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LEDを点滅(チカチカ)させることをLチカと言います。電子工作、

特にマイコン回路においては始めの一歩、

つまり、プログラミング言語で言う"Hello World!"と言われています。

http://elm-chan.org/junk/ledebug/report.html

Lチカ



Hello World!相当とは言っても、

PC上のそれとは違い、

Lチカに到達するまでには次に示すように

クリアしなければならないハードルがたくさんあります。

１．新しいハードウェア(マイコン基板)を入手(自作または購入)する。

２．そのマイコンに対応したクロス開発環境をPC上に構築する。

３．マニュアルを頼りにLチカ・プログラムを作成する。

４．それをビルド(コンパイル、リンク)して、プログラム・バイナリを作成する。

５．それをターゲット・デバイス(マイコン)に書き込む。

６．マイコン上でプログラムが走り、Lチカ完成!

http://elm-chan.org/junk/ledebug/report.html



mbedふれあいコーナー



https://youtu.be/bqOMMUYbzHs

http://wallbot.org

http://www.sphero.jp/starwars/



mbedって、むずかしい

簡単な作例が見つからない

Webサイトが英語orz どれを使ったらいいのか？

なんかコワイ



１．入手

２．開発環境

３．Lチカ・プログラム

４．ビルド

５．書き込む





mbedスキルアップパス
～Lチカができたら～

の予定だったが．．．



すでにある
orz



mbedスキルアップパス
～Lチカができたら～

mbedスキルアップのために
しってほしいこと
やってほしいこと



スキル

IPA/SEC 組込みスキル標準 ETSS 2008
https://www.ipa.go.jp/files/000023848.pdf

ETSSにおけるスキルとは、要求に対する結果を導く技術全体あるいは技術の一

部（サブ工程）を実行する個人の作業遂行能力である。

スキルは個人に依存するものであり、言語化あるいは機械化された知識だけで

は伝達できない特性がある。スキルは技術を利活用する訓練を含む経験の積み

重ねから個人の中に熟成されていくものである。

つまり技術を利活用できるスキルを伝承させるためには、個人から個人への繰

り返しによる訓練とそのための環境を提供する必要がある。



やってほしいこと

mbedサイト

インターフェース

C/C++

mbedライブラリ



mbedサイト

https://www.mbed.com/

new ARM mbed site mbed Classic Developer site

https://developer.mbed.org/

mbed Compiler

https://developer.mbed.org/compiler/

mbed IoT Device Platform 「mbed」といえばコッチ オンラインコンパイラ♪



mbedサイト
mbed Classic Developer site

チーム 個人
https://developer.mbed.org/teams/NXP/ https://developer.mbed.org/users/matsujirushi/code/MjGP2Y0E03/



mbedサイト
mbed Classic Developer site

ハードウェア 部品 解説 教材 プログラム

ライブラリ



mbedサイト
mbed Classic Developer site

質問 フォーラム



mbedサイト

作例を漁る → Google

プログラムを漁る → Google（プログラム・ライブラリ（Code））

ハードウェア → Platforms（プラットフォーム）

mbedライブラリ → Handbook（取説）

質問 → 日本語フォーラム

mbed 日本語リファレンス （私家版）

https://developer.mbed.org/users/okini3939/notebook/ref_jp/



C/C++

https://developer.mbed.org/handbook/mbed-Compiler

To perform the actual compilation the mbed Compiler uses the 
industry standard ARM RVDS 4.1 compiler engine, in the default 
configuration, to give excellent code size and performance. There are 
no limitations on code size (apart from the limits of the device itself!), 
and the generated code can be used freely for commercial and non-
commercial use.

C および C++ 標準に関するドキュメントは、国際的な標準化団体（フ
ランスの AFNOR、アメリカの ANSI など）から入手できます。

ISO/IEC 9899:1999（C 標準）
ISO/IEC 14882:2003（C++ 標準）

http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0472bj/DUI0472BJ_using_the_arm_compiler.pdf



C/C++

http://www.amazon.co.jp/dp/4320026926 http://www.amazon.co.jp/dp/4797375957

C C++



C/C++

C C++

http://www.amazon.co.jp/dp/4890525068 http://www.amazon.co.jp/dp/4901280392



インターフェース

DigitalIn / DigitalOut
AnalogIn / AnalogOut

PwmOut

Serial
CAN
I2C
SPI

Ethernet
USB



インターフェース



インターフェース

Word cloud by IBM Watson Analytics



インターフェース

Area by IBM Watson Analytics



AnalogIn

インターフェース

mbedにセンサーを繋いでみよう

https://developer.mbed.org/media/uploads/jksoft/mbed_fest_2015_sp_jksoft_02.pdf

Serial

I2C

GPSモジュールを使ってシリアル通信をやってみる。

https://developer.mbed.org/users/yamato/notebook/gps_Serial/

3軸デジタルジャイロ ITG-3200

https://developer.mbed.org/users/murabito/notebook/3%E8%BB%B8%E3%83%87%E3%82%B8%E3

%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AD-itg-3200/



ライブラリ（Library）は、汎用性の高い複数のプログラムを、再利用

可能な形でひとまとまりにしたものである。一般にライブラリは、そ

れ単体ではプログラムとして動作させることはできないので実行ファ

イルではない。ライブラリは他のプログラムに何らかの機能を提供す

るコードの集まりと言うことができる。ソースコードの場合と、オブ

ジェクトコード、あるいは専用の形式を用いる場合とがある。

Wikipedia

mbedライブラリ

LIBRARIES

PROGRAMS

3991

11477
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Import Wizard

Search 
Repositories

Google

Components

Imports
Dependents

Followers

Wiki
API Docs

History

Code

Import Ask a question

https://developer.mbed.org/media/uploads/matsujirushi/20150627_mbed_fest.pdf



まとめ

mbedサイト

インターフェース

C/C++

mbedライブラリ

• ハード・解説・コード・フォーラム
• URL
• 英語は避けられない

• 書籍がベストか？
• 地道な学習が必要

• AnalogIn・Serial・I2C
• 都度、ググる

• 膨大なライブラリを利用
• 慎重に選ぶ

経験の積み重ね


