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1. はじめに 

Mu エディタで Python スクリプト（プログラム）を記述し、Studuino:bit に転送することが

できます。本書は、Mu エディタの取扱説明書です。 

 

2. GUI 

 「モード」ボタン 

「モード」ボタンをクリックすると「モードの選択」ウィンドウが表示されます。

Studuino:bit を選択してください。 

 

 

 「新規」ボタン 

新規にエディタを使用する際に使用します。 

 

 

新規にエディタが表示されます。 

タブで編集するエディタを切り替え 

ることができます。 
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 「開く」ボタン 

ファイルに保存されている Python スクリプトを開く際に使用します。 

 

 

 「保存」ボタン 

Mu エディタで編集した Python スクリプトを保存する際に使用します。 

 

  

デフォルトは、ユーザーフォルダの 

mu_code フォルダが表示されます。 

Pythonスクリプトを保存します。 

デフォルトの保存先は、ユーザー 

フォルダの mu_code フォルダです。 
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 「実行」ボタン 

Muエディタで編集したPythonスクリプトをStuduino:bitで実行する際に使用します。 

 

 

「実行」ボタンをクリックすると下側にウィンドウが表示され REPL を使用できるよう

になります。REPL 表示中は「転送」ボタン、「ファイル」ボタンは灰色表示になり使

用できません。「REPL」ボタンをクリックすることでウィンドウが非表示になり、「転

送」ボタン、「ファイル」ボタンを使用できるようになります。 

 

  

下側にウィンドウが表示され 

>>>が表示されて、Muで書い 

たプログラムが Studuino:bit 

で実行されます。 
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 転送 

Studuino:bit には 10 個のサンプルプログラムが用意されています。Studuino:bit は、A

ボタンを押しながら起動時することで、サンプルプログラム選択モードになり、0～9

番のサンプルプログラムを選択することができます。手順やサンプルプログラムの詳

細は、下記の「３ メインユニット（Studuino:bit）の起動方法」と「４ サンプルプロ

グラムの操作方法」を参照してください。 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/pdf/jp/82541man_K0419_J.pdf 

 

Mu エディタで作成したスクリプトを Studuion:bit のサンプルプログラム 0～9 が書か

れている領域に転送することができます。転送ボタンをクリックすると、転送先を選

択するウィンドウが表示されます。 

 

スクリプトを転送すると、指定した番号のサンプルプログラムが上書きされ、サンプ

ルプログラムの選択モードで実行することができます。 

 

 

  

転送ボタンをクリックすると、0～9の 

転送先を選択するウィンドウが表示 

されます。転送したい番号の Transfer 

ボタンをクリックしてプログラムを転送 

します。 

転送が完了したら、ステータス 

バーに転送完了のメッセージが 

表示されます。 

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/pdf/jp/82541man_K0419_J.pdf
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 「ファイル」ボタン 

Studuino:bit のファイルと PC のファイルを表示、編集する際に使用します。 

 

 

「ファイル」ボタンをクリックすると下側にウィンドウが表示されます。ウィンドウ

表示中は「実行」ボタン、「転送」ボタン、「REPL」ボタン、「プロッター」ボタンは灰

色表示になり使用できません。「ファイル」ボタンをクリックすることでウィンドウが

非表示になり、他のボタンを使用できるようになります。 

 

「デバイスのファイル」と「コンピュータのファイル」をドラッグ＆ドロップで移動

することで、Studuino:bit と PC 間でのファイルの転送を行えます。 

 

 

「デバイスのファイル」のファイル上で右クリックしファイルを削除できます。「コン

ピュータのファイル」のファイル上で右クリックし Mu エディタで開くことができます。

「コンピュータのファイル」のファイルの削除は、エクスプローラーなどで直接行っ

てください。 

下側にウィンドウが表示されて 

左側の「デバイスのファイル」には 

Studuino:bitの中のファイル。 

右側の「コンピュータのファイル」には 

PCの（mu_code フォルダの中）のファ 

イルが表示されます。 
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 REPL 

REPL ボタンをクリックすることで REPL を表示します。 

 

 

「REPL」ボタンをクリックすると下側にウィンドウが表示され REPL を使用できるよ

うになります。REPL 表示中は「転送」ボタン、「ファイル」ボタンは灰色表示になり

使用できません。再度「REPL」ボタンをクリックすることでウィンドウが非表示にな

り、「転送」ボタン、「ファイル」ボタンを使用できるようになります。 

 

REPL を利用すれば、1 行ずつ実行できます。下図のように>>>の後に 1 ページ目の例

で書いたプログラムを打ち込むことで同じ結果を得ることができます（LED ディスプ

レイに”Hello”と表示されます） 

 

REPLが表示されます。 
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 プロッター 

グラフを表示します。 

 

グラフ表示中は「転送」ボタン、「ファイル」ボタンは灰色表示になり使用できません。

再度「プロッター」ボタンをクリックすることでウィンドウが非表示になり、「転送」

ボタン、「ファイル」ボタンを使用できるようになります。 

 

タプル型で標準出力に出力された値がグラフにプロットされます。 

下記のようにエディタにプログラムを記述します。このプログラムは、1 秒間隔で 1～

10 の乱数をタプル型で出力するプログラムです。 

 

 

Studuino:bit と PC を USB ケーブルで接続し、「実行」ボタンでプログラムを実行し

た後、「プロッター」ボタンでグラフを表示すると 1 秒間隔で出力される乱数がグラフ

にプロットされる様子を見ることができます。 
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 拡大、縮小、テーマ 

文字の大きさ、エディタの見栄えを変えることができます。 

 

 

 チェック 

チェックボタンをクリックすることで、構文チェックします。 

 

 

  

構文チェックをします 



9 

 

 Tidy 

Tidy ボタンをクリックすることで、Python の構文に合ったコードに変更します。 

 

 

3. 管理画面 

管理画面により、Mu エディタや Studuino:bit の設定ができます。ウィンドウの右下にある

「Mu 管理」ボタンをクリックすると「Mu 管理」画面が表示されます。ここでは、

Studuino:bit 用に追加した機能、「MicroPython 書き込み」と「MicroPython パッケージ」の

説明をします。「現在のログ」に関しては https://codewith.mu/en/howto/1.0/read_logs を、 

「Python3 環境」に関しては https://codewith.mu/en/howto/1.0/python3_envars を参照して

ください。 

 

 

 

https://codewith.mu/en/howto/1.0/read_logs
https://codewith.mu/en/howto/1.0/python3_envars
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 MicroPython 書き込み 

本機能を使用することで、MicroPython を更新することができます。Mu エディタの設定に

よって、表示される画面が変わります。下図の左側の画面が表示された場合は、「Studuino:bit

に MicroPython を書き込む手順」を参考に MicroPython を更新してください。右側の画面

が表示された場合は、次の手順に従って Mu エディタの設定をしてください。 

 

 

MicroPython の書き込みには、esptool モジュールが必要です。次の手順により、esptool

モジュールを Mu エディタに設定することができます。 

① 「Python パッケージ」タブを選択 

② esptool を追記 

③ OK ボタンをクリック 

 

設定後、自動的に画面が終了します。 
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 MicroPython パッケージ 

本機能を使用することで、PyPI（※）で提供されている MicroPython のパッケージを

Studuino:bit にインストールできます。画面の「MicroPython ライブラリをインストールす

る手順」を参考にしてください。 

 

ネットワークを利用したインストールのため、数十秒時間がかかる場合があります。イン

ストール終了後、下記のメッセージが表示されます。正しくインストールされた場合、OK

が表示されます。 

 

※PyPI（Python Package Index）は、Python で作成されたパッケージが登録されている保

管場所です。下記 URL から登録されているパッケージを確認することができます。 

https://pypi.org/ 

ArtecRobo2.0 を制御するライブラリや IoT ライブラリも PyPI で提供していて、本機能を使

用することで最新のバージョンに更新することができます。 

https://pypi.org/project/micropython-artecrobo2.0/ 

https://pypi.org/project/micropython-studuinobit-iot/ 

  

https://pypi.org/
https://pypi.org/project/micropython-artecrobo2.0/
https://pypi.org/project/micropython-studuinobit-iot/
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 Python パッケージ 

本機能を使用することで、PyPI で提供されている MicroPython のパッケージを Mu エディ

タにインストールまたは、Mu エディタからアンインストールできます。 

画面の編集部分（下図赤枠）にインストールしたいパッケージを追記します。アンインス

トールする場合は、編集部分にあるパッケージ名を削除します。 

OK ボタンをクリックするとインストールまたはアンインストールが実行されます。 
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4. 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/contact/

