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プロジェクト概要
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発表概要
• Part 1

‒ 発表者：杉山 耕一朗 (松江工業高等専門学校)
‒ 内容：

• 高専における IoT 教育
• 本プロジェクトの取り組みと波及効果

• Part 2
‒ 発表者：押田 光雄 (株式会社モンスター・ラボ)
‒ 内容：

• IoT 演習レポート
~ 来年度の mruby/c 授業の開講に向けて ~



発表者略歴 (1)
• 名前: 杉山 耕一朗 (すぎやま こういちろう) 
• 所属: 松江高専 情報工学科
• 専門: 惑星気象学 & 地球惑星情報学

‒ 数値流体シミュレーションモデル開発 (木星・金星・火星)
‒ IoT を活用した環境モニタリングシステム



背景：IoT と地球惑星科学
• 時代認識：誰でも手軽に観測できる時代

‒ マイコン・センサーの低価格化・高性能化

大規模な設備を 1 つ設置

IoT 化した観測機器
~ 1 万円

百葉箱（アナログ, デジタル）
数十万円? 百万円?

お小遣いで観測できる
機器をたくさん設置できる

IoT 機器を活用すると面白い観測ができそうだ!



高専での IoT 教育 (現在)
• 4 年生開講科目：OSS リテラシ 3 (着任時(2016年度)~)

• Linux で IoT サーバ・クライアントシステムの構築
‒ 校内環境の見える化の実践

東向きの部屋

8/7         8/8         8/9         8/10        8/11      8/12        8/13       8/14      8/15

授業期間 (空調あり)

夏季休暇 (空調なし)

データ
蓄積

ラズパイ + センサ

データ送信 (http) 1分毎
IP, ホスト名, 観測データ

10 秒毎に取得
& 60 秒平均

データベース��
��NW

統計処理 可視化

ラズパイ + センサ



高専での IoT 教育 (将来)
• 5 年生開講科目：組み込みシステム (来年度～)
• IoT システムのエッヂの置換

‒ Raspberry Pi → マイコン

東向きの部屋

8/7         8/8         8/9         8/10        8/11      8/12        8/13       8/14      8/15

授業期間 (空調あり)

夏季休暇 (空調なし)

データ
蓄積

ラズパイ + センサ

データ送信 (http) 1分毎
IP, ホスト名, 観測データ

10 秒毎に取得
& 60 秒平均

データベース��
��NW

統計処理 可視化

ESP32 + センサ
with mruby/c



本プロジェクトの取り組み
• 目的 (再掲)

‒ mruby/c を高専の授業に組み入れるプロジェクト
• 来年度からの開講科目 (組み込みシステム) をターゲットに
• 産官学連携

• 取り組み = 授業のための環境整備
‒ mruby/c + ESP32 マイコンの利用を想定
1. 学習ボードの作成
2. 教科書の整備

• サンプルコードも「教科書」
3. 実地検証



取り組み (1)：学習ボードの作成
• 必要なセンサー/機器を搭載した学習ボードの試作・量産

‒ これまで用いてきたセンサーは拡張基板経由で接続
‒ しまねソフト研究開発センター (ITOC) で公開されている
ハンズ・オンセミナーのマニュアルの内容も実施可能

ブレッドボードは使わない

LED x 8

LCD
スイッチx4

ブザー

RTC

GPS
(予定)

PC
電池

I2C

ESP32

サーミスタ



取り組み (2)：教科書の整備
• 「教科書」としての mruby/c サンプルコード

‒ 株式会社モンスター・ラボに発注
‒ 今年度整備したサンプルコード

• Wi-Fi (Personal, Enterprise)
• リアルタイムクロック (I2C)
• 液晶ディスプレイ (I2C)
• 温度湿度センサ (Sensirion SHT75)

‒ 近い将来, オープンソースとして公開予定

• 各地で開催されている mruby/c ハンズ・オンセミナーの
マニュアルの収集分析
→ 「教科書」としての演習マニュアル (継続中)



取り組み (3)：実地検証
• IoT 演習
→ 円滑に実施．学生の反応は上々

• 学習ボードを活用した継続的な環境モニタリングを計画中

詳細は Part2 にて

講師：押田光雄氏
株式会社モンスター・ラボ
(Part 2 の発表者)



• 教科書としてのサンプルコードの質的・量的な充実
＋ 身近な Ruby & mruby/c コミュニティ
→ 学生が mruby/c を学び易くなる
→ 学生のプロジェクトや卒業研究の急速な進展
→ 卒業後も開発者として活動することを熱望

学生の取り組みの例 (mruby/c, スモウルビーを利用したIoT教材の開発)

波及効果：コミュニティへの人材輩出

スモウルビー開発者である高尾宏治氏との共同プロジェクト
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今後に向けて
• コミュニティと一体となった人材育成を目指す

‒ コミュニティにおいて開発者として活躍できる人材を
• 上記の継続的な実現のための仕組み作り

‒ 授業を通して，Ruby & mruby/c コミュニティを身近で
顔の見える存在に

‒ コミュニティに加わって頂けるような授業のあり方は？
• 講師で招く以外は?
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