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RaspberryPi運用マニュアル

1. Raspberry Piについて
既に全世界で1000万台以上販売された手のひらサイズのコンピュータです。

ＬｉｎｕｘベースのＲａｓｂｉａｎＯＳで動作しております。

2. Linux基本コマンド
① システム関係

• 起動：電源を入れると自動で起動します。

• 再起動：# reboot
又は、menu>shutdown>reboot；左上のメニューから

• 終了： # shutdown
又は、menu>shutdown>shutdown；左上のメニューから

• ログアウト # exit
又は、menu>shutdown>logout；左上のメニューから

• 日本語／英語の入力切替：キーボードのＣＴＬとｊを同時に押します（コント
ロール：左下とｊ）

3all rights reserved 2020 spectrum technology co.



Pi運用マニュアル

2. Linux基本コマンド
② ディレクトリ操作、コピー、移動、削除
root@:~$ cd /root/Documents ディレクトリの切り替え
root@:/root/Documents# ls ファイルとディレクトリの表示（表示したら操作したいファイルを右クリックでコピペし
て操作します
root@:~# cp ファイル名 ディレクトリ 配下のディレクトリのファイルを別のディレクトリへコピー
root@:~# mv ファイル名 ディレクトリ 配下のディレクトリのファイルを別のディレクトリへ移動
root@:~# rm ファイル名 ファイルの削除
便利な機能 rm –help コマンドのオプションが分からない場合は、ヘルプで問い合わせる。すべてのコマ
ンド共通(マイナスを２個とhelp)
③ ユーザ権限、プロセス他
root@:~ $ su - スーパーユーザ（root)に切り替え、パスワードを入力
root@:~# ps a 現状の動いているプロセスを表示
root@:~# kill 特定のプロセスを強制終了
root@:~# apt-get install pkg パッケージのインストールなどに使用
root@:~# date 日付、時間の設定を行います。
root@:~# leafpad /etc/network/interfaces インタフェースに記述してい内容を変更します。Viよりも使いやすいです。

④ モジュール、usb、メモリ、ＨＤＤなどの表示
root@:~# lsmod linuxのモジュールリスト表示
root@:~# lsusb usbのデバイス表示
root@:~# free -mt メモリ使用状態表示
root@:~# df -h ＨＤＤ（マイクロＳＤ）の使用状態表示
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pi@raspberrypi:~$ sudo
も同様のコマンドになります



RaspberryPi運用マニュアル

3. Raspberry Piの基本操作
① 表示画面と内容
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トップ画面（上段のタスクバーで選択）
• メニュー
• ブラウザ
• ファイルマネジャ
• ターミナル
• マルチ画面選択

• ＶＮＣ
• 日本語入力
• ＢＬＥ
• WiFi
• 音量
• ＣＰＵ使用率
• 時刻

デスクトップ上によく使うコ
マンド.txtがあります。
コピペして使ってください



学習キット 全体像(RaspberryPi版）
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画像系 プログラム言語

ＯＳ

ＡＩ系+

ハードウエア

モバイル

カメラ
（オプション）

ＡＩ用物品追加Raspberry Pi4B

USB accelerator
(オプション）

（オプション）

Ｒasbian OS

今後提供予定

(v1,v2)

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568946433/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ub3JtYWxibG9nLm5ldC9zeXN0ZW0vcHl0aG9uLW1lbW8v/RS=%5EADBqt0.yJHwnzBD7jM2jJX94wkAUI4-;_ylt=A2RinFaB54JdxV0AYC2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1568946433/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ub3JtYWxibG9nLm5ldC9zeXN0ZW0vcHl0aG9uLW1lbW8v/RS=%5EADBqt0.yJHwnzBD7jM2jJX94wkAUI4-;_ylt=A2RinFaB54JdxV0AYC2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1562906649/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucHJpbnRvdXQuanAvQ0wvT0ZDL09TLzAwOC9DTC1PRkMtT1MtMDA4Lmh0bWw-/RS=%5EADBCevnJftjYWgE2.p8NTqIi5xQzII-;_ylt=A2RCL6uZviZdMUQAUwKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1562906649/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucHJpbnRvdXQuanAvQ0wvT0ZDL09TLzAwOC9DTC1PRkMtT1MtMDA4Lmh0bWw-/RS=%5EADBCevnJftjYWgE2.p8NTqIi5xQzII-;_ylt=A2RCL6uZviZdMUQAUwKU3uV7


ハード概要
品名 項目 内容 備考

Raspberry Pi 4
model B

ＣＰＵ 1.5GHz 64bit クアッドコアCoretex-A72

ＧＰＵ デュアルコア VideoCore VI® 500MHz 

メモリ 4GB RAM

ＯＳ Raspbian buster(Debianベース）

インターフェース 2.4/5GHz WiFi(802.11 bgnac), Bluetooth 5.0, BLE, 
1G ether, USB 2.0x2, USB 3.0x2,  micro HDMIx2, 
microSDカード, 40 GPIO pin

Bluetooth 5.0, USB 
3.0追加, microHDMI
へ

電源／消費電力 Micro USB Type C 3.0A Type Cへ

サイズ 85ｘ56ｘ18mm

付属品 内容 備考

ケース 透明、白、黒から選択できます。

microSD 128GB Raspbian OS, 必要なモジュールをインストールして提

供します。お客様が設定するものは必要最低限のパ
スワード設定、ＷｉＦｉ設定、ＶＮＣ設定になります。

プログラム Tensorflow, tfjs, Pytorch, 関連pip インストール
済,Tensorflow,tfjs, Pythonサンプルプログラム

マニュアル 学習キット設定編、Python学習編、Tensorflow_v1,v2
学習編、Tensorflow.js学習編、Pytorch学習編

ＵＳＢ電源ケーブル、ＨＤＭＩケーブルは付属しておりません。
別途オプション品を購入ください

本体
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区分 ソフト名 バージョン 備考

OS Raspbian buster

プログラム言語 python3 3.7.3
3.6.9

仮想化で利用します。

python2 2.7.15+ 

Node.js V14.15

ＡＩ用プログラム tensorflow 2.4.0
1.14.0

Google

Tensorflow.js 1.7.4 Google

Pytorch 1.9 Facebook

サンプルプログ
ラム

Mnist,cifar10など 使用ＡＩ言語により比較が可能

その他 Jupyter notebook、
matplotlibなど多数のpipラ
イブラリ

ソフト概要
①ソフトウエア一覧
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提供するソフトウエアの概要です。



ソフト概要
②プロトコルスタック
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Windows

OpenCV

GPU

CUDA

CPU

cuDNNTensorflow(.js)
Pytorch

Application Program

ハード

ＯＳ

画像処理（将来）

ＡＩ

アプリ

プログラム言語:Python, JavaScript

グラフィック版（お客様で準備、設定）

グラフィック版（プログラム提供）

RaspberryPi

Raspbian

Tensorflow(.js)
Pytorch

Raspberry Pi
版

本格利用には、ＧＰＵ版（グラフィック版）をお勧めします。学習の計算速
度が、Raspberry Pi版に比べて、実測で５倍速から１５０倍速とストレスな
く学習できます。

Ubuntu



Python環境

• 仮想環境の利用
• 仮想環境は、pythonのテストする場合、バージョンが複数存在するため
バージョン毎でテストを実施するために利用します。Pipもそのバージョン毎
に環境を構築できて大変便利です。

• Tensorflow用Python3.6,3.7 の環境を二つつ準備しました
• Tensorflow python3.7環境：home/piの配下にvenv/tensorlow_py37です

$ source venv/tensorflow_py37/bin/activate 切替て利用ください。

• Tensorflow python3.6環境：home/piの配下にvenv/tensorlow_py36です

$ source venv/tensorflow_py36/bin/activate 切替て利用ください。

• 仮想環境を抜け出す場合

$ deactivate

all rights reserved 2018 spectrum technology co. 10

pi@raspberrypi:~ $ source venv/tensorflow_py37/bin/activate
(tensorflow_py37) pi@raspberrypi:~ $

pi@raspberrypi:~ $ source venv/tensorflow_py36/bin/activate
(tensorflow_py36) pi@raspberrypi:~ $

(tensorflow_py36) pi@raspberrypi:~ $ deactivate
pi@raspberrypi:~ $ 

Python、
tensorflow v1
の学習は、
py36で実施し
てください

Tensorflow
v2,Pytorchの
学習は、py37
で実施してく
ださい



区分 項目(Jupyter
notebook)

内容 難易度 習得時
間（分）

備考

深層学習初
級

Pytorchによる配列 配列について学習します C 30

Cifar10による画像識別 Cifar10を使った画像識別を学習 B 30

Numpyによる予測 numpyを使用して、フォワードパス、ロス、およびバック

ワードパスを手動で計算します。ひとつの隠れ層でｘか
らｙを予測します

C 10

nnモデルによる予測 neural networkモデルを学習します。最小2乗法によりｘ
からｙを推測します

B 30

画像認識 mnistによる画像認識 Mnistを使った手書き文字の画像認識 C 30

GANによる画像生成 GAN(Generative Adversarial Networks ）を使った画像生
成モデル

A 60

MiDaS による画像認識 MiDaS（Mixing Datasets） を使って、画像を認識して、奥
行きを推定します。

B 30

セグメンテーションによ
る画像認識

ResNet-101（２０分類）を使って、画像を認識して、境界
を出力します

B 30 メモリ不足

音声認識 音声認識・処理 音声を認識して、matplotlibを使って可視化したり、イコ
ライザなどで処理したりします

B 30 Torchaudioをインス
トール時に注意

言語認識 RNN言語認識 multi-layer RNN (Elman, GRU, or LSTM) を使って、次の
単語を予測

B 30

Ｐｙｔｏｒｃｈ
１．概要
③．項目一覧
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A:難しい、B:やや難
しい、C：普通



Ｐｙｔｏｒｃｈ
２．Ｐｙｔｏｒｃｈの深層学習初級

① Pytorchによる配列
https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/tensor_tutorial.html#sphx-glr-
beginner-blitz-tensor-tutorial-py
$ cd /home/pi/Documents/torchvision
$ Jupyter notebook
• Tensor_tutorial.ipynbをクリック

• Inの囲みをrunして行きます。Pytorchの配列が出てきます。数値を変えて学
習してください。

all rights reserved 2021 spectrum technology co. 12

入力コマンド
$ cd /home/pi/Documents/torchvision
$ jupyter notebook

Pytorch編は全て
python37の仮想

化で実施。

https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/tensor_tutorial.html#sphx-glr-beginner-blitz-tensor-tutorial-py


Ｐｙｔｏｒｃｈ
２．Ｐｙｔｏｒｃｈの深層学習初級

② Cifar10による画像識別
https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html#sphx-glr-
beginner-blitz-cifar10-tutorial-py
$ cd /home/pi/Documents/torchvision
$ Jupyter notebook
• cifar10_tutorial.ipynbをクリック

• Inの囲みをrunして行きます。tensorflowで出てきたcifar10の学習と画像識
別率などを確認して比べてください。
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入力コマンド
$ cd /home/pi/Documents/torchvision
$ jupyter notebook

学習に３０分

https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html#sphx-glr-beginner-blitz-cifar10-tutorial-py


Ｐｙｔｏｒｃｈ
３．Ｐｙｔｏｒｃｈによる画像認識

① mnistによる画像認識
https://github.com/pytorch/examples/tree/master/mnist
$ cd /home/pi/Documents/pytorch_examples/mnist
$ python main.py
• tensorflowで説明したmnist(手書き文字認識）をpytorchで実施した場合。約

14時間、gpuで利用ください。

• 画像は出ません。Lossが出てきます。
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入力コマンド
$ cd 
/home/pi/Documents/pytorch_examples/mni
st
$ python main.py

https://github.com/pytorch/examples/tree/master/mnist


Ｐｙｔｏｒｃｈ
３．Ｐｙｔｏｒｃｈによる画像認識

③ MiDaS による画像認識
https://pytorch.org/hub/intelisl_midas_v2/
$ cd /home/pi/Documents/torchvision/vision/torchvision/models/
$ jupyter notebook
midas1130.ipynbを選択 画像のダウンロードに時間がかかります。３０分以
上

• MiDaS（Mixing Datasets） を使って、画像を認識して、奥行きを推定します。
右下は、犬の画像を認識した出力です。
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入力コマンド
$ cd 
/home/pi/Documents/torchvision/vision/torc
hvision/models/
$ jupyter notebook

https://pytorch.org/hub/intelisl_midas_v2/


Ｐｙｔｏｒｃｈ
４．Ｐｙｔｏｒｃｈによる音声認識
① 音声認識・処理

https://github.com/pytorch/tutorials/blob/master/beginner_source/audio_preproce
ssing_tutorial.py
$ cd /home/pi/Documents/torchvision
$ pip3 install torchaudio 追加でインストール、torchのgpu版が削除されるので要
注意
$ jupyter notebook
• Audio_preprocessing_tutrial.ipynbを選択
• 音声を認識して、matplotlibを使って可視化したり、イコライザなどで処理したりし
ます。
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入力コマンド
$ cd cd /home/pi/Documents/torchvision
$ pip3 install torchaudio
$ jupyter notebook

https://github.com/pytorch/tutorials/blob/master/beginner_source/audio_preprocessing_tutorial.py


Ｐｙｔｏｒｃｈ
５．Ｐｙｔｏｒｃｈによる言語認識

① RNN言語認識
examples/word_language_model at master · pytorch/examples · GitHub
$ cd /home/pi/Documents/pytorch_examples/word_language_model
$ python main.py --epochs 6
• multi-layer RNN (Elman, GRU, or LSTM) を使って、次の単語を予測。
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入力コマンド
$ cd 
/home/pi/Documents/pytorch_examples/wor
d_language_model
$ python main.py --epochs 6

２時間で２００batch、GPUを
利用ください。

https://github.com/pytorch/examples/tree/master/word_language_model
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