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論 文 内 容 の 要 旨 

 
IPMC (Ionic Polymer Metal Composite) actuators have numerous promising applications 

in such as for a medical device of catheter, micro pump, a soft actuator for designing 
electroactive soft motion robots. Among various type of IPMC, Selemion CMV-based IPMC 
is focused in this research work. This research work presents the experimental and 
theoretical study of dynamic characteristics, the stability analysis and the 
feedforward, feedback and two-degree-of-freedom control analysis of bending behavior 
of the Selemion CMV-based IPMC in response of external electric stimulation. Selemion 
CMV-based IPMC actuator is highly impacted by the environmental factors; especially 
the absolute humidity levels. Therefore, experimental work was carried out in the 
humidity-controlled environment. By the use of experimental data obtained, theoretical 
analysis about the bending behavior of Selemion CMV-based IPMC. It is know that the 
IPMC bending behavior has heavy dependence on the charge it undergoes. Therefore, in 
order to theoretically analyze the bending behavior of Selemion CMV-based IPMC, the 
estimate of quantity of charge imposed on is necessary. For the charge quantity estimate, 
a circuit model previously proposed by other people was employed in this study. Circuit 
model consists of resistors and capacitors. Therefore, there are Faradaic and 
non-Faradaic charge as the charge IPMC undergoes. Both Faradaic and non-Faradaic charges 
cause the IPMC bending, but the degree of those charges on the bending induction was 
different from each other. Faradaic and non-Faradaic charges the Selemion CMV-based 
IPMC had undergone was estimated, and to what degree those charge causes the bending 
was theoretically determined by taking into consideration the experimental results 
above described. Usig those theoretically obtained characteristics associating the 
charge with bending curvature of IPMC, the information for the bending control of 
Selemion CMV-based IPMC bending such as transfer function associating the charge and 
bending curvature was derived. By the use of transfer function, it is possible to predict 
the bending behavior of Selemion CMV-based IPMC in response to the external electric 
stimulation. Then, I compared the bending curvature theoretically predicted with the 
bending curvature actually observed. The theoretical results relatively well reproduce 
the experimental results. 

In this study, using the actuators dynamics and transfer functions, feedforward, 
feedback and two-degree-of-freedom control techniques, were implemented. 
 
 
 
 
 



論文審査結果の要旨 

 
セレミオン CMVベース IPMC（イオン性ポリマー金属複合材料（以下、IPMCと略記）アクチ

ュエータは､人工筋肉やソフトモーションロボットを設計する上で次世代アクチュエータと
して多様な利用が期待されている． 
 本研究では,IPMCアクチュエータは湿度や温度などの環境要因によって非常に多大な影響
を受けるが，湿度制御された環境で IPMCアクチュエータの動特性・安定性解析と曲げ挙動を
フィードフォワード，フィードバック，2自由度制御した結果を示したものである． 
 また，本研究においては，セレミオン CMVベース IPMCの電気回路モデルを導出し，解析か
ら得られた電気的特性に基づいて曲げ動作を解析した．この回路モデルにおいては，IPMCを
通して誘起されたファラデー電流と非ファラデー電流によって引き起こされた電荷の時間特
性を導出するために提案した．導出の過程で,IPMCの電気的特性を，低，中，高湿度環境での
IPMCアクチュエータの曲げ曲率は，印加電圧によって蓄えられる全電荷に基本的に比例して
いるが，湿度制御された環境で IPMCの曲げ実験を行い，その動特性をコンピュータ上で解析
し、各湿度環境下での伝達関数を導出し，それに基づき，ローパス特性を持たせた逆システ
ムを設計し，それをフィードフォワードコントローラとして用いた制御を実施した．また，
PID制御に基づく，フィードバック制御，フィードフォワード・フィードバック制御を用いた
2自由度制御，LQI制御系を用いたコントローラを設計し，それらの制御系の制御特性につい
て，比較検討を行った． 
 この研究知見は，次世代高分子アクチュエータの学術上および産業技術への社会貢献に寄
与できるものと判断し，審査委員会において，審査論文に関する事項について詳細かつ厳正
な審査を行い，審査委員会議の結果，本論文は博士（工学）の学術論文として価値のあるも
のと認める． 
 

 

最終試験結果の要旨 

 

学位論文を構成する学術論文として査読のあるジャーナルに 2 件，学位論文の基礎となる
学術論文に関する判定基準「学術論文が査読付き学会誌や論文集（Proceedings も含む。）に
最低２編掲載されていること」を満たしており、博士後期課程学生としての必要な単位も修
得し，平成２８年２月９日に学位論文の内容を中心として，またこれに関した事項について
諮問を行った結果，応答も的確であり、合格と認めた． 
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