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1. はじめに 

本資料にはArtecRobo2.0用ソフトウェア(Studuino:bitソフトウェア)の各OSに対応したセ

ットアップ方法、基本操作およびトラブルシューティングを記載しています。 

（ソフトウェアの活用方法はソフトウェア内のチュートリアルをご参照ください） 

 

2. 対応環境 

2.1. Windows 

※USB 接続のみの対応となります。（2020 年 9 月現在） 

対応 OS 

Windows7/8.1/10 

ハードウェア推奨環境 

CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 

メモリ：2GB 以上 

USB 対応ポート 

ソフトウェアのセットアップ方法：3.1Windows をご使用の方 （3 ページ） 

2.2. iPad 

※Bluetooth 接続のみの対応となります。（2020 年 9 月末現在） 

対応 OS 

iOS11 以降 

ハードウェア推奨環境 

対応 OS の動作条件を満たす iPad 

※iPhone、iPadmini は非対応 

ソフトウェアのセットアップ方法：3.2iPad をご使用の方（12 ページ） 

  



 

 

2 

 

2.3. Chromebook 

対応 OS 

ChromeOS 

ハードウェア推奨環境 

●USB接続でプログラミングされる場合 

USB ポートが搭載されている機種 

●Bluetooth接続でプログラミングされる場合 

2016 年以降に販売されたモデルで、Android アプリ及び Bluetooth4.0 に対応した機種 

※2020 年 9 月現在、ChromeOS のバージョンにより Android アプリでの Bluetooth 接続が

不安定になる事例が報告されています。安定した接続を必要とする場合は USB 接続をご使

用ください。 

※すべての Chromebook 端末を動作保証しているわけではありません。 

ソフトウェアのセットアップ方法 

●USB接続でプログラミングされる場合:3.3Chromebook をご使用の方（25 ページ） 

●Bluetooth接続でプログラミングされる場合:3.5Android をご使用の方（39 ページ） 

2.4. Mac 

※USB 接続のみの対応となります。（2020 年 9 月現在） 

対応 OS 

OS X 10.10 以降（64bit 版のみ） 

ハードウェア推奨環境 

対応 OS の動作条件を満たす環境 

ソフトウェアのセットアップ方法：3.4Mac をご使用の方（33 ページ） 

2.5. Android 

※Bluetooth 接続のみの対応となります。（2020 年 9 月現在） 

対応 OS 

Android5.0 以降 

ハードウェア推奨環境 

上記対応 OS が初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが 10 インチ以上の

もの。※全ての Android 端末で動作保証しているわけではありません。 

ソフトウェアのセットアップ方法：3.5Android をご使用の方（39 ページ）
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3. ソフトウェアのセットアップ 

3.1. Windows をご使用の方 

本項目には Windows 版 Studuino:bit ソフトウェアのセットアップ手順を記載しています。 

3.1.1. ソフトウェアのインストール 

あらかじめインストール用のファイルをダウンロードしてから、インストール操作を行っ

てください。インストール対象の PC がインターネットに接続されていない場合は、インタ

ーネットに接続された PC でダウンロードし、USB メモリなどで対象の PC にコピーしてく

ださい。 

インストールには管理者権限が必要です。 

[1] ダウンロード 

① ArtecRobo2.0 サイト「https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/」にアクセスしま

す。 

② 表示されたページの「ソフトウェアダウンロード」をクリックしてください。 

③ 表示されたページの「Windows」欄から、「ソフトウェアダウンロード」ボタンをクリ

ックしてダウンロードしてください。 

 

[2] インストール 

① ダウンロードした「setup.exe」を実行してください。 

② インストール完了後、ソフトウェアが起動します。 

  

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/
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[3] 起動 

ご利用の Windows のバージョンによって操作方法が異なります。お使いの Windows バー

ジョンの手順に従って操作してください。 

●Windows 7 

スタートメニューに登録される「Studuino:bit Software」の選択によりソフトウェアを起

動できます。スタートメニューに「Studuino:bit Software」のアイコンがない場合は、「す

べてのプログラム」を選択し、「ArTec」フォルダから「Studuino:bit Software」を選択す

るとソフトウェアを起動できます。 

 

スタートアップ画面が立ち上がったら、モードを選択してください。 

モードの違いは 5.ロボットモードとキャラクターモードの切り替え（59 ページ）を参照し

てください。 

 

※Studuino:bitとの接続には 3.1.2USB ドライバのインストール（7 ページ）が必要です。 
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●Windows 8.1 

スタート(メトロ)画面に追加される「Studuino:bit Software」を選択すると、ソフトウェ

アを起動できます。 

 

スタートアップ画面が立ち上がったら、モードを選択してください。 

モードの違いは 5.ロボットモードとキャラクターモードの切り替え（59 ページ）を参照し

てください。 

 

※Studuino:bitとの接続には 3.1.2USB ドライバのインストール（7 ページ）が必要です。 
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●Windows 10 

スタート画面に追加される「Studuino:bit Software」を選択すると、ソフトウェアを起動

できます。 

 

スタートアップ画面が立ち上がったら、モードを選択してください。 

モードの違いは 5.ロボットモードとキャラクターモードの切り替え（59 ページ）を参照し

てください。 
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3.1.2. USB ドライバのインストール 

Windows8.1 および 7 をお使いの場合は、USB デバイスドライバのインストールが必要で

す。あらかじめインストール用のファイルをダウンロードしてから、インストール操作を

行ってください。インストール対象の PC がインターネットに接続されていない場合は、イ

ンターネットに接続された PC でダウンロードしていただき、USB メモリなどで対象の PC

にコピーしてください。 

インストールには管理者権限が必要です。 

[1] ダウンロード 

① ArtecRobo2.0 サイト「https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/」にアクセスしま

す。 

② 表示されたページの「ソフトウェアダウンロード」をクリックしてください。 

③ 表示されたページの「Windows」欄から、「USB デバイスドライバダウンロード」ボ

タンをクリックしてダウンロードしてください。 

[2] インストール 

① ダウンロードしたデバイスドライバのファイル「studuino_bit_driver.zip」を解凍し

てください。 

※PCの設定によっては、拡張子（.zip）が表示されない場合があります。 

② 解凍先のフォルダに以下のファイルが表示されます。 

 

「setup.bat」をダブルクリックし、手順に従ってインストールを進めます。 

※PCの設定によっては、拡張子（.bat）が表示されない場合があります。 

③ インストール完了後、メインユニット（Studuino:bit）と PC を USB ケーブルで接続

してください。 

④ デスクトップの右下に、「デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされ

ました。」というメッセージが表示されると、USB デバイスドライバのインストール作

業は終了です。 

 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/
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3.1.3. 接続方法 

① Studuino:bit と PC を USB ケーブルで接続します。 

 

② メニューの「編集」から「接続」を選択します。 

 

③ センサーボードが表示され、センサーの値が変化していれば接続完了です。接続中に 

USB が抜けると通信が切断されセンサーボードの値が変化しなくなります。 
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④ 接続を解除するときは、「編集」から「接続解除」を選択してください。接続中に USB 

ケーブルが抜けて通信が切断された場合も「接続解除」を行ってください。 

 

 

 

3.1.4. プログラムの転送方法（ロボットモードのみ） 

① メニューの「編集」から「転送」を選択します。 

 

② 転送先を選択して転送します。プログラム名の変更も可能です。 
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③ 転送直後Studuino:bitの右上の LEDが青く点灯し、数秒後に消灯すれば転送完了です。 

 

④ LED が白く点灯したり、消灯しない場合は転送に失敗していますので、リセットボタ 

ンを押し、再度転送を行ってください。 

 

 

 

3.1.5. プロジェクトの保存と読み込み 

作成したプロジェクトの保存と読み込みは「ファイル」メニューから行います。 

プロジェクトを保存する場合、「ファイル」メニューの「コンピューターに保存する」を選 

択します。 

保存したプロジェクトを開く場合、「ファイル」メニューの「コンピューターから読み込む」 

を選択し、表示されたリストから選択して「OK」をタップします。 
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3.1.6. ダウンロードしたプロジェクトの読み込み方法 

WEB サイトから作例プログラムをダウンロードします。 

ZIP 圧縮ファイルがダウンロードされた場合、解凍の作業を行ってください。ZIP 圧縮ファ

イルのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「すべて展開」を選択します。「圧

縮(ZIP 形式)フォルダーの展開」ダイアログが開きますので、ダイアログの指示に従って展

開してください。すでに解凍用ソフトウェアが別途インストールされている場合は、「解凍」

を選択してください。 

ダウンロードされたプロジェクト（sbd ファイル）はメニューの「ファイル」から「コンピ

ューターから読み込む」を選択し、開くことが可能です。 

 

 

 

3.1.7. ファームウェアの更新 

Studuino:bit ソフトウェアのバージョンアップ時に Studuino:bit のファームウェアを更新す

る必要があります。ソフトウェアのバージョンアップ時に「ヘルプ」よりファームウェア

の更新を行うか、タブレットとの接続時にファームウェアの更新の指示が表示されます。 

 

Studuino:bit と USB 接続した状態で「OK」をクリックするとファームウェアの更新が始ま

ります。 
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3.2. iPad をご使用の方 

本項目には iPad 版 Studuino:bit ソフトウェアのセットアップ手順を記載しています。 

3.2.1. ソフトウェアのインストール 

App store から「Studuino:bit」で検索してインストールしてください。 

 

インストール後、端末のアプリ一覧に下記アイコンが表示されます。 

 

 

 

3.2.2. 接続方法 

① Studuino:bit の BATT に電池ボックスを接続します。 
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② メニューの「編集」から「接続」を選択します。 

 

③ 画面の表示に従い、B ボタンを押しながらリセットボタンを 1 回押します。 

 

④ LED にパターンが表示されるまで B ボタンを押し続けてください。 
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⑤ 本体に表示された LED の点灯パターンと同じデバイスを選択します。 

 

⑥ センサーボードが表示され、センサーの値が変化していれば接続完了です。 

 

⑦ 接続を解除するときは、「編集」から「接続解除」を選択してください。接続中に通信 

が切断された場合も「接続解除」を行ってください。 

 

  

表示されない場合は 

「更新」ボタンを押してください。 
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3.2.3. プログラムの転送方法（ロボットモードのみ） 

① メニューの「編集」から「転送」を選択します。 

 

② 画面の表示に従い B ボタンを押しながらリセットボタンを 1 回押します。 

 

③ LED にパターンが表示されるまで B ボタンを押し続けてください。 
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④ 本体に表示された LED の点灯パターンと同じデバイスを選択します。 

 

⑤ 転送先を選択して転送します。プログラム名の変更も可能です。 

 

⑥ 転送直後Studuino:bitの右上の LEDが青く点灯し、数秒後に消灯すれば転送完了です。 

 

  

表示されない場合は 

「更新」ボタンを押してください。 
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⑦ LED が白く点灯したり、消灯しない場合は転送に失敗していますので、リセットボタ 

ンを押し、再度転送を行ってください。 

 

 

 

 

3.2.4. プロジェクトの保存と読み込み 

作成したプロジェクトの保存と読み込みは「ファイル」メニューから行います。 

 

プロジェクトを保存する場合、「ファイル」メニューの「コンピューターに保存する」を選 

択します。 
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プロジェクト名を入力し、「OK」をタップすると、新規で保存されます。 

リスト内のプロジェクトをタップすると、その名前が入力欄に反映され、「OK」をタップす

ると選択したプロジェクトが上書き保存されます。 

 

保存したプロジェクトを開く場合、「ファイルメニュー」の「コンピューターから読み込む」

を選択し、表示されたリストから選択して「OK」をタップします。 

 

  

プロジェクト名を入力 

保存されているプロジェクトのリスト 
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3.2.5. ダウンロードしたプロジェクトの読み込み方法 

WEB サイトから作例プログラムをダウンロードします。 

●sbd ファイルがダウンロードされる場合 

 

Studuino:bit で作例プログラムを開きます。メニューの「ファイル」から「コンピューター

に保存する」を選択します。 

 

次回以降は「コンピューターから読み込む」を選択してダウンロードした作例プログラム

を開くことが可能です。 
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●zip ファイルがダウンロードされる場合 

ZIP 圧縮ファイルをファイルに保存します。 

 

ダウンロードしたファイルは、通常「ダウンロード」フォルダに保存されており、ファイ

ルマネージャアプリ等を使用して確認が可能です。ダウンロードした圧縮 ZIP ファイルを

解凍アプリ等を使用して解凍してください。解凍された sbd ファイルはファイルマネージ

ャアプリ等を使用して開いてください。使用方法については各アプリのマニュアルをご参

照ください。 

 

  

※お使いのアプリにより、表示される内容は異なります。 
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開いたプロジェクトをメニューの「ファイル」から「コンピューターに保存する」を行う

ことで、次回から「ファイル」の「コンピューターから読み込む」から開くことも可能で

す。 

 

 

 

 

3.2.6. プロジェクトの共有方法 

プロジェクトを共有する場合、「ファイル」メニューの「コンピューターから読み込む」を 

選択し、表示されたリストから選択して「共有」をタップし、共有方法を選択します。 
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3.2.7. ファームウェアの更新 

Studuino:bit ソフトウェアのバージョンアップ時に Studuino:bit のファームウェアを更新す

る必要があります。ソフトウェアのバージョンアップ時に「ヘルプ」よりファームウェア

の更新を行うか、タブレットとの接続時にファームウェアの更新の指示が表示されます。 

※ファームウェア更新の際、ご使用の端末の WiFi 接続先が Studuino:bit に変更されます。 

接続先の変更が制限されている場合、更新を行っていただけませんのでご注意ください。 

 

① Studuino:bit の BATT に電池ボックスを接続します。 

 

② メニューの「編集」から「接続」を選択します。 

 

③ 画面の表示に従い、B ボタンを押しながらリセットボタンを 1 回押します。 
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④ LED にパターンが表示されるまで B ボタンを押し続けてください。 

 

⑤ 本体に表示された LED の点灯パターンと同じデバイスを選択します。 

 

⑥ 「ヘルプ」から「ファームウェア更新」を選択します。 

 

⑦ 「OK」をタップします。 

 

  

表示されない場合は 

「更新」ボタンを押してください。 
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⑧ 右上の LED が緑に点灯していることを確認し、「OK」をタップします。 

 

⑨ Studuino:bit 本体をアクセスポイントとして iPad を Wi-Fi に接続します。 

 

⑩ ファームウェアの更新が始まります。LED が順番に白く点灯します。 

 

⑪ LED が全て点灯し、消灯するとファームウェアの更新完了です。 
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3.3. Chromebook をご使用の方 

本項目には USB 接続によりプログラミングする場合の Chromebook 版 Studuino:bit ソフト

ウェアのセットアップ手順を記載しています。 

Bluetooth 接続でプログラミングされる場合は 3.5Android をご使用の方（39 ページ）を参

照してください。 

※2020 年 9 月現在、ChromeOS のバージョンにより Android アプリでの Bluetooth 接続が

不安定になる事例が報告されています。安定した接続を必要とする場合は USB 接続をご使

用ください。 

 

 

 

3.3.1. ソフトウェアのインストール 

[1] インストール 

Chrome ウェブストアから「Artec Device programming software」をインストールしま

す。 

 

 

ソフトウェアの起動時、インターネット接続環境が必要になります。 

※インターネット接続できない環境でご使用される場合は、「3.3.2 オフライン環境で使

用する場合（26 ページ）」をご参照ください。 

URL:https://chrome.google.com/webstore/detail/artec-device-link/lfnffofhlmffgdiieaciepapbejnloam?hl=ja&authuser=0 

Artec Device programming software 

https://chrome.google.com/webstore/detail/artec-device-link/lfnffofhlmffgdiieaciepapbejnloam?hl=ja&authuser=0
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インストール後、端末のアプリ一覧に下記のアイコンが表示されます。 

 

 

[2] 起動 

① ソフトウェアを起動すると、下記ランチャーが表示されます。 

ランチャー内にアイコンが追加されますので、ご使用のデバイスをタップして起動し

てください。 

 

② Web ブラウザ（Chrome）が立ち上がり、インターネット接続により各デバイスに対応

したビジュアルプログラミング環境（Scratch3.0 ベースの Web アプリ）が起動します。 

 

3.3.2. オフライン環境で使用する場合 

以下の方法でインターネット接続環境が無い環境（オフライン環境）でご使用いただくこ

とが可能です。 

① 下記 URL から各デバイスに対応したファイルをダウンロードし、お好きな場所に解凍

してください。 

 

② ソフトウェアを起動してください。 

③ 解凍したフォルダ内の「index.html」をタップすると、Chrome ブラウザでアプリ画面

が開きます。開いた画面を「お気に入り」に登録しておくと、次回以降素早く起動する

ことが出来ます。 

Studuino:bit StuduinoLite 

Studuino:bit 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/data/chrome.zip 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/data/chrome.zip
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3.3.3. 接続方法 

① Studuino:bit と PC を USB ケーブルで接続します。 

 

② メニューの「編集」から「接続」を選択します。 

 

③ センサーボードが表示され、センサーの値が変化していれば接続完了です。接続中に 

USB が抜けると通信が切断されセンサーボードの値が変化しなくなります。 
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④ 接続を解除するときは、「編集」から「接続解除」を選択してください。接続中に USB 

ケーブルが抜けて通信が切断された場合も「接続解除」を行ってください。 

 

 

 

 

3.3.4. プログラムの転送方法（ロボットモードのみ） 

① メニューの「編集」から「転送」を選択します。 

 

② 転送先を選択して転送します。プログラム名の変更も可能です。 
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③ 転送直後Studuino:bitの右上の LEDが青く点灯し、数秒後に消灯すれば転送完了です。 

 

④ LED が白く点灯したり、消灯しない場合は転送に失敗していますので、リセットボタ 

ンを押し、再度転送を行ってください。 

 

 

 

3.3.5. プロジェクトの保存と読み込み 

作成したプロジェクトの保存と読み込みは「ファイル」メニューから行います。 

プロジェクトを保存する場合、「ファイル」メニューの「コンピューターに保存する」を選

択します。 

保存したプロジェクトを開く場合、「ファイル」メニューの「コンピューターから読み込む」 

を選択し、表示されたリストから選択して「OK」をタップします。 
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3.3.6. ダウンロードしたプロジェクトの読み込み方法 

WEB サイトから作例プログラムをダウンロードします。 

●sbd ファイルがダウンロードされる場合 

ダウンロードされたプロジェクト（sbd ファイル）はメニューの「ファイル」から「コンピ

ューターから読み込む」を選択し、開くことが可能です。 

 

 

●zip ファイルがダウンロードされる場合 

Chromebook の「ファイル」アプリからダウンロードした ZIP 圧縮ファイルをタップ（ダ

ブルクリック）して中に格納されている sbd ファイルを表示します。 

 

sbd ファイルをドラッグ＆ドロップでマイファイル等にコピーします。 

 

プロジェクト（sbd ファイル）はメニューの「ファイル」から「コンピューターから読み込

む」を選択し、開くことが可能です。 
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3.3.7. ファームウェアの更新 

Studuino:bit ソフトウェアのバージョンアップ時に Studuino:bit のファームウェアを更新す

る必要があります。ソフトウェアのバージョンアップ時に「ヘルプ」よりファームウェア

の更新を行うか、タブレットとの接続時にファームウェアの更新の指示が表示されます。 

※ファームウェア更新の際、ご使用の端末の WiFi 接続先が Studuino:bit に変更されます。 

接続先の変更が制限されている場合、更新を行っていただけませんのでご注意ください。 

 

① 「ヘルプ」から「ファームウェア更新」を選択します。 

 

② 「Studuino:bit ファームウェア更新手順」の新しいページが開きます。 

③ 右上の LED が緑色に点灯していることを確認します。 

 

④ Studuino:bit 本体をアクセスポイントとして Chromebook を Wi-Fi に接続します。 

Chromebook の Wi-Fi 設定を開いて Studuino:bit に接続します。 

パスワード欄には「0123456789」と入力してください。 

 

⑤ 「更新を開始する」ボタンを押してください。  
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⑥ ファームウェアの更新が始まります。LED が順番に白く点灯します。 

 

⑦ LED が全て点灯後、消灯するとファームウェアの更新完了です。更新が終わると

「Studuino:bit ファームウェア更新手順」のページは自動的に閉じられます。 
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3.4. Mac をご使用の方 

本項目には Mac 版 Studuino:bit ソフトウェアのセットアップ手順を記載しています。 

3.4.1. ソフトウェアのインストール 

あらかじめインストール用のファイルをダウンロードしてから、インストール操作を行っ

てください。インストール対象の PC がインターネットに接続されていない場合は、インタ

ーネットに接続された PC でダウンロードし、USB メモリなどで対象の PC にコピーして

ください。 

[1] ダウンロード  

① ArtecRobo2.0 サイト「https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/」にアクセスしま

す。 

② 表示されたページの「ソフトウェアダウンロード」をクリックしてください。 

③ 表示されたページの「Mac」欄から、「ソフトウェアダウンロード」ボタンをクリック

してダウンロードしてください。 

 

[2] インストール 

① ダウンロードしたファイルを開いてください。 

② 表示されたフォルダの中の「StuduinoBit.app」をアプリケーションフォルダに移動し

てください。 

 

  

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/


Mac 

 

34 

 

[3] 起動 

① 初回起動時のみ以下の手順を行ってください。一度起動した後は「StuduinoBit.app」

をダブルクリックで起動します。 

1. 「StuduinoBit.app」のアイコンを Control キーを押しながらクリックします。 

2. 表示されたメニューから「開く」を選択します。 

3. 以下のウインドウが表示されますので、「開く」を選択してください。 

 

② スタートアップ画面が立ち上がったら、モードを選択してください。 

モードの違いは 5 ロボットモードとキャラクターモードの切り替え（59 ページ）を参

照してください。 
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3.4.2. 接続方法 

① Studuino:bit と PC を USB ケーブルで接続します。 

 

② メニューの「編集」から「接続」を選択します。 

 

③ センサーボードが表示され、センサーの値が変化していれば接続完了です。接続中に 

USB が抜けると通信が切断されセンサーボードの値が変化しなくなります。 
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④ 接続を解除するときは、「編集」から「接続解除」を選択してください。接続中に USB 

ケーブルが抜けて通信が切断された場合も「接続解除」を行ってください。 

 

 

 

3.4.3. プログラムの転送方法（ロボットモードのみ） 

① メニューの「編集」から「転送」を選択します。 

 

② 転送先を選択して転送します。プログラム名の変更も可能です。 
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③ 転送直後Studuino:bitの右上の LEDが青く点灯し、数秒後に消灯すれば転送完了です。 

 

④ LED が白く点灯したり、消灯しない場合は転送に失敗していますので、リセットボタ 

ンを押し、再度転送を行ってください。 

 

 

 

3.4.4. プロジェクトの保存と読み込み 

作成したプロジェクトの保存と読み込みは「ファイル」メニューから行います。 

プロジェクトを保存する場合、「ファイル」メニューの「コンピューターに保存する」を選 

択します。 

保存したプロジェクトを開く場合、「ファイル」メニューの「コンピューターから読み込む」 

を選択し、表示されたリストから選択して「OK」をタップします。 
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3.4.5. ダウンロードしたプロジェクトの読み込み方法 

WEB サイトから作例プログラムをダウンロードします。 

ZIP 圧縮ファイルがダウンロードされた場合、解凍の作業を行ってください。ZIP 圧縮ファ

イルのアイコンをダブルクリックすることで解凍され、sbd ファイルが表示されます。 

ダウンロードされたプロジェクト（sbd ファイル）はメニューの「ファイル」から「コンピ

ューターから読み込む」を選択して開けます。 

 

 

 

3.4.6. ファームウェアの更新 

Studuino:bit ソフトウェアのバージョンアップ時に Studuino:bit のファームウェアを更新す

る必要があります。ソフトウェアのバージョンアップ時に「ヘルプ」よりファームウェア

の更新を行うか、タブレットとの接続時にファームウェアの更新の指示が表示されます。 

 

Studuino:bit と USB 接続した状態で「OK」をクリックするとファームウェアの更新が始ま

ります。 
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3.5. Android をご使用の方 

本項目には Android 版 Studuino:bit ソフトウェアのセットアップ手順を記載しています。 

 

※ Chromebookの2016年以降に販売されたモデルで、Android アプリおよび Bluetooth4.0 

に対応した機種でもご使用いただけますが、2020 年 9 月現在、ChromeOS のバージョン

により Android アプリでの Bluetooth 接続が不安定になる事例が報告されています。安

定した接続を必要とする場合は USB 接続をご使用ください。 

 

3.5.1. ソフトウェアのインストール 

Google Play ストアから「Studuino:bit」で検索してインストールしてください。 

インストール後、端末のアプリ一覧に下記のアイコンが表示されます。 
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3.5.2. 接続方法 

① Studuino:bit の BATT に電池ボックスを接続します。 

 

② メニューの「編集」から「接続」を選択します。 

 

③ 画面の表示に従い、B ボタンを押しながらリセットボタンを 1 回押します。 

  

④ LED にパターンが表示されるまで B ボタンを押し続けてください。 
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⑤ 本体に表示された LED の点灯パターンと同じデバイスを選択します。 

 

 

⑥ センサーボードが表示され、センサーの値が変化していれば接続完了です。 

  

⑦ 接続を解除するときは、「編集」から「接続解除」を選択してください。接続中に通信 

が切断された場合も「接続解除」を行ってください。 
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3.5.3. プログラムの転送方法（ロボットモードのみ） 

① メニューの「編集」から「転送」を選択します。 

 

② 画面の表示に従い B ボタンを押しながらリセットボタンを 1 回押します。 
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③ LED にパターンが表示されるまで B ボタンを押し続けてください。 

 

④ 本体に表示された LED の点灯パターンと同じデバイスを選択します。 

 

⑤ 転送先を選択して転送します。プログラム名の変更も可能です。 

 

⑥ 転送直後Studuino:bitの右上の LEDが青く点灯し、数秒後に消灯すれば転送完了です。 

  

表示されない場合は 

「更新」ボタンを押してください。 
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⑦ LED が白く点灯したり、消灯しない場合は転送に失敗していますので、リセットボタ 

ンを押し、再度転送を行ってください。 

 

 

 

 

3.5.4. プロジェクトの保存と読み込み 

作成したプロジェクトの保存と読み込みは「ファイル」メニューから行います。 

 

プロジェクトを保存する場合、「ファイル」メニューの「コンピューターに保存する」を選

択します。 
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プロジェクト名を入力し、「OK」をタップすると、新規で保存されます。 

リスト内のプロジェクトをタップすると、その名前が入力欄に反映され、「OK」をタップす

ると選択したプロジェクトが上書き保存されます。 

 

保存したプロジェクトを開く場合、「ファイル」メニューの「コンピューターから読み込む」

を選択し、表示されたリストから選択して「OK」をタップします。 

 

  

プロジェクト名を入力 

保存されているプロジェクトのリスト 
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3.5.5. ダウンロードしたプロジェクトの読み込み方法 

WEB サイトから作例プログラムをダウンロードします。 

●sbd ファイルがダウンロードされる場合 

「開く」をタップするとアプリを選択するメッセージが表示されます。「１回のみ」をタッ

プすると次回以降も同様に尋ねられますが、「常時」を選択すると次回以降は自動的に

Studuino:bit で開くようになります。 

ダウンロードしたファイルは、通常「ダウンロード」フォルダに保存されており、ファイ

ルマネージャアプリ等を使用して開くことが可能です。使用方法については各アプリのマ

ニュアルをご参照ください。 

 

開いたプロジェクトをメニューの「ファイル」から「コンピューターに保存する」を行う

ことで、次回から「ファイル」の「コンピューターから読み込む」から開けます。 

 

 

※お使いの端末により、 

表示される内容は異なります。 
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●zip ファイルがダウンロードされる場合 

ダウンロードしたファイルは、通常「ダウンロード」フォルダに保存されており、ファイ

ルマネージャアプリ等を使用して確認が可能です。ダウンロードした ZIP 圧縮ファイルを

解凍アプリ等を使用して解凍してください。解凍された sbd ファイルはファイルマネージ

ャアプリ等を使用して開いてください。使用方法については各アプリのマニュアルをご参

照ください。 

 

開いたプロジェクトをメニューの「ファイル」から「コンピューターに保存する」を行う

ことで、次回から「ファイル」の「コンピューターから読み込む」から開くことも可能で

す。 

 

  

※お使いの端末により、 

表示される内容は異なります。 
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3.5.6. プロジェクトの共有方法 

プロジェクトを共有する場合、「ファイル」メニューの「コンピューターから読み込む」を 

選択し、表示されたリストから選択して「共有」をタップし、共有方法を選択します。 

 

 

 

 

3.5.7. ファームウェアの更新 

Studuino:bit ソフトウェアのバージョンアップ時に Studuino:bit のファームウェアを更新す

る必要があります。ソフトウェアのバージョンアップ時に「ヘルプ」よりファームウェア

の更新を行うか、タブレットとの接続時にファームウェアの更新の指示が表示されます。 

※ファームウェア更新の際、ご使用の端末の WiFi 接続先が Studuino:bit に変更されます。 

接続先の変更が制限されている場合、更新を行っていただけませんのでご注意ください。 

 

① Studuino:bit の BATT に電池ボックスを接続します。 
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② メニューの「編集」から「接続」を選択します。 

 

③ 画面の表示に従い、B ボタンを押しながらリセットボタンを 1 回押します。 

 

④ LED にパターンが表示されるまで B ボタンを押し続けてください。 

 

⑤ 本体に表示された LED の点灯パターンと同じデバイスを選択します。 

 

表示されない場合は 

「更新」ボタンを押してください。 
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⑥ 「ヘルプ」から「ファームウェア更新」を選択します。 

 

⑦ 「OK」をタップします。 

 

⑧ 右上の LED が緑に点灯していることを確認し、「OK」をタップします。 

 

⑨ Studuino:bit 本体をアクセスポイントとして Android を Wi-Fi に接続します。 
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⑩ ファームウェアの更新が始まります。LED が順番に白く点灯します。 

 

⑪ LED が全て点灯後、消灯するとファームウェアの更新完了です。 
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4. PC からタブレットへの転送方法 

本項目には PC 端末（Windows,Mac）からタブレット端末（Android,iPad）へのプロジェク

ト転送方法を記載しています。 

4.1. Windows から Android への転送方法 

① WindowsPC と Android タブレットのソフトウェアのセットアップを完了させます。 

② PC とタブレットを USB ケーブルで接続します。 

③ タブレットの「この端末を USB で充電中」の通知をタップします。 

 

④ 「USB 接続の用途」の下で「ファイルを転送する」を選択します 

 

⑤ パソコン側でファイル転送のウィンドウが開いたら内部共有ストレージを開き、その

中の「Download」フォルダに転送したいファイルを移動させます。 

 

⑥ 転送を終えたら、PC とタブレットの接続を解除し、USB ケーブルを取り外します。 

⑦ Android タブレット上で Google Play ストアから「Files by Google」を検索してインス

トールしてください。「Files by Google」は Google から提供されているファイル管理

アプリです。 

  

※お使いの端末により、 

表示される内容は異なります。 
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⑧ 「Files by Google」を立ち上げダウンロードをタップします。 

 

⑨ 先ほど転送したプロジェクトを選択します。 

  

⑩ 共有で Studuino:bit を選択しプロジェクトを開きます。 

 

⑪ 「ファイル」から「コンピューターに保存する」を選択してください。次回以降は「コ

ンピューターから読み込む」からプロジェクトを開くことが可能です。 
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4.2. Windows から iPad への転送方法 

① WindowsPC と iPad のソフトウェアのセットアップを完了させます。 

② PC 上に iTunes for Windows をインストールします。 

③ PC とタブレットを USB ケーブルで接続します。 

④ PC の iTunes で左上に表示されているデバイスマークをクリックします。 

 

⑤ 「ファイル共有」をクリックし、App の中から Studuino:bit を選択します。 

⑥ 転送したいプロジェクトファイルをドラッグアンドドロップで転送し、iTunes を終了

します。 

 

⑦ USB ケーブルを取り外します。 

⑧ 「ファイル」の「コンピューターから読み込む」から転送したプロジェクトを開くこ

とが可能です。 
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4.3. Mac から Android への転送方法 

① Mac と Android のソフトウェアのセットアップを完了させます 

② Macに「Android File Transfer」をダウンロードします。「Android File Transfer」はGoogle

から提供されている Mac 向け Android ファイルマネージャーです。 

③ ダウンロードした”.dmg”ファイルを展開し、ドラッグ＆ドロップでアプリケーション

フォルダへ移します。 

 

④ Mac とタブレットを USB ケーブルで接続します。 

⑤ タブレットの「この端末を USB で充電中」の通知をタップします。 

 

⑥ 「USB 接続の用途」の下で「ファイルを転送する」を選択します 

 

  

※お使いの端末により、 

表示される内容は異なります。 
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⑦ Mac で Android が認識されると、自動的に「Android File Transfer」が起動し、中のフ

ォルダを参照できます。 

 

⑧ 転送したいプロジェクトファイルを Android の「Download」フォルダに移動させます。 

⑨ 転送を終えたら、PC と Android の接続を解除します。 

⑩ Android タブレット上で Google Play ストアから「Files by Google」を検索してインス

トールしてください。「Files by Google」は Google から提供されているファイル管理

アプリです。 

⑪ 「Files by Google」を立ち上げダウンロードをタップします。 
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⑫ 先ほど転送したプロジェクトを選択します。 

  

⑬ 共有で Studuino:bit を選択しプロジェクトを開きます。 

 

⑭ 「ファイル」から「コンピューターに保存する」を選択してください。次回以降は「コ

ンピューターから読み込む」からプロジェクトを開くことが可能です。 
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4.4. Mac から iPad への転送方法 

① Mac と iPad のソフトウェアのセットアップを完了させます 

② Mac 上で転送したいプロジェクトファイルを選択します。 

③ App のウインドウの共有ボタン をクリックします。または、Finder で「control」

キーを押しながらファイルをクリックして、ショートカットメニューから「共有」を

選択します。 

④ リストに表示される共有オプションの中から「AirDrop」を選択します。 

⑤ 「AirDrop」シートで iPad を選択して、送信します。 

⑥ iPad 側でプロジェクトファイルを受け取ると、自動で Studuino:bit が起動します。 

⑦ 「ファイル」から「コンピューターに保存する」を選択してください。次回以降は「コ

ンピューターから読み込む」からプロジェクトを開くことが可能です。 
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5. ロボットモードとキャラクターモードの切り替え 

メニューの「編集」から「ロボットモード／キャラクターモード」を切り替えることがで

きます。 

 

●ロボットモード  

ロボットモードではロボットを動かすためのプログラムをつくって、Studuino:bit に転送す

ることができます。また、ロボットモードではつくったプログラムを Python 言語に変換す

ることができます。 

 

●キャラクターモード 

キャラクターモードでは「スプライト」を追加し、画面内でキャラクターを動かすプログ

ラムをつくることができます。 
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6. トラブルシューティング 

本ソフトウェアを使用した際のトラブルシューティングを下記に記します。発生した問題 

が以下に記載した手順で解決できない場合や発生した問題が記載されていない場合は、お 

手数ですが末尾のお問い合わせ先（64 ページ）までお問い合わせください。 

トラブル内容 対処方法 

購入した商品のパーツが不足してい

た場合や、壊れていた場合はどうす

ればよいですか。 

お手数ですが末尾のお問い合わせ先(64 ページ)まで

お問い合わせください。 

ソフトウェアの取扱説明書は入手で

きますか。 

ソフトウェアセットアップマニュアル（PDF）は下

記 URL よりダウンロードできます。 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/ 

ソフトウェアの操作方法についてはソフトウェア起

動後のチュートリアルより確認いただけます。 

組立説明書は PDF で入手できます

か。 

 https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/sample/ 

 上記 URL より各作例の組立説明書をダウンロード

できます。 

DC モーターがカチカチと空回りし

ます。 

過負荷がかかって、内部ギヤ保護用のスリップ機構

が働いています。ＤＣモーターは内部ギヤ破損を防

ぐため、軸部に一定以上の負荷がかかるとカチカチ

という音とともに空回りする構造となっています。

スリップが起こる場合は負荷がかからないように組

み立てを見直してください。スリップを長時間起こ

し続けると、摩耗によりスリップが起こりやすくな

り小さな負荷でもスリップが起こるようになってし

まいます。 

 

  

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/
https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/sample/
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トラブル内容 対処方法 

DC モーターが動きません。 接続コネクタを間違えている可能性があります。入

出力設定と接続コネクタの番号および、プログラム

のコネクタ設定があっていることを確認してくだ

さい。 

電池が消耗している可能性があります。新しい電池

に交換してください。 

DC モーターを使用した作品を動作

させていると、途中で動きがおかしく

なる。 

電池が消耗している可能性があります。電池が一定

程度消耗していると DC モーターの動作時（DC モ

ーターが回転する瞬間や、回転方向が変化する瞬

間）に電圧降下が起こり、リセットがかかってしま

う場合があります。新しい電池に交換してくださ

い。 

サーボモーターの角度が指定通りの

角度になりません。 

電池が消耗している可能性があります。新しい電池

に交換してください。 

個体差により 5 度程度の誤差が発生します。ソフト

ウェアよりモーター校正を行ってください。 

サーボモーターが動きません。 電池が消耗している可能性があります。新しい電池

に交換してください。 

※サーボモーターを複数同時に使用している場合、

新品でもマンガン電池では電流量が少なく、スムー

ズに動かない場合があります。必ずアルカリ電池を

ご使用ください。 

サーボモーターが途中で脱力し、しば

らくしたら動きます。 

サーボモーターに一定以上の負荷がかかると内部

ギヤ保護のためにサーボモーターへ流れる電流が

一時的に遮断されます。負荷がかからないように組

立を見直してください。 

センサーが反応しません。 接続コネクタを間違えている可能性があります。入

出力設定と接続コネクタの番号および、プログラム

のコネクタ設定があっていることを確認してくだ

さい。 
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トラブル内容 対処方法 

デバイス間通信がうまくいきません。 複数のデバイス間通信を行うプログラムを同時に

起動させると、通信がうまくいかない場合がありま

す。1 台のメインユニット（Studino:bit）のプログ

ラムが起動完了してから、通信させるほかのメイン

ユニット（Studuino:bit）のプログラムを順番に起動

させてください。 

転送できない。右上の LED が白色に

点灯したままになる。 

1. 転送に失敗しています。リセットボタンを押し

て再度転送しなおしてください。 

2. アプリケーションやファームウェアのバージョ

ンが古く、転送に失敗しやすいものをご使用の可能

性がございます。最新版のアプリケーションをダウ

ンロードし、ファームウェアを更新してから再度お

試しください。 

変数・リスト・関数ブロックを作成し

たが表示されない。 

コードタブから他のタブ（Python タブや、コスチュ

ームタブ）に切り替えてから、コードタブに戻って

ください。 

接続状態（テストモード）で、「無線」

ブロックが動作しない 

「無線」ブロックは転送のみ対応します。 

 

接続中に頻繁に接続解除される。 

[Windows/Mac] 

USB ケーブルが破損しているか、本体のコネクタが

破損している可能性がございます。 

別の USB ケーブルに交換してご確認いただき、そ

れでも同じ症状が見られる場合、お手数ですが末尾

のお問い合わせ先(64ページ)までお問い合わせくだ

さい。 

接続中に頻繁に接続解除される。 

[iOS/Android] 

バッテリー残量が少なくなっている可能性がござ

います。新品の電池に交換してお試しください。 
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トラブル内容 対処方法 

電源を入れると、右上の LED が緑に

点灯する。 

[iOS, Android, Chromebook] 

WiFi によるファームウェアの更新スタンバイ状態

になっています。 

「ヘルプ」メニューから「ファームウェア更新」を

選択して更新を完了させてください。 

更新を行わない場合、A ボタンを押しながらリセッ

トするか、そのまま 1~2 分お待ちいただくと、LED

が消灯しスタンバイ状態が解除されます。 

ファームウェア更新後に接続すると

エラーが出る。 

ファームウェア更新後、本体のリセットボタンを押

し、A ボタンの下の緑色の LED が点灯することを確

認の上、接続してください。 

何度やってもファームウェアの更新

に失敗する。 

USB ケーブルが破損しているか、本体のコネクタが

破損している可能性がございます。 

別の USB ケーブルに交換してご確認いただき、そ

れでも同じ症状が見られる場合、お手数ですが末尾

のお問い合わせ先(64ページ)までお問い合わせくだ

さい。 

プログラムを転送したが意図した動

作をしない。 

全角・半角の間違いがないかご確認ください。数値

のみ入力可能なブロックは半角のみを受け付ける

ようにしおりますが、数値・文字どちらも入力可能

な箇所で全角の数値を入力すると、意図した動作を

しない可能性があります。 

ファームウェア更新に対応していな

い旨のメッセージが表示される。 

お使いのデバイスのファームウェアが古く、WiFi

でのファームウェア更新に対応しておりません。 

PC(Windows/Mac)にて「ヘルプ」メニューからファ

ームウェア更新を行うか、PC をお持ちでない場合

は対応したものにお取替えいたしますので、お手数

ですが末尾のお問い合わせ先(64ページ)までお問い

合わせください。" 
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トラブル内容 対処方法 

接続しようとすると「デバイスが見つ

かりません」と表示される 

Windows7/8.1 をお使いの場合、デバイスドライバ

のインストールが必要です。インストールされてい

ない場合は下記 URL のソフトウェアダウンロード

ページからダウンロードしてインストールを行っ

てください。 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/ 

※インストールには管理者権限が必要です。 

デバイス選択画面に自分のデバイス

と同じパターンが表示されない。 

[iOS, Android, Chromebook] 

1. 検索時間内に検出されなかった可能性がありま

す。「更新」ボタンを押して再度デバイスを検索し

てください。 

2. タブレットのBluetooth機能をオフにしてから再

度オンにしてください。 

「ネットワークに参加する」メニュー

が表示されない。 

[iOS, Android, Chromebook] 

ネットワーク機能は USB（Windows, Mac）のみご

使用いただけます。 

 

 

 

7. お問い合わせ先 

株式会社 アーテック お客様相談窓口 

お電話によるお問い合わせ 072-990-5656 

お問い合わせフォーム https://www.artec-kk.co.jp/contact/ 

 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/
https://www.artec-kk.co.jp/contact/

