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Abstract: The authors are developing a microrobot that can perform autonomously. We are using the electrostatic motor to drive the 

microrobot. However, the electrostatic motor is less power to move the legs than the conventional shape memory alloy motor. Therefore, 

we need to reduce the driving force that the motor can work. This paper reports sword-shaped legs designed to reduce the driving force. 

We fabricated the legs using the MEMS process and measured the force required to drive. As a result, the force required to drive the 

legs is reduced. 

 

１． はじめに 

マイクロロボットは小型な体を活かし，工場内の配

管のメンテナンスや人間の体内の検査など狭い空間で

の活躍が期待されている［１，２］．このような活動を可能

にするためにはマイクロロボットに高い自律性が求め

られる． 

我々は MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)の微

細加工技術を用いた自律駆動が可能な MEMS マイク

ロロボットの開発をおこなっている．これを実現する

ためには電源，コントローラ，アクチュエータ，セン

サが必要となる．先に我々はコントローラとアクチュ

エータを搭載した 4 脚，6 脚歩行型 MEMS マイクロロ

ボットを開発し歩行に成功した［３］．マイクロロボット

の概略図を Figure 1 に示す． 

マイクロロボットに搭載可能な電源で駆動可能な，

小形，低消費電力のアクチュエータとして静電モータ

を開発した．しかし，先に作製した静電モータの出力

では，従来の脚部を十分に駆動できなかった． 

そこで本論文では，静電モータで駆動可能な低摩擦抵

抗の脚部モデルとして剣型脚部を設計した．また，剣

型脚部に必要な駆動力を測定し，マイクロロボットを

駆動可能か検討したためここに報告する． 

 

２． 多節リンク脚部 

Figure 2 に多節リンク脚部を示す．多節リンク脚部は

6 つのパーツを組み合わせて作製する．図に示す点 P に

アクチュエータによる変位が加わることで脚先を持ち

上げ，Part.3 に開けられた溝が，筐体に固定されたピン

である点 Q に接触して滑るように動くことで脚を進行

方向に繰り出す．この機構はパーツの接続点が多く摩

擦力が大きいため先述の通り静電モータでは駆動でき

なかった． 
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３． 剣型脚部 

 

 

 Figure 3 に剣型脚部を示す．剣型脚部は２つのパー

ツを組み合わせて作成する．図に示す Part.1 の点 P’に

アクチュエータによる変位が加わることで脚先を持

ち上げ，Part.2 の脚先の両側にある突起 t1，t2 がピン

Q’1，Q’2 の上を滑るように動くことで脚を進行方向

に繰り出す．パーツ数を大幅に削減したことにより摩

擦力を大きく低減することを期待し設計した．  

 

４． 脚部の測定 

 
 

マイクロフォースセンサを用いて，剣型脚部の駆動

に必要な力を測定した．Figure 4 に測定結果を示す．ま

た，UP，DOWN とは Figure 3 に示した点 P’への入力方

向を示すもので、P’が上向きに変位するときに必要な

力を UP，下向きに変位するときに必要な力を DOWN

としている． 

従来の脚部の駆動に必要であった力は最大で UP 時

に約 196 N，DOWN 時に約 206 N であったため，駆

動に必要な力を 90%以上削減できたといえる． 

 

５． まとめ 

 本論文では，マイクロロボットの自律駆動を実現

するべく，従来の脚部より小さな力で駆動可能な脚

部機構として，部品数の削減による摩擦抵抗の低減

を目的とした剣型脚部を設計し，駆動に必要な力の

測定をし，実装への検討をおこなった．測定の結果，

剣型脚部の駆動に必要な力は従来の脚部モデルと比

較して 90%以上の大幅な減少を示しており，劇的な

動作改善を期待できることを示した．今後はマイク

ロロボットに実装し駆動実験を行う予定である． 
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