
ステッピングモーターを動かしてみよう。
　2CH小型DCモータードライバー(PU-2709)はDCモーターの他にステッピング
モーターを駆動することもできます。
　DCモーターで正確に180度回転さたい時、そのままではとても難しく、角度な
どを検出するためのセンサーなどが必要になります。
　ステッピングモーターは動かすために電圧パルスを加えますが、そのパルス
を1回加えた時に回転する角度が決められているため、必要な角度になるための
パルス数を計算して加えると、正確な角度で動かすことができます。
　この工作例では、説明書に記載されていないArduinoを使用して「ステッピング
モーター」を駆動する方法を解説します。

　ステッピングモーターにはいくつか種類があります。今回使用するステッピン
グモーターは「ユニポーラ」タイプで、28BYJ-48もこのタイプです。
　28BYJ-48の巻線は下図のような構造になっています。

　また、使用するステッピングモーター28BYJ-48の仕様は
・電源電圧：5V
・減速ギア比：1/64
・ステップ角：5．625°/64
・使用周波数範囲：600Hz～1000Hz
となっています。

　このモーターを回転させるためには、赤を電源＋に接続し、その他の端子にL
レベルのパルスを加えていきます。しかし2CH小型DCモータードライバー
(PU-2709)では、この駆動方法で必要な同一チャンネルの出力を両方ともHの
状態に設定することができません(説明書記載の入出力テーブル参照)
そこで、論理を反転し、赤に－を、その他の端子にHレベルのパルスを入力し回
転させることにします。
オレンジ→黄→ピンク→青の順にパルスを加えると回転します。逆向きに回転
させる時は、青→ピンク→黄→オレンジと、逆の順番にパルスを加えます。
　今回は「ハーフステップ駆動」で動かします。
ハーフステップ駆動とは、パルスを加えるタイミングをより細かくし、より細かく
回転角度をコントロールできる方式です。
ハーフステップ時のパルスの加え方は下の表の通りです。

　赤は電源－を常に加えます。表のステップの順番で「＋」のタイミングでLレベ
ルのパルスを加えます。逆向きに回す時はステップ8からステップ1に向けた順
番でパルスを加えます。

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      型番など          必要数         メモ
　Arduino  Arduino UNO R3   1　　　パルスを作るマイコンボード。
　ステッピングモーター 28BYJ-48   1　　小型のステッピングモーター
　ACアダプター DC5V出力のもの   1
　DCジャック ACアダプターのサイズに合ったもの 1
　基板  ブレッドボード   1　　　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。

※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。

2709CF03-01

※この工作例ではWindowsの場合で説明します。Macintoshの場合はWindows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。

　まず、下記にアクセスしてパソコンにArduinoのプログラミングを行うための
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。

●開発環境のセットアップ

●使用するステッピングモーターについて
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　今回の駆動例では、パルス信号を作り出す部分にArduino UNOを使用し、プッ
シュスイッチを2つ取り付け一方が押されたら正転、もう一方が押されたら反転
させることにします。また、回転数と回転スピードはパソコンから入力して設定す
ることにしましょう。下記が今回の駆動回路の回路図です。

回路図

回路をブレッドボードで作ると

DCジャック

パソコンへ

正転　
スイッチ

反転　
スイッチ

　この仕様のステップ角は1パルス与えた時に回転する角度で、モーター自体は
5.625°なのですが、このモーターは内部にギアが組み込まれており、その減速比
が1/64ですから、実際は5.625÷64≒0.0878°です。ステップ1～8を1ルーチンとし
てパルスを加えますので、この8ステップで0.0878×8＝0.703125°回転すること
になります。
例えばモーターを1回転(360°)させる時は
　360÷0.703125＝512　となりステップ1～8を512回繰り返すことで1回転させ
ることができます。
任意の角度を回転させる時は
　回転させたい角度÷0.703125で求められる回数を繰り返せばOKです。
モーターの回転スピードを決める周波数は、標準値で100Hzとなっています。こ
れはパルスが切り替わるタイミングを決める数字で、周波数が高くなるほど速く
回転します。実測したところ、約65Hz～1000Hzの範囲で使用できました。
　ステッピングモーターは使用できる周波数の範囲を外れると「脱調」といって、
モーターの回転がスピードについていかずうまく回転しない現象が起こります。
後で解説する方法で、使用する前に周波数範囲のテストをして、使用できる周波
数範囲を調べておきましょう。

●ステッピングモーターの駆動回路
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　パソコンのUSBポートにArduino UNOを接続
します。初めて接続する時はドライバーがインス
トールされますのでしばらく待ちます。
　しばらくして使用できる様になったらコントロ
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Arduino 
UNO (COM○○)のCOM番号を確認しておきま
す。

●Arduino UNOのセッティング

この工作例に使用しているソフトウェア等は 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　　　　　　　

お断り



#define I1A 2     //PU-2709とArduino UNOのピンの対応
#define I1B 3
#define I2A 4
#define I2B 5

#define SW_CW 8   //正転用スイッチ入力ピン設定
#define SW_CCW 9   //反転用スイッチ入力ピン設定

/*制御信号配列*/
int sequence[8]={B0111,B0101,B1101,B1001,B1011,B1010,B1110,B0110};
int STOP=B1111; //停止時用データ

/*変数の設定*/
int deg;  //回転角度
int hz;  //周波数(65～1000)
int spd;  //周波数から算出したスピードを格納
int m;   //ステップ数
char str[5];  //シリアル通信文字格納
char c;  //通信終了文字格納
int a = 0;  //文字格納配列カウンター用
int i,j;  //モーター制御用

void setup() {

/*入出力端子設定*/
  pinMode(I1A,OUTPUT); //出力端子設定
  pinMode(I1B,OUTPUT);
  pinMode(I2A,OUTPUT);
  pinMode(I2B,OUTPUT);

  pinMode(SW_CW,INPUT_PULLUP); //スイッチ入力端子設定
  pinMode(SW_CCW,INPUT_PULLUP);

/*次ページに続く*/

/*最初のモーター静止設定*/
  digitalWrite(I1A,bitRead(STOP,0));
  digitalWrite(I1B,bitRead(STOP,1));
  digitalWrite(I2A,bitRead(STOP,2));
  digitalWrite(I2B,bitRead(STOP,3));
  
  Serial.begin(9600);  //シリアルで通信開始ボーレート9600　

/*回転角度設定。送信完了まで配列に格納後、int値に変換。*/
  Serial.print("Angle (deg.):");
    while(1) {
    if ( Serial.available() > 0 ) {
    c = Serial.read();
    str[a] = c;
    if ( c == '\n' ) break;      //シリアルモニターは「CR及びLF」に設定
    a++;
    }
    }
    deg = atoi(str);            //格納文字列をint型に変換
    Serial.println( deg );      //シリアルモニターに角度を出力
    a = 0;

/*回転スピード設定。送信完了まで配列に格納後、int値に変換。*/
  Serial.print("Frequency(65-1000Hz):");
    while(1) {
    if ( Serial.available() > 0 ) {
    c = Serial.read();
    str[a] = c;
    if ( c == '\n' ) break;      //シリアルモニターは「CR及びLF」に設定
    a++;
    }
    }
    hz = atoi(str);            //格納文字列をint型に変換
    Serial.println( hz );     //シリアルモニターに速度を出力
    a = 0;

  Serial.println("");
  
  m=deg/0.703125;         //角度からステップ数を算出
  spd = 1000000/hz;  //周波数からスピードを算出
  Serial.print("ANGLE="); //入力した角度、周波数を表示
  Serial.println(deg);
  Serial.print("FREQUENCY=");  
  Serial.println(hz);
  Serial.print("STEPS=");  //算出したステップ数、スピードを表示
  Serial.println(m);
  Serial.print("SPEED=");
  Serial.println(spd);
}

/*次ページに続く*/

　回路ができたら、ステッピングモーター
を駆動するパルス信号とスイッチによる正
反転制御のためのプログラムを行います。
　パソコンにインストールしたArduino 
IDEを起動し、メニューの「ツール」→「マイ
コンボードで「Arduino/Genuino UNO」を
選択します。
　その下のシリアルポートはデバイスマ
ネージャーで調べたCOM番号を選択して
ください。

　準備ができたら、次のプログラムを入力してください。

●Arduino UNOのプログラミングと書き込み



void loop() {

/*正転時のルーチン*/
  if(digitalRead(SW_CCW)==0) //反転スイッチが押されたら以下を実行
  {
      for(j=1;j<(m+1);j++)
          {
            for(i=7;i>0;i--)
              {
              digitalWrite(I1A,bitRead(sequence[i],0));
              digitalWrite(I1B,bitRead(sequence[i],1));
              digitalWrite(I2A,bitRead(sequence[i],2));
              digitalWrite(I2B,bitRead(sequence[i],3));
              delayMicroseconds(spd);
              }
          }
  }

/*反転時のルーチン*/
  if(digitalRead(SW_CW)==0) //正転スイッチが押されたら以下を実行
  {
       for(j=1;j<(m+1);j++)
          {
            for(i=0;i<8;i++)
              {
              digitalWrite(I1A,bitRead(sequence[i],0));
              digitalWrite(I1B,bitRead(sequence[i],1));
              digitalWrite(I2A,bitRead(sequence[i],2));
              digitalWrite(I2B,bitRead(sequence[i],3));
              delayMicroseconds(spd);
              }
          }
  }

/*停止時はモーターに流れる電流を0にする*/
    digitalWrite(I1A,bitRead(STOP,0));
    digitalWrite(I1B,bitRead(STOP,1));
    digitalWrite(I2A,bitRead(STOP,2));
    digitalWrite(I2B,bitRead(STOP,3));
  
}

　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、入力したプログラムが間違いないか
チェックします。

　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。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。

　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。

　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。
書き込みエラーになる場合は、Arduinoと
パソコンが正しく接続されているか、COM
ポート番号は正しく設定されているかなど
をチェックしてください。

●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。すると、シ
リアルモニタウインドウが開きます。

　そのウインドウの下方にある設定で、左
側を「CRおよびLF」に、右側の設定を
「9600」にしてください。

　表示部にAngle (deg):と表示されていますの
で、送信ボタンの横にある窓に回転させる角度
を入力し「送信」をクリックするかEnterを押して
ください。
　続いてFrequency(65-1000Hz)：と表示されま
すので、回転する速度の周波数を入力します。
　すると、角度、周波数から算出された繰り返し
ステップ数と1パルスの長さをマイクロ秒で表し
たスピードが表示されます。



　角度と周波数をセットしたら、正転スイ
ッチを押します。すると、入力した角度とス
ピードでモーターが回転します。
　次に反転スイッチを押すと先ほどと逆に
回転します。角度とスピードは正転の時と
と同じです。

　ステッピングモーターの説明の項で述べたように、ステッピングモーターは使用
できる周波数の範囲が決まっていて、その範囲外ではうまく動きません。
次の手順で使用できる周波数の範囲を確認しましよう。

　実際に使用しようとした時、このままではArduinoをパソコンに接続しておかな
ければならず、ちょっと使い難いと思います。前述の方法で回転角度と周波数を決
めたら、下記のように前述のプログラムの一部を書き換えると、パソコンに接続し
なくても使用できます。
　ただし、前述の方法ではArduinoの電源をUSBケーブルを通してパソコンから供
給していましたが、パソコンから切り離して使用しますので、PU-2709、モーター用
の電源とは別に、ArduinoのDCジャックにDC7V～12VのACアダプターを接続し、
電源を供給する必要があります。
　下記の赤文字部分が変更点です。最初の変数設定時点で、角度と周波数を直接
入力します。その後、シリアルモニター接続、数値入力と表示に関わる部分を削除し
ます。void loop(  )以降は変更はありません。

　また、このプログラムを流用して回転角度とスピードをボリュームで変更できる
ようにするなど、オリジナルのプログラムを考えられてもいいですね！

　Arduinoのシリアルモニターを開きま
す。すると、角度入力待ちの状態が表示さ
れます。角度には360と入力しておきましょ
う。

　次の周波数入力の時に、試しに1500と入力してみてください。そして正転(また
は反転)スイッチを押してみるとどうなるでしょう。ステッピングモーターはブルブ
ルと震えるだけで軸は回転しないと思います。これが脱調の状態です。
　Arduinoの本体についているリセットスイッチを押すと、ふたたび角度入力街の
状態になりますので、再度360と入力し、今度は周波数を70と入力して正転スイッ
チを押してみてください。ゆっくりですが今度は正しく動いたと思います。
　では同様の操作で、周波数を50にしてテストしてください。正しく回転している
ように感じますが、周波数が50なので70の時よりも遅くならなくてはならないは
ずですが、70よりもずっと速く回転したのではないかと思います。これも正しい動
作とはいえません。
　このモーターは周波数60～1000の範囲で動作すると書きましたが、65や1000
付近はギリギリで、場合によっては脱調してしまうことがあります。そこで、先ほど
行ったように周波数をギリギリの値から少しずつ変えていって、脱調しない周波数
の範囲を確認してください。
　モーターに負荷をかけた時とかけない時では周波数範囲が変わることがあり
ますので、実際に使用する状況にして調べると良いでしょう。
　周波数範囲を調べ終わったら、プログラムの
 /*回転スピード設定。送信完了まで配列に格納後、int値に変換。*/
   Serial.print("Frequency(65-1000Hz):");

の(65-1000Hz)の数字の範囲を書き換えて、再度Arduinoに書き込んでおきましょう。

●周波数範囲のテスト

正転 反転

 ・
 ・
int deg =***;  //***に回転角度を入力
int hz =***;  //***に周波数を入力
 ・
 ・
/*下記3つの変数は必要なくなるため削除
char str[5];  //シリアル通信文字格納
char c;  //通信終了文字格納
int a = 0;  //文字格納配列カウンター用　*/
 ・
 ・
 ・
  
/* Serial.begin(9600);から
　回転角度設定。送信完了まで配列に格納後、int値に変換。
  回転スピード設定。送信完了まで配列に格納後、int値に変換。
  Serial.println("");まで削除*/
  
  m=deg/0.703125;         //角度からステップ数を算出
  spd = 1000000/hz;  //周波数からスピードを算出

/*下記画面表示部分は必要ないため削除
  Serial.print("ANGLE="); //入力した角度、周波数を表示
  Serial.println(deg);
  Serial.print("FREQUENCY=");  
  Serial.println(hz);
  Serial.print("STEPS=");  //算出したステップ数、スピードを表示
  Serial.println(m);
  Serial.print("SPEED=");
  Serial.println(spd); */

}

void loop( )
{
/*以下変更なし*/
 ・
 ・


