中学校理科の学習におけるエネルギー変換の学習に
プログラミング制御を取り入れることの効果
− ものづくりを通したセンサ機能の開発 −

実施担当者 宇都宮市立陽南中学校
教諭 田村 裕夏

１

はじめに

人型ロボット：フォロ

本校は栃木県の中核都市にある大規模校であり、生徒数は約 850 名である。栃木県内には自動車関
連企業が多く、ホンダ、スバル、日産をはじめとするそれらの企業に勤める保護者も多い。栃木県
における交通手段は主に自動車であり、自動車関連企業の研究所も栃木に多く存在することから、
自動車技術に興味を持つ生徒が多い。近年では LRT（次世代型路面電車）の工事の着工も始まり、
現状の車社会と今後の交通システムがどのように変わっていくのか生徒たちの関心が高い。今回の
指導上の目的には、「ものづくり」の喜びを味わわせるとともに、センサ機能の原理を物理的側面
からも理解させ、製作の過程を重視して、中学生ならではの開発、及び科学技術の未来を担う生徒
の育成を目指している。陽南理科研究室は昨年度から自由研究を進めてきた二人の生徒が中心とな
りセンシングカーに開発を行ってきた。『中谷宇吉郎科学奨励賞』を頂き、本年度は３年生が中心
となって１年・２年生にプログラミングの技術とモノ作りについて先輩から後輩に指導し、研究課
題を生徒自身が多方面を広げていくというプロセスを辿った。

２

活動報告（本校での STEM 教育の実践紹介）

２－１ プログラミングと『電圧・電流』の制御とモノ作り
今年度は助成金を受けて STEM 教育を実践する一環として、奈良教育大学の石井俊行氏と本校の
柳井孝夫教諭が連携し共同で生徒を対象にした調査実験を行っている。デジタルマルチメーター
を使用し並列回路の抵抗値を計り合成抵抗の概念について電気の回路内での法則を考えさせ、実
際にセラミック抵抗とその接続する複雑な回路を用いて電流の変化を見た。生徒自身が抵抗を配
置するため意図せずホイートストンブリッジ回路を作成した生徒の班もあった。ブリッジ回路で
は、R1×R4＝R2×R3R1×R4＝R2×R3 の条件を満たす場合に、平衡している。ブリッジ回路が平衡
しているときは、端子 の電位差は 0［V］となり、つまり検流計には電流が流れないことを体験
し、抵抗の概念形成に関わる授業を実施した。

２－２ 自動運転機能の構築とセンシングカー
センシングカー作成のために超音波測距センサの精度の検証を行った。プログラムは測距センサ
が前方の障害物との距離は、一般的にミリ波レーダを使用するが、今回の実験では適用が難しいた
め、超音波測距センサを用いた。音波の速度は、約 340m/秒と言われているが、伝搬する媒質特性
（空気、湿度、気圧、温度など）により変化するため、実験的に算出することした。

D(cm)=T(μS)×1/2(片道)×349.9(m/s)×100(cm/m)×1/1000000(μs/s)片道の距離 D(cm)
=往復の時間 T(μS) ÷ 57.1(cm/μs) - ①
ただし、HC-SR04 は性能個体差が大きく
最大数十％となるとのことであり、測定か
ら①式より改良し、下式を検討した。
片 道 の 距 離 D(cm) = 往 復 の 時 間
T(μS) ÷ 37(cm/μs) — ② ①と②を
統計学的に考慮し、②が良好であり、0～2.5
ｍにおいては、1cm 程度の分解能を実現し
た。本テーマではその他も実験でも同様に、
取得したデータをソフトウェアに組込み、
センシングカーの正面衝突の回避の精度を
高め、機能を実装していく。これらの作業
は、エンジニアリングの醍醐味でもあるが、
中学生としてはこのように何度も試行錯誤する初めての経験であり、根気のいる作業であった。そ
れゆえ、実験が成功した際には「ものづくり」の喜びも一入であった様子が窺がえた。
２－３ スマートシティ GYOZATOWN と人型ロボットフォロ（表紙）
センシングカー作りから人が住みやすいまちづくりには都市構想からの
アプローチが必須と考え、スマートシティ「GYOZATOWN」と人型ロボット
の制作を行った。事故や災害を防ぎ、住みやすい自律型都市モデルを検討し
た。信号からのセンシングカー制御に成功し、現在も研究継続中である。

GYOUZATOWN 縮小版

２－４ LEGO Mind storm を使ったマグマダイバーと移動可能な介護用ベッド
本校で今年度から始めて取り組んだロボット制作には LEGO Mind storm EV3 を
採用した。来年度の WRO Japan で栃木県大会を突破していきたいと挑戦してい
きたいと考える生徒たちが挑んでいる。今回制作したロボットは人が入れない
ところで作業することを想定した探索機ロボット『マグマダイバー』と『介
護医療用ロボット』である。マグマダイバーは搭載されている測距センサを 写真１
利用している。介護医療用ロボット等については理科展覧会に出展し
た。IoT チャレンジと AI アシスタントである『アレクサ』と
LEGOmindstormEV3 を連動させ、声で命令→AI アシスタント→LEGO とい
う手順でロボットを動かす取組みである。手動と遠隔操作でユーザビリ
ティを重視した構成であり、表現力の高いロボットは多くの生徒が夢中
になって取り組んでいた。

マグマダイバー

写真２ 介護医療用ロボット

３

成果と課題

次世代教育としてプログラミングが大きく注目されがちだが、『STEM 教育』即ち Science,
Technology, Engineering, Math のブレンド学習が意味を持つと考えている。加えて、学習から実社会
に昇華させる視点で考えると、「つくる愉しみ」や「未知への探求心」など内的な要因が備わるこ
とで、熱心に思考する力が身に付き、そこへ試してみようという「行動力」が、新しい価値や技術
を作り上げていくものと考える。教育者として大切にしたいのは、そういった創造の芽を育み、い
かに伸ばしていくかということである。一般的に公立中学校において、アクションを起こしていく
ためには、仕組みや協力体制を整えていく点に難しさがある。学習や指導の環境整備が課題である。
知的好奇心に年齢は関係ない。今後の社会のニーズにアンテナを伸ばし、ソリューションを創造
することは、中学生でも可能なことである。実際に今年度の活動を引っ
張ってきたのは３年生自身であるが、創造活動にとても熱心であった。
その他、プレゼンテーション能力を身に付けさせるべく、校内発表会や
栃木県の理科研究発表会で自らが研究した成果を分かりやすく伝えるこ
とも重視した。熱心に各教科の先生が集まり、言葉選びから指導してく
れた校内の先生方には大変感謝したい。成果発表会で自分達の作った成 写真３ 校内発表会 事後指導
果を発表することで生徒の気持ちが昂り、将来は開発者や研究者を目指
したい気持ちが強くなったようだ。今回の成果発表会で得た経験は、彼
らにとって大変貴重であった。
教育者にとっては、知識などのハードスキル、および感性や内的欲求か
ら成るソフトスキル、これら両面からの教育的アプローチが必要である。
教育者としても、教育方法の試行錯誤を行い、指導ノウハウの蓄積が必
要であると感じる次第である。
写真４ 中谷財団成果発表会
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中学校理科におけるエネルギー変換の学習においてプログラミング制御を取り入れることの効果

～モノ作りを通したセンサ機能の開発～

“Be Innovative,
Be more Challenger”

宇都宮市立陽南中学校

1. Introduction

Project.2 「衝突回避システムを有するセンシングカー開発」

Lead: 鍵山 弘樹
中原 優輔

交通事故をなくしたい。これを実現する自律走行車とそのシステムを

Projects Overview

検討する。同時に、「自動車とは何か」と開発思想を掘り下げ、ECUに

センシング機能を各システムに適用し、社会が有する課題にアプローチする。
複数のテーマを展開し、ロボット、センシング、ソフトウェアアーキテクチャの開発に取り組んだ。

Project.1 「月面探査機プロトタイプモデルの開発」

搭載するソフトウェアの検討と実装を行う。

Project.3 （後続研究／進行中）「事故に防ぐ都市モデルの検討」

Lead:菅俣 歩武

災害が多い一年が過ぎ、新しい都市モデルの構想が必要と感じた。

人が到達できない場所では、無人探査機は遠隔で制御されるため、

煌びやかな都市モデルのみならず、災害、事故などに強いコミュニティ

センシングを組み込んだ自律型ロボットシステムを検討した。

モデルの検討が必要と感じ、これからの都市システムの構築を検討する。

2. Concepts & Methods

Project.2

Lead:菅俣 歩武
田代 幸助

昨今、月面や太陽系惑星の探査が活発である。

Project.3

・自動車にイノベーションを!安全な車とは?

・庭園都市 「GYOZA TOWN構想」

Project.1

Motivation

センシングモデルカーで実現したい機能

・宇宙探査機 「マグマダイバープロジェクト」

① 電子制御ユニット（ECU）による、エネルギーの制御

宇都宮はLight Rail Transit（LRT）の工事が着工している。

•

２０１９年の台風で中学校近隣を流れる田川が氾濫し、交通が不便になった。

•

宇都宮は事故の多くて有名である。

Concept

② 「走る」「曲がる」「止まる」・・・車の３要素を表現
③

•

無線コントローラ によるハンドル操作

④ 超音波距離センサ による衝突回避システムの搭載

•

車がスピードを出さずとも駅のアクセスがしやすい庭園都市モデルが理想

•

モビリティは可能な限り自律走行ができる

Development Methods
都市空間のディテールをシミュレートできるMinecraftで都市モデルを作成・検証した後、

•

実空間に都市を構築し、LRTに見立てたライントレーサが自動走行する。

ドライバをサポートする センシングカー に着目

・モデルカーのコンポーネント検討

Minecraftで作成した“GYOZA TOWN”の俯瞰図

設計書を基に街を再現

Make.Code for Minecraft も使用

信号機

制御ツール
・BBC micro:bit

・Java Script

道路

地上からみた都市モデル

LRT

・構築のイメージ
 釣り下げ式のクレーンを用い、測距センサを利用した自律的なコントロールを構築

遮断機

 足場が悪い状況を想定しているので、走行時の落下防止機能を装着

Project.2

3. Developments & Results
Project.1
探査機の機能定義

実験・開発項目

想定ケース

搭載仕様

走行

不整地での走行性能

キャタピラを採用

クレーン制御

自動で一時停止

測距センサを先端に取り付け
て10cmで一旦停止する

クレーン安定性

先端が軽量である

1
２

タコ紐を利用

可動性

XY平面、Z方向制御

二軸制御

転落防止

転落

機体先方に
測距センサを取付

制御ユニット

自律的なコントロール
が可能

インテリジェントブロックNXT
による制御

プログラミング開発環境、ハードウェア の準備

エネルギーの制御

マイコンとの回路接続、モータのPWM制御、安定電圧の供
給（マイクロビット、DCモータ）

ステアリング＆ギア機構の開発と、操舵性の評価

ハンドルの無線化、サーボモータの駆動、ハード開発、
ソフトウェア実装、操舵角の評価

3

超音波距離センサの取り付け と 音速の計測

車体前面への取り付け と 音響実験

4

制御ソフトウェアの構築

ソフトウェア実装、ECUキャリブレーション

•
•
•
•
•
•

ソフトウェア開発

ハードウェア開発
１．エネルギーの制御

LEGO Mindstorms EV3 & NI LabVIEW を使用

処理
3

処理
4

micro:bit電源

処理
4

安定化対策
:三端子レギュレータ
瞬断／ノイズ対策 :入力・出力コンデンサ

©National Instruments

ハードウェアの製作 と ソフトウェアの構築
Mモータ

巻き上げギア
（最適化済）

インテリジェント
ブロックNXT
（CPU搭載）

図 モータドライバの接続

2．ステアリング＆ギア機構の開発と、操舵性の評価

モータが有する特徴
• EV3 Lモータ :重いものをゆっくり動かすことが得意 （定格トルク = 0.21 Nm）
• EV3 Mモータ :軽いものを素早く動かすことが得意 （定格トルク = 0.08 Nm）
Lモータ

以上より、Lモータをクレーン巻き上げに、Mモータを走行用に使用する。

車の３要素を考える上でハード面の中心である「ギアボックス」と「ステアリング」の構成

(a)ステアリング機構 と ギアボックスの開発

‣コントローラ側の制御信号送信

・micro:bit内の角度センサを利用した、左右操舵および前後進コントロール

‣モデルカー 信号受信時の動作（前進・後退・停止）

‣モデルカー 信号受信時の動作（左右）

・内蔵Bluetoothモジュールを利用した、ワイヤレスコントローラ
ワイヤレスコントローラ
（micro:bit）

• 測距センサの水平性:センサ下面が水平になるように取り付ける必要がある

超音波センサ

• クレーンが真っ直ぐ降下できるよう、リングを設置

Lモータ

‣ギアボックスのイメージスケッチ と 車体の製作

LabVIEW ブロックダイアグラム

速度はパワー
３０と遅めに
設定

(b) フローチャートの作成 と プログラミング

‣2対のmicro:bitを用いた ワイヤレス操舵＆前後進コントローラ

‣ステアリング機構のイメージスケッチ と 実機の製作

制作時の考慮ポイント

スタート

IGN-OFF

• 走行モード
• 前進
• 左前方 進行
• 右前方 進行
• 後退
• 左後方 後退
• 右後方 後退
• 停止
• 全モードから停止状態に入れること
• 追従モード
• 前方車 追従
• 発進
• 停止（衝突回避を含む）

(b)走行用DCドライバモジュールの接続
（正転/逆転/減速/停止）

モータ電源

4.8V 電源

どのような制御が必要かを図に書き出し、整理してみた。

(a) システムの状態遷移図と制御フローの定義

得たいmicro:bit用の電圧が確保できた

車の3要素のうち、「走る（前進・後進）」「止まる」を制御し、
DCモータに3種の信号＋PWM（速度）を送信するモジュール
処理
2

マイクロビット
ボディー、タイヤ（タミヤ製）
ブレッドボード
各種ワイヤ
マイクロビット駆動用電池
DCモータ駆動用電池

4．制御ソフトウェアの構築

(a) ECU（micro:bit）への安定的な電源供給

LabVIEWはアイコン状の関数（vi）を配線でコーディングできる
データフロー型グラフィカルプログラミング開発言語

処理
１

• JavaScript
(当初は Make Code エディタ)

０．開発環境の準備

検証内容

０ 開発環境 の準備

測距センサが地表との
距離１０㎝以上
離れたら

キャタピラを
停止する。

‣追従＆衝突回避システムの動作

(b) 操舵角の評価実験

測距センサが地表との
Mモーターで
距離１０㎝以上
クレーンを下す。
パワー５０の速度 離れたら

(c) 作成したソースコード

ワイヤレスコントローラの角度センサや、サーボモータが有する誤差と、
コントローラ 車両 ECU への制御信号送信

手作りステーの構造上の誤差を確認し、補正する。

目的：ドライバー操作をコントローラ検知・信号送信し、それらの条件で走る・
止まる・曲がる

車両 E CU コントローラからの制御信号受信
目的：車体側で信号を受信しそれらの条件で走る・止まる・曲がる

結果

• ソフトウェアは、LabVIEW EV3を用いてコード生成を行った。

探査機全景

input.onButtonPressed(Button.A, function () {

測定方法

• 超音波センサを利用して、クレーン降下の自動化、あるいは車体落下防止の機能を実装した。

while (true) {

input .onButtonPre ssed(Button .A, function () {
basic.s howIcon(Ico nNames.Yes)

radio.sendValue("pitch",

basic.p ause(2000)

input.rotation(Rotation.Pitch))

転落防止機能の様子

basic.pause(10)
radio.sendValue("roll",
input.rotation(Rotation.Roll))

basic.c learScreen( )
})
radio .onReceivedV alueDepreca ted(function (name, val ue) {
if (nam e == "stop" ) {

basic.pause(10)
}

今後の展開

考察

• リモート制御する仕組みと完全自律型の探査機を構築したい

})

radio.sendValue("stop", 0)

• データから、非連続性が認められ、４つの領域に分けられる

• 測距センサに、地表面までの距離測定機能を盛り込みたい

・AR空間⇒実空間上にコピー
設計図面作成の様子

• ①と③の領域は“遊び”があるので、他の部分と異なる特性をもつ

})

• ➁と④の領域はステーのしなりが乗った比例関係にある

})

• 右タイヤ、左タイヤの角度特性も異なっている

 ワイヤレスコントローラに水準器（〇部）を取り付け、左右にロール

・LRT（ライントレーサ）
線路の敷設

・AR空間（Minecraft）で
GYOZA TOWN のシミュレーション

pins.digit alWritePin(D igitalPin.P 2, 0)

basic.forever(function () {

結果

 分度器で右タイヤおよび左タイヤの測定

➁ f(x) = 0.475x - 10.25

③ f(x) = 0.25x - 1.0

④ f(x) = 0.05x - 3.0

pins.analo gWritePin(An alogPin.P0, -20 * valu e)
pins.digit alWritePin(D igitalPin.P 1, 0)
pins.digit alWritePin(D igitalPin.P 2, 1)
} else {
pins.analo gWritePin(An alogPin.P0, 0)
pins.digit alWritePin(D igitalPin.P 1, 0)

ソフト
反映

• 左右タイヤの平均値と理論値の差分から、①～④領域の補正式とする。
① f(x) = -0.45x - 1.0

} else if (value < - 10) {

radio.setGroup(1)

結果
 センシングカーの作成

• ブレッドボード、DCモータ、モータドライバを組み合わせた電気回路の構築
• 三端子レギュレータを用いた安定的な電源を確保

3．超音波距離センサの取り付け と 音速の計測

• 動力が車輪に伝えるための ギアボックスとシャフトの組み立て

（音速計測）2000Hzの音をアクリル管に入れ波⾧を計測

• micro:bitを電子コントロールユニット（ECU）と見立てた車体制御システム

HC-SR04

・GYOZA TOWN 構想
ビルの再現・街の構築

pins.analo gWritePin(An alogPin.P0, 20 * value )
pins.digit alWritePin(D igitalPin.P 1, 1)

control.reset()

（後続研究／進行中）

0. 街モデルの作成

if (value > 10) {

basic.pause(100)

• 自作ステーなので、右舷左舷の構造が異なり、異なる特性をもつ

Project.3

pins.anal ogWritePin( AnalogPin.P0 , 0)
pins.digi talWritePin (DigitalPin. P1, 0)
pins.digi talWritePin (DigitalPin. P2, 0)

input.onButtonPressed(Button.B, function
} else()if{ (name == "pitch") {

 走る／曲がる／止まる の実
現
• 自作ステーとサーボモータを組み合わせた ステアリング機構

・LRT（ライントレーサ）の試運転

• ワイヤレスコントローラの実現
• 走る／曲がる／止まる 各動作のソフトウェアの構築
オーディオ計測
アクリル管内に
（周波数、音圧(dB)） 2000Hzの信号を出力

 衝突回避 の実現

• 操舵角の理論値とタイヤ角度を実測値 の補正アルゴリズムを実装
• 超音波センサーを前面に取り付けたセンシングカーの製作
• リアルタイムでの超音波測距 と 判断処理の実現

結果

今後の展開（検討中）

 Project.2 で制作した車両 の走行
 都市システムと車両が通信・制御する仕組み （コネクテッドカーなど）
 AR空間 と 実空間 が連動した仕組みを検討

ビルが火事になっている・・・

• 人との衝突回避（左図）
D(cm)=T(μS)×1/2(片道)×349.9(m/s)×100(cm/m)×1/1000000(μS/S)

例:Minecraftで内で再現した火災現場に消防車が現場に急行するシステム など

片道の距離 D(cm) = 往復の時間 T(μS) ÷ 57.1(cm/μs) — ⑤
ただし、今回使用するHC-SR04はモノのばらつきが大きいと言われている。
①式から検討を開始し、センサ自身が有する誤差を加味して、下式を採用した。
片道の距離 D(cm) = 往復の時間 T(μS) ÷ 37(cm/μs) — ⑥

4. Conclusions
•プログラミングを構築し、外部から機器をコントロール仕組みを制作した。
•キャタピラを取り付けた宇宙探査機で、クレーン制御と落下防止機能が実現できた。
•超音波センサを前方に取り付けたセンシングカーで衝突回避／前方車追従機能を実現した。
•GYOZA TOWNプロジェクトでは、Minecraftを使った都市シミュレーションを構築した。

ソフト
反映

 前車追従機能 の実現

• 出会い頭事故の回避（右図）
• 前方距離のリアルタイム監視アルゴリズムを構築
• 直線走行時の前方走行車の追従機能
• 追従モードからの曲がる／止まる も可能

This study shows….
モノ作りを通し、センサ機能をプログラミングしシステムを構築する中でエネル
ギーを制御することができた。プログラムを組むことには、科学とtechnology
とengineeringの要素が全て必要であった。今回の実験結果から数値を元に考察
し、プログラミングに反映させることでスマート化がより進むことが分かった。
今後も社会の要求にアンテナを伸ばして、身近な諸問題を解決するプロセスを大
切にし、新しいソリューションを生み出せるような人になりたいと考える。

