
組年 番 名前

クリエイターセットDX 

モーターカーを制御しよう
1 章 2DCモーターカーの制御

2章 自動搬送システム

3章 衝突回避システム

4章 ライントレースカー



1 章
２DCモーターカーの制御

1章
２DCモーターカーの制御

自動車が右や左に曲がるときには、ハンドル（ステアリング）を操作すること

でタイヤの向きを変えて走らせています。この仕組みでは左右のタイヤは１つ

のエンジンやモーターで動かしています。

今回はDCモーターを２つつかって左右のタイヤが別々の速さで回転するモー

ターカーをつくって動きを制御しましょう。

左右のタイヤをそれぞれが違うモータ

ーで動かすことができれば、ハンドル操

作によるタイヤの向きの調整に加え、左

右のタイヤの速さの差でも曲がり方を

調整できるので、より滑らかな旋回が可

能です。このような技術はエンジンと比

べると制御しやすいモーターをつかっ

た電気自動車だからこそ実現できるも

のです。

左に曲がるとき

タイヤ

ハンドル

ステアリング
シャフト

１つのエンジンや
モーターで動いて
いるため、左右の
タイヤの速さは変
わらない。

別々のモーター
で動いているた
め、左右のタイ
ヤの速さを変え
られる。

DCモーターを２つつかって、前後左右に走るモーターカーを組み立てます。

つかうパーツ

DCモーター
接続パーツ ×2

ブロック

基本四角 白 ×1 目玉パーツ ×1 タイヤ ×2 タイヤゴム ×2

ブロック ハーフA

薄グレー ×1

スタディーノ ×1 USBケーブル ×1 DCモーター ×2電池ボックス ×1

DCモーター接続パーツ タイヤゴム

タイヤ

モーターカーを組み立てよう1

DCモーターにタイヤを取り付けて、前後に動くようにします。●①
右に曲がるとき

ブロックを図のように取り付けます。●②
スタディーノに    を図のように取り

付けます。
●③ ●1

スタディーノに    を図のように取り付けます。●④ ●2
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今回組み立てたモーターカーはDCモーターを２つつかって、別々にタイヤを

回転させることで動く仕組みになっています。

そのため「まっすぐ走る」・「曲がる」という動きや、「その場で回転する」とい

う動きができます。

組み立てたモーターカーの動き方

まっすぐ走る 曲がる その場で回転する

●⑦

M1M1

M2M2

コネクターの向きに注意

コネクターの向きに注意

完成です。●⑨

OFFにしておくOFFにしておく

POWERPOWER

DCモーターを動かすためには電池が必要です。電池ボックスに用意した

単3のアルカリ電池を入れます。
●⑤

　プラス　 マイナスの

向きに注意しましょう

電池ボックスをスタディーノのPOWERのコネクターにつなぎます。

●⑧ 左のDCモーターのコネクターをスタディーノのM1のコネクターに、右のDC

モーターのコネクターをスタディーノのM2のコネクターにつなぎます。

●⑥ 電池ボックスを図の位置に乗せます。
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２つのDCモーターをプログラムの中で同じ速さに設定していても、まっすぐ

走らずに少しずつ右や左に曲がってしまう場合があります。これはDCモー

ターの誤差によるものです。

プログラムで速さを調整して、まっすぐ進むように修正してみましょう。

まっすぐ走らないときは・・・2
DCモーターのM1とM2にチェックを入れましょう。

入出力設定をしよう

3
モーターカーを1秒間前に進めるプログラムをつくり、転送して走らせましょう。

モーターカーを直進させよう

M1とM2を

正転させる

M1とM2を

正転させる

●少しずつ右に曲がるとき

M1

●少しずつ左に曲がるとき

左のDCモーター（M1)の方が少し速い

M1の速さ                     ・ M2の速さ   

右のDCモーター（M2)の方が少し速い

M1の速さを少し遅くする M2の速さを少し遅くする

調整ができたら、それぞれの速さを下の枠に記入しておきましょう。

M1

M1

M2

M2

M1

M1

M2

M2
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4
モーターカーが右に曲がるときは、左のDCモーターだけを回します。次のプ

ログラムでモーターカーを動かし、90度曲がったときの時間を下の枠に記入し

ておきましょう。

●の位置に右(M2)のタイヤ、★の位置に左(M1)のタイヤを合わせておきま

す。つくったプログラムを動かして、左(M1)のタイヤが★の位置でピタッと止

まると成功です。

モーターカーを右に90度曲がらせよう

左のM1のみを正転させる

秒で90度右に曲がる 秒で90度左に曲がる

M1 M2

5
モーターカーが左に曲がるときは、右のDCモーターだけを回します。次のプ

ログラムでモーターカーを動かし、90度曲がったときの時間を下の枠に記入し

ておきましょう。

●の位置に左(M1)のタイヤ、★の位置に右(M2)のタイヤを合わせておきま

す。つくったプログラムを動かして、右(M2)のタイヤが★の位置でピタッと止

まると成功です。

モーターカーを左に90度曲がらせよう

右のM2のみを正転させる

M1 M2
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6
モーターカーが右回りに回転するときは、左のDCモーターを正転、右のDC

モーターを逆転します。次のプログラムでモーターカーを動かし、90度回転し

たときの時間を下の枠に記入しておきましょう。

●の位置に右(M2)のタイヤ、★の位置 に左

(M1)のタイヤを合わせておきます。つくった

プログラムを動かして、左 (M1)のタイヤが★

の位置でピタッと止まると成功です。

モーターカーを右回りに90度回転させよう

左のM1は正転

右のM2は逆転

秒で90度右に回転する

7
モーターカーが左回りに回転するときは、右のDCモーターを正転、左のDC

モーターを逆転します。次のプログラムでモーターカーを動かし、90度回転し

たときの時間を下の枠に記入しておきましょう。

●の位置に左(M1)のタイヤ、★の位置 に右

(M2)のタイヤを合わせておきます。つくった

プログラムを動かして右(M2)のタイヤが★の

位置でピタッと止まると成功です。

モーターカーを左回りに90度回転させよう

左のM1は逆転

右のM2は正転

秒で90度左に回転する

M1 M2 M1 M2
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「曲がる」プログラムの場合、片方のDCモーターだけを回転させることで、

回転していない方のDCモーターに取り付けられたタイヤを中心に回転する

ように左右に曲がります。

「回転する」プログラムの場合、2つのDCモーターをそれぞれ違う向きに回

転させることで、それぞれのDCモーターに取り付けられたタイヤどうしを結

んだ線の中央を中心にして回転します。

「曲がる」と「回転する」の違い

２つのタイヤを

結んだ線

ぎゃくむき

動かさない

こちらむき

M1
M２

M1

M２

回転の中心

回転の中心

こちらむき

右に回転するとき

右に曲がるとき

2 章
自動搬送システム

2章
自動搬送システム

電気を使って走る電気自動車や、同じく電気によって制御されるコンピューター

と組み合わせた運転支援システムが導入され始めています。

また、コンピューターが自動で運転する自動車の開発も進められています。ま

だ一部の地域を除いて一般道で完全に自動運転ができる段階までにはなって

いませんが、工事現場などでは部分的に自動運転が用いられているところも

あります。その一つの例が、鉱山でのダンプカーの自動搬送システムです。下

の写真のダンプカーには人が運転するための座席が存在せず、コンピュータ

ーで自動制御され、あからじめ決められた道を往復しています。

今回は、このダンプカーをテーマに自動搬送システムをつくりましょう。
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1
１章で学んだ２DCモーターカーの制御方法を用いて、次のコースを走らせる

課題に取り組みましょう。

自動搬送システムをつくろう 2
           を矢印のルートでクリアするための

モーターカーの動きを考えましょう。

この動きの手順を考えてみると、同じ動作を違うところで何度も行っているこ

とがわかります。

このようなときは、関数をつかうとプログラムを短くまとめることができます。

右に90度回転する 横に移動する

横に移動する 横に移動する

横に移動する

縦に移動する 縦に移動する

           をクリアする動きの手順を考えよう

コース①

コース② コース③

モーターカーは工場

の枠の中からスタート

させます。

途中でコースから出て

はいけません。

すべての鉱山に立ち寄

らないといけません。

再び工場の枠の中で停

止できたらクリアです。

右に90度回転する

右に90度回転する

コース①

コース①

ルール① ルール② ルール③ ルール④
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関数ってなんだろう？

関数をつかうときは、以下の２つのブロックを利用します。

関数を表すブロックです。このブロックの下に他

のブロックをつなぎ、複数の手順をまとめます。

3 縦と横に移動する関数をつくろう

　　　　　　　　　　でまとめた手順を呼び

出して実行するブロックです。

関数はプログラムの中の複数の手順を１つにまとめ、名前を付けて整理した

ものです。一度まとめた関数はプログラムの中のどこからでも呼び出すこと

ができます。関数は呼び出されると、まとめた手順をひとつずつ実行してい

きます。最後の手順が実行されると、呼び出し元の手順に処理を戻します。

まっすぐ1秒走る関数

DCモーターM1をこちらむきに回転する

DCモーターM２をこちらむきに回転する

DCモーターM1をぴたっと止める
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　　　　　  にプログラムをつなぎましょう。●④

●⑤

関数に名前を付けましょう。縦に移動するので「yoko」と入力し、OKをクリック

します。
●⑥　

　　　　　  にプログラムをつなぎましょう。●⑦

4 右と左に回転する関数をつくろう
「右に90度回転する」「左に90度回転する」のプログラムをつくりましょう。

秒数は９～１０ページで調べたものを参考に決めましょう。

右に90度回転するプログラム 左に90度回転するプログラム

●①

関数の名前をそれぞれ、「migi」と「hidari」にして、プログラムをつなぎましょう。●②

横に移動するときの秒数を調べてプログラムをつくりましょう。

横に移動する

秒数にする
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うまくいかないとき

5
15ページの順番に合わせて、関数を以下の

ように並べましょう。

呼び出す関数は                     の▼を

クリックして選択します。

左右のDCモー

ターの進む速度

がずれている。

曲がる時間が適

切でない。

90度より大きく回転する。

90度より小さく回転する。

テキストの6ページを振り返り、左右

のDCモーターの速さを見直す。

テキストの9～10ページを振り返

り、90度に回転するときの秒数を見

直す。

            がクリアできたら、13ページの            と            にも挑戦しましょう。

　　     をクリアするプログラムをつくろう

適切な速さに変更する適切な速さに変更する

適切な

秒数に

変更する

適切な

秒数に

変更する

コース①

コース① コース② コース③

つまずいたこと つまずいた理由 見直すところ

まっすぐ進まず、少しずつ

曲がってしまう。

電波を飛ばして、その反射により障害物を検知します。遠方の障害物も検知でき、

悪天候にも強いが、比較的高価になりがちです。また、反射による検知なので、障

害物の形状の認識はできません。

ミリ波レーダー

形状を認識できるため、人と障害物（その他の物体）を見分けることができます。

ただし、悪天候など不得意とする状況も多く存在します。

光学カメラ

検知できる距離はおよそ30m先までで、形状の認識もできないが、価格が安価に

なります。

赤外線レーザー

ミリ波レーダー

光学カメラ

赤外線レーザー

3 章
衝突回避システム

3章
衝突回避システム

自動運転を実現するときに必要な機能として、障害物との衝突を自動で回避

する機能が挙げられます。障害物を検知するセンサーは大きく分けると、ミリ

波レーダー、光学カメラ、赤外線レーザーの３種類に分類されます。

今回は赤外線レーザーの原理を用いた衝突回避システムをつくりましょう。
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１章で組み立てたモーターカーに赤外線フォトリフレクタを前向きに取り付けます。

つかうパーツ

1章で組み立てたモーターカー

モーターカーに赤外線フォトリフレクタを取り付けよう1

ブロックと赤外線フォトリフレクタを図のように組み立てます。●①

●①

●①

赤外線フォトリフレクタの値を調べよう3

入出力設定をしよう2

1章で組み立てたモーターカーに    を図のように取り付け、赤外線フォトリフ

レクタのA4コネクターにつなぐと完成です。
●②

ブロック

ハーフC 薄水 ×1

赤外線

フォトリフレクタ ×1

センサー接続コード（短） 

（3芯 15ｃｍ） ×1

DCモーターのM1とM2にチェックを入

れ、A4で赤外線フォトリフレクタを選び

ましょう。

ブロック基本四角 白を４つつないだものを障害物としてつかいます。

●② スタディーノとパソコンをUSBケーブルでつないで、テストモードを開始します。

画面右上に現れる

「センサー・ボード」

をつかいます。

●③ 赤外線フォトリフレクタの前0cm、1cm、2cm、3cm、5cm、10cmに　　で

つくった障害物があるときの値をセンサー・ボードで確認しましょう。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

距離

値

2cm1cm0cm 3cm 5cm 10cm

●1

コネクターの

向きに注意

A4A4
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●①

衝突回避のプログラムをつくろう4

3

モーターカーの走る速度を決めましょう。

以下のような動作をするプログラムをつくりましょう。

●④ 調べた結果から、障害物までの距離と赤外線フォトリフレクタの値をまとめま

しょう。

●⑤ 赤外線フォトリフレクタの値を利用することで、障害物があるかどうかを判断

することができます。広い範囲の値の中で、判断の基準となる値を「しきい値」

といいます。障害物との距離がどれくらいのときに車が停止すればよいかを考

えて、そこからしきい値を決めましょう。

障害物までの距離が近いほど、

赤外線フォトリフレクタの値は

ただし、障害物に近づきすぎると、

赤外線フォトリフレクタの値は

●② 条件分岐のプログラムをつくるので、「もし～でなければ」ブロックを並べましょう。

●③ 障害物がないときの条件をつくりましょう。

障害物が cm前にあるときにモーターカーが停止する

しきい値を にする

cmより遠いとき）（ cmより近いとき）（

0 100

しきい値

前進する

障害物がないとき

停止する

そうでないとき（障害物があるとき）

障害物がないとき 障害物があるとき

で決めたしきい値
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4 章
ライントレースカー

●④

●①

障害物がないときのモーター

カーの動作のプログラムをつくり

ましょう。

●⑤ 障害物があるときのモーター

カーの動作のプログラムをつくり

ましょう。

●⑦ プログラムを転送して目的通りにプログラムが動いているかを確認しましょう。

●⑥ 条件分岐のプログラムを制御の

「ずっと」ブロックで囲って、　　

のプログラムにつなぎましょう。

障害物を検知したら停止する

4 章
ライントレースカー

車の運転支援の方法の一つとして、道路の白線を検知してレーンから外れな

いように車の向きを調整する技術があります。

今回は赤外線フォトリフレクタを使って黒い線を検知して走るプログラムをつく

りましょう。このようにラインに沿って走る車をライントレースカーと呼びます。

25



4 章
ライントレースカー

●④

●①

障害物がないときのモーター

カーの動作のプログラムをつくり

ましょう。

●⑤ 障害物があるときのモーター

カーの動作のプログラムをつくり

ましょう。

●⑦ プログラムを転送して目的通りにプログラムが動いているかを確認しましょう。

●⑥ 条件分岐のプログラムを制御の

「ずっと」ブロックで囲って、　　

のプログラムにつなぎましょう。

障害物を検知したら停止する

4 章
ライントレースカー

車の運転支援の方法の一つとして、道路の白線を検知してレーンから外れな

いように車の向きを調整する技術があります。

今回は赤外線フォトリフレクタを使って黒い線を検知して走るプログラムをつく

りましょう。このようにラインに沿って走る車をライントレースカーと呼びます。

26



3章で組み立てたモーターカーの赤外線フォトリフレクタの向きを変えます。

つかうパーツ

3章で組み立てたモーターカー

赤外線フォトリフレクタの向きを変えよう1

●①

しきい値を決めよう3

ブロック

ハーフC 薄水 ×1

テストモードで紙面上の黒と白で赤外線フォトリフレクタの値がどのように変化す

るのかを調べ、黒と白を判別するためのしきい値を決めましょう。

ライントレースのプログラムを考えよう4
黒い線に沿って走らせる方法の一つとして、黒い線の上ではなく、黒い線のふち（黒

い線とまわりとの境界線）に沿って走らせるものがあります。

決めたしきい値より赤外線フォトリフレクタの値が小さいとき、黒い線の上にいる

と判断します。

0 100黒のとき 白のとき

白のときしきい値黒のとき

黒い線のふち

●② 3章で組み立てたモーターカーに    を図のように取り付け、赤外線フォトリフ

レクタのA4コネクターにつなぐと完成です。

●1

入出力設定をしよう2
DCモーターのM1とM2にチェックを入

れ、A4で赤外線フォトリフレクタを選び

ましょう。

コネクターの

向きに注意

3章で組み立てたモーター

カーのブロックと赤外線

フォトリフレクタを図のよ

うに組み替えます。

A4A4
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●①
ライントレースのプログラムをつくろう5

3

モーターカーの走る速さを決めましょう。

黒い線のふちに沿って走らせるには、例えば線の上にいるとき（黒色）と、そうでな

いとき（白色）で次のように車を制御します。

この動きを繰り返すことで、線の上（黒色）とその外（白色）を行ったり来たりしなが

ら線のふちに沿って走るようになります。

プログラムの流れをまとめると、以下のようになります。それぞれの条件のときの正

しい動作を選びましょう。

●② 黒い線の上にいるかどうかを判定するプログラムをつくりましょう。

●③ 黒い線の上にいるときのモーターカーの動作のプログラムをつくりましょう。

線の上にいるとき（黒色）

黒い線のふちに近づくように右に曲がる 黒い線のふちに近づくように左に曲がる

そうでないとき（白色）

で決めたしきい値

●④ 黒い線の上にいないときのモーターカーの動作のプログラムをつくりましょう。

M1 M2

停止 正転

正転 停止

M1 M2

速さを決める
ずっと
もし

でなければ

なら黒い線の上にいる

右に曲がる・左に曲がる

右に曲がる・左に曲がる
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●①
ライントレースのプログラムをつくろう5

3

モーターカーの走る速さを決めましょう。

黒い線のふちに沿って走らせるには、例えば線の上にいるとき（黒色）と、そうでな

いとき（白色）で次のように車を制御します。

この動きを繰り返すことで、線の上（黒色）とその外（白色）を行ったり来たりしなが

ら線のふちに沿って走るようになります。

プログラムの流れをまとめると、以下のようになります。それぞれの条件のときの正

しい動作を選びましょう。

●② 黒い線の上にいるかどうかを判定するプログラムをつくりましょう。

●③ 黒い線の上にいるときのモーターカーの動作のプログラムをつくりましょう。

線の上にいるとき（黒色）

黒い線のふちに近づくように右に曲がる 黒い線のふちに近づくように左に曲がる

そうでないとき（白色）

で決めたしきい値

●④ 黒い線の上にいないときのモーターカーの動作のプログラムをつくりましょう。

M1 M2

停止 正転

正転 停止

M1 M2

速さを決める
ずっと
もし

でなければ

なら黒い線の上にいる

右に曲がる・左に曲がる

右に曲がる・左に曲がる
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●⑤ ●①条件分岐のプログラムを制御の「ずっと」ブロックで囲んで、　　のプログラム

とつなぎましょう。

●⑥ プログラムを転送して、33～34ページのコースでモーターカーを走らせて、目

的通りにプログラムが動いているかを確認しましょう。

ラインに沿ってモーターカーが走る

テキストの２8ページを振り返り、赤外線フォトリフレクタ

の値を見直して、もう一度しきい値を決める。

ラインに沿って走らないとき

しきい値が適切

に設定できてい

ない。

DCモーターの速さを遅くする。

走 る 速 度 が 速

く、カーブでライ

ンから外れる。

つまずいた理由 見直すところ

適切なしきい

値に変更する

適切なしきい

値に変更する

適切な速さに

変更する

適切な速さに

変更する
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●⑤ ●①条件分岐のプログラムを制御の「ずっと」ブロックで囲んで、　　のプログラム

とつなぎましょう。

●⑥ プログラムを転送して、33～34ページのコースでモーターカーを走らせて、目

的通りにプログラムが動いているかを確認しましょう。
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テキストの２8ページを振り返り、赤外線フォトリフレクタ
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しきい値が適切

に設定できてい

ない。

DCモーターの速さを遅くする。

走 る 速 度 が 速

く、カーブでライ

ンから外れる。
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適切なしきい
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適切な速さに

変更する
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ライントレースコース（31ページで使用）
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ライントレースコース（31ページで使用）
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巻末資料①鉱山（13ページで使用） 巻末資料②工場（13ページで使用）
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巻末資料①鉱山（13ページで使用） 巻末資料②工場（13ページで使用）
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