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概要　

本製品MF-01は、RaspberrypPi3用に開発された多軸対応のサーボモーターコントロールボードです。 

最大24個のサーボモーターを接続することが可能です。 

サーボモーターはPWM方式とシリアル通信方式（KONDO及びFUTABA）に対応しており、 
DIP-SWにより切り替え、選択して接続することが可能です。 

シリアルサーボモーターを接続した場合は、教示を行うことが可能です。 

無線機対応であり、弊社製無線送受信機、KONDO製無線送受信機のどちらかを選択して、接続することが可能です。 

3軸アナログ電圧出力式ジャイロセンサーを接続することが可能です。 

ボードに設定を行うことで、ボード側だけでジャイロ制御を行わせることが可能です。 

アナログ電圧出力型センサーを１個接続することが可能で、コマンドにより入力値を読み出すことが可能です。 

RaspberryPi3とはシリアル通信で接続されます。 

RaspberryPi3の電源は、MF-01に接続されたサーボモーター用バッテリーなどから供給することが可能です。 
給電することも可能です。（GNDは共通） 

添付される管理用ソフトウェア「MF-01S」はRython3で記述されます。 

「MF-01S」は、単体でポーズ及びモーション作成登録が可能で、無線送受信機を接続するとリモートコントロールを行うことが可能です。 

「MF-01S」はIPソケット通信に対応したコマンドサーバを搭載し、外部プログラムからリクエストを受け取り、 
サーボ位置制御、モーション再生など、ユーザー作成プログラムからコントロールを行うことができます。
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基板外観　

電源スイッチ（左ON/右OFF）

MF-01電源端子

レギュレータ接続端子

電源分離時サーボモーター用 
電源端子

電源分離・共通設定用ジャンパー

サーボモーター接続用端子

サーボモーター接続用端子

サーボモーター接続用端子

3軸ジャイロセンサー接続端子 
＆ 

アナログ入力端子

動作モード切替用DIP-SW

無線受信機接続端子

パイロットLEDランプ

RaspberryPi3接続用コネクタ
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各端子説明　1
ＳＷ６　電源スイッチ 

ー前頁図で左にスライドすると電源が投入されます。 
ー正常に電源が投入されるとパイロットLEDランプが点滅を開始します。 

ＬＥＤ１　パイロットLEDランプ 
ー電源が正常に投入されると点滅します。 

ＣＮ５０　RaspberryPi3接続用コネクタ 
ーRaspberryPi3とスタック接続ができるコネクタが搭載されています。 
ー信号引き出しが可能な延長端子が、MF-01基板上に搭載されています。 

ＣＮ１　MF-01電源端子 
ー１・＋端子 DC７~２４Vの電源を接続します。 
ー２・－端子 GNDを接続します。 

ＣＮ５５　レギュレータ接続端子 
ーRaspberryPi3に電源を供給するためのレギュレータを接続します。（同梱） 
ーMF-01に接続するバッテリーが８V以上の場合は、必ずレギュレータに放熱用のヒートシンクを取り付けます。 

ＣＮ４９　電源分離時サーボモーター用電源端子 
ーサーボモーター用電源を独立して供給する場合に使用します。 
ー１・＋端子 サーボモーターに適合する電圧の＋電源を接続します。 
ー２・－端子 サーボモーターに適合する電源の－（GND）電源を接続します。 

ＳＷ７　電源分離・共通設定用ジャンパー 
ーMF-01（RaspberryPi3）電源とサーボモーターの電源を共用する場合に短絡します。 
ー分離時は切断します。
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各端子説明　2　
ＣＮ２０～４３　サーボモーター接続端子 

ーサーボモーターを接続する端子列、基板に近い下側からＧＮＤ、モーター電源、制御信号線となり、 
　サーボ番号は、図中左より8、9、10、11、0、1、2、3、4、5、6、7、12、13、14、15、16、17、18、19、 
　図中右側下から上に20、21、22、23の計24個を接続することができます。 

ＣＮ５２　３軸ジャイロセンサー接続端子 
ーアナログ電圧出力式ジャイロセンサーを３軸分まで接続することができます。 
　１・＋５Ｖ出力 
　２・ジャイロセンサー信号２入力 
　３・汎用AD入力 DC0~5V入力可能（ユーザープログラムにて読み出し、処理判定に使用） 
　４・ジャイロセンサー信号０入力 
　５・ジャイロセンサー信号１入力 
　６・ＧＮＤ 

ＣＮ１８　無線受信機接続端子 
ー無線受信機を接続します。 
　１・＋５Ｖ 
　２・受信端子　無線受信機の受信出力を接続します。 
　３・接続無線機選択入力（弊社製無線機接続時は解放、ＫＯＮＤＯ製受信機接続時はＧＮＤへ接続する） 
　４・ＧＮＤ
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DIP-SWの設定　

MF-01の上には、動作モードなどを設定するためのDIP-SWが配置されている。 

１　未使用 

２　シリアルサーボ選択時ブランド切替 
・ON    KONDO 
・OFF　FUTABA 

３　起動時リモコンモード自動開始 
・ON   リモコンモード開始 

　設定されたモーション割り当てでリモコンモードに移行し、直ちに遠隔操作が可能になる。 
・OFF  コンソールモード開始 

　通常メニューが表示され、ポーズ作成、モーション作成、リモコン割り当てなどが可能になる。 

４　PWM・シリアルサーボ選択 
・ON    PWMサーボ接続 
・OFF  シリアルサーボ接続 
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MF-01基板とRaspberryPi3基板のコネクタを接続します。 

［重要］ 
MF-01に３端子レギュレータユニットをコネクタCN55に接続します。 
レギュレータはヒートシンクに必ずねじ止めしてください。 
　　 
　　サーボモーターの運用電圧が８V以下 
　　バッテリーをRaspberry Piに共用する際は「６～８V用ヒートシンク付きレギュレータユニット」をご使用ください。 

　　サーボモーターの運用電圧が12V以下 
　　バッテリーをRaspberry Piに共用する際は「11～12V用ヒートシンク付きレギュレータユニット」をご使用ください。 

RaspberryPi3とMF-01の接続　

9

CN55へ接続

①MFｰ01基板とRaspberry Piのコネクタを接続 ②MFｰ01基板と3端子レギュレータユニットを接続



RaspberryPi3とMF-01の通信方式
RaspberryPi3とMF-01は、シリアル通信にて情報を交換します。 

RaspberryPi3側使用端子 
ーTXD0 GPIO14 
ーRXD0 GPIO15 

通信フォーマット 
ー38400bps 
ーデータ部８bit 
ースタート1bit 
ーストップ１bit 
ーパリティビット　なし 

初期状態では、シリアル通信時に、処理負荷によりビットレートが変動するため、変動しないように設定を行う必要があります。 

設定方法は次ページより参照してください。 
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RaspberryPi3との通信設定
RaspberryPi3でシリアル通信をするには、raspi-configでシリアルを有効化し、シリアルをコンソールとして使用しないように設定をします。 

raspi-configでシリアルの有効化 
　次のようにLXTerminalでraspi-configを起動し、シリアルを有効にします。 

pi$ raspi-config  
　「5 Interfacing Options」を選択し、さらに「 P6 Serial 」を選択します。 
　「Would you like a login shell to be accessible over serial?」に対してYesを選択、Finishし、リブートします。 

pi$ reboot  
　/dev/serial0というデバイスが作られます。 

pi$  /dev/se*  
/dev/serial0 /dev/serial1  

/boot/cmdline.txtの修正 
　/boot/cmdline.txtを修正し、serial0をコンソールとして使用しないように設定します。 

pi$ cat /boot/cmdline.txt  
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 console=serial0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline 

fsck.repair=rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles  

エディターで「console=serial0,115200」を削除し、保存して、リブートします。 
　ーエディターはNANOなどをスーパーユーザー実行モードで使用してください。 
　　例　sudo nano /boot/cmdline.txt 
　 
　ー再起動は下記の通りです。 
　　　pi$ reboot 

/boot/config.txtに左図の情報を追記します。 
これにより、Bluetoothは使えなくなりますが、処理速度は維持したままシリアル通信が使用可能になります。 

追記後、再度リブートします。 
config.txtはスーパーユーザー実行モードで編集を行ってください。 
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MF-01周辺装置との接続
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Raspberry Pi

モニター

マウス

キーボード

USBカメラ

電源orバッテリーサーボモーター

ジャイロセンサー

音声アンプ

無線受信機

MF-01

外部その他（GPIO）

外部その他



初期運用の準備

①RaspberryPi3にUSBマウス、キーボード、ディスプレイ等を接続する。 

②MF-01Sを記録したmicroSDカードを、RaspberryPi3のmicroSDカードスロットに挿入する。（表裏注意） 

③ディスプレイの電源を投入し、MF-01の電源スイッチを投入する。 

④RaspberryPi3が起動し、MF-01Sが自動起動するまで待機する。 

⑤接続するサーボモーターにあわせ、ホームポジションのデータ等を登録する。 

⑥システムを終了し、すべての電源を切る。 

⑦MF-01に使用するサーボモーターを接続する。 

⑧電源を投入し、ホームポジションなどの調整を行う。 

　運用を開始する。 
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MF-01S概要説明

MF-01SはRaspberryPi3のPython3上で動作するポーズ＆モーション作成支援アプリケーションです。 

リモートコントロール設定でリモコンモードに移行すると、リモコン送信機から受信したキー割り当てにあわせ、 
モーションの再生等を実行することが可能です。 

ポーズ登録は、数値入力、教示入力が可能です。 

2足歩行ロボットに関する条件設定を行うことで、歩行モーションの自動生成を行うことも可能です。 
ー１モーション内のポーズ登録数は、1,024ポーズまで可能です。 
ー登録可能なモーション数は、ファイルシステム上限に達するまで可能です。 
ー前後進、左右旋回、左右平行移動などの自動生成が可能です。 
ー軸構成、足長さ、歩幅、足上げ量、左右体重移動量などの、パラメータを設定します。 
　基本設定が完了したのちは歩幅、周期などを変更するだけで様々な歩様を生成することが可能です。 
ージャイロセンサーなどの感度設定、関連するサーボの設定なども可能です。 

IPソケット通信サーバを搭載しており、他のアプリケーションから本ソフトウェア、及びMF-01を制御することができます。 
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MF-01S起動手順
RaspberryPi3を起動し、コンソール画面を使用可能にします。 

下記コマンドを入力してMF-01Sを起動します。 
python3 mf01s.py 

RaspberryPi3電源投入時に自動的にmf01s.pyを起動するための設定については、別途資料を参照してください。 
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MF-01S起動時の画面

上記画面はDIP-SWにてコンソール起動、シリアルサーボ、FUTABA選択、の設定で起動した場合の画面になります。 

コマンド入力待ちで待機するので、キーボードからコマンドを入力するか、別プログラムよりIPソケット通信でコマンドを送信すると、 
操作を行うことができます。 

※？コマンドを入力すると、管理ヘルプが表示されます。
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MF-01Sメニュー画面説明
ServoModeには、現在選択されている 
サーボモードが表示されます。 
　ーサーボモードを切り替えるには、 
　　全電源を切り、DIP-SWを切り替えて、 
　　再度電源を投入する必要があります。 

MotionFileNameは、現在の読み出し、 
保存対象のファイル名が表示されます。 

MotionStepTimeは、1ポーズの移行時間が 
表示されます。 
　ー単位は秒です。 

MotinDataCountは、モーションに含まれている 
ポーズ数が表示されます。 

EDIT LINEは、編集対象の行番号が表示されます。 

MultiplesServoSpeedは、 
モーション実行時の時間倍率が表示されます。 
　ー通常は１、倍速実行などの場合は 
     ２などになります。 
　ー１、２、４、８が選択できます。 
　ー実行速度が速くなっても、 
　　サーボモーターの速度が追従できない場合は、

その速度での再生は行われません。
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簡易ヘルプ画面

コマンドはおよそ2文字の英字を入力することで実行します。 
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各コマンド概要

hp　ホームポジションのデータを登録する 
ap　ポーズの絶対位置を指定する 
gp　ティーチングの情報を取得し、現在値を設定する 
nw  モーションデータテーブルを初期化する 
ad　現在のポーズ情報をモーションデータに追記する 
Is    現在のポーズ情報をモーションデータ指定行の前に挿入する 
ov　現在のポーズ情報をモーションデータ指定行に上書きする 
mc  モーションデータの外部ファイルへの読み書き管理 
ex　モーションデータの実行 
rs　リモコン設定情報管理 
gs  ジャイロセンサー設定情報管理 
dp  現在のポーズ情報を表示する 
ss　現在のセンサー入力情報を表示する 
jp   無線受信機の受信内容を表示する 
rp　ポーズ情報をホームポジション相対値で指定する 
rh　ポーズ情報をホームポジションに復帰する 

st   ポーズ情報をモーションデータに追記する際の「移行時間」を指定する 
dl   モーションデータの任意行を削除する 
cp  モーションデータの任意行を複製する 
ml　モーションデータの一覧を表示する 
tc   ティーチングによるポーズデータの取得 
ts   モーションデータの各行の移行時間を一括設定する 
sp　編集対象のモーションデータの行を指定する 
gn   歩行モーションを生成する 
rc   リモコンモードに移行する 
gc　ジャイロセンサーモードを設定する 
mp　モーション実行時間倍率を設定する 
exit　本プログラムを終了する 

各コマンドにはさらにサブコマンドが用意されます。 

詳細は別途ページを参照して下さい。 

外部プログラムから本プログラムにアクセスするコマンドフォーマットについては、別項で解説します。 
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データ作成の流れ

モーションデータファイルモーションデータ

ポーズデータ作成 
実機姿勢確認

実機動作確認

実機動作 無線受信機リモコン設定

追記、挿入、上書き

手動入力、教示、歩様自動生成等でデータ作成 

実行

登録

受信

読出し

保存
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hpコマンド　1

hpコマンドは、ホームポジションデータを登録するために使用します。 

hpコマンドを入力すると、現在設定されているホームポジションデータが表示され、サブコマンドの入力を求められます。 

ホームポジションは、各サーボの初期位置のデータで、サーボモーターの種別で、ニュートラル値と左右の指定値に制約があります。 
ーPWM　 

設定範囲０～１８０、ニュートラル値は９０です。 
サーボのブランドによって、指定可能範囲が２０～１６０になる場合があります。 
０～１８０で制御信号幅は０.６ｍSから２.４ｍSまで変化します。 

ーシリアル・KONDO 
設定範囲３５００～１１５００、ニュートラル値は７５００です。 
位置０を指定すると、KONDOサーボはフリー状態となります。 
位置読み込みコマンドを使用すると、フリーの状態での位置を読み出すことができます。 

ーシリアル・futaba 
設定範囲０～３０００、ニュートラル値は１５００です。 
フリーへの設定、現在位置の読み出し、出力パワーの設定は専用のコマンドがサポートされています。
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hpコマンド　2

hpコマンドにはサブコマンドがあり、下記の機能があります。 

　ーｅサブコマンド 
　　hpコマンドでｅサブコマンドを入力すると、 
　　各サーボごとに指定値を入力することができます。 
　　24個すべての数値を入力する必要があります。 
　　未接続のサーボモーターについては、ニュートラル値を入力しておくと安全です。
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hpコマンド　3

ーｔサブコマンド 
　hpコマンドでｔサブコマンドを入力すると、 
　現在のポーズ情報をホームポジションデータに転送します。 
　現在の姿勢をホームポジションとする場合に使用します。
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hpコマンド　4

ーｓサブコマンド 
　hpコマンドでｓサブコマンドを選択すると、 
　現在のホームポジション情報を 
　「/home/pi/homepositiondata.conf」に上書き保存します。
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hpコマンド　5

ーｌサブコマンド 
　hpコマンドでｌサブコマンドを指定すると、 
　「/home/pi/homepositiondata.conf」から 
　ホームポジションデータを読み出し、現在のホームポジション情報を 
　上書きします。
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apコマンド

apコマンドは、各サーボの現在位置を、絶対位置を入力して指定します。 
ーPWMサーボ設定可能範囲 

０～１８０ 
ーシリアルサーボ・KONDO設定可能範囲 

３５００～１１５００ 
ーシリアルサーボ・FUTABA設定可能範囲 

０～３０００ 

入力が確定すると各サーボが稼働します。
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nwコマンド

nwコマンドを入力すると、実行するか否かの選択肢が表示され、 
ｙ入力を行うと、現在登録中のモーションデータをすべて削除し、 
初期化します。
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adコマンド

adコマンドは、現在編集中のポーズ情報を、モーションデータの最後尾に追記します。 

追記時に割り当てられる移行時間は、stコマンドによって登録された「MotionStepTime」になります。 

処理後一覧に表示される3個の数字は、左側から下記の通りとなります。 
データ番号（０より、昇順） 
移行時間（秒） 
データ種別（０－単体追加、１－自動生成グループ）
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isコマンド

isコマンドは、現在編集中のポーズ情報を、指定行の前に挿入します。 

isコマンドを入力すると、選択可能な挿入位置が表示され、 
その範囲で数値を入力すると、編集中のポーズデータが、指定位置前に挿入されます。 

挿入時に割り当てられる移行時間は、stコマンドによって登録された「MotionStepTime」になります。 

処理後一覧に表示される3個の数字は左側から下記の通りとなります。 
データ番号（０より、昇順） 
移行時間（秒） 
データ種別（０－単体追加、１－自動生成グループ）
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ovコマンド

ovコマンドは、現在編集中のポーズ情報を、指定したモーションデータの指定行に上書きします。 

ovコマンドを入力すると、選択可能な上書き位置が表示され、 
その範囲で数値を入力すると、編集中のポーズデータが、指定位置に上書きされます。 

上書き時に割り当てられる移行時間は、stコマンドによって登録された「MotionStepTime」になります。 

処理後一覧に表示される3個の数字は左側から下記の通りとなります。 
データ番号（０より、昇順） 
移行時間（秒） 
データ種別（０－単体追加、１－自動生成グループ）
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mcコマンド 1

mcコマンドは、モーションデータの外部ファイルへの書き出しと、読み込みを実行します。 

mcコマンドを入力すると、サブコマンドの入力を求められます。 
サブコマンドには下記のものがあります。 
　　　ｌサブコマンド　LOAD 
　　　ｓサブコマンド　SAVE 
　 
mcコマンドでｌサブコマンドを入力すると、読み込むファイル名の入力を求められます。 

この時、ファイル名を入力せずにリターンキーを押すと、現在設定中のデフォルトファイル名が自動的に設定されます。 
新しいファイル名を入力すると、その名前でデータが保存され、デフォルトのファイル名も新しく入力したファイル名に 
更新されます。
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mcコマンド 2

mcコマンドでｓサブコマンドを入力すると、保存するファイル名の入力を求められます。 
この時、ファイル名を入力せずにリターンキーを押すと、現在設定中のデフォルトファイル名が自動的に設定されます。 
新しいファイル名を入力すると、その名前でデータが保存され、デフォルトのファイル名も新しく入力したファイル名に 
更新されます。 

モーションデータの読み込み時は、それ以前に登録されているモーションデータは消去されず、追記される形で読み込まれます。 
この機能により、登録済みのモーションを複数回繰り返したい場合は、指定ファイルから任意回数の読み込みを行うことで、 
再生が可能になります。
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exコマンド

exコマンドは、登録されているモーションデータから、指定行間を再生し、動作させます。 

exコマンドを入力すると、開始行と終了行の入力を求められ、入力を完了すると、直ちに再生が開始されます。 

この時、開始行、終了行の入力をせずにリターンキーを押すと、先頭から終了行まで、すべてのモーションが再生されます。
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rsコマンド　1

rsコマンドは、リモートコントロール設定を行い、リモコン送信機のボタン入力組み合わせと、モーションの関連を管理します。 

rsコマンドにはサブコマンドがあり、下記の機能があります。 

ｉサブコマンド 登録内容のリストを表示します。 
ｅサブコマンド 登録内容の編集作業を実行します。 
ｌサブコマンド 外部ファイルから、保存されている内容を読み出して設定します。 
ｓサブコマンド 登録内容を外部ファイルに保存します。 

モーション関連登録時に、そのモーションを動かす際の諸条件を設定することができます。 
設定可能な諸条件は下記の通り 

・モーション開始前にホームポジションに戻すか、戻さないか。 
・モーション開始前にジャイロセンサー制御スイッチのON/OFF選択。 
・モーション終了時にジャイロセンサー制御スイッチのON/OFF選択。 
・モーション開始前にモーター出力のON/OFF選択。 
・モーション終了時にモーター出力のON/OFF選択。
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rsコマンド 2-1

rsコマンドでｅサブコマンドを入力すると、登録作業を行うモードになります。 

AutomaticStopBatteryVoltageは、リモコン起動モードで起動されたとき、 
バッテリー監視を行い、RaspberryPi3を終了させる電圧を定義します。 

ーリモコン起動モードで起動した場合にのみ、本電圧以下でリモコン送受信サイクルが10回連続したとき、 
　自動的にRaspberryPi3をシャットダウンします。 
ーコンソールモードからリモコンモードを起動した場合は、自動シャットダウンは機能しません。 

Start Pose Programは、初回のみ起動されるプログラムです。 
通常、ホームポジションから歩行準備姿勢への切り替えに使用します。 

SetRemoteControleSlotは、リモコンキーを押したときに受信されるキーコードで、5桁の英数字です。 
リモコンキーの入力とキーコードの確認はjpコマンドをご利用ください。
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rsコマンド 2-2

SetMotionDataFileNameは、キーコードに関連付けるモーションデータのファイル名を登録します。 

HomePositionSetは、設定されたモーションファイルを実行する前に、 
ホームポジションに復帰するかどうかの指定になり、通常　０　を指定します。 

EntryGyroControlは、モーション実行前のジャイロセンサースイッチ制御を行います。 
ジャイロセンサーを使用している場合は、通常　１　を指定します。 

ExitGyroControlは、モーション実行後のジャイロセンサースイッチ制御を行います。 
ジャイロセンサーを使用している場合は、通常　１　を指定します。 

EntoryMotorControlは、モーション実行前のモーター出力切替を行います。 
　通常　0　を指定します。 

　１　を指定すると、モーション実行前にモーターON処理を実行します。 

ExitMotorControlは、モーション実行後のモーター出力切替を行います。 
　通常　１　を指定します。 
　　　　0　を指定すると、モーション終了後にモーターOFF処理を実行します。
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rsコマンド 3

rsコマンドでｌサブコマンドを入力すると、外部ファイルからリモコン設定内容を読み出して設定します。
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rsコマンド 4

rsコマンドでｓサブコマンドを入力すると、リモコン設定の内容を外部ファイルに保存します。
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srコマンド

srコマンドを入力すると、MF-01内の現在のポーズ情報（サーボモーターの指示値情報）が読み出され、ポーズ情報に転記されます。
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gsコマンド 1

gsコマンドは、ジャイロセンサー設定の管理を行います。 

gsコマンドにはサブコマンドがあり、下記の機能があります。 

　ｉサブコマンド 
　　設定情報を一覧表示します。 
　　設定情報はジャイロセンサー番号ごとに、 
　　8個のサーボモーターに対してジャイロセンサー信号の 
　　差分入力に対して乗ずる係数（符号付整数）となり、 
　　未使用の登録欄にはすべて０を設定します。 
　 
　ｅサブコマンド 
　　設定情報を編集します。 
　 
　ｌサブコマンド 
　　設定情報を外部ファイルから読み込みます。 
　 
　ｓサブコマンド 
　　設定情報を外部ファイルに保存します。 
　 
　ｔサブコマンド 
　　設定情報によるジャイロセンサー制御の 
　　ON、OFFなどを設定します。
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gsコマンド 2

gsコマンドでeサブコマンドを選択すると、ジャイロセンサー3個に対し8個のパラメータをすべて入力します。 

入力する内容は、対応するジャイロセンサーの番号に対し、サーボモーター番号と係数を入力します。 

変更がない個所は、リターンキーでスキップすることが可能です。
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gsコマンド 3

gsコマンドでｓサブコマンドを選択すると、登録されているジャイロセンサー情報を、外部ファイルに保存します。 

外部ファイルに保存したジャイロセンサー設定情報は、同コマンドのｌサブコマンドで読み出すことができるほか、 
リモートコントロールモードでジャイロセンサーを使用する場合に、自動的に読み込まれます。
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gsコマンド 4

gsコマンドでｌサブコマンドを選択すると、外部ファイルに保存したジャイロセンサー設定を読み込むことができます。
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gsコマンド 5

gsコマンドでｔサブコマンドを選択すると、登録されているジャイロセンサー設定を、MF-01側に設定します。
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dpコマンド

dpコマンドを入力すると、現在編集中のポーズ情報が表示されます。 

サーボモーターごとに下記の内容が表示されます。 

SVｘｘ　＝　ホームポジションからの相対位置：絶対位置 

45



ssコマンド

ssコマンドでは、MF-01のアナログ入力ポートの数値を読み出すことができます。 

下記の割り当てとなります。 
AD１　未接続 
AD２　未接続 
AD３　ジャイロセンサー２　入力 
AD４　ジャイロセンサー１　入力 
AD５　汎用入力CN52-3 
AD６　ジャイロセンサー０　入力 
AD７　MF-01電源電圧監視入力
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jpコマンド

jpコマンドを入力すると、リモートコントロール用受信機からの情報を 
モニタリングします。 

左図JPに続く6桁の文字部分が、リモートコントロール送信機側のキー情報となり、 
続く3桁の数字がMF-01の電源電圧、続く3桁の数字が汎用AD入力の数値となります。 

モニタリングを終了する際は、CTRL+Cキーを押し、メニューに戻ります。
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rpコマンド

rpコマンドは、サーボの指示値をホームポジションからの相対値で指定します。 

rpコマンドを入力すると、現在の相対値が表示され、 
各サーボごとに相対値の入力を求められます。 
　　ー変更がない場合は、リターンキーでスキップすることが可能です。 
　　ー24個のサーボに対して、数値変更が完了すると、 
　　　全サーボが指示値に向け駆動される。
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rhコマンド

rhコマンドを入力すると、登録されているホームポジションに向けて全サーボが駆動され、 
編集中のポジション情報がホームポジション値に初期化されます。
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stコマンド

stコマンドは、ポーズから次のポーズへ移行する時間のデフォルト値を指定します。 

設定可能な時間は０．０１秒から２．０秒の範囲です。
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dlコマンド

dlコマンドは、モーションデータ内の、任意行番号ポーズ情報を削除します。 

dlコマンドを入力すると、指定可能な範囲が表示され、入力を求められるので、任意の数値を入力します。 

入力後、現在の登録情報の一覧が表示されます。 
　ー表示内容はmlコマンドと同じです。
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cpコマンド

cpコマンドは、モーションデータ中の任意の行データを、任意の行データの前に複写挿入します。 

cpコマンドを入力すると、複写元になる行番号の入力を求められます。 

任意の行番号を入力すると、複写先の行番号の入力を求められます。 

複写先の行番号を入力すると、複写＆挿入が実行され、新しい一覧が表示されます。
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mlコマンド

mlコマンドを入力すると、現在編集中のモーションデータ一覧が表示されます。
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tcコマンド

tcコマンドは、シリアルサーボの教示機能を利用して、 
ポーズの取り込みを行います。 

tcコマンドを入力すると、続いて教示部位の指定を行う 
サブコマンドを入力します。 
　ー部位は下記の指定が可能です 

a (All) 
t (Top) 
b(Bottom) 
o(bOdy) 
r(Rightarm) 
l(Leftarm) 
g(riGhtleg) 
f(leFtleg) 
h(Holizontal) 

各部のサーボモーターのグループ化は 
/home/pi/mf01conf/teach.conf内で設定します。 

教示部位指定が行われると、指定部位が5秒間フリーとなり、 
その期間中にロボットの姿勢を手などで変更して保持します。 

5秒間のカウントダウンが終了すると、教示が終了し、 
その姿勢でサーボモーターがロックされ、 
ポーズ情報が読み出されます。
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/home/pi/mf01conf/teach.conf

/home/pi/mf01conf/teach.confには、tcコマンドでのサブコマンドで指定する、サーボモーターグループを定義しています。

グループに属するサーボの該当部分を１に設定します。

左から０番サーボモーター、右端が23番サーボモーターになります。

自身が製作されるロボットの組み合わせを登録してください。
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tsコマンド

tsコマンドでは、登録済みのモーションデータについて、範囲指定を行い、移行時間を一括設定することが可能です。 

tsコマンドを入力すると、設定範囲の入力を求められるので、開始行、終了行を入力します。 

その後、設定する移行時間を入力すると、処理が完了します。 

設定結果はmlコマンドなどを使用して確認が可能です。
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spコマンド

spコマンドは、登録済みのモーションデータから任意の行を指定して、その姿勢に全サーボを動作させます。 

その時、編集用データにそのポーズのデータが読み込まれます。 

57



gnコマンド　1

gnコマンドは、人型2足歩行ロボットの関節構造を持つ構成で、前後歩行、左右旋回、左右移動などのモーションを 
自動生成する機能を持っています。 

本機能を使用する際は、ロボットの構成をあらかじめ登録する必要があります。 

ロボット構成の登録後は、歩行循環速度、歩幅などのパラメータを設定するだけで、自動的に歩行モーションを生成することができます。
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gnコマンド　2

gnコマンドを入力すると、現在の諸設定が表示され、 
サブコマンドの入力を求められます。 

サブコマンドには下記のものがあります。 

　ｒサブコマンド（Robotsetting） 
ロボットの構成を登録します。 

　ｅサブコマンド（Env.setting） 
歩行姿勢、循環速度などを登録します。 

　ｓサブコマンド（env.Save） 
設定環境を外部ファイルに保存します。 

　ｌサブコマンド（env.Load） 
外部ファイルから環境設定を読み込みます。 

　ｂサブコマンド（Base.calc） 
基本姿勢を生成します。 

　ｆサブコマンド（Fowrd.calc） 
前後歩行歩様を生成します。 

　ｔサブコマンド（Turn.calc） 
旋回歩様を生成します。 

　ｉサブコマンド（sIdestep.calc） 
横移動歩様を生成します。
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gnコマンド　3-1

35   右足全体を旋回させるサーボモーター番号 
34   左足全体を旋回させるサーボモーター番号 
33   右足全体旋回軸1度換算パラメータ 
32   左足全体旋回軸1度換算パラメータ 
31   腰の水平回転軸サーボモーター番号 
30   腰の前後回転軸サーボモーター番号 
29   右肩前後軸サーボモーター番号 
28   左肩前後軸サーボモーター番号 
27   右股関節左右軸サーボモーター番号 
26   左股関節左右軸サーボモーター番号 
25   右足首関節左右軸サーボモーター番号 
24   左足首関節左右軸サーボモーター番号 
23   右股関節前後軸サーボモーター番号 
22   右ひざ関節上側サーボモーター番号 
21   右ひざ関節下側サーボモーター番号

gnコマンドでｒサブコマンドを入力すると、ロボットの構成について入力を求められます。 

下図を参照し、各関節に相当するサーボ番号を入力します。 
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gnコマンド　3-2

20   右足首関節前後軸サーボモーター番号 
19   左股関節前後軸サーボモーター番号 
18   左ひざ関節上側サーボモーター番号 
17   左ひざ関節下側サーボモーター番号 
16   左足首関節前後軸サーボモーター番号 
15   太ももフレーム長さ 
14   ひざフレーム長さ 
13   右股関節前後軸1度換算パラメータ 
12   右ひざ関節上側1度換算パラメータ 
11   右ひざ関節下側1度換算パラメータ 
10   右足首関節前後軸１度換算パラメータ 
9     左股関節前後軸1度換算パラメータ 
8     左ひざ関節上側１度換算パラメータ 
7     左ひざ関節下側１度換算パラメータ 
6     左足首関節前後軸1度換算パラメータ 
5     右股関節左右軸1度換算パラメータ 
4     右足首関節左右軸１度換算パラメータ 
3     左股関節左右軸1度換算パラメータ 
2     左足首関節左右軸1度換算パラメータ 
1     膝二重関節時軸間距離
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gnコマンド　Rサブコマンド対応図

33   モーター番号35で右足全体が上から見て右回転する方向を正とし、１度回転するに必要な符号付サーボ回転カ
ウント数 

32   モーター番号34で左足全体が上から見て右回転する方向を正とし、１度回転するに必要な符号付サーボ回転カ
ウント数 

15   モーター番号19から18までの長さをmm単位で登録 
14   モーター番号17から16までの長さをmm単位で登録 
13   モーター番号23を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
12   モーター番号22を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
11   モーター番号21を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
10   モーター番号20を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
9     モーター番号19を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
8     モーター番号18を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
7     モーター番号17を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
6     モーター番号16を屈伸方向に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
5     モーター番号27を正面から見て左に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
4     モーター番号25を正面から見て右に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
3     モーター番号26を正面から見て左に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
2     モーター番号24を正面から見て右に回転する方向を正とし、1度回転するに必要なサーボ回転カウント数 
1     モーター番号18と17の軸間距離をmm単位で登録
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gnコマンド　4

gnコマンドでｅサブコマンドを入力すると、 
歩行諸条件の入力を求められます。 

21 歩行循環時に両足の旋回軸を動かす度数を入力 
20 直立時からの屈伸量をｍｍ単位で入力 
19 歩行時の左右体重移動量の最大値をｍｍ単位で入力 
18 歩行動作の循環速度を秒数で入力 
17 一歩の歩幅の半分をｍｍ単位で入力 
　　（マイナス符号付で入力すると後退動作になります。） 
16 歩行時の遊脚引き上げ量を、ｍｍ単位で入力 
15 歩数情報を入力しますが、現状未使用なので１を入力 
14 右足が遊脚になったときの股関節補償値を入力 
13 左足が遊脚になったときの股関節補償値を入力 
12 くるぶしの中心軸を前後に偏差させる数値をｍｍ単位で入力 
11 腰前後軸の補正値を度数で入力 
10 両足底の左右への開き具合をｍｍ単位で入力 
9 歩行時の左右体重移動量の配分を整数％で入力 
8 最初の一歩に関しての体重移動量補正を整数％で入力 
7 踏込時の待機時間を考慮する場合は１、そうでない場合は０を入力 
6 一歩踏み込み時の待機時間を秒数で入力 
5 歩行時の足循環と体重移動の循環のオフセット度数 
4 歩行時腕ふり動作を行うときは１、そうでないときは０を入力 
3 腕ふり時の動作倍率を実数で入力 
2 腰の水平回転度数を入力 
1 足首基準とする傾斜角を入力 
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gnコマンド　5

gnコマンドでｓサブコマンドを入力すると、環境設定などの情報を外部ファイルに保存します。 

保存せずに本プログラムを終了すると、環境設定データが損失されます。

64



gnコマンド　6

gnコマンドでｌサブコマンドを入力すると、外部ファイルに保存したgnコマンド用の環境設定データを読み込みます。
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gnコマンド　7

gnコマンドでｂサブコマンドを入力すると、 
「gnコマンドｅサブコマンド」で入力した環境情報を基に、 
歩行準備姿勢を生成し、ポーズ情報に出力します。 

本ポーズ情報は直立時の基本ポーズとなります。 

また、本データを「startposition.txt」ファイルに 
保存すると、電源投入直後にリモコンモードに入る時の、 
基本姿勢として取り扱われます。
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gnコマンド　8

gnコマンド入力後、ｆ、ｔ、ｉサブコマンドを選択すると、 
それぞれの歩様データを自動生成し、 
モーションデータ内を更新します。 

　サブコマンド 
ｆ  前後歩行 
ｔ　旋回歩行 
ｉ　横移動歩行 

サブコマンド入力後、反転モードの指示入力を求められます。 
ここで未入力でリターン、もしくは１を入力します。 

それぞれ、左右正逆のパターンを生成し、 
前後動作であれば右足、もしくは左足からの起動選択となり、 
旋回、横移動の場合は右旋回、左旋回、右横移動、 
左横移動となります。 

この時、モーションデータにはグループ番号が添付され、 
１が歩行準備動作、２が循環部、３が終了動作となります。 

生成される動作は一巡分ですが、 
リモコンモードで再生される場合は、ボタンを押下げている間、 
循環動作が維持されます。
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rcコマンド

rcコマンドを選択すると、実行可否の問合せ入力を求められます。 

ｙを入力すると、リモコンモードに移行し、外部リモコン送信機からの受信待ちモードに入ります。 

リモコン送信機を走査すると、対応するプログラムが実行されます。 

リモコンモードを終了する場合は、ｃｔｒｌ＋ｃ　key　を押します。
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gcコマンド

gcコマンドは、ジャイロセンサーの働きを制御します。 

gcコマンドを選択するとOn、oFf、Initialのサブコマンドが選択できるようになります。 

サブコマンドには、下記の機能があります。 
On 　　ジャイロセンサー設定に基づいてジャイロセンサーによるサーボ駆動を開始します。 
oFf  　ジャイロセンサーによるサーボ駆動を停止します。 
Initial 　ジャイロセンサーの現在の入力値をニュートラルとして設定します。
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mpコマンド

mpコマンドは、サーボモーターのｐ２ｐ動作時の速度を、倍速などに設定するときに使用します。 

mpコマンドを入力すると、１、２、４、８から倍速設定を選択することができます。 

標準速度が１です。 

倍速設定を行っても、サーボモーターの動作速度が追従できない場合は、倍速動作にはなりません。
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IPソケット通信機能

MF-01S.pyは、コンソールモードで待機中は、IPソケット通信で外部ソフトウェアからの要求を受け取り、 
内部ソフトウェアおよびMF-01を制御することができます。 

IPソケット通信機能は、サーバ側機能として実行され、外部からの接続要請と、コマンド要求に対して応答する形式になります。 

IPソケットは、内部IP１２７．０．０．１、ポートは６４３２１が使用されています。 

外部プログラムは、ip経由で上記アドレスとポートに接続することで、通信を行うことができます。 

通信は下記の手順で行います。 

IPソケット通信を開始します。 

コネクションの確立 
ーポートの接続後、コマンドを送信してコネクションを確立します。 

コマンドの要求と応答の受信 
ー必要数のコマンド要求と応答の受信を繰り返し、動作を行わせます。 

コネクションの解消 
ー必要な処理が完了後に、専用コマンドを送信してコネクションを解消します。 

IPソケット通信を終了します。
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基本プロトコル

IPソケット通信を経由した単純なハンドシェーク手順 

 ソケット接続により開通 

　　接続コマンド　MFCO 

 コマンドリクエスト　　　MFC　＋　コマンド文字列 
 アンサー　  　　　MFA　＋　応答文字列 

 切断コマンド　　　MFCC 
 アンサー  MFAC 

  上記コマンドでセッションが閉じる。 

サンプル 
 import socket 
 with socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) as s: 
        s.connect(('127.0.0.1',64321)) 
        s.sendall(b'MFCC') 
        data = s.recv(1024)
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セッション接続コマンド

セッションを接続し、通信を開始します。 

送信 
 MFCO 

受信 
 MFAO 

サンプル 
s.sendall(b'MFCO') 
data = s.recv(1024)

73



サーボ現在位置書き込みコマンド

本コマンド受信後、直ちにサーボモーター位置が更新されます。 

送信 
 MFCA　+ (サーボ０位置　16進数表記４桁）+．．．+(サーボ23位置　16進数表記４桁) 

受信 
 MFAA 

サンプル 
 

s.sendall(b'MFCA0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000') 

        data = s.recv(1024)
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サーボP2P動作コマンド

現在のサーボ位置から、指定されたホームポジション相対位置まで、24サーボの同期動作をおこないます。 

移動速度は、1秒間を２３４４とした数値で、時間指定を行います。（最大2秒まで） 

送信 
　MFCR +(サーボ０位置　極性コード　＋　相対位置（符号なし）16進数表記4桁）＋．．．＋（サーボ23位置　極性コード　＋相対位置

（符号なし）16進数表記4桁）　+　（再生時間16進数表記４桁） 

極性コード　ホームポジションより正の方向への場合　＋、負の方向へ場合　-、動作対象から外したい場合 X 

受信 
　MFAR 

サンプル 
　

s.sendall(b'MFCR-03E8+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+
0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000+0000N1250') 

　　data = s.recv(1024) 

再生時間は、1秒を２３４４として整数化した数値を、16進数表記4桁に変換したもので、 
最大指定可能な時間は、MF-01S上では2秒間の４６８８まで、 
ボード単体でオリジナルソフトウェアを作成する場合は、３２７６７まで指定することが可能です。 

75



モーション再生コマンド

MF-01Sで登録し、リモコンキーに割り当てたモーションファイルを実行します。 

送信 
 MFCM　＋　モーションコード（リモコン受信状態文字列と同じ） 

受信 
 MFAM 

サンプル 
 s.sendall(b'MFCMFAA00') 
 data = s.recv(1024)
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サーボON・OFFコマンド（FUTABA用）

FUTABAのサーボモーターを使用しているときに限り使用できる、モーター出力ON・OFFコマンドです。 

送信 
 MFCT　＋　’ON・OFF文字列、０（OFF）もしくは１（ON）’の24文字羅列 

受信 
 MFAT 

サンプル 
 s.sendall(b’MFCT000000000000000000000000') 
 data = s.recv(1024) 
 s.sendall(b'MFCT111111111111111111111111') 
 data = s.recv(1024)
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サーボ現在位置読み出しコマンド

サーボモーターの絶対位置を読み出します。 

送信 
 MFCP 

受信 
 MFAP + (サーボ０位置　16進数表記４桁）+．．．+(サーボ23位置　16進数表記４桁) 

サンプル 
 s.sendall(b’MFCP') 
 data = s.recv(1024)
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ジャイロセンサーパラメータ書き込みコマンド

ジャイロセンサー０、１、２について、それぞれサーボ8個分のパラメータを設定する。 
設定数が8個より少ない場合は、サーボ０に係数０を設定する。 
0以外の係数が設定されたサーボ番号のパラメータは、対応するジャイロセンサーから変位を検出すると、 
その変位に係数を乗じて、その結果を対象のサーボの出力値に加算する。 

送信 
 MFCX + (ジャイロセンサー０設定データ列）+ (ジャイロセンサー1設定データ列）+ (ジャイロセンサー2設定データ列） 

※ジャイロセンサー設定データ列 
　サーボモータ番号16進数表記２桁　＋ジャイロセンサーパラメータ　 16進数表記2桁「最上位ビット符号付」 

受信 
 MFAX 

サンプル 
 

s.sendall(b'MFCX0000000000000000000000000000000000E00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000') 

　　data = s.recv(1024)
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ジャイロセンサー効果ON・OFF&初期化コマンド

ジャイロセンサーの効果をON・OFFする、もしくはジャイロセンサーのセンター値（初期値）を、現在の値に初期化する。 

送信 
 MFCG + (スイッチ　０，１，２） 
  ０ OFF 
  １ ON 
  ２ INIT 

受信 
 MFAG 

サンプル 
　　　 s.sendall(b'MFCG1') 
          data = s.recv(1024) 

          time.sleep(10) 

          s.sendall(b'MFCG0') 
          data = s.recv(1024) 
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ホームポジション設定コマンド

ホームポジションを定義します。 

送信 
 MFCH　＋　 (サーボ０位置　16進数表記４桁）+．．．+(サーボ23位置　16進数表記４桁) 

受信 
 MFAH 

サンプル 
　　.sendall(b’MFCH06400640064006400640064006400640064006400640064006400640064006400640064006400

6400640064006400640') 
　　data = s.recv(1024)
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リモコン受信機読出し

リモコン送信機の状態と、汎用AD入力の状態を読み出します。 

送信 
 MFCJ 

受信 
 MFAJ + リモコン受信状態文字列16進数表記５桁＋16進数表記２桁 
　　先の16進数表記5桁がリモコンキーの状態を表し、続く16進数表記２桁が汎用AD入力の状態を表す。 

サンプル 
　　 s.sendall(b'MFCJ') 
       data = s.recv(1024) 
       joycode = (data.decode())[4:9] 
       if joycode == '00100': 
       s.sendall(b'MFCMFAA00') 
       data = s.recv(1024)
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セッション切断コマンド

セッションを切断し通信を終了します。 

送信 
 MFCC 

受信 
 MFAC 

サンプル 
　　s.sendall(b'MFCC') 
　　data = s.recv(1024)
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サーボ出力トルク設定コマンド（FUTABA社製用） 

FUTABA社製のサーボモーターを使用しているときに限り使用できます。 
モーターの出力トルクを設定できるコマンドです。 
 

送信 
　MFCV + ‘出力トルク設定文字’＊　24文字 
 

出力トルク設定文字はキャラクタコード30Hから62Hを使用し、各サーボには指定したキャラクタコードから30Hを減じたものから2倍した
数値が出力（％）として設定されます。 
 

受信 
　MFAV 
 

サンプル 
　s.sendall(b‘MFCV000000000000000000000000’) 
　data = s.recv(1024)
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リモートコントロール設定読み込みコマンド 

mf01s.pyに登録（rsコマンド）した情報を読み出し初期化するコマンドです。 
モーションデータファイルとリモコンキー設定の関連を読み込み設定します。 
 

モーション再生コマンド(MFCM)を実行する前に必ず1回は実行します。 
都度実行する必要はありません。 
 

送信 
　MFCS 
 

受信 
　MFAS 
 

サンプル 
　s.sendall(b’MFCS’) 
　data = s.recv(1024)
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