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Abstract: The authors have been studying millimeter-sized micro-electro-mechanical-systems microrobots driven autonomously by 

electrostatic motors. Shape memory alloy actuators consume large amounts of power, making it difficult to drive them with a small 

onboard power supply. Therefore, we focused on developing electrostatic motors with low power consumption and suitable for 

miniaturization. The electrostatic motors we had developed so far did not have enough output power and could not sufficiently drive 

the legs of the micro-robot. In this paper, we report on our study of an electrostatic motor that can drive the legs of a microrobot by 

improving the output by changing the spring's dimensions. 

 

1. はじめに 

マイクロロボットは，医療現場においてより身体への

負荷が少ない低侵襲医療への応用が期待されている[1]．

マイクロロボットの小形な体を用いて，体内の狭い空

間の移動や検査することで身体への負担が少なくなる．

そこで，ミリメートルサイズでありながら外部環境に

対応する高度な自律駆動が可能なマイクロロボットの

開発が求められる．私たちは，小形でありながら高度

な制御を行う昆虫を模倣したマイクロロボットの開発

をおこなっている．昆虫はミリメートルサイズの体に

脳，筋肉，外部環境を認識する触覚，体を動かすため

に必要なエネルギー源の 4 要素を搭載している．我々

は自動駆動が可能なマイクロロボットの実現に向けて，

昆虫の 4 要素を代替した駆動回路，アクチュエータ，

センサ，電源を搭載したマイクロロボットの開発を目

指している． 

先に我々は，Micro Electro Mechanical Systems(MEMS)

技術を用いて，Shape Memory Alloy（SMA）アクチュエ

ータで駆動する昆虫形マイクロロボットを開発した．

しかし，SMAアクチュエータは消費電力が高く，昆虫

形マイクロロボットに搭載可能な小形電源での駆動が

困難であった．そのため，我々は低消費電力かつ小形

化に適している静電モータに着目し，開発を行ってい

る[2]．先に開発した静電モータは，出力不足により脚部

が十分に駆動しなかった．そのため，ばねの寸法を変

更し復元力を増強し，出力を確保することを目的にば

ねの寸法を変更した． 

本論文では，ばねの寸法を変更し，マイクロロボッ

トの脚部を駆動可能な静電モータを作製したので報告

する．  

 

2. 従来の静電モータ 

 Figure1に従来の静電モータを示す．従来の静電モー

タは，外形寸法が 2.2 mm×2.5 mmである．静電モータ 

は，シャトル，シャトルの先端に取り付けた接合部，

シャトルに接続したばね，4つの静電アクチュエータ，

電極 VD1，VD2，GNDで構成した． 

マイクロロボットの脚部の引き戻し動作は，ばねの

発生力によりおこなう．マイクロロボットの脚部の引

き戻し動作には，最大で約 0.219 mN必要である．従来

の静電モータのばねの発生力が 0.103 mNであった．し

たがって，従来の静電モータでは，脚部を十分に駆動

できなかった[3]． 

 

3. 静電モータの作製工程 

 Figure2に静電モータの加工工程を示す．本研究に用

いた SOI ウェハは，シリコンデバイス層が 40 μm，シ

リコン酸化膜(SiO2)が 2 μm，シリコンハンドル層が 550 

μmである．①は，ウェハに 10 μmのアルミニウムを付

着した．②は，レジスト OEBR-CAN040AE 6.0cP を使

用後，110℃のプレートに 60 秒プリベイクをおこなっ

た．③は，高速大面積電子線描画装置 F5112+VD01 を

使用しレジストパターンを生成した．④は，NMD-Wを 
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現像液として用いた．その後，90℃のプレートで 90秒

ポストベイクをおこなった．⑤は，混酸を用いウェッ

トエッチングをおこなった． 

 

4. 作製した静電モータ 

Figure3に作製したばね強化静電モータを示す．従来

の静電モータは，脚部を駆動するための出力が不足し

ていた．そこで，ばねの寸法を変更することで脚部の

駆動が可能な静電モータを設計した．静電モータのば

ねは，複数段重ねた片持ち梁とみなし，片持ち梁にか

かる力 F，片持ち梁の長さ L，幅を b，厚さ h，ヤング

率 E，ばねの数 N，ばねの段数 n，片持ち梁のたわみ x，

ばねの一定以上の変位 aとする．生成する力 Fは以下

の式(1)で表される[4]． 

 

𝐹 =
𝑁𝐸ℎ𝑏3

4𝐿3𝑛
(𝑥 + 𝑎) (1) 

 

今回作製した静電モータは．ばねの長さ L = 490 μm，

厚さ h = 40 μm，ヤング率 E = 130 GPa，ばねの数 N = 3，

ばねの段数 n = 10とし，ばねの幅 bを 5 μmから 9 μm

に変更した． 変位 xが最大の 250 μmの時，ばねの変

位は 335 μm である．これらの各寸法を式(1)に代入す

ると F = 0.81 mNとなる．したがって，今回作製した静

電モータは，マイクロロボットの脚部を十分に駆動可

能である． 

 今回作製したばね強化静電モータは、静電アクチュ

エータの一部が駆動しなかった．原因として混酸を用

いたウェットエッチングが不十分であるため駆動でき

なかったと考えられる． 

 

5. まとめ 

本論文では，マイクロロボットの脚部を十分に駆動

可能なばね強化静電モータの作製をおこなった．作製

した静電モータのばねの出力は，マイクロロボットの

脚部を十分に駆動可能である．作製した静電モータは，

静電アクチュエータの一部が駆動しなかった．原因と

して，混酸ウェットエッチングが不十分であるためと

考えられる．今後は，作製プロセスを改良し作製した

静電モータを用いて，脚部の駆動実験をおこなう予定

である． 
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