手法として普及してきた。2000 年代後半からは一般向けに更に安価な 3D プリンタが登場

し、爆発的に普及している[5-4]。3D プリンタに使用される技術は、光硬化樹脂と紫外線を

使用して高精度で印刷が可能な STL（Stereo Lithography）や各種樹脂のワイヤを溶解し積層

する FDM（Fused Deposition Modeling）などが代表的である。また、樹脂だけでなくレーザ

を使用して金属粉末を焼結させる SLS（Selective Laser Sintering）、これらの手法を組み合わ

せた方法など様々に開発されている。 

 本型の印刷にはデスクトップ型の MakerBot Replicator 2(MakerBot)を使用する。こ

の 3D プリンタは PLA（ポリ乳酸）樹脂を用いて印刷を行う。印刷可能な領域は

285mm×153mm×155 mm となっており、一度に必要な型をすべて印刷可能となるように型を

設計する。一つのアクチュエータを制作するのに２セット４個の型が必要となるので、型の

寸法は 15mm×200mm とした。型には位置合わせ用の突起が備えられている。Figure 5-5,5-

6 実際に印刷した型とそれを使用して製作したアクチュエータの概観を示す。 

 

 

Fig. 5-5 PLA plastic 3D printed molds 

 

 

Fig. 5-6 Ecoflex actuator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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5.4.3. 雰囲気加熱を用いた駆動実験 

 アクチュエータの駆動確認実験を行った。実験では、アクチュエータ内部に水を注

入した状態で炉内に設置し炉内温度を上昇させ、アクチュエータ全体を雰囲気で加熱、気液

相変化を励起する。常温から 100℃まで温度を上昇させたときのアクチュエータの様子を

Fig. 5-7 に示す。その結果、アクチュエータは湾曲状態へと変化することを確認した。この

時、雰囲気温度以外のエネルギーはアクチュエータに与えられていないにもかかわらず湾

曲動作を発生していることから、この湾曲動作は水の気液相変化による圧力が生じさせた

ものと言える。このことから、ソフトアクチュエータが気液相変化により駆動可能であるこ

とを確認した。 

 

 

Fig. 5-7 Actuator is bending by gas/liquid phase change 
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5.4.4. 機能検証モデルのまとめ 

 Ecoflex 00-10 シリコーンゴムと 3D プリントされた PLA 樹脂型を使用してソフト

アクチュエータを製作した。本アクチュエータ内に水を注入した上で炉内に設置し、雰囲気

温度で 100℃まで加熱を行ったところ、アクチュエータが湾曲動作を呈することが確認され

た。この時に与えたエネルギーは炉内雰囲気の温度のみであることから、この湾曲動作は水

の気液相変化による発生圧力によるものであると考えられる。 

 本アクチュエータの問題点を挙げる。まず、アクチュエータ製作時にシリコーンゴ

ムの硬化促進を目的として、ゴムを型に流し込んだ状態で 55℃程度まで加熱する。この温

度は PLA 樹脂のガラス転移点が 60℃程度であり、それ以上の温度では極端に軟化すること

を考慮したものであるが、硬化後に型の状態を確認すると変形が見られた。これは、炉内温

度のばらつきや、温度コントローラのオーバーシュートなどが原因であると考えられる。そ

のため、アクチュエータ製作時の成形不良や接着不良が発生した。また、製作に成功したも

のであっても、ゴム膜厚が不均一となるなどの問題が見られる。さらに、部品ごとに硬化さ

せたゴムを雌型に残した状態で接合するが、このときゴムが完全に型から離れた状態で再

装着すると、成形したパーツに皺等が発生し接着不良へと繋がる。そのため、硬化後に雄型

のみをゴムから分離する工夫が必要である。合わせて、離型時にかける力によって、型の変

形が発生した。PLA 樹脂は成形しやすさや取り扱いの良さ、植物由来であり低環境負荷で

あるなどメリットが多く、普及型の 3D プリンタでよく利用されている樹脂であるが、強度

の面で他の樹脂に劣っている側面がある。 

 

5.5. 性能評価用プロトタイプ 

 前節で述べた機能検証モデルにより、シリコーンゴムを使用して成形したソフト

アクチュエータを気液相変化による発生圧力で駆動できることを確認した。一方で、製作上

で確認された問題を解決するため、アクチュエータの形状、型製作に使用する3Dプリンタ、

制作プロセス、シリコーンゴムなどについて見直しを行った。また、アクチュエータにヒー

タを挿入した上で常温下において駆動を行えるように改良を行った。 

 

5.5.1. アクチュエータの設計 

 アクチュエータの基本サイズを長さ 200.0mm、幅 8.0mm、高さ 7.5mm とする。こ

こでも型製作に使用する 3D プリンタの最大造形サイズを考慮して、一度の印刷ですべての

型が印刷可能であるサイズとした。アクチュエータ蛇腹部の寸法を Fig. 5-8 に示す。蛇腹部

の高さは 6.0mm で 1.5mm 厚の板部を接着することで 7.5mm となる。蛇腹凸部幅 3.2mm、

凹部幅 1.2mm、凹部深さ 2.0mm とし、膜厚を 0.75mm としている。 

 Figure 5-9 にアクチュエータの断面を示す。蛇腹外部を角形状とし内部を半円筒状

とした。蛇腹部を成形した後、蛇腹部を雌型に残した状態で板部と接着する。ゴム硬化後に

型を開放した際に雌型に蛇腹部が残ることを目的として、型に残りやすい角形の雌型、引き
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剥がしやすい曲面を持つ雄型とした。 

 

Fig. 5-8 Bellow design of 2nd prototype 

 

Fig. 5-9 Inner structure of the proposed actuator 
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 アクチュエータのデザインを Fig. 5-10 に示す。アクチュエータは湾曲動作を発生

する蛇腹部と作動流体およびカートリッジヒータを納めるタンク部分からなる。カートリ

ッジヒータは直径 2.3mm の発熱部を持つ定格 100V20W（ウルトラファイブ、八光）のもの

を使用する。アクチュエータ本体を成形後、後端部からヒータを挿入し ABS 樹脂製のケー

スに納めた上でシリコーンゴムにより固定する。通常完全に固定された状態で使用される

カートリッジヒータは配線の付け根の部分が脆弱であるため、配線保護と実験装置への固

定を想定してケースを使用している。 

 

 

Fig. 5-10 Design of the actuator 
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5.5.2. 型の製作 

 本アクチュエータで使用する型は、ABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene）樹脂を FDM

法により印刷を行う Stratasys 社の uPrint®を使用して制作する。Figure 5-11 に使用した uPrint

の概観を示す。本 3D プリンタは密閉した造形室内においてモデル材とよばれる ABS 樹脂

とサポート材と呼ばれるアルカリ溶液に溶解可能な樹脂を使用して印刷を行う。ABS 樹脂

の積層ピッチは 0.254mm（0.1inch）であり、造形サイズは 203mm×152mm×152mm である。

1 つのアクチュエータを製作するのに際して 4 個を使用するため、一度にすべてを印刷する

ことを目的として型の大きさを 100mm×20mm、型の位置合わせや引き剥がしに使用する部

分を含め 110mm×30mm とした。Figure 5-12 に実際に作成した型の概観を示す。ABS 樹脂

はアイボリー色で、PLA 樹脂と比較して十分な強度を持っている。また、100℃程度までの

耐熱温度持つことから 80℃でゴム硬化促進を行うプロセスにも対応可能である。一方で、

Fig. 5-13 に型の一部分を拡大した物を示すように、型の表面は非常に粗く多くの隙間が存在

する。これは本研究で使用する uPrint®は最新のものと比較して樹脂の積層ピッチ、吐出幅

が大きいことに起因する。この隙間にゴムが流れ込むことで硬化したゴムが引き剥がしに

くくなるものと想定されるが、これを積極的に使用してアクチュエータ製作を行う。 

 

Fig. 5-11 uPrint® 
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Fig. 5-12 3D printed ABS plastic molds 

 

 

Fig. 5-13 Enlarged view of ABS mold 
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5.5.3. シリコーンゴム 

 アクチュエータに使用するゴム材料として、KE-1603（信越シリコーン）シリコー

ンゴムを採用する。本シリコーンゴムは高精度型取り用のゴムで、Ecoflex 00-10 と比較する

と高い硬度を持っている。Ecoflex と同様に 2 液を同重量で混合し硬化するもので、硬化後

の外観は無色透明である。硬化に必要な時間は常温で 24 時間、80℃に加熱することで 40 分

に短縮が可能である。制作過程では混合した後、真空脱泡機能を持つ自転・公転撹拌機（あ

わとり練太郎、株式会社シンキー）により撹拌する。この撹拌機によりゴム内の微細な気泡

まで取り除くことが可能である。実際に試作したアクチュエータの概観を Fig. 5-14に示す。

アクチュエータ側面には作動流体供給用のチューブを取り付けている。ケースまで含めた

アクチュエータ全長は 105mm、駆動部分は 50mm となっている。 

 

 

Fig. 5-14 2nd prototype actuator 
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5.5.4. 作動流体 

 本プロトタイプに使用する作動流体としてフッ素系不活性流体（テトラデカフル

オロヘキサン）を使用する。これは、一般的に電子機器の冷却材として使用される液体で、

常圧下での沸点は 56℃である。毒性がなく、オゾン破壊係数がゼロであるなど安全性も担

保されている物質である。Fig. 5-15 にアントワン式により計算した作動流体の飽和蒸気圧曲

線を示す。水と比較すると低い温度で圧力の発生が可能であり、ヒータの熱によりゴムに与

える影響を抑えられると考えられる。 

 

 

Fig. 5-15 Vapor pressure of Tetradecafluorohexane and water 
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5.5.5. 駆動実験 

5.5.5.1. アクチュエータの先端軌跡 

 アクチュエータの駆動実験を行った。アクチュエータに作動流体を満たし、ヒータ

に通電して駆動させた時のアクチュエータ湾曲動作の様子を Fig. 5-16 に示す。鉛直方向に

設置したアクチュエータは時間経過とともに湾曲し、最終的に先端部が本体に接触した。ま

た、通電を停止したところ湾曲状態は徐々に解除されてゆき、元の位置まで復帰することを

確認した。 

 

 

Fig. 5-16 2nd prototype is driving by gas/liquid phase change 
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 Figure 5-16 にアクチュエータ先端部の描く軌跡を画像処理ソフトウェア WinROOF

により用いて計測したものを示す。グラフには気液相変化での駆動の他、100kPa までの空

気圧を印加した時に描いた軌跡も合わせて示す。気液相変化での駆動では 60V をヒータに

印加し、60 秒間加熱した時のものである。計測の結果、お互いの軌跡はほぼ一致した。 

 

 

Fig. 5-17 Trajectory of 2nd prorotype 
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5.5.5.2. 発生力計測 

 アクチュエータの発生力計測を行った。実験装置概観を Fig. 5-18 に示す。発生力

の計測にはハンドヘルドフォースゲージ（日本電産シンポ）を使用する。フォースゲージを

アクチュエータ先端に当てた状態で固定し、アクチュエータ先端に発生する力を計測する。

アクチュエータへの電圧印加は、スライダックを用いて交流電圧を手動で変化させて行う。 

 

 

Fig. 5-18 Setup of output force measurement 
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 まず空気圧を印加して計測を行った。Fig. 5-19 に印加圧力と計測された発生力との

関係を示す。この実験において印加圧力 100kPa において 258mN の先端発生力を確認した。

さらに印加圧力を下降させたところ、アクチュエータの発生力にはヒステリシスが見られ

なかった。 

 さらに、Fig. 5-20 に作動流体の気液相変化により駆動した場合におけるアクチュエ

ータの先端発生力を示す。図ではヒータへの印加電圧を 50V から 80V とし印加開始から 30

秒間の発生力変化を示している。実験の結果、80V を印加開始から 30 秒後 518mN の最大発

生力を確認した。その後電圧印加を継続したところ、印加開始から 39 秒後に 735mN の発

生力を計測した後アクチュエータが破裂した。 

 

Fig. 5-19 Output force of actuator produced by air pressure. 
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Fig. 5-20 Output force of actuator produced by various input voltage 

  



85 

 

5.5.5.3. 柔軟物の把持 

 アクチュエータの駆動が確認出来たので、柔軟物の把持実験を行った。ヒータに

60V を印加し、Fig. 5-20 に示すような柔軟物の把持を行った。ゼラチン質で形作られた本柔

軟物を極端に変形させる事なく把持出来た他、把持状態で印加電圧を 70V まで上昇させ先

端発生力を増大させても大きく変形することはなかった。 

 これにより、本アクチュエータは気液相変化を駆動源としてもソフトアクチュエ

ータの特性を失う事なく操作可能であることを確認した。 

 

 

Fig. 5-20 Actuator is gripping fragile object 
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5.6. 気液相変化駆動ソフトアクチュエータのまとめ 

 本章では気液相変化駆動アクチュエータのアプリケーションとして、ソフトアク

チュエータへの適用を提案した。ゴムなどの柔軟素材で構成されるソフトアクチュエータ

は、その安全性から人間と近い場所で使用されるデバイスとして近年注目が集まっている。

しかし、一般的にそれらは空気圧により駆動されることから巨大な圧力源の存在がその普

及を制限する一因となっている。そこで、アクチュエータに作動流体を注入し、その気液相

変化に伴って発生する圧力で駆動することで、ソフトアクチュエータとしての特性を失う

ことなくシステム全体が小型出来ると考えた。 

 本論文ではソフトラバーアクチュエータの例として、蛇腹型のゴムアクチュエー

タを提案した。これは、蛇腹構造と板パーツで構成される空気室に圧力を印加することで湾

曲動作を発生することが可能なソフトアクチュエータである。まず本アクチュエータを 3D

プリンタ技術により印刷した樹脂型を利用し、型取りにより製作した。極めて柔軟なシリコ

ーンゴム素材を利用して成型したアクチュエータに水を注入し、恒温槽の雰囲気温度を使

用して加熱することで湾曲動作を確認した。 

 次に、この時に確認した問題点を解決するため、より強度の高い樹脂型が印刷可能

である 3D プリンタと高い精度での型取りが可能なシリコーンゴムゴム材料を使用して、新

たなプロトタイプを製作した。このプロトタイプには、後端部にカートリッジヒータを取り

付けることで、雰囲気温度ではなく常温中で能動的に作動流体の加熱が可能である。作動流

体として、フッ素系不活性流体を使用する。これは常圧下沸点を 56℃に持つ液体で、健康

や環境への負荷が少ないものである。本プロトタイプの駆動実験を行い、アクチュエータ先

端の描く軌跡が空気圧駆動時、気液相変化駆動時とも変わらないことを確認した。また、先

端発生力を計測し、ヒータへの入力エネルギーの大きさにその駆動速度や最大発生力が依

存することを確認した。さらに、柔軟物の把持実験を行い、それを破壊することなく把持で

来たことで、ソフトアクチュエータとしての性能を損なうことなく気液相変化によりアク

チュエータが駆動できることを確認した。 
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6. 結言 

6.1. 本論文のまとめ 

 エアシリンダに代表される空気圧を用いて駆動するアクチュエータは、軽量で小型な

筐体でありながら大きな発生力を持つことから、主に FA（Factory Automation）のなどの産業分

野や重機械内で使用される。一方で、エネルギー源となる圧縮空気を供給するために配管やバル

ブ、コントローラなど多くの設備が必要である。とりわけ、エアコンプレッサやポンプなどの圧

力源は、一般的にサイズが大きく設置環境を選ぶことから、空気圧アクチュエータの使用は工場

など大規模な設備での使用に限定されている。 

 現在、圧力駆動アクチュエータの使用範囲拡大を目的として、新たな圧力源の開発は

各所で行われている。小型軽量化したポンプやコンプレッサ、大量の気体を発生する化学反応を

利用したものや気体の三重点を利用したものなどが存在する。また、液体の電気分解により発生

するガスを利用したアクチュエータなども研究されている。これらはいずれも従来よりもはる

かに小型な圧力源であり、様々な特徴を持っている。 

 本研究では作動流体の気液相変化に伴って発生する体積変化をあらたな圧力源として

提案した。気液相変化とは、作動流体が液体と気体の相を移動することを指す。この時に発生す

る体積変化量は極めて大きく、水を例に取ると、液相にある水がすべて同温度、同圧力の気相へ

と移動した場合には密度比で 1500 倍を超える体積変化となる。そのため、僅かな量の液体で 1

つのアクチュエータを動かすのに十分な気体を得ることが可能となる。また、この気液相変化は

一般的に温度変化に伴って発生する。電熱器のようなシンプルなデバイスで励起することが可

能であるため、アクチュエータそのものに圧力源を組み込むことも可能である。 

 第２章では、気液相変化による体積変化を駆動力へと変換する構造と、基本的な特徴

について解説した。気液相変化によって発生する体積変化および圧力は、作動流体の温度と密接

な関係がある。すなわち、作動流体の飽和蒸気圧と、温度の関係を示す飽和蒸気圧曲線がアクチ

ュエータの発生変位特性を決めることとなる。作動流体の種類と作動流体に加える圧力により

アクチュエータの特性を決定できることを明らかにした。 

 第３章では、第２章で提言した駆動原理にもとづき、エアシリンダを使用した気液相

変化駆動アクチュエータの機能検証用プロトタイプを試作した。プロトタイプは、エアシリンダ、

バネ、作動流体、ヒータから構成される。作動流体として水を用いており、水の気液相変化に基

づいた発生変位の理論値を導出している。アクチュエータの静特性計測実験では、炉内にアクチ

ュエータを設置することでその雰囲気によりアクチュエータ全体を加熱し、作動流体に気液相

変化を励起させる。このとき、アクチュエータの内圧と取り付けたバネによる反力とが釣り合っ

た状態で駆動される。この実験において、複数のバネを用いてその駆動特性を調べたところ、温

度に変化に対する感度をバネ定数によって設定することが可能であることを示した。さらに、

180℃に設定した雰囲気下においてヒータを駆動し、アクチュエータが変位を発生することを確

認した。 



88 

 

 第４章および第５章では、第３章で実験を行ったプロトタイプによりアクチュエータ

が気液相変化により駆動可能であることを確認したので、応用を考慮した 2 種類の新たなアク

チュエータを試作した。  

 第４章では、作動流体としてトリエチレングリコール（以下 TEG）と、ベローズを筐

体とする高温環境用気液相変化駆動アクチュエータを提案する。このアクチュエータに使用す

る TEG は 278℃付近に沸点を持ち、常温付近での飽和蒸気圧が極めて低いことから、300℃付近

の高い温度環境での駆動を想定した気液相変化駆動アクチュエータの作動流体として使用でき

る。TEG、インコネルベローズ、バネ、ヒータから構成されるこのプロトタイプを用いて、常温

下から 300℃まで理論値と一致した変位を発生することを確認した。また、300℃の雰囲気下に

おいてヒータを駆動することで安定した発生変位を得られることを確認した。本アクチュエー

タは、300℃の環境下において直動運動を電気配線のみで発生させられるという点で、小規模な

実験装置やエンジンといった高温環境を持つ装置内での使用が有望である。 

 第５章では、ゴムのみで構成される気液相変化駆動ソフトアクチュエータを提案した。

3D プリンタを用いて印刷した型とゴムにより、蛇腹構造を持つ湾曲型のアクチュエータを試作

した。本アクチュエータに対して 56℃に沸点を持つフッ素系不活性流体を作動流体として注入

し、ヒータで加熱を行ったところ駆動を確認した。ソフトアクチュエータは、本体が柔軟である

という特徴を持つことで、細胞や薬品、食物や壊れやすいサンプルのハンドリングに適したデバ

イスであり、本質的に安全であることからパワーアシストや医療機器といった人間に近い場所

での使用が注目されている。 

 本研究では、空気圧アクチュエータシステムの小型化を目的とし、気液相変化型圧力

源を内蔵したアクチュエータを検討した。機能検証用プロトタイプにより、気液相変化型駆動原

理の可能性を確認した。また、ベローズを筐体とした高温環境用気液相変化駆動アクチュエータ

のプロトタイプにより、300℃の高温雰囲気下における直動運動を実現した。さらに、シリコー

ンゴムを用いて製作されるソフトアクチュエータに本駆動原理を適用することで、アクチュエ

ータの駆動を確認した。 

 これらにより、電源のみで駆動可能な小型な空気圧アクチュエータシステムを実現し

た。 
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6.2. 本論文で開発したアクチュエータシステムの評価 

 本研究で製作したシリンダ型、ベローズ型、ラバー型のアクチュエータ３種類につ

いて、FDM、FDV で評価を行う。いずれのアクチュエータもエネルギー源として電源を使

用することから、アクチュエータ本体重量、本体体積のみで評価が可能である。Figure 6-1

に、第１章で挙げた各種アクチュエータシステムとの比較を示す。図より、いずれのアクチ

ュエータシステムも小型圧力源を用いたアクチュエータシステムと同等の FDM、FDV を持

つことがわかる。よって、当初目的としていた、アクチュエータシステムの小型化に成功し

た。 

 

 

Fig. 6-1 Evaluation of proposed actuator system 
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6.3. 本研究の今後の発展性について 

 本研究では「電気エネルギーのみで駆動する空気圧アクチュエータ」を実現した。

さらに、これまでに空気圧アクチュエータの使用がされていない 300℃の高温環境下におい

て直動運動を実現したことで、単結晶引き上げ装置のような高温を伴った装置でのマニピ

ュレータなどへと応用が考えられる。また、環境からエネルギーを回収し駆動力に変換する

機能を持っていることから、温度変化に対して受動的に反応するアクチュエータとしても

応用が期待される。 

 さらに、近年その存在に注目が集まっている新しい技術であるラバーソフトアク

チュエータにおいても、駆動源として有用であることを確認している。ソフトアクチュエー

タは医療や介護、作業補助といった直接人間に触れるような場所での安全な使用が期待さ

れている他、ロボットと人が近い場所で働くことになる工場のような環境においても有用

である。駆動に必要な装置を大幅に削減したことで、このようなアクチュエータの適用範囲

を大幅に拡げることに繋がる。 

 気液相変化型駆動源を内蔵したアクチュエータシステムは、すでにある多種多様

な産業分野において大きな影響を発揮するとともに、新たな産業の創成、そしてそれらの発

展へと貢献する可能性がある。 
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付録 

作動流体の変化 

 気液相変化駆動高温用アクチュエータの実験後に使用した作動流体を取り出した

ところ、Fig. A-1 に示すように変色していることを確認した。TEG は C6H14O4の化学式を持

ち直鎖型のアルカンであるので、熱や圧力の履歴により変質している可能性が高い。そのた

め、作動流体のガスクロマトグラフ質量分析による成分分析を行った。分析の結果を Fig. A-

2 に示す。得られたピークを判定した結果、元の TEG に加えて 6 種類の異なる有機溶媒に

分離していることを確認した。当初の想定では鎖が切れることで、分子量の小さい溶媒へと

変化しているものと考えていたが、実際には分解と重合が起こったことにより、分子量のよ

り大きいものも生成されていた。しかしながら、成分の大部分は原料である TEG が占めて

おり、その特性が極端に変化していないため実用上の問題は少ないと考えられる。また、さ

らに駆動を繰り返すことでこの変化は大きくなるが、アクチュエータ筐体であるベローズ

の性能を侵すような影響はないことから、エンジンオイルや油圧シリンダなどの作動流体

同様に定期的な交換によりアクチュエータの性能を保つことが可能である。 

 

 

Fig. A-1 実験後に取り出した作動流体（左）と純粋な TEG（右） 

無色透明かつ無臭であった TEG が褐色透明に変化した上、刺激臭を発している 
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Fig. A-2 作動流体のガスクロマトグラフ質量分析結果 
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熱量に関する考察 

 300℃環境下において作動流体の温度を 50℃上昇させた時に必要な熱量について

計算を行う。300℃から 350℃へと上昇させるとき、0.24MPa の飽和蒸気圧が発生する。300℃

環境下でのアクチュエータのバネ定数が 25.9N/mm、ベローズの受圧面積が 280.9mm3 であ

るので液体の熱膨張を無視すると、変位は 2.6mm となり、増加する体積は 731.2mm3 であ

る。気体の状態方程式より、気化した作動流体の物質量’n’は、 

 
n =

𝑃𝑉

𝑅𝑇
 (A-1) 

から計算される。ここで、圧力 P、体積 V、気体定数 R、温度 T である。気体定数を 8.31J/mol*K

とすると、物質量は 0.42×10-3mol となる。TEG の 306.9℃における蒸発潜熱は 58.85 kJ/mol[A-

1]であるので、気化に必要な熱量は 24.7J となる。 

 一方、液体の TEG を 50℃昇温させるのに必要な熱量について計算する。Table A-1

に TEG の各温度における比熱を示す。TEG モル比熱は 260℃において 425.4J/mol*K[A-2]で

ある。これより高い温度領域におけるモル比熱のデータがないので、300℃でもこのモル比

熱を持つと仮定する。また、常温下で約 15g の TEG をベローズに注入しており、TEG のモ

ル質量は 150.17g/mol であるので、TEG の物質量は 0.1mol となる。よって、300℃の環境下

で 50℃の昇温に必要な熱量は、2105.7J である。 

 以上より、アクチュエータを内臓のヒータによって駆動させる時、気化に必要な熱

量は、液体の温度を上昇させるのに必要なそれと比較して、非常に小さいことがわかる。 
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Table A-1 TEG の比熱[A-2] 

温度[℃] 比熱[cal/g℃] 比熱[J/mol*K] 

0 0.498 312.8990174 

20 0.517 324.8369318 

40 0.536 336.7748461 

60 0.555 348.7127604 

80 0.574 360.6506747 

100 0.593 372.588589 

120 0.612 384.5265034 

140 0.631 396.4644177 

160 0.650 408.402332 

168 0.658 413.4288222 

180 0.662 415.9420674 

200 0.666 418.4553125 

220 0.669 420.3402463 

240 0.673 422.8534914 

260 0.677 425.3667366 

 

 さらに、Table A-2 に各雰囲気温度において 2700J をアクチュエータに加えた時に

計測された、アクチュエータ内部の温度変化と、そこから計算される温度上昇に必要な熱量

を計算したものを示す。 

 

Table A-2 各雰囲気温度において 2700J を加えた時の変化 

設定した雰囲気

温度[℃] 

上昇温度[℃] 発生変位[mm] 必要な熱量[J] 

25 81.7 2.96 2650.94 

100 69.6 1.49 2590.28 

200 60.5 2.35 2528.78 

250 57.5 2.27 2414.22 

275 56.6 2.07 2404.85 

300 56.3 2.30 2392.10 
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 表より、高い温度領域になるほど実際に与えた熱量より、必要な熱量が少ないこと

がわかる。これは、高い温度領域ではベローズ内に気相と液相が存在する状態となっており、

液相から気相へと熱が移動したことによるものであると考えられる。また、低い温度領域で

は加えた熱量がほとんど無駄なく温度上昇に使用されていることから、ベローズを通して

の恒温槽内への放熱が少ない。これは、ベローズが 2 層構造となっていることで断熱された

ためであると考えられる。温度上昇に対して、下降に極端に長い時間を要しているのもこの

ことに起因している。 
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