
機械学習を学びたい

ロボットではじめる

Python を学びたい
TensorFlow を使った
深層学習でプログラム

を開発したい

リアルタイムで
画像データを使った

深層学習を体験したい

AI

機械学習

クラスタリング線形回帰 強化学習

ニューラル
ネットワーク（NN)

ディープラーニング

AI＝人工知能とは、人間にしかできなかったような高度に知的な作業や判断を
コンピュータを中心とする人工的なシステムにより行えるようにしたもの。

AI とは

層の深い NN とその研究領域

AI 人材の役割

型番：EA-PYSET

■教育版レゴ® マインドストーム® EV3 基本セットV2（SW付）[EVR45544S]×1 
■DCアダプター[EVP45517]×1 
■ロボットではじめるAI入門  Python×教育版レゴ® マインドストーム®  EV3 [EA-GPY01]×1
■楕円コース：サイズA1 [WRC0001]×1
※サンプルプログラムの提供あり（Webダウンロード）

［ご注意］
本テキストの学習にはMicro SDHCカード（4GB以上/推奨8GB）が必要です。
お客様にてご用意ください。 

セット内容

■教育版レゴ® マインドストーム® EV3 基本セットV2（SW付）[EVR45544S]×1 
■DCアダプター[EVP45517]×1 
■ロボットではじめる深層学習  TensorFlow×教育版EV3自動走行 [EVGTF001]×1
■EV3自動走行コース：サイズA0  [WRC1016]×1
■楕円コース：サイズA1 [WRC0001]×1
■Raspberry Pi 3 Model B[RPI3B-S]×1 
■Raspberry Pi ケース [ASM-1900036-12]×1
■USBケーブル（A-microB）[MPA-AMBR2U07BK]×2
■マイクロSDカード（32GB）[L-32MS10-U1P]×2
■Raspberry Pi カメラモジュール[RPI-CAM-V2]×1
■Console Adapter for EV3 [RPMS02018]×1
■モバイルバッテリー [AK-A1263013]×1 
※サンプルプログラムの提供あり（Webダウンロード）

■教育版レゴ®  マインドストーム®  EV3 基本セットV2（SW付）[EVR45544S]×1 
■DCアダプター[EVP45517]×1 
■ロボットではじめるAI入門  Python×教育版レゴ® マインドストーム®  EV3 [EA-GPY01]×1
■ロボットではじめる深層学習  TensorFlow×教育版EV3自動走行 [EVGTF001]×1
■EV3自動走行コース：サイズA0  [WRC1016]×1
■楕円コース：サイズA1 [WRC0001]×1
■Raspberry Pi 3 Model B[RPI3B-S]×1 
■Raspberry Pi ケース [ASM-1900036-12]×1
■USBケーブル（A-microB）[MPA-AMBR2U07BK]×2
■マイクロSDカード（32GB）[L-32MS10-U1P]×2
■Raspberry Pi カメラモジュール[RPI-CAM-V2]×1
■Console Adapter for EV3 [RPMS02018]×1
■モバイルバッテリー [AK-A1263013]×1 
※サンプルプログラムの提供あり（Webダウンロード）

お問い合わせ、お見積り、相談等、お気軽にご連絡ください。

https://afrel.co.jp
https://ai.afrel.co.jp
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詳しくは 

ロボットではじめるAI入門
Python×教育版レゴ® マインドストーム® EV3セット

型番：ESG-TFSET
セット内容

ロボットではじめる深層学習
TensorFlow × EV3自動走行セット

型番：EASG-TFSE
セット内容

ロボットではじめるAI入門+深層学習 
EV３セット

AIの世界

教育版レゴ®マインドストーム ®EV3 を使う理由

レゴ エデュケーションとMIT(マサチューセッツ工科大学)が共同開発したロボティクス教材です。

座学だけではなく、実際に手を動かし体験しながら学習することで、AIの理解度が深まります。

なぜロボットでAI を学ぶのか？

こんな方におすすめ

ロボットではじめる深層学習

TensorFlow × 自動走行 × EV3
ロボットではじめる AI 入門

Python × EV3

ロボット（EV3）を動かし、プログラミング言語のPython
を体験的に学習

EV3 ジャイロセンサーのデータを取得し、取得データをパ
ラメータに反映しながら、滑らかなライントレースを実現す
る過程にて機械学習を理解

画像データを収集し、教師データを作成

TensorFlowを使った深層学習モデル（CNN）を学習する方
法から、推論による自動走行、障害物による行動制御を体
験的に学習

GAI、AGI を実現しようとする取り組みやその技術

データからルールを抽出し
アルゴリズムを発展させる

機械学習の手法の 1 つ

AI を理解し
ビジネスの課題解決へと

活用できる

ビジネス

AI の性質をふまえ、
数理的な知識と
統計的な処理で

データ解析を行う

データ
サイエンティスト

エンジニアと
コミュニケーションし

現実課題と組み合わせて
AI 解決まで導く

プランナー

AI
エンジニア

システムの企画・設計から
構築を行い周辺技術と
組み合わせて実装する

keyword
機械学習python

ディープラーニング

シュミレーターを用いた、深層強化学習

標準価格 59,300円（税込 65,780円）
特別価格 55,000円（税込 60,500円）

標準価格 76,600円（税込 84,260円）
特別価格 71,800円（税込 78,980円）

標準価格 77,800円（税込 85,580円）
特別価格 73,000円（税込 80,300円）

東京支社　｜
大阪事業所｜  



ロボットではじめるAI入門
Python ×教育版レゴ®マインドストーム®EV３

1

2 Python で EV3 を制御するプログラムの作成

3

Python ×教育版レゴ®マインドストーム®EV３

1

画像データ収集の自動化や TensorFlow を用いた学習、推論のプログラム体験します。
一連流れを体験することで、自らコードを実装する力が身につきます。

TensorFlow× 自動走行 ×  教育版レゴ®マインドストーム®EV３

データ収集

画像 制御値

直進 or 曲がる

ルールベース制御による走行にて画
像データを収集、教師データとして
扱える形で保存する

学習
TensorFlowを用いた深層学習モデル
（CNN）を学習する方法

推論
学習済みモデルを用いた推論による
自動走行

発展課題
障害物による行動制御

ロボットではじめる深層学習ロボットではじめるAI入門

Pythonでのロボット制御と
機械学習概念を理解する

TensorFlowで
深層学習を学ぶ

まずは、Pythonでロボット（EV3）を動かすことで、体験しながらプログラミング基礎を学び
ます。次に、EV3 ジャイロセンサーのデータを取得し、取得データをパラメータに反映しなが
ら、滑らかなライントレースを実現する過程を体験し、機械学習の概念を理解していきます。

〈 学ぶ内容 〉〈 学ぶ内容 〉 〈 できること 〉〈 できること 〉

〈 学習の流れ 〉〈 学習の流れ 〉

EV3× 自動走行

■教師あり学習 ■強化学習（TensorFlow 要素有）

AI 活用
Pythonの基礎構文を学び
AI(機械学習)のフレーム
ワークが活用できる。

データ収集
ロボット制御でのセンサー
から実世界でのデータ収
集方法を学ぶ

機械学習理解
データを修正し、ロボット
が滑らかなライントレース
ができるようしていくこと
で、機械学習の概念を理解
する

教師あり学習 強化学習

■データの集め方
■TensorFlow を用いたプログラムの作り方

データセット作成
画 像データの収 集から、
教 師データの 作成を通じ
データセット作成ができる

推論プログラム作成
TensorFlowを用いた深層
学習の推論モデルの作成と
推 論モデルを用いた推 論
プログラムを作成すること
ができる

深層学習プログラム作成
T e n s o r F l o w を 用 い た
深 層 強 化 学 習（D e e p Q 
Network）プログラムを作
成することができる

Python ロボット制御

数値計算
ライブラリ
［numpy］

グラフ描写
ライブラリ

［matplotlib］

1 ジャイロセンサーのデータをPCに
送信しながら、楕円コースを周回
させる。 2ジャイロセンサーのデータを受け取

り、Pythonプログラムでセンサデー
タを用いて、EV3の走行距離を描画
する。

4 3
コースデータと走行距離のズレからEV3
の旋回値を増減させるか判断し、旋回値
の修正をする。修正を重ねることで、滑
らかなライントレースとなっていく。

実際に走行するコースデータと描画
した走行経路を比較する。

Python のセットアップ

■モーター制御 ■センサーによるプログラム制御

機械学習入門 ■データの可視化 ■収集データによる誤差推定 ■ライブラリを EV3 で体験

滑らかなライントレースによって、

描画される走行経路も楕円コースに近づいていく

シュミレーター上での強化学習

2 強化学習による自動走行

実際のフロー

AI 学習（機械学習・ディープラーニング）の授業導入については、
担当営業またはアフレルカスタマーセンターまでお気軽にご相談ください。

■画像処理による制御
■教師あり学習のしくみ
■CNN のしくみ

■強化学習のしくみ


