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第一章 Kane BeBe II ARM7/44B0 ボードの概要 

1.1 Kane BeBe H8/3069 からの進化 
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H8/3069F 
ane BeBe II ARM7/44B0 は Kane BeBe H8/3069 とほ

能、ほぼ同じソフトウェア(uClinux)ですが、次の進

ビットCISC MPU(H8/300H 25MHz)から 32ビットR

化しました。10 倍以上のパフォーマンスを持つ。

リは 4MB DRAM から 32MB SDRAM に進化しま

ます。 

sh は 512KB から 8MB に進化しました。SD メモリ

できます。書き込み回数は 100 回から 10 万回、事

NAND Flash を実装しています。 

バスは 8 ビットから 16 ビットに進化しました。1

ーラ RTL8019AS は高速化しました。これにより

接続時の倍にすることが可能。 

232 シリアルポートは FIFO とフロー制御があります
Kane BeBe II 
info@nission-tech.com 
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ARM7/44B0 
ぼ同じ形、ほぼ同じサイズ、

化を遂げました。 

ISC MPU(ARM7TDMI 66MHz)

 

した。大きいなプログラムが

カードがなくでも uClinux が

実上の無制限。その上、64MB

6 ビットバス接続の LAN コン

RTL8019AS のバッファを 8 ビ

。高速通信はご心配なく。 
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• あまり使用しない USB デバイスポートをオーディオの出力ポートに変更しました。 

• 多機能の液晶コントロールを搭載し、1602, 128X64 から STN カラーまで広範囲の液

晶に対応します。拡張バスを使用すれば、TFT 液晶も対応します。タッチパネル・

コントロールの I/F もあります。 

• カレンダ時計 RTC 内蔵、電気二重層コンデンサ(外部電源併用可能)でバックアップ 

• マルチ・スレッド対応 
• ARM9/MINI2440 システムのプログラムをほとんど実行できます。 

■ARM7TDMI/S3C44B0 の主な仕様 
・ ARM7TDMI 16/32bit RISC マイコン 66MHz、8KB cache または内蔵 SRAM 

・ 外部メモリコントローラ(FP/EDO/SDRAM 制御) 

・ モノクロ・ＳＴＮカラー液晶(LCD)コントロール 

・ 4 チャンネル DMA 

・ 2 チャンネル UART、フロー制御、16Byte FIFO、IrDA1.0 対応 

・ 1 チャンネル同期シリアル通信ポート SIO、SPI 対応 

・ 1 チャンネル IIC 

・ 1 チャンネルオーディオ IIS 

・ 5 チャンネル PWM タイマー 

・ 1 チャンネル SysTick 

・ Watchdog 

・ 大 71 チャンネル汎用 I/O ポート、8 チャンネル外部割込み 

・ 10 ビット AD コンバータ、8 チャンネル 

・ カレンダ時計 RTC 

・ PLL、 大 75MHz  

・ JTAG インターフェース内蔵 
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1.2 Kane BeBe II ARM7/44B0 の仕様 
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CPU プロセッサー  

• ARM7TDMI コアを採用したサムソン(SAMSUNG)社の S3C44B0、周波数 66MHz、

高周波数 75MHz。 

メモリ  

• 32MB SDRAM 

• 8Kbit の EEPROM 

• 8MB Nor Flash 

• 64MB NAND Flash 

インターフェース  

• 10Base-T Ethernet RJ45(RTL8019AS)ｘ1 

• FIFO とフロー制御付きのシリアルポート COM0: RS232, COM1: TTL 

• USB1.1 ホスト(SL811HST)ｘ1 

• MMC/SD カードのソケットｘ1 

• モノクロ・ＳＴＮカラー液晶(LCD)コントロール 

• オーディオの出力 

• IDE ハードディスク・インターフェース、拡張バスとして使えます 

• SD カードのソケット 

• JTAG 

• 電気二重層コンデンサでバックアップの内蔵 RTC 

• 豊富なインターフェース： SPI, I2C, IIS, AD, PWM, GPIO 

搭載した OS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uClinux 
www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
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外形寸法  

• 100×60(mm) 突起物は除く。Kane BeBe H8/3069F(103×61mm)よりちょっと小さいで

す。 

供給電源  

• 5VDC 電源、プラグ 2.1mmφ、極性はセンタープラス です。電源指示

LED 付き 

1.3 使えるデバイス例 
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STN カラー液晶 

TFT 液晶 

PC104 モジュ

PIC18F14K50 USB
マイコンボード 

USB マイコンを使えます 

※ 付属のドライバ以外は、使えない可能
STN 灰度液晶 
USB-PC104 変換ボードで各社の
info@nission-tech.com 
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ールを使えます。 

ARM7TDMI/LPC2
148 USB マイコン

ボード 

性があります。 
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1.4 メモリマップ 

nGCS0【0x0000_0000】 ：NOR FLASH（8MB） 
nGCS1【0x0200_0000】 ：NO USE 
nGCS2【0x0400_0000】 ：IDE/ATA 
nGCS3【0x0600_0000】 ：RTL8019AS 
nGCS4【0x0800_0000】 ：NAND FLASH（64MB） 
nGCS5【0x0A00_0000】 ：SL811HST（USB HOST ） 
nGCS6【0x0C00_0000】 ：SDRAM（32MB） 
nGCS7【0x0E00_0000】 ：NO USE 

1.5 外部割り込みの配分 

EINT0：タッチパネルとLCD 
EINT1：RTL8019AS 
EINT2：IDE/ATA 
EINT3：SL811HST 
EINT4：SD/ USER 
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EINT5：USER 
EINT6：USER 
EINT7：USER 

1.6 コネクタピン配列 

COM0 RS232 シリアルポート(DB9 オス): 
DB9 機能 説明 DB9 機能 説明 
1   6   

2 RxD0  7 CTS0  

3 TxD0  8 RTS0  

4   9   

5 GND     

 

J1 40PIN IDE ハードディスク・インターフェースまたは拡張バス: 
40PIN IDE 機能 説明 40PIN IDE 機能 説明 

1 /RESET リセット 2 GND  

3 D7 4 D8 

5 D6 6 D9 

7 D5 8 D10 

9 D4 10 D11 

11 D3 12 D12 

13 D2 14 D13 

15 D1 16 D14 

17 D0 

16 ビットデ

ータ入出力

バス 

18 D15 

16 ビットデ

ータ入出力

バス 

19 GND  20 NC  

21 DREQ0/GPF4 DMA/GPIO F 22 GND 

23 /WE ライト 24 GND 

25 /OE リード 26 GND 

27 WAIT/GPF2 28 GND 

29 DACK0/GPF3 

DMA/GPIO F

30 GND 

31 EXTINT2 割り込み 32 GND 

 

33 A2 34 NC  

35 A1 36 A3 

37 A4 

アドレス出

力 

38 A5 

アドレス出

力 

39 LED 状態指示 40 GND  
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J2 3PIN オーディオ出力: 
3PIN オーディオ出力 機能 説明 

1 L 左出力 

2 GND GND 

3 R 右出力 

 
J3 40PINGPIO 拡張ピンヘッダ: 
40PIN GPIO 機能 説明 40PINGPIO 説明 44B0ピン 

1 GPC3 2 GPC2 

3 GPC1 

GPIO 

Cポート 4 GPC0 

GPIO 

Cポート 

5 VDDADC ADC電源入力 

電圧：2.5V 

6 2.5V 電源出力 

7 AIN7 8 AIN6 

9 AIN5 10 AIN4 

11 AIN3 12 AIN2 

13 AIN1 

10ビットAD入

力、 大入力電

圧2.5V 

14 AIN0 

10ビットAD入

力、 大入力電

圧2.5V 

15 AGND ADCのGND 16 GND GND 

17 3.3V 電源出力 18 VDDRTC 外部RTC電池 

19 GPE7 20 GPE6 

21 GPE5 22 GPE4 

23 GPE3 24 GPE8 

GPIO 

Eポート 

25 GPE0 26 GND GND 

27 GPF0 

GPIO 

E、Fポート 

28 GPF1 Fポート 

29 5V 電源入出力 30 GND GND 

31 EXINT7 32 EXINT6 

33 EXINT5 

外部割込み 

 34 EXINT4 

外部割込み 

35 GCS1 選択信号 36 GCS7 選択信号 

37 MANUAL 

RESET 

外部手動リセ

ット 

38 GND GND 

39 RESET リセットICの

出力 

40 /RESET リセットICの

出力 
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J9 24PIN LCD コントローラ/GPIO: 
24PIN LCD 機能 説明 24PIN LCD 機能 説明 

1 VD0/GPD0 2 VD1/GPD1 

3 VD2/GPD2 4 VD3/GPD3 

5 VD4/GPC7 6 VD5/GPC6 

7 VD6/GPC5 8 VD7/GPC4 

LCD制御信

号または

GPIO 

C, Dポート 

9 VFRAME/GPD7 10 GND GND 

11 VCLK/GPD4 12 VLINE/GPD5  

13 VM/GPD6 

LCD制御信

号または

GPIO 

C, Dポート 

14 /RESET リセット 

15 GPB4 GPIO B 16 GPB5 GPIO B 

17 SK/GPF8 18 CS/GPF6 

19 DI/GPF7 

SPIバスまた

はGPIO F 20 DO/GPF5 

SPIバスまた

はGPIO F 

21 EXINT0 外部割込み 22 3.3V 電源出力 

23 5V 電源入出力 24 5V 電源入出力 

 

J10 シリアルポート COM1 6PIN: 
6PIN 機能 説明 6PIN 機能 説明 

1 5V 電源入出力 2 RxD1/GPC13 

3 TxD1/GPC12  4 CTS1/GPC11 

5 GND GND 6 RTS1/GPC10 

シリアルポ

ートまたは

GPIO C 

 

汎用 I/O ポート： 
GPIO A：10bit 出力 
GPIO B：11bit 出力 
GPIO C：16bit 入出力 
GPIO D：8bit 入出力 
GPIO E：9bit 入出力 
GPIO F：9bit 入出力 
GPIO G：8bit 入出力 
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第二章 Kane BeBe II ARM7/44B0 初体験 

2.1 パソコンを繋ぐ  

Kane BeBe H8/3069F がパソコンを繋ぐのは DB9 メス-メ

ス型のクロスケーブルを用意してください。 

 

 

 

パソコンに RS232 ポートがなけれ

ば、USB-RS232 変換アダプタを使

用してください。 

 

※ RS232 クロスケーブルと USB-RS232 変換アダプタ別売 

 

 

 

 

 

 

 

 

5V 電 源 
ソケット 

DB9メス-メ
ス型のクロ

スケーブル

でパソコン

を接続する 
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2.2 パソコン側のハイパーターミナルの設定  

パソコンのメニュー：スタート  すべてのプログラム  アクセサリ  通信  ハイ

パーターミナルを選ぶと、次の画面が出てきます。 

 
 

このハイパーターミナルの名前を入力して、"OK"ボタンを押すと。 

 
使用したいシリアルポートを選んでください。 
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シリアル通信速度を 115200bps に設定します。フロー制御はなしです。 

"OK"ボタンを押すと、設定が完了します。 
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2.3 プリインストール uClinux の初体験 

 

KaneBeBeII ARM7/44B0 起動の時、キーボードを押さないと、自動的にプリインストール

uClinux をブートします。これは uClinux の起動した画面です。 

 

プリインストール uClinux の主な特性： 

• カーネル 2.4.24、マルチ・スレッド対応 

• Jffs2 ファイルシステムで NAND メモリを管理 

• IDE/ATA ドライバ 

• USB1.1 ホストドライバ、USB メモリ対応 

• LAN ドライバ 

• オーディオのドライバ、MP3 をプレーできます 

• USB－RS232 変換ケーブルのドライバ 

• USB－PC104 変換ボードのドライバ 

• MMC/SD カードのドライバ 

• GPIO, AD, EEPROM, RTC など周辺デバイスのドライバとデモ 

青い文字はコンソールで入力したコマンドです。 
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2.3.1 IP アドレスの設定 
/> ifconfig eth0 192.168.3.230 
 

2.3.2 LAN のテスト(Ping) 
/> ping 192.168.3.1 
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2.3.3 Web サーバ 
/> thttpd -p 80 –d /home & 

 
ブラウザーで KaneBeBeII ARM7/44B0 の IP アドレスを入力すると、テスト用のホームペー

ジは表示されるはずです。 

 

2.3.4 USB メモリのテスト 
USB メモリを USB ホストポートに挿入すると、次の情報が自動的に出てきます。 

/> hub.c: new USB device sl811-1, assigned address 2 

scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices 

  Vendor: I-O DATA  Model: USB Flash Disk    Rev: 1.00 

  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02 

Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 

SCSI device sda: 1040384 512-byte hdwr sectors (533 MB) 

sda: Write Protect is off 

Partition check: 

 sda: sda1 
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/>mount /dev/sda1 /mnt 
※ USB メモリによって、デバイス名「/dev/sda」の可能性があります。 

 

/> ls /mnt 
USB メモリの中のファイルをリストします。 

/> umount /mnt 
 

2.3.5 NAND メモリのテスト 
/> eraseall /dev/mtd0 
NAND の内容を消します。 

………… 

/> cp /etc/jffs2.img /dev/mtd0 
Jffs2 イメージを NAND にコピーします 

 

/> mount -t jffs2 /dev/mtdblock0 /mnt 
NAND をファイルシステムにマウントします 

………… 

/> ls /mnt 
readme.txt 

readme.txt というファイルが NAND に見えます。 
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/> cat /mnt/readme.txt    ファイルの内容を表示します 
Hello, this is JFFS2 on Nandflash. 

 

Kane BeBe II ARM7/44B0 

Copyright(c) 2009 Nissin Tech Corporation. All Rights Reserved. 

http://www.nissin-tech.com 

info@nissin-tech.com 

/> vi /mnt/readme.txt  
ファイルの内容を編集・保存します。ボードの電源を切って、再起動した後、

NAND の内容を確認してください。NAND は非揮発メモリなので、変更した内

容がそのまま残るはずです。 
 

2.3.6 カレンダーRTC のテスト 
/> txtime 
The current time is :   2007-11-15, 08:21:47. 

 

2.3.7 オーディオのテスト 
/> playwav 
WindowsXP の起動の音が聞こえるはずです。 

/> playwav your.wav 
自分の wav ファイルを放送します。 

 

2.3.8 MP3 プレーヤー 
/> mp3play your.mp3 
自分で mp3 ファイルをご用意ください。 

 

※ ボードにパワーアンプがありませんので、アンプ付けスピーカをご用意ください。 

※ ARM7 の性能がやや不足なので、22KHz または mono の音ファイルを勧めします。HiFi

音楽不向です。ご了承ください。 
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第三章 Kane BeBe II ARM7/44B0 の活用 
次の実験は拡張ハードウェアが必要です。 

3.1 シリアルポート(USB-PC104/USB マイコン)のテスト 

KaneBeBeII ARM7/44B0 は二つのシリアルポートがあります。一つはコンソール用です。も

う一つはユーザ用です。その上、USB－RS232 変換ケーブル(FTDI 社の FT232 シリーズ)を

使えます。USB ハブを利用すれば、何個シリアルポートも拡張できます。 

 

/> comtest –d /dev/ttyACM0 
パラメータの説明：(パラメータがなければ、ttyS0 を使います) 

ttyS0 はボードのシリアルポート COM0 

ttyS1 はボードのシリアルポート COM1 

ttyUSBx は USB-RS232 シリアルポート。x=0,1,2… 

ttyACMx は CDC 設備、USB-PC104 変換ボード、LPC2148、PIC18F14K50 など。x=0,1,2… 

 

 

 

 

 

 
PIC18F14K50 USB
マイコンボード 

 

 

 

 

 

 

 

 
USB-PC104 変換ボード 

 

 

LPC2148 USB マイ

コンボード 
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KaneBeBeII は USB-PC104 変換ボードを接続して、PC104 モジュールをアクセスする。 

 

Comtest のソースコードは uClinux-dist-KaneII/user/comtest/comtest.c 
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3.2 LED 点灯 

 GPC1 GPC2 GPC3 
GPC1/2/3 は J3(40 ピンの GPIO 拡張ヘッダ)の第 3,2,1 ピンです。 

 

/> txled 
LED1/2/3 は循環に点滅します。 

txled のソースコードは uClinux-dist-KaneII/user/ioport/ioport.c 

ドライバは uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/gpio.c 
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3.3 外部割り込み 

 

EINT4 

EINT5 

EINT6 

EINT7 

EINT4/5/6/7 は J3(40 ピンの GPIO 拡張ヘッダ)の第 34,33,32,31 ピンです。 

 

/> txeirq 
スイッチで LED を制御します。マルチ・スレッドを使用しました。 

 

txeirq のソースコードは uClinux-dist-KaneII/user/fkeirq/eirqtest.c 

ドライバは uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/fkeirq.c 
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3.4 PS/2 キーボードとマウス 

 

EINT6 

EINT7 

EINT6/7 は J3(40 ピンの GPIO 拡張ヘッダ)の第 32,31 ピンです。 

 

/> txps2mouse 
 

Press Enter key exit 

get state button: 1 X: 50  Y :11 

get state button: 1 X: 58  Y :1 

 

Txps2mouse のソースコードは uClinux-dist-KaneII/user/txps2m/ps2mosetest.c 

ドライバは uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/ps2mouse.c 

 

/> txps2key 
f1 pressed 

f2 pressed 

f3 pressed 

f4 pressed 

f5 pressed 

f6 pressed 

f7 pressed 

f8 pressed 

キーボードの F1~F8 キーを押してください。 

Txps2key のソースコードは uClinux-dist-KaneII/user/txps2key/pskbd.c 

 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  27 

3.5 ADC 
/> txadc 
ADC のチャネル 0,1,2 の入力電圧をテストします。入力電圧は 2.5V 以下です。 

J3(40 ピンの GPIO 拡張ヘッダ) 

ピン 名前 機能 

5 VDDADC ADC の

電源入力 

6 2.5V 2.5V電源

出力 

7 AIN0 ADC チ

ャネル 0 

8 AIN1 ADC チ

ャネル 1 

9 AIN2 ADC チ

ャネル 2 

15 AGND アナログ

の GND 

16 GND システム

の GND 

 

AD の電圧入

力、2.5V 以下

しなければな

りません 

 

txadc のソースコードは uClinux-dist-KaneII/user/fkadc/fkadc.c 

ドライバは uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/s3c44b0-adc.c 
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第四章 uClinux 環境のプログラム設計 

4.1 クロス開発環境を構築 

ARM7 のクロス開発環境は RedHat9.0 をお勧めします。仮想マシンで RedHat9 のインス

トール方法は付録をご参照ください。 

 

RedHat9.0 で ARM のクロス開発ツールをインストールします。 

$ su  スーパーユーザーに切り替え 
# chmod +x arm-elf-tools-20040427.sh 
# ./arm-elf-tools-20040427.sh 
# exit 
$ arm-elf-gcc -v 
Reading specs from /usr/local/lib/gcc-lib/arm-elf/2.95.3/specs 

gcc version 2.95.3 20010315 (release)(ColdFire patches - 20010318 from 

http://fiddes.net/coldfire/)(uClinux XIP and shared lib patches from http://www.snapgear.com/) 

 

この画面が出たら、ARM 用のクロス開発環境をインストール成功しました。 

 

4.2 NFS サーバーを構築 

ネットワーク・ファイルシステム(NFS)を使用すれば、ARM7 は大きなホストのハードディ

スクを直接にアクセスできます。プログラムを開発する時が便利です。次は NFS サーバー

を構築手順です。 

 

(1) ARM7 の工作フォルダを作ります 

$ mkdir ~/44b0 
 

(2) /etc/exports ファイルを編集します。 

「/home/your-home/44b0 *(rw,sync,no_root_squash)」を/etc/exports というファイルに

入れます。 

 

(3) NFS サーバーを起動します。 

# /etc/init.d/nfs start 
 

(4) NFS ファイルシステムを確認します。 
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# mount -t nfs localhost:/home/your-home/44b0 /mnt/ 
# ls /mnt 
 

� firewall の設定によって、外部から NFS へアクセスできない可能性があります。 

 

(5) ARM7 は NFS ファイルシステムをマウントする(ARM のコンソールで) 

/> mount -t nfs -o nolock 192.168.0.14:/home/your-home/44b0 /mnt 
/> ls /mnt 
 

4.3 Hello, World! 
簡単なプログラムを始めましょう。 

//hello.c 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

printf("Hello KaneBeBeII ARM7/44B0!¥n"); 

return 0; 

} 

hello.c として~/44b0/hello フォルダに保存してください。 

 

ホスト側でコンパイルと実行する 

$ gcc -o hello hello.c 
$ ./hello 
Hello world! 

 

問題がなければ、クロスコンパイルします。 

$ arm-elf-gcc -o hello hello.c -elf2flt 
ARM7 で実行できるファイル(hello)を生成します。 

 

ARM7 で実行みよう。 

/> cd /mnt/hello 
/> ./hello 
Hello KaneBeBeII ARM7/44B0! 
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4.4 ARM9/MINI2440 から移植されたサンプル 

examples-kaneII44b0.tgz は ARM9/MINI2440 システムから移植されたサンプルです。ソ

ースコードをそのまま使えます。コンパイルツールの設定だけを変更しました。 

C++   c++サンプル 

Comtest  シリアルポートのテスト 
Hello    
Math   数学計算 
Pthread   マルチスレッド 
Udptalk  UDP 通信 
 

 

第五章 uClinux カーネルを再構築 

5.1 カーネルのソースコードを解凍 

$ tar xvzf uClinux-dist-KaneII20091204.tar.gz 
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5.2 uClinux を再コンパイル 

$ cd uClinux-dist-KaneII 
$ make menuconfig 

 
「Vendor/Product Selection --->」を選択し 

 
NISSIN 社の 44B0 を設定します。「Exit」で戻ります。 
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「Kernel/Library/Defaults Selection --->」を選択し、 

 
「Default all settings(lose changes)」「Customize Kernel Setting」「Customize Vendor/User Settings」

に「*」を入れて、「Exit」で戻ります。 
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この画面で「Yes」を押してください。 

 

 
Linux カーネルのコンフィグ画面です。ほしい機能を組み込んでください。「Exit」で戻りま

す。 
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アプリケーションのコンフィグ画面です。ほしいコマンドとアプリを組み込んでください。

「Exit」で戻ります。 

 

KaneBeBeIIは充分なFlashとSDRAMを持つので、容量の心配なくコンフィグしてください。 

 

コンフィグした後、次のコマンドでコンパイルします。 

$ make dep  (1) 
$ make lib_only  (2) 
$ make user_only (3) 
$ make romfs  (4) 
$ make image  (5) 
$ make   (6) 
 

必要なら、コンパイルの前に make clean でクリアします。(3)ステップはエラーがあるか

もしれませんが、再実行してみます。(5)ステップのエラーを無視してください。 

 

コンパイル完了すると、images フォルダに uClinux のカーネルとファイルシステムの

イメージを生成させます。 

romfs.bin: ファイルシステムのイメージ 

uClinux_ram.bin.gz: uClinux のカーネル 

uclinux_rom.bin: uClinux のカーネルとファイルシステムのイメージ 
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5.3 生成された uClinux を ARM7 ボードにダウンロード 

5.3.1 U-boot のコンソールに入ります 

 
Kane BeBe II ARM7/44B0 起動の時、3 秒以内にキーを押すと、ブートロード Uboot のコンソ

ールに入りました。 
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5.3.2 U-boot のパラメータの改修 
Uboot のコンソールで 

Kane> print 

 
Uboot のコンソールで print コマンドを入力すると、すべてのパラメータをリストします。 

 

パラメータの説明： 
パラメータ名 パラメータ値 説明 

bootcmd cp 500000 c80000 a0000; 

bootm c80000 

3 秒後自動的に実行されたコマンドです。まず

Flash のアドレス 0x5000 に保存されたユーザ・

プログラム(例えば uClinux)を SDRAM のアドレ

ス c800000 にコピーします。Bootm は c80000

のプログラムを c008000 に解凍し、c008000 か

らプログラムを実行します。 

bootdelay 3 3 秒後自動的に bootcmd を実行する。3 秒内キー

を押せば、Uboot のコンソールに入ります。こ

の値が 0 にすると、Uboot コンソールの機能が

なくなります。直接 uClinux を起動します。 

パラメー

タをリス

トします

print コマンドを入

力してください。
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baudrate 115200 Uboot コンソールの通信速度 

ethaddr 00:50:c2:1e:af:fb Ethernet の MAC アドレス 

ipaddr 192.168.3.230 Kane BeBe ボードの IP アドレス 

serverip 192.168.3.5 Tftp サーバの IP アドレス 

netmask 255.255.255.0 サブネットマスク 

bootfile uclinux_rom.bin Tftp サーバからダウンロードするファイル 

自分の開発環境によって、これらのパラメータ値を変更してください。 

例えば、ボードの IP アドレスを 192.168.3.200 に変更したい。 

Kane> set ipaddr 192.168.3.200 
 

Flash のアドレス 0x5000 にはユーザ・プログラムがあります。このプログラムの実行アドレ

スは SDRAM の 0x0c008000 です。どうやって bootcmd を改修しますか。 

Kane> set bootcmd cp 0x50000 0x0c008000 0x80000¥;go 0x0c008000 
cp コマンドはコードを 0x5000 から 0xc008000 にコピーします。コピーのサイズは

0x80000(32bit の長さ、2MB です)です。go コマンドはアドレス 0x0c008000 から実行させま

す。二つのコマンドを” ¥;”で分割されます。 
 

go は非圧縮プログラムを実行させます。 

bootm は圧縮プログラムを実行させます。解凍先は c008000 なので、圧縮プログラムを

c008000 にコピーしないでください。例えば c800000 にコピーします。 

 

変更したパラメータの保存 

Kane> save 
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5.3.3 ネットワークの接続の確認 
Kane> ping 192.168.3.1 

 

ネットワー

クが正常

 

サーバ側に tftp サーバ(tftpd32.exe)を起動します。 

 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  39 

5.3.4 生成された uClinux のダウンロードと実行 
Kane> tftp c800000 uClinux_rom.bin 
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Kane> bootm c800000 
bootm コマンドでダウンロードしたファイルを実行させます。 
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正常すれば、uClinux の画面が出てきます。 

 

5.3.5 生成された uClinux を Flash に書き込み 
Kane BeBe II は 8MB の Nor Flash を搭載しています。8MB の Nor Flash のメモリマップは： 

0x0-0x3ffff：Uboot のコード、絶対に破壊しないてください。 

0x40000-0x4ffff：Uboot のパラメータ 

0x50000-0x7ffff：ユーザのエリア 
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まず、Flash のユーザエリアを消します。 

Kane> erase 0x50000 2fffff 
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ファイルをダウンロードします。 

Kane> tftp c800000 uClinux_rom.bin 

 
 

cp コマンドでダウンロードしたファイルを Flash に書き込みます。 

Kane> cp c800000 50000 80000 
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0xC800000 はソース、0x50000 は転送先、0x80000 は 32 ビットの長さ、2MB です。 

 

再起動してみましょう。書き込みを確認してください。 
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第六章 uClinux の活用 

 

SD/MMC カ

ード・リーダ 
PC104 モ

ジュール 

USB ハブ 

uClinux が動く様子 

KaneBeBeII 
ARM7/44B0

6.1 uClinux を選ぶ理由 

• 信頼性が高いネットワークスタックが利用できます。 
uClinux には、Linux の TCP/IP スタックが実装され、利用できます。従って、ネッ

トワークに接続する信頼性の高い機器が、容易に作成できる利点があります。  

• UNIX 系 OS の膨大なソフトウェア資産が使えます。 
uClinux も UNIX 系 OS のシステムコールをサポートしています。従って、全てでは

ありませんが、UNIX 系 OS 上のアプリケーションが組み込み用 マイコン上で利用

できます。ゼロから開発せずに、例えば Web サーバなどが組み込み用機器で利用で

きるわけで、これは非常に大きな利点といえます。  

• デバッグが多少は楽になります。 
UNIX 系 OS 上で動作するプログラムを組み 込み用マイコンに実装できるため、

UNIX 系 OS 上で動作を一通りテストすることができます。そのため、デバッグが多
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少は楽になります。ただ、 uClinux は Linux と異なる部分も少なくないため、パソ

コンで動く Linux の上で、全てのテストができるわけではありません。  

• 物理メモリアドレスに簡単にアクセスできます。 
uClinux には CPU の 「特権モード」を使いません。仮想記憶がありませんから、ア

プリケーションがアクセスできるメモリ領域＝物理メモリアドレスです。そのため、 

uClinux はユーザープログラムから任意の物理メモリアドレスに簡単にアクセスで

きます。さらに、割り込みすらユーザープログラムで受け取ることも可 能です。  

6.1 お勧めの本 

初心者に対してとでもいい本です。原理、回

路図、ソースコード、活用など詳しい説明し

て い ま す 。 そ の 上 、 サ ポ ー ト サ イ ト

http://uclinux.quake4.jpもあります。ご参照くだ

さい。 

 

この本は H8/3069F に基づいてが、そのまま

Kane BeBe II ARM7/44B0に流用することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ユーザプログラムを uClinux ファイルシステムに組み込み 

初体験の playwav は自分で作ったユーザプログラムです。uClinux のファイルシステムに組

み込みの手順を紹介します。 

(1) playwav というフォルダを作ります 
$ make uClinux-dist-KaneII/user/playwav 
$ cp playwav.c uClinux-dist-KaneII/user/playwav 
ソース Playwav.c をコピーします 

 

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%8B%E7%B5%84%E8%BE%BC%E3%81%BFLinux-H8%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%C3%97uClinux%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%95-%E7%B1%B3%E7%94%B0-%E8%81%A1/dp/4797337192
http://uclinux.quake4.jp/
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(2) playwav フォルダに Makefile を作成 
 
EXEC = playwav 
OBJS = playwav.o 
 
#CFLAGS += -I. 
 
all: $(EXEC) 
 
$(EXEC): $(OBJS) 
        $(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) $(LDLIBS) -lpthread 
 
romfs: 
        $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC) 
 
clean: 
        -rm -f $(EXEC) *.elf *.gdb *.o 
 

(3) uClinux-dist-KaneII/config/config.in を編集 
ファイルの 後、下の内容を添加します。 

######################################################################## 

mainmenu_option next_comment 

comment 'Sound test' 

bool 'Sound test'  CONFIG_USER_PLAYWAV  

endmenu 

######################################################################## 

 

(4) uClinux-dist-KaneII/user/Makefile を編集 
ファイルの 後、この内容を添加します。 

######################################################################## 

dir_$(CONFIG_USER_PLAYWAV) += playwav 

######################################################################## 
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(5) コンフィグ 
$ make menuconfig 

「Kernel/Library/Defaults Selection  --->」 

 
「Customize Vendor/User Settings」に「*」を入れて、「Exit」で戻ります。 

 
Main Menu に添加された「Sound test」が見えます。選択し、 

 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  49 

 
「Sound test」に「*」を入れて、「Exit」で戻ります。 

 

再コンパイルして、ユーザプログラムを uClinux のファイルシステムに組み込みました。 

 

6.3 直接ハードウェアをアクセス 

普通の Linux はユーザープログラムからが直接にハードウェアをアクセスできません。「特

権モード」のドライバを経由しなければなりません。OS なしマイコン環境に慣れた技術者

に対して、とでも不便です。uClinux はユーザープログラムから任意の物理メモリアドレス

に簡単にアクセスできます。 

 

したのソースは PS2 キーボードのデモプログラムです。ドライバを使用しません、直接物

理メモリアドレスにアクセスします。 

 

ARM7/S3C44B0 の汎用 GPIO のアクセス方法は H8/3069 とほぼ同じです。 

PCONx: GPIO のコンフィグ、I/O ピンの入力・出力またはほかの機能を選択 

PDATx: GPIO の実際の入力・出力ポート 

PUGx: 必要なら、I/O ピンに pull-up 抵抗を接続できます 

� x=A,B,C,D,E,F,G 

詳しい情報は ARM7/S3C44B0 の datasheet ご参照ください。 
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#include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/ipc.h> 
#include <sys/ioctl.h> 
#include <pthread.h> 
#include <fcntl.h> 
 
#define rPCONG  (*(volatile unsigned *)0x1d20040) 
#define rPDATG  (*(volatile unsigned *)0x1d20044) 
#define rPUPG  (*(volatile unsigned *)0x1d20048) 
 
#define uchar unsigned char 
#define uint  unsigned int 
 
#define  SCLKACK 0x40 
#define  DATACK 0x80 
 
 
 
#define  sclk  (rPDATG&SCLKACK) 
#define  sda  (rPDATG&DATACK) 
unsigned char KeyCode; 
 
void data() 
{ 
 uchar num; 
 
 while (sclk==SCLKACK); 
 for (num = 8;num != 0;num--) 
 { 
  while (sclk!=SCLKACK); 
  while (sclk==SCLKACK); 
  KeyCode >>= 1; 
  if (sda == DATACK) 
  { 
   KeyCode |= 0x80; 
  } 
 } 
 while (sclk!=SCLKACK); 
 while (sclk==SCLKACK); 
 while (sclk!=SCLKACK); 
 while (sclk==SCLKACK); 
 while (sclk!=SCLKACK); 
 
} 
 
 
static int stop=0; 
 
static void* comMonitor(void* data) 
{ 
 getchar(); 
 stop=1; 
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 return NULL; 
} 
 
int main() 
{ 
 pthread_t th_com; 
 void * retval; 
 
 /* Create the threads */ 
 pthread_create(&th_com, NULL, comMonitor, 0); 
 
 printf("ps2 keyboard test, [Ctrl+c] Exit¥n");  
 
 while (stop==0) 
 { 
  data(); 
  if (KeyCode == 0xe0) 
   data(); 
  switch (KeyCode) 
  { 
  case 0x05: printf("f1 pressed ¥n"); break; //f1 
  case 0x06: printf("f2 pressed ¥n"); break; //f2 
  case 0x04: printf("f3 pressed ¥n"); break; //f3 
  case 0x0c: printf("f4 pressed ¥n"); break; //f4 
 
  case 0x03: printf("f5 pressed ¥n"); break; //f5 
  case 0x0b: printf("f6 pressed ¥n"); break; //f6 
  case 0x83: printf("f7 pressed ¥n"); break; //f7 
  case 0x0a: printf("f8 pressed ¥n"); break; //f8 
 
  case 0x76: printf("ESC pressed ¥n"); break;  //esc 
   
  } 
  usleep(1000); 
 } 
 /* Wait until producer and consumer finish. */ 
 pthread_join(th_com, &retval); 
 
 printf("¥n"); 
 return 0; 
} 
 

 

 

6.4 アプリケーションを開発する場合の注意事項 

uClinux 環境でアプリケーションを開発するのは普通の Linux とほぼ同じです。uClinux は

MMU を使用しませんので、いくつが普通の Linux にはない制限があります。特に影響が大

きい部分について説明します。 
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fork 
使えません。vfork(2)を使うようにしてください。別のプログラムを起動する場合は、単純

に vfork に置き換えるだけでよいと思います。 

 

mmap 
MAP_ANONYMOUS だけが使用できます。ファイルアクセスの手段としてはつかえません

ので、malloc+read/write を使うようにしてください。 

 

malloc/free 

頻繁に malloc/free を繰り返すと、メモリの断片化が発生してメモリ不足になることがあり

ます。そういう処理が必要な場合は、まとめて確保してから自分で管理しましょう。 

 

スタック 
普通の Linux では、スタック領域が不足すると自動的に拡張されますが、uClinux では指定

されたサイズを固定的に割り当てるだけで、不足しでも自動的に拡張されることはありま

せん。スタック領域の直前には BSS セクションが置かれるので、はみ出してしまうと静的

変数が破壊されます。 
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6.5 液晶 NOKIA3310/5110 を使用する(H8 から) 

 

この機能は KaneBeBe H8/3069F から移植したものです。ハードウェアの接続： 

J9 24PIN LCD コントローラ/GPIO 

ピン 機能 

1 VD0/GPD0 

2 VD1/GPD1 

3 VD2/GPD2 

4 VD3/GPD3 

10 GND 

14 nRESET 

22 3.3V 

23 5V 

 

 

 

SCE
 

D/C 

SCLK Nokia3310/5110 

DIN 

GND 液晶 

RST 

VCC 
   メール：info@nission-tech.com 
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LED(BL) 
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ドライバのソースは uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/Nokia3310-44b0.c 

KaneBeBe H8/3069F のドライバと比べて、変更点は二つしかありません。 

1. 汎用 GPIO ポートのイニシャル、 

2. IO ポートのアクセス。 

詳しい情報はソースコードをご参照ください。 

 

Nokia3310/5110 ドライバの添加手順： 
1. Nokia3310-44b0.c を uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/にコピーします。 

2. uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/Config.in ファイルを編集し、「 bool 'Nokia 

3310/5110 for KaneBeBeII ARM7/44B0 ' CONFIG_NOKIA3310」を添加します。 

3. uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/Makefileを編集し、「obj-$(CONFIG_NOKIA3310) 

+= Nokia3310-44b0.o」を添加します。 

4. uClinux-dist-KaneII/vendors/NISSIN/44B0/Makefile ファイルを編集し、LCD ドライバノー

ト「lcd,c,201,0」を添加します。 

 

※ 以上の手順はすでに完成しました。ご確認ください。 

 

uClinux カーネルのコンフィグ 
$ make menuconfig 
メインメニューCharacter devices  Nokia 3310/5110 for KaneBeBeII ARM7/44B0 に「*」を入

れます。 
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設定は完了したら、Exit を選択してメニューに戻り、さらに Exit を選択してメニューを終

わらせてください。終了前に設定を保存するか聞いてくるので、Yes を選択します。 

 

 
Core Applications-->Shell Program を選択して minix-shell に変更します。minix-shell はサイズ

が小さいながらもパイプやリダイレクトをサポートし、sash よりは普通のシェルに近い の

で操作しやすいです。 

 

設定終えたら、uClinux を再コンパイルします。生成された uClinux_rom.bin を KaneBeBeII 

ARM7/44B0 ボードにダウンロードし、実行させます。 

 

minix-shell シェルで、次のコマンドを入力してみます。液晶で ls の結果を表示するはずです。 

# ls > /dev/lcd 
 

LCD ドライバを使用する自作のプログラム 
このプログラムは H8/3069F 用のものをそのまま使います。H8/3069F の出力情報も変更しま

せん。 

 
#include <stdio.h> 
 
#define LCD_DEV   "/dev/lcd" 
#define BUFF_SIZE 256 
#define ESC   0x1B 
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static char buff[BUFF_SIZE] = "^[J(株)日新テクニカ¥n多機能(uClinux/TOPPERS/MES)マイコ

ンボードKane BeBe H8/3069F(中国製)"; 
 
int main( int argc, char *argv[] ) 
{ 
//   if( fgets( buff, BUFF_SIZE, stdin) != NULL ) 
   { 
      FILE *fp; 
      int i = 0; 
       
      fp = fopen( LCD_DEV, "w" ); 
      if( fp == NULL ) return 1; 
       
      while(1) { 
         if( buff[i] == '^' ) { 
            i++; 
            if( buff[i] != '^' ){ 
               fputc( ESC, fp ); 
            } 
         } 
         if( buff[i] == '¥0' ) break; 
         if( i >= BUFF_SIZE ) break; 
         fputc( buff[i++],fp ); 
      } 
      fclose(fp); 
   } 
   return 0; 
} 
 

6.6 液晶 1602 を使用する(H8 から) 

 
この機能も KaneBeBe H8/3069F から移植したものです。ハードウェアの接続： 
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1602 液晶   J9 24PIN LCD コントローラ/GPIO 
ピン 機能 

1 GND 

2 VDD 

3 V0 

4 RS 

5 RW 

6 E 

7 DB0 

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

15 LED+ 

16 LED- 

 

ドライバは uClinux-dist-KaneII/linux2.4.
Nokia3310/5110 と同じです。 

 

GND(10 ピン)

+5V(23 ピン) 

GND(10 ピン)

GPC7(5 ピン) 

GPC6(6 ピン) 

GPC5(7 ピン) 

GPD0(1 ピン) 

GPD1(2 ピン) 

GPD2(3 ピン) 

GPD3(4 ピン) 

GPD4(11 ピン) 

GPD5(12 ピン) 

GPD6(13 ピン) 

GPD7(9 ピン) 

+5V(24 ピン) 
     メール：info@nission-tech.com 
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GND(10 ピン)

x/drivers/char/sc1602.c です。使い方は
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6.7 グラフィック液晶 12864 を使用する 

ハードウェアの接続： 

 
12864 液晶   J9 24PIN LCD コントローラ/GPIO 
ピン 機能 

1 GND 

2 VDD 

3 V0 

4 RS 

5 RW 

6 E 

7 DB0 

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

15 CS1 

16 CS2 

17 /RESET 

18 Vout 

19 LED+ 

20 LED- 

GND(10 ピン)
+5V(23 ピン) 

GPC7(5 ピン) 
GPC6(6 ピン) 
GPC5(7 ピン) 
GPD0(1 ピン) 
GPD1(2 ピン) 
GPD2(3 ピン) 
GPD3(4 ピン) 
GPD4(11 ピン) 
GPD5(12 ピン) 
GPD6(13 ピン) 
GPD7(9 ピン) 

GPB4(15 ピン) 
GPB5(16 ピン) 
/RESET(14 ピン) 

+5V(23 ピン) 

10K 

+5V(24 ピン) 

GND(10 ピン)

ドライバは uClinux-dist-KaneII/linux2.4.x/drivers/char/DV12864-44b0.c です。アプ

リのサンプルは examples/lcdtest です。下は lcdtest の実行画面です。 

 

 

 

 

 

 

 
8ｘ８漢字 12ｘ12 漢字  
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画像表示 16ｘ16 漢字 

 

12864 液晶のドライバ DV12864-44b0.c には第一・二水準の 8x8 ドット漢字フォントがあ

ります。アプリ lcdtest には第一・二水準の 12x12 と 16x16 ドット漢字フォントがあります。 

 

第七章 Flash のブートロードの恢復 

7.1 LPT H-JTAG で書き込む 

Flash を H-JTAG というツールで恢復します。 

 

H-JTAGはARMの為のJTAGエミュレータです。AXD又はkeilをサポートします。デバッグの

スピードも速いです。詳しい情報はこちらです。 

http://www.hjtag.com 

弊社はH-JTAGのハードウェアを提供しております。パソコンはLTPが必要です。 

 

ホームページhttp://www.hjtag.comから 新版をダウンロードできます。 

H-JTAGの特性： 

a. RDI 1.5.0 & 1.5.1 をサポートします; 

b. ARM7 & ARM9（ARM9E-SとARM9EJ-Sを含む）; 

c. thumb & arm 命令; 

d. little-endian & big-endian; 

e. semihosting; 

f. 実行環境WINDOWS 9.X/NT/2000/XP; 

g. flashの書き込み 

 

http://www.hjtag.com/
http://www.hjtag.com/
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インストール完了すれば、デスクトップで H-JTAG と H-Flasher を生成します。 

 

 

H-JTAG を実行します。 
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H-JTAG のメニュー：Setting  LPT Jtag Settings を選択し 

 
 

 
この様な設定して、"Ok"ボタンを押します。 

 

ボードの CPU を認識されました。H-JTAG のメニュー：Script  Init Script 
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"Load"ボタンを押します。 
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44b0x.his というファイルを選択します。 

 

次の画面が出てきます。 

 
"Ok"ボタンを押します。ご注意："Enable Auto Init"をチェックしない。 

 

パソコンと ARM7 ボードを H-JTAG で繋ぎます。ARM7 ボードの電源を入れます。 

H-JTAG のメニュー：Operations  Detect Target を選択すると 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  64 

 

H-JTAG はターゲット ARM ボードを認識しました。
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H-JTAG のメインメニュー「Flasher」 「Start H-Flasher」で H-Flasher を実行します。 

 

 

 

H-Flasherのメインメニュー「Load」、440x.hfcというファイルを開きます。 
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H-Flasherの左側の「5 Programming」を選択します。 

 

「Check」ボタンを押すと、KaneBeBeII44B0が使用したNor Flash(SST39VF6401B)
を発見します。 
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「Type」の「Plain Binary Format」を選択します。 

 

書き込みのファイルu-boot.binを選択します。「Dst Addr」でFlash Base Addressを選択します。

「Program」ボタンを押すと、Nor Flashに書き込みます。 
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書き込み完了の画面： 
 

 
「Close」ボタンを押します。 
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7.2 USB Open Link で書き込む 

 

• JTAG/ICE 高速 USB2.0 インターフェースの JTAG 
• 全ての ARM(ARM7, ARM9, Cortex-M3, XSCALE)マイコンをデバッグ 
• ARM 標準 2X10 ピン JTAG コネクタと 2X5 ピン JTAG コネクタ使用 
• 電圧 1.2～5V DC で動作している ARM ターゲットをサポート 
• 高 JTAG 速度 12MHz 
• ダウンロード速度 ARM7:600KB/s, ARM9:550KB/s, DCC:800KB/s 
• 三つの JTAG ケーブル付け(10 ピン, 20 ピン, 20 ピン 2mm-2.54mm 変換 
• ARM シリーズ Flash の書き込み 
• RDI インタフェース、IAR，ADS，KEIL，WINARM，RealView などの開発環境

で使えます。 
• OpenOCD(オーペンソース)デバッグも使用可能 

USB Open Link の 新ドライバとソフトをこちらからダウンロードしてください。 
http://www.segger.com/cms/jlink-software.html
 
「J-Flash ARM」というツールを開きます。 

http://www.segger.com/cms/jlink-software.html
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メニュー「Options」 「Project settings…」を選択し、 
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「CPU」タブにコアを「ARM7」に設定、ID を「1F0F0F0F」に設定、ARM7/44B0 の内

部 8KB SRAM を使用します。 
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「Flash」タブで Flash の型番を「SST39VF6401B」に設定して、「Ok」ボタンを押します。 
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メニュー「Files」 「Open…」を選択し、 

 

書き込みのファイル(u-boot.bin)を選択します。 

 
Open link とターゲットを繋ぐ、電源を投入します。メニュー「Target」 「Connect」を

選択し、 

 
このような情報が出たら、成功します。 
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メニュー「Target」 「Auto」で書き込み開始します。 

 
書き込み中… 

 

書き込み完了 
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付録 1  VMware 仮想マシンと RedHat9 
Linux のビルドには Linux 環境が必要です。異なる OS を走らせるには普通は 2 台のパソコ

ンが必要です。しかし仮想マシンを用意すれば 1 台のパソコンで二つの OS を走らせること

もできます。 

 

仮想マシンを実現するソフトウェアとして、無償で使える VMware Player を使ってみます。 

 

VMware Player を下記 URL からダウンロードします。 

http://www.vmware.com/jp/download/player/

Download のアイコンをクリックすると、ユーザ登録画面が表示されます。必要な事項を入

力して画面を進めてください。ダウンロード画面で VMware Player 3.0 for Windows をダウン

ロードします。ダウンロードしたファイルは実行形式になっているので、そのまま実行を

開始してインストールしてください。基本的には「次へ」をクリックしていくだけです。 

 

 

http://www.vmware.com/jp/download/player/
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VMware player の起動画面です。「新規仮想マシンの作成」をクリックしてください。 
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RedHat9 の CD イメージファイル(*.iso)を選択します。「次へ」を押します。 

 
ゲスト OS を Linux、バージョン Red Hat Linux を選択します。「次へ」を押します。 
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「次へ」を押します。 

 
ディスク 大サイズを 20GB に変更し、「次へ」を押します。 
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必要なら、「ハードウェアをカスタマイズ」を押します。 

 

「物理ネットワークに直接接続」を選択します。「OK」を押します。 
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Redhat9 のインストールは物理マシンと同じです。 

 

RedHat9 インストールの注意点： 

 
「Custom」でインストールしてください。 
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「Edit」ボタンで固定 IP アドレスを設定します。 
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自分のネットワークによって、Gateway と DNS を設定します。 
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「firewall」を無効化します。 
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すべてのものをインストールします。 
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Linux と Windows の共有フォルダ 

 

仮想マシン設定の編集をクリックしてください。 
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「オプション」タブで共有フォルダを選択し、「常に有効」を選び、「追加」ボタンで共有

フォルダを添加します。「Ok」ボタンを押します。 

 

RedHat9 が起動した後、メニュー「VM」 「VMware Tools の再インストール」を選択しま

す。 
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自動的にある cdrom をマウントしました。ターミナルを開き、次のコマンドを入力してく

ださい。 

$ tar zxvf /mnt/cdrom/VMwareTools-8.1.3-203739.tar.gz    解凍します 
$ su    スーパーユーザに 
 

# cd vmware-tools-distrib 
# ./vmware-install.pl 
基本的には「Enter」キーを押していくだけです。 

 

完了すると、windows の共有フォルダが見えます 

$ ls /mnt/hgfs/share 
arm-elf-tools-20040427.sh   uClinux-dist-KaneII20091112.tar.gz 

u-boot-1.1.4KaneII20091112.tar.gz 

 

ネットワークを使うファイルのコピー 
$ su    スーパーユーザに 
# /etc/init.d/sshd start      ssh サーバを起動します 
 

ほかのパソコンは WinSCP または Putty で仮想マシンをアクセスできます。 

 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  88 

付録 2  Linux 環境の使い方 
Minicom はメニュードリブンの使いやすいシリアル端末ソフトです。Linux で標準的に利用

できます。いったん root 権限で次のように起動します。 

 

# minicom –s 

 

「Serial port setup」を選択しましょう。 
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シリアルデバイスを、ARM7 マイコンボードを接続しているシリアルポートのデバイスに

設定します。また、「Bps/Par/Bits」を選択して、115200、パリティなし、ストップビット 1

に設定します。「Hardware Flow Control」を選択して、「No」に設定します。 

 

以上を選択したらメインメニューに戻り、「Save setup as dfl」を選択します。この設定が root

およびユーザーアカウントで実行される minicom の初期値となります。後は、利用する際

に minicom を普通に(オプションなし)起動すれば OK です。 

 

TFTP サーバの設定 
TFTP サーバをインストールしなかったら、root 権限で次のように yum コマンドを実行して

TFTP サーバをインストールしましょう。 

#yum install tftp-server 
※ RedHat9 の場合は、インストールの時、「Everything」を選択したら、

TFTP サーバを既にインストールしました。 

 

TFTP サーバの起動は xinetd を通じて行われます。/etc/xinetd.d/tftp を開いてください。 

/etc/xinetd.d/tftp 

service tftp 

{ 
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        socket_type             = dgram 

        protocol                = udp 

        wait                    = yes 

        user                    = root 

        server                  = /usr/sbin/in.tftpd 

        server_args             = -s /home/zqing/uClinux-dist-KaneII/images (1) 

        disable                 = no     (2) 

        per_source              = 11 

        cps                     = 100 2 

        flags                   = IPv4 

} 

(1)の個所は TFTP サーバがサービスするディレクトリです。(2)は TFTP サーバを無効にす

るかどうかで、初期値は yes です。No に書き換えてください。 

 

以上を変更したら保存します。後は xinetd を再起動するだけです。 

# /etc/init.d/xinetd restart 
 

これで TFTP サーバが利用できるようになりました。 
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