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従来液中アクチュエータ技術とその問題点

電磁力：スクリュー，尾ひれ 
　　機構が複雑 
　　マイクロ化困難 

静電力：静電アクチュエータ 
　　液体；フロリナートに限定 

蒸気圧：ポンポン船 
　　マイクロ化？

振動板のみ
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従来放射圧アクチュエータ技術とその問題点

微粒子に作用する放射圧マニピュレーション 
　　〇微粒子のトラップ 
　　×移動には外部にアクチュエータが必要 

定在波音場による微粒子マニピュレーション 
　　〇2次元：微粒子のトラップとソーティング 
　　×自在なトラップとソーティング 

☆自走アクチュエータ技術は無かった
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弾性表面波スイマーアクチュエータ
動作原理：超音波放射

U-IDT Actuator（弾性表面波素子）表面に 
レイリー波を励振する 
　　↓ 
レイリー波は素子内を伝搬しながら水中へ 
縦波（音響波）を放射：黄色の矢印 
　　↓ 
素子表面に矢印の向きに推進力を発生

基礎実験に用いた素子

U-IDTを用いた 

弾性表面波(SAW) 

アクチュエータ

キックボードを付けた 

スイマーアクチュエータ 

SAW actuatorは左の素子
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Surface Acoustic Wave Filter

input output

Rayleigh wave

Device structure

Interdigital Transducer: 
IDT

SAW device

Piezoelectric substrate

Load

Aluminum electrode

周波数濾波器 
スマホに多数
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圧電基板

櫛形電極／すだれ状電極



Surface Acoustic Wave Filter

input output

レイリー波

Device structure SAW device

Piezoelectric substrate

Load

Aluminum electrode

縦波放射（水中）
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圧電基板

LiquidAir

SolidRayleigh SAW LSAW

Longitudinal WaveθR
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弾性表面波スイマーアクチュエータ

動作原理

弾性表面波素子：ニオブ酸リチウム (LiNbO3) 

　　　　128度回転Y板X伝搬 

駆動周波数：9.6MHz

水面
空気

水

素子が６８度傾いて前進する実験機：θ=68°
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弾性表面波スイマーアクチュエータ

弾性表面波素子：ニオブ酸リチウム 
　　　　128度回転Y板X伝搬 
駆動周波数：9.6MHz

基礎実験に用いた素子

Stator (LiNbO3)

RF R

Rayleigh waveReflector

IDT
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水面
空気

水
速度

速　度：10cm/s 

推進力：0.25N
課題：より高速に力強く

水面を横から見た映像

弾性表面波スイマーアクチュエータ

推進力
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音響流を推力に変換するアクチュエータ機構

・平行２素子による新アクチュエータ構成

音響流ジェットを推進力に

弾性表面波素子

弾性表面波素子

水の流入

水の流入

音響ジェット

水 音響ジェット

課題：より高速に力強く
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音響流を推力に変換するアクチュエータ機構

・平行２素子による新アクチュエータ構成

・弾性表面波素子形状・電極の検討

　　　２枚構成のアクチュエータにあわせた素子と電極の検討
　　　　　　　IDT電極の設計
　　　　　　　電極マスクの設計

弾性表面波素子

弾性表面波素子

水の流入

水の流入

音響ジェット

弾性表面波基板

弾性表面波基板

駆動電極IDT

駆動電極IDT

水 水中への
音響放射

音響
ジェット

音響流による 
ジェット生成メカニズム

音響ジェット

上下の弾性表面波素子から放射された 

音響波（細い矢印）は互いに強め合い 

強い音響流（直進流）を形成して 

ジェットとして放射（太い矢印）

詳細図
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放射圧アクチュエータ

波動 →
固体
（半無限
　媒体）

流体

放射圧

a) b)

空気
水

1/2 波長厚み共振圧電素子

放射圧
放射圧の発生原理 

振動：線形理論→直流成分”０” 

　　　　非線形理論→直流分”≠０” 
　　　　　　↑ 
　　　　　現実

液体の弾性率	 

　圧縮：固く　	 

　膨張：柔らかく
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放射圧アクチュエータ

波動 →
固体
（半無限
　媒体）

流体

放射圧

a) b)

空気
水

1/2 波長厚み共振圧電素子

放射圧
マイクロ化 

高周波化：波長が短く→小型化 

厚さ 
　バルクPZT ：0.2〜2 mm 
　圧電体薄膜：0.2〜100 µm

PZT素子 
  1 mm:    1 MHz 
  0.2 mm:  5 MHz 

(K,Na)NbO3薄膜（水熱合成法） 
  20 µm:    数10 MHz 
  100 µm:    ≈10 MHz
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放射圧アクチュエータ

空気 水

1/2 波長
厚み共振
圧電素子 放射圧

音響流（噴射）

吸い込み

吸い込み

1/2 波長
厚み共振
圧電素子

推進力 

　放射圧＋音響流 

　　　　より大きな力と速度

PZT素子 
  1 mm:    1 MHz　　　　ø10 
  0.2 mm:  5 MHz　　　　ø2 

(K,Na)NbO3薄膜（水熱合成法） 
  20 µm:    数10 MHz　 ø0.2 
  100 µm:    ≈10 MHz　  ø1
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弾性表面波スイマーアクチュエータ

速　度：10cm/s 

推進力：0.25N (0速度）
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 自走式の流体アクチュエータ 

• 音響放射圧を推進力源：新型 

• 可動部を持たない：マイクロ化 

• 移動速度: 0.1m/s（プロトタイプ） 

• 推力: 0.25N（プロトタイプ） 

• 音響流を推力に：高速化・高推力化
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想定される用途

• 流体中での操作 

• バイオ 

• 医療 

• 血管中を移動するロボット：投薬，治療 

• etc.
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実用化に向けた課題

• 高速化，高推力化 

• マイクロ化 

• 圧電膜の高性能化，厚膜化 

• アクチュエータとしての高機能化 

• 制御性の検討 

• 粘性流体中での特性　　　　　　　　　　　etc.
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企業への期待

• 具体的な応用について 

• 応用分野を持つ、企業との共同研究を希望 

• 将来的な実用化をめざす企業 

• 圧電素子技術の応用をめざす企業
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称	：液中推進装置 

• 出願番号	 ：特願2018-163232 

• 出願人		 ：東京工業大学 

• 発明者		 ：黒澤実、孔徳卿、石河睦生、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　舟窪浩、伊東良晴、舘山明紀
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産学連携の経歴

• 1998年-2004年　松下電器産業と共同研究実施 

• 1999年-2000年　ミツトヨと共同研究実施(NEDO) 

• 2002年-2009年　松下電工と共同研究実施 

• 2006年-2007年　JSTシーズイノベーション化事業 

• 2000年-2010年　太平洋セメントと共同研究実施 

• 2016年-2021年　JST A-Step事業に採択（分担）
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お問い合わせ先

東京工業大学　研究・産学連携本部 

特任専門員(URA)　寿山　益夫 

ＴＥＬ	 045-924-5171 

e-mail	 suyama@sangaku.titech.ac.jp


