BT-LONGユーザーズガイド
型番：BT-LONG

REV.1.00

インターフェイス端子の概要

長距離通信タイプ
WT41U搭載 Bluetoothモジュール

インターフェイス端子はmikroBUS規格になっています。

かんたんスタートアップガイド
本ガイドは、BT-LONGを簡単に使い始めるための基本的な使い方
について解説したスタートップガイドです。
より詳しい使い方についてはSilicon Labs社WT41のデータシート
マニュアルをご覧下さい。
(C)2021 マイクロテクニカ
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製品本体

ﾋﾟﾝ

端子記号

種類

内

容

1

AIO

IO アナログ入出力(ADC/DAC)

2
3

RST
CS/CTS

I
I

リセット
SPI - チップセレクト

4

SCK

I
I

UART - CTS
SPI - クロック

5

SDO

O

SPI - データ出力

6
7

SDI
3.3V

I SPI - データ入力
PW 電源3.3V

8

GND

PW GND

9 GND
10 NC

PW GND

11 NC
12 NC
13 RX

I

UART - 受信データ

製品の概要

14 TX
15 RTS

O
O

UART - 送信データ
UART - RTS

長距離通信タイプBluetoothモジュール（型式：BT-LONG）はロ
ングレンジクラス1、BluetoothR2.1+EDRのWT41Uモジュール

16 IO7

IO 汎用IO

を搭載した通信モジュールです。

■電源ピン(7-8ピン)

Bluetoothプロトコルスタックが実装されておりUART通信を簡
単に無線化できます。本デバイスの特徴は搭載のチップアンテナだけ

本機の電源は3.3Vです。電流は最大で200mA程度流れますの
で、少なくとも300mA以上流せる安定化された電源をご使用くださ
い。 電源品質は通信距離、通信品質に影響を与えますので十分品質

で見通し内最長650mの通信が可能です。
パソコン(Windows)と本機ペアリングすればSPP（シリアルポート
プロファイル）により仮想COMポートを介したシリアル無線通信が可

のよいものをご用意ください。

能です。また2台の本機を使えば最長650mの長距離通信が可能で
す。

■ハードウエアフロー制御の接続
BT-LONGの基板には、JP1(COM SEL)の面実装ジャンパーが
あります。

本体を制御するコマンドは簡単なASCIIコード（文字列）を採用して
いますので、各種マイコン等から簡単に制御できます。
BT-LONGは電波法に基づく技術基準適合証明（技適）を取得済み

3ピンはSPI通信用のチップセレクトピンとUART通信用のCTSピン

です。またFCC、ICの認証も受けています。

になっておりどちらとして使用するかをJP1で設定します。デフォルト
ではCTSピン側にセットされています。

※通信距離はClass1として見通し内で最長650mですが、周辺の環

SPI通信（デバッグ用）として使う場合にはCS側にセットしてご使
用ください。

境、本体の電源品質など様々な要因によって影響を受けます。仕様上
の通信距離は保証されるものではありません。
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電源について

UART信号について

BT-LONGの電源電圧は、+3.3Vです。許容誤差は±5%以内で

■UART信号の規格

す。電源には安定化された電源をご使用下さい。電源品質は無線通信

UART信号は、ビット番号が小さい方から送るLSBファーストで

のパフォーマンスに直接影響します。

す。デフォルトのUARTパラメータは次のようになっています。

BT-LONGの消費電流は待機時平均で約4mA程度ですが間欠で

・通信速度：

待機時に約40mA程度の電流が流れます。

115200bps

・データビット：
8ビット長
・ストップビット： 1
・パリティ：
・フロー制御：

電源投入から待機時消費電流 @3.3V
0.05

なし
有効

0.045
0.04

初期設定値は変更できません。

0.035

) 0.03
(A
ｬ
d・
・ 0.025
・
ﾁ
・ 0.02

■ロジック信号の電圧レベルについて
Vccが3.3Vの時、UART信号電圧レベルは0V-3.3Vとなります
が、電気的仕様は下記の通りです。

0.015
0.01
0.005

・ViH[ロジック信号Hレベル入力電圧]
0.7VDD～VDD+0.4(V)

0

さらにBluetooth通信を行っている時には、最大で200mA程度
の電流を消費します。よって、電源は最低でも300mA以上を流せる

・ViL[ロジック信号Lレベル入力電圧]
-0.4～0.8(V)

ように設計されている必要があります。間欠で消費電流が大きくなる
のて、電圧レギュレータを使用する場合には負荷過渡応答のよいもの
を選定してください。

BT-LONGの電圧レベルは3.3V系のため、5V系のとは直結でき
ません。（直結した場合、Vccよりも高い電圧がロジック信号線に印加

下図はデータモード実行時の消費電流グラフです。

された場合、BT-LONGが破損します）
■CTS線及びRTS線について

ペアリング後データ送受信時の消費電流

BT-LONGとUART機器（例えばマイコン等）の基本的なUART接
続は4線式のハードウエアフロー制御通信となります。

0.07

TXとRX、RTSとCTSをクロスして配線することで、UART機器と

0.06

の通信ができます。UART通信ではTXとRXだけの2本のデータ線だ
けで通信を行うこともできますが、その場合には、バッファの空き状

) 0.05
A
(ｬ
d・
・
・ 0.04
ﾁ
・

態に応じた通信制御はできません。2線式で通信を行う場合には、バ

0.03

ッファがフルになってしまわないよう、BT-LONGにデータを溜めず
に、データを逐次読み出す必要があります。

0.02

0.01

ハンドシェイク通信を行う場合、CTS(送信可能)線及びRTS(送信
要求)線で制御を行います。
RTSは15ピン、CTSは3ピンです。
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てしまうと正しくコマンドモードには移行しません。

BT-LONGのデータ転送モード

コマンドモードに正しく移行すると、BT-LONGは"READY."の文字
列を返します。（文字列はCRとLFで終端されています。）なお、このエ
スケープシーケンスの文字は、"SET CONTROL ESCAPE"コマン

BT-LONGには2つの転送モードがあります。
1つは"コマンドモード"、もう1つは"データモード"です。通常電源を投

ドで任意のASCIIコードに変更できます。

入直後で、他のBluetooth機器との通信を行っていない時は、コマ
ンドモードになっています。
コマンドモード、主にシリアルコマンドによってBT-LONGの設定を

もう1つの方法は、リモートデバイスがBT-LONGとの接続を切断
した場合です。この場合、BT-LONGではNO CARRIERイベントが

行うモードです。ASCIIコードで各種コマンドを送信します。このコマ
ンドモード実行中は、Bluetoothによって他の機器とのデータ通信

発生します。このイベントが発生すると、自動的にコマンドモードに移
行します。例えばパソコンとBT-LONGが接続されていて、パソコン

は行えません。

側からBT-LONGの接続を切断した場合がこれに相当します。
③エスケープシーケンスによるコマンドモードからデータモードへの移

Bluetoothによって、別の機器（リモートデバイスと呼びます）とコ

行（リモートデバイスとの接続が確立されている時）

ネクションを確立すると、BT-LONGは自動的に（デフォルトの設定で
は）データモードに移行します。データモードは1つのリモートデバイス
とリンクを確立後、高速にデータ転送を行うデータ転送専用のモード

先の②で、リモートデバイスとの接続が確立している状態で、エスケ
ープシーケンスによって、コマンドモードに移行した場合、リモートデ

です。BT-LONGに送られたデータはすべて、Bluetooth通信によ
って接続されたリモートデバイスへと送信されます。またリモートデバ

バイスとの接続はそのまま確立されています。単にBT-LONGがコマ
ンドモードになっただけであって、Bluetooth通信によるリモートデ

イスからBluetoothによる無線通信で送られて来たデータはすべて

バイスとの接続は切断されたわけではありません。この場合には、コ

UARTのTXより出力されます。通信は高速でバースト的に行われる
ため、バッファの空き状態を常に監視しながら通信を継続する必要が

マンドモードからデータモードへSELECTコマンドで移行することが
できます。最初にLISTコマンドで、現在BT-LONGと接続が確立され

あり、このモードを使用する場合には原則としてハードウエアフロー制
御通信を行うことが推奨されます。フロー制御を行わず（CTS/RTS

ている接続先リストを表示させます。もしLISTコマンドで"LIST 0"
が返るようならば接続を維持しているリモートデバイスが存在しませ
んので、SELECTコマンドではデータモードへの移行はできません。L

線を短絡しての通信）2線式通信で通信をする場合には、データの取

ISTコマンドで接続を維持しているリモートデバイスが返るようなら

りこぼしが発生することがありますので注意が必要です。（低速な通
信であれば取りこぼしの頻度は少ないです。）

ば、そのリスト番号を引数として指定してSELECTコマンドを発行す
ると、BT-LONGはコマンドモードからデータモードへ移行します。

この2つのモード間の状態遷移は次のようになっています。
このようにBT-LONGには2つのモードがあり、それぞれのモード
①コマンドモードからデータモードへの移行
BT-LONGがコマンドモードからデータモードに移行する要因は次

を切り替えながら使うことになります。

のものがあります。

コマンドモードでのきまり

1つは、CALLコマンドにより、リモートデバイスと接続されてコネク
トイベントが発生した時です。CALLコマンドは、Bluetooth IDを指

■コマンドはキャリッジリターンで終端、戻り値にはCRとLFが付加

定してリモートデバイスに接続するものです。これによって接続が完

コマンドモードは、BT-LONGの設定などを行うモードです。UAR

了するとコネクトイベントが発生します。コネクトイベントが発生すると
BT-LONGは自動的にデータモードへ移行してデータ通信ができる

T通信で各種コマンドをBT-LONGに送信します。コマンドはすべて
文字列で、コマンドの最後は必ずキャリッジリターン(0Dh)で終端す

ようになります。
もう1つはリモートデバイス側（BT-LONGとBluetooth経由で接

る必要があります。
BT-LONGからの戻り値にはデータの最後にキャリッジリターン(0

続する機器、PCなど）からSPPの仮想COMポートなどを開いた場合

Dh)とラインフィード(0Ah)の2バイトが付加されます。

です。この時にはリングイベントが発生します。リングイベントが発生す
ると、BT-LONGはリモートデバイスのBluetooth ID、RFCOMM
のチャンネル番号などを返した後、自動的にデータモードに移行しま
す。
②データモードからコマンドモードへの移行
BT-LONGがデータモードからコマンドモードに移行する要因は次
のものがあります。
1つはエスケープシークエンスコマンドをUARTで、UARTホストが
送信する方法です。UARTホストはBT-LONGに対してエスケープシ
ーケンスで指定された文字(ASCII)を3回送る（3バイト）ことでBTLONGをコマンドモードに移行させることができます。工場出荷時の
状態では、エスケープシーケンスの文字は"+"(2Bh)に設定されてい

CRとLFが付加されている

ます。この"+"を3回連続します。またエスケープシーケンスの文字を

■コマンド、引数は必ず半角英数大文字

送信する場合には必ず前後に1秒の何もデータを送信しない時間が必
要です。

BT-LONGのすべてのコマンドは大文字です。小文字でも認識はし
ますが、間違いが発生しやすいためコマンドは大文字で統一しておく
ことを強くお奨めします。

<1秒待ち>+++<1秒待ち>
この1秒待ちの間にエスケープシーケンスの文字以外のデータを送っ
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■マニュアルではコマンドは""でくくり、戻り値は斜体で記載

と、UART経由で接続しているマイコンなどの機器の電源を同時に入

本マニュアルではコマンドは "" でくくって記載します。また、各コ

れてください。UART機器側の電源がBT-LONGより先に投入され

マンドは必ずキャリッジリターンで終端されますので、特別な事項が
ある場合以外は、キャリッジリターンは省略します。また半角スペース

るとUART信号線にロジック信号のHレベルの電位（3.3V）が印加さ
れることになり、BT-LONG側がラッチアップして故障しますので、ご

(20h)が入る場合も特にわかりにくい場合を除いては数値は記述し

注意下さい。

ません。
なお、特殊な場合やわかりにくい部分などで文字列以外のコマンド

③UART通信を確認してみよう

を示したい場合には、< >を付けて記載します。例えば半角スペース
(20h)は、<sp>と記載します。

BT-LONGが正しく動作しているか、UART通信ができているかな
ど動作確認をするのに便利なコマンドが"AT"コマンドです。このコマ

BT-LONGの戻り値は "" でくくった斜体文字で記載します。

ンドをUART通信でBT-LONGが受信すると、正しく動作している場
合には"OK"を返します。

■BT-LONGの初期設定ではUART信号はエコーバックする

AT<cr>
AT<cr><LF>
OK<cr><LF>

BT-LONGは、コマンドに対する戻り値もすべて文字列で返りま
す。またBT-LONGはデフォルト設定で送信した文字列のエコーバッ
クが有効になっています。よってUARTホストからBT-LONGに対し

最初は送信したコマンドに対するエコー
バックです。

この"OK"を受信することでBT-LONGとの通信が正しく確立してい
ること及びBT-LONGが正しく動作していることの確認ができます。

て送信した文字列は、すべてそのまま返ってきます。キャリッジリター
ンを送信した直後にそのコマンドが実行され、戻り値がある場合には
戻り値が戻ります。エコーバックを無効にするには"SET CONTROL
ECHO 0"を送信することで設定できます。

④Bluetooth搭載Windows10パソコンと接続（ペアリング）
BT-LONGの準備ができたら早速パソコンと無線通信をするため

■コマンドや引数が正しくない場合には"SYNTAX ERROR"が返る

に、接続を開始しましょう。BT-LONGの周囲にBluetooth搭載パソ

コマンドや引数の内容に誤りがある場合には、多くのコマンドで"S
YNTAX ERROR"が返ります。これが返った場合には、そのコマンド

コンを設置してください

は実行されていませんので再度コマンド文字列に誤りが無いか、引数

次の手順でBT-LONGとパソコンとを無線接続します。Bluetoot

に誤りがないかを確認して再実行する必要があります。

hにおいて、リモートデバイスと接続を行う操作のことをペアリングと
言います。ペアリングにはデバイスによってはパスキーと呼ばれるパ

とりあえずBluetoothで通信してみる

スワードを入力する必要があるものもありますが、BT-LONGは工場
出荷時の状態ではパスキーは設定されていません。後からコマンドで

BT-LONGを使う上では様々な設定が必要になります。もっとも一
般的なものはUARTの通信速度やパリティビットなどです。そのほ

パスキーを設定することできます。

か、Bluetootでは特有の設定などもあり、その使い方を詳しく理解

1 パソコンのBluetooth通信機能を有効にします。

するにはある程度の専門的知識が必要です。このBT-LONGに使用
されているWT41は大変多機能なBluetooth通信モジュールのた

2 Bluetooth通信機能が有効になっている場合、タスクバーの通知
領域にBluetoothのアイコンが表示されています。

め、設定項目や設定に関わるコマンドもたくさんあります。しかし実際
によく使うコマンドはいくつかに限られるため、まずは最も簡単な方
法でBluetooth通信を行って、動作を体験することにします。複雑な
設定部分はすべて初期設定の状態で使ってみます。
パソコンと、BT-LONGとの間で1対1の通信を行います。コマンド
モードでコマンドを設定後、Bluetoothリンクを確立してデータモー
ドで通信を行います。本項で解説する方法で機能として十分であれ
ば、このまま、この方法で使用しつづけても問題ありません。
※SPPによるBluetooth接続はAppleのMACやiOS端末ではユー
ザーは利用できません（プロファイルは搭載されていますが機能は隠

Bluetoothアイコンを右クリックして「Bluetoothデバイスの追
加」をクリックします。

蔽されています）。SPPを使ってシリアル通信する場合にはWindow
sパソコンやAndroid端末をご利用ください。

3 "Bluetoothとその他のデバイス“が表示されますので、「Bluet
oothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。

①BT-LONGとUART制御機器を接続する
最初のBT-LONGのUART側端子に、UART経由で制御しデータ
通信を行いたいマイコン等の機器を接続します。インターフェイスの電
気的仕様については本書2ページに記載されていますので、必ずこち
らをお読みの上、仕様を逸脱しないよう設計をお願い致します。最初
は、UART-RS232C変換回路などを使ってパソコンと接続してUA
RTコマンド送受信をすると仕組みがわかりやすいです。
②電源の給電
BT-LONGの電源は+3.3Vです。余裕をみて200mA以上は流せ
る電源をご用意下さい。なお電源投入する場合には、必ずBT-LONG
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4 “デバイスを追加する”が表示されるので、「Bluetooth」をクリッ

⑤データ通信を開始しましょう

クします。

デフォルト設定はBT-LONGに電源を投入すると、最初にバナー文
字列が返ります。まずはこの文字列を受信します。

5 デバイスの検索が始まるのでしばらく待ちます。

WRAP THOR AI (x.x.x build xxxx)<cr><LF>
Copyright (c) xxxx-xxxx Bluegiga Technologies
Inc.<cr><LF>
READY.<cr><LF>

リストに“Bluetooth 2 MikroE”が発見されます。

最後の行の"READY.<CR><LF>"の文字列を受信したら各種操作
※発見できない場合にはBT-LONGに正しく電源が供給されて

が可能となります。なお、このバナー文字列を電源投入時に返さない

いるか、パソコン側のBluetooth機能がONになっているかなど
ご確認ください。

ように設定場合は、"SET CONTROL ECHO 0"コマンドで行えま
す。

6 検出された“Bluetooth 2 MikroE”をクリックします。
少し待って“ペアリング済み”と表示されれば接続は完了しました。

リモートデバイスのパソコン側からBT-LONGに接続しましょう。
リモートデバイスのパソコンの仮想COMポートをオープンします。

SPPによって接続が完了するとパソコンには自動的に仮想COM

なお、この際のリモートデバイス側の仮想COMポートのボーレートは
問いません。1200bps～3Mbpsまで（仕様値）で通信が可能です。

ポートが作られます。BT-LONGとの通信にはこの仮想COMポー

実際にはボーレートは9.6kbps～115.2kbps程度の範囲で通信す

トを介することになります。

ることが推奨されます。特にハードウエアフロー制御を行わない場合
にはデータの取りこぼしがないよう低速で通信をします。

COMポート番号を確認してみましょう。
Windowsのコントロールパネルを開いてください。

リモートデバイス

UART有線側

7 表示方法を「大きいアイコン」に設定します。
「デバイスとプリンター」をクリックして開きます。

Bluetooth

8 “未指定”のカテゴリーにある“Bluetooth 2 MikroE”ほ見つけ
てダブルクリックしてプロパティを開きます。

UART

上図は接続参考図です。BT-LONGとBluetoothでペアリングす
るデバイスのことをリモートデバイスと呼びます。BT-LONGのUAR
9 「サービス」タブに移動します。

T信号線側はUSB-UART変換回路等を介してパソコンと接続してい

"Bluetoothサービス”のところに“シリアルポート(SPP)Bluet
ooth Serial Port COMx” と表示されます。下図の場合に

ます。なおリモートデバイスとして使用するパソコンはWindows OS
のものを、タブレットの場合にはAndroid OSのものをご利用くださ

はCOM8になっています。

い。

ここで表示されたCOMポートがBT-LONGと通信できるポート
番号となりますのてで控えておいてください。

リモートデバイスで仮想COMポートを開くとBT-LONGは次の文
字列をUART経由で返し、自動的にデータモードに移行します。

シリアルターミナルソフト等でこのポートを開くことになります。

RING 0 xx:xx:xx:xx:xx:xx 1 RFCOMM
これは、BT-LONGでRINGイベントが発生したことを意味します。
RINGイベントの書式は次の通りです。

リンクIDは、他のコマンドでこのコネクションについて操作をすると
きに指定する番号です。
AddressはBluetooth IDです。リモートデバイスのBluetooth
IDが返ります。
これでパソコンとBT-LONGは上記のCOMポートを介して通信
を行うことができるようになりました。続いてBT-LONGの最も
基本的な設定と基本的な使い方を紹介します。
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このRINGイベントをUART通信で受信した直後からデータモード

下図はエスケープシーケンスの文字列をUARTホスト機器からRB

になります。このRINGイベントの文字列を受信することでUART機

T-1000に送信した時のオシロスコープの波形です。

器側はデータモードに移行したことを把握できます。
ここから先はデータモードですのでリモートデバイスとの間でUAR
T通信のやりとりが可能になります。例えばUARTホスト側で"ABC"
という文字列を送信すれば、リモートデバイスで文字列"ABC"を受信
できます。その逆も同様です。
UART通信が無線化できたことを確認してください。
⑦データ通信を終了しましょう
一度確立したデータモードは、次のいずれかの操作が行われるまで
継続します。次の操作でデータモードは終了します。
コマンドモードに正しく移行するとBT-LONGはREADYイベントを
発生します。"READY."という文字列がBT-LONGから返ります。

・リモートデバイスが仮想COMポートを閉じて接続を切断した場合
・UARTホストからエスケープシークエンス文字を送信した場合

READY.

リモートデバイスで仮想COMポートを閉じると、データモードでの
接続は終了し、BT-LONGは自動的にコマンドモードに移行します。こ
のデータモードが終了するとBT-LONGはUART経由で次の文字列

この文字列を受信できれば、BT-LONGがコマンドモードになったこ
とを確認できます。

を返します。
⑧現在接続しているリンク先を調べて再度データモードに移行する
BT-LONGが現在接続しているリンク先をすべて表示させること

NO CARRIER 0 ERROR 0

ができます。ここで接続されているリンクを表示させることでリンクI
これは、NO CARRIERイベントが発生したことを意味します。この
イベントの発生はデータモードが終了し、BT-LONGがコマンドモード

Dが分かります。そのリンクIDを使うことで希望のリンク先デバイスと
の間でデータモード通信ができます。

に移行したことを意味します。NO CARRIERイベントの書式は次の
通りです。

リンクデバイスをリスト表示させるには"LIST"コマンドを使いま
す。

LIST<cr>

NO CARRIER {ﾘﾝｸID} ERROR {error_code} {message}
リンクIDは終了したデータモードのコネクションIDです。error_cod

戻り値は次の通りです。

eはエラーが無い場合には数字の"0"となります。messageはエラー
についてのメッセージで、エラーが無い場合には省略されます。

LIST {num of connections}

UARTホスト機器は、このNO CARRIERイベントの発生を受信す
ることでBT-LONGがデータモードを終了したことを把握できます。

LIST {link_id} CONNECTED {mode} {blocksize} 0 0
{elapsed_time} {local_msc} {remote_msc} {addr}
{ channel} { direction} { powermode} { role}
{crypt} {buffer} [ERETX]

リモートデバイス側から仮想COMポートを閉じた時は自動的にデ
ータモードが終了します。
UART側の操作でデータモードを意図的に終了させることもでき

最初に現在BT-LONGに接続しているコネクションの数を返しま

ます。BT-LONGではあらかじめ指定したエスケープシーケンスの文
字を3回受信（3バイト受信）した時にデータモードを終了するように

す。続いてリモートデバイスの概要を表示します。引数が多いですが特
に知りたい情報はそのデバイスを示すBluetooth IDと、接続指定

なっています。エスケープ文字はデフォルトでは"+"(2Bh)です。
エスケープシーケンスの文字は、"SET CONTROL ESCAPE"コ

する時に使うリンクIDです。
例えば現在BT-LONGが1台のリモートデバイスと接続を確立して

マンドで変更できます。

いる場合には次のように表示されます。

ただしデータの中には、たまたまエスケープシーケンスの文字が3
つ続いたデータを送信するケースがあるかもしれません。その場合誤

LIST 1
LIST 0 CONNECTED RFCOMM 667 0 0 3332 8d 1
00:xx:xx:xx:xx:xx 1 INCOMING ACTIVE SLAVE
PLAIN 0

作動してしまう可能性があるので、BT-LONGはこのエスケープシー
ケンスの文字3つ（3バイト分）の前後に1秒の無通信時間があった場
合のみエスケープシーケンスの文字として認識します。

ここで分かる主なことは次のような内容です。
＜1秒の無通信時間＞+++＜1秒の無通信時間＞
・現在のコネクション数は1
1秒以内に別のデータがUART経由で到来した場合、BT-LONGはこ
の"+++"文字列をエスケープシーケンスとは見なさず、データモード

・リンクIDが0番のデバイスはRFCOMMによって接続されている
・1回のパケットで送信できるデータサイズは最大で667バイト

を継続します。

・Bluetooth IDは 00:xx:xx:xx:xx:xx
・リンクの方向はインカミングであること
→リンクはリモートデバイスによって初期化された
・パワーモードはActive
→Activeは省電力モードでないことを示す
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・BT-LONGはスレーブデバイスとして登録されている

2台のBT-LONGで通信する

・接続は暗号化されていない
・インカミングデータ用バッファはサイズ0（データ無し）

BT-LONGを2台使用してペアリングすればUART通信を無線化
できます。マイコン同士の通信を無線化などに利用できます。

データモードに移行する場合使うのは最初のリンクIDです。
コマンドモードからデータモードへ移行する場合には、"SELECT"コ
マンドを使用します。SELECTコマンドでデータモードに移行したいリ
ンクIDを指定します。

SELECT {link_id}<cr>
デバイス①

デバイス②

例えば、リンクIDが0のコネクションを指定したい場合には次のよう
にします。

1 接続先のリモートデバイスのBluetooth IDが分からない場合に
はINQUIRYコマンドを使い近傍のBluetoothデバイスを検索し

SELECT 0

ます。もしリモートデバイスのBluetooth IDが分かっている場
合にはこの手順は省くことができます。

これでコマンドモードからデータモードに移行します。

INQUIRY 5<cr>

このようにBT-LONGでは、コマンドモードからデータモードへ逆に
データモードからコマンドモードにそれぞれ移行することが可能です。

近傍にあるデバイスは下記のように表示されます。
・仮想COMポートのオープン(RINGイベント)
・SELECTコマンド

コマンドモード

INQUIRY_PARTIAL xx:xx:xx:xx:xx:xx hhhhhh

2 指定したBluetooth IDに対して接続をするには"CALL"コマン

データモード

ドを使います。このコマンドでは接続先リモートデバイスのBluet
ooth ID、プロファイル、接続モードを指定します。
プロファイルはSPPで、値は1101となります。
接続モードはRFCOMMとします。

・仮想COMポートのクローズ
・エスケープシーケンス

次のようにコマンドを入力してみましょう。
モードの移行はそれぞれ上図のような関係にあります。

CALL xx:xx:xx:xx:xx:xx 1101 RFCOMM
CALL 0
CONNECT 0 RFCOMM 1
xxはリモートデバイスのBluetooth IDです。
接続ができると"CONNECT 0 RFCOMM 1"が返ります。これ
が返れば接続できています。
戻り値CALLのすぐ後ろにある数値はコネクション番号です。番号
は0から割り当てられ、以後接続に対して操作する場合にはこの
値を指定することになります。
リモートデバイス側では外部から接続が要求されて応答した場合
には次のように"RING"イベントが発生します。

RING 0 xx:xx:xx:xx:xx:xx 1 RFCOMM
xxには接続元のBluetooth IDが入ります。
このRINGイベントが発生した後、両デバイスはデータモードに遷
移します。以降シリアルデータは透過的に2台のBT-LONG間でや
りとりができるようになります。
3 接続を切断した場合には一度エスケープシーケンスによってデー
タモードを終了してコマンドモードに移行します。
その上で"CLOSE"コマンドで接続を終了します。
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BT-LONGの主な基本設定

CLOSE 0
NO CARRIER 0 ERROR 0

パスキーの設定や本体デバイス名の変更方法、UART通信速度の
変更、エコー設定などBT-LONGの基本的な設定方法を紹介します。
その他にもBT-LONGには様々な設定がありますが、一般的にはあ
まり使用しないため日本語マニュアルでは紹介していません。その他

CLOSEコマンドの引数はコネクション番号です。コネクション番号
0の接続をクローズするという意味になります。

の設定コマンドについては英語版のマニュアルをご参照下さい。

接続がクローズされると両デバイスともコマンドモードになりま

■コマンドの基本

す。

BT-LONGでは、各種設定を行うコマンドには最初に必ず"SET"が
つきます。更に多くの場合、その次にBluetoothの設定では"BT"
が、本体そのものの設定では"CONTROL"がつきます。
例えばデバイス名の設定は、"SET BT NAME"とというコマンド
になります。なお、表示上スペースのある部分は20hのスペースがあ
ります。
■各種コマンド
ｺﾏﾝﾄﾞ内容
ｺﾏﾝﾄﾞ

デバイス名の変更
SET BT NAME {friendly_name}

引数

friendly_name
デバイス名を256文字以内で指定

応答
発生ｲﾍﾞﾝﾄ

なし
なし

ｺﾏﾝﾄﾞ詳細

デバイス名を変更します。
デバイス名の引数を何も入力しないとデバイス名が空
になり、デバイス検索の時、問題が発生することがあり
ます。
設定後は"RESET"コマンドで本体を再起動してくだ
さい。

ｺﾏﾝﾄﾞ内容

PINコード(パスキー)の変更

ｺﾏﾝﾄﾞ
引数

SET BT AUTH * {pin_code}
pin_code
設定するPINコードを16文字以内で指定します。
これを省略するとPINコードなしでコネクションが確
立するようになります。（デフォルト状態）
セキュリティのためにここに文字列を設定すること
をお奨めします。

応答
発生ｲﾍﾞﾝﾄ

なし
なし

ｺﾏﾝﾄﾞ詳細

PINコードはリモートデバイスと接続を確立する時に
本機とリモートデバイス間での通信に一定のセキュリ
ティを保つ仕組みです。接続時PINコードを入力しな
いと、通信が確立できません。
pin_code引数を省略すると、PINコードの入力なし
で接続が確立できるようになります。

8

ｺﾏﾝﾄﾞ内容

UART通信の通信速度変更

ｺﾏﾝﾄﾞ内容

コマンドエコーの設定

ｺﾏﾝﾄﾞ

SET CONTROL BAUD {baud_rate},8{parit
y}{stop_bits}

ｺﾏﾝﾄﾞ
引数

SET CONTROL ECHO {echo_mask}
echo_mask

引数

baud_rate

ビットマスクでエコーの有効/無効を設定します。

通信速度をbpsで指定します。9600、115200な
ど1200の倍数を指定します。

Bit0

※設定値には注意が必要です。

このビットを1にセットすると起動時のバナー文字
列が有効になります。

parity
パリティの設定。下記のパラメータを指定します。
n
ノンパリティ
e

偶数パリティ

o

奇数パリティ

Bit1
このビットを1にセットするとコマンドモード時に
文字列がエコーバックします。
Bit2

stop_bit
ストップビットを設定します。
1

1ストップビット

2

2ストップビット

このビットを1にセットするとコマンドモード移行
時又はデータモード移行時にイベントが発生して
イベント発生を通知する文字列を返します。
応答

なし

応答

なし

発生ｲﾍﾞﾝﾄ

SYNTAX ERROR

発生ｲﾍﾞﾝﾄ
ｺﾏﾝﾄﾞ詳細

なし
コマンドを実行後、エコー設定が有効の場合には送信

ｺﾏﾝﾄﾞ詳細

ビットマスクとは、該当ビットを0か1にセットすること
です。例えばBit0を0、Bit1を1、Bit2を1に設定する

文字列が返った後、設定した内容が有効になります。

場合、ビットで示すと110となります。これを10進数

工場出荷時の状態では通信速度は115.2kbpsになっ

で表すと6ですので送るコマンドは下記のようになり
ます。

ていますので、9.6kbpsなどに変更する場合には、一
度115.2kbps通信の可能なUARTホスト機器から本

SET CONTROL ECHO 6

コマンドを実行して希望の内容に設定を変更します。

なおこの設定はBit0が0ですので本体起動時のバナ
ー文字列が返されなくなります。

コマンド指定時はカンマ(,)の位置や、数字8が挿入さ
れることに注意してください。例えば通信速度を9.6k

すべてのビットを0にしてしまうと、BT-LONGの状態

bpsに、ノンパリティ、1ストップビットに設定したい場
合には次のように指定します。

を確認することが難しくなります。また、Bit2を0にセ
ットすると、BT-LONGがコマンドモードに移行した

SET CONTROL BAUD 9600,8n1

か、又はデータモードに移行したのかを確認すること
ができなくなります。

本通信速度は、UART通信の速度です。Bluetooth
通信をしているリモートデバイス間との通信速度では
ありません。

初期設定値は111(10進数で7)です。

通信速度の値を間違えてたり、本機で不可能な通信速
度に設定した場合、本機にアクセスできなくなります。
その場合、本機の復旧ができなくなりますので設定に
は十分にご注意ください。設定値の誤りによって使用
が出来なくなった場合、当方でも修理は不可能です。

9

ｺﾏﾝﾄﾞ内容

エスケープシーケンス文字の変更

ｺﾏﾝﾄﾞ

SET CONTROL ESCAPE {esc_char} {dtr_m
ask} {dtr_mode}

ｺﾏﾝﾄﾞ詳細

るコマンドです。通常デバイスが発見されると、INQU
IRY_PARTIALイベントが発生してBluetoothアドレ

引数

esc_char

スを続けて返します。

エスケープシーケンスに設定する文字のASCIIコー
ドを10進値で指定します。10進値で指定すること

検索時間がタイムアップすると、レスポンスが返り発見

に注意してください。デフォルト設定は + なので
43が設定されています。

したデバイスの数と、それに続いてBluetoothアドレ
ス及びデバイスのサポートしているクラスを番号（16

なお、- (45)に設定するとエスケープシーケンスは

進数）で返します。デバイスのクラス番号(CoD)は、Bl

無効になります。

uetoothの仕様書で定められた24ビットの値となり
ます。この値は下記URLのようなサイトで調べること

dtr_mask

が可能です。

BT-LONGでは使用できません。
0に指定してください。

http://www.ampedrftech.com/cod.htm
タイムアウト時間は長いほど多くのデバイスを検出で
きます。一方で短いとほとんどのデバイスを発見でき

dtr_mode
BT-LONGでは使用できません。

ません。適当な値は5～10くらいまでを指定するとよ

0に指定してください。

いでしょう。

応答

なし

発生ｲﾍﾞﾝﾄ
ｺﾏﾝﾄﾞ詳細

SYNTAX ERROR
エスケープシーケンスの使い方は本書の6ページをご
覧下さい。

ｺﾏﾝﾄﾞ内容

本体のソフトウエアリセット（再起動）

ｺﾏﾝﾄﾞ
引数

RESET
なし

応答

なし

発生ｲﾍﾞﾝﾄ
ｺﾏﾝﾄﾞ詳細

なし
本体を再起動します。各種設定コマンドなどで本体を
再起動する時に使えます。

ｺﾏﾝﾄﾞ内容

近傍Bluetoothデバイスの検索

ｺﾏﾝﾄﾞ
引数

INQUIRY {timeout}
timeout
1～48の値で検索タイムアウト時間を指定します。
値は1.28秒単位です。

応答

INQUIRY {num_of_devices}

及び

INQUIRY {addr} {class_of_device}
num_of_devices
見つかったデバイスの数を表示します。
addr
見つかったデバイスのBluetoothアドレス
class_of_device
デバイスのBluetoothクラスを示します
発生ｲﾍﾞﾝﾄ

本機と通信可能な範囲内に存在するデバイスを検索す

INQUIRY_PARTIAL
デバイスが見つかったとき発生します。
INQUIRY_EXTENDED
見つかったデバイスがEIR(Extended Inquiry
Response)をサポートしたBluetooth2.1+ED
Rの時発生します。
↓続きます
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主な仕様
パスキーによる認証とSSP認証について
電源電圧：

DC3.3V（絶対最大定格3.7V）

Bluetoothにはパスキーによる認証と、Bluetooth2.1以降の規
格で策定されたSecure Simple Paring (SSP)という2つのセ

消費電流： （下記参照） 待機時 約4mA
（Vcc=3.3V時）
待機時間欠 約20mA

キュリティシステムがあります。BT-LONGはどちらにも対応してお
り、次のような方法を使うことが推奨されています。

SPPリンク確立時

最大約170mA

SPPリンク確立時

平均約45mA

・Bluetooth2.1以降のデバイスとBT-LONGが通信を行う場合に
はできる限りSSPを使うことが望ましい。

Bluetooth規格

BluetoothVer.2.1+EDR
BluetoothVer.1.xとの互換性有り

無線伝送方式

周波数ホッピング方式
スペクトラム拡散(FS-SS)方式

・Bluetooth2.1より古い仕様のデバイスとBT-LONGが通信する
場合や、意図的にユーザー（開発者）が決めた数字（4桁）をパスキーと
して使用したい場合にはSSP機能を無効にした上で、パスキー設定に
よる認証を使う。

送信周波数範囲 2.4GHz～2.4835GHz

BT-LONGではデフォルトでSSPが有効になっており、BT-LONG

通信範囲

Class1準拠

見通し内通信で約650m

同士で通信をする場合にはこちらを使うことになります。（この場合ユ
ーザーはパスキーなどを入力する必要はありません。）SSPには4つ
の方式があります。

TXパワー/RX受信感度 17dBm/-94dBm

・確認なし(Just Works)
・6桁の認証コードを表示して一致確認 (Numeric Comparison)

周囲動作温度

-40℃～+85℃

UART通信速度

デフォルト設定通信速度

・6桁の認証コードを打ち込むことによる確認 (Passkey Entry)

115200bps

1200bps～3Mbps

・Bluetooth以外の通信による確認 (Out-Of-Band, OOB)
データ形式
BT-LONGではデフォルトでJust WorksになっているためSSP
を使って接続する場合、確認は必要ありません。もしBT-LONG同士

パリティ偶数、奇数又はなし
ストップビット1又は0
データ長8ビット長

での通信やリモートデバイスがBluetooth2.1以前のデバイスの場合
に次のように設定してパスキーによる認証を行います。またリモート
デバイスのBT-LONGにパスキーが設定されている(SET BT AUT

UART電圧レベル

ロジック電圧レベルL Vss-0.4V(min)
ロジック電圧レベルH Vdd+0.4V(max)

Hコマンドによる)場合には次のようにします。
動作環境：
1 ローカルデバイス側のBT-LONGにて、リモートデバイスと同じパ

5℃～60℃

（動作保証範囲）

但し結露無きこと

スキーを設定します。（ローカルのBT-LONGのパスキーをリモー
トデバイスと同じに設定します。）

SET BT AUTH * 1111

外形寸法

57.15mm×25.4mm

法的認証

工事設計認証209-J00231

※ローカルデバイスのパスキーが1111の場合

2 ローカルデバイスのSSPを次のコマンドで無効にします。

※更に詳しい仕様が必要な場合にはWT41-Aのデータシートをご参
照ください。

SET BT SSP 3 0
3 "CALL"コマンドでリモートデバイスと接続します。
パスキーが正しければ通信が確立してデバイスはデータモードに
移行します。
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使用上の注意

製品の技術的なサポートについて

①BT-LONGを使用するに際し、当方は明示的及び潜在的な使用し

本製品はシリコンラブス社製のBluetooth v2.1+EDR対応のW

たことによる危険性や、不確実性については予見することができませ

T41通信モジュールを搭載した製品です。当方では日本語マニュアル

ん。使用する際には、お客様の責任においてこの製品を正しくお使い
いただけますようお願い致します。

をご用意をご用意していますが、本製品はメーカーのリリースしてい
るデータシートや回路図をご覧になって仕組みや回路、プログラム等
が理解できる技術者向けの製品です。

②BT-LONGは、Bluetooth規格に基づきデータ通信を空間伝送で
きるデータ通信モジュールですが、性能及び信頼性は一般的な使用の

通信モジュールWT41uのサポートは当方マイクロテクニカでは行っ

範囲に限定されます。本製品を宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、
交通、各種安全装置、ライフサポート関連の医療機器等のように、特別

ておりません。メーカーの提供するサポートをご利用頂きます。

な品質・信頼性を要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かした

https://www.silabs.com/support

り、人体に危害を及ぼす恐れのある用途向けには使用できません。
公式フォーラムは“Browse the Community"で表示できます。
③BT-LONGでは様々な外的要因、特に使用する周囲の電磁界環境

"wt41u“で検索して記事をお探しください。

によって、性能を仕様どおり発揮できない場合があります。また、場合
によっては正しく動作しない場合や期待した動作をしない場合があり

新規に投稿するためにはユーザー登録が必要です。

ます。本製品を使用することによって生じた、もしくはこれに関連する

サポート担当者に直接コンタクトを取りたい場合には“Contact T

いかなる直接・間接損害、懲罰的損害、その他データの破損や消失等
を含むいかなる損害、損失についても、当方では一切責任を負いかね

echnical Support”の“Request Support”をクリックしてくだ
さい。新規ユーザーの場合には、先にユーザー登録が必要です。

ます。あらかじめご理解とご了承頂けますようお願い致します。

ユーザー登録後にログインして新規にケースを作成して質問事項を送
信できます。

④BT-LONGを使用した製品等を製造させる場合には、様々なフェイ
ルセーフ機能（安全設計）を施して頂き、十分に機器のテストをした上
で運用されますようお願い致します。また、データの損失や予期しな

※言語は英語となります。

い事態に備え、データのバックアップを行って頂けますようお願い致
します。
⑤BT-LONGは電波法に基づく無線設備として技術基準適合証明を
受けています。本製品は日本国内で使用することができます。
⑥輸出に関わる各種証明書、非該当判定書などの発行は行っており
ません。また輸出に関するお問い合わせも承っておりません。
⑦BT-LONGは技適認証をうけた製品ですので、本製品を分解・改造
することは法律で禁止されています。
アンテナを改造したり電波の出力強度を変更することなどは法律で禁
止されています。
⑧BT-LONGは以下の無線局と同じ周波数帯を使用します。
産業、科学、医療用機器・工場の製造ライン等で使用されている移動
体識別用無線局・無線LAN関連製品全般上記の機器や無線局の近く
で本製品を使用すると電波干渉が生じる恐れがあります。特に医療機
器の近くでの使用は、他の機器に影響を与える場合がありますので使
用に際しては十分ご注意下さい。

マイクロテクニカ
〒158-0094

東京都世田谷区玉川1-3-10

TEL: 03-3700-3535
FAX: 03-3700-3548
(C)2021 Microtechnica All rights reserved
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