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３．スマートスピーカー教材の開発
本講座では，図 2 の AI/IoT システムの基本構
成を踏襲して，図 3 に示すスマートスピーカーを
題材とした教材を開発して使用した。スマートス
ピーカーは，クラウドサービスと連動して，音声
の発話やデータの可視化などを行え，IoT デバイ
スでよく使用される温湿度，距離，動きセンサを

図 3. 開発したスマートスピーカーを題材とした

実装した。センサで取得したデータは，エッジや

AI/IoT 教材。無線 WiFi 機能を搭載し，クラ

クラウドと呼ばれるサーバに無線通信で送られ，

ウドサービスを利用したデータの蓄積や可

サーバ上でデータの分析・解析，AI による自動判

視化，音楽再生や音声発話が可能。

定や学習なども同時に実行される。受講者は，ク
ラウド上で可視化（グラフ化）されたデータを見

５．まとめ
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成して，人と地域共創センターの公開講座に導入
した。その結果，本講座を通じて，様々な社会問
題に対する知識や AI/IoT による解決策のイメー

４．受講者の声
2020 年度の公開講座は，コロナ感染拡大のた

ジに関して，受講者と情報共有することができた。
一方，課題に関する議論の時間と演習の時間のバ

回の 2 回を対面授業にて行い，オンライン授業に

ランスに考慮する必要があることがわかった。そ

て継続している。講座では，新しいカリキュラム

こで，基本的な内容は別テキストとして準備し，

に沿って授業を行い，各回にアンケートを実施し

事前・事後に学習できる環境を整えて演習時間の

た。
「AI/IoT の具体的な活用方法のイメージが付

改善を図る。今後は，オンライン又は対面授業で

いた。
」
「講義の分量が多くなり課題に対する理解

は，原理説明やポイントとなる項目，並びに社会・

が深まった。」
「プログラムが充実しているので問

地域課題等について互いに議論を行い深める構

題なく進められる。」等の肯定的な意見が多く得

成とする予定である。

られた。反対に「技術的な内容」や「操作方法」



等についての改善要望があった。社会問題・地域
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