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Abstract: Microrobots are expected to be used in minimally invasive medicine and in work inside precision machinery. To make it 

harness-less, it was necessary to consider the power and mechanism for lifting the battery. Therefore, we propose a microrobot that can 

move with less power by towing a battery. We adopted hooked-claw legs instead of independent legs, because the towed type does 

not require a lifting motion. In addition, tires are attached to the battery box to reduce frictional force. 

 

１． はじめに 

マイクロロボットの研究は盛んに行われている．低

侵襲医療や精密機械内部の作業など，人が立ち入るこ

とができない場所での利用が期待されている．そのよ

うな場でマイクロロボットを用いるには，外部接続で

電力を供給すると行動範囲が制限されるためエネルギ

ー源の確保が大きな課題であった． 

みみずの運動を応用した細管内移動マイクロロボッ

トの研究［１］や超磁歪アクチュエータを用いたマイク

ロ移動ロボットの研究［２］，磁場によって体外から自在

に移動させる腹腔内ロボットの研究［３］などがさまざ

まな機関でされている．しかしながら，移動速度の遅

さや滑らかな動きを可能にするための改善点は多い． 

これまでに我々は，小型でありながらも柔軟で優れ

た制御に着目し，工学的に応用するバイオミメティク

スを用いた昆虫型マイクロロボット［４］の研究を行っ

た．また，脳の神経回路網を人工的に模倣する人工ニ

ューラルネットワーク IC を用いたマイクロロボット

の研究［５］を行った． 

本論文の先行研究では，半導体製造技術や微細加工

技術を応用し，微小な要素を 1 つの基板上に組み込ん

だシステムである MEMS (Micro Electro Mechanical 

Systems)を使った電池搭載型の独立脚 MEMSマイクロ

ロボットを作製した．しかし電池を持ち上げるために

は必要な動力が大きく，電池を持ち上げるための機

構も考える必要があった．そのため必要な動力を抑

えながらも安定した制御ができる構造にすることが

課題であった．  

そこから我々は電池を搭載するのではなく牽引させ

るマイクロロボットの着想を得た．本論文では必要な 

動力を抑えることに着目し，牽引型MEMSマイクロロ

ボットの機構と設計について提案した． 

 

２． 電池搭載型と電池牽引型の簡易モデルの比較 

電池搭載型と電池牽引型マイクロロボットが動く条

件を比較し，電池牽引型が電池搭載型より少ない動力

で動く理論を説明する． 

Figure 1 に簡易モデルとしてタイヤで動くマイクロ

ロボットを示す． 

まず電池を搭載した半径𝑟のタイヤで動く質量𝑚の

搭載型マイクロロボットが動き出す条件を考える．転

がり摩擦力は転がり摩擦係数𝜇、重力加速度𝑔を用いて

𝜇𝑚𝑔/𝑟と表すことができる．一方モータのトルクを𝑇

とすると𝑚を動かす力は𝐹 = 𝑇/𝑟である．よって， 

 

𝑇 ≥ 𝜇𝑚𝑔    (1) 

 

次に半径𝑟1のタイヤで動く質量𝑚1の本体に半径𝑟2の

タイヤで動く質量𝑚2の電池ボックスを牽引させた場

合に動き出す条件を考える．半径𝑟1，𝑟2のタイヤの転が

り摩擦係数をそれぞれ𝜇1，𝜇2とすると，本体の転がり

摩擦力は 𝜇1𝑚1𝑔  𝑟1，電池ボックスの転がり摩擦力は

𝜇2𝑚2 𝑔 𝑟2となる．𝑚1≪𝑚2より𝜇1𝑚1𝑔 𝑟1≪𝜇2𝑚2 𝑔 𝑟2

になるため，本体の転がり摩擦力は考えないものとす

る．つまり， 

 

𝐹 > 𝜇2𝑚2 𝑔 𝑟2    (2) 

  

モータのトルクを𝑇とすると𝐹 = 𝑇/𝑟1よって， 

 

𝑇 > 𝜇2𝑟1𝑚2𝑔 𝑟2     (3) 

   

またタイヤが滑らない条件を考える． 

静止摩擦力は静止摩擦係数𝜇0より𝜇0𝑚1 𝑔 

よって次式が導出される． 

１：日大理工・学部・精機 ２：日大理工・院（前）・精機 ３：日大理工・院（後）・精機 ４：日大理工・教員・精機 
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𝑚1 𝑚2>𝜇2 (𝜇0𝑟2)    (4) 

 

これより電池搭載型はトルクを小さくするために重

さを軽くするしかないのに対し，電池牽引型は電池ボ

ックスのタイヤの半径を大きくすることでトルクを小

さくすることができることが分かる． 

また，電池搭載型は持ち上げる動作があるため上下

方向に力学的エネルギーが発生するが電池牽引型では

上下方向に運動しないため，エネルギーを抑えること

ができる． 

   

(a)Mounted model        (b)Trailing model        

Figure 1. Simple model of microrobot 

 

３． 電池牽引型MEMSマイクロロボット 

Figure2 に設計した電池牽引型 MEMS マイクロロボ

ットの本体の構想図を示す． 

電池牽引型 MEMS マイクロロボットの本体の寸法

は、縦 6.0mm ×横 3.6mm ×高さ 5.9mmとした．各パー

ツは MEMS工程を用いて，200μmのシリコンウェハに

加工して作製し，アクチュエータには人工筋肉ワイヤ

を用いることを決定した．脚部は本体と足先を繋ぐこ

とで，てこの役割を果たす部品と鉤爪型の足先の二つ

の部品から構成した．電池牽引型MEMSマイクロロボ

ットは電池搭載型のように電池を持ち上げる必要がな

いため，独立脚ではなく鉤爪型の脚を採用した． 

   

Figure 2. Body of the trailing MEMS microrobot 

 

Figure3に設計した電池ボックスの構想図を示す． 

電池牽引型 MEMS マイクロロボットの電池ボック

スの寸法は、縦9.4mm×横8.6mm×高さ11mmとした．

本体と同様に各パーツはMEMS工程を用いて，200μm

のシリコンウェハに加工して作製し，タイヤは 400μm

のシリコンウェハを用いることを決定した．タイヤは

直径 2.5mm，中心には直径 0.2 mmの軸を通し強度を上

げる構造にした．転がり摩擦は滑り摩擦に比べとても

小さいことを利用し，タイヤをつけることで摩擦力を

軽減させた． 

     

Figure 3. battery box of the trailing MEMS microrobot 

 

４． まとめ 

本論文では，電池牽引型マイクロロボットと電池搭

載型マイクロロボットが動き出す条件を導出し，牽引

型が搭載型より少ない動力で動くことを証明した．ま

た，電池牽引型マイクロロボットを設計し提案した． 

今後は MEMS 工程を用いて本体と電池ボックスを

作製し，歩行動作の確認をする．  
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