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1 . 緒言
生体筋のように伸縮する人工の高分子材

料を作れば、 将来的には義手や人工臓器、
マイクロマシンの駆動源などへの応用が期
待できる。 我々は数年前にポリウレタンが
電場印加によって屈曲変形する事を見出し
ており、 この現象を利用した人工筋肉の実
現を目指している。

現段階では駆動に必要な電場が大きく実
用上の問題があるので、 もっと低電場で駆
動するポリウレタンを得る事が必要で あ
る。 そのためには先ず電場による変形の機
構を明らかにした上で、 効果的なポリウレ
タンの 分子設計を行う必要がある。 これま
での検討で屈曲変形の大きさは電場の2次
に比例する事から、 現象論的には「曲げ電
歪」として理解できる事が分かっている。
しかしながら、 曲げ電歪についての研究は
これまでほとんど行われておらず、 そのメ
カニズムはほとんど分かっていない。 今回
は、 電極からのポリウレタン への電荷注入
および不純物として含まれる微量のイオン
性不純物が屈曲変形に与える影響について
調べる事により、 曲げ電歪のメカニズムに
ついて検討した。

2. 実験方法
ポリウレタンはプレポリマー法により合

成した。 原料の組成は、 ポ リ(3 メチル
1，5-ペンタンアジ ペート)/4，4'ーメチレン

ビス(フェニルイソシアナート) (試料s-
1，2)またはp-フェニレンジイソシアナー
ト(試料S-3 ，4)/1，4-ブタンジオール/
トリメチロール プロパンニ1/2/ 0.4/
0.3 3 3  (モル比)で あり、 厚さ 0.2mrnの膜

として得た。 この膜の両面に電極として金
を蒸着し5x30mrnの短冊状に切断して 試
料とした。 この試料を用いて図1のような
装置で電場を印加した時の変形量と電流値
を測定した。

- 81 -

Figure 1. Schernatic diagram of apparatus used to 

m回syre bending deformation and current. 
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figure 2. Displacement and current induced by the 

appli田tion of an electric field to恥polωrethane filrn 

with contacting or bl∞king electrode. 



3. 結果-1
図2 のように、 試料S-l、 S-2を用意し

た。 S-lでは正/負極と もに電極はポリウ
レタンに接触しているが、 S-2では負極側
に絶縁層(ポリエチレン)が挟んである。
これらの 試料に電場を印加するとS-lのみ
屈曲変形を起した。 いずれの 試料も印加し
た電場は同じであるから誘電分極は屈極変
形を引き起こす原因ではないと考えられ
る。 また、 屈曲変形を起したS-lの場合の
み伝導電流が観測された事から、 電極から
の電荷の注入と輸送が屈曲変形には必要で
あると考えられる。 おそらく、 この注入電
荷の静電反発が屈曲変形を引き起 こしてい
ると推定される。

4. 結果-2
アセトン中での電気透析(5 0 0V x1 0時

間)によってポリウレタン膜を洗浄した(
S-3)。 一方、 比較のため単にアセトン浸
けにしただけの膜 も用意した(S-4)。 そ
れぞれの膜をアセトンから取り出し十分に
乾燥させた上で、 両面に金を蒸着したのち
電場印加による屈曲変形および電流の測定
を行った。 その結果、 電気透析を行った 試

料(S-3)の方が電流は小さくなったが、
これは電気透析によって何らかのイオン性
不純物が除去されている事を示している。
また、 屈曲変形の大きさも電気透析を行っ
た 試料(S-3)の方が小さくなっている事
から、 イオン性不純物が屈曲変形の発現に
重要な役割を果たしていると考えられる。

5. 結論
ポリウレタンの電場印加による屈曲変形

において、 伝導電流が流れる事および微量
のイオン性不純物の存在が、 変形の発現に
直接的に関わる重要な因子である事が明ら
かとなった。
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Flgure 3. Displacement by bending defo口nation and 

current density in S-3) a desalted film， S-4) a film 

onlv trl回包d with aceωnc. 


