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新しい制御実習の展開 

～ Ａｒｄｕｉｎｏボードを使用した制御実習 ～ 

愛知県立佐織工業高等学校 

電子工学科  吉田 豊 

 

1 はじめに 

本校では、工作・制御実習の 1 ショップとして、3 年生で                 Ｐ

ＩＣマイコンを用いた回路基板を製作している。その製作し

た基板を使用し、簡単な演習プログラムをＰＩＣマイコンに

書き込んで制御する実習を行っている。今年度、実習室のパ

ソコンが更新されることに伴い、新しいテーマの制御実習は

できないものか？また、今までよりも実習の展開がしやすく、

わかりやすい実習はできないのかと考え、ＰＩＣマイコン制

御とＡrduino ボードを用いたマイコン制御の検討・比較を行

ってきた。                         [写真 1] 使用部品 

 

2 実習内容 

本校電子工学科では、1 テーマを 3 時間で 5 週の授業で展開しており、現在行っている実習の流

れを紹介する。 

(1) ＰＩＣマイコンの基礎知識 1 

基板に電子部品を取り付け、はんだ付けをするときには、

取り付け方向やリード線の切断などに注意しなければなら

ない。1 週目の実習では、部品の取り付け及びはんだ付け

に関する作業上の要点について学ぶ。次に、製作に必要な

部品類をパーツリストと照らし合わせながら、部品の確認

と形状・規格などを調べさせる[写真 1]。  

毎時間必ず製作前に練習用の基板を与え、練習を行って    

から製作に取り掛かるようにする。今回は、点はんだと直      [写真 2] 練習基板    線

はんだの練習を行う[写真 2]。  

部品は背の低いものから順に取り付けることで、作業が

しやすくなることから、抵抗・ＬＥＤをはんだ付けする。

抵抗など曲げ加工が必要な電子部品は、バランスよく取り

付ける事が大切である。今回は、垂直に取り付ける事で、

基板の使用面積が小さくなるように工夫した。また、カラ

ーコードが読みやすい配置にすることやＬＥＤには極性が

あることに注意して取り付ける[写真 3]。 

[写真 3] 部品の取り付け 1 
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(2) ＰＩＣマイコンの基礎知識 2 

電子工作に必ず必要となるのが「はんだ付け」である。  

このはんだ付けの良し悪し、上手下手で電子工作の成功、

不成功が左右され、電子工作の動作不良の 90％がはんだ付

け不良であるといわれている。2 週目の実習では、はんだ 

付けをするときの注意や、正しいはんだ付けの方法など約

束事について学び、はんだ付けを失敗しないように注意す

る。各電子部品の取り付けの注意点を学習し、基板製作の     [写真 4] 部品の取り付け 2   

練習をしてから、製作基板のはんだ付けを行う[写真 4]。 

 

(3) ＰＩＣマイコンの基礎知識 3 

電子工作を行う上で、よく使う電子部品の特性などの説

明をする。どの電子部品にもいくつかの種類があり、それ

ぞれに性能や特徴があり、その特徴を知った上で最適な部

品を選ぶことが必要である。エレクトロニクス時代を生き

る私達の身の回りには、数多くの電子機械が存在し、それ

らの機器のほとんどにプリント配線が使われている。3 週

目の実習では、制御ボードに必要な基礎的知識として、基    [写真 5] 基板完成品    板

の作成、基板に取り付ける電子部品のはんだ付け方法、電

子部品の検査方法などを理解する。その後、基板製作の練

習、ＰＩＣマイコン制御基板への部品の取り付け・はんだ

付けを行う。取り付けの際には、極性などに注意して取り

付ける。最後にジャンパー線・電池スナップをはんだ付け

し完成となる[写真 5]。  

完成した基板に、電池を取り付け、動作確認用のＰＩＣ

を装着し正しい動作（ＬＥＤの点滅）をするか確認をする    [写真 6] ＰＩＣ取り付け   

[写真 6]。  

うまく動作しない場合は、不具合箇所をみつけ修正を行

うが、多くの原因は極性間違いやはんだ不良である。はん

だ不良は、過剰・不足・濡れ不足など多岐にわたり、発見

するのに困難が予想されることから時間の確保が必要であ

る。 

 

(4) ＰＩＣマイコンの基礎制御                 [写真 7] ＰＩＣライター 

ＰＩＣマイコン固有の優れた機能を活用するためにその基本構造、動作の流れなどの概要、実

際にプログラム開発をする場合の手順について理解し、簡単なＬＥＤ点灯を行う。また、パソコ

ンとＰＩＣライターを用意し、操作手順を説明しながらプログラム作成から書き込みまでを行う

[写真 7]。 作成プログラム通りにＬＥＤが点灯することを確認する。 
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(5) ＰＩＣマイコンの応用制御 

演習を通して、プログラム作成、書き込み、動作確認と

いった作業を行うことで、いろいろなＬＥＤの点灯や点滅

方法を学習し、プログラムによるＰＩＣマイコン制御を習

得する。応用制御としては、ビットごとの点灯・点滅や順

次点灯によりＬＥＤが流れるように点灯させたり、スイッ

チ制御によりＬＥＤの点灯方法を変えるなどの学習もする

[写真 8]。 

[写真 8] ＬＥＤ点灯 

 

3 新しい実習テーマ 

3-1 新しい実習テーマについても、上記のように 3 時間で 5 週の展開ができる内容で考えた。

その実習では、回路を基板からブレッドボードにし、回路を簡単に組めるものにした。回路が簡単

になったことで、ＬＥＤだけでなく、いろいろな制御を実習に取り組むことが可能となり、新たな

実習内容の広がりを考えた。さらには、ＰＩＣではできないシリアル通信も簡単に行うことができ

る。以上のようなことから、実習展開・配線・理解が格段に早まるものと思い、この実習テーマを

選んだ。 

 

(1) Ａrduino ボードの基礎知識 1 

Ａrduino ボードの各部の説明、開発環境、パソコンとの接

続について学ぶ。また使用する電子部品と回路製作に使うブ

レッドボードの説明や、実際に簡単なプログラムを作成して

ＬＥＤの点灯を行う。Ａrduino の開発環境(ソフトウェア)は

フリーソフトでダウンロードできることや、パソコンとの接

続にはＵＳＢケーブルで通信し簡単に接続が行える。 

                                       [写真 9] ＬＥＤ1 個点灯 

 

(2) Ａrduino ボードの基礎知識 2 

ＬＥＤ1 個を制御し、演習として、ＬＥＤの点灯・消灯さ

せたり、明るさを変えたりする制御を行なったり、スイッチ

でＬＥＤを制御する[写真 9]。 スイッチにより点灯・消灯さ

せたり、ボリュームで明るさを変えたりする制御を行う 

[写真 10]。 回路をブレッドボードで組むため簡単に回路設

計ができ、修正も容易に行うことができる。 

[写真 10] ボリュームを使った実験 
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(3) Ａrduino ボードボードの基礎知識 3 

ＬＥＤ4 個を使った回路を組み、複数のＬＥＤを同時に

点灯させたり、タイマを使って点滅時間を制御する。また

順次点灯させてＬＥＤが流れるように制御するなど、いろ

いろなＬＥＤ制御を学ばせる[写真 11]。 

 

(4) Ａrduino ボードの応用 1                   [写真 11] ＬＥＤ4 個点灯 

4 週目は制御実習の応用として、エレベータの階数表示、

洗濯機の時間表示やエアコンの温度表示などによく 

使われる 7 セグメントＬＥＤの制御やＤＣモーターとボ 

リュームを用いて、正転・逆転・ストップなどの制御を 

行う。サーボモータは二足歩行ロボットに多数使われて 

おり、サーボモータを用いて指定角度の回転方法などを 

学ぶ[写真 12] [写真 13]。                  [写真 12] 7 セグメントＬＥＤ 

 

(5) Ａrduino ボードの応用 2 

上記以外にもＡrduino ボードを使っていろいろな制御

が可能である。5 週目では自分でプログラミングを行い、

一つの作品を作ることを学習する。腕時計や電卓に使われ

ている液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）表示、電光掲示板など

に使われているドットマトリックスＬＥＤ表示、その他に

も、距離センサー・曲げセンサー・3 軸                    [写真 13] サーボモータ     

加速度センサー・光センサー・超音波センサー・静電容量センサーなどの各種センサー、ブザー

を取り付けて周波数設定により音の出力。これらを組合せて、電子ピアノやテルミン、リズムゲ

ームやモグラたたきなどを試作する。 

 

3-2 Ａrduino ボード 

今回新しいテーマで用いるＡrduino ボー

ドは、簡単なスイッチやセンサーの値を読み

取ることができたり、ＬＥＤやモーターを制

御したりすることができるマイコンボードを

使用した。 

Ａrduino ボードには、ディジタル I/O 端子

が 14 本あり、(0～13）、ディジタル入出力端

子として利用できる。そのうち 6 本の端子は    [写真 14] Ａｒｄｕｉｎｏボード   ア

ナログ出力として設定ができる。また、アナログ入力端子は、6 本あり 10 ビットでアナログ値が

得られる。その他、リセット・ボタン、通信用ＵＳＢコネクタ、外部電源入力用ＤＣプラグなど

が搭載されている[写真 14]。 
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3-3 その他Ａrduino ボードの応用 

応用としては、ライトレースロボットやロボットアー 

ムなども簡単に製作・制御できることも分かった。また、 

シールド(Ａrduino 本体の上に搭載することで機能を拡 

張したり、ほかの回路と接続する)もできるようになって 

いる。 

                            [写真 15] ＰＩＣマイコン回路 

4 ＰＩＣマイコンとＡrduino ボードによる比較 

4-1 回路製作 

(1) ＰＩＣマイコンはユニバーサル基板に部品を実装しはんだ付けにより製作しているため、応

用が利かない[写真 15]。 また現在行っている実習はＬＥＤのみの回路となっている。そのた

め、モーターやセンサーを別に製作したり、1 つの基板に複数の制御部品を組み込んで 

製作するには回路が複雑になり、これも実習時間内での製作が困難と考えられる。 

(2) Ａrduino ボードでは、制御部分が出来上がっていることから、ＬＥＤやモーター回路など

を簡単に組むことができる。また、ブレッドボードで回路を作ることで、修正が簡単にできる

といったメリットも考えられる[写真 16][写真 17]。 

         

[写真 16] Ａrduino ボード回路 1           [写真 17] Ａrduino ボード回路 2 

 

4-2 プログラム 

(1) ＰＩＣにプログラムを書き込むためには、コンパイルや書き込み用のライターが必要であり、

書き込むたびにＰＩＣの抜き差しをしなければならない[写真 18][写真 19]。 

         

[写真 18] ＰＩＣプログラム開発 1      [写真 19] ＰＩＣプログラム開発 2 
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(2) Ａrduino はＵＳＢケーブルで通信ができ、コン 

パイルや書き込みも一つのソフトで可能である。 

また、ケーブルの抜き差しも必要ないことがわか 

った。プログラム言語はＣ言語に似たＡrduino 言 

語を用いているため、難解な関数やいろいろな定 

義をする必要がない。Ａrduino では、それらすべ 

てを本体部分で可能なことから、プログラミング 

が容易にできる[写真 20]。   

                              [写真 20] Ａrduino プログラム開発 

 

本校の実習では、各自が製作した回路を用いて、まず 8 個のＬＥＤを同時に点灯させるプログ

ラムを学習している。下記にプログラム例を示す。 

ＰＩＣプログラム 

#include    <htc.h> 

#define_XTAL_FREQ  10000000          //セラミック発振子：10MＨz  

ディレイ関数用 

__CONFIG( 

PWRTEN              //パワーアップタイマ有   

enable power up timer 

&UNPROTECT           //コードプロテクト無 use UNPROTECT 

&WDTDIS              //ウォッチドックタイマ無 

&HS                //外部ハイスピード発振子 EXTRC Oscillator 

            ); 

 

void delay_ms(unsigned long int time)     //１mse ディレー関数 

{ 

          while(time--)__delay_ms(1); 

} 

 

void main(void) 

{ 

TRISA = 0x1F;           //RA0 to RA4 all input,used RA0 RA1 

TRISB = 0x00;           //RB all output 

      while(1) 

         { 

PORTB = 0xFF;           //B ポートの LED 1111 1111 

         } 

} 
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次にＡｒｄｕｉｎｏボードを用いて 6 個のＬＥＤを同時に点灯させるプログラムを記す。今回

はポートＤを使ってプログラムを組んでみた。 

Ａrduino プログラム 

void setup( ) 

{ 

     DDRD=DDRD|B11111100;            //デジタル 2 番から 7 番ピンを出力に 

} 

 

void loop( ) 

{ 

PORTD=B11111100;                    //デジタル 2 番から 7 番ピンを HIGH に 

} 

 

上記 2 つのプログラムを見比べてもわかるように、Ａrduino ボードを用いると、ＰＩＣマイコ

ンの半分のプログラム量でほぼ同じ動作が行えることがわかる。このことからも、Ａrduino ボー

ドを用いた方が、簡単にプログラムの学習ができ、生徒たちにとっても、親しみやすいと考えら

れる。 

 

4-3 価格 

(1) ＰＩＣマイコンでは、材料費として、千数百円で製  

作している。対してＡrduino は本体が三千円程度と若 

干高値ではあるが、何度でも使えることから非常に効 

率よく実習することができると考えられる。シールド 

なども安価に手に入り、複数のシールドが販売されて 

いる[写真 21]。                          [写真 21] シールド 

 

4-4 応用 

(1) ＰＩＣマイコンでも、モーター制御など各種制御を行うことができるが、そのためには、各

制御基板の製作が必要となり、技術や製作時間など多くの苦労が必要となる。プログラムでも

各種設定・関数など難解なことが多くあり、実習として

行うには大変苦労すると考えられる。 

(2) Ａrduino は簡単に回路を組むことができるため、 

各種制御を短時間に行うことができ、それらを用いて 

ロボット（ライントレース、ロボットアーム）などの 

応用も容易に行うことができる。ＰＩＣには無い、シ 

リアル通信により、パソコン上でデータを見たり、制 

御するということもできる。さらにシールドを使うこ       [写真 22] ロボットアーム         

とで、簡単に増設できることも大きなメリットがあると考えられる[写真 22]。                      
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4-5 習熟度 

(1) ＰＩＣマイコン実習での回路製作では複雑な回路をはんだ付けで製作しなければならず、あ

る程度のはんだ付け技術が必要となる。また、プログラム開発に難解な関数やいくつかの 

設定が必要であることから生徒には分かりづらくある程度準備をして望まないと実習が展開

できないことが予想される。 

(2) Ａrduino を使えば、ＬＥＤの点灯だけでなく、センサーやモーターの制御実習なども簡単

に回路を組むことができる。また、プログラム作成においても、スムーズに組むことが可能で

ある。Ａrduino 言語でプログラム開発をするが、Ｃ言語によく似ていることから、プログラミ

ングの学習はもちろんのこと、制御に関する学習や多くのことを体験することができる。非常

に分かりやすく、制御実習が身近なものとして取り組むことができると考えられる。 

 

5 おわりに 

今回ＰＩＣマイコンとＡrduino ボードを比較・検討し、Ａrduino ボードが新しい実習テーマと

して適切であるのか研究を行ってきた。結果、ＰＩＣマイコンでは、回路が固定され、プログラム

も難解であるため、生徒たちが苦労している場面をよくみかけた。現在のＰＩＣマイコン実習より

も、ブレッドボードで回路を組むことで、様々な制御回路が作れ、プログラムも容易に行えるＡ

rduino ボードを用いることで、限られた時間で多くの制御方法を行え、また、多くの制御について

を学べると強く感じた。1 つのソフトでさまざまな制御を安価にそして容易に行えることは、実習

を展開する上で大きなメリットだと感じた。現在、実習用パソコンが更新され、来年度に向け、新

しいテーマの実習を展開できるように、部品、ボードを買いそろえた。今はテキスト作成に取り組

んでいる。 

今、進めている中で、Ａrduino ボードでいろいろな制御を行えるが、何をどのような形で生徒に

伝えていくのがよいかを日々考え、ＰＩＣマイコンを終えた 3 年生数名に協力してもらい、意見を

聞きながら、問題製作にあたっている。 

今後は、テキストを完成させ、来年度実習をとおして、生徒の反応をみながら、追加・修正を行

い、より生徒がわかりやすい制御実習にしていきたいと考えている。 

 最後に、このような発表する機会を与えて頂いた愛知県立佐織工業高等学校関係職員及び生徒諸

君の協力に、この場を借りて感謝申し上げます。 
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