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はじめに

このたびは、あるくメカトロウィーゴ（以降ロボットと

表記）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

･ ロボットの機能向上により、本書で説明している機能や手順が変更に

なる場合があります。また、本書の内容に関して、予告なしに変更す

ることがあります。

･ 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは

異なる場合があります。

･ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されていま

す。

ご利用の前に

落下注意

落下すると衝撃により壊れる可能性があります。テーブルの端で動か

していると、ロボットの動きにより落下する可能性があります。目安

としてテーブルの端から 20cm 以上離してください。

周辺注意

ロボットが突然動く可能性がありますので、ロボットの周りに物を置

かないようにしてください。

指挟み注意

手に持ったロボットが突然動くことがありますので、指を挟まないよ

うご注意ください。

関節部注意

関節部を無理に曲げたり、回したりしないでください。可動範囲を超

えて動かすと、破損の原因となります。

ひじ関節は曲がりません。

･ 本製品は精密機器ですので、水濡れや落下、ほこりにご注意ください。

･ 本製品の動作推奨環境は 10℃～ 30℃です。

 低温時や電池残量により動作が制限されることがあります。

付属品を確認する

ご使用いただく前に、次の同梱品がすべてそろっていることをご確認

ください。

■ ロボット本体

■ microUSB ケーブル

警告 ■クイックマニュアル

■製品保証カード

■着せ替えパーツ

　※着せ替えパーツ同梱製品購入時のみ

注意

・ ロボット動作前に各パーツが本体にしっかり固定さ

れていることを確認してください。輸送時の振動等

でパーツが外れやすい状態になっている場合があり

ます。

はじめに 同梱品を確認する

ご利用の前に
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安全上のご注意（必ずお守りください） 本機、microUSB ケーブル、

AC アダプター（市販品）の

取り扱いについて（共通）

 

 危険
この表示は、 
取り扱いを誤った場合、 

「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して
生じることが想定される」内容です。

 警告
この表示は、 
取り扱いを誤った場合、 

「死亡または重傷※1を負う可能性が想定さ
れる」内容です。

 注意

この表示は、 
取り扱いを誤った場合、 

「軽傷※2を負う可能性が想定される場合お
よび物的損害※3の発生が想定される」内容
です。

※1 重傷： 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺
症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するもの
を指します。

※2 軽傷： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低
温）・感電などを指します。

※3 物的損害： 家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を
指します。

禁止・強制の絵表示の説明

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりして
はいけないことを示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこ
と）を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくこと
を示す記号です。

危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそ
ば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日
光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保
管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜
などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりし
ないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでく
ださい。また、砂などが付着した手で触れないで
ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿な
ど）で濡れた状態では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿な
ど）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

microUSBの接続端子に水などの液体（飲料水、
汗、海水、ペットの尿など）を入れないでくだ
さい。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力
や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

microUSB端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯
など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったり
しないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだ
りしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場
合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因と
なります。

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、

正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切

に保管してください。

● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への

危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載してい

ますので、必ずお守りください。

● 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした

場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容を

よく理解したうえで本文をお読みください。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可
能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入
る場合は必ず事前に本機の電源を切り、充電を
している場合は中止してください。
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発
や火災などの原因となります。

安全上のご注意（必ずお守りください）
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使用中や充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、
発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次
の作業を行ってください。

上記の作業を行わないと、火災、

● microUSBケーブルを本機から抜く。

やけど、けが、感電
などの原因となります。

注意

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

下記のように動きが不安定になる場所では使用
しないでください。

マットの上など）

（ガラス板の上など）

るところ（コンクリートブロックの上など）

本機が転倒や落下して、けがや故障などの原因とな
ります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での
使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方
法を教え、誤った使いかたをさせないでくださ
い。
けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となり
ます。

本機を長時間連続使用される場合や充電中は温
度が高くなることがありますのでご注意くださ
い。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時
間触れることがないようご注意ください。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質
や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温
やけどなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでく
ださい。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、や
けど、けがなどの原因となります。

釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いも
の）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力
を加えないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、や
けど、けがなどの原因となります。

内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったとき
は、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、
直ちに医師の診療を受けてください。
内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や、体
調不良などの原因となります。

警告

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてな
いでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの
原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切って
ください。
航空機内での使用については制限があるため、各航
空会社の指示に従ってください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となりま
す。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場
合、法令により罰せられることがあります。

本機のスピーカー口に水などの液体（飲料水、
汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやす
いものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

LEDを長時間見ないでください。
視力障害などの原因となります。

病院での使用については、各医療機関の指示に
従ってください。
使用を禁止されている場所では、本機の電源を切っ
てください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因とな
ります。

音がなっているときは、スピーカーに耳を近づ
けないでください。
難聴などの原因となります。

心臓の弱い方は、音量の設定に注意してくださ
い。
心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用
電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波に
よる影響についてご確認のうえ、ご使用ください。
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

● 本機の電源を切る。

やわらかいところ（じゅうたん、布団、ソフト

表面がツルツルしていて滑りやすいところ

表面がデコボコしていたり、ザラザラしてい

傾いたところ（自動車のダッシュボードなど）
ぐらついた台の上
机やテーブルの端に近いところ
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高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器
の近くでは、本機の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因と
なります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み

型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自
動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよ
び植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご
使用される方は、各医用電気機器メーカーもしく
は販売業者に電波による影響についてご確認くだ
さい。

カメラおよびセンサーのレンズを破損した際には、
割れたガラスや露出した本機の内部にご注意くだ
さい。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電など
の原因となります。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするとき
は、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてくだ
さい。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因とな
ります。

注意

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火による火災、やけど、けがなどの原因となりま
す。また、環境破壊の原因となります。不要となった
本機は、回収を行っている自治体の指示に従ってく
ださい。

内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や
手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣
類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流し
てください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の
診療を受けてください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもし
くは販売業者に、電波による影響についてご確
認のうえ、ご使用ください。
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及
ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を
中止してください。

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、
直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてくださ
い。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か
ぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質について⇒P.45「使用材料」

本機の可動部に手、指などの体の一部を挟まな
いようご注意ください。
けがなどの原因となります。

microUSB ケーブル、AC アダプター
（市販品）の取り扱いについて

警告

microUSBケーブルのコードが傷んだら使用し
ないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

microUSBケーブルやACアダプターは、
風呂場などの湿気の多い場所では使用しないで
ください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、microUSBケーブルや 
ACアダプターには触れないでください。
感電などの原因となります。

microUSBケーブルのコードの上に重いものを
のせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりし
ないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにACアダプターを抜き差しするとき
は、金属製ストラップなどの金属類を接触させな
いでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプターに海外旅行用の変圧器（トラベル
コンバーター）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

本機にmicroUSBケーブルを接続した状態で、
接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でmicroUSBケーブルやACアダプター、
電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電な
どの原因となります。
ACアダプター：AC100V（家庭用交流コンセント
のみに接続すること）

電源プラグについたほこりは、拭き取ってくだ
さい。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、
感電などの原因となります。

ACアダプターをコンセントに差し込むときは、
確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原
因となります。

本機にmicroUSBケーブルを抜き差しするとき
は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接
続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてくだ
さい。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電
などの原因となります。

使用しない場合は、ACアダプターの電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、
けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿な
ど）が入った場合は、直ちにコンセントから電源
プラグを抜いてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

距離センサーにはClass１不可視光レーザー
（波長：940nm）を使用しております。
距離センサーを直接覗き込むなど直接露光しな
いでください。
また、他の人に向けないでください。
目に影響を与える可能性があります。

クラス１レーザ製品
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お手入れの際は、電源プラグをコンセントから
抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因とな
ります。

ペットなどが噛みつかないようご注意ください。
発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となりま
す。

注意

コンセントにつないだ状態でmicroUSBケーブ
ルやACアダプターに長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医療機関における携帯電話等の使
用に関する指針」（電波環境協議会［平成26年8月］）および
「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防
止するための指針」（総務省）の内容を参考にしたものです。

警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細
動器などの医用電気機器を装着されている場合
は、装着部から本機を15cm以上離して携行お
よび使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原
因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型
心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外
の医用電気機器を使用される場合には、電波に
よる影響について個別に医用電気機器メーカー
などにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原
因となります。

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と
15cm未満に近づくおそれがある場合には、事
前に本機を電波の出ない状態に切り替えてくだ
さい（電源オフ）。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除
細動器などの医用電気機器を装着している方がいる
可能性があります。電波により医用電気機器の作動
に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本機の使用については、各
医療機関の指示に従ってください。
医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となりま
す。
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お願いとご注意

ご利用にあたって

惑にならないようにご注意ください。
本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷
本機は日本以外では使用しないでください。

■ 高温時のご注意

熱くなることがあります。
操作方法や使用環境によっては、本機の内部温度が高くなり、

その際には安全のため、充電が停止
したり、動作を制限する場合があります。 
この場合には、本機の内部温度を下げるため、電源を切ってく
ださい。
使用環境によっては、カメラ、サーボモーターが動作しないこ
とがあります。

■ 低温時のご注意
使用環境によっては、カメラ、サーボモーターが動作しないこと
があります。

■ カメラについて

を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。

などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用
したり、転送することはできません。

■ 技術基準適合証明について
本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合
しています。ロボットの背面カバーを外すと、技術基準適合証明
に関する情報（　 等）を確認できます。

お取り扱いについて

水に濡らしたり、湿度の高い場所に置かないでください。

ないでください。

化により結露し、内部が腐食する原因となります。

ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に
落としたり、水で濡らす原因となります。

たらないように、バッグなどに入れてください。

ないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障
の原因となることがあります。

機が常温になってから持ち込んでください。

管は避けてください。

すが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。

の対象外となりますのでご了承ください。

アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせた
り、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にな
らないでください。

の原因となります。

り椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のと
きはご注意ください。

十分ご注意ください。

物を近くに置かないでください。故障の原因となる恐れがあり
ます。

い。動作が不安定になったり、故障の原因となる恐れがありま
す。

したり、破損することがあります。

事故の原因となります。

がないようにご注意ください。また、指を挟まないようにご注
意ください。

■ 内蔵電池について

状態では保管しないでください。

照度センサー、距離センサー部分を指でふさいだり、シールな
どを貼らないでください。センサーが反応できなくなり、正し
く動作しない場合があります。

が膨れることがありますが、安全上問題はありません。

端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してくださ
い。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。
マイページのサポート（P.20）へお問い合わせください。

■ リチウムイオン電池について

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な
資源です。

１回で使える時間が次第に短くなっていきます。
十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極
端に短くなった場合は、マイページのサポート

（P.20）へお問い合わせください。

■ リサイクルについて
本機に使用していますリチウムイオン電池はリサイクル可能な有
益な資源です。リサイクルにご協力をお願いします。
リサイクルについてはマイページのサポート（P.20）へお問い合
わせください。

ます。 
自治体によって規則が異なりますので、お客様がお住まいの
各自治体にご確認ください。

■ 強制的に電源を切る方法について
本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたとき
は、強制的に電源を切ることができます。

電源ボタン（7秒以上長押し）

カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像

撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合

本機、同梱品は防水仕様ではありません。

雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩か

エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変

洗面所などでは衣服に入れないでください。

海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光が当

汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れ

結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動するときは本

極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保

使用中や充電中は本機や内蔵電池が温かくなることがありま

お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証

お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、

無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけが

ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだ

カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように

ロボットの動作の弊害となるような力を加えたり、弊害となる

磁石など強い磁力を持ったものを本機に近づけないでくださ

端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作

周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げないでください。

本機を手に持って使用するときは、スピーカーやマイクをふさ

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、次の

（充電完了後すぐの）フル充電状態
（本機の電源が入らないほど）電池残量がない状態

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、

本製品を廃棄するときは
各自治体の廃棄ルールに従っていただきますようお願いし

本製品の動作推奨環境は10℃～ 30℃です。
低温時や電池残量により動作が制限されることがあります。

動作推奨環境（10℃～30℃）でご使用ください。
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Wi-Fi（無線LAN）について

通信速度の低下や通信不可、雑音などの可能性があります（特
に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります）。

いことがあります。

■ 使用上の注意事項
本機のWi-Fiの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療
用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、ア
マチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されてい
ます。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に
注意してご使用ください。
１ Wi-Fiを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の

無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
２ 万一、Wi-Fiの使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電

波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変え
るか、Wi-Fiの使用を停止（電波の発射を停止）してください。

３ その他不明な点やお困りのことが起きたときには、マイペー
ジのサポート（P.20）へお問い合わせください。

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式として
DS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下で
す。

■ Bluetooth®との同時利用について
htooteulB、は）n/g/b11.208EEEI（iF-iW ®と同一周波数帯

（2.4GHz）を使用するため、近くでBluetooth®機器を利用する
と、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがありま
す。接続に支障があるときは、Bluetooth®機器の利用を中止　
してください。

知的財産権について

肖像権について

されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利
が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権
と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ
権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を
撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となります
ので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されて
います。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家
庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超
えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含
む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行う

求請の償賠害損てしと」害侵権格人者作著「」害侵権作著「、と
や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製な
どをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用
を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製
品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用
して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用
を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人
格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これ
らの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの
全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェ
アから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエ
ンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような
行為をさせることも同様です。

商標／登録商標について

Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。

「メカトロウィーゴ」のアイコンおよび「MechatroWeGo」ロゴは、

電気製品・AV・OA機器などの近くでは利用しないでください。

複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく検索できな

周波数帯について

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著

無線LAN（以降Wi-Fiと表記）は、電波を利用して情報のやり
とりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続で
きる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行って
いないときは、第三者に情報を盗み見られてしまう可能性があ
ります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を
行い、使用することを推奨します。

MODERHYTHM / Kazushi Kobayashi

Qualcomm及びSnapdragonはQualcomm Incorporatedの商標で
米国及びその他の国・地域で登録されております。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

掲載内容は2021年6月現在のものです。

©

小林和史の商標または登録商標です。
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各部名称

2

1
5

6

7

3

4

①	頭

上に開くとカメラが見えます。

②	目 LED

ロボットの動作中に点灯します。

また、目 LED の色によって電池残量と Wi-Fi 接続状況を確認することができます。

「電池残量を確認する」（P.13）、「Wi-Fi 接続状況を確認する」（P.24）を参照ください。

③	マイク

音を検出します。

④	距離センサー

ロボットの正面にある物体までの距離を検知します。

⑤	カメラ

撮影をします。

⑥	照度センサー

ロボットの周囲の明るさを検知します。

⑦	頭スイッチ

Wi-Fi 接続やロボットの動きを緊急停止させたいときに使用します。
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8

9

10

11

12

13

14

⑧	背面 LED

充電中や、電源が入ると点灯します。

⑨	腰フタ

開くと電源ボタンなどがあります。

⑩	microUSB 端子

充電時に microUSB ケーブルを接続します。

⑪	スライドスイッチ

Wi-Fi 接続などモード切替として使用します。

⑫	電源ボタン（背面 - 右ボタン）

長押しすると電源の ON/OFF が行えます。

⑬	リセットボタン（背面 - 左ボタン）

Wi-Fi 接続状況の確認や長押しによる再起動な

どが行えます。

⑭	スピーカー

ロボットの声や操作音などが聞こえます。

注意

•	ひじ関節は曲がりません。

•	関節部は可動範囲を超えて動かすと、破損の原

因になります。
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充電する

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていま

せん。必ず充電してからご使用ください。

必ず同梱された microUSB ケーブルを使用してく

ださい。

AC アダプターは、お客様がお持ちのものをご

使用ください。（推奨スペック：Input：100V、

50/60Hz、Output：5V/1.5A）

1 	AC アダプターに microUSB ケーブ

ルを差し込む

2 	ロボットに microUSB ケーブルを差

し込む

突起部

•	microUSB プラグを誤った向きに差し込むと、

接続端子が破損することがあります。microUSB

プラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部

分）を図の向きにして差し込んでください。

3 	AC アダプターを家庭用交流コンセ

ントに差し込む

•	充電が始まります。

•	充電中は背面 LED が点灯します。

背面 LED の色は電池残量によって異なります。

詳しくは「背面 LED 点灯パターン一覧：充電時」

（P.36）を参照ください。

•	充電を開始すると自動的に電源が入り、目 LED が

点灯します。詳しくは「目 LED 点灯パターン一覧：

ロボット起動時」（P.34）をご参照ください。

4 	充 電 が 完 了 し た ら ロ ボ ッ ト か ら

microUSB ケーブルを抜く

•	背面 LED が緑色に点灯したら充電完了です。

•	充電後ロボットを使用しないときは、電源を切って

ください（「電源を切る」（P.15）を参照ください）。

注意

•	充電完了後、AC アダプターも家庭用交流コン

セントから抜いてください。

•	充 電 中、 ロ ボ ッ ト を 動 作 さ せ る と き は、

microUSB ケーブルにご注意ください。

microUSB ケーブルが抜けたり、microUSB ケー

ブルに引っかかって転倒するおそれがあります。

•	ロボット本体の温度が高い、または低い場合は

充電されないことがあります。
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電池残量を確認する

ロボットの電池残量は、目 LED の色で確認します。

（ロボット電源が切れている場合は確認できませ

ん。）

1  腰フタを開く

2  スライドスイッチを右側へ寄せる

右へ寄せる！

3  電源ボタン（背面 - 右ボタン）を押す

単押し！

4 	目 LED の色を確認する

•	目 LED の色で電池残量が分かります。

目 LED の色 電池残量

最適

普通

不足

詳しくは、「目 LED 点灯パターン一覧：電池残量

確認時」（P.35）を参照ください。

注意

•	目 LED が赤色（電池残量：不足）の時は、ロボッ

トが動作しませんので、充電してください。

•	温度が著しく低いときは、赤色に点滅すること

があります。
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電源を入れる / 切る

電源を入れる

1  腰フタを開く

2  スライドスイッチを右側へ寄せる

右へ寄せる！

3  電源ボタン（背面 - 右ボタン）を長押

しする

長押し！

•	電源が入ります。

•	背面 LED が緑色に点灯します。

注意

•	電池残量が不足しているときは、背面 LED が

赤点灯 / 赤点滅します。そのときは充電してく

ださい（「充電する」（P.12）を参照ください）。

背面 LED の色は電池残量によって異なります。

詳しくは「背面 LED 点灯パターン一覧：充電時」

（P.36）を参照ください。
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電源を切る

1 	腰フタを開く

2  スライドスイッチを右側へ寄せる

右へ寄せる！

3  電源ボタン（背面 - 右ボタン）を７秒

程度押す

７秒程度！

•	電源が切れ、背面 LED が消灯します。

•	電源ボタン（背面 - 右ボタン）を 15 秒以上長押

しすると、ロボットが再起動する場合があります

のでご注意ください。

注意

•	電源を切ったあとは、手動で座らせるなど、安

定した姿勢で保管してください。立たせておく

と、転倒や落下するおそれがあります。
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ロボットを登録する

マイページでロボットを登録します。ロボットを複

数台お持ちの方は、１つのアカウントで複数台登録

することができます。

1 	パソコンもしくは、タブレットで

Living	Robot	Platform にアクセス

する

•	Living	Robot	Platform の URL

https://edu-prog.livingrobot-
platform.com/
ブラウザ及びスクリーンは以下の環境で行ってく

ださい。

•	Google	Chrome	63 以降、Mozilla	Firefox	57

以降、Microsoft	Edge	15 以降、Safari	11 以

降のブラウザ

•	1024 × 768 以上のスクリーン

2  ロボット購入時に登録したメールアド

レスとパスワードを入力し、「続ける」

をクリックする

3 	「マイページ」をクリックする

4  「ロボットを登録する」をクリックする
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5 	必要項目を入力する

•	利用者の欄は、ロボットを使用するユーザー名（自

分自身のユーザー名もしくは、追加ユーザー名）

を入力してください。

追加ユーザーはマイページで登録できます。詳

しくは、「追加ユーザーアカウントの登録方法」

（P.19）を参照ください。

•	基本プランとオプションプランはロボット購入時

のプランが反映されます。

•	ロボットのシリアル番号は同梱の製品保証カード

の裏に記載されています。

シリアル番号

6 	入力後、「登録」をクリックする

•	「登録」をクリックしたあと、ロボット一覧画面

に自動的に切り替わります。ロボット一覧画面で

新規登録したロボットが表示されていることを確

認してください。
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マイページについて

お買い上げいただいたロボットをご利用いただくた

めに、ロボットやユーザーの登録を行ってください。

ロボット

登録したロボットの一覧を見ることができます。

ユーザー情報

ユーザー情報の一覧を見ることができます。

ここでは管理者アカウントとは別に追加ユーザーア

カウントの登録を行うことができます。

 ■ 管理者と追加ユーザーの違い

管理者

•	ロボット購入契約を管理する代表アカウントで

す。

•	追加ユーザーのアカウントを新規登録できます。

•	追加ユーザーの学習状況一覧を閲覧できます。

•	購入したロボットの利用者を自分および、追加

ユーザーへ設定できます。

追加ユーザー

•	管理者アカウントにより利用者登録された場合、

ロボットを利用できます。

•	追加ユーザーは最大 5 人まで登録できます。
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追加ユーザーアカウントの登録方法

1 	ユーザー情報を開き、画面右側「＋」

をクリックする

2 	必要項目を入力する

3 	入力後、「登録」をクリックする

•	管理者アカウント同様に「認証手続きのお知らせ」

メールが届きます。

本文のリンクから追加ユーザーアカウントのメー

ルアドレスとパスワードを使用し、マイページに

ログインし利用規約の同意を行ってください。



- 20 -

サポート

お問い合わせや修理のお申し込みをすることができ

ます。

 ■ お問い合わせ

•	「お問い合わせは　こちら」をクリックしてくだ

さい。

 ■ ロボット修理依頼

•	「修理申し込み」をクリックしてください。

•	以下の流れで必要事項を入力してください。
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Wi-Fi に接続する

ロボットを動かす前に、まず Wi-Fi に接続します。

注意

•	目 LED がピンク色に点灯後、Wi-Fi 設定が完

了するまで、ロボットに触らないでください。

誤動作の原因となり、Wi-Fi 設定が正常に行え

ない場合があります。

•	同時に同エリア内で複数台、ロボットの Wi-Fi

設定を行うと、誤動作の原因となり、Wi-Fi 設

定が正常に行えない場合があります。

•	ロボットに接続する Wi-Fi は 2.4GHz を使用

してください。5GHz は非対応です。

Wi-Fi 接続の手順

Wi-Fi 接続の解説動画はこちらから確認

できます。

解説動画の URL

https://www.youtube.com/watch?v=R3MQAisxNMo

1 	パソコンもしくは、タブレットを用

意する

※ご自宅のWi-FiのSSIDとパスワードを確認する。

2  腰フタを開く

3  スライドスイッチを左側へ寄せる

左へ寄せる！

4  頭スイッチを長押しする

長押し！

5 	目 LED がピンク色に点滅することを

確認する

•	ロボットのテザリングを ON にしています。

頭スイッチから手を離して、約 10 秒ほどお待ち

ください。

6 	点滅から点灯に変わったことを確認

する

•	テザリングが ON の状態です。
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7  パソコンもしくは、タブレットをロ

ボットのアクセスポイントに接続する

•	お使いのパソコンもしくはタブレットの Wi-Fi

設 定 画 面 を 開 き Wi-Fi の 選 択 リ ス ト か ら

「MechatroWeGo-WiFi-AP」（SSID）を選択し

てください。

パスワード：livingrobot

8 	Web ブラウザを開きロボットの設定

画面にアクセスする

•	ブラウザ及びスクリーンは以下の環境で行ってく

ださい。

•	Google	Chrome	63 以降、Mozilla	Firefox	57

以降、Microsoft	Edge	15 以降、Safari	11 以

降のブラウザ

•	1024 × 768 以上のスクリーン

•	ロボット設定画面の URL

http://192.168.43.1:8080/

URL・QR コードへのアクセスは、ロボットに接

続されているパソコン、タブレットから行ってく

ださい。

ロボットと接続されていない機器でアクセスをす

ると Web ページには繋がりませんのでご注意く

ださい。

9 	ご自宅の Wi-Fi の SSID とパスワー

ドを入力して「送信する」ボタンを

クリックする

•	「送信する」ボタンをクリックする前にご自宅の

SSID、パスワードに間違いがないか確認してく

ださい。

•	接続先のアクセスポイントが、WEP 認証の場合

やステルス SSID の場合は、ドロップダウンリス

トから適切なものを選択してください。

10  目 LED が緑色に点灯することを確認

する

•	ロボットが Wi-Fi アクセスポイントの情報を受信

しました。

受信したデータが「送信する」ボタンの下に表示

されます。
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11 	約 20 秒～ 1 分後、目 LED の色を

確認する

接続完了

接続失敗

•	Wi-Fi 接続設定にかかる時間はお使いのネット

ワーク環境により変化します。

•	接続が完了したらロボットは自動的に再起動しま

す。

『トュルン』という音が鳴るまでしばらくお待ち

ください。『トゥルン』の音が鳴る前に操作をす

ると誤作動の原因になります。

•	Wi-Fi 接続設定時の目 LED について、詳しくは

「目 LED 点灯パターン一覧：Wi-Fi 接続設定時」

（P.36）を参照ください。

•	接続完了したら、ブラウザは「×」ボタンで閉じ

てください。

接続に失敗した場合

•	『ピコッ』という音が鳴ります。

•	ご自宅の SSID、パスワードが間違っていないか

確認し、手順２からやり直してください。

•	SSID、パスワードが正しくても、お使いのネッ

トワーク環境によっては、うまく接続できずにタ

イムアウトすることがあります。お使いのネット

ワーク環境をご確認ください。

注意

•	ロボットに 2 つ以上のアクセスポイント情報

を記録させることは可能ですが、自動的に切り

替えることはできません（※ 1）。

ロボットを再起動させることで新たなアクセス

ポイントへ接続を行います。

•	一度接続したアクセスポイントの削除、変更は

できません。SSID を変更し別のアクセスポイ

ントとして再接続をお願いします。

（※ 1）

A と B 両方のアクセスポイントを記憶してい

る場合、アクセスポイント A に接続している

状況で、アクセスポイント A から切断したあ

と自動的にアクセスポイント B に接続するこ

とはできません。
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Wi-Fi 接続状況を確認する

1  腰フタを開く

2  スライドスイッチを左側へ寄せる

左へ寄せる！

3  リセットボタン（背面 - 左ボタン）

を押す

単押し！

4  目 LED の色を確認する

•	接続状況に応じて、目 LED の色が変わります。

Wi-Fi 接続中

Wi-Fi 未接続

詳しくは、「目 LED 点灯パターン一覧：Wi-Fi 接

続状況確認時」（P.36）を参照ください。
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ロボットを接続して操作する

ロボットを接続すると、「プログラミング」と「ロボッ

トリモコン」の 2 つのモードからロボットを操作

できます。

事前準備

1 	ロボットを立った状態にする

2  スライドスイッチを右側へ寄せ、電

源を入れる

長押し！

右へ寄せる！

•	「電源を入れる」（P.14）を参照ください。

ロボットをデバイスに接続する

1  Living	Robot	Platform にログイン

する

•	「ロボットを登録する」（P.16）手順 1、2 を

参照ください。

•	ロボット登録後、はじめてロボットを接続する場

合は、一度マイページからサインアウトし、ログ

インしなおしてください。

2  「ロボットをうごかす」をクリックする

3 	接続したいロボットをクリックする

E120123456789ABCD

•	ロボット名が表示されないときは、登録したロ

ボットの名前を「ロボット名で検索」に入力して

ください。

•	接続には約 1 分ほどかかります。
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プログラミングを学ぶ

1 	「プログラミング」をクリックする

E120123456789ABCD

•	ロボットをデバイスに接続後、表示されるメニュー

から「プログラミング」を選択してください。

2  コースを選択する

•	「変更」をクリックするとコースのレベルを変更

することができます。

3  レッスンを選択する

よく使用するスクラッチの機能

①	 ブロックパレット

ブロックがカテゴリーごとに並んでおり、ここから

使いたいブロックを選択します。

②	 コードエリア

プログラミングを行う場所。ブロックパレットから

コードエリアにブロックをドラッグ & ドロップし、

組み合わせることでプログラムを作成します。

③	 ステージ

スプライト（ボタンやキャラクター）が表示されま

す。

④	 スプライトペイン

スプライトを管理、編集します。

⑤	 ステージを拡大 / 縮小する

⑥	 教材を表示させる

⑦	 レッスン選択画面に戻る

⑧	 ホーム画面に戻る
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⑨	 メニュー選択、スクラッチとの接続設定

ロボット名をクリックするとメニューが表示されま

す。ロボットを使わないときは接続を切断し、使い

たいときに再接続することができます。

Wi-Fi 接続状態が不安定なとき、以下のように表示

されます。お使いのネットワーク環境をご確認くだ

さい。

⑩	 ファイル

直ちに保存

データをスクラッチのサイト内に保存します。

ゼロからやり直す

コードエリアやステージを全て最初の状態に戻すこ

とができます。作ったプログラムが全て消えてしま

いますのでご注意ください。

ほかのレッスンのプログラムを読み込む

ほかのレッスンで作ったプログラムを読み込んで使

用することができます。

コンピューターから読み込む

お使いのデバイス内のスクラッチファイル（.sb3

ファイル）を読み込むことができます。

コンピューターに保存する

レッスンを sb3 拡張子のついたファイルとして、

お使いのデバイスにダウンロードすることができま

す。
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ロボットをスクラッチで動かす

1  ブロックパレットの中から、動かし

たいブロックをクリックしてコード

エリアに移動する

•	ブロックをクリックして、別のブロックの近くに

移動させると、ブロック同士をつなげることがで

きます。

2 	手順１で動かしたブロックをクリッ

クする

•	ロボットが動きます。

※「右手を上げて下げる」をクリックしたときの

動作例

•	他にも、右下のスプライトペインからスプライト

を選択し、「このスプライトが押されたとき」の

下にブロックをつなげてからステージ上で選択さ

れているスプライトをクリックするとロボットが

動きます。

注意

•	ロボットの電池残量が不足しているときは、動

作しません。「ピーピーピー」と音が鳴ったら、

一度電源を切って充電してください。

•	ロボットの動きを緊急停止させたいときは、頭

スイッチを押してください。

•	画面が正しく表示されない場合は、ブラウザを

リロード（再読み込み）してください。

•	ロボットご利用後は、ロボット本体の電源を切

り、マイページはサインアウトしてください。
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音量を調整する

1 	ロボットのマークをクリックする

2 	スクロールバーを動かして音量を調

整する

E120123456789ABCD

•	右にスクロールするほど音が大きくなります。

ロボットが使えないとき

ロボットの電池切れなどにより一時的にロボットが

使えないときは、画面右上のアカウント名をクリッ

クし「ロボットなしでプログラミング」を選択する

と、ロボットをデバイスに接続せずにスクラッチを

使用することができます。

クリック後、使用中のアカウントで一番最後に開い

たレッスンに移動します。

E120123456789ABCD

ロボットをデバイスに接続するときは、画面左上の

ホームボタンからホーム画面に戻って接続を行っ

てください（「ロボットをデバイスに接続する」

（P.25）手順 2 以降を参照ください）。
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学習状況の閲覧について

管理者は追加ユーザーの学習状況を閲覧することが

できます。

画面右上のアカウント名をクリックし「メンバー一

覧」を選択すると、スライドの表示時間が追加ユー

ザーごとにグラフで表示されます。

E120123456789ABCD

グラフにポインターを当てると、そのページの表示

時間が表示されます。

グラフをクリックすると、そのページのスライドを

閲覧することができます。

ロボットリモコン

ロボットをデバイスに接続したあと、「ロボットリ

モコン」をクリックすると、頭部分のカメラで映さ

れた映像を見ながらロボットを操縦することができ

ます。

E120123456789ABCD

カメラを使用するときは、ロボットの頭部を開いて

ください。
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写真を撮影する

1 	画面内の「 」をクリックする

•	ロボットのカメラを使って写真を撮影することが

できます。

•	撮った写真はデバイス内に保存されます。お使い

の端末によって保存方法が異なります。

•	画面サイズによってボタンの表示される位置が変

わる場合があります。

アクションを編集する

1 	画面右側または、左側の「＋」をクリッ

クする

•	画面サイズによってボタンの表示される位置が変

わる場合があります。

2 	使用したいアクションを左右のス

ペースに並べる

•	アクションブロックについて

ブロックの隅に表示されている丸印が、アクショ

ンを行う体の部位と左右を表しています。

（例）

•	アクションの編集方法
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ロボットを動かす

1 	アクションや矢印をクリックする

•	ロボットが動きます。

•	「歩数を変える」のチェックボックスをクリック

し、歩数をクリックすると前後左右は各方向 3	

歩まで、左右回転は 0.5 歩、1 歩、2 歩と歩数を

変えることができます。

•	「歩数を変える」のチェックボックスを再びクリッ

クすると編集画面が閉じます。

•	スマートフォンやタブレットをご使用の場合、画面

を上下左右にスワイプするとロボットが前後左右に

動きます。ストロークを長くすると歩数が増えます。

•	パソコンをご使用の場合、キーボードの方向キー

でも前後左右にロボットが動きます。

設定を変更する

1 	画面内の「設定」をクリックする

2 	カメラのオン / オフ、音量、画像の

回転、画像の大きさを設定する

注意

•	画面が正しく表示されない場合は、ブラウザを

リロード（再読み込み）してください。

•	ロボットご利用後は、ロボット本体の電源を切

り、マイページはサインアウトしてください。



- 33 -

追加アイテム

ロボットをデバイスに接続したあと、「追加アイテム」

をクリックすると新しいロボットのモーションデー

タがある場合は、そのアイテムをダウンロードする

ことができます。

E120123456789ABCD

1 	画面内の「ダウンロード」をクリッ

クする

•	ダウンロードしたいアイテムの「ダウンロード」

ボタンをクリックします。

2 	「ダウンロードしますか？」と表示さ

れたら「OK」をクリックする

•	「ダウンロードしますか？」の確認画面が表示さ

れたら「OK」をクリックします。

3 	「ダウンロードが完了しました。」と

表示されたら「OK」をクリックする

注意

•	追加アイテムをダウンロードしたあとは、その

アイテムを使用するためにロボットを再起動し

てください。

•	Wi-Fi 接続が不安定な場合はダウンロードがエ

ラーとなる場合があります。その場合は再度「ダ

ウンロード」ボタンを押してください。

•	ダウンロードしたアイテムは、ブロックとして

「WeGo	Fun	Blocks」カテゴリー（スクラッチ

のブロックパレット内）に追加されます。

•	追加されたブロックは通常のスクラッチブロック

と同様に使用することができます。
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付録

目 LED 点灯パターン一覧

 ■ ロボット起動時

ロボットの電源を入れてから起動完了するまでの目

LED 点灯パターンです。

ネットワークに接続され、充電状態にするとソフト

ウェアの更新データがあるときは自動的に更新がス

タートします。

注意

•	ロボットの電源を入れて目 LED が点滅してい

る間は、システム起動中の状態です。色々なソ

フト処理が行われていますので、この時はロ

ボットを操作しないでください。

•	システム起動が完了すると、目 LED が点灯状

態になります。この状態からロボット操作がで

きます。

エラー点灯時は、目 LED 点灯パターン表の内

容に沿って操作を行ってください。

•	点灯フロー

電源 ON

クラウド接続完了

♪ ：音あり

：点滅

♪

♪

♪♪♪

♪♪

「目 LED 点灯パターン表」次ページへ
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•	目 LED 点灯パターン表

白色 Wi-Fi 接続待機中

Wi-Fi 接続を試みている状態です。
しばらくして、白から変わらない場合は Wi-Fi
接続設定を見直してください。

⇒ 「Wi-Fi に接続する」（P.21）へ

黄色（点滅） クラウド管理システム接続待機中

有効期限やソフトウェアのバージョンなどロ
ボット操作に必要な情報を取得するため、情報
を管理するクラウド管理システムへ接続を試み
ている状態です。

黄色 クラウド管理システム接続失敗 /♪エラー：ピピピ！

ネットワーク接続に失敗した状態です。Wi-Fi
接続を確認し、ロボットを再起動してください。
それでも接続できないときは、一時的にネット
ワーク状況が悪い可能性があります。しばらく
してから、もう一度再起動してください。

オレンジ色 契約情報エラー /♪エラー：ピピピ！

ロボットの契約に異常を発見しサブスクリプ
ションエラーとなった状態です。マイページの
ロボット詳細画面より基本プランの契約状況を
ご確認ください。有効期限が切れている場合は、
マイページのサポートへお問い合わせください。

⇒ 「サポート」（P.20）へ

水色（5 秒後消灯） クラウド接続完了（更新なし）/♪接続完了：シャラン

起動時に前回データ更新が行われていない場合
の、クラウド接続完了状態です。

青色 クラウド接続完了（更新成功）/♪接続完了：シャラン

データ更新に成功しクラウド接続が完了した
状態です。

赤色 更新失敗 /♪エラー：ピピピ！

データ更新に失敗した状態です。Wi-Fi 接続状
況と電池残量が影響している可能性があります。
状態を確認し Wi-Fi 設定もしくは、電池残量確
認を行ってください。

⇒ 「Wi-Fi に接続する」（P.21）、

⇒ 「電池残量を確認する」（P.13）へ

緑色（点滅） 更新中（ダウンロード中）

データのダウンロードと更新を行っている状態
です。このとき、ロボットのボタンを押したり、
電源を切ったりすると更新に失敗する恐れがあ
りますのでご注意ください。

緑色 ダウンロード失敗 /♪エラー：ピピピ！

更新中にデータのダウンロードに失敗した状態
です。Wi-Fi 接続を確認し、再起動してください。
再起動後、更新を再開します。

⇒ 「ソフトウェアを更新する」（P.41）へ

 ■ 電池残量確認時

電源ボタン（背面 - 右ボタン）を押し、電池残量を

確認するときの目 LED 点灯パターンです。

充電確認：スライドスイッチ右 / 電源ボタンを押す

電池残量が十分にある状態です。
（80% - 100%）

黄色 充電確認：スライドスイッチ右 / 電源ボタンを押す

電池残量が半分程度残っている状態です。
（40% - 80%）

充電確認：スライドスイッチ右 / 電源ボタンを押す

電池残量が不足している状態です。
（0% - 40%）

充電確認：スライドスイッチ右 / 電源ボタンを押す

ロボット本体の温度が著しく低い状態です。
この状態でロボットを操作すると故障の原因と
なる恐れがあります。推奨の外気温度は 10℃
～ 30℃のため、適した場所で操作してください。

⇒ 「電池残量を確認する」（P.13）へ

緑色

赤色

赤色（点滅）
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 ■ Wi-Fi 接続設定時

スライドスイッチが左の状態で頭スイッチを長押し

し、Wi-Fi 接続設定を行うときの目 LED 点灯パター

ンです。

ピンク色（点滅） テザリング準備中

ロボットのテザリングを準備している状態です。
（約 10 秒）

ピンク色 テザリング準備完了

ロボットのテザリングの準備が完了した状態です。

緑色 Wi-Fi 接続設定中

Wi-Fi 接続を試みている状態です。
約 20 秒～ 1 分後、変化しますのでそのままお
待ちください。
※ Wi-Fi 接続設定にかかる時間はお使いのネッ

トワーク環境により変化します。

青色（10 秒後消灯） Wi-Fi 接続成功

Wi-Fi 接続設定を行ったあと、自動的に再起動
して Wi-Fi 接続が成功した状態です。
青色消灯後、自動的に再起動を行います。

赤色（10 秒後消灯） Wi-Fi 接続失敗

Wi-Fi 接続設定を行ったあと、Wi-Fi 接続が失敗
した状態です。もう一度 Wi-Fi 接続を行ってく
ださい。

⇒  「Wi-Fi に接続する」（P.21）へ

 ■ Wi-Fi 接続状況確認時

スライドスイッチが左の状態でリセットボタン（背

面 - 左ボタン）を押し、Wi-Fi の接続状況を確認す

るときの目 LED 点灯パターンです。

緑色 Wi-Fi 接続確認：スライドスイッチ左 / リセットボタンを押す

Wi-Fi に接続されている状態です。

赤色 Wi-Fi 接続確認：スライドスイッチ左 / リセットボタンを押す

Wi-Fi に接続されていない状態です。
ネットワーク状況を確認し、もう一度 Wi-Fi 接続
設定を行ってください。

⇒ 「Wi-Fi 接続状況を確認する」（P.24）へ

背面 LED 点灯パターン一覧

 ■ 充電時

ロボットを充電しているときの背面 LED 点灯パ

ターンです。

電池残量：なし（電源 ON できない）

電池残量が全くなく、電源を入れられない状態
です。しばらく充電してください。
しばらく充電すると赤点滅になります。

赤色（点滅） 電池残量：不足（電源 ON できない）

電池残量が不足しており、電源を入れられない
状態です。しばらく充電してください。
電源が入る状態になると、自動的に電源が入り
ます。

電池残量：あり / 充電中（電源 ON 状態）

電源が入り、充電されている状態です。電池残
量が不足ぎみだと、オレンジ色のように見える
場合があります。

電池残量：あり / 充電完了（電源 ON 状態）

電源が入り、充電されている状態です。
※ 通常時（充電していない状態）も緑色に点灯

しています。

赤色

黄色

緑色
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オプション品

着せ替えパーツを使って着せ替えができます。

 ■ 着せ替えパーツの種類

（■）に着色された部品が着せ替えパーツです。

 ■ 着せ替えパーツの取外し / 取付方法

取外しは下図の手順で行ってください。

取付は取外し手順の逆で行ってください。

取付後は各パーツが本体にしっかり固定されている

ことを確認してください。固定されていない場合、

動作に影響を与えることがあります。

＜肩カバー＞

肩カバー

肩カバー（内）

肩カバー（外）

後方向へ
少し回転する

＜腕カバー＞

腕カバー

＜ひじカバー＞

ひじカバー
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＜前カバーフレーム / キャップ / 前カバー胸 /

　前カバー腹＞

前カバー腹

前カバー胸

前カバーフレーム

キャップ

前カバーフレーム

 部は取外しのときに、
取扱いに注意して
前カバーフレーム下部の
矢印部分からゆっくり
外してください。

＜太ももカバー / 膝カバー＞

太ももカバー

膝カバー

＜背面カバー / 背面カバーフレーム / 背面 LED ＞

背面カバーフレーム

背面カバー

背面 LED 背面カバーフレーム（裏）

※背面 LED（裏）

※ 取付時、方向性があ
りますのでご注意く
ださい。

＜腰フタ＞

腰フタ

腰フタの取付部を両側から
押しながら取外す
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故障かな？と思ったら

故障と判断する前に、まずは次の表に同様の症状が

ないか確認してください。それでも改善されないと

きは、修理を依頼してください。

こんなときは ご確認ください

電源が入らない •	電池切れになっていません

か（P.12「充電する」）。

電源が切れない •	電源ボタンを 15 秒以上押

して再起動してください。

再起動後、電源ボタンを 7

秒程度押して電源を切って

ください。強制的に電源を

切るため、データや設定し

た内容などが消えてしまう

場合がありますのでご注意

ください。

充電ができない •	AC アダプターの電源プラグ

がコンセントに正しく差し

込 ま れ て い ま す か（P.12

「充電する」）。

•	ACアダプターとmicroUSB 

ケーブルが正しく接続され

て い ま す か（P.12「 充 電

する」）。

•	microUSB ケ ー ブ ル と ロ

ボットが正しく接続されて

い ま す か（P.12「 充 電 す

る」）。

•	充電しながら操作を長時間

行うと、ロボットの温度が

上昇して充電が停止するこ

とがあります。そのときは、

ロボットの温度が下がって

から再度充電を行ってくだ

さい。

こんなときは ご確認ください

操作中・充電中

に熱くなる

•	操作中や充電中、ロボット

や内蔵電池、AC アダプター

が温かくなることがありま

すが、動作上問題ありませ

んので、そのままご使用く

ださい。

電池の使用時間

が短い

•	内蔵電池の使用時間は、使

用環境や劣化度により異な

ります。

•	内蔵電池は消耗品です。充電

を繰り返すごとに、1 回で使

える時間が次第に短くなって

いきます。十分に充電しても

購入時に比べて使用時間が極

端に短くなった場合は、マイ

ページのサポート（P.20）

へお問い合わせください。

Wi-Fi に接続で

きない

•	お使いのパソコン / スマー

トフォン / タブレットで設

定画面から Wi-Fi を接続 /

ON になっているか確認して

ください。ロボットに接続

する Wi-Fi は 2.4GHz を使

用してください。5GHz は

非対応です。

スクラッチ画面

が正しく表示さ

れない

•	ブラウザ及びスクリーンは

以下の環境で行ってくださ

い。

•	Google	Chrome	63以降、

Mozilla	Firefox	57 以 降、

Microsoft	Edge	15 以降、

Safari	11 以降のブラウザ

•	1024 × 768 以 上 の ス

クリーン

•	ブラウザをリロード（再読

み込み）してください。
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こんなときは ご確認ください

スクラッチの画

面でロボットが

動かない

•	スライドスイッチが右側寄

せになっているか確認して

ください。

•	ロボットは常に最新ソフト

ウェアで動作することを

前提としております。最新

ソフトウェアになってい

るか確認をお願いします

（P.41「ソフトウェアを更

新する」）。

•	パソコンまたはタブレッ

トがロボットと同じ Wi-Fi

（P.22 手 順 9 で 送 信 し た

SSID とパスワード）に接続

されているか確認してくだ

さい。

ロボット動作が

不安定

•	動作させる場所によっては、

まっすぐ歩けない、転倒す

るなど動作不安定になるこ

とがありますが、故障では

ありません。

•	ロボットの個性で動作や姿

勢が左右対称でない場合が

あります。着せ替えパーツ

の取り付けやご使用中の環

境により動作や姿勢が左右

で異なってくる場合があり

ますが、故障ではありませ

ん。

•	着せ替えパーツが本体に

しっかり固定されていない

場合、動作に影響を与える

ことがあります。着せ替え

パーツがしっかり固定され

ていることを確認してくだ

さ い（P.37「 オ プ シ ョ ン

品」）。

上記以外 •	電源ボタンを 15 秒以上押

して、再起動してください。
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ソフトウェアを更新する

ロボットのソフトウェアは随時アップデートされる

ため、更新を行っていただく必要があります。

＜自動更新＞

基本的にソフトウェアのアップデートがある場合、

ロボットを起動時に充電すると、クラウド管理シス

テムに接続され、更新データ情報を取得し自動更新

を開始します。

•	ロボット起動時に更新が開始されていると、目

LED の色が変化します。詳しくは、「目 LED 点

灯パターン一覧：ロボット起動時」（P.34）を

参照ください。

＜手動更新＞

ロボット本体のソフトウェアがあまりにも古い場

合、自動更新できないことがあります。そのときは、

Living	Robot	Platform より手動更新することが

できます。

•	古いソフトウェアを最新に書き換えるため、更新

には時間がかかる場合があります。定期的にロ

ボットの起動と充電を行い自動更新を心がけてく

ださい。

有料コンテンツや特典データは自動更新の対象で

はありません。これらをアップデートする場合も、	

Living	Robot	Platform より手動更新を行ってく

ださい。

注意

•	ソフトウェアの更新は充電時のみ実施しますの

で、必ず充電状態にしてください（「充電する」

（P.12）を参照ください）。

 ■ 手動更新方法

1 	ロボットをデバイスに接続する

•	「ロボットを接続して操作する」、「ロボットをデ

バイスに接続する」（P.25）手順 1、2 を参照

ください。

2 	更新したいロボットをクリックする

E120123456789ABCD

•	ロボットを複数台お持ちのときは、更新は一台ず

つ行ってください。

3 	「●アップデート」をクリックする

メモ

•	「●」が表示していないときは、ソフトウェア

の更新は必要ありません。
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4 	「ダウンロード」をクリックする

•	ソフトウェアのダウンロードが始まります。

メモ

•	既にソフトウェアのダウンロードが終わってい

るときは「ダウンロード済みのアップデートが

あります。」と表示されるので、「アップデート」

をクリックしてください。

5 	「アップデートを実行します。よろし

いですか ?」と表示されたら「OK」

をクリックする

•	ソフトウェアのアップデートが始まります。

•	「ロボットのアップデートが完了しました。」と表

示すると、ソフトウェアの更新は完了です。

注意

•	更新中はブラウザを閉じたり、ロボットのボタ

ンに触れたりしないようにしてください。
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 ■ エラーが発生したときは

ソフトウェア更新時にエラーが発生したときは、下

記のようにご対応ください。

•	通信状態に問題がある

•	ソフトウェアのダウンロードでエラーが発生した

 ⇒Wi-Fi 機器に異常がないかご確認ください。

Wi-Fi 機器に問題がないときは、ログオフしてか

らブラウザを一旦終了し、ロボットを再起動して、

しばらく待ってから再度お試しください。

•	ダウンロードのキャンセルでエラーが発生した

•	ソフトウェアのアップデートでエラーが発生した

 ⇒ログオフしてからブラウザを一旦終了し、ロボッ

トを再起動して、しばらく待ってから再度お試し

ください。

•	電池残量が不足している

 ⇒ロボットを充電してください。
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保証とアフターサービス

保証について

本製品には「製品保証カード」を同梱しております。

•	保証期間（初期不良）はお買い上げの日から 31

日間です。

保証期間内でも故障原因によっては有料となるこ

とがあります。

•	お買い上げ時に修理サービスとしてケアプランの

加入が可能です。

ケアプラン加入時は費用の一部割引が適用されま

す。

•	ロボットの故障、誤作動または不具合などにより、

お客様、または第三者が受けられた損害につきま

しては、責任を負いかねますのであらかじめご了

承ください。

•	故障または修理により、お客様が登録 / 設定した

内容が消失・変化する場合があります。なお、故

障または修理の際に、お客様が作成されたデータ

が消失・変化した場合の損害につきましては、責

任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

•	ロボットを分解 / 改造すると、電波法にふれるこ

とがあります。また、改造された場合は修理をお

引き受けできませんので、ご注意ください。

ボタン部にシールなどを貼ったり、接着剤などでロ

ボットに装飾を施すと、改造とみなされることがあ

り、修理をお引き受けできない場合があります。

アフターサービスについて

 ■ 修理を依頼されるときは

まずは「故障かな？と思ったら」（P.39）をご覧

になってお調べください。

それでも異常があるときは、マイページのサポート

（P.20）へお問い合わせください。
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使用材料

 ■ ロボット本体

① ⑩

⑪

⑫

⑭

㉖

㉗

㉘

⑯

㉓

㉔

㉕

⑰

⑮

⑬

②

③

⑦

⑱

⑲

⑳

㉒

㉑

⑨

⑧

④

⑤

⑥

番号 使用箇所 使用材料 表面処理

① 頭スイッチ PC ＋ ABS 樹脂 クロムメッキ（下

地銅＋ニッケル

メッキ）

② 頭 PC ＋ ABS 樹脂 －

③ 目 LED ABS 樹脂 －

④ 目フレーム PC ＋ ABS 樹脂 クロムメッキ（下

地銅＋ニッケル

メッキ）

⑤ キャップ PC ＋ ABS 樹脂 －

⑥ 前カバー胸 PC ＋ ABS 樹脂 －

⑦ 前カバー腹 PC ＋ ABS 樹脂 －

⑧ つま先カバー PC ＋ ABS 樹脂 －

⑨ 足底 PC ＋ ABS 樹脂 －

⑩ 肩カバー PC ＋ ABS 樹脂 －

⑪ 肩カバーキャッ

プ

PC ＋ ABS 樹脂 クロムメッキ（下

地銅＋ニッケル

メッキ）

⑫ 前カバーフレー

ム

PC ＋ ABS 樹脂 －

⑬ 腕カバー PC ＋ ABS 樹脂 －

⑭ 太ももカバー PC ＋ ABS 樹脂 －

⑮ 太ももカバー

キャップ

PC ＋ ABS 樹脂 クロムメッキ（下

地銅＋ニッケル

メッキ）

⑯ 膝カバー PC ＋ ABS 樹脂 －

⑰ 膝カバーキャッ

プ

PC ＋ ABS 樹脂 クロムメッキ（下

地銅＋ニッケル

メッキ）

⑱ 背面カバーフ

レーム

PC ＋ ABS 樹脂 －

⑲ 背面カバー PC ＋ ABS 樹脂 －

⑳ 足フレーム PC ＋ ABS 樹脂 －

㉑ 足首セレーショ

ン

PC ＋ ABS 樹脂 －

㉒ かかとフレーム PC ＋ ABS 樹脂 －

㉓ ひじカバー PC ＋ ABS 樹脂 －

㉔ 手 PC ＋ ABS 樹脂 －

㉕ 指先 PC ＋ ABS 樹脂 －

㉖ ねじ（つま先サー

ボモーター固定）

鉄 三価クロメート　

黒

㉗ ねじ（かかとフ

レームのエンボ

ス）

鉄 三価クロメート　

黒

㉘ ねじ（足底のエ

ンボス）

鉄 三価クロメート　

黒
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㊱

㊷

㊸

㊽

㊾

㉝

㉟

㉞

㉙

㉜

㊲

㊳

㊴

㊶

㊻

㊼

㊿

㊹

㊺

㊵

㉚

㉛

番号 使用箇所 使用材料 表面処理

㉙ 肩フレーム PC ＋ ABS 樹脂 －

㉚ ねじ（肩フレー

ムの固定）

鉄 三価クロメート　

黒

㉛ 腕フレーム PC ＋ ABS 樹脂 －

㉜ サーボモーター PBT －

㉝ メイン本体フ

レーム

PC ＋ ABS 樹脂 －

㉞ マイクフレーム PC ＋ ABS 樹脂 －

㉟ 距離センサーカ

バー

PMMA －

㊱ ねじ（メイン本

体フレームの固

定）

鉄 三価クロメート　

黒

㊲ バックフレーム PC ＋ ABS 樹脂 －

㊳ 定格ラベル PP －

㊴ ねじ（腕フレー

ムの固定）

鉄 三価クロメート　

黒

㊵ モータージョイ

ント

PC ＋ ABS 樹脂 －

㊶ ねじ（サーボモー

ターの固定）

鉄 三価クロメート　

黒

㊷ サーボモーター PBT －

㊸ ケーブル ポリオレフィン －

㊹ 腰フタ PC ＋ ABS 樹脂 －

㊺ スライドスイッ

チ

PC ＋ ABS 樹脂 －

㊻ 電源 / リセット

ボタン

PC ＋ ABS 樹脂 －

㊼ microUSB 端子 黄銅 金メッキ（下地

ニッケル）

㊽ 背面 LED ABS 樹脂 －

㊾ ねじ（バックフ

レーム固定　下）

鉄 三価クロメート　

黒

㊿ ねじ（メイン本

体フレーム固定

上）

鉄 三価クロメート　

黒

カメラパネル PC －

 ■ microUSB ケーブル

使用箇所 使用材料 表面処理

ケーブル PVC －

microUSB コネクタ 鉄シェル ニッケルメッキ

USB コネクタ 鉄シェル ニッケルメッキ
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A

AC アダプターの推奨スペック ……………………………… 12

L

Living	Robot	Platform ………………………… 16, 25, 41

Living	Robot	Platform の URL …………………………… 16

M

MechatroWeGo-WiFi-AP ………………………………… 22

microUSB ケーブル …………………………………………… 2

microUSB ケーブルを差し込む …………………………… 12

microUSB ケーブルを抜く ………………………………… 12

microUSB 端子 ……………………………………………… 11

microUSB プラグの形状 …………………………………… 12

W

Wi-Fi 接続解説動画 …………………………………………… 21

Wi-Fi 接続失敗 ………………………………………………… 23

Wi-Fi 設定 ……………………………………………………… 21

あ

アクション……………………………………………………… 31

アクションブロック…………………………………………… 31

アクセスポイントの削除……………………………………… 23

頭…………………………………………………………… 10, 30

頭スイッチ……………………………………………………… 10

頭スイッチ　押す……………………………………………… 28

頭スイッチ　長押し……………………………………… 21, 36

お問い合わせ…………………………………………………… 20

か

カメラ……………………………………………………… 10, 30

カメラアイコン………………………………………………… 31

管理者…………………………………………………………… 18

着せ替えパーツ………………………………………………… 37

距離センサー…………………………………………………… 10

クラウド管理システム…………………………………… 35, 41

グラフ…………………………………………………………… 30

ケアプラン……………………………………………………… 44

コース…………………………………………………………… 26

コードエリア…………………………………………………… 26

腰フタ…………………………………………………………… 11

腰フタを開く…………………………………… 13, 14, 21, 24

さ

サポート………………………………………………………… 20

システム起動…………………………………………………… 34

写真の保存……………………………………………………… 31

照度センサー…………………………………………………… 10

シリアル番号…………………………………………………… 17

ステージ………………………………………………………… 26

スピーカー……………………………………………………… 11

スプライト……………………………………………………… 26

スプライトペイン………………………………………… 26, 28

スライド………………………………………………………… 30

スライドスイッチ……………………………………………… 11

スライドスイッチを左側寄せ……………………… 21, 24, 36

スライドスイッチを右側寄せ…………… 13, 14, 15, 25, 35

製品保証カード…………………………………………… 17, 44

ソフトウェア更新………………………………………… 34, 41

ソフトウェア更新エラー……………………………………… 43

ソフトウェア自動更新………………………………………… 41

ソフトウェア手動更新………………………………………… 41

た

追加アイテム…………………………………………………… 33

追加ユーザー…………………………………………………… 18

電源ボタン……………………………………………………… 11

電源ボタン　押す………………………………………… 13, 35

電源ボタン　長押し…………………………………………… 14

電源ボタン　７秒押し………………………………………… 15

電源ボタン　15 秒押し ……………………………………… 15

電池残量不足……………………………………………… 13, 28

な

「認証手続きのお知らせ」メール …………………………… 19

は

背面 LED ……………………………………………………… 11

背面 LED　点灯 ……………………………………………… 12

背面 LED　点灯パターン …………………………………… 36

背面 LED　赤色点灯 ………………………………………… 14

背面 LED　緑色点灯 ………………………………………… 14

ファイル………………………………………………………… 27

プログラミング………………………………………………… 26

ブロックパレット………………………………………… 26, 28

ホーム画面………………………………………………… 26, 29

歩数を変える…………………………………………………… 32

索引
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ま

マイク…………………………………………………………… 10

マイページ………………………………………………… 16, 18

目 LED ………………………………………………………… 10

目 LED　点灯パターン ………………… 13, 23, 24, 35, 36

目 LED　赤色点灯 …………………………………………… 13

目 LED　ピンク色点灯 ……………………………………… 21

目 LED　緑色点灯 …………………………………………… 22

メニュー………………………………………………………… 27

メンバー一覧…………………………………………………… 30

や

ユーザー情報一覧画面………………………………………… 18

ら

リセットボタン………………………………………………… 11

リセットボタン　押す…………………………………… 24, 36

レッスン………………………………………………………… 26

レッスン選択画面……………………………………………… 26

ロボット一覧画面………………………………………… 17, 18

ロボットが使えないとき……………………………………… 29

ロボット緊急停止……………………………………………… 28

ロボット再起動……………………………………… 15, 23, 40

ロボット修理依頼……………………………………………… 20

ロボット設定画面の URL …………………………………… 22

ロボット登録…………………………………………………… 16

ロボットなしでプログラミング……………………………… 29

ロボットのアクセスポイント………………………………… 22

ロボットのテザリング………………………………………… 21

ロボット名で検索……………………………………………… 25

ロボットリモコン……………………………………………… 30

ロボットをうごかす…………………………………………… 25



- 49 -

MEMO



2021.07　③


