CLICK-BT-DUAL補足説明書
型番：CLICK-BT-DUAL

REV.1.00

RN-4678の主な特徴
・認証済みのBluetooth4.2 モジュール
・Bluetooth Classic と Bluetooth Low Energy(BLE)のサポート

RN-4678搭載
Bluetoothデュアルモード搭載microBUS Clickボード

・使いやすいASCIIインターフェイス
・Bluetoothスタック内蔵 (GAP, SDP, SPP, GATT)
・使いやすいデータ転送用のUART透過モード

(C)2017

マイクロテクニカ

・制御とステータス表示のための I/O ピン
・ AES128 暗号化

補足説明書
本マニュアルは補足説明書です。RN-4678については代表的な機能

・送信出力 : +2 dBm

の使い方を紹介しています。詳しい使用方法はRN-4678のデータシー

・レシーバ感度 : −90 dBm (Classic)、−92 dBm (BLE)
・−20～+70 ℃の温度レンジ

トをご覧下さい。

・動作電圧 : 3.3～4.2 V
・Bluetooth SIG 認証済み
・日本国内で使用できる工事設計認証番号取得済み

CLICK-BT-DUALのピン配置と機能
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CLICK-BT-DUAL、RN-4678について
CLICK-BT-DUALは、マイクロチップ社製のBluetoothモジュール、
RN-4678を搭載し、使いやすいmikroBUSインターフェース拡張した
ボードです。周辺回路やインジケーター用LEDを実装しているため、非

ピン番号

同期式シリアル通信（UART通信）にて簡単にRN-4678を使って、Blue

1

SW_BTN ソフトウエアボタン（電源制御）
電源投入時Hレベルで本体起動

2

RST_N

リセット（内部プルアップ済）

3

RTS

63ns以上のパルスでリセット
UART信号線-送信要求（フロー制御用出力）

可能です。
モジュールは、Bluetooth SIG認証済み。また日本国内で使うために

4
5

NC
NC

必要な技術基準適合認証（技適）を取得済みです。（工事設計認証番号：

6
7

NC
+3.3V

8
9

GND
GND

tooth機能を実現できます。
RN-4678はBluetooth4.2デュアルモードモジュールです。 従来の
Bluetooth規格であるBluetooth Classic（Bluetooth1.1～3.0)と、Blue

記号

tooth Low Energy (BLE)機能両方を1つのモジュールで使うことが

詳

細

未使用時は必ずCTSピンと接続

202-SMD070）
Bluetooth Classicでは、定評のあるシリアル通信無線化プロファイ

電源3.3V
150mA以上流せる安定化された電源が必要

ル、SPPを搭載しており、リモートデバイスと透過的にUART通信を無
線化できます。デバイス間通信の他、PCやAndroid端末との通信に適し
ています。

電源GND
電源GND

10

NC

BLE通信では、GATTをサポートしており、本デバイス専用の独自サ
ービスとキャラクタリスティック(※1)を使用しBLE通信でありながらリ

11

SDA

I2C信号線-データ線（通常使用しません）
使用する場合には外部でプルアップが必要

モートデバイスと透過的にUART通信を無線化できます。「BLE通信は

12

SCL

難しい」、「特定のデータ通信にしか使えないのでは？」と思われがちで
すが、本モジュールを使用することでUART通信をBLEで簡単に無線化

I2C信号線-クロック線（通常使用しません）
使用する場合には外部でプルアップが必要

13

RXD

UART信号線-受信データ

デバイスとも通信ができます。

14

TXD

入力ピン
UART信号線-送信データ

※1:RN-4678のBLEでは独自サービスと独自キャラクタリスティック
のみの提供で、Bluetooth SIGによって定義されている標準的なサービ

15

CTS

UART信号線-送信可能（フロー制御用入力）
未使用時は必ずRSTピンと接続

スは搭載していません。またユーザーが独自にサービスやキャラクタリ

16

WKUP

ウェイクアップピン（内部プルアップ済）
Lでスリープモードから復帰

できます。BLEでの通信なのでデバイス間通信やAndroid端末の他、iOS

出力ピン

スティックを追加することはできません。
1

■電源について、ソフトウエアボタンについて

Bluetooth Classic通信をする(基本的な使い方)

電源は3.3Vです。最大で約60mA程度流れるため150mA程度まで流
せる電源の使用が推奨されます。詳しい電気的仕様はRN-4678のデ
ータシートをご参照下さい。

RN-4678でBluetooth Classicに搭載のプロファイルSPPを用い
て、UART通信の無線化を行います。通信相手のデバイス（リモートデバ

なお、実測で本機はパルス状に消費電流が変化しています。

イスといいます）は、パソコン(Windows10)として解説しています。
Windowsパソコンとペアリングした後、仮想COMポートを用いてUAR
T通信のデータを透過的に相互通信します。
※本マニュアルでは代表的な使い方を紹介しています。より詳細な設
定をする場合にはRN-4678のデータシートをご覧下さい。
※SPPを用いた通信では、Windowsパソコンの他Android端末などと通
信が可能です。iOSとの通信はできません。
■モジュールの配線

縦軸：消費電流、

横軸：時間

CLICK-BT-DUALを使うための基本的な配線をします．
電源は+3.3Vです。SW_BTNピン(1)は電源と接続しておくことをおす

スイッチング電源やレギュレータを使用する場合には適宜対策をお

すめします。

願い致します。

UART信号線のフロー制御信号、RTS(3)とCTS(15)は必ず短絡させ
てください。（デフォルト設定ではフロー制御が有効になっています。）

RN-4678にはソフトウエアボタンというピンがあり、電源投入時に
は必ずHにした状態で電源を投入する必要があります。このピンがオー
プンであったりLの場合には本機は起動しません。基本的には、3.3V電

UART信号線のTXDとRXD線はUARTホスト機器と接続します。電圧
レベルは0V-3.3Vですので、5V系とは直結できません。パソコンと接

源ラインと接続しておくことが推奨されます。

続する場合には別途USB-UART変換回路(FT232Rなど使用)を用い
てパソコンと接続します。

■UART信号について
RN-4678のデフォルト設定は下記の通りとなっています。

参考回路を下図に示します。マイコンと接続した時の一例です。
※諸条件で回路構成は変わる場合がありますので参考としてご使用く

・通信速度：115.2kbps

ださい。

・データ長：8ビット
・ストップビット：1
・パリティ：なし
・フロー制御：有効
ロジック信号の電圧レベルは0V-3.3V(Vdd)となっています。5V系
とは直結できません。レベル変換が必要です。
デフォルトではフロー制御が有効になっていますので、フロー制御を
UARTホスト機器で行わない場合には必ずRTSピンとCTSピンを短絡
してください。短絡しないと通信できません。
■LEDインジケーターについて
本ボードにはRN-4678の動作状態を表示するLEDが2つ実装され
ています。それぞれ"STAT1"、"STAT2"となっています。（シルク参照）
ステータス表示は次の通りとなります。
STAT1
H

STAT2
ステータス
H
シャットダウン状態

H

L

アクセス状態

L
L

H
L

リンク確立（UARTデータ送信なし）
リンク確立（UARTデータ送信中）

■LEDの確認
電源を投入すると、STAT1とSTAT2のいずれか一方だけが点灯した
状態が正しい状態です。両方のLEDが点灯している場合にはRN-467

※Hは点灯、Lは消灯

8が起動していませんので、1ピンのSW_BTNピンが正しく3.3Vと接続
されているか、RTSピン(3)とCTSピン(15)が短絡しているかなど配線

両方のLEDが点灯している場合には、RN-4678は動作していない

を確認してください。

状態です。主にソフトウエアボタンピンがLレベルの状態で電源を投入
したりすると、その状態となります。両方のLEDが点灯している時は、各

上記を確認しても起動が確認できない場合には16ピンのWKUPピ
ンをGNDと接続して(WakeUpさせます)再度電源の投入をして確認して

種機能は動作しないので、配線を確認してください。

ください。
※ボード上の"PWR"というLEDは原則電源投入では点灯しません。

2

■UART通信の準備

機を制御するための「コマンド」として扱うモードです。このモードが実

UART通信の準備をします。最初はできる限りパソコンと接続してコ

行されている時にはUART信号はすべて「本機の設定や制御をするデ

マンドが確かに送られていることなどを確認してください。マイコンの
場合にはUART通信部分をプログラムして動作させることになります

ータ」として扱われリモートデバイスへ送信されることはありません。

が、そのプログラム自体が正しく動作していないことがあり、動作が思

これら2つのモードはそれぞれ遷移することができます。データモー

い通りにならない時、解決を困難にします。

ド実行中に"$$$"(24h 24h 24h)の3バイトのデータをUART通信で
受信するとRN-4678はコマンドモードに遷移します。なお"$$$"はCR
で終端しません。CRで終端してしまうとモード遷移しませんのでご注意
ください。データモードからコマンドモードに遷移できると"CMD>"(CR

シリアル通信ではオシロでの波形確認は必須！？

で終端されていません)が本機から返りますのでこれを必ず確認してく
お問い合わせで「マイコンからUART信号を送っても何も反応がない
・・UART信号は正しく出ているはず・・」というものがあります。

ださい。
コマンドモードからデータモードに移行する場合には、"---<cr>"
(2Dh 2Dh 2Dh 0Dh)の4バイトを本機に入力します。この時はCRで

そういった場合、面倒でもまず「USB-UART変換回路を使って先ず
はパソコンと接続してパソコンからシリアルターミナルでコマンドを

終端する必要がありますのでご注意ください。コマンドモードが終了し
たことを通知する"END<CR><LF>"が返ります。

送って試してください」とお願いしています。
するとあっさり「できました。」というケースがよくあります。

なおコマンドモード実行時にはシリアルコマンドについて次の決まり
があります。

マイコンの場合UART通信はプログラムしなければ動きません。その
プログラムが正しく動作している保証はありません。「このプログラ

①シリアルコマンドは必ずキャリッジリターン(0Dh)で終端します。

ムは実績があるから動いているはず」と思い込みで確認すると問題

CRがないとコマンドの最後であると認識しないためいつまでもコマン

解決に思わぬ時間を取られてしまうことがあります。

ドが実行されません。必ずコマンドはCRで終端するようにします。

こういったケースでは本来UART信号のRXD、TXD信号はオシロスコ

②RN-4678は処理が正しく完了した場合などに、ACKを返します。

ープで波形を観察することが必須です。パソコンと接続するケースで
さえ、正しくパソコンから送信されたデータがモジュールに届いてい

このACKは"AOK<CR><LF>"という5バイトのデータです。
設定コマンド等を実行した場合には、このACKを必ず確認するようにし

ることは波形を見るまでは証明できません。

ます。また、正しくない場合には"ERRx<CR><LF>"が返ります。"x"は
エラーに応じた数字です。

オシロスコープには（ロジックアナライザでも可）シリアル信号の解
析機能が付いているタイプが販売されています。ぜひシリアル通信の
アプリケーションを作るのであれば一台お手元に置いて、波形を確

エラー番号
ERR1
コマンド構文エラー

認しながら動作確認することをおすすめします。

パソコンからデータの送受信をする場合には、CoolTermというフリ
ーソフトが便利です。下記のサイトでご紹介していますので、ぜひパソコ

詳

細

ERR2

パラメータのフォーマット又は指定範囲のエラー

ERR3
ERR4

現在の動作状態ではこのコマンドは実行できない
現在の設定状態ではこのコマンドは実行できない

■Bluetooth接続に関する2つのモード

ンにインストールしてお使いください。

RN-4678には、コマンド"SM"を使って設定できる2つの接続に関す
る動作モードがあります。

http://www.microtechnica.tv/faq/faq.cgi?kate=konw&faq=17
・デフォルトモード(SM,0) - 既定のモードです。このモードでは、他のB
シリアル通信の設定は次のように行ってください。

luetoothデバイスがこのモジュールを検出し、このモジュールに接続で
きます。このモードでは、アウトバウンド接続を開始できます。

・通信速度：115.2kbps
・データ長：8ビット

・ペアリングモード(SM,6) - モジュールは、本体に記録されたアドレス

・ストップビット：1

と一致するリモートアドレスをもつデバイスに接続します。このモードで

・パリティ：なし
・フロー制御：有効

は予め"SR"コマンドでリモートデバイスのアドレス値を本体に登録して
おく必要があります。

■コマンドモードとデータモード
RN-4678には2つのモードがあります。

※接続相手が必ず決まっているような特別な環境ではペアリングモー
ドが便利ですが、不特定のデバイスと通信したい場合や、パソコンから

1つは「データモード」で、UART通信のデータをBluetooth Classic又

接続する場合などはデフォルトモードを使用します。

はBLE経由で遠隔地のデバイス（リモートデバイス）と透過的にやりと
りします。UART通信として本機に入力されたのデータは全てリモート
デバイスに送られますし、リモートデバイスから送られてきた全てのデ
ータはUARTで出力します。Bluetooth Classicで接続したの場合にはS
PPを使います。BLEの場合には、RN-4678が持っている独自サービス
を使ってシリアル通信を実現します。このモードではUART信号はすべ
て「リモートデバイスとやりとりする通信するデータ」として扱われるた
めUART信号を本体の設定などとして使用できません。
2つ目は「コマンドモード」で、UART通信のデータは本機の設定や本
3

■Bluetoothセキュリティモード

3 正しくコマンドモードに移行すると、"CMD>"が本機から返ります。

RN4678は、4つのセキュリティモードをサポートしています。
各セキュリティモードでは、暗号化と認証の方法が異なります。セキュ
リティモードの定義は以下の通りです。

4 最初に本体を工場出荷時の状態に一度リセットします。
"SF,1"を送信します．正しく完了すると，"AOK<CR><LF>CMD>"が
返ります。

. セキュリティ モード1: パスキー確認
. セキュリティ モード2: 確認なし(Just Works)

※コマンドの最後はCR(0Dh)で終端してください。CRは省略して記

. セキュリティ モード3: パスキー入力
. セキュリティ モード4: レガシーPIN コード

載します。
5 本機を再起動します。"R,1"を送信します。再起動が実行されると次

Bluetooth Classicでは、全てのセキュリティモードをサポートします。
BLEでは、セキュリティモード1～3のみをサポートします。

の文字列が返ります。
Rebooting<CR><LF>

セキュリティモード1及び3では、ランダムな6桁のセキュリティPINが
生成されて、接続の一方のデバイスに表示され、もう一方のデバイスに

%REBOOT%

そのセキュリティPINを入力する（もしくは確認する）必要があります。
モード2の場合、PINコードの確認はありません。すぐに接続できます

6 リブート後は再度データモードになっていますので、"$$$"でコマン
ドモードに移行させます。

が、不特定のデバイスと接続される可能性があります。

コマンドモードになったら、ペアリング要求なしでリモートデバイス

モード4は、通信相手がRN4678の場合に使います。

と接続しますので、"SA,2"本機に送信します。
正しく実行されると"AOK<CR><LF>CMD>"が戻ります。

■WindowsパソコンとSPPで通信する
本機とWindowsパソコンをペアリングし、SPPでシリアル通信を無線
化する方法をご紹介します。

7 再度"R,1"でリブートさせます。
これで接続の準備が整いました。なお、ここまでの一連の作業は本

パソコンには仮想COMポートが作られ、シリアルターミナルソフトか

体の「リセット→リブート→セキュリティモードの設定→リブート」設

らはその仮想COMポートにアクセスすることで、本機のUARTと通信が
可能となります。SPPをサポートするデバイスと接続する場合には最も

定でした。もし本体が予め設定されていれば（すでに以前にこの設
定をしたのであれば）ここまでの手順は省けます。

簡単な通信方法です。
ではリモートデバイスと接続します。
※本書ではWindows10 Creators Updateのパソコンを前提にしてい
ます。それ以外のWindowsでは画面例が異なる場合があります。適宜お
使いのOSのバージョンに合わせてお読みください。

8 Windows10パソコンで「設定」→「デバイス」を開きます。

※CLICK-BT-DUALのUART側はUSB-UART変換によってパソコン
と接続されており、シリアルコマンドをパソコンから送受信できる状態
であるとします。また、CLICK-BT-DUALとBluetoothで接続されるリ
モートデバイスは、Bluetooth通信機能搭載のWindows10 Creators U
pdateパソコンとして解説します。

Bluetoothが「オン」状態になっていることを確認して、「Bluetoothま
たはその他のデバイスを追加する」ボタンを押します。

Bluetooth

UART TX,RX

9 「デバイスを追加する」ダイアログが表示されますので、「Bluetoot
h」をクリックします。

リモートデバイス側PC
1 CLICK-BT-DUALのLEDがSTAT2のみ点灯していることを確認し
ます。両方LEDが点灯している場合には配線を確認してください。
2 最初に本機をコマンドモードに移行させます。電源投入時はデータ
モードになっています。
UART通信で本機に "$$$" (24hを3つ)送信してください。
※"$$$"の3バイトのみです。CRで終端しないでください。

4

10 Bluetoothデバイスの検索が始まります。

12 通常は、「未指定」の項目に「Dual_SPP」という名前でデバイスが登

CLICK-BT-DUALは"Dual_SPP"という名称で検出されます。

録されていますので、これをダブルクリックしてプロパティーを表示
させます。

"Dual_SPP"をクリックします。

13 「サービス」タブに移動します。
「Bluetoothサービス」の枠内に「シリアルポート(SPP)」と表示され
ておりその右側に "COMx" として番号が表示されます。

「接続試行中」と表示された後、自動的にドライバー等がインストー
ルされます。
「ペアリング済み」と表示されれば接続完了です。

下図の例ではCOM4となっています。

以後、リモートデバイスではこのポートにアクセスすることで、本機
のUART側と通信できるようになります。
なお、接続が実行されると本機のUART側からは次のような文字列
が出力されます。

※このCOM番号はWindowsが自動的に空いているリソースを割り
当てたもので、COM番号をユーザーが予め指定することはできませ

%CONNECT,xxxxxxxxxxxx%%BONDED%%DISCONN%

ん。強制的に変更することは可能ですが、その場合にはリソースの
競合が起こらないように注意してください。

※"x"はリモートデバイスのBluetooth IDです。

COM番号が大きすぎる場合(例えばCOM40など)には、様々な仮想
COMポートが作られ過ぎていますので、一度不要なCOMポートは削
除するなど整理することをお勧めします。

11 RN-4678では本体の動作状態を逐次UARTから出力します。この
時の文字列は「拡張ステータス」と呼ばれ、必ず"%"から始まって"%"
で締めくくられます。
拡張ステータスの文字列は無線化したUARTの実データではありま

14 ではリモートデバイス側で、上記のポートをシリアルターミナルで開
いてみましょう。

せんのでUARTホスト機器側ではそれを識別する必要があります。
その際にこの"%"を検出して、"%～%"までの区間は拡張ステータス

正しく仮想COMポートが開けると次のような文字列がUART側から
出力されます。

であると識別するようにします。
%CONNECT,xxxxxxxxxxxx%%RFCOMM_OPEN%
なおこの拡張ステータスの先頭と最後の文字はSOコマンドで別の
ものに変更も可能です。

同時に本体の"STAT1"及び"STAT2"の両方のLEDが消灯します。

ペアリングが完了したら、リモートデバイスが本機と通信できる仮

この状態から透過的通信が可能となります。

想COMポートとして何番を割り当てたのか確認してみます。

相互に有線で接続しているのと同じように通信シリアル通信のやり
とりができます。

Windowsのコントロールパネルを表示させます。
その中に「デバイスとプリンター」という項目がありますので開きま
す。

リモートデバイス側で仮想COMポートを閉じると「%RFCOMM_CL
OSE%」という文字列が返ります。

※表示されない場合には「表
示方法」を「大きいアイコン」と

※リモートデバイス側で、仮想COMポートがシリアルターミナルで
開けない場合（シリアルターミナルがタイムアップするなど）には、

して設定してください。

一度パソコンを再起動してみてください。
それでも開けない場合には一度、Bluetoothの設定でペアリング済
みの"Dual_SPP"を削除して再度ペアリングを実行してから、上記
の操作をやり直してみてください。
※当方ではリモートデバイスとして、WIndows10 Creators Update
の他、Windows7, 8.1, 10でも正しく動作することを確認していま
す。
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Bluetooth LE(BLE)通信をする

5つのキャラクタリスティックのうち実際に送信データ(TX)、受信デ

～iOSとの通信～

ータ(RX)として使うのは次のキャラクタリスティックです。。
RN-4678はBluetooth ClassicとBluetooth Low Energy(BLE)の
0x49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616

両方を使うことができます。
一般的にBluetooth Classicのシリアルポートプロファイル(SPP)は
シリアル通信をBluetoothで無線化するのに最適でRN-4678や当方

ここでは実際の使用例をiOS(iPad)を用いてご紹介します。iOS側に
は"BLE Scanner"というアプリを使います。BLE通信が簡単にできる

で販売しているBluetoothモジュールRBT-001などを使うことで、Blue

他、解析機能などもありますのでお奨めです。App Storeからダウンロ
ードできますのでダウンロードしてご使用ください。

toothを意識することなくUART信号のやりとりを無線化できます。
一方、BLEはとにかく省電力化に注力した通信規格で、必要なときに
必要なデータのみを最低限やりとりする仕様になっています。通常はシ

1 本書4ページの手順1～7を実行して、RN-4678の状態を初期化し
ておきます。

リアル通信(UART)を無線化して有線の代替にするというよりはセンサ
ーからのごく僅かなデータを、やりとりするようなアプリケーションに
向いています。実際BLEでは、SPPのように簡単にUART信号を無線化

※コマンドは、本体がコマンドモードでないと受け付けないことに
ご注意ください。"R,1"による再起動後や電源投入直後はデータモ

できる仕組みが用意されているわけではなく、キャラクタリスティック

ードになっていますので、"$$$"による移行が必要です。

という「ある種のレジスタ」に対して値を書いて、その値を読むことで通
信が行われます。

2 iOSで"BLE Scanner"を起動させます。

値が変化した時だけ、ノティフィケーションという"通知"を読み取り
側に伝えて、データをその時にのみ読むことでデータ変化のない時に
発生する無駄な通信を少なくして省電力化を実現しています。

3 アプリでスキャンされると、本機が"Dual_SPP"として検出されるの
で"Connect"タップします。

RN-4678ではBLEを使っても、Bluetooth ClassicのSPPと同じよ
うにUART通信を透過的に無線で送受信できる特別な機能を搭載して
います。ここではBLEを使ったUART透過モードの使用方法を解説しま
す。

BLEによるUART透過モードは必要か？
Bluetooth ClassicのSPPが使えれば、UART通信の無線化が容易
にできるので、わざわざBLEで同じような機能をやらなくても・・・と

接続されると下記のような文字列が返ります。

思われがちですが、実はBluetooth ClassicのSPPはApple社のiOS

%LCONNECT,xxxxxxxxxxxx,1%%LSECURED%%LBONDED%

では使えないのです。iOSを搭載するiPadやiPhoneは仕様上SPPを
搭載していますが、開発者サイドからは機能が隠蔽されており、SPP

※状況により戻る文字列は違う場合があります。

による通信を手軽に使えません。iOS搭載のデバイスとシリアル通信
をやりとりする場合にはBLEが必須です。RN-4678のBLEによるU
ART透過モードを使えば、iOSともシリアル通信が簡単にできるよう

※iOS側から接続しようとした時に、UART側から"ERR_LSEC"と
いう文字列が含まれて接続できない場合には、iOS側との間でセキ

になるメリットがあります。
なお、最近のWindows機器やAndroid端末でBluetooth通信機能が

ュリティの問題が発生しています。
その場合には、一度iOS側の「設定」をタップして「Bluetooth」の項
目に行き、ペアリング一覧に表示されている「Dual_SPP」の右側に

付いているものは、ほとんどがBluetooth ClassicのSPP及びBLEに

表示されている "!" マークをタップして「このデバイスの登録を削

対応しているのでどちらの方法でも通信が可能です。（もちろん通信
するアプリケーションは異なりますが・・。）

除」をタップし、本機の登録を削除した上で、再度"BLE Scanner"か
ら接続を行ってください。
4 "BLE Scanner"で詳細が表示されたら、"SERVICES"の所にある

■BLEでUART透過モードを使う場合の基本

「CUSTOM SERVICE 49535343-FE7D-4AE5-8FA9-9FAF

RN-4678ではBLEでUART透過モードを実現するために特別なサ

D205E455」をタップします。

ービスとキャラクタリスティックを使います。
・サービスUUID
0x49535343-FE7D-4AE5-8FA9-9FAFD205E455
・キャラクタリスティックUUID
0x49535343-6DAA-4D02-ABF6-19569ACA69FE

(R/W)

0x49535343-ACA3-481C-91EC-D85E28A60318

(W/N)

0x49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616
0x49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3

(N)
(W)

0x49535343-026E-3A9B-954C-97DAEF17E26E

(W/N)

※R=Read, W=Write, N=Notify
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5 このサービスに含まれるキャラクタリスティックの一覧が表示され

自作のアプリを作る場合には、このサービスとキャラクタリスティッ

ます。

ク介して、データを読み書きすることで、UART通信を透過的に送受
信することができます。

まずiOS側からデータを送信して、CLICK-BT-DUALのUARTから
そのデータが出力されることを確認します。

※なお、本書では本機でBLE通信による透過的なUART通信の仕組

iOS側からの送信、すなわちTXとなるのでキャラクタリスティック

みを確認するため、汎用的なBLE通信アプリを使ってその仕組みを
確認しながら操作しましたが、マイクロチップ社から"Bluetooth S

「49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616」のとこ
ろにある"Write,Read,Notify,Indicate,WriteWithoutResponse"とい

mart Data"というアプリがリリースされており、App Storeダウン
ロードできます。

う水色の文字をタップします。"という水色の文字をタップします。

このアプリでは、このマニュアルで解説したようなサービス、キャラ
クタリスティックの詳細は隠されており、通常のシリアルターミナル
のように通信ができるようになっています。
キャラクタリスティックに値を書き込む、読み込むという操作をせ
ずにBLEでUARTがあたかも通過的に通信しているように操作でき
るので便利です。
一連の動作と仕組みを汎用的なアプリで体験したらぜひこのアプ
リで簡単な操作を実感してください。

6 "Write Value"という水色の文字列をタップします。
送信したい文字列又は値が入力できるダイアログが表示されます
ので、"Text"側をタップして選択します。

7 ここではテストとして "Hello World" と入力して、Writeボタンをタ
ップしてみましょう。
CLICK-BT-DUALのUARTから"Hello World"という文字列が出力
されたことを確認してください。
このようにしてiOS側からはデータを送信することができます。
では、反対にCLICK-BT-DUAL側からデータをiOS側に送信してみ
ましょう。
8 CLICK-BT-DUALのUART RXピンに文字列を入力します。
ここでは例として "1234567890"

という文字列を本機のUART

に送信してみてください。
すると、"READ VALUE"の所に今送信した値が表示されていること
が確認できます。

※表示されている値は、"0x"が付いていることから分かるとおり16
進数(ASCII)で表示されています。文字1はASCIIコードで31hです。
このように値を受信することが可能です。
なお、NotifyをOFFにすると受信できなくなります。
7

3 続いて"F"コマンドで自機の近傍にある通信可能なデバイスを検出

2つのCLICK-BT-DUALで通信をする

するインクアイリーを行います。両方のデバイスで"F"コマンドを実
行してみてください。検出は約20秒です。（この時間は設定変更でき
ます。）

これまでの例では、主に本機のリモートデバイスとしてパソコン及びi
OSデバイスを取り上げしましたが、最後に2つのCLICK-BT-DUALを
使って、デバイス間で通信する方法を解説します。
通信はBLEを使って行い、UART信号を透過的に無線化します。

%xxxxxxxx,,001F00,%
%END_INQ%CMD>
上記のような文字列が返り相手方デバイスのBluetooth IDが表示
させていれば通信はお互いにできるということがわかります。
4 接続は"C"コマンドで行います。どちらか一方のデバイスから接続を
開始できます。接続が行われて通信ができるようになると、自動的

UART(TX,RX)

にコマンドモードからデータモードに移行します。
次のように接続先を指定して接続します。

UART(TX,RX)
Bluetooth

C,xxxxxxxxxxxx
CLICK-BT-DUALはBluetooth ClassicとBLEの両方が使用できま
xxxxxxxxxxxxには接続したい相手先機器のBluetooth IDを指定し
ます。

す。2つのデバイス同士の通信においても、両方利用することができま
す。

実行すると、"Trying"と表示され、接続されると次のように文字列が
※なお、どちらを使っても消費電流にほとんど差はありません。

それぞれのデバイスでUARTから出力されます。

■Bluetooth ClassicのSPPを使って通信する場合
2つのCLICK-BT-DUALをBluetooth ClassicのSPPを使ってシリア

%CONNECT,xxxxxxxxxxxx%%RFCOMM_OPEN%

ル通信させます。通信するデバイスのBluetooth IDを指定して、通信を

xx・・・部分には接続した相手先デバイスのBluetooth IDが入りま

開始するだけの一番簡単な方法です。

す。

それぞれのCLICK-BT-DUALを正しく起動させ、ボード上のLEDが
1つだけ(STAT2のみ)点灯していることを確認します。それぞれのデバ

このメッセージ完了から自動的に両デバイスはデータモードに移行
しています。よって、UART通信の内容は透過的に相手先デバイスと
やりとりされます。

イスでUART通信が正しくできることを確認しておきます。

5 通信を切断したい場合には、コマンドモードに移行する必要があり
ます。どちらかのデバイスで、"$$$"を実行してください。

1 最初に自機のBluetooth IDを確認しておく必要があります。
CLICL-BT-DUAL同士の通信を行う場合には、それぞれ接続相手
先Bluetooth IDの指定が必要となるためです。

コマンドモードに移行した次のコマンドを実行します。

本体を起動したら、"$$$"にてコマンドモードに移行します。
続いて、"SF,1"で初期化、続いて"R,1"で本体を再起動してください。

"K,1"

%REBOOT%が返ったら、再度"$$$"でコマンドモードにしておきま

実行されると直ちに接続は切断されて、次の文字列が返ります。

す。
%RFCOMM_CLOSE%%DISCONN%
2 "D"コマンドを送信します。
CLICK-BT-DUALは現在の設定状態を下記のように返します。

切断されても、切断された側のデバイスはコマンドモードには自動
的に移行しませんので必要に応じて"$$$"でコマンドモードに移行

BTA=xxxxxxxxxxxx

させます。

BTName=Dual_SPP
Authen=2

※データモード実行中で、データ通信をしている時でもそのデータ
内に"$$$"の3バイトが含まれればRN-4678は自動的にコマンド

CfgChar=$
StatStr=%,%

モードに移行してしまいます。
もし、リモートデバイスとの通信内容に$$$という文字列が含まれ

DevClass=001F00

る可能性がある場合には、この文字列を"S$"コマンドで変更できま

TxPower=3
Rem=NONE SET

す。詳しくはRN-4678のユーザーズガイドを参照ください。

CMD>
ここで記録しておくのは、一番最初の"BTA"の項目です。ここに表示
された12文字が自機のBluetooth IDとなります。
2つのデバイスそれぞれのBluetooth IDを控えておきましょう。
※マニュアルによってはBluetooth Addressと表示されている場合
もあります。
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■BLEを使って通信する場合

5 リモートデバイスのアドレスが分かりましたので、

本機が搭載している、Bluetooth LEの独自サービスを利用すること

"C"コマンドで接続を行います。

で、透過的なUART通信をBLEで行うことができます。本書では固定化
されているBluetooth ID(パブリックアドレスといいます)を用いてリモ

次のように接続先を指定して接続します。

ートデバイスに接続するのではなく、その都度生成されるランダムなID

C,1,xxxxxxxxxxxx

（プライベートアドレスといいます）を用いて接続する方法を紹介しま
す。

Cの直後の引数"1"は、プライベートアドレスでの指定を意味します。

それぞれのCLICK-BT-DUALを正しく起動させ、ボード上のLEDが
1つだけ(STAT2のみ)点灯していることを確認します。それぞれのデバ

xxxxxxxxxxxxには接続したい相手先機器のBluetooth IDを指定し
ます。

イスでUART通信が正しくできることを確認しておきます。

実行すると、"Trying"と表示され、接続されると次のように文字列が
それぞれのデバイスでUARTから出力されます。
%LCONNECT,xxxxxxxxxxxx,1%
xx・・・部分には接続した相手先デバイスのBluetooth IDが入りま
す。
6 BLEの場合には、この時点では相互のデバイスは接続されました

UART(TX,RX)

UART(TX,RX)
デバイスA

が、セキュアなボンディングはされていません。
2つのデバイスでボンディングするには、"B"コマンドを実行する必

デバイスB

要があります。

1 本体を起動したら、"$$$"にてコマンドモードに移行します。

B

続いて、"SF,1"で初期化、続いて"R,1"で本体を再起動してください。
%REBOOT%が返ったら、再度"$$$"でコマンドモードにしておきま
す。

片方のデバイスで、"B"コマンドを実行してください。
実行後、実行したデバイスでは"AOK"が、もう一方のリモートデバイ
スでは、次の文字列が返ります。

2 続いて、どちらか一方のCLICK-BT-DUAL側(本書では例として上
図のデバイスAとします)で、プライベートアドレスを生成します。こ

%LSECURED%%LSTREAM_OPEN%

のアドレスはランダムに作られます。
次のコマンドを実行します。

このメッセージ完了から自動的に両デバイスはデータモードに移行
しています。UART通信の内容は透過的に相手先デバイスとやりと

&R

りされます。

すぐに生成されたアドレスが戻ります。

7 通信を切断したい場合には、コマンドモードに移行する必要があり
ます。どちらかのデバイスで、"$$$"を実行してください。

3 続いて、もう一方のデバイス（デバイスB）で手順2でプライベートア

コマンドモードに移行した次のコマンドを実行します。

ドレスを生成したデバイスを検出させます。
次のコマンドを実行します。

"K,1"

F,5

実行されると直ちに接続は切断されて、次の文字列が返ります。

4 約20秒間、近傍のBLEデバイスを検索します。
デバイスAが検出されます。戻り値は次のようになっています。

%DISCONN%
切断されても、切断された側のデバイスはコマンドモードには自動

zzzzzzzzzzzz,1,CB,Brcst:yyy.......yyyy
xxxxxxxxxxxx,1,Dual-SPP,BA

的に移行しませんので必要に応じて"$$$"でコマンドモードに移行
させます。

%END_SCN%CMD>
この戻り値のうち、"Dual-SPP"となっている xxxxxxxxxxxx の方

※データモード実行中で、データ通信をしている時でもそのデータ
内に"$$$"の3バイトが含まれればRN-4678は自動的にコマンド

が、リモートデバイスのアドレスです。（デバイスAのアドレス）

モードに移行してしまいます。

先ほど手順2で生成した時に戻ったアドレス値と比べてみてくださ
い。同じ値であることが確認できます。

もし、リモートデバイスとの通信内容に$$$という文字列が含まれ
る可能性がある場合には、この文字列を"S$"コマンドで変更できま
す。詳しくはRN-4678のユーザーズガイドを参照ください。

※Brcstに続く値はアドバタイジングパケットです。
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本製品の技術的なサポートについて

【参考資料】Bluetooth Low Energy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マイクチッ

■BLEとは？

プ社が直接行います。

Bluetooth Low Energy(BLEと記載)は，その名の通り低消費電力

本製品はマイクロチップ社のBLEモジュールRN-4678のピンピッ
チを変更した製品で基本的な機能、仕様はRN-4678の仕様及び取り

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

扱い方法に準じます。

として作られました．Ver4.0となっています．

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。

Bluetooth Smartというロゴが着いた物は，BLEのみの使用が可能で
従来のBluetooth機器との通信はできません．しかし，Bluetooth Smart

技術サポートは英文となります。日本語補足マニュアル及びFAQに
つきましては当方のサイトより最新の情報をご提供致します。

Readyというロゴの付いたものはBLEによる省電力通信と共に，従来の
Bluetooth機器との接続も可能になっています．

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す。マニュアル、データシート、ユー
ザーズガイドに既に記載されている内容などについては回答が得られ

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
ません．スマートフォンをターゲットに据えている点が大きな特長です．A

ない場合がございます．

ndroid端末もiOSの端末もBLEを搭載しているものがほとんどで，連携

http://www.microchip.co.jp/support/tech-help.php

した機器を作りやすいという特長があります．
また1対1の通信だけでなく，複数の端末にブロードキャストして一斉
配信するようなこともできます．
BLEはあまり大量のデータを，高速で伝送するような使い方には不
向きです．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

上記サイトから「お問い合わせ項目」のプルダウンで「USB， LIN， BT，
PC周辺」を選択してください。「USサイト」のリンクをクリックしてUS
サイトに移動します。

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
たりです．「近距離」で「通信速度は遅く」「通信距離が短く」てもよいが

検索ボックスに「How to submit a technical support case?」と入

「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

力して「Search」を押して検索します。検索結果から「How to submit a
technical support case?」というリンクをクリックします。登録方法

使うのがBLEです．

並びに質問方法が記載されていますので，手順に従って質問します。
■BLEの最も基礎的な知識と通信手順
なおシリアル通信関係のご質問の場合には必ず本製品とUARTホス
【セントラルとペリフェラル】

ト機器が通信している波形データの内容をオシロスコープやロジック
アナライザで観察したデータが必要です。通信しているTx及びRx信号

BLEでは通信する際の役割分担が明確になっています．一方は「セン
トラル」，もう片方は「ペリフェラル」です．

のオシロスコープ画像を必ずご用意ください。それがない場合、信号が

セントラルは，名前の通りで中央側です．ペリフェラルは周辺側です．こ

正しく入力されているかどうかを判断できないためサポートを受けら
れないことがあります。

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「セントラル側」はパソコンやスマートフォンになります．
一方で，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

なおご質問事項はできるだけ簡潔にして頂き使用環境や接続状況、

ーなどは「ペリフェラル側」になります．

エラーコードの内容などは具体的にお書き下さい。その状況を図にし
たり、シリアルターミナルのコマンドログを添付してください。また、オシ
ロスコープで観察したTX、RX信号の波形を添付してください。

【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
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

当方では最新のFAQを下記サイトで公開しております。よくあるご質
問はFAQにまとめておりますので予めこちらもご確認頂けますようお

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．そのたのBL
Eのすべてのサービスは，GATT(Generic ATTribute Profile)に基づいて

願い致します。

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．

http://www.microtechnica.tv/faq/faq.cgi

Device Information
Service

Battery Service

Characteristic
Characteristic
Characteristic
Characteristic

では実際のデータのやりとりはというと，このキャラクタリスティック
に対して値を書いたり，その値を読んだりすることで行われます．
「データを送信する」という従来のBluetooth通信の感覚より，「キャラク
タリスティックにデータを書き込む」→「その結果データが送信される」
という感じになります．
どんなサービスがあって，その中にどんなキャラク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 SIGによって標準的
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なものが定義されています．また，互換性について問わなければユーザ

⑤プロファイル情報の送信（ペリフェラル→セントラル）

ーが独自に定義を作ることもできます．

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
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

【ノティファイで通知を受け取る】
なお，このキャラクタリスティックが書き換えられて，値が変更された

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

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．デ
ータが変化するかを常に監視しておくのでは省電力なプログラムを作

セントラルに送る装置なのか」ということを定義します．
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

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を終え，ノ

た場合，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物の

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ることでB

中から使用することが望ましいと言えます．

LE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．

⑥データ要求（セントラル→ペリフェラル）

【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

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
データを送ります．

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
使います．UUIDは，Universally Unique IDentifierの略で，16バイトの値

⑦データ送信（ペリフェラル→セントラル）

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．

です．しかし16バイトはデータとして長く，省電力化という意味でも相応

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．

しくないので，実際には短縮した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言うと，

なおここで大切なことは，その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があらかじめ決められていると
いう点です．この番号のことをUUID(ユニバーサル固有識別番号)とい

xxxxxxxx-0000-1000-00805F9B34FB

い，Bluetooth規格の中で「このデータはこの番号！」というように決めら
れています．通常は16ビット長です．

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

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

うことです．xxxxxxxxは4バイト版の時，2バイト版の時は，0000xxxxとな
ります．なお，なぜわざわざ16バイトのUUIDを紹介するのかというと，4

と違い，ちょっとBLEを分かりにくくしている部分です．

バイト版や2バイト版はBluetooth SIGであらかじめ定義されたものを
使う場合のみ使えるためです．SIGで定義されていないオリジナルのUUI

⑧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

Dを作る場合には，必ず16バイトのUUIDを使わなければいけないこと

の流れは終了です．

になっています．この16バイトのUUIDは，UUID generatorという公開さ
れているツールで生成することができます．

なお，①～⑧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

※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
ます．

実行するもので，ペリフェラルが一方的にアドバタイジングをするだけ
の使い方をします．アドバタイジングにデータを入れておき，それを一方

【BLEの通信手順】

的に配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．

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

クライアントとサーバー

ります．
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．

①アドバタイズ（ペリフェラル→セントラル）
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
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ジ

混同しそうですのでここでまとめておきます．

ングと言います．このデータは31バイトと決まっていて，サービスの種類

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

やタイムアウト時間などが含まれます．31バイトに達しない場合には0x
00で埋めます．またこのデータのことをペイロードと呼んでいます．

そうです．

②検出（セントラル）
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．
③アドバタイジングの終了（ペリフェラル）
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
バタイジングを終了します．
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
を調査します．

出典:http://www.mdpi.com/

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
APとGATTです．
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GAPは，BLEが通信をする時のアドバタイジングや接続を制御するプ
ロトコルです．ポイントはアドバタイジング．
この周辺BLEから送信されるアドバタイジングを検知して接続を開
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」．ペリフェラルは，このアドバタイジングパケットを周
囲に送信する側が「ペリフェラル」です．
なおアドバタイジングは，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
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
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．
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．
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．例えば，スマホとCLICK-BLEの関係を見たとき，

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
このような関係になっていることが多いです．
ただし，これは決定事項ではなくその逆になることもあります．

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)2017 Microtechnica All rights reserved
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■デフォルトコマンドセッティング
※
※

*マークはBluetooth Classicの設定項目です。
**マークはBLEの設定項目です。
コマンド

デフォルト値

詳細
設定コマンド

2
0000

SA,<1-4>
SC,<H16> *

リモートデバイスが接続を試みる時の認証方法の設定
Bluetooth仕様のサービスクラス(CoD)の設定、MSW(Most Significant
Word)24ビット分の先頭8ビット分
※CoDはBluetooth機器がどのような機器であるかを示す24ビットの値
CoDの設定値 LSW (Last Significant Word)

SD,<H16> *

1F00

SDM,<TXT> **
SDN,<TXT> **

RN4678
Microchip

BLEインフォメーションサービスのモデル名文字列設定
製造メーカー文字列設定

SE,<H16> *
SF,1

1101
-

UUIDの設定
工場出荷時設定に復元

SG,<0-2>

0

Bluetoothモードの変更

SH,<0-1>
SI,<H16> *

0
0100

低電力モードの有効化
デバイスが問い合わせスキャンを有効にしている時間の長さ(検出のし

SJ,<H16> *

0100

デバイスがページスキャンを有効にしている時間の長さ (接続のしやす
さ)を設定

SL,<H8>

02

Bluetoothクラシック及びBLEスキャン動作の期間を設定

SM,<value>
SN,<string>

0
-

モードの設定
デバイス名の設定

SO,<string1>[,<string2>]
SP,<string>

%,%
1234

拡張ステータス文字列を設定
セキュリティPINコードの設定

SQ,<H16>

0

RN4678の機能を設定

SR,[,<0,1,Z>]<MAC Address>
SS,<string>

SerialPort

リモートアドレスを保存
サービス名を設定

ST,<H16>,<H16>,<H16>,<H16> **

0008,001C,0000,0200 BLE接続時の接続パラメータを設定

SU,<H8>
SW,<H16> *

03
0000

UARTの通信速度設定
低電力スニフモードを有効に設定

SX,<H8>,<H8>
SY,<0-4>

英語マニュアル参照
3

ピンの機能を設定
送信電界強度の設定

0

BeaconThings制御について設定

$

シリアル化したデバイス名を設定
コマンドは設定検出文字列を設定

24ビット分の16ビット分

やすさ)の設定

SZ,<0-1> **
S-,<string>
S?,<char>

*

S:,<H16>,<data>

-

コンフィグレーションEEPROMの設定
取得コマンド
基本設定を表示

D

-

GB
GK

-

Bluetoothアドレスを表示
デバイスの現在の接続ステータスを表示

G:,<H16>,<H8>

-

コンフィグレーション EEPROM から設定を読み出し

G<char>

-

$$$

-

コマンドモードに入る

--+

off

コマンドモードを終了
エコーの有効/無効設定

&,<addr> **

-

ローカルデバイスに乱数アドレスを割り当て

&C **
&R **

-

ランダムアドレスをクリア
動的に生成される乱数アドレスを生成

B **
C[,<BTAddr>] *

Not bonded
-

接続にセキュリティを適用して2つの接続済みデバイスをボンディング
保存されたリモートアドレスへの接続

C,<0,1>,<address> **

-

ローカルデバイスを指定したアドレスのリモートBLEデバイスに接続

C<1-8>
F[,<0-5>[,<hex>]]

-

ペアリングした事があるデバイスへ再接続
近傍にあるBluetoothデバイスを検索

Setコマンドで保存した設定を表示
アクションコマンド
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-

アドバタイズメント、ビーコン、スキャンを設定

JA,<address>/JA,<0,1>,<address>
JB

-

ホワイトリストにアドレスを追加
すべてのボンデッドデバイスをホワイトリストに追加

JC
JD

-

ホワイトリストをクリア
ホワイトリスト内のデバイスを表示

K,1

-

現在の接続を切断

Q
R,1

-

デバイスをクワイエットモードに遷移
デバイスを再起動

T,<H16>,<H16>,<H16>,<H16> **

-

接続パラメーターを調整

U,<Z,1-8>
V

-

リンクされたデバイスリストからデバイスを削除
ファームウエアバージョンを表示

W
X

-

モジュールの検出及び接続を有効に設定 (Q,0と同一動作)
スキャン動作を終了

Y

-

記録されたデバイスリスト内のMACアドレスを表示

Z

-

接続を停止

IA,<H8>,<Hex>/IB,<H8>,<Hex>/IS,
<H8>,<Hex>
NA,<H8>,<Hex>/NB,<H8>,<Hex>/NS,
<H8>,<Hex>

■CLICK-BT-DUAL回路図（参考）
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