空気圧人工筋肉用コントローラ取扱説明書(Ver.1.0)
設計・選定

●バルブ配線(PMC-CN-AC のみ)
バルブコネクタ(CN4～8)の内部回路を下記に示します。

●各部名称
PMC-PT-AC の場合

例)弊社 G010 シリーズの場合、リード線赤を+に
リード線黒を-に接続ください

バルブ電源用コネクタはスクリュー端子台です。細いマイナスドラ
イバなどで固定/解放を行ってください。
PMC-CN-AC の場合(USB コネクタは PMC-PT-AC と同位置)

● ステッピングモータ接続コネクタ
本コネクタは弊社製品 iB-Flow シリーズを接続する事を前提として
搭載していますが、2 相ステッピングモータであればその他の製品を
制御可能です。
＜お客様でご用意されたステッピングモータを使用する場合＞
●製品概要
本製品は Arduino Uno R3(もしくは互換品)を主制御装置とした際

※iB-Flow 以外の製品を接続する場合は、製品の故障・性能変化に
より誘発された損害、およびそれに起因した他の機器の損害に関して

に電磁弁を使用した実験を簡便に行えるように、バルブ駆動回路やス

は、弊社は一切責任を負いません。予めご了承ください。

イッチなどを集約しています。また、弊社 HP(http://www.mirai-

以下にコネクタ配列を示しますのでご参照ください。

projects.com/pneumuscle-pmc)で配布しているソフトウェアをご使
用頂く事で、4 つモードの動作(詳細は「動作モードについて」)を簡
単に実現可能です。
コネクタ：JST 製 SM07B-PASS-TFT(LF)(SN)

取付け・配線・配管

対応ハウジング：JST 製 PAP-07V-S

● 製品の取り付け
1. Arduino Uno R3 と製品の電源コネクタの向きを合わせます。
2. 製品のピンを Arduino Uno R3 のソケットへ真っ直ぐ挿入します。
注

ピンは曲がりやすいのでご注意ください。
● 配管

Arduino uno R3

＜PMC-CN-AC の場合＞
接続する機器の仕様に従って配管してください。

＜PMC-PT-AC の場合＞

1. 「Soft_hogehoge.ini」をボードへ書き込むためには、予め Arduino

チューブの抜き差しなど、外力がかかる作業時はバルブ本体やマニ

IDE へライブラリ「USB_Host_Shield_2.0」をインストールしてお

ホールド部分を押さえて作業してください。各ポート配置は下記の通

く必要があります。Arduino IDE のライブラリマネージャ、または

りです。

GitHub からダウンロードしてインストールしてください。インス
トール後は Arduino IDE を再起動してください。
※ライブラリのインストールは初回のみの作業です。
GitHub(https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0)
2. 弊社 HP から「Soft_Actuator_Ver.1.0.0.txt」をダウンロードして、
拡張子を「Soft_Actuator_Ver.1.0.0.ino」に変更した後、Arduino
IDE のファイルタブから開いてください。

バルブ ON 時は P ポートと A ポートが接続されます。P ポート側に
エア源を接続してご使用ください。

3. USB ケーブルを使用して、Arduino IDE を開いているパソコンと
接続してください。ツールタブの「ボード」が「Arduino Uno」に
1. チューブは軸方向に垂直に切断してください。⾧さには余裕を持た
せてください。
2. チューブをバーブ継手のエンドまで確実に差し込んでください。エ
ア漏れやチューブ抜けの原因になります。
3. チューブを差し込む際はバーブ継手に過大な横荷重がかからない

なっている事を確認してください。また、ツールタブの「シリアル
ポート」から、Arduino が接続されている COM ポートを選択して
ください。基本的に接続されている Arduino を自動で認識します
が、違う個体に変更したときなどは COM ポートの再選択が必要に
なる場合があります。

ように注意してください。
4. チューブを抜く際はバーブ継手に過大な横荷重がかからないよう
に注意してください。カッター等を使用してチューブを取り外す場
合は、バーブ継手に傷がつかないように十分注意して作業をしてく
ださい。
5. ウレタンチューブを高温で使用した場合、経年変化によりチューブ
が膨張し、エア漏れやチューブ抜けにつながる恐れがあります。高
温で使用する場合はソフトナイロンチューブの使用を推奨します。
ナイロンチューブは差し込み時に過大な力がかかるため使用は避
けてください。

4. Arduino IDE の「マイコンボードに書き込む」ボタンをクリックす
ると書き込みが始まります。終了するまでしばらくお待ちください。

使用方法
● 機器準備

書き込みボタン

1. 空気圧機器を駆動させるためには、空気圧源が必要です。コン
プレッサなどの空気圧源を、別途ご用意ください。
2. 配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。
3. 本製品を取り付けた機器を起動した後に、空気圧機器に圧力を印加
してください。
● ソフトウェアの準備
弊社 HP(http://www.mirai-projects.com/pneumuscle-pmc)より
配布しているソフトウェアを使用する場合は下記の手順でお手持ち
の Arduino Uno R3 に書き込んでください。なお、本取扱説明書作成
及び、ソフトウェア製作時の Arduino IDE のバージョンは 1.8.15 とな
ります。
Arduino IDE は Arduino 公式よりダウンロードし、予めお手持ちの
パソコンへ展開しておいてください。
Arduino 公式 HP(https://www.arduino.cc/en/software)

5. シリアルモニタを開いて「Rady」メッセージが返ってきたら、
SET_FD コマンドを送信してください。※初回のみ

●動作モードについて
4 種類の動作モードがあります。モード切替から ON 時間 OFF 時間
などの設定をシリアルモニタ介して制御する事が可能です。

＜ON/OFF 時間制御モード＞
指定したバルブの ON 時間および OFF 時間を設定して、動作させ
るモードです。スタートコマンドを送信したタイミングから各バルブ
の動作が開始します。
ON⇒OFF を 1 セットとして、ストップコマンドが送信されるまで
動作を繰り返します。
ON 及び OFF 時間の設定範囲は 0～5,000[ms](1ms 刻み)です。
使用しないバルブは、ON 時間を 0[ms]に設定してください。
OFF 時間を 0[ms]に設定すると、常時 ON 状態になります。
動作例)

＜ON/OFF 任意制御モード＞(電源投入後初期値)
バルブスイッチが ON の間だけ、対応するバルブを ON するモード
です。バルブスイッチと ON するバルブの対応表を下記に示します。

※上記例では Valve3 は Toff3：0[ms]設定
＜ON/OFF 連動モード＞
指定したバルブの ON 時間、OFF 時間およびスタート遅れ時間を設
＜ON 時間制御モード＞
指定したバルブの ON 時間を設定して、動作させるモードです。ス

定して、動作させるモードです。スタートコマンドを送信したタイミ
ングから各バルブの動作が開始します。

タートコマンドを送信したタイミングから、各バルブの動作が開始し

ON⇒OFF を 1 セットとして、ストップコマンドが送信されるまで

ます。動作終了後は、再度スタートコマンドが送信されるまで待機状

動作を繰り返します。スタート遅れ時間の適用は最初の 1 回のみです。

態になります。

各時間の設定範囲は 0～5,000[ms](1ms 刻み)です。

ON 時間の設定範囲は、0～5,000[ms](1ms 刻み)です。

使用しないバルブは、ON 時間を 0[ms]に設定してください。

使用しないバルブは、0[ms]を設定してください。

OFF 時間を 0[ms]に設定すると、常時 ON 状態になります。(スタ

動作例)

ートの遅れ時間は適用されます。)
動作例)

※上記例の場合、valve3 は Ton3：0[ms]設定

※上記例の場合、valve3 は Toff3：0[ms]設定

●その他の機能

・対象バルブ

＜Buletooth 機能＞

1 ：CN8 or Stn.1

配布ソフトウェアには予め、Buletooth を用いた通信機能が搭載さ

2 ：CN7 or Stn.2

れています。USBTypeA ポートにお手持ちの Buletooth ドングルを接

3 ：CN6 or Stn.3

続して、コマンドで通信許可を行うことで利用可能です。シリアルモ

4 ：CN5 or Stn.4

ニタアプリケーションを使用することで、PC もしくはスマートフォ

5 ：CN4 or Stn.5

ンと接続して、遠隔操作を行うことができます。
・ON 時間
＜iB-Flow 制御機能＞
ステッピングモータ接続コネクタに弊社 iB-Flow シリーズを接続
することで、ニードル開度を外部から制御する事が可能です。対応流

設定範囲：0～5,000[ms]

(1ms 刻み)

設定範囲外もしくは小数が入力された場合は、対象バルブの ON 時
間を 0[ms]に設定してエラーを返します。

量などの仕様は iB-Flow シリーズのカタログをご参照ください。
＜ValveOFF＞
●制御コマンド

機

能：指定バルブの OFF 時間設定

共通仕様

構

成：コマンド,対象バルブ,OFF 時間

・大文字小文字は区別していません。

送信例：ValveOFF,1,100

・コマンドの受信タイミングで効果が適用されます。

応答例：Set_Valve_1_OffTime100[ms]

・区切り文字は「,」(カンマ)です。

応答例：Error1

＜通信パラメータ＞
・対象バルブ
1 ：CN8 or Stn.1
2 ：CN7 or Stn.2
3 ：CN6 or Stn.3
コマンド詳細

4 ：CN5 or Stn.4

＜MODE＞

5 ：CN4 or Stn.5

機 能：動作モード設定
構 成：コマンド,モード番号

・OFF 時間

送信例：MODE,2

設定範囲：0～5,000[ms]

(1ms 刻み)

応答例：set_Mode2

設定範囲外もしくは小数が入力された場合は、対象バルブの OFF 時

応答例：Error1

間を 0[ms]に設定してエラーを返します。

・モード番号

機

能：指定バルブのスタート遅れ時間設定

2：ON 時間制御モード

構

成：コマンド,対象バルブ,スタート遅れ時間

3：ON/OFF 時間制御モード

送信例：ValveDelay,1,100

4：ON/OFF 連動モード

応答例：Set_Valve_1_DelayTime100[ms]

※バルブ動作中にコマンド受信した場合、その場で動作停止します。
＜ValveON＞
機

＜ValveDelay＞

1：ON/OFF 任意制御モード

能：指定バルブの ON 時間設定

応答例：Error1
・対象バルブ
1 ：CN8 or Stn.1

構 成：コマンド,対象バルブ,ON 時間

2 ：CN7 or Stn.2

送信例：ValveON,1,100

3 ：CN6 or Stn.3

応答例：Set_Valve_1_OnTime100[ms]

4 ：CN5 or Stn.4

応答例：Error1

5 ：CN4 or Stn.5
・スタート遅れ時間
設定範囲：0～5,000[ms]

(1ms 刻み)

設定範囲外もしくは小数が入力された場合は、対象バルブのスター
ト遅れ時間を 0[ms]に設定してエラーを返します。

＜BT＞
機

＜OFF_PRM＞

能：Bluetooth ドングルを使用する為の準備を行います

機

能：コマンド送信時に設定されている OFF 時間を返します

構 成：コマンド,起動フラグ

構

成：コマンド

送信例：BT,1

送信例：OFF_PRM

応答例：OK

応答例：Valve_1,100[ms]
Valve_2,300[ms]

・起動フラグ

Valve_3,1000[ms]

1：接続許可

Valve_4,0[ms]

2：接続不許可

Valve_5,600[ms]

＜FLOW＞

＜DERAY_PRM＞

機 能：iB-Flow のニードル開度を変更します

機

能：コマンド送信時に設定されているスタート遅れ時間を返し

送信例：FLOW,30

構

成：コマンド

応答例：OK

送信例：DERAY _PRM

構 成：コマンド,開度

ます

応答例：Valve_1,100[ms]
・開度

Valve_2,300[ms]

設定範囲：0～100%

(10%刻み)

Valve_3,1000[ms]
Valve_4,0[ms]

＜MOVE＞

Valve_5,600[ms]

機 能：バルブの動作を開始します
構 成：コマンド

＜BT_PRM＞

送信例：MOVE

機

能：Bluetooth 機能の状態を返します

応答例：Start

構

成：コマンド

送信例：BT_PRM
＜STOP＞

応答例：Buletooth OFF

機 能：バルブの動作を停止します
動作途中の場合、直ちに停止させます

＜FLOW_PRM＞

構 成：コマンド

機

能：コマンド送信時のニードル開度を変更します

送信例：STOP

構

成：コマンド

応答例：Stop

送信例：FLOW_PRM
応答例：30%

＜MODE_PRM＞
機 能：コマンド送信時のモードを返します
構 成：コマンド

＜SAVE_PRM＞
機

能：コマンド送信時の各パラメータを EEPROM に保存して、

構

成：コマンド

送信例：MODE_PRM
応答例：Mode1

次回電源投入時の初期値とします
送信例：SAVE_PRM

Mode1：ON/OFF 任意制御モード

応答例：OK

Mode2：ON 時間制御モード
Mode3：ON/OFF 時間制御モード
Mode4：ON/OFF 連動モード
＜ON_PRM＞
機 能：コマンド送信時に設定されている ON 時間を返します

＜SET_FD＞
機

能：EEPROM に初期値を設定します

構

成：コマンド

送信例：SET_FD
応答例：OK

構 成：コマンド
送信例：ON_PRM
応答例：Valve_1,100[ms]

・設定値
初期モード

：Mode1(ON/OFF 任意制御モード)

Valve_2,300[ms]

ON 時間

：全バルブ 1000[ms]

Valve_3,1000[ms]

OFF 時間

：全バルブ 1000[ms]

Valve_4,0[ms]

スタート遅れ時間 ：全バルブ 1000[ms]

Valve_5,600[ms]

Buletooth

：OFF

iB-Flow 開度

：0%

●仕様
形式
種類
項目

PMC-PT-AC

PMC-CN-AC

プチバルブ搭載タイプ
電源電圧
消費電力
出力信号

バルブOFF時 :71mA
全バルブON時:310mA

付属品

バルブOFF時:70mA
出力電圧:DC5V

なし

最大出力電流:250mA

通信機能
質量

コネクタ搭載タイプ
DC12V±10%

シリアル通信
63g

33g

ACアダプタ:1個
(入力:AC100V(50Hz/60Hz),出力:DC12V/1.2A)

プチバルブ仕様
仕様流体

空気

使用圧力範囲

0～0.7MPa

使用温度範囲

5～50℃

有効断面積
対応チューブ

0.1㎟
1(P),3(R) :Φ6
2(A)

:Φ4

コネクタ搭載タイプ推奨バルブ
コガネイ製 G(A)(V)010E1 DC5V 仕様
使用電圧範囲：5V±10%
定格電圧印加時電流：200mA
消費電力：1W
※同特性のバルブを駆動可能です。
※G010 シリーズの詳細仕様及び選定については弊社 HP を
ご参照ください。
弊社 HP(https://official.koganei.co.jp/product/G010_ALL)
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