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Abstract: We are studying analog electronic circuit models that mimic the function of biological receptor cells. The receptor cell model 

has the property of converting sensor input signals into pulse waveforms. The receptor cell model can mount on a microrobot if the 

model is constructed with an integrated circuit. In this paper, we connect the receptor cell model with an integrated circuit with a CdS 

cell and report how the pulse period of the output varies in response to the light intensity through experiments. 

 

１． はじめに 

近年，小型ロボットは災害現場での救助活動や社会

インフラの整備，医療補助の場面で活躍が期待されて

いる．小型ロボットは，狭い空間での作業に適してい

る反面，搭載可能な機器の大きさに限界がある．そこ

で昆虫を模倣し，小型ロボットの開発に応用した研究

がある[1]． 

我々は,生物のニューラルネットワークを人工的に

模倣し，昆虫型マイクロロボットへ搭載する研究をお

こなっている．ニューラルネットワークを制御系に搭

載することで，現在のロボット制御と異なる複雑な事

象に対し適応性に富んだ対応を目指している．開発し

たニューラルネットワークは小型化を目的に集積回路

化し，マイクロロボットへ搭載した．先に我々は，生

物の中枢パターン生成器を模倣したモデルを開発し，

駆動回路としてマイクロロボットへ搭載した．しかし，

既存のモデルに実行可能なのは直線的な歩行のみであ

り，外部環境に合わせた行動は未実装であった．マイ

クロロボット単体で目標位置まで移動するためには，

外部環境に応じて歩行の停止や回避行動の生成が必要

になる．生物の受容細胞は，感覚受容器に到達した刺

激を電気的なパルス信号の周期に変換する特性を持ち，

刺激の強度はパルスの周期に置き換え，中枢神経系へ

伝達する．そこで，受容細胞をアナログ電子回路でモ

デル化し，センサの信号をパルスに変換する受容細胞

モデルを開発した．また，ミリメートルサイズのマイ

クロロボットに搭載するために集積回路化した[2]． 

本稿では，集積回路化した受容細胞モデルと CdS セ

ルを接続し，照度に対する特性の変化を調べた．CdS セ

ルへ照射される光量に応じて受容細胞モデルが出力す

るパルス周期が変化することを明らかにしたので報告

する． 

２． 受容細胞モデル 

 

 

Figure 1.に実験で使用した受容細胞モデルの回路図

を示す．受容細胞モデルは，印加する電圧の大きさに

応じてパルス波形の出力周波数が変化する特性を持つ．

回路図中のVAに一定の電圧を印加した状態でVPGへ電

圧を印加し，VPGへ印加した電圧が一定の範囲内の大き

さであれば voutにパルス波形を出力する．また，受容細

胞モデルは VPG へ印加する電圧が増加するに従い，出

力周波数が低くなる特性を持つ．VPGには，センサと抵

抗器を用いた分圧回路により電圧を印加する．使用す

るセンサは圧力センサや CdS セルなどを想定している． 

 

３． 実験方法 

集積回路化した受容細胞モデルにCdSセルを接続す

るため，測定回路を検討した．Figure 2.に作製した測定

回路の図を示す．Figure 1.のVAを抵抗器R1とCdSセル，

R2で分圧し，R1とCdSセルの間の電圧をVPGとした．CdS

セルは抵抗変化型のセンサで，光量の増加に従い抵抗

値が減少する．従って，光量の増加に従いVPGにあたる

電圧は減少する．実験に用いた集積回路化した受容細

胞モデルのレイアウト図をFigure 3.に示す．作製したチ
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Figure 1.Circuit diagram receptor cell model 
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ップのサイズは2.4 × 2.4[mm]である。実験では赤の破

線で囲まれている箇所を使用した．Figure 2.の各回路定

数はそれぞれ，MOSFET：MRC1=W/L=3µm/10µm，

MRC2=1.2/10，MRC3=10/1.2，MRC4=27/1.0，キャパシタ：

CG=3.3nF，CM=1.8nF，電源：VA=3.0V，抵抗器：R1=6.2kΩ，

R2=0.47kΩとし,CdSセルはGL5516を使用した．CG，CM，

R1，R2,CdSセルはチップ外に外接した． 

 

４． 実験結果 

集積回路化した受容細胞モデルにCdSセルを接続し，

CdSセルへ照射した光の光量と出力周波数の変化を測

定した．Figure 3.に光量変更時の受容細胞モデルの周波

数特性を示す．測定結果より本モデルは光量が740lxか

ら3740lxの範囲では200Hz以上の大きな出力周波数の

変化が見られ，光量の増加に従い出力周波数の変化幅

は減少した．また出力周波数は，261Hzから約2.3倍の

603Hzまで変化した．CdSセルへ照射する光の光量が増

加することで出力周波数が高くなることを確認した． 

 

５． まとめ 

本稿では，集積回路化した受容細胞モデルとCdSセ

ルを接続し，CdSセルへ照射した光の光量と出力周波

数の関係を測定した．CdSセルへ照射する光の光量が

増加することで出力周波数が高くなることを確認した． 

今後は，ロボットへの実装に向け，センサと受容細

胞モデルを同じ回路基板上に集積回路化する方法を検

討する予定である． 
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Figure 4. Characteristics of oscillation frequency

(varying illuminance，Actual measurement result)

Figure 2.Circuit for measurement  

Figure 3.Layout diagram of receptor cell model 
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