
研究主題 「形状記憶合金によるアクチュエータの研究」 

研究動機 
 近年、２足歩行ロボットに代表される人型ロボットが注目され、テレビの番

組などでも対戦やパフォーマンスをする人型ロボットをよく見かける。これら

のロボットのほとんどは、模型のラジオコントロール用に使うサーボモータと

呼ばれるモータを駆動力として使っている。このサーボを関節部に必要個数取

付ける事で人間の動作を模倣している。 
しかし、人間の場合は関節を支点に筋肉の伸縮によって動いているためロボッ

トの形が人体形状と異なってくる。そこでバイオメタル・ファイバー(BMF)と呼
ばれる形状記憶合金を使った繊維状アクチュエータ（駆動装置）が開発されて

いるので、使用方法を研究し教材化やものづくりの新しい手法としたい。 
研究概要 
 バイオメタルは、筋肉のように動く細い繊維状の金属で、通常は、柔らかく

ナイロンの糸のようにしなやかであるが、電流を流すとピアノ線のように強靱

になり、強い力で収縮する。通電をやめると再び柔らかくなり、もとの長さに

戻る。繰り返し何度でも動かすことができ、温風などで加熱しても同様な効果

が得られるが今回は通電による加熱で実験を行った。 
 動作を確かめるために、振り子時計の振り子の代わりにバイオメタルを使っ

た作品（写真１）を製作した。振動部（写真２）はバイオメタル（右）と復帰

をさせるばね（左）で構成し、時計には１秒間隔での振り子動作が必要になる

ためバイオメタルの反応速度と復帰速度を知るために適当と考えた。 
 周期と通電時間を自由に変えるために PIC
（ピック）と呼ばれる米国マイクロチップ社の

マイクロコンピュータ写真右（小さいコンピュ

ータ）を使い、メーカーから提供されるプログ

ラム開発環境（MPLAB写真３）によるプログ
ラム作成を行った。当然コマンドやメッセージ

は英語でプログラミングをするまでには沢山

の英文のデータシートと格闘することになった。 



 
写真１ 

 

 
写真２ 

 

バイオファイバー バネ 



以下に今回サーボ用に作成したソースプログラムを記述する。 
;PIC12F675 のバイオサーボ OSC  4MHz  AN0 で GP2,4,5pin 通電時間、AN1 で冷却時間(AD 入力) 

LIST P=PIC12F675 

 #INCLUDE "P12F675.INC" 

      __CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT       

;20h よりユーザーデータ領域 

tcn EQU 022h 

adout   EQU 023h ;AN0 変換後データを入れる所 

setchi  EQU 024h ;バイオメタルへの通電時間値を入れる所 

max EQU 025h ; 

plow EQU 026h ;パルスのオフ時間の値を入れる所 

ttcn EQU 027h 

adout1 EQU 028h ;冷却時間の値を入れる所 

sens EQU 029h ;センサ入力 

ORG 0 

GOTO main 

ORG  4 

main 

CLRF GPIO ;GPIO ポート全てクリアー 

BSF STATUS,RP0 ;バンク切り替え 

MOVLW 0Bh  ;00001011 GP3 は入力専用 GP0,1 入力、GP2,4,5 出力 

MOVWF TRISIO 

MOVLW 081h ;10000001 

MOVWF OPTION_REG   ;OPTION_REG で内部プルアップしないプリスケラ 1/4 に設定 

MOVLW 011h ;0001 で変換クロック 0001 で AN0 A/D 変換設定 

MOVWF ANSEL ;8TOSC にセット A/D 変換は ANS0,0pin で  

BCF STATUS,RP0 

MOVLW 07h  ;0111 (OFF 設定) 

MOVWF CMCON ;コンパレータ̶機能使用しない 

loop 

 MOVLW 01h  ;W レジスタに 00000001 をセット AN0 

 MOVWF ADCON0  ;ADCON0 変換データ左寄り、AN0 A/D 変換開始  

 CALL adwait  ;27uS の待機 

 BSF ADCON0,1 ;ADCON GO ビットを 1にセット A/D 変換開始 



wait 

 BTFSC ADCON0,1 ;GO ビットが 0なら、次の命令をジャンプ 

 GOTO wait  ;ラベル WAIT に戻る 

 MOVF ADRESH,W  ;A/D 変換データを取り込む      

 MOVWF adout  ;A/D 変換値を adout に格納 

 MOVLW 05h  ;W レジスタに 00000101 をセット AN1 

 MOVWF ADCON0  ;ADCON0 変換データ左寄り、AN1 A/D 変換開始  

 CALL adwait  ;27uS の待機 

 BSF ADCON0,1 ;ADCON GO ビットを 1にセット A/D 変換開始 

wait1 

 BTFSC ADCON0,1 ;GO ビットが 0なら、次の命令をジャンプ 

 GOTO wait1  ;ラベル WAIT に戻る 

 MOVF ADRESH,W  ;A/D 変換データを取り込む      

 MOVWF adout1  ;A/D 変換値を adout1 に格納 

 MOVF adout,W  ;A/D 変換値を Wにコピー 

 MOVWF setchi  ;setchi を A/D 変換値にする 

 INCF setchi,F ;setchi が０の場合 psloop が正常にループしないので最低値を１以上にする 

 BSF GPIO,2  ;GP2（5 ピン）を 1にする。 

psloop CALL pwait  ;7mS の待機 

 DECFSZ setchi,F ;A/D 変換値 AN0 に相当する時間 GP2 パルスオン（パルス幅）させる

 GOTO psloop 

 BCF GPIO,2  ;GP2（5 ピン）を 0にする。  

 MOVF adout1,W 

 MOVWF plow 

 INCF plow,F ;plow が０の場合 plloop が正常にループしないので最低値を１以上にする 

ploop CALL pwait  ;7mS の待機 

 DECFSZ plow,F  ;AN1 の A/D 変換値に相当する時間パルスオフ（周期）させる 

 GOTO ploop 

 MOVF adout,W  ;A/D 変換値を Wにコピー 

 MOVWF setchi  ;setchi を A/D 変換値にする 

 INCF setchi,F ;setchi が０の場合 psloop1 が正常にループしないので最低値を１以上にする 

 BSF GPIO,4  ;GP4（3 ピン）を 1にする。 

psloop1 CALL pwait  ;7mS の待機 

DECFSZ setchi,F ;A/D 変換値 AN0 に相当する時間 GP4 パルスオン（パルス幅）させる



 GOTO psloop1 

 BCF GPIO,4  ;GP4（3 ピン）を 0にする。  

 MOVF adout1,W 

 MOVWF plow 

 INCF plow,F ;plow が０の場合 plloop が正常にループしないので最低値を１以上にする 

plloop CALL pwait  ;7mS の待機 

 DECFSZ plow,F  ;AN1 の A/D 変換値に相当する時間パルスオフ（周期）させる 

 GOTO plloop 

 MOVF adout,W  ;A/D 変換値を Wにコピー 

 MOVWF setchi  ;setchi を A/D 変換値にする 

 INCF setchi,F ;setchi が０の場合 psloop1 が正常にループしないので最低値を１以上にする 

 BSF GPIO,5  ;GP5（2 ピン）を 1にする。 

psloop2 CALL pwait  ;7mS の待機 

 DECFSZ setchi,F ;A/D 変換値 AN0 に相当する時間 GP4 パルスオン（パルス幅）させる

 GOTO psloop2 

 BCF GPIO,5  ;GP5（2 ピン）を 0にする。  

 MOVF adout1,W 

 MOVWF plow 

 INCF plow,F ;plow が０の場合 plloop が正常にループしないので最低値を１以上にする 

plloop2 CALL pwait  ;7mS の待機 

 DECFSZ plow,F  ;AN1 の A/D 変換値に相当する時間パルスオフ（周期）させる 

 GOTO plloop2 

 GOTO loop  ;loop へ 

pwait MOVLW 0FFh  ;約 7mS を作る 

 MOVWF ttcn  ; 

ttloop CALL adwait  ; 

 DECFSZ    ttcn,F ; 

 GOTO      ttloop ; 

 RETURN    ; 

adwait 

         MOVLW     08h  ;1       W レジスタに 08H(8)をセット(X) 

         MOVWF     tcn  ;1       tcn 変数に 08H をセット 

tloop 

         DECFSZ    tcn,F ;1x7+2  tcn-1 を行い 0になったら次の命令ジャンプ 



         GOTO      tloop ;2x7    ラベル tloop に戻る 

         RETURN   ;2       戻る   X = (Y - 3)/3 ここでは X、総サイクル数 100 が Y 

         END 

 

写真３ 
アセンブル後、生成された HEXコードのプログラムデータは秋月通商の PIC ラ
イタ写真４によって書き込みした。 

 
写真４ 



自宅でのプログラム作成を行うために、一連のソフトはウィンドウズ用の物で

あるため Macintosh にパラレルというアプリケーションによって Windows2000
をエミュレーションして写真５、６の様に行えるようにした。 

 
写真５ 

 
写真６ 

 



バイオメタルは自然冷却のため冷却に時間がかかり復帰用のバネ圧などを調整

し、なんとか１秒間隔の動作となった。バイオメタルの原料である Ti-Ni系の形
状記憶合金は、金属としては電気抵抗が高く、熱伝導もわるい特質がある。こ

れは、金属間化合物といわれる物質で金属であるにもかかわらず、共有結合性

を持ち、自由電子の移動が少ないことに関係している。そのため同じ太さの銅

線や鉄線などと比べると熱が伝わりにくい。熱伝導率は、ステンレスの 1/8、銅
の 1/180程度しかない。そのため早く冷やすことが困難で応答速度が上がらない
原因がここにあった。今回使用した PICは 12F675で 8PIN DIPではあるが 
電源ピン以外の６ピンはプログラムで自在に操れる。今回は２ピンを A/D 変換
入力、残りを出力として利用した。（写真７） 
 この PIC は単価も安いが残念なことにシャープのポケコンではサポートされ
ていないのでプログラム開発はパソコンとなるため生徒実習に展開するには工

夫が必要となる。 

 
写真７ 

ロボットなどでよく使うサーボモータ（写真８）に比べバイオメタルで構成（写

真９）すると構造が簡単であるが速度や位置制御を要求される場合は不利で小

型、軽量を要求される用途に向いている。写真９の上がバイメタル・ファイバ

ーでサーボフォンを動かすようにし、下はバイオメタル・ヘリックで構成して

動作を確認した。 



 
写真８ 

 

 
写真９ 

 



本校はスターリングエンジンが有名であるため、なんとかエンジンをバイオメ

タルで作れないかと写真１０を製作し試行錯誤したが弾み車を使った回転運動

はバイオメタルには不向きのようである。 

 
写真１０ 

色々な作品で制御方法について試行錯誤を行ったが、わずかな電流を流すだけ

でニクロム線のように簡単に加熱ができることは電気制御が簡単にでき、今後

のロボット製作に活用できることがわかったので水中ロボットでの展開を今後

行っていくつもりである。 


