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GPIOアクセスパッド

マイクロテクニカ

補足説明書
本マニュアルは、BLE5-STICKの補足マニュアルです。本製品はSilico
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Labs社のBLE5モジュール、BGX-13Pを使っており各種コマンドなど
の使い方はBGX-13Pに準じます。
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本書では代表的な使い方のみを抜粋してご説明しております。より詳し
い仕様や使い方、コマンド等をお知りになりたい場合にはBGX-13Pの

GP2スイッチ

データシートをご参照ください。

電源、シリアル通信ピン
■電源、シリアル通信ピン
番号

ピン名

機

能

1

GND

電源GND

2
3

3V3
RTS

3.3V電源
UART RTS信号

4

CTS

UART

CTS信号

5
6

TX
RX

UART
UART

TXデータ （送信データ）
RXデータ （受信データ）

UART信号のロジック電圧レベルは、0V-3.3Vです。
UART信号のデフォルト設定は下記の通りです。
・通信速度:
9600bps

BLE5-STICKについて

・データビット:

8

LE)モジュールのBGX-13Pを使いやすいスティックにしたモジュール
です。BGX-13PはBluetooth5 LEに対応したBluetooth-シリアルモジ

・パリティ:
・ストップビット：

なし
1

ュールです。
本製品はBluetooth5 LE通信を使って非同期式シリアル通信(UAR

・フロー制御：

なし

T)を無線化できます。シリアルコマンドだけで動作します。本モジュール

電源は3.3Vです。当方出荷時の設定では接続待機中で約3mA程度、BL

はBGX-13Pのピンを使いやすい2.54mmピッチにして取り出せます。
iOSデバイスやAndroidデバイス、Bluetooth機能搭載のパソコン等と

Eペアリングは平均1.7mA程度の電流が流れます。
電源には余裕を見て30mA程度は流せるものをご使用ください。

簡単にBluetooth5 LEで無線通信が可能です。また、本機を2台使えば

電源品質は、通信距離などの通信性能に大きな影響を与えます。

Bluetooth5 LEでシリアル通信を無線化できます。
標準的な使い方であれば本マニュアルに記載の方法でほとんどの機

■GP0 LED

BLE5-STICKは、シリコンラボ社製のBluetooth(R) Low Energy(B

（RTS、CTSピンは使いません→開放）

BGX-13PのGP0に接続されたLEDです。GP0がLレベルで点灯しま

能を利用できます。

す。Hで消灯します。当方出荷時には接続ステータスを表示するLEDと
して設定されています。この機能の設定はコマンドでユーザーが変更で

また当方出荷時にはXpress Connect機能が有効になっています。こ

きます。

の機能は、2台のBLE5-STICKを使った時、ボード上のスイッチを両方
のボードで押すことによりコマンド等で設定をしなくても2台が即時に

LED状態

ペアリングしてストリーミングモードで通信が可能となります。UART通

消灯

信を無線化したい場合にとても便利です。
BGX-13P は、Bluetooth SIG認証済み。さらに日本国内で利用可
能な技術基準適合認証（工事設計認証）を取得済みです。その他、FCC,
CE, 韓国での認証も取得済みです。（※技術基準適合証明番号：209-

内

容

他のBLE機器と接続されていません。
アドバタイズも行っていません。（他機から検出不可）

点滅

他のBLE機器と接続されていません。

点灯

アドバタイズを行っています。（他機から検出可能）
他のBLE機器と接続（ペアリング）されています。

ペアリング先のリモートデバイスと通信できます。
GP0は汎用IOピンとして利用可能です。当方出荷時には状態表示LE

J00282）

D用として出力設定になっています。ユーザーはコマンドでIOピンの状

とても簡単、手軽にBluetooth5 LEの通信機能をあなたの機器に搭

態をHまたはLに設定できます。

載できます。
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■GP2スイッチ

Bluetooth Low Energyについて

このスイッチはBGX-13Pの汎用IO、GP2と接続されています。ボー
ド内で100KΩの抵抗でプルアップされています。
スイッチを押すと、GP2ピンがLowになります。

■BLEとは？
Bluetooth Low Energy(BLEと記載)は，その名の通り低消費電力
を実現しながらBluetooth通信を行うための新しい規格です。従来から
あるBluetooth Ver.1.1/1.2/2.0/3.0とは互換性がなく新しい規格と

当方出荷時にはこのスイッチは2秒未満のショートプレス（短いスイ
ッチ押し）でアドバタイズを有効にするスイッチに設定されています。

して作られました。Ver4.0になり省電力のLE機能が追加されました。そ

2秒以上のロングプレス（長いスイッチ押し）で、アドバタイズ中の特定
機器と接続を試みる接続スイッチに設定されています。

してVer.5.0ではデータ通信速度が4.0の2倍に、通信範囲は4倍、通信
容量は8倍になりました。また誤り訂正の能力が強化されました。その
他、Bluetooth 5では「メッシュ」という概念が追加されました。複数の
デバイスを次々と経由し、別のデバイスへ中継する機能です。従来まで

ショートプレス
(2秒未満)

アドバタイズ開始

のBluetoothでは1対1のダイレクト通信のみだったのが中継通信を得

|-2秒-|

たということになります。

ロングプレス

さて、BLEとは何か、単に消費電力が小さいだけというわけではあり
他機への接続モード

ません。スマートフォンやセンサーとの通信をターゲットに据えている
点が大きな特長です。Android端末もiOSの端末もBLEを搭載している

| -2秒以上-|

ものがほとんどで連携した機器を作りやすいという特長があります。
本機は待機時の消費電流を低減させるためデフォルト設定では電源
投入直後はアドバタイズが無効に設定されています。このスイッチを2

BLEは大量のデータを高速に伝送するような使い方には不向きで

秒未満押すとアドバタイズが有効になり他機から検出可能となります。

す。一方でセンサーから取得したデータを一定間隔で、速度がそれほど
要求されないような環境で長時間運用するような目的にはぴったりで

なおアドバタイズは25秒でタイムアウトします。GP2スイッチを2秒
未満押した後、25秒以内に別のデバイスから接続要求がない場合アド

す。「近距離」で「通信速度は遅く」「通信距離が短く」てもよく「データの

バタイズは自動的に終了します。

量も小さく」かつ「消費電力をなるべく小さく」した機器を作りたいとい
うような用途に使うのがBLEです。

また本スイッチはエクスプレスコネクト機能(XC)によるBGX-13P

なお、Bluetooth5.0では通信速度は最大2Mbpsと規定されています

同士を1対1で接続させる時に、スイッチ操作だけでペアリングと接続
をするためのスイッチとして利用できます。2台のBGX-13Pを接続す

が省電力化との兼ね合いから実際は数十kbps程度で使われているこ
とがほとんどです。高速な通信にはBLEは不向きであることは理解して

ればUART通信をBLE5にて無線化できます。通常、2台のデバイスをペ

おく必要があります。
通信距離はBluetooth5.0では125kbpsに設定した時、最大で400メ

アリングさせる場合にはシリアルコマンドを使う必要がありますが、XC
を使えばスイッチ操作だけで2台のデバイスをペアリングできます。

ールとなります。実際には様々な干渉や電波の減衰等がありますが、従
来の規格より長距離間の通信が可能となっています。

このスイッチはGP2と接続されたアクティブローのスイッチです。シ
リアルコマンドで設定することで汎用I/Oとして使用することや特定の

なおちょっと余談ですが、Windowsパソコンでシリアル通信を無線化

機能を割り当てることが可能です。またGP2の論理状態はコマンドで取
得できます。

したい、という場合には古い規格のBluetooth Classicの方が簡単で
す。Bluetooth1.2～3.0にはSPPというプロファイルがあり、シリアル通
信をそのまま使える便利な方法があります。Windowsパソコンなどと接
続するとOSによって自動的にCOMポートが作られるため、パソコンで

■GPIOアクセスパッド
BGX-13Pのすべてのピンが取り出せるパッドです。汎用IOピンのGP

通信をするソフトウエアはシリアルターミナルや、従来のCOMポート経

1,3,4,5,6,7があります。(GP0はLED、GP2はスイッチと接続されている

由を使うソフトが使えるためまだまだ人気があるのが現状です。

ためここにはありません。)
■BLEの最も基礎的な知識と通信手順
GPIOの入出力方向の設定、状態の取得、論理状態の出力はシリアル
コマンドで行います。各ピンは入力にも出力にも設定可能です。また、

【セントラルとペリフェラル】

単なる汎用IOピンとしてだけではなく、ステータス表示をさせるための

BLEでは通信する際の役割分担が明確になっています。2つのデバイ

機能を割り当てたり、コマンドモードとストリームモードを切り替えるス
イッチとして割り当てたり、各種機能を割り当てることも可能です。

スがある場合、一方を「セントラル」、もう片方を「ペリフェラル」と呼び
ます。

汎用IOピンとしての仕様については、BGX-13Pのデータシートをご

セントラルは名前の通りで中央側。ペリフェラルは周辺側です。この
辺りはUSBのホスト機器とクライアント機器の関係に似ています。主に

参照ください。

セントラル側はパソコンやスマートフォンになります。どちらになること
RSTピンはBGX-13Pのリセットピンと接続されています。通常時は

も可能ですが、通信する2つのデバイスが両方セントラルとか両方ペリ
フェラルということはあり得ません。

解放にしておきます。（プルアップ等はしないでください。）本ピンをLow
にすると、BGX-13Pはリセットされ、再起動します。"save"コマンドで

データを送るセンサー側、例えば温度センサーや加速度センサーな

設定内容を保存していない設定についてはリセットされます。

どはペリフェラル側とします。

BTピンはBGX-13PのBOOTピンと接続されています。デバイスのリ

【GATTの仕組み】
ところでこのようにデバイス間で通信をする場合、相互のデータは互

セット時にモジュールを強制的にDFUブートローダー状態にするため
のピンでアクティブローの入力ピンです。通常は使用しませんのでオー

換性が確保されていなければなりません。そうでないと片方のデータ

プンにしておきます。

が読めなくなったりして通信が成り立たなくなるからです。同じ約束事

※機能の詳細については、コマンドAPIのドキュメントをご覧ください。
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でないと通信は成り立ちません。

なります。なお、なお注意が必要なのは4バイト版や2バイト版はBlueto

BLEのすべての「サービス」はGATT(Generic ATTribute Profile)に

oth SIGであらかじめ定義されたものを使う場合のみ使えます。SIGで

基づいて作成されています。そしてGATTはさらにその中にある「キャラ
クタリスティック」と呼ばれる属性へのアクセス方法を定義しています。

定義されていないオリジナルのUUIDを作る、使う場合には必ず16バイ
トのUUIDを使わなければいけないことになっています。この16バイト
のUUIDを自分で作る場合にはUUID generatorという公開されている

Device Information
Service

Battery Service

Characteristic

ツールで生成することができます。
UUIDはBluetooth SIGで定義されている他にモジュールによっては

Characteristic

モジュールメーカーが独自に定義して通信に用いる場合があります。B
LE5-STICKに搭載のBGX-13Pも独自のサービスUUIDと、キャラクタ

Characteristic

リスティックのUUIDを持っており、これらを使って通信を行います。
Characteristic
※この辺りのことは実際の通信プログラムを作ることで理解が早まり

BLEを使う上で重要なワードとして「サービス」と「キャラクタリステ

ます。

ィック」がありますのでチェックしておいてください。
【BLEの通信手順】
では実際のデータのやりとりはどのように行われるかというと、サー
ビスの中にある「キャラクタリスティック」に対して値を書いたり、その

では実際の通信手順を見てみましょう。BLEで大切なのは通信の開
始は「ペリフェラル側」からという点です。手順は一般的に次のようにな

値を読んだりすることで行われます。

ります。

「データを送信する」→「データを受信する」という感覚より、「キャラ
クタリスティックにデータを書き込む」→「そのデータを読む」、その結

①アドバタイズ（ペリフェラル→セントラル）

果データが送信される・・・という感じになります。黒板を用意して、そこ

最初の一歩。まずペリフェラル側は自機の存在をセントラルに知って

にデータ（文字など）を書き込む→それを相手が読む・・・結果通信がで
きた・・という感じでしょうか。郵便で書簡を送るのとは少し感覚が違い

もらうためデータを定期的に送信し続けます。この動作をアドバタイズ
と言います。このデータは31バイトと決まっていてサービスの種類やタ

ます。

イムアウト時間などが含まれます。

ところで、BLEにはどんなサービスがあってその中にどんなキャラク

ペリフェラルは自分を発見してくれるセントラルが見つかるまで永遠
にアドバタイズをしてもいいですがそれでは電力の消費が大きくなるた

タリスティックがあるかということについてはあらかじめBluetooth SI
Gによって標準的なものが定義されています。もしこの標準的なものに

め時間だけアドバタイズをする設定や、アドバタイズの間隔を長くする
設定などユーザーが自分の機器の環境に応じた設定ができるようにな

該当するデータであればこれを使うのが一般的です。

っています。

しかし、互換性について問わなければユーザーが独自に定義を作る
こともできます。またモジュールの使いやすさをねらってモジュールメ

②検出（セントラル）

ーカーが独自のサービスやキャラクタリスティックを定義していること

①の結果、セントラルはペリフェラルの存在を知り検出します．

もあります。実際、BLE5-STICKで使われているBGX-13Pはシリアル
通信を簡単に無線化できるように独自のサービスとキャラクタリステ

③アドバタイズの終了（ペリフェラル）

ィックを使っています。

自機の存在をセントラル側に知ってもらったためペリフェラルはアド
バタイズを終了します。

【ノティファイで通知を受け取る】
このキャラクタリスティックが書き換えられ、値が変わった時にその
通知を受け取れる仕組みをノティファイ(Notify)と呼びます。黒板の例

④ペリフェラルの調査（セントラル→ペリフェラル）
セントラル側はペリフェラルがどのような通信をするデバイスなのか

で例えれば黒板の内容が書き換えられた時に「書き換えられましたよ」

を調査します。

と読み手側に通知する仕組みがノティファイです。
読み手側がデータの変化を常に監視しておくのでは省電力なプログ

⑤プロファイル情報の送信（ペリフェラル→セントラル）

ラムを作りにくくなります。BLEはとにかく省電力を意識しており変化
があった時にだけ、ちょこっと必要最小限のデータをやりとりして通信

調査されるペリフェラルは自機がどんなサービスを持つデバイスな
のを示すプロファイル情報をセントラル側に送ります。さらにサービス

を終えノティファイによって「変化がありましたよ」ということを通知す

情報と共にデータを含めます。サービスに関わる情報をデータとして含

ることでBLEモジュールもそれをコントロールするマイコンも省電力で
使えるという仕組みになっているのです。

めておくことで「ペリフェラルはどんなサービスを、どのようなデータで
セントラルに送る装置なのか」ということを定義します。

【UUIDでサービスやキャラクタリスティックを識別する】
GATTでは色々なサービスがありさらに複数のキャラクタリスティッ

場合、勝手に決めたプロファイルでは他の機器との接続性が確保され
ません。よってプロファイルはBluetooth規格によって定められたものの

クがあることを解説しました。これらを識別するにはUUIDという値を

中から使用することが望ましいと言えます。

使います。UUIDは、Universally Unique IDentifierの略で16バイトの値
です。しかし16バイトはデータとして長く使いにくいので実際には短縮

⑥接続の要求（セントラル→ペリフェラル）

した2バイト版や4バイト版を使います。なおこれはどういうことかとい
うと・・・

セントラル側はペリフェラル側に対して接続開始を要求します。要求
を受けたペリフェラルはセントラル側と接続を確立します。

xxxxxxxx-0000-1000-00805F9B34FB

⑦データ要求（セントラル→ペリフェラル）
セントラル側がペリフェラル側にデータを送るよう要求します。

となっている16バイトのUUIDのxxxxxxxxの部分だけを取ったものとい

データはどんなデータでもいいわけではなく⑤のプロファイルにあるデ

うことです。xxxxxxxxは4バイト版の時、2バイト版の時は、0000xxxxと

ータを送ります。

実はこのプロファイルは自由に決めることができるのですがそうした
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⑧データ送信（ペリフェラル→セントラル）

です。GATTは機器が提供するサービスとキャラクタリスティックを決

セントラルの要求に従いペリフェラルはデータを送ります。

めるものです。ここで登場するのがクライアントとサーバーの関係。

送信するデータがどんな種類のデータなのかということを識別するた
めの番号、UUID(ユニバーサル固有識別番号)を付けてやりとりが行わ

クライアントはGATTにおいてサービスを利用するデバイス。サーバ
ーはサービスを提供するデバイスです。

れます。以後データのやりとりは、キャラクタリスティックのUUIDを指
定してそこに書き込み、相手が読み取り、という手順で行われていきま
す。

通常この2つの関係だとGAPの「ペリフェラル」が GATTの「サーバ
ー」になりGAPの「セントラル」が GATTの「クライアント」になります。

ノティファイを利用することでデータに変化が起きたかどうかを知る
ことができます。

例えば，スマホとBLE5-STICKの関係を見たとき

この辺りが従来のBluetoothをシリアル通信でそのまま伝送するSPP
と違いちょっとBLEを分かりにくくしている部分です。
⑨接続の切断（セントラル）
データを受信し終わるとセントラル側が接続を切ります。これで一連
の流れは終了です。

GAP→ペリフェラル側
GATT→サーバー側
GAP→セントラル側
GATT→クライアント側

なお，①～⑨のような手順を踏むことが一般的ですがBLEにはビー
コンという使い方があります。ビーコンは先の手順①だけを繰り返して
実行するものでペリフェラルが一方的にアドバタイズをするだけの使
い方をします。アドバタイズにデータを入れておき、それを一方的に配

このような関係になっていることが多いです。
ただしこれは決まっているわけではなくその逆になることもありま

信するというものです。よってセントラルとペリフェラルは接続されるこ

す。

とはありません。ちょっとテレビのリモコンにも似ています。

BGX-13Pの特徴と通信の基本
クライアントとサーバー
BLE5-STICKで使用されているBGX-13PはBluetooth5.0準拠の
BLEでは「セントラル」「ペリフェラル」という用語が出てきますが同
時に「クライアント」「サーバー」という用語も出てきます。

モジュールです。シリアル通信をBLE5によって無線化することを目的
に作られたモジュールです。

混同しそうですのでここでまとめておきます。

BGX-13PはBluetooth SIGで定義されている定義済みのサービス
は利用できません。BGX-13PにはXpress Streaming Serviceという

これらの用語を理解するには，BLEのプロトコルスタックを見ると早

シリアル通信をやりとりするための独自のサービスUUIDとキャラクタ

そうです。

リスティックが使用されます。このUUIDは決められており、ユーザーが
変更したり新しいUUIDを追加することはできません。
Xpress Streaming Serviceを使うことにより、簡単にシリアル通信
を無線化できるように工夫されています。
■Xpress StreamingサービスのUUIDとキャラクタリスティックのUUID
Xpress Streamingサービスでは3つのキャラクタリスティックGATT
プロファイルがあります。RX・TX・Modeの3つです。

出典:http://www.mdpi.com/

Xpress StreamingサービスのUUIDは下記の通りです。このサービス
UUIDはシリコンラボ社のXpress Streamingサービスを提供するデバ

上図はBLEのプロトコルスタックです。ここで注目なのは上位層のG

イスだけが利用するもので、このUUIDよってBGX-13P同士は簡単に

APとGATTです。

接続が可能となります。

GAPはBLEが通信をする時のアドバタイズや接続を制御するプロト

331A36F5-2459-45EA-9D95-6142F0C4B307

コルです。ポイントはアドバタイズ。
ここに3つのキャラクタリスティックが含まれます。それぞれのUUID
このペリフェラルから送信されるアドバタイズを検知して接続を開

は下記の通りです。

始しそのBLE機器をネットワークに加えるかどうかの判定をするの
が「セントラル」です。アドバタイズパケットを周囲に送信する側が「ペ
リフェラル」です。
なおアドバタイズは日本語で広告という意味です。広告=宣伝を出す
側がペリフェラル。ペリフェラルはセントラルに自機を宣伝しセント
ラルがペリフェラルに接続できるようにしているのです。
一方「クライアント」や「サーバー」という位置関係はGATT上での話
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①ペリフェラル受信(RX)

ンドや変数で送る場合にはこのモード中である必要があります。コマン

UUID: A9DA6040-0823-4995-94EC-9CE41CA28833

ドモード実行中は、BGX-13PはBLE5の通信は行えません。BGX-13

長さ：1～250バイト
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ： Write, Write without response, Notify

Pは電源投入直後、リセット直後は必ずコマンドモードになっています。
なお、ローカルコマンドモードはUART通信で各種コマンドを受信す
るモード、リモートコマンドモードはBLE接続したリモートデバイスから

②ペリフェラル送信(TX)
UUID: A73E9A10-628F-4494-A099-12EFAF72258F

コマンドを送信するモードです。

長さ：1～250バイト
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ： Notify, Indicate, Write without Response

ストリーミングモードはUARTデータをそのまま遠隔地のリモートデ
バイスとBLE5通信でやりとりするモードです。このモードになっていな
いと無線通信によるシリアルデータの送受信はできません。

③ストリームモード(Mode)
UUID: 75A9F022-AF03-4E41-B4BC-9DE90A47D50B

各モードの状態を模式的に表したのが下図です。

長さ：1～18バイト
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ： Read, Write, Write without response, Notify, Indicate
ペリフェラル受信(RX)というのは、BLE5でデータを受信するための
キャラクタリスティックということです。
一方でペリフェラル送信(TX)は、UART側から送信されたデータをB
LE5にてセントラル側に送るペリフェラルということになります。
ローカルコマンドモードではコマンドパーサー（コマンド解析器）がロ
下記の例を考えてみます。

ーカルのUARTと接続されますが、BLE通信先のリモートデバイスとは

iPhone(iOS)

接続されていません。
ストリーミングモードになるとコマンドパーサーとUARTは切り離さ

BLE5-STICK

れ、UART通信はBLEリモートデバイスと接続されます。
モード間の遷移はデフォルト設定では自動で行われます。コマンドモ
ード実行中であったBGX-13Pが、BLEによってリモートデバイスとペア
リングされるとストリーミングモードに移行します。

BLE5

リモートデバイスとのBLE接続が切断されるとデバイスは自動的に
iPhone → UART(BLE5-STICK)出力
A9DA6040-0823-4995-94EC-9CE41CA28833にデータを

コマンドモードに移行します。

WriteするとBLE5-STICKのUART出力からデータを出力
UART入力

ただしモード間の遷移はユーザーによって変更可能です。設定によっ
てはGPIOの状態によってモードを遷移されるようにすることも可能で
す。モード遷移については下図のようになっています。

→ iPhone

A73E9A10-628F-4494-A099-12EFAF72258FをReadする
ことでiPhone側でUARTから送られたデータが読める
ただし注意点としては、A9DA6040-0823-4995-94EC-9CE4
1CA28833側のNotifyはOFFにしておく必要があり、A73E9A10-62
8F-4494-A099-12EFAF72258FのNotifyはONにしておく必要が
あります。
iPhone(iOS)やAndroid OSと接続して使用する場合、これらのキャラ
クタリスティックUUIDについて意識せずに簡単に利用できるCommand

モード間遷移をGPIOによる状態変化に割り当てると、そちらの設定
が優先されるようになります。例えばGPIOにタクトスイッチを取り付け

erというアプリがシリコンラボ社からリリースされていますので、こちら

てスイッチを押した時にモード遷移させる設定にすると、BLEによるリ

の利用が便利です。しかし通信アプリを自作される場合や、汎用的なB
LEターミナルアプリを利用する場合にはこの仕組みをよく理解してお

モート機器と接続された時でも自動的にストリーミングモードには移
行しなくなります。スイッチ操作でのみ移行可能となります。ユーザーが

く必要があります。

設定した方法が優先となりますので注意が必要です。

■モードとモード遷移

一般的な使い方ではデフォルトで次のようにして使うのが使いやす
いです。

モードとはシリアル通信の通信モードを意味します。BGX-13Pには
3つのモードがあります。

・電源投入時、ペアリングしていない時はコマンドモード
→各種シリアルコマンドで本体の設定等制御可能

・モード番号1： ストリーミングモード
・モード番号2: ローカルコマンドモード
・モード番号3:

・リモートデバイスと接続されると、自動的にストリーミングモード移行

リモートコマンドモード

→ストリーミングモード実行中はUARTのデータをリモートデバイス
と透過的に送受信可能、コマンドによる本体の設定は不可

簡単に説明すると、モード2と3のコマンドモードはBGX-13P本体の
制御する各種コマンドをUART通信で送るモードです。BLE5-STICKに

・リモートデバイスと切断されると、自動的にコマンドモード移行

接続したUART通信デバイスから本機の設定や、本機の動作等をコマ

→シリアルコマンドによる設定が可能
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なお、リモートコマンドモードはUART側ではなくBluetooth機器側か

33R700を使用しないでマイコン等と接続する場合には次の図のよ

ら本体の設定を行うモードです。BGX-13P用のアプリを使用する場合

うに配線して使用します。マイコン側のロジック電圧レベルは0V-3.3V

は便利に使用できます。

とします。(+5Vは印加しないでください。5V系回路と接続する場合に
は電圧レベル変換をしてください。)

BGX-13Pを使ってみる

フロー制御しない場合には、RTS/CTSのピンはオープンでかまいま

～スマホと通信①～

せん。
BLE規格については，大量に書籍が出版され分かりやすく解説されて
いますので本書ではとにかくBGX-13Pを使って通信をしてみてその使
い方やBLEの特徴を理解してみましょう。
本書ではBLE5-STICKに搭載のBGX-13Pとスマートフォン間で通
信をしてみます。BGX-13Pについてはメーカーのシリコンラボ社から
マニュアルがリリースされていますので併せてお読みください。
コマンドは色々なものが用意されていますが本書ではよく使う代表
的なものをご紹介しています。
スマホと通信編では、専用のアプリ"BGX Conmmander"を使った方
法と汎用BLE通信ソフトを使った方法2つを試します。なお本書ではiO
S(iPhone)との接続例を示していますがAndroid端末でもほぼ同様で
す。
シリアル通信にあたり次のように配線を行います。ここではBLE5-S
■BGX Commanderのインストール

TICKのUART側をパソコンと接続してシリアルターミナルで通信内容

iOS及びAndroid OSでは専用の通信アプリBGX Commanderが利用

を確認します。当方ではBLE5-STICKを簡単に接続できるUSB-UAR
T変換アダプタ(型式33R700)をご用意しております。ピン配置がセッ
トになっているため装着すれはすぐに利用可能です。

できます。iOSではApp Store、Android OSの場合にはPlayストアで
「BGX Commander」をキーワード検索してインストールしてください。

電源もUSBバスパワーから3.3Vを作っていますので、BLE5-STICK
側に給電できます。ぜひご検討ください。

■スマホと通信させてみる

なおBLE5-STICKは3.3Vですので33R700の"+5V"ピンは利用し
ないので接続位置に十分ご注意ください。（誤って取り付けると破損し

1 BLE5-STICKに電源を投入します。デフォルト設定ではこの時点で
はアドバタイズをしていないため本機は検出できません。またLED

ます。）30R700側のロジック電圧レベル設定ピン(JP2)を「VIO-3.3」

は消灯しています。スマホのBluetooth通信機能をON状態にしてBG

側に設定してください。
ボードのセット位置及びJP2の設定を確認してからパソコンと接続

X Commanderを起動してください。

してください。
2 BLE5-STICKの"GP2"スイッチを2秒未満押してアドバタイズを有
効にします。スイッチを押すとLEDが点滅します。

2秒未満押す

アドバタイズの設定をご確認ください！！
デフォルト設定では電源投入直後、BGX-13Pは消費電力低減の
ため「何もしない状態」になっています。
本デバイスを他のデバイスから検出するためには、本デバイスが
アドバタイズをする必要があります。アドバタイズを有効にするに
は"GP2"スイッチを2秒未満ショートプレスします。長押しすると別
の機能が有効になってしまいますので、必ず2秒未満、スイッチを
押してください。
アドバタイズは25秒でタイムアウトします。GP2スイッチを2秒未
満押した後、25秒以内に別のデバイスから接続要求がない場合ア
ドバタイズは自動的に終了します。
アドバタイズ中はLEDが点滅します。点滅が消灯している時は他
のデバイスから本デバイスは検出できません。
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電源投入直後から何も操作せずにアドバタイズを有効にさせるに

6 BGX Commanderの"Data to send"と書かれたボックスに文字列

はシリアルコマンドで設定が必要です。詳しくは「BGX-13Pの基

を適当に入力してキーボードの"Send"ボタンを押してみてくださ

本的な設定をする」で記載しております。

い。

3 BGX Commanderの先頭画面で左上の"Scan"をタップし本製品が
検出されると一覧に表示されます。"BGX-XXXX"という名称で表示
されます。XXXXはBluetooth IDの末尾4桁を示しています。
※"Scan"をタップしてもデバイスが表示されない場合には、BLE5
-STICKのLEDが点滅していることを確認してください。点滅してい
ない場合には"GP2"スイッチを2秒未満押してください。長押しして
しまうとアドバタイズモードではなくなってしまいLEDが点滅してい
ても本デバイスが検出できません。
※スマホ、タブレット側端末のOSに搭載のBluetooth設定画面で本
製品をペアリングしないでください。端末OSのBluetooth機能でペ
アリングしてしまうとBGX Commanderでデバイスが検出できませ
ん。ペアリングをしてしまった場合にはOSのBluetooth機能の画面
でペアリングを解除しデバイスの登録を削除してください。
4 BGX Commanderの一覧に表示されている本機のデバイスをタップ

適当な文字列を入力します

するとペアリングの要求画面が表示されますので「ペアリング」をタ
ップしてください。

7 BLE5-STICKが受信した文字列がUARTのTXピンから出力されま
す。上図の例の場合には

1234567890

の10バイトが出力さ

れます。
8 同様にしてUART側からも送信してみましょう。
BLE5-STICKのRXピンに ABCDEFGHIJK など適当な文字列を
UARTホスト機器から送ってください。
BLE5-STICKはUARTのRXピンから受信したデータをすぐにリモ
ートデバイスのスマホ側に送信します。
スマホ側では受信したデータ列（文字列）がBGX Commanderの受
信ウインドウに表示されます。
なお、"Disconnect"をタップするとBLE5-STICKはストリーミング
モードからコマンドモードに切り替わります。コマンドモード時はLE
5 ペアリングが完了するとBGX Commander側は文字列の送受信が
できるターミナルウインドウが表示されます。また本体のLEDは点

Dが点滅します。コマンドモードではUART通信でシリアルコマンド
を使って様々な本体の設定ができます。

滅から点灯に切り替わります。

このようにBLE5-STICKは簡単にUART通信のデータをBluetooth

ターミナルウインドウに"STREAM_MODE"と表示されていることを
確認します。

でリモートデバイスとやりとりできます。
ここの例ではスマホ側のBLEターミナルとして専用のBGX Comma

STREAM_MODEはBLE5-STICKとBGX Commanderがシリアル
通信を透過的に行えるモードです。

nderを使用しましたが、本書4ページ～5ページに記載の内容に従
えば汎用的なBLEターミナルで通信ができます。

それではシリアル通信を実際に行ってみましょう。UART側の通信条
件は下記の通りです。
・通信速度:

115.2bps

・データビット: 8
・パリティ: なし
・ストップビット：
・フロー制御：

1

なし（デフォルト設定）

BLE5-STICK側のUART通信ができるようにしておきます。
なお、通信が開始されるとUARTのTXピンから"STREAM_MODE
(0x0D, 0x0A)"という文字列が出力されます。
※文字列はCRとLFで終端されています。
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BGX-13Pを使ってみる

3 サービスUUID

～スマホと通信②～

331A36F5-2459-45EA-9D95-6142F0C4B307

をタッ

プしてキャラクタリスティックを確認します。

BLE5-STICKが使うBLEのサービスとキャラクタリスティックのUUI
Dが分かっているため汎用的なBLEターミナルを使って通信をすること
ができます。この方法を理解しておくことで、自作のBLE通信アプリを
作ることができるようになります。
詳しくは本書4ページ～5ページで解説しているためここでは簡単に
仕様をまとめておきます。
BLE5-STICKでは独自のサービスを持っておりRead/Writeが可能
です。サービスのUUIDは下記の通りです。
331A36F5-2459-45EA-9D95-6142F0C4B307
169B52A0-B7FD-40DA-998C-DD9238327E55

このサービスに含まれるキャラクタリスティックが表示されます。
4 使用するのは次の2つのキャラクタリスティックです。

また通信を行う際に使用するサービスのUUIDは下記の通りです。

A9DA6040-0823-4995-94EC-9CE41CA28833

331A36F5-2459-45EA-9D95-6142F0C4B307

A73E9A10-628F-4494-A099-12EFAF72258F
なお注意として上記サービスのキャラクタリスティック、A9DA6040
ではまずBLEターミナル側からBLE5-STICKに対してデータを送

-0823-4995-94EC-9CE41CA28833の"Notify"はOFFにしてお
く必要があります。また同様にこのサービスのキャラクタリスティック、

信してみましょう。BLE5-STICKはBLEで受信したデータをUART
で出力します。

A73E9A10-628F-4494-A099-12EFAF72258FのNotifyはON
にしておく必要があります。この設定を間違えると通信できないので注
意が必要です。

BLEターミナルで「A9DA6040-0823-4995-94EC-9CE41C
A28833」を指定します。このキャラクタリスティックのNotifyをOF

データの送信方向については下記のようになります。
・BLE通信機器 ------> UART

F（無効）に設定してください。

A9DA6040-0823-4995-94EC-9CE41CA28833にBLE通信機
器側からデータをWriteすることでUART側から出力

このキャラクタリスティックにデータを書き込みます。例えば
"HELLO BLE"など適当な書き込んでみてください。

・UART --------> BLE通信機器
A73E9A10-628F-4494-A099-12EFAF72258Fの値をBLE通
信機器側でReadすることでUART側からのデータを読める
では汎用的なBLEターミナルアプリをiPhoneなどのスマホにインス
トールして使い方を確認しましょう。本書では例としてiOSに対応したB
LE Scannerというアプリを使用しています。基本的にはBLEターミナ
ルであればどんなアプリでも使用できます。
※BGX Commanderを使った場合には一度BGX Commanderを終了し、
OSのBluetooth設定画面から本機の登録（ペアリング）を解除した状態
にして始めてください。
1 BLE5-STICKに電源を投入します。
"GP2"スイッチを2秒未満押してアドバタイズを開始させます。
LEDが点滅します。

UARTのTXピンから"HELLO BLE"文字列が出力されます。
キャラクタリスティックA9DA6040-0823-4995-94EC-9CE

LEDが点滅している間に、BLEターミナルソフトを起動し周辺のBL
E機器をスキャンしてください。

41CA28833に対して値を書き込むことでその値がBLE5-STICK
に対して送信されます。

BLE5-STICKは、"BGX-XXXX"というデバイス名で検出できます。
XXXXは本機のBluetooth ID下4桁です。

5 続いて逆にBLE5-STICKに入力されたUARTデータをBLEターミ
ナルに送信してみます。

2 BLEターミナル側でBLE5-STICKを指定して接続するとペアリング

BLEターミナルでキャラクタリスティック「A73E9A10-628F-44
94-A099-12EFAF72258F」を選択し、このキャラクタリスティ

が要求されますのでペアリングを行ってください。
ペアリングが完了すると本機のLEDが点灯します。

ックのNotifyをON（有効）に設定してください。
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6 BLE5-STICKにUARTホストから"HELLO UART"など適当な文字

2 2台目のBLE5-STICKのGP2スイッチを4秒程度長押しします。

列を送信してください。
「A73E9A10-628F-4494-A099-12EFAF72258F」の値とし
て"HELLO UART"が設定されていることを確認してください。

3 XCにより2台のBLE5-STICKがペアリングされLEDが2台とも点
灯していることを確認してください。
なお1台目のアドバタイズしていた側では
STREAM_MODE
という文字列がUARTで出力されます。
2台目の接続した側では
Success
> STREAM_MODE
という文字列がUARTで出力されます。
※アドバタイズは25秒でタイムアウトします。GP2スイッチを2秒未
満押した後、25秒以内に別のデバイスから接続要求がない場合ア
ドバタイズは自動的に終了します。

送受信がうまくいかない場合には送受信に関わるキャラクタリステ
ィックのNotifyがそれぞれ正しく設定されているか確認ください。両
方の設定が正しくないと送受信ができません。

BGX-13Pを使ってみる

4 2台がペアリングされてストリーミングモードに移行するとUART信
号は透過的に2台のデバイス間でやりとりできるようになります。
2台のUART機器をケーブルで接続しているかのような通信が可能
となります。

～2台で通信編①～

2台のBLE5-STICKをペアリングしてUART通信を無線化してみま
す。BGX-13P同士の通信をする場合には難しい設定をせずスイッチ操

BGX-13Pを使ってみる

～2台で通信編②～

作だけでペアリングができるXpressConnect(XC、以下XCと記載)とい
う機能があり、BLE5-STICKではデフォルトで有効になっています。

2台のBLE5-STICKで通信をする際、①で紹介したXpressConnect
が最も簡単な方法ですが、コマンドを用いて接続先BLE5-STICKのBl

XCでは、XpressAdvertisingと呼ばれるアドバタイズモードにより2つ
のデバイスのペアリングが可能となります。Xpress Advertisingでは、

uetooth IDを指定して接続することもできます。ボタン操作ができない
環境やBluetooth IDを指定して特定のデバイスと接続したい場合に利

ペリフェラル側のデバイスは「限定検出可能モード」でアドバタイズしま

用できます。

す。セントラル側は、「限定検出可能モード」になっているデバイスのみ
をスキャンすることにより特定のデバイスを識別します。

BLE5
接続する側(A)

接続される側(B)

BLE5
アドバタイズする側

接続しにいく側

なおデフォルト設定ではGP2スイッチを押さないとアドバタイズを開始

GP2ｼｮｰﾄﾌﾟﾚｽ

GP2ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾚｽ

しませんが、コマンドで電源投入直後からアドバタイズをするように設
定を行ってみます。

そのセントラル側やペリフェラル側はボード上の"GP2スイッチ"を押

なおシリアルコマンドは必ずキャリッジリターン(0x0D)で終端してく

すことで設定できます。ショートプレス(2秒未満の押し操作)でアドバタ
イズを実行、ロングプレス(2秒以上の押し操作)でアドバタイズしてい

ださい。

るデバイスへ接続します。次の方法で2つのBLE5-STICKを接続してシ

1 電源投入直後からアドバタイズを有効にする方（接続される側）を

リアル通信を無線化してみましょう。

決めます。次のコマンドをUART経由でBLE5-STICKに送信してく
ださい。上図の場合(B)の方がアドバタイズをします。

1 2台のBLE5-STICKに電源を投入します。
最初に1台目のBLE5-STICKのGP2スイッチを短く2秒未満で押し

set bl v p high<cr>

ます。

コマンドが正しく認識され実行されると次の文字列が返ります。
Success

>
アドバタイズが有効になるとLEDが点滅します。
2秒未満

なおこの状態で電源を切断すると設定は工場出荷時設定状態に戻
ります。もし電源を入れた時常にアドバタイズするようにするには
設定を本体の不揮発性メモリーに保存する必要があります。次のコ

LEDが点滅することを確認してください。

マンドを送信して保存してください。
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$$$

save<cr>
なお電源投入に関係なく都度アドバタイズを有効にしたい場合に

ここで注意は $$$ には終端のCRは付けないということです。3バ
イトのみ送信してください。

は次のコマンドでアドバタイズを開始できます。

正しくコマンドモードに移行できると"COMMAND_MODE"がUART
で出力されます。コマンドモードにはなりましたがリモートデバイス
との接続は維持されているためLEDは点灯したままです。

adv high<cr>

この状態で"dct"を送信すると切断されます。
2 接続される側(B)のBluetooth IDを調べます。次のコマンドを送信

dct<cr>

するとBluetooth IDがか返ります。
get bl a<cr>

なお $$$ でコマンドモードになった状態から再度ストリームモー

Bluetooth IDは控えておきます。

ドに移行した場合には"str"コマンドを実行します。
str<cr>

3 接続する側(A)は、手順2で調べたBluetooth IDに対して接続を試み
ます。接続はconコマンドで行います。
次のコマンドを接続する側(A)にUARTホストから送信してくださ
い。

省電力化のポイント

～スリープモード～

con [Bluetooth ID]<cr>
BLEの最大の長所は消費電力を小さくできることです。本BLE5-STI
※[Bluetooth ID]の部分は接続先デバイスのBluetooth IDです。

CKに搭載のBGX-13Pにはスリープモードが搭載されており消費電流
を平均90μA程度に低減できます。（通常動作時は約4mA程度です。）

正しく接続ができると両方のデバイスでLEDが点灯します。

また消費電流はアドバタイズを有効にしたり、UART通信の通信速度

また"> STERAM_MODE"という文字列が両方のデバイスで出力

を速くすると大きくなります。消費電流を低減させるにはスリープモー
ドを適宜使用することと、必要のない時にはアドバタイズを停止する、U

されます。これでUART通信が透過的に行えます。

ART通信の通信速度を9600bps以下に落とすことなどが有効です。
なお、ここでは接続される側のBluetooth IDはコマンドを使って調
べましたが、接続する側が近くにあるアドバタイズしていてるデバイ

省電力化の寄与度が高いのがUART通信速度です。115.2kbpsの場

スをスキャンして一覧を表示させることも可能です。

合待機時約5mA程度ですが、9600bpsに設定を変更すると2mA程度
になります。通信速度が遅くてもよいのであればできる限り遅く設定す

近傍にあるアドバタイズしているBluetoothデバイスをスキャンする
には"scan"コマンドを使います。

ると消費電流を低減させられます。
UART通信速度の設定は下記のコマンドで行えます。

scan high<cr>

set ua b 9600<cr>

検索されると下のようにテーブルが表示されます。

通信速度は引数としてbps単位で指定します。設定後は、"save"コマ
ンドで保存して再起動後に新しい通信速度が有効になります。なお、設

> ! # RSSI BD_ADDR
Device Name
# 1 -51 xx:xx:xx:xx:xx:xx BGX-xxxx

定した通信速度は忘れないように必ず保記録しておいてください。
複数のデバイスがある場合には#2... #3...とリストが増えていきま

またアドバタイズのOFFもかなりの効果があります。9600bps時に

す。Bluetooth IDの他デバイス名を見えます。

アドバタイズを実行していると消費電流は2mA程度ですが、アドバタイ
ズを停止させると50μA程度になります。

このリストから接続する場合には同じ"con"コマンドでリスト番号を
指定するだけで接続できます。
例えばリスト番号1のデバイスと接続したい場合には次のようにし
ます。

その他スリープモードに移行するにはコマンドモード実行時に次の
コマンドをUARTホストから送信します。

con 1<cr>

sleep<cr>

接続できるとLEDが点灯し"> STERAM_MODE"という文字列が

リモートデバイスと接続されていた場合には接続は無効になります。

両方のデバイスで出力されます。

アドバタイズは停止します。UARTの通信速度が9600bps以下の場合
にはUART通信は可能です。9600bpsより速い時はUART通信自体が

接続したいデバイスのBluetooth IDをあらかじめ調べておかなくて
もリストから接続が可能です。

できなくなります。
スリープモードから復帰する場合には次のコマンドをUARTで送信し
ます。

4 接続を切断したい場合には"dct"コマンドを実行します。
しかし、ストリームモード実行中はすべてのUARTデータは透過的に

wake<cr>

接続されているデバイスにそのまま送信されてしまうためそのまま
ではコマンドとして実行できません。
ペアリングが行われて接続している状態でコマンドモードに移行す
るには $$$ (0x24を3つ)をUARTホストから送信するとBLE5-S
TICKはコマンドモードに移行します。
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その他の機能の基本的な使い方

gges<cr>
入力ピンとして設定されているピンのみ0か1で表示します。それ以外
のGPIOはXで表示されます。

BGX-13Pには多数のシリアルコマンドがありますが、ここではよく
使う基本的なものの代表的な使い方について紹介しています。本書に
記載以外の内容についてはメーカーのオンラインマニュアルをご参照
ください。

※コマンド送信後に"Command failed"が返る場合には現在その設定
ができない状態かすでにその状態に設定されていることを示します。例
えばgfuコマンドでGPIOをstdioに設定するとき、すでに該当のGPIOがs
tdioに設定済みの場合、gfuコマンドを実行すると"Command failed"が

https://docs.silabs.com/gecko-os/1/bgx/latest/

返ります。

※コマンドは"Command API Reference"の項からごらん頂けます。

④出力ピンの状態を変更する

■すべての設定を初期化

gdiコマンドで出力ピンとして設定したGPIOは"gse"コマンドで状態

BGX-13Pの設定を初期化します。初期化コマンドは"fac"ですがBlu
etooth IDを引数に指定する必要があります。

を変更できます。

fac xxxxxxxxxxxx<cr>

gse <GPIO#> <value>
例： GP5を出力ピンとして設定（初期状態Lowで、オープンドレインタイ

自機のBluetooth IDは"get bl a"で取得できます。

プ）してHIghレベルの設定したい時

get bl a<cr>

gfu 5 stdio<cr>
gdi 5 olo od<cr>
gse 5 1<cr>

■GPIOの操作
BLE5-STICKにはGP1,3,4,5,6,7の6つのGPIOが取り出せるように

■接続情報の初期化
指定されたBluetooth IDまたは以前に接続されたすべてのデバイス

なっています。またGP0はLEDに、GP2は押しスイッチに接続されてい
ます。それぞれのGPIOは入力、出力どちらにも設定できます。

の既存のボンディング情報を削除します。クリアされた場合にはすべて
の新しいデバイスはペアリングを最初からする必要があります。

①現在のピン設定状態の取得
現在全てのピンがどのように設定されているかをリスト表示できま
す。

※接続情報は古いものが残っている場合、接続が正しくできない場合
があります。すべてのデバイスで情報をクリアする必要があります。ペア

get gp u<cr>

リングに失敗する場合にはすべてのデバイスで接続情報の初期化を行
ってください。

②入出力方向の設定
ピンの入出力方向の設定及びピンモードの設定は"gdi"によって行い

clrb [all | <BD_ADDRESS>]

ます。

例： すべての接続情報を初期化する
clrb <cr>

gdi <GPIO#> <direction> [<mode>] [<pull resistor>]
[<drive strength>] [<debounce>]
例： GP3を入力ピン（プルアップ）として設定
gfu 3 stdio<cr>
gdi 3 ipu<cr>
※"gfu 3 stdio"はGP3をユーザーが制御できるIOに設定するコマンド
です。
③ピンの状態を取得する
入力ピンとして設定したピンの現在の状態を取得するには"gge"を
使用します。
gge <GPIO#>
例： GP3の状態を取得
gge 3<cr>
なお全てのピンの状態を一括で取得したい場合には"gges"コマンド
が使えます。
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主な仕様
BGX-13Pの詳しい仕様はBGX-13Pのデータシートを参照ください。
ここでは主な仕様についてのみ記載しています。
電源電圧：

3.3V

消費電流：

待機時約3.5mA (Baud rate>9600bps)
待機時約50μA (Baud rate<=9600bps)
アドバタイズ時約5mA～ (@115.2kbps)

Bluetooth：
TXパワー：

Bluetooth5 Low Energy compliant
8dBm(max), -27dBm(min)

RF受信レンジ：

2400MHz～2483.5MHz

RF受信感度：

-94.8dBm (0.1% BER @1Mbps Data Rete)

■GPIO仕様
Lレベル入力電圧：
Hレベル入力電圧：

Vdd*0.3V(max)
Vdd*0.7(min)

入力漏れ電流：

0.1nA(typ)

内蔵プルダウン・アップ抵抗：

40kΩ(typ)

本製品の技術的なサポートについて
本製品の技術的なサポートはモジュール製造メーカーのSilicon Lab
sが行います。
本製品はSilicon Labs社のBLEモジュールBGX-13Pのピンピッチ
を変更した製品で基本的な機能・仕様はBGX-13Pの仕様及び取り扱
い方法に準じます。
技術的なサポートが必要な場合には下記へ直接ご連絡頂きます。

https://www.silabs.com/support
上記ページの"Request Support"からお問い合わせが可能です。（ユ
ーザー登録が必要です。）
その他、世界中のユーザーがやりとりしているフォーラムを利用する
と問題解決できる場合があります。

https://www.silabs.com/search#t=Community&sort=relev
ancy&f:@common_allowed_content_type=[Forums]
技術サポートは英文となります。なおサポートはいずれも技術者専
門となっておりより技術的なご質問をするためのものとなっておりま

マイクロテクニカ

す。マニュアルに既に記載されている内容などについては回答が得ら

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-3-10
TEL: 03-3700-3535
FAX: 03-3700-3548

れない場合がございます．

(C)2020 Microtechnica All rights reserved
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