
序文

SunFounder について

SunFounder は、ロボット用のソフトウェアプラットフォーム、開発ボード、STEAM キッ

ト、モジュール、ツール、その他の世界中に配布しているスマートデバイスなどの製品の

STEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)教育に焦点を合わせている会社である。SunFounder

は、STEAM 教育を通じて、小学生や中学生、愛好家を支援し、実践能力と問題解決能力を

強化するよう努めている。このように、知識を広め、喜びに満ちた方法でスキルトレーニ

ングを提供することより、プログラミングと創作への趣味を促進させ、あなたを科学と工

学の魅力的な世界にさらけ出すことを望んでいる。人工知能の未来を受け入れるために、

豊富な STEAM 知識を学ぶことは非常に重要なことである。

PiCar-V について

アップグレードバージョンとして、PiCar-V（Raspberry Pi 用のスマートビデオカー V2.0）

は、V1.0 として、Raspberry Pi 世代 3 モジュール B、世代 3 モジュール B+と世代 4 モジ

ュール B にも適用される。

PiCar-V には、広角 USB ウェブカメラ、配線が少なくシンプルな 3 つのまったく新しい回

路基板、調整可能な構造が内蔵している一部のアクリルプレートや車を制御するほとんど

すべてのプラットフォームに適した新しいコードが装備されている。

本書では、ハードウェアとソフトウェアの両方を考え、説明、物理部品のイラストを使用

して PiCar-V を構築する方法について説明する。これらのすべてがどのように機能するか

を学ぶことを楽しむだろう。公式 Web サイト（www.sunfounder.com）を開き、[学習]->

[ロボットキット]をクリックして PDF マニュアルを表示するか、https：

//gitgit.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V のリンクからサンプルコードをダウンロ

ードします。

無料サポート

技術的なご質問がございましたら、当社のウェブサイトの Community -> Forum に

トピックを追加してください。できるだけ早く返信させていただく。

注 文 や 発 送 の 問 題 な ど の 非 技 術 的 な 質 問 に つ い て は 、 直 接 に service@

sunfounder.com にメールを送信してください。あなたが掲示板でプロジェクトを共有す

ることも楽しみにしている。
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部品一覧

プレート

1. 上部プレート x 1

2. 前部ハーフプレート×1

3. 後部ハーフプレート×1

4. パン/チルトプレート x 1

5. パンとチルトのベースプレート x 1

6. カメラマウントプレート x 1

7. サーボコネクタープレート x 2

8. ベアリングシールド x 6

9. サーボリンケージプレート x 1

10.六角前輪固定プレート×6

11.ガスケットプレート×2

ご注意：ベアリングシールドはガスケットプレートに似ているが、ガスケットプレートの

口径はベアリングシールドよりも大きくなっている。
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サーボ x 3

1.サーボ

2. 1 アームロッカーアーム

3.アームロッカーアーム

4. 4 アームロッカーアーム

5.ロッカーアーム固定ネジ

6.ロッカーアームねじ
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メカニカルファスナー

名称 部品 数量

M1.6x4 セルフタ

ッピングねじ
8

M2x8 ネジ 6

M2.5x6 ネジ 4

M2.5x12 ネジ 8

M3x8 ネジ 8

M3x8 皿ネジ 2

M3x10 ネジ 7

M3x25 ネジ 4

M4x25 ネジ 2
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M2 ナット 6

M2.5 ナット 12

M3 ナット 21

M4 セルフロック

ナット
2

M2.5x8 銅製スタ

ンドオフ
8

M3x25 銅製スタ

ンドオフ
8

4x11x4 F694ZZ

フランジベアリン

グ

2
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配線

100mm HX2.54

5 ピンジャンパー

線

1

50mm HX-2.54

4 ピンジャンパー

線

1

50mm HX-2.54

2 ピンジャンパー

線

1

100mm HX-2.54

2 ピンジャンパー

線

1

PCB

ロボット HATS 1
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PCA9685 PWM ド

ライバー
1

モータードライバ

ーモジュール
1

その他の部品

2x18650 バッテ

リーホルダー
1

DC ギアモーター 2
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120°広角 USB カ

メラ
1

後輪 2

前輪 2

リボン（30cm） 1
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工具

クロスドライバー 1

クロスソケットレ

ンチ
1

M2.5/M4 小型レ

ンチ
1

M2/M3 小型レン

チ
1
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前書き

PiCar-V は以前のスマートビデオカーキットに基づいて開発された。新しい PCA9685

PWM ドライバー、小型で高性能の DC モータードライバーモジュール、電源とインター

フェイスが統合されたロボット HAT、より鮮明な視界を備えた広角カメラ、いくつかの優

れたホイールとタイヤなどが搭載されている。詳しくは後で説明する。

この新しいバージョンの基本的な機能は、PiCar-V をリモートで制御したり、キャプチャ

したビデオデータをストリーミングしたりするなど、前のとほぼ同じである。それでは新

規機能は何か？謎を解き明かそう！
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Dragit によるビジュアルプログラミング

センサーキットを直接 Python でコーディングする代わりに、グラフィカル/ビジュアルプ

ログラミングソフトウェア（Snap！に基づいて開発された Dragit）でコーディングするこ

ともできる。（詳細については、https://snap.berkeley.edu/を確認してください）。Dragit

の利点はプログラミングプロセスがグラフィックスで表示されることである。そのため、

ブロック（ソフトウェアのユニット）をドラッグアンドドロップするだけで、各レッスン

のコードを作成できる。プログラミング言語や構文の知識は必要ない。

公式サイト www.sunfounder.com にアクセスして、Learn -> Robot Kit -> PiCar-V V2.0

をクリックして How to use PiCar-V with the Dragit.zip をダウンロードしてください。

https://snap.berkeley.edu/
http://www.sunfounder.com
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車の組み立て

箱を開けて様々な部品を見るとワクワクしているか？忍耐を持って、気楽にやってくださ

い。次の手順を注意深く読んでください。各ステップが終了したら、マニュアルの図に基

づいて作業を再確認してください。さぁ、はじめよう！

前輪

以下に示すように、M4x25 ネジを一つのフランジベアリング（方向に注意してください-

ネジのキャップ近くのフランジ）、一つのステアリングコネクタプレート、3 つのベアリ

ングシールド、3 つの六角前輪固定プレート、と一つの前輪を通して M4 セルフロックナ

ットに挿入する：

クロスソケットレンチを使用して M4 セルフロックナットを固定してからドライバーを使

用して M4x25 ネジを締める。

ご注意：

セルフロックナットはしっかりと締まっていることを確認してください。車輪とステアリ

ングコネクタが動かなくなるまでネジを締め、次にネジを少し緩めて、ステアリングプレ

ートだけが動くようにする。したがって、接続が緩すぎない場合、ホイールは柔軟に回転

できる。

フランジ

ベアリング
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同じ方法で他の前輪を組み立てるが、車輪のステアリングコネクタプレートは前のものと

対称であることを覚えておいてください。

これで 2 つの前輪の組み立てが完了した。

パンとチルト

クロスロッカーアームを取り出し、4 本の M1.6x4 ネジで（このような穴に）パン＆チル

トベースプレートに取り付ける。締めるロッカーアームの穴に注意してください。
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カメラマウントプレートにも同様の操作を行ってください。

4 つの M2x8 ネジと M2 ナットを使用して、2 つのサーボをパン＆チルトプレートに取り

付ける（2 つのサーボシャフトは左側にある）。

パンサーボ

チルトサーボ

左側
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ステアリングパーツ

ロッカーアームねじ（サーボパッケージでは長い方）でステアリングリンケージを 1 アー

ムロッカーアームに接続する。

ご注意：ギアから最も遠いアーム（下の矢印で示されている）の一番目の穴に差し込む。

ネジは穴よりも大きいので、アームにきつく締めるように力を入れて締めてください。ア

ームがやわらかいのでご安心ください。

また、それらをしっかりと締めてから、ネジを少し緩め、ステアリングリンケージが柔軟

に動くようにする。
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上部プレート

最初に M2.5x8 銅製スタンドオフと M2.5 ナットを上部プレートに取り付ける。突き出た

支柱が上に向くように注意してください。
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バッテリーホルダー

上部プレートを裏返しにする。リボンを半分にカットする。プレートの穴に通す。方向に

注意して、バッテリーを後で簡単に取り外すことができるように、プレートの一方の端を

長くしてください。

2 本の M3x8 皿ネジと M3 ナットでバッテリーホルダーを固定する。バッテリーホルダー

の配線の方向に注意を払ってください。
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後輪（ネジ）

4 本の M3x25 銅製スタンドオフを備えた 4 本の M3x8 ネジを差し込む。
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PCB 組み立て

1) Raspberry Pi（TF カード差込済み）を 8 つの M2.5x8 シングルパス銅製スタンドオフ

で組み立てからロボット HATS を差し込む。

2）4 つの M2.5x6 ねじでロボット HATS を固定する。

3）PCA9685 PWM ドライバーとモータードライバーを 8 つの M2.5x12 ネジと M2.5 ナ

ットで下部プレートに固定する：

モーター

ドライバー

PCA9685 PWM

ドライバー

ロボット

HATS
Raspberry Pi
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後輪の固定

4 つの M3x25 ネジと M3 ナットで 2 つのモーターを組み立てる。モーターを配線で内側

に配置するように注意してください。こうすると、回路を接続することを便利にする。

4 つの M3 ナットで後輪を組み立てる。

内側配線
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後輪をモーターシャフトに合わせ、回転させてやさしく差し込む。
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回路構築

電源を接続する
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モジュールを接続する
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サーボを接続する
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モーターを接続する
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完全な接続は次のように表示される。
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Raspberry Pi を使ってみる

本章では、まず Raspberry Pi を起動する方法を学ぶ。

使用するさまざまなデバイスに応じて、さまざまな方法で Raspberry Pi を起動できる。2

つの状況がある：画面ありまたは画面なし。それぞれ関連するチュートリアルを参照して

ください。Raspberry Pi がセットアップされている場合は、「Raspberry Pi を使ってみる」

手順をスキップして、次の章「サーボの構成」に進むことができる。

 新聞

最近、RPi は新方式の Raspberry Pi Imager をリリースし、Raspberry Pi ですぐに使用で

きる SD カードに Raspberry Pi OS とその他のオペレーティングシステムをインストール

した。

以前の方法と比較して、イメージのフラッシュとダウンロードを同時に処理するため、時

間を節約できる。今すぐ試してみよう。

https://www.raspberrypi.org/downloads/

Windows、Mac OS、Ubuntu の Raspberry Pi Imagers がある。リンクをチェックして、

Raspberry Pi Imager をダウンロードしてからインストールし、それから開く。オペレー

ティングシステムと SD カードを選択し、「WRITE」(書き込み)をクリックする。フラッ

シュした後、Raspberry Pi を起動して画面に接続できる。

https://www.raspberrypi.org/downloads/
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画面がない場合は、ページ 35 を参照して Wi-Fi を設定し、フラッシュした後に SSH を開

始できる。

モニターをお持ちの場合

モニターをお持ちの場合は、NOOBS（New Out Of Box System）を使用して Raspberry Pi

OS システムを実装できる。

－ 必要な部品

いずれかの Raspberry Pi AC アダプター*1

モニター*1 モニター用 AC アダプター*1

HDMI ケーブル*1 マイクロ SD カード*1

マウス*1 キーボード*1

パソコン*1

－ 手順

ステップ 1

PC から NOOBS をダウンロードするには、NOOBS または NOOBS LITE を選択できる。

この二つの唯一の違いは、NOOBS には内蔵式オフライン Raspberry Pi OS インストーラ
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ーが搭載されており、NOOBS LITE はオンラインでしか操作できないことである。ここで

は、前者を使用することをお勧めする。Noobs のダウンロードアドレス：

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/

ステップ 2

Micro SD リーダーを挿入し、SD フォーマッターで Micro SD カードをフォーマットする

(https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html)。重要なファイルが保存さ

れている場合は、まずバックアップを取ってください。

ステップ 3

次に、Raspberry Pi Web サイトからダウンロードした NOOBS zip 圧縮フォルダを解凍す

る。

 ダウンロードしたアーカイブを見つける。デフォルトでは、ダウンロードフォルダにあ

るはずである。

 それをダブルクリックしてファイルを抽出し、Explorer / Finder ウィンドウを開いた

ままにする。

最後に、NOOBS フォルダー内のファイルをすべて選択し、Micro SD カードにコピーする。

ステップ 4

すべてのファイルが転送され後、Micro SD カードがポップアップする。

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html
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ステップ 5

Micro SD カードを Raspberry Pi に挿入する。さらに、画面、キーボード、マウスを接続

する。最後に、最初のテストに時間がかかるため、Raspberry Pi の電源アダプターを使用

して車に電源を供給することもお勧めする。

ステップ 6

起動後、NOOBS インターフェイスに入る。NOOBS LITE を使用する場合は、まずは Wi-Fi

ネットワーク（w）を選択してください。Raspbian のチェックボックスをオンにして、左

上隅の「インストール」をクリックする。NOOBS はインストールを自動的に行うことに

役立つ。このプロセスには数分かかる。

ステップ 7

実装が完了すると、システムが自動的に再起動し、システムのデスクトップが表示される。
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ステップ 8

Raspberry Pi を初めて実行する場合は、「Welcome to Raspberry Pi」というアプリケー

ションがポップアップされ、初期設定の実行をガイドする。

ステップ 9

国/地域、言語、タイムゾーンを設定し、「次へ」をクリックする。
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ステップ 10

Raspberry Pi の新しいパスワードを入力し、「次へ」をクリックする。

ステップ 11

Raspberry Pi を WIFI に接続し、「次へ」をクリックする。
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ステップ 12

更新を実行する。

ステップ 13

「完了」をクリックして設定を完了する。

これで、Raspberry Pi を実行できる。

ステップ 14

左上隅のターミナルアイコンをクリックする。
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ステップ 15

その後、ターミナルでコマンドを入力できる。

ご注意：Raspberry Pi の公式 Web サイトで NOOBS の完全なチュートリアルを確認でき

る：https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up

ターミナ

ル

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up
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モニターを持たない場合

モニターを持っていない場合、Raspberry Pi OS を Micro SD カードに直接書き込むこと

ができ、Micro SD カードのネットワーク設定の構成ファイルを直接変更することで、PC

上の Raspberry Pi をリモートで制御できる。

－ 書き込みシステム

ステップ 1

イメージ書き込みのツールを準備する。ここでは、balenaEtcher を使う。次のリンクから

ソフトウェアをダウンロードできる：https://www.balena.io/etcher/

ステップ 2

次のリンクをクリックして、公式 Web サイトで完全なイメージをダウンロードしてくださ

い：https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/。Raspberry Pi OS には

3 つの異なる種類がある。次のバージョンをインストールすることを勧める：Raspberry Pi

OS with desktop and recommended software。

ステップ 3

ダウンロードしたパッケージを解凍すると、中に.img と名前付けたファイルが表示される。

ご注意：ファイルを抽出しないでください。

ステップ 4

USB カードリーダーをコンピューターに接続すると、Etcher でイメージファイルを書き込

むことができる。

https://www.balena.io/etcher/
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
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ステップ 5

この時点で、Raspberry Pi OS が実装された。USB カードリーダーのプラグをコンピュー

タに接続したままにする。適用したい場合は、それに応じて設定しなければならない。

－ Raspberry Pi をインターネットに接続する

Raspberry Pi をネットワークに接続するには、二つの方法がある：一つ目はネットワーク

ケーブルを使用する、もう一つは WIFI を使用することである。以下のように WIFI 経由で

接続する方法について詳しく説明する

WIFI 機能を使用する場合は、PC にある /etc/wpa_supplicant/ で Micro SD カードの

WIFI 構成ファイル wpa_supplicant.conf を修正する必要がある。

パソコンが Linux システムで動作している場合は、ディレクトリに直接アクセスして構成

ファイルを修正できる。ただし、PC が Windows システムで動作している場合は、ディレ

クトリにアクセスできないため、次に必要なのはディレクトリ /boot/ にアクセスして、

同じ名のファイル wpa_supplicant.conf を作成することである。

ファイルに次の内容を入力する。

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=COUNTRY
network={
ssid="SSID"
psk="PASSWORD"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=1
}

「COUNTRY」には、Raspberry Pi を使用している国の 2 文字の ISO / IEC alpha2 コード
を 設 定 す る 必 要 が あ り ま す 。 次 の リ ン ク を 参 照 し て く だ さ い 。
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elemen
ts

「SSID」をカスタム名の WiFi に、「PASSWORD」をパスワードに設定必要がある。こ

れらを行うことにより、Raspberry Pi OS はこのファイルをターゲットディレクトリに自

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
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動的に移動し、次回の実行時に元の WIFI 構成ファイルを上書きする。この手順を実行した

後、USB カードリーダーのプラグをコンピュータに接続したままにしてください。

－ SSH を起動する

Raspberry Pi のリモートコントロール機能を使用するには、リモートログインセッション

やその他のネットワークサービスのセキュリティを提供する、より信頼性の高いプロトコ

ルである SSH を最初に起動する必要がある。通常、Raspberry Pi の SSH は無効な状態で

ある。さらに、実行する場合は、ディレクトリ/ boot /の下に SSH という名前のファイル

を作成してください。

これで、Raspberry Pi OS の構成は完了した。

－ Raspberry Pi の電源を入れる

USB カードリーダーを接続し、マイクロ SD カードを Raspberry Pi に接続する。

フル充電された 2 つの 18650 バッテリーをホルダーに取り付け、バッテリーホルダーから

のワイヤを開発ボードに差し込み、スイッチをオフからオンに切り替える。

最初のテストに時間がかかるため、Raspberry Pi の電源アダプターを使用して車に電源を

供給することもお勧めします。

－ IP アドレスを取得する

Raspberry Pi の電源を電源アダプターで入れたら、IP アドレスを取得する必要がある。IP

アドレスを知る方法はたくさんあるが、そのうちの 2 つを以下のように示す。

1.ルーター経由で確認する

ルーター（ホームネットワークなど）にログインする権限がある場合は、ルーターの管理

インターフェイスで Raspberry Pi に割り当てられたアドレスを確認できる。

システムのデフォルトのホスト名－Raspberry Pi OS は raspberrypi であり、それを見つ

ける必要がある。（ArchLinuxARM システムを使用している場合は、alarmpi を見つけて

ください。）

2.ネットワークセグメントスキャン
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ネットワークスキャンを使用して、Raspberry Pi の IP アドレスを検索することもできる。

ソフトウェア、アドバンスド IP スキャナー（Google からダウンロード）を使える。

「スキャン」をクリックすると、接続されているすべてのデバイスの名前が表示される。

同様に、Raspberry Pi OS のデフォルトのホスト名は raspberrypi であり、今ホスト名と

その IP を見つけてください。

－

－

－ SSH リモートコントロールを使用する

SSH を適用することにより、Raspberry Pi の Bash Shell を開くことができる。Bash は Linux

の標準のデフォルトシェルである。シェル自体は、お客様と Unix/Linux をリンクするブリ

ッジである「C」で書き込まれるプログラムである。さらに、必要な作業のほとんどを完了

することに役立ち。

 Linux または/ Mac OS X ユーザーの場合

ステップ 1

アプリケーション->ユーティリティに入り、ターミナルを見つけてから開く。

ステップ 2

ssh pi @ ip_address を入力する。「pi」はユーザー名で、「ip_address」は IP アドレス

である。例えば：

ssh pi@192.168.18.197

ステップ 3

「yes」を入力する
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ステップ 4

デフォルトのパスワード「raspberry」を入力する。

ステップ 5

これで、Raspberry Pi が接続され、次のステップに進む準備ができた。

ご注意：パスワードを入力すると、ウィンドウに文字が表示されないが、これは正常であ

る。必要なのは、正しいパスコードを入力するだけである。
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 Windows ユーザーの場合

Windows ユーザーの場合、いくつかのソフトウェアのアプリケーションで SSH を使用で

きる。ここでは、PuTTY を推薦する（Google からダウンロードできる）。

ステップ 1

PuTTY をダウンロードする。PuTTY を開き、左側のツリー構造にあるセッションをクリッ

クする。「ホスト名」（または IP アドレス）の下のテキストボックスに RPi の IP アドレ

スを入力し、ポートに 22（デフォルトでは 22）を入力する。

ステップ 2

開くをクリックする。IP アドレスを使用して Raspberry Pi に初めてログインすると、安全

上の指示が表示されることに注意してください。Yes をクリックする。

ステップ 3

PuTTY ウィンドウに「login as：」と表示されたら、「pi」（RPi のユーザー名）とパスワ

ード「raspberry」（変更していない場合はデフォルトのパスワードである）を入力する。
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ご注意：パスワードを入力すると、ウィンドウに文字が表示されないが、これは正常であ

る。必要なのは、正しいパスワードを入力するだけである。

ここで、Raspberry Pi を接続し、次の手順を実行する。
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サーボ構成

また、このキットで使用されるサーボはソフトウェアによって調整され、他のサーボほど

物理的な固定点がないため、ここではソフトウェアを介してサーボを構成する。最初に、

構成の前にソフトウェアの実装を完了してください。

注意：本章では、バッテリーを取り付けて電源スイッチを ON にスライドすることを忘れ

ないでください。

ソースコードを取得する

ソースコードは Github リポジトリにある。git clone でソースコードをダウンロードする：

cd ~/

git clone https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V.git

注意：入力時に十分に注意してください。ユーザー名とパスワードの入力を求められた場

合は、入力を間違えている可能性がある。それは発生した場合、Ctrl+C を押して終了し、

再試行してください。

ls コマンドで確認すると、コードディレクトリ SunFounder_PiCar-V が表示される：
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コードディレクトリに入る

cd ~/SunFounder_PiCar-V

コードディレクトリに入ると、インストールスクリプトが表示される：

スクリプトを介して環境をインストールする

install_dependencies スクリプトを使用して、必要なすべてのソフトウェアと構成を実行

することはできる。代わりに一歩一歩に実行する場合は、「付録 1：サーバーインストー

ルスクリプトの機能」の手順に従ってください。

sudo ./install_dependencies

注意：

1.インストールスクリプトは、必要な部品をインストールし、動作環境用に構成する。イ

ンストール中に Raspberry がインターネットに接続されていることを確認してくださ

い。接続しない場合は、失敗する恐れがある。

2.インストールを完了した後、Raspberry Pi は再起動すると示す。再起動するには yes

と入力してください。

サーボを 90 度に設定する

再起動後、picar ツールを実行する：

cd ~/SunFounder_PiCar-V

picar servo-install

pi@raspberrypi:~/SunFounder_PiCar-V $ picar servo-install

注意：

「OSError：[Errno 121] Remote I/O error」エラーメッセージが表示された場合は、

raspi-config を開く：

sudo raspi-config
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それから 5 つのインターフェイスオプション「→P5 I2C→ <YES>」を選択し、I2C サー

ビスを有効にする。

コードの実行後、ロッカーアームをサーボに差し込む。ロッカーアームが時計回りと反時

計回りに回転し、特定の位置で停止する。サーボが良い状態にあると示す。以下の条件の

いずれかがサーボに発生した場合、サーボは不良である：

1) 雑音あり、熱い。

2) サーボラインを抜いてロッカーアームを回すと「カ」「カ」「カ」のように聞こえるか、

またはギアの駆動音が鳴らさない。

3) ゆっくりで継続的に回してください。

上記の状況のいずれかが発生した場合は、service@sunfounder.com に送信してくださ

い。新品に交換してあげる。使用または組み立ての過程で破損した場合は、公式ウェブサ

イト www.sunfounder.com にて購入してください。

mailto:support@sunfounder.com
http://www.sunfounder.com
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組み立てを続ける

バッテリーを取り付けて電源スイッチを ON にスライドさせてから、組み立て

のプロセス全体でサーボインストールを実行し続けてください。

ステアリングサーボの組み立て

2 つの M2x8 ネジと M2 ナットを使ってステアリングサーボを上部プレートに取り付ける

（サーボワイヤーの方向に注意してください）。

フロントハーフシャーシ

ロッカーアーム固定ネジ（最短）でステアリングリンケージをロッカーアームに接続する。

ホイールを上部プレートに入念に取り付ける。

ステアリングサーボ
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4 つの M3x25 銅製スタンドオフと M3 ナットでフロントハーフシャーシを組み立てる。

次に、組み立てられたフロントハーフシャーシを、スタンドオフを穴に合わせている上部

プレートに置く。



46

入念に持ち、上下を逆にして、4 本の M3x8 ネジでスタンドオフと上部プレートを固定す

る。

以下に示すように、組み立てられたパン＆チルトプレート、ガスケットプレートとカメラ

マウントプレートをロッカーアーム固定ネジで固定角度で組み立てる。

注意：サーボが故障した場合、手でサーボを回さないでください。
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同様に、サーボシャフトが 90 度に回転していることを確認する。次に、以下に示す角度で、

パン＆チルトベースプレートをロッカーアーム固定ネジとガスケットプレートで組み立て

る。

2 つの M3x10 ネジと M3 ナットを使用して、パン＆チルトプレートを車に取り付ける。

カメラマウント



48

カメラを組み立てる

カメラを取り出し、カメラマウントに鋏む。USB ケーブルを Raspberry Pi の USB ポート

に接続する。

これで、アセンブリ全体が完了した。おめでとう！今すぐ車の電源を切ることができる！

バッテリーを充電することを忘れないでください。
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クライアントのインストール（PC での操作）

自動車の組み立てが完了したので、今度はクライアントの環境を構成しよう。または、こ

の部分をスキップして、Web ページで制御するために次の Web クライアントに進むこと

もできる。

クライアントは Python 3 + PyQt5 で書き込まれているため、PC にこれらの 2 つをインス

トールする必要がある。

Python3 をインストールする

Python 3 の Web サイト：https://www.python.org/downloads/

PC に適したバージョンの Python 3 を選択する。多くの Linux および Mac OS X コンピュ

ータには、Pyhon3 が自動的にインストールされているはずである。

 Windows ユーザーの場合

インストールが完了したら、「インストールのカスタマイズ」を選択する。

それから「次へ」をクリックし、詳細オプションの「Add Python to environment variables」

(Python を環境変数に追加する)をチェックする。

https://www.python.org/downloads/
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PyQt5 をインストールする

PyQt5 の Web サイト：

https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/download5/

 Windows ユーザーの場合

検索ボックスに「cmd」と入力してからコマンドプロンプトを見つける。「管理者として

実行」を右クリックして、次のコマンドを入力する。

pip install pyqt5

クライアントを適切に機能させるには、リクエストライブラリをインストールする必要が

ある。

pip install requests

 Linux または/ Mac OS X ユーザーの場合

イ ン ス ト ー ル 方 法 は 以 下 で す ：

http://pyqt.sourceforge.net/Docs/PyQt5/installation.html、そして推奨される方法は

pip によるインストールとなっている：

pip3 install pyqt5

https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/download5/
http://pyqt.sourceforge.net/Docs/PyQt5/installation.html
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クライアントを適切に機能させるには、リクエストライブラリをインストールする必要が

ある。

pip3 install requests

注意：

1.まずは python3-pip をインストールしてください。「pip3 が見つからない」という

プロンプトが表示された場合。

apt-get install python3-pip

2. pip3 が pyqt5 をインストールする方法は 64 ビット Mac OS X と Linux のみをサポ

ートする。

PC が 32 ビット Linux またはその他のシステムで動作している場合、対応するバージョ

ンファイルが見つからないというプロンプトが表示される。この場合、リンクに表示さ

れている方法によって実行してください：

https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/installation.html#building
-and-installing-from-source

インストールを確認する

インストール後に Python 3 コマンドライン/ Python 3 シェルを開き、import PyQt5 と入

力する。エラーメッセージがない場合は、すべて問題がないト示す。

 Windows ユーザーの場合

Python ソフトウェアをダブルクリックし、import PyQt5 と入力し、Enter キーを押して

実行する：

 Linux または/ Mac OS X ユーザーの場合

Linux と Mac OS X では、ターミナルにコマンド python3 を入力し、PyQt5 をインポー
トして実行する。

python3

PyQt5 をインポートする

https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/installation.html
https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/installation.html
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コードパッケージのダウンロード

 Windows ユーザーの場合

Web ブラウザーを開き、PiCar-V の Github ページに入る：

https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V

ページで「複製またはダウンロード」をクリックし、次に示すように「ZIP をダウンロー

ド」をクリックする。

ダウンロードした後、ファイルを解凍する。

 Linux または/ Mac OS X ユーザーの場合

または Linux で、git clone によってコードパッケージをダウンロードできる（推奨），ソ

フトウェアマネージャーを使って git をインストールする：

Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install git

Fedora / Red Hat：

sudo yum install git

次に、コードを複製する：

git clone https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V.git

注意：入力時に十分に注意してください。ユーザー名とパスワードの入力を求められた場

合は、入力を間違えている可能性がある。それは発生した場合、Ctrl+C を押して終了し、

再試行してください。

https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar_V
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旅に出よう！

すべての手順が完了していて、機械的なアセンブリとソフトウェアのインストールに問題

がないことを確認してください。

これはこれから行うことである：

Raspberry Pi をサーバーとして使う。車を制御し、カメラでキャプチャした画像を送信す

るための API を使用して Web サーバーを実行する。

次に、PC、携帯電話、タブレットをクライアントとして、カメラから画像を取得し、Web

サーバーの API を呼び出して車を制御します。

その後、再び車の電源を入れてください。最初のテストに時間がかかるため、Raspberry Pi

の電源アダプターを使用して車に電源を供給することも勧める。

サーバーを実行する（Raspberry Pi での操作）

Raspberry Pi にリモートでログインする。remote_control ディレクトリの下で起動スク

リプト start を実行して、Web サービスを開始する。

cd〜/SunFounder_PiCar-V/ remote_control

sudo ./start

スクリプトがサービスを有効にし、対応するデータが表示される。同時にハードウェアが

初期化されるため、前輪に接続されているサーボとパン＆チルトが回転し、ハードウェア

の初期化が完了したことを示す。
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上記のような結果が得られれば、サーバーは準備できた。次に、クライアントを起動する。

クライアントの実行を停止するまで、サーバーをいつも動作させる。

クライアントの実行（PC での操作）

クライアントを実行する方法は 2 つある。

－ 方法 A

 Windows ユーザーの場合

以 前 に Python 3 を イ ン ス ト ー ル し た 場 合 は 、 SunFounder_PiCar-V\clien の パ ス で

client.py を右クリックし、「IDLE 3.7 で編集（Python 3.7）」を選択する。

両方が PC にインストールされている場合は、Python 2 ではなく Python 3 で実行してく

ださい。

「実行」->「モジュール F5 を実行」をクリックすると、クライアントのログインインタ

ーフェースが表示される。

 Linux または/ Mac OS X ユーザーの場合

PC が Linux および Mac OS X で動作している場合は、ターミナルで python 3 client.py

を実行することはできる。

python client.py # If Python 3 is the default or only python

python3 client.py # Or you have both Python 2 and Python 3, and the default is

Python 2
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クライアントの紹介

クライアントを実行すると、クライアントのログインインターフェースが表示される。

Raspberry Pi の IP アドレスとポート（デフォルトでは 8000）を入力し、「ログイン」を

クリックして Raspberry Pi に接続する。接続の確立にはしばらく時間がかかり、まったく

応答しない場合があるため、数秒間待ってください。成功すると、操作インターフェイス

が表示される。失敗する場合は、Raspberry Pi の IP アドレスを再確認し、サーバースクリ

プトがエラープロンプトなしで実行されていることを確認してください。
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インターフェースはカメラによってキャプチャされたビューをリアルタイムで表示する。

下部には、車の速度を調整するためのいくつかの数字ボタンがあり、レベル 1 から 5 に上

昇する。キーボードのキー 1-5 を押すこともできる。車の残りの制御動作はキーボードに

よって実装される。

キーボード：

W、S：後輪を前後に動かすように制御する。

A、D：前輪を左/右に曲げるように制御する。

↑、↓：カメラの回転方向を上/下に制御する。

←、→：カメラの回転方向を左/右に制御する。

左下の左矢印ボタンをクリックするか、または Alt +←を押して、前のページに戻ると、ロ

グインが完了する。

より良いアプリケーションのために、まずは組み立てられた車を補正してください。
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補正

右下の設定ボタンをクリックするか、Alt + S を押すと、以下のようなキャリ補正ページが

表示される（対応する補正の 3 つの大きなアイコンをクリックしてください）。

カメラ–カメラの動きを調整する。ショートカット：Alt +C。

前輪–前輪を補正する。ショートカット：Alt +F。

後輪–後輪を補正する。ショートカット：Alt +R。

矢印の戻るボタンをクリックするかまたは Alt + ←を押して、操作インターフェイスに戻

る。
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補正：カメラ。

「テスト」ボタンをクリックすると、カメラが回転する。矢印キー↑、←、↓、→、または

W、A、S、D を使用して、カメラの角度を調整できる。

「OK」をクリックするか、または Alt+O を押して、補正の結果を保存する。「キャンセ

ル」をクリックするか、または Alt + C を押して、補正をキャンセルして終了する。

注意：

1）押すたびに、小さな角度が調整される。大きい角度を調整する場合は、ボタンを長押し

してください。

2）補正中、前回の機械組立でサーボシャフトを 90°に調整しないと、サーボが異常音で停

止し、しばらくすると異常に発熱する場合がある。すぐにサーボのワイヤーを外し、ロ

ッカーアーム固定ネジを外してから、上の写真に従ってサーボを取り付けてください。
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補正：前輪。

テストボタンをクリックすると、前輪がズレる、前輪は左と右に曲がる。

キーボード(←、→ 、または A、D)を使用して調整できる。

「OK」をクリックするか、または Alt+O を押して、補正の結果を保存する。「キャンセ

ル」をクリックするか、または Alt+C を押して、補正をキャンセルして終了する。

サーボが動かなくなった場合は、ロッカーアームを取り外し、再度調整してください（サ

ーボ構成を参照する）。
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補正：後輪

ページに入ると、車が前に進む。そうでない場合は、←or A および→or D を別々に使用し

て、左右のホイールの回転を調整できる。

すべての補正が完了したら、操作インターフェイスに戻って下さい。Robot HATS ボード

の両方の LED インジケーターが点灯していることを確認する。これで、電源アダプターを

外して車を地面に置くことができる。旅を始めよう！



61

－ 方法 B

http://<RPi_IP_address>:8000/で車のサーバに訪問する。ウェルカムページが表示される：

LET'S ROCK をクリックして、操作インターフェイスに入る。

このページでは、キーボードの W、A、S、D キーを押して、車を前方、後方、左折、右折

に制御したり、矢印キーを押してカメラの移動を制御したりすることができ、数値 1〜5

は速度レベルを変更する。

http://<rpi_ip_address>:8000/
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補正

もう一度フルスクリーンをクリックして、タイトルバーを表示する。次に、ページの右上

隅にある設定ボタンをタップして、補正ページに進む。

補正には、カメラ補正、前輪補正、後輪補正の 3 つの部分が含まれている。

このページに入ると、車が前進する。そうでない場合は、後輪補正の左と右をクリックし

て、ホイールの角度を調整する。

注意：

ボタンを押すたびに角度が少しずつ変化する。時間あたりの変化を大きくするには、ボタ

ンを長押ししてください。

すべての補正が完了したら、OK をクリックして結果を保存する。

携帯電話用

また、携帯電話の場合は、フルスクリーンボタンをタップすると、表示とパフォーマンス

が向上する。次に、ページ上の 5 つの速度レベルのボタンをタップして速度を制御し、矢

印ボタンを押して車の方向とパン＆チルトを制御する。ただし、一度にタブできるのは 1

つのタッチポイントのみである。
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Android 操作システムのスマートフォンから次のスクリーンショットを取得する。

見た目は PC ほど良くないかもしれないが、以降の更新は Github で不定期にリリースされ

る可能性がある。リポジトリを使い、変更を加えたプルリクエストを送信してください。

テスト後に問題がなければ、リクエストを知ることは楽しみである。
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ボール_追跡装置

キーボードを使用して車の状態を制御するだけでなく、ボールトラッキングコードも作成

した。

sudo apt-get install libatlas-base-dev libjasper-dev libqt4-test libwebp6 libtiff5

libopenexr23 libgstreamer1.0-0 libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

libqtgui4 -y

sudo pip3 install opencv-python==3.4.6.27

cd ~/SunFounder_PiCar-V/ball_track

python3 ball_tracker.py

コードが実行されたら、赤いボール（少なくともカメラの直径よりも大きい）を見つけ、

カメラの前の 10〜50cm の範囲内に配置して、車があなたのボールを追跡するようにする。

車があなたのボールを捕まえたかどうかを知りたい場合は、以下の手順を実行してくださ

い：

ステップ 1：Raspberry Pi で VNC を有効にする。

sudo raspi-config
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5 つのインターフェイスオプションを選択する。

P3 VNC

Yes
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最後に OK->完了を選択して、構成を終了する。

ステップ 2：お使いのコンピューター用の VNC ビューアーをダウンロードしてインストー

ルする。

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

注意：Windows への実装中に次のプロンプトが表示された場合は、続行をクリックしてイ

ンストールを続行してください。

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
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ステップ 3：インストールした VNC ビューアーを開き、Raspberry Pi の IP アドレスを入

力して、Enter ボタンを押す。

ステップ 4：このページで Raspberry Pi のユーザー名とパスワードを入力し、デフォルト

では、別々は pi と raspberry である。次に OK をクリックする。

ステップ 5：次に、Raspberry Pi デスクトップに入り、ターミナルをクリックし、次のコ

マンドを入力して、コード ball_tracker.py を開く。

cd ~/SunFounder_PiCar-V/ball_track

sudo nano ball_tracker.py

次に、コードを次のように修正する：

Show_image_enable = True

Draw_circle_enble = True

Ctrl+X と Y を押して変更を保存する。
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注意：この手順を完了したら、VNC 経由で Raspberry Pi にログインするか、またはモニ

ターを使用してください。そうでない場合、次の警告が出される：

ステップ 6：ball_tracker.py を実行する。

python3 ball_tracker.py
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ステップ 7：コード ball_tracker.py を実行すると、これらの 4 つの画像が表示される。カ

メラの前に赤いボールを置くと、車が赤いボールを捕まえたことを示す緑の円が表示され

る。
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ファイル分析

/home/pi に 2 つのフォルダーがある：モーターとステアリングを制御するための

SunFounder_PiCar と、パン/チルトとワイヤレス制御のための SunFounder_PiCar-V こ

こで PiCar-V のコードを調べる。

コードに含まれる内容と指示が多すぎるため、すべての詳細を説明しない。プログラムの

Python 2、Python 3、PyQt、Django、HTML、CSS の詳細については、関連する Web

サイトにアクセスするか、または本を購入して自分で学習してください。次のパートでは、

全体的な構造とプロセスについて簡単に説明する。

まず、コードフォルダー内のファイルを確認する。

￭ .git は Git リポジトリのすべての情報を確認するための隠しディレクトリで、リポジト

リを作成すると、自動的に生成される。

￭ Ball_track は車に赤いボールを追跡させるために使用される。

￭ クライアントは PC クライアントのコードを保存するものである。

￭ データシートはハードウェアモジュールで使用される一部のチップのマニュアルを保存

する。

￭ mjpg-streamer はカメラのデータが転送されるオープンソースのストリーミングメデ

ィアライブラリである。

￭ Remote_control は Web サーバーのコードを保存するためのもので、API リクエストに

基づいて車のモーターとサーボを制御する。
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￭ .gitignore は Github リポジトリが同期されるときに無視されるファイルタイプのリク

エストを記録する。

￭ Python パッケージの標準の必要なドキュメントであるプロジェクトを作成すると、

_init_.py は自動的に生成されるため、そのままにしておいてください。

￭ i2cHelper.py は I2C 接続を構成したり検出したりするために Python 2 によって作成さ

れた Python スクリプトである。

￭ install_dependencies：簡単なインストールと環境設定のための実行可能な bash スク

リプト。

￭ その名のとおり、LICENSE は GNU V2 ライセンスのテキストファイルである。

￭ README.md と show はステートメントとプロンプトに関する通常の情報を記録する。

サーバーコード

サーバーコードは Django 1.10 に基づいている（必要に応じて最新のリリースに適応する）。

これに興味がある場合は、Django の Web サイト https://www.djangoproject.com/にア

クセスするか。ここでは、Web サーバーがどのように機能するかを学習する。

ご注意：

バグを修正し、一部の関数の更新をリリースするために、Github でコードが不定期に更新

される場合がある。したがって、ここのコードは初期バージョンである。以下の場合、Github

リポジトリの更新を表示できる：

https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V

コードディレクトリを開き、ls によってファイルを確認する：

pi@raspberry:~ $ cd SunFounder_PiCar-V/

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V $ ls

datasheet install_dependencies mjpg-streamer remote_control

client i2cHelper.py LICENSE README.md show

remote_control は 、 Web サ ー バ ー の メ イ ン コ ー ド デ ィ レ ク ト リ で あ る 。 cd

remote_control でコードディレクトリを開き、ls によってファイルを確認する：

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V $ cd remote_control

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control $ ls

https://www.djangoproject.com/
https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V
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db.sqlite3 manage.py remote_control start static

 Django プロジェクトを作成すると、db.sqlite3 が生成される。

 manage.py は Django プロジェクトのメインプログラムであり、プロジェクトの作成時

に生成される。通常は変更する必要はない。

 remote_control には、メインコードファイルが含まれている。

 start は sudo python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 を実行するために書かれた小

さなスクリプトであり、便宜上、属性のあるインストールを使用したサーボインストール

である。

 static はいくつかの静的な画像を Web に保存するものである。

Django ウェブサーバーは通常、sudo python manage.py runserver の実行を通じて起動

する。アドレス 0.0.0.0:8000 は、リスニングアドレスが LAN 上のすべてのアドレスをカバ

ーし、ポート番号が 8000 であることを意味する。ここでは、remote_control フォルダー

のコードに焦点を当てる。cd remote_control を使用してディレクトリに入る：

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control $ cd remote_control

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control/remote_control $ ls

driver __init__.py settings.py templates urls.py views.py wsgi.py

 driver は車のドライバーを保存する。

 __init__.py は Python パッケージの標準的な必要なドキュメントである Django プロジェ

クトを作成すると自動的に生成される。そのままにしておいてください。

 settings.py は自動的に生成され、関連する設定を保存する。

 driver は HTML 形式で Web を保存するための DjangoApp である。

 urls.py は自動的に生成され、コードに関連付ける URL を構成する。

 views.py は URL によって関連付けられるページコントロールのコードである。テンプレ

ートを呼び出してページを表示し、ドライバーが車を制御する。

 wsgi.py は自動的に生成され、変更する必要はない。詳しくは Django の公式サイトをご

覧ください。

これがコードの動作原理である。urls.py に自動的に関連付けられるメインプログラム

manage.py を実行して、URL に応答する。Chrome のような Web ブラウザを実行して
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http://<rpi_ip_address>:<port> または、クライアントを介して構成済みの API にアクセ

スすると、urls.py の関連付けにより、manage.py が views.py に変わる。次に、views.py

はこれを処理し、テンプレートをブラウザに返す。さらに、ブラウザーで設定されたパラ

メーターに基づいて driver パッケージを呼び出し、車を制御する。

ここで、フォルダー driver を開き、以下を確認する：

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control/remote_control $ cd

driver/

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control/remote_control/driver $ ls

camera.py config __init__.py stream.py

driver フォルダーには、主にパン＆チルトを制御するためのドライバーモジュールとカメ
ラストリーマーが含まれている。

パン＆チルトを制御するための camera.py。

config は補正データを保存するために使用される。

__init__.py はパッケージの必須ファイルであり、そのままにしておいて下さい。

stream.py は MJPG-streamer に基づくビデオストリーミングサービスである。

表示するフォルダ templates を終了して開くと、以下が表示される：

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control/remote_control/driver

$ cd ../

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control/remote_control $ cd

templates/

admin.py __init__.py models.py tests.py

apps.py migrations templates views.py

このフォルダーは、テンプレートを簡単に呼び出すために、manage.py startapp によっ
て作成される。したがって、templates 以外のファイルは変更されていない。templates
をもう一度開く：

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control/remote_control/templates

$ cd templates

pi@raspberry:~/SunFounder_PiCar-V/remote_control/remote_control/templates/

templates $ ls
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base.html cali.html run.html

レイヤーで構成される 3 つの HTML ファイルがある。低レベルの base.html には、デフォ

ルトでは、HTML の <head>、レイアウト全体、とホームページのコンテンツが含まれて

いる。表層：補正用の cali.html と、車を制御するための run.html。

これがサーバーのコードである。次に、PyQt によって作成されたクライアントのコードに

ついて説明する。

クライアントコード

Windows では、ファイルをファイルタイプ別にグループ化することにより、クライアン

トディレクトリの内容を確認できる：

 client.py はクライアントのコードの主要部分である。

 icons_rc.py は、Qt の UI リソースファイル（横の icons.qrc ファイル）から pyrcc5 –o

icons_rc.py icons.qrc によって変換された python コードである。

 icons.qrc は Qt リソースファイルであり、リソース画像の場所を復元する。

 .ui は ui ファイル、または Qt ツールによって設計されたグラフィカルユーザーインター

フェイス（GUI）ファイルである。それをテキストエディタで開くと、コードが xml ファ

イルのように書かれている。

 images には、UI（ユーザーインターフェイス）の設計に使用される画像リソースが保存

される。フォルダーとその中のファイルの名前を変更したり移動したりしないでください。

移動すると、グラフィックリソースが見つからないため、UI の対応するコンテンツが失

われる。

 _pycache_は上図に示されていないが、クライアントの.py ファイルを実行すると自動的

に生成されるキャッシュフォルダーである。ダウンロードしてまだ実行していない場合は、

生成されない。
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クライアントのコードは Python 3 で書き込まれて、GUI は Qt ツールによって設計されて

いる。オープンソースライブラリ PyQt は、Qt によって書き込まれた.ui ファイルを Python

コードにロードするために、client.py で使用される。

PyQt の詳細については、次の Web サイトにアクセスしてください：

https://riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro

インターフェースは次のように一つずつ表示される：

1.ログインページ：Raspberry Pi の IP アドレスを入力し、ログインをクリックして操作イ

ンターフェイスに入る。

2.操作インターフェイスには、カメラでキャプチャされたビューが表示される。このペー

ジでは、車の動作を制御できる。戻るボタンをクリックしてログインに戻り、設定ボタン

をクリックしてキャリブレーションインターフェイスに移動できる。

3.補正インターフェイス：キーボードで車を制御したり調整したりできる。OK をクリック

して補正データを保存し、キャンセルをクリックして上位レベルのインターフェイスに戻

る。

コードを確認した後、実際にグラフィカルインターフェイスを設計して PyQt を使用する

方法について疑問があるだろう。では、詳しく見ていこう！

－ インターフェースの設計

設計インターフェースから始めよう。

Windows では、.exe パッケージで PyQt をインストールする場合、すべてをインストー

ルするオプションを選択すると、Qt Designer などの GUI 設計ツールが自動的に実装され

る。または、Qt のキット全体を自分でインストールすることもできる。パッケージをダウ

ンロードする（設定と登録が要求される）：

https://www.qt.io/developers/

インストールが完了したら、Qui ツールで.ui ファイルを開く。Qt ツールの Qt designer

は GUI デザインツールである。

https://riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro
https://www.qt.io/developers/
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GUI 設計ツールを使用して、最初のインターフェース（(login）を設計する。左側の列は

Widget Box セクションとなっている。ここで使用できる部品を中央の編集ウィンドウに

ドラッグするだけで、効果を直接確認できる。右側の列の上部は Object Inspector で、

追加したオブジェクトの関連とカテゴリを確認できる。このセクションで、オブジェクト

のプロパティが表示される。この部分で属性を設定して、すべてのウィジェットオブジェ

クトを区別できる。

例として、ログインインターフェイスの写真を見てみよう。Object Inspector から画像に

Label をドラッグし、ラベルをクリックすると、四角形が表示され、そのサイズと位置を

変更できる。次に、プロパティパーツで、text で pixmap を選択し、その隣のボックスを

クリックして、ポップアップドロップダウンリストで、リソースまたはファイルから画像

を読み取ることを選択する。
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ファイルから読み取る場合は、使用する画像を見つけて選択し、OK をクリックし、リソー

スから読み取る場合は、最初にリソースファイルを作成する。リソースから作成するウィ

ンドウの鉛筆アイコン（編集ボタン）を使用すると、非常に簡単である。アイコンをクリ

ックし、リソースの作成を選択し、ロードする。
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プロパティは異なっているが、ボタン、ラインエディットなどの他のコンポーネントの設

定は、ほとんど同じである。プロパティが変更されたオブジェクトの名前は、次のチェッ

クの便宜のために自動的に太字でマークされる。これらの.ui ファイルを開いて、変更可能

なプロパティの詳細、または Object Inspector のオブジェクトごとのウィジェットタイ

プを確認できる。編集した後、Qt Designer で Window->Preview を選択して効果を確

認するか、またはショートカット Ctrl+R を使用できる。

Qt のドキュメントに詳細が記載されているため、Qt に慣れていない場合でも心配する必

要はない。どのプロパティがどの用途に使用するのかわからない場合は、Help または Qt

アシスタントを参照してください。また、Qt のサンプルスケッチは Qt について学ぶこと

に役立つ。

－ 関数のプログラミング

これでインターフェースのデザインが完成した。ただし、インターフェースファイルは一

部の静的な画像であり、使用できなくなる。そのため、次のステップでは、client.py を書

き込み、対応する関数とリダイレクトを含むすべてのインターフェースを実装する。PyQt

は次のようになる：
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5 行目に、設計した ui ファイルの名前を引用符で囲んで入力する。

Lin 7e では、「uic」は以前にインポートされた PyQt のコンテンツである。組み込み関数

は ui ファイルをロードする。

9-13 行目では、定義されたクラスは単なる GUI ウィンドウである。クラスの対応する関数

を定義（def）し、それらに関数を書き込む。最初の def __init __（self）は、C++のコン

ストラクターである初期化関数である。つまり、インスタンスが作成されると、プログラ

ムがコードを実行してインスタンスを初期化する。

15-19 行目は__main__関数のエントリで、プログラム全体の実行を開始する。

したがって、プログラムは次のようになる：

1.__main__関数を実行し、GUI アプリケーションである QApplication のインスタンス App
を作成する。

2.MyApp クラスタイプのインスタンスウィンドウを作成する。作成が完了したら、クラス

の__init__初期化関数を実行する。

3.ウィンドウインスタンスが表示される。

4.しばらく待ってください。GUI アプリケーションのインスタンスアプリが終了信号

app.exec_()を送信する場合は、sys.exit() を入力して Python を終了する。

コードはこれで完全に説明した。ここでは、エントリレベルの使用法のみを説明する。コ

ードの詳細については、client.py ファイルにアクセスしてください。そこでは非常に詳細

なコメントが記載されている。
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高級段階

今、車は走行している！それを制御するか、または Windows、Linux、または Mac OS X

でキャプチャされた画像を表示してみてください。

それでは次に何をすべきか？

はい、センサー！Robot HATS には 8 つのデジタルチャネルと 4 つのアナログチャネルと

2 つの I2C ポートがある。さらに、車のヘッドのアクリル板にある 3mm のスロットによ

り、さまざまなセンサーの接続が可能になり、車がよりスマートになり、興味をそそられ

るようになる。

そして、コーディング！プログラミングに関する知識を身につけて、コードをコンパイル

できる場合は、キット用に提供されているコードを変更して、車をよりすばらしいものに

することができる。たとえば、前輪と後輪を制御するコードは、SunFounder_PiCar フォ

ルダで見つけで install-dependences によってプログラムをインストールした場合は、

/home/pi ディレクトリにダウンロードされる。

ファイルの内容を確認してください：

cd ~/SunFounder_PiCar

ls

コードを変更したら、車の Github リポジトリのページに入り、フォークして改善に役立つ

だろう。また、問題を投稿して、Github ページでプルをリクエストすることもできる：

PiCar-V：https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V

PiCar ドライバー：

https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar

もちろん、質問やアイデアがある場合は、service@sunfounder.com までお気軽に送信し

てください。

https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V
https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar
mailto:service@sunfounder.com
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付録 1：サーバーインストールスクリプトの機能

質問があるかもしれない：Raspberry Pi にサーバーをインストールすると、インストール
スクリプトはどのように機能するか？ここで、詳細な手順を説明しよう。

1.pip をインストールする。

apt-get install python-pip

2.pip を使って django をインストールする。

sudo pip install django

3.i2c-tools と python-smbus をインストールする。

sudo apt-get install i2c-tools python-smbus –y

4.PiCar ドライバーをインストールする。

cd ~/

git clone -–recursive https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar.git

cd SunFounder_PiCar

sudo python setup.py install

5.ソースコードをダウンロードしてください。

cd ~/

git clone https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar-V.git

6.MJPG-Streamer ファイルをシステムディレクトリにコピーする。

cd ~/SunFounder_PiCar-V

sudo cp mjpg-streamer/mjpg_streamer /usr/local/bin

sudo cp mjpg-streamer/output_http.so /usr/local/lib/

sudo cp mjpg-streamer/input_file.so /usr/local/lib/

sudo cp mjpg-streamer/input_uvc.so /usr/local/lib/

sudo cp -R mjpg-streamer/www /usr/local/www

7.パスをエクスポートする。

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ >> ~/.bashrc

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ >> ~/.profile

source ~/.bashrc

8.I2C1 を有効にする。

https://github.com/sunfounder/SunFounder_PiCar.git
https://github.com/sunfounder/SunFounder_Smart_Video_Car_Kit_V2.0%20_for_Raspberry_Pi.git
https://github.com/sunfounder/SunFounder_Smart_Video_Car_Kit_V2.0%20_for_Raspberry_Pi.git
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/boot/config.txt ファイルを編集する：

sudo nano /boot/config.txt

最後に行を追加する：

dtparam=i2c_arm=ons

9.再起動する

sudo reboot
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付録 2：部品

ロボット HATS

ロボット HATS は 40 ピン Raspberry Pi に特別に設計された HAT であり、Raspberry Pi

モデル B +、世代 2 モデル B、世代 3 モデル B、世代 3 モデル B +、世代 4 モデル B で動

作し、GPIO ポートから Raspberry Pi に電力を供給する。HATS のルールに基づいた理想

的なダイオードの設計により、USB ケーブルと DC ポートの両方を介して Raspberry Pi

に電源を供給できるため、バッテリーの電力不足によって TF カードが損傷することを防ぐ

ことができる。PCF8591 は I2C 通信とアドレス 0x48 を備えた ADC チップとして使用さ

れる。

1.デジタルポート：3 線式デジタルセンサーポート、信号電圧：3.3V、VCC 電圧：3.3V。
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2.アナログポート：3 線 4 チャネル 8 ビット ADC センサーポート、基準電圧：3.3V、VCC

電圧：3.3V。

3. I2C ポート：3.3V I2C バスポート

4. 5V 電源出力：PWM ドライバーへの 5V 電源出力。

5. UART ポート：4 線 UART ポートと 5V VCC は USB への SunFounder FTDI シリアルと

完全に連携する。

6.モーター制御ポート：モーター用 5V、モーター MA と MB の方向制御、フローティング

ピン NC、SunFounder モータードライバーモジュールとの連携。

7.スイッチ：電源スイッチ

8.電源インジケータ：電圧を指示する-2つのインジケータが点灯：> 7.9V。1つのインジケ

ーター：7.9V〜7.4V。インジケータ点灯なし：<7.4V。バッテリーを保護するために、イ

ンジケーターが点灯していない場合は、充電する際にこれを取り出してください。電源イ

ンジケータは単純なコンパレータ回路によって測定された電圧に依存する。負荷によって

は検出電圧が通常より低下する場合があるので参考値としてご利用ください。

9.電源ポート：5.5/2.1mm 標準 DC ポート、入力電圧：8.4〜7.4V（制限された動作電圧：

12V〜6V）。

PCA9865

PCA9685 16 チャネル 12 ビット I2C バス PWM ドライバー。独立した PWM 出力電力を

サポートし、並列接続用の 4 線式 I2C ポート、PWM 出力用の区別された 3 色ポートをよ

り簡単に利用できる。
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1.PWM 出力ポート：3 色ポート、独立したパワー PWM 出力ポート、サーボへの直接接

続。

2＆3。I2C ポート：4 線式 I2C ポートは並列で使用できる。3.3V/5.5V に対応

4. PWM 電源入力：最大 12V。

5.LED：チップと PWM 電源入力用電源インジケータ。

モータードライバーモジュール

モータードライバーモジュールは低発熱の小型パッケージモータードライブである。

1. 電源とモーター制御ポート：チップとモーターに電力を供給し、モーターの方向を制御

するためのピンが含まれている。

2. モーターの PWM 入力：2 つのモーターの速度を調整するための PWM 信号入力。

3. モーター出力ポート：2 つのモーターの出力ポート。
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USB ウェブカメラ

このカメラは 120°の広角をサポートするため、広く鮮明な視界が得られて、PiCar-V で使

用するときのエクスペリエンスが向上する。

SunFounder SF006C サーボ

クラッチギアデジタルサーボの内部に DC コアモーターが搭載されており、一定の負荷を

かけた後、ステアリングギアの減速装置は自動的にクラッチを切り、損傷や通常の負荷か

ら製品を保護する。

パフォーマンスの機能：

アイテム V = 4.8V V = 6.0V

消費電流*（無負荷） ≦50mA ≦60mA

ストール電流 ≦550mA ≦650mA

定格トルク ≥0.6 kgf·cm ≥0.7 kgf·cm

最大トルク ≥1.4 kgf.cm ≥1.6kgf.cm

負荷速度なし(No Load Speed) ≦0.14秒/60° ≦0.12秒/60°
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DC ギアモーター

これは減速機付きの DC モーターである。以下のパラメーターを参照してください：

モーター

型番 F130SA-11200-38V

定格電圧 4.5V-6V

無負荷電流 ≤80mA

無負荷速度 10000±10%

ギア減速装置

ギア比 1:48

速度（無負荷）
≈200rpm（テストでは≈

180rmp）

電流 ≤120mA

著作権表示

このマニュアルのテキスト、画像とコードを含むがこれらに限定されないすべての内容

は、SunFounder Company が所有している。関連する規制と著作権法に基づき、著者

と関連する権利所有者の法的権利を侵害することなく、個人的な研究、調査、享楽、ま

たはその他の非営利目的でのみ使用してください。許可なく営利目的でこれを使用する

個人または組織については、会社は法的措置を取る権利を留保する。
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