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Abstract: The authors are developing a medical micro-robot to examine the large intestine. The micro-robot is a capsule-type to 
minimize the burden on the patient when inserted into the human body and has three legs that can extend vertically to maintain its 
posture in the large intestine. This paper reports on the basic study of the legs to be equipped on the micro-robot. The large intestine of 
adults can expand to about 60 mm. Therefore, the length of the leg extended must be at least 25 mm. The legs were designed using the 
Scott-Russell mechanism. 
 
１． はじめに 
マイクロロボットはその小形な形状を生かし，医療

分野，産業などさまざまな分野への応用が期待されて

いる．医療分野においては健診時の身体への負担を軽

減するために，患部へ直接医療行為を行うマイクロロ

ボットの研究がおこなわれている[1]． 
我々は腸内の検査・手術を目的としたマイクロロボ

ットの開発をおこなっている．マイクロロボットは腸

内に潜入させて駆動することを前提としており，患者

の負担を軽減するために，筐体はカプセル型を採用し

ている．マイクロロボットにケーブルを接続し，ケー

ブルを押し引きすることで体内での前後移動を実現す

る．マイクロロボットの筐体は直径 20 mm，長さ 50 mm
とし，成人の腸内が 60 mm まで拡張すると仮定し，脚

部展開を行う． 
本論文では，ロボット自体を安定した姿勢で維持で

きるような脚部の展開機構について検討をおこなった

ので報告する． 
 
２． スコットラッセルの厳正直線運動 

 

 

Figure1 にスコットラッセルの厳正直線運動の模式

図を示す．図中の矢印はその方向への直進運動を表し，

R は回転運動を表す．スコットラッセルの厳正直線運

動は link1 と link2 の長さを 2 : 1 とし，点 R を中心とし

て link2 を回転させることで Pin が溝をスライドし，点

A が厳正な直線を描く動作をおこなう[2]．従って，腸内

を押し広げる際に腸壁に対して垂直方向から力を加え

ることができる．さらに小形な筐体に搭載可能な単純

な機構であり，直径方向よりも長さを確保できる軸方

向に脚部を収納できるといった利点からこの機構を採

用した． 
 
３． 脚部の設計 
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Figure2 にスコットラッセルの厳正直線運動を用い

た脚部を示す．Figure2(a)は，脚部部品であり，Figure2(b)
は最大展開時の脚部である．Figure1 中の辺BD と辺BC
の長さは等しいため，△BCD は二等辺三角形であり，

角BDC を𝜃とおくと，角BCD も𝜃となる．したがって，

link2 が角度𝜃分だけ回転した際の点 A の移動量 x は，

辺 AC の長さを L とすると以下の式(1)で表せる． 
 

𝑥 = 𝐿𝑠𝑖𝑛𝜃																																						(1) 
 

本設計では𝐿 = 26	𝑚𝑚，𝜃 = 80°	と定めたため，移動量

x の値は式(1)より，𝑥 = 25.6	𝑚𝑚となる．点 A はマイ

クロロボット中心位置から 7.95 mm離れた地点が初期

位置であり，さらに Bar2 の両端の丸みは半径 2 mm の

半円であるため，実際に腸壁と接触する点までの長さ

X は， 
 

𝑋 = 25.6	 + 7.95 + 2 = 35.55	𝑚𝑚										(2) 
 

と求められる． 
 マイクロロボットは 120°ずつ取り付けられた３本

の脚部が同時に駆動する設計であるため，直径 71.10 
mm で腸壁に接触する．従って，提案した脚部機構で十

分に腸内を押し広げて，マイクロロボットを腸内で固

定することができると考えられる． 
 
４． 歯車の検討 
脚部の展開は Bar2 の回転運動に依存しているため，

それぞれのBar2につき 1つのモータを取り付けて回転

させることが最も単純である．しかし，マイクロロボ

ット内にモータや歯車を搭載可能な空間が限られてい

るため，1 つのモータから３つすべての脚部を展開す

る．従って，中心軸に配置したモータからそのモータ

の回転を Bar2 に伝達するために，回転方向を 90°変
換する必要がありマイタ歯車を採用した．歯車のピッ

チ円直径はモジュール m と歯数 Z の積であり，中心か

ら 3mm の位置にある Bar2 の平歯車を駆動させるため

に歯数 20 のマイタ歯車のモジュールを 0.3 とした． 

 
マイタ歯車の回転を平歯車に伝達するために Gear2

のマイタ歯車に平歯車を接合する．ピッチ円直径と

Bar2 の歯車の歯数を 15 に設定した関係から，接合す

る平歯車の歯数は 38 となる．このままでは歯車が大き

すぎて収納が困難となるため，Bar2 が目標角度 80°ま

で回転するのに必要な 6 つの歯先のみを残して，それ

以外を切断した． 
 
５． 脚部の作製 

Figure3 に作成した脚部模型を示す．3D プリンタを

用いて設計したモデルの 2 倍の大きさで脚部部品を作

成し，各部品を軸を用いて接続した．歯車の噛み合い

に不具合がなく，脚部が展開できることを確認した． 
 
６． まとめ 
本論文では，医療用マイクロロボットの脚部が直径

60 mm以上展開するための機構としてスコットラッセ

ルの厳正直線運動について検討し，その機構がマイク

ロロボット筐体の内部に収納可能となる歯車の設計を

おこなった．今後は 2 倍サイズで出力した部品を原寸

大のサイズで作製するとともに，モータを接続し，電

力で駆動するかを確認する予定である． 
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