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Abstract 

The training program of the 3rd graders in Kure National College of Technology has been focused on 
re-learning electrical theories and learning the ways to use electrical equipment. In 2012, we changed the 
existing training program into something more focused on fostering young engineers’ manufacturing skills. 
Then, we developed a microcomputer educational tool which includes a liquid crystal display, a long distance 
measuring sensor and two 8x8 dots matrix displays as the chief requisite of the practical training. In this tool, 
the difficult part of programs (ex. Initializing and I/O setting) are encapsulated for the 3rd graders who are 
unskilled in these programs. In this paper, we report and discuss the educational effect of using these original 
educational tools. 
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§1 まえがき 

 

近年、初学者向けに簡単に外部機器と接続でき、プログラム

が簡単なAtmel 社のAVR マイコンを使用したARDUINO やルネサ

ス社のRXマイコンを使用したGR-SAKURAといったマイコン教材

が普及し、マイコンを始める上でのハードルが格段に低下して

いる。しかしながら、マイコンを実務で扱う上では、その多様

な機器を接続できる拡張性の高さから普及しているものの、レ

ジスタやポート設定など様々な定義を学習する必要があり、そ

の上の段階へ進むためのハードルは依然として高い現状がある。 

加えて、従来のマイコン実験においては、単一の実験内容を1

回の実験時間で行うことや複数の外部機器との接続実験を数か

月かけて行うことが多く、複数の実験内容を 1 回の実験時間で

行うものは一般的ではなかった 1)-3)。 

呉工業高等専門学校電気情報工学科では、平成24年度より旧

来の理論の再確認を主眼におく学生実験のありかたを抜本的に

見直し、実践的な実験を中心にした、ものづくり技術者の素養

を身につける実験へと移行している。その流れのなかで、２年

次の情報処理の授業で C 言語の基礎的な事項を学んだのみの学

生に対して、1週3時間の制約の中で、複数の外部機器を接続し

て実施する簡易型のマイコン実習キットを作成し試行したので、

その結果について報告する。なお、このマイコン実験では、１

人1台を割り当て実施するものである。 

これまで電気情報工学科で行ってきたマイコン実習は、４年

次後期にマイコンの原理やアセンブラ・プログラミングを習得

することを目的に、８ビットマイコンによるアセンブラ実習を

学生実験の２テーマ計８時間行っている。これは、３年次後期

の「論理回路」、４年次前期の「ハードウェア記述言語による論

理設計」を学んだ後に実施している。また、５年次前期にはＣ

言語による16ビットマイコンの実習を、学生実験の２テーマ計

８時間で行っている。これまでの実習では、マイコンのレジス

タの初期設定や、周辺機器とのデータのやり取りの習得を目的

としている１）。また、本校においては、カリキュラム上、マイコ

ンについての教育がされていなかったため、３年次までの段階

でマイコンについての実験実習は行っていない現状があった。 

このようなマイコン教育の状況で、今回新たにＣ言語を習得

したばかりの３年次学生に対して、マイコン実習を取り入れる

試みを行った。学習を行っていないレジスタの初期設定や、周

辺機器とのデータのやり取りなどマイコンを動作させるために

必要なプログラムは関数でカプセル化し、マイコンの使用法に

ついてはチュートリアル化してテキストの中に記述することで、

学生がforや while、ifなどC言語の基本的な関数の定着をは

かり、マイコンを使って何ができるか理解し、自ら電子工作に

取り組むためのきっかけとなることを実習の目的とした。 

実習は、３年次前期の学生実験において１テーマ３時間で行

った。電子工学への興味を引き出し、学生が視覚的に動作を理

解できるように、液晶キャラクタディスプレイ、赤外線距離セ

ンサ、ドットマトリクス LED をアクリル基板上に配置した実習
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キットと実習テキストを作成した。試行にあたって、学生がど

のような箇所でつまずいているかこまめにチェックし授業改善

につなげるほか、実習後のアンケートで学生の反応を把握した。 

 
§２ 実習内容 

 

２．１ 実習キット 

 

 図１(a)に今回作成した実習キットを示す。マイコン・ボード

にはマルツパーツ館製MDSPIC3013を用いた 4）。このボードは16

ビットマイコンdsPIC30F3013が搭載されており、USBで直接プ

ログラムをダウンロードできることに加え、USBバスパワーでの

駆動が可能であり、USBケーブル一本でパソコンとつなぐことで

手軽に実習を行えるメリットがある。今回の実習キットでは、

5x7ドットの文字を2行16桁表示できる液晶キャラクタ表示器

(SC1602BS*B)と測距モジュール GP2Y0A02YK、LED ディスプレイ

ドライバ（MAX7219）を介して駆動する 8x8 ドットマトリクス

LED(C/A-3880EG)２組をそれぞれモジュール化しマイコン・ボー

ドに接続する構成として、それぞれのモジュールに対してデバ

イスの初期化や信号の送受信などの関数を事前に定義する形で

実習を行った。実際に使用した実習キット(図 1(b))では、今後

の拡張性を考慮し、それぞれのユニットをジャンパ線によって

接続している。 

 

２．２ 実習内容 

 

今回試行した実習については関数の初期化や入出力関係の関

数については、C言語を習いたてでマイコンを扱ったことのない

学生に対しては難しい内容となるため、表 1 の通り関数のカプ

セル化を行った。 

またこれらの関数の使い方については、簡単な説明と合わせ

関数リファレンスとして手順書に記載した。実際の実習では、

マイコン・ボードに接続してある液晶キャラクタ表示器(LCD)、

赤外線距離センサ、マトリクスLEDの３つのモジュールについ

て、表2および表3の通り、簡単な問題から順番に実施するこ

ととした。なお、問題に取り掛かる前に例題を行うことで、マ

イコン実習キットおよびプログラミングツールの基本的な使い

方をあらかじめ学習し、動作の確認をするものとした。 

 

表１ カプセル化した関数の一覧 

関数 機能 
void init_LCD(void) LCDを初期化 
void clr_LCD(void) LCD表示をクリア 
void locate(char x, char y) LCD内カーソル移動 
void put_char(char x) LCDに１文字出力 
void put_num(int n) LCDに整数を出力 
void put_str(char *str) LCDに文字列を出力 
void delayms(unsigned n) プログラムを遅延 
void init_ADC(void) AD変換を初期化 
int smp_INT(void) 出力電圧をデジタル

値で返す 
void init_MTLED() ドライバを初期化 

void send_one(unsigned 
char adrs, unsigned char 
data) 

LED ドライバに、指

定したアドレスとデ

ータを転送 

void send_dual(unsigned 
char adrs1, unsigned char 
data1, unsigned char 
adrs2, unsigned char 
data2) 

二つのLEDドライバ

に、指定したアドレ

スとデータを転送 

 

表２ 実施した例題および問題の一覧 

番号 問題 
例題 put_char()を用いて文字‘k’を1個表示せよ。 
問1 LCDにput_num(n) を用いて数値を表示せよ。 
問2 LCD に put_str(*str) を用いて ”Hello 

PIC” を表示せよ。 

問3 locate(x, y)を用いて ”Hello PIC”を２行目

の５文字目から表示せよ。 
問4 0から59までの数値をLCDに順に表示せよ。但

し表示位置を locate(x, y) で固定し、

delayms(x)により適当に間隔を取ること。 

 

(a)全体構成図 

(b)写真 

図１ 実習キット 
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表３ 実施した例題および問題の一覧(続き) 

番号 問題 
問5 これまでの知識を元に、「分：秒：10分の1秒」

表示器を作れ。なお、数値から文字列への変換

についてはsprintf を用いること。 
問6 smp_INT() を用いて測距モジュールが出力す

るデジタル値を表示せよ。但し、表示されるの

は0から4095の整数で、５Ｖが4095に対応。 

問7 問６のプログラムを改良して、電圧値が表示さ

れるようにせよ。デジタルデータは0.001221倍

して単精度実数に置き換え、sprintf()を用いて

文字に変換し表示せよ。 
問8 問７のプログラムを改良して、距離情報に変換

することで非接触距離計を作れ。反射物の距離

と距離計の表示を測定し、グラフを描け。 
問9 8×8マトリクスLEDに1個分のデータを表示さ

せよ。 

問10 16×8 マトリクス LED にデータを表示せよ。（2

個分のデータを送り、つなげて表示させる。） 

問11 8×8マトリクスLEDにデータをスクロールさせ

ながら表示するプログラムを作成せよ。 

問12 16×8 マトリクス LED にデータをスクロールさ

せながら表示するプログラムを作成せよ。 

 

２．３ LCD表示器についての実習内容 

 

LCD 表示器の問題は例題のプログラム例(図２)が与えられて

おり、その延長としてプログラムの作成を行う。問題は問 1 か

ら問5までの5問で、LCD上に数値や文字列を表示させるといっ

た初歩的な問題から実践的なタイマー表示までを行う。これら

の問題の中には、forやwhileなどのC言語に必要なプログラム

表現に加え、普段のC言語の授業ではあまり使用しないsprintf

や、数字や文字の書き込みに伴い移動するカーソルを常に元の

位置に戻すというマイコン特有の考え方も導入されている。図

３に問5の実習結果の一例を示す。 

 

２．４ 測距モジュールについての実習内容 
 

実践的なものづくりの第一歩として、非接触距離計を作成さ

せた。開発した実習キットの距離計は、測距モジュールから出

力された電圧信号(0-5V)を12ビットのアナログ・デジタル変換

器を通してデジタル信号に変換して、マイコンに入力している。

そのため、実際の距離を算出するために、デジタル-電圧変換を

行った後、電圧値を対応する距離に変換する必要がある。この

実習テーマについては、これらの変換過程を問6から問7まで

順を追って実施した。また、取得した電圧値とモジュールの規

格値との比較や距離の精度について、グラフ化して学生に検討

を行う材料とした。測距モジュールを用いた非接触距離計につ

いての実習風景を図４に示す。 

 

２．５ ドットマトリクスLEDについての実習内容 

 
電光掲示板を作成するという目標のもとドットマトリクス

LEDを使った実習を行った。この実習では、ドットマトリクスへ

のビットデータ転送に16進数を使うことに加え、データのスク

ロールに剰余演算が必要となるため、学生のプログラムの復習

に有効な教材として作成した。電光掲示板の実習で作成した作

成例を図５に示す。 

 

§３ 考察 

 
 今回作成した実習キットを活用し、学生一人に 1 台を割り当

てる実習教材として呉高専の 3 年次学生の実習に適用した。そ

して、以下の知見を得た。 

 
３．１ 誤りやすい箇所 
 
今回の実習ではテキストおよび付随する関数リファレンスを

参考に、学生が主体的に進めるものとした。そこで、ほとんど

の学生に共通して見受けられた誤りの箇所があったので、以下

に記す。 
 

(1) 関数リファレンスの参照方法についての誤り  
関数リファレンスに void put_num(int n)などの記述を、

voidやintを付けたまま記述する。 
 

図２ 例題のプログラム例 

 
図３ LCD表示実習 

#include "c:\work\e3exp.h" //カプセル化した 

//ライブラリの読み込み 

 

int main(void){ 

 char a='k';  //文字の代入 

 init_LCD();  // LCDの初期化 

 put_char(a); //LCDへの文字の転送 

 while(1);   //無限ループで状態を保持 

} 
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(2) 変数定義についての誤り 
本来は数字を引数にすべきvoid put_num(int n)の関数につ

いて引数にASCII文字を入力してしまう間違いなど。 
 
(3)ポインタの使い方についての誤り 
void put_str(char *str)の記述について、aを文字列と

してput_str(*a)と記述する。 
 
(4) 戻り値の扱い方についての誤り 
A/D 変換の結果を返す関数 int smp_INT()について

m=smp_INT();等とせず、smp_INT();のまま記述してしまう。 
 
これらの(1)から(4)についての誤りは今回開発した実習教材に

より主体的に学習することで明らかにすることができ、学生個

人の学習や情報処理の授業に対してフィードバックできる材料

となった。 
 

(5) プログラムの終了方法について 
マイコンで使用するプログラムについては、繰り返しデータ

を授受する場面が多いため、プログラムを終了せず、無限ルー

プで電源が切れるかプログラムが書き換えられるまで繰り返す

ことが多い。この特徴について、学生が認知できずループを作

らず一回のみのデータ受信のみになるケースも多くみられた。 
 
これについては、マイコンについて学習を行っていないこと

によって起こっている。テキストへの記述とともに、事前説明

で周知をはかる必要があると考えている。 
 

３．２ アンケート結果と考察 

 

 実習終了後、受講した 3 年次学生全員(43 名)についてアンケ

ートを実施した。この中から主な結果と考察を行う。回答は 5
段階評価で行い、はい、易しい、面白いが 5 点になるようにし

た。以下に、各アンケート問題とその結果、考察を示す。 
 
Ｑ この実習により電子工作に興味を持ちましたか？ 

 これに対する回答の平均値は3.6で、4または5と回答し、興

味を持つことができた学生は 25 名（58.1％）だった。C 言語の

習得と適切な教材の使用によって、マイコンを初めて扱う学生

のうち過半数の学生がものづくりに興味を持つことができ、実

習の目的がかなり達成できていると考えられる。 
 
Ｑ この実習によりマイコン開発にＣ言語が必要であることを

実感しましたか？ 

これに対する回答の平均値は 4.5 で、4 または 5 と回答し、C
言語の必要性を感じた学生は 39 名（90.7％）だった。ほとんど

の学生にＣ言語の重要性を理解してもらうことができたと考え

られる。2年次のＣ言語の授業に動機付けを行うために、今回の

実習内容を少し簡略化したものを 2 年次の学生実習で行うこと

も検討している。 
 

Ｑ 実習内容の難易度について、それぞれ判定してください。 

これに対する回答を表４に示す。これより LCD 表示器では難

しく感じる学生は多くないが、距離センサ、ドットマトリクス

と進むにつれ難しく感じる学生が増えていくことがわかる。し

 

図４ 非接触距離計実習 

 

図５ 電光掲示板 

表４ 実習の難易度 

実習内容 平均値 4と 5 (易しいと答

えた学生)の割合 
LCD表示器 3.2 18(41.9%) 
距離センサ 2.7 8(18.6%) 
ドットマトリクス 2.4 9(20.9%) 
 

表５ 実習の面白さ 

実習内容 平均値 4と 5 (面白いと感

じた学生)の割合 
LCD表示器 3.3 18(41.9%) 
距離センサ 3.0 13(30.2%) 
ドットマトリクス 3.7 28(65.1%) 
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かし、20%程度の学生については易しいと答えており、試作した

教材について適切に対応できている様子も見えた。 

 
Q 実習の面白さについて、それぞれ判定してください。 

これに対する回答を表５に示す。これより LCD 表示器では、

実習が容易で、結果もかなり面白く感じているようである。距

離センサでは、実習が難しくなった分結果が魅力的で無かった

のか、面白く感じる学生が減少する。ところがドットマトリク

スでは、実験を難しく感じる学生が多いのに、面白いと答えた

学生が非常に多いことがわかる。実験結果が興味深いものであ

れば、途中のプログラミングに難しさを感じても、達成感が得

られるものと考えられる。 

 

今回の実習は、マイコンのしくみやレジスタの初期設定、周

辺機器とのデータのやり取りのしくみなどは関数でカプセル化

しているので、マイコンのしくみを理解することにはならない

が、以下のようなことが達成できていると考えられる。 

(1) 標準ライブラリ関数以外の関数を、リファレンスを参照し

ながら使うことで、C言語の理解を深めることができた。 

(2) マイコンのプログラムではプログラムを終了せず無限ルー

プにするような、組み込み特有のC言語に接することができた。 

(3) マイコンを使うとどのようなことができるか、理解し電子

工作の導入ができた。 

 

§４ おわりに 

 

ものづくり人材育成を指向したマイコン実習について、新規

に実習キットとテキストを作成し、３年次の学生に対して実習

を試行した。 

実習時間は３時間の設定であったが、プログラミングに不慣

れな学生は時間内に課題をクリアすることができず、２時間程

度の延長が必要であった。マイコンの扱いに慣れていないこと

も考慮して、設定課題を少なくしたり、出題、説明の仕方を工

夫したりするなどの必要があることがわかった。 

電光掲示板のスクロール表示では、配列の領域外の処理に苦

労していたが、スクロールをきれいに表示できたときの喜びは

大きく、アンケート結果にも「おもしろかった」が多かった。

難易度の高い課題ほど動作したときの達成感が高く、電光掲示

板のスクロール表示では、難しい模様や動作を考える学生もい

て、多くの学生に興味を持たせることができたと考えており、

今回提案するマイコン教材を導入する意義は大きいといえる。 

なおこの実習キットは、平成24年 12月 22日に、「呉工業高

等専門学校」「呉市立阿賀中学校」「呉市立呉高等学校」が連携

して進める、「アガデミア・サイエンス・スクール」の中級者向

けコースにおいても活用された 5)。 
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