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     In this paper, we report the development of liquid concentration sensor using crystal oscillator circuit 
embedded in a robotic artificial skin. We optimized the shape of the sensing capacitor for sensing a small quantity of 
liquid locally. This sensor is composed of the sensing capacitor and quartz crystal resonator (QCR). The frequency of 
QCR changes by a liquid in contact with the artificial skin on the sensing capacitor. Because the frequency changes 
relate to the electrical characteristics (dielectric constant, conductivity) of the liquid, the sensor can measure the 
concentration of the liquid. This sensor is expected to be applied to a sensor embedded in the robotic artificial skin. 
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1. 緒言 
近年、人が入り込めない危険な事故・災害現場用のロボッ

トであるレスキューロボットの研究が進められている。例え

ば、火災現場では可燃性の物質が存在する場合、危険性の増

加や火災規模の拡大などが生じる可能性がある。そのため、

事前に可燃物質の有無を調査する必要がある。そこで、ロボ

ットに化学センサを搭載することができれば、人が現場の調

査に入る前に可燃性物質の情報を得ることが可能となる。具

体的には、ロボットの人工皮膚下に化学センサを埋め込み、

センシングする方法などが考えられる。 

本研究室では、水晶発振回路にセンシング電極である平面

展開したコンデンサ(以下 SC: Sensing Capacitor)を接続したも

のである、水晶発振回路式容量型化学センサの研究を行って

きた。これは、水晶発振回路に SCを組み込むことで、水晶発

振回路の有する高い安定性を生かしたセンサである。本原理

は既知[1]であるが、本研究室では、面外に電界分布をさせる

ことで非接触センシングを可能とした。しかし、電界の広が

りが大きく、空間分解能が低いという課題があった。 

そこで、本研究では人工皮膚下への埋め込みを想定し、電

界集中を利用することで局所的なセンシングが可能な水晶発

振回路式容量型化学センサの開発を行った。本センサシステ

ムの応用例の模式図を図 1 に示す。本センサシステムを応用

することにより、微量液体のセンシングが可能となる。 

 

2. 測定原理 
図 2 に作製した SC とその寸法を示す。ガラス基板(22×22 

mm、厚さ 0.15 mm)上に 2 種類の SC を作製した。電界集中型

SC(図 2(a))および比較用として同等の静電容量を持つ平面展

開した平行平板型 SC(図 2(b))の作製を行った[2]。各線の幅は

100 mである。また、使用した QCRの共振周波数は約 16.2 

MHz である。 

図 3 に本センサシステムの等価回路を示す。本センサは

QCR に SCを直列に接続したものとなっている。等価回路中

の C は静電容量、Lはインダクタンス、Rは抵抗を表す。本セ

ンサの共振周波数 f は式(1)で表される。 

 

Fig. 1 Schematic illustration of the sensing method 

 

Fig. 2 Photograph of the fabricated SC and its dimension (a) 

Electric field concentration type SC (b) Parallel flat plate type SC 

 

 

Fig. 3 The equivalent circuit of the sensor 
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本センサにおいて、C1、L、R、C0は不変である。また、CL

には SC の静電容量の他に発振回路の負荷容量や基板の浮遊

容量などが含まれるが、SCの静電容量以外は不変である。よ

って、共振周波数変化は SC の静電容量 CLの変化にのみ依存

し、CLが変化した際の共振周波数変化量∆𝑓は式(2)で表される。 
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×

1
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CL1、CL2は変化前後の静電容量の値である。以上のことから、

SC への試料の滴下によって静電容量変化が生じ、その変化量

に対応した共振周波数変化量∆𝑓を応答として得ることにより

濃度測定が可能となる。 

 

3. 実験 
 SCの電界分布を比較するため、有限要素法(ANSYS を使用)

により電界集中型 SCおよび平行平板型 SCの電界分布のシミ

ュレーションを行った。シミュレーションは、空気中で電極

に 3 V 印加したものとして行った。 

 次に、シミュレーション結果と実際に測定した結果の比較

を行うため、純水の滴下実験を行った。人工皮膚下への埋め

込みを想定し、SCと試料の間にギャップを設けた。SC上に

容器(1.1×1.1×1 mm)を置き、滴下実験を行った。試料の滴下

量は 1.2 lである。また、SC と試料の間のギャップを設ける

ためにスペーサとして厚さ 0.14 mmのガラスを使用した。 

 平行平板型 SC は先行研究においてエタノール濃度の測定

が可能であることが確認されている。そこで、今回作製した

電界集中型 SC がエタノール濃度の測定が可能であるかを確

認するためにエタノールの濃度測定を行った。試料には 0 %、

50 %、100 %エタノールを使用した。容器は前述のものと同じ

ものを使用し、滴下量も同様である。図 2 に測定位置を示す。 

 

4. 結果と考察 
 図 4 にシミュレーションの結果を示す。この図は電界強度

をコンター表示したもので、SC 周りの電界の分布を見ること

ができる。平行平板型 SC では電極間で電界が一様に広がって

いるが、電界集中型 SC では、電界が小さい円弧側に集中して

いることがわかる。 

図 5 に純水の滴下実験の結果を示す。純水を滴下した際の

共振周波数変化量を表している。各測定位置において測定を

行い、感度分布を得た。シミュレーション結果(図 4)と比較す

ると、電界の分布と共振周波数変化量はほぼ対応しており、

電界強度が大きい部分では応答が大きいことが確認できる。

また、電界集中型 SCは平行平板型 SCと比べ、応答が大きい

部分が狭く、それを水晶発振回路を用いた本センシングシス

テムを用いて測定が可能であることが示された。 

 図 6 に各 SC でのエタノール濃度測定の結果を示す。縦軸が

共振周波数変化量、横軸がエタノール濃度である。グラフよ

り、エタノール濃度が増加すると共振周波数変化量が減少す

ることがわかる。これは、エタノール濃度により誘電率が変

わり、SCの静電容量が変化するためである。本実験により、

空間分解能を向上できるように設計した電界集中型 SC にお

いてもエタノール濃度の測定が可能であることを示した。 

 
Fig. 4 Simulation results 

 

Fig. 5 The distribution of the frequency changes for different 

sensing capacitor 

 

 

Fig. 6 Relationship between the frequency changes and the ethanol 

concentration 

 

5. 結言 
 本研究では、人工皮膚下への埋め込みを想定した水晶発振

回路式容量型化学センサを開発し、その評価を行った。開発

したセンサを使用した純水の滴下実験において有限要素法に

よる静電場解析と対応した結果が得られた。また、本センサ

システムを用いて、人工皮膚下への埋め込みを想定した SC と

試料の間にスペーサによるギャップを設けた状態でのエタノ

ール濃度の測定が可能であることを確認した。 
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