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かんたんチュートリアル

本誌では、簡単なデモを作ってHOTMOCKの基本的な使い方を覚えます。

はじめに
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デモ内容　

スイッチ操作で LEDを点灯させたり、画面表示を切り替える 所要時間
60分

用意するもの

USBケーブル

DI
シールケーブル (白 )

DO
シールケーブル (緑 )

コアユニット シールスイッチ+
シール LED

はじめに

シールスイッチを押すとシール LED が光る、 画面表示が切り替わるデモを

作成してみましょう。

PUSH!



チュートリアル内容

ハードウエアとソフトウエアの準備　...  4STEP1

HOTMOCK Setting で LEDを光らせたりスイッチの挙動の確認　...  6STEP2

HOTMOCK Builder でシーケンスを作成。シミュレーションの実行　...  10STEP3

はじめに

本チュートリアルの完成図
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LEDが点灯

②PCのUSBへ接続

①コアへ接続

①取り付ける

②コネクタ溝へ接続

各コネクタには溝がついています。方向を間違えず
カチッとクリック感があるまで押し込んで下さい。

コネクタ溝

ハードウエアとソフトウエアの準備をする

コアユニットをPCと接続する

シールスイッチ、シール LEDをコアユニットに接続する

STEP1

インターネット環境に接続できる状況、
もしくは付属CDをCDドライブに入れた状態で、
USBケーブルでPCとHOTMOCKを接続します。

ドライバのインストールが始まります。*
ドライバーが正常にインストールされると内部に
あるLEDが赤く点灯します。
ドライバーのインストールは以上です。

*インストールが始まらない場合、詳細はCD内の
HOTMOCKソフトウエアインストールマニュアル .pdfを参
照して下さい。

シールスイッチ、シール LEDにケーブルを取り
付けます。

・シールスイッチ（DI）
  DIシールケーブル（白ケーブル）に
  コネクタピンを差込みます。

・シール LED（DO）
  DOシールケーブル（緑ケーブル）に
  コネクタピンを差込みます。

ハードウエアとソフトウエアの準備をするSTEP1
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コアユニットに各デバイスを接続します。
シールスイッチはDIコネクタ（白）、
シール LEDはDOコネクタ（緑）に接続します。



HOTMOCKフォルダをコピー

ソフトウエアをインストールする

以上でハードウエアとソフトウエアの準備は終了です。

インストーラーは自動で起動しません。
付属CDをCDドライブに入れCD内の
「HOTMOCK」フォルダを
任意の場所にコピーしてください。

詳細は付属CD内の「HOTMOCKソフトウェアインストー
ルマニュアル .pdf」をご覧ください

ハードウエアとソフトウエアの準備をするSTEP1

3

4



かんたんチュートリアル

　 HOTMOCK Setting で
LEDを光らせたりスイッチの挙動の確認をする

　　HOTMOCK Setting は HOTMOCK に接続したデバイスの動作を設定する

　　アプリケーションです。 デバイスを接続し、 動かしてみましょう。

STEP2

　　　　 で PCにコピーしたHOTMOCKフォ
ルダにある、
　　HOTMOCK Settingフォルダ内
　　HOTMOCK Setting.exeを起動します。

起動後、新規ウインドウが開きます。
スターターキット購入者は
「アナログボード用」、
スイッチキット購入者は
「デジタルボード用」を選択してください。

左のような画面が表示されます。
初回時は「HOTMOCKと通信ができません…」
と表示されますので、
メニューから「編集」＞「環境設定」を選択します
 

HOTMOCK Setting で
LEDを光らせたりスイッチの挙動の確認をする

STEP2

STEP1
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HOTMOCK Settingを起動する1

①HOTMOCK Setting.exe を起動

②購入したキットに合うものを選ぶ

③メニュー ＞ 編集 ＞ 環境設定をクリック



①シールスイッチを押す

コアユニットに接続したシールスイッチを
押してください。

　　HOTMOCK Setting上に、接続した
コネクタと同じ位置に”? ”マークが出ます。
右側の「デバイスの種類」からシールスイッチを
選択してください。

環境設定のプルダウンからUSB接続の
HOTMOCKに割り当てられた
ポート番号を選択します。

HOTMOCK Setting で
LEDを光らせたりスイッチの挙動の確認をする

STEP2
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シールスイッチの動作確認をする2

④プルダウンからポート番号を選ぶ

②コネクタと同じ位置に「？」を確認

③シールスイッチを選ぶ



かんたんチュートリアル

シール LEDの動作を確認する

シールスイッチは
”Press”  ”Release”  ”LongPress”
の動作確認が出来ます。

HOTMOCK Setting で
LEDを光らせたりスイッチの挙動の確認をする

STEP2

コアユニットに接続したシール LEDのコネクタと
同じ場所をクリックして、シール LEDを選択しま
す。

画面内の動作確認を点灯にすると、
シール LEDが光ります。
これでシール LEDの動作確認ができました。
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①コネクタと同じ位置に①コネクタと同じ位置に”？”を確認”を確認

④実際にスイッチを
　押して
　動作を確認する

③画面内の動作確認ボタンを
　押して LEDの点灯を確認する

①コネクタと同じ位置に”？”を確認

②シール LEDを選ぶ



最後にここまでの Setting データを
ファイルに保存します。
[ファイル＞保存 ]で任意の場所に保存してくだ
さい。

HOTMOCK Setting で
LEDを光らせたりスイッチの挙動の確認をする

STEP2

以上で　　HOTMOCK Settingでの挙動の確認は終了です。
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④ファイル ＞ 保存する
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HOTMOCK Builder でシーケンスを作成し、
シミュレーションを実行する

STEP3

　　HOTMOCK Builder でシーケンスを作成し、
 シミュレーションを実行する

STEP3

　　HOTMOCK Builder はシーケンス（動作シナリオ）を作成し、

　　動作のシミュレーションを行うアプリケーションです。

　　実際にシーケンスを作成してみましょう。

HOTMOCK Builder の起動

デバイス設定ファイルを読込む

　　　　 でPCにコピーしたHOTMOCKフォル
ダにある
　　HOTMOCK Builderフォルダ内
　　HOTMOCK Builder.exeを起動します。

初回起動時はライセンス認証が必要です。
インターネットに接続した状態で認証を行うか、ト
ライアルを選択してソフトウエアを
起動してください。

　　HOTMOCK Builderに　　　　　で保存
したSettingファイルを読み込ませます。
プロジェクト設定パネルの「デバイス設定【開く】」
をクリックし、Settingファイルを開いてください。

STEP1

STEP2
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①HOTMOCK Builder.exeを起動する

②「次へ」か「トライアル試用」を選ぶ

を起

デバイス設定【開く】をクリックデバイス設定【開く】をクリックデバイス設定【開く】をクリック



4 シーケンスを構築する

3 シミュレーションに使用したいファイルを読み込む

HOTMOCK Builder でシーケンスを作成し、
シミュレーションを実行する

STEP3

使用したいファイルを　　HOTMOCK Builder
フォルダ内「res」フォルダに入れます。

プロパティパネル【プロジェクト設定】のライブ
ラリパスの [読込 ]ボタンをクリックします。

ライブラリエリアに「res」フォルダ内のファイル
が読込まれました。

*「res」フォルダ内にさらにサブフォルダを設けることがで
きます。詳しくはHOTMOCK Builder ユーザーマニュアル
をご参照ください。

ライブラリからシーケンスへドラッグ＆ドロップし、
シーンを追加します。

シーケンスは 「シーン」 とシーン間をつなげる

「トリガー」 で構成されています。

左上を初期画面とし、 右方向に遷移していきます。
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①使用したい画像ファイルなどを
　「res」フォルダに入れる

①シーンをドラッグ＆ドロップ①シーンをドラッグ＆ドロップ①シーンをドラッグ＆ドロップ

②ライブラリパス「読込」②ライブラリパス「読込」
　をクリックする　をクリックする
②ライブラリパス「読込」
　をクリックする

「
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HOTMOCK Builder でシーケンスを作成し、
シミュレーションを実行する

STEP3

LEDを光らせたいシーンをクリックして選択する
と画面右側「シーン設定」エリアのデバイス出
力からLEDのON/OFFを設定できます。

繋ぎたいシーン間をドラッグ＆ドロップで繋げま
す。複数のシーンへ繋げて分岐を作ることも可能
です。

シーン間のトリガーを選択してシーンを遷移させ
るための条件を設定します。
今回はスイッチを選択します。
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②シーン間をドラッグ＆ドロップで
　繋げる

③シーン間の「？」をクリック、
　スイッチを選ぶ

④シーンをクリックし、
　デバイス出力で LEDのON/OFFを
　設定する



5 シーケンスを実行する

　　今までの手順により、 スイッチを押したら LED が光り、 画面が切り替わるデモの

　　準備ができました。

　　実際にシーケンスを実行して確認してみましょう。

　　HOTMOCK Settingをシミュレーション実
行モードに切り替えます。
右下の「シミュレーションモード」をクリックします。

*シミュレーションモードはソケット通信サーバーです。
HOTMOCK Builder 以外にもソケット通信が可能なソフト
ウエア（Flash など）と接続することができます。
詳細はHOTMOCK Setting ユーザーマニュアルを参照く
ださい。

HOTMOCK Builder でシーケンスを作成し、
シミュレーションを実行する

STEP3

以上で　　HOTMOCK Builderでのシーケンス構築は終了です。

シーンジャンプを使用すると指定したシーンへ飛
び越えることができます。
写真の様に「初期画面」へ指定するとループす
るシーケンスを作ることができます。

*初期画面以外をジャンプ先に指定するには予め指定先の
シーンに名前を付ける必要があります。名前はシーン設定か
ら付けられます。
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①HOTMOCK Settingde
　「シミュレーションモード」をクリック、
　シミュレーション待機中となる

⑤「シーンジャンプ」を⑤「シーンジャンプ」を
　ドラッグ＆ドロップ　ドラッグ＆ドロップ
⑤「シーンジャンプ」を
　ドラッグ＆ドロップ

⑥飛び先を「初期画面」⑥飛び先を「初期画面」
　に設定する　に設定する
⑥飛び先を「初期画面」
　に設定する
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　　HOTMOCK Builderでシミュレーション実
行をクリックします。
別ウインドウでHOTMOCK Simulator が立ち上
がります

起動画面で開始ボタンをクリックするか、5秒待
つと開始します。

HOTMOCK Builder でシーケンスを作成し、
シミュレーションを実行する

STEP3

以上で本誌のチュートリアルは終了です。お疲れ様でした。
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②HOTMOCK Builder で
　「シミュレーション実行」をクリック
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