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作業を開始する前に必ずお読みください

部品の確認

組み立てに必要な工具・道具

◦取扱説明書をよく読み、指導者の指示に従い説明書の手順で組み立ててください。
◦組み立て前に、各部品の点検・確認をし、紛失しないように整理しておきましょう。
◦組み立てに使用する工具は、目的や規格にあったものを使いましょう。
◦電源を入れる前に、はんだ付けの間違いや、部品のリード線の切断くずが基板の上に乗っていないかなどを、必ず目視で確認してください。
◦動作不良や問題がある場合はすぐに電源を切り、もう一度取扱説明書を読み、手順を確認してください。
◦間違えて取り付けた部品を取り外す際は、はんだ吸い取り線やはんだ吸い取り器を使い、丁寧に取り外してください。無理に取り外すと
基板のパターンがはがれる恐れがあります。

すべての部品が入っているかを確認し、  にチェックマーク を記入してください。

1  スピーカーユニット 1

2  メインユニット 1

3  プログラミング基板 1

4  はんだ 1

5  ラジオ用アンテナ 1

6  USB ケーブル 1

7  フルカラー LED 1

8  抵抗 1

9  ねじ 2

はんだごて はんだごて台 ドライバー
（13cm以上推奨）

ニッパー はんだ吸い取り線 ピンセット
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基板に使われている電子部品
メインユニット

メインユニット
（基板の裏側）

プログラミング基板
（はんだ付け後の状態）

スピーカーユニット

Bluetoothアンテナ
Bluetooth対応の機器と通信するため
に使用するアンテナです。 

IC（集積回路） 
抵抗やコンデンサーなどを使用した
回路を小さくまとめたものです。

抵抗 
電流の流れを制限する部品です。 
LED に直列に接続して、LED に流れ
る電流を制限するなどの使用方法が
あります。 

コンデンサー 
電気（電荷）を蓄えたり放出したりす
る電子部品です。回路内のノイズを
減らす働きもします。

スピーカー 
加える電圧の周波数に応じて様々な
高さの音を出力することができます。 

フルカラーLED 
R(赤) G(緑) B(青)のLEDが内蔵され
たLEDです。端子は4本で3つの色を
組みあわせて様々な色で発光するこ
とができます。

プッシュスイッチ 
指で押し込むことで、電気の流れを
変えることができます。この特徴を
使って、ボタンを押したときに動作が
変化する回路を作ることができます。

音センサー（マイク） 
入力される音の大きさに応じて電流
の量を調整します。この特徴を利用
して、音の大きさによって動作が変
化する回路を作ることができます。

B082539 K0120
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はんだ付けは下記の 1 ～ 4 の作業を４～５秒の間に行ってください。長く加熱しすぎると回路が破損する恐れがあ
ります。

LED 基板に 4 つのフルカラー LED をはんだ付けして取り付けます。

❶ LED基板の穴に入るように、手を使ってLEDのピンを広げます。

❷ 向きに注意してLEDの４本のピンをLED基板に取り付けます。

1 2

3 4
 良い○

こての温度が低い×

加熱時間が少ない×

A

B

C

はんだがとけてリードとランドについ
たら、はんだをはなす。

加熱した部分にはんだを流し込むよ
うに溶かす。　　　　　

十分熱くなったはんだごての先で
リードとランドを加熱する。

Aのようにきれいにはんだを付
けてください。B、Cのようになっ
たときは、もう一度はんだ付けを
やり直してください。

はんだがランド全体に広がったらは
んだごてをはなす。

注意
はんだごて

押しつける

はんだ

はなす

はなす

こては動かさない

余分なリードは
ニッパーで切り取る。

リード

こては動かさない

リードの先端は図のように
折り曲げて動かないように
固定する

基板ランド

LEDには極性があるため、取り付け
方向を間違えると発光しません。
1番長いピンがプラス(+)です。

Ｒ（赤）

プラス（＋）

Ｇ（緑）
Ｂ（青）

はんだ付け方法

フルカラーＬＥＤのはんだ付け

LEDのいちばん長いピンが
プラス(+)の穴にくるように取
り付けます。

Ｒ＋ＧＢ

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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❸ LEDと基板の距離が約5mmになるように、LEDを押し込みましょう。

余ったピンはニッパーで切り落としましょう。

❹ LEDのピンをすべてはんだ付けしましょう。基板のICにはんだごてが接触しないように、基板の裏側からはんだ付けしましょう。

�LED基板に抵抗をはんだ付けして取り付けましょう。 抵抗には極性がないため、取り付け方向はどちら向きでも
構いません。

5mm

抵抗のはんだ付け

抵抗はピンを図のように折り曲げるとはんだ付けがしやす
くなります。

余ったLEDのピンはニッパーで切り落としましょう。

B082539 K0120
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PG BT 音声認識スピーカーの組み立て
❶ スピーカーユニットのケーブルを、メインユニットのコネクタに接続します。 

❸ スピーカーユニットの2本の柱を、メインユニットの2つの穴に挿入し、メインユニットの裏からねじ止めします。

スピーカーユニットのく
ぼみとメインユニットの
でっぱりが合うように調
整してください。

❷ メインユニットの11本のコネクタに、プログラミング基板の11本のピンを接続します。

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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計測・制御の仕組みを知ろう

PG BT音声認識スピーカーの計測・制御の仕組み

入力（計測） 出力（制御）判断

プッシュスイッチ
押したことを認識する

プッシュスイッチ

音センサー（マイク）

コンピューター スピーカー

フルカラーLED

フルカラーLED
指示通りの色、明るさで

点灯する

スピーカー
指示通りの音の高さと長さ

で音を鳴らす

コンピューター
情報をまとめて

判断し、指示を出す音センサー（マイク）
音の大きさや周波数を

計測する

B082539 K0120
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電化製品の仕組みを考えてみよう
多くの電化製品にはコンピューターが内蔵されています。電化製品のコンピューターが、どのような入力に対し
て、どのような出力を行っているのかを考えてみましょう。
例）製品名:パソコン　入力:キーボード　出力:画面に文字を出す

あいうえお

入力（計測） 出力（制御）製品

製品名 入力（計測） 出力（制御）

　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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ソフトウェアを使う準備をしよう

ソフトウェアのダウンロード方法

ソフトウェアを起動しよう

PG BT 音声認識スピーカーのウェブサイトにアクセスします。 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/93217-95034/
「ソフトウェアダウンロード」をクリックしてソフトウェアをダウンロードします。

本書ではWindowsパソコンを使用します。 ダウンロードした「bt-speaker.zip」フォルダをダブルクリック して
解凍します。解凍したフォルダ内の「bt-speaker.exe」を ダブルクリックして起動します。

ソフトウェアが起動できたチェック
ポイント！

ソフトウェアの使い方を学ぼう
ソフトウェアでは、「ブロック」と呼ばれるアイコンを組み合わせることで、PG BT 音声認識スピーカーの、様々な
処理（プログラム）を作成することができます。

ブロック

ブロックが表示されるところ

メニュー

ブロックの種類を選ぶところ

ブロックを並べてプログラムを
作成するところ

B082539 K0120
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Bluetoothモード FMラジオモード

or

ボイスコントロールモード

〈1〉USB micro Bケーブルを、本体の
❾に差し込みます。ケーブルのも
う片方は、パソコンのUSB差込口
や、ACアダプタ(5V,1A)を使用し
て電源に接続します。

〈2〉本体の❺を動かして、電源をON 
にします。正常に起動されると、本
体から「Bluetoothモード」と音声
が再生されます。

〈3〉音声を確認したら、電源をOFFに
して、本体からUSBケーブルを取
り外します。

本体を起動することが
できた

チェック
ポイント！

本体の説明

本体を起動しよう

● Bluetoothモード、FMラジオモード、ボイスコントロールモードの3つのモードを搭載しています。 
● 各モードは、本体の「Modeボタン」を押すか、専用ソフトウェアのブロックを使うことで変更することができ

ます。

❶  モード変更ボタン
❷ 《短く押す》1曲戻す/ ラジオのチューンダウン《長

く押す》音量を下げる 
❸  再生、停止 / 自動検索 
❹  《短く押す》1曲進める / ラジオのチューンアップ   

《長く押す》音量を上げる 

❺  主電源（ON/OFF） 
❻ 音センサー（マイク）

❼  アンテナ用コネクタ 
❽  プッシュスイッチ 

❾  USBコネクタ 

PG BT 音声認識スピーカーの基本機能

❶ ❷ ❸ ❹

❺

❼

❻

❽

❾

OFF ON

Bluetooth�
モード

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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各モードの説明

各モードのプログラムは、ソフトウェアを使用して作成することができます。

【Bluetoothモード】

【FMラジオモード】

【ボイスコントロールモード】

● Bluetooth対応のスマートフォン・オーディオプレイヤーなどの機器に保存された音楽を再生できるモードで
す。

● FMラジオを視聴することのできるモードです。

● Bluetooth接続をしたい機器から本体が見つかると、「BT SPEAKER」が機器の検索画面に表示されるので、選
択して本体を登録します。（一度登録すると、以降は自動的に接続されます。）正常に接続されると、

「Bluetooth connected. 」と再生されます。切断すると、「Bluetooth disconnected. 」と再生されます。（接
続状態であれば、ボタンを押して本体から端末機器を操作することもできます。）

● 本体のマイク❻に向かってキーワードを発話することで、本体を操作することのできるモードです。キーワード
は最大3つまで、事前にユーザーが登録することができます。(詳細な仕様と使い方は、23ページ以降の内容
を参照してください。)

(1)ボタン❸を押して、受信可能な周波数の自動検索を開始します。自動検索中は、ラジオ番組が自動で切り替わります。番組
が自動で切り替わらなくなれば検索終了です。最大で30秒ほどかかります。 ※(1)は初回起動時のみ行います。

(2)ボタン❷❹を押すと、ラジオの選曲ができます。

LED点灯電気をつけて

ボタン❶を押すと、本体のモードを切り替えることができます。

《Bluetoothの仕様》
・Bluetooth3.0搭載
・伝送距離：約10m

《ラジオの仕様》
 ・ 受信可能周波数：76MHz～108MHz
※電波状況が悪い場合は、図のように本体

の❼に付属のラジオ用アンテナを接続し
てください。

※建物の中など、電波の届きにくい場所で
は、正常に視聴できない場合がありま
す。

《接続方法》

《視聴手順》

《使用例》

B082539 K0120
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本体の基本機能とブロックの
特徴を確認した。

チェック
ポイント！

このワークシートで使用するブロック（発展カリキュラムで使用するブロックは含まれません）

見た目ブロック

イベントブロック

制御ブロック

音ブロック

演算ブロック調べるブロック

LEDの点灯色を指定
し、点灯・消灯を制御す
るブロック。

各センサーの状態を計
測するブロック。

スピーカーから出す音の高さ
と鳴らす時間を制御するブ
ロック。

本体がBluetoothモードの時の処理を
つくるためのブロック。

本体のモードを変更するブロック。変更するモードは、
Bluetoothモード、FMモード、ボイスコントロールモード
から選択する。

囲んだブロックの処理を無限に繰り返すブロック。

　　 の中に設定した条件を満たす場合に、囲んだブロッ
クの処理を実行するブロック。

　　 の中に設定した条件を満たす場合と、そうでない場
合で処理を分けて実行するブロック。

囲んだブロックの処理を設定した回
数繰り返す。

次のブロックの処理まで設定した時
間待つ。

本体がボイスコントロールモードで、キー
ワード1を認識したときの処理をつくるた
めのブロック。

本体がボイスコントロールモードで、キー
ワード２を認識したときの処理をつくるた
めのブロック。

本体がボイスコントロールモードで、キー
ワード３を認識したときの処理をつくるた
めのブロック。

本体がFMモードの時の処理を作るた
めのブロック。

各センサーが計測した値と設定し
た値の大きさを比較するブロック。

※ボイスコントロールモードでのみ使用可能。

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

Bluetoothモード

おわり

LEDを赤色に点灯

3秒待つ

LEDを消灯

ブロックが接続できる場合、
灰色の影が表示されます。

接続して、数字を３に変更します。

作成の手順

❶                   　　　をドラッグして、                   の近くで

ドロップして接続します。

❷ 　　　　　　　を 　　　　　　　　に接続します。接続した後  

　　　 をクリックして数字を３に変更します。

❸ 　　　　　を 　　　　　　　に接続します。 

順次処理のプログラムを
作成することができた。

チェック
ポイント！

順次処理のプログラムを作成しよう
Bluetoothモードのときに、LEDを赤色に点灯させ
て、3秒後に消灯するプログラムを作成しましょう。

1

実行される順番

プログラムは上から順に実行されます。このようなプログラムの処理を順次処理といいます。

B082539 K0120

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用



13

プログラムを転送しよう

プログラムを確認しよう

プログラムの保存方法 保存したプログラムの開き方

5秒ほどで表示が消えプログラムの転送が完了します。転送完了後、続けてプログラムが実行されます。

プログラムがフローチャート通りに動いて
いることを確認しましょう。

「ファイル」から「コンピューターに保存する」をクリッ
クします。保存先と、保存するファイルの名前を入力
し、「OK」をクリックします。

「ファイル」から「コンピューターから読み込む」を
クリックします。ファイルを選択し、「OK」をクリッ
クします。

赤色に点灯
3秒後

消灯

❶ USBケーブルを使って本体をパソコンに接続
し、本体の電源をONにします。

❷ ソフトウェアを起動して、「編集」から「転送」をクリックします。クリックすると下図の
表示が出ます。

● 転送前にUSBケーブルがしっかりと奥まで挿さっているか確認しましょ
う。下図の表示が出る場合は、USBケーブルを接続しなおしてください。

● 転送中のメッセージが表示されている間はUSBケーブルを抜かないで
ください。

転送時の注意点

プログラムの動作を確認し、保存方
法と開き方を確認した。

チェック
ポイント！

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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LEDを様々な色で光らせよう

作成の手順

色の組み合わせを考えてみよう

LEDを白色で点灯させるプログラムを作成しましょう。「順次処理のプログラムを作成しよう」で作ったプログラム
の一部を変更します。

　　　　　　ブロックの　　を
クリックしてLEDの色を変更し
ます。R、G、B のバーをドラッグ
して色を　　に変更します

このブロックに表示されている値は、各色の「光の強さ」を表しています。フルカラー
LEDに内蔵されている3色のLED（R（赤）、G（緑）、B（青））の光の強さを調整すること
ができます。

3色の値を0に近づける
ほど暗くなり、最大値の
100に近づけるほど明
るくなります。

3色の値を調整することで、様々な色でLEDを光らせることができます。下図の色でLEDを光らせるためには、3
色の値をどのように調整すればよいでしょうか。空欄に値を記入しましょう。

フルカラーLEDを様々な色で
光らせる方法を確認した

チェック
ポイント！

R: G: B:

R: G: B:

R:0 G:0 B:100

R:100 G:0 B:0

R: G: B:

R: G: B:

R:0 G:100 B:0

R: G: B:

　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

B082539 K0120
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繰り返しのプログラムを
作成しよう
LEDを赤色で5回点滅させるプロ
グラムを作成しましょう。

処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム
Bluetoothモード

おわり
または、このブロックを使用する。

LEDを赤色に点灯

繰り返し5回

繰り返し もどる

1秒待つ

1秒待つ

LEDを消灯

❶ LEDが赤色に1回点滅するプログラムを作成します。

❸                    ブロックの 10 をクリックして数字を「５」に変えます。

プログラムを転送して、フローチャート通りに動いていること
を確認します。

このように、同じ処理を何度も行うことを繰り返しと言います。 赤色で5回点滅

❷ 　　　　　　 で❶のブロックを囲みます。

作成の手順

プログラムを確認しよう

繰り返しのプログラムを使って
LEDを5回点滅させた

チェック
ポイント！

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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❶ USBケーブルを使ってプログラミングBTスピーカーをパソコンに接続します。

❷ 「編集」の「接続」をクリックしてテストモードを開始します。テストモードが開始されると、右図の
「センサーボード」が表示されます。

❶ センサーボードの「音センサー」の値を確認して、下の表に記入しましょう。

❷ 本体の近くで手を叩いて、音を鳴らしましょう。音を鳴らした時の「音センサー」の値を確認して下の表に記入しましょう。

測定の準備

音センサーの値を確認しよう

まとめ

①�通常時の値 ②�音を鳴らした時の値

当てはまる方に〇をつけましょう。 音センサーの値は、大きな音が入力されるほど

大きくなる　　・　　小さくなる

センサーの値を確認しよう
各センサーが測定した値は、ソフトウェアの「テストモード」を使って確認することができます。

「センサーボード」が表示されない場合は、USBケーブルが
奥まで挿さっているか確認し、もう一度「接続」をクリックし
ます。

●  テストモード中はUSBケーブルを抜かないでく
ださい。最悪の場合、基板本体が故障する恐れ
があります。

● 万が一USBケーブルを抜いてしまった場合は、
「編集」から「接続解除」をクリックしてから、再度
やり直してください。

テストモード中の注意点
各センサーの場所

プッシュスイッチ 音センサー

B082539 K0120
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「編集」の「接続解除」をクリックします。「テストモード」が終了すると「センサーボード」の表示が消えます。

プッシュスイッチの値を確認しよう

テストモードを終了しよう

　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

❶ センサーボードの「プッシュスイッチ」の値が「0」になっていることを確認します。

❷ 本体のプッシュスイッチを指で押して、値が「1」になることを確認しましょう。

テストモードを使って各セン
サーが測定した値の変化を確認
した。

チェック
ポイント！

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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条件分岐のプログラムを作成しよう①

プッシュスイッチが押されたときだけLEDが点灯するプログラムを作りましょう。

条件を設定して処理を実行するときは 　　の　　　　　　 を使います。

プログラムを転送して、フローチャート通りに動いていることを確認しましょう。転送後は、すぐにプログラムが実
行されます。あらかじめプッシュスイッチを押して、フローチャート通りにプログラムが実行されることを確認しま
しょう。

このように、条件に応じて違う処理を行うこと
を条件分岐と言います。

プッシュスイッチを使ってみよう

プログラムを確認しよう

処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

注意点
● プログラムを転送して、しばらくしてからプッシュスイッチを押しても、既にプログラムの処理が終了しているため反応しません。

プログラムの内容

入力 出力

プッシュスイッチ LEDが「赤色」に点灯する

Bluetooth モード

おわり

LEDを赤色に点灯

押されたか
いいえ

はい

条件分岐のプログラムを作成し
て、動きを確認した。

チェック
ポイント！

または、このブロックを使用する。

プッシュスイッチを押
しながら電源ON

プッシュスイッチを
押さずに電源ON

制御

B082539 K0120
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下のプログラムを作成し、「プッシュスイッチを使ってみよう」で作成したプログラムとの処理の違いを考えましょ
う。

繰り返し・条件分岐を組み合わせたプログラムを作ろう

処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

プログラムを転送して、どのような違いが出たか記入しましょう。

結果

「ずっと」がないとき 「ずっと」があるとき

　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

いいえ

はい

Bluetooth モード

おわり

LEDを赤色に点灯

繰り返し はじめ

繰り返し もどる

押されたか

または、このブロックを使用する。

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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条件分岐のプログラムを作成しよう ②

ブロックを使って作成したプログラムに条件を追加しましょう。

プッシュスイッチを押しているときはLEDを赤色に点灯し、押していないときはLEDを消灯するプログラムを作成
します。下のプログラムを作成し、「繰り返し・条件分岐を組み合わせたプログラムを作ろう」で作成したプログラ
ムとの処理の違いを考えましょう。

処理の手順（フローチャート）

プログラムを転送して、どのような違いが出たか記入しましょう。

結果

❶ プッシュスイッチを使ってみよう（条件を増やしてみよう）

「でなければ」がないとき 「でなければ」があるとき

　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

いいえ

はい

Bluetoothモード

おわり

LEDを赤色に点灯 LEDを消灯

繰り返し はじめ

繰り返し もどる

押されたか

または、このブロックを使用する。

B082539 K0120
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音を鳴らすとLEDが点灯して、しばらくする
と消灯するプログラムを作りましょう。「処理
を増やしてみよう」で作ったプログラムの一
部を変更してプログラムを作ります。

❷ 音センサーを使ってみよう
処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

おわり

LEDを赤色に点灯

5秒待つ

LEDを消灯

いいえ

はい

プログラムを転送して、フローチャート通りに
動いていることを確認します。

赤色に点灯
音を鳴らす

プログラムを確認しよう

5秒後

消灯

プログラムの内容
入力 出力

音センサー LEDが「赤色」に
点灯する

Bluetoothモード

繰り返し はじめ

繰り返し もどる

音が鳴ったか

または、このブロックを使用する。

注意点
● 音センサーの値には、テストモードで確認した「音を鳴らしたときの値」を入力します。

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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ブザーを使って音を鳴らしてみよう

設定した音をブザーから鳴らす
プログラムを作成した。

チェック
ポイント！

ブロックをクリック

「ド」「レ」「ミ」の3つの音を順番に鳴らすプログラムを作成しましょう。

3つの 　　　　　　　ブロックの数字を

クリックして、数字を「60」「62」「64」に

変えます。

処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

プログラムを確認しよう

おわり

レ(62)を鳴らす

ミ(64)を鳴らす

ブザーを止める

ド(60)を鳴らす

1 秒待つ

1 秒待つ

1 秒待つ

注意点
● ブザーのブロックは、端末の音源を再生する

Bluetoothモードと、ラジオを視聴するFM 
ラジオモードでは使用できません。そのため、
ここでは本体をボイスコントロールモードに
変更した状態で、テストモードでプログラム
の動きを確認します。

ド 
(60) 

レ
(62)

ミ 
(64) 

ファ 
(65) 

ソ
(67)

ラ 
(69)

シ 
(71) 

ド 
(72) 

〈1〉本体をパソコンに接続して、「編集」の
「接続」をクリックして、ソフトウェア
をテストモードにします。

〈2〉Modeボタンを2回押して、本体を
ボイスコントロールモードに変更し
ます。

〈3〉作成したブロックをクリックして、フ
ローチャート通りに動いていること
を確認しましょう。

ドーレーミー

鍵盤の配置と
プログラムの値

B082539 K0120
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ボイスコントロールモードを使ってみよう①
モードの概要

ボイスコントロールモード

キーワード学習モード

音声認識モード（通常状態）

● 事前に登録した音声を、本体のマイクに認識させることで、本体を操作することのできるモードです。
● ボイスコントロールモードには、「音声認識モード」と「キーワード学習モード」の2つのモードがあります。

・ 3つのキーワードを本体に登録する
モードです。

・ キーワードは、本体に直接話しかけて
登録します。

・ キーワードの登録が終了している状態
で、キーワードを本体のマイクに話すこ
とで対応したプログラムを実行するこ
とができるモードです。

①こんにちは

②おはようございます

③おやすみなさい

①こんにちは

注意点
● 音声認識モードで、本体を操作するためには、事前にソフトウェアでプログラムを作成して、本体に転送しておく必要が

あります。
● また、キーワードを登録していない状態では、作成したプログラムを実行することはできません。

キーワード1を実行

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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本体のマイクに音声を入力して、センサーボードの値がどのように変化するのかを確認しましょう。

本体のマイクに「こんにちは」と話しかけたときの、センサーボードの値を
確認しましょう。

確認した値を、下の空欄に記入しましょう。

〈1〉本体とパソコンを接続して、ソフトウェアをテストモードにします。

〈2〉本体のModeボタンを2回押して、ボイスコントロールモードに変更します。

〈3〉本体のマイクに音声を吹き込むと、本体のLEDが一瞬消灯した後に、センサーボードの値が更新されます。

音声を入力してみよう

「こんにちは」の値を確認しよう

【確認の手順】

こんにちは

音声の入力方法と、「こん
にちは」の値を確認した。

チェック
ポイント！

音声データ1

音声データ２

音声データ３

B082539 K0120
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ボイスコントロールモードを使ってみよう②

(縦軸：音量)
(横軸：時間)

PG BT 音声認識スピーカーは、入力された音声の音量の変動具合から、大まかな音の波形を推測して、音声を認
識しています。

〈1〉入力された音声を、数ミリ秒
の間隔で区切ります。

〈2〉区切られた間隔内で、「音量の変動値」の絶対値を合計します。

〈3〉この合計の値に応じて、各値を+1します。

〈4〉〈2〉と〈3〉を、入力音声の時間分繰り返して、各変数の値を足していきます。これらの変数の合計値を「音声の
もつ要素」としてセンサーボードに表示します。

合計値が小さい  ：音声データ1 を+1
合計値が大きい  ：音声データ2 を+1
合計値がとても大きい ：音声データ3 を+1

【認識の流れ】

センサーボードの値の意味を考えよう

つまり、音の波形が緩やかなカーブを描いている音声は、音声データ１の値が大きくなります。

逆に、音の波形が急なカーブを描いている音声は、音声データ3の値が大きくなります。

こ���ん���に���ち���は

音量の変動値

30

0

15

15

0

30

《波形の一部を拡大した様子》
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音の波形は、低い音（周波数が低い）になるほど緩やかなカーブを描きます。高い音（周波数が高い）になるほど急
なカーブを描くようになります。

本体のマイクに息を吹きかけることで、周波数の高い音を入力することができます。

24ページの方法と同じようにして、本体のマイクに「あ」の音を吹き込んだときと、息を吹きかけたときのセン
サーボードの値を確認して、下の空欄に記入しましょう。

《 ① 「あ」の音の値 》 《 ② 息を吹きかけたときの値 》

《低い音》 《高い音》

周波数：音は、空気が振動する現象を指しますが、その振動の速さを数値で表したも
のが、周波数です。周波数が低いほど低い音、高いほど高い音になります。

波形と音の高さ

音の高さによる値の違いを確認しよう

音声データ1

音声データ2

音声データ3

音声データ1

音声データ2

音声データ3

の方が音声データ３の値が大きい ＝ 周波数が高い。①　・　②

音の違いによる変数の値
の違いを確認した。

チェック
ポイント！

B082539 K0120
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ボイスコントロールモードを使ってみよう③

ボイスコントロールモードの「キーワード学習モード」を使って、本体を音声認識で操作するためのキーワードを学
習させましょう。

・水色に点灯

・白色に点灯

音を吹き込むと、選択した保存先
の色で、本体が点灯します。

《保存先１》
・水色に点灯

《保存先２》
・ピンクに点灯

《保存先３》
・黄色に点灯

キーワードを学習させよう

【キーワード学習の手順】

〈1〉本体をボイスコントロールモードに変更し
てから、Modeボタンを長押しして、キー
ワード学習モードに移行します。

〈2〉本体のModeボタンを短く押すと、キーワードの保存先を
変更できます。（キーワードは、最大３つまで登録すること
ができます。）

〈3〉保存先を「１」（水色）に戻し
て、本体のModeボタンを

「ダブルクリック」します。

〈4〉LEDが白色に点灯したら、登録させたいキーワードをマイクに吹き込
みます。

〈5〉音声が認識されると「ピロリン♪」と音が鳴り、
LEDが点滅します。

〈6〉点滅後、再度LEDが白色に点灯するので、再度、同
じキーワードを吹き込みます。〈4〉〈5〉の作業を最
低4回繰り返します。

〈7〉本体が、4回の中で変数の値が近い音声2つを判別します。その2つの音声の平均値を、キーワードの値とし
て、登録します。

注意点
● 音声はマイクの近くで大きな声で吹き込みましょう。
● 音声が短すぎると、正しく認識されません。

♫

こんにちは コンニチハ コンニチハ こんにちは

データ1： 30
データ2: 20
データ3： 0

データ1： 20
データ2: 25
データ3： 0

データ1： 25
データ2: 30
データ3： 0

データ1： 28
データ2: 22
データ3： 0

データ1： 29
データ2: 21
データ3： 0

キーワード1

こんにちは

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用



28

5回目以降の学習は行わなくても大丈夫ですが、繰り返し学習することで保存されたキーワードの値を、自分が吹
き込む音声のデータにより近づけることができます。（学習は最大で10回行うことができます。）

・水色に点灯

・水色に点灯

・青色に点灯

・白色に点灯

《保存先２》
・ピンクに点灯

《保存先３》
・黄色に点灯

〈8〉5回目以降の学習は、入力された音声のデータと、保存されたキーワードのデータがとても近い場合、2つの
データの平均値を、新しいキーワードとして登録します。2つのデータが大きく違う場合は、キーワードの値は
変更されません。

〈9〉学習をやめるときは、Modeボタンを短く1回押すと、キーワードの
保存先を選択する状態に戻ることができます。

〈10〉他の保存先にも、同じようにキーワードを登録します。

〈11〉Modeボタンを長押しすると、キーワード学習モードを
抜けて、音声認識モードに戻ることができます。

・「ピロリン♪」と音が鳴り、
LEDが点滅する。

・LEDが消灯した後に、「ピッ」と音
が鳴りLEDが白色に点灯する。

注意点
● 「こんにちは」と「こんばんは」のように、似た音声を別の

キーワードとして登録すると、誤認識の原因になります。

♫《値が近い場合》 《値が大きく違う場合》

1回目

2回目 6回目

7回目3回目

4回目

キーワード キーワード キーワード

● Modeボタンを押して学習をやめると、学習回数がリセットされます。この状態で再度学習を行うことで、新
しいキーワードを上書きして登録することができます。

● 登録したキーワードのデータは、電源を落としても保存され続けます。

5回目

B082539 K0120
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キーワードの学習を重ねるごとに、キーワードの値がどのように変化していくのかを、テストモードで確認します。

センサーボードに更新されたキーワード１の値を、空欄に記入しましょう。

また、その時の入力された音声の値も、空欄に記入しましょう。

《キーワード１の値》

《更新されたキーワード１の値》

《入力された音声の値》

「こんにちは」を学習させよう

【手順】

〈1〉本体をパソコンに接続して、テストモードに移行します。

〈2〉 27、28ページの手順通りに、「保存先１（水色）」に、キーワード「こんにちは」を「4回」吹き込んで、
学習させます。

〈3〉学習が完了すると、センサーボードのキーワード１の部分に、値が代入されます。
センサーボードに表示されたキーワード１の値を、空欄に記入しましょう。

〈4〉 5回目の学習を行い、キーワード１の値がどのように変化したかを確認します。
（学習が成功し、値が更新されるまで、音声を吹き込みます。）

〈5〉更新された値が、4回目までのキーワード１の値と、最後に入力された音声の値
の平均値になっていることを確認します。

こんにちは

こんにちは

コンニチハ コンニチハ こんにちは

1-1 1-2 1-3

1-1 1-2 1-3

データ1 データ2 データ3

【センサーボード】

【センサーボード】

学習を重ねることで、キーワード
の値が変化することを確認した。

チェック
ポイント！
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ボイスコントロールモードを使ってみよう③

本体に学習させた、キーワード１「こんにちは」を音声認識したときに動作するプログラムを作成しましょう。

キーワードを認識したときのプログラムを作ろう

プログラムを確認しよう

〈1〉本体をパソコンに接続して、「編集」の「接続」をクリックして、ソフトウェアをテストモードにします。
〈2〉Modeボタンを2回押して、本体をボイスコントロールモードに変更します。
〈3〉本体に向かって、「こんにちは」と言って、フローチャート通りに動いていることを確認しましょう。

〈4〉キーワードを認識した後は、Modeボタンを押して、音声認識モードに戻しましょう。

おわり

LED を水色に点灯

キーワード1を認識したとき

繰り返し はじめ

ブザーを止める

ド(60)を鳴らす

0.1秒待つ

繰り返し もどる

処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

または、このブロックを使用する。

注意点
● 登録したときと同じ言い方で「こんにちは」と言いましょう。言い方が変わると、認識できない場合があります。
● 音声はマイクの近くで大きな声で吹き込みましょう。

　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

こんにちは

「ピッ」と音が鳴り、
水色に点灯する。

作成したプログラムを音声認識
で動作させることができた。

チェック
ポイント！

B082539 K0120
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音声認識でラジオを流そう
本体に新しく、キーワード２「ラジオを流して」を登録しましょう。また、キーワード２を音声認識したときに、FMラジオ
モードに移行するプログラムを作成しましょう。

【手順】

〈1〉本体をパソコンに接続して、電源を入れます。

〈2〉27、28ページの手順通りに、「保存先２（ピンク色）」に、キーワード「ラジオを流して」を4回以上吹き込んで、学
習させます。

〈3〉テストモードに移行して、センサーボードの保存先２の値が
0,0,0 から更新されていることを確認します。

〈4〉キーワード2「ラジオを流して」を音声認識したときに動作するプログラムを作成しましょう。

〈5〉本体のModeボタンを長押しして、音声認識モードに戻ります。本体に向かって、「ラジオを流して」と言って、
フローチャート通りに動いていることを確認しましょう。

ラジオを流して

ラジオを流して

♪

×4回以上 《保存先２》
・ピンクに点灯

FM ラジオを再生

おわり

キーワード2を認識したとき

FM ラジオモードに変更する

【センサーボード】

処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

音声認識でモードを変更するプ
ログラムを作成した。

チェック
ポイント！

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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課題①

課題②

プログラムを考えよう

PG BT 音声認識スピーカーを使った解決方法を考えて下の空欄に記入しましょう。

これまでの内容を応用して、具体的な課題の解決方法を考えましょう。

夜、トイレに行くときに、暗い中で電気のスイッチのところまで歩くのが危ない。部屋に戻ってきたときも、電気を消し
てから歩くのが危ない。

料理中、キッチンタイマーをONにしたいが、汚れた手でタイマーのボタンを押すことが難しい。

課題�① 課題�②

発展カリキュラム

B082539 K0120
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発展カリキュラム

プログラムを転送して、フローチャート通りに動いていることを確認しましょう。

ここでは新しく 　　ブロックを使っています。
変数ブロックを使うことで条件をさらに細かく分けることができます。

この解決策では、 　　　　　　　　　ブロックで、変数　　　　に値を保存しています。

　　　　　　　　　とすることで、保存された値を使って条件をさらに細かく分けています。

《変数とは》
指定した値やセンサーの値を保存することができ、その値をいつでも確認することができます。
各変数は、変数名という固有の名前で判別します。

《変数のつくり方》

新しい変数は、 　　ブロックの
　　　　　　　から作成することができます。

変数名を入力して、
ＯＫをクリック。

音を鳴らすだけでLEDの点灯と消灯を
切り替えられるプログラムを作成する。

課題①の解決例

プログラムを確認しよう

処理の手順（フローチャート） 作成するプログラム

LEDを白色に点灯

変数LEDを0にする

変数LEDを0にする

変数LEDを1にする

LEDを消灯

1秒待つ

音センサーの値＞20

いいえ

いいえ

はい

はい

おわり

Bluetoothモード

繰り返し はじめ

繰り返し もどる

変数LEDが0

音を鳴らす 白色に点灯 消灯音を鳴らす

変数

変数

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

発展カリキュラム

プログラムを転送して、フローチャート通りに動いていることを確認しましょう。

（本体のModeボタンを押すことで、タイマーを停止させることができます。）

ここでは新しく 　　　　　ブロックと

　　 　　　　　 ブロックを使っています。

　　　　：　　　　　       ブロックからの経過時間を保存することができ、その値をいつでも
　　　　 確認することができます。

                       ：         の中の条件を満たすまで、プログラムをストップさせます。

                               は、タイマーの経過時間が180秒より大きくなるまでストップさせます。

キーワード３として、新しく
「タイマーオン」を登録して
おきましょう。

音声認識を使って、手を触れずにキッチ
ンタイマーを作動することができるプ
ログラムを作成する。

プログラムを確認しよう

課題②の解決例
処理の手順

（フローチャート）
作成するプログラム

はい

ド（84）を0.1秒鳴らす

ド（84）を0.1秒鳴らす

ド（84）を0.1秒鳴らす

タイマーをリセット

LEDを白色に点灯

LEDを白色に点灯

LEDを消灯

0.1秒待つ

0.1秒待つ

いいえ

おわり

キーワード3を認識したとき

繰り返し はじめ

繰り返し はじめ

繰り返し おわり

繰り返し もどる

タイマーの値＞180

《保存先３》
・黄色に点灯

タイマーオン

タイマーオン

「ピッ」と音が鳴り、
白色に点灯する。

3分後、アラーム
音が鳴り、白色に
点滅する。

♪ ♪

新しいブロックを使ったプログラム
を作成し、2つの課題を解決した。

チェック
ポイント！

B082539 K0120
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オリジナルのプログラムを作成しよう
普段の生活における課題を考え、その課題を解決するためのオリジナルのプログラムを作成しましょう。

普段の生活の中にはどのような課題があるでしょうか。

課題を考えましょう

各項目を記入し終わったら、ワークシートを先生に提出して下の2つの項目をチェックしてもらいましょう。

ワークシートを記入したら、プログラムを作成しましょう。
作成し終わったら、先生にチェックしてもらいましょう。

● 課題の設定が適切であるか

● 解決方法が論理的であるか

● プログラムが正しく動作しているか

● 普段の生活における課題

● PG BT 音声認識スピーカーを使った解決方法

● プログラムの内容

課題を設定してプログラムを作ろう

先生のチェック

本体のモード 入力（計測） 判断 出力（制御）

チェック
ポイント！

設定した課題に対してオ
リジナルのプログラムを
作成して解決した。

093217・095034 PG BT 音声認識スピーカー ワークシート 　生徒用
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　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

レポート
これまでの活動で学んだ内容を思い出しながら、以下の設問に答えましょう。

● はんだ付けや組み立ての感想、反省を書きましょう。

● コンピューターを使った計測と制御の仕組みをまとめましょう。

● 音声認識を使ったプログラミングの感想、反省を書きましょう。

B082539 K0120
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オリジナルのスピーカーを作成しよう
本体のカバーを外し、オリジナルのデザイン台紙を入れて、本体の見た目をアレンジしましょう。

〈1〉横185mm 縦37mmの紙（普通紙）を用意します。または、パソコンのペイン
トツールなどを利用して、同じサイズの枠を作成します。

〈2〉紙に直接、絵を描いたり、シールを貼ったり、パソコン上で画像を貼り付けたり
して、オリジナルのデザイン台紙を作成します。

〈3〉本体のカバーを外し、台紙を本体に巻き付けます。

〈4〉台紙の両端を5mmほど重ね合わせ、のり付けし
て固定します。

〈5〉本体のカバーをかぶせて完成です。

のりしろ

　　　　月　　　　日 　年　　　　組　　　　番

名前

【手順】
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