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■補足マニュアル
本マニュアルは、本製品のメーカーがリリースしている英語版マニュア
ルの補足マニュアルです。英語版マニュアルの補足としてご利用くださ
い。メーカーマニュアルは下記のURLよりダウンロードできます。

http://www.microtechnica.net/manual/
G30,G80,G120とは？
米GHI社がリリースしているG30,G80,G120チップは、マイクロソフ
ト社がリリースしているアプリケーションの開発及び、実行環境の「.NE
TMicro Framework」で動作するSoC(System-on-a-chip)です。
.NETMicro Frameworkは、.NET FrameworkがWindows向けソフトウ
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開発言語には、C#を使います。開発環境は、Visual Studioを使いま
すので、もともとWindowsアプリを作成していたユーザーには使い慣れ
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エアの開発環境であるのに対し、組込デバイス向けに拡張されたファ
ームウエアと開発環境です。
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た環境での開発が可能となります。Visual Studio Community 2015
を使用しますのでマイクロソフトアカウントを取得することで無償で使
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Visual Studio上でエミュレーターを動かして動作を確認することも
可能ですし、当方で販売している各種ボードを使えばUSB接続で簡単
に実機上にアセンブリを配置してデバッグが可能になります。
.NETMicro Frameworkには、様々なクラスが用意されており、標準の
ライブラリを使うことで高度なプログラムが作れます。
当方では、使用チップ、動作速度（クロック周波数）、メモリーサイズ
(Flash及びRAM)、GPIO数の違いなどで3種類のデバイスをご用意して
おります。用途や規模に応じて適切なデバイスを選択することで、コス
トパフォーマンスが高いアプリケーションの開発が可能となります。
G30スルーホールボード

G80スルーホールボード

G120スルーホールボード

1

3 画面の指示に従って、インストールしてください。

開発環境の導入

セットアップタイプは、「typical」を選択して標準のインストールを選
択してください。
インストールが完了したら次へ進みます。

Visual Studio Community 2015及び、.NETMicro Framework等開
発環境一式をパソコンにインストールします。
Visual Studio Communityを使う場合にはマイクロソフトアカウント
を取得しておく必要があります。なおインストールの順番は正しく行う

4 続いて「netmfvs14.vsix」をインストールします。
フォルダ内の「netmfvs14.vsix」を実行してください。

必要があります。またバージョンが変わると、うまく動作しない場合が
あります。
■Visual Studio Community 2015のインストール
1 Visual Studio2015 Communityをダウンロードします。
下記サイトにアクセスします。
画面一番下にある「以前のバージョン」というリンク先に飛びます。

こちらも画面の指示に従い進めます。
インストールが完了したら次へ進みます。

https://www.visualstudio.com/ja/downloads/

■GHI Electronics NETMF SDKのインストール

2 「Visual Studio 2015 およびその他の製品」の一覧が表示されま
すので、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

1 続いて、「GHI Electronics NETMF SDK」をインストールします。
下記のURLからダウンロードしてください。

3 ダウンロードをするには、マイクロソフトのアカウントが必要です。
既にお持ちの方はログインしてください。まだお持ちでない方は、新

http://microtechnica.tv/support/software/
ghi_soft.zip

規にアカウントを作成してください。
4 リンク先にダウンロード一覧が表示されます。

ダウンロードしたら展開します。

「Visual Studio Community 2015」の所にあるプルダウンでダウ
ンロードの種類を指定します。

2 "GHI Electronics NETMF SDK 2016 R1.exe"をダブルクリック
してインストールしてください。

・言語は"Japanese"を選択
・"EXE"を選択

3 インストール中に「SAM-BA v2.xx」のインストールが開始されます

・"Download"ボタンを押します

ので、画面の指示に従ってインストールしてください。
こちらのインストールをしないと先に進めませんので必ずインスト
ールをしてください。

5 ダウンロードしたexeファイルをダブルクリックしてインストールを実
行してください。
→インストールは画面の指示に従い進めてください。

また、インストール途中で下図のようなUSBドライバーのインストー
ルを行うダイアログが表示されますので、「インストール」を押してイ
ンストールしてください。

6 インストールが終了したら再度1のサイトに行き、「Visual Studio C
ommunity 2015 with Update 2」をダウンロード、インストールし
て、アップデートをしてください。
※必要に応じて続いて「Visual Studio 2015 SDK」、「Visual Stud
io 2015 Language Pack」をインストールしてください。
日本語環境にするにはLanguage Packが必要です。
■.NETMicro Frameworkのインストール
これでインストールは完了しました。
1 下記からファイルをダウンロードして展開してください。
まずは、コンソールプログラムを作って、動作を確認しその後LEDを
点滅させる簡単なプログラムを作って動作を確認してみましょう。

http://microtechnica.tv/support/software/
netmf-v4.3.2-SDK-QFE2-RTM.zip
2 ZIPファイルを解凍すると、いくつかのファイルが展開されますので、
最初に「MicroFrameworkSDK.MSI」を実行してください。
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データシートの用意と公式コミュニティーの利用

サポートについて

G30,G80,G120において、どのデバイスを使用するのかを決めた後、

G30,G80,G120についての技術的なサポートはメーカーである米G

データシートと、ユーザーズガイドを用意します。

HI社が直接行っており、日本国内や当方では行っておりません。基本的
にサポートは、公式フォーラムに記事やご質問内容を投稿することで、
全世界のユーザー及びGHI社のサポート担当者から回答が得られま

ユーザーマニュアルは、すべてのデバイスで兼用で、スタートメニュー
内の「GHI Electronics」グループ内にある「G120 Manual」をご覧くだ

す。

さい。基本的な使い方は、G30,G80,G120でも同じですので、サンプル
プログラム等は、実際にご使用になっているデバイスの型式に読み替

なお本製品は既に世界中で使用されているため、多くの既知の問題
や、わかりにくい部分はフォーラムで情報交換が行われ、有効な情報が

えてください。

フォーラムに存在しています。まずご質問を投稿する前に、必ずキーワ
ード検索にてご質問内容が既に投稿されていないかご確認ください。

回路図や、デバイスのデータシートはそれぞれの型式でご用意してお

過去に投稿がある質問を再度新規で行うと、過去ログに誘導されるこ

りますので、当方のwebサイトからダウンロードして閲覧頂けます。

とがあります。
なお、米GHI社のサポートフォーラムは、あくまでもG30,G80,G120

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

製品のサポートであり、開発言語C#の一般的なご質問や、マイクロソフ
ト社製品であるVisual Studioについてのサポートフォーラムではあり
ませんのでご注意ください。

また、メーカーのGHI社ではコミュニティーをご用意しております。サ
ポートフォーラムがある他、コードシェアカテゴリでは世界中のユーザ

Visual Studio及び.NETMicro Frameworkに関するサポート情報は、

ーが作ったサンプルコード等が公開されており、GitHub等のコードが置
かれています。これらを参考にしたり、様々な応用が可能ですのでぜひ

マイクロソフト社が提供するMSDN及びサポートコミュニティーをご利
用ください。

ご利用ください。
■GHI社サポートフォーラム

https://www.ghielectronics.com/community/

https://www.ghielectronics.com/community/
dashboard

※新規記事の投稿にはユーザー登録が必要です。
※使用言語は英語です。日本語のサポートはありません。

オンラインヘルプの活用

■マイクロソフト社コミュニティー
.NET Micro Frameworkのヘルプは、Visual Studioのエディタ上か

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-JP/
home

ら「F1」キーで簡単に閲覧できます。例えば、下記のようにInputクラス
について調べたいな、と思った場合にはマウスカーソルを調べたいキー
ワードの上に置き、「F1キーを押してください。」

■.NETMicro Framework SDKの各種情報

https://msdn.microsoft.com/en-us/library
/ms376806.aspx

F1キー

なお、C#言語について市販書籍が数多く出版されております。
もしC#言語を初めて使われる場合には、市販の書籍でC#言語を習得
しておく必要があります。

ブラウザでMSDNのサイトが表示され、Inputクラスの概要が表示され
ます。
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①最初の一歩

6 では最初に、Visual Studioの出力ウインドウに、文字列「HELLO W

～コンソールプログラムを動かす～

ORLD」と出力するプログラムを作成してみましょう。
現在、main関数の部分には

最初に、.NET Micro Frameworkのコンソールプログラムを作り、エ
ミュレータ及び実機上で動作させるプロジェクトを作ってみます。本プ

Debug.Print(Resources.GetString(Resources.StringResources.S

ログラムを実機で動作させるためには、G30,G80,G120いずれかのボ
ードがあり、パソコンと接続されている必要があります。ボードは、USB

tring1));

クライアント機器として認識されている状態です。
というプログラムが書かれていますので、これを削除し次のような
プログラムにします。
using System;
using Microsoft.SPOT;
namespace NETMFTest

例えば、G120の場合にはデバイスマネージャー上では、「ユニバーサル
シリアル

バス

{

デバイス」ツリー内に「G120」として認識されていま

public class Program

す。まずはボードが正しくWindowsに認識されているかを確認してくだ
さい。

{
public static void Main()
{

1 Visual Studio Communityを起動します。

Debug.Print("HELLO WORLD");
while (true) ;

2 メニューバーの"File"→"新規作成"→"プロジェクト"を選択します。

}
}

3 「新しいプロジェクト」のウインドウが開いたら、左側の「インストー

}

ル済み」一覧から開発言語「Visual C#」のツリーを開き、さらに「Mi
cro Framework」をクリックして選択します。

7 では早速このプログラムを動かしてみましょう。
最初にエミュレーターを使って、パソコンのCPUを使ってこのプロ
グラムを動かします。つまりG30,G80,G120などのCPU上でこのプ
ログラムを動かすのではなく、パソコンに搭載のx86互換CPUでこ
れらARMベースのCPUをエミュレーションして、プログラムを動か
してみる、ということになります。
メニューバーの"プロジェクト"→"NETMFTestのプロパティ"を選択
して開きます。
↓
※この部分はプロジェクトの名前が入ります。
8 「.NET Micro Framework」をクリックします。
右側の"Deployment"と表示のある部分の設定を確認します。
Transportは「Emulator」、Deviceは「Microsoft Emulator」と表示さ
れていることを確認します。

4 右側のウインドウに作成するアプリケーションのタイプが表示され
ますので、「Console Application」を選択し、「名前」や保存場所を指
定してOKボタンを押します。
なおここでは、"NETMFTest"という名前にしました。

表示が違っている場合には上図のように設定してください。
9 再度、Program.csタブをクリックして画面をプログラム表示させ、キ

5 アプリケーションのひな形が作られますので、しばらく待ちます。

ーボードの"F5キー"又はツールバーの"開始"ボタンをクリックして

完成したら「ソリューションエクスプローラー」に表示されている「P
rogram.cs」をダブルクリックして開いてください。

ください。

このプロジェクトでは、「Program.cs」がソースプログラムのファイ
ルとなります。ここにプログラムを書いていくことになります。
ビルドが始まります。
ビルドが完了し、エラーがないとプログラムはすぐに動作を開始し
ます。黒い仮想端末が表示されます。これは今回使用しませんので
無視してください
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10 出力ウインドウを見てください。（出力ウインドウが表示されていな
い場合には、メニューバーの"表示"→"出力"を選択すると表示され
ます。）
ここに "HELLO WORLD"という文字が出力されています。
この設定にして再度ビルドとデプロイをしてプログラムの動作をご
確認ください。今度は、少しビルドに時間がかかります。
なお、今回は黒い仮想端末の画面は表示されません。
1回でうまくいかない場合には一度、ボードをUSBより外して再度
装着するか、リセットをして再度、「開始」してみてください。
またデプロイメントをするとき、一度USBデバイスとしての認識がW
indowsから切れますが正常な動作です。
11 では、今度はエミュレーションではなく、G30,G80,G120の実機で
動作させるようにしてみましょう。

このプログラムは永久ループになっていますのでプログラムは一度

動きは全く同じですが、プログラムの実行はパソコンのCPUではな
く、G30,G80,G120のSoCで動作しています。

動作させると、ユーザーがデバッグを中断させるまでずっと動作し
ています。Visual Studioのタイトルバーに（実行中）と表示されてい
るか確認してください。

メニューバーの"プロジェクト"→"NETMFTestのプロパティ"を選択
して開きます。
12 「.NET Micro Framework」をクリックします。
右側の"Deployment"と表示のある部分、Transportのプルダウンを
クリックして「USB」を選択します。
続いて、その下の"Device"プルダウンをクリックして「G120_G12

ここが（実行中）にならない場合には、何らかの原因でプログラムが

0」（実際には接続されているSoCの種類）を選択します。

実機上で動作していませんので結果が得られていない可能性があ
ります。

②デジタル出力制御
続いてGPIOをデジタル制御してみましょう。GPIOピンはあらかじめ
入力ピン又は出力ピンとしてインスタンスを作成して使います。ここで
は、最も基本的な使い方として、まずはLEDを点滅させる方法を、続い
てボタン入力によって処理を分岐するプログラムを作ります。
これでプログラムのデプロイ先（配置先）をSoCに設定しました。
手順5までは、先の例題①と同じです。同様にしてプロジェクトを作っ
ておきます。

13 手順9と同様、F5キーを押すか、「開始」ボタンを押してプログラム
をビルドして実行してみてください。

1 新しいネームスペースを使うため、参照にそのネームスペースを追
加します。追加するのは次の2つです。

下記のようなエラーが表示される場合があります。
「Cannot deploy the base assembly 'mscorlib', or any of his s
atellite assemblies, to device - USB:G120 twice. Assembly '

Microsoft.SPOT.Hardware
GHI.Pins

mscorlib' on the device has version 4.3.1.0, while the progra
m is trying to deploy version 4.4.0.0」

2 Visual Studioのソリューションエクスプローラーのツリーにある、
「参照」をクリックして展開します。

これは、実機の.NET Micro Frameworkのバージョンは4.3.1.0だ

「参照」を右クリックして「参照の追加」を選択します。

が、プログラムは4.4.0.0でデプロイしようとしている、というもので
す。この場合には、バージョンが.NET Micro Framework合っていま
せんので次の手順でバージョンを修正してください。
一度プログラムを停止します。「シフトキー」と「F5キー」を押してプ
ログラムを止めます。
"プロジェクト"→"NETMFTestのプロパティ"を選択して開きます。

3 "Add Reference"というダイアログが開きますので、「.NET」タブに
ある一覧から「Microsoft.SPOT.Hardware」を選択してOKボタンを

「アプリケーション」メニューで「対象のフレームワーク」プルダウン

押します。

から「.NET Micro Framework 4.3」を選択してください。
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4 同様にして、「.NET」タブから、「GHI.Pins」も追加してください。

後は構わなくてもよいことになります。

2つが追加されると、「参照」ツリーは下図のようになります。

これでネームスペースの準備ができましたので、プログラムを記述
します。
5 次のようにプログラムを記述します。
今回は、GPIOのP3_26ピンを500ミリ秒間隔で点滅させてみます。
なお、ピンは適宜お客様のご使用環境によって変更してプログラム
してください。また、このサンプルプログラムは、G120用に記述して
いますが、その他のデバイスご使用の場合には、"G120"の部分を
適宜変更して記述してください。
例えば、この例を参考にしてP3_26ピンとは別のピンも点滅させ
るプログラムを記述してみます。
ここでは例としてP3_28ピンを100ミリ秒間隔で点滅させるよう
にしてみましょう。
8 プログラムを下記に示します。

6 これでF5キーを押すと、ビルドされてデプロイされれば、実機上でL
EDインスタンスとして生成したピンが500ミリ秒間隔で点滅しま
す。なお、上記プログラムでは、ピンのH/Lを分かりやすくするため、
Writeメソッドの部分にtrue(→Hのこと)、false(→Lのこと)を交互に
記述しましたが、次のように記述しても同じように500ミリ秒で点
滅します。

※usingの部分は従来と同一なので省略しています。
スレッドを2つ作って、それぞれを開始させています。
これは、Readメソッドを使ってLEDピンの状態を読み込んで、それと
は反転させた論理をWriteメソッドで書き込むという内容です。
デューティー比が50%ならばこの書き方の方がシンプルです。
7 さらに少し応用させてスレッドを作った場合の例を紹介します。
結果は同様に500ミリ秒間隔での点滅になりますが、このようにTh
readクラスを使って、マルチスレッドにするとプログラムは1つの処
理にかかりきりにならず、他の処理もmain関数内でできるようにな
ります。
例えば今までの例ですと500ミリ秒点滅をwhileループ内で繰り返
していたので、ループの中にあるプログラムしか実行できません。そ
れに対して、スレッドを使えば1回、スレッドを実行させればそれ以
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この状態の波形をオシロスコープで観察すると次のようになりま

続いて割込による状態変化の検出をするプログラムを書いてみまし

す。

ょう。スイッチ入力を割込を使わないで実現したい場合には、プログラ
ム内でスイッチ接続されたピンをずっとポーリングして監視しておく必
要があります。監視している時に状態が変わればスイッチ操作を検出
できます。しかし、スイッチ入力の処理ばかりをずっとポーリングして監
視するようプログラムするのはなかなか大変です。
こういった時には割込を使えば、別のスレッドが動作していたり、ル
ープが動作していても、入力ピンの状態が変わったからすぐに割込ルー
チンに処理が移るため入力ピンの状態監視につきっきりにならずにす
みます。
ここでは、先ほどと同様、P2_21ピンを入力ピンとして使います。ま
た出力ピンはP3_26ピンと、P3_28ピンを使い、常にP3_28ピンは1
00ミリ秒間隔で点滅している状態とし、P2_21ピンの状態が変化した
ら、P3_26の状態を反転させるプログラムを作ってみます。

上の黄波形がP3_26ピン、下の青波形がP3_28ピンです。
それぞれ500ミリ秒と100ミリ秒で点滅していることがわかります。
.NET Micro Frameworkを使うとマルチスレッドプログラミングが
非常に簡単にできます。

③デジタル入力
ピンからデジタルロジックの状態を読み込んで処理を分岐するプロ
グラムを作ってみます。ピンは内部でプルアップもしくはプルダウンの
設定ができますので、外部に抵抗器を取り付けなくても入力ピンとして
アクティブハイ、アクティブローを設定できます。
ここでは、GPIOのP2_21ピンを内部プルアップして、このピンがLレ
ベルになった時、GPIOのP3_26ピンをHレベルにしてLEDを点灯させ
るプログラムを作ってみます。P2_21ピンがHになるとLEDは消灯する
ようにします。
ここで使用されているのは、InputPortに代わり、InterruptPortクラス
です。インスタンスを生成した後、NativeEventHandlerデリゲートを使
って、割込が入ると、処理をSW_OnInterruptに委譲します。これで、whil
e文の中でピンの監視をしなくても、割込が入ると別の処理を実行する
プログラムが作れます。
なお、割込が使えるポートはデバイスによって決まっていますので、使
用するデバイスのデータシートで必ず確認してから使用してください。

最初にInputPortインスタンスを生成しています。該当するピンの指
定をして、レジスターモードは"PullUp"に設定しています。
あとはC#の基本的なif文の構文で処理を分岐してSWがLレベルの時
だけLEDとして指定したピンがHになるようにしています。InputPortイ
ンスタンスはReadメソッドで状態を読み込むことができます。
LED.Writeの下にある100ミリ秒のディレイは、スイッチが押され続
けた時にLEDが点滅したようにならないようにするためです。
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ままエコーバックするプログラムです。受信したデータの扱い方、送信

④アナログ入力(AD変換)

データの方法などを学習してください。
指定したピンに印加されている電圧値を取得してみましょう。G120,

using System;

G80,G30に搭載のADコンバーターは、12ビットの分解能を持っていま

using Microsoft.SPOT;

す。印加できる電圧の範囲は、0V～3.3Vとなります。0V(GND)時が、A
DCからの戻り値は0、3.3V時(Vcc)時が1となります。

using Microsoft.SPOT.Hardware;
using System.Threading;
using System.IO.Ports;
using System.Text;
namespace NETMFTest
{
public class Program
{
public static void Main()
{
SerialPort UART =
new SerialPort("COM1", 115200);
int read_cnt = 0;
byte[] rx_data = new byte[1];

デバッグが開始されると、「出力」ウインドウにADCから戻った値が表

UART.Open();

示されます。印加する電圧を変化させて、値が変わることを確認してみ
てください。

while (true)
{

⑤非同期式シリアル通信(UART)

read_cnt = UART.Read(rx_data, 0, 1);

.NET Micro Frameworkでは簡単に非同期式シリアル通信(UART)の

if (read_cnt > 0)

プログラムも作れます。
UART通信でのデータ送受信はTXピン、RXピンによって行われます。

{
string get_data =

通信速度は、9600bpsや19.2kbps、115.2kbpsなどのよく使われる値
を指定します。

new string(Encoding.UTF8.
GetChars(rx_data));

.NET Micro FrameworkではUARTを使う場合、Windowsアプリケー
ションのSerialPortクラスとほぼ同じ使い方をします。例えば、UARTピ
ンについては"COMx"ポートとして記述します。

byte[] buffer =
Encoding.UTF8.GetBytes(get_data);

なお、G120にはCOM1～4までの4つのハードウエアUART機能があ
りますが、ハードウエアフロー制御が使えるのはCOM2だけです。この
ようにデバイスによって使用するピンや機能に違いがありますので下

UART.Write(buffer, 0, buffer.Length);

記の表を参照してご使用ください。

Thread.Sleep(10);
}

G120

G80

G30

COM1 Tx(6)
Rx(5)

Tx(68)
Rx(69)

Tx(42)
Rx(43

COM2 CTS(57)

CTS(84)

CTS(14)

RTS(54)
Tx(60)

RTS(85)
Tx(86)

RST(15)
Tx(16)

Rx(55)

Rx(87)

RX(17)

COM3 Tx(52)
Rx(51)

}
}
}
}

SerialPortインスタンスを生成します。この時使用するポート名と通
信速度をパラメータとして記述します。ポート名は文字列になります。

CTS(58)
RTS(59)

送受信のデータは配列を使用します。Openメソッドでポートをオープ
ンして通信を始めます。

Tx(55)
Rx(56)
COM4 Tx(9)

whileループ内では、最初にReadメソッドで指定したCOMポートから
データを読み取ります。データの長さをカウントし、データを受信してい

Tx(23)

Rx(10)
Rx(24)
※CTS/RTSピンが記載のあるポートのみハードウエアフロー制御対

たら文字列型としてデータを取り込みます。
Encoding.GetCharsメソッドを使って配列内の受信データをエンコ

応ピンです。

ードします。受信だけであればこれで完了ですが、このデータを再度UA
RTにて送信(エコーバック)するのでget_dataをbyte配列にして、Write
メソッドでUART送信しています。

続いて、UART通信でデータを送受信するプログラムをご紹介しま
す。プログラムは最も基本的なもので、パソコンとG120,G80,G30を
接続して、パソコンから送られたデータを受信したらそのデータをその
8

UART受信は場合によって、割込で使いたい場合があります。データ

す。.NET Micro FrameworkではUART通信割込のプログラムを作るこ

はいつ到来するのか分からないため、他の処理をしている間に来たUA

とも可能です。ぜひご参考にしてみてください。

RTデータを取りこぼしなく、受信するには割込が必要な場合がありま
■UART受信割込プログラム例
using System;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
using System.Threading;
using System.IO.Ports;
using System.Text;
namespace NETMFTest
{
public class Program
{
public static void Main()
{
SerialPort UART = new SerialPort("COM1", 115200);
UART.Open();
UART.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
OutputPort LED = new OutputPort(GHI.Pins.G120E.Gpio.P3_26, false);
while (true)
{
LED.Write(!LED.Read());
Thread.Sleep(100);
}
}
private static void DataReceivedHandler (object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
int read_cnt = 0;
byte[] rx_data = new byte[1];
SerialPort sp = (SerialPort)sender;
read_cnt = sp.Read(rx_data, 0, 1);
if (read_cnt > 0)
{
string get_data = new string(Encoding.UTF8.GetChars(rx_data));
byte[] buffer = Encoding.UTF8.GetBytes(get_data);
sp.Write(buffer, 0, buffer.Length);
Thread.Sleep(10);
}
}
}
}
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⑥3線同期式シリアル通信(SPI)
CS、MOSI、MISO、SCLKでデバイス間通信を行う、SPI通信も.NET M
icro Frameworkでは簡単に行うことができます。
SPIコンフィギュレーションコンストラクタで、各種初期値を設定し、
インスタンスを生成します。Configurationコンストラクタでは、CSピン
の指定及びアクティブ時の論理状態、セットアップ及びホールド時間等
のパラメータを指定します。クロック信号線アイドル時の状態指定、ク
ロック信号立ち上がり、又は立ち下がりどちらで信号を読むか、またク
ロック周波数の指定をkHz単位で指定できます。
なお、SPI通信で使用する信号線MOSI、MISO、SCLKについては、予
めG120,G80,G30でピンが決められていますので、このピンを使用し
ます。通常は内蔵のSPIモジュールを指定しますので、"SPI1"などと指
定します。
下記の例は、MOSI信号線から値0x01と0x00の2バイトをスレーブ
デバイスに出力した例です。スレーブデバイスからは、1バイト目が0xE
8、2バイト目0x1Fが返っています。ロジックアナライザで観察したデー

なお、1回のWriteReadメソッドで実行される送受信は、byte型配列
の大きさで決まります。先の例では、バイト配列を10で作りました。その

タも表示します。

ため10バイトのデータが1回のWriteReadメソッドで実行されます。
namespace NETMFTest
{

⑦2線同期式シリアル通信(I2C)
public class Program
{

SCLとSDAの2線でデバイス間通信を行うI2C通信も簡単です。.NET
public static void Main()

Micro Frameworkで搭載されているI2C通信のライブラリはCPU内の
ハードウエアI2Cモジュールを使用するタイプで、使えるピンはあらか

{
SPI.Configuration MyConfig =

じめ決められています。

new SPI.Configuration

その他、任意のピンを使いたい場合には、ソフトウエアでI2Cを実行
することも可能ですが、その場合にはパフォーマンスは著しく低下しま

(GHI.Pins.G120E.Gpio.P1_21,
true, 0, 0, true, true, 1000,

す。ソフトウエアI2Cは.NET Micro Frameworkではサポートされておら
ず、GHIライブラリ(GHI.Hardware)でサポートされています。通常は、ハ

SPI.SPI_module.SPI1);

ードウエアI2Cでの通信を行います。
SPI MySPI = new SPI(MyConfig);

I2Cのスレーブアドレスは7ビットで、それにRead又はWriteのコント
byte[] tx_data = new byte[10];

ロールビットが付加されて8ビットになります。クロックスピードは100

byte[] rx_data = new byte[10];

kHzか400kHz、高速時は1MHzも選択できます。設定は、I2CDevice.Co
nfigurationでアドレスとクロックスピード(kHz単位)を設定したインス

tx_data[0] = 0x01;

タンスを生成して、それを使用します。
I2C通信の処理には、I2CTransactionクラスを使います。トランザク

tx_data[1] = 0x00;

ションは複数配列として作って1回の実行(Executeメソッド)で、複数の
MySPI.WriteRead(tx_data, rx_data);

読み書きをすることもできます。一方でI2CタイプのEEPROMでは1回
の書き込み処理に数ミリ秒かかるタイプのものが多いため、1回のExe

Thread.Sleep(10);
}

cuteメソッドで複数のトランザクションを連続して実行せず、Thread.Sl

}

eep等で適当な遅延を入れて処理をした方がよいことがあります。
なお、ハードウエアの注意点として、I2CではSCL線及びSDA線は抵

}

抗器でプルアップする必要があります。
下記のサンプルプログラムは、I2C通信方式のEEPROM(24C1025)
にデータを書き込み、その後その値をEEPROMから読み込んで出力ウ
インドウに表示させるプログラムです。G120,G80,G30のI2Cポートを
抵抗器でプルアップしてEEPROMと接続しています。EEPROMのスレー
ブアドレスは、0xA2となっています。クロックスピードは100kHzとして
います。
※アドレスは24C1025の仕様に合わせて2バイトサイズとしました。
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using System;
using System.Threading;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
namespace TESTSAMPLE
{
public class Program
{
private static I2CDevice.Configuration I2CConfig;
private static I2CDevice I2C;
public static void EEPROM_setting(byte Address, int ClockRateKHz)
{
I2CConfig = new I2CDevice.Configuration((ushort)(Address >> 1), ClockRateKHz);
I2C = new I2CDevice(I2CConfig);
}
public static void Write(int Address, byte data)
{
var xActions = new I2CDevice.I2CTransaction[1];

①

xActions[0] = I2CDevice.CreateWriteTransaction
(new byte[] { (byte)(Address >> 8), (byte)(Address & 0xFF), data });

②
③

I2C.Execute(xActions, 1000);
Thread.Sleep(5);
}
public static byte Read(int Address)
{
var Data = new byte[1];
var xActions = new I2CDevice.I2CTransaction[1];
xActions[0] = I2CDevice.CreateWriteTransaction
(new byte[] { (byte)(Address >> 8), (byte)(Address & 0xFF) });

④

I2C.Execute(xActions, 1000);
Thread.Sleep(5);
xActions[0] = I2CDevice.CreateReadTransaction(Data);

④

I2C.Execute(xActions, 1000);
Thread.Sleep(5);
return Data[0];
}

public static void Main()
{
EEPROM_setting(0xA2,100);
Write(2, 0xB3);

⑤

Debug.Print("value=> " + Read(2).ToString());

⑥

}
}
}
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①の行で、I2CTransactionクラスのインスタンスxActionsを生成して

⑧Real Time Clock(RTC)

います。varで暗黙的型指定をしています。暗黙的型指定では右辺の内
容から型が明確であることがコンパイル時に分かる場合、varを使えば
型を記述しなくてもよくなります。I2CTransactionインスタンスはbyte

リアルタイムクロックは、外部に32.768kHzのクリスタル発振子を
取り付けて現在日時を刻む機能です。バックアップのバッテリーを使え

型配列です。この配列の要素数に処理したい処理数を指定します。ここ

ば本体(CPU)の電源を切断した後でも時計計測を継続できます。
なお、.NET Micro Frameworkで提供されるサービスはDateTimeな

では1つのExecuteメソッドで1回のI2C通信としたいので1としていま
す。

どのシステム時間を獲得／設定するために使われます。しかし.NET Mi
cro Frameworkでのこれらの機能は、CPUの電源切断で時間がリセッ
トされます。

②EEPROMのアドレスを指定する部分は、24C512や1025などアド
レスサイズが2バイトのタイプで使えるように、2バイト処理ができるよ
うにしています。このプログラムを実行した時の波形データは下記の通
りです。最初のデータ書き込みではEEPROMの2番地に値0xB3を書き

RTC機能を使うために RTCに有効な時間がセットされているかど
うかを最初にチェックする必要があります。もしRTCに有効な時間がセ

込んでいますが、波形を見ると分かるとおり、アドレス指定は2バイトに

ットされている場合には、RTCからデータを読み、.NET Micro Framew
orkによって時間を設定できます。

なっています。(アドレス指定は上位バイト、下位バイトの順(LSb)です。)

もしセットされた時間が有効ではない時には、RTCに正しい時間を
設定する必要があります。
※このサンプルプログラムでは、ソリューションの参照に"GHI.Hardwar
e"を追加してください。

参考プログラムの内容は次の通りです。
最初にDateTimeオブジェクトを作成します。また時刻取得用のボタン
入力としてPA15ピン、時刻設定用のボタンとしてPC13を入力ピンと
③Executeメソッドでトランザクションデータを含むオブジェクトが

して作っておきます。
try～catchを利用して現在RTCに設定されている時刻が有効な値で

実行されます。引数1000は、タイムアウト1000ミリ秒を指定していま
す。Executeメソッドではトランザクションの実行に失敗すると0が返り

あるかどうかを判定します。もし、RTCのデータが電源断等によって正

ます。

しくない場合、例外がスローされます。よって、その例外が発生した場合
にはマジックナンバーとして適当に意味のある日時を設定しておきま

④データの読み込みでは、読み込み番地を書き込んだ後、byte配列

す。このサンプルでは、2014年1月1日、1時01分01秒に設定しまし

のDataに読み込んだ値を代入しています。

た。この値をSetDataTimeでセットします。
.NET Micro FrameworkによるRTCの利用ではここがポイントとなり

⑤では引数に書き込みアドレスと、書き込む値を指定して、書き込み

ます。例外を利用してRTCがバッテリーバックアップによって正しく動
作していたのか、又は電源断でおかしな値がセットされていたかを確認

を実行し、⑥で書き込んだ値をDebug.Printで出力ウインドウに表示し
ています。

し、その上で適切な値に一度RTCの値を書き換えて、再度その後に実
際の日時に書き換えるという方法を使います。

一連の動作をすべて実際の波形データとして観察して、それを解析す
ると下図のようになっています。

while文の中では、ボタン操作によって処理を分岐しています。SET_
TIMEでは現在日時を設定します。なおこの現在日時は実際の日時でな
いと意味がありませんので通常は何らかの入力を設けて現在日時を設
定できるようにプログラムします。
GET_TIMEボタンが押されると、現在の時刻をGetDateTimeで取得
して文字列に変換して表示させます。

※アドレスが読み込み時には0xA3になっていますが、これはコントロ
ールビットにReadの1が加算されているためです。
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using System;
using GHI.Processor;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
using System.Threading;
using System.IO.Ports;
using GHI.Pins;

public class Program
{
public static void Main()
{
DateTime DT;
InputPort SET_TIME = new InputPort(GHI.Pins.G30.Gpio.PC13, false, Port.ResistorMode.PullUp);
InputPort GET_TIME = new InputPort(GHI.Pins.G30.Gpio.PA15, false, Port.ResistorMode.PullUp);
try
{
DT = RealTimeClock.GetDateTime();
Debug.Print("Current Real-time Clock " + DT.ToString());
}
catch
{
Debug.Print("The date was bad and caused a bad time");
DT = new DateTime(2014, 1, 1, 1, 1, 1);
RealTimeClock.SetDateTime(DT);
}
if (DT.Year < 2011)
{
Debug.Print("Time is not resonable");
}
while (true)
{
if (SET_TIME.Read() == false)
{
DT = new DateTime(2016, 2, 20, 10, 30, 0);
RealTimeClock.SetDateTime(DT); //This will set the hardware Real-time Clock to what is in DT
Debug.Print("New Clock " + RealTimeClock.GetDateTime().ToString());
}
if (GET_TIME.Read() == false)
{
Debug.Print("Current Real-time Clock: " + RealTimeClock.GetDateTime().ToString());
}
}
}
}
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製品のサポート
当方では、G30,G80,G120を使うに際して必要な各種開発ソフトウ
エアのインストール方法についてのサポートのみを日本国内で行って
おります。
.NET Micro Frameworkのプログラムに関するご質問や、G30,G80,
G120の技術的なご質問は当方マイクロテクニカでは受け付けており
ません。開発メーカーの米GHI社にて受け付けております。サポートは、
主にサポートフォーラムで行われており、メーカーの技術者をはじめ世
界中のユーザーが頻繁に意見交換をしています。これまでに投稿され
ている記事には、ほとんどの事項が掲載されています。技術的な疑問点
がある場合には、開発元のサポートフォーラムをご覧ください。

https://www.ghielectronics.com/community/
すでに投稿されている記事から、キーワードを元に検索する場合に
は、上記フォーラム画面右上にある"Search"ボックスにキーワードを入
力して検索できます。まずご質問になる前に必ず、疑問点等がすでに投
稿されていないかどうかをご確認ください。検索やフォーラムの閲覧に
はユーザー登録は必要ありません。
記述的なご質問がある場合で、上記のフォーラムに投稿がない内容
であれば、新規に投稿して回答を待ちます。フォーラムへの記事投稿に
はユーザー登録が必要です。フォーラム画面右上にある"Log In"リンク
をクリックして、次のページで表示された"I don't have an account."
リンクをクリックして登録を行ってください。登録後、フォーラムに記事
が投稿できるようになります。なお記事の投稿は必ず英文で行ってくだ
さい。日本語での投稿はできません。
また.NET Micro Frameworkのご質問や、Visual Studioに関するご
質問は、マイクロソフトの提供するMSDNでのサポートの方が有効の場
合があります。
なお、C#言語に関する基本的な使い方や構文等については、書籍が
多数出版されておりますので、そちらをご参照ください。フォーラム等に
はご投稿なさらないようお願い致します。
当方宛にご質問頂いた内容について、当方でお答え致しかねる場合
にはその旨をご連絡した上で、上記開発元のフォーラムに投稿して頂け
るようお願いする場合がございます。プログラミング製品についてのサ
ポートポリシーについては下記をご覧ください。

http://www.microtechnica.tv/faq/faq.cgi?
kate=Maeni&faq
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