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第一章 はじめに 

1.1 製品の特徴 

• 付属 8.5cm アンテナで実測の通信距離は 700~1000m(ボーレート 1kbps, 空中電力

12.5dBm) 

• 周波数 390~470MHz ソフトで調整可。315MHz のカスタマイズも承っております。 

• 透明シリアル(TTL)通信、ボーレート 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps 

• 空中電力-8.5dBm to +12.5dBm、8 級調整  

• 給電電源：2.1~3.6V 

• 動作温度：-40℃～85℃ 

• 動作湿度：10%~90% 

• 送信電流：34mA 

• 受信電流：3mA 

• スリープ電流：1.5uA 

• 受信感度：-110dBm 

• 最大パッケージの長さ 256Byte 

 

1.2 端子 

433MHz 遠距離透明シリアル微弱通信モジュールの端子は： 

 
No. 名前 入出力 説明 
1 GND  GND 
2 VCC3.3  電源：2.1~3.6V 
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3 SET_A 入力 SET_B と一緒に動作モードを設定する 
4 RxD 入力 シリアル入力、TTL レベル 
5 TxD 出力 シリアル出力、TTL レベル 
6 AUX 出力 モジュールの状態を指示する 
7 SET_B 入力 SET_A と一緒に動作モードを設定する 
 
 

1.3 結線図 

 
マイコンとの結線図 

 
 

 

パソコンとの結線図。モジュールのパラメータを設定する。パソコンの RS232 ポートとモ

ジュールの間に RS232-TTL 変換器が必要です。 
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1.4 動作モード 

SET_A SET_B 動作モード 説明 
00 モード 1 正常モード シリアルポートは受信すると、AUX を Low にして、

すぐ無線で送信します。送信完了すると、AUX を Hi
にする。このモードは送信する前に長い Wakeup コ

ードがありませんので、受信側は必ずモード 1 または

モード 2 に設定する。いわゆる持続的な受信モードで

す。 
 
無線受信すると、エラーがなければ、AUX を Low に

して、すぐシリアルポートに転送する。転送完了する

と、AUX を Hi にする。 
01 モード 2 Wakeup モード シリアルポートは受信すると、AUX を Low にして、

まず Wakeup コードを送信します。１秒後、実際の

データを送信します。送信完了すると、AUX を Hi
にする。このモードは送信する前に長い Wakeup コ

ードがありますので、受信側はモード 1/2/3 すべて受

信できます。 
 
無線受信すると、エラーがなければ、AUX を Low に

して、すぐシリアルポートに転送する。転送完了する

と、AUX を Hi にする。 
10 モード 3 省電力モード Wakeup コードを受信すると、Wakeup して、実際の

データを受信する。エラーがなければ、AUX を Low
にして、マイコンを wakeup する。5ms 後、受信し

たデータをマイコンに転送する。転送完了すると、

AUX を Hi にする。 
11 モード 4 スリープモード このモードの消費電流はわずか 1.5uA です。パラメ

ータの設定はこのモードで行います。 
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第二章 パラメータの設定 
モジュールの SET_A SET_B 端子を Hi にして、モード 4 に入ります。パラメータ設定用の

ソフト UTC-1212.exe を実行させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パラメータ

を読み込む 
パラメータ

を書き込む 

使う PC の 
シリアルポート 

パリティ 

Wakeup 時間

空中電力 

シリアルポート 
ボーレート 

無線ボーレート 

無線周波数 
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第三章 マイコンでパラメータを設定する 
マイコンもモジュールのパラメータを設定できます。 

 

SET_A, SETB を Hi にして、MODE4 に入ります。AUX が Hi ですかどうか確認します。

Hi の場合は、モジュールは 10us(T2)後スリープモードに入ります。シリアルポート(RxD, 
TxD)でパラメータを書き読めます。スリープモードのボーレートは 9600 に固定されまし

た。 
 
RxD でパラメータ設定コマンドを受信した、50ms(T3)以内返信します。返信完了すると、

モジュールは自動的にリセット・再起動する。100ms(T4)後新パラメータは有効にする。 
 
無効のパラメータ設定コマンドを発送しでも、返信しなく、モジュールも自動的にリセッ

ト・再起動する。この特性を利用すれば、モジュールをソフトでリセットできます。 
 
パラメータ設定コマンドは二つしかありません。 
 
パラメータを読み込むコマンド：0xFF,0x56,0xAE,0x35,0xA9,0x55,0xF0 
戻り値：0x24,0x24,0x24+無線周波数+空中ボーレート+空中電力+ボーレート+パ
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リティ+Wakeup時間 

 
パラメータを書き込むコマンド：0xFF,0x56,0xAE,0x35,0xA9,0x55,0x90+無線周

波数+空中ボーレート+空中電力+ボーレート+パリティ+Wakeup 時間 
戻り値：0x24,0x24,0x24+無線周波数+空中ボーレート+空中電力+ボーレート+パ

リティ+Wakeup時間 

 
パラメータ バイト数 説明 

無線周波数 3 単位 KHz, 例 433.920MHz は 0x06,0x9F,0x00。 

空中ボーレート 1 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 40Kbps は 0x00, 0x01, 0x02, 

0x03, 0x04, 0x05 に対応する 

空中電力 1 0 ~ 7。毎に 1 を増加すると、空中電力約 3dBm 増加。

最大値は 7 

ボーレート 1 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600bps は

0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06 に対応する 

パリティ 1 0x00 なし, 0x01 偶数 0x02 奇数。 

Wakeup時間 1 50ms, 100ms, 200ms, 400ms, 600ms, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 

3s, 4s, 5s は 0x00 ～ 0x0b に対応する。 

 
例：周波数 433.92MHz，空中ボーレート 10Kbps，空中電力 10mW，ボーレート 9600bps，
パリティなし, Wakeup時間 1s。 
 
コマンド： 
0xFF,0x56,0xAE,0x35,0xA9,0x55,0x90, 0x06,0x9F,0x00,0x03,0x07,0x03,0x00,0x05 
 
戻り値： 
0x24,0x24,0x24, 0x06,0x9F,0x00, 0x03,0x07,0x03,0x00,0x05 
 

第四章 受信する信号の強度を測定する(RSSI) 
モジュールは RSSI 機能があります。モジュールは受信状態(SET_A は Low)、SET_B に

200uS 以上の正パルスをすると、200uS 以内シリアルポートで 1byte の RSSI 値を出力す

る。 
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RSSI 値が dBm に対応する関係図。 
 
モジュールは受送信している場合は、正パルスをしても、RSSI 値も戻りません。ご了承く

ださい。 
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