
動力学シミュレーションによる独立脚マイクロロボットの歩行動作の生成 

Generating Walking Motion of A Micro-robot with Independent Legs by Using Dynamics Simulation 

 

○楊一帆１, 髙住昂樹 2, 石橋元邦 2, LYU SHUXIN2，武田健嗣 3，粟飯原萌４，金子美泉 4，内木場文男 4 
  YIFAN YANG1, Koki Takasumi2, Motokuni Ishibashi2, SHUXIN LYU2, Kenji Takeda3 

Megumi Aibara4, Minami Kaneko4, Fumio Uchikoba4 

 

Abstract: With the development of medical technology and microtechnology, microrobots for minimally invasive medicine are 

expected to be developed. In our previous study, we developed a microrobot equipped with an artificial neural network IC and an 

independent leg system. In this study, we report on the creation of a simulation environment that enables to confirm the effects of 

external forces on the walking behavior of the microrobot and the effects of changes in the environment using a dynamics simulator. 

 

1．はじめに 

ロボット産業の発展によって，ロボットが幅広い分

野に適用されている．例えば，家事用ロボットと介護

用ロボットなど人間の生活へ活用が期待される．中で

も，精密機器内部で作業するロボット，また医療分野

では，低侵襲医療を目的としたロボットがある．ミリ

メートルサイズの小型ロボットであれば，精密な機械

内部におけるメンテナンス作業や，身体内部での低侵

襲な処置が可能になる[1]． 

ミリメートルサイズのマイクロロボットは,搭載で

きる空間が少ないため，自身が環境を把握し，自律的

に移動する機能を盛り込むことが難しい. 北京航空航

天大学の Mingjing Qi らは，静電アクチュエータにより

駆動するマイクロロボットを開発し，質量 47mg，

30mm/s で歩行を実現した[2]．しかし，ロボットが移動

した時の安定性とロボット動作の制御がまだ解決して

いない． 

我々はこれまでに，4 足独立脚の MEMS マイクロロ

ボットを開発した[3]．ロボットの筐体は MEMS 技術を

用いてパーツを作成し組み立てた．その上安定性を高

くするために，昆虫を参考にして 6 足リンクによるマ

イクロロボットを開発した．アクチュエータに形状記

憶合金の一種の人工筋肉ワイヤを用いた．ロボットの

制御システムには，アナログ電子回路を用いて生体の

神経回路の動作を再現した人工ニューラルネットワー

ク IC を搭載した．ただし，電力は，エナメル線を介し

て外部から供給した．独立脚マイクロロボットの歩行

動作は，エナメル線と IC回路を接続した時に発生する

外力と環境の変化によって影響を受ける． 

本論文では，3D モデル化したマイクロロボットを動

力学シミュレータに導入し，歩行中に受ける外部から

の影響を測定可能なシミュレーションモデルと環境を

作製したので報告する． 

 

2．4 足独立脚マイクロロボットの歩行動作 

4 足独立脚マイクロロボットの歩行動作を Figure 1. 

に示す．脚部が複合 4 節リンク機構を組み合わせて作

製した．①～④に示すように人工筋肉ワイヤが収縮し

たときに地面を蹴り，弛緩をしたときに足先が地面か

ら離れて戻ることを繰り返しマイクロロボットを前進

させる． 

 

 
Figure 1. Walking motion of microrobot 

 

3. マイクロロボットの歩行シミュレーション 

本研究では，動力学シミュレータを用いて，4 足のマ

イクロロボットの足の動作を生成し，歩行動作を確認

できる環境を構築した． 

作製した 4 足独立脚のマイクロロボットのモデルを

Figure 2.に示す．図中の円柱の部品は，人工筋肉ワイヤ
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に見立てた直動ジョイントである．脚部パーツの関節

部分には，回転ジョイントを配置した． 

 

 

Figure 2. Four-leg independent microrobot model 

 

円柱を上下に動作させることで，人工筋肉ワイヤが

高温時に収縮して低温時に弛緩する動作を再現した．

人工筋肉ワイヤの駆動は，人工ニューラルネットワー

ク IC から電流を流すことによってジュール熱を発生

させ収縮させる．その後，放熱すると弛緩する． シミ

ュレーションでは，IC 回路の代わりに STEP 関数を使

用し直動ジョイントを駆動させた．Figure 3 に STEP 関

数によるジョイントの駆動信号を示す. 縦軸を変位，

横軸を時間とした．時間間隔を 1 秒と設定し，脚が時

間の変化によって繰り返し運動する． 

 

 
Figure 3. Step function of every leg 

 

シミュレーションの結果として，マイクロロボット

の脚の動作をFigure 4. に示すようにシミュレーション

上で再現できた．  

 また，地面をシミュレーションに取り入れ，各足と

地面の接触を設定することで，マイクロロボットが地

面で歩行動作する環境を作製した.  

 

Figure 4. Microrobot leg motion in a dynamics simulator  

 

4．まとめ 

本研究では，動力学シミュレータを用いて，マイク

ロロボットの歩行動作を確認することが可能なシミュ

レーション環境を作製した．現在は，4 足独立脚マイク

ロロボットのモデルを作製し，脚部の動作が確認でき

た．また， 脚と地面との接触を設定し歩行環境を構築

した．今後は外力及び環境がマイクロロボットに与え

る影響を確認したいため，動力学シミュレータを使い，

受けた外力と歩行の環境を変化してロボットの動作を

確認する．また，6 足のマイクロロボットのシミュレー

ションを試して歩行動作確認を行う．動作確認を確認

後，歩行環境を変更して，それに対応してロボットの

動作を確認する． 
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