
＜各部品の注意点＞
1) FFCケーブルの取り付け方

a) コネクタのロックを解除します。
　 コネクタの茶色い部分に爪などを引っかけ、軽く上に持ち上げます。

b) ケーブルの端子面を下にして、コネクタに挿入します。ケーブルは
コネクタの奥まで真っ直ぐに挿入してください。

c) ケーブルをロックをします。
　　コネクタの茶色い部分を押し下げると、ケーブルがロックされます。
　　ケーブルが曲がっていると、きちんとロックされません。
　　無理に押さえ込むとコネクタやケーブルを破損することがあります。

2) IF モジュールの取り付け方
本モジュールは、SPRESENSE Main board 上の JP1/JP2( 各
13ピン )の1ピン側に搭載します。ソケットとピンがズレないよう、
またピンを曲げないように注意してください。

3) IF モジュールの設定
本ボード上に通信モードを切り替えるジャンパ (J1) があります。
SPI/UARTのどちらかを選んでください。(Default SPI)

 
4) IF モジュール上のソケットの使用について

本モジュール上のソケットには、SPRESENSEからの信号がでてい
ます。本製品で使用していないポートは、他のオプションボードで使
用できます。

　　　　　○：使用ポート、　△：使用しているが他のボードも使用可

5) センサーモジュールの取り付け
センサーモジュールの外形は、SPRESENSEのカメラボードと同一
基板寸法になっています。（センサーモジュール寸法を参照）
センサーモジュールをケーシングする際は、センサーユニット寸法を
参考にしてください。

＜仕　　様＞

名　　称 　　　　　　規　　　　格
基板サイズ ： センサーモジュール：25.0×24.0 (t=1.6) mm
  ＩＦモジュール：20.6×22.86 (t=1.6) mm
   ※FFCケーブル（150mm）で２つのモジュール間を接続します。

接　　続 ： IF モジュールをSPRESENSEの JP1/JP2( 各 13ピン ) に接続します。
   ※GPSアンテナ側の各1～9ピンを使用します。
  IF モジュールのソケット上に他のSPRESENSE用
  オプションボードを接続することができます。
   ※各ボードの信号が重ならないこと。

機能　1 ：ToF センサー (Broadcom社製AFBR-S50MV85G) を搭載します。
(ToF センサー )   ※ToF センサーは、SPRESENSEから直接制御できません。

機能　2 ：Full color LEDを搭載します。
(LED)   ※コマンドで Full color 制御できます。

機能　3 ：ジャンパSW(J1) で、SPI/UARTの切替可。
(通信モード)   ※UART接続(115.2kbps)の場合、最大フレームレートが低くなります。

Laser class ：laser class 1 

電　　源 ：SPRESENSEより供給

使用環境 ：5～ 40℃　※但し、結露しないこと

保存温度 ：0～ 50℃　※但し、結露しないこと
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※ SPRESENSE、スプレッセンス、SONYは、ソニー株式会社の商標です。
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センサーユニット寸法（mm）

1 GND △ △ 1 XRST △ △
2 UART2_TX  ○ 2 1.8V △ △
3 UART2_RX  ○ 3 3.7V(4V)   △   △
4 UART2_RTS  ○ 4 GPIO
5 UART2_CTS  ○ 5 GPIO
6 I2S0_BCK   6 I2S0_DATA_IN  
7 I2S0_LRCK   7 I2S0_DATA_OUT  
8 SPI5_CS_X ○  8 SPI5_MISO ○ 
9 SPI5_BCK ○  9 SPI5_MOSI ○ 
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ToFセンサーボード（SPRESENSE用）

MM-S50MV 取扱説明書
この度は、ToFセンサーボード(SPRESENSE用) MM-S50MV（以下、本製品）
をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、Broadcom 社製 ToF(Time of Flight) センサーを搭載し、SONY
社製ボードマイコン SPRESENSEに接続して使用するボードです。

<本製品の特長>
●センサーモジュールと IF モジュールに分割され、FFC ケーブルで接続され
るためフレキシブルに使用できます。

●SPRESENSEのMAINボード上に搭載して使用します。
●本ボード上に別のボードをスタックして使用することができます。(使用ポー
トが重ならないこと )

●センサーモジュールにマイコンを搭載しており制御等をおこなっています。
SPRESENSEはコマンドを送るだけでデータを取り出すことができます。

●センサーモジュールの背面にLEDを搭載しており、状態等の表示ができます。
●センサーモジュールは、SPRESENSE 用のカメラモジュールと同一基板寸                                                           
法になっています。

 < 本製品をお使いいただく前のご注意>
●本製品をお使いになるには電子工作や電子回路、ソフトウェア（各種ツール、
開発言語）についての一般的な知識が必要です。

●本製品をお使いになるには SONY 社製ボードマイコン SPRESENSE につい
ての一般的な知識、及び Broadcom 社製 ToF センサー AFBR-S50MV85G
についての一般的な知識が必要です。

●本製品をお使いになる前には、必ず SONY 社製ボードマイコン 
SPRESENSE のドキュメント類を参照して下さい。SPRESENSE の情報
はSony Developer World SPRESENSE専用ページ

   （https://developer.sony.com/ja/develop/spresense/）
   上で公開されています。
●静電気に弱い部品を使用していますので、静電気対策を施した上で本製品を
取り扱ってください。

※本製品のソフトウェアについては、弊社ホームページ
   (https://www.sunhayato.co.jp/material2/index.php/item?id=1187）
より資料等をダウンロードしてください。

　以下のQRコードのスキャンでもホームページにアクセスできます。

添付品
本製品には、下記の物が入っています。

○センサーモジュール x 1
○IF モジュール x 1
○FFCケーブル x 1
○取扱説明書 (本書 ) x 1

※写真の縮尺は一定ではありません
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センサーモジュール寸法（mm）ブロック図及び周辺接続図

安全上のご注意
● 注意事項の表記方法
この取扱説明書に記載されている注意事項は　　　　、　　　　　に区分し
ており、それぞれ次の意味を表します。

 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う
 可能性が想定される内容を示します。

 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、
 物的損害の発生が想定される内容を示します。

人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
安全を確保する目的で、直接的または間接的に人体を検出する
用途に本製品は使用できません。

レーザー製品を安全に使用していただくために

本製品は、日本国内においてレーザー製品に関する規格「JIS 
C6802:2014」に定めるクラス 1 に分類されます。また国際的
には、IEC 60825-1:2014の基準にて、Class1に分類されます。

レーザが直接、または鏡面の物体に反射して、目に入らないよ
うにご注意ください。レーザーから放射されたレーザ光はパワー
密度が高く、目に入ると失明する恐れがあります。

分解や改造をしないでください。また特別なプログラムを作成
してレーザー出力を上げるような改造は絶対に行わないでくだ
さい。危険なレーザー放射の被ばくをもたらします。

＜使用上の注意＞
・電源の逆接続および交流電源への接続はしないでください。
・薬品、油環境でご使用の場合は事前に評価してください。
・定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
・ケーブルを強く引っ張らないでください。
・湿度が高く、結露する恐れがある場所では使用しないでください。
・腐食性ガスのある場所では使用しないでください。
・本製品は人体保護用の検出装置としては使用できません。
・清掃時に有機溶剤類（シンナー、アルコールなど）の使用は光学特性や
保護構造を劣化させますので使用しないでください。

＜ToFセンサーについて＞
Broadcom 社製 AFBR-S50MV85G を使用しています。赤外線レーザーと
複数の受光素子による高精度な3D距離測定と高速サンプリングができます。
測定距離は0.05～ 10mです（最小精度0.1mm）。測定は32ポイントで最
大256フレーム／秒でおこなえます。
複数のセンサーを同時に使用してもお互いに干渉しないようになっています。
また、環境光にも強く、真っ暗闇や屋外での使用も可能です。

※センサーの詳細はBroadcom社のホームページを参照してください。



<Important note for each component>
1) How to install FFC cable

a) Unlock the connector.
　 Gently lift up the brown portion of the connector with your fingernail. 

b) Insert the cable to the connector with the terminal side facing 
down. Insert the cable straight all the way to the end of the 
connector.

c) Lock the cable.
    Push down the brown portion of the connector to lock the cable. 

If the cable is not straight, it may not be locked properly. Forcing 
to push down may cause damage to the connector or the cable.

2) How to install IF module
Mount the Module on the Pin-1 side of JP1/JP2 (13 pins each) on 
SPRESENSE Main board. Make sure not to bend the pin and that 
the socket and the pin are aligned.

3) IF module configuration
There is a jumper (J1) on the Board for switching communication 
mode. Select either SPI or UART (Default SPI). 

 
4) Use of the socket on IF module

There are signals transmitted from PRESENSE to the socket on 
the Module. The ports unused for the Product may be used for 
other optional boards.

　         ○：Port used、　△：Port used but also usable for other boards

5) Sensor module installation
The external form of the sensor module has the same board size 
as the camera board of SPRESENSE (Refer to the sensor module size).
Please refer to the sensor unit size when casing the sensor module. 

<Specifications>

   Name 　　　　　　Specifications
Board size : Sensor module: 25.0×24.0 (t=1.6) mm
  IF module: 20.6×22.86 (t=1.6) mm
    ※Two modules are connected with FFC cable (150mm).
Connection : Connect the IF module to JP1/JP2 (13 pins each) on SPRESENSE. 
    ※Use Pin-1 to Pin-9 on the side of GPS antenna respectively.
  Other optional boards for SPRESENSE may be connected to 
  the socket on IF module.
    ※Signals on each board should not be overlapped.

Function 1 (ToF sensor)
 : Mount ToF sensor (Broadcom-made AFBR-S50MV85G) on the Product.
      ※ToF sensor may not be controlled directly from SPRESENSE.
Function 2 (LED)
 : Full color LED on the Product.
    ※The Full color may be controlled by sending commands.
Function 3 (Communication mode)
 : SPI/UART are switchable with the Jumper SW (J1).
    ※In case of UART connection (115.2kbps), the maximum
       frame rate becomes lower.
Laser class : Laser class 1 
Power source : Supplied from SPRESENSE
Operating environment : 5 ‒ 40℃   ※Should be non-condensing
Storage temperature : 0 ‒ 50℃   ※Should be non-condensing
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※ SPRESENSE、スプレッセンス、SONY  are the registered 
trademarks of SONY Corporation in JAPAN and other countries.
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Sensor unit size (mm)

1 GND △ △ 1 XRST △ △
2 UART2_TX  ○ 2 1.8V △ △
3 UART2_RX  ○ 3 3.7V(4V)   △   △
4 UART2_RTS  ○ 4 GPIO
5 UART2_CTS  ○ 5 GPIO
6 I2S0_BCK   6 I2S0_DATA_IN  
7 I2S0_LRCK   7 I2S0_DATA_OUT  
8 SPI5_CS_X ○  8 SPI5_MISO ○ 
9 SPI5_BCK ○  9 SPI5_MOSI ○ 
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ToF Sensor board (for SPRESENSE)
Instruction Manual for MM-S50MV

Thank you for purchasing ToF Sensor board (for SPRESENSE) MM-S50MV 
(“Product”).
The Product, mounted with Broadcom Inc.-manufactured ToF (Time of Flight) 
sensor, is a board used by connecting to SONY board microcontroller, 
SPRESENSE.

<The Product’s features>
● It is divided into sensor module and IF module and connected with FFC 

cable for flexible use.
● It is used by mounting on the MAIN board of SPRESENSE.
● The Board may be used with another board stacked up (by using different 

ports)
● A microcontroller is mounted on the sensor module for control, etc. Data 

may be retrieved only by sending commands to SPRESENSE.
● LED is mounted on the reverse side of the sensor module to display 

status, etc.
● The sensor module has the same board size as the camera module for 

SPRESENSE.

<Precautions for the Product use>
● General knowledge for electronic engineering work, electronic circuit, and 

software (tools and programming language for software development) is 
required to use the Product.

● General knowledge for SONY board microcontroller, SPRESENSE, as well 
as for Broadcom Inc.-made ToF sensor, AFBR-S50MV85G is required to 
use the Product.

● Please ensure to refer to the documents related to SONY board 
microcontroller, SPRESENSE, before using the Product. Any information 
for SPRESENSE is available on the exclusive web page for Sony 
DeveloperWorld SPRESENSE.

     (https://developer.sony.com/develop/spresense/).
● Please take electrostatic countermeasures before handling the Product 

as the Product contains components weak to static electricity.
※ For the Product software, visit our homepage
     (https://www.sunhayato.co.jp/material2/index.php/item?id=1187) 
    and download all related materials. 
    Please access our website by scanning the QR code below.

The following items are included in the Product.
○ Sensor module  x 1
○ IF module  x 1
○ FFC cable  x 1
○ Instruction Manual (this document) x 1
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Safety precautions
● Notation system of precautions
The precautions in this Instruction Manual are categorized into
                       and                            , each of which means as follows. 

Any mishandling of the Product may cause death or 
serious injury of a user.

Any mishandling of the Product may cause injury of 
a user or property damage.

The Product may not be used as a detector for protecting 
human body. For the purpose of ensuring safety, the Product 
may not be used for detecting human body directly or 
indirectly.

For safe use of laser products

The Product is classified as Class 1 per standard JIS 
C6802:2014 for laser products in Japan.（classified as 
Class 1 per standard IEC 60825-1:2014 for laser products）

Avoid laser directly entering the eyes or indirectly from mirror 
objects. The emitted laser beam has high power density and 
may cause blindness if entering the eyes. 

Do not disassemble or reconstruct the Product. Do not 
create any new programs to reconstruct the Product in order 
to increase laser output, which may cause hazardous 
exposure to laser radiation.   

<Operating precautions >
・Avoid reverse connection of power source or connection to AC source. 
・Evaluate the conditions before using the Product in chemical or oil 
environment.

・Do not use the Product in ambient atmosphere/environment exceeding 
the rated value.

・Do not pull the cable violently.
・Do not use the Product in areas where dew formation may occur due to 
high humidity.

・Do not use the Product in corrosive gas environment.
・The Product may not be used as a detector for human body protection.
・Do not use any organic solvents (thinner, alcohol, etc.) for cleaning as 
they may deteriorate the optical characteristic or protective structure of 
the Product.

<About ToF sensor>
Broadcom-made AFBR-S50MV85G is mounted on the Product, which enables 
high-precision 3D distance measurement and high-speed sampling with infrared 
laser and multiple light receiving elements.
Distance measurement is 0.05 -10m (minimum accuracy : 0.1mm) .
A measurement is possible at 32 points with maximum 256 frames/second. 
It is designed to prevent mutual interference with simultaneous use of multiple 
sensors. In addition, the Product has an advantage in ambient lighting so it may 
be used in darkness or outdoors.
※Please refer to the Broadcom Inc. homepage for further details of the sensor.


