
ＢＮＸＯのインストールと設定

・ＮＸＣのインストール

インターネットに接続可能な環境から，

http://bricxcosourcefbrgenet/nbc／

へアクセスします(図７１)．

図７．lのようにＮＸＯをクリックし，最新版のＮＸＣのリリースページへ行きます.「betapage」へ
のリンクがありますので，クリックします(図７２)．
Linux環境で利用するならば,｢Linux｣Windows環境ならば｢Win32）Macintoshを利用している

のならば「ＭａｃＯＳＸ」をクリックして，ＮＱＣをダウンロードします(図７３)．
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・Windows版のインストール

ダウンロードしたファイルは「nbc-○○○.Zip」となっています．Ｚｉｐというファイル圧縮されて
いますので解凍してください．解凍作業を行うと中には「history(txt)」「nbc(exe)」「readme(txt)」
｢test・llqc」「structnxc」というファイルが格納されています．

この中のnbc(exe)というファイルを
Windows98は「マイコンピュータ」→「Ｏ」→「ＷＩＮＤＯＷＳ」

Windows2000は「マイコンピュータ」→「Ｏ」→「ＷＩＮＮＴ」

WindowsXPは「マイコンピュータ」→「Ｏ」→「ＷＩＮＤＯＷＳ」に

コピーしてください．

また，ＮＸＯのアンインストールは上記にコピーしたnbc(exe)をゴミ箱へ移動することによりソ
フトの削除ができます．

(アンインストールは，nbcexe以外は絶対に削除しないでください11）

別途ＮＸＴのＵＳＢドライバをインストールする必要があります．これは，LEGOMindstorms付
属のＣＤより，インストールを行ってください．

・プログラム保存方法

’
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図7.4：「メモ1帳」の起動

NXCプログラムはテキストエディタでつくります．エディタは何でもかまいません．

［Windowsの場合］
今回はWindows標準添付のソフトを使用します．

「スタート」→「アクセサリ」→「メモ帳」を起動し，ＮＸＣプログラムを作成します．

作成したＮＸＣプログラムを保存する時は,「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択します．（プ

ログラムを変更した場合は「上書き保存」を選択）
「ファイルの種類」の部分が「テキスト文書」となっていますので，「すべてのファイル」に選択

変更します．
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「ファイル名」の欄をすべて削除し，適当なファイル名をつけます．（後のコンパイル，ロボット
へのダウンロードのことを考慮して，ファイル名は半角英数字でつけたほうが良いでしょう．）

型劃[名前上付けrlF行

ゴ降圃．保存するﾅfN17DI瞳ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ

蔚灘｣騰麟
蕊

露懲
畷
壁埋瑠

①「すべてのファイル」を選択 ②「ファイル名」の「＊・TXT」を消して

蕊
(半角英数で)と名前を付ける

＞

||⑧｢爆祷｣露ｸﾘｯｸ

図７５:作成したＮＸＣファイルの保存

［Macintoshの場合］
テキストエディットを使用します．

Dock内のテキストエディットのアイコン(図７６)をクリックして起動します．Dockに登録されてい
ない場合は，Finderのメニューバーの「移動」→「アプリケーション」→「テキストエディット」か

ら起動します．

起動したらまず，メニューバーの「フォーマット」内にある「標準テキストにする」をクリックし

ます．この項目を選択して，ウインドウが図７．７から図７８に変化したことを確認してください．こ

の操作はプログラムを保存する直前でも可能です．この操作をしないと作成したプログラムがＮＯＸ

ファイルとして保存できないので気をつけてください．図７．１０が表示された場合はＯＫを押してく

ださい．

保存するときは図７ｌ１のようにチェックを外してから保存します．

「名前」の欄をすべて削除し，適当なファイル名をつけます．拡張子は''nxc''とします．（後のコ
ンパイル，ロボットへのダウンロードのことを考慮して，ファイル名は半角英数字でつけたほうが良

いでしょう．）

図７６：テキストエディットアイコン
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鰐島虐＝三｡｡璽示貢…。
名1銭i』痕 ｇ的③細り9K余日､毎tx’

図7.7：テ キストエディットウインドウＩ 図７８：テキストエディットウインドウ２

ヴ

謎テキストエディットファイル總集Ｉ ﾌｫｰﾏｯﾄ｜ウインドウヘルブ
フォント隣

テキストし

標蕊デキス掻輝す患⑰詫了

編崇不可にする

ページサイズで表示谷弼Ｗ

行末ハイフン処理をする

図７９：テキストエディットメニュー

標準テキストに変換しますか？

この摺類を変換すると、すべてのテキスト属性（フォン

ト、色など）と霞類のプロパティが失われます。露
-､－■￣▲１－ゴー

ビギヤンセルI:/i鱸鍬攪

図7.10：ダイアログ

itesLnxd 蘭 蕊名前；

場所： ，趣デスクトップ !#Ｉ

鰡守なT字＝ 恥６

ｉ
Ｊ
Ｉ
和
則

▲
｜
ザ

１
１
１
－標準テキストのエンコーディング：

。張子が指定されていない場合はいhtxr1

`…ｾﾙ獺祷謬

図７１１：保存
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・ＭＳ－ＤＯＳコマンド

ＮＱＣはWindows環境の場合,「コマンドプロンプト」を用いてコンパイルやロボットへのダウン
ロードを行います．

コマンドプロンプトは「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」

を選択し，起動します．

終了するときは

＞exit

と入力して終了します．

コマンドプロンプトでは，現在のフォルダの位置が表示されます．そこで利用するコマンドを以下

に簡単に記述します．
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コマンド 説明 入力例

ドライブ名］
●

● ドライブの移動 ｄドライブへ移動：＞ｄ

cｄ フォルダの移動 一つ上へ上がる：＞cｄ ●●

LＥＧＯというフォルダへ移動：＞cｄＬＥＧＯ

dir フォルダの内容確認 ＞dir

del ファイルの削除 ＞del ｓａｎｌple． ｎｘｃ


