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※この工作例はある程度の電子回路の知識をお持ちの方が対象で、回路図などをご覧に
なり自己責任で自作できる方が対象です。
この工作例についてのサポート、修理、改造などのご相談、お問い合わせは受け付けて
おりません。
また、本書の内容について動作などを保証するものではありません。
あらかじめご了承ください。

まず、ESP-WROOM-02にプログラムを書き込む際に使用する回路を作ってい
きます。今回は秋月電子の「ESP-WROOM-02DIP化キット」
と
「FT232RL USBシ
リアル変換モジュール」使用した例で説明します。

回路図

3.3V
レギュレータ

スマホでコントロール！ Wi-ﬁラジコンを作ろう。

最近のラジコンの中にはスマホがコントローラーになり操作できるものが
色々と登場しています。そこで、2CH小型DCモータードライバー(PU-2709)と市
販のギアボックスに、ネットワークに接続するために「ESP-WROOM-02」
という
Wi-fiモジュールを使用した「Wi-fiラジコン」を作ってみましょう。
このWi-fiモジュールの開発にはArduinoの環境が利用できます。
また、
ブレッド
ボードなどでも使用しやすいように端子付きの基板に実装されたものも販売さ
れており、価格も数百円程度とお手頃です。
スマホとWi-fiモジュールをダイレクト接続(P2P接続)し、Wi-fi環境がない場所
でも操作できるラジコンを作ります。
製作に必要な部品などを表にまとめてみましょう。
用意するもの
Wi-Fiモジュール
電池ボックス
抵抗
電解コンデンサ
市販のギアボックス
基板

型番など
必要数
ESP-WROOM-02
1
単3×2
1
10kΩ
5
100µF
1
今回はKOROBO(MR-9172)のベースを流用
1
ブレッドボード
1

メモ
ピン端子付きのもの
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+
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GND

USB シリアル
変換モジュール

ESP-WROOM-02

※USBシリアル変換モジュールには3.3Vのレギュレーターが内蔵しているものもあります。今回使
用したUSBシリアル変換モジュールにも3.3V出力のレギュレーターを内蔵していますが、その
レギュレーターから取り出せる電流容量が最大50mAしかありません。ESP-WROOM-02が動作
する際にはより多くの電流が必要になるため、今回は外付けのレギュレータが必要になります。

上記回路をブレッドボードで作ると
リセット
スイッチ

左右のタイヤ用なのでモーター2個分
ユニバーサル基板などで作ってもOK

DC ジャック

プログラムを書き込む時に、下記部品も必要です。
メモ
USB シリアル変換モジュール
パソコンへ

レギュレータ

ユニバーサル基板などで作ってもOK

また、開発環境として、次のものが必要です。
・パソコン
Windows、MachintoshどちらでもOK。インターネットに接続されていること。
・Arduino IDE Arduinoの開発環境。Arduinoのホームページからダウンロード。
・USBケーブル パソコンとUSBシリアル変換モジュールを接続します。
完成したあとは、Wi-fiを通して通信を行いますので、Wi-fiが使用できるスマートホンやタブレット、パソ
コンなどが必要です。
また、それらの機器にインターネットブラウザがインストールされている必要が
あります。ESP-WROOM-02のWi-fi対応プロトコルは802.11 b/g/n (2.4GHz)です。
※この工作例ではWindows、Androidの場合で説明します。Macintosh及びiOSの場合はWindows、
Androidの場合と多少異なる場合がありますので、
インターネットなどでお調べください。

OUT GND IN

ESP-WROOM-02

※抵抗は全て 10kΩ

ダウンロード
スイッチ

0.1µF

型番など
必要数
3.3V出力タイプ
1
モーメンタリータイプ
2
出力電圧DC3.3Vのもの
1
DC5V出力のもの
1
ACアダプターのサイズに合ったもの
1
33µF
1
0.1µF
1
ブレッドボード
1

33µF

用意するもの
USBシリアルモジュール
タクトスイッチ
レギュレータ
ACアダプター
DCジャック
電解コンデンサ
セラミックコンデンサ
基板

●開発環境のセットアップ

回路が出来上がったら、ESP-WROOM-02をプログラムするための開発環境
を構築します。

まず、下記にアクセスしてパソコンにArduino IDEをインストールしてください。
https://www.arduino.cc/
このページのDownloadから、
ソフトのダウンロードページへ移動し、使用するパ
ソコンにあったソフトをダウンロードして下さい。インストールの方法はここでは
割愛しますので、インターネットなどで調べて行ってください。
次にArduino IDEでESP-WROOM-02のプログラミングができるように設定を
行います。
Arduinoのメニューの「ファイル」→「環境設定」を選択し(図1)、環境設定ウインド
ウを開きます。環境設定の中の「Additional Board Manager URLs」に
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
と入力し(図2)、OKをクリックして閉じます。

そのウインドウの下の方に「esp8266 by ESP8266 Commumity」
と表示された
部分がありますので、そのエリアをクリックすると右下に「インストール」ボタンが
表示されますので、
クリックしてインストールします(図3)。

図4

インストールが完了すると、
「INSTALLED」
と表示されます
(図4)。

●USB シリアル変換モジュールのセッティング
パソコンのUSBポートにUSBシリアル変換モ
ジュールを接続します。その際、
ドライバーのイン
ストールなどが必要となる場合がありますので、
ご使用のUSBシリアル変換モジュールの説明書
にしたがってインストールしてください。
インストールが完了したら、
コントロールパネ
ルからデバイスマネージャーを開き、
「ポート
(COMとLPT)」
で表示されているUSB Serial Port
(COM○○)の番号を確認しておきます。(図5)。

図5

●ESP-WROOM-02 のプログラミングと書き込み
図2

図1

メニューの「ツール」→「マイコンボード：”・・・・・”」→「ボードマネージャー」を選
択し
「ボードマネージャー」
ウインドウを開きます。

図3

パソコンにインストールしたArduino
IDEを起動します。
メニューバーの「ツール」→「マイコンボ
ード」から
「Generic ESP8266 Module」を
選択します(図6)。
すると、
メニューバーの「ツール」を開く
と、マイコンボードがGeneric ESP8266
Moduleに変わり、項目が追加されます。そ
の中にある
「シリアルポート」がUSBシリア
ル変換モジュールのセッティングで確認し
たCOMポートの番号になっていることを
確認してください(図7)。
もし番号が違って
いた場合は「シリアルポート」から正しい番
号を選択してください。

図6

図7

メニューの「ファイル」→「スケッチの例」
→「ESP8266WiFi」→「WiFiAccessPoint」
を選択してください(図8)。するとある程度
プログラムが書き込まれたウインドウが新
たに表示されます。
オリジナルの「WiFiAccessPoint」を上書
きしてしまわないよう、
メニューの「ファイ
ル」→「名前をつけて保存」
で、パソコンの
別の場所に保存しておきましょう。

/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "PU2709-WIFI-CAR"; //AP モード時の SSID を設定 任意に変更可
const char *password = "12345678"; // パスワード設定 任意に変更可
ESP8266WebServer server(80);
/* ブラウザに表示するボタンなどを html で String form = に続いて表記 */
String form ="<html><head><meta name=viewport content=width=100></head>"
"<form action=ST><input type=submit value=STOP></form>"
"<form action=FD><input type=submit value=FORWADR></form>"
"<form action=TL><input type=submit value=LEFT></form>"
"<form action=TR><input type=submit value=RIGH></form>"
"<form action=BK><input type=submit value=BACK></form>"
"</html>";

※ファイル名は英数字のみ使用できます。
ちなみに、Arduinoではプログラムのこ
とを「スケッチ」
と呼びます。

図8

表示されたウインドウの中のプログラムを、下記のように追加・修正します。
追加・修正する箇所は赤字で記載しています。
/*
* Copyright (c) 2015, Majenko Technologies
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
* are permitted provided that the following conditions are met:
*
* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer.
** * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
* other materials provided with the distribution.
*
* * Neither the name of Majenko Technologies nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived from
* this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
* ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
* ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
/* Create a WiFi access point and provide a web server on it. */
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/* 次のページに続く */

/* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
*/
/*void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
}*/
/* プロトタイプ宣言 */
void handleRoot();
void handle_stop();
void handle_forward();
void handle_turn_left();
void handle_turn_right();
void handle_back();
void ST_ACT();
void FD_ACT();
void TL_ACT();
void TR_ACT();
void BK_ACT();
void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.print("Configuring access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
/* 各アクション時のハンドル設定 */
server.on("/ST", handle_stop);
server.on("/FD", handle_forward);
server.on("/TL", handle_turn_left);
server.on("/TR", handle_turn_right);
server.on("/BK", handle_back);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
/* 次のページに続く */

pinMode(12,
pinMode(13,
pinMode(14,
pinMode(16,

}

OUTPUT);
OUTPUT);
OUTPUT);
OUTPUT);

digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(14,LOW);
digitalWrite(16,LOW);
Serial.println("STOP");

// 出力ピンの設定

// 最初はストップから

void loop() {
server.handleClient();
}
/*------ ここから下は全て新しく追加するプログラムです ----------*/
/* 各ハンドルの内容記述 */
/* ハンドル初期状態の記述 */
void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", form);
}
/* ストップハンドルの記述 */
void handle_stop() {
Serial.println("STOP");
ST_ACT();
server.send(200, "text/html", form);
}
/* 前進ハンドルの記述 */
void handle_forward() {
Serial.println("FORWARD");
FD_ACT();
server.send(200, "text/html", form);
}
/* 左折ハンドルの記述 */
void handle_turn_left() {
Serial.println("LEFT");
TL_ACT();
server.send(200, "text/html", form);
}
/* 右折ハンドルの記述 */
void handle_turn_right() {
Serial.println("RIGHT");
TR_ACT();
server.send(200, "text/html", form);
}
/* バックハンドルの記述 */
void handle_back() {
Serial.println("BACK");
BK_ACT();
server.send(200, "text/html", form);
}
/* 次のページに続く */

/*-------------- 各ハンドル記述内の関数内容 ------------------*/
/* ストップの関数 */
void ST_ACT(){
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(14,LOW);
digitalWrite(16,LOW);
}
/* 前進の関数 */
void FD_ACT(){
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(14,HIGH);
digitalWrite(16,LOW);
}
/* 左折の関数 */
void TL_ACT(){
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(14,LOW);
digitalWrite(16,LOW);
}
/* 右折の関数 */
void TR_ACT(){
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(14,HIGH);
digitalWrite(16,LOW);
}
/* バックの関数 */
void BK_ACT(){
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(14,LOW);
digitalWrite(16,HIGH);
}

プログラムの入力が終わったら、
Arduino IDE上部の「検証」ボタンをクリッ
クし(図9)、入力したプログラムが間違いな
いかチェックします。

図9

間違いがなければ、
ウインドウの下方に
「コンパイルが完了しました」
と表示されま
す(図10)。エラーが出た場合は入力に間違
いがないかチェックしてください。

図 10

●ESP-WROOM-02 への書き込み

次は作成したプログラムをESP-WROOM-02に書き込みます。

最初に作成した書き込み用回路のDCジャックに5VのACアダプターをUSBケーブ
ルで接続します。
(パソコンとUSBシリアル変換モジュールは接続されたままになっていますね？)
プログラムを書き込むために、次ページの手順でESP-WROOM-02をダウンロ
ードモードにします。

② リセット
スイッチ

DC ジャック

●動作の確認
出来上がったものが正しく動くか確認し
ます。
Arduino IDEのメニューの「ツール」→
「シリアルモニタ」
を選択します(図13)。す
ると、
シリアルモニタウインドウが開きま
す。

図 13

そのウインドウの下方にあるボーレート
の設定を「115200」にしてください(図14)。

①ダウンロードスイッチを押したまま
USB シリアル変換モジュール

②リセットスイッチを1回押す(すぐ離す)
③ダウンロードスイッチを離す

レギュレータ

OUT GND IN

図 14
0.1µF

①
③

33µF

ESP-WROOM-02

ダウンロード
スイッチ

Arduino IDE上部の「マイコンボードに
書き込む」ボタンをクリックします(図11)。

図 11

しばらくするとウインドウの下部に「マイ
コンボードへの書き込みが完了しました。」
と表示されればOKです(図12)。
書き込みエラーになる場合は、
スイッチの
押し方が間違っていないか、回路は正しく
出来ているかなどをチェックしてください。

図 12

回路のリセットスイッチを押すと、画面に文字
が表示されます。(この文字は意味はなく、
でたら
めな文字が表示されます)
しばらくして
「Configuring access point...AP IP
address: 192.168.4.1 HTTP server started
STOP」
と表示されればESP-WROOM-02が接
続待ちの状態になります。(図15)
この表示が出ない時は正しく動作していませ
ん。入力したプログラムが間違っていないか確
認してください。

図 15

●スマートホンで確認
スマートホンのWi-fi設定画面で、Wi-fiを
ONにします。
表示されたアクセスポイントの一覧の中
に、
プログラムの中に記載したSSID(プロ
グラム例のままならPU2709-WIFI-CAR)
が表示されるはずです。(図16)
もし表示されない場合は、回路の電源や
Wi-fiモジュールから離れていないかなど
を確認してください。
Wi-fiモジュールのSSIDをタップしてパ
スワードを入力します。
プログラム例のまま変更していなけれ
ば「12345678」を入力し、接続をタップしま
す。(図17)

画面上のボタンをタップすると、Arduino
のシリアルモニターに、
タップしたボタンと
同じ文字が表示されることを確認してくだ
さい。(図21)

図 21

図 16

図 17

●モーター駆動回路の作成

プログラム書き込み用の回路を、下記のように作り変えます。

回路図

しばらくして
「接続されました」
と表示さ
れることを確認します。(図18)
もし表示されない場合は、パスワードが
間違いないかなどを確認してください。
※この状態はWi-fiモジュールとスマートホ
ンがダイレクトに接続されている状態で
すので、インターネットは使用できませ
ん。
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スマートホンのインターネットブラウ
ザーを起動して、
アドレスバーに
「192.168.4.1」
と入力し実行します。
(図19)
すると、
「STOP」
「FORWARD」
「LEFT」
「RIGHT」
「BACK」の5つのボタンが表示
されることを確認します。(図24)
ボタンは画面に入りきれていない場合
があるので、画面をスクロールして確認
してください。
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プログラム書き込み用回路からの変更点は下記のとおりです。
・USBシリアル変換モジュールをはずす
・電源をACアダプター＋レギュレーターから、単3×2電池ボックスへ
・ダウンロードスイッチをはずす
・2CH小型DCモータードライバーを接続し、ギアボックスをPU-2709に接続
図 19

図 20

−

下記はPU-2709とWi-fiモジュールを接続した回路をブレッドボードで作る一例です。
※抵抗は全て 10kΩ

100µF
＋

●動かしてみよう！
回路に乾電池を入れ、
リセットスイッチ
を1回押します。
しばらくして
「●スマートホンで確認」
の項で行ったように、
スマホでWi-fiモジ
ュールのSSIDに接続します。(図22・23)

電池

リセット
スイッチ

ボックス

M1

ESP-WROOM-02

M2

●メカに搭載
回路ができたら、
メカに搭載します。写真
は搭載例です。今回は簡易的に輪ゴムや両
面テープで固定しました。
搭載した回路のPU-2709に左右それぞれ
のモーターを接続してください。PU-2709は
モーターの電圧＝PU-2709の電圧ですか
ら、今回の工作例ではモーターも3Vで動作
します。
またモーターに流すことができる電
流は1チャンネルにつき最大800mAですか
ら、走行時のモーター電流が800mAを超え
ないように注意してください。

図 22

図 23

図 24

図 25

スマートホンのインターネットブラウ
ザーで「192.168.4.1」にアクセスし(図
24)、表示された「STOP」
「FORWARD」
「LEFT」
「RIGHT」
「BACK」の5つのボタ
ンをタップすると動き出します。(図25)
ボタンの表示と動きが違う場合
(FORWARDを押すとBACKするなど)は、
モーターの左右を入れ替えたり、
PU-2709の接続端子の配線を入れ替え
てみてください。
コントロールする側の機器はWi-fiが接
続できてインターネットブラウザーがイ
ンストールされていればOKですので、パ
ソコンなどでもコントロールすることが
できます。

お断り

この工作例に使用しているソフトウェアやインターネットの
サービス等は 2016 年 4 月 5 日現在のものをもとに記載してい
ます。これらのバージョンアップ等により、記載内容が実際の
ものと異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

