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ラズベリーパイを使ってみよう 3を使ってみよう使ってみようって工作しよう
実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素は,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回リニューアから使う方法ル送信は？しました.取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますり口でさまよえる全ての子羊たち扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますうマイを使ってみようコンが使える？ラズベリーパイを使ってみように変わり口でさまよえる全ての子羊たちます.名刺サイズサイを使ってみようズ
のサーバー経由でデータ送信？人気基板にハンダ付けを使ってみよう使ってみようって,電子回路とプログラムを認証する仕組みを使ってみようつくっていきましょう.リニューアから使う方法ル送信は？ 1回目はは,温度計を作ろうを使ってみよう
作り口でさまよえる全ての子羊たちます.

方針説明
実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素シリーズは,エレクをどう使う？トロニクをどう使う？スをソフトウェアから使う方法以外のサーバー経由でデータ送信？分野を専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えようを使ってみよう専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えようする学ぶ生さんに電子工作の楽しさを伝えようさんに電子工作のサーバー経由でデータ送信？楽しさを伝えようしさを使ってみよう伝えようえよう
としています.読者は悩んで当たり前が使える？エレクをどう使う？トロニクをどう使う？スをソフトウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？専門家ではないのでで何をしよう？はな方法が使える？いのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,専門家ではないのでが使える？知っていることを使ってみよう丁寧に説明すに説明す
る必要が使える？あると思っていますっています.かといって最初から使う方法 100ページのサーバー経由でデータ送信？理も面倒くさい論説明を使ってみようしたら使う方法,みんな方法が使える？飽きてしまうきてしまう
で何をしよう？しょう.

全ての子羊たち体の構成をのサーバー経由でデータ送信？構成を使ってみよう,以下に示しますに示しますします.

• 企画 1〜企画 3　ラズベリーパイを使ってみよう今やネットワークサービスに認証手続きは必須回製作したものサーバー経由でデータ送信？が使える？どんな方法が使える？ものサーバー経由でデータ送信？か,簡単にに説明します
• 基礎知識 1〜基礎知識 3　ラズベリーパイを使ってみよう制作物が利用している技術のうちが使える？利用するしている技術のうちのサーバー経由でデータ送信？うち,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回採用するしたものサーバー経由でデータ送信？を使ってみよう説明していま
す.ここより口でさまよえる全ての子羊たち先に工作手順を使ってみよう読んで何をしよう？制作し,後から勉強のために読み返してもよいでしょうから使う方法勉強のために読み返してもよいでしょうのサーバー経由でデータ送信？ために読み返してもよいでしょうしてもよいで何をしよう？しょう.

• 工作手順 1〜工作手順３　ラズベリーパイを使ってみよう今やネットワークサービスに認証手続きは必須回のサーバー経由でデータ送信？工作を使ってみよう読者は悩んで当たり前が使える？再現するための手順説明ですするためのサーバー経由でデータ送信？手順説明で何をしよう？す
• おまけ知識 1〜おまけ知識 3　ラズベリーパイを使ってみよう電子工作やネットワークサービスに認証手続きは必須そのサーバー経由でデータ送信？他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？基礎知識のサーバー経由でデータ送信？うち,他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？工作にも応用するで何をしよう？きるも
のサーバー経由でデータ送信？を使ってみようごくごく簡単にに解説しています.

企画 1　ラズベリーパイを使ってみようを使ってみよう使ってみようってみよう,流行っているよねっているよね
2016年現するための手順説明です在,本屋でエレクトロニクス関係の雑誌の表紙をチェックするとで何をしよう？エレクをどう使う？トロニクをどう使う？スをソフトウェアから使う方法関わる要素係の雑誌の表紙をチェックするとのサーバー経由でデータ送信？雑誌の表紙をチェックするとのサーバー経由でデータ送信？表紙をチェックするとを使ってみようチェックをどう使う？すると,ラズベリーパイを使ってみようを使ってみよう取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますり口でさまよえる全ての子羊たち上の認証を一括管理する試みげ
ている雑誌の表紙をチェックするとが使える？たくさんあり口でさまよえる全ての子羊たちます.ここまで何をしよう？流行っているよねるのサーバー経由でデータ送信？には理も面倒くさい由でデータ送信？が使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.ラズベリーパイを使ってみようは,それまで何をしよう？にな方法が使える？
かった融通のサーバー経由でデータ送信？効く小型コンピューターなのですコンピュータ送信？ーな方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？す.

今やネットワークサービスに認証手続きは必須,一般の人が使えるコンピューターを考えてみましょうのサーバー経由でデータ送信？人が使える？使ってみようえるコンピュータ送信？ーを使ってみよう考えてみましょう.



種別 特徴
パソコン • ちょっと高価

• デスをソフトウェアから使う方法クをどう使う？トップやネットワークサービスに認証手続きは必須タ送信？ワー型コンピューターなのですに追加モジュールのインストール基板にハンダ付けを使ってみよう内蔵すればすれば,機能拡張が可能が使える？可能
（USB接続きは必須で何をしよう？もOk)

• ソフトウェアから使う方法を使ってみようイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？すれば,いろんな方法が使える？仕事ができるが使える？で何をしよう？きる
• ネットワークをどう使う？につな方法が使える？が使える？って高速通信は？で何をしよう？きる
• 計を作ろう算処理も面倒くさいも速い

スをソフトウェアから使う方法マートフォン
タ送信？ブレット

• パソコンより口でさまよえる全ての子羊たち安めめ
• 接続きは必須で何をしよう？きる回路は,USBのサーバー経由でデータ送信？外付けけ機器とヘッドフォンくらいとヘッドフォンくら使う方法い
• 専用するのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法プリスをソフトウェアから使う方法トアから使う方法から使う方法,ソフトウェアから使う方法を使ってみようイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？で何をしよう？きる
• 携帯電話回線につな方法が使える？が使える？るものサーバー経由でデータ送信？が使える？多いい,無線LANにもつな方法が使える？が使える？る
• 計を作ろう算処理も面倒くさいはパソコンほど早くないがくな方法が使える？いが使える？,日常的な方法が使える？処理も面倒くさいには十分

マイを使ってみようクをどう使う？ロコンピュー
タ送信？
（組みみ込めも簡単にみ分野を専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えよう）

• 一般の人が使えるコンピューターを考えてみましょうのサーバー経由でデータ送信？人が使える？直接目はにしな方法が使える？いが使える？,家ではないので電製品一つ一つに入り口でさまよえる全ての子羊たちっている
• 趣味の電子工作でハンダ付けして使う人もいるのサーバー経由でデータ送信？電子工作で何をしよう？ハンダ付け付けけして使ってみようう人もいる
• 特定のサーバー経由でデータ送信？回路で何をしよう？特定のサーバー経由でデータ送信？処理も面倒くさいを使ってみようするだけ
• 一部ネットワークをどう使う？につな方法が使える？が使える？るものサーバー経由でデータ送信？もある
• 計を作ろう算処理も面倒くさいは遅い通信に使いますめ

表 1　ラズベリーパイを使ってみようコンピュータ送信？ーのサーバー経由でデータ送信？分類
今やネットワークサービスに認証手続きは必須まで何をしよう？電子工作に使ってみようってきたマイを使ってみようクをどう使う？ロコンピュータ送信？は小回り口でさまよえる全ての子羊たちが使える？きくのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？すが使える？,センサーで何をしよう？収集したデータをしたデー
タ送信？のサーバー経由でデータ送信？統計を作ろう処理も面倒くさいな方法が使える？どを使ってみようさせようとすると能力が足りませんが使える？足りませんり口でさまよえる全ての子羊たちません.

逆をやっているにパソコンは,小さな方法が使える？回路を使ってみよう接続きは必須しようとしたとき,複雑な方法が使える？仲介回路を使ってみよう間に挟まなくてはなりませんまな方法が使える？くてはな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちません.

数年前まで何をしよう？,電子工作で何をしよう？収集したデータをしたデータ送信？を使ってみよう統計を作ろう処理も面倒くさいするときは,データ送信？収集したデータをにArduinoというマイを使ってみようクをどう使う？ロコ
ンピュータ送信？を使ってみようつかって,USB経由でデータ送信？で何をしよう？パソコンにデータ送信？を使ってみよう転送していました.で何をしよう？もラズベリーパイを使ってみようが使える？現するための手順説明ですれて
図 1のサーバー経由でデータ送信？ように世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちは変わり口でさまよえる全ての子羊たちました.マイを使ってみようクをどう使う？ロコンピュータ送信？のサーバー経由でデータ送信？ように小回り口でさまよえる全ての子羊たちが使える？きいてセンサー ICな方法が使える？どを使ってみよう直
接つな方法が使える？いで何をしよう？データ送信？を使ってみよう集したデータをめることが使える？で何をしよう？き,パソコンのサーバー経由でデータ送信？ように複雑な方法が使える？処理も面倒くさいが使える？で何をしよう？きます.最新型コンピューターなのですのサーバー経由でデータ送信？パソコンと比
べるとまだ 1/10くら使う方法いのサーバー経由でデータ送信？スをソフトウェアから使う方法ピードで何をしよう？すが使える？,1台でデータ収集から統計処理まで出来るので重宝しますで何をしよう？データ送信？収集したデータをから使う方法統計を作ろう処理も面倒くさいまで何をしよう？出来るので重宝しまするのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？重宝しますします.

<図 1>

企画 2　ラズベリーパイを使ってみようで温度計何をしよう？を使ってみようしよう？
せっかく能力が足りませんのサーバー経由でデータ送信？上の認証を一括管理する試みが使える？ったラズベリーパイを使ってみようで何をしよう？工作するのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？すから使う方法,今やネットワークサービスに認証手続きは必須まで何をしよう？のサーバー経由でデータ送信？マイを使ってみようクをどう使う？ロコンピュータ送信？のサーバー経由でデータ送信？力が足りませんで何をしよう？
はで何をしよう？きな方法が使える？かった（で何をしよう？きたけど難しすぎた）分野に挑戦してみましょうしすぎた）分野を専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えように挑戦してみましょうしてみましょう.

ラズベリーパイを使ってみようのサーバー経由でデータ送信？特徴の一つはのサーバー経由でデータ送信？一つは,ネットワークをどう使う？通信は？が使える？得意するというところにあり口でさまよえる全ての子羊たちます.今やネットワークサービスに認証手続きは必須まで何をしよう？のサーバー経由でデータ送信？マイを使ってみようクをどう使う？ロコ
ンピュータ送信？で何をしよう？は,接続きは必須した電子工作機器とヘッドフォンくらいのサーバー経由でデータ送信？データ送信？はせいぜ温度計なんて簡単なものを作るの？い同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単に室内のサーバー経由でデータ送信？パソコンに届けておしまいでしけておしまいで何をしよう？し
た.で何をしよう？も,ラズベリーパイを使ってみようは違いますいます.ネットワークをどう使う？カメラのサーバー経由でデータ送信？ように,収集したデータをしたデータ送信？を使ってみようイを使ってみようンタ送信？ーネット経
由でデータ送信？で何をしよう？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たち中に届けておしまいでしけることもで何をしよう？きます.



<図 1>

企画 3　ネットワークをどう使う？を使ってみようどう使ってみようう？
研究室で何をしよう？測定したデータ送信？を使ってみようリアから使う方法ル送信は？タ送信？イを使ってみようムを認証する仕組みにチェックをどう使う？する仕組みみを使ってみよう考えます.測定装置の異常報告やのサーバー経由でデータ送信？異常報告ややネットワークサービスに認証手続きは必須,実験の素は
成功などをインターネットを経由して移動中のスマートフォンで確認する状況を想定していますな方法が使える？どを使ってみようイを使ってみようンタ送信？ーネットを使ってみよう経由でデータ送信？して移動中のサーバー経由でデータ送信？スをソフトウェアから使う方法マートフォンで何をしよう？確認する状況を想定していますを使ってみよう想定しています.

どんな方法が使える？方法が使える？が使える？使ってみようえる？
すぐに考えつくのサーバー経由でデータ送信？は,以下に示しますのサーバー経由でデータ送信？ 3つで何をしよう？す.図 2に示しますします.

• ショートメッセージやネットワークサービスに認証手続きは必須メール送信は？による通知
• WEBサーバーで何をしよう？情報公開
• Twitter,Facebookな方法が使える？ど民間会社のサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？サービスをソフトウェアから使う方法経由でデータ送信？



それぞれ,検討していきましょうしていきましょう.

<図 2>

メール送信は？は？
研究室のサーバー経由でデータ送信？測定データ送信？を使ってみよう毎日数回記録するして,研究者は悩んで当たり前にメール送信は？で何をしよう？配信は？で何をしよう？きると便利で何をしよう？す.今やネットワークサービスに認証手続きは必須から使う方法 15年前にラ
ズベリーパイを使ってみようのサーバー経由でデータ送信？ような方法が使える？コンピュータ送信？ーが使える？あったら使う方法,多いくのサーバー経由でデータ送信？研究者は悩んで当たり前が使える？メール送信は？で何をしよう？通知していたことで何をしよう？しょう.

かくいう筆者は悩んで当たり前も２０００年頃にに Intelパソコンを使ってみよう使ってみようったイを使ってみようンタ送信？ーネットショップを使ってみよう実装,運用するしていて,

シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？異常報告やを使ってみようメール送信は？で何をしよう？自宅に通知していましたに通知していました.

現するための手順説明です代はは,図 3に書いた通り迷惑メールを減らすためにいた通り口でさまよえる全ての子羊たち迷惑メールを減らすためにメール送信は？を使ってみよう減らすためにら使う方法すために,メール送信は？送信は？のサーバー経由でデータ送信？手順が使える？以前より口でさまよえる全ての子羊たち複雑にな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちました.ラ
ズベリーパイを使ってみようから使う方法送信は？することも技術のうち的に不可能で何をしよう？はな方法が使える？いで何をしよう？すが使える？,契約しているイを使ってみようンタ送信？ーネットのサーバー経由でデータ送信？プロ
バイを使ってみようダ付け（あるいは研究者は悩んで当たり前が使える？使ってみようっている大学ぶネットワークをどう使う？のサーバー経由でデータ送信？管理も面倒くさい組み織）によって,メール送信は？サーバーのサーバー経由でデータ送信？管理も面倒くさい
ポリシーが使える？異な方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.メール送信は？送信は？のサーバー経由でデータ送信？手順もプロバイを使ってみようダ付け毎に少しづつ違うでしょうしづつ違いますうで何をしよう？しょう.



<図 3>

ショートメッセージは,携帯電話会社のサーバー経由でデータ送信？毎に違いますう仕組みみを使ってみよう使ってみようっていて,一旦携帯電話会社のサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？サーバーに届けておしまいでしい
た後から勉強のために読み返してもよいでしょう会社のサーバー経由でデータ送信？間のサーバー経由でデータ送信？連携シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みで何をしよう？別会社のサーバー経由でデータ送信？にも届けておしまいでしけら使う方法れます.契約している電話会社のサーバー経由でデータ送信？によってサーバーへのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法
クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法方法が使える？が使える？違いますいますし,そもそも自作ソフトウェアから使う方法から使う方法で何をしよう？はアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？きな方法が使える？いように保護してあるでしてあるで何をしよう？
しょう.

WEBサーバーを使ってみよう立てるか？てるか？
ラズベリーパイを使ってみようを使ってみようWEBサーバーにすることが使える？で何をしよう？きます.定期的にHTMLファイを使ってみようル送信は？を使ってみよう書いた通り迷惑メールを減らすためにき換えて見せたせた
り口でさまよえる全ての子羊たち,CGIを使ってみよう使ってみようってアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法されるたびにデータ送信？を使ってみよう更新したり口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？きます.最新のサーバー経由でデータ送信？ネットショップのサーバー経由でデータ送信？ように,

美しくかつダイナミックに表示が変わるシステムを構築することもできますしくかつダ付けイを使ってみようナミックをどう使う？に表示しますが使える？変わるシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みを使ってみよう構築することもできますすることもで何をしよう？きます.

問題はは,外から使う方法ラズベリーパイを使ってみようにアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法する方法が使える？を使ってみよう用する意するするところで何をしよう？す.学ぶ校でも企業でもで何をしよう？も企業でもで何をしよう？も,メンテナン
スをソフトウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？いい加モジュールのインストール減らすためにな方法が使える？サーバーが使える？乗っ取られて悪事に転用されるのを防ぐためっ取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますら使う方法れて悪事ができるに転用するされるのサーバー経由でデータ送信？を使ってみよう防ぐためぐため,外から使う方法簡単ににアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？きる
サーバーを使ってみよう増やすことを嫌いますやネットワークサービスに認証手続きは必須すことを使ってみよう嫌いますいます.サーバー設置の異常報告やのサーバー経由でデータ送信？申請は手続き上可能かもしれませんがは手続きは必須き上の認証を一括管理する試み可能かもしれませんが使える？,侵入り口でさまよえる全ての子羊たち者は悩んで当たり前対策とと
してネットワークをどう使う？に詳しい管理者を常時貼り付けるように要求されることでしょうしい管理も面倒くさい者は悩んで当たり前を使ってみよう常時貼り付けるように要求されることでしょうり口でさまよえる全ての子羊たち付けけるように要求されることでしょうされることで何をしよう？しょう.イを使ってみようンタ送信？ーネット全ての子羊たち
体の構成をから使う方法アから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？きるWEBサービスをソフトウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？構築することもできますと運営はは,専門家ではないのでにまかせておいたほうが使える？良さそうですさそうで何をしよう？す.



民間会社のサーバー経由でデータ送信？の実験の素　第サーバー経由でデータ送信？で温度計データ送信？送信は？？
自前で何をしよう？メール送信は？やネットワークサービスに認証手続きは必須WEBのサーバー経由でデータ送信？サーバーを使ってみよう用する意するするのサーバー経由でデータ送信？が使える？難しすぎた）分野に挑戦してみましょうしいのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,イを使ってみようンタ送信？ーネットにあるサーバーを使ってみよう利用するし
てしまいましょう.

図 4で何をしよう？は,Twitterを使ってみよう例に取り上げますに取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますり口でさまよえる全ての子羊たち上の認証を一括管理する試みげます.もともとTwitterはブラウザから人間がメッセージを送信するシから使う方法人間が使える？メッセージを使ってみよう送信は？するシ
スをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みで何をしよう？したが使える？,APIが使える？公開されているのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？ソフトウェアから使う方法から使う方法メッセージ送信は？することもで何をしよう？きま
す.Twitter以外のサーバー経由でデータ送信？会社のサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？サービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう使ってみようう時には,設定手順が使える？サービスをソフトウェアから使う方法ごとに違いますいますが使える？,動作原理も面倒くさいは一緒
で何をしよう？す.

<図 4>

基礎知識 1　Twitterの実験の素　第サービスをソフトウェアから使う方を使ってみようソフトウェアから使う方から使う方使ってみようう方
法が使える？

Twitterのサーバー経由でデータ送信？サービスをソフトウェアから使う方法を使ってみようソフトウェアから使う方法から使う方法利用するで何をしよう？きるように,利用する方法が使える？（API）が使える？公開されています.

そもそも,人間が使える？メッセージを使ってみようやネットワークサービスに認証手続きは必須り口でさまよえる全ての子羊たちとり口でさまよえる全ての子羊たちするサービスをソフトウェアから使う方法だったTwitterにな方法が使える？ぜ温度計なんて簡単なものを作るの？ソフトウェアから使う方法から使う方法投稿がでが使える？で何をしよう？
きるのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？しょうか.運営は会社のサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？人に確認したわけで何をしよう？はな方法が使える？いのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？想像になりますがにな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちますが使える？,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回作成したシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組み
のサーバー経由でデータ送信？ように,機械から定期的にメッセージを送ることができるとさらに便利になるからだと思いまから使う方法定期的にメッセージを使ってみよう送ることが使える？で何をしよう？きるとさら使う方法に便利にな方法が使える？るから使う方法だと思っていますいま
す.Twitterが使える？始めたことでなくてもめたことで何をしよう？な方法が使える？くても,似たようなサービスを提供するどこかたような方法が使える？サービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう提供するどこかするどこか 1社のサーバー経由でデータ送信？が使える？APIを使ってみよう公開すると,同じ室内のパソコンに届けておしまいでし



業でも他の基礎知識のうち社のサーバー経由でデータ送信？はユーザから人間がメッセージを送信するシーに乗っ取られて悪事に転用されるのを防ぐためり口でさまよえる全ての子羊たち換えら使う方法れな方法が使える？いように同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単にサービスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？対抗する必要がありますする必要が使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.

TwitterもAPIを使ってみよう使ってみよううには認証が必要が使える？必要
Twitterのサーバー経由でデータ送信？APIも認証が必要手続きは必須きが使える？必要で何をしよう？す.そうしな方法が使える？いと,誰かのアカウントを悪人が利用して広告を連続かのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法カウントを使ってみよう悪人が使える？利用するして広告やを使ってみよう連続きは必須
して発信は？するな方法が使える？ど,みんな方法が使える？に迷惑メールを減らすためにを使ってみようかけることが使える？可能で何をしよう？す.TwitterはOAuthという外部のサーバー経由でデータ送信？認証が必要サービスをソフトウェアから使う方法
を使ってみよう利用するしています.

数年前MashUpって流行っているよねったの実験の素　第覚えている？えている？
Web2.0な方法が使える？んてバズワードが使える？流行っているよねった頃にで何をしよう？しょうか.MashUpという遊びが流行りましたびが使える？流行っているよねり口でさまよえる全ての子羊たちました.Twitterのサーバー経由でデータ送信？
APIやネットワークサービスに認証手続きは必須そのサーバー経由でデータ送信？同じ室内のパソコンに届けておしまいでし類を使ってみよう利用するして,付け加モジュールのインストール価値を付けたサービスを提供するアイディア勝負のことですを使ってみよう付けけたサービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう提供するどこかするアから使う方法イを使ってみようディアから使う方法勝負のことですのサーバー経由でデータ送信？ことで何をしよう？す.イを使ってみようンタ送信？ー
ネット上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？天気予報情報を使ってみようプログラムを認証する仕組みに検索させてさせて,集したデータをまった情報を使ってみようTwitterに流すシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みな方法が使える？ど,お手
軽でちょっと便利なシステムをみんなが競い合って作っていましたで何をしよう？ちょっと便利な方法が使える？シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みを使ってみようみんな方法が使える？が使える？競い合って作っていましたい合って作っていましたって作っていました.

今やネットワークサービスに認証手続きは必須で何をしよう？は流行っているよねが使える？終わってわって,Twitterのサーバー経由でデータ送信？APIはこのサーバー経由でデータ送信？記事ができるのサーバー経由でデータ送信？ような方法が使える？地味の電子工作でハンダ付けして使う人もいるな方法が使える？工作に使ってみようわれています.

基礎知識 2　今やネットワークサービスに認証手続きは必やネットワークサービスに認証手続きは必ネットワークをどう使う？サービスをソフトウェアから使う方に認証が必要手続きは必きは必
須

認証が必要手続きは必きとは？
認証が必要手続きは必須きを使ってみよう簡単にに言うと今回使用するうと,ネットショップで何をしよう？買い物するときなどにい物が利用している技術のうちするときな方法が使える？どに,ユーザから人間がメッセージを送信するシーのサーバー経由でデータ送信？名前とパスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみよう入り口でさまよえる全ての子羊たち
力が足りませんしな方法が使える？いとアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？きな方法が使える？い仕組みみで何をしよう？す.

認証が必要手続きは必きは何をしよう？の実験の素　第ため？
ネットワークをどう使う？サービスをソフトウェアから使う方法が使える？一般の人が使えるコンピューターを考えてみましょうのサーバー経由でデータ送信？人に普及した時した時,大きな方法が使える？問題はが使える？見せたつかり口でさまよえる全ての子羊たちました.迷惑メールを減らすためにメール送信は？送信は？者は悩んで当たり前やネットワークサービスに認証手続きは必須,他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？
ユーザから人間がメッセージを送信するシーにな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちすまして他の基礎知識のうち人に損害を与える悪意あるユーザーの存在ですを使ってみよう与える悪意あるユーザーの存在ですえる悪意するあるユーザから人間がメッセージを送信するシーのサーバー経由でデータ送信？存在で何をしよう？す.

今やネットワークサービスに認証手続きは必須のサーバー経由でデータ送信？人は,「な方法が使える？んで何をしよう？最初から使う方法悪意するあるユーザから人間がメッセージを送信するシーによる妨害を与える悪意あるユーザーの存在ですを使ってみよう想定していな方法が使える？かったのサーバー経由でデータ送信？？」と疑問に思っていますうで何をしよう？
しょうが使える？,そもそもイを使ってみようンタ送信？ーネット基礎技術のうちのサーバー経由でデータ送信？開発を使ってみよう始めたことでなくてもめた頃には,世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たち中が使える？つな方法が使える？が使える？るな方法が使える？んて夢のまた夢でのサーバー経由でデータ送信？また夢のまた夢でで何をしよう？
した.とり口でさまよえる全ての子羊たちあえず学ぶ校でも企業でも内のサーバー経由でデータ送信？コンピュータ送信？ーだけを使ってみようつな方法が使える？ぐ時で何をしよう？も,目は先のサーバー経由でデータ送信？技術のうち的問題はを使ってみよう山ほど解決することほど解決することすること
が使える？必要で何をしよう？した.世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たち中を使ってみようつな方法が使える？ぐためには,新しい技術のうちのサーバー経由でデータ送信？発明やネットワークサービスに認証手続きは必須,法が使える？律の整備のサーバー経由でデータ送信？整備,ネットワークをどう使う？を使ってみよう運営はするため
のサーバー経由でデータ送信？会社のサーバー経由でデータ送信？設立てるか？,ユーザから人間がメッセージを送信するシーから使う方法ネットワークをどう使う？イを使ってみようンフラ維持費を徴収する仕組みの考案と周知などを使ってみよう徴の一つは収する仕組みみのサーバー経由でデータ送信？考案と周知などと周知な方法が使える？ど,超えなけれえな方法が使える？けれ
ばな方法が使える？ら使う方法な方法が使える？い壁がたくさんあったのですが使える？たくさんあったのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？す.悪意するあるユーザから人間がメッセージを送信するシーへのサーバー経由でデータ送信？対策とは,結果として後回しになってしまいとして後から勉強のために読み返してもよいでしょう回しにな方法が使える？ってしまい
ました.

後から勉強のために読み返してもよいでしょう回しにな方法が使える？ったものサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？,で何をしよう？きる限りの対策を打たなくてはなりませんり口でさまよえる全ての子羊たちのサーバー経由でデータ送信？対策とを使ってみよう打たなくてはなりませんたな方法が使える？くてはな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちません.

そこで何をしよう？,イを使ってみようンタ送信？ーネットのサーバー経由でデータ送信？サーバーを使ってみよう使ってみよううときは,認証が必要手続きは必須きが使える？必要な方法が使える？仕組みみを使ってみよう作り口でさまよえる全ての子羊たち上の認証を一括管理する試みげたのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？す.

今やネットワークサービスに認証手続きは必須で何をしよう？は,メール送信は？のサーバー経由でデータ送信？読み書いた通り迷惑メールを減らすためにきも,WEBサーバーのサーバー経由でデータ送信？プライを使ってみようベート領域へのアクセスもへのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法も,そのサーバー経由でデータ送信？他の基礎知識のうちもろもろのサーバー経由でデータ送信？イを使ってみようン



タ送信？ーネットサービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう利用するするときも,パソコンを使ってみよう起動した時のサーバー経由でデータ送信？ようにユーザから人間がメッセージを送信するシー名とパスをソフトウェアから使う方法ワード入り口でさまよえる全ての子羊たち力が足りませんが使える？
必要で何をしよう？す.

認証が必要手続きは必きは面倒くさいくさい
パスをソフトウェアから使う方法ワードによる制限りの対策を打たなくてはなりませんは,完璧ではありませんで何をしよう？はあり口でさまよえる全ての子羊たちません.パスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみよう忘れる人がいるでしょうしれる人が使える？いるで何をしよう？しょうし,パスをソフトウェアから使う方法ワードが使える？通
信は？路を使ってみよう伝えようわっていく途中へ,盗み見る仕組みをこっそり埋め込む悪人もいるでしょうみ見せたる仕組みみを使ってみようこっそり口でさまよえる全ての子羊たち埋め込む悪人もいるでしょうめ込めも簡単にむ悪人もいるでしょう悪人もいるで何をしよう？しょう.『HTTPSによる
暗号化通信は？を使ってみよう使ってみようえば途中で何をしよう？盗み見る仕組みをこっそり埋め込む悪人もいるでしょうみ見せたら使う方法れる心配は無い』と考えるかもしれませんが使える？,途中のサーバー経由でデータ送信？回線に違います法が使える？で何をしよう？
ちょっと複雑な方法が使える？仕組みみを使ってみよう割りこませればり口でさまよえる全ての子羊たちこませれば,盗み見る仕組みをこっそり埋め込む悪人もいるでしょうみ見せたることも絶対不可能で何をしよう？はあり口でさまよえる全ての子羊たちません.セキュリティのサーバー経由でデータ送信？防ぐため
御する技術のうちに完璧ではありませんはな方法が使える？く,常に攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えよう撃技術のうちとのサーバー経由でデータ送信？いたちごっこを使ってみよう続きは必須ける運命にありますにあり口でさまよえる全ての子羊たちます.

またパスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみよう管理も面倒くさいする側からはから使う方法は,いろいろと指示しますが使える？きます.

• 8文字以上の認証を一括管理する試みにしろ（逆をやっているに文字数上の認証を一括管理する試み限りの対策を打たなくてはなりませんが使える？あって 5文字以上の認証を一括管理する試み入り口でさまよえる全ての子羊たちら使う方法な方法が使える？いケースをソフトウェアから使う方法も）
• メモを使ってみよう取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますら使う方法ずに暗記しろ
• アから使う方法ル送信は？ファベット大文字と小文字と数字と記号を使ってみようそれぞれ最低 1文字は含めろ（場合によってはめろ（場合って作っていましたによっては
記号が使える？入り口でさまよえる全ての子羊たち力が足りませんで何をしよう？きな方法が使える？いケースをソフトウェアから使う方法やネットワークサービスに認証手続きは必須,大文字/小文字を使ってみよう区別しな方法が使える？いシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みも）

• 2週間毎にパスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみよう変更しろ
• 過去に使用したパスワードをに使ってみよう用するしたパスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみよう 2度と使ってみよううな方法が使える？
• 一つのサーバー経由でデータ送信？パスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみよう別のサーバー経由でデータ送信？サイを使ってみようトと共通に使ってみよううな方法が使える？
• 自分のサーバー経由でデータ送信？誕生さんに電子工作の楽しさを伝えよう日を使ってみようパスをソフトウェアから使う方法ワードに使ってみよううな方法が使える？
• 辞書いた通り迷惑メールを減らすためにに載っている単語は使うなっている単に語の準備は使ってみよううな方法が使える？
• 入り口でさまよえる全ての子羊たち力が足りませんするときはCAPSキーやネットワークサービスに認証手続きは必須仮名漢字変換のサーバー経由でデータ送信？状態を確認せよを使ってみよう確認せよ

はっきり口でさまよえる全ての子羊たち言うと今回使用するって,こんな方法が使える？条件を全部守ってネットショップを使ってみよう全ての子羊たち部守ってネットショップってネットショップ 10箇所にアから使う方法カウントを使ってみよう作ったとしたら使う方法,筆者は悩んで当たり前
は全ての子羊たち部を使ってみよう管理も面倒くさいしきれません.

個人情報管理も面倒くさいも面倒くさいくさい
ネットショップは,パスをソフトウェアから使う方法ワードだけで何をしよう？な方法が使える？く住所氏名な方法が使える？どのサーバー経由でデータ送信？個人情報も入り口でさまよえる全ての子羊たち力が足りませんさせます.通信は？販売ならばな方法が使える？ら使う方法ば,商品
発送先のサーバー経由でデータ送信？情報が使える？必要な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？はわかり口でさまよえる全ての子羊たちます.で何をしよう？も,性別,年齢,血液型コンピューターなのですな方法が使える？ど聞いてどうするのでしょうか？いてどうするのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？しょうか？
引っ越しするとっ越しするとしすると,住所を使ってみよう登録するした全ての子羊たちてのサーバー経由でデータ送信？サイを使ってみようトで何をしよう？,再入り口でさまよえる全ての子羊たち力が足りませんが使える？必要にな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.実世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？も住民票や印鑑証明やネットワークサービスに認証手続きは必須印鑑証が必要明
のサーバー経由でデータ送信？移動やネットワークサービスに認証手続きは必須ら使う方法,郵便局,銀行っているよね,NHK,クをどう使う？レジットカード会社のサーバー経由でデータ送信？,総合って作っていました通信は？局（ハムを認証する仕組み局免の移動）などへの住所変更のサーバー経由でデータ送信？移動）な方法が使える？どへのサーバー経由でデータ送信？住所変更
連絡が必要なのにが使える？必要な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？に,さら使う方法にオンライを使ってみようンで何をしよう？住所変更を使ってみようしな方法が使える？ければな方法が使える？ら使う方法な方法が使える？いのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？す.一括管理も面倒くさいで何をしよう？きたら使う方法楽しさを伝えようで何をしよう？す
よね.



基礎知識 3　イを使ってみようンタ送信？ーネット上の認証を一括管理する試みの実験の素　第認証が必要を使ってみよう一括管理も面倒くさいする試みみ
認証が必要と個人情報管理も面倒くさいを使ってみようイを使ってみようンタ送信？ーネット上の認証を一括管理する試みで何をしよう？一括管理も面倒くさいしようという試みみは,とっくのサーバー経由でデータ送信？昔に始まっていますに始めたことでなくてもまっています.

パソコンを使ってみよう立てるか？ち上の認証を一括管理する試みげて,いつものサーバー経由でデータ送信？ポータ送信？ル送信は？（Twitterで何をしよう？もYahooで何をしよう？も）にパスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみよう入り口でさまよえる全ての子羊たちれてログイを使ってみようン
したら使う方法,そのサーバー経由でデータ送信？他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？サイを使ってみようトに移動してもすで何をしよう？にログイを使ってみようン済みとして扱われるサービスですみとして扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますわれるサービスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？す.

<図 5>

有名な方法が使える？ところで何をしよう？は,Open ID Connectな方法が使える？どが使える？提案と周知などされています.すで何をしよう？に実用する化のサーバー経由でデータ送信？段階なのですがな方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？すが使える？,複数のサーバー経由でデータ送信？
方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりが使える？提案と周知などされていて相互乗っ取られて悪事に転用されるのを防ぐためり口でさまよえる全ての子羊たち入り口でさまよえる全ての子羊たちれが使える？面倒くさいだったり口でさまよえる全ての子羊たち,仕様が巨大で実装が難しくが使える？巨大で何をしよう？実装が使える？難しすぎた）分野に挑戦してみましょうしく,利用するするだけで何をしよう？もネッ
トショップのサーバー経由でデータ送信？実装者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？手にあまるようで何をしよう？す.

またネットのサーバー経由でデータ送信？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？は,認証が必要に限りの対策を打たなくてはなりませんら使う方法ず年中新しいサービスをソフトウェアから使う方法やネットワークサービスに認証手続きは必須新しい規格が提案されていますが使える？提案と周知などされています.ネットサー
ビスをソフトウェアから使う方法実装者は悩んで当たり前としてそのサーバー経由でデータ送信？全ての子羊たちてを使ってみようキャッチアから使う方法ップしていくのサーバー経由でデータ送信？は,大変で何をしよう？す.ネットサービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう作る側からはだって,

「認証が必要シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みを使ってみよう誰かのアカウントを悪人が利用して広告を連続かが使える？一括して管理も面倒くさいしてくれればよいのサーバー経由でデータ送信？に」と思っていますっています.

一括管理も面倒くさいで温度計悪人の実験の素　第封じ込めも簡単にじ込めも簡単に込めも簡単にめも簡単にに
これら使う方法のサーバー経由でデータ送信？一括管理も面倒くさいのサーバー経由でデータ送信？利点はは,ログイを使ってみようンのサーバー経由でデータ送信？手間を使ってみよう省いただけではありませんいただけで何をしよう？はあり口でさまよえる全ての子羊たちません.

ある日突然,ネットショップのサーバー経由でデータ送信？オーナーが使える？悪意するある人物が利用している技術のうちに入り口でさまよえる全ての子羊たちれ替わって悪さを始めてもわって悪さを使ってみよう始めたことでなくてもめても,外部のサーバー経由でデータ送信？人間が使える？気
づいた瞬間にそのサーバー経由でデータ送信？ネットショップだけを使ってみよう一括管理も面倒くさいシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みから使う方法切り離す機能を持ちますり口でさまよえる全ての子羊たち離す機能を持ちますす機能を使ってみよう持ちます.



オーナーが使える？変わら使う方法な方法が使える？くても,ユーザから人間がメッセージを送信するシーのサーバー経由でデータ送信？気が使える？変わってそのサーバー経由でデータ送信？ネットショップを使ってみよう使ってみようわな方法が使える？いと決することめたら使う方法,利用する者は悩んで当たり前
本人が使える？手続きは必須きすることで何をしよう？一人分だけアから使う方法カウントを使ってみよう無効化するように設定変更が使える？で何をしよう？きます.

個人情報の実験の素　第コントロールもこまめに
個人情報全ての子羊たち部を使ってみよう一括管理も面倒くさいしていても,ネットショップで何をしよう？買い物するときなどにい物が利用している技術のうちするときに,最低限りの対策を打たなくてはなりません必要な方法が使える？一部情報だけを使ってみよう
渡すことができますすことが使える？で何をしよう？きます.鉄道の切符を予約するときにのサーバー経由でデータ送信？切り離す機能を持ちます符を予約するときにを使ってみよう予約するときに,身長や体重の情報は不要だから渡さなくて済むのでやネットワークサービスに認証手続きは必須体の構成を重のサーバー経由でデータ送信？情報は不要だから使う方法渡すことができますさな方法が使える？くて済みとして扱われるサービスですむ悪人もいるでしょうのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？
す.

一括管理も面倒くさいの実験の素　第急所
パスをソフトウェアから使う方法ワードやネットワークサービスに認証手続きは必須個人情報を使ってみよう一括管理も面倒くさいしている会社のサーバー経由でデータ送信？が使える？悪意するある人物が利用している技術のうちに乗っ取られて悪事に転用されるのを防ぐためっ取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますら使う方法れたら使う方法どうな方法が使える？るで何をしよう？しょう
か？
それが使える？成功などをインターネットを経由して移動中のスマートフォンで確認する状況を想定していますしたら使う方法,大問題はで何をしよう？す.別のサーバー経由でデータ送信？サービスをソフトウェアから使う方法においても乗っ取られて悪事に転用されるのを防ぐためっ取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますら使う方法れると危険な会社としてな方法が使える？会社のサーバー経由でデータ送信？として,以下に示しますが使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちま
す.

• パソコンな方法が使える？どのサーバー経由でデータ送信？OSを使ってみよう作っている会社のサーバー経由でデータ送信？（パスをソフトウェアから使う方法ワード入り口でさまよえる全ての子羊たち力が足りません時のサーバー経由でデータ送信？キーボードやネットワークサービスに認証手続きは必須ネットワークをどう使う？に出て
行っているよねく通信は？が使える？暗号化される前を使ってみよう見せたているのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？）

• ブラウザから人間がメッセージを送信するシを使ってみよう作っている会社のサーバー経由でデータ送信？（暗号化する前のサーバー経由でデータ送信？パスをソフトウェアから使う方法ワードを使ってみようキーボードから使う方法受け取るので）け取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりまするのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？）
• Verisignな方法が使える？どのサーバー経由でデータ送信？暗号化通信は？に必要な方法が使える？証が必要明書いた通り迷惑メールを減らすためにを使ってみよう管理も面倒くさいしている会社のサーバー経由でデータ送信？（暗号化通信は？のサーバー経由でデータ送信？安め全ての子羊たち性を使ってみよう担保し
ているのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？）

• イを使ってみようンタ送信？ーネットのサーバー経由でデータ送信？DNSを使ってみよう管理も面倒くさいしている組み織な方法が使える？ど（接続きは必須先のサーバー経由でデータ送信？サーバーを使ってみようこっそり口でさまよえる全ての子羊たち代は替わって悪さを始めてもマシンに
差し替えることが可能なので）し替わって悪さを始めてもえることが使える？可能な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？）

過去に使用したパスワードをには,某国で開発されたフリーソフトの中にで何をしよう？開発されたフリーソフトのサーバー経由でデータ送信？中に,何をしよう？度も違います法が使える？な方法が使える？データ送信？収集したデータをのサーバー経由でデータ送信？仕組みみが使える？見せたつかったことも
あり口でさまよえる全ての子羊たちます.

そこで何をしよう？,簡単にには乗っ取られて悪事に転用されるのを防ぐためっ取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますら使う方法れな方法が使える？いように,また乗っ取られて悪事に転用されるのを防ぐためっ取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますら使う方法れた場合って作っていましたすぐわかるように,重要な方法が使える？情報を使ってみよう扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますう会社のサーバー経由でデータ送信？
は経営はを使ってみよう透明化することが使える？求されることでしょうめら使う方法れます.

厳密に言うと今回使用するに言うと今回使用するうと今やネットワークサービスに認証手続きは必回使ってみよう用するするOAuthは人の実験の素　第認証が必要で温度計はな方法が使える？くてプログラ
ムを認証する仕組みを使ってみよう認証が必要する仕組みみ

ここまで何をしよう？認証が必要のサーバー経由でデータ送信？話は,人間が使える？どこかのサーバー経由でデータ送信？サービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう利用するする状況を想定していますを使ってみよう想定してきました.

で何をしよう？も,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回はプログラムを認証する仕組みが使える？自動的にTwitterにアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法するわけで何をしよう？あって,だれか人間が使える？Twitterにアから使う方法クをどう使う？セ
スをソフトウェアから使う方法するのサーバー経由でデータ送信？とはちょっと違いますいます.許可を使ってみよう求されることでしょうめるのサーバー経由でデータ送信？が使える？,人で何をしよう？はな方法が使える？くてプログラムを認証する仕組みな方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？す.MashUpのサーバー経由でデータ送信？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たち
で何をしよう？は,プログラムを認証する仕組みに特定のサーバー経由でデータ送信？ユーザから人間がメッセージを送信するシーが使える？結びついていな方法が使える？いかもしれませんし,大勢のユーザーが同時に同じのサーバー経由でデータ送信？ユーザから人間がメッセージを送信するシーが使える？同じ室内のパソコンに届けておしまいでし時に同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単に
サービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう利用するするかもしれません.そんな方法が使える？時に,プログラムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？一括認証が必要を使ってみよう担当たり前で何をしよう？きるのサーバー経由でデータ送信？が使える？OAuthな方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？
で何をしよう？す.

このサーバー経由でデータ送信？辺の話はよく理解できなくてものサーバー経由でデータ送信？話はよく理も面倒くさい解で何をしよう？きな方法が使える？くても,『プログラムを認証する仕組みから使う方法Twitterに投稿がでするためには,OAuthという認証が必要



を使ってみよう通るのサーバー経由でデータ送信？が使える？お約束にな方法が使える？っている』とだけ理も面倒くさい解してください.

マイを使ってみようナンバーの実験の素　第情報管理も面倒くさいはイを使ってみようンタ送信？ーネット最先端の真逆をやっていの実験の素　第真逆をやっていを使ってみようやネットワークサービスに認証手続きは必ってい
る

マイを使ってみようナンバーシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みは,管理も面倒くさい組み織が使える？秘密に言うと今回使用するで何をしよう？,被雇用する者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？個人情報を使ってみよう全ての子羊たち国で開発されたフリーソフトの中にのサーバー経由でデータ送信？事ができる業でも所に分散管理も面倒くさいさせるな方法が使える？ど,

今やネットワークサービスに認証手続きは必須まで何をしよう？説明してきたイを使ってみようンタ送信？ーネット上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？一括管理も面倒くさいのサーバー経由でデータ送信？真逆をやっているを使ってみようやネットワークサービスに認証手続きは必須っています.

筆者は悩んで当たり前には,個人情報のサーバー経由でデータ送信？積極的漏洩を意図したシステム設計にしか見えませんを使ってみよう意する図したシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組み設計を作ろうにしか見せたえません.

工作手順 1　そうだ I2C温度計を使ってみよう作ろう
何をしよう？を使ってみよう作ったの実験の素　第？
今やネットワークサービスに認証手続きは必須回作ったのサーバー経由でデータ送信？は,温度計を作ろうで何をしよう？す.温度センサーと液晶をラズベリーパイから制御する表示しますのサーバー経由でデータ送信？ 2つのサーバー経由でデータ送信？部品を使ってみようラズベリーパイを使ってみようにつな方法が使える？ぎ,コント
ロール送信は？します.

収集したデータをしたデータ送信？はTwitter経由でデータ送信？で何をしよう？どこにいてもスをソフトウェアから使う方法マートフォンから使う方法見せたることが使える？で何をしよう？きます.

作成したものサーバー経由でデータ送信？は,大きく分けて 3つで何をしよう？す.

• ラズベリーパイを使ってみようにつな方法が使える？いで何をしよう？温度を使ってみよう収集したデータをし,液晶をラズベリーパイから制御する表示しますする回路
• ラズベリーパイを使ってみようから使う方法上の認証を一括管理する試み記回路を使ってみようコントロール送信は？するソフトウェアから使う方法
• 回路から使う方法収集したデータをした情報を使ってみようTwitter経由でデータ送信？で何をしよう？通知するソフトウェアから使う方法

な方法が使える？ぜ温度計なんて簡単なものを作るの？温度計な方法が使える？んて簡単にな方法が使える？もの実験の素　第を使ってみよう作るの実験の素　第？
今やネットワークサービスに認証手続きは必須回作成した回路とソフトウェアから使う方法は,くり口でさまよえる全ての子羊たち返してもよいでしょうし温度を使ってみよう測って液晶をラズベリーパイから制御する表示しますするだけのサーバー経由でデータ送信？機能しかあり口でさまよえる全ての子羊たちません.お
店で液晶表示の温度計を買ってくればで何をしよう？液晶をラズベリーパイから制御する表示しますのサーバー経由でデータ送信？温度計を作ろうを使ってみよう買い物するときなどにってくれば 1000円くらいでしょうくら使う方法いで何をしよう？しょう.な方法が使える？ぜ温度計なんて簡単なものを作るの？高い部品を使ってみよう使ってみようって簡単にな方法が使える？ものサーバー経由でデータ送信？を使ってみよう作る
のサーバー経由でデータ送信？かというと,ここが使える？ゴール送信は？で何をしよう？はな方法が使える？くて改造のためのスタートだからですのサーバー経由でデータ送信？ためのサーバー経由でデータ送信？スをソフトウェアから使う方法タ送信？ートだから使う方法で何をしよう？す.

ソフトウェアから使う方法を使ってみよう追加モジュールのインストールすれば,定期的に温度を使ってみよう記録するすることが使える？で何をしよう？きます.ネットワークをどう使う？経由でデータ送信？で何をしよう？パソコンに
データ送信？を使ってみよう送ることもで何をしよう？きます.温度センサーを使ってみよう細菌培養などの実験装置の中に入れればな方法が使える？どのサーバー経由でデータ送信？実験の素は装置の異常報告やのサーバー経由でデータ送信？中に入り口でさまよえる全ての子羊たちれれば,実験の素は装置の異常報告やのサーバー経由でデータ送信？温度
監視をして温度異常をアラームやメールで知らせることだってできますを使ってみようして温度異常を使ってみようアから使う方法ラームを認証する仕組みやネットワークサービスに認証手続きは必須メール送信は？で何をしよう？知ら使う方法せることだってで何をしよう？きます.家ではないので庭の台所にあるレンジフーのサーバー経由でデータ送信？台でデータ収集から統計処理まで出来るので重宝します所にあるレンジフー
ドに温度センサーを使ってみようつければ,ガスをソフトウェアから使う方法調理も面倒くさい器とヘッドフォンくらいのサーバー経由でデータ送信？消し忘れを検出できますしし忘れる人がいるでしょうしれを使ってみよう検出で何をしよう？きますし,居室に置の異常報告やいて熱射病警告やもで何をしよう？き
そうで何をしよう？す.ラズベリーパイを使ってみようから使う方法ネット経由でデータ送信？で何をしよう？,警告やを使ってみようメール送信は？で何をしよう？送ることだって可能で何をしよう？す.

いろいろな方法が使える？ソフトウェアから使う方法,ハードウェアから使う方法と組みみ合って作っていましたわせてどんどん発展できるのがで何をしよう？きるのサーバー経由でデータ送信？が使える？,電子工作のサーバー経由でデータ送信？楽しさを伝えようしいとこ
ろで何をしよう？す.

で何をしよう？も最初から使う方法機能を使ってみよう欲張が可能ってしまうと,な方法が使える？かな方法が使える？か完成しません.実は筆者は悩んで当たり前も機能を使ってみよう欲張が可能ってしまう方で何をしよう？す.

電子工作を使ってみよう始めたことでなくてもめる前に,『まだ誰かのアカウントを悪人が利用して広告を連続も作ったことのサーバー経由でデータ送信？な方法が使える？いシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みを使ってみよう作ろう』と無茶な計画をしてしまうたな方法が使える？計を作ろう画を使ってみようしてしまうた
めに,未完成で何をしよう？放り出した電子工作がたくさんありますり口でさまよえる全ての子羊たち出した電子工作が使える？たくさんあり口でさまよえる全ての子羊たちます.そのサーバー経由でデータ送信？うち,自宅に通知していましたにある未完成基板にハンダ付けのサーバー経由でデータ送信？山ほど解決することに埋め込む悪人もいるでしょうもれて



窒息死してしまうかもしれませんしてしまうかもしれません.

読者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？皆さんはさんは,無茶な計画をしてしまうたを使ってみようしな方法が使える？いで何をしよう？少しづつ違うでしょうしづつ機能を使ってみよう拡張が可能したほうが使える？良さそうですいと思っていますいます.

工作手順 2　温度センサーと液晶をラズベリーパイから制を使ってみようラズベリーパイを使ってみようから使う方制
御するする

完成形
完成写真を使ってみようみてもら使う方法いましょう.

<図 6>

右にある緑の名刺サイズ基板がラズベリーパイにある緑の名刺サイズ基板がラズベリーパイのサーバー経由でデータ送信？名刺サイズサイを使ってみようズ基板にハンダ付けが使える？ラズベリーパイを使ってみよう 3で何をしよう？す.そこから使う方法ケーブル送信は？を使ってみよう引っ越しするとっ張が可能って,穴がたくさん空が使える？たくさん空
いた白い基板の上に回路を作りましたい基板にハンダ付けのサーバー経由でデータ送信？上の認証を一括管理する試みに回路を使ってみよう作り口でさまよえる全ての子羊たちました.このサーバー経由でデータ送信？白い基板の上に回路を作りましたい基板にハンダ付けを使ってみようブレッドボードと呼びますびます.ブレッドボードを使ってみよう使ってみよう
うと,ハンダ付け付けけしな方法が使える？くてもいろんな方法が使える？部品を使ってみよう組みみ合って作っていましたわせることが使える？で何をしよう？きます.

接続きは必
ラズベリーパイを使ってみよう本体の構成をとブレッドボードのサーバー経由でデータ送信？間は,カラフル送信は？な方法が使える？平たいケーブルと赤いたいケーブル送信は？と赤いい T字型コンピューターなのですのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法ダ付けプタ送信？で何をしよう？つ
な方法が使える？が使える？っています.ラズベリーパイを使ってみようから使う方法出ている 40本のサーバー経由でデータ送信？信は？号（中には電源線が使える？あったり口でさまよえる全ての子羊たち,おな方法が使える？じ込めも簡単に信は？号が使える？複
数ピンにつな方法が使える？が使える？っていたり口でさまよえる全ての子羊たちします）を使ってみよう一度に接続きは必須で何をしよう？きるのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？すが使える？,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回は 4本しか使ってみよういません.たった 4

本を使ってみようつな方法が使える？ぐだけで何をしよう？電源供するどこか給と信号の送受信ができるのがと信は？号のサーバー経由でデータ送信？送受け取るので）信は？が使える？で何をしよう？きるのサーバー経由でデータ送信？が使える？,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回使ってみよう用するした I2Cという通信は？規格が提案されていますのサーバー経由でデータ送信？良さそうですい所で何をしよう？
す.



＜図 7>

写真を使ってみような方法が使える？ぞった 4色はは,以下に示しますのサーバー経由でデータ送信？接続きは必須を使ってみよう示しますします.

黒＝GND

赤い＝3.3V電源
緑の名刺サイズ基板がラズベリーパイ＝I2Cデータ送信？線
青＝I2Cクをどう使う？ロックをどう使う？線

回路図

＜図 8>



電子工作としてはシンプル送信は？な方法が使える？方で何をしよう？す.液晶をラズベリーパイから制御するのサーバー経由でデータ送信？ 1番ピンと温度センサーのピンと温度センサーのサーバー経由でデータ送信？ 2箇所のサーバー経由でデータ送信？ピンに 印が使える？ついていま☓印がついていま

す.このサーバー経由でデータ送信？印は『どこにもつな方法が使える？が使える？な方法が使える？い』という意する味の電子工作でハンダ付けして使う人もいるで何をしよう？す.

部品
ブレッドボードのサーバー経由でデータ送信？上の認証を一括管理する試みにある部品は,以下に示しますで何をしよう？す.

• ラズベリーパイを使ってみようにつな方法が使える？ぐためのサーバー経由でデータ送信？コネクをどう使う？タ送信？
• 液晶をラズベリーパイから制御する画面
• 温度センサー
• 2個のサーバー経由でデータ送信？コンデンサー（小さな方法が使える？青い部品）
• 電線

最近の電子部品は小型化が進んでいてのサーバー経由でデータ送信？電子部品は小型コンピューターなのです化が使える？進んでいてんで何をしよう？いて,液晶をラズベリーパイから制御する画面も温度センサーもそのサーバー経由でデータ送信？ままで何をしよう？はブレッドボードにあけ
ら使う方法れた接続きは必須用するのサーバー経由でデータ送信？穴がたくさん空にささり口でさまよえる全ての子羊たちません.両方とも変換基板にハンダ付けを使ってみよう介して信は？号ピンのサーバー経由でデータ送信？間隔をブレッドボードに合わを使ってみようブレッドボードに合って作っていましたわ
せます.

部品表
今やネットワークサービスに認証手続きは必須回使ってみよう用するした部品を使ってみよう表にします.

表 2今やネットワークサービスに認証手続きは必須回のサーバー経由でデータ送信？工作のサーバー経由でデータ送信？ために購入り口でさまよえる全ての子羊たちした部品のサーバー経由でデータ送信？一覧

変換基板にハンダ付けにハンダ付け付けけ
せっかくハンダ付け付けけ不要のサーバー経由でデータ送信？ブレッドボードを使ってみよう使ってみよううのサーバー経由でデータ送信？に,変換基板にハンダ付けにハンダ付け付けけすることにな方法が使える？ってしまい
ました.

温度センサーは小さな方法が使える？緑の名刺サイズ基板がラズベリーパイのサーバー経由でデータ送信？基板にハンダ付けに載っている単語は使うなっています.このサーバー経由でデータ送信？基板にハンダ付けに 4本 x2列の足がついた部品をハンダ付けしのサーバー経由でデータ送信？足りませんが使える？ついた部品を使ってみようハンダ付け付けけし
ます.温度センサーも足りませんも I2C kitに入り口でさまよえる全ての子羊たちっています.

液晶をラズベリーパイから制御する画面はちょっと厄介で何をしよう？す.ピンのサーバー経由でデータ送信？間隔をブレッドボードに合わを使ってみよう調整して,ブレッドボードにさせるようにします.変換基板にハンダ付けを使ってみよう
別途買い物するときなどにったのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？すが使える？,大きすぎるのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？ブレッドボードにさすために変換基板にハンダ付けのサーバー経由でデータ送信？一部だけを使ってみよう切り離す機能を持ちますり口でさまよえる全ての子羊たち出します.

品目 型番 価格
Raspberry Pi3 5741

AC adaptor + USB cable 1790
Bread Board 16541102BE 1380
I2C kit MPK-TG1-CP 2839
Bread Board & Raspberry Pi con 114990080 800ピッチ変換基板にハンダ付け http://www.marutsu.co.jp/GoodsDetail. ICB-019 850ピンヘッダ付けー GB-ICP-SGL12R 47合計 13447

マルツの実験の素　第の実験の素　第サイを使ってみようトURL
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/603555/

RASPBERRYPI3M
ODELB

http://www.marutsu.co.jp/pc/i/599900/
KSY0525USB-
RASPI

http://www.marutsu.co.jp/pc/i/14851/
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/232224/
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/576038/

http://www.marutsu.co.jp/GoodsDetail.jsp?salesGoodsCode=595707&shopNo=3



切り離す機能を持ちますり口でさまよえる全ての子羊たち出した後から勉強のために読み返してもよいでしょう,変換基板にハンダ付けに液晶をラズベリーパイから制御する画面とピンヘッダ付けを使ってみようハンダ付け付けけします.ハンダ付け付けけに神経を使ってみよう使ってみようう細かい作
業でもにな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.ハンダ付け付けけ初心者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？方は,で何をしよう？きればエキスをソフトウェアから使う方法パートに手伝えようってもら使う方法ってください.

ソフトウェアから使う方を使ってみよう用する意するする
ハードウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？準備が使える？終わってわったのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,続きは必須けてソフトウェアから使う方法を使ってみよう準備します.

<図 9>

OSの実験の素　第イを使ってみようンスをソフトウェアから使う方トール
SDカードにRaspbian Jessieを使ってみようイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？します.詳しい管理者を常時貼り付けるように要求されることでしょう細な方法が使える？手順は参考文献 1,2を使ってみよう参照してくださいしてください.

I2Cの実験の素　第有効化
ソフトウェアから使う方法から使う方法 I2Cを使ってみよう使ってみようえるように,メニュー操作を使ってみようします.

追加モジュールのインストールモジュールの実験の素　第イを使ってみようンスをソフトウェアから使う方トール
i2c-toolsと python-smbusという 2つのサーバー経由でデータ送信？モジュール送信は？を使ってみよう追加モジュールのインストールイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？します.

以下に示しますのサーバー経由でデータ送信？コマンドを使ってみよう,端の真逆をやっている末から実行してくださいから使う方法実行っているよねしてください.



$ sudo apt-get install i2c-tools 
$ sudo apt-get install python-smbus 

プログラムを認証する仕組みの実験の素　第作成
ラズベリーパイを使ってみようで何をしよう？は,様が巨大で実装が難しく々な種類のプログラミング言語が使えますな方法が使える？種類のサーバー経由でデータ送信？プログラミング言うと今回使用する語の準備が使える？使ってみようえます.今やネットワークサービスに認証手続きは必須回は,Pythonという名前のサーバー経由でデータ送信？言うと今回使用する語の準備を使ってみよう
使ってみよういました.

＜図 10>

温度計を作ろうのサーバー経由でデータ送信？プログラムを認証する仕組みは(TBD)TBD)から使う方法入り口でさまよえる全ての子羊たち手してください.

このサーバー経由でデータ送信？プログラムを認証する仕組みを使ってみよう実行っているよねすると,60秒おきに温度を測定して液晶に表示しますおきに温度を使ってみよう測定して液晶をラズベリーパイから制御するに表示しますします.

プログラムを認証する仕組みの実験の素　第動作
プログラムを認証する仕組みには,日本語の準備のサーバー経由でデータ送信？コメント（コンピュータ送信？ーが使える？実行っているよねする命にあります令ではなくてプログラムを読む人間で何をしよう？はな方法が使える？くてプログラムを認証する仕組みを使ってみよう読む悪人もいるでしょう人間
向けの注意書き情報）を埋め込んでありますけのサーバー経由でデータ送信？注意する書いた通り迷惑メールを減らすためにき情報）を使ってみよう埋め込む悪人もいるでしょうめ込めも簡単にんで何をしよう？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.ざっと眺めるだけでもめるだけで何をしよう？も,中で何をしよう？行っているよねっている作業でもはな方法が使える？んとな方法が使える？く
解ると思っていますいます.

液晶をラズベリーパイから制御するのサーバー経由でデータ送信？ハードウェアから使う方法は,I2Cから使う方法コマンドを使ってみよう一つ送るたびに待ち時間が必要だったりち時間が使える？必要だったり口でさまよえる全ての子羊たち,文字表示しますで何をしよう？きるま
で何をしよう？にたくさんのサーバー経由でデータ送信？コマンドを使ってみよう送る必要が使える？あったり口でさまよえる全ての子羊たちして,使ってみよういこな方法が使える？すのサーバー経由でデータ送信？が使える？一苦労でしたで何をしよう？した.

温度センサーから使う方法は 16ビットのサーバー経由でデータ送信？情報を使ってみよう取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わります得した後から勉強のために読み返してもよいでしょう,データ送信？のサーバー経由でデータ送信？順番ピンと温度センサーのを使ってみよう入り口でさまよえる全ての子羊たちれ替わって悪さを始めてもえています.これは,I2Cのサーバー経由でデータ送信？通
信は？で何をしよう？は 8ビットごとにデータ送信？が使える？区切り離す機能を持ちますら使う方法れることと,データ送信？のサーバー経由でデータ送信？並びかたが関係してきますびかたが使える？関わる要素係の雑誌の表紙をチェックするとしてきます.コンピュータ送信？ー
が使える？扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますうデータ送信？並びかたが関係してきますびのサーバー経由でデータ送信？種別は,エンディアから使う方法ンと呼びますばれていて,チップやネットワークサービスに認証手続きは必須CPUごとにどのサーバー経由でデータ送信？並びかたが関係してきますびを使ってみよう採用するするか
決することめています.今やネットワークサービスに認証手続きは必須回のサーバー経由でデータ送信？ようにコンピュータ送信？ーと周辺の話はよく理解できなくてもLSIで何をしよう？エンディアから使う方法ンが使える？違いますうと,ソフトウェアから使う方法で何をしよう？変換す
ることにな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.



工作手順 2の実験の素　第まとめ
ラズベリーパイを使ってみように周辺の話はよく理解できなくてもLSIを使ってみよう I2C通信は？で何をしよう？つな方法が使える？いで何をしよう？簡単にな方法が使える？温度計を作ろうを使ってみよう作り口でさまよえる全ての子羊たちました.温度センサーのサーバー経由でデータ送信？代はわり口でさまよえる全ての子羊たちに
別のサーバー経由でデータ送信？ I2C方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりセンサーを使ってみよう接続きは必須すれば,温度以外のサーバー経由でデータ送信？ものサーバー経由でデータ送信？を使ってみよう測れます.回路やネットワークサービスに認証手続きは必須プログラムを認証する仕組みを使ってみよう少しづつ違うでしょうしずつ変えてみ
て,いろいろな方法が使える？応用する例に取り上げますを使ってみよう作ってみてください.

工作手順 3　収集したデータをしたデータ送信？を使ってみよう Twitterに送る
参考文献 4を使ってみようみな方法が使える？が使える？ら使う方法,同じ室内のパソコンに届けておしまいでし様が巨大で実装が難しくにシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みを使ってみようセットアから使う方法ップしましょう.こちら使う方法のサーバー経由でデータ送信？作成が使える？参考文献 4と異な方法が使える？る
のサーバー経由でデータ送信？は,イを使ってみようンタ送信？ーネットに接続きは必須する時,有線LANを使ってみよう前提にしていることで何をしよう？す.Wi-Fi経由でデータ送信？で何をしよう？繋がなくてもラズベリーパイは動くの？ぎたい場合って作っていましたは,

参考文献 4を使ってみようみてください.

工作手順 3のサーバー経由でデータ送信？スをソフトウェアから使う方法テップは,以下に示しますで何をしよう？す.

1. ラズベリーパイを使ってみようを使ってみようイを使ってみようンタ送信？ーネットにつな方法が使える？ぐ
2. Twitterのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法カウントを使ってみよう用する意するする
3. Twitterのサーバー経由でデータ送信？API使ってみよう用する許可を使ってみようもら使う方法うためアから使う方法プリケーション管理も面倒くさいサイを使ってみようトに登録するする
4. OAuth認証が必要を使ってみよう設定してTwitterのサーバー経由でデータ送信？APIを使ってみよう使ってみようう

ラズベリーパイを使ってみようを使ってみようイを使ってみようンタ送信？ーネットにつな方法が使える？ぐ
ラズベリーパイを使ってみようは,有線LAN,無線LANのサーバー経由でデータ送信？どちら使う方法から使う方法で何をしよう？もイを使ってみようンタ送信？ーネットにつな方法が使える？ぐことが使える？で何をしよう？きます.ラ
ズベリーパイを使ってみようを使ってみよう置の異常報告やく場所に合って作っていましたわせて選択してくださいしてください.



<図 11>

Twitterの実験の素　第アから使う方カウントを使ってみよう用する意するする
あな方法が使える？たが使える？すで何をしよう？にTwitterのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法カウントを使ってみよう持っていれば,そのサーバー経由でデータ送信？アから使う方法カウントを使ってみよう利用するで何をしよう？きます.別のサーバー経由でデータ送信？アから使う方法カウント
を使ってみよう追加モジュールのインストール作成してラズベリーパイを使ってみようから使う方法のサーバー経由でデータ送信？送信は？を使ってみよう投げることもで何をしよう？きます.重要な方法が使える？ことは,少しづつ違うでしょうな方法が使える？くともひとつのサーバー経由でデータ送信？
アから使う方法カウントを使ってみようラズベリーパイを使ってみようから使う方法のサーバー経由でデータ送信？送信は？のサーバー経由でデータ送信？ために用する意するすることで何をしよう？す.

参考文献 4で何をしよう？は,普段のサーバー経由でデータ送信？アから使う方法カウントと別のサーバー経由でデータ送信？アから使う方法カウントを使ってみよう用する意するすることを使ってみよう勧めていますめています.シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？不具合って作っていました
で何をしよう？間違いますえて大量のメッセージをのサーバー経由でデータ送信？メッセージを使ってみよう Twitterに送ってしまうことで何をしよう？,アから使う方法カウント停止処分にな方法が使える？る危険な会社として性が使える？ある
そうで何をしよう？す.

Twitterの実験の素　第アから使う方プリケーション管理も面倒くさいサイを使ってみようトに登録するする
イを使ってみようンタ送信？ーネットを使ってみよう検索させてすると,様が巨大で実装が難しく々な種類のプログラミング言語が使えますな方法が使える？人が使える？Twitter　ラズベリーパイを使ってみようAPIを使ってみよう登録するして動かす方法が使える？を使ってみよう丁寧に説明すに解説していま
す.（例に取り上げますえば　ラズベリーパイを使ってみようhttps://syncer.jp/twitter-api-matome）作業でもに入り口でさまよえる全ての子羊たちる前に,ひと通り口でさまよえる全ての子羊たち目はを使ってみよう通しておきましょ
う.

手順が使える？な方法が使える？んとな方法が使える？くつかめたら使う方法,参考文献５のサイトにアクセスして登録手続きを始めますのサーバー経由でデータ送信？サイを使ってみようトにアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法して登録する手続きは必須きを使ってみよう始めたことでなくてもめます.

登録する手続きは必須きが使える？必要にな方法が使える？る理も面倒くさい由でデータ送信？は,APIのサーバー経由でデータ送信？使ってみよう用するを使ってみようTwitterサーバー側からはで何をしよう？管理も面倒くさいで何をしよう？きるようにすることと,使ってみよう用する
者は悩んで当たり前に

https://syncer.jp/twitter-api-matome


「APIを使ってみよう悪いことに使ってみよういません.Twitter運営は会社のサーバー経由でデータ送信？に迷惑メールを減らすためにを使ってみようかけません.」という文面に同じ室内のパソコンに届けておしまいでし意するさせること
で何をしよう？す.
手続きは必須きが使える？無事ができる終わって了するとすると,ソフトウェアから使う方法から使う方法Twitter　ラズベリーパイを使ってみようAPIにアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法させるためのサーバー経由でデータ送信？『キー』と『アから使う方法クをどう使う？セ
スをソフトウェアから使う方法トークをどう使う？ン』が使える？ 2組みづつ入り口でさまよえる全ての子羊たち手で何をしよう？きます.このサーバー経由でデータ送信？合って作っていました計を作ろう 4つを使ってみよう組みみ込めも簡単にむ悪人もいるでしょうことで何をしよう？,Twitterにアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法する時あな方法が使える？
たのサーバー経由でデータ送信？ソフトウェアから使う方法が使える？偽物が利用している技術のうちで何をしよう？な方法が使える？いことを使ってみよう証が必要明で何をしよう？きます.

OAuth認証が必要
プログラムを認証する仕組みが使える？OAuth認証が必要を使ってみよう成功などをインターネットを経由して移動中のスマートフォンで確認する状況を想定していますさせるには,以下に示しますのサーバー経由でデータ送信？４種類の文字列が必要になります種類のサーバー経由でデータ送信？文字列の足がついた部品をハンダ付けしが使える？必要にな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.

• CONSUMER_KEY 

• CONSUMER_SECRET 

• ACCESS_TOKEN

• ACCESS_SECRET

Twitterのサーバー経由でデータ送信？開発者は悩んで当たり前向けの注意書き情報）を埋め込んでありますけサイを使ってみようトに読者は悩んで当たり前自身を使ってみよう登録するして,全ての子羊たち部取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わります得します.このサーバー経由でデータ送信？うち,CONSUMER_KEYと
ACCESS_TOKENは,他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？利用する者は悩んで当たり前から使う方法も見せたえる公開情報で何をしよう？すが使える？,２つのサーバー経由でデータ送信？ SECRETはパスをソフトウェアから使う方法ワードに相当たり前
する秘密に言うと今回使用する情報で何をしよう？す.

配布しているサンプルプログラムはしているサンプル送信は？プログラムを認証する仕組みは,筆者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わります得したキーやネットワークサービスに認証手続きは必須 SECRETで何をしよう？動作確認しましたが使える？,そのサーバー経由でデータ送信？まま
皆さんはさんが使える？使ってみよううと,全ての子羊たち部筆者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？Twitterアから使う方法カウントに投稿がでされてしまいます.皆さんはさんが使える？自分で何をしよう？取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わります得した値を付けたサービスを提供するアイディア勝負のことですを使ってみよう
使ってみようって,サンプル送信は？プログラムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？『ここにはあな方法が使える？たが使える？ Twitterから使う方法取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わります得した値を付けたサービスを提供するアイディア勝負のことですを使ってみよう入り口でさまよえる全ての子羊たちれてください』と書いた通り迷惑メールを減らすためにかれ
ている部分を使ってみよう置の異常報告やき換えてください.

サンプル送信は？プログラムを認証する仕組みで何をしよう？OAuth認証が必要のサーバー経由でデータ送信？許可を使ってみようもら使う方法う部分には,ネットに公開されている別人のサーバー経由でデータ送信？ソフトウェ
アから使う方法を使ってみよう利用するしています.以下に示しますのサーバー経由でデータ送信？コマンドで何をしよう？入り口でさまよえる全ての子羊たち手してください.

$ sudo apt-get install  python-tweepy 



<図 12>

定期的駆動
工作手順 2のサーバー経由でデータ送信？サンプル送信は？プログラムを認証する仕組みは,60秒おきに温度を測定して液晶に表示します待ち時間が必要だったりったあとで何をしよう？温度を使ってみよう測って表示しますすることを使ってみよう繰り返していましり口でさまよえる全ての子羊たち返してもよいでしょうしていまし
た.工作手順 3のサーバー経由でデータ送信？サンプル送信は？プログラムを認証する仕組みは,1回Twitterにメッセージを使ってみよう投稿がでしたら使う方法終わって了するとします.意する図的に作
り口でさまよえる全ての子羊たち分けました.

違いますいは,工作手順 3が使える？ネットワークをどう使う？にアから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法する機能を使ってみよう持つで何をしよう？す.

ネットワークをどう使う？を使ってみよう通してプログラムを認証する仕組みが使える？通信は？するのサーバー経由でデータ送信？は,人間同じ室内のパソコンに届けておしまいでし士が電話するのに似ていますが使える？電話するのサーバー経由でデータ送信？に似たようなサービスを提供するどこかています.会話が使える？終わって了するとした
ら使う方法,電話回線を使ってみよう切り離す機能を持ちますら使う方法な方法が使える？くてはな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちません.つな方法が使える？が使える？ったままだと,料金はかさむしはかさむ悪人もいるでしょうし,スをソフトウェアから使う方法マートフォンで何をしよう？アから使う方法プリ
を使ってみよう使ってみよううこともで何をしよう？きません.用するもな方法が使える？いのサーバー経由でデータ送信？に相手を使ってみよう電話口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？待ち時間が必要だったりたせることにな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちますし,電話会社のサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？回線を使ってみようつ
な方法が使える？ぎっぱな方法が使える？しにすることで何をしよう？,本来るので重宝しますな方法が使える？ら使う方法ば電話出来るので重宝しますたはずのサーバー経由でデータ送信？別のサーバー経由でデータ送信？人を使ってみよう待ち時間が必要だったりたせてしまうかもしれません.ネッ
トワークをどう使う？のサーバー経由でデータ送信？通信は？も同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単にで何をしよう？す.そこで何をしよう？,お行っているよね儀のよい通信ソフトウェアはのサーバー経由でデータ送信？よい通信は？ソフトウェアから使う方法は,用する事ができるが使える？済みとして扱われるサービスですんだら使う方法すぐに通信は？を使ってみよう終わって了すると
します.ここで何をしよう？は,プログラムを認証する仕組みに通信は？終わって了するとと再開を使ってみようくり口でさまよえる全ての子羊たち返してもよいでしょうさせる代はわり口でさまよえる全ての子羊たちに,プログラムを認証する仕組み自身を使ってみよう終わって了するとすること
で何をしよう？,通信は？終わって了するとを使ってみよう確実にしています.

定期的にデータ送信？を使ってみよう送信は？したい場合って作っていましたは,サンプル送信は？プログラムを認証する仕組みとは別のサーバー経由でデータ送信？仕組みみで何をしよう？実現するための手順説明ですしましょう.

アから使う方法イを使ってみようディアから使う方法としては,2種類浮かびますかびます.



1.　ラズベリーパイを使ってみよう定期的にサンプル送信は？プログラムを認証する仕組みを使ってみよう呼びますび出す別のサーバー経由でデータ送信？プログラムを認証する仕組みを使ってみよう作る
2.　ラズベリーパイを使ってみようLinuxが使える？標準で何をしよう？もっている cronという仕組みみを使ってみよう使ってみようってサンプル送信は？プログラムを認証する仕組みを使ってみよう定期的に実行っているよねする
Twitterサーバーは,プログラムを認証する仕組みから使う方法のサーバー経由でデータ送信？投稿がでが使える？短時間に連続きは必須すると,SPAMとみな方法が使える？す仕組みみを使ってみよう持っている
ようで何をしよう？す.投稿がでは,多いくても 1分に 1回くら使う方法いにしておいたほうが使える？良さそうですさそうで何をしよう？す.

おまけ知識 1　電子工作世界のお約束　（電子工作の入りの実験の素　第お約束　（電子工作の実験の素　第入りり
口でさまよえる全ての子羊たちへ）で温度計さまよえる全ての子羊たちへ）ての実験の素　第子羊たちへ）たちへ）

電子工作入り門
実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素のサーバー経由でデータ送信？読者は悩んで当たり前は,エレクをどう使う？トロニクをどう使う？スをソフトウェアから使う方法を使ってみよう専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えようしていな方法が使える？い理も面倒くさい工学ぶ部のサーバー経由でデータ送信？大学ぶ生さんに電子工作の楽しさを伝えようを使ってみよう想定しています.化学ぶ,物が利用している技術のうち理も面倒くさい,
生さんに電子工作の楽しさを伝えよう物が利用している技術のうち学ぶな方法が使える？どが使える？専門だけど,実験の素は,研究な方法が使える？どのサーバー経由でデータ送信？都合って作っていましたで何をしよう？仕方な方法が使える？く電子回路を使ってみよう扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますわな方法が使える？ければな方法が使える？ら使う方法な方法が使える？いような方法が使える？人た
ちで何をしよう？す.

皆さんはさんから使う方法見せたて,電子工作にな方法が使える？れた人はスをソフトウェアから使う方法ラスをソフトウェアから使う方法ラと回路図を使ってみよう書いた通り迷惑メールを減らすためにいて,てきぱきと配線して,鼻歌交じ込めも簡単にり口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？ソ
フトウェアから使う方法を使ってみよう組みんで何をしよう？いるように見せたえませんか？　ラズベリーパイを使ってみよう実は筆者は悩んで当たり前も 30年ほど前大学ぶに通っていたころ,電子工
作のサーバー経由でデータ送信？エキスをソフトウェアから使う方法パートを使ってみようみて同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単に感想を使ってみよう持っていました.それが使える？いつのサーバー経由でデータ送信？間にか,電子工作のサーバー経由でデータ送信？作り口でさまよえる全ての子羊たち方を使ってみよう伝えようえる側からは
にな方法が使える？ってしまいました.教わる方から教える方に移るのにわる方から使う方法教わる方から教える方に移るのにえる方に移るのサーバー経由でデータ送信？に,何をしよう？が使える？必要だったと思っていますいますか？　ラズベリーパイを使ってみよう努力が足りません？根
性？時間？座学ぶ？...どれも少しづつ違うでしょうしづつ必要で何をしよう？すが使える？,一番ピンと温度センサーののサーバー経由でデータ送信？ハードル送信は？は『電子工作世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちのサーバー経由でデータ送信？お約束』を使ってみよう知ると
ころで何をしよう？した.

入り口でさまよえる全ての子羊たち門直後から勉強のために読み返してもよいでしょうのサーバー経由でデータ送信？初心者は悩んで当たり前には暗中模な回路で遅い通信に使います索させてのサーバー経由でデータ送信？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？すが使える？,どこにどんな方法が使える？ル送信は？ール送信は？が使える？あるかわかってしまえば,電子工作
のサーバー経由でデータ送信？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たち（デジタ送信？ル送信は？回路のサーバー経由でデータ送信？方が使える？易しい）を理解するのは難しくないと思いますしい）を使ってみよう理も面倒くさい解するのサーバー経由でデータ送信？は難しすぎた）分野に挑戦してみましょうしくな方法が使える？いと思っていますいます.「少しづつ違うでしょう年少しづつ違うでしょう女老いやすくいやネットワークサービスに認証手続きは必須すく,学ぶ
成り口でさまよえる全ての子羊たち難しすぎた）分野に挑戦してみましょうし」で何をしよう？す.「学ぶ問に王道の切符を予約するときにな方法が使える？し」で何をしよう？すが使える？,王道の切符を予約するときにはな方法が使える？くても遠回り口でさまよえる全ての子羊たちしな方法が使える？い幹線道の切符を予約するときに路はあり口でさまよえる全ての子羊たちます.勉強のために読み返してもよいでしょうは最
短コースをソフトウェアから使う方法で何をしよう？終わってわら使う方法せて,時間は要領よく使ってみよういましょう.

電子工作に関わる要素わる要素
電子工作で何をしよう？気を使ってみようつけな方法が使える？ければな方法が使える？ら使う方法な方法が使える？いル送信は？ール送信は？を使ってみよう学ぶぶそのサーバー経由でデータ送信？前に,電子工作を使ってみよう構成する技術のうちジャンル送信は？を使ってみようおさ
ら使う方法いしましょう.電子工作は,以下に示しますのサーバー経由でデータ送信？技術のうちジャンル送信は？のサーバー経由でデータ送信？組みみ合って作っていましたわせで何をしよう？す.



大分類 中分類 小分類 実験の素　第の実験の素　第素で温度計の実験の素　第必要度
ハードウェアから使う方法 電子回路 部品 大

配線 中（簡単にな方法が使える？回路を使ってみよう取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますり口でさまよえる全ての子羊たち上の認証を一括管理する試みげる予定な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,配線で何をしよう？
悩んで当たり前まな方法が使える？いように筆者は悩んで当たり前が使える？工夫します）します）

電源 大
信は？号 大

電子回路以外 部品のサーバー経由でデータ送信？放り出した電子工作がたくさんあります熱 小（実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素が使える？扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますうネタ送信？は放り出した電子工作がたくさんあります熱を使ってみよう気にしな方法が使える？くて
も良さそうですい簡単にな方法が使える？実験の素はにします）

輻射電波を抑えるを使ってみよう抑えるえる 小（実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素が使える？扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますうネタ送信？は不要電波を抑えるを使ってみよう出しにく
い題は材にします）にします）

ソフトウェアから使う方法 実行っているよね環境 OSのサーバー経由でデータ送信？イを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トー
ル送信は？と設定

大
テキスをソフトウェアから使う方法トファイを使ってみようル送信は？
のサーバー経由でデータ送信？作成方法が使える？な方法が使える？ど
OS世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちのサーバー経由でデータ送信？お約束
を使ってみよう学ぶぶ

大

アから使う方法プリケーショ
ンのサーバー経由でデータ送信？作成

プログラミング言うと今回使用する
語の準備のサーバー経由でデータ送信？準備

大
作成したプログラ
ムを認証する仕組みを使ってみよう実行っているよねする

大
表 3　ラズベリーパイを使ってみよう電子工作を使ってみよう構成する技術のうち一覧

まずは手を使ってみよう動かしてみよう
電子工作に限りの対策を打たなくてはなりませんら使う方法ずどのサーバー経由でデータ送信？分野を専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えようのサーバー経由でデータ送信？勉強のために読み返してもよいでしょうで何をしよう？も,座学ぶで何をしよう？知識を使ってみよう詰め込むだけではめ込めも簡単にむ悪人もいるでしょうだけで何をしよう？は,応用するが使える？効きません.自分で何をしよう？手を使ってみよう動
かして大小様が巨大で実装が難しく々な種類のプログラミング言語が使えますな方法が使える？失敗を重ねていってを使ってみよう重ねていって,ようやネットワークサービスに認証手続きは必須く身につくことが使える？たくさんあり口でさまよえる全ての子羊たちます.興味の電子工作でハンダ付けして使う人もいるを使ってみよう持ったら使う方法,ぜ温度計なんて簡単なものを作るの？ひ
自分で何をしよう？試みしてみてください.最初は,記事ができるに書いた通り迷惑メールを減らすためにかれている工作例に取り上げますのサーバー経由でデータ送信？コピーしか作れな方法が使える？いかもしれませんが使える？,
場数を使ってみよう踏んで経験値を積むと見えてくる世界がありますんで何をしよう？経験の素は値を付けたサービスを提供するアイディア勝負のことですを使ってみよう積む悪人もいるでしょうと見せたえてくる世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちが使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.
電子部品は,極端の真逆をやっているな方法が使える？高電圧(TBD)許可されている電圧のサーバー経由でデータ送信？ 2倍とかとか)やネットワークサービスに認証手続きは必須逆をやっている電圧（±のサーバー経由でデータ送信？間違いますい）を使ってみようかけたり口でさまよえる全ての子羊たち高温（目は
玉焼きが焼けるくらい）で放置すると壊れてしまいますがきが使える？焼きが焼けるくらい）で放置すると壊れてしまいますがけるくら使う方法い）で何をしよう？放り出した電子工作がたくさんあります置の異常報告やすると壊れてしまいますがれてしまいますが使える？,少しづつ違うでしょうしくら使う方法い回路のサーバー経由でデータ送信？接続きは必須を使ってみよう間違いますえても短時間
な方法が使える？ら使う方法ばめったに壊れてしまいますがれません.あまり口でさまよえる全ての子羊たち臆病にな方法が使える？ら使う方法ずに,積極的に工作を使ってみよう試みしてみましょう.今やネットワークサービスに認証手続きは必須回のサーバー経由でデータ送信？工作で何をしよう？は一
番ピンと温度センサーの高価な方法が使える？部品だって,一万円くらいでしょうしな方法が使える？いラズベリーパイを使ってみようで何をしよう？す.
とは言うと今回使用するうものサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？,教わる方から教える方に移るのに授がようやく手に入れたレア部品とかが使える？ようやネットワークサービスに認証手続きは必須く手に入り口でさまよえる全ての子羊たちれたレアから使う方法部品とか 1個数万円くらいでしょうもする高価な方法が使える？部品,もう生さんに電子工作の楽しさを伝えよう産中止に
な方法が使える？った部品を使ってみよう接続きは必須するときは,それな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちに慎重にな方法が使える？ってください.
それから使う方法,作ったばかり口でさまよえる全ての子羊たちのサーバー経由でデータ送信？回路を使ってみよう試みすとき,電源を使ってみよう入り口でさまよえる全ての子羊たちれてから使う方法少しづつ違うでしょうしのサーバー経由でデータ送信？間は様が巨大で実装が難しく子を使ってみよう見せたていてください.部品が使える？
加モジュールのインストール熱していな方法が使える？いか,焦げ臭くないかげ臭くないかくな方法が使える？いか,ちゃんと動作を使ってみよう続きは必須けているかな方法が使える？どを使ってみよう 5感を使ってみよう駆使ってみようして見せた守ってネットショップる習慣を付を使ってみよう付け
けましょう.メーカーが使える？工場で何をしよう？作る量のメッセージを産品で何をしよう？も,不良さそうです部品が使える？入り口でさまよえる全ての子羊たちっていたせいで何をしよう？完成直後から勉強のために読み返してもよいでしょうに壊れてしまいますがれる個体の構成をが使える？た
まにあり口でさまよえる全ての子羊たちます.初期不良さそうです品のサーバー経由でデータ送信？混入り口でさまよえる全ての子羊たちは,電子回路のサーバー経由でデータ送信？避けられない宿命ですけら使う方法れな方法が使える？い宿命にありますで何をしよう？す.

初心者は悩んで当たり前は悩んで当たり前んで温度計当たり前たり前
知ら使う方法な方法が使える？いことだら使う方法けのサーバー経由でデータ送信？初心者は悩んで当たり前は,エキスをソフトウェアから使う方法パートにとって常識で何をしよう？あることも知り口でさまよえる全ての子羊たちません.それが使える？当たり前たり口でさまよえる全ての子羊たち前で何をしよう？



す.悩んで当たり前む悪人もいるでしょうことも大事ができる.重要な方法が使える？ことは『自分が使える？何をしよう？を使ってみよう悩んで当たり前んで何をしよう？いるか』を使ってみよう常に意する識することで何をしよう？す.言うと今回使用する葉にまとめるにまとめる
ことが使える？で何をしよう？きたら使う方法,身近の電子部品は小型化が進んでいてな方法が使える？電子工作経験の素は者は悩んで当たり前に質問してみましょう.相手も忙しくてしくて,わかり口でさまよえる全ての子羊たちにくい答しか返っしか返してもよいでしょうっ
てこな方法が使える？いかもしれません.それで何をしよう？も諦めずに回避策を探し出せることがめずに回避けられない宿命です策とを使ってみよう探し出せることがし出せることが使える？,壁がたくさんあったのですを使ってみよう超えなけれえる能力が足りませんにな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.

電子工作の実験の素　第世界のお約束　（電子工作の入りにあるお約束を使ってみよう説明します
それで何をしよう？は,分類別にお約束を使ってみよう説明していきましょう.
本当たり前は,１００ページ位の単行本で電子工作のひと通りを説明したいところですがのサーバー経由でデータ送信？単に行っているよね本で何をしよう？電子工作のサーバー経由でデータ送信？ひと通り口でさまよえる全ての子羊たちを使ってみよう説明したいところで何をしよう？すが使える？,都合って作っていましたにより口でさまよえる全ての子羊たち,少しづつ違うでしょうな方法が使える？い説
明から使う方法始めたことでなくてもめます.実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素のサーバー経由でデータ送信？回路を使ってみようコピーしてもら使う方法うことを使ってみよう,最低限りの対策を打たなくてはなりませんのサーバー経由でデータ送信？合って作っていました格が提案されていますライを使ってみようンにしましょう.な方法が使える？るべく
参考文献を使ってみよう挙げるのでげるのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,興味の電子工作でハンダ付けして使う人もいるを使ってみよう持った分野を専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えようが使える？あったら使う方法,独学ぶで何をしよう？掘り下げてみてくださいり口でさまよえる全ての子羊たち下に示しますげてみてください.

ハードウェアから使う方の実験の素　第お約束
古きよき時代きよき時代は,エレクをどう使う？トロニクをどう使う？スをソフトウェアから使う方法機器とヘッドフォンくらいはハードウェアから使う方法部品を使ってみよう組みみ合って作っていましたわせるだけで何をしよう？動作しました.今やネットワークサービスに認証手続きは必須は,コン
ピュータ送信？ーのサーバー経由でデータ送信？ソフトウェアから使う方法抜きでは話が進みませんきで何をしよう？は話が使える？進んでいてみません.ソフトウェアから使う方法とハードウェアから使う方法を使ってみよう組みみ合って作っていましたわせて目は的
を使ってみよう達成します.実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素は,毎回全ての子羊たち体の構成をのサーバー経由でデータ送信？手間が使える？最小にな方法が使える？るようにハードウェアから使う方法とソフトウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？バランスをソフトウェアから使う方法
を使ってみようとり口でさまよえる全ての子羊たちます.
残念なことに世の中のほとんどの電子工作入門書はな方法が使える？ことに世のサーバー経由でデータ送信？中のサーバー経由でデータ送信？ほとんどのサーバー経由でデータ送信？電子工作入り口でさまよえる全ての子羊たち門書いた通り迷惑メールを減らすためには,ハードウェアから使う方法目は線のサーバー経由でデータ送信？書いた通り迷惑メールを減らすために籍とソフトウェア目線の書とソフトウェアから使う方法目は線のサーバー経由でデータ送信？書いた通り迷惑メールを減らすために
籍とソフトウェア目線の書のサーバー経由でデータ送信？ 2種類のサーバー経由でデータ送信？どちら使う方法かで何をしよう？す.著者は悩んで当たり前が使える？得意するな方法が使える？分野を専攻する学生さんに電子工作の楽しさを伝えようから使う方法解説を使ってみよう始めたことでなくてもめるから使う方法で何をしよう？す.本当たり前のサーバー経由でデータ送信？シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組み設計を作ろうは,ソフト
ウェアから使う方法とハードウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？バランスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますら使う方法な方法が使える？ければな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちません.もっとも,プロのサーバー経由でデータ送信？エレクをどう使う？トロニクをどう使う？スをソフトウェアから使う方法エンジ
ニアから使う方法を使ってみよう職業でもに選ばな方法が使える？い人は,そんな方法が使える？に気にする必要はあり口でさまよえる全ての子羊たちません.工作のサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？は,バランスをソフトウェアから使う方法を使ってみようとるために悩んで当たり前
む悪人もいるでしょうのサーバー経由でデータ送信？は筆者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？役割りこませればで何をしよう？す.

電子回路の実験の素　第お約束
電子回路のサーバー経由でデータ送信？お約束は,４種類の文字列が必要になりますつに分けら使う方法れました.部品,配線,電源,信は？号で何をしよう？す.このサーバー経由でデータ送信？４種類の文字列が必要になりますつは独立てるか？していな方法が使える？くてお互
いに影響し合いますし合って作っていましたいます.

ハードウェアから使う方→電子回路→部品電子回路→電子回路→部品部品
電子回路のサーバー経由でデータ送信？部品を使ってみよう分類してみます.



大分類 中分類 小分類
主要機能を使ってみよう作るものサーバー経由でデータ送信？ 単に純な部品な方法が使える？部品

（ディスをソフトウェアから使う方法クをどう使う？リートと呼びますば
れることもある）

抵抗する必要があります
コンデンサ
コイを使ってみようル送信は？
ダ付けイを使ってみようオード
トランジスをソフトウェアから使う方法タ送信？
表示します器とヘッドフォンくらい（LEDやネットワークサービスに認証手続きは必須液晶をラズベリーパイから制御するな方法が使える？ど）

複雑な方法が使える？部品
（チップと呼びますぶことも
ある）

IC（LSIとも呼びますぶ　ラズベリーパイを使ってみようもともと２つのサーバー経由でデータ送信？用する語の準備を使ってみよう使ってみようい分
けていたが使える？今やネットワークサービスに認証手続きは必須で何をしよう？はほとんど同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単にものサーバー経由でデータ送信？を使ってみようさす）

補助的な方法が使える？ものサーバー経由でデータ送信？ ケーブル送信は？
コネクをどう使う？タ送信？
ジャックをどう使う？,プラグ
基板にハンダ付け

表 4　ラズベリーパイを使ってみよう電子部品のサーバー経由でデータ送信？分類
現するための手順説明です代はのサーバー経由でデータ送信？電子工作で何をしよう？は,実現するための手順説明ですしたい機能を使ってみようもとに,最初に ICやネットワークサービスに認証手続きは必須表示します器とヘッドフォンくらいを使ってみよう選びます.選んだ IC,表示します器とヘッドフォンくらいとマイを使ってみよう
コンを使ってみよう接続きは必須するために,単に純な部品な方法が使える？部品で何をしよう？間を使ってみようつな方法が使える？いで何をしよう？いきます.
ICを使ってみよう提供するどこかするメーカーは,『データ送信？シート』という名前のサーバー経由でデータ送信？仕様が巨大で実装が難しく書いた通り迷惑メールを減らすためにを使ってみよう用する意するしています.このサーバー経由でデータ送信？『データ送信？シー
ト』を使ってみよう読む悪人もいるでしょうと ICのサーバー経由でデータ送信？使ってみようい方やネットワークサービスに認証手続きは必須,使ってみよううときにやネットワークサービスに認証手続きは必須ってはいけな方法が使える？いこと（ある電圧以上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？信は？号を使ってみよう入り口でさまよえる全ての子羊たちれてはいけな方法が使える？
いとか）,メーカー推奨の回路図などが載っていますのサーバー経由でデータ送信？回路図な方法が使える？どが使える？載っている単語は使うなっています.実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？は筆者は悩んで当たり前が使える？データ送信？シートを使ってみよう読む悪人もいるでしょうのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,読者は悩んで当たり前
のサーバー経由でデータ送信？方で何をしよう？気にする必要はあり口でさまよえる全ての子羊たちません.
現するための手順説明です代はは ICが使える？主要で何をしよう？複雑な方法が使える？機能を使ってみよう担当たり前していて,単に純な部品な方法が使える？部品は ICのサーバー経由でデータ送信？間のサーバー経由でデータ送信？接続きは必須を使ってみよう調整する役割りこませればに使ってみよういます.
実は,『このサーバー経由でデータ送信？単に純な部品な方法が使える？部品には似たようなサービスを提供するどこかたような方法が使える？性能のサーバー経由でデータ送信？部品が使える？たくさんあるけど,どのサーバー経由でデータ送信？型コンピューターなのです番ピンと温度センサーののサーバー経由でデータ送信？部品を使ってみよう使ってみよううのサーバー経由でデータ送信？が使える？よい
か』というところで何をしよう？,プロフェッショナル送信は？は悩んで当たり前む悪人もいるでしょうことが使える？多いいで何をしよう？す.読者は悩んで当たり前は記事ができるに書いた通り迷惑メールを減らすためにいてあることを使ってみよう鵜呑みみ
にして,書いた通り迷惑メールを減らすためにかれている通り口でさまよえる全ての子羊たちのサーバー経由でデータ送信？部品を使ってみよう書いた通り迷惑メールを減らすためにかれているとおり口でさまよえる全ての子羊たちに接続きは必須してください.部品を使ってみよう取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますり口でさまよえる全ての子羊たち替わって悪さを始めてもえて実験の素はした
くな方法が使える？ったら使う方法,最初のサーバー経由でデータ送信？回路で何をしよう？動作するのサーバー経由でデータ送信？を使ってみよう確認してから使う方法着手しましょう.
ケーブル送信は？やネットワークサービスに認証手続きは必須基板にハンダ付けは,回路のサーバー経由でデータ送信？部品を使ってみようつな方法が使える？ぐのサーバー経由でデータ送信？に必要で何をしよう？す.エキスをソフトウェアから使う方法パートが使える？部品のサーバー経由でデータ送信？間を使ってみよう電線で何をしよう？つな方法が使える？いで何をしよう？ハンダ付け
付けけしている姿を見ることもあるでしょうを使ってみよう見せたることもあるで何をしよう？しょう.
コネクをどう使う？タ送信？,ジャックをどう使う？,プラグは,出来るので重宝します上の認証を一括管理する試みが使える？った回路を使ってみよう他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？回路と接続きは必須するときに必要にな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.今やネットワークサービスに認証手続きは必須回接続きは必須
する相手は,ラズベリーパイを使ってみようだけな方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,専用するコネクをどう使う？タ送信？とケーブル送信は？のサーバー経由でデータ送信？組みみ合って作っていましたわせを使ってみよう使ってみよういます.

ハードウェアから使う方→電子回路→部品電子回路→電子回路→部品配線
実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？はな方法が使える？るべくハンダ付け付けけしな方法が使える？くて良さそうですいように,『ブレッドボード』という白い基板の上に回路を作りましたいブロックをどう使う？を使ってみよう使ってみようい
ます.このサーバー経由でデータ送信？ブレッドボードに並びかたが関係してきますんで何をしよう？いる小さな方法が使える？穴がたくさん空に,部品から使う方法出ている電線を使ってみようさしたり口でさまよえる全ての子羊たち,部品のサーバー経由でデータ送信？間を使ってみようつな方法が使える？ぐ
電線を使ってみようさしたり口でさまよえる全ての子羊たちすると,回路が使える？出来るので重宝します上の認証を一括管理する試みが使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.おもちゃのサーバー経由でデータ送信？レゴに似たようなサービスを提供するどこかているかもしれません.
ハンダ付け付けけすると間違いますえた時に直すのサーバー経由でデータ送信？が使える？一苦労でしたで何をしよう？すが使える？,ブレッドボードは部品と線のサーバー経由でデータ送信？配置の異常報告やを使ってみようさし直すだ
けで何をしよう？すみます.電子回路のサーバー経由でデータ送信？役割りこませればが使える？終わってわったら使う方法,出来るので重宝します上の認証を一括管理する試みが使える？った回路を使ってみようばら使う方法して,部品とブレッドボードを使ってみよう別のサーバー経由でデータ送信？
目は的に再利用するすることもで何をしよう？きます.

ハードウェアから使う方→電子回路→部品電子回路→電子回路→部品電源
電子工作のサーバー経由でデータ送信？電源については,教わる方から教える方に移るのにわら使う方法な方法が使える？いと考えていてもわかり口でさまよえる全ての子羊たちません.過去に使用したパスワードをのサーバー経由でデータ送信？技術のうち発展できるのがのサーバー経由でデータ送信？歴史によりにより口でさまよえる全ての子羊たち,現するための手順説明です在



デジタ送信？ル送信は？ ICのサーバー経由でデータ送信？電源は直流 5Vもしくは直流 3.3Vのサーバー経由でデータ送信？２種類が使える？主流にな方法が使える？っています.特殊目は的やネットワークサービスに認証手続きは必須アから使う方法ナログ
部品で何をしよう？は,バリエーションもあり口でさまよえる全ての子羊たちますが使える？,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回は 3.3Vだけで何をしよう？動作する回路を使ってみよう組みみました.3.3Vは,ラズベ
リーパイを使ってみようから使う方法もら使う方法ってブレッドボード上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？部品に供するどこか給と信号の送受信ができるのがします.ラズベリーパイを使ってみようのサーバー経由でデータ送信？中には,外から使う方法もら使う方法った
5V電源を使ってみよう 3.3Vに変換する回路が使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.
回路やネットワークサービスに認証手続きは必須部品に電流を使ってみよう流すには,行っているよねきと帰り（プラスとマイナス）の２本の線が必要ですり口でさまよえる全ての子羊たち（プラスをソフトウェアから使う方法とマイを使ってみようナスをソフトウェアから使う方法）のサーバー経由でデータ送信？２本のサーバー経由でデータ送信？線が使える？必要で何をしよう？す.デジタ送信？ル送信は？回路で何をしよう？
は,マイを使ってみようナスをソフトウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？方を使ってみようグラウンド（GNDとかGと省いただけではありません略表現するための手順説明ですすることもある）と呼びますび,プラスをソフトウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？方を使ってみよう 3.3V
な方法が使える？どと表現するための手順説明ですします.グラウンドは,電源以外に信は？号線のサーバー経由でデータ送信？マイを使ってみようナスをソフトウェアから使う方法線も兼ねていますねています.

<図 13>
複数ある電源やネットワークサービスに認証手続きは必須信は？号線のサーバー経由でデータ送信？帰り（プラスとマイナス）の２本の線が必要ですり口でさまよえる全ての子羊たちが使える？ 1本のサーバー経由でデータ送信？グラウンドにまとめて流れても,行っているよねきのサーバー経由でデータ送信？プラスをソフトウェアから使う方法線が使える？分かれていれ
ば別のサーバー経由でデータ送信？電源、信は？号として成立てるか？します.

ハードウェアから使う方→電子回路→部品電子回路→電子回路→部品信は？号
マイを使ってみようコンから使う方法 ICに指示しますを使ってみよう送ったり口でさまよえる全ての子羊たち,測定結果として後回しになってしまいを使ってみようもら使う方法うために,信は？号線を使ってみよう用する意するします.電源のサーバー経由でデータ送信？説明にも書いた通り迷惑メールを減らすためにき
ましたが使える？,電気のサーバー経由でデータ送信？流れはプラスをソフトウェアから使う方法とマイを使ってみようナスをソフトウェアから使う方法が使える？必要で何をしよう？,グラウンドという線で何をしよう？電源と信は？号線のサーバー経由でデータ送信？マイを使ってみようナスをソフトウェアから使う方法を使ってみようま
とめてしまいます.グラウンドを使ってみよう使ってみようわな方法が使える？い例に取り上げます外的な方法が使える？信は？号処理も面倒くさいもあり口でさまよえる全ての子羊たちますが使える？,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回は全ての子羊たち部グラウンドで何をしよう？共有
します.

今やネットワークサービスに認証手続きは必須回マイを使ってみようコンと ICのサーバー経由でデータ送信？間のサーバー経由でデータ送信？通信は？には,I2Cという名前のサーバー経由でデータ送信？通信は？方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりを使ってみよう採用するしました.I2Cのサーバー経由でデータ送信？特徴の一つはは以下に示しますで何をしよう？す.

• グラウンドのサーバー経由でデータ送信？他の基礎知識のうちに２本のサーバー経由でデータ送信？信は？号線で何をしよう？通信は？で何をしよう？きる
• ２本＋グラウンドでグラウンドで何をしよう？,複数のサーバー経由でデータ送信？ ICを使ってみよう同じ室内のパソコンに届けておしまいでし時にマイを使ってみようコンに接続きは必須し,個別に通信は？で何をしよう？きる
• マイを使ってみようコンのサーバー経由でデータ送信？通信は？方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりとしては遅い通信に使いますい方



複数のサーバー経由でデータ送信？ ICと個別に通信は？するため,それぞれのサーバー経由でデータ送信？ ICは『I2Cアから使う方法ドレスをソフトウェアから使う方法』という名称の番号を持っていますのサーバー経由でデータ送信？番ピンと温度センサーの号を使ってみよう持っています.

ソフトウェアから使う方法は,マイを使ってみようコンから使う方法 I2C通信は？するときに I2Cアから使う方法ドレスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？通信は？相手を使ってみよう指定します.指定されな方法が使える？
かった ICは,次に指定されるまでに指定されるまで何をしよう？,黙っていますっています.

ハードウェアから使う方→電子回路→部品電子回路以外
電子回路以外のサーバー経由でデータ送信？項目はは,実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素において意する識することはな方法が使える？いで何をしよう？しょう.特別に大電力が足りませんを使ってみよう消し忘れを検出できますし費を徴収する仕組みの考案と周知などするチップ
やネットワークサービスに認証手続きは必須,電磁波を抑えるノイを使ってみようズを使ってみよう盛大に出す部品は使ってみよう用するしていません.

それで何をしよう？も,「今やネットワークサービスに認証手続きは必須回使ってみよう用するした温度センサーを使ってみよう『高温多い湿の実験装置』に入れよう」なんて話になるとのサーバー経由でデータ送信？実験の素は装置の異常報告や』に入り口でさまよえる全ての子羊たちれよう」な方法が使える？んて話にな方法が使える？ると,考慮
する必要が使える？出てくるかもしれません.電子回路で何をしよう？すから使う方法,結露はショートの原因となり大敵ですはショートのサーバー経由でデータ送信？原因となり大敵ですとな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たち大敵ですで何をしよう？す.

ソフトウェアから使う方→電子回路→部品実行っているよね環境
ラズベリーパイを使ってみようは高機能な方法が使える？コンピュータ送信？ーで何をしよう？す.測定結果として後回しになってしまいを使ってみよう一旦ファイを使ってみようル送信は？に記録するすることが使える？で何をしよう？きれば,表
計を作ろう算ソフトで何をしよう？統計を作ろう処理も面倒くさいすることな方法が使える？ど朝飯前で何をしよう？す.高機能な方法が使える？分,実行っているよね環境のサーバー経由でデータ送信？準備は手間取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますり口でさまよえる全ての子羊たちます.

ソフトウェアから使う方→電子回路→部品実行っているよね環境→電子回路→部品OSの実験の素　第イを使ってみようンスをソフトウェアから使う方トールと設定
OSのサーバー経由でデータ送信？イを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？な方法が使える？んて,普通のサーバー経由でデータ送信？人はやネットワークサービスに認証手続きは必須ったことが使える？無いと思っていますいます.そもそもな方法が使える？ぜ温度計なんて簡単なものを作るの？必要な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？しょうか.

パソコンを使ってみよう買い物するときなどにってくると,OSが使える？すで何をしよう？に入り口でさまよえる全ての子羊たちっていて電源ONで何をしよう？使ってみようえることが使える？ほとんどで何をしよう？す.パソコンを使ってみよう部
品で何をしよう？買い物するときなどにって組みみ立てるか？てたり口でさまよえる全ての子羊たちすると,Windowsを使ってみようDVDから使う方法イを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？したり口でさまよえる全ての子羊たちしますが使える？,そういう人は少しづつ違うでしょう
数派ですねで何をしよう？すね.

ラズベリーパイを使ってみようは,安めい代はわり口でさまよえる全ての子羊たちに本体の構成を価格が提案されていますにOSのサーバー経由でデータ送信？値を付けたサービスを提供するアイディア勝負のことです段が使える？入り口でさまよえる全ての子羊たちっていません.自分で何をしよう？OSを使ってみよう準備することに
な方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.ラズベリーパイを使ってみようで何をしよう？使ってみようえるOSは,Windows10IoTというバージョンもあり口でさまよえる全ての子羊たちますが使える？,実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？
はRaspbianというOSを使ってみよう使ってみよういます.Raspbianは,Linuxというジャンル送信は？に分類されるOSで何をしよう？,無料で何をしよう？入り口でさまよえる全ての子羊たち手
で何をしよう？きます.

ラズベリーパイを使ってみようは,OSやネットワークサービスに認証手続きは必須プログラムを認証する仕組み,データ送信？のサーバー経由でデータ送信？置の異常報告やき場にハードディスをソフトウェアから使う方法クをどう使う？を使ってみよう使ってみよういません.マイを使ってみようクをどう使う？ロ SDカー
ドに全ての子羊たち部入り口でさまよえる全ての子羊たちれてしまいます.ラズベリーパイを使ってみようのサーバー経由でデータ送信？ために SDカードを使ってみようセットアから使う方法ップするのサーバー経由でデータ送信？はユーザから人間がメッセージを送信するシーのサーバー経由でデータ送信？役
目はで何をしよう？す.パソコンを使ってみよう使ってみようってイを使ってみようンタ送信？ーネットから使う方法Raspbianを使ってみようダ付けウンロードし,パソコンを使ってみよう使ってみようってマイを使ってみようクをどう使う？ロ
SDカードに書いた通り迷惑メールを減らすためにき込めも簡単にみます.最初にRaspbianを使ってみよう起動した時は,いろいろ設定を使ってみよう行っているよねう必要もあり口でさまよえる全ての子羊たちます.詳しい管理者を常時貼り付けるように要求されることでしょう細
手順は,参考文献を使ってみようみてください.

ソフトウェアから使う方→電子回路→部品実行っているよね環境→電子回路→部品テキスをソフトウェアから使う方トファイを使ってみようルの実験の素　第作成方法が使える？な方法が使える？どOS世界のお約束　（電子工作の入りの実験の素　第お約
束を使ってみよう学ぶぶ

OSのサーバー経由でデータ送信？設定を使ってみよう変えたり口でさまよえる全ての子羊たち,プログラムを認証する仕組みを使ってみよう作ったり口でさまよえる全ての子羊たちする時,テキスをソフトウェアから使う方法トファイを使ってみようル送信は？（文字情報だけのサーバー経由でデータ送信？ファイを使ってみようル送信は？）を使ってみよう
編集したデータをで何をしよう？きな方法が使える？ければな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちません.そのサーバー経由でデータ送信？他の基礎知識のうちにも,Raspbianのサーバー経由でデータ送信？終わって了すると処理も面倒くさいのサーバー経由でデータ送信？開始めたことでなくても方法が使える？やネットワークサービスに認証手続きは必須,マウスをソフトウェアから使う方法操作だけで何をしよう？は扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますえ
な方法が使える？いコマンドな方法が使える？ど,Raspbian独自のサーバー経由でデータ送信？お約束が使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.Windowsしか使ってみようったことのサーバー経由でデータ送信？な方法が使える？い人,そもそもパソ
コンすら使う方法使ってみようったことのサーバー経由でデータ送信？な方法が使える？いスをソフトウェアから使う方法マホ派の人には派ですねのサーバー経由でデータ送信？人には,大きな方法が使える？ハードル送信は？で何をしよう？す.こちら使う方法も,入り口でさまよえる全ての子羊たち門書いた通り迷惑メールを減らすために(TBD)TBD)を使ってみよう手に入り口でさまよえる全ての子羊たちれて
勉強のために読み返してもよいでしょうしてください.



• まず端の真逆をやっている末から実行してくださいを使ってみよう開こう
残念なことに世の中のほとんどの電子工作入門書はで何をしよう？すが使える？,実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？行っているよねう作業でもはマウスをソフトウェアから使う方法操作だけで何をしよう？完結していません.コンピュータ送信？ーのサーバー経由でデータ送信？ユー
ザから人間がメッセージを送信するシーとして作業でもしているのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？はな方法が使える？く,特注シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？メーカー（発注したのサーバー経由でデータ送信？も受け取るので）注したのサーバー経由でデータ送信？も貴方
自身）として作業でもするために,使ってみよういにくいツール送信は？を使ってみよう使ってみよう用するする局面もあり口でさまよえる全ての子羊たちます.『端の真逆をやっている末から実行してください』と呼びますばれ
るプログラムを認証する仕組みを使ってみよう起動して,キーボードから使う方法文字で何をしよう？コマンドを使ってみよう打たなくてはなりませんち込めも簡単にむ悪人もいるでしょう操作方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりにもな方法が使える？れてくださ
い.

• 次に指定されるまでに文字ファイを使ってみようル送信は？を使ってみよう書いた通り迷惑メールを減らすためにこう
OSを使ってみよう設定したり口でさまよえる全ての子羊たち,プログラムを認証する仕組みを使ってみよう作ったり口でさまよえる全ての子羊たちするためには,文字ファイを使ってみようル送信は？を使ってみよう作成したり口でさまよえる全ての子羊たち編集したデータをしたり口でさまよえる全ての子羊たちす
る必要が使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.

Linuxには文字ファイを使ってみようル送信は？を使ってみよう作成で何をしよう？きるツール送信は？（エディタ送信？と呼びますばれる）が使える？たくさんあり口でさまよえる全ての子羊たちま
す.Windowsユーザから人間がメッセージを送信するシーだったら使う方法,『メモ帳』に似た感覚で使用できる』に似たようなサービスを提供するどこかた感覚えている？で何をしよう？使ってみよう用するで何をしよう？きる geditが使える？使ってみよういやネットワークサービスに認証手続きは必須すいで何をしよう？しょ
う.

• superuserにな方法が使える？って作業でもする必要もあるよ
superuserとは,Windowsのサーバー経由でデータ送信？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？Administratorと呼びますばれているシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組み管理も面倒くさい者は悩んで当たり前のサーバー経由でデータ送信？ことで何をしよう？す.

ちょっとした操作ミスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？ハードディスをソフトウェアから使う方法クをどう使う？を使ってみよう全ての子羊たち部消し忘れを検出できますし去に使用したパスワードをしてしまったり口でさまよえる全ての子羊たち,OSが使える？ 2度と立てるか？ち上の認証を一括管理する試みが使える？ら使う方法な方法が使える？
いような方法が使える？ダ付けメージを使ってみよう与える悪意あるユーザーの存在ですえることすら使う方法で何をしよう？きる特別な方法が使える？権限りの対策を打たなくてはなりませんを使ってみよう持っています.

Windowsを使ってみよう使ってみようっているときは,シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みに変更を使ってみよう加モジュールのインストールえる時にコマンドメニューを使ってみよう右にある緑の名刺サイズ基板がラズベリーパイクをどう使う？リックをどう使う？し
て『Administratorとして実行っているよね』を使ってみよう選ぶことが使える？あるで何をしよう？しょう.また新しいプログラムを認証する仕組みを使ってみようイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法
トール送信は？する時,『な方法が使える？んとかが使える？シスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みを使ってみよう変更する許可を使ってみよう求されることでしょうめています』といったメッセージダ付けイを使ってみよう
アから使う方法ログで何をしよう？,重要な方法が使える？コマンド実行っているよねのサーバー経由でデータ送信？許可を使ってみよう求されることでしょうめら使う方法れることもあり口でさまよえる全ての子羊たちます.

ラズベリーパイを使ってみようのサーバー経由でデータ送信？Linuxで何をしよう？は,端の真逆をやっている末から実行してくださいから使う方法”sudo”というコマンドを使ってみよう頭に付けて実行するとに付けけて実行っているよねすると,一般の人が使えるコンピューターを考えてみましょうのサーバー経由でデータ送信？
ユーザから人間がメッセージを送信するシーが使える？アから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法で何をしよう？きな方法が使える？いファイを使ってみようル送信は？も特別な方法が使える？権限りの対策を打たなくてはなりませんで何をしよう？読み書いた通り迷惑メールを減らすためにきで何をしよう？きるようにな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.

ソフトウェアから使う方→電子回路→部品アから使う方プリケーションの実験の素　第作成→電子回路→部品プログラミング言うと今回使用する語の準備の実験の素　第準備
SDカードのサーバー経由でデータ送信？Raspbianを使ってみよう起動した直後から勉強のために読み返してもよいでしょうは,出来るので重宝します合って作っていましたいのサーバー経由でデータ送信？プログラムを認証する仕組みしか使ってみようえません.

電子工作のサーバー経由でデータ送信？回路を使ってみよう接続きは必須したラズベリーパイを使ってみようは,いわばオーダ付けーメードのサーバー経由でデータ送信？スをソフトウェアから使う方法ーツしか着ら使う方法れな方法が使える？い体の構成を型コンピューターなのですのサーバー経由でデータ送信？人
のサーバー経由でデータ送信？ような方法が使える？ものサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？す.レディーメードのサーバー経由でデータ送信？スをソフトウェアから使う方法ーツで何をしよう？は間に合って作っていましたいません.

スをソフトウェアから使う方法ーツだったら使う方法お金はかさむしを使ってみよう払って仕立てることもそんなに高価ではありませんがって仕立てるか？てることもそんな方法が使える？に高価で何をしよう？はあり口でさまよえる全ての子羊たちませんが使える？,電子工作を使ってみよう動かすソフト
ウェアから使う方法を使ってみようプロに作ら使う方法せると大学ぶ研究室のサーバー経由でデータ送信？予算が使える？１０年分くら使う方法い飛んでしまいますんで何をしよう？しまいます.おとな方法が使える？しく,自作しま
しょう.

で何をしよう？は,プログラミング言うと今回使用する語の準備のサーバー経由でデータ送信？準備とは何をしよう？が使える？必要な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？しょうか？プログラムを認証する仕組みを使ってみよう動かすためのサーバー経由でデータ送信？ソフトウェ
アから使う方法（コンパイを使ってみようラとかイを使ってみようンタ送信？ープリタ送信？ーとか呼びますびます）を使ってみよう用する意するしな方法が使える？ければな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちません.C言うと今回使用する語の準備やネットワークサービスに認証手続きは必須 Pythonな方法が使える？
どラズベリーパイを使ってみようのサーバー経由でデータ送信？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？メジャーな方法が使える？言うと今回使用する語の準備は,SDカードにイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？済みとして扱われるサービスですみで何をしよう？すが使える？,他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？言うと今回使用する語の準備を使ってみよう使ってみようう場
合って作っていましたはイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？操作が使える？必要にな方法が使える？る場合って作っていましたもあり口でさまよえる全ての子羊たちます.実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？は言うと今回使用する語の準備に Pythonを使ってみよう使ってみよういますのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,パソ



コンから使う方法 SDカードに書いた通り迷惑メールを減らすためにき込めも簡単にんだ時にイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？ずみで何をしよう？す.

ソフトウェアから使う方→電子回路→部品アから使う方プリケーションの実験の素　第作成→電子回路→部品作成したプログラムを認証する仕組みを使ってみよう実行っているよねする
Pythonのサーバー経由でデータ送信？プログラムを認証する仕組みは,テキスをソフトウェアから使う方法トファイを使ってみようル送信は？として作り口でさまよえる全ての子羊たちます.実行っているよね時には,テキスをソフトウェアから使う方法トファイを使ってみようル送信は？に書いた通り迷惑メールを減らすためにかれたコ
マンドを使ってみよう直接 Pythonのサーバー経由でデータ送信？イを使ってみようンタ送信？ープリタ送信？ーが使える？実行っているよねします.実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素のサーバー経由でデータ送信？電子回路を使ってみようそのサーバー経由でデータ送信？まま組みみ立てるか？てた場合って作っていました
は,すぐに使ってみよう用する可能な方法が使える？プログラムを認証する仕組みが使える？今やネットワークサービスに認証手続きは必須回のサーバー経由でデータ送信？ZIPファイを使ってみようル送信は？に含めろ（場合によってはまれているのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,そのサーバー経由でデータ送信？ファイを使ってみようル送信は？を使ってみよう実行っているよねしま
す.

ラズベリーパイを使ってみようのサーバー経由でデータ送信？電源が使える？一旦切り離す機能を持ちますれた時,再起動直後から勉強のために読み返してもよいでしょうに自動で何をしよう？実行っているよねしたい場合って作っていましたには,ひと工夫します）必要で何をしよう？す.

Linuxのサーバー経由でデータ送信？持つ/etc/rc.localというファイを使ってみようル送信は？に登録するしておくと自動起動が使える？可能で何をしよう？す./etc/rc.localファイを使ってみようル送信は？
のサーバー経由でデータ送信？書いた通り迷惑メールを減らすためにき方は,他の基礎知識のうちのサーバー経由でデータ送信？資料(TBD)TBD)を使ってみよう参考にしてください.

おまけ知識 2　電子工作以外の実験の素　第豆知識
ラズベリーパイを使ってみようって何をしよう？？
はい,『実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素』読者は悩んで当たり前はコンピュータ送信？ーのサーバー経由でデータ送信？専門家ではないのでとは限りの対策を打たなくてはなりませんら使う方法な方法が使える？いのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,ラズベリーパイを使ってみようを使ってみよう知ら使う方法な方法が使える？い人も多い
いで何をしよう？しょう.スをソフトウェアから使う方法マートフォンで何をしよう？使ってみようわれているコンピュータ送信？ーとそのサーバー経由でデータ送信？周辺の話はよく理解できなくても回路を使ってみよう取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますり口でさまよえる全ての子羊たち出して,電話送受け取るので）信は？回
路のサーバー経由でデータ送信？代はわり口でさまよえる全ての子羊たちにいろんな方法が使える？ハードウェアから使う方法につな方法が使える？が使える？るように設計を作ろうされた名刺サイズサイを使ってみようズのサーバー経由でデータ送信？基板にハンダ付けで何をしよう？す.最新パソコン
と比べると速度やネットワークサービスに認証手続きは必須機能で何をしよう？負のことですけますが使える？,ちょっとしたアから使う方法イを使ってみようディアから使う方法で何をしよう？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちが使える？広が使える？る楽しさを伝えようしい素材にします）で何をしよう？す.

OSって？Linuxって？
コマーシャル送信は？で何をしよう？「パソコンもソフトな方法が使える？ければただのサーバー経由でデータ送信？箱」と言っていたのは」と言うと今回使用するっていたのサーバー経由でデータ送信？は,だいぶ昔に始まっていますにな方法が使える？ってしまいま
した.今やネットワークサービスに認証手続きは必須で何をしよう？もソフトが使える？な方法が使える？ければ,パソコンは何をしよう？もで何をしよう？きません.ラズベリーパイを使ってみようも同じ室内のパソコンに届けておしまいでし様が巨大で実装が難しくで何をしよう？す.で何をしよう？は,ソフトウェ
アから使う方法を使ってみよう自作で何をしよう？きるプログラマーじ込めも簡単にゃな方法が使える？いとコンピュータ送信？ーを使ってみよう使ってみよういこな方法が使える？せな方法が使える？いのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？しょうか？ハードウェ
アから使う方法のサーバー経由でデータ送信？性能を使ってみよう最大限りの対策を打たなくてはなりませんに引っ越しするとき出すような方法が使える？きつい仕事ができるに使ってみようわな方法が使える？ければ,出来るので重宝します合って作っていましたいのサーバー経由でデータ送信？プログラムを認証する仕組みを使ってみようちょこちょ
こっと組みみ合って作っていましたわせて使ってみよううこともで何をしよう？きます.

最近の電子部品は小型化が進んでいてのサーバー経由でデータ送信？ソフトウェアから使う方法は複雑な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,複数のサーバー経由でデータ送信？ソフトウェアから使う方法部品を使ってみよう組みみ合って作っていましたわせてつくり口でさまよえる全ての子羊たちます.そのサーバー経由でデータ送信？土台でデータ収集から統計処理まで出来るので重宝しますとな方法が使える？る
共通部分が使える？OSで何をしよう？す.パソコンのサーバー経由でデータ送信？OSは,WindowsとかMac OSが使える？有名で何をしよう？すね.ラズベリーパイを使ってみように
は,Linuxという無料OSが使える？使ってみようえます.Windows10のサーバー経由でデータ送信？一種もラズベリーパイを使ってみようで何をしよう？動作するのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？すが使える？,圧倒くさい的
に使ってみよういやネットワークサービスに認証手続きは必須すいLinuxを使ってみようつかってみます.

キーボードやネットワークサービスに認証手続きは必マウスをソフトウェアから使う方,ディスをソフトウェアから使う方プレイを使ってみようを使ってみよう繋がなくてもラズベリーパイが使える？な方法が使える？くてもラズベリーパイを使ってみよう
は動くの実験の素　第？

SDカードを使ってみようさした直後から勉強のために読み返してもよいでしょうのサーバー経由でデータ送信？ラズベリーパイを使ってみようで何をしよう？は,いろいろな方法が使える？設定操作を使ってみようする必要が使える？あるのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,必ず全ての子羊たち部つ
な方法が使える？いで何をしよう？おきましょう.設定とプログラムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？準備が使える？終わってわったら使う方法,図 14のサーバー経由でデータ送信？ようにこのサーバー経由でデータ送信？ 3つを使ってみよう外すこともで何をしよう？き
ます.



<図 14>

デスをソフトウェアから使う方法クをどう使う？トップパソコンで何をしよう？は,マウスをソフトウェアから使う方法やネットワークサービスに認証手続きは必須キーボードを使ってみよう繋がなくてもラズベリーパイは動くの？が使える？な方法が使える？いと起動してくれな方法が使える？いものサーバー経由でデータ送信？もあり口でさまよえる全ての子羊たちます.ラズベ
リーパイを使ってみようは,電源を使ってみよう切り離す機能を持ちますったときに外しておけば,マウスをソフトウェアから使う方法,キーボード,ディスをソフトウェアから使う方法プレイを使ってみような方法が使える？しで何をしよう？も起動しま
す.USB接続きは必須のサーバー経由でデータ送信？マウスをソフトウェアから使う方法やネットワークサービスに認証手続きは必須キーボードな方法が使える？ら使う方法ばLinuxが使える？起動した後から勉強のために読み返してもよいでしょうから使う方法接続きは必須することもで何をしよう？きます.そのサーバー経由でデータ送信？とき
には工作した回路のサーバー経由でデータ送信？配線が使える？引っ越しするとっ張が可能ら使う方法れてずれな方法が使える？いように,また接続きは必須した瞬間のサーバー経由でデータ送信？ノイを使ってみようズで何をしよう？ラズベリーパイを使ってみよう
が使える？再起動しな方法が使える？いようにそっとつな方法が使える？ぎましょう.

I2Cは小規模な回路で遅い通信に使いますな方法が使える？回路で温度計遅い通信に使いますい通信は？に使ってみよういます
先にも述べましたがべましたが使える？,今やネットワークサービスに認証手続きは必須回は I2Cという通信は？方法が使える？を使ってみよう使ってみよういます.I2Cは,パソコンのサーバー経由でデータ送信？基板にハンダ付け上の認証を一括管理する試みで何をしよう？も裏方のサーバー経由でデータ送信？信は？号
線として使ってみようわれています.CPUな方法が使える？ど部品のサーバー経由でデータ送信？加モジュールのインストール熱を使ってみよう監視をして温度異常をアラームやメールで知らせることだってできますする温度センサーな方法が使える？どに使ってみようわれていて,以下に示しますのサーバー経由でデータ送信？特徴の一つは
を使ってみよう持ちます.

• データ送信？転送のサーバー経由でデータ送信？速度は比較的遅い通信に使いますい方で何をしよう？す（1秒おきに温度を測定して液晶に表示します間に送受け取るので）信は？で何をしよう？きる回数上の認証を一括管理する試み限りの対策を打たなくてはなりませんは１０００回くら使う方法いか
な方法が使える？？）

• GNDのサーバー経由でデータ送信？他の基礎知識のうちに 2本のサーバー経由でデータ送信？通信は？線が使える？必要で何をしよう？す（もちろん外付けけ部品には電源とグラウンドも別途必要
で何をしよう？すが使える？,それも合って作っていましたわせて４種類の文字列が必要になります本のサーバー経由でデータ送信？接続きは必須で何をしよう？すんで何をしよう？しまう方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりな方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？有利で何をしよう？す）

• ラズベリーパイを使ってみようと工作した回路のサーバー経由でデータ送信？間で何をしよう？同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単に信は？号線を使ってみよう使ってみよういな方法が使える？が使える？ら使う方法,通信は？方向けの注意書き情報）を埋め込んでありますを使ってみよう適宜切り離す機能を持ちますり口でさまよえる全ての子羊たち替わって悪さを始めてもえること
が使える？で何をしよう？きます

• 2本のサーバー経由でデータ送信？線に,同じ室内のパソコンに届けておしまいでし時に 2個以上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？部品を使ってみよう接続きは必須で何をしよう？きます.複数のサーバー経由でデータ送信？部品が使える？同じ室内のパソコンに届けておしまいでし時に話し出さな方法が使える？いように交通



整理も面倒くさいされています
• メジャーな方法が使える？通信は？方法が使える？な方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,対応している ICが使える？たくさん手に入り口でさまよえる全ての子羊たちり口でさまよえる全ての子羊たちます.磁気センサー,時計を作ろう,そのサーバー経由でデータ送信？
他の基礎知識のうちいろいろで何をしよう？す.

I2Cの実験の素　第通信は？はこんな方法が使える？ふうに交通整理も面倒くさいされています
• 最初に話を使ってみよう始めたことでなくてもめるマスをソフトウェアから使う方法タ送信？ー（主人:主導権を使ってみよう持った役割りこませればという意する味の電子工作でハンダ付けして使う人もいるで何をしよう？す）が使える？,通信は？線上の認証を一括管理する試みに 1台でデータ収集から統計処理まで出来るので重宝しますだ
けいます.今やネットワークサービスに認証手続きは必須回を使ってみよう含めろ（場合によってはめて,大抵のサーバー経由でデータ送信？場合って作っていましたマスをソフトウェアから使う方法タ送信？ーはコンピュータ送信？ーが使える？担当たり前します.残り口でさまよえる全ての子羊たちはスをソフトウェアから使う方法レーブ
（従者は悩んで当たり前:マスをソフトウェアから使う方法タ送信？ーに従う役割りこませればで何をしよう？す）と呼びますばれていて,マスをソフトウェアから使う方法タ送信？ーから使う方法のサーバー経由でデータ送信？指示しますが使える？来るので重宝しますた時だけ,指示しますにし
たが使える？って受け取るので）信は？したり口でさまよえる全ての子羊たち,送信は？したり口でさまよえる全ての子羊たちします.

• 同じ室内のパソコンに届けておしまいでしじ込めも簡単に信は？号線にスをソフトウェアから使う方法レーブが使える？ 2台でデータ収集から統計処理まで出来るので重宝します以上の認証を一括管理する試みつな方法が使える？が使える？っているときで何をしよう？も,図 15のサーバー経由でデータ送信？ようにスをソフトウェアから使う方法レーブに番ピンと温度センサーの号が使える？つ
いていてマスをソフトウェアから使う方法タ送信？ーが使える？別々な種類のプログラミング言語が使えますに呼びますび出します.このサーバー経由でデータ送信？呼びますび出し番ピンと温度センサーの号を使ってみよう I2Cアから使う方法ドレスをソフトウェアから使う方法と呼びますびます.

<図 15>

• I2Cのサーバー経由でデータ送信？通信は？は面倒くさいな方法が使える？手順を使ってみようハードウェアから使う方法に任せることができますがせることが使える？で何をしよう？きますが使える？,マスをソフトウェアから使う方法タ送信？ー役にな方法が使える？るラズベ
リーパイを使ってみようが使える？いつどのサーバー経由でデータ送信？部品と何をしよう？を使ってみよう通信は？するかを使ってみよう,ソフトウェアから使う方法で何をしよう？指定しな方法が使える？ければな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちません.タ送信？イを使ってみよう
ミングと通信は？内容は使う人が目的に合わせて指定するのでは使ってみようう人が使える？目は的に合って作っていましたわせて指定するのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,そのサーバー経由でデータ送信？部分だけはソフトウェアから使う方法を使ってみよう専用する
に組みみます.



• 通信は？のサーバー経由でデータ送信？始めたことでなくてもまり口でさまよえる全ての子羊たちを使ってみよう示しますすタ送信？イを使ってみようミング信は？号な方法が使える？ど,2本のサーバー経由でデータ送信？通信は？線を使ってみよう駆使ってみようしています.そのサーバー経由でデータ送信？手順はここに書いた通り迷惑メールを減らすためにき
きれな方法が使える？いのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,知り口でさまよえる全ての子羊たちたい人は参考文献 3を使ってみよう読んで何をしよう？ください.

ネットの実験の素　第情報を使ってみよう活用するしよう
実は,ラズベリーパイを使ってみようとか I2C規格が提案されていますは,電子工作のサーバー経由でデータ送信？世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？広く使ってみようわれいるため,ネットにたくさん情報が使える？
あり口でさまよえる全ての子羊たちます.Wikipediaを使ってみよう筆頭に付けて実行するとにいろいろな方法が使える？サイを使ってみようトを使ってみよう訪問して調べてみましょう.そして,自分のサーバー経由でデータ送信？失敗を重ねていって談を正を使ってみよう正
直に書いた通り迷惑メールを減らすためにいているホ派の人にはビイを使ってみようスをソフトウェアから使う方法ト（趣味の電子工作でハンダ付けして使う人もいるのサーバー経由でデータ送信？電子工作人）が使える？いたら使う方法,よく読んで何をしよう？みてください.実は,他の基礎知識のうち人のサーバー経由でデータ送信？成功などをインターネットを経由して移動中のスマートフォンで確認する状況を想定しています談を正
より口でさまよえる全ての子羊たちも失敗を重ねていって談を正のサーバー経由でデータ送信？ほうが使える？参考にな方法が使える？ることが使える？多いいのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？す.

おまけ知識 3　覚えている？えな方法が使える？くてもよいキーワード
このサーバー経由でデータ送信？記事ができるには,初心者は悩んで当たり前に馴染みのない名詞がたくさん出てきましたみのサーバー経由でデータ送信？な方法が使える？い名詞がたくさん出てきましたが使える？たくさん出てきました.全ての子羊たち部を使ってみよう覚えている？える必要はあり口でさまよえる全ての子羊たちません.以下に示します
にリスをソフトウェアから使う方法トする単に語の準備は,おそら使う方法く人生さんに電子工作の楽しさを伝えようで何をしよう？２度と出会わな方法が使える？いで何をしよう？しょうから使う方法すぐに忘れる人がいるでしょうしれて結構で何をしよう？す.

用する語の準備 解説
MashUp WEBで何をしよう？手に入り口でさまよえる全ての子羊たちる情報やネットワークサービスに認証手続きは必須サービスをソフトウェアから使う方法APIを使ってみよう組みみ合って作っていましたわせて,新しいサービスをソフトウェアから使う方法を使ってみよう提供するどこかする

こと
API プログラムを認証する仕組みから使う方法利用するで何をしよう？きるサービスをソフトウェアから使う方法のサーバー経由でデータ送信？受け取るので）け口でさまよえる全ての子羊たち
OAuth　ラズベリーパイを使ってみよう イを使ってみようンタ送信？ーネット上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？サービスをソフトウェアから使う方法APIにおいて,共通認証が必要を使ってみよう実現するための手順説明ですした仕組みみのサーバー経由でデータ送信？一つ
OpenIDConnect 一括認証が必要のサーバー経由でデータ送信？仕組みみ

大変な方法が使える？思っていますいを使ってみようして設計を作ろうやネットワークサービスに認証手続きは必須実装しているのサーバー経由でデータ送信？に,な方法が使える？かな方法が使える？か広まら使う方法な方法が使える？い
日本のサーバー経由でデータ送信？役所が使える？作るマイを使ってみようナンバーシスをソフトウェアから使う方法テムを認証する仕組みな方法が使える？んかより口でさまよえる全ての子羊たち 100倍とか堅牢で役に立つで何をしよう？役に立てるか？つ

Arduino 小型コンピューターなのですのサーバー経由でデータ送信？マイを使ってみようクをどう使う？ロコンピュータ送信？ーを使ってみよう使ってみよういやネットワークサービスに認証手続きは必須すくしたものサーバー経由でデータ送信？
エンジニアから使う方法やネットワークサービスに認証手続きは必須研究者は悩んで当たり前より口でさまよえる全ての子羊たちもデザから人間がメッセージを送信するシイを使ってみようナーに人気が使える？ある

CGI WEBサーバーにブラウザから人間がメッセージを送信するシから使う方法アから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法した時,決することまり口でさまよえる全ての子羊たちきったHTMLファイを使ってみようル送信は？を使ってみよう返してもよいでしょう
さな方法が使える？いで何をしよう？,そのサーバー経由でデータ送信？都度プログラムを認証する仕組みで何をしよう？返してもよいでしょう答しか返っを使ってみよう決することめる仕組みみのサーバー経由でデータ送信？一つ
コンピュータ送信？ー業でも界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たちで何をしよう？は,流行っているよね遅い通信に使いますれ扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますいされているが使える？,今やネットワークサービスに認証手続きは必須で何をしよう？もちゃんと動く

エンディアから使う方法ン コンピュータ送信？ーのサーバー経由でデータ送信？データ送信？には,１バイを使ってみようトという単に位の単行本で電子工作のひと通りを説明したいところですがが使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.0から使う方法 255まで何をしよう？ 256
種類のサーバー経由でデータ送信？整数を使ってみよう表現するための手順説明ですで何をしよう？き,英数字な方法が使える？どのサーバー経由でデータ送信？文字を使ってみよう割りこませればり口でさまよえる全ての子羊たち当たり前てることもで何をしよう？きます.
256以上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？大きな方法が使える？数値を付けたサービスを提供するアイディア勝負のことですを使ってみよう表現するための手順説明ですするには,1バイを使ってみようトのサーバー経由でデータ送信？データ送信？を使ってみよう複数組みみ合って作っていましたわせます.組み
み合って作っていましたわせるときのサーバー経由でデータ送信？並びかたが関係してきますびが使える？大きく 2種類に別れ,LSIメーカーによって採用する方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりが使える？違います
います.これを使ってみようエンディアから使う方法ンと呼びますびます.異な方法が使える？るエンディアから使う方法ンを使ってみよう扱うマイコンがラズベリーパイに変わりますうLSIから使う方法データ送信？
を使ってみよう受け取るので）信は？したら使う方法,コンピュータ送信？ーのサーバー経由でデータ送信？中で何をしよう？並びかたが関係してきますべ替わって悪さを始めてもえます.

コメント プログラムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？ソースをソフトウェアから使う方法コードは,人間が使える？文字で何をしよう？書いた通り迷惑メールを減らすためにいたコンピュータ送信？ーへのサーバー経由でデータ送信？指示します書いた通り迷惑メールを減らすためにで何をしよう？す.
命にあります令ではなくてプログラムを読む人間やネットワークサービスに認証手続きは必須データ送信？を使ってみよう並びかたが関係してきますべるだけで何をしよう？プログラムを認証する仕組みとして成立てるか？しますが使える？,後から勉強のために読み返してもよいでしょうから使う方法読み返してもよいでしょうすとど
ういう設計を作ろうにしていたのサーバー経由でデータ送信？か思っていますい出せな方法が使える？くな方法が使える？り口でさまよえる全ての子羊たちます.そこで何をしよう？,人間向けの注意書き情報）を埋め込んでありますけにメッセージを使ってみよう
埋め込む悪人もいるでしょうめ込めも簡単にめるようにな方法が使える？っていて,そのサーバー経由でデータ送信？部分を使ってみようコメントと呼びますびます.

イを使ってみようンタ送信？ープリタ送信？ー プログラムを認証する仕組みのサーバー経由でデータ送信？ソースをソフトウェアから使う方法コードは,ほとんどが使える？文字で何をしよう？書いた通り迷惑メールを減らすためにいてファイを使ってみようル送信は？にします.最終わって的に
コンピュータ送信？ーが使える？実行っているよねする命にあります令ではなくてプログラムを読む人間は,文字で何をしよう？はな方法が使える？くてメモリ上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？命にあります令ではなくてプログラムを読む人間データ送信？のサーバー経由でデータ送信？並びかたが関係してきますびで何をしよう？
す.



先に文字を使ってみよう命にあります令ではなくてプログラムを読む人間データ送信？に置の異常報告やき換えておくコンパイを使ってみようラ方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりと,実行っているよね時に毎回置の異常報告や換え作
業でもを使ってみようするイを使ってみようンタ送信？ープリタ送信？ー方式が提案されていて相互乗り入れが面倒だったりが使える？あり口でさまよえる全ての子羊たち,どちら使う方法も一長や体重の情報は不要だから渡さなくて済むので一短で何をしよう？す.
実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？使ってみよう用するするプログラミング言うと今回使用する語の準備”Python”はイを使ってみようンタ送信？ープリタ送信？ーのサーバー経由でデータ送信？方で何をしよう？す.

データ送信？シート LSIのサーバー経由でデータ送信？メーカーが使える？,自社のサーバー経由でデータ送信？製品のサーバー経由でデータ送信？特性やネットワークサービスに認証手続きは必須使ってみようい方を使ってみよう解説した技術のうち書いた通り迷惑メールを減らすために類.
家ではないので電製品のサーバー経由でデータ送信？カタ送信？ログと取り扱うマイコンがラズベリーパイに変わります扱うマイコンがラズベリーパイに変わります説明書いた通り迷惑メールを減らすためにを使ってみよう兼ねていますねるような方法が使える？ものサーバー経由でデータ送信？.
実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素で何をしよう？は筆者は悩んで当たり前が使える？読む悪人もいるでしょうのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？,読者は悩んで当たり前は黄にしなくて良いにしな方法が使える？くて良さそうですい.

表 5　ラズベリーパイを使ってみよう覚えている？えな方法が使える？くてもよいキーワード

参考文献
1 CQ出版社のサーバー経由でデータ送信？ トランジスをソフトウェアから使う方法タ送信？技術のうち 2016年 6月号　ラズベリーパイを使ってみようP.44速報
2 CQ出版社のサーバー経由でデータ送信？ コンピュータ送信？電子工作のサーバー経由でデータ送信？素　ラズベリーパイを使ってみようラズベリー・パイを使ってみよう解体の構成を新書いた通り迷惑メールを減らすために　ラズベリーパイを使ってみよう第 2章
3 CQ出版社のサーバー経由でデータ送信？ AVRマイを使ってみようコン・プログラミング入り口でさまよえる全ての子羊たち門
4 CQ出版社のサーバー経由でデータ送信？ イを使ってみようンタ送信？フェースをソフトウェアから使う方法 2016年 7月号 P.139
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図 1 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ 小型コンピューターなのですマイを使ってみようコン　ラズベリーパイを使ってみよう＋グラウンドで　ラズベリーパイを使ってみようパソコン　ラズベリーパイを使ってみよう＝　ラズベリーパイを使ってみようラズベリーパイを使ってみよう

キャプショ
ン

かつて電子工作のサーバー経由でデータ送信？回路で何をしよう？収集したデータをしたデータ送信？を使ってみようネットワークをどう使う？に送るには,マイを使ってみようコンと
パソコンのサーバー経由でデータ送信？両方を使ってみよう経由でデータ送信？する必要が使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちました.ラズベリーパイを使ってみような方法が使える？ら使う方法ば,１台でデータ収集から統計処理まで出来るので重宝しますで何をしよう？
データ送信？収集したデータをとネットワークをどう使う？アから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法が使える？で何をしよう？きます.

図 2 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ イを使ってみようンタ送信？ーネットを使ってみよう使ってみよううにはパスをソフトウェアから使う方法ワードが使える？必須
キャプショ
ン

メール送信は？も,プライを使ってみようベートWEBもネットショップも,アから使う方法クをどう使う？セスをソフトウェアから使う方法するにはパスをソフトウェアから使う方法ワー
ドが使える？必要で何をしよう？す.

図 3 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ メール送信は？のサーバー経由でデータ送信？安め易しい）を理解するのは難しくないと思いますな方法が使える？中継は行われないは行っているよねわれな方法が使える？い
キャプショ
ン

かつてメール送信は？のサーバー経由でデータ送信？中継は行われないが使える？無制限りの対策を打たなくてはなりませんに行っているよねわれた時代はもあり口でさまよえる全ての子羊たちました.現するための手順説明です在は,迷惑メールを減らすためにメール送信は？
対策とのサーバー経由でデータ送信？ため,メール送信は？のサーバー経由でデータ送信？中継は行われないは基本的に行っているよねわれません.
社のサーバー経由でデータ送信？外に出かけている人が使える？,そとから使う方法会社のサーバー経由でデータ送信？のサーバー経由でデータ送信？メール送信は？サーバーを使ってみよう読み書いた通り迷惑メールを減らすためにきするには,
特別な方法が使える？手順を使ってみよう用する意するします.

図 4 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ プログラムを認証する仕組みから使う方法Twitterに投稿がでする
キャプショ
ン

Twitterに投稿がでで何をしよう？きるのサーバー経由でデータ送信？は,人間だけで何をしよう？はあり口でさまよえる全ての子羊たちません.
プログラムを認証する仕組みから使う方法,有用するな方法が使える？データ送信？を使ってみよう世界のお約束　（電子工作の入り口でさまよえる全ての子羊たち中に通知することだって可能で何をしよう？す.

図 5 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ 一括認証が必要のサーバー経由でデータ送信？メリット
キャプショ 個人が使える？利用するするネットショップのサーバー経由でデータ送信？数だけ名前とパスをソフトウェアから使う方法ワードのサーバー経由でデータ送信？組みを使ってみよう管理も面倒くさいするのサーバー経由でデータ送信？は,



ン 面倒くさいで何をしよう？,間違いますいも多いく,セキュリティ上の認証を一括管理する試み危険な会社としてで何をしよう？す.
ネットワークをどう使う？のサーバー経由でデータ送信？安め全ての子羊たち性を使ってみよう日々な種類のプログラミング言語が使えます研究している人たちが使える？,OAuthやネットワークサービスに認証手続きは必須OpenID connect
な方法が使える？ど一括認証が必要のサーバー経由でデータ送信？仕組みみを使ってみよう作ってくれたのサーバー経由でデータ送信？で何をしよう？すが使える？,な方法が使える？かな方法が使える？か広まり口でさまよえる全ての子羊たちません.

図 6 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ 今やネットワークサービスに認証手続きは必須回作成した回路
キャプショ
ン

右にある緑の名刺サイズ基板がラズベリーパイに見せたえる緑の名刺サイズ基板がラズベリーパイ色はのサーバー経由でデータ送信？基板にハンダ付けが使える？ラズベリーパイを使ってみようで何をしよう？す.
ラズベリーパイを使ってみようにつな方法が使える？が使える？るケーブル送信は？は電源で何をしよう？す.
左の白い基板（ブレッドボード）とケーブルでつながっていますのサーバー経由でデータ送信？白い基板の上に回路を作りましたい基板にハンダ付け（ブレッドボード）とケーブル送信は？で何をしよう？つな方法が使える？が使える？っています.
ブレッドボードのサーバー経由でデータ送信？上の認証を一括管理する試みには,部品が使える？あって,部品のサーバー経由でデータ送信？間に電線が使える？通っています.

図 7 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ ブレッドボード上の認証を一括管理する試みのサーバー経由でデータ送信？配線
キャプショ
ン

ブレッドボードは,白い基板の上に回路を作りましたいプラスをソフトウェアから使う方法チックをどう使う？のサーバー経由でデータ送信？中で何をしよう？も電線が使える？つな方法が使える？が使える？っています.今やネットワークサービスに認証手続きは必須回のサーバー経由でデータ送信？
ブレッドボードのサーバー経由でデータ送信？長や体重の情報は不要だから渡さなくて済むので手方向けの注意書き情報）を埋め込んでありますを使ってみよう横に向けるとに向けの注意書き情報）を埋め込んでありますけると,2行っているよねのサーバー経由でデータ送信？電源部分は横に向けると一列の足がついた部品をハンダ付けしが使える？つな方法が使える？が使える？っ
ています.5行っているよねのサーバー経由でデータ送信？配線部分は,縦一列の足がついた部品をハンダ付けしが使える？つな方法が使える？が使える？っています.ブレッドボードのサーバー経由でデータ送信？上の認証を一括管理する試みに
部品やネットワークサービスに認証手続きは必須電線を使ってみよう配置の異常報告やすることで何をしよう？,複雑な方法が使える？回路も作ることが使える？で何をしよう？きます.

図 8 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ 今やネットワークサービスに認証手続きは必須回作成した回路のサーバー経由でデータ送信？回路図
キャプショ
ン

主要な方法が使える？部品は,ラズベリーパイを使ってみよう,液晶をラズベリーパイから制御する,温度センサーのサーバー経由でデータ送信？ 3者は悩んで当たり前で何をしよう？す.あと 2個のサーバー経由でデータ送信？コンデ
ンサーを使ってみよう追加モジュールのインストールして,電線で何をしよう？つな方法が使える？ぎます.

図 9 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ ラズベリーパイを使ってみようにソフトウェアから使う方法を使ってみようイを使ってみようンスをソフトウェアから使う方法トール送信は？するには
キャプショ
ン

ラズベリーパイを使ってみようを使ってみよう最初に起動するには,パソコンを使ってみよう使ってみようってマイを使ってみようクをどう使う？ロ SDカードに
OSを使ってみよう書いた通り迷惑メールを減らすためにき込めも簡単にんで何をしよう？おく必要が使える？あり口でさまよえる全ての子羊たちます.
さら使う方法に,追加モジュールのインストールモジュール送信は？を使ってみようLinux配布しているサンプルプログラムはサイを使ってみようトから使う方法専用するコマンド”apt-get”で何をしよう？入り口でさまよえる全ての子羊たち手
します.
今やネットワークサービスに認証手続きは必須回のサーバー経由でデータ送信？回路を使ってみよう使ってみよううには実験の素はのサーバー経由でデータ送信？素のサーバー経由でデータ送信？サーバーから使う方法もソフトウェアから使う方法を使ってみようダ付けウンロード
して設定します.

図 10 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ I2C機能を使ってみよう有効化する設定画面
キャプショ
ン

I2Cを使ってみよう有効にするために,操作が使える？必要で何をしよう？す.

図 11 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ ラズベリーパイを使ってみようが使える？電子工作とイを使ってみようンタ送信？ーネットを使ってみよう直結する
キャプショ
ン

ラズベリーパイを使ってみよう１台でデータ収集から統計処理まで出来るので重宝しますあれば,電子工作のサーバー経由でデータ送信？回路から使う方法収集したデータをしたデータ送信？を使ってみよう,直接イを使ってみようン
タ送信？ーネットに転送で何をしよう？きます.
ラズベリーパイを使ってみようとイを使ってみようンタ送信？ーネットのサーバー経由でデータ送信？間は無線LAN(TBD)Wi-Fi)か速度 100Mbpsのサーバー経由でデータ送信？
有線LANのサーバー経由でデータ送信？どちら使う方法かが使える？使ってみようえます.

図 12 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ な方法が使える？ぜ温度計なんて簡単なものを作るの？OAuthのサーバー経由でデータ送信？キーは 2段階なのですがな方法が使える？のサーバー経由でデータ送信？？
キャプショ
ン

OAuthを使ってみよう利用するしてTwitterにメッセージを使ってみよう投稿がでするためには,ID（名前）と
図 13 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ 電流のサーバー経由でデータ送信？帰り（プラスとマイナス）の２本の線が必要ですり口でさまよえる全ての子羊たち道の切符を予約するときには 1本のサーバー経由でデータ送信？グラウンドで何をしよう？共通化で何をしよう？きる

キャプショ
ン

図 14 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ ラズベリーパイを使ってみようにはディスをソフトウェアから使う方法プレイを使ってみようもキーボードも必須で何をしよう？はな方法が使える？い
キャプショ
ン



図 15 タ送信？イを使ってみようトル送信は？ I2Cは,通信は？相手を使ってみよう番ピンと温度センサーの号で何をしよう？指定する
キャプショ
ン
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