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Abstract: Research has focused on Microrobots for work inside precision machines and robots that require maintenance in confined 

spaces, as well as in the medical field. Until now, battery-powered independent leg Microrobots have been able to walk using an 

external power source, but there were concerns about instability in walking due to insufficient power output to the legs. In this study, 

we report on our investigation of the use of small motors and gears with MEMS technology to improve power output and precision 

movement. 

 

１． 緒言 

 精密機械内部など人間が立ち入る事が困難な場所

で活動できる小型ロボットの作業が期待されている.

その場合,ロボットの全長は数ミリメートル以内でか

つ 自 立 して 歩 行す る よう な 動作 が 必要 で あ

る.University of MarylandのVogtmannらは,全長約4mm

の６足歩行型のマイクロロボットを作製し,脚部の駆

動部にはエラストマーを注入した.脚先には,永久磁石

が挿入されており外部から磁場を付加することで駆動

を可能にしている[1]．しかし,電源を搭載し完全に自立

する数ミリメートル以内のマイクロロボットの例はあ

まり無く部品の小型化も必要である． 

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)とはシリコ

ンウエハにフォトリソグラフィを利用して微細加工を

行う技術でありロボットの小型な部品を作る事ができ

るためマイクロロボットの作製に適していると考えら

れる. 

先行研究では電池搭載６足独立脚昆虫型マイクロロ

ボットが報告されている.現状として外部電源を搭載

した状態での歩行動作は確認出来ているが,電池を搭

載した状態では確認ができていない. 

本研究では,脚部のアクチュエータを形状記憶合金

から小型のモータへの変更に伴い,MEMS 技術を用い

たギヤを設計し搭載した６足のリンク脚型と独立脚型

ロボットの両者を比較し出力や歩行動作の観点につい

て検討する. 

 

２． ６足独立脚昆虫型 MEMS マイクロロボット 

先行研究では,６足独立脚昆虫型 MEMS マイクロロ

ボットが報告されており,ロボット本体には MEMS 技

術により作製したパーツと脚部にはアクチュエータと

して形状記憶合金を設けパルス型ハードウェアニュー

ラルネットワーク IC(P-HNNsIC)の波形信号により通

電し収縮運動を利用して歩行動作を生成するものであ

った.[2]しかしながら,形状記憶合金は消費電力が高く

搭載するボタン電池に大きく依存し,歩行するのに十

分なトルクを得ることが困難であった .また,P-

HNNsIC の出力周期により形状記憶合金の加熱及び放

熱時間が十分に確保出来ないなどの問題があった.そ

こで新たなアクチュエータとして,小型のモータを搭

載し MEMS 技術によりギヤを設計し出力や歩行動作

の向上を目指す. 

 

３． 方向性の異なる２つの昆虫型ロボット 

(1)ギヤボックス型６足リンク脚ロボット 

 昆虫は歩行する際に,6本の足のうち 3本は地面と接

地し安定した歩行を実現している.先行研究の形状記

憶合金による回転アクチュエータでは 4 本のワイヤー

の収縮運動により擬似的に回転動作を得ていた. 

 そこで,小型のモータにすることで本来の回転動作

を得ることが出来るため歩行動作がより滑らかになる

事が期待できる.また，減速機構を搭載しトルクを向上

させることでアクチュエータの変更に伴う本体重量の

増加にも配慮した.ここで,減速比は約 16.7:1 である. 

リンク脚のロータ部分のトルクは，モータの定格トル

クに減速比を掛けた値であり約 0.0002N・m と算出し

た．外観は,Figure1 に示す通りでありロボットの寸法

は,縦 15.00mm,横 15.42mm,高さ 9.08mm である. 

          

Figure1. Dimensions of 6-legged link leg MEMS           

Microrobot 
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(2)ピストン機構６足独立脚マイクロロボット 

先行研究で用いられた形状記憶合金から小型のモー

タへの変更に伴い新たに MEMS ギヤを使用した６足

独立脚昆虫型 MEMS マイクロロボットを設計したの

で報告する.リンク脚のギヤボックスとは異なりモー

タの回転制御は,マイコンチップによる制御を前提と

しておりギヤによって回転を伝達し 6 つの軸から回転

を取り出せる機構にした.Figure2 に脚部の歩行動作の

生成を示す． 

    

Figure2. Generation of leg walking motion 

回転の位相を左右で 180 度ずらし昆虫の歩行動作を

再現するため回転軸には４つ穴を設けたロータを配置

した.脚部の歩行動作に必要な収縮運動は,形状記憶合

金に代わりピストン・クランク機構により再現した.外

観は,Figure3 に示す通りでありロボットの寸法は,縦

14.50mm，横 14.60mm，高さ 8.00mm である. 

         

Figure3. Dimensions of 6-leg Independent Leg MEMS 

Microrobot 

ピストン・クランク機構は,形状記憶合金のように加

熱や放熱時間を必要としないため収縮量が前後で変化

せず歩行動作に適していると考えられる.ピストンの

鉛直方向の押し出し力は,約 0.04N となり以下の式に

より導出した. 

Ϝ =
Μ

𝑟 ⋅ cos 𝛽 ⋅ sin(𝜃 + 𝛽)
 

ここで,M:クランクのモーメント,r:クランク半

径,F:ピストンの押し出し力,cosβ:ピストン中心とコ

ネクティングロッドのなす角,θ:クランクとピストン

の押し出し方向のなす角である.直径 4mm,長さ 8mm,

のアダマンド並木精密宝石株式会社製 BMN04-08 の特

性データを参考に算出した[3]．先行研究で用いた形状

記憶合金は,標準駆動電流が 50〜100mA であり実用最

大発生力は 0.03〜0.05N である.しかし,脚部にエナメ

ル線を接合する際に用いるスポット溶接により抵抗が

変化するため実際の発生力は特性データよりも小さく

モータの方が適していると考えられる.また,ピストン

のストローク量は,約 0.9mm となり脚の歩行動作には

十分である. 

電池搭載にあたり懸念されていた本体の重量につい

ては,先行研究で用いられたボタン電池の重量が約

1.6g であり今回設計したマイクロロボットには小型モ

ータとボタン電池を搭載し重量は,合計で約 0.45gであ

り電池とアクチュエータ部分だけでも約 28%の軽量化

が見込める. 

 

４． 結言 

モータの特性データより算出した値は,歩行動作に

は十分であると考えられ形状記憶合金よりもマイクロ

ロボットに適している.また,接合箇所も少なくなり抵

抗も減るためより小さな電池で駆動できる. 

今後は,実際にモータを搭載したものを製作し動作

を確認後,ギヤの強度や駆動に必要な電流値などを計

測する. 
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