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赤外線フォトリフレクタを使い、黒線に沿って走行する自動車を制作します。

学習内容

ライントレース自動車

氏名

No.1

ロボティクス技術講座
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使用するパーツ一覧

目 次

赤外線フォトリフレクタを使い、黒色と白色を区別し、黒線に沿って走る自動車のプログラムをつくります。

停止線を読み取り、一時停止する自動車のプログラムをつくります。

スタディーノ ×１ ＤＣモーター ×2電池ボックス ×１

USBケーブル ×１

ブロック ハーフＣ
薄水色 ×１１

DCモーター接続パーツ 
×2

ブロック三角
グレー ×2

目玉パーツ ×1ブロック ハーフA
薄グレー ×3

タイヤ ×2 タイヤゴム ×2

ブロック 基本四角
白 ×１

センサー接続コード（短） ×２
（3芯 15ｃｍ）

第２章　停止線で自動車を停止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12～P.20

第１章　黒線に沿って自動で走行する自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2～P.11

赤外線フォトリフレクタ ×２
【IR Photoreflector】

黒線に沿って自動で走行する自動車

赤外線フォトリフレクタを使って黒色と

白色を区別しながら、線に沿って走るよ

うに左右のDCモーターを制御します。

この自動車は線に沿って走ることか

ら、ライントレース自動車と呼びます。

線の上を走っているとき（黒色） 線から外れた所を走っているとき（白色）

赤外線フォトリフレクタ

第１章

赤外線フォトリフレクタは「赤外線」という光の「反射」を利用したセンサーです。中央に

ある2つの球形部分は透明な方が赤外線を発光し、黒い方は赤外線を検出します。

発光部から出た赤外線が対象物で反射し

てきたところを検出部で読み取ります。

そのときの赤外線の強さで、対象物の有無

や対象物との間の距離を調べます。

赤外線
発光部

赤外線
検出部

反射した光

対象物

検出

セ
ン
サ
ー
本
体赤外線検出部

赤外線発光部

赤外線フォトリフレクタの仕組み
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電池ボックス

左のDCモーター 

右のDCモーター 

M2

M1M1へ
M2へ

DCモーターと電池ボックス
のコネクターをスタディー
ノに取り付けます。

DCモーターを図のように組み立て、
スタディーノに取り付けます。

DCモーターを図のように組み立て、
スタディーノに取り付けます。

電池ボックスを図のようにのせます。

スイッチが
この位置に
くるように
します。

コードがモーターの軸に絡まっていないか
確認してください。

突起の向きに注意

突起の向きに注意

完 成

5

6

7

9 10

8

ブロックを図のように組み立て、スタディーノに取り付けます。

ブロックをスタディーノに取り付けます。

ブロックを図のように組み立て、スタディーノに取り付けます。

突起の向きに注意 突起の向きに注意

突起の向きに注意突起の向きに注意

②

②

③

③

④

⑤

④

⑤

①

①

ブロックを図のように組み立て、スタディーノに
取り付けます。

⑥

⑥

自動車の組み立て1

1

2

3 4
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②
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③

④

⑤

④

⑤
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入出力設定を行います。DCモーターの

M1・M2および、A0にチェックを入れ、

赤外線フォトリフレクタを選びます。

組み立てた自動車に赤外線フォトリフレクタを取り付けます。

赤外線フォトリフレクタのセンサー
面を下向きにします。

赤外線フォトリフレクタの取り付け

入出力設定

A0

灰色のコードの向きに注意

コネクターをスタディーノのA0につなぎます。 完 成

2

1

2 3

3

赤外線フォトリフレクタの値で黒色と白色を区別するときには、２つの境界となる値

があります。このような値のことを「しきい値」といいます。　  で調べた結果から、

しきい値を決め、下の枠に記入しましょう。

０ 100
黒色 白色

しきい値より大きければ白色しきい値より小さければ黒色

黒色と白色を区別するためのしきい値の決定

しきい値

紙面上の黒色と白色を赤外線フォトリフレクタの値で区別できるかどうかを「テストモー

ド」を使って調べます。下の黒色の四角と白色の四角の上に赤外線フォトリフレクタが重

なるように自動車を置きます。「テストモード」を実行し、画面のセンサー・ボードで値を確認

しましょう。

センサーの値 センサーの値

センサーの値 センサーの値

5

5

4

赤外線フォトリフレクタの値の確認4
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この動きを繰り返すことで、黒線の上とその外（白色）を行ったり来たりしながら黒線

のふちに沿って走るようになります。

ここまでで考えてきたライントレース自動車の動作からプログラムの処理をまとめる

と、下の図のようになります。これを参考にしてプログラムをつくりましょう。

でなければ

もし なら黒い線の上にいる

左に曲がる

右に曲がる

速さを決める

ずっと繰り返す ① 条件には　　　　で決めたしきい

　 値を使います。

② プログラムの始めにDCモーター

　 の速さを決めます。

③ 右や左に曲がるときは、一方のDC

　 モーターは止めておきます。

6ページ

11ページにプログラムの完成例を記載しています。

ポイント

プログラムの作成7

黒線のふちに沿って走らせるには、例えば黒線の上にいるときと、そうでないとき（白

色）で次のようにDCモーターを制御します。

黒線の上にいるとき

黒線のふちに近づくように右に曲がる 黒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）

黒線のふち

黒線に沿って走らせるには、黒色のときと白色のときで、左右のDCモーターの制御

を変えます。この方法は色々とありますが、ここでは黒線の上ではなく、黒線のふち

（黒線と周囲との境界線）に沿って走らせると考えて動作を整理します。

ライントレース自動車の動作6
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作成したプログラムを「転送」して、　　　　　 のコースを走らせましょう。

プログラムの完成例 　　には　　　　で決めたしきい値を入力します。6ページ

9・10ページ

プログラムの動作の確認

右回りに走る 左回りに走る

黒線の内側のふちに沿ったとき 黒線の外側のふちに沿ったとき

このプログラムでは急な曲がり角は対応することができません。また、黒線が

細い場合もコースから外れてしまいます。

細い線

太い線

急な曲がり角

8

停止線

コースの黒線とは別に赤外線フォトリフレクタで停止線を読み取るようにします。

A1に新しい赤外線フォトリフレクタをつなぎ、車体に取り付けましょう。

灰色のコードの向きに注意

A1A1

停止線で自動車を停止させる第２章

ライントレース自動車を停止線があるときは

DCモーターを止めて停止するようにプログラム

を変えてみましょう。

停止線読み取り用の赤外線フォトリフレクタの追加

入出力設定を行います。DCモーターの

M１・M２および、A０・A１にチェックを入れ、

赤外線フォトリフレクタを選びます。

入出力設定

1

2
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センサーの値 センサーの値

決めたしきい値

センサ

決めたしき

A1につないだ赤外線フォトリフレクタの値が、黒色のときと白色のときでどのように

変わるか「テストモード」を使って調べます。また、調べた結果からA1の赤外線フォト

リフレクタの黒色と白色のしきい値を決めましょう。

下の黒色の四角と白色の四角の上にA1の

赤外線フォトリフレクタが重なるように自

動車を置き、画面のセンサー・ボードで値

を確認しましょう。

センサーの値 センサーの値

決めたしきい値

追加した赤外線フォトリフレクタが、停止線の上（黒色）に来たときは黒線に沿って走

るのをやめ、DCモーターを止めて停止するようにします。

第１章のプログラムでは、　　　　

を使って処理を繰り返していました

が、このブロックでは途中で黒線に

沿って走るのをやめる（繰り返しを

やめる）ことはできません。

赤外線フォトリフレクタの値の確認

停止線で止まるプログラム

3

4

　　　　で決めたしきい値を使っ

て条件を用意し、次のようにブ

ロックを組み合わせます。

で決めたしきい値

追加するブロック

　　　　 の代わりに　　で追加した

ブロックを使って囲みます。

今回のように、ある条件（A1の赤外線フォトリフレクタが停止線の上に来たとき）が

成立したときに､繰り返しをやめたい場合、　　　　　　　から次のブロックを使うこと

ができます。このブロックを使い、第１章のプログラムを書き換えます。

　　　に指定した条件が成り立つまで、囲まれた

ブロックの処理を繰り返す。

1

2

13ページ

1

13ページ
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13ページ
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３秒間一時停止するために、先ほど

のプログラムの最後に　　　　を

追加します。

速さ以外の処理を　　　　で囲み

ます。プログラムを「転送」して、

　　　　  のコースを走らせましょう。

　　　　　のコースを走り続けながら、停止線があるときは3秒間一時停止するよ

うにプログラムを変更します。
３秒間停止

停止線で止まった後に再び走り出すプログラム

1 2

19・20ページ

19・20ページ

　　

5最後に両方のDCモーターを止めるブ
ロックを追加します。これで繰り返しの処
理が終わったあと、自動車が停止します。

停止線

プログラムを「転送」し、左のコースで動作

を確認しましょう。

3

4

このプログラムは、一度停止線で止ま

ると、そのまま止まりっぱなしになり、

続けてコースを走らせることはできま

せん。そこで、次は停止線で決まった時

間だけ停止し、再び走り出すようにプ

ログラムを変更します。
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このプログラムでは一度停止線で止まるとそのまま止まりっぱなしになります。

問題の原因を探し、プログラムを改善しましょう。

停止線上ではA１の赤外線フォトリフレ

クタは黒色の値を示し続けます。

すると、条件

が常に成り立ってしまうため、

　　　　　　　　　　　  で囲まれた

処理が実行されず、次に走り出すこと

ができません。

3秒間停止したあとに、停止線を越えるまで（A1の赤外線フォトリフレクタが白色の

値を示すまで）、黒い線に沿って走るようにします。

停止線を越えるまで走る

のプログラムの問題点

停止線

実行されない実行されない

赤外線フォトリフレクタ

(A1)

停止線

改善方法

2

　　　　　　　　　　 

５ これで問題が改善できました。プログラムを「転送」し、　　　　　　のコース

を走らせ、動作を確認しましょう。

停止線まで走るときとほとんど同

じ処理を行うため、　　　　の箇所

を複製します。

停止線を越えるまで走るように、条

件の記号を「＜」から「＞」に変更

し、次のようにつなぎます。

複製複製 ＞＞

3 ４

19・20ページ

コース上を速く走らせる方法

右左に曲がるときのDCモーターの回し方や止め方を変えるとコース上を速く走ら

せることができます。（※その代わりにコースから外れやすくなります。）

● ｢停止」から｢解放」に変更する ● 止めずに、回す速さをかえる
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