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① Bon10_501 のフォルダー
を開く （ダブルクリック）

１.まずは使ってみよう! (1)まきものプログラムの起動のしかた）

梵天丸虎の巻 《まきもの編》 簡易版
梵天丸はプログラムという命令をすると、さまざまな動きが出来ます。

これはその使い方をかんたんにまとめたものです。基本的にはVer３の「梵天丸虎の巻《まきもの編》」の

プログラム方法と同じですので、詳しくは下記URLからマニュアルをダウンロードして使ってください。

URL → http://www.necnet-inn.com/download.html から ダウンロードのページへ

まきものプログラムをインターネットからダウンロー
ドして、ディスクトップに解凍して貼り付けます.

ダウンロードはつぎのＵＲＬからできます.
http://www.necnet-inn.com/download.html

解凍の方法とＵＳＢプログラム書込器のドライバの
インストールのしかたについては、ダウンロードの
ページにある「解凍とドライバのインストール方法」
を見てください.

この説明書ではディスクトップに「bon10」フォルダ
があるものとして説明しますが、ほかの場所にあっ
ても使うことができます.

② まきもの言語を起動する
梵天丸のマークをダブルクリック
USB書込器の場合 →bon10u.exe
プリンタ書込器の場合→bon10p.exe



2１.まずは使ってみよう! (2)Ver3 と Ver5のちがい

Ver3とVer5では bon10.exe をクリック
してプログラムを立ち上げた初期画面で
次の違いがあります。

(1) ・Ver3.x と表示
・PICの選択ボタンがある
・基板の選択ボタンはない

(2) ・Ver5.x と表示
・PICの選択ボタンはない
・基板（緑・青）の選択ボタンがある

Ver5でプログラム書込器（ROMライタ）を
梵天丸に正しく接続すると「接続を確認
して下さい」の表示が消えてウィンドウの
右下（おしまいの下）にPICの型番が表示
されます。

PICの型番が表示
（PIC16F648Aの場合）

648A
の場合

F84の場合
（表示なし）

書込み器

USBケーブル→PCへ



3１.まずは使ってみよう! (3)まきものをスタートする

・①パソコンに接続したＵＳＢプログラム書込み器と梵天丸を接続して、梵天丸の電源をＯＮにします。
正しく接続すると、「接続を確認ください」の表示が消えて梵天丸本体の赤・緑のＬＥＤが点滅します。
接続しても「接続を確認ください」が消えないときは、ドライバが正しくインストールできていないことが考えられますので
インストール出来ているか確認してください。

・この状態で基板の色の選択をすると「ほんやく」ボタンの色が選択した色に変わります。
（ほんやくするときには色を選択しなくてもほんやくできますが、「書き込み」するときには必ず選択して下さい。
…選択した基板の部品に合わせてプログラムを書き込みします。）

・正しく接続が出来たら②「ていそくギヤ」を選び（○をクリック）、 ③「ファイルを開く」をクリックしてください。

②ていそくギヤを選ぶ

①ＵＳＢ書込器と梵天丸を
接続して電源（でんげん）をON
にする

③ファイルを開く
（クリックする）

赤・緑のLEDの点滅を確認する

「ROMライター」をつなぎ、
梵天丸の電源を入れると
「接続を確認ください」の表示
は消える

正しく接続し、電源を入れると、
使っているマイクロコントローラが
自動的に選ばれる。(PIC16F648)



4１.まずは使ってみよう! (3)まきもの開いてほんやくする

④ MAKIMONO フォルダ
を開く（ダブルクリック）

⑤「A1.B10」を開く
（ダブルクリックする）

⑥「A1.B10」 が開かれている

⑦「プログラム（まきもの）」
の中身を確認（かくにん） ⑧「ほんやく」をクリック

→「きかいのことば」
に変える

・新しいウィンドウが開き、フォルダが表
示されますので、④MAKIMONOフォルダ
をひらきます。

・ｘｘ.B10のファイルが表示されますので
ファイルを選択します。（この例の場合は
⑤「A1.B10」を選択します。）

・ファイルを開くのボタンの右側に選択
したプログラムの名前が表示されます。

・⑦「プログラム（まきもの）」の中身が表
示されますので内容を確認します。

・梵天丸が読むことが出来る「きかいの
ことば」に変えるため⑧「ほんやく」ボタ
ンをクリックします。



5１.まずは使ってみよう! (4)梵天丸に書き込みする

⑨「機械(梵天丸）のことば」
に変わった

⑩A1.OBJに変わった

⑪基板の色を選択する。
（Ver5では青基板）

⑬表示バーが動き出し、
書込み完了でとまる。

④梵天丸のスイッチをＯＦＦ

⑤ケーブルをはずす

⑥梵天丸のスイッチをＯＮ

まきもののつかい方 まとめ

①ファイルを開く
②ほんやく → ポン！

③の１ 基板をえらぶ（緑か青）
③の２ かきこみ → ポン！

いろいろなプログラムを書き込んで、ためしてみよう。

・A2.B10 →右に回転して右のセンサーがはたらくと停止する。
・A3.B10 →右に回転してセンサーがはたらくと反対に回転する。
・A4.B10 →右に回転して、じかん１０（1秒)でとまる。
・A5.B10 →じかん１０（1秒）ごとに、ちがう動きををする。

⑫「書き込み」をクリックする
→梵天丸に「まきもの」を
書き込む

・⑨機械のことば（⑩A1.OBJ）に変
わったことを確認します。

・⑪基板の色を選択します。
（2回目からは書き込みボタンの色を
確認確認します。

・⑫「書き込み」ボタンをクリックし梵天
丸にまきものを書き込みます。
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その２ じょうけん

その１ こうどう

2.まきものをつくる (1)まきもの言語のきほん

みぎまわれ こうどう
梵天丸の動き

：１のだん

だんめい
プログラムのだんの名前
「めいれい（しれい）」の名前

だん は、小さなプログラムのことで
梵天丸に動きをおしえる「めいれい」だよ

だん

：２のだん

：１のだん

みぎまわれ

みぎだ

じょうけん
「つぎのだん」に行くきっかけ

つぎのだんめい
行き先「つぎのめいれい」

：２のだん

とまれ
梵天丸は、「じょうけん」を調べながら
「こうどう」をしているよ。

こうどう 梵天丸の動き

ぜんしん ○、○
こうしん ○、○
○、○は１～７のすうじで
モーターの早さ（７が早い）

みぎまわれ
ひだりまわれ
みぎよれ
ひだりよれ
みぎさがれ
ひだりさがれ

じょうけん
「つぎのだん」に行くきっかけ

みぎだ →みぎのセンサー
ひだりだ →ひだりセンサー
まえだ →両方のセンサー

じかん ○○で
○は１～２５５
１は0.1秒 10で1秒



72.まきものをつくる (2)まきものサンプルプログラムのへんしゅう

①ファイルを開くから
MAKIMONOの一つ上の
フォルダを開く

②Gameをえらぶ

③Gameのフォルダ

はじめのだん
１）７，７の速さで前にすすみ、
２）梵天丸の時間２０で、

１のだん
３）とまる

④B１.B10を選ぶ ⑤「へんしゅう」をクリック

⑤へんしゅう（ないようをかえる）
(例)じかん２０で をじかん５０にする

↑
数字を変える
（梵天丸の１０は人間の１秒） 50は５秒

⑥「しまう」をクリックする

・自分の思ったとおりのプログラムを作るには、「へんしゅ
う」を使います。
・①ファイルを開くから、なおしたいプログラム(この場合
はB1.B10）を④選択)し⑤「へんしゅう」をクリックします。
・編集のウィンドウが開きますので、直したい場所にマウ
スでカーソルを移動し、プログラムを修正します。

・編集が終わったら、「しまう」をクリックして終了します。
・別なファイル名で保存したい場合は「なまえをかえる」
ボタンをおしてファイル名を指定します。

・編集が終わったら、へんかん→書き込みで、梵天丸に
プログラムを書き込みます。
・へんかんでエラーが出る場合はプログラムにまちがいが
ありますので、もう一度確認しましょう。



82.まきものをつくる (3)ほんやくでエラーがでたら

よくあるしっぱい

1)一つのだんの「めいれい」には、

動きの「こうどう」は一つだけですか？

★まえに進みながら、下がることできません。

2) 「つぎのだんめい」と同じだんめいが

一つだけありますか？

★ふたつあったら、行き先がわかりません

①「エラーがあります」

が出た！

②エラーがでたら

左のすうじをクリック

③エラーがあるところ

がわかる

▼ボタンを押すと、こうどう・じょうけん・だんめい
が、それぞれ表示されるのでマウスで選択してク
リックするとそのことばが入力が出来ます。

[]で表示された数字は別ウィンドウの数字を選
択して入力します。

□ボタンは左のわくに表示したことばが入力され
ます。

入力のしかた

円の中でマウスをクリックすると、みぎ上のわくに
表示された行動が入力できます。

文字や数字はキーボードでも入力できますが
マウスでも選択できます。



93.そのほか

⑤マイクロコントローラの種類
を選ぶ（ＰＩＣ16F628）

⑥KAERU.HEXを開く
(ダブルクリックする）

きかいのことばに
なっている

(1)初期状態へのもどしかた
④IWAMOTOを開く
（ダブルクリックする）

①ファイルを開く
(クリックする）

③ Orgel フォルダを開く
（ダブルクリックする）

②きかいのことば
（*.obj, *.hex)を選ぶ

⑦そのまま「書き込み」をクリック
→梵天丸に「まきもの」を書き込む

(2)リセットのしかた

①書込み器を接続し、リセットボタンをダブルクリックします 。

②指示にしたがい、梵天丸の電源をOFF/ON します。

③もう一度正しいプログラムを書き込みます。

※書き込みに失敗すると、梵天丸の電源を入れても
赤/緑のＬＥＤが点滅をせず、 梵天丸が動きません。
その場合、梵天丸のリセットをためしてみてください。


