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はじめに

テキストの使い方

このテキストでは、プログラミング教材ArtecRobo2.0（アーテックロボ2.0）をつかって、プ

ログラムで動く身近な製品を自分でつくり、その中でコンピューターやプログラムがどのよ

うに活用されているかを体験を通して学習します。テキストは「基礎編」と「応用編」があり、

この応用編では、テーマに沿った探究的な学習の例を載せています。授業で取り上げたい

テーマを選んで実施してください。基礎編では、プログラミングの基本とソフトウェアや

ArtecRobo2.0を動かすStuduino:bit（スタディーノビット）の使い方を載せています。

パーツの使い方が分らない場合は参考にしてください。

赤外線フォトリフレクタを使用して、衝突事故を未然に防ぐ車の安全運転支援システムのプログラ
ムをつくります。

目次

4．交通安全を考える～衝突回避システム～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

DCモーターを使用してロボットカーをつくり、コースに沿って自動で走るプログラムをつくります。

3．自動化を考える～自動運転システム～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

加速度センサーを使用して、地震を音と光で知らせるプログラムをつくります。

2．災害対策を考える～地震感知器～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

LEDやブザー、ボタンを制御して、歩行者用信号機のプログラムをつくります。

１．交通システムを考える～信号機～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

※本テキストに記載されている製品やサービスの名称は、各社の商標または登録商標です。
・Windowsは、米国およびその他の国で登録されたMicrosoft Corporationの商標です。
・Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
・iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の   
　国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
・Apple StoreはApple Inc.のサービスマークです。
・Android、Chromebook、Google Playは、Google LLCの商標です。
・ArtecRobo2.0およびStuduino:bitは、株式会社アーテックの商標です。

※本テキストはパソコンを使用した場合の表記で統一しています。タブレットを使用する場合は、テキスト内の表記で
「クリック」を「タップ」、「ドラッグ」を「スワイプ」と読み替えて操作を行ってください。
※スタディーノビットを使用しない場合はスタディーノビットを電池ボックスから外すようにしてください。ボタンの押
下の確認に電力を消耗し、一週間ほどで電池切れになります。
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プログラミング教材ArtecRobo2.0は、メインユニットである「スタディーノビット」というコンピュー

ターと拡張パーツを取り付けできる「ロボット拡張ユニット」で構成されています。

ArtecRobo2.0について

スタディーノビット

ロボット拡張ユニット

温度センサー 光センサー

BボタンAボタン

フルカラーLEDマトリクス5×5

USBコネクター

電源コネクター

ブザー(基礎編26ページ）

リセットボタン

9軸センサー

マイクロコントローラー

3軸加速度

3軸コンパス ）（ (基礎編42ページ）

3軸ジャイロ

(基礎編29ページ）

(基礎編22ページ）

(基礎編38ページ） (基礎編34ページ）

(基礎編29ページ）

ロボット拡張ユニット

スタディーノビット
（右側面） （正面） （左側面）

（底面）

※赤枠の端子に拡張パーツをつなぎます。

※スタディーノビットは
   裏返しにしても接続可能です。

(基礎編56ページ）(基礎編51ページ）● DCモーター ● 赤外線フォトリフレクタ

【このテキストで使用できる拡張パーツ】

表

裏

アーテックロボ　　　　　　

きょうざい　　　 アーテックロボ　　　

かくちょう　　　　　　　　　　 と　 　　つ　                                          　　    かくちょう　                    　　　     こうせい

かくちょう

かくちょう

かくちょうしよう

せきがいせん

かくちょうあかわく　　たんし

おもて

うら

おんど　　　　　　　  きそへん

                                                                                                                                                       -エー

エルイーディー

ビー

ひかり　　　　　　  きそへん

ユーエスビー

でんげん

じく

じく  かそくど

じく

じく

ていめん

みぎそくめん しょうめん ひだりそくめん

うらがえ　　　　　　　 せつぞくかのう

ディーシー

きそへんきそへん

きそへん

きそへん

きそへん

きそへんきそへん
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ArtecRobo2.0では、スタディーノビットとアーテックブロックを組み合わせることで、様々な作品を

つくりプログラミングで制御することができます。総合的な学習テキストで使用するアーテックブロッ

クは以下の7種類です。

これらのブロックをつかって、応用編では以下のような作例をつくります。

めだま タイヤ タイヤゴム

ハーフＡ 薄グレー ハーフC 白 ステー基本四角 白

自動化を考える ～自動運転システム～

交通システムを考える～信号機～ 災害対策を考える ～地震感知器～

交通安全を考える ～衝突回避システム～

く　　　  あ　　　　　　　　　　　　　　　 さまざま　　　 さくひん

せいぎょ

きほんしかく　  　しろ シー  しろエー　うす

いか　　　　    しゅるい

そうごうてき　　　がくしゅう                                    しよう

アーテックロボ　 

おうようへん　　　　　　 いか　　　                     さくれい

こうつう　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　  しんごうき

じどうか　　　かんが　　　　　　　  じどううんてん こうつうあんぜん　　 かんが　　　　　　　 しょうとつかいひ

さいがいたいさく　　 かんが　　　　　              じしんかんちき
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1. 交通システムを考える ～ 信号機 ～

LEDやブザー、ボタンを制御して、歩行者用信号機のプログラムをつくります。

今、環境問題の解決や住みやすい暮らしのためにスマートシティと呼ばれる様々な新しい仕組みが

考えられています。この章では、歩行者用信号機を例に取って、その動作プログラムのつくり方を説

明しています。手順に沿って進めるだけでなく、以下のような視点からプログラムを考えていくこと

で、さらに探求的な学習をすることができます。

※章末（21ページ）に詳しいコラムを載せています。

❶ 信号機が設置される場所
信号機はどのような場所に多く設置されているのかを考えてみましょう。

❷ 青信号の点灯・点滅時間
青信号の点灯・点滅の時間はどのように決められているでしょうか。身近な信号機の設置場所の

環境と関連付けて考えてみましょう。

❸ 信号機のバリアフリー化
例えば、目が不自由な方は信号の色が確認できず、横断歩道を渡ってよいかの判断ができませ

ん。様々な人が障害なく信号機を利用するために考えられる工夫を話し合いましょう。

❹ 自動車用信号機
自動車用信号機と歩行者用信号機は、連動して信号が切り替わっています。信号の切り替え制御

がどのような方法で行われているかを考えてみましょう。

授業を進めるにあたって

こうつう　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　 　しんごうき

エルイーディー　　　　　　　　　　　　　　　　  せいぎょ　　　　　　  ほこうしゃよう      しんごうき
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信号機は青・黄・赤のライトを順番に規則正しく点灯させま

す。そこには点灯時間や順番などがプログラムされており、

自動で切り替わるように制御されています。例えば、歩行者

用信号機は青信号がしばらく点滅して、もうすぐ赤に変わる

ことを知らせるようにプログラムされています。

また、点灯時間はセンサーをつかって様々な場所で車の交通量を読み取り、街中の信号機の切り替

わる時間が調整されています。このようにすることで、街の中で交通渋滞を起こりにくくすることがで

きます。

1-1. 信号機の動作

赤く点灯

青く点灯

青く点滅

道路を走る車の台数など
を計測

交通管制センターで
交通情報を分析

信号機の点灯時間を変える
などして渋滞をなくす

センサー コンピューター インジケーター

ここでは、LEDやボタンをプログラミングで制御して歩行者用信号機や押しボタン式信号機の動作を

つくるなかで、交通システムについての理解を深めます。

他にも、歩行者が渡るときだけボタンを押して

信号を青にする押しボタン式信号機も存在しま

す。押しボタン式信号機は交通量が多い道路で

も歩行者の安全を確保するために開発された

という背景があります。

しんごうき　　　　　　どうさ

しんごうき　　　あお　　き　　あか じゅんばん　　   きそく  ただ てんとう
てんとうあか

あお

あお

てんとう

てんめつ

てんとう　 じかん        じゅんばん

てんとう　 じかん 

じどう　　  　き　  　か　　　　                    せいぎょ たと　　　　　　  ほこうしゃ

よう　しんごうき　　　あおしんんごう　　　　　　　　　　てんめつ あか　　  か

し

さまざま　　　 ばしょ　　　くるま　　 こうつうりょう　　　 よ　     　と　　　   まちなか　　　　しんごうき　　　　き　　　か

じかん　　　ちょうせい まち　 　なか　　  こうつうじゅうたい　    　お

どうろ　　  はし　　くるま　　だいすう

　 けいそく

こうつうかんせい

こうつうじょうほう　　ぶんせき

しんごうき　　  　てんとうじかん　　   か

　　　          じゅうたい

ほか　　　　　　  ほこうしゃ　 　   わた　　                                                   お

 しんごう　　 あお　　           　お　　            　　　しきしんごうき　      　そんざい

お　　             　　　しきしんごうき　　　  こうつうりょう  　　おお　　　どうろ

ほこうしゃ　　　 あんぜん　    　かくほ　　                            かいはつ

はいけい

エルイーディー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せいぎょ　　　　　ほこうしゃよう　　 しんごうき　　　  お しき　しんごうき　　　　どうさ

こうつう りかい　　  ふか
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1-2. 信号機の組み立て

スタディーノビットとアーテックブロックを使って、信号機を組み立てます。

❶ ❷ ❸

❹

BATT

● 使うパーツ

スタディーノビット×1　　　　　  電池ボックス×1　　　　　　ブロック ハーフC（白）×2

ブロックをつなぐ 電池ボックスにブロックをつける スタディーノビットを❷につける

コードをスタディーノビットにつなぐ

しんごうき　　　　　　く　　　  　た

つか　　　　　　 しんごうき　    　く　   　た

つか

でんち

でんち

シー

バッテリー
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カテゴリー 　ブロックパレット

1-3. 歩行者用信号機のプログラム

LEDを赤色や青色で点灯・点滅させることで以下のような歩行者用信号機の動作をつくります。
     LEDの使い方は、基礎編の22ページで説明しています。

これからプログラムを作成するため、Studuino:bit 

Softwareのアイコンをクリックして、ソフトウェアを

立ち上げます。

ソフトウェアが立ち上がったら、ロボットモードを選択

して、プログラム作成画面を表示します。

スクリプトエリア

言語の選択

3秒間赤く点灯させる　　　　　3秒間青く点灯させる　       　    5回青く点滅させる 

ほこうしゃよう　　　　 しんごうき

ほこうしゃよう　  しんごうき　　　  どうさエルイーディー　　あかいろ　　 あおいろ　　 てんとう　 てんめつ　　　　　　　　　　　　　いか

エルイーディー　つか  　かた　　   きそへん　　　　　　　　　　　せつめい

びょうかん あか　　  てんとう びょうかん あお　　  てんとう かい あお　　   てんめつ

さくせい　　　　　　　　　　　スタディーノビット

ソフトウェア

た　　　あ

た　　　あ せんたく

さくせいがめん　　　ひょうじ

げんご　  せんたく
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     LEDの使い方は、基礎編の22ページで説明しています。

これからプログラムを作成するため、Studuino:bit 

Softwareのアイコンをクリックして、ソフトウェアを

立ち上げます。

ソフトウェアが立ち上がったら、ロボットモードを選択

して、プログラム作成画面を表示します。

スクリプトエリア

言語の選択

3秒間赤く点灯させる　　　　　3秒間青く点灯させる　       　    5回青く点滅させる 

ほこうしゃよう　　　　 しんごうき

ほこうしゃよう　  しんごうき　　　  どうさエルイーディー　　あかいろ　　 あおいろ　　 てんとう　 てんめつ　　　　　　　　　　　　　いか

エルイーディー　つか  　かた　　   きそへん　　　　　　　　　　　せつめい

びょうかん あか　　  てんとう びょうかん あお　　  てんとう かい あお　　   てんめつ

さくせい　　　　　　　　　　　スタディーノビット

ソフトウェア

た　　　あ

た　　　あ せんたく

さくせいがめん　　　ひょうじ

げんご　  せんたく

LEDの上半分を3秒間赤く点灯させるプログラムをつくります。

1-3-1. 赤点灯のプログラム

３秒間赤く点灯

３秒間青く点灯

５回青く点滅

❶ スクリプトエリアにイベントカテゴリーの 　　

　　　　　  をドラッグします。

❷ 見た目カテゴリーの 　　　　　　　をつない

で、上半分が赤く点灯するように設定します。

❸ 制御カテゴリーの              をつないで、秒数

を3秒にします。

　　　　　 

　 　　　　

           

クリックして
上半分を点灯
させる

点灯色に赤を
選択する

あかてんとう

エルイーディー　  うえはんぶん　　　  びょうかん あか　   てんとう

びょうかん あか　   てんとう

びょうかん あお　    てんとう

かい あお てんめつ

み　　　め

うえはんぶん　 　あか　　てんとう　　                   　せってい

うえはんぶん　 　てんとう てんとうしょく　　あか

せんたく

せいぎょ

びょう

びょうすう
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❹ 見た目カテゴリーの                 をつなぎます。

❺  プログラムを転送して、LEDが3秒間赤く点灯するかを確認します。
     転送方法は、基礎編の14ページで説明しています。

     パソコン／タブレットとの接続でもプログラムを実行することができます。その場合は、接続状態にした後、　

　　　　　　　　　をクリックしてください。接続方法は、基礎編の13ページで説明しています。

               

3秒

　　　　　　　

み　　　め

びょう

てんそう　　　　　エルイーディー　　びょうかん あか　　 てんとう　　　　　　　　　かくにん

てんそうほうほう　　  　きそへん　　　                    　せつめい

せつぞく                        じっこう   　　　　　　ばあい　　　せつぞくじょうたい　　　　　あと

せつぞくほうほう　　　　きそへん　　　　　　　　　　　 　　せつめい

9



❹ 見た目カテゴリーの                 をつなぎます。

❺  プログラムを転送して、LEDが3秒間赤く点灯するかを確認します。
     転送方法は、基礎編の14ページで説明しています。

     パソコン／タブレットとの接続でもプログラムを実行することができます。その場合は、接続状態にした後、　

　　　　　　　　　をクリックしてください。接続方法は、基礎編の13ページで説明しています。

               

3秒

　　　　　　　

み　　　め

びょう

てんそう　　　　　エルイーディー　　びょうかん あか　　 てんとう　　　　　　　　　かくにん

てんそうほうほう　　  　きそへん　　　                    　せつめい

せつぞく                        じっこう   　　　　　　ばあい　　　せつぞくじょうたい　　　　　あと

せつぞくほうほう　　　　きそへん　　　　　　　　　　　 　　せつめい

LEDが赤く点灯した後、LEDの下半分を3秒間青く点灯させるプログラムをつくります。

1-3-2. 青点灯のプログラム

３秒間赤く点灯

３秒間青く点灯

５回青く点滅

❶ LEDの下半分を3秒間青く点灯させるプロ

グラムを赤く点灯させるプログラムの後に

つなぎます。

❷ プログラムを転送して、LEDが赤、青の順番で点灯するかを確認します。
　

あおてんとう

エルイーディー あか　     てんとう　　        のち エルイーディー 　したはんぶん　　　　びょうかん あお　   てんとう

びょうかん あか　　  てんとう

びょうかん あお　　  てんとう

びょうかん あお　　  てんとう

かい あお　　  てんめつ

エルイーディー  したはんぶん

あか　　てんとう あと

てんそう　　        エルイーディー　 あか　  あお　　 じゅんばん　　 てんとう　　　　　　　　　 かくにん
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LEDが青く点灯した後、LEDの下半分を5回青く点滅させるプログラムをつくります。点滅の間隔は0.5

秒ごとにします。

1-3-3. 青点滅のプログラム

３秒間赤く点灯

３秒間青く点灯

５回青く点滅

❶ 1回だけ点滅するプログラムとして、LED

の下半分が0.5秒間青く点灯するプログ

ラムをスクリプトエリアにつくります。

5回

0.5秒

0.5秒

同じ動作を何度も繰り返す場合、制御カテゴリーの             を使うと、プログラムを短くまとめるこ

とができます（反復処理）。

        

❷ 制御カテゴリーの              で❶のプロ

グラムを囲んで、繰り返す回数を5回にし

ます。

           
5回

あおてんめつ

エルイーディー  あお　 　てんとう　　    　 あと  エルイーディー　したはんぶん　　      かい あお　　 てんめつ てんめつ　　　 かんかく

びょう

びょうかん あか　　   てんとう

びょうかん あお　　   てんとう

かい あお　  　てんめつ
びょう

びょう

かい

おな　　  どうさ　　　　なんど           く　　   かえ　   　ばあい　　 せいぎょ つか みじか

はんぷくしょり

かい　　　  　てんめつ エルイーディー

したはんぶん　　　　　　びょうかん あお　　てんとう

せいぎょ

かこ　　　　　 　く　　  かえ　    かいすう      　　かい
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LEDが青く点灯した後、LEDの下半分を5回青く点滅させるプログラムをつくります。点滅の間隔は0.5

秒ごとにします。

1-3-3. 青点滅のプログラム

３秒間赤く点灯

３秒間青く点灯

５回青く点滅

❶ 1回だけ点滅するプログラムとして、LED

の下半分が0.5秒間青く点灯するプログ

ラムをスクリプトエリアにつくります。

5回

0.5秒

0.5秒

同じ動作を何度も繰り返す場合、制御カテゴリーの             を使うと、プログラムを短くまとめるこ

とができます（反復処理）。

        

❷ 制御カテゴリーの              で❶のプロ

グラムを囲んで、繰り返す回数を5回にし

ます。

           
5回

あおてんめつ

エルイーディー  あお　 　てんとう　　    　 あと  エルイーディー　したはんぶん　　      かい あお　　 てんめつ てんめつ　　　 かんかく

びょう

びょうかん あか　　   てんとう

びょうかん あお　　   てんとう

かい あお　  　てんめつ
びょう

びょう

かい

おな　　  どうさ　　　　なんど           く　　   かえ　   　ばあい　　 せいぎょ つか みじか

はんぷくしょり

かい　　　  　てんめつ エルイーディー

したはんぶん　　　　　　びょうかん あお　　てんとう

せいぎょ

かこ　　　　　 　く　　  かえ　    かいすう      　　かい

❸ 接続状態にして、先ほどつくったプログラムをクリックして実行します。すると、LEDの消灯の

時間が短く、ほとんど点灯したままになっていることがわかります。これは、プログラムが非常

に早く処理されるため、            のすぐ後に                     が行われてしまうためです。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

消
灯
す
る
時
間
が
な
い

          

    LEDを正しく点滅させるには、消灯させる時間をとるため　　　　 のあとに  　　　   をつなぐ

必要があります。

　　　 　　　   

同じ

❺ プログラムを転送して、LEDが赤、青と点灯してから点滅するかを確認します。

❹ 制御カテゴリーの　　　　 　を 　　　　につな
いで、秒数を0.5秒にします。そして、元のプログ

ラムにつなぎます。

　　　　　　 　

つなぐ

せつぞくじょうたい　　　　　　 さき　 じっこう エルイーディー　しょうとう

じかん　　 みじか てんとう ひじょう

はや　 　しょり おこな

おな

かいめ

かいめ

かいめ

かいめ

かいめ

し
ょ
う
と
う　
　
　

  　
　
　

じ
か
ん

エルイーディー ただ　　      てんめつ　　                             しょうとう　　              じかん

ひつよう

せいぎょ

びょうすう　　　　  　びょう　　　　　　　　     もと

てんそう　　　　エルイーディー   あか　 あお    　てんとう　　　　　　　　 てんめつ　　　                 かくにん

あと
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反復処理を使ってプログラムを短くまとめることで、プログラムの修正や変更も簡単にな
ります。例えば、今回のプログラムの点滅の速さと点滅回数を変えるとします。反復処理
を使っているので、秒数と繰り返しの回数を変えるだけでプログラムを修正できます。
一方で、もし反復処理を使っていなかった場合、全ての秒数を修正して、点滅のプログラム
を繰り返す回数だけ増やす必要があります。

例）点滅を0.1秒ごとに50回繰り返すように変更する場合

反復処理を使う理由参考 

ここだけ修正する

全て修正する50
回
分
並
べ
る

反復処理を使う 反復処理を使わない

さんこう　 はんぷくしょり　　　　　つか　　　 りゆう

はんぷくしょり　　 　つか みじか しゅうせい　　 へんこう　　  かんたん

たと　　　　 　　こんかい てんめつ　  　はや   てんめつかいすう　　 　か はんぷくしょり

つか　　　　　　　　　　　　　  びょうすう　     く　  　かえ　      　 かいすう　　   か しゅうせい

いっぽう　　　　　　　　　はんぷくしょり　　　 つか ばあい　　すべ　　　　 びょうすう　　 しゅうせい　          　てんめつ

く　　　かえ　 　かいすう　　　　    ふ　　　　　ひつよう

れい　 てんめつ        　　　びょう　　               　　かい  く　   　かえ      　　　　　 　へんこう　　       　ばあい

はんぷくしょり　　　つか はんぷくしょり　　　つか

しゅうせい

すべ　　しゅうせい

か
い
ぶ
ん 

な
ら
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反復処理を使ってプログラムを短くまとめることで、プログラムの修正や変更も簡単にな
ります。例えば、今回のプログラムの点滅の速さと点滅回数を変えるとします。反復処理
を使っているので、秒数と繰り返しの回数を変えるだけでプログラムを修正できます。
一方で、もし反復処理を使っていなかった場合、全ての秒数を修正して、点滅のプログラム
を繰り返す回数だけ増やす必要があります。

例）点滅を0.1秒ごとに50回繰り返すように変更する場合

反復処理を使う理由参考 

ここだけ修正する

全て修正する50
回
分
並
べ
る

反復処理を使う 反復処理を使わない

さんこう　 はんぷくしょり　　　　　つか　　　 りゆう

はんぷくしょり　　 　つか みじか しゅうせい　　 へんこう　　  かんたん

たと　　　　 　　こんかい てんめつ　  　はや   てんめつかいすう　　 　か はんぷくしょり

つか　　　　　　　　　　　　　  びょうすう　     く　  　かえ　      　 かいすう　　   か しゅうせい

いっぽう　　　　　　　　　はんぷくしょり　　　 つか ばあい　　すべ　　　　 びょうすう　　 しゅうせい　          　てんめつ

く　　　かえ　 　かいすう　　　　    ふ　　　　　ひつよう

れい　 てんめつ        　　　びょう　　               　　かい  く　   　かえ      　　　　　 　へんこう　　       　ばあい

はんぷくしょり　　　つか はんぷくしょり　　　つか

しゅうせい

すべ　　しゅうせい

か
い
ぶ
ん 

な
ら

信号は一度動作したら終わりではないので、繰り返しずっと動き続けるようにプログラムを改良します。

1-3-4. 点灯と点滅を繰り返すプログラム

３秒間赤く点灯

３秒間青く点灯

５回青く点滅

❶ 制御カテゴリーの 　　　　でプログラム

全体を囲みます。

❷ プログラムを転送して、信号機がずっと動き続けるかを確認します。

最初に戻って
繰り返し動作する

　　

てんとう        てんめつ　    　く　　 　かえ

しんごう　　  いちど　 どうさ　               　お く　　  かえ 　　　　　　　うご　 　つづ かいりょう

さいしょ　　 もど

 く　　 かえ　    どうさ

びょうかん あか　　 てんとう

びょうかん あお　　 てんとう

かい あお　　  てんめつ

せいぎょ

ぜんたい　　かこ

てんそう　　　　　　 しんごうき　　                  うご　 　つづ　　　　　　　 　かくにん
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LEDの点灯パターンは自分でつくることができます。例えば、人型のシルエットに見えるパ
ターンをつくると、実際の信号機に見た目を近づけることができます。

例）止まっているときと歩いているときのシルエット

プログラムの工夫点参考 

止まっている

歩いている

さんこう　 くふうてん

エルイーディー    てんとう じぶん たと　　　　　　ひとがた　　　　　　　　　　　　　  　み

じっさい　 　　しんごうき          み　　    め　　 ちか

れい 　と ある

ある

と
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LEDの点灯パターンは自分でつくることができます。例えば、人型のシルエットに見えるパ
ターンをつくると、実際の信号機に見た目を近づけることができます。

例）止まっているときと歩いているときのシルエット

プログラムの工夫点参考 

止まっている

歩いている

さんこう　 くふうてん

エルイーディー    てんとう じぶん たと　　　　　　ひとがた　　　　　　　　　　　　　  　み

じっさい　 　　しんごうき          み　　    め　　 ちか

れい 　と ある

ある

と

1-4. 押しボタン式信号機のプログラム

ボタンが押されたか押されていないかのような条件の成立と不成立によって、その後の動作が変わる

プログラムの処理を「分岐処理」といいます。

スタディーノビットのＡボタンを使って、押しボタン式信号機の動作をつくります。プログラムは14

ページでつくったものを改造して作成します。押しボタン式信号機のプログラムを図で表すと以下の

ようになります。
    ボタンの使い方は、基礎編の29ページで説明しています。

赤く点灯

はじめの状態

Ａボタンが押されていないとき

何もしない

Ａボタンが押されたとき

赤く点灯

青く点灯

青く点滅

3秒間待つ

５回

14ページ
でつくった
プログラム

お　　　　　　　　　　　　 しき         しんごうき

エー　　　　　　　　  つか　　　    　　お　　　           　　  しき    しんごうき　　       どうさ

かいぞう　　　　　さくせい

つか　 かた　    　きそへん　                                せつめい

お　　　           　   しき    しんごうき ず　　 あらわ　　　　　いか

じょうたい

エー　　　　　　　　　　お エー　　　　　　　　　　お

あか　  　てんとう

あか　  　てんとう

あお　  　てんとう

あお　  　てんめつ

なに

びょうかん　ま

かい

お　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうけん　　  せいりつ      　 ふせいりつ ご　　　　どうさ　 　　か

しょり　　　　　  ぶんきしょり
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❶ 14ページのプログラムからLEDが青く点灯・点滅するプログラムを外して、スクリプトエリア 
　  に置きます。

❷ 赤く点灯させるだけなので、             、               、            の3つのブロックを削除します。

はじめの状態として、LEDが赤く点灯するプログラ

ムをつくります。

赤く点灯

はじめの状態

1-4-1. はじめの状態のプログラム

削除する

外す

               

プログラムは
消さないで
ください

じょうたい

じょうたい　　　　　　エルイーディー    あか　 　てんとう

じょうたい

エルイーディー    あお　 　てんとう　  てんめつ　 　　　　　　　　　　　　　　　　はず 

お

け

はず

あか　 　てんとう さくじょ

さくじょ

あか　　  てんとう
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❶ 14ページのプログラムからLEDが青く点灯・点滅するプログラムを外して、スクリプトエリア 
　  に置きます。

❷ 赤く点灯させるだけなので、             、               、            の3つのブロックを削除します。

はじめの状態として、LEDが赤く点灯するプログラ

ムをつくります。

赤く点灯

はじめの状態

1-4-1. はじめの状態のプログラム

削除する

外す

               

プログラムは
消さないで
ください

じょうたい

じょうたい　　　　　　エルイーディー    あか　 　てんとう

じょうたい

エルイーディー    あお　 　てんとう　  てんめつ　 　　　　　　　　　　　　　　　　はず 

お

け

はず

あか　 　てんとう さくじょ

さくじょ

あか　　  てんとう

Aボタンが押されたときに、青く点灯・点滅するプ

ログラムをつくります。最後に赤く点灯するプログ

ラムを入れるのは、青信号が終わった後に再度赤

信号に戻るようにするためです。スタディーノビット

のボタンが押されたときの動作は調べるカテゴ

リーの 　　　　　　　  を使うことで、簡単につく

ることができます。

1-4-2. Ａボタンが押されたときのプログラム

Ａボタンが押されたとき

赤く点灯

青く点灯

青く点滅

3秒間待つ

５回

❶ 調べるカテゴリーの 　　　            を
スクリプトエリアにドラッグして、LEDが

青く点灯・点滅するプログラムをつなげ

ます。

　　　　　 　 

　　          

14ページ
でつくった
プログラム

エー

エー　　　　　　　　　  お　　　　　　　　　　　　　　  あお　　  てんとう　　てんめつ

お

さいご　　　あか　  　てんとう

い　　　　　　　　　　　  あおしんごう　       お 　　            　あと　　　 さいど　あか

しんごう　　 もど

お　　　　　　　　　　　　　　　 どうさ　     　しら

つか　　　　　　　　　かんたん

おエー

あお　　  てんとう

あお　　  てんめつ

あか　　  てんとう

びょうかん　ま

かい

しら

エルイーディー

あお　　 てんとう　   てんめつ
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❸ プログラムを転送して、Ａボタンを押したときに青信号に切り替わるかを確認します。

❷ 青く点滅した後、再度LEDを赤く点灯させ
るために                    をつなぎます。                 

制御カテゴリーの            と調べるカテゴリーの             

　　　　　　　　　　を組み合わせてプログラ

ムをつくることで、同様の動作をさせることがで

きます。このプログラムでは、Ａボタンが押されて

いるときと、そうではないときで分岐処理を行っ

ています。

         を使ったプログラム参考        

             

　　　　　　　　　　

プログラムを　　　　　で囲む理由は、基礎編の33ペ

ージで説明しています。

あお　　 てんめつ　　　　 あと　　さいど  エルイーディー　 あか　　 てんとう

てんそう　　　　　 エー　                 　　お　　　                        あおしんごう　　　 き　   　か　　　　　　　　　 かくにん

さんこう つか

せいぎょ しら

く　　  　あ

どうよう　　　 どうさ

エー　　　　　　　　　お

ぶんきしょり　　　 おこな

かこ　 　りゆう　     　きそへん

せつめい
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❸ プログラムを転送して、Ａボタンを押したときに青信号に切り替わるかを確認します。

❷ 青く点滅した後、再度LEDを赤く点灯させ
るために                    をつなぎます。                 

制御カテゴリーの            と調べるカテゴリーの             

　　　　　　　　　　を組み合わせてプログラ

ムをつくることで、同様の動作をさせることがで

きます。このプログラムでは、Ａボタンが押されて

いるときと、そうではないときで分岐処理を行っ

ています。

         を使ったプログラム参考        

             

　　　　　　　　　　

プログラムを　　　　　で囲む理由は、基礎編の33ペ

ージで説明しています。

あお　　 てんめつ　　　　 あと　　さいど  エルイーディー　 あか　　 てんとう

てんそう　　　　　 エー　                 　　お　　　                        あおしんごう　　　 き　   　か　　　　　　　　　 かくにん

さんこう つか

せいぎょ しら

く　　  　あ

どうよう　　　 どうさ

エー　　　　　　　　　お

ぶんきしょり　　　 おこな

かこ　 　りゆう　     　きそへん

せつめい

音響装置付き信号機は、目の不自由な人のために信号が変わったことを音で知らせる信

号機です。本テキストでも、スタディーノビットのブザーを使ってプログラムをつくると音

で知らせる信号機になります。例えば、信号が青のときに「カッコウ」を鳴らすプログラム

は以下のようにつくります。

　 ブザーの使いかたは、基礎編の26ページで説明しています。

音響装置付き信号機参考 

Ａボタンが押されたとき

赤く点灯

青く点灯

青く点滅

3秒間待つ

Ａボタンが押されたとき

赤く点灯

青く点滅

「カッコウ」の音を
5回鳴らす

青く点灯

④

③

②

①

ミ ド

④

③

②

①

カッコウの楽譜

おと

かい な

さんこう おんきょう   そうち     つ　　      しんごうき

おんきょうそうち　 つ　　　  しんごうき　　　　　め　　    　ふじゆう　　　  ひと しんごう　　　か おと　　　し

おと

しん

ごうき ほん つか

し　　　　　　　  しんごうき たと　　　　　　しんごう　　  あお な

いか

つか　　　　　　　　  きそへん　　　　　　　　　　  　せつめい

エー　　　　　　お エー　　　　　　お

あお　てんとう あお　てんとう

あお　てんめつ あお　てんめつ

あか　てんとう あか　てんとう

びょうかん ま

がくふ
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❶ 信号機が設置される場所
信号機の設置場所は交通安全を守るため、必然的に交通量が多い場所になります。主に以下の理由
から信号機が設置されます。
◆ 事故が多発している地域であるから
◆ 近くに小中学校や幼稚園、病院、老人ホームなどの特に安全を確保すべき施設があるから
◆ 交通量が多く信号機がない場合、歩行者の横断が困難となるから

❷ 青信号の点灯・点滅時間
青信号の点灯・点滅時間は基本的に横断歩道の長さをもとに決められています。一般的に、点灯時
間は歩行者が横断歩道を渡り終えるまでの時間、点滅時間は横断歩道の半分を渡り終える時間と
なっています。
例）横断歩道の幅：10m、歩く速さ：1m/秒のとき
　 点灯時間：10m ÷ 1m/秒 = 10秒
　 点滅時間：( 10m ÷ 2 ) ÷ 1m/秒 = 5秒
実際の信号機では、この時間を基準に交通量などの情報からいくらかの秒数を足したものが点灯・
点滅時間となっています。この調査や設定は、各都道府県の警察署により行われています。

❸ 信号機のバリアフリー化
信号機はどんな人でも安心して利用できるようにしなければなりません。実際の信号機では、以下の
ような工夫でバリアフリー化を図っています。
◆ 幼い子供に対して
　　信号の色だけでなく人が歩くシルエットと止まるシルエットで示す（15ページ参照）
◆ 目が不自由な人に対して
　　音（例. 「カッコウ」や「とおりゃんせ」）で青信号であることを示す（20ページ参照）
◆ 高齢者に対して
　　ゆっくりと横断できるように青信号の時間を延長するボタンをつける

❹ 自動車用信号機
歩行者用と自動車用の信号機の切り替わるタイミングがずれてしまうと大きな事故につながるため、
制御は非常に重要です。 制御方法としては、以下のようなものが考えられます。
(1) 時間制御でタイミングよく切り替える
    動作のパターンが決められるため、制御がわかりやすく簡単にできます。しかし、交通状態に対し 
　 て柔軟な対応ができません。
(2) 切り替えるタイミングをお互いに通信し合う
    お互いが情報を送受信する必要がありますが、交通状態によって切り替えるタイミングを変えて
　 柔軟に対応することができます。
　 例えば、自動車を感知したときだけ歩行者用信号機を赤表示にする「感応式信号機」などがあり  
　 ます。

授業を進めるにあたって
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　 点灯時間：10m ÷ 1m/秒 = 10秒
　 点滅時間：( 10m ÷ 2 ) ÷ 1m/秒 = 5秒
実際の信号機では、この時間を基準に交通量などの情報からいくらかの秒数を足したものが点灯・
点滅時間となっています。この調査や設定は、各都道府県の警察署により行われています。

❸ 信号機のバリアフリー化
信号機はどんな人でも安心して利用できるようにしなければなりません。実際の信号機では、以下の
ような工夫でバリアフリー化を図っています。
◆ 幼い子供に対して
　　信号の色だけでなく人が歩くシルエットと止まるシルエットで示す（15ページ参照）
◆ 目が不自由な人に対して
　　音（例. 「カッコウ」や「とおりゃんせ」）で青信号であることを示す（20ページ参照）
◆ 高齢者に対して
　　ゆっくりと横断できるように青信号の時間を延長するボタンをつける

❹ 自動車用信号機
歩行者用と自動車用の信号機の切り替わるタイミングがずれてしまうと大きな事故につながるため、
制御は非常に重要です。 制御方法としては、以下のようなものが考えられます。
(1) 時間制御でタイミングよく切り替える
    動作のパターンが決められるため、制御がわかりやすく簡単にできます。しかし、交通状態に対し 
　 て柔軟な対応ができません。
(2) 切り替えるタイミングをお互いに通信し合う
    お互いが情報を送受信する必要がありますが、交通状態によって切り替えるタイミングを変えて
　 柔軟に対応することができます。
　 例えば、自動車を感知したときだけ歩行者用信号機を赤表示にする「感応式信号機」などがあり  
　 ます。

授業を進めるにあたって 2. 災害対策を考える～地震感知器～

加速度センサーを使って、地震を音と光で知らせるプログラムをつくります。

日本は地震大国として有名で、その被害を最小限に抑えるために様々な仕組みが考えられています。

この章では、地震感知器を例に取って、その動作プログラムのつくり方を説明しています。手順に

沿って進めるだけでなく、以下のような視点からプログラムを考えていくことで、さらに探求的な学

習をすることができます。

※章末（32ページ）に詳しいコラムを載せています。

❶ 世界での震災
日本だけでなく世界でも大地震は起こっています。どのような場所で地震が起こりやすく、また、

大きな被害を受けている場所とそうでない場所にはどのような違いがあるのかを調べてみま

しょう。

❷ 被害を抑えるための技術
例えば、地震感知器は揺れを観測して地震による危険を知らせる装置です。他に震災の対策とし

てどのような技術が使われているかを調べてみましょう。

❸ 災害による被害を抑えるためにできること
私たちの日常生活の中で、災害対策として準備しておいた方がよいことや決めておいた方がよ

いことを考えてみましょう。

授業を進めるにあたって

さいがいたいさく　　　　　　　 かんが　　　　　　　　　　　　　　　　　じしんかんちき

かそくど　　　　　　                 　つか　             　じしん　　　おと　　ひかり　　  し
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2-1. 地震感知器の利用

揺れていることを感知するセンサーとして「加速度センサー」がよく使われます。加速度センサーを使

うと、揺れや傾きを調べることができます。身の回りにあるものでは、ゲームのコントローラーやスマー

トフォンなどに使われています。

ここでは、加速度センサーの条件でブザーとLEDを制御して地震感知器の動作をつくるなかで、災害

対策についての理解を深めます。

地震感知器はエレベーターなどに設置されている地面の揺れを感知する装置で、中には揺れを感知す

るセンサーが内蔵されています。地面が揺れているとセンサーが判断したとき、音を鳴らして危険を伝

えたり、機械の動作を止めたりといった制御がされます。

実際に揺れを感知したとき、エレベーター内のディスプレイに「地震」と表示して、最寄りの階に自動的

に停止してドアが開くようになっているものがあります。

地 震

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

あいうあいう

あいう

じしんかんちき　　　　　　　　りよう

じしんかんちき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   せっち　　　　          　　　　じめん　    　ゆ　　         かんち            　そうち           なか　　　     ゆ　　　　　かんち

ないぞう　　　　　　　　　　　　　　　じめん　　　  ゆ　　                                                            はんだん          　　　　　　 おと   　　な　　               きけん　　　つた

きかい　　  　どうさ　　     と　　                                       せいぎょ

じっさい　　　ゆ　　       　かんち ない じしん　　　　 ひょうじ              　    もよ　　    　　 かい　　　じどうてき

ていし　 　　　　　   ひら

ゆ　　　　　　　　　　　　　　　   かんち かそくど

かそくど

つか

つか

つかかそくど

ゆ　　　　 かたむ　　      しら み　　　まわ

じょうけん エルイーディー　せいぎょ　　　　　　 じしんかんちき　           　どうさ さいがい

たいさく りかい　　　ふか
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2-1. 地震感知器の利用

揺れていることを感知するセンサーとして「加速度センサー」がよく使われます。加速度センサーを使

うと、揺れや傾きを調べることができます。身の回りにあるものでは、ゲームのコントローラーやスマー

トフォンなどに使われています。

ここでは、加速度センサーの条件でブザーとLEDを制御して地震感知器の動作をつくるなかで、災害

対策についての理解を深めます。

地震感知器はエレベーターなどに設置されている地面の揺れを感知する装置で、中には揺れを感知す

るセンサーが内蔵されています。地面が揺れているとセンサーが判断したとき、音を鳴らして危険を伝

えたり、機械の動作を止めたりといった制御がされます。

実際に揺れを感知したとき、エレベーター内のディスプレイに「地震」と表示して、最寄りの階に自動的

に停止してドアが開くようになっているものがあります。

地 震

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

あいうあいう

あいう

じしんかんちき　　　　　　　　りよう

じしんかんちき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   せっち　　　　          　　　　じめん　    　ゆ　　         かんち            　そうち           なか　　　     ゆ　　　　　かんち

ないぞう　　　　　　　　　　　　　　　じめん　　　  ゆ　　                                                            はんだん          　　　　　　 おと   　　な　　               きけん　　　つた

きかい　　  　どうさ　　     と　　                                       せいぎょ

じっさい　　　ゆ　　       　かんち ない じしん　　　　 ひょうじ              　    もよ　　    　　 かい　　　じどうてき

ていし　 　　　　　   ひら

ゆ　　　　　　　　　　　　　　　   かんち かそくど

かそくど

つか

つか

つかかそくど

ゆ　　　　 かたむ　　      しら み　　　まわ

じょうけん エルイーディー　せいぎょ　　　　　　 じしんかんちき　           　どうさ さいがい

たいさく りかい　　　ふか

2-2. 地震感知器の組み立て

スタディーノビットとアーテックブロックを使って、地震感知器を組み立てます。

スタディーノビット×1　　　　　  電池ボックス×1　　　　　　ブロック ハーフC（白）×9

ブロックを組み立てる ❶を電池ボックスにつける スタディーノビットを❷につける❶ ❷ ❸

❹

BATT

● 使うパーツ

コードをスタディーノビットにつなぐ

じしんかんちき　　　　　　 　く　　　  　た

つか じしんかんちき　　　　　く　　　  た

つか

でんち

でんち

シー　しろ

く　　た

バッテリー
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2-3. 地震感知器のプログラム

     加速度センサーの使い方は、基礎編の 42ページで説明しています。

     ブザーの使い方は、基礎編の 26ページで説明しています。

     LED の使い方は、基礎編の 22ページで説明しています。

加速度センサーを使って、LEDとブザーで揺れたことを知らせる地震感知器の動作をつくります。

音を鳴らさない「ド（60）」を鳴らす 

揺れていないとき揺れたとき 

LED

音

揺れたか揺れていないかのような条件の成立と不成立によって、その後の動作が変わるプログラムの

処理を「分岐処理」といいます。

これからプログラムを作成するため、Studuino:bit Software のアイコンを

クリックして、ソフトウェアを立ち上げます。

ソフトウェアが立ち上がったら、ロボットモードを選択して、プログラム作成画面を表示します。

言語の選択

カテゴリー

スクリプトエリア

ブロックパレット

じしんかんちき

かそくど つか　　　　　 ゆ

ゆ ゆ

し じしんかんちきエルイーディー

エルイーディー

エルイーディー つか　  　かた　　　　　きそへん　　　　　　　　　　　　　　　　  せつめい

つか　  　かた　　　　　きそへん　　　　　　　　　　　　　　　　  せつめい

つか　  　かた　　　　　きそへん　　　　　　　　　　　　　　　　  せつめい

どうさ

かそくど

おと な おと　　　な

ゆ ゆ じょうけん　　せいりつ　    ふせいりつ ご　　　どうさ　　　か

しょり ぶんきしょり

さくせい スタディーノビット　　　　　ソフトウェア

た　　 　あ

た　　 　あ せんたく

げんご　せんたく

さくせいがめん　　　ひょうじ
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     加速度センサーの使い方は、基礎編の 42ページで説明しています。

     ブザーの使い方は、基礎編の 26ページで説明しています。
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加速度センサーを使って、LEDとブザーで揺れたことを知らせる地震感知器の動作をつくります。

音を鳴らさない「ド（60）」を鳴らす 

揺れていないとき揺れたとき 

LED

音

揺れたか揺れていないかのような条件の成立と不成立によって、その後の動作が変わるプログラムの

処理を「分岐処理」といいます。

これからプログラムを作成するため、Studuino:bit Software のアイコンを

クリックして、ソフトウェアを立ち上げます。

ソフトウェアが立ち上がったら、ロボットモードを選択して、プログラム作成画面を表示します。

言語の選択

カテゴリー

スクリプトエリア

ブロックパレット

じしんかんちき

かそくど つか　　　　　 ゆ

ゆ ゆ

し じしんかんちきエルイーディー

エルイーディー

エルイーディー つか　  　かた　　　　　きそへん　　　　　　　　　　　　　　　　  せつめい

つか　  　かた　　　　　きそへん　　　　　　　　　　　　　　　　  せつめい

つか　  　かた　　　　　きそへん　　　　　　　　　　　　　　　　  せつめい

どうさ

かそくど

おと な おと　　　な

ゆ ゆ じょうけん　　せいりつ　    ふせいりつ ご　　　どうさ　　　か

しょり ぶんきしょり

さくせい スタディーノビット　　　　　ソフトウェア

た　　 　あ

た　　 　あ せんたく

げんご　せんたく

さくせいがめん　　　ひょうじ

「ド（60）」を鳴らす 

LED

音

❶ スクリプトエリアに音カテゴリーの    　
　　　　　　  をドラッグします。

❷ 見た目カテゴリーの                  をつ
ないで、1つ目の点灯パターンを設定し

ます。

2-3-1. 揺れたときのプログラム

揺れているときの動作として、ブザーから「ド（60）」を鳴らし2種類の LEDの点灯パターンを0.5 秒

ずつ表示するプログラムをつくります。

0.5秒 0.5秒

　 　　　　  

              

ゆ

ゆ

どうさ な しゅるい　　エルイーディー　  てんとう びょう

ひょうじ

エルイーディー

びょう びょう

な

おと

おと

み　 　　め

め　　 　てんとう せってい
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❸ 制御カテゴリーの              をつないで、
秒数を0.5 秒にします。

❹                   をつないで、2つ目の点灯
パターンを設定します。

❺             をつないで、秒数を0.5 秒に
します。

          

❻ パソコン／タブレットとの接続を行った後、プログラムをクリックして実行します。ブザーか
ら音が鳴って、2種類の点灯パターンが LEDに表示されるかを確認します。

　      ブザーの音を止めたいときは、音カテゴリーの                  をクリックします。

          接続方法は、基礎編の 13 ページで説明しています。

                 

0.5秒

0.5秒

びょうすう

びょうすう びょう

びょう

せいぎょ

びょう

め　　 　てんとう

せってい

びょう

せつぞく　　おこな　　  　あと じっこう

おと　　　な　　　　　　　　 しゅるい　　   てんとう エルイーディー　  ひょうじ かくにん

おと　　 と おと

せつぞくほうほう　　　  きそへん せつめい
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　      ブザーの音を止めたいときは、音カテゴリーの                  をクリックします。

          接続方法は、基礎編の 13 ページで説明しています。

                 

0.5秒

0.5秒

びょうすう

びょうすう びょう

びょう

せいぎょ

びょう

め　　 　てんとう

せってい

びょう

せつぞく　　おこな　　  　あと じっこう

おと　　　な　　　　　　　　 しゅるい　　   てんとう エルイーディー　  ひょうじ かくにん

おと　　 と おと

せつぞくほうほう　　　  きそへん せつめい

❶ スクリプトエリアに音カテゴリーの
                  をドラッグします。

　      揺れているときのプログラムにつなぐ必要は

ありません。

2-3-2. 揺れていないときのプログラム

揺れていないときの動作として、ブザーの音を止

めて揺れているときと異なる点灯パターンを表示

するプログラムをつくります。

❸ 接続状態で、揺れていないときのプログラムをクリックして実行します。ブザーから音が鳴
らずに揺れていないときの点灯パターンが LEDに表示されるかを確認します。

              

音を鳴らさない

LED

音

緑

❷ 見た目カテゴリーの                   を
つないで、点灯パターンを設定します。

                 

ゆ

ゆ

ゆ

どうさ おと　　　と

こと　　　  　てんとう　　                          　ひょうじ　

おと おと 　　 な

エルイーディー

みどり

おと

ゆ ひつよう

み　　　 め

てんとう せってい

せつぞくじょうたい　　 　　ゆ じっこう おと　　　な

ゆ てんとう エルイーディー　　ひょうじ かくにん
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❶ スクリプトエリアにイベントカテゴ
リーの                をドラッグします。

         揺れているときと揺れていないときのプ

ログラムをつなぐ必要はありません。

❷ 制御カテゴリーの        をつなぎま
す。

2-3-3. 分岐処理のプログラム

制御カテゴリーの         と調べるカテゴリーの                    を組み合わせて、揺れているときと揺

れていないときで動作を分けるプログラムをつくります。

音を鳴らさない「ド（60）」を鳴らす 

揺れていないとき揺れたとき 

LED

音

      

      

          

             

ぶんきしょり

せいぎょ しら く　　　  あ　　　　　            　ゆ ゆ

どうさ　　　 わ

ゆ

エルイーディー

おと

ゆ

な なおと

ゆ ゆ

ひつよう

せいぎょ
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❶ スクリプトエリアにイベントカテゴ
リーの                をドラッグします。

         揺れているときと揺れていないときのプ

ログラムをつなぐ必要はありません。

❷ 制御カテゴリーの        をつなぎま
す。

2-3-3. 分岐処理のプログラム

制御カテゴリーの         と調べるカテゴリーの                    を組み合わせて、揺れているときと揺

れていないときで動作を分けるプログラムをつくります。

音を鳴らさない「ド（60）」を鳴らす 

揺れていないとき揺れたとき 

LED

音

      

      

          

             

ぶんきしょり

せいぎょ しら く　　　  あ　　　　　            　ゆ ゆ

どうさ　　　 わ

ゆ

エルイーディー

おと

ゆ

な なおと

ゆ ゆ

ひつよう

せいぎょ

❸ 　　　の空欄に調べるカテゴリーの                   
　　　　　　 を入れます。

　  これで、揺れているときとそうでない

とき（揺れていないとき）で処理を分け

るプログラムになります。

❹　　  の上側（揺れているとき）に27
ページでつくった揺れているときのプ

ログラムを入れます。

　

　  

　　　　　　 

❺         の下側（揺れていないとき）に
28 ページでつくった揺れていないと

きのプログラムを入れます。

         
くうらん  　　しら

い

ゆ

ゆ しょり　　   　わ

うえがわ　　 ゆ

したがわ　　　 ゆ

ゆ

い

ゆ

い
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                  を使ったプログラム参考 

❻ 揺れているかを常に確認し続けるために、制
御カテゴリーの　　　でプログラム全体を

囲みます。

　　　　　 で囲む理由は、基礎編の 33 ページで説明

しています。

調べるカテゴリーの                 を使って以下のようなプログラムをつくっても同じような

動作をつくることができます。このプログラムでは、はじめの状態として、揺れていないとき

のプログラムをつくり、揺れるたびに                 のプログラムを行います。

　　

　 

❼ プログラムを転送して、地震感知器を揺らしたときと揺らしていないときでブザーと LED
の動作が変わるかを確認します。

               

                

                

揺れているとき
のプログラム

揺れていないとき
のプログラム

揺れていないとき
のプログラム

ぎょ

ゆ つね　　   かくにん　　つづ せい

ぜんたい

かこ

かこ　　りゆう　　　　　きそへん せつめい

てんそう じしんかんちき            　ゆ ゆ エルイーディー

どうさ　　　  か かくにん

さんこう つか

つか　　　　　いかしら おな

どうさ じょうたい ゆ

ゆ おこな

ゆ

ゆ

ゆ
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                  を使ったプログラム参考 

❻ 揺れているかを常に確認し続けるために、制
御カテゴリーの　　　でプログラム全体を

囲みます。

　　　　　 で囲む理由は、基礎編の 33 ページで説明

しています。

調べるカテゴリーの                 を使って以下のようなプログラムをつくっても同じような

動作をつくることができます。このプログラムでは、はじめの状態として、揺れていないとき

のプログラムをつくり、揺れるたびに                 のプログラムを行います。

　　

　 

❼ プログラムを転送して、地震感知器を揺らしたときと揺らしていないときでブザーと LED
の動作が変わるかを確認します。

               

                

                

揺れているとき
のプログラム

揺れていないとき
のプログラム

揺れていないとき
のプログラム

ぎょ

ゆ つね　　   かくにん　　つづ せい

ぜんたい

かこ

かこ　　りゆう　　　　　きそへん せつめい

てんそう じしんかんちき            　ゆ ゆ エルイーディー

どうさ　　　  か かくにん

さんこう つか

つか　　　　　いかしら おな

どうさ じょうたい ゆ

ゆ おこな

ゆ

ゆ

ゆ

❶ 世界での震災
地震はプレートと呼ばれる地球を覆う十数枚

の硬い岩盤が移動することによって引き起こ

されます。プレートどうしがぶつかり合ってい

る場所で地震は起こりやすく、右図が実際の

プレートの位置と地震の発生場所（赤点）の

関連図です。図からわかる通り、プレートの境

界で頻繁に地震が起こっています。日本は、4

つのプレートの境界上に存在しているため、

世界でも有数の地震大国となっています。

❷ 被害を抑えるための技術
震災の被害を抑えるためには様々な技術があります。中でも建造物の強度を上げる技術はとて

も重要です。例として、以下のようなものが考えられます。

◆ 耐震構造

    太く頑丈な柱・梁で建物自体が地震に耐えられる強度で造られている構造です。

◆ 制振構造

　 建物にエネルギーを吸収するダンパーを設置して、揺れのエネルギーを吸収する構造です。

◆ 免震構造

　 建物と地盤の間にゴムなどでできた装置をはさむことで、建物自体の揺れを軽減し壊れにく

　 くする構造です。

◆ 耐火構造

    燃えにくい材質を使うことで、外部からの延焼を防止する構造です。

❸ 災害による被害を抑えるためにできること
私たちが日頃からできる災害対策として例えば、以下のような対策が考えられます。

◆ 保存食を常備しておく

◆ 応急キットが入ったリュックを用意しておく

◆ 家族との集合場所を決めておく

◆ 身の回りで安全な場所を確認しておく

出典：気象庁ホームページ
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/jishin/about_eq.
html#4_b

大きな地震が起こると被害も大きくなることが多いですが、被害の大きさはそれだけでは決まり

ません。実際は、地盤の揺れやすさ、人口密度、建造物の強度、社会情勢などによって被害の大き

さは変わります。

授業を進めるにあたって
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3. 自動化を考える ～自動運転システム～
DCモーターを使ってロボットカーをつくり、コースに沿って自動で走るプログラムを
つくります。

近年、技術革新が進み、これまで人が行っていた作業をロボットに行わせる「自動化」が様々な分野で

取り入れられ始めています。この章では、ロボットカーを例に取って、その動作プログラムのつくり方

を説明しています。手順に沿って進めるだけでなく、以下のような視点からプログラムを考えていく

ことで、さらに探求的な学習をすることができます。

❶ 自動運転のメリット
自動運転が普及したときにどのようなメリットがあるのかを考えてみましょう。

❷ 自動運転の社会的な問題
自動運転が普及するためには様々な社会的問題を解決する必要があります。どのような問題が

あり、それを解決するにはどのようなことが必要なのかを考えてみましょう。

❸ 自動化で便利になること
自動運転以外でも、自動化されると世の中が便利になることはたくさんあります。現在、どのよ

うなことが自動化されていて、また、将来自動化されてほしいことはどのようなことがあるか考

えてみましょう。

※章末（48ページ）に詳しいコラムを載せています。

授業を進めるにあたって

じどうか　　　　　　かんが じどううんてん

ディーシー　　　　　 　つか そ じどう　 　　はし
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3. 自動化を考える ～自動運転システム～
DCモーターを使ってロボットカーをつくり、コースに沿って自動で走るプログラムを
つくります。

近年、技術革新が進み、これまで人が行っていた作業をロボットに行わせる「自動化」が様々な分野で

取り入れられ始めています。この章では、ロボットカーを例に取って、その動作プログラムのつくり方

を説明しています。手順に沿って進めるだけでなく、以下のような視点からプログラムを考えていく

ことで、さらに探求的な学習をすることができます。

❶ 自動運転のメリット
自動運転が普及したときにどのようなメリットがあるのかを考えてみましょう。

❷ 自動運転の社会的な問題
自動運転が普及するためには様々な社会的問題を解決する必要があります。どのような問題が

あり、それを解決するにはどのようなことが必要なのかを考えてみましょう。

❸ 自動化で便利になること
自動運転以外でも、自動化されると世の中が便利になることはたくさんあります。現在、どのよ

うなことが自動化されていて、また、将来自動化されてほしいことはどのようなことがあるか考

えてみましょう。

※章末（48ページ）に詳しいコラムを載せています。

授業を進めるにあたって

じどうか　　　　　　かんが じどううんてん

ディーシー　　　　　 　つか そ じどう　 　　はし

3-1. 電気自動車による自動運転

自動車には、ガソリンを燃料として動くガソリン自動車と、電気を使って動く電気自動車があります。

自動運転は技術的にはどちらの自動車にも適用することができますが、実際に使われているほとんど

が電気自動車です。これは、それぞれのタイヤを回す仕組みに以下のような違いがあるためです。

ガソリン自動車の場合、エンジンでガスを発生させ、その勢いを変速機に伝えるという2段階の構造を

しています。そのため自動運転を適用する場合、操作が行われてから実際に動作するまでに時間差が

発生します。

一方、電気自動車の場合、モーターを電気的に制御するだけのシンプルな構造をしています。電気的

な制御にはタイムラグがほとんどないため、操作から実際の動作までの時間も非常に速くなります。

このような仕組みのため、電気自動車には自動運転がよく適用されています。

　ここでは、電気自動車と同じようにモーターを使ったロボットカーをつくります。また、コースに沿っ

て自動で走るようにプログラムをつくる中で、車の自動化についての理解を深めます。

エンジンという機関でガソリンを燃や

したときに出るガスの勢いを変速機に

伝えることでタイヤを回す。

あらかじめ充電スタンドなどでバッテ

リーに蓄えた電気を使い、モーターを

制御することでタイヤを回す。

ガソリン自動車 電気自動車

ガソリンタンク

変速機

エンジン

バッテリー

モーター

でんきじどうしゃ　　　　　　　　　　　じどううんてん

じどうしゃ じどうしゃ

じどうしゃ

ねんりょう　　　　　　うご でんき　　　つか　　　 うご　　　　でんきじどうしゃ

じどううんてん　　　　ぎじゅつてき てきよう じっさい　　 つか

でんきじどうしゃ まわ　  　  しく　　　      　いか                           ちが

でんきじどうしゃじどうしゃ

へんそくき

きかん　　　　　　　　　　　　も

で　　　  　　 　いきお　　　  へんそくき

つた　　　　　　　　　　　　　　　　まわ

じゅうでん

たくわ　　　　でんき　    つか

せいぎょ　　　　　　　　　　　　　　　　 まわ

じどうしゃ　　　ばあい はっせい　　　　　　　　　いきお　　　　へんそくき　　  つた だんかい　　こうぞう

どうさ　　　　　　　　　　     じかんさじっさいじどううんてん　      てきよう　    　　ばあい　 　そうさ　　おこな

はっせい

いっぽう　　  でんきじどうしゃ　　　 　ばあい でんきてき　　  せいぎょ こうぞう でんきてき

せいぎょ そうさ　　　  　じっさい　　  どうさ じかん　　  ひじょう 　　はや

し　く でんきじどうしゃ

でんきじどうしゃ　　　  おな

じどううんてん てきよう

つか そ

じどう　　  はし なか　　  くるま　　　じどうか　　　　　　　　　　　  りかい　  　ふか
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3-2. ロボットカーの組み立てと入出力設定

3-2-1. ロボットカーの組み立て

ロボット拡張ユニットにDCモーターを接続してロボットカーを組み立てます。その後、接続したDCモー

ターの入出力設定を行います。
     入出力設定の方法については、基礎編の50ページで説明しています。

スタディーノビット、ロボット拡張ユニット、DCモーターとアーテックブロックを使って、ロボットカーを

組み立てます。

めだま×１ タイヤ×2 タイヤゴム×2

ハーフＡ 薄グレー
×１ 

ハーフC 白 ×4 ステー×2基本四角 白×１ 

モーター接続パーツ×2DCモーター×2

電池ボックス×1

ロボット拡張基盤×1

スタディーノビット×1

● 使うパーツ

❶ ❷ ❸モーターにタイヤをつける ブロックを組み立てる ブロックにモーターをつける

く　　　　た　　　　　　にゅうしゅつりょくせってい

かくちょう

かくちょう

かくちょうきばん

でんち きほん しかく   しろ

ディーシー

ディーシー

せつぞく く　　 　た　　　　　　　　　　　　   ご   　 せつぞく ディーシー

にゅうしゅつりょくせってい　  おこな

にゅうしゅつりょくせってい　  ほうほう きそへん せつめい

く　　　  た

つか

つか

く　　　た

エー うす シー しろ

ディーシー せつぞく

く　 　た　　
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3-2. ロボットカーの組み立てと入出力設定

3-2-1. ロボットカーの組み立て

ロボット拡張ユニットにDCモーターを接続してロボットカーを組み立てます。その後、接続したDCモー

ターの入出力設定を行います。
     入出力設定の方法については、基礎編の50ページで説明しています。

スタディーノビット、ロボット拡張ユニット、DCモーターとアーテックブロックを使って、ロボットカーを

組み立てます。

めだま×１ タイヤ×2 タイヤゴム×2

ハーフＡ 薄グレー
×１ 

ハーフC 白 ×4 ステー×2基本四角 白×１ 

モーター接続パーツ×2DCモーター×2

電池ボックス×1

ロボット拡張基盤×1

スタディーノビット×1

● 使うパーツ

❶ ❷ ❸モーターにタイヤをつける ブロックを組み立てる ブロックにモーターをつける

く　　　　た　　　　　　にゅうしゅつりょくせってい

かくちょう

かくちょう

かくちょうきばん

でんち きほん しかく   しろ

ディーシー

ディーシー

せつぞく く　　 　た　　　　　　　　　　　　   ご   　 せつぞく ディーシー

にゅうしゅつりょくせってい　  おこな

にゅうしゅつりょくせってい　  ほうほう きそへん せつめい

く　　　  た

つか

つか

く　　　た

エー うす シー しろ

ディーシー せつぞく

く　 　た　　

❺ ❻

❼ ❽

❾

M2

BATTM1

❹スタディーノビットを拡張基板に挿す スタディーノビットにモーターをつける ブロックを組み立てる

ブロック❻を取り付ける

コードをつなぐ

電池ボックスを取り付ける

（裏面）

（裏面）

電池ボックス

左
DCモーター

右
DCモーター

かくちょうきばん　　  さ　　

りめん

りめん

く　　　た

と　　　つ と　　　つでんち

でんち

ひだり

ディーシー

みぎ

ディーシー

エム　　バッテリー

エム
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入出力設定でロボット拡張ユニットのM1とM2のコネクターにDCモーターを割り当てます。

入出力設定を行うため、Studuino:bit Software のアイコンをクリックして、

ソフトウェアを立ち上げます。

ソフトウェアが立ち上がったら、ロボットモードを選択して、プログラム作成画面を表示します。

言語の選択

カテゴリー

スクリプトエリア

ブロックパレット

❶ メニューの「編集」から
「入出力設定」を選択します。

❷ M1とM2のコネクターに
DC モーターを割り当てます。

クリック

3-2-2. 入出力設定

DCモーターを選択する

にゅうしゅつりょくせってい 

にゅうしゅつりょくせってい　　　　　　　　　 かくちょう 

にゅうしゅつりょくせってい　  おこな 

わ　　　あ エム エム ディーシー

スタディーノビット　　　　   ソフトウェア　

た　   　あ

た　   　あ せんたく さくせいがめん　    　ひょうじ

げんご　  せんたく

へんしゅう

にゅうしゅつりょくせってい　　　せんたく

エム　　　　　エム

ディーシー わ　　　　あ

ディーシー　　　　　　　　　せんたく
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入出力設定でロボット拡張ユニットのM1とM2のコネクターにDCモーターを割り当てます。

入出力設定を行うため、Studuino:bit Software のアイコンをクリックして、

ソフトウェアを立ち上げます。

ソフトウェアが立ち上がったら、ロボットモードを選択して、プログラム作成画面を表示します。

言語の選択

カテゴリー

スクリプトエリア

ブロックパレット

❶ メニューの「編集」から
「入出力設定」を選択します。

❷ M1とM2のコネクターに
DC モーターを割り当てます。

クリック

3-2-2. 入出力設定

DCモーターを選択する

にゅうしゅつりょくせってい 

にゅうしゅつりょくせってい　　　　　　　　　 かくちょう 

にゅうしゅつりょくせってい　  おこな 

わ　　　あ エム エム ディーシー

スタディーノビット　　　　   ソフトウェア　

た　   　あ

た　   　あ せんたく さくせいがめん　    　ひょうじ

げんご　  せんたく

へんしゅう

にゅうしゅつりょくせってい　　　せんたく

エム　　　　　エム

ディーシー わ　　　　あ

ディーシー　　　　　　　　　せんたく

3-3. 前進のプログラム

2つのDCモーターを正転させて、ロボットカーを前進させます。

    DCモーターの使い方は、基礎編の 51ページで説明しています。

前進する 1秒待つ 停止

3-3-1. プログラムの作成

2 つの DCモーターを同じ速度で 1秒間だけ正転させるプログラムをつくります。

❶ スクリプトエリアにイベントカテゴリー
     の                をドラッグします。               

ぜんしん

さくせい

ディーシー　　　　　　　　　 せいてん　　　　　　　　　        　　　　　　　　ぜんしん

ディーシー　　　　　　　　 つか     かた　     　きそへん せつめい

ぜんしん びょう ま ていし

ディーシー　　　　　　　　  　　　おな　　　 そくど　　　      　びょうかん　　          せいてん
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❹ 制御カテゴリーの 　　　  をつなぎます。

❸ M1 と M2 の DC モーターを正転させる
ために、動きカテゴリーの 　　　　　　　

を 2 つつなぎます。そして、コネクターを

それぞれM1とM2にします。

❷ M1 と M2 の DC モーターの速さを設定
するために、動きカテゴリーの

 　　　　　               を 2 つつなぎます。そ

して、コネクターをそれぞれM1とM2に

します。

M1

M1

M2

M2

　　            

　　　 

　　　 　

ディーシーエム

エム エム

エム

エム

エム

エム

エム

ディーシーエム エム

エム エム

はや　　   　　せってい

うご

うご

せいてん

せいぎょ
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❹ 制御カテゴリーの 　　　  をつなぎます。

❸ M1 と M2 の DC モーターを正転させる
ために、動きカテゴリーの 　　　　　　　

を 2 つつなぎます。そして、コネクターを

それぞれM1とM2にします。

❷ M1 と M2 の DC モーターの速さを設定
するために、動きカテゴリーの

 　　　　　               を 2 つつなぎます。そ

して、コネクターをそれぞれM1とM2に

します。

M1

M1

M2

M2

　　            

　　　 

　　　 　

ディーシーエム

エム エム

エム

エム

エム

エム

エム

ディーシーエム エム

エム エム

はや　　   　　せってい

うご

うご

せいてん

せいぎょ

❻ プログラムを転送して、ロボットカーが 1秒間前進するかを確認します。
          転送方法は、基礎編の 13 ページで説明しています。

❺ DCモーターを止めるために、
                                     を2つつなぎます。

そして、コネクターをそれぞれM1とM2に

します。

M1

M2

プログラム転送後、USBケーブルを外して動かす場合、ロボット拡張ユニット側面の電源ボタンを2秒ほ 

ど押して電源をONにしてください。電源がONになると、スタディーノビットの電源ランプが点灯します。

電源ボタンを

2秒押す

電源ランプ

                             

ディーシー と　

エム

エム

エム

エム

てんそう

てんそうご　 ユーエスビー　　　　　　　　はず　　　 うご　　  　ばあい

てんそうほうほう　　　  きそへん

びょうかん ぜんしん　　　                  かくにん

せつめい

かくちょう　　　　　　そくめん    でんげん びょう

でんげん てんとうでんげんでんげん オンオンお

でんげん

びょうお

でんげん
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ロボットカーがバス停留所間を走って止まるようにプログラムをつくります。

各コースはA4サイズの紙をつないで制作します。

バス停留所のイラストは巻末資料をコピーして使用できます。

❶  次のバス停留所でぴったりと止めるときに、
ロボットカーを走らせる時間を予測します。

そして、40ページでつくったプログラムの

前進する秒数を変更しましょう。

❷ プログラムを転送して、次のバス停留所でぴったりと止まるかを確認します。
止まらなかった場合は、走らせる秒数を調整して再度プログラムを転送しましょう。

秒数を変更

3-3-2. コースに沿って走らせるプログラム
そ　　　　　　はし

ていりゅうじょ かん　　 はし　　       と

かく　　　　　　　エー　　　　　　　　 かみ　　　                 せいさく

ていりゅうじょ

ていりゅうじょ

かんまつしりょう しよう

つぎ と

はし　　　　　　　じかん　　　　よそく

ぜんしん　　　　 びょうすう  　  へんこう

びょうすう    へんこう

てんそう　　　　　 つぎ　　　　　　　ていりゅうじょ と　　　 　　　　　　かくにん

と　　　　　　　　　　　  　　ばあい         　はし びょうすう      ちょうせい　　       ちょうど　　　　　　　　　　　　　  てんそう　　
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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モーターの個体差が原因です。 

　　　　　　　　  でDCモーターの速さを調整して、まっすぐ走るように修正しましょう。

ロボットカーがまっすぐ走らないとき参考 

少しずつ右に曲がるとき

左のDCモーター（M1）が少し速い

少しずつ左に曲がるとき

右のDCモーター（M2）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

　　 　　　　　   

M1

M2

M1 M2 M1 M2

M1

M2

さんこう

ディーシー

はし

なか　　 おな       はや　　     　せってい はし　　　　　　すこ

みぎ　　ひだり　　ま　　　                           　ばあい ディーシー こたいさ　　 　 げんいん

はし　　　　　　　　しゅうせいディーシー　　　　　　　　　　 はや　　   　ちょうせい

すこ　　　     　　みぎ　　　ま すこ　　　     　　ひだり　    ま

エム

エム エム

エム

エム エム

エム

エム

エム エム

エム

ひだり  ディーシー みぎ　  ディーシーすこ　　 はや すこ　　 はや

はや　　　　　すこ　　 おそエム はや　　　　　すこ　　 おそ

ロボットカーがバス停留所間を走って止まるようにプログラムをつくります。

各コースはA4サイズの紙をつないで制作します。

バス停留所のイラストは巻末資料をコピーして使用できます。

❶  次のバス停留所でぴったりと止めるときに、
ロボットカーを走らせる時間を予測します。

そして、40ページでつくったプログラムの

前進する秒数を変更しましょう。

❷ プログラムを転送して、次のバス停留所でぴったりと止まるかを確認します。
止まらなかった場合は、走らせる秒数を調整して再度プログラムを転送しましょう。

秒数を変更

3-3-2. コースに沿って走らせるプログラム
そ　　　　　　はし

ていりゅうじょ かん　　 はし　　       と

かく　　　　　　　エー　　　　　　　　 かみ　　　                 せいさく

ていりゅうじょ

ていりゅうじょ

かんまつしりょう しよう

つぎ と

はし　　　　　　　じかん　　　　よそく

ぜんしん　　　　 びょうすう  　  へんこう

びょうすう    へんこう

てんそう　　　　　 つぎ　　　　　　　ていりゅうじょ と　　　 　　　　　　かくにん

と　　　　　　　　　　　  　　ばあい         　はし びょうすう      ちょうせい　　       ちょうど　　　　　　　　　　　　　  てんそう　　
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3-4. 右左折のプログラム

3-4-1. 右折プログラムの作成

DCモーターを片方だけ動かすことで、ロボットカーを右折や左折させることができます。

左のDCモーター（M1）だけを1秒間だけ

正転させるプログラムをつくります。

右折するとき 左折するとき

左だけ動かす 右だけ動かす

❶ 左の DCモーター（M1）だけ 1秒間動かす
プログラムをつくります。

　　  40 ページでつくった前進プログラムは削除してお

いてください。

❷ プログラムを転送して、ロボットカーが 1秒間右折するかを確認します。

左（M1）だけを正転させる

ディーシー

うさせ つ

うせつ

うせつ さくせい

かたほう　　　　  うご うせつ　　　　させつ

みぎ　　　うごひだり　　  うご

ひだり エム
ひだり　   ディーシー 

させつ

せいてん

せいてん

エム びょうかん

ひだり　   ディーシー 

ぜんしん

エム びょうかん うご

びょうかん   うせつ

さくじょ

てんそう かくにん
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3-4. 右左折のプログラム

3-4-1. 右折プログラムの作成

DCモーターを片方だけ動かすことで、ロボットカーを右折や左折させることができます。

左のDCモーター（M1）だけを1秒間だけ

正転させるプログラムをつくります。

右折するとき 左折するとき

左だけ動かす 右だけ動かす

❶ 左の DCモーター（M1）だけ 1秒間動かす
プログラムをつくります。

　　  40 ページでつくった前進プログラムは削除してお

いてください。

❷ プログラムを転送して、ロボットカーが 1秒間右折するかを確認します。

左（M1）だけを正転させる

ディーシー

うさせ つ

うせつ

うせつ さくせい

かたほう　　　　  うご うせつ　　　　させつ

みぎ　　　うごひだり　　  うご

ひだり エム
ひだり　   ディーシー 

させつ

せいてん

せいてん

エム びょうかん

ひだり　   ディーシー 

ぜんしん

エム びょうかん うご

びょうかん   うせつ

さくじょ

てんそう かくにん

3-4-2. 左折プログラムの作成

右のDCモーター（M2）だけを1秒間だけ

正転させるプログラムをつくります。

❶ 右の DCモーター（M2）だけ 1秒間動かす
プログラムをつくります。

　　  43 ページでつくった右折プログラムは削除してお

いてください。

❷ プログラムを転送して、ロボットカーが 1秒間左折するかを確認します。

右（M2）だけを正転させる
エム

させつ　　　　　　　　　　　　           　　さくせい

みぎ　　ディーシー

みぎ　 　ディーシー

みぎ  エムびょうかん

せいてん

せいてん

エム びょうかん うご

うせつ さくじょ

てんそう びょうかん  させつ　　　　　　　　　　かくにん
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3-4-3. コースに沿って走らせるプログラム

次の3つのコースについて、ロボットカーが駅を出発して家まで走るようにプログラムをつくります。

コース①

家（ゴール地点）

駅

（スタート地点）

いえ ちてん

えき

ちてん

コース② コース③

各コースはA4サイズの紙をつないで制作します。

駅や家のイラストは巻末資料をコピーして使用できます。

コース①のプログラム解答例

秒数は予測して入力してください。

前
進　
　
　

右
折　
　
　

前
進

そ　　　  　　はし

つぎ えき　  　しゅっぱつ　        　いえ　　      　はし　

かく　　　　　　　エー　　　　         　　かみ　　　　　　　　　せいさく

えき　　いえ　　　　　　　　　　   かんまつしりょう　      　　                     しよう

かいとうれい

びょうすう　    よそく　　    　にゅうりょく

ぜ
ん
し
ん　
　
　
　
　

    　
　

う
せ
つ　
　
　
　
　

     　
　

ぜ
ん
し
ん
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コース②のプログラム解答例

秒数は予測して入力してください。

コース③のプログラム解答例

秒数は予測して入力してください。

前
進　
　
　

左
折　
　
　

前
進　
　
　

左
折　
　
　

前
進

前
進　
　
　

右
折　
　
　

前
進　
　
　

右
折　
　
　

前
進

　　　　　　　　　を実行するタイミング参考 

DCモーターの速さは 　　　　　　　　　  が一度実行されると設定されるため、 　　　　　

　　　　       の前に毎回入れる必要はありません。ただし、プログラムの途中でDCモーター

の速さを変更したいときには入れる必要があります。

　　　 　　

　　　 　　　   

　　　　      

ぜ
ん
し
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
せ
つ　

    　

       　

  　

  

ぜ
ん
し
ん　
　
　
　
　
　
　
　

  

さ
せ
つ         　
　

   　
　
　

ぜ
ん
し
ん

ぜ
ん
し
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
せ
つ　

   　

       　

  　

  

ぜ
ん
し
ん　
　
　
　
　
　
　
　

  

う
せ
つ        　
　

   　
　
　

 

ぜ
ん
し
ん

さんこうさんこう じっこうじっこう

ディーシー はや いちど　  じっこう　　　                    せってい

まえ　　まいかい  い　        　ひつよう とちゅう     ディーシー

い　        　ひつようはや　　  　　へんこう

かいとうれい かいとうれい

びょうすう　　よそく　　　  にゅうりょく びょうすう　　よそく　　　  にゅうりょく

3-4-3. コースに沿って走らせるプログラム

次の3つのコースについて、ロボットカーが駅を出発して家まで走るようにプログラムをつくります。

コース①

家（ゴール地点）

駅

（スタート地点）

いえ ちてん

えき

ちてん

コース② コース③

各コースはA4サイズの紙をつないで制作します。

駅や家のイラストは巻末資料をコピーして使用できます。

コース①のプログラム解答例

秒数は予測して入力してください。

前
進　
　
　

右
折　
　
　

前
進

そ　　　  　　はし

つぎ えき　  　しゅっぱつ　        　いえ　　      　はし　

かく　　　　　　　エー　　　　         　　かみ　　　　　　　　　せいさく

えき　　いえ　　　　　　　　　　   かんまつしりょう　      　　                     しよう

かいとうれい

びょうすう　    よそく　　    　にゅうりょく

ぜ
ん
し
ん　
　
　
　
　

    　
　

う
せ
つ　
　
　
　
　

     　
　

ぜ
ん
し
ん
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ロボットカーをその場で回転させるプログラム参考 

左右のDCモーターをそれぞれ逆方向に動かすことで、ロボットカーをその場で回転（旋回）

させることができます。

M1を正転

M1を逆転

M2を逆転

M2を正転

右回転させるとき

左回転させるとき

さんこう ば　　 　かいてん

ば     　かいてん　 せんかいディーシーさゆう ぎゃくほうこう　　うご

みぎかいてん

エム　　 せいてん

エム　　 ぎゃくてん

エム　　 ぎゃくてん

エム　　  せいてん

ひだりかいてん
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ロボットカーをその場で回転させるプログラム参考 

左右のDCモーターをそれぞれ逆方向に動かすことで、ロボットカーをその場で回転（旋回）

させることができます。

M1を正転

M1を逆転

M2を逆転

M2を正転

右回転させるとき

左回転させるとき

さんこう ば　　 　かいてん

ば     　かいてん　 せんかいディーシーさゆう ぎゃくほうこう　　うご

みぎかいてん

エム　　 せいてん

エム　　 ぎゃくてん

エム　　 ぎゃくてん

エム　　  せいてん

ひだりかいてん

❶ 自動運転のメリット
自動運転が普及したときには、例えば、以下のようなメリットがあります。

◆交通事故の減少

　交通事故の原因は人為的なミスが多いため、自動化により事故を減らすことができます。

◆渋滞の解消

　他車との連携やルートのコントロールができるため、渋滞を避けるように車両を分散させるこ

　とができます。

◆標識や信号の減少

　視覚的な標識が不必要になるため、信号や標識が少なくなり景観がスッキリと綺麗になります。

❷ 自動運転の社会的な問題
自動運転の社会的問題としては、自動運転システムをハッキングされる可能性があること、事故

が起きたときに誰が責任を取るのかということなどが挙げられます。特に後者の、事故が起きた

ときに誰が責任を取るのか、という問題はよく議論されています。

この問題を考えるとき、自動運転には5つのレベルがあることを知っておく必要があります。レベ

ル1と2は、システムによる運転支援であり、運転の主体は「人」です。考える必要があるのはレベ

ル3以上のときで、このとき自動運転できる場所が全面的か限定的かという差はありますが、原

則的には運転の主体が「システム」になります。 レベル3以上の自動運転で事故が起きたときの

責任の所在については、いまだ議論が続いています。自動運転の普及のためには議論の決着と

法整備が不可欠です。

授業の中でこの問題を考える場合は、46ページのコースを走らせる課題を工夫することが考え

られます。コースの途中に障害物（ブロック）を置いて、ロボットカーがぶつかった際に誰が責任

を取るべきだろうかと生徒に問題提起してください。

❸ 自動化で便利になること
自動化には以下のようなメリットが考えられます。

◆24時間常に動き続けることができる

◆正確で丁寧な作業を行うことができる

◆危険な作業を代わりに行ってくれる

◆作業の人員を減らすことができる

近年、工場での作業の多くが自動で行われるようになっていますが、それは上記のようなメリット

の恩恵を受けやすいからです。また、店のレジでも、人員が減ることや正確に計算ができてミス

が起きにくいことなどから自動化が進められています。

授業を進めるにあたって
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4. 交通安全を考える～衝突回避システム～
赤外線フォトリフレクタを使用して、衝突事故を未然に防ぐ車の
安全運転支援システムのプログラムをつくります。

自動車は移動手段として便利である一方、大きな事故につながる危険性もあるため、事故を未然に

防ぐ支援システムが取り入れられています。この章では、衝突回避の支援システムを例に取って、そ

の動作プログラムのつくり方を説明しています。手順に沿って進めるだけでなく、以下のような視点

からプログラムを考えていくことで、さらに探求的な学習をすることができます。

※章末（60ページ）に詳しいコラムを載せています。

❶ 運転支援システム
最近の自動車には様々な運転支援システムが取り入れられています。どのようなシステムがあ

るかを調べたり、また、どんなシステムが発明されると良いかを考えてみましょう。

　

❷ 人の判断vsコンピューターの判断
自動車を停止させるとき、実際に停止するまで車が移動した距離は「空走距離」と「制動距離」に

分けて説明されます。この点も含めて、人とコンピューターの判断でどちらの方が良いかをメ

リット・デメリットの両面から考えてみましょう。

授業を進めるにあたって

こうつうあ ん ぜ ん 　 　 　 　 　か ん が 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　しょうとつ か い ひ

せきがいせん　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよう　　　　　　   しょうとつじこ　　     みぜん　　　ふせ    くるま

あんぜん  うんてん  しえん
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4. 交通安全を考える～衝突回避システム～
赤外線フォトリフレクタを使用して、衝突事故を未然に防ぐ車の
安全運転支援システムのプログラムをつくります。

自動車は移動手段として便利である一方、大きな事故につながる危険性もあるため、事故を未然に

防ぐ支援システムが取り入れられています。この章では、衝突回避の支援システムを例に取って、そ

の動作プログラムのつくり方を説明しています。手順に沿って進めるだけでなく、以下のような視点

からプログラムを考えていくことで、さらに探求的な学習をすることができます。

※章末（60ページ）に詳しいコラムを載せています。

❶ 運転支援システム
最近の自動車には様々な運転支援システムが取り入れられています。どのようなシステムがあ

るかを調べたり、また、どんなシステムが発明されると良いかを考えてみましょう。

　

❷ 人の判断vsコンピューターの判断
自動車を停止させるとき、実際に停止するまで車が移動した距離は「空走距離」と「制動距離」に

分けて説明されます。この点も含めて、人とコンピューターの判断でどちらの方が良いかをメ

リット・デメリットの両面から考えてみましょう。

授業を進めるにあたって

こうつうあ ん ぜ ん 　 　 　 　 　か ん が 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　しょうとつ か い ひ

せきがいせん　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよう　　　　　　   しょうとつじこ　　     みぜん　　　ふせ    くるま

あんぜん  うんてん  しえん

4-1. 自動車の交通安全を守る仕組み

最近の自動車はドライバーの安全な運転を支援するために、様々な仕組みが取り入れられています。

前を走る自動車や歩行者との衝突事故を防ぐために、緊急時に自動でブレーキをかける衝突回避支援

システムはテレビ広告でもよく見かけるようになりました。

また、これらのシステムはカメラやレーダーなど周りの情報を取得するセンサーの技術によって支えら

れています。

センサーから取得した情報により緊急ブレーキをかけるかどうかは、自動車に搭載されたコンピュー

ターが自動で判断しています。

ここでは、赤外線フォトリフレクタというセンサーを使って歩行者や障害物にぶつかりそうなときに自

動でブレーキをかけるプログラムをつくる中で、交通安全についての理解を深めます。

緊急時に自動でブレーキをかける自動車

緊急ブレーキ STOP

カメラによる画像認識 レーダーによる探知

がぞうにんしき たんち

じどうしゃ

じどうしゃじどう

こうつうあんぜん まも　　 　　　しく

さいきん　　　　じどうしゃ

まえ　    はし　　　 じどうしゃ　　　　　ほこうしゃ　　　　　　しょうとつじこ　　　　ふせ　

あんぜん　 　うんてん  　　しえん さまざま　　　しく　　　　　　 と　　  い

きんきゅうじ　  　 じどう しょうとつ　かいひ　しえん

こうこく み

きんきゅうじ

きんきゅう

まわ　  　　じょうほう　 　しゅとく ぎじゅつ　  　　　　　　ささ

がそう　にんしき たんち

しゅとく　   　 じょうほう　　     　  きんきゅう じどうしゃ　　　とうさい

じどう　　  はんだん

せきがいせん つか　　　　　ほこうしゃ　    しょうがいぶつ じ

どう なか こうつうあんぜん りかい ふか
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4-2. 衝突回避カーの組み立てと入出力設定

ハーフC（白）×2

ロボット拡張ユニットにDCモーターと赤外線フォトリフレクタを接続して、衝突回避カーを組み立てま

す。その後、接続したDCモーターの入出力設定を行います。
　 入出力設定の方法については、基礎編の 50ページで説明しています。

4-2-1. 衝突回避カーの組み立て

スタディーノビット、ロボット拡張ユニット、DCモーター、赤外線フォトリフレクタとアーテックブロックを

使って、衝突回避カーを組み立てます。

3章のロボットカー 赤外線フォトリフレクタ×1 センサーコード(15cm)×1

● 使うパーツ

❶ ❷ ❸

❹

P0

赤外線フォトリフレクタにコードをつける

コードをつなぐ

❶にブロックをつける ❷をロボットカーにつける

しょうとつかいひ

しょうとつかいひ

しょうとつかいひ

く　　   　た　　　        にゅうしゅつりょくせってい

かくちょう

かくちょう

ディーシー

ディーシー

ディーシー

せきがいせん

せきがいせん

せつぞく しょうとつかいひ く　　　た

ご  　 せつぞく にゅうしゅつりょくせってい　　おこな

にゅうしゅつりょくせってい　ほうほう きそへん せつめい

く　    　た

く　  　 たつか

つか

しょう せきがいせん

せきがいせん

シー　しろ

ピー
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4-2. 衝突回避カーの組み立てと入出力設定

ハーフC（白）×2

ロボット拡張ユニットにDCモーターと赤外線フォトリフレクタを接続して、衝突回避カーを組み立てま

す。その後、接続したDCモーターの入出力設定を行います。
　 入出力設定の方法については、基礎編の 50ページで説明しています。

4-2-1. 衝突回避カーの組み立て

スタディーノビット、ロボット拡張ユニット、DCモーター、赤外線フォトリフレクタとアーテックブロックを

使って、衝突回避カーを組み立てます。

3章のロボットカー 赤外線フォトリフレクタ×1 センサーコード(15cm)×1

● 使うパーツ

❶ ❷ ❸

❹

P0

赤外線フォトリフレクタにコードをつける

コードをつなぐ

❶にブロックをつける ❷をロボットカーにつける

しょうとつかいひ

しょうとつかいひ

しょうとつかいひ

く　　   　た　　　        にゅうしゅつりょくせってい

かくちょう

かくちょう

ディーシー

ディーシー

ディーシー

せきがいせん

せきがいせん

せつぞく しょうとつかいひ く　　　た

ご  　 せつぞく にゅうしゅつりょくせってい　　おこな

にゅうしゅつりょくせってい　ほうほう きそへん せつめい

く　    　た

く　  　 たつか

つか

しょう せきがいせん

せきがいせん

シー　しろ

ピー

入出力設定でロボット拡張ユニットのM1とM2のコネクターにDCモーターを、P0のコネクターに
赤外線フォトリフレクタを割り当てます。

入出力設定を行うため、Studuino:bit Software のアイコンをクリックして、
ソフトウェアを立ち上げます。

ソフトウェアが立ち上がったら、ロボットモードを選択して、プログラム作成画面を表示します。

言語の選択

カテゴリー

スクリプトエリア

ブロックパレット

❶ メニューの「編集」から
「入出力設定」を選択します。

❷ M1とM2のコネクターに
DCモーターを、P0のコネク

ターに赤外線フォトリフレクタ

を割り当てます。

選択できたらクリック

4-2-2. 入出力設定

にゅうしゅつりょくせってい　　    せんたく

へんしゅう

げんご　 せんたく

にゅうしゅつりょくせってい

にゅうしゅつりょくせってい

にゅうしゅつりょくせってい

かくちょう エム エム ディーシー

せきがいせん わ　　　あ

おこな スタディーノビット　　 　　ソフトウェア

た　　　あ

た　　　あ せんたく さくせいがめん 　　ひょうじ

ピー

エム エム

ディーシー ピー

せきがいせん

わ　　　あ

せんたく
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4-3. 衝突回避のプログラム

正面に物があるときに音を鳴らしながら停止して、物がないときは前進する衝突回避のプログラムを

つくります。正面に物があるかどうかの判断は赤外線フォトリフレクタを使って行います。
     ブザーの使い方は、基礎編の 26ページで説明しています。

     DCモーターの使い方は、基礎編の 51ページで説明しています。

     赤外線フォトリフレクタの使い方は、基礎編の 56ページで説明しています。

4-3-1. しきい値の設定

赤外線フォトリフレクタの数値で正面に物があるときとないときを区別する場合は、2つの状態の境目

となる値を決めて判断します。このような境目となる値のことを「しきい値」といいます。

今回は、車の正面3cmの位置に物があるときとないときで状態を区別するようにしきい値を決めます。

しきい値

正面に物がない 正面に物がある0 100

正面に物があるとき 正面に物がないとき

正面に物があるかないかのように条件の成立と不成立によって、その後の動作が変わるプログラムの

処理を「分岐処理」といいます。

前進停止
STOP

しょうとつかいひ

しょうとつかいひしょうめん　　もの

しょうめん　　もの

しょうめん　　もの しょうめん　　もの

しょうめん　　もの

しょうめん　もの しょうめん　もの

おと　　  な　　　　             　　ていし もの ぜんしん

ぜんしん

はんだん　　せきがいせん つか　　　 おこな

つか   かた　   　きそへん

つか   かた　   　きそへん

せつめい

せつめい

せつめい

ディーシー

せきがいせん つか　 かた きそへん

ていし

じょうけん　　せいりつ　　  ふせいりつ ご　　　  どうさ　   　か

しょり　　　　　ぶんきしょり

ち　　　　せってい

せきがいせん　 すうち　 　 しょうめん　  もの くべつ　　　　　 ばあい　　　　　　　　   じょうたい　　さかいめ

はんだんあたい　　き さかいめ　　　　　 あたい　　                                  ち

ち

くるま     しょうめん　　　             いち　　  もの　                                                     　じょうたい　 　くべつこんかい ち　　　き
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❶ 赤外線フォトリフレクタの値を確認するために、接
続状態にして、センサーボードを表示させます。

　　　接続の方法については、基礎編の 13 ページで説明して

います。

❷ 下図に合わせて衝突回避カーとブロックを置いて、正面5cmに物があるときの赤外線フォト
リフレクタの数値を調べます。    

　　　  赤外線フォトリフレクタの個体差で数値が異なる可能性があります。

❸ 調べた数値からしきい値を決めます。正面 5cmに物があるときに停止するので、しきい値
はさきほど調べた数値にします。

しきい値

正面 3cmに物がない 正面 3cmに物がある0 100

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

正面5cmに物があるとき

5
太陽光を背に向けた状態で
数値を調べてください。

せきがいせん

せきがいせん

あたい  　かくにん せつ

ぞくじょうたい ひょうじ

せつぞく　 ほうほう きそへん せつめい

かず　　    あ　　　　         しょうとつかいひ お しょうめん もの せきがいせん

すうち　　　しら

こたいさ　    すうち     こと かのうせい

たいようこう　　　せ　　　む　　　 　じょうたい

すうち　　　しら

しょうめん　    　　もの

しら　　　     すうち　　　                    ち　　　き

しら　　　     すうち

しょうめん　　　　　　　 もの ていし ち

しょうめん　　　　　　　 ものしょうめん　　　　　　　 もの

ち
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❶ スクリプトエリアに音カテゴリーの　　
　　　　     をドラッグします。

❷ 動きカテゴリーの                  
     を 2 つつなぎます。そして、それぞれの

コネクターをM1とM2に設定します。

正面に物があるときの動作として、ブザーから「ド

（60）」を鳴らしながらDCモーターを停止させる

プログラムをつくります。

❸ 接続状態で、正面に物があるときのプログラムをクリックして実行します。ブザーから音が
鳴ってDCモーターが動かないことを確認します。

　　   ブザーの音を止めたいときは、音カテゴリーの                   をクリックします。

　　　　    

                

                  

停止
STOP

4-3-2. 正面に物があるときのプログラム

M1
M2

しょうめん　　 もの

しょうめん　   もの どうさ

な ディーシー ていし

おと

うご

エム

エム
エム

エム せってい

せつぞくじょうたい しょうめん　　もの じっこう おと

な　　　　ディーシー うご かくにん

おと　　と おと

ていし
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❶ スクリプトエリアに音カテゴリーの　　
　　　　     をドラッグします。

❷ 動きカテゴリーの                  
     を 2 つつなぎます。そして、それぞれの

コネクターをM1とM2に設定します。

正面に物があるときの動作として、ブザーから「ド

（60）」を鳴らしながらDCモーターを停止させる

プログラムをつくります。

❸ 接続状態で、正面に物があるときのプログラムをクリックして実行します。ブザーから音が
鳴ってDCモーターが動かないことを確認します。

　　   ブザーの音を止めたいときは、音カテゴリーの                   をクリックします。

　　　　    

                

                  

停止
STOP

4-3-2. 正面に物があるときのプログラム

M1
M2

しょうめん　　 もの

しょうめん　   もの どうさ

な ディーシー ていし

おと

うご

エム

エム
エム

エム せってい

せつぞくじょうたい しょうめん　　もの じっこう おと

な　　　　ディーシー うご かくにん

おと　　と おと

ていし

4-3-3. 正面に物がないときのプログラム

❶ スクリプトエリアに音カテゴリーの　　　
　　　　 をドラッグします。

　　　 正面に物があるときのプログラムにつなぐ必
要はありません。

❷ 動きカテゴリーの                                   
を2つつなぎます。そして、それぞれのコ

ネクターをM1とM2に設定します。

正面に物がないときの動作として、ブザーから音を

鳴らさずに DC モーターを前進させるプログラム

をつくります。

❸ 動きカテゴリーの                         を2
つつなぎます。そして、それぞれのコネク

ターをM1とM2に設定します。

                         

                    

M1

M2

前進

❹ 接続状態で、正面に物がないときのプロ
グラムをクリックして実行します。ブザー

から音が鳴らずにDCモーターが回転す

ることを確認します。

M1

M2

しょうめん　　 もの

しょうめん　   もの

しょうめん　 もの

どうさ

な ディーシー

おと

おと

ぜんしん

ひつ

よう

うご

エム エム せってい

うご

エム エム

エム

エム

エム

エム

せってい

せつぞくじょうたい しょうめん　　もの

じっこう

おと　　　な ディーシー かいてん

かくにん

ぜんしん
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4-3-4. 分岐処理のプログラム

❶ スクリプトエリアにイベントカテゴリー
の 　　　　　をドラッグします。

　　　正面に物があるときとないときのプログラ
ムをつなぐ必要はありません。

制御カテゴリーの         と調べるカテゴリーの　　　　　　　　　や演算カテゴリーの　　　　　を

組み合わせて、正面に物があるときとないときで動作を分けるプログラムをつくります。

    

❷ 制御カテゴリーの        をつなぎます。     

　　　　　　　　　　　　

赤外線フォトリフレクタの数値が

しきい値より大きいとき

（正面に物があるとき）

赤外線フォトリフレクタの数値が

しきい値より小さいとき

（正面に物があるとき）

前進停止
STOP

ぶんきしょり

せいぎょ しら えんざん

く　　　あ しょうめん　　もの どうさ　 　　わ

せきがいせん すうち

ち おお

しょうめん    もの

せきがいせん すうち

ち ちい

しょうめん    もの

ていし ぜんしん

しょうめん    もの

ひつよう

せいぎょ
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4-3-4. 分岐処理のプログラム

❶ スクリプトエリアにイベントカテゴリー
の 　　　　　をドラッグします。

　　　正面に物があるときとないときのプログラ
ムをつなぐ必要はありません。

制御カテゴリーの         と調べるカテゴリーの　　　　　　　　　や演算カテゴリーの　　　　　を

組み合わせて、正面に物があるときとないときで動作を分けるプログラムをつくります。

    

❷ 制御カテゴリーの        をつなぎます。     

　　　　　　　　　　　　

赤外線フォトリフレクタの数値が

しきい値より大きいとき

（正面に物があるとき）

赤外線フォトリフレクタの数値が

しきい値より小さいとき

（正面に物があるとき）

前進停止
STOP

ぶんきしょり

せいぎょ しら えんざん

く　　　あ しょうめん　　もの どうさ　 　　わ

せきがいせん すうち

ち おお

しょうめん    もの

せきがいせん すうち

ち ちい

しょうめん    もの

ていし ぜんしん

しょうめん    もの

ひつよう

せいぎょ

❺ 　　　の上側（正面に物があるとき）に55ページでつくった正面に物があるときのプログ
ラムを入れます。

❸         の空欄に演算カテゴリーの              を入れて、左側に調べるカテゴリーの                  
　　　                  を入れます。

               

　　               

❹            の右側に54ページで決めたしきい値を入れます。これで、正面に物があるときとそ
うでないとき（正面に物がないとき）で処理を分けるプログラムになります。

しきい値を入れる

くうらん　  　えんざん い ひだりがわ　　しら

い

みぎがわ き ち い しょうめん　　もの

しょうめん　　もの

しょうめん　　もの

しょり　　　 わ

ち　　い

しょうめん　　ものうえがわ

い
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❽ プログラムを転送して、正面に物があるときとないときでブザーとDCモーターの動作が変
わるかを確認します。

❻         の下側（正面に物がないとき）に56ペー
ジでつくった正面に物がないときのプログラ

ムを入れます。

❼ 正面に物があるかを常に確認し続けるために、
制御カテゴリーの         でプログラム全体を

囲みます。

　　              で囲む理由は、基礎編の33ページで説明し

ています。         

      

      

     

しょうめん　　もの

しょうめん　　もの

したがわ

い

しょうめん　　もの つね　　かくにん　　つづ

せいぎょ

かこ

かこ

ぜんたい

りゆう きそへん せつめい
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❽ プログラムを転送して、正面に物があるときとないときでブザーとDCモーターの動作が変
わるかを確認します。

❻         の下側（正面に物がないとき）に56ペー
ジでつくった正面に物がないときのプログラ

ムを入れます。

❼ 正面に物があるかを常に確認し続けるために、
制御カテゴリーの         でプログラム全体を

囲みます。

　　              で囲む理由は、基礎編の33ページで説明し

ています。         
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❶ 運転支援システム
衝突回避以外にも以下のようなシステムが存在します。

◆ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール）

アクセルを踏まなくても一定の速度を保ったまま走る機能のことです。高速道路や渋滞時など、

速度の変化が少ないときに運転の負担を軽減してくれます。

◆ハンドル支援機能

車線から外れそうになったとき、警告を発すると共に、自動でハンドルを戻してくれる機能です。

◆駐車支援機能

モニターの映像で検出した駐車スペースまでガイドする機能です。複数のカメラを組み合わせて

360度を見渡すことで死角をなくすことができます。

❷ 人の判断vsコンピューターの判断
人とコンピューターのどちらの判断が良いかを、自動車の停止を例に挙げて考えます。

自動車が実際に停止するまでに移動した距離のことを「停止距離」と言い、停止距離が短いほど

衝突事故は起こりにくくなります。停止距離は「空走距離」と「制動距離」を合計した距離になりま

す。空走距離とは、ブレーキをかけてからブレーキが効き始めるまでに進む距離です。制動距離

は、ブレーキが効き始めてから停止するまでに進む距離です。

人とコンピューターを比較した場合、一般的に空走距離に大きな差が出ます。人の場合、危機を

感じてブレーキを踏み切るまでに時間が必要です。一方、コンピューターはセンサーで判断した

瞬間にブレーキをかけるので、空走距離が短くなります。

以上の理由から、基本的にはコンピューターの判断の方が正確で早いため安全です。ただし、運

転支援システムはセンサーで取得した情報から判断を行っているため、誤認識が起きると大きな

事故につながる可能性もあります。

停止距離

空走距離                      　　　制動距離

危険を感じ
ブレーキペダルに
足を乗せる

ブレーキが
ききはじめる

車が止まる

授業を進めるにあたって
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巻末資料①バス停留所（41ページで使用）
かんまつしりょう　　　　　　　ていりゅうじょ しよう
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巻末資料①バス停留所（41ページで使用）
かんまつしりょう　　　　　　　ていりゅうじょ しよう

巻末資料②駅（45～46ページで使用）
かんまつしりょう　　 えき しよう
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巻末資料③家（45～46ページで使用）

無断複製・転載を禁じます
K101982974  ArtecRobo2.0 小学校 総合的な学習 教師用ガイド  応用編

かんまつしりょう　　  いえ しよう
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