Vol.2011-CE-108 No.3
2011/2/5

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

1. はじめに

LEGO ロボットの制御プログラミングを
題材とした問題解決型の応用演習
- ROBOTC による基本制御の練習問題の
教材検討と授業実践 加藤 聡†

近年，大学情報系学科の新入生においても，プログラミングへの興味が持てない学
生が増えている．そのため，演習授業での学習意欲を喚起するため，体験的な事前教
育が必要となってきている．本研究では，ゲーム要素を取り入れた題材で，プログラ
ミングの楽しさを感じさせる機会を設けることを目的とし，自律ロボットの制御プロ
グラミングを題材とするイベント型の演習を提案している[1]．
演習の教材としては，LEGO 社と MIT が共同開発した教育玩具 LEGO Mindstorms
を用いる[2]．キットは，NXT マイコンおよびモーターや各種のセンサを含む LEGO ブ
ロックで構成される．これらを組み合わせ，センサで外部環境を感知し，モーターで
動作する自律ロボットが簡単に制作できる．制御プログラムは PC で作成し，USB ケ
ーブルで NXT マイコンに転送する．既に幅広い教育現場で使われている[3][4][5]．
本研究の演習では，与えられた規定ロボットに対し，簡単な動作をプログラムで実
装する．まず，センサによる状態検知とモーター駆動の組合せの典型的な制御パター
ンを例題として提示する．次に，ライントレースなどのゲーム課題に対し，個々の任
務を実現する方法をグループで検討する．試行錯誤を通して戦略を修正したり，制御
パラメタを調整する．最後に，グループ間で競争するゲーム大会を開催する．その結
果を総括しながら，
「ものづくり」としてのプログラミング，問題解決手段としてのプ
ログラミングを体験させる．LEGO ロボットという具体的な対象を制御することは，
体感性を伴い，達成感など強い印象が残る．また，勝つという目的が明確で，競争意
欲による動機付けが期待できる．

富永 浩之†

本研究では，LEGO Mindstorms NXT を用い，ロボットの制御プログラミングとゲ
ーム課題を題材とするグループ演習を提案している．これまでの導入的な教育実
践を基に，大学情報系の応用演習に展開する．教育目的は，設計・実装・検証の
ソフトウェア開発の流れの理解である．設計としては，UML をベースとしたモデ
リング，実装としては，組込制御の初歩を扱う．LegoWiki 上の教材として，基礎
的な練習問題を作成し，授業実践を行った．その状況を報告する．

Applied Programming Exercises
for Problem Solving Learning
with LEGO Robot Control
- Teaching Materials and Exercise Problems
for Basic Control Practice by ROBOTC So KATO†

表 1 LEGO 演習の 4 段階と教育実践

Hiroyuki TOMINAGA†

1

プログラム体験

小中学生

ビジュアル環境 (例題修正)
パラメタ調整

2

プログラミング導入
事前教育

高校生
大学新入生

ビジュアル環境 (フローチャート風)
基本制御，イベント駆動

初中級プログラミング科目
We have proposed a group exercise for beginners using LEGO Mindstorms robot kit and
game problems. We performed several educational events for high school students. We
develop them to an educational framework for more learners. We consider an applied
exercise for control programming for information college students. The educational
purpose is to master control programming technique for embedded system. It also is to
understand software development process as problem solving by programming. In design
phase, they consider strategy ideas and describe models for system requirement. In
implementation phase, they acquire important concepts and algorithm, such as, event
driven by sensor detection, exclusive control as task management. We adopt ROBOTC,
which is an enhanced C with NXT library. It includes development environment. We
consider teaching materials and exercise problems for an educational practice.

3

問題解決学習
ソフトウェア開発

大学上級生

C/C++/Java 言語のテキスト環境
タスク制御，関数モジュール

4

プロジェクト管理
ソフトウェア開発

大学院生
社会人研修

Java 言語で Eclipse 環境
オブジェクト指向プログラミング

†

香川大学工学部
Faculty of Engineering, Kagawa University
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新入生合宿研修
情報系新入生の合宿研修の親睦行事として，LEGO 演習を実施した．希望者 16 人を
4 グループに分け，黒線追跡の課題を 2 時間程度で行った．会場の制約により，演習
支援ページ LegoWiki を使わず，ホワイトボードやレポート用紙を活用した．その代
り，メモを取ることの重要性を説明した．各グループの走行タイムを掲示すると，競
争心が刺激され，活動が白熱した．走行のパラメタ調整だけに終わらず，効率的な実
験手順や，例題プログラムとは異なる独自の実装を提案するなど，意欲的な取組みが
目立った. 最後の感想も，具体的な意見が多く，事前教育としての効果は十分にあっ
た. また，数値的な目標のある課題の方が記録を残すことの重要性が認識しやすいと
の印象を受けた．

2. LEGO プログラミング演習
2.1. 4 段階のフレームワーク
本研究では，教育目的と対象者に応じ，様々な LEGO 演習を 4 段階のステージで検
討している(表 1)．第 1 ステージは，主に小中学生を対象とし，グラフィック環境でパ
ラメタ設定によるロボットの動作状況を感覚的に理解してもらう．第 2 ステージは，
高校生および大学新入生を対象とし，プログラミング演習への導入体験として，制御
のロジックを考えさせる．第 3 ステージは，大学上級生を対象とし，テキストベース
のプログラミングで，イベント駆動，状態遷移，タスク管理など，応用的な技法を習
得させる．さらに UML を用いた設計も行うことにより，ソフトウェア開発を体感さ
せる．第 4 ステージは，大学院または社会人研修を対象とし，グループ作業のプロジ
ェクト管理の手法についても含める．
これまでの取組みでは，第 1 ステージとして，オープンキャンパスや科学体験フェ
スティバルでの教育イベントを開催した．第 2 ステージとして，大学新入生への事前
教育，高校での出張授業を実施した(表 2)．これらを踏まえ，第 3 ステージ以降の演習
を具体化し，授業実践を行う．

表 2 第 2 ステージの教育実践
1
1
1
2
2
2
2
2
2

2.2. 第 2 ステージの教育実践
教養ゼミ
工学部 1 年生を対象に，前期開講の「教養ゼミ」内で，LEGO 演習を実施した．受
講者 25 名を 6 グループに分け，9 回の授業で，6 つのゲーム課題を提示した．最初の
うちは，プログラムを上書きし，行当りばったりに試しているグループが多かった．
そのうち，以前のデータとの比較の重要性に気付き，修正ごとにバージョン番号を付
けたり，コースの一部のみを走破するように中間目標を立てるようになった．ただし，
完走にこだわり，途中の段階で，確認を求めることが尐なく，複数の課題にバランス
良く取り組むには至らなかった．中間目標となる細かい設問を用意し，交替で取り組
むように指示したが，個人単位で分担すると，取組みへの積極性に大きな差が生じて
いた．二人一組で，個々の設問を割り当て，プログラム作成と動作テストの役割を小
まめに交替させる方が活性度が高かった．
最後の実技認定では，所定の時間で達成できたグループは尐なかったが，ほぼ全員
が延長時間も粘って積極的に取り組んでいた．基準を甘くして仮合格と認定しても，
学生の気質として，課題を完璧に解こうとしているようだった．反面，問題に突き当
たっても，他の問題に切り替えられず，時間をロスしていた．そのため，全体として
課題の進捗が遅れてしまっていた．レポートの感想を見ても，明確な目標への達成意
欲が大きく伺えたが，進捗状況への意識が低かった．パラメタ調整が機械的な作業と
なり，制御のロジックを検討する部分が軽視されてしまった面もある．

イベント
科学体験祭
大学公開
公開講座
教養ゼミ
高校訪問
出張授業
新入生合宿
模擬授業
SPP

実施
2001～
2001～
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009

学年
小中
小中
小中
大1
高
高
大1
教員
高

教育目的
プログラム実行体験
プログラム実行体験
プログラミング体験
事前教育のプログラミング
プログラミング体験
グループ作業と開発
プログラミング体験と親睦
教育研修
グループ作業と開発

2.3. 第 3 段階としての応用プログラミング演習
これまで提案し，実践してきた LEGO 演習を通常のプログラミング演習は，基本的
な文法やアルゴリズムの学習が主体となっているが，社会において情報技術者に求め
られる能力は，道具としてプログラミングを活用し，実際の問題を解決できることで
ある．この問題解決能力は，工学的なデザインプロセスを理解し，試行錯誤しながら，
基本的な知識を現実的な問題に応用する能力である．その際に，与えられた仕様と制
約の中で，グループで協力しながらオープンエンドな問題の解決に取り組む．ここで，
概念的な解法の提案だけでなく，具体的なプロセスを実行可能なプログラムとして提
示することが重要である．
第 3 ステージの演習では，プログラムの実装手法だけでなく，グループ学習による
コミュニケーション，ソフトウェア工学の開発プロセスも重視する．問題解決学習の
過程に基づいて，反復的に設計やプログラムを改善する開発プロセスを学生に意識さ
せる(図 1)．また，グループでの開発作業を効果的に進めるため，設計書などのドキュ
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メント作成やグループの作業日誌などの作成を行う．問題分析の手法やドキュメント
の作成方法，グループ内とグループ間での議論の方法を提示する．これらの活動を評
価の対象とする．
要求分析 (構造把握)

UML

振舞

ライントレース

と
開
発
環
境
の
理
解
と
試
行

プログラム
キャリブレーション

Ａ

批評
構造

(

手
法
習
得

)

組込系の手法の基礎として，センサのキャリブレーション，マルチタスクの優先度，
PID 制御，データロギングなどを学習する．ソフトウェア開発の工程手法として，ス
パイラルモデル，アジャイル，テストケース，モデル駆動などを盛り込む．UML のう
ち，ユースケース図やシーケンス図などを使って，ロボットの振舞や制御の概略を視
覚化させる(図 2)．すなわち，問題解決学習の過程に基づいて，設計を改善したり，プ
ログラムを修正していく反復的な開発プロセスを体感させる．
最終的な実技大会では，これまでより大規模なゲーム課題を採用する予定である．
ET ロボコンのコースを参考に，以下の要件を満たすべく，競争型のゲームフィールド
を検討する．
・ 競争意識を高めるため，2 台同時に並走
(インとアウトで 2 回の走行の合計で評価)
・ インとアウトで異なるプログラムの作成
(グループ内での役割分担)
・ 3×5m 程度のフィールドで，1 周 25 秒程度
(既存の課題の 2 倍，ET ロボコンの半分)
・ 破線や迷路などの難所コースを設定
(内部状態遷移や PID 制御を活用)
・ カラー標識による各種の任務
(マルチタスク，回転・発音・停止などの任務)
・ 反響・接触センサと手腕機構による運搬
(方向定位と位置測定，捕捉・保持・解放)

実装 (適用実
装)

設計 (構造把握)
構造

2.4. 問題解決学習と制御プログラミング

振舞

アイディア

B

改善策
C

設計の検証 (相互評価)

図1

走行テスト (試行検証)

LEGO プログラミング演習の流れ
フィードバック

手法習得

適用実装

試行検証

構造把握

2.5. ET ロボコン
ET ロボコン(ET ソフトウェアデザインロボットコンテスト)は，組込みシステム技
術協会が主催するコンテストである[6]．組込みソフトウェア開発分野および同教育分
野における若年層および初級エンジニアへの分析・設計モデリングの教育機会を提供
することを目的とする(13)．Web ページには，「若年層および初級組込みソフトウェ
ア・エンジニア向けに，モノづくりの楽しさを経験する機会を提供し，組込み分野へ
の興味を高める．複雑化する組込みソフトウェア開発において，モデリングによる分
析・設計手法の適用を進めるため，開発成果によるコンペ形式とし，実践教育の機会
とする．」とある(図 3)．コンテストの内容は，LEGO ロボットを規定のハードウェア
として，開発するソフトウェアの優务を競う．基本的には，ゲームフィールド上での
ライントレースの走行時間を競う．各所に任務が設けられ，成功すると得点が加算さ
れる．大会は，全国数か所の地区予選と，その上位チームが選抜されて参加するチャ
ンピオンシップ大会とがある．

相互講評
ドキュメント記録

グループ内
インタラクション

グループ間
インタラクション

個人 作業

グループ内 協力

グループ間 議論

レポート作成

・・・
・・・

アイディアを考える
視覚化する
作業記録をつける
Wiki, 作業日誌

グループ内で議論する
アイディアを混ぜ合わせる
足りない部分を追加する

グループ間で講評する
コメントする
評価する

掲示板、Wiki

掲示板, blog, Wiki

教室
演習成果物を整理する
演習活動を振り返る
レポートを作成する
Wiki, レポート

図 2 問題解決学習としての演習方法
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コンテストには，実際の走行でタイムやパフォーマンスを競う競技部門と，事前に
提出したモデルシートを評価するモデル部門がある．モデルシートには，ソフトウェ
アの設計や戦略のアイデアを分かりやすく表現することが求められる．ハードウェア
の制作を含めた一般的なロボコンと異なり，純粋にソフトウェアの優务だけを競争す
る．また，同時にソフトウェアの設計についても評価する．この評価は，オブジェク
ト指向分析・設計に精通した審査員が行う．設計が第三者によって客観的に評価され
る貴重な機会が得られる．また，設計を他の多くの参加チームの設計と比較できるの
で，技術者交流の場として注目を浴びている．

対応となり，時間とパワーに加え，回転数での制御もできる．角度センサとしても機
能する．左右の車輪のモーターの同期が正確に行える．拡張パーツとして，色識別，
加速度(3 軸の傾き)，角速度，赤外線，磁気，温度のセンサもある．センサの用法は，
計測値をそのまま利用するか，閾値を設定して状態変化をイベント発生として検知さ
せる．計測間隔は 1/100 秒であり，教育目的での制御プログラミングには十分である．
新型センサ
LEGO 社では，NXT の純正センサ(光量，音量，反響，接触，温度)を用意している．
これ以外に，HiTechnic 社から発売されている拡張センサ(加速度，傾斜，色彩，磁気，
赤外線，光距離)も利用できる．2010 年 9 月には，純正センサとして色彩センサが加
わった．HiTechnic 社の色彩センサに比べ，NXT Software 上での識別色は 18 から 6(黒，
白，赤，青，黄，緑)に減っている．しかし，認識までの時間が短縮され，精度が向上
している．また，検知用の発光を，RGB 単色で選ぶことができる．輝度のみを検知す
る光量センサとして利用することもできる．
規定ロボット
規定ロボットは，競争系，任務系，球技系の 3 種類を想定する．本論で挙げる演習
では，図 4 の任務系の規定ロボットを採用する．規定ロボットは，左右独立方式の車
輪機構として，1 対の駆動輪および補助輪を有する．左右の駆動輪へのモーターの出
力量で，前後の直進，左右の曲進，機体の転回を行う．また，機体前面に接触センサ
を備えた手腕機構が開閉動作を行い，荷物を捕捉・運搬・開放する．機体下面には，
左右に 1 対の光量センサを備え，床面の明暗から，領域境界や走行黒線を検知する．
機体上部には反響センサを備え，遠方の障害物を探索する．
規定ロボットの改良
これまで実施してきた第 2 ステージでは，図 4 の左右開閉型の手腕機構を備えた規
定ロボットを用いていた．しかし，様々な課題に対応できる一方，機構が複雑でメン
テナンスが難しく，搬送時に壊れやすいという欠点を抱えていた．また，荷物運搬な
どの任務では，反響センサの位置に合わせるため，移動時に不安定になる運搬物を使
わざるを得なかった．
そこで，新しい規定ロボットを構築した(図 2)．手腕機構と検知機構を，それぞれア
タッチメントとして再分割し，できるだけ簡素化した．さらに，アタッチメントの接
続部は，1 箇所を差し込むだけとし，学習者が簡単に組み替えられるようにした．従
来の任務に対応できるよう，前方に前後開閉式の手腕機構を設置した．前方設置の接
触センサを組み合せることで，反響センサによる方向定位と距離推定が可能になる．

図 3 ET ロボコンの概要とモデリングシート

3. LEGO 演習の環境
3.1. 規定ロボット
NXT 本体
NXT マイコンのハードウェア構成は，CPU が 32bit48MHz で RAM が 256KB である
(表 3)．4 個の入力ポートと 3 個の出力ポートを備える．液晶画面が大きく，簡単なア
ニメ表示ができる．標準のセンサには，光量(ライト)，接触(タッチ)，音量(サウンド)，
反響(超音波)の 4 種類があり，感度も向上している(表 3)．モーターは，ステッピング
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書法で記述できる．統合環境 BricxCC(Bricx Command Center)を用いてプログラミング
を行う(図 6)．オープンソースで開発され，フリーライセンスである[9]．2008 年以降
の更新が停滞しており，拡張センサが使用できない．
nxtOSEK
nxtOSEK は，オープンソースのプロジェクトで開発されている[10]．記述できる言
語は，Java，C，C++である．元来，Java 仮想マシンによって RCX を Java で制御する
ことを目標にしていた．組込系技術者のためのロボットコンテスト ET ロボコンの開
発環境に採用されている(9)．Eclipse または Cygwin を開発環境として用いる．フリー
ライセンスであるが，環境を整えるのに時間がかかるのが欠点である．
MSRS
Microsoft Robotics Studio は，マイクロソフト社が提供するフリーライセンスの環境
である[11]．プログラム言語は，Microsoft Visual Programming Language(VPL)，C#，
VB.NET，Python に対応している．VPL では，クラス図を記述するようにプログラミ
ングを行う(図 6)．実行確認は，シミュレーションでも行える．NXT Software がフロ
ーチャートのように記述するのに比べ，慣れるのに時間がかかる．また，本学科のカ
リキュラムでは，その他の対応言語は扱われておらず，今回の演習では，採用しない．

表 3 NXT マイコンとセンサの仕様
プロセッサ
メモリ
コントローラ
メモリ
外部通信
ディスプレイ
ボタン
スピーカ
電源
規格サイズ

プログラム制御 32bit 48M Hz
ユーザ 256KB システム 64KB
ダイレクト制御 8bit 4M Hz
ユーザ 4KB システム 512B
USB 2.0 / Bluetooth
モノクロ液晶 100 ｘ 64 pix
決定 / 解除 / 左右選択
モノラル 2～16 KHz
単３×6 / 専用充電池 / AC 9V
110×70×40 (mm)

センサ
光量
接触
角度
反響
音量

旧型

機能
反射光の輝度を測る
閾値以上の入射光の有無
押された/離された
回転角度を測る
回転の有無
超音波で距離を測る
設定距離内の障害物の有無
音量を測る
閾値異常の音の有無

値
0-100
0/1
0/1
0-360
0/1
0-250
0/1
0-100
0/1

新型

Eclipse / Cygwin
本体部

手腕部

BricxCC
(BricxCommandCenter)

legOS

検知部

brickOS leJOS
RCX
NXT

NXC
(Not eXactly C)

TOPPERS/OSEK

図 4 規定ロボットのアタッチメント

NQC
NBC
(Not Quite C) (Not Byte Code)

TOPPERS/ATK
TOPPERS/ATK

3.2. テキストプログラミング環境

nxtOSEK

NXT に対するテキストベースのプログラミング環境の主なものは，図 5 の通りであ
る．特に，NXC，nxtOSEK，MSRS，ROBOTC が有名である．
NXC
NXC は，旧型の RCX マイコンに対応した NQC の新版である[7][8]．C 言語に近い

ROBOTC

MSRS

ROBOTC

Microsoft
Robotics
Studio

leJOS OSEK

図 5 テキストベースのプログラミング環境

5

ⓒ 2011 Information Processing Society of Japan

Vol.2011-CE-108 No.3
2011/2/5

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

ただし，プロセッサは 1 つしか持たないため，擬似マルチタスキングである．そのた
め，タイムスライスやプライオリティを設定し，最適化を図らなければならない．
プログラムの実行は，ROBOTC 上でコンパイル後，NXT にダウンロードして行う．
その際，専用のコントロールパネルから NXT の制御ができる．エディタには，関数
の一覧機能と補完機能が備わっている．ただし，日本語でのコメントができない．ま
た，作成したプログラムを 1 ステップずつ実行したり，ブレークポイントの設定，エ
ラーポイントの表示ができるようなデバッグ支援ツールも付属している．さらに，パ
フォーマンスモニタ機能により，状態ごとの変数の値やセンサの読取値をリアルタイ
ムに表示し，グラフとして出力できる．
図 6 BricxCC と MSRS

3.4. LegoWiki
教育実践を円滑に進めるため，演習を総合的に支援する Web ページ LegoWiki を構
築している[13][14]．教師側には，コンテンツ管理と演習管理の機能を提供する(図 8)．
学生側には，グループ単位の演習総括ページ，課題ごとの課題検討ページ，さらに設
問ごとの設問進捗ページを提供する(図 9)．LegoWiki は，PukiWiki 上で構築し，入力
支援のプラグインを組み込んでいる．これにより，ユーザは Wiki の文法を知らなくて
も，単なるフォーム入力を行うだけで済む．LegoWiki のページ構成は，以下の通りで
ある．

図 7 ROBOTC

3.3. ROBOTC の機能
ROBOTC は，カーネギーメロン大学の Robotics Academy によって開発されている
[12]．C 言語に NXT 制御用のライブラリを追加したものである．テキストエディタ，
デバッガ，コントロールパネルを備えた統合環境である(図 7)．導入方法もインストー
ラを走らせるだけであり，容易である．ただし，1 ライセンスあたり約 20$前後かかる．
今回の演習では，我々の提供するノート PC にはライセンスを取得し，受講生の PC に
は 30 日間の評価版を導入する．
ROBOTC では，NXT 本体の NXT ボタンおよび LCD，接続した 4 つまでのセンサと
3 つまでのモーターを利用できる．センサとモーターを利用する場合，プログラムの
冒頭で宣言を行う．センサならば S1 から S4 までを，モーターならば motorA から
motorC までを各種センサと対応付ける．
プログラムの本体部分は，C 言語の書法とは異なり，タスクごとに記述する．マル
チタスクで管理するには，複数のタスクを宣言し，メインタスクからスタートする．

6

●
◯
○
◯
◯
◯
◯

教師側 コンテンツ提示と演習管理
授業概要 授業の概要と目的，演習の進行表，ソフトのマニュアル，ロボットの特性
教室連絡 演習中の注意事項や補足事項
競技速報 課題の進捗状況，競技大会の暫定結果
教室総覧 教師のみが閲覧する各グループのモニタリング
成果評価 教師のみが成果の評価を記入
意見集計 教師のみが閲覧するアンケート結果の集計表示

●
◯
◯
◯
◯

学生側 演習総括
メンバ登録
グループの編成とメンバの受講番号の登録
コンテンツ管理 各種シートやプログラムなどの成果物を保存
レポート提出
総括レポートや発表資料のテンプレートを用意，完成版の投稿
アンケート回答 自由記述と選択回答の両方に対応

●
◯
◯
◯
◯

学生側 課題検討
課題提示
競技課題の内容，要素技術の解説，例題プログラム，作業シート
設問提示
要素技術の部分練習となる基本設問の一覧
進行議論
作業の進行計画や分担を 1 行コメントで記入
コンテンツ登録 作業風景や競技動画などをアップロード
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活動記録ページ

課題提示ページ

授業概要ページ
授業概要や演習進行表

各グループへの連絡

課題進捗ページ

進捗状況をグラフ

作業管理ページ
チケットの状態
一覧

で表示
進捗状況を時系列で整理
ツリー型のサイドメニュー

図 8 LegoWiki の教師側ページ

図 9 LegoWiki の学生側ページ

4. プロジェクト
表 4 プロジェクトと課題
機構の理解

4.1. プロジェクトの概要

番号

テーマ

0

ロボットの組立と実行環境

パラメタ調整，実験推定

1

車輪機構の走行特性

順次，パラメタ最適化

図形模走

2

制御構造とイベント駆動

条件分岐，無限反復，条件待機

スイッチ

LEGO 演習で取り扱う課題を，表４のプロジェクト群として整理する．実際の演習
では，教育目的と学習条件に応じて，適切なプロジェクトを幾つか選び，カリキュラ
ムを構成する．各プロジェクトには，例題プログラム，個々の技術項目に対応した幾
つかの基本問題，総合的なゲーム課題が用意される．ゲーム課題では，得点ルールが
提示され，任務要素ごとの中間目標を設定している．学生は，例題プログラムを参考
にして，基本問題を解いていき，課題に挑戦する．課題のルールを吟味し，任務要素
を取捨選択して，攻略法を検討する．モデリング，コーディング，実行確認を行いな
が課題に取り組む．中間目標ごとに，成否の認定を行い，部分点を与える．

課題

センサ検知，イベント駆動，データ計測 計測表示
3

4

手腕機構と接触センサ
反響センサによる位置推定

接触センサ，近接検知

荷物運搬

マルチタスク，データ保持

障害排除

反響センサ，遠隔検知

障害回避

距離測定，方向定位

荷物回収

光量センサ，閾値設定

領域掃出

5

光量センサによる床面検知

多分岐，二重反復，内部状態

黒線追跡

6

色彩センサによる物体識別

色彩センサ，階調識別

階調識別

7

環境センサによる外界認識

磁気センサ，近接センサ，赤外センサ

探索走行

8

データ通信による遠隔操作

赤外線通信，Bluetooth 通信

遠隔操作

9

力学センサによる姿勢制御

角速度センサ(回転)，

二足歩行

加速度センサ(傾斜)

二輪走行

10

データ通信による協調作業

同期，双方向通信，

救助任務

協調動作

団体球技

4.2. 課題 1 図形模走
図形模走では，左右独立方式の走行機構を備えた規定ロボットを使用する．フィー
ルド(黄地)上で，指定された黒線のコースを確定走行する(図 10)．コースは，直線お
よび円周の一部であり，距離・半径・角度を予め測定しておいて，図形をなぞるよう
に走行する．スタートからゴールまで，ちょうど 15 秒で走破し，ゴール上で停止する．
P1 以外のコースの途中で停止したら，そこで打切である．また，任務として，指定さ
れた位置で 音を発生させる．走行点と任務点を合計する．2 回の試行で，高い方を最
終得点とする．以下のフィールドは，模式図であり，距離や角度の実測が必要である．
テープ幅のため，5cm までの誤差がある．
実装方法としては，光量センサなどは使わず，左右のモーターの出力パワーと時間
で調整する．時間の代わりに，モーターの回転角度を利用してもよい．サンプルコー
ドとしては，1 秒間パワー100 で直進し，右モーターを 180 度前に回転と左モーターを
180 度後ろに回転させ転回し，2 秒間パワー100 で直進するものを配布した．
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確に脱落したら，そこで打切である．走行点と任務点を合計する．3 回の試行で，高
い 2 回の合計を最終得点とする．図 11 のフィールドは，模式図であり，距離や角度の
実測が必要である．テープ幅のため，5cm までの誤差がある．
色彩センサは，黒線追跡には光量センサとして，色標識の検知には色彩センサとし
て用いる．両者は，別タスクで定義する．外光の影響を受けやすいので，明暗および
色彩を識別する閾値を慎重に設定する必要がある．実際，昼頃と夕方では，輝度にか
なりの差がある．走行直前に，各所で計測値を測定し，キャリブレーションを行わな
ければならない．また，より信頼性の高い実行を実現するには，コース全体を幾つか
のサブコースに分け，各フェーズでの攻略法を検討することも重要である．これは，
走行と任務を抽象化して捉えるモデリングの手法である．
図 10 課題 2 図形模走のフィールド

4.3. 課題 2 制御構造
制御構造では，5 つからなる基本問題を手分けして実装する．
基本問題 01 では，接触センサによるイベント駆動を扱う．接触センサが押される
まで，無限ループを利用して待機させる．
基本問題 02 では，トグルスイッチとキープスイッチを扱う．トグルスイッチでは，
接触センサの ON をイベントとした，無限ループを連続して記述することで，押され
るたびに振る舞いが変わる．キープスイッチでは，二重ループを利用し，接触センサ
が押されている間と押されていない間の振る舞いをそれぞれに記述する．
基本問題 03 では，マルチタスクを扱う．ROBOTC の task の基本的な使い方として，
宣言，呼出，停止を記述させる．モーターの動作を制御するタスクと，センサの読込
みを制御するタスクを並列に記述し，リアルタイム処理を行う．
基本問題 04 では，マルチタスクとステータスの参照を扱う．task を複数用意し，
接触センサの ON/OFF イベントでステータスを書き換え，振る舞いを変更させる．ま
た，NXT 本体に付随するボタンの押下状況に合わせて，動作を変える．
基本問題 05 では，計時を扱う．プログラム開始からの時間やモーターの回転角度
の計測を行う．直前の振舞いを記録し，再現することができる．

図 11 課題３ 黒線追跡のフィールド

4.5. 課題 4 障害接近
反響センサによる方向と位置の定位の課題である．競技場の中央の開始地点から探
索を開始し，塔状の得点物を見つけたら，触れない距離まで接近して停止する．この
とき，終了音を出す(図 12)．障害物は，開始地点から 50～100cm の距離にランダムに
置く．競技場の中には，他の障害物は存在しない．その範囲外には，壁や人間などの
障害物の可能性がある．競技場は，200cm×200cm である．ただし，実際に走行でき，
対象物が設置される範囲は，フィールド中央部の 120cm×120cm とする．なお，本課題
はフィールド用のシートを設置しない代わりに，競技場の四隅にマーカーを設置して
いる．得点物は，高さ 15cm，幅 6cm 四方である．
得点物や障害物に接触したら失格である．制限時間を越えたら失格とする．ゲーム
フィールドを外れたら失格である．途中での明らかな停止も失格である(走行の切替え
による瞬停を除く)．

4.4. 課題 3 黒線追跡
左に色彩センサ，右に光量センサを備えた規定ロボットを使用する．二眼左右方式
の中央走行で床面を近接検知する．フィールド(白地)上で，指定された黒線上のコー
スを検知走行する．コースは，直線および自由曲線から構成される．スタートからゴ
ールまで，約 30 秒で走破する例題プログラムを改良し，高速化と任務の遂行を行う．
任務は，青標識での右自転，緑標識での発音，赤標識での停止である．コースから明
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5. 実践の途中報告
5.1. 授業の概要
後期に実施する第 3 ステージの実験科目について，概要を述べる．開発環境は
ROBOTC とし，改良した規定ロボットを用いる．情報系の 3 年生 40 人程度を 4 人ず
つの 10 グループとし，7 週のカリキュラムとする(表 5)．教育内容や演習形態として
は，ET ロボコンを参考にする．
表 5 情報環境実験での演習スケジュール
週

図 12 課題４ 障害接近のフィールド

図 13 課題５ 階調識別のフィールド

第９ 週
第１ ０ 週

4.6. 課題 5 階調識別

第１ １ 週

色彩センサで RGB 値を読み取り，色彩を識別して，床面の状況を把握する．灰色
の 4 段階のグラデーションコース上で，規定ロボットの位置推定と姿勢制御を行う(図
13)．位置推定では，何段階目の階調上に規定ロボットがいるかを推定させる．姿勢制
御では，左右の前方下方向に設置された色彩センサの値を比較し，目的の方向に向く
ようにする．色彩センサの個体値や微妙な影といった環境要因で，精度が大きく変化
する．そこで，実際のコース上でキャリブレーションを行い，個体値の似た色彩セン
サがペアになるように組み合わせた．ただし，若干の違いは残るため，プログラムで
補正するよう指示した．
課題は，黒線追跡中にグラデーションコースに侵入したフラグを検出し，走行モー
ドを変更する．その後，2 段階目のグラデーションエリアまで姿勢制御しながら直進
し，90 度左転回する．青線を認識するまで直進し，3 本目の青線で停止する．180 度
転回して前進，もしくは後進しつつ 4 段階目のグラデーションエリアに到達する．最
終的に出口側の黒線追跡用コースに復帰できればよい．ただし，難易度はかなり高い
ので，減点にはなるが，走行前に数枚のカラーバーを設置してフラグとして利用する
ことを認める．また，階調識別の課題のバリエーションとして，赤色の縦軸と青色の
横軸を組合せた格子状のコースや，白色から黒色に滑らかに変化するグラデーション
コースも検討している．
実装上の技術的には，RGB 値からの輝度の計算，RGB 値による色味の判定，左右
の色彩センサの計測値の差による方向確認などのポイントがある．また，計測値の移
動平均などを求めて，ノイズの影響を避けるなどの工夫も考えられる．

第１ ２ 週
第１ ３ 週
第１ ４ 週
第１ ５ 週

授 業 内 容
LEGOプログラミング演習(1)
開発環境の設定、LEGO制御API
LEGOプログラミング演習(2)
車輪機構の走行制御、手腕機構と捕捉制御
LEGOプログラミング演習(3)
各種センサとイベント駆動、UML設計
LEGOプログラミング演習(4)
ゲーム課題の問題分析と戦略検討
LEGOプログラミング演習(5)
概略設計、詳細設計、プロトタイプ作成
LEGOプログラミング演習(6)
戦略実装、実行検証、改良修正
LEGOプログラミング演習(7)
実技大会、成果発表

理 解 目 標
LEGOプログラミング環境を整備する。
LEGO制御APIの仕様を理解する。
車輪機構の走行特性を計測する。
センサによる計測やイベント駆動を実装する。
UMLの基本的な図の描き方を習得する。
ゲーム課題の問題分析を行う。
UMLでユースケース図を描いて、戦略を検討する。
オブジェクト図やシーケンス図を用いて設計する。
ゲーム課題を攻略するプロトタイプを試作する。
実行検証して、改良修正する。
スパイラルモデルで開発を進める。
実技大会を開催し、結果を分析する。
成果を口頭発表する。

5.2. 教室配置
第３ステージの基本的な演習形態では，4 名程度のメンバーでグループに分ける．
教授者の他，数名の補助者(TA)を置く．各グループの教室配置は，図 14 のようになる．
教授者は，教卓のスクリーンに演習用 Web ページを映し，課題を説明する．出張授業
でローカルにネットワークを構築するときなど，必要に応じて，サーバ管理者を置き，
Web ページの更新を行う．各グループのメンバーは 2 人ずつ机班と床班に分かれる．
机班の 2 人は，制御プログラミング用のノート PC の操作と，進捗状況の時系列的な
報告を分担する．後者の記録は，紙面で行うか，機材があれば記録用のミニ PC で行
う．指導係の TA が側に付き，操作の指導を行う．連絡事項は，チケットと呼ぶ名刺
サイズのカードで行う．床班の 2 人は，プログラムをダウンロードされたロボットを
フィールドまで持ち運び，実行の確認として，時間や距離の計測を行う．その結果を
机班に報告し，修正を行わせる．審判係の TA が側に付き，課題の達成を認定する．
床班と机班は，10 分程度で交代し，分担のバランスを保つ．これにより，グループと
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しての一体感を高め，演習意欲を維持させる．授業の最後に，授業の要点と感想を書
かせ，実践結果も含め，後日，課題レポートとして提出させる．

6. まとめ
応用プログラミングとして，LEGO ロボットの制御とゲーム課題を題材とするグル
ープ演習を提案している．また，グループ活動のコミュニケーション支援システム
LegoWiki を構築している．教育実践として，大学専門課程の学生への体験授業を実
施している．四半期の実験演習として実施し，本論文の執筆段階では，課題４である
障害接近まで終了している．演習自体では，プロジェクトごとにゲーム課題を提示し，
その技術要素を段階的に理解するための設問を用意した．作業過程を計画・設計・実
験シートに記入させ，試行錯誤を通した問題解決の進め方と，分担と協力によるグル
ープ活動の活性化を意識させる．今後，最終大会を開催し，チーム間の競争意識で学
習意欲を刺激する．また，UML による設計を口頭発表とレポートによるまとめを提出
させる．各シートの記入状況，競技結果，口頭発表会を総合して最終成績とする．
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図 14 教室配置

5.3. 教材と演習の準備状況
受講者の一部は，1 年次に教養ゼミにて NXT Software による LEGO プログラミング
を体験している．そこで，彼らがグループに 1 名以上ずつ配置し，更にプログラミン
グ科目の成績がグループごとに拮抗するよう編成している．
教材としては，UML による設計の前に思考をまとめたり，戦略を検討させたりする
ため，設計シート，計画シート，実験シートを用意している．設計シートでは，どの
ように実装するかをフローチャートや，短文で記述する．計画シートでは，モーター
や条件文のパラメタ，センサから取得する値の予想などを記述する．実験シートでは，
計画シートで記述したパラメタが，どのような走行結果になったかを記録する．これ
らのシートは，LegoWiki 上で記述するよりも，紙ベースで行う方が効率良くできる．
最終的に，電子化して LegoWiki に掲載する．
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