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Abstract: Microrobots are expected to be used for maintenance in narrow areas and work inside the body for minimally invasive 

medical applications. Microrobots are studying by many institutions, but walking on uneven terrain has not been realized because they 

crawl on the ground. Previously, we developed a MEMS microrobot with a total length of less than 10 mm for walking on level ground 

using MEMS process based on semiconductor microfabrication technology. In this paper, we developed a MEMS microrobot that 

walks on uneven terrain and investigated the tipping angle for level ground and on the narrow tube. 

 

１． 緒言 

小型化技術の発展により，人間の手の代わりにロボ

ットが作業をする場面が多くみられるようになってい

る．なかでも，人間が立ち入れないような細管内や精

密機器内部といった狭小部で活動するマイクロロボッ

トは，欠陥箇所の早期発見やメンテナンスなどで活用

されることに期待が寄せられている．また，治療の際

に身体への負担を軽減する低侵襲医療への応用として，

医療分野でも活躍が期待されている． 

マイクロロボットの実現は，我々の社会を豊かにす

るうえで大きく貢献すると期待できるが，いまだ実用

化が難しい．マイクロロボットを構成するには，パー

ツやアクチュエータが小型な構造であり，電源が搭載

され，自律的に制御できる必要がある．しかし，これ

らすべてを搭載してミリメートルサイズでロボットを

実現するのは難しい．また，構成部品が小さく構造も

複雑であるため，組み立てが困難であることも課題と

して挙げられる． 

マイクロロボットの研究は，多くの機関で行われて

いる．Harvard 大学の Kaushik Jayaram らは，サイズ

22.5mm，1秒あたり体長の約 14倍の長さを歩行するマ

イクロロボット(HAMR-Jr)を開発した［１］．HAMR-Jrは

圧電アクチュエータにより駆動する脚部を有した 4 足

歩行マイクロロボットであるが，地面を這うように歩

行するため，段差などがある不整地には対応しにくい． 

我々は先行研究として，半導体微細加工技術を応用

したMEMS (Micro Electro Mechanical Systems)工程を用

いて，全長 2.7mm×幅 4.0mm×高さ 2.5mmの 6足リン

ク歩行型 MEMS マイクロロボットを開発した［２］．歩

行動作は蟻の歩行パターンを模倣しており，3 点接地

歩行により安定した歩行を実現した．アクチュエータ

には，Ti-Ni系の形状記憶合金による人工筋肉ワイヤを

使用し，電流を通電させることでジュール熱により収

縮，放電により弛緩する性質を利用した．また，駆動

回路には生物の神経回路網をアナログ回路で模倣した

人工ニューラルネットワーク ICを搭載しており，電子

回路を IC化することで小型の制御基板を作製した． 

しかし，我々が開発したマイクロロボットは，重心

位置が高く，横からの外力に弱いことが課題であった．

また，整地での歩行は実現できているものの，災害現

場や体内といった足場が不安定な場所で活躍するには，

不整地での歩行を想定した機構を考える必要がある．

そこで，本論文では不整地での歩行実現に向けた昆虫

型MEMSマイクロロボットを開発し，整地および細管

上での転倒角度を導出した． 

 

２． 不整地歩行型MEMSマイクロロボット 

Figure1 に作製した不整地歩行型 MEMS マイクロロ

ボットを示す．構成要素は，フレーム部，回転アクチ

ュエータ，リンク，脚部であり，各パーツはMEMS工

程により作製した．サイズは全長 3.3mm×幅 7.0mm×

高さ 2.5mm，質量 0.05gとなった． 

歩行動作は先行研究で開発したマイクロロボットと

同様，回転アクチュエータに接続されたリンクにより

脚部を駆動させ，3点接地歩行により歩行する．脚部に

は新たに 4 節リンク機構からなる足先を取り付けた．

接地時にリンクを駆動させ地面をホールドし，不整地

でも転倒しにくい歩行を目指す． 

Figure1. MEMS microrobot walking on uneven terrain 

１：日大理工・院（前）・精機 ２：日大理工・院（後）・精機 ３：日大理工・教員・精機 
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３． 転倒角度の検討 

（１） 整地 

整地での転倒角度は，斜面下方の脚部の先端を支点

とし，支点まわりのモーメントのつり合いにより導出

した．整地における不整地歩行型マイクロロボットの

重心位置は，支点から横方向に 3.3mm，高さ方向に

1.0mmであり，力の作用は Figure2 (a)のようになる． 

支点まわりのモーメントのつり合いより整地での転

倒角度を求めた結果，73.1°となった． 

また，先行研究で開発したリンク歩行型マイクロロ

ボットの転倒角度も同様に求めた結果，52.7°となっ

た．Figure2はリンク歩行型と不整地歩行型の転倒角度

を比較した図であり，不整地歩行型の方が転倒角度が

大きくなることが分かった． 

(a) Uneven terrain walking type  (b) Link walking type  

Figure2. Comparison of tipping angles between uneven 

terrain walking type and link walking type 

 

（２） 細管上 

 細管上での転倒角度を求めるにあたり，まず，細管

をホールドした時にかかる足先の力について導出した．

細管の太さは，足先の設計上φ7mm以上であればホー

ルドすることができる．今回はホールドできる最小太

さφ7mmとして算出した． 

足先に取り付けられている人工筋肉ワイヤの発生力

を 5gfとすると，4節リンク機構のトルクと力の関係に

より足先の力は 2.20gf となる．足先の先端には突起が

付いているため，これを考慮すると，実際に地面に垂

直にはたらく力は 2.17gfとなる．  

以上を踏まえて， Figure3 で示した支点まわりのモ

ーメントのつり合いから転倒角度を導出すると，

56.2°となった． 

転倒条件として，重心が支点の鉛直線を越えると物

体は転倒するが，細管をホールドした不整地歩行型マ

イクロロボットは，足先にはたらく力により重心が支

点の鉛直線上を越えても転倒しないことが確認できた． 

Figure3. Tipping angle on the narrow tube 

 

４． 結言 

 本研究では，不整地での歩行を想定した昆虫型

MEMS マイクロロボットを開発し，全長 3.3mm×幅

7.0mm×高さ 2.5mm，質量 0.05gとなった．また，整地

および細管上での転倒角度を導出した結果，整地では

74.1°，細管上では 56.2°となり，先行研究で開発した

マイクロロボットの転倒角度より急勾配な斜面でも転

倒しないことが確認できた．今後の展開として，制御

基板を作製・搭載し，マイクロロボットを外部電源に

接続して実際に歩行動作の確認を行う．また，マイク

ロロボットの自律化に向けて電源を搭載した不整地歩

行型マイクロロボットの開発を目指す． 
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