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ETH-UA7ユーザーズガイド

型番：ETH-UA7 REV.5.00

簡単！ イーサネット-UARTコンバーター

補足説明書

本説明書は、ETH-UA7の補足マニュアルです。

(C)2017 マイクロテクニカ

製品の概要

ETH-UA7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もしくはDHCP機能を有効にしてイーサネ

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

いを意識することなく使用できます。UART側通信速度は600bpsから

460.8kbpsまで設定可能。

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

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

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。

各部の説明とピンの詳細

RJ45ポート

固定用ピン

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。

■インターフェイス端子(電源・UART端子)

ピン 名称 詳 細

1 Vdd 電源端子 +5.0V (4.75V～5.5V)

2 Vcc 電源端子 +3.3V (3.15V～3.45V)

3 GND 電源端子 GND

4 RST リセットピン (200msのLパルスでリセット)

5 TXD UART信号 送信データ (3.3V系 0V-3.3V)

6 RXD UART信号 受信データ (3.3V系 0V-3.3V)

7 CFG 設定ピン（工場出荷時設定ピン）

※基板固定用ピンには何も接続されていません。

※インターフェイス端子のピンピッチは2.54mmです。

■1ピン、2ピン、3ピン 電源端子

本体への電源を供給するピンです。1ピンは+5.0V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

ンに電源電圧を印加してください。（両方の電源ピンに電圧を印加しな

いでください。）

+5.0V電源使用時でも、UART信号線ロジック電圧レベルはは0V-

3.3Vです。ご注意ください。

本機の消費電流は、平均160mA程度です。最大で250mA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。

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。）

■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 ※1

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。ロジック電圧レベルは0V-3.3Vです。5Vトレラントではありませ

んのでご注意ください。(旧製品ETH-UA6と仕様が違います)

電源電圧が+3.3Vの時であっても、+5.0Vの時であってもロジック電

圧レベルは0V-3.3Vです。5V電圧は印加しないようにご注意くださ

い。

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。
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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

す。GNDは共通にします。

UART信号線は5Vトレラントではありません！

UART信号線のロジック電圧レベルは0V-3.3Vです。5Vは印加

しないでください。

電源電圧を+5.0Vにした場合であっても、UART信号線の電圧

レベルは0V-3.3Vですので、十分ご注意ください。

※この仕様は旧製品ETH-UA6と異なります。

※5V系と接続する場合にはレベルシフタを挿入して電圧レベル

の変換をする必要があります。

■7ピン UART経由での本体設定モードピン（工場出荷時設定ピン）

※本ピンはUART経由でユーティリティーから本体の設定を変更す

る時に使うピン及び、電源投入時に下記の方法で操作すると本体を工

場出荷時設定に戻すことが可能なピンですが、基本的には特別な理由

がある場合（WEB経由やネットワーク経由、UARTからのATコマンドモ

ードで、工場出荷時設定に戻せない何らかの理由など）以外使用しない

でください。

本ピンは未使用時はオープン（どことも接続しない）にしてください。

プルアップやGNDと接続しないでください。

・工場出荷時設定に戻す方法

通常、モジュールを工場出荷時設定に戻したい場合にはLAN経由又

は本モジュールにブラウザからアクセスしてweb経由もしくはATコマン

ドによって工場出荷時設定に戻すことができます。何らかの理由によ

り、設定値をデフォルトに戻したい場合には、これらの方法を使って下

さい。

しかしどうしても上記の方法でモジュールへアクセスできないなどの

理由で物理的なピンの状態によって本機を工場出荷時設定に戻したい

場合にはCFGピンが利用できます。次の手順で操作すると本体は工場

出荷時設定に戻ります。

①本体の電源を切ります。

②CGFピンをGNDと接続して本体を起動します。

③5秒間Lレベルを保持します。

④5秒経過後、3.3Vと接続します。（もしくはオープンでも可）

⑤本体の設定が工場出荷時設定に戻ります。

※ユーティリティーソフトを使ってUART経由で設定を変更する場合に

も本ピンをLにすることで可能となりますが、その方法は使わないで下

さい。UART経由で設定変更をしたい場合にはATコマンドモードをご利

用ください。なお、LAN経由で設定を行う場合には、このピンは関係あ

りません。

通常はこのピンは使いません。オープンにしておいてください。

※プルアップ等しないでください。

■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、

点灯します

黄色 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

滅します。

ETH-UA7のデフォルト設定値

ETH-UA7の工場出荷時設定は下記の通りです。

項目 設定値

IPアドレス 192.168.0.7

サブネットマスク 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1

UART通信速度 115200bps

UARTパラメータ 8ビット長、1ストップビット、パリティなし

フロー制御 なし

ローカルポート 20108

ターゲットIPアドレス 192.168.0.201

ターゲットポート 8234

DHCP機能 無効

ユーザーネーム admin

パスワード admin

上記設定値は、UART経由又はLAN経由で専用ユーティリティによっ

て変更できます。

ソフトウエアのインストール

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。いずれも下記のサイト

からダウンロード可能です。ETH-UA7の欄からダウンロードして頂け

ます。

http://www.microtechnica.net/manual/

ethua7.zipファイルがダウンロードできます。

ダウンロードしたら展開してください。

本機の各種設定には設定ソフトウエアが必要（ブラウザ経由でも可

能）ですので、設定ソフトソフトをインストールしたパソコンとETH-UA

7が同じネットワークに接続されている必要があります。
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ETH-UA7

設定ソフトウエアを 192.168.0.7

インストールするパソコン

192.168.0.1

※パソコンのIPアドレスは問いませんが、ETH-UA7のデフォルトIPア

ドレスは固定IPで192.168.0.7となっています。

設定ソフトウエアは、UDPによって設定を行います。

■設定ソフトウエアのインストール

展開したフォルダ内にある"設定ソフトウエア"フォルダを開き、setup.

exeを実行してインストールしてください。

■仮想COMポートソフトウエアのインストール

仮想COMポートソフトウエアは、インストールしたパソコンに仮想CO

Mポートを作成します。作成後、設定するとネットワーク越しの本デバイ

スとCOMポートを介してアクセスできるようになります。ソケット通信

プログラムを作らなくても、COMポートにアクセスできるソフトウエア

でネットワーク越しの本機とシリアル通信が可能となります。

仮想COMポートソフトウエアは、HW Groupの"HW VSP"を使用しま

す。ライセンスについては、下記のサイトをご覧ください。

https://www.hw-group.com/software/hw-vsp3-virtual-serial-port

※パソコンがソケット通信によって本機と通信する場合には本仮想CO

Mポートソフトはインストールする必要はありません。

1 展開したフォルダ内にある"仮想COMポートソフトウエア"を開き、そ

の中の"hw-vsp3s_x-x-x.exe"を実行します。

2 ライセンス規約をお読み頂き同意する場合には、"I accept the ag

reement"にチェックを入れて続行します。

3 インストールオプションが表示されますので、必ず"Standalone App

lication"にチェックを入れて"Next"を押してください。

このチェックを間違えると正しく動作しません。ご注意ください。

4 インストールを進めていくと、ファイヤーウォールの例外設定をする

かどうかのダイアログが表示されますので、"はい"を選択してくださ

い。

5 最後に"Finish"を押して完了です。

本体のログインIDとパスワードの変更

デバイスネーム、パスワードの設定をしてください！

本モジュールはWEBブラウザから本モジュールにアクセスして

各種設定を行うことができます。

ログインにはユーザーネームとパスワードが必要ですが、デフォ

ルト設定のまま使用していると、第三者に不正にログインされる

可能性があります。

ユーザーネームとパスワードは必ず初期値から変更するようお

願い致します。

■設定ソフトウエアで本機のログインIDとパスワードを変更する

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。

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

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、工場出荷時設定に戻さなければ電源を切断してもその内容は

保持されます。

WEBブラウザ経由ではユーザーIDとパスワードを入力して本体の設

定画面に入れますが、ユーザーIDとパスワードが工場出荷時設定のま

まだ(両方 admin)と第三者にログインされて不正に設定を変更されて

しまうことがあるため最初にユーザーネームとパスワードを変更してお

きます。設定をそのままにしておくことはセキュリティ上問題となります

ので、設定は必ず最初に行ってください。

なお、ユーザーネーム、パスワードは忘れてしまうとそのデバイスの

設定ができなくなってしまいますので、十分ご注意ください。

■設定ソフトウエアから設定する

ETH-UA7と同じネットワークに接続されたパソコンに設定ユーティ

リティーソフトを入れて、そのソフトウエアでLAN経由で変更します。

デフォルト設定では本機のIPアドレスは192.168.0.7となっています。

1 モジュールと同じネットワークにあるパソコンで設定ソフトウエア

を起動します。

2 "Search Device"ボタンを押すと、ネットワーク上にあるETH-UA7

が検出されてリストに表示されます。

3 リスト表示されたデバイスをクリックして選択します。

選択すると右側にウインドウが表示されます。このウインドウで設定

を行います。
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デバイスをクリックして選択

4 "User Name"と"Password"の欄がありますので、デフォルト設定の

値から違う文字列に変更してください。

※パスワードだけの変更でも可能です。

※設定したパスワードとIDは忘れないようにしてください。

5 設定が完了したら、"Save Config"ボタンを1回押します。

設定がモジュールに書き込まれます。

■WEB経由で本体にログインする

ETH-UA7はLAN経由で専用設定ソフトウエア以外に、WEBブラウ

ザからモジュールのIPアドレスにアクセスしてHTTPで各種設定が可能

です。但しその場合にはモジュールのIPアドレスが分かっている必要が

あるため、デフォルト設定(192.168.0.7)以外のIPアドレスになってい

る場合にはその他の方法で本機のIPアドレスを知っておく必要があり

ます。

1 モジュールと同じネットワークにあるパソコン等の端末のブラウザ

から本モジュールのIPアドレスにアクセスします。

2 ログインボックスが表示されますので、設定したユーザーネームと

パスワードを入力します。

デフォルトの設定では、ユーザーネームとパスワードは共に"admin"

になっています。

※アクセスできない場合にはユーティリティソフトからモジュールI

Pアドレス等の確認をしてください。なお動作モードはどのモードで

あってもWEBからのログインは可能です。

3 左側のメニュー一覧から、"Misc Config"を選択して、"User name"

と"Pass word"の内容を変更して、"Save"ボタンを押して設定を更

新してください。

次回ログイン時から新しいユーザーネームとパスワードでログイン

して使います。

動作モード

ETH-UA7には5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つがあります。

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。5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

本機がTCPクライアント機器として動作するモードです。

TCPサーバーと接続して使用します。

PCと接続する場合にはPC側でTCPサーバーが動作している必要が

あります。

他のETH-UA7と接続する場合には、相手方のETH-UA7がTCPサ

ーバーモードで動作している必要があります。

本モードではデータを転送する前に、ETH-UA7がサーバーと接続さ

れる必要があります。TCPサーバー側は指定したポート(ローカルポ

ート)をリッスンしています。それに対して本機がクライアント機器と

して接続し、コネクションが確立します。

コネクションが確立して接続されると、本機は15秒ごとにキープア

ライブパケットを送信します。

サーバーから切断されると自動的にリンクを切断して次の接続を待

機します。

■TCPサーバーモード

本機がTCPサーバーとして動作するモードです。

本機はゲートウエイに接続してローカルポートを監視（リッスン）し、T

CPクライアント側のデバイスからの接続要求に対して応答し、コネク

ションが確立するのを待機します。

TCPクライアント機器からのリクエストによりコネクションを確立し

ます。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T

CPを介してUART通信します。本機にはデフォルトで4つのTCPクラ

イアントデバイスをコネクションできます。（最大は16個です）

TCPクライアントには接続された順に、1から番号が付けられます。

この番号によって複数のTCPクライアントを識別できます。

※クライアント数が4以上の場合で同時にデータを送受信する場合

にはデータフローは2.5kB/s以内でなくてはなりません。

■UDPクライアントモード

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。

またネットワークセグメントによってブロードキャストして一致するポ

ートでリッスンしている機器に本機からUARTデータを一斉送信する

ことができます。（この場合受信はできません）
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例： 192.168.1.255 など指定した場合

なおUDPモードの場合最大データ長は1460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。

本機の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信号を受信でき

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。この点に注意すれば、複数のリモートデバイスと通信ができま

す。

■HTTPDモード（暫定機能 正式サポート対象外機能です）

HTTPによって指定したサーバーにHTTPリクエストを送信したり、サ

ーバーからHTTPレスポンスを受信したりするモードです。

サーバーにはドメイン名を指定することもできます。HTTPDタイプと

してGETメソッド又はPOSTメソッド(*)を選択できます。

例えば、UART経由にて検索エンジンにキーワードを送信して、その

検索結果を得てUARTで出力される、などの使い方ができます。

*GETメソッドと、POSTメソッドの違い*

GETメソッドはWEBサーバーに値を渡す方法の一つで、渡す値をUR

Lに付加（ヘッダー部）してサーバに送る方法。データの長さが限定さ

れる、送信しているデータ内容が容易に分かってしまうという制限が

ある。

POSTメソッドはWEBサーバーに値を渡す方法の一つで、渡す値はU

RLには付加せず、ボディ部に付加してサーバーに送る方法。データの

長さに制限がなく、送信しているデータの内容が一見すると分から

ないが手続きが複雑。

※本機能は暫定機能で正式サポート対象外の機能です。

ETH-UA7の基本的な設定をする

パソコンにインストールした設定ソフトウエアから本機の基本的な

設定を行います。

最初にETH-UA7に電源を接続します。3.3Vか5V電源を接続しま

す。続いて、パソコンと同じネットワークに接続できるLANケーブルを本

体のRJ45コネクタに接続します。RJ45コネクタの黄色LEDが点滅し

ていることを確認します。

この方法では、パソコン側のソフトウエアはシリアルターミナル（Ter

aTermなど）が利用でき、従来のシリアル通信と同じ感覚で遠隔地にあ

るネットワーク越しのETH-UA7とシリアル通信が可能となります。

ハブ

ETH-UA7

192.168.0.7

設定ソフトがインストール

されたパソコン 192.168.0.1

パソコン側で設定ソフトウエアを起動します。

1 設定ソフトウエアの"ETH-UA7ユーティリティソフトウエア"を起動

します。"Operate Via LAN"タブになっていることを確認します。

2 "Search Device"ボタンを押します。

正しくETH-UA7と通信ができると検出されたETH-UA7がリスト

に表示されます。

3 リスト表示されたETH-UA7デバイスをクリックして選択します。

選択すると、右側にウインドウが表示され各種設定ができるように

なります。

4 ここで各種設定を行います。

"Base Parameter"の項目で基本的な設定をします。

基本項目は下記の通りです。

項目 詳細

IP Type IPアドレスの設定方法、

・Static IP: 固定IP

・DHCP: DHCPによるIPｱﾄﾞﾚｽの自動設定

HTTP Port Httpのポート番号

Module Static 本機の固定IPアドレス

IP

Subnet Mask サブネットマスク

Gateway ゲートウェイのアドレス

DNS Address DNSのアドレス

MAC Address 本機のMACアドレス（設定済み）

Reset Timeout セッションの維持時間 0で無効

詳しくは本書のコラム参照

User Name ログインユーザー名

Password ログインパスワード

Device Name 本機の名前

5 まず本機のIPアドレスの設定方法を決めます。固定IPアドレスにす

る場合には"IP Type"のプルダウンを"Static IP"にします。その場

合にはその下にある欄にIPアドレス等の必要パラメーターを設定し

ます。
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ネットワーク上にDHCPサーバーがありDHCPによって本機のIPアド

レスを自動で設定する場合には"IP Type"のプルダウンを"DHCP/

Auto IP"に設定します。

6 続いて"UART Port Parameter"の設定をします。

ここではUART側の通信速度、パリティ、データビット長、ストップビ

ットを指定します。

速度は600～406.8Kbpsまで設定できます。（プルダウンでは921.

6Kbpsも設定できますが使用しないでください。）

"Module work mode"等、その他の設定については次の項目で設定し

ます。ここまでの設定を保存しますので、設定後"Save Config"をクリッ

クします。設定完了後、数秒経過してから再度デバイスを検索して設定

が正しく反映されているかどうかを確認ください。

TCPクライアントモードによる仮想COM通信の仕方

パソコンとETH-UA7を1対1で通信させる場合で、パソコン上のソ

フトウエアの通信にはソケット通信を使用せず、仮想COMポート経由で

シリアル通信をする方法をご紹介します。

この方法では、パソコン側のソフトウエアはシリアルターミナル（Ter

aTermなど）が利用でき、従来のシリアル通信と同じ感覚で遠隔地にあ

るネットワーク越しのETH-UA7とシリアル通信が可能となります。

UART通信

ETH-UA7 Tx,Rx

192.168.1.10

仮想COMポートの (ｸﾗｲｱﾝﾄ)

ｲﾝｽﾄｰﾙされたPC(ｻｰﾊﾞｰ)

192.168.1.1 マイコン等

■設定ソフトウエアでETH-UA7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。

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

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。

ここでは、パソコンとETH-UA7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方法を紹介します。

1 設定ソフトウエアの"ETH-UA7ユーティリティソフトウエア"を起動

します。"Operate Via LAN"タブになっていることを確認します。

2 "Search Device"ボタンを押します。

正しくETH-UA7と通信ができると検出されたETH-UA7がリスト

に表示されます。

3 リスト表示されたETH-UA7デバイスをクリックして選択します。

選択すると、右側にウインドウが表示され各種設定ができるように

なります。

4 モードの設定を行います。

ここでは、"Module work mode"のプルダウンから"TCP Client" を

選択します。本機はTCPクライアントとして動作するようにします。

続いてリモートデバイスのIPアドレスを設定します。リモートデバイ

スとはTCPサーバーとして動作する接続先のパソコンのIPアドレス

です。"Remote IP Address"の欄にパソコンのIPアドレスを指定し

てください。本機はTCPクライアントデバイスとして、このIPアドレス

にあるTCPサーバーに接続します。

続いてポートの設定をします。ポートにはETH-UA7自身のポートで

あるLocal Portと、通信相手先のポートであるRemote Portがあり

ます。

"Local Port"はデフォルト値は、20108なのでそのまま使用します。

"Remote Port"も特に設定が必要なければデフォルト値の8234を

使用します。数値の入力を確認してください。

5 設定が終わったら、設定内容を本体に書き込みます。

"Save Config"ボタンを押して設定内容を本体に書き込みます。
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■仮想COMポート通信を行う

続いてパソコン側の仮想COMポートの設定を行います。この設定を

することでパソコンには仮想COMポートが作られ、TCPサーバーとして

動作します。TCPクライアントモードとして動作しているETH-UA7から

接続してシリアル通信が可能となります。

1 先ほどインストールした仮想COMポートソフトウエア、 "HW Virtual

Serial Port"を起動します。

※起動時にエラーが表示された場合にはいったん終了して、本ソフ

トウエアを「管理者として実行」してください。デスクトップにあるシ

ョートカットを右クリックして「管理者として実行」をクリックして起

動します。

2 "Setting"タブに移動します。

下図のようにチェックを設定してください。

チェック内容に間違いがあると正しく通信できませんので、よくご確

認ください。特に

・ TCP Server Mode

・ Strict Baudrate Emulation

のチェックは必ず入れてください。

3 設定ができたら"Save Settings to INI file"のボタンを押して、設

定を保存します。

4 "Virtual Serial Port"タブに移動します。

最初に作成するCOMポートの番号を指定します。

"Port Name"のプルダウンから新たに作成したいCOMポートの番

号を指定してください。なお、ポート番号は既に使用済みの番号は

使えません。必ず未使用のポート番号を指定します。

現在パソコンで使われているポート番号については、Windowsの"デ

バイスマネージャー"内のツリー、"ポート(COMとLPT)"で確認でき

ます。

5 COMポート番号が決まったら、通信ポートの設定をします。

ここでは"Port"のボックスに 8234 を指定してください。

※ポート番号はETH-UA7の設定で指定したリモートポートの番号

となります。

パソコン側(仮想COMポート側)は、サーバーですのでIPアドレスは

パソコンに割り振られているIPアドレスとなります。よって、この仮

想COMポートソフトでIPアドレスは設定する必要はありません。"IP

Address"のボックスは、 0.0.0.0 とします。

6 設定ができたら"Create COM"ボタンを押します。

COMポートの作成には数秒程度かかります。数秒後、指定した仮想

COMポートが作成されます。

ポートが作成されたかどうか確認する場合にはWindowsのデバイ

スマネージャで確認します。デバイスマネージャのツリーに"Virtual

Serial Ports (Eltima Software)"が表示されます。

さらにその下に"ELTIMA Virtual Serial Port (COMx)"が表示され

ます。

これでパソコンからはシリアルターミナルソフトで開いて指定したC

OMポートを開いて通信をすれば、遠隔地にあるETH-UA7のUART

と通信ができます。

試しにパソコンでCOMポートを開いて、データを送信してみます。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、ETH-

UA7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-UA7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。

仮想COMパソコンで

"ABCD"を送信
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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

す。

仮想COMポートを使うことでネットワークを意識せずにシリアル通

信ができるようになります。

※仮想COMポートソフトウエアは、パソコン側をTCPクライアントとし

ても動作させられます。その場合には、ETH-UA7はTCPサーバーモー

ドで動作させます。

仮想COMポートソフトウエア側の設定では、"TCP Server Mode"にチ

ェックを入れず、"Virtual Serial Port"タブの"IP Address"ボックスにE

TH-UA7のIPアドレスを指定することで設定が可能となります。

※仮想COMポートは、仮想COMポートソフトウエアを終了すると自動

的に削除されます。仮想COMポートを使い続ける場合には、ソフトウエ

アを起動しつづけるようにしてください。最小化しておくことでウインド

ウを見えなくできます。

■RFC2217の有効、無効を設定する

RFC2217は仮想COMポート経由でリモートデバイスから、ETH-UA

7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

速度等の設定は、UART経由、LAN経由、HTTPでETH-UA7の設定web

を開いて設定するなどの方法があります。

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。

なおこの機能をOFF(無効)にしておくとリモートデバイスで仮想COM

ポートを開いたとき、UART側に55hから始まる8バイトのデータが返り

ます。これは現在の仮想COMポート側の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

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

（有効）に設定する必要があります。

RFC2217のON/OFFは設定ソフトウエアで行います。

先ほどと同様に、ネットワーク上でETH-UA7を見つけます。そして発見

されたデバイスをクリックすると、右側に設定画面が表示されます。そ

の中に"RFC2217"があり、ここにチェックを付けることで有効になり

ます。必要のないデータをUART側から出力したくない場合には、チェ

ックを入れて、RFC2217を有効にしてお使いください。

TCPサーバーモードによるソケット通信の仕方

TCPサーバーモードでは、本機はサーバーとして動作し、クライアント

機器のリクエストを待機します。

ETH-UA7では4台までのリモートデバイスと通信ができます。設定

により最大16台まで拡張できます。

クライアント機器との接続が確立するとソケット通信で送受信され

るデータはすべてシームレスにUART通信となってTX,RX線に現れま

す。

■設定ソフトウエアで本機の設定をする

1 設定ソフトウエアの"ETH-UA7ユーティリティソフトウエア"を起動

します。"Operate Via LAN"タブになっていることを確認します。

2 "Search Device"ボタンを押します。

正しくETH-UA7と通信ができると検出されたETH-UA7がリスト

に表示されます。

3 リスト表示されたETH-UA7デバイスをクリックして選択します。

選択すると、右側にウインドウが表示され各種設定ができるように

なります。

4 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

ますので同一ネットワークにDHCPサーバーがあれば動的にIPアド

レスを取得して自動的に設定できます。

もしくは、手動でスタティック（静的な）アドレスを指定します。

5 モードの設定を行います。

"Module work mode"を"TCP Server"に設定します。

本機のIPアドレスを手動で設定する場合には、"IP Type"を"Static

IP"にセットして、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェ

イを入力します。

DHCPによる自動設定をする場合には場合には"DHCP/Auto IP"

を選択します。

UART側の通信速度を設定してください。
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6 続いて本機のローカルポートを指定します。クライアント機器は本

機のIPアドレスとローカルポートを指定してソケット通信を開始し

ます。ローカルポートにはウェルノウンポート以外であれば何番で

も指定できます。デフォルトの20108番のままでも結構です。

7 設定が完了したら"Save Config"ボタンを押して書き込みます。

8 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

ートを監視して外部からの接続要求を待機します。

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

ソケット通信を開始します。

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で出力します。

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

ます。

ETH-UA7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-UA7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。

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-UA7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

TCPクライアントとしてフリーソフトがたくさん公開されています。

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)

ETH-UA7

UART通信(TX,RX)

192.168.1.10

シリアル通信用
パソコン

192.168.1.5(A)

192.168.1.6(B)

【コラム】

HerculesでWindows PCとETH-UA7で通信する例

Herculesは、HW-Groupがリリースしているフリーのターミナルソフ

トです。Windowsで動作し、TCPサーバーとして動作させたり、TCPクラ

イアントターミナルとして動かしたりできます。またシリアル通信のター

ミナルとしても動作しますしUDPにも対応している便利なツールです。

他にも便利なTCPツールなどはありますが、当方一番のおすすめは

こちらのHerculesです。

まずは下記からダウンロードしましょう。

https://www.hw-group.com/software/
hercules-setup-utility

1 ダウンロードしたら実行してみましょう。

このツールはインストーラーがないので、実行可能なexeファイルが

そのままダウンロードされます。

2 起動するとファイヤーフォールがインストールされたパソコンでは

警告が表示されることがあります。このソフトウエアが通信を試み

るためです。ファイヤウォールをHerculesが通過できるように設定し

てください。

3 ソフトウエア上部にタブが表示されます。

このタブで、このHerculesを何のモードで動作させたいか選びます。

4 ここでは、TCPサーバーで動作しているETH-UA7にコネクションす

るわけですから、"TCP Client"タブを開いて下さい。

TCPグループの所を設定します。

"Module IP"の所にETH-UA7のIPアドレスを入力します。

"Port"は接続先のETH-UA7のローカルポートです。デフォルト設定

値は20108となっています。

上図のように設定しました。

ちなみに、ETH-UA7側の設定値は下図の通りです。

5 ETH-UA7はTCPサーバーモードで動作しているので、ローカルポ

ートのインカミングコネクションを待機しています。

Herculesの"Connect"ボタンを押して下さい。コネクション確立要

求が送信され接続が確立されます。
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コネクションが確立すると"Connect"のボタン表示が"Disconnect"

となります。あとは送受信したいデータをUART側から送る又は、H

ercules側から送れば、ETH-UA7のUART出力にその値が出力さ

れます。

例えば、Hercules側から、文字列「1234567890」を送信してみて

ください。

文字列を入力し

て、"Send"ボタン

を押します。

ETH-UA7のUARTに接続されたシリアルターミナルで受信した文

字列が表示されます。

このようにHerculesを使うと、簡単にソケット通信を試すことがで

きます。中身はソケット通信なので、Herculesでなくても自作のソケ

ット通信をするアプリケーションを作ってもいいですし、また別のフ

リーソフトを使ってもいいでしょう。

まず動作の体験をしてみたいという場合にはお手軽な方法です。

Herculesは自身をTCPサーバーとしても動作させられます。"TCP

Server"タブで自身のサーバーポートを設定してリッスンを開始しま

す。ETH-UA7でHerculesの動作するパソコンのIPアドレスとポート

を指定すればコネクションが確立します。

UDPクライアントモードの仕方

UDPクライアントモードでは、UDPを使用して本機に設定した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。

TCPと違い、コネクションを確立ないため手軽に双方向のデータ通

信ができます。1対1の通信で、かつコネクションの確立がないのでUD

P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。

なお、1対1と記載しましたが、UDPではネットワークセグメントを本

機のリモートIPアドレスとして設定すれば、ブロードキャストが可能で

す。一致するポートでリッスンしている機器に本機からUARTデータを

一斉送信することができます。（この場合受信はできません）

なおUDPモードの場合最大データ長は1460です。

1 設定ソフトウエアの"ETH-UA7ユーティリティソフトウエア"を起動

します。"Operate Via LAN"タブになっていることを確認します。

2 "Search Device"ボタンを押します。

正しくETH-UA7と通信ができると検出されたETH-UA7がリスト

に表示されます。

3 リスト表示されたETH-UA7デバイスをクリックして選択します。

選択すると、右側にウインドウが表示され各種設定ができるように

なります。

4 モードの設定を行います。

"Module work mode"を"UDP"に設定します。

本機のIPアドレスを手動で設定する場合には、"IP Type"を"Static

IP"にセットして、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェ

イを入力します。

DHCPによる自動設定をする場合には場合には"DHCP/Auto IP"

を選択します。

UART側の通信速度を設定してください。

続いて本機のローカルポートを指定します。ローカルポートにはウ

ェルノウンポート以外であれば何番でも指定できます。デフォルトの

20108番のままでも結構です。

続いて、通信相手先のリモートデバイスのポートを設定します。
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"Remote Port"の部分にリモートポートを入力してください。デフォ

ルト値の8234でもかまいません。

設定が完了したら"Save Config"ボタンを押して書き込みます。

5 リモートデバイスはリッスンを開始してください。

本機のUARTに入力された信号はそのままリモートデバイスに送信

されます。

リモートデバイスから送信されてデータはUARTから出力されます。

UDPサーバーモードによる通信の仕方

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。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 設定ソフトウエアの"ETH-UA7ユーティリティソフトウエア"を起動

します。"Operate Via LAN"タブになっていることを確認します。

2 "Search Device"ボタンを押します。

正しくETH-UA7と通信ができると検出されたETH-UA7がリスト

に表示されます。

3 リスト表示されたETH-UA7デバイスをクリックして選択します。

選択すると、右側にウインドウが表示され各種設定ができるように

なります。

4 モードの設定を行います。

"Module work mode"を"UDP Server"に設定します。

本機のIPアドレスを手動で設定する場合には、"IP Type"を"Static

IP"にセットして、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェ

イを入力します。

DHCPによる自動設定をする場合には場合には"DHCP/Auto IP"

を選択します。

UART側の通信速度を設定してください。

続いて本機のローカルポートを指定します。ローカルポートにはウ

ェルノウンポート以外であれば何番でも指定できます。デフォルトの

20108番のままでも結構です。

続いて、通信相手先のリモートデバイスのポートを設定します。

"Remote Port"の部分にリモートポートを入力してください。デフォ

ルト値の8234でもかまいません。

設定が完了したら"Save Config"ボタンを押して書き込みます。

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。

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-UA7は常に最後に通信した通信相手（リモートデバイス）のIP

アドレスを記憶しています。

UDPでデータを受信したことを本機が記録すると、次回本機のUAR

Tに入力されたデータはこの最後に通信したクライアントに対してU

DP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-UA7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。

上の図は2台のUDPクライアントPCとETH-UA7を接続した例で

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-UA7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-UA7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-UA7が受信してUARTで"C"を出力します。

⑦ETH-UA7がUART通信でデータ"D"を受信すると

⑧⑤のデータを送信したPC"B"にデータ"D"を送信します。

TCPサーバーモードの場合、UARTでETH-UA7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-UA7

UART通信(TX,RX)192.168.1.5(A)

192.168.1.6(B)

192.168.1.10

シリアル通信用
パソコン

①"A"→

②"A"→

③
"B

"→←④"B"

⑤
"C

"→

⑥
"C" →

←⑦"D"

←
⑧

"D
"
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HTTPDクライアントモード（暫定機能）

HTTPDはHTTPのデーモンです。このモードは開発者用の機能です。

本機能は、暫定機能としてお使い頂けます。正式サポートはしておりま

せんので、ご使用に際してはお客様にて動作をよくご確認の上ご使用く

ださい。（当方では使い方のサポートは正式に行っておりません。）

本モジュールはHTTPサーバーにデータを送信又はHTTPサーバー

からデータを受信します。HTTPの複雑な処理は本機が行います。

HTTPサーバーから本機が受信したデータは、プロセスなしで、その

ままUARTポートから出力されます。また要求によってはHTTPコンテン

ツを定義することも可能です。

ETH-UA7の接続されているネットワークがデフォルトゲートウェイ

を通して、インターネットに接続されており、デフォルトゲートウェイでD

NSが設定されていれば(デフォルトゲートウェイとDNSが同一IPアドレ

スである必要があります)サーバーにはドメイン名を指定することもで

きます。

HTTPDタイプとしてGETメソッド又はPOSTメソッド(*)を選択でき

ます。ヘッダ部は本体に記憶させることができます。

まず使用方法の一例として検索エンジンのGoogleに、検索ワード"mic

rotechnica"を指定して検索結果を得る方法について解説します。

1 HTTPD機能の各種設定は、ブラウザ経由でETH-UA7にアクセス

して行います。ユーティリティソフト経由では行えません。

ETH-UA7を、インターネットに接続可能なネットワークに接続して

ください。

ETH-UA7のIPアドレスに、ネットワーク上にあるパソコンのWEBブ

ラウザからアクセスしてください。

※ETH-UA7のIPアドレスは工場出荷時設定では、192.168.0.7に

なっています。IPアドレスを変更又はDHCPを使用する場合にはユ

ーティリティソフトを使って適宜変更しておいてください。

2 アクセスするとユーザーネームとパスワードが求められます。

設定したユーザーネームとパスワードを入力してログインします。

デフォルト設定ではユーザーネームとパスワード共に"admin"です。

3 "Serial Port"タブに移動します。

4 各種設定を行います。各項目について次のように設定をしてくださ

い。（*の付いた項目は使用環境に合わせて設定してください。）

項目 設定値

Baud Rate* 115200

Data Size 8

Parity None

Stop Bits 1

Local Port Number 20108

Remort Port Number 80

Work Mode Httpd Client

Remote Server Addr www.google.co.jp

Httpd Type GET

Httpd URL /search?q=

Httpd Header User_Agent: Mozilla/4.0

Connection: close

Remove Httpd Head チェックなし

RESET： チェックなし

LINK： チェックなし

INDEX： チェックなし

Similar RFC2217： チェックあり

この設定では、リモートサーバーのアドレスとして検索エンジンのG

oogleを指定しています。

HttpdタイプをGETにすることで、URLに検索ワードを付加して送信

することができます。

Httpd URLはリモートサーバーのアドレスに続いて送信するURLで

す。Googleの場合にはパラメーターが色々用意されていますが、"se

arch?q="としてその直後に検索ワードを付加できます。ここまでを

定数として設定しておくことで、UART側からは"検索文字"だけを送

信すれば本モジュールがサーバーに対してHTTPでリクエストを送

信します。

設定が完了したら"Save"ボタンを押して保存します。

これで主要なパラメーターは本体に記憶されました。
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5 続いてUART経由で検索したいワードを本モジュールに送信すれ

ば、その検索結果が返ってきます。

UART通信で次の文字列を送信します。

microtechnica&num=1

上記のmicrotechnicaは検索するワードです。

&num=1はGoogle用のパラメーターで検索結果する件数を1件に

指定しています。これを100とすれば検索結果は100件となります。

レスポンスデータは非常に多いためここでは1件としました。

なお1件でも63350バイトのデータが返りますのでご注意下さい。

上記の文字例をUARTで本モジュールに入力します。

6 すぐにサーバーからレスポンスが返りそのデータ全てがUARTで出

力されます。

出力データの先頭部分を見て"HTTP/1.1 200 OK"となっていれ

ば問題ありません。正しくサーバーに接続されていることが確認で

きます。

以後、<!doctype html>タグ以降はすべてwebページのHTMLです

のでデータ量が多くなります。なおこの本文のデータは、WEBサイト

にWEBブラウザでアクセスした際に閲覧できるページソースと同じ

です。

7 戻ったデータを見てみると次のようなデータが含まれていることが

分かります。

この部分が検索結果です。

<a href="/url?q=http://www.microtechnica-shop.jp/&am

p;sa=U&amp;ved=0ahUKEwj-8avW6KjRAhWFW5QKHRGoCZgQFggU

MAA&amp;usg=AFQjCNFz_tKb3UFaJ77VzHHtJqkzgdv_dg">PICマ

イコンと組込のプロフェッショナル マイクロテクニカ</a></h3><div cl

ass="s"><div class="kv" style="margin-bottom:2px"><cit

e>www.<b>microtechnica</b>-shop.jp/</cite><div class="

_nBb"><div style="display:inline" onclick="google.sham

(this);" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" ta

bindex="0" data-ved="0ahUKEwj-8avW6KjRAhWFW5QKHRGoCZg

Q7B0IFTAA"><span class="_O0"></span></div><div style="d

isplay:none" class="am-dropdown-menu" role="menu" tabi

ndex="-1"><ul><li class="_Ykb"><a class="_Zkb" href="/u

rl?q=http://webcache.googleusercontent.com/search%3F

q%3Dcache:8V7cX3_gA4cJ:http://www.microtechnica-sho

p.jp/%252Bmicrotechnica%26num%3D1%26hl%3Dja%26ct%3Dc

lnk&amp;sa=U&amp;ved=0ahUKEwj-8avW6KjRAhWFW5QKHRGoCZ

gQIAgXMAA&amp;usg=AFQjCNFeyba6mQVV6azuFE2gWOn1tDE4gA

">キャッシュ</a></li><li class="_Ykb"><a class="_Zkb" href

="/search?ie=UTF-8&amp;q=related:www.microtechnica-s

hop.jp/+microtechnica&amp;tbo=1&amp;sa=X&amp;ved=0ah

UKEwj-8avW6KjRAhWFW5QKHRGoCZgQHwgYMAA">類似ページ</a></

li></ul></div></div></div><span class="st">ページトップへ.

個人情報保護ポリシー; 特定商取引法表示 &middot; ご利用ガイド; 返

品<br>

について. 【マイクロテクニカ】www.<b>microtechnica</b>-shop.

jp マイクロテクニカ 吉田靖幸 <br>

東京都世田谷区玉川１－３－１０ プレール玉川ビル５階 03-3700-35

35/メールはこちら.</span><br>

その他、現在の為替レートを取得する方法もご紹介します。為替レー

トは様々なサイトで情報が提供されていますが、画面デザインの複雑な

ものは画像データのURLなども付加されるためレスポンスデータも大

きくなり使いにくいです。そのためできればテキストのデータだけを提

供してくれるサイトがあれば本モジュールなどを使う場合には便利で

す。そういった場合にはRSSを使う方法があります。ニュースなどを取

得したい場合にはRSSを利用すると便利です。

ここでは、「http://api.aoikujira.com/」様が提供されている外国為

替確認APIを利用させて頂き、現在の為替情報を得る方法をご紹介し

ます。

1 ETH-UA7のパラメータを設定します。

先の方法と同様にETH-UA7にWEBブラウザでアクセスして次のよ

うに設定してください。

項目 設定値

Baud Rate* 115200

Data Size 8

Parity None

Stop Bits 1

Local Port Number 20108

Remort Port Number 80

Work Mode Httpd Client

Remote Server Addr api.aoikujira.com ◎

Httpd Type GET

Httpd URL /kawase/xml/ ◎

Httpd Header User_Agent: Mozilla/4.0

Connection: close

Remove Httpd Head チェックなし

RESET： チェックなし

LINK： チェックなし

INDEX： チェックなし

Similar RFC2217： チェックあり

変更したのは◎の付いた2つのパラメーターだけです。

2 こちらのサイトではURLに基準通貨を3文字で付加すれば、その通

貨を基準とした現在の各国為替レートがレスポンスとして送られま

す。ここでは、1ドルを基準としてみたいと思います。

UART通信にて、本モジュールに "usd" という文字列を送信してく

ださい。

3 すぐにレスポンスデータがUARTで出力されます。

フォーマットはXML形式にしたので、とても見やすく整理されていま

す。先ほどの例と同様に先頭に"HTTP/1.1 200 OK"があること

を確認してください。

<API_URL>http://api.aoikujira.com/kawase/</API_URL>

以降が為替データです。各通貨はタグになっています。

<JPY>を見ると現在の日本円とのレートが分かります。
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ETH-UA7同士で通信を行う

これまでの例では主にETH-UA7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-UA7同士での通信

も可能です。

■TCP通信で接続する

1台のETH-UA7をTCPサーバーモードで、片方をTCPクライアント

モードで動作させます。そこに4台のETH-UA7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-UA7をTCPサーバモードに設定し、IPアドレス及びロー

カルポートを設定します。設定例は下記の通りです。

・Module work mode: TCP Server

・IP Type: 自機のIPアドレス、手動又はDHCP

・Local Port: 20108

自機のIPアドレスを手動で設定する場合には、サブネットマスク及び

デフォルトゲートウェイも設定してください。

続いて、もう片方はTCPクライアントモードとして設定します。設定例

は下記の通りです。

・Module work mode: TCP Client

・IP Type: 自機IPアドレス手動又はDHCP

・RemoteIP: サーバー側ETH-UA7のIPアドレス

・RemotePort サーバー側ETH-UA7のポート 20108

・Local Port: 33333

上記までの例を図にすると次のようになります。(IPアドレスは適当で

す。)

※ハブを用いないでETH-UA7同士を接続する場合には、クロスケー

ブルで接続してください。

■UDP通信で接続する

UDP通信でETH-UA7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。

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-UA7のUARTに入力されたデ

ータは最後にETH-UA7にデータを送信してきたクライアントに対して

UDP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。

ETH-UA7(TCPサーバー)

192.168.1.10 Port:20108
ETH-UA7(TCPｸﾗｲｱﾝﾄ)

192.168.1.14 Port:33333

UDP通信でETH-UA7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ET

H-UA7のUARTに入力されたデータは、最後にETH-UA7と通信を行

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。

WEB経由で本体の設定を変更する

ETH-UA7の各種設定はユーティリティソフトを使ったネットワーク

経由・UART経由以外に、WEBブラウザから本機にアクセスして行うこ

ともできます。

同一ネットワークに接続されたパソコンから本機のIPアドレスをブ

ラウザのアドレス欄に入力して本機に接続し、ログインして設定が可能

となります。

1 ETH-UA7のIPアドレスに、ネットワーク上にあるパソコンのWEBブ

ラウザからアクセスしてください。

※ETH-UA7のIPアドレスは工場出荷時設定では、192.168.0.7に

なっています。IPアドレスを変更又はDHCPを使用する場合にはユ

ーティリティソフトを使って適宜変更しておいてください。

2 アクセスするとユーザーネームとパスワードが求められます。

設定したユーザーネームとパスワードを入力してログインします。

デフォルト設定ではユーザーネームとパスワード共に"admin"です。

3 ログインできると、下図のようなページが表示されます。

左側のフレームが各ページの切り替えになります。

・ローカルIP設定

ETH-UA7のIPアドレス等の設定を行います。

・UARTと動作モード

UART通信の通信速度等、各種パラメータの設定ができます。

ETH-UA7の動作モードを設定できます。

動作モードによりますが、接続先リモートデバイスのIPアドレス設

定や各種ポートの設定ができます。

・拡張機能

本機の拡張設定をします。通常は触りません。

・その他の設定

モジュール名やログイン時のパスワード設定、本機のMACアドレ
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スの設定、TCPサーバー実行時に同時接続できるクライアント数

の設定など本機全般の設定ができます。

・再起動

本機を再起動します。設定変更後は再起動が必要です。

主な設定変更時の注意点を下記に記載します。

■「その他の設定」→「ユーザーネーム」「パスワード」

WEB経由で本機の設定をするときにログインするユーザーネームと

パスワードを設定します。この設定値を失念すると、ログインできなくな

りますのでご注意下さい。

なお、設定値の確認・変更はユーティリティソフトでも行えます。

■「その他の設定」→「MACアドレス」

本機のMACアドレスをユーザーが設定できます。表示では2桁ずつハ

イフン(-)が入りますが、設定時はハイフンやスペースは入れず、すべて

の文字列を続けて入力する必要があります。

例： 00-01-02-03-04-05 と設定したい場合

→ 000102030405 と入力

入力できる文字種は「数字0～9、英字A～F」だけです。他の英数字や

ハイフン、スペース等の記号は入力しないでください。正しい登録がで

きません。

※MACアドレス変更後は本体を再起動することになります。本機のIP

アドレスをDHCPとしている場合、再起動後ルーター等から割り振られ

るIPアドレスが変わる場合がありますので、ユーティリティソフト等で新

しいIPアドレスを確認してからご使用下さい。

■「その他の設定」→「リセットタイムアウト」

TCPでは相手との通信を切断する時、FINやRTSを使います。

ETH-UA7では、定期的にキープアライブパケットを送信することによ

り、もしくは応答することにより、リモートデバイスとの接続が切れない

ようにしています。

但しデフォルトの設定では、セッション確立後60分、有意なUART通

信(PSHパケット)がない場合、セッションをリセットするRSTパケットが

発行されます。これはリソースを解放するために行われます。この時間

設定は、60秒～65535秒まで設定可能です。また0にするとこの機能

は無効になります。

デフォルト設定では3600となっています。もし、無通信時間が1時間

以上あるようなケースで、さらに無通信通信が継続してもセッションを

切断したくない場合には、リセットタイムアウトの設定値を0にしてRST

パケットの発行を停止することができます。

UARTで本体の設定を変更する(ATモード)

ETH-UA7の各種設定は、パソコンから専用のユーティリティソフト

で行うか、WEBブラウザ経由で行うのが簡単ですが、UART通信でATコ

マンドを使って変更することもできます。ATコマンドを使用すれば、接

続したマイコン等から設定を変更することができます。

記載している<CR>はキャリッジリターン(0x0D)、<LF>はラインフ

ィード(0x0A)です。

■ATコマンドモードに入る

ATコマンドモードに入るには次の手順でUART信号を操作します。

なお、UART通信のプロトコルは下記の通りです。

通信速度: 115.2kbps

データ長: 8ビット長

ストップビット: 1

パリティ: なし

1 UART信号でETH-UA7に、 "+++" (0x2B 0x2B 0x2B) の3バ

イトを入力します。

+++の前後にCRやLFなどがあると正しく認識されません。

2 ETH-UA7から "a" (0x61) が返ることを確認します。

3 上記の"a"がETH-UA7から返ってから、3秒以内にETH-UA7に"a"

を送信します。

4 ETH-UA7から、 "+ok" が返ればATコマンドモードに入れました。

最初に、 +++ の3バイトをETH-UA7に入力しますが、この時は

CRやLFなどで終端しないようにするのがポイントです。CRなどを付け

てしまうと、ETH-UA7は"a"の応答を返しません。下図は+++をUART

ホスト機器から送信した時の波形です。

なお、ETH-UA7は+++を受信後、実測で約24.6ミリ秒程度で"a"を返

しています。
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次いで、ETH-UA7から"a"を受信したら、3秒以内にUARTホストはE

TH-UA7に"a"を送信する必要があります。これもCRなどの終端は付

けず1バイトのみ送信します。

正しくATコマンドモードに入れると、"+ok" (0x2B 0x6F 0x6B)が

返りますのでこれを必ず確認してください。"+ok"が返らない場合には、

正しくATコマンドモードに入れていません。再度やり直してください。

■ATコマンドモードを終了する

ATコマンドモードは次のコマンドで終了できます。

機能 ATコマンドモードを終了してモジュールをリスター

トします。

フォーマット AT+Z<CR>

パラメーター なし

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

■ATコマンド一覧

機能 ATコマンドのエコーバックを設定します。

有効にすると、受信したコマンドをエコーします。

フォーマット AT+E=<nn><CR>

パラメーター <nn>= on エコーを有効にします。

<nn>= off エコーを無効にします。

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

補足 パラメータを省略すると現在の状態を次のフォーマ

ットで返します。

<CR><LF>+OK=<on/off><CR><LF>

機能 ATコマンドモードを終了して、モジュールをリセットし

ます。

フォーマット AT+Z<CR>

パラメーター なし

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

機能 本体を工場出荷時の状態に戻します。

フォーマット AT+CLEAR<CR>

パラメーター なし

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

補足 本体に記憶されている各種設定値はすべてデフォル

トの値に戻ります。IPアドレスは、192.168.0.7に戻

り、ユーザーIDやパスワードも初期値に戻ります。

機能 UARTの設定を変更します。

フォーマット AT+UART=<baud,data_bits,stop_bit,parity>

<CR>

パラメーター baud:

9600, 19200, 38400, 57600, 115200,

230400, 380400, 460800

data_bits:

5, 6, 7, 8

stop_bit:

1, 1.5, 2

parity:

NONE, EVEN, ODD

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

補足 設定は再起動後(AT+Z実行後)から有効になります。

UARTによる設定値はネットワーク経由又はWEB経

由でも変更できます。

パラメータを省略すると現在の状態を返します。

機能 本体の動作モード及びリモートIPアドレス、リモート

ポートを変更します。

フォーマット AT+SOCKA1=<mode,IPAddress,Port><CR>

パラメーター mode:

TCPS TCPサーバーモード

TCPC TCPクライアントモード

UDPS UDPサーバーモード

UDPC UDPクライアントモード

HTPC HTTPDモード

IPAddress:

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

このIPアドレスは動作モードがTCP又はUDPクライ

アントモード時のリモートIPアドレスの値を指定する

ものとなります。サーバーモードの場合にはこの設定

値は関係ありませんが、一応値の設定が必要です。サ

ーバーモードに切り替える場合には適当な値(192.1

68.0.7など)をパラメータとして設定してください。

Port:

1 ～ 65535

この値はリモートポートの値となります。

ローカルポートの設定はAT+SOCKPORTコマンドで

設定できます。

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

補足 設定は再起動後(AT+Z実行後)から有効になります。
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サーバーモードへの設定時には、パラメータとして指

定したIPアドレスは特に意味を持ちませんが、適当な

値を指定する必要があります。

HTTPDモードに設定する場合には、ドメイン名を指

定することもできます。

パラメータを省略すると現在の状態を返します。

機能 ローカルポートを変更します。

フォーマット AT+SOCKPORT=<localPort><CR>

パラメーター ローカルポートを指定します。

Port:

1 ～ 65535

リモートポートの設定はAT+SOCKA1コマンドで設

定します。

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

補足 設定は再起動後(AT+Z実行後)から有効になります。

パラメータを省略すると現在の状態を返します。

機能 DHCPの設定又は静的IPアドレス設定時のIPアドレ

ス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定

フォーマット AT+WANN=<mode,IPaddress,mask,gateway>

<CR>

パラメーター mode:

DHCP DHCPを有効にします。

STATIC 静的IPアドレスにします。

DHCPに設定した時は、ここで終了です。後のパラメ

ータは指定せず<CR>で終端します。

静的IPに設定した場合には次のパラメータも指定し

ます。

IPaddress: 自機IPアドレスの設定です。

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

mask: サブネットマスクの設定です。

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

gateway: デフォルトゲートウェイの設定です。

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

戻り値 <CR><LF>+OK<CR><LF>

補足 パラメータを省略すると現在の状態を次のフォーマ

ットで返します。DHCPに設定されている場合には、モ

ジュールに割り当てられている各種パラメータを取

得できます。

設定後は再起動(AT+Z)してからお使いください。

その他の設定

設定ソフトウエアによって、更に詳細に動作設定が可能となります。

■RS422 ※使用しません

この機能は、ソフトウェアで設定することができます。通常はOFFに

しておいてください。

■Link

本体にある3ピンの1つ、Linkピンを有効にするかどうかの設定です。

2番ピンがLinkピンです。

Linkピンは、TCP接続状態を表示するインジケータとして使用できま

す。TCPでリモートデバイスと接続するとLowレベルになります。リンク

が接続されていない場合にはHighレベルです。

ETH-UA7がTCPを使っている場合有効です。UDP通信の設定にな

っている場合には、常にLowレベルになっています。

デフォルトではチェックされていません。

※流せる電流は数mA程度ですので、LED等電流をたくさん消費するデ

バイスは直接接続しないでください。LEDを接続する場合にはトランジ

スタで駆動してください。使用しない場合にはオープンにしておきます。

■Reset

本機がTCP Clientとして動作するとき、本機はTCPサーバーに対し

て積極的に接続しようとします。

Reset機能を有効にすると本機は30回、TCPサーバーに接続を試み

ます。もし、接続ができなかった場合（失敗した場合）本機は自動的に再

起動します。 デフォルトではチェックされていません。

※TCPサーバーが動作していない場合、このチェックを有効にしておく

と本体は再起動を繰り返してしまいます。必要がなければチェックを外

してお使いください。

■INDEX

本機がTCP Clientとして動作するとき、本機には最大16台のクライ

アントデバイスが接続できます。（出荷時設定では最大4台まで）

INDEXオプションは、「ETH-UA7に接続されたどのクライアントデバイ

スから送られたデータなのかを識別する」機能です。このオプションを

無効にしておくと、どのクライアントデバイスからデータが送信されて

も区別することなくイーサネットから受信したデータはUARTのTXピン

から出力されます。

出力されるデータは、どのクライアントから送られたものかは識別で

きません。
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INDEXオプションを有効にすると、ETH-UA7にクライアントデバイ

スとして接続した順番に1→2→3と、番号が割り振られます。そのクラ

イアントデバイスからデータが送信されると、"I"(アイ=49h)に続きその

クライアントデバイスの番号がASCIIで送られ、その後に続いて実際の

データが出力されます。例えば、1番最初にETH-UA7に接続したクラ

イアントが、"ABCD"というデータを送信した場合、ETH-UA7のUART

出力は、 "I1ABCD" (49h, 31h, 41h, 42h, 43h, 44h)となります。

どのクライアントデバイスから送られたデータなのかをある程度識

別することが可能となります。但しあくまでも割り振られる番号は、ET

H-UA7に接続した順番であり固定値ではないことに注意してくださ

い。

またINDEXオプションを有効にしておくと、クライアントデバイスがE

TH-UA7に接続した時には "C11" 切断した時には "D10" のような

文字列がUARTから出力されます。"C"及び"D"のすぐ後ろの数字がそ

のクライアントデバイスの番号となります。

※INDEXオプションを有効にすると場合によっては不要なデータ(クラ

イアント番号等)が出力されますので使わない時は必ず無効にしておい

てください。

TCPパケットのRSTフラグが1になる条件について

※本件はFAQに既に記載済みの件の転載です

本デバイスを問わず、TCPでは相手との通信を切断する時、FINや

RTSを使います。本デバイスがRSTパケットを相手側に送信する

時は、主に次のような要因があります。

(1)KeepAliveパケットの応答がない場合

本デバイスはTCPのセッションが確立されるとリモートデバイスに対

して15秒に1回程度の間隔で相手先デバイスとの接続が有効である

か確認するためキープアライブパケットを送信します。

リモートデバイスが応答を返さない場合、リモートデバイスは応答な

しと判断してRSTパケットを発行して接続を切断します。

(2)セッション確立後60分間、有意なUART通信(PSHパケット)がな

い場合(デフォルト設定)

本デバイスとリモートデバイスがセッション確立後、60分間に有意な

UART通信によるTCP通信がない場合、本デバイスはリソースを開

放するため、そのリモートデバイスとの通信は長時間にわたり通信が

ないデバイスとして判断してRSTパケットを送信し接続を切断しま

す。

60分UART信号線に相互に有効な信号が存在しない場合に本機は、

セッションを解放するためRSTパケットを発行します。

この時間は設定により無効又は60秒～65535秒の間で設定できま

す。無効は0です。無効に設定すると、セッション確立後無通信時間が

いつまで続いてもRSTパケットは発行せずセッションは維持され続

けます。

設定は、本デバイスにブラウザからアクセスして次のように設定しま

す。

1.ETH-UA7へWEBブラウザでアクセスします。

※ログインIDとパスワードは、デフォルトでは admin です。

2."その他の設定"のページへ移動します。

3."Reset Timeout"の項目にセッションを維持する時間を入力しま

す。この無通信時間がこの時間経過するとRSTパケットが発行され

ます。

"0"に設定すると、タイムアウトは無効となります。無通信時間が続い

てもセッションはずっと維持されます。

4."設定保存"をクリックして再起動してください。再起動後有効にな

ります。

但し、ここで無通信時間のコネクション維持時間を指定できますが、

1時間以上無通信というのはセキュリティ上もよくなくいため、通常

は少ない時間にした方が安全です。

UART通信の頻度が少ないような環境ではUART通信する度にセッ

ション確立→セッション終了を繰り返すようにします。できれば、デフ

ォルト設定値の3600秒(1時間)で使用されることをおすすめしてい

ます。

なお、60分の間に1回でもリモートデバイスとシリアル通信をすれば

(TCPのkeepalive以外)この時間はリセットされ、再度カウントを開始

します。

(3)パケットロスなどネットワークに障害が発生した場合

ネットワークで通信ができなくなったりして(1)のキープアライブパケ

ットに対するACKを受信できなかったり、通信不良で通信のシーケン

スが合わなくなった場合などネットワークに障害がある時、RSTパケ

ットが送信されます。

※RSTパケットが送信された場合にはセッションは破棄されますの

で、再度セッションの確立をする必要があります。データ交換の度に

セッションの「確立→切断」をした方が確実です。

どうしてもセッションを長時間確立し続けるような使い方をする場

合には、実データ送信に先立ちCR(0Dh)等の"害のなさそうな"デー

タ（双方で無視できると決められている）を送信してみて、パケットを

監視してください。送信後にRSTパケットが送信されてくるようなら

ば、セッションは一度破棄（切断）して再度、セッションを確立した後

に実データを送信するようにします。
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【参考資料】UART信号のパッキングメカニズム

ETH-UA7はUART通信の信号を、TCP又はUDPのパケットとしてイ

ーサネット網を介して送受信するモジュールです。UART通信とネットワ

ークのソケット通信を相互に変換する本機において、最大の問題は遅

延の発生です。UART通信で受信したデータをイーサネットにTCP又は

UDPのプロトコルで送信する時、ネットワーク側に遅延がないことは保

証されません。

UART通信は通信速度が保証されています。例えば115.2kbpsなら

ばこの速度でなければ正しいデータが送受信できません。しかし、ネッ

トワーク側は最大速度は規定されますが、通信速度そのものはどの程

度になるか、その時々のネットワーク環境によって大きく異なります。通

信速度は担保されていません。

ネットワーク側は通信速度が担保されていないので、場合によっては

UART通信のデータをシームレスにネットワーク側に流せないことは十

分想定できます。

そのことから、ETH-UA7ではUART信号として入力されたデータは、

データパッキングというメカニズムによってある程度の大きさに調整

されてTCP又はUDPパケットを生成しネットワークに流します。パケッ

トは分割されますが、通常の使用ではほとんどの場合そのことをユー

ザーが意識することはありませんし、その必要もありません。しかし、一

応そのメカニズムを知っておくことで、もし問題が発生した場合その解

決策になる可能性もあります。

UARTパッケージメカニズムは、ETH-UA7にUART通信で受信した

データを一時的に保存するバッファを用意し、そこに「一定時間」もしく

は「一定の長さ」のデータを貯めておき、次の仕様に基づき、UARTで受

信したデータをパッキングする仕組みです。

・時間規定：そのボーレートでの4バイトの時間

・長さ規定：400バイト

時間規定については、次の計算式で時間が算出されます。

T = (1 / baudrate) * 10 * 4

※115.2kbpsの場合には約0.4m秒です。

UART通信のRXピンからシリアルデータを受信するとETH-UA7は

カウントアップタイマーを開始します。タイマーは無データ時間を計測

し、またETH-UA7はデータの受信バイトを計測します。これら2つが真

の条件になった時、ETH-UA7はUARTで受信したデータをイーサネッ

トに流すためのパケット用にパッキングします。

例えば次のようになります。

例1）200バイトのデータをUARTで受信した場合

200バイトのデータをパッキングしてイーサネット用パケットを生成

例2）450バイトのデータをUARTで受信した場合

400バイトで1パケット、残り50バイトでもう1パケットを生成し、2パ

ケットをイーサネット側に送信

例3）200バイトのデータの途中に10ミリ秒の時間差がある場合

モジュールは、150バイトと、50バイトの2つのパケットを生成してイ

ーサネット側に送信

下記はETH-UA7がUDPモードになっており、UART側から1000バ

イトのデータを受け取った時にネットワーク側をWiresharkで観察した

例です。

パケットが400バイト2つ、200バイト1つに分割されていることが確

認できます。UDPターミナルなどでは、立て続けに到来するUDPパケッ

トを連続して取得して表示するためデータが何パケットに分割されてい

たとしても結果的にすべて受信するので何も問題になりません。これは

UDPに限らずTCPでも同様です。下図はトータル2000バイトのUART

データをTCPクライアントモードで、サーバーに送信した時のネットワ

ークパケットを観察した例です。

400バイト長のパケットが5つに分割されていることがわかります。

このように処理することで、通信速度が担保されていないネットワー

クにもUARTデータを欠落無く送信できるようにしているのです。これ

はIPフラグメンテーションのようになっていることを意味します。

主な仕様

電源電圧： DC5V又はDC3.3V

DC5V仕様 4.75V～5.5V

DC3.3V仕様 3.15V～3.45V

消費電流： 動作時平均約153mA

最大200mA程度(@5V)

■ネットワーク部

ｲｰｻﾈｯﾄI/F 8pin RJ45

ｲｰｻﾈｯﾄﾚｰﾄ 10/100Mbps MDI/MDIX自動切り替え

搭載プロトコル IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP,

ICMP

バッファ 送信6kバイト、受信4kバイト

■シリアル通信部

ｼﾘｱﾙ通信I/F 非同期式シリアル(UART)

データビット 5, 6, 7, 8

ストップビット 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 600bps～460.8kbps(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

ロジック電圧レベル 0V-3.3V (5Vトレラントではありません)

パッキング方法 4バイト時間、400バイトパック

■その他

動作温度 -25℃～75℃

認証 CE, FCC

サイズ 55 x 23 x 23 (mm)

生産国 香港

OEM Jinan USR IoT Technology Limited
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外形寸法図

※インターフェース端子のピンピッチは2.54mmです。

※インターフェース端子のピン径はφ0.8mmです。

使用上の注意

ETH-UA7の使用に際して、必ず下記の注意事項をお守りください。

ETH-UA7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

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。

当方では、ETH-UA7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

用性について保証を行いません。

ETH-UA7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、

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

のある用途向けには使用できません。

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

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。

サポート情報 (2018年8月より適用)

本製品の技術的なサポートは製品の開発元、Jinan USR IoT Tech

nology Limitedが直接行います。技術的なサポートが必要な場合には、

開発元へ直接ご連絡頂きます。当方での技術的なサポートは致してお

りません。本製品は、Jinan USR IoT Technology Limitedが開発して

いる製品、USR-TCP232-T2を一部日本語化したものです。製品の

内容としては、USR-TCP232-T2と同一となります。

技術サポートはすべて英文となります。当方（日本）での技術サポート

は行っておりません。あらかじめご了承頂けますようお願い申し上げま

す。なお、日本語マニュアル及び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。

■サポートをうけたい場合

サポートはチケット制となっております。下記のサイトにアクセスして

ください。

https://www.usriot.com/support/

ページ内にある「Ticket System」をクリックしてください。

次のように入力して下さい。

・Your Email Address:

回答が欲しいメールアドレスを入力して下さい。

・Related Product Series:

USR-TCP232-T2,

（同時に他のデバイスも表示されている場合あり）

・Subject

タイトルです。質問事項のタイトルを入力して下さい。

・Content:

質問内容を書きます。下記のように一応入力してください。

【What is the product model?】: USR-TCP232-T2

【Where do you purchase the products?】: Microtechnica

【What's the firmware version?(You can get firmware version f

rom AT command AT+VER or settings webpage)】: 4017

【How do you connect and configure the USR device?】:

→接続方法です。 Utility via Network 又は UART など

上記以外は記述しなくてもけっこうです。

・Please enter the number or character displayed below:

スパム防止の番号入力です。画像に表示されている文字列をボック

スに半角英数字で入力してください。
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入力が完了したら"Submit Ticket"を押します。

これで、担当者にメールが送信されました。回答があるまでに2営業日

程度かかりますのでお待ち下さい。

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

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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