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1. はじめに

2. 環境構築

本書は Studuino:bit を活用して、IoT の仕組みについて学習するための指導マニュアルです。
テキスト言語（Python）を活用し、ネットワークの構築、サーバサイドのプログラミングなどに
ついての基礎的な学習を目的としています。
教室内のローカルネットワークを利用して、Pythonによるサーバの構築、PCからブラウザ経由
で離れた場所におかれたセンサー値を確認したり、Studuino:bit を制御したりすることで IoT の
しくみや活用について体験を通して学習します。
教材監修：東京学芸大学　教育学部特任教授　天良和男先生

PythonでStuduino:bit側のプログラムを作成するために必要なプログラム開発環境をインス
トールします。ここではStuduino:bit用に機能拡張されたMuエディタを使用します。
Studuino:bit用Muエディタは下記よりダウンロードしてください。

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/python.php

※ Muエディタはオープンソースソフトウェアです。ここで公開している Muエディタは
Studuino:bit制御用に拡張されたものになります。オリジナル版の Muエディタには
2020年 2月段階で Studuino:bitに対応した機能は搭載されていません。

2-1.…プログラム開発環境のインストール（Muエディタ）
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Pythonには標準モジュールとしてhttp.serverというWebサーバの機能があります。
ここでは、これを利用してコンピュータ教室などのLAN（ローカルエリアネットワーク）内の任
意のPCをWebサーバとして動作させ、同じLAN内のPCをクライアントとして動作させます。
そのための設定手順を以下に記載します。

サーバとして使用するPCにおいて、以下よりPythonをダウンロードして、インストールしてく
ださい。

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/python.php
※以下の手順は2020年2月現在のものになり、予告なく変更される場合があります。

Downloadを選択し、使用するOSにあったバージョンをダウンロードします。

ダウンロードされた「python-3.*.*.exe」をダブルクリックします。
立ち上がった画面で「Install…launcher…for…all…users(recommended)」と「Add…Python…
3.*…to…PATH」に　　を入れてから、「Install…Now」をクリックします。

2-2.…Webサーバの構築

2-2-1. Pythonのインストール

１

２
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「Setup…was…successful」が表示されたら「Close」をクリックしてインストールは完了です。３

※すでに Pythonをインストール済みの PCを使用する場合の注意事項。
１）　　の「Add Python3.*.*to PATH」にチェックが入っていない場合、2-2-2.
　に記載されている方法では Pythonを実行できません。Pythonのインストール先を

毎回指定して実行する必要があります。
  このような場合は、インストール済の Pythonをいったんアンインストールしてから、

再度「Add Python3.*.*to PATH」にチェックを入れて再インストールしてください。

２）2-2-2.　　で示された server.pyのサンプルプログラムは Python3.7以降のバー
ジョン用に作成されています。Python3.6以前のバージョンでは正常に動作しませ
ん。

２ ５

５
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2-2-2.…Webサーバの動作確認

下記図１の pythonプログラムをMuエディタやメモ帳などで作成して、「test1.py」という
ファイル名で文字コードをUTF-8 形式で保存してください。
※文字コードの保存形式が異なると、ブラウザで表示する際に、日本語が文字化けする可
能性があります。

Muエディタで作成する場合
下図保存ボタンで保存します。コードに日本語表記が入っている場合は自動的にUTF-8形
式で保存されます。

メモ帳で作成する場合
保存時に文字コードの設定がUTF-8になっていることを確認してください。

import…sys
import…io
sys.stdout…=…io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer,…encoding='utf-8')
print('Content-Type:…text/html\n')
print('<!DOCTYPE…html><html…lang="ja"><head><meta…charset="UTF-8"></head>')
print('<body>…Pythonの動作確認</body></html>')

図１　test1.py

１
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「cgi-bin」という名前のフォルダを作成し、　……で作成した「test1.py」ファイルを格納します。

「example」という名前のフォルダを作成し、　……で作成した「cgi-bin」フォルダを格納しま
す。（※フォルダ名は任意に設定可能）

以下の手順でコマンドプロンプトを起動し、カレントディレクトリ（作業フォルダ）を　　で作成
した「example」フォルダに移動します。

１）「Windowsキー」＋Rキーを押してください。画面左下に下記のようなウインドウが表示さ
れます。

２

３

４

１

２

３
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２）「cmd」と入力し、「OK」ボタンをクリックすると、コマンドプロンプトが起動します。

３）…コマンドプロンプトに「cd」と入力し、半角のスペースを１つあけて、　……で作成した
「example」フォルダのパスを入力します。

フォルダをコマンドプロンプトにドラッグ＆
ドロップすることでフルパス(C:¥ ～) が入
力されます。

※cd＝change…directoryコマンド
カレントディレクトリ（作業フォルダ）を指定した
フォルダに移動するコマンド

３

※パスをキーボードで直接入力する場合は、フルパスを入力する方法以外に、現在の
ディレクトリからのパス（相対パス）で入力しても問題ありません。
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４）エンターキーを押してコマンドを実行すると、カレントディレクトリが「example」フォル
ダに移動します。

以下の手順でWebサーバを起動します。５

１）下記図2のpythonプログラムをMuエディタやメモ帳などで作成して、「server.py」という
ファイル名でUTF-8形式で保存してください。

２）「server.py」ファイルを、　……で作成した「example」フォルダに格納します。

３）…コマンドプロンプトで「python…server.py」と入力し、「server.py」を実行します。

import…http.server… … … … 　#…HTTPサーバモジュール
PORT…=…80… … … … 　　　　　#…起動するHTTPサーバのポート番号
address…=…('',…PORT)
handler…=…http.server.CGIHTTPRequestHandler…　#…CGIスクリプトを実行し結果を出力する
handler.cgi_directories…=…['/cgi-bin']… … 　#…CGIスクリプトを置くフォルダ
server…=…http.server.ThreadingHTTPServer(address,…handler)
print('ポート'…,…PORT…,…'でWebサーバ稼働中')
print('終了はブラウザを閉じ，Ctrl+Cを押す。')
server.serve_forever()

図２　server.py

ドキュメントルートは、Webサーバが外
部に公開するファイルが置かれた起点と
なる最上位のフォルダです。

example

ドキュメント
ルート

server.py

cgi-bin test1.py

３
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図 2…のプログラムではポート番号の指定を80としています。Webサーバが起動しな
い場合はポート番号80が他で使用されている可能性があります。このような場合はポー
ト番号 80を使用している他のアプリケーションを停止するか、ポート番号を8080な
ど使用されていないポート番号に変更してください。
ただし、80以外のポート番号を指定した場合（ここでは8080）は、次項　　でのア
ドレス入力時に、「http://localhost:8080/cgi-bin/test1.py」や、次項　　でのア
ドレス入力時に「http://IP アドレス :8080/cgi-bin/test1.py」というように、常にポー
ト番号を指定する必要があります。

2-2-2.　　を参考にコマンドプロンプトを起動させ、以下のように入力します。

netstat…-nao…｜…findstr…80

左の列からそれぞれ、プロトコル、ローカルアドレス、外部アドレス、状態、PIDを表して
います。上記画像では、80のポート番号は、すでに使われている状態（LISTENING）を
表しており、このままでは使用できない状態だということがわかります。上の例では、80
のポート番号を使用しているプログラムのプロセスID（PID）が4であることがわかりま
す。どのプログラムが80のポート番号を使用しているかを調べるにはCtrl+shift+Esc…
を押して、タスクマネージャーを起動させ、「詳細」タブで確認することができます。ここ
ではPIDが4のプロセス（実行中のプログラム）がSystemであることがわかります。

＜ポートの使用状況の確認方法＞

６

４

７

●Webサーバが起動しない場合のトラブルシューティング
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ポート番号 80を使用しているサービスの一つとして、microsoft が提供している
IIS（Internet…Information…Services/インターネット…インフォメーション…サービス）
というものがあります。前記のように「System」によってポート番号 80を使用され
ている場合は、IISによるものの可能性があります。
下記のようなアプリケーションソフトをインストールされているとIIS が同時にインス
トールされ実行されている場合があります。

「System」を停止するためには、以下の方法で「World…Wide…Web…Publishing…
Service」を停止してください。

①コントロールパネルを開いてください。
　「Windowsキー」+「R」で以下のウインドウを開き、「control」と入力

②「表示方法」を「カテゴリ」に変更し、「プログラム」→「プログラムと機能」
→「Windows の機能の有効化または無効化」を選択し、「Windows の機能」
ダイヤログを表示させ、「インターネット…インフォメーション…サービス」の項
目を開いて、「World…Wide…Web…サービス」のチェックを外してください。

WebMatrix
Visual…Studio
Windows…Remote…Management
World…Wide…Web…Publishing…Service
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Webブラウザを開き、アドレス欄に「http://localhost/cgi-bin/test1.py」と入力するこ
とで、「Pythonの動作確認」と表示されることを確認してください。

LAN接続された他のPCでWebブラウザを開き、アドレス欄に
「http://IPアドレス/cgi-bin/test1.py」
と入力し、同様に「Pythonの動作確認」と表示されるか確認してください。

Webサーバを終了する際は、以下の手順に従ってください。
　１．Webブラウザを閉じる。
　２．Ctrlキー+Cを同時に押す。

（※IPアドレス＝test1.pyが入っているWebサーバを起動したPCのIPアドレスを入力）

６

７

８

IPアドレスの確認方法

コマンドプロンプトに「ipconfig」と入
力すると、IPアドレスを確認することが
できます。
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2-3.…Studuino:bitをローカルネットワークに接続する

Studuino:bitをパソコン教室のローカルネットワークに接続する必要があります。

＜接続例＞

ルータ（既存）

ハブ

PC1（サーバ）

Studuino:bit

PC2（クライアント）

有線

Wi-Fi

無線アクセスポイント

※アクセスポイント機能が付いた無線LANルータを使用する場合は、ルータモード（RT
モード）をOFFにし、アクセスポイントモード（APモード）に設定してください。

※ルータ（既存）：コンピュータ教室に既に設置されているルータです。
※無線LANルータ（wi-fiルータ）を使用する場合は、無線LANルータの資料をご確認く

ださい。
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3. Studuino:bit を用いた遠隔監視システムモデルの制作

Studuino:bitから送られてくるデータを取得し、ブラウザで設定された情報をStuduino:bitに
送信するプログラムを作成します。

3-1.…サーバ側のプログラミング

ここでは、Studuino:bitをWi-Fi経由でネットワーク接続し、Webブラウザ上でStuduino:bitに
接続されたセンサーの値を確認したり、モーターなどのアクチュエーターを制御したりできる、
遠隔監視制御システムのモデルを制作します。

新たに「stubit」フォルダを作成し、2-2-2.　……で作成した「server.py」ファイルを「stubit」
フォルダに格納してください。（※フォルダ名は任意に設定可能）

図8のpythonプログラムをMuエディタやメモ帳などで作成して、「index.py」というファ
イル名でUTF-8形式で保存してください。

図9のpythonプログラムをMuエディタやメモ帳などで作成して、「device.py」という
ファイル名でUTF-8形式で保存してください。

１

２

３

index.py…=…ブラウザで設定された情報をファイルに保存し、Studuino:bit から受信した情報をファ
イルから読み出してブラウザに送信するプログラム

device.py＝Studuino:bit からデータを受信してファイルに保存し、ブラウザで設定された情報を
ファイルから読み出して Studuino:bit に送信するプログラム

５
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「stubit」フォルダ内に新たに「cgi-bin」フォルダを作成し、………　　で作成した「index.py」
ファイルと、「device.py」ファイルを格納します。
なお、事前にWindowsに付属している「メモ帳」などのテキストエディタを使って、「cgi-
bin」フォルダ内に空の「sens.txt」ファイルと「cont.txt」ファイルを作成しておきます。

４ ２ ３

stubit

ドキュメント
ルート

server.py

cgi-bin index.py

device.py

sens.txt

cont.txt
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import…cgi
import…sys
import…io

#…ファイルにデータを書き込む関数
def…fwrite(data,fn):
…………file…=…open(fn,…mode='w',…encoding='utf-8')
…………file.write(data)
…………file.close()

#…ファイルからデータを読み込む関数
def…fread(fn):
…………file…=…open(fn,…mode='r',…encoding='utf-8')
…………text…=…file.readline()
…………file.close()
…………return…text

#…Webブラウザに表示するHTMLのコード
html…=…'''
<!DOCTYPE…html>
<html…lang="ja">
……<head>
…………<meta…charset="UTF-8">
…………<title>IoTの実験</title>
……</head>
……<body>
…………<h2>センサー：{0}
………………<input…type="button"…value="更新"
…………………onclick="window.location.reload();">
………………<form…action="index.py"…method="post">
……………………制御：
……………………<input…type="submit"…name="btn1"…value="ON">
……………………<input…type="submit"…name="btn2"…value="OFF">
………………</form>
…………</h2>
……</body>
</html>
'''

図8　index.py　※次頁に続く
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#utf-8で標準出力を開き直すことで正しくutf-8で出力されるようにする
sys.stdout…=…io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer,…encoding='utf-8')
print('Content-Type:…text/html;…charset…=…utf-8\n\n')

#…ファイル名
fsens…=…'cgi-bin/sens.txt'… … #…Studuino:bitから受信したデータ
fcont…=…'cgi-bin/cont.txt'… … #…ブラウザのボタンで設定したON/OFF情報

#…処理
form…=…cgi.FieldStorage()… … #…ブラウザのボタンの状態を取得する
if…form.getvalue('btn1')…==…'ON':…　　　　#…ONが押されている場合ファイルにONを書き込む
…………fwrite('ON',fcont)
elif…form.getvalue('btn2')…==…'OFF':… #…OFFが押されている場合ファイルにOFFを書き込む
…………fwrite('OFF',fcont)
val…=…fread(fsens)… … … #…Studuino:bitから受信したデータを読み込む
print(html.format(val))… … 　　　　#…ブラウザに読み込んだデータを反映したHTMLコード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………を表示

図8　index.py　※前頁の続き
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import…cgi

#…ファイルにデータを書き込む関数
def…fwrite(data,fn):
…………file…=…open(fn,…mode='w',…encoding='utf-8')
…………file.write(data)
…………file.close()

#…ファイルからデータを読み込む関数
def…fread(fn):
…………file…=…open(fn,…mode='r',…encoding='utf-8')
…………text…=…file.readline()
…………file.close()
…………return…text

print('Content-Type:…text/plain\n')

#…ファイル名
fsens…=…'cgi-bin/sens.txt'… … #…Studuino:bitから受信したデータ
fcont…=…'cgi-bin/cont.txt'… … #…Webブラウザのボタンで設定したON/OFF情報

#…処理
param…=…cgi.FieldStorage()… … #…Studuino:bitからの送られたパラメータを取得
val…=…param.getvalue('sens')… … #…パラメータのsensに設定されている値を取得
if…val…!=…None:
…………fwrite(val,…fsens)… … … #…sensの値をファイルに書き込む
cont…=…fread(fcont)… … … #…ブラウザのON/OFF設定を読み込む
print(cont)… … … … #…ON/OFF情報をStuduino:bitに送信

図9　device.py
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3-2.…Studuino:bitのプログラミング

Studuino:bitのセンサーの値を送信して、サーバから受信した制御情報をStuduino:bitに反映
するプログラムを作成します。
Muエディタを使用して図10のプログラムを作成し、Studuino:bitに転送します。
※Muエディタの使用方法については、下記URLを参照してください。

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/pdf/jp/mu_editor_reference.pdf

※wifi_ifconfig関数内の各記号には右記の
情報を入力してください。（IPアドレスを
自動で割り当てることができるDHCP の
場合は、この関数は不要です。）

from…pystubit.board…import…lightsensor,…display
from…pystubit_iot…import…wifi_config,…wifi_connect,…wifi_ifconfig,…get_request
import…time

#…WiFiに接続する
wifi_config(ssid='Wi-FiルータのSSID',…pwd='…Wi-Fiルータのパスワード')
res…=…wifi_connect(trytime=5)
wifi_ifconfig(('Ⓐ',…'Ⓑ',…'Ⓒ',…'Ⓓ'))　　#…Studuino:bitに固定のIPアドレスを割り振る…

#…センサー値の送信先の指定
url…=…'http://…WebサーバのIPアドレス/cgi-bin/device.py/'

while…True:
…………time.sleep(1)
…………value…=…lightsensor.get_value()… #…センサー値を取得

…………#…サーバにセンサー値を送信して、サーバからのデータ(ON/OFF)を受信する
…………response…=…get_request(url,…{'sens':value})……

…………#…受信したデータ情報からStuduino:bitの動きを設定する
…………if…not…(response…is…None):
……………………if…response.splitlines()[0]…==…'ON':
………………………………display.set_pixel(2,…2,…(31,…0,…0))
……………………else:
………………………………display.clear()

図10　sb1.py

記号 アドレス

Ⓐ Studuino:bit に割り振る IP アドレス

Ⓑ サブネットマスク

Ⓒ デフォルトゲートウェイ

Ⓓ DNSサーバ
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(1)…IPアドレスのネットワーク部とホスト部
IPアドレスは、上位のネットワーク部と下位のホスト部から成り立っています。…ネットワー
ク部は、その IPアドレスが属しているセグメント（ネットワークの最小のまとまり）を識
別するための部分で、ホスト部は、ネットワーク内のコンピュータを識別するための部分
です。同一セグメント内ではネットワーク部はすべて等しくなります。例えば、256 個
の IPアドレスが利用できるクラスCでは、上位の 24ビットがネットワークアドレス、下
位の 8ビットがホストアドレスになります。

ネットワーク部が24ビットのIPアドレスが「192.168.0.10」の場合、ネットワーク部
は「192.168.0」、ホスト部は「10」になります。

11111111
255

11111111
255

ネットワーク部

11111111
255

00000000
0

ホスト部

ネットワーク部とホスト部の区別は、サブネットマスクを調べることによってわかります。
サブネットマスクとは、ネットワーク部とホスト部を区別するための数値のことで、サブ
ネットマスクの 1の部分は IPアドレスのネットワーク部を、サブネットマスクの 0の部分
は IPアドレスのホスト部をそれぞれ表しています。サブネットマスクが255.255.255.0
の場合は、先頭 24ビットがネットワーク部で、残り8ビットがホスト部になります。

＜例＞

●wifi_ifconfig関数について

11000000
192

10101000
168

ネットワーク部

00000000
0

00001010
10

ホスト部
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(2)…wifi_ifconfig関数とその引数の確認・設定方法
wifi_ifconfigは、Studuino:bitに固定IPアドレスを設定する関数ですが、引数はタプル
で指定します。

Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓの各アドレスは以下のように設定します。

記号 アドレス

Ⓐ Studuino:bit に割り振る IP アドレス

Ⓑ サブネットマスク

Ⓒ デフォルトゲートウェイ

Ⓓ DNSサーバ

wifi_ifconfig(('Ⓐ','Ⓑ',Ⓒ','Ⓓ'))

コンピュータ教室の LAN内にある任意の PCを起動します。
①スタートボタン…→…②設定…→…③ネットワークとインターネット…→…④イーサネット…→
⑤ネットワークと共有センター…→…⑥イーサネット…→…⑦プロパティ…→…⑧インターネット
プロトコルバージョン4(TCP/IPv4)…→…⑨プロパティの順にクリックします。

＜コンピュータ教室の各アドレスの確認方法＞

①

②

③ ④
⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨
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「IPアドレス」の⑩の部分に表示されるアドレス（この例では192.168.1.152）は、
あくまで現在使用しているパソコンの IPアドレスです。（※この例ではサブネットマス
クが 255.255.255.0 であることから、IPアドレスのネットワーク部は192.168.1 で、
ホスト部は152です。）
Ⓐの Studuino:bit に割り振る IPアドレスは、同一セグメント内で重ならない値を割り
当てる必要があります。
Ⓐの IPアドレスのネットワーク部には、コンピュータ教室内の各装置に割り当てられ
ている IPアドレスのネットワーク部と同じ値を使用します。
Ⓐの IPアドレスのホスト部には、コンピュータ教室内の他の装置に割り当てられてい
るホスト部と重ならない値を使用します。
事前に同じLAN（コンピュータ教室）内にある他のパソコンやプリンタ、イメージスキャ
ナーなどの装置に割り当てられている IPアドレスを調査してください。（LANを構築
した時の設定書などを調査します）。

Ⓐのアドレスの指定例…：…192.168.1.＊＊＊

※⑫と⑬が同じ値になっていることがあり
ます。これはルータのDNSサーバの
機能を使用しているためです。

同一セグメント内で割り当てられている
IP アドレスのネットワーク部を指定

コンピュータ教室内の他の装置に割り当て
られているホスト部と重ならない値を指定

⑩ Ⓐ: 下記参照
⑪ Ⓑ: サブネットマスク
⑫ Ⓒ: デフォルトゲートウェイ

⑬ Ⓓ: DNSサーバ
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※インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4) のプロパティの画面が以下のよう
に表示された場合は、LAN内の装置には IPアドレスが自動で割り当てられています
（自動で割り当てる仕組みをDHCPと呼びます）。このような場合は、プログラムの
中のwifi_ifconfig 関数がある部分を削除してください。
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3-3.…動作確認

カレントディレクトリ（作業フォルダ）を3-1.　……で作成した「stubit」フォルダに移動しま
す。
（※詳細手順2-2-2.　……参照）

「server.py」を実行し、PythonのWebサーバを起動します。
（※詳細手順2-2-2.……　参照）

Studuino:bitを起動し、転送したプログラムを実行します。電源ランプ（緑）と通信ランプ
（青）が点灯していることを確認してください。

１

２

３

１

４

５
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Webブラウザを開き、アドレス欄に「http://localhost/cgi-bin/index.py」と入力するこ
とで、ブラウザに下図の画面が表示されることを確認してください。

LAN接続された他のPCでWebブラウザを開き、アドレス欄に
「http://IPアドレス/cgi-bin/index.py」
と入力し、同様にブラウザに下図の画面が表示されることを確認してください。

（※IPアドレス＝index.pyが入っているWebサーバを起動したPCのIPアドレスを入力）

４

５
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更新ボタン押すと、現在のセンサーの値を取得できることを確認してください。

ONボタンを押すと、LEDが点灯し、OFFボタンをおすとLEDが消灯することを確認してく
ださい。

６

７

図 10のプログラムでは Studuino:bit の
本体の光センサーが取得されます。
光センサーを手で覆うなどして明るさを変
えて、センサーの値が変化することを確
認してください。

センサーの値が表示されます。

ON/OFFを押すことで、
Studuino:bitへON/OFFの
信号が送信されます。

図10のプログラムではStuduino:bitの本体
の中央のLEDが赤に点灯します。
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3-4.…Studuino:bitのプログラミングの変更

図10のプログラムを修正することで、Studuino:bitから取得するセンサーの値や、Studuino:bit
側の動作を変更することができます。

取得するセンサーの値を加速度センサーに変更する。

ON/OFFボタンで制御するLEDの位置と色を変更する。

＜変更例…１＞
１

２

Studuino:bitの各制御モジュールのプログラムの作成については下記資料5.4.クラス一覧を参
照ください。

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/pdf/jp/studuinobit_class_reference.pdf

from…pystubit.board…import…accelerometer,…display
from…pystubit_iot…import…wifi_config,…wifi_connect,…wifi_ifconfig,…get_request
import…time

#…WiFiに接続する
wifi_config(ssid='Wi-FiルータのSSID',…pwd='…Wi-Fiルータのパスワード')
res…=…wifi_connect(trytime=5)
wifi_ifconfig(('Ⓐ',…'Ⓑ',…'Ⓒ',…'Ⓓ'))　　#Studuino:bitに固定のIPアドレスを割り振る…

#…センサー値の送信先の指定
url…=…'http://…WebサーバのIPアドレス/cgi-bin/device.py/'

while…True:
…………time.sleep(1)
…………value…=…accelerometer.get_x()… #…センサー値を取得

…………#…サーバにセンサー値を送信して、サーバからのデータ(ON/OFF)を受信する
…………response…=…get_request(url,…{'sens':value})……

…………#…受信したデータ情報からStuduino:bitの動きを設定する
…………if…not…(response…is…None):
……………………if…response.splitlines()[0]…==…'ON':
………………………………display.set_pixel(0,…0,…(0,…31,…0))
……………………else:
………………………………display.clear()

取得するセンサー値を加速度センサー
Ｘの値に変更

点灯させるＬＥＤを左上の緑に変更
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取得するセンサーの値をロボット用赤外線フォトリフレクタに変更する。

ON/OFFボタンでＤＣモーターのＯＮ/ＯＦＦを制御する。

＜変更例…２＞ロボット拡張ユニットを使用する場合
１

２

ロボット拡張ユニットの各制御モジュールのプログラムの作成については下記資料5.3.クラス一覧
を参照ください。

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/pdf/jp/artecrobo2_class_reference.pdf

from…pystubit_iot…import…wifi_config,…wifi_connect,…wifi_ifconfig,…get_request
from…pyatcrobo2.parts…import…IRPhotoReflector,…DCMotor
import…time

#…WiFiに接続する
wifi_config(ssid='Wi-FiルータのSSID',…pwd='…Wi-Fiルータのパスワード')
res…=…wifi_connect(trytime=5)
wifi_ifconfig(('Ⓐ',…'Ⓑ',…'Ⓒ',…'Ⓓ'))　　#Studuino:bitに固定のIPアドレスを割り振る

#…センサー値の送信先の指定
url…=…'http://…WebサーバのIPアドレス/cgi-bin/device.py/'

sensor0=…IRPhotoReflector…('P0')
m1…=…DCMotor('M1')

while…True:
…………time.sleep(1)
…………value…=…sensor0.get_value()
…………response…=…get_request(url,…{'sens':value})
…………if…not…(response…is…None):
……………………if…response.splitlines()[0]…==…'ON':
………………………………m1.power(100)
………………………………m1.cw()
……………………else:
………………………………m1.stop()

赤外線フォトリフレクタとＤＣモーター
の接続コネクタの番号を指定する

ロボット拡張ユニットを使用する場合
は、このモジュールの追加が必要

取得するセンサー値を sensor0 の値
に変更

DCモーターを100 の速さで正転さ
せる
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3-4.…サンプルプログラム（遠隔監視植物工場モデルの例）※別売の温度センサーが必要です。

ロボット拡張ユニットのP0に温度センサー、M1にDCモーターを接続し、Studuino:bitのプログラ
ムを下記に変更します。

from…pystubit_iot…import…wifi_config,…wifi_connect,…wifi_ifconfig,…get_request
from…pyatcrobo2.parts…import…Temperature,…DCMotor
import…time

#…WiFiに接続する
wifi_config(ssid='Wi-FiルータのSSID',…pwd='…Wi-Fiルータのパスワード')
res…=…wifi_connect(trytime=5)
wifi_ifconfig(('Ⓐ',…'Ⓑ',…'Ⓒ',…'Ⓓ'))　　#Studuino:bitに固定のIPアドレスを割り振る

#…センサー値の送信先の指定
url…=…'http://…WebサーバのIPアドレス/cgi-bin/device.py/'

sensor0=…Temperature…('P0')
m1…=…DCMotor('M1')
while…True:
…………time.sleep(1)
…………value…=…sensor0.get_celsius()
…………response…=…get_request(url,…{'sens':value})
…………if…not…(response…is…None):
……………………if…response.splitlines()[0]…==…'ON':
………………………………m1.power(100)
………………………………m1.cw()
……………………else:
………………………………m1.stop()

温度センサーとDCモーターの接続コ
ネクタの番号を指定する

温度センサーから温度を取得する

DCモーターを100の速さで正転させ
る
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4. インターネット上で Web サーバを利用する方法

これまではPython の標準モジュールの http.server を利用して、LAN内の任意の PCをWeb
サーバとして動作させる方法を紹介してきました。
ここでは、インターネット上のWebサーバを利用する方法について紹介します。
図８の index.pyや図９の device.py のプログラムは、以下の箇所を変更することでインターネッ
ト上のWebサーバでも動作させることができます。

(1)…Python の実行パスの記述（追加箇所）
インターネット上のWebサーバで Python のプログラムを実行する場合には、index.py や
device.py の先頭行にPython の実行パスを記述する必要があります。実行パスとは、プログ
ラムが存在する場所での経路を示すための文字列であり、レンタルサーバ各社でそれぞれ違い
ますので、各社の資料をご確認ください。

(2)…ファイルを参照するパス（変更箇所）
インターネット上のWebサーバで Python のプログラムを実行する場合は、ファイル（sens.
txt や cont.txt）の参照パスは、プログラム（index.py や device.py）のあるところから見た
パスで指定します。

変更前(図8、図9)
fsens…=…'cgi-bin/sens.txt'
fcont…=…'cgi-bin/cont.txt'

実行パスの例…:…
#!/usr/local/bin/python3.4

変更後
fsens…=…'sens.txt'
fcont…=…'cont.txt'
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