ETH-UA6ユーザーズガイド
型番：ETH-UA6

REV1.20
■インターフェイス端子(電源・UART端子)

簡単！ イーサネット-UARTコンバーター

1

補足説明書
本説明書は、ETH-UA6の補足マニュアルです。
7

(C)2015 マイクロテクニカ

製品の概要
ピン

ETH-UA6は、非同期式シリアル信号(UART)をTCP又はUDPを使用
してイーサネットで送受信することができるモジュールです。
本機にIPアドレスを設定してイーサネットに接続すれば、すぐにUART信
号をイーサネット経由で遠隔地のモジュール又はパソコンに送信及び
受信できます。
TCP/IP又はUDP/IPのプロトコルを使って通信を行います。イーサ
ネットは10/100M Base-T規格に対応。通信相手のポートがMDIな
のかMDI-Xなのかを自動判別機能も搭載していますのでケーブルの違

名称

詳

Vdd
Vcc

電源端子
電源端子

+4.5V～+5.5V
+3.3V

3

GND

電源端子

GND

4
5

RST
TXD

リセットピン (200msのLパルスでリセット)
UART信号 送信データ (5Vトレラント)

6

RXD

UART信号 受信データ (5Vトレラント)

7

CFG

モード設定ピン

■1ピン、2ピン、3ピン

いを意識することなく使用できます。UART側通信速度は300bpsから
230400bpsまで設定可能。

細

1
2

電源端子

本体への電源を供給するピンです。1ピンは+4.5V～+5.5Vの電圧
を印加するピンです。2ピンは+3.3Vを印加するピンです。本機は5V系

仮想COMポートをパソコンに作れば、従来のRS232C通信と同じシ

又は3.3V系どちらでも動作するよう2電源を用意しています。どちらか
の電源ピンに電圧を印加してください。（両方の電源ピンに電圧を印加

リアルポート通信プログラムで、ネットワーク上にある本機とUART通
信をすることができます。イーサネットなどのネットワークについて詳し

しないでください。）

くなくても簡単にネットワーク対応アプリケーションが作成できます。

本機の消費電流は、平均150mA程度です。最大で200mA程度流れ
ることがありますので、400mA以上取り出せる電源をご用意ください。

各部の説明とピンの詳細

また電源は安定化されたものをお奨めします。（リプルの多い電源を使
うと本体の動作が不安定になります。）
RJ45ポート

■4ピン リセットピン
本機のリセットを行います。200ミリ秒以上のLパルスを与えること
でリセットされます。未使用時はオープンにしておきます。（プルアップ
は必要ありません。）
■5ピン、6ピン

UART信号

送信データ、受信データ

非同期式シリアル通信(UART)の送信データピンと、受信データピン
です。いずれのピンも5Vトレラントですので、電源電圧が3.3Vであって

固定用ピン

も5Vの電圧を印加することができます。
PICマイコン等と接続する場合には、下図のようにTXピンとRXピン
がクロスするように接続します。
電源及びインターフェイス端子
※固定用ピンは基板等に本機を固定する際にご使用頂けるピンです。
電源や信号線などは接続しないてください。
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本機にはフロー制御の機能はありません。2線式接続のみとなりま

左図は当方で販売しているUSB-

す。
■7ピン

UART変換ボードの60R800です。
モード設定ピン

USBバスパワーから+5Vの電源

本体のモード（各種設定）を変更する時に、本機をモード設定状態に

が取れますので、電源2線と、UAR

移行させるためのピンです。本ピンをGNDに接地させると本機はモー
ド設定になります。IPアドレスの設定や動作モードの設定など各種設定

T信号線2線を接続すればすぐに
パソコンと接続できます。

をする場合にはこのピンをGNDに接続してから本機の電源を投入しま
す。
通常使用時はオープン又はVcc(Vdd)ピンと接続しておきます。
パソコンとUART経由で接続して専用ユーティリティソフトウエアから
本機の設定をする場合もこのピンをGNDに接続した状態で行います。
■RJ45のLED
イーサネットケーブルを装着するRJ45コネクタに
は緑色と黄色のLEDが付いています。
これらのLEDは次のような内容を示します。

LED色

名称

内容

緑色

Linkｽﾃｰﾀｽ

100Mbpsﾈｯﾄﾜｰｸへ接続されている時、

黄色

点灯します
ﾃﾞｰﾀﾄﾗﾝｽﾌｧ ﾃﾞｰﾀが受信又は送信された時、LEDが点

上図は接続例です。ETH-UA6の電源も60R800側から給電できるの
で、配線が楽で便利です。パソコンとはUSBで接続し、パソコン側に仮

滅します。

想COMポートが作られますので、そのポートに対してアクセスすること
で本機の設定が可能となります。

ETH-UA6のUART側をパソコンと接続する
ソフトウエアのインストール
本機の各種設定は、UART側から行うかネットワーク経由でも可能で
す。ただし、最初の設定は、本機のIPアドレスを決める操作が必要です
ので、UART通信をパソコンと行い、専用設定ソフトウエアで設定を行

ソフトウエアは2種類あります。1つは本機の各種設定をUART経由
又はネットワーク経由で行うことができる設定ソフトウエア。もう1つ

うのが簡単です。

は、パソコンにインストールすることで、パソコンに仮想COMポートを

本機のUART側をパソコンと接続する場合には、RS232C経由又は
USB経由での接続となります。RS232C経由の場合には、別途レベル

作成し、ネットワーク上にある本機へのデータ送受信をCOMポート経由
で行うことができるようにする、仮想COMポートソフトウエアです。いず

変換ICのADM3202などを用いて接続回路を作ります。回路例を下図

れも下記のサイトからダウンロード可能です。

に示します。

http://www.microtechnica.net/manual/
ダウンロードしたら解凍してください。
本機の各種設定には設定ソフトウエアが必要ですので、UART経由で
本機と接続できるパソコンにインストールしてください。
仮想COMポートソフトウエアは、本機とネットワークを介して通信を
行うパソコンにインストールします。仮想COMポートソフトウエア(USR
-VCOM)は、初期設定が中国語設定になっているため、文字化けするこ
とがありますが、インストール最初の画面で、使用言語として"English"
を選択してインストールして頂ければ以後問題なく表示されます。

USB経由で接続する場合には、USB-UART変換ICのFT232RLなど
を用いて回路を作ると簡単です。当方ではパソコンと簡単に接続でき
るUSB-UART変換アダプタボード(型式:60R800)を販売しております
ので、回路を自作されない場合には、ぜひこちらをお使いください。

またインストール中に"ELTIMA SOFTWARE"社製のドライバーをイ
ンストールするか聞かれることがありますが、ここでは"はい"を選択し
てインストールしてください。
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動作モード
ETH-UA6には4つの動作モードがあります。これらのモードを使い
分けることで色々な応用が可能となります。大きく分けてTCPコネクシ
ョンとUDPコネクションの2つがます。
この動作モードの設定は本機を使い始める時に、必ずどのモードで
使うかを本体に設定し記憶させる必要があります。4つのモードの違い
については下記の表をご覧下さい。
■TCPクライアントモード
TCP接続が自動的に行われるモードです。
PCとの接続に適しており、仮想COMポートをPCにインストールする
ことでパソコン側は従来のCOMポートにアクセスする感覚で遠隔地
のETH-UA6と通信できます。1対1の通信で使います。
↓
このモードではパソコン側のプログラムはネットワークを意識するこ
となくCOMポートにアクセスすると、遠隔地のETH-UA6のUART信
号として通信ができるモードになります。
■TCPサーバーモード
本機がサーバーとなるモードです。ソケット通信をする時に使いま
す。本機はゲートウエイに接続してローカルポートを監視し、クライア
ント側のデバイス（PC等）からソケット通信でコネクションが確立す
るのを待機し、コネクション確立後、本機はシームレスに遠隔地のク
ライアントデバイスとTCPを介してUART通信します。本機に最大4つ
のクライアントデバイスをコネクションできます。
↓
ソケット通信をする場合にはこのモードを使います。パソコンなどで
ソケットプログラミングされたアプリケーションとの通信に向きま
す。本機に4台までのクライアントを接続可能です。
■UDPモード
UDPを使用してあらかじめ本機に設定したIPアドレスのリモートデバ
イスのみと通信を1対1で行うモードです。UDPのデータはソケット通
信で送受信します。コネクションを確立しない手軽なデータ通信モー
ドです。
↓
1対1の通信で、かつコネクションの確立がないので
UDPソケット通信でデータの送受信をしっぱなしにする時
に便利です。
■UDPサーバーモード
UDPを使用して複数のUDPクライアントと通信ができます。1対多の
通信ができますが、本機にListenしてきたデバイスと接続しUARTデ
ータの送受を行います。UARTデータをリモートデバイスへ送信する
場合、最後にデータを送信してきたリモートデバイス又はListenして
きたデバイスへデータを送信します。
↓
1対多のデバイスと通信ができますが、本機のUART信号を送信でき
る相手先のリモートデバイスは最後にデータを送信してきたリモート
デバイス又はListenしてきたデバイスに限られる点に注意が必要で
す。
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7 デフォルトゲートウェイを指定します。これはネットワークによってこ

TCPクライアントモードによる仮想COM通信の仕方

となりますのでネットワークの設定をご確認ください。
■設定ソフトウエアで本機の設定をする

パソコン同一ネットワークに接続する場合にはパソコンに設定され
ているデフォルトゲートウェイをipconfig等で調べれば簡単に分かり

設定ソフトウエアを用いて、本機の基本的な設定を行います。
基本的な設定では本機の動作モードやIPアドレス、使用するポートなど

ます。下図はipconfigを実行した例です。

を設定します。なお設定内容は本機に不揮発性メモリーに登録されま
すので、電源を切断してもその内容は保持されます。
なおここでは、パソコンとETH-UA6をネットワーク経由で1対1で接
続し、パソコン側に仮想COMポートを入れて、ネットワークを意識する
ことなくシリアル通信ができるTCPクライアントモードで設定する方法
を紹介します。
自機IPが192.168.1.5となっていることが分かります。
デフォルトゲートウェイは、192.168.1.1となっています。一般的に

1 ETH-UA6のUART端子と、パソコンをRS232C又はUSB経由で接

は、ルーターがデフォルトゲートウェイになります。

続します。
ETH-UA6のCFGピン(7ピン)をGNDと接続した状態で電源を投入

8 Baud Rate(bps)は、UART側通信速度の速度設定です。300～23

してください。→これで設定モードになります。

0400bpsまで設定できます。ここでは115200bpsとします。
また、パリティビット、データ長、ストップビットはブルダウンで設定

2 設定ソフトウエアの"ETH-UA6ユーティリティソフトウエア"を起動

できます。ここではデータ長8ビット、1ストップビット、ノンパリティ

します。
ETH-UA6を接続しているCOMポートをプルダウンから設定してく

で設定しました。

ださい。
9 Module portは、このETH-UA6のポートのことです。値は基本的に
ウェルノウンポート番号以外であれば自由に設定できます。
デフォルト値は、20108なのでそのままにしておきます。
10 Destination IPは、ETH-UA6が通信しようとする相手機のIPアドレ
スです。ここでは、仮想COMポートを開こうとしている通信相手先パ
ソコンのIPアドレスを指定することになります。
11 Destination Portは、通信相手先のポートを指定します。値は基本

3 一度接続が正しくできているかを確認するため、"Read via COM"
ボタンを押して、本体の設定値を読み込んでみましょう。

的にウェルノウンポート番号以外であれば自由に設定できます。
デフォルト値は、8234なのでそのままにしておきます。

"Logs"の部分に下図のように表示されていればOKです。

12 設定が終わったら、設定内容を本体に書き込みます。
"Setup via COM"ボタンを押してください。

4 モードの設定を行います。
"Logs"に"setup success"と表示されれば本体の設定は成功です。

モードは前のページに記載がある4つから選択します。ここでは、
"TCP Client" をブルダウンから選択します。

ETH-UA6のCFGピン(7ピン)をオープンにして（GNDから外して）、
本体を再起動してください。

5 続いて本機のIPアドレスを指定します。本機はDHCPを搭載してい
ませんのでIPアドレスは必ず手動でスタティック（静的な）アドレス
を指定します。
ここでは例として

■ネットワーク上で本機を検索する
192.168.1.10

と設定してみましょう。
正しく設定が完了して、ネットワークに接続され通信が可能となって
いれば、設定ソフトウエアからネットワーク上の本機を検索して発見す

※同一ネットワーク上に競合するIPアドレスがある場合ネットワー
ク全体に大きなトラブルを与えることになりますので、指定するIP

ることができます。ここで発見が可能であれば基本的に通信は問題な
いと判断できます。

アドレスは必ずネットワーク内で唯一であることを確認してくださ
い。

CFGピンを解放した状態で本機の電源を入れて、ネットワークに接続
します。本機には既にIPアドレスが設定されていますので、同一のサブ

6 続いてサブネットマスクを指定します。ここでは、255.255.255.0を
指定します。

ネットに属するパソコンで設定ソフトウエアを起動してください。
起動したら"Search in LAN"ボタンを1回押してください。正しく本機
が発見されると、下にある"Device list in the Net"のウインドウに本
機がリストされます。
4

5 Local portを指定します。これはETH-UA6で設定した"Destination
Port"のポート番号のことです。先ほどETH-UA6では、Destinatio
n Portに8234を指定しましたので、ここでも8234を指定してくだ
さい。

検出されたETH-UA6
なおこのように設定ソフトウエアからETH-UA6を見つけることができ
れば、ネットワーク経由でも先ほど行った各種設定が可能となります。
設定をUART経由で行わなくてもよくなるため利便性があがります。
■仮想COMポート通信を行う
それでは、早速遠隔地にあるネットワーク上のパソコンと接続し、UA
RT信号を相互に送受信させてみましょう。ここでは、下図のようなネッ
トワーク構成になっていることを前提として解説しています。
UART通信(TX,RX)
上記のような設定となります。

ETH-UA6

すべての設定が完了したら"OK"ボタンを押して完了します。

192.168.1.10
仮想COMポート
パソコン
192.168.1.5

6 OKボタンを押すと、パソコンには仮想COMポートが作られます。
デバイスマネージャを見てみると、"Virtual Serial Ports7 (Eltima

シリアル通信用
パソコン

Software"というツリーが出来ており、そこを展開すると、COMポー
トが作られていることが確認できます。

1 仮想COMポートを作りたいパソコンで先ほどインストールした仮想

7 これでパソコンからはCOM6をシリアルターミナルソフトで開いて

COMポートソフトウエア、 "USR-VCOM"を起動します。

通信をすれば、遠隔地にあるETH-UA6のUARTと通信ができると

※デスクトップにショートカットを作っておくと便利です。

いうことになります。
試しに仮想COMポートを作ったパソコンでCOM6を開いて、データ

2 "Add COM"ボタンを押します。

を送信してみます。送信データは文字列で"ABCD<cr>"とします。
仮想COMポートPCで、"ABCD<cr>"の文字列を送信すると、ETHUA6のTXピンから、正しく"ABCD<cr>"の文字列が出力されること
を確認してください。下図はETH-UA6のTXピンをオシロで観察し
た波形です。
※<cr>はキャリッジリターンで0Dhです。

ダイアログが開き、各種設定を行います。
3 最初に自機PCに作る仮想COMポートのポート番号を指定します。
この番号は、システムや他の仮想COMポートドライバー等で使われ
ていない番号（リソースが空いている番号）を指定してください。
分からない場合には、デバイスマネージャを開き、"ポート(COMとL

仮想COMパソコンで

PT)"のツリーをオープンしてみてください。現在使用されているポ
ート番号が表示されます。

"ABCD"を送信

上図の例だとCOM1,8,9は使用済みですのでそれ以外の番号を指

オシロで正しく受信信号を確認しました。

定できそうです。よってここでは、"COM6"を指定しました。
もちろん、相互に通信できますので、UARTのRXピンに入力した信
号は、直ちに仮想COMポートを開いているパソコン側で受信できま

4 続いて"Net Protocol"を指定します。ETH-UA6はTCP Clientモー
ドでしたので、仮想COMポート側はサーバーとして使います。よって

す。

ここは"TCP Server"を選択します。
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■RFC2217の有効、無効を設定する

例えば「パリティなし、データ長8ビット長、1ストップビット」の一般的な
設定の場合には 00000011 として03hを指定します。

RFC2217は仮想COMポート経由でリモートデバイスから、ETH-UA
6のUART側の各種設定を変更できるモードです。通常UART側の通信

チェックサムは最後の4バイトを足した値を指定します。例えば通信

速度等の設定は、UART経由で行うか、LAN経由で専用ユーティリティ

速度115.2kbps、パリティなし、データ長8ビット長、1ストップビットの

ソフトウエアから行いますが、このRFC2217を使用すると仮想COMポ
ートを経由して、コマンドを送信することで設定が可能です。

場合には次のような値になります。
55h AAh 55h 01h C2h 00h 03h C6h

なおこの機能をOFF(無効)にしておくと（デフォルト設定はOFFです）
仮想COMポートを開いたとき、UART側に55hから始まる8バイトのデ

足した値

ータが返ります。これは現在のUART側設定内容を通知するデータで
す。仮想COMポートをリモートデバイスでオープンした時に、この8バイ

設定は仮想COMポート側から55h,AAh,55h～チェックサムまでの8

トのデータをUART側から出力しないようにするには、RFC2217をON

バイトが送られると自動的に設定されます。チェックサムが間違ってい

（有効）に設定する必要があります。

たり、3バイトのヘッダ値が異なっていると設定は行われずデータとして
その値が送信されます。

RFC2217のON/OFFは設定ソフトウエアで行います。"Hide Expan
d functions"ボタンを押すと、右側にウインドウが拡張され拡張設定が

なお設定変更後はUART側設定と仮想COMポート側設定は同じ内
容に一致させて通信を行ってください。

できるようになります。
■TCPクライアントモードで仮想COMポートを使わない接続
TCPクライアントモードは、主に仮想COMポートを持っているパソコ
ンと接続するのが便利なモードですが、任意のTCPサーバーと1対1で
接続して信頼性の高い通信か行えます。
RFC2217は"RFC2217"のチェックを付けることで有効になりま
す。チェックを外してOFFにします。

ネットワーク上にあるTCPサーバーのIPアドレスとポートを本機に設
定します。

"Destination IP"がサーバーのIPアドレス、"Destination Port"がサー
バーのポートです。
サーバーへの接続は、電源投入時に行われます。"Hide Expand fun

RFC2217のパケットフォーマットは下記の通りです。

55

ヘッダー

通信速度

UART設定

ﾁｪｯｸｻﾑ

ctions"ボタンを押して、"Reset"にチェックを入れると、本機はサーバ
ーとの接続が確立できない場合、30回接続の再試行を行い本体を再

(3ﾊﾞｲﾄ)

(3ﾊﾞｲﾄ)

(1ﾊﾞｲﾄ)

(1ﾊﾞｲﾄ)

起動（リセット）させます。

下表

xx

AA

55

xx

xx

xx

サーバーと接続されると、TCPソケット通信でデータの授受が可能と

（表記は16進数です）

なります。

ヘッダーは必ず55h,AAh,55hの3バイトで、変わることはありません。
ヘッダーに続いて通信速度を3バイトで指定します。例えば115200
bpsの場合115200を16進数にすると、1C200hなのでここには 01h,
C2h,00hとします。
UART設定パリティ・データ長・ストップビットの3つのパラメータに
ついて下表を参考にして1バイトで指定します。
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5 TCPサーバーモードでは本機からは接続を行いません。ローカルポ

TCPサーバーモードによるソケット通信の仕方

ートを監視して外部からの接続要求を待機します。
TCPサーバーモードでは、本機との通信はソケット通信によって行い
ます。ソケットプログラミングされたアプリケーションとの通信に向き

リモートデバイスは、本機のIPアドレスとローカルポートを指定して

ます。仮想COMポートでの通信と違い1台のETH-UA6で最大4台まで
のリモートデバイスと通信ができます。

ソケット通信を開始してください。本機はリモートデバイスからデー
タを受信すると、そのデータをそのままUARTで送信します。
またUARTで受信したデータは、リモートデバイスに対して送信され

ソケット通信ですので、通信相手機器はパソコン以外、例えばスマー
トフォンなどとも対応アプリを入れれば通信が可能です。

ます。

■設定ソフトウエアで本機の設定をする

ETH-UA6には4台までのクライアント側デバイスが接続可能です。
その場合、ETH-UA6のUART側から送信されたデータはコネクシ
ョンが確立しているすべてのクライアントに送信されます。

設定ソフトウエアを用いて、本機の基本的な設定を行います。

192.168.1.5(A)

1 ETH-UA6のUART端子と、パソコンをRS232C又はUSB経由で接
続します。

UART通信(TX,RX)
ETH-UA6

ETH-UA6のCFGピン(7ピン)をGNDと接続した状態で電源を投入
してください。→これで設定モードになります。

192.168.1.10
2 設定ソフトウエアの"ETH-UA6ユーティリティソフトウエア"を起動
します。

192.168.1.6(B)

ETH-UA6を接続しているCOMポートをプルダウンから設定してく
ださい。

シリアル通信用
パソコン

例えば上図のような場合、シリアル通信用パソコンからUARTを介
してETH-UA6から送信したデータは、2台のパソコンA,B両方に送
信されます。

TCPクライアントソフトウエアについて
3 一度接続が正しくできているかを確認するため、"Read via COM"
TCPクライアントとして代表的なものとしてはtelnetなどがあります

ボタンを押して、本体の設定値を読み込んでみましょう。
"Logs"の部分に下図のように表示されていればOKです。

がGUIで利用できるフリーソフトもたくさんあります。
Android OS用としてもたくさん用意されており、ボタンにコマンドを
割り当てて簡易的なコントローラーソフトを作れるものもGoogle Pl
ayからダウンロード可能です。下記にお奨めのソフトをご紹介しま
す。
・Hercules SETUP utility by HW-group.com (Windows用)
・TCP Client (Android用)
・WiFi TCP/UDP Controller (Android用)

4 モードの設定を行います。
"Module work mode"を"TCP Server"に設定して、本機のIPアドレ

UDPサーバーモードによる通信の仕方

ス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、通信速度等を設定し
ます。

UDPサーバーモードは、UDP使用して複数のUDPクライアントと通信
ができます。1対多の通信ができますが、本機にListenしてきたデバイ
スと接続しUARTデータの送受を行います。UARTデータをリモートデ
バイスへ送信する場合、最後にデータを送信してきたリモートデバイス
又はListenしてきたデバイスへデータを送信します。
TCP通信と異なり通信内容は保証されませんが手軽な通信が行え
ます。
■設定ソフトウエアで本機の設定をする
設定ソフトウエアを用いて、本機の基本的な設定を行います。
1 ETH-UA6のUART端子と、パソコンをRS232C又はUSB経由で接
続します。
ETH-UA6のCFGピン(7ピン)をGNDと接続した状態で電源を投入
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してください。→これで設定モードになります。
192.168.1.5(A)

UART通信(TX,RX)
ETH-UA6

①"A"→

ださい。

←④"B"

②"A"→

←⑦"D"
192.168.1.10

⑤"C
"→
←⑧
"D"

192.168.1.6(B)

⑥"C"→

ETH-UA6を接続しているCOMポートをプルダウンから設定してく

③"B"→

2 設定ソフトウエアの"ETH-UA6ユーティリティソフトウエア"を起動
します。

シリアル通信用
パソコン
3 一度接続が正しくできているかを確認するため、"Read via COM"

上の図は2台のUDPクライアントPCとETH-UA6を接続した例で

ボタンを押して、本体の設定値を読み込んでみましょう。
"Logs"の部分に下図のように表示されていればOKです。

す。①～⑧の順でデータが動くことを表しています。
①PC(A)から"A"というデータを送信します。
②ETH-UA6は"A"を受信し、UARTで"A"を送信します。
③UARTで"B"というデータをETH-UA6が受信すると
④①のデータを送信したPC(A)に"B"が送られます。
⑤PC(B)がデータ"C"を送信すると
⑥ETH-UA6が受信してUARTで"C"を出力します。
⑦ETH-UA6がUART通信でデータ"D"を受信すると

4 モードの設定を行います。
"Module work mode"を"UDP Server"に設定して、本機のIPアドレ

⑧⑤のデータを送信したPC"B"にデータ"D"を送信します。

ス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、通信速度等を設定し
ます。

TCPサーバーモードの場合、UARTでETH-UA6に入力されたデー
タは接続されたすべてのクライアントに送信されましたが、UDPサ
ーバーモードでは最後に通信又はリッスンした1台にのみデータが
送信される点に注意してください。

ETH-UA6同士で通信を行う
これまでの例では主にETH-UA6とネットワーク上のパソコンとをT
CPやUDPで接続する場合を紹介しましたが、ETH-UA6同士での通信
も可能です。
■TCP通信で接続する
1台のETH-UA6をTCPサーバーモードで動作させると、そこに4台
のETH-UA6やパソコンを接続することができます。ここでは1対1で
通信させる設定を説明します。
1台のETH-UA6をTCPサーバモードに設定し、IPアドレス及びポー
5 UDPクライアントから本機のIPアドレス及び設定してあるポートに
対してリッスンします。

トを設定します。

UDPソケットが作られ接続されると通信ができるようになります。
6 複数のUDPクライアントと接続している場合には、次のような規則
で通信が行われます。
ETH-UA6のUARTに入力されたデータは最後にETH-UA6にリッ
スンしてきたクライアントに対してUDPで送信されます。その他複数
のクライアントが接続されていてもその他のクライアントにはデー
タは送信されません。
UDP通信でETH-UA6に対して送信されたデータは、どのクライア
ントから送られたデータであってもUART通信で出力します。ただし
次にETH-UA6のUARTに入力されたデータは、最後にETH-UA6
と通信を行ったクライアントに対してのみ送信されます。
上図の例ではTCPサーバーとなるETH-UA6は192.168.1.10でポ
ートが20108となっています。
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もう片方のTCPクライアントとなるETH-UA6の設定を行います。

主な仕様
電源電圧：

DC5V又はDC3.3V

消費電流：

動作時平均約153mA
最大200mA程度(@5V)

ｲｰｻﾈｯﾄI/F

8pin RJ45

ｲｰｻﾈｯﾄﾚｰﾄ
搭載プロトコル

10/100Mbps MDI/MDIX自動切り替え
IP, TCP, UDP, ARP, ICMP

バッファ

送信2kバイト、受信1kバイト

ｼﾘｱﾙ通信I/F

非同期式シリアル(UART)

データビット
ストップビット

5, 6, 7, 8
1, 1.5, 2

パリティ

なし、偶数、奇数、スペース、マーク

通信速度

300bps～230400bps(理想値)
※実用値 300bps～115.2kbps

フロー制御

なし

バッファ

送信及び受信800バイト

動作温度
認証

-25℃～75℃
CE, FCC

サイズ

55 x 23 x 23 (mm)

生産国

中国

OEM

Jinan USR IoT Technology Limited

モジュールのモードは"TCP Client"に設定し、自機のIPアドレス、サブ
ネットマスク、UART側設定、ポートの設定をします。
"Destination IP"にはTCPサーバーモードで動作しているETH-UA6のI
Pアドレスを、"Destination Port"にはサーバーのポートを指定します。
上記までの例を図にすると次のようになります。

ETH-UA6(TCPサーバー)

使用上の注意

ETH-UA6(TCPｸﾗｲｱﾝﾄ)
192.168.1.10 Port:20108

ETH-UA6の使用に際して、必ず下記の注意事項をお守りください。

192.168.1.14 Port:33333
ETH-UA6を使用したことにより生じる、明示的及び潜在的な危険
性や、不確実性について、当方では予見することができません。使用す
※ハブを用いないでETH-UA6同士を接続する場合には、クロスケー

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。

ブルで接続してください。
■UDP通信で接続する

当方では、ETH-UA6本体並びにサポートソフトウエア、本マニュア
ル等製品に関わるすべての製品、サービスについて安全性、正確性、有

UDP通信でETH-UA6同士を接続する場合も基本的には、TCPの場
合と同様です。片方のデバイスをUDPサーバーモードで動作させます。

用性について保証を行いません。

一方のデバイスはUDPモードで動作させます。
ただし、TCP通信と異なるのは、ETH-UA6のUARTに入力されたデ
ータは最後にETH-UA6にリッスンしてきたクライアントに対してUDP

ETH-UA6は、一般的な製品での使用の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、特別な品質・信頼性を要求され、

で送信されます。複数のクライアントが接続されていてもその他のクラ
イアントにはデータは送信されません。

その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れ

UDP通信でETH-UA6に対して送信されたデータは、どのクライアント

のある用途向けには使用できません。

から送られたデータであってもUART通信で出力します。ただし次にET
H-UA6のUARTに入力されたデータは、最後にETH-UA6と通信を行

本製品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

ったクライアントに対してのみ送信されることに注意してください。

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。
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サポート情報
よくお寄せいただくご質問については、当方のFAQページにまとめて
掲載しております。下記のFAQページをご覧下さい。
http://www.microtechnica.tv/cgi-bin/faq.cgi
上記FAQにないご質問は以下のいずれかの方法でご質問をお寄せく
ださい。
■FAX番号

03-3700-3548

■電子メール

support@microtechnica.net

他社製品に関することや自作回路に関するご質問にはお答え致しか
ねますのであらかじめご了承ください。
なお、技術的なご質問をされる場合には必ずご使用環境や使用して
いるデバイスの型式、エラーが表示されている場合には正確なエラー
メッセージをお知らせください。

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)2015 Microtechnica All rights reserved
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