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１．はじめに 

 甲府工業高等学校・電子科３年では、実習Ａで４テーマ「1.デジタル時計製作[1]、2.デジタル時計製

作[2]、3.アナログ回路、4.デジタル回路」を５週×３時間で実施。その１テーマである「デジタル回路」

について、山梨県総合教育センターから研究開発用に借用している各種電子情報機器を活用して、実習展

開の研究開発を行った。 

 更に甲府工業高等学校が平成１０～１２年度、文部省1.5Mbps光ファイバー専用線による学校ネットワ

ーク活用方法研究開発校に選定され、ビデオサーバを構築した。このシステムを活用して、山梨県総合教

育センター、北富士工業高等学校、谷村工業高等学校等と本実習の遠隔実習を行い、光ファイバー網によ

るネットワーク活用の可能性を示した。 

 

２．実習目的 

 「電子・情報の各講義などによって得た専門知識を有機的関連のもとにデジタル実習を通して、自ら直

接経験して確実に習得できる」および「実験・実習の技術を修得し、技術者として習熟する」である。 

 デジタル実習にあたっては周到な準備と研究的と態度で終始し、その目的を十分達成できるように指導。

あわせて作業の安全・責任・規律・勤労・協調などの正しい態度と習慣を養うと共に応用力ある技術者育

成を心掛ける。以下具体的な目的を示す。 

 

(1)FactoryAutomation(以下FA)分野の技術者養成を目的とする。 

(2)基礎的デジタル回路から応用的デジタル回路を設計できる。 

(3)デジタル回路におけるハードウェアとソフトウェアのバランスを養う。 

(4)ハードウェアの入出力ユニットを用いて、結果を視覚確認できる。 

(5)パソコン(以下PC)上のMS-DOS・C言語でハードウェアがコントロールできる。 

 

３．使用機器 

 山梨県総合教育センターからの主な借用使用機器を以下に示す。他の実習使用機器（直流安定化電源、

ブレッドボード、各論理 IC、データ入出力ユニット、クロック入力ユニットなど）は甲府工業高等学校備

品のため省略。 

品目 製品名 製造 型番 規格 数量 

フレキシブル

トレーナー 

フレキシブル

トレーナー 

ユニ－ FT-98A フレキシブルトレーナーAPR-1,イン

ターフェースボード１枚,取扱説明

書１冊,テキスト２冊,ソフト２枚,

電源付き 

5 

PC PC-9801FA NEC PC9801FA/U5 HD40MB,メモリー4MB,マウス,キーボ

ード付き 

10 

 

４．実習概要 

(1)デジタル回路[応用] 

 デジタル回路を構成する基本要素としては、AND・OR・NOT の 3種類の論理ゲートがあるが、実際のデジ

タル回路では NAND、NOR ゲートが使われる。ここでは、主に各ゲートを組み合わせた論理回路の設計と動

作確認を行う。 

①Ex-OR 回路設計・確認 

②半加算回路 

③フリップフロップ 

④その他 



 

(2)カウンタ回路[応用] 

 デジタル回路の論理レベル「1」および「0」に対応する 2進数を理解し、フリップフロップを使用した

カウンタを復習、各種応用カウンタを設計して、動作確認を行う。 

①１６進カウンタ設計・確認 

②３進カウンタ 

③５進カウンタ 

④９進カウンタ 

⑤１０進カウンタ 

⑥６０進カウンタ 

 

(3)デコーダ 

 2 進数を 10 進数・16 進数に変換する回路の原理を学び、実際に表示装置をドライブするデコーダの取

り扱いを理解する。その後、回路設計と動作確認する。 

①７セグメント動作試験 

②１６進デコーダ設計・確認 

③１０進デコーダ 

 

(4)D/A プログラミング 

 PC 内部の 2 進表示されるデジタルデータからアナログ電圧が得られれば、PC による各周辺装置制御に

役立つ。直流モータの速度制御は電圧制御で容易に行える。PC でモータの速度制御を可能にする回路が

DA変換回路。これをC言語プログラミングによりフレキシブルトレーナをコントロールして動作確認する。 

 

①システム 

 D/A・A/D プログラミングからは、PC を利用して制御や計測技術について実習を行う。PC に関するハー

ドウェア知識や C言語の文法等については、電子・情報の各講義で理解しているものとする。 

 実験を行なうためのフレキシブルトレーナにはPC本体にセットするインターフェイスボードPTA-1（98）

（以下 PTA－1）と、PTA-1 とフラットケーブルを結んで使用するモニタ用 LED・センサ・アクチュエータ

を持ち、外部に設置する APR-1 とがある。結線方法やディップスイッチを正しくセットしないと故障の原

因となり動作確認が不可能になる。 

 

②C 言語による D/A プログラミング 

 APR-1 の TP2 は、DA出力のテストポイント。これにテスタを接続し、TP2 の 1 を正に、2をグランド（負）

にし、最大 5 ボルトレンジに設定。プログラムを実行すると、出力ポートへの出力データの値が PC のコ

ンソールに表示。リターンキーをヒットすると、出力されるアナログ値が変化。画面を見ながら、テスタ

の値を確認。この各データに対する直線性を調べる。 

#include "trainer.h" 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <dos.h> 

main() { 

    int  da_data; 

    for(da_data = 0; da_data < 0x100; da_data += 10) { 

        outp(DA, da_data); 

        printf("%3d  ", da_data); 

        getchar(); 

    } 

} 

引用(C 言語によるマイコン制御演習 桐山 清著 共立出版 P26) 

 

③問題 



 キーボードから入力された値をそのまま DA 変換するプログラムを作成しなさい。 

 

(5)A/D プログラミング 

 DA 変換回路の反対に、アナログ量をデジタル量へ変換する回路を AD 変換回路と言う。各種センサ入力

（アナログ量）を2進表示のデジタル信号に変換する回路である。光をセンサで取り込むとき、明暗に応

じたアナログ信号が得られるが、このままでは PC に取り込めないのでデジタル変換が行われる。 

 

①C 言語による A/D プログラミング 

 APR-1 には 2個の AD 入力用のセンサが用意されている。温度データを入力するためのサーミスタと、明

るさのデータを入力するための CdS である。このセンサを AD 変換回路へ結線するには、ディップスイッ

チ DP1 の 1 番または 2番を使用する。サーミスタの場合は 1番、CdS の場合は 2番。 

 ここでは CdS を用いて AD 変換によるセンサ入力を動作確認する。このプログラムを実行すると、明る

さに応じて変化する値が画面に表示。CdS に指を触れると暗くなるので、表示される値が減少する。 

#include "trainer.h" 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <dos.h>main() { 

    int  ad_data; 

    outp(C55REG, 0x9b);       /* init 8255 */ 

    bdos(2, 0x1a, 0); 

    while((bdos(6, 0xff, 0) & 0xff) == 0) { 

        ADST; 

        while(inp(PORTC) & 8) ; 

        ad_data = inp(AD); 

        printf("%c=%c%c%4d¥n", 0x1b,0x2a,0x20, ad_data); 

        timer(5000); 

    } 

} 

timer(t) int  t; { for( ; t; --t) ; } 

 

引用(C 言語によるマイコン制御演習 桐山 清著 共立出版 P31) 

 

②問題 

 キーボードからリターンコードが入力されるごとにAD変換データを入力、画面表示するプログラムを作

成しなさい。 

 

５．遠隔実習 

（1）ビデオサーバ 

 甲府工業高等学校が平成１０～１２年度、文部省1.5Mbps光ファイバー専用線による学校ネットワーク

活用方法研究開発校に選定され、ビデオサーバを構築した。これは、RealPlayer、RealProducer、

BasicServerを使いインターネット上でのビデオの再生、ファイル作成、放送中継などが行えるシステム

である。この仕組みで光ファイバー網によるネットワーク活用の可能性も探った。 

 尚、甲府工業高校では教職員を対象にビデオサーバ講習会[1999.7.28 14:00-16:00]を行った。内容は

下記URLを参照、環境構築の概要も示す。 

 

①甲府工業高校ビデオサーバ講習会 

 http://www.kofu-th.ed.jp/real/video-990728/index.htm 

②BasicServer G2のダウンロード 

・RealNetworks社のBasicServer G2のWebPageへ 

・環境選択 

・アンケート回答 



・ダウンロード 

・BasicServer G2インストール 

③使い方の説明 

・サーバの起動 

・エンコーダの起動 

・詳細設定 

 

（2）遠隔実習の様子 

 上記システムを活用して山梨県総合教育センター、北富士工業高等学校、谷村工業高等学校の間で実習

Ａ「デジタル回路」等の遠隔実習を実施した。 

 

①日程と交信ログ（罫線内は実験に参加した先生方の電子メール返信の抜粋を示す） 

1999/09/13（月）PM12:30-15:20 

電子科３年 

ローテーション実習Aデジタル回路[1] 

「デジタル回路応用」  

担当 手塚幸樹 

計測実習室5F 

総合教育センターの清水です。 

実習の様子がよくわかりました。 

音声のサンプルレートを変えてからよく聞こえるようになりました。 

画像については、カメラを動かすとよく見えなくなります。 

できるだけ固定した方がよいと思われます。 

今後もよろしくお願いいたします。 

 

中澤＠北富士工高です。 

先ほど電話で説明したように、ＬＡＮ経由ではつながりませんでした。 

ファイアーウォールを介しているとダメみたいです。 

ダイアルアップで行ったら、見ることができました。 

画像はかなり荒く、音声もノイズがかなり入っています。 

先生の声がなかなか理解できない・・・、くらいです。 

モデムではチョット無理なようですが・・・。 

チャイムが鳴って、起立・礼で授業が終了したのは確認できました。 

塩入さんがまだ見ていないので、２時からの中継を２人で見たいと思います。 

 

以前のメールで書きましたが、ＬＡＮ経由で”五葉の鐘”は再生できたのですが、ライブはまだつながり

ません。甲府工高のホームページにある”RealPlayerG2のＦＷなどの設定”の通りにしています。 

今回もモデムでＩＳＰ（nifty）経由だと授業の様子を見ることができましたので、ＮＴサーバの設定が

原因だと思うのですが・・・？。 

 

実験に参加している学校等でこのようなトラブルを抱えているところはありませんか？。 

また、ＮＴサーバ（プロシキ等の設定）について詳しい方がいましたらこの辺の設定について教えていた

だけたら幸いです。 

 

坂本＠センター常駐です。 

授業拝見させていただきました。 

もうすこし解像度が上がると在宅授業とかに耐えそうですね。 

おもしろそうです。 

 

音声はちょうど良かったです。どこかのメーリングリストには 

リアルオーディオのサーバー側の音声設定は結構めんどくさいそうで、 



２８８だと割れないけど５６ｋにするととたんにクライアント 

側で音割れが起きてしまうとかの書き込みをみたことがあります。 

 

先生の暇の時にでもまたお邪魔してサーバープログラムを見せて下さい。 

 

1999/09/20（月）PM12:30-15:20 

電子科３年 

ローテーション実習Aデジタル回路[2] 

「カウンタ応用」 

担当電子科 手塚幸樹 

計測実習室5F 

谷村工業高校の卯月です。 

LANでやってだめだったので、ダイヤルアップですがダメですね。 

 

先ほど出来ないという旨のメールを送りましたが、出来ました。 

設定が違っていた部分については、添付画像に示します。 

画像は「まあこんなものかな」という感じですが、音声はとぎれてはいないものの、圧縮のしすぎ（？）

で聞き取りにくいです。 

 

1999/09/27（月）PM12:30-15:20 

電子科３年 

ローテーション実習Aデジタル回路[3] 

「デコーダ応用」 

担当電子科 手塚幸樹 

計測実習室5F 

 

1999/10/04（月）PM12:30-15:20 

電子科３年 

ローテーション実習Aデジタル回路[4] 

「A/Dプログラミング」  

担当電子科 手塚幸樹 

電子情報技術室[1]5F 

 

1999/10/15（金）PM12:30-15:20 

電子科３年 

ローテーション実習Aデジタル回路[5] 

「D/Aプログラミング」 

担当電子科 手塚幸樹 

電子情報技術室[1]5F 

総合教育センターの神宮寺です。 

以前より，画像，音声が安定してきたと思います。 

しかし，黒板の文字が見られないのが残念です。 

ご苦労様です。 

 

総合教育センターの清水です。 

実習風景のライブを見ています。 

現在４５ｋｂｐｓで送られてきています。音声は鮮明に受信できます。 

画像も動きがよくなっておりますが、黒板の文字は見えません。 

 これ以上に改善してゆくには、回線スピードの問題を解決する必要があると思います。一度サンプルレ

ートを上げて実験したらと思いますがいかがでしょう。 

 



ただいま８０ｋｂｐｓで送信されています。画像はきれいになりました。音声が実習になったせいか、ノ

イズが乗っています。周辺の装置から拾っているのでしょうか。 

 

音声はよくなりましたが、ワイヤレスマイクのせいでしょうか、マイクの位置によってはノイズを拾って

おります。先生がメインで話をしているときはよいのですが、喋っていないときノイズが乗ります。 

 

インターネットライブ実験の準備から実施まで大変ご苦労さまでした。 

 実験の成果は今後の高速通信網の整備が進もうとしている中で、教育分野の事例として高く評価される

ことと思います。 

 今後の実験でも、協力できることがありましたらご連絡ください。 

 

②遠隔実習まとめ（罫線内は実験終了後、参加した先生方へまとめを送信した内容を示す） 

手塚幸樹＠コンピュータ管理室．甲府工高です。 

過日は、インターネットライブ実験にご協力いただき深く感謝しております。 

（※以下、長文お許し下さい） 

------------------ 

甲府工のどこからでも安定送信できるよう現在、研究中です。 

1999/10/15ライブでは不安定な送信などありまして関係各位にはご心配をおかけしました。 

実験に免じてお許しいただければ幸いです。 

------------------ 

昨日1999/10/15インターネットライブ実験を行いました。 

まとめを報告します。 

 

全般的に各実習室の授業画質には問題はなさそうです。が、音声には問題があります。相当ノイズを拾っ

てしまいます。 

現在、校内放送システムの逆送を利用して甲府工のどこからでもライブが実現できることを目指していま

す。 

システムなどは↓を参照してください。 

http://www.kofu-th.ed.jp/real/server-kousyu.htm 

 

WWWサーバ付属のカメラやマイクでは良好なライブが可能です。が、これでは各教室のライブを送信でき

ません。家庭用ビデオカメラを各教室に持ちだして授業ライブを行わなければ研究目的が達成できませ

ん。 

 

以下、個々に見ていきます。 

|------------------ 

|1999/10/15（金）AM09:15-11:50 

|電気科３年 

|組立てパソコン[3] 

|1.ＰＣの構成・本体内部構成の説明 

|2.ＰＣの組立 

|担当電気科 沓間正 

|ビデオカメラ・内臓マイク 

|------------------ 

 

画像問題なし、音声問題あり 

 

解決方法： 

会場の3F第２パソコン室では、蛍光灯によるノイズが発生しており、消灯や家庭用ビデオカメラを遠ざけ

ることで押さえられた。 

担当は２名。 



沓間正 講義・カメラ、手塚幸樹 サーバ・カメラ 

 

また、1999/10/04（月）AM09:00-11:50組立てパソコン[2] 

の実験でも音声にノイズが乗ったが、外付けマイクとカメラの接続不良であった。 

再接続でノイズがとれた。（※蛍光灯のノイズも含まれていたと考えられる） 

担当は３名。 

沓間正 講義、三神幸子 カメラ、手塚幸樹 サーバ 

 

|------------------ 

|1999/10/15（金）PM12:30-15:20 

|電子科３年 

|ローテーション実習Aデジタル回路[4] 

|「D/Aプログラミング」 

|担当電子科 手塚幸樹 

|教材提示装置・マイク 

|------------------ 

 

画像問題なし、音声問題あり 

 

解決方法： 

平成元年購入の教材提示装置から画像と音声の送信を5Ｆ電子情報技術室[1]から試みた。 

画像は相当拡大でき、回路の詳細まで拡大できた。 

音声入力部は２入力あるが、両方切り替えたがノイズが強く音声送信はできなかった。 

また担当は授業のやりくりができず、１名で実験してみた。 

手塚幸樹 講義・カメラ・サーバ 

 

1999/09/27「デコーダ応用」は5F計測実習室から家庭用ビデオカメラで送信した。 

音声ノイズが乗ったが、1999/10/15AMほど大きなノイズはなく画質も安定していた。担当は２名で行った。 

手塚幸樹 講義・サーバ、三神幸子 カメラ 

------------------ 

まとめ 

------------------ 

1.家庭用ビデオカメラで体育館、格技場、3F第1コンピュータ室、3Fコンピュータ管理室などでライブを

行ったが、今回のようなノイズ問題はなかった。 

過去のライブ実績↓を参照。 

http://www.kofu-th.ed.jp/real/index-real.htm 

2.これらから各実験室などで家庭用ビデオカメラを用いてライブするには、ノイズに注意しなければなら

ない。外付けハンドマイクで音声入力を試みる必要がある。 

3.遠隔実習ライブの担当は講義、カメラ、サーバの最低３名がいなければ、安定した送信は実現できない。 

各担当の先生方の授業時間調整などを考えなければいけない。 

4.教材提示装置を利用する場合、音声は別回路を考える必要がある。 

5.多忙でもライブなどは予備実験を行い、実験を展開する。 

 

以上、まとめてみると当たり前のことばかりで、いまさらというものばかりです。 

しかし、これらの課題を大事に、更なる研究が展開できれば幸いです。 

 

７．まとめ 

 生徒の感想からは、「実習内容が濃くて難しい」「回路設計が大変」「プログラミング時間が不足」と言

われた。しかし、工業高等学校・電子科卒業生が社会から要求される知識として必須の項目と確信してい

たので、わかるまで指導を行った。感想で「CDなどのデジタル機器の仕組みがわかった」と書かれたノー

トをチェックしたとき、担当として励みになった。 



 また、光ファイバー網によるネットワーク活用の可能性も探るべく、遠隔実習も試みて、いくつかの課

題が得られたことは大きな収穫であった。 

 最後に本研究に関係した全ての皆様に感謝申し上げます。 
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