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if (RWS0<=440){
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(3,126);
digitalWrite(11,170);
}
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閾値を 440 とすると、通常時はまっすぐ進み、
障害物があると避けるように運動するようになる。
470 程度になると、障害物に対して、
（センサーが
安定しない）50mm 以下にまで頻繁に近づいてしま
う。そこで、通常時に対して、センサーの値が 440
を超えたときに、3 番ピンの出力を 50、11 番ピン
の出力を 170 とするとで、ほぼ問題なく障害物を
回避することが出来た。

障害物を避けるロボットは作ることができた。
しかし、現状では教室からクラスボックスまでは
到達できておらず、未だに自分たちで確認してい
る状態である。
自律走行でクラスボックスに向かうためには、
何らかの方法で位置（空間における位置）を把握
できる必要があるが、タイマー関数を用いた時間
制御を行った場合に、その間の距離センサーの値
の読み取りと条件分岐が停止するという課題の根
本的な解決ができなかった。
Wii リモコンのジャイロセンサーや加速度セン

実験Ⅱ
a)角速度を変えながらリモコンのデータを読み取
ると、図 6 のようなグラフが得られた。Wii リモ
コンには HIGH モードと LOW モードがあり、
角速度
の大きさにより、自動的に切り替わる。LOW モー
ド時(大体 360°/s まで)についてはグラフは直線

サーや赤外線センサーを用いて、遠隔的に探査機
の状態を把握し、LED を灯したり振動させること
で制御するような可能性を探り、３年３組教室か
ら出発してクラスボックスの集配物の有無を確認
し、自動的に戻ってくる探査機の製作を是非目指
したいと考えている。

