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・スマートフォン専用アプリを使ったアクションコードエクスポート（インポート）方法
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改定履歴

2020.5.29 初版

2020.6.08  改定2版 （本文に反映済）

① P12 変更： <解凍フォルダ名> 「ZEONIC_HeartToHeart4_setting」内の
＜旧＞ 「ZEONIC_HeartToHeart4用設定ファイル」
＜新＞ 「ZEONIC_TECHNICS_Project(V1.0.1)A」

「HeartToHeart４の仕様統一」、「プロジェクトブラウザウィンドウ」の表示の為
フォルダー名の変更とフォルダーの保存先の追加、プロジェクトの展開方法を変更しました。

② P12 追加： ＜解凍したフォルダの保存先＞
「ZEONIC_TECHNICS_Project(V1.0.1)A」をフォルダーごと
ドキュメントフォルダー（¥Documents）の¥HeartToHeart4¥Projects
にファイルを移動してください。

※既に「 ZEONIC_HeartToHeart4用設定ファイル」をダウンロード、プロジェクトファイルを操作しているお客様は、
フォルダー名を「ZEONIC_HeartToHeart4用設定ファイル」から「ZEONIC_TECHNICS_Project(V1.0.1)A」に変更して
上記②で指定したフォルダーに移動してください。

③ P12 変更：＜ファイルを開く→ファイルの展開＞

＜旧＞ ＜新＞

※HeartToHeart4インストール後、初めて起動したときにド
キュメントフォルダ内に「HeartToHeart4」フォルダが自動で作
成されます。
ドキュメントフォルダ内に「HeartToHeart4」フォルダがない場
合は、一度HeartToHeart4ソフトウェアを起動してください。



利用規約

第１条 本規約について
１．「ＺＥＯＮＩＣ ＴＥＣＨＮＩＣＳ」専用モーションファイル及びアクションコード（以下「本プログラム」という。）のご利用にあたっては、株式会
社バンダイ（以下「当社」という。）が定める利用規約（以下「本規約」という。）が適用されます。
２.利用者（以下「ユーザー」という。）は、本規約に同意の上、本規約を遵守することを条件として本プログラムを利用することができます。

第２条 利用条件及び権利
１．ユーザーは、自己の責任において本プログラムを利用するものとします。
２．本プログラムに係る著作権（著作権法第２７条、第２８条を含む）その他の知的財産権等の一切の権利は、当社または当社がその利
用の許諾を得ている第三者に帰属しており、その権利がユーザーに移転することはなく、ユーザーには本規約に基づく利用権のみが付
与されることを確認します。
３．前項のコンテンツの利用は、本規約に従い、本プログラムにおける私的かつ非営利的な用途を目的として、当社よりユーザーに対し
て非独占的に許諾されているものであり、他の目的には一切利用することはできません。
４．本プログラムの利用により、本プログラムに関して２次的著作物が発生した場合には、当該権利（著作権法第２７条、第２８条を含む）
は当社に帰属するものとし、ユーザーは著作者人格権を当社及び第三者に一切行使することはできないものとします。
５．ユーザーは、第三者に対して本規約の内容を遵守させることを条件として、本プログラム及び本プログラムを改変したものを複製し、
第三者に利用させることができるものとします。

第３条 禁止行為
ユーザーは、本プログラムの利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
１．本プログラムを利用した一切の営利行為
２．本プログラムの利用にあたり事実と異なる情報を提供する行為
３．不正な目的で本プログラムを利用する行為
４．当社もしくは第三者に対する次のいずれかの行為
（１）知的財産権その他の権利・利益を侵害する行為
（２）財産、プライバシー等の権利を侵害する行為
（３）不当な差別・誹謗中傷行為、または名誉・信用を毀損する行為
（４）業務に支障をきたし、または迷惑を及ぼす行為
（５）その他方法の如何を問わず嫌がらせをする行為
５．犯罪的行為または公序良俗に反する行為
６．本プログラムを破壊する行為
７．当社の事前の承諾無しに、当社に対する一切の権利及び義務を、第三者に移転または 譲渡（本プログラムそのものを移転または
譲渡する行為も含む）する行為
８．その他本規約に違反する行為または法令に違反する行為
９．第三者が上記行為を行うことを誘発・誘引・助長する行為
１０．上記に該当するまたはそのおそれがあると当社が判断する行為
１１．その他当社が不適当と判断する行為

第４条 ユーザーの責任
ユーザーは、本プログラムの利用における自己の行為（禁止行為を行うことを含みます）に起因して発生した第三者とのあらゆる紛争に
ついて、ユーザーの責任と費用で解決するものとし、当社へはいかなる責任も負担させないものとします。当該紛争により当社やその他
の第三者が損害を被った場合、ユーザーは当該損害について賠償する責任を負うものとします。

第５条 免責
１. 当社は、以下の事由に関して保証を行わないものとします。
（１）提供する情報についてその完全性、正確性等
（２）全てのモバイルデバイスで動作すること
（３）本プログラムに不具合・エラー等の一切の瑕疵がないこと
（４）本プログラムにその存在、内容及び提供方法について永続性があること
２．本プログラムは誰でも無償にてダウンロードでき、第２条第１項のとおりユーザーの責任にてご利用いただくことを利用の条件とさせ
ていただいております。従いまして、本プログラム自体の瑕疵を含め本プログラムの全部または一部が利用できないこと等により、ユー
ザーまたは第三者が被った損害について、その原因を問わず、当社は一切の責任を負担しません。
３．当社は、前項の他、当社の支配できない事由に起因するユーザーの損害について、いかなる責任も負いません。

第５条 準拠法及び合意管轄
１.本規約に関する準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されます。
２.本規約に関し、ユーザーと当社との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします｡

以上
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本マニュアルに対してのご質問、サポートは受けかねますのでご了承下さい。
画面と商品とは多少異なりますのでご了承ください



準備するもの

・ZEONIC TECHNICS
（完成させ、スマートフォン専用アプリが動作している事）
・専用スマートフォンアプリ

・Windowsパソコン

・Dual USBアダプターHS
（近藤科学株式会社から販売中）

https://kondo-robot.com/product/02116

・Windows用ソフト HeartToHeart4 Ver.2.4.0.0
（下記からダウンロードして下さい）

https://kondo-robot.com/product/hearttoheart4

＜ソフトウェア動作環境＞
●対応OS

Windows 8、8.1 windows10（各64bit）
※Microsoft.NET Framework 4.6が必要です。

●CPU：Pentium4 2GHz以上推奨
●使用時空メモリー：64MByte以上
●ハードディスク：約32MByte使用
●USBポート（1.1/2.0）

・ZEONICTECHNICS専用接続ファイル
ZEONIC_TECHNICS_Project(V1.0.1)A （2020年5月29日現在）
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https://kondo-robot.com/product/02116
https://kondo-robot.com/product/hearttoheart4


Dual USBアダプターHS の接続

ミニチュアザクの接続方法 １

ZH変換ケーブル

Serポートに接続

スライドスイッチを「PC」側にする
※スマートフォン専用アプリで動作させる場合は「Robo」側に必ず戻してください

PC Robo
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ＺＨ変換ケーブルは左図の様に装着し、
2.6-4フラッドヘッドビスで固定してください。

ミニチュアザクの接続方法 ２

ZH変換ケーブルの固定

Dual USBアダプターHSのスイッチ切り替え
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各種ソフトウェア、ドライバーのインストール

Dual USBアダプターHS、 HeartToHeart4
は各種マニュアルをご確認の上、ドライバー、プログラムをインストールを行ってください。

『Dual USB アダプターHS 取扱説明書・ドライバーファイル』
https://kondo-robot.com/faq/dual-usb-adapter-hs-manual

『HeartToHeart4取扱説明書・ドライバーファイル』
https://kondo-robot.com/product/hearttoheart4

HeartToHeart4ファイルの説明

HeartToHeart4用ファイル内に収録されたファイルは下記になります

■ZEONICTECHNICS_開発マニュアル.pdf （本ファイル）

■ZEONIC_TECHNICS_Project(V1.0.1)A.h4p
ZEONICTECHNICS用プロジェクトファイル

■ザク標準トリム.h4t
トリムデータ

■AC-001 ～ AC-059.xml
HeartToHeart4用モーションファイル
※ファイル名はプリセットアクションＩＤ NOと連動しています。

■AC-101 ～ AC-120.xml
ZEONIC TECHNICS用システムで使っているモーションファイル
※スマートフォン専用アプリでは取り込み、書き出しできません。

■CUSTOMアクション20200515.xml
アクションコードリストに追加されているモーションファイル

モーションテーブルについては、P9をご参照ください。またHeartToHeart4の使用方法、
用語解説は近藤科学株式会社の「HeartToHeart4」のユーザーズマニュアルをご確認
ください。 7

https://kondo-robot.com/faq/dual-usb-adapter-hs-manual
https://kondo-robot.com/product/hearttoheart4
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２

3

２

ZEONIC TECHNICSの注意点

＜HeartToHeart4のバージョン＞
必ず最新版のHeartToHeart4 Ver.2.4.0.0 以降で作成してください。古いVerではアプ
リケーション上で作成したモーションは確認できません。

＜トリム調整＞
トリムは、「ザク標準トリム.h4t」が元になります。
HeartToHeart4とスマートフォン専用アプリでのトリムデータはそれぞれ別に保存されま
す。 ミニチュアザクのトリム値は「HeartToHeart4のトリム値」に「スマートフォン専用アプ
リのトリム値」が加算された値となります。
（スマートフォン専用アプリからHeartToHeart4側のトリムデータは調整できません）

基本姿勢は「オンライン組立マニュアル」の97ページをご覧ください。調整後「高速前進」
モーションを再生してください。5歩以上歩行できれば、ロボットのトリム調整が完了して
いる目安となります。

＜ジャイロ＞
ジャイロの設定値は下記に設定してください。モーションによりジャイロの設定値を変更
する必要がある場合は、モーション内で設定を変更してください。
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ZEONICTECHNICSではスマートフォンアプリでの呼び方を下記としています。

スマートフォン専用アプリのみで作成可能、書き出し読み込み不可

・ポーズ ・・ 止め絵の様なポーズデータ
・モーション ・・ ポーズにサウンドとスピードをつけたデータ
HeartToHeart4 で作成可能、スマートフォン専用アプリでは、再生、書き出し、取り込みのみ可能

アクション ・・ HeartToHeart4のモーションデータに音情報を入れたデータ

用語説明

モーション作成方法



モーションテーブルについて

「HeartToHeart４のモーションテーブルの番号」と「スマートフォン専用アプリのプリセッ
トアクションID NO」の番号は共通になります。
※追加、入れ替えた際にはスマートフォン専用アプリで「ユーティリティ」「詳細変更」で情報を更新して下さい

「AC-001 ～ AC-059」
対応したモーションテーブルに収録したモーションファイルです。
入替える事により、スマートフォンでの操作時に入替えたモーションデータが再生され
ます

「AC-060 ～ AC-100」
空のモーションテーブルです。新しく作成したモーションを追加してください。

「AC-101 ～ AC-120」
ZEONIC TECHNICSでシステムに使用しているファイルです。
スマートフォン専用アプリでは取り込み、書き出しは出来ません。
※基本動作に影響しますので、取扱にご注意ください。

各モーションには、内蔵された効果音、音声を連動して再生できます。
AnyStringコントロールにて、snd (番号）で音を指定することができます。
ただし、再生はスマートフォン専用アプリでしか再生されません。
例：サウンドNo.16「●●」を再生する場合 ＝＞ snd 16
※各音声、効果音の内容は取扱説明書２「セットアップガイドを参考にしてください」

モーションに「ボタン番号」は登録しないでください
ただし、「M001」のみボタンデータは1番に設定してください
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モーションに効果音、音声を追加する方法

ボタン番号について

モーション作成方法



スタート、エンドモーション、ポーズポジション

KXR等の待機状態は「ホームポジション」をとりますが、本製品はザクらしく待機する
ために「ポーズポジション」を設定します。
AC-112_スタートアップMO_1（ホームポーズ）.xml

モーションを作成時、モーションの終わりは、下記の手順を参考に必ずポーズポジ
ションをとるように設定してください

モーションの最初は、MotionJumpコントロールにて「スタートモーション」を再生するよ
うにしてください。
「スタートモーション」内は、ポーズポジションからスタートポジションに移動する動きが
入っています。
モーションの終わりは、スタートと同じ手順で「エンドモーション」を再生してください。
待機状態のポーズポジションになります。

ただし、モーション最後の「ホームポジション」は、各モーション内に置くようにしてくだ
さい。これは、モーションによりホームポジションのフレームが変更になるための配慮
です。
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モーション作成方法



作成の注意

＜稼働範囲について＞
スマートフォン専用アプリでポーズを作る時はミニチュアザクの可動範囲で調整して
ますが、 HeartToHeart4で作成するモーションはミニチュアザクの可動範囲を超えた
値まで設定できます。
可動範囲外の動作は、本体のリセット、サーボ、ケーブルの故障に繋がりますので、
モーション作成時は必ず可動範囲に注意してください。

＜専用アプリへの登録＞
モーションを追加、変更した場合は、専用アプリ側の「ユーティリティ」「詳細変更」で
内容更新が必要です。「詳細変更」登録する際に下記情報が必要になります

・LOOP か ONE SHOT
ボタンを押し続ける間動作するモーション（例：歩行）＝LOOP
ボタンを1回押すと動作するモーション（例：パンチ）＝ONE SHOT

・再生時間
スマートフォン専用アプリで操作する際に、モーションの再生途中にボタン割り込み
が効かない様に再生時間を設定します。
登録した時間が再生モーションより短い場合、モーション再生途中で別のモーション
が割り込み再生されてしまいます。
転倒や故障の原因となりますのでご注意ください。（ONE SHOTのみ設定が必要で
す）

※各モーションの設定値は取扱説明書２「セットアップガイド」を参考にしてください
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モーション作成方法



HeartＴｏHeart４での
モーションの取込方法 １

HeartToHeart4を起動

Dual USBアダプターHSが刺さっているＣＯＭポートを選択

プロジェクトを展開します。ドキュメントに入れたプロジェクトフォルダ内の.h4pを指
定してください。例：ZEONIC_TECHNICS_Project(V1.0.1)A.h4p
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ダウンロード、解凍した「ZEONIC_HeartToHeart4_setting」内
「ZEONIC_TECHNICS_Project(V1.0.1)A」をフォルダごとドキュメントフォルダー
（¥Documents）¥HeartToHeart4¥Projectsにコピーしてください

①

② ③

④

⑤

※HeartToHeart4インストール後、初めて起動したときにドキュメントフォルダ内に
「HeartToHeart4」フォルダが自動で作成されます。ドキュメントフォルダ内に
「HeartToHeart4」フォルダがない場合は、一度HeartToHeart4ソフトウェアを起動
してください。



モーションファイルを開いて対象のファイルを選択
例：CUSTOMアクション20200515.xml

モーションを調整したい場合はこの画面から
編集してください。（HeartToHeart４のマニュアルを参考にしてください）
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HeartＴｏHeart４での
モーションの取込方法 ２

再生ボタンを押すと、モーション中の音声再生の箇所でAnyString（snd**）が表示されます。
※HeartToHeart4からではサウンドは再生されません。



モーションテーブルの書き込まれていないスロットを選択して
ＯＫを押して登録してください
例：AC-60に書込み

書き込まれるとMotionTableに表示されます
ミニチュアザクが正しくモーションを再生するか？
モーションテーブル上の再生ボタンを押して確認してください。
（止まらず動作しますが、サウンド、音声は再生されません）
※再生秒数計測してメモしてください
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HeartＴｏHeart４での
モーションの取込方法 3

（表示されているモーション名を変
更したい場合はタブの上で右クリッ
クをして「名前を変更」にて書き換
えて、再度モーションの書き込みを
行ってください



ザクへの保存は「プロジェクトウィンドウ」をクリックして「ＲＯＭに全て保存」をクリックし
てください。「トリムポジション」の保存でトリムデータと共にモーションデータがミニチュ
アザクに書き込まれます。

書込み後変更を反映する為に、ミニチュアザクの電源を切って、
SmartBridge上のスライドスイッチを「Robo」にして
シリアル延長ケーブルを抜いて再度電源を入れて下さい。

続いてスマートフォン接続アプリでデータを反映させます。

15

HeartToHeart４での
モーションの取込方法 ４



ミニチュアザクと接続後「ユーティリティ」「詳細変更」を選択

HeartToHeart４で登録したモーション番号（例 AC-60 未設定）を選択
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スマートフォン専用アプリでの
モーション反映方法

アクションネーム、ONESHOT/LOOP 秒数設定 を入力して変更を選択

以上で登録は完了です。コントロール画面で「ＣＵＳＴＯＭタブ」に
反映されますので、ユニット登録して再生してください
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スマートフォン専用アプリを使った
アクションコードエクスポート方法

登録したモーションをスマートフォン専用アプリでエクスポートを行うと、
アクションデータ（モーション）をテキストデータとして共有が可能です。

ミニチュアザクと接続後「ユーティリティ」「ミニチュアザクからエクスポート」を選択

エクスポートしたいアクションコードを選択してください

SNSで共有する時は
＃ジオニックテクニクス
＃ジオニックアクションコード
をつける様、ご協力ください。

テキストデータが表示されるので、「コピー」を押すとテキストがコピーされます
メールやSNS等で共有ください
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スマートフォン専用アプリを使った
アクションコード インポート方法 １

アクションコードのテキストデータをコピーします

「ミニチュアザクへインポート」 を選択します

登録したいID番号を選んで、インポートボタンを押してください。
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スマートフォン専用アプリを使った
アクションコード インポート方法 ２

インポート詳細が表示されますので、内容が正しいか？確認し、「確定」を押してく
ださい

ミニチュアザクにアクションをインストールします。

インポートしたアクションの動作は作成した本体の条件に依存しています。
必ず補助と問題が起きた場合は電源を切れるように手の届く範囲で動作確認を
行ってください。

インポート完了後はコントロール画面や、
プログラム画面でユニット登録して動作
させてください
（インストールしたアクションはCUSTOM
タブに表示されます）


