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Abstract In this paper, experiment menus for students designed in the system engineer-
ing course of the Department of Mechanical and Systems Engineering, Faculty of Engineering,
Okayama University are explained. We had to design new menus because we had to conduct
student experiments remotely under the effect of Covid-19. We utilized a robot toolkit made by
Artec Co., Ltd. We customized the kit for each experiment menu. We distributed the kit to every
student, and students conducted the experiment menu at their homes.

1 はじめに
2020年度は，新型コロナウィルスの影響を受けて，世
界中で行動が制限される事態となった．特に工学系の大
学においては，従来どおりの学生実験を対面で実施する
ことが困難となる状況において，十分な学生への教育を
実施するための試行錯誤が求められることとなった．本
稿では，岡山大学工学部機械システム系学科システム工
学コースの２年次ならびに３年次の学生実験として新た
に開発した実験メニューを紹介する．
本稿で紹介するのは，システム工学コースの機械工作
実習 IIとシステム工学総合 IIという科目である．機械
工作実習 IIは，学部２年生を対象とした学生実験科目
である．例年は，学科内ロボコンのようなテーマで班ご
とに設計開発を行ってコンペティションを実施するよう
な内容であった．システム工学総合 IIは，学部３年生を
対象とした学生実験科目であり，複数の実験テーマが設
定されている中で，特にテーマ１とテーマ３がロボット
工学に関連して実機実験を行う内容の実験テーマであっ
た．2020年度においては，上記の学生実験で，学生が在
宅でロボット開発をしながら実施できるようなメニュー
を新たに開発した．
なお，学生へのアナウンスや資料の配布，ならびにレ
ポートの提出などは，岡山大学で採用されているmoodle

のシステムを活用してオンライン化している．moodle

以外にも，必要に応じてその他のオンラインコミュニ
ケーションツールも活用した．ただし，実験キットの配
布などはどうしても手渡しする必要があるため，完全に
すべてをオンライン化するということにはなっていない．

2 ロボット教材
ロボット実験実習に関連する学生実験を組み立てるに
あたり，いくつかの教材を検討した．我々の期待するも
のとしては，
・初心者でも扱えるようなもの
・その一方で，高度なカスタマイズもできるもの
・キットの取り扱いに関する十分な説明書があるもの
・あまり高額でないもの
であった．検討の結果，アーテック社のアーテックロボ
[1]を採用することとした．
アーテックロボは，小中学生を対象とした教育用のロ
ボット教材であり，親切丁寧なマニュアルが用意されて
おり，もちろんロボット開発が初めての大学生に対して
も十分に使用できる．
アーテックロボは，Studuinoと呼ばれる Arduino互
換の制御ボードを採用しており，プログラミング環境
として各種OSに対応した専用のソフトウェアが用意さ
れているほか，Scratchにも対応しており，小学生でも
GUIベースのプログラム開発をすることができる．ま
た，Arduino IDEを使った本格的なプログラム開発を
行うことも可能である．我々は学生に Arduino IDEを
使ったプログラム開発をさせることで，大学のレベルに
あわせた独自の学生実験メニューを実施した．
アーテックロボは，いくつかの種類の基本ブロック（ア
クチュエータのブロックや，センサのブロック）を組み
合わせて，いろいろなロボットを組み立てることができ
る．ブロックの組み合わせたパッケージにより，いくつ
かのバリエーション（ベーシック，アドバンスなど）で販
売されている．まず，我々が学生実験メニューを開発す
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るにあたって，どのようなブロックがあって，どのよう
なことができるのかを把握するため，プロフェッショナ
ルと呼ばれるすべてのブロックが入ったパッケージを購
入した．その後，各実験で使うブロックを選別し，必要
最小限のブロックで構成されたパッケージをアーテック
社に特注セットとして用意してもらった．１セットのブ
ロックの入ったパッケージは，個別の容器（ふたのつい
たプラスチック製のボックス）に入れて納品してもらっ
た．また，パッケージ内のパーツのリスト表も用意して
もらった．
なお，アーテックロボの特注セットの価格は１セット
で税込み 21,230円であった．これ以外にも，マイクロプ
ラスドライバー（電池ボックスのふたを開けるため）や
単３電池（初回のみ配布，不足分は自分で購入），および
機械工作実習 IIの実験用にはエレコム社製のUSBカメ
ラといった付属品も購入して，学生に一人１セットを配
布している．これらの物品の購入の費用は，岡山工学教
育振興会費を活用することができ，学生へ特に追加の支
出を強いることはなかった．配布したキット一式は，電
池を除いて，実験終了後に回収を行っている．また，プ
ログラム開発に必要なパソコンについては，岡山大学工
学部では学生にノートパソコン必携化を実施しており，
学生がすでに各自で所有しているという前提がある．

3 実験メニュー
3.1 機械工作実習 II

3.1.1 実施内容

機械工作実習 IIにおいては，ロボット教材と USBカ
メラを組み合わせたシステムを使って，下記の内容が実
施された．
1）キットの配布，ならびに授業概略説明
2）開発環境（Arduino IDE）のインストールと，LED
点滅プログラム
3）シリアル通信と，ボタン入力
4）Studuinoを使ったモータ制御
5）加速度センサーの扱い
6）２つのモータと加速度センサーを用いた姿勢制御
7）Anacondaのインストールと，カメラ映像の表示
8）中間チェックと今後の予定
9）pythonと OpenCV

10）BGR-HSV変換と，カラー情報に基づく画像認識
11）Pyserialインストール，システム設計，ならびに
キットの組み立て
12）カラー情報に基づくフィードバック制御

13）カラー情報に基づくモータ 2個のフィードバック
制御
14）期末レポート課題の説明と，グレースケール画像
の処理方法
以上により，最終的に図 1に示すようなシステム構成
となる．

図 1: システム構成

3.1.2 提出課題

機械工作実習 IIの中間課題ならびに期末課題は下記
のようなものであった．

� 中間課題：
(1) 図 2に示すような DCモータ２自由度系を構
築し，加速度センサーによる姿勢制御アルゴルリ
ズムを構築し，下記に従って制御アルゴルリズム
を説明せよ．
(2) 図 2の状態をM1モータ，M2モータの出力軸
の角度が 0°（ゼロ度）とする．M1モータの出力
軸を 180度反転, M2モータの出力軸を 90度回転
した状態から図 2の状態に移動する過程における
加速度センサーの xyz軸に沿った各出力値の時間
推移を，グラフを用いて表せ．

図 2: 2自由度モータ制御系および加速度センサー

� 期末課題：
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(1)図 3に示すようなDCモータ 2自由度系を構築
し，カメラ情報（グレースケール画像）による姿
勢制御アルゴルリズムを構築し，下記に従って制
御アルゴルリズムを説明せよ．ここでモータアー
ムの姿勢角は図 3に示す θ1, θ2のように定義する．
(1-1) モータアームに描画した角度認識のための
模様を図示せよ．
(1-2)プログラムの雛形部分を含めて，完成プログ
ラムの全文を記述せよ．
(1-3)グレースケール画像からどのように姿勢角 θ1,

θ2を計算しているかを述べよ．このとき，数式を
用いて説明すること，また使用しているOpenCV

の関数も説明すること．
(1-4) 得られた θ1, θ2の情報から Studuinoボード
に与えている命令を述べ，動作を説明せよ．Studuino
ボードのプログラムはこれまで用いたサンプルプ
ログラムを用いても良いし，改変しても良い．

図 3: 2自由度モータ制御系，アーム角度の定義

(2) 各自が提案したアルゴリズムに従い制御を実
行し，図 4に示す初期状態から最終状態までの θ1,

θ2の時間遷移を，グラフを用いて表せ．また，必
要に応じて中間変数の時間遷移を，グラフを用い
て表せ．

図 4: 目標動作

3.2 システム工学総合 IIテーマ 1

3.2.1 実施内容

システム工学総合 IIテーマ 1においては，「6軸 IMU

を使った姿勢推定」というタイトルで，下記の内容につ
いて説明が実施された．これは，Studuinoの実験キッ
トを用いて 6軸 IMUで姿勢推定を行い，DCモータと
リンク機構で図 5のようなジンバル機構を組み立てて，
その姿勢制御をする内容となっている．具体的には，下
記の内容が実施された．
1）加速度センサを用いた姿勢計測：
　　加速度センサの説明
　　センサ座標系からグローバル座標系への座標変換
　　ローパスフィルタを実装した姿勢計測
2）加速度センサとジャイロセンサを用いた姿勢計測：
　　ジャイロセンサの説明
　　ジャイロセンサからオイラー角速度の導出
　　加速度センサにローパスフィルタをかけ，これと
ジャイロセンサにハイパスフィルタをかけたものを足し
合わせる相補フィルタを使用した姿勢計測
3）ジンバル機構の姿勢制御：
　　ジンバル機構の組み立て
　　 PWMによるモータ制御
　　モータ制御のブロック線図

図 5: ジンバル機構の組み立て

3.2.2 追加課題

また実施した実験内容に関連して，下記の追加の検討
課題が用意された．

� 3次元回転の表現についてオイラー角の欠点を説
明せよ．

� ローパスフィルタ通過後の信号は元信号から少し
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遅れて変化する．この理由をボード線図を用いて
線図を用いて説明せよ．

� DCモータと加速度ジャイロセンサを使ったアプ
リケーションを提案せよ．

3.3 システム工学総合 IIテーマ 3

3.3.1 実施内容

システム工学総合 IIテーマ 3においては「移動ロボッ
トプログラミング」というタイトルで，下記の内容につ
いて実施された．実験内容の説明のための資料や，配布
したロボットキットの組み立てや配線についての資料が
学生に配布された．組み立てが完了したロボットを図 6

に示す．
1）ハードウェアの説明：
　　アーテックロボ構成について
2）ソフトウェアの設計：
　　フローチャートの説明
3）開発ソフト：
　　 Arduino IDEの説明
4）コーディング：
　　プログラム開発の流れ
5）コマンド：
　　 Arduino　 APIの説明
　　シリアルモニタへの表示
　　ヘッダファイル
6）デモ用ソースコード：
　　３つの具体的なデモプログラム

図 6: システム工学総合 IIテーマ 3で使用するロボット
の概要

3.3.2 提出課題

システム工学総合 IIテーマ 3 のレポート課題は「必
須課題１・２・３」と「選択課題（１～７から選択，最

低２つ以上）」の２種類が用意されており，それぞれ下
記のようなものであった．

� 必須課題：
必須課題１ － デモプログラムの理解
与えられたデモプログラムの説明に関する穴埋め
問題に答える
必須課題２ ― フローチャートの理解
与えられたフローチャートのとおりに動くプログ
ラムを実装する
必須課題３ ― 回避ロボット
与えられたロボットの挙動（以下）を実現するプ
ログラムを実装する
挙動：
ロボットは始め【停止】しており，タッチセンサが
押されるたびに【前進】と【停止】が交互に切り
替わる．また，【前進】中に前方障害物を検出した
ときは，90°回転の【回避】を行う．なお，プログ
ラム実行中は以下の表示を行う．1)現在の動作状
態（”Running” or ”Stop” or ”Avoiding”）をシリ
アルモニタ表示　 2)タッチセンサの値（”Touch-

value=センサ値”）を表示　 3)赤外線センサの値
（”irVal=センサ値”）を表示

� 選択課題：
選択課題１―ランダムウォーク
いわゆる酔歩運動をロボットに実装せよ．
選択課題２―天邪鬼（あまのじゃく）
手を近づけると，距離に応じて離れたり近寄って
きたりするプログラムを作成せよ．
選択課題３－机から落ちないロボット
机上を直進するロボットが机端に進入した際，適
切な方向転換の後，再び直進を続行するプログラ
ムを作成せよ．
選択課題４－壁沿いロボット
壁に沿って動くロボットを実現せよ．初期条件と
して，ロボットは壁から数 cm離れた所に壁に平
行に置くものとする．ロボットは壁と平行に前進
するが，Ｌ字型曲がり角で旋回する．図のように，
曲がり角は左右両パターンに対応させること．
選択課題５－ライントレース・・・トレース用紙あ
り
楕円形の黒線に沿って移動するロボットのプログ
ラムを作成せよ．
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選択課題６－スパイラル
ウラムの螺旋運動をするロボットのプログラムを
作成せよ．
選択課題７－タッチ数に応じて動くロボット
〔フェーズ１〕10秒間にタッチセンサが押された
回数をカウント (この間 LEDを点灯させる)

〔フェーズ２〕回数× 90°回転させたのち，回数
× 1秒間前進（モータの速さ 100）させる．そし
て，再びフェーズ１に戻る．
シリアルモニタには「回数 (count)」および「その
総数 (totalcount)」を表示させること．

4 おわりに
本稿では，岡山大学工学部機械システム系学科システ
ム工学コースで実施した学生実験のメニューについて紹
介した．新たに開発した実験メニューにより，コロナ禍
においてリモートでも学生実験を実施することができた．
しかしながら，その後の一部の学生の意見によると，
一人で自宅で実験を実施する際にちょっとしたことでも
気軽に相談する友人が身近にいないため苦労する場合
があったようだ．そのような場合でも SNS等のツール
を使って友人に相談をして解決できた学生もいたようだ
が，実験提供側としてはオンラインで相談できるように
複数の手段を準備していたものの，従来のように対面で
実施するのとまったく同じような手厚いサポートをする
ことができないことが難点であった．また，例年の課題
では実施できていた友人と相談をしながらものづくりを
するという醍醐味はどうしても失われてしまうため，そ
の点においても限界があった．早く新型コロナウィルス
による混乱が収束して，従来のように大学で思う存分学
生実験を実施できるような日が来ることを望んでいる．
最後に，本件の実施にあたりご尽力いただいた，関連
教職員の皆様，ならびに学生TAの皆様に深く感謝いた
します．
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