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第一章 シリアル WiFi モジュールの概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリアル⇒Wi-Fi モジュールは、既存のイーサネットデバイスを Wi-Fi 対応にできるワイヤ

レス LAN 組込シリアルデバイスサーバです。モジュールを使用する際に複雑な RF に関す

るノウハウを必要とせずにシリアルデバイスをワイヤレスイーサネットネットワークに接

続することができます。セキュアなデータ転送のために 802.11 ラジオ仕様に基づく暗号化

をサポートしています。 
 
Transparent(透明)モードがあるので、このモジュールを使うとバーコードリーダーや、RFID
リーダー、秤、マルチメーター、 GPS レシーバー、自動販売機、センサーなどのほとんど

すべての RS232 デバイスを WiFi 経由でインターネットにワイヤレスで接続できます。 

• 3 線シリアルポート、RS232 レベル(TTL オプション)、四つのボーレート対応: 

19200/38400/57600/115200 

• 802.11b 対応、最大通信速度 11Mbps 

• STA, WEP64/WEP128/CCMP/WPI 暗号対応 

• 自動または手動で無線 LAN を接続 

• RAW/TCP/UDP/Transparent モードで通信 

• 七つのパラメータセット、最大七つの無線 LAN を接続 

• シリアルポートでパラメータを設定 

• オンラインでファームウェアのアップデータ 

• PIC/AVR/H8/SH/ARM な ど 8/16/32 ビ ッ ト の マ イ コ ン 簡 単 に 使 え ま す 。

Transparent(透明)モードでプログラムが必要ないです。 

• 供給電源：5V DC、TTL 型の場合は 3.3V 
• 外形寸法：66×22(mm) 突起物は除く。 
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第二章 通信モード 

2.1 RAW 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユー

ドレ

ブロ

 

2.2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザ I/F プロトコル ユーザデータ 

ユー

ます

 

ムページ：http://www.nissin

ザデータは直接に MAC フレ

スを指定することが必要で

ードキャスト・アドレスに

 UDP 

ユーザデータ 

ユーザデータ 

MAC

ユーザデータ 

MAC プロトコル UD

ユーザデータ 

ザデータは UDP ヘッダによ

。 
-tech.com         メール

ームにカプセル化されて、

す。送り先の MAC アドレス

なり、すべてのノートがこ

ユーザホスト 

目的ホスト 

ユーザデプロトコル 

ユーザホスト 

目的ホスト 

ユーザ I/F プロトコル

ユーザデPプロトコル

るカプセル化された後、
：

を

の

ータ 無線接続 

シ

ー

シリアル WiFi モジュール 

M

info@nission

送信します。

FF-FF-FF-FF

パケットを受

無線アクセス

リアル WiFi

無線アクセス

ユーザデータ

タ 

AC フレームに
送り先の MAC ア

-FF-FF にすると、

信します。 

ポイント 

 

モジュール 

無線接続 
-tech.com 
 5 

ポイント 

カプセル化され



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 
  6 

2.3 Transparent(透明) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparent(透明)モードも UDP 転送モードですが、ユーザホストとシリアル WiFi モジュー

ル間に通信プロトコルがなし、直接交信できます。既存の RS232 デバイスは直接 WiFi モジ

ュールを使えます。 

 

2.4 TCP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザデータ ユーザホスト シリアル WiFi モジュール 

無線アクセスポイント 目的ホスト ユーザデータ 

ユーザデータ 

ユーザデータ MAC プロトコル 無線接続 UDPプロトコル

ユーザデータ ユーザホスト シリアル WiFi モジュール 

無線アクセスポイント 目的ホスト 

ユーザデータ ユーザ I/F プロトコル

ユーザデータ MAC プロトコル TCP プロトコル 無線接続 

ユーザデータ 

ユーザデータは TCP ヘッダによるカプセル化された後、MAC フレームにカプセル化されま

す。 
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第三章 初体験 

3.1 テスト環境の概要 

 
Tester1: 
パソコン Tester1 は RS232 ポートでシリアルモジュールを接続します。 

 

GND

TX RX

5V, TTL 型の

場合は 3.3V 

RS232 ポート DB9 シリアル WiFi モジュール 
2 ---------------------------------------------- TX 
3 ---------------------------------------------- RX 
5 ---------------------------------------------- GND 
5V でシリアル WiFi モジュールを給電します。シリアル WiFi モジュールのクライント側

のソフトウェア(WLANMClient_1.50Pre.0730.exe)を実行させます。このソフトウェアの
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機能は： 
1. シリアル WiFi モジュールにコマンドを送信します。 
2. シリアル WiFi モジュールから返信を受信と解析します。 
3. シリアル WiFi モジュールのパラメータを設定します。 
4. サーバ側のソフトウェアと一緒に動く。データの受送信実験をします。 
 
AP: 
無線 LAN アクセスポイント(親機)です。無線 LAN を構築します。 
 
Tester2: 
パソコン Tester2 は LAN ケーブルで無線 LAN アクセスポイント(AP 親機)を接続します。

サーバ側のソフトウェア(WLANMServer_1.32EN.exe)を実行させます。このソフトウェア

の機能は： 
1. クライント側のソフトウェアと一緒に動く。データの受送信実験をします。 
2. シリアル WiFi モジュールのファームウェアをアップデータします。 
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3.2 クライント側のソフトウェア 

WLANMClient_1.50Pre.0730.exe を実行させます。 

 

使用しているシリアルポートを

選択します。ボーレート 115200 

「Open」ボタンでシリ

アルポートを開きます。
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まず、「Scan」ボタンで無線

LANの状況をスキャンしま

す。

「Parameters」ボタンでモ

ジュールのパラメータを読

み込んで、設定します。
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現在の無線 LAN の環境。二つ

の無線 LAN があります。一つ

の無線 LAN に入ります。

現在の無線 LAN 環境。 
==================BSSs==================================== 
  IDX  Channel  BSSID                SSID 
  62    1       00-1b-8b-b2-9e-ff    WARPSTAR-317E6D 
  62    1       06-1b-8b-b2-9e-ff    WARPSTAR-317E6D-W 
========================================================== 
WARPSTAR-317E6D-W という無線 LAN に入ります。 
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パラメータの説明： 
Param Group: 
すべて七つのパラメータセットがあります。今「Group1」を設定します。 
Channel: 
通信チャネル号(1~14)。例はチャネル 1 を使用します。 
BSSID: 
無線 LAN アクセスポイント(親機)の MAC アドレスです。例はスキャンで探した無線 LAN
の BSSID「06-1b-8b-b2-9e-ff」を入力します。 
SSID: 
無 線 ネ ッ ト ワ ー ク 名 で す 。 例 は ス キ ャ ン で 探 し た 無 線 LAN の SSID
「WARPSTAR-317E6D-W」を入力します。 
Data Type: 
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通信モードの選択です。RAW/UDP/TCP モードに一つを選択してください。Transparent(透
明)モードは UDP モードのサブモードです。 
Local IP: 
シリアル WiFi モジュールの IP アドレスです。 
Mask: 
サブネットワークのマスクです。 
Gateway: 
サブネットワークのゲートウェーです。 
Server IP: 
通信相手の IP アドレスです。 
Service Port: 
通信相手のサービスポート号です。 
Server MAC: 
RAW 通信モードで、通信相手の MAC アドレスです。 
Privacy: 
セキュリティ機能です。例は 128 ビットの WEP を使います。 
無線 LAN の WEP の暗号は英数字「2B7F8411A8F7E」です。16 進 ASCII コードに変

換すると、「32,42,37,46,38,34,31,31,41,38,46,37,45」になります。この ASCII コー

ドを Key 欄に入力します。 
 
AutoConnectAP: 
自動または手動で無線 LAN アクセスポイント(親機)を接続します。自動モード(ON)でシリ

アル WiFi モジュールは給電後、自動できに親機を探し、無線 LAN に入ります。手動モー

ドでマイコンのコマンドで無線 LAN に入ります。 
Baudrate: 
ボーレートの設定、19200/38400/57600/115200。 
TCP Server Mode: 
シリアル WiFi モジュールは TCP 通信モードで TCP サーバとして使えます。外部の TCP
クライントは TCP プロトコルでシリアル WiFi モジュールを接続できます。 
※ 一つだけのクライントが接続できます。 
Transparent Mode: 
Data Type をUDPプロトコルに、AutoConnectAPをONに設定すれば、Transparent 
Mode を ON にすると、透明通信モードに入ります。 
 
透明通信モードでシリアル WiFi モジュールはマイコンからのコマンドを受信できません。

受信したのはすべてデータです。受信したデータをそのまま無線 LAN に送信、無線 LAN
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からのデータをそのままマイコンに送信します。無線 LAN が見えない、仮想シリアルポー

トで通信します。既存の RS232 デバイスを WiFi 経由でインターネットにワイヤレスで接

続できます。 
 
透明通信モードでクライント側のソフトウェア WLANMClient_1.50Pre.0730.exe が使え

ません。ハイパーターミナルを使ってください。ハイパーターミナルの入力はそのまま無

線 LAN に送信します。無線 LAN からのデータをそのままハイパーターミナルで表示しま

す。 
 
透明通信モードのシリアル WiFi モジュールを親機アリアから外れると、再びパラメータを

設定できます。 
 
設定したいパラメータの前のボックスにチェックしないと、変更したパラメータを保存で

きません。設定完了すれば、「Save」ボタンで保存します。 

3.3 無線 LAN に接続 

 

使用するパラ

メータセット

(1~7)を選択し

ます。0 はデフ

ォルトです。

「OK」ボタン

を押します。

「Join」ボタンで無線

LAN を接続します。
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接続成功しました。 
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3.4 サーバ側のソフトウェア 

サーバ側のソフトウェア(WLANMServer_1.32EN.exe)を起動させます。 

 

クライント側の Data 
TypeのRAW/UDP/TCP
プロトコルと一致しま

クライント側の Service 
Port と一致します

「Start」ボタンで起動

します。
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3.5 サーバ側の TCP サーバに接続 

 

「TCP」ボタンで TCP
サーバを接続します。

「OK」ボタ

ン押します。
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TCP サーバを接続成功しました。 
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3.6 受送信テスト 

 

クライント側から

受信した情報。 

サーバ側から受

信した情報。 

送信ボタ

ンをおしサーバ側の入力し

た情報。入力した

後、送信ボタンを

おします。 

クライント側の

入力した情報。 
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3.7 TCP サーバとして 

TCP Server Mode を ON に設定すれば、シリアル WiFi モジュールは TCP サーバとし

て使えます。 
 
WLANMTCPClient_EN.exe というクライントソフトウェアを起動させます。 

モジュールの Service 
Port と一致します 

シリアル WiFi モジュー

ルの IP アドレス 

接続ボタン

を押します 

 

接続成功の
sin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
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メッセージ
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サーバ側から受

信した情報。 

クライント側から

受信した情報。 

送信ボタ

ンをおしクライント側の入

力した情報。入力

した後、送信ボタ

ンをおします。 

サーバ側の入力

した情報。 
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3.8 Transparent 透明通信モード 

Transparent 透明通信モードのパラメータの設定： 

 
設定完了すると、モジュールを管理ツール WLANMClient_1.50Pre.0730.exe が使えなくな

ります。ハイパーターミナルを開きます。 
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ハイパーターミナ

ルの入力を表示し

ます。 

サーバの入力をハ

イパーターミナル

で表示します。 
入力した後、

送信ボタンを

押します。 
 
 

3.9 仮想シリアルポートとして 

シリアル WiFi モジュールを Transparent 透明モードで稼動させます。 
 
3.9.1 com0com 
http://sourceforge.net/projects/com0com/から仮想シリアル(COMポート)ドライバが 
ダウンロード出来ますのでご紹介します。com0com と言います。フリーソフトです。 
 
ダウンロードしたファイルは com0com-2.2.2.0-i386-fre.zip です。 
com0com-2.2.2.0-i386-fre.zip を解凍すると、setup.exe と ReadMe.txt が入っています。 
 
setup.exe を実行するとセットアップ画面が表示されます。 

http://sourceforge.net/projects/com0com/
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セットアップ画面の指示に従って進めて行くと、新しいハードウェアの検索ウィザードが

表示されます。  

さらにセットアップ画面の指示に従って進めて行くとセットアップが完了しデバイスマネ
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ージャに新しいデバイスが追加されます。  

 
 
このままだと COM ポートの名前が CNCA0 と CNCB0 になっているので、COM11 と

COM12 に変更します。このステップはオプションです。 
 
[スタート]→[すべてのプログラム]→[com0com]→[Setup Command Prompt]を起動します。 
[list]コマンドで現在のポート名が確認出来ます。 
 
[change CNCA0 PortName=COM11]コマンドでポート名を変更出来ます。 

 

デバイスマネージャで見てもポート名が変更されています。 
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3.9.2 TCP/IP-RS232C 中継機 
http://homepage2.nifty.com/nonnon/Download/SocketRs232c/index.html

※ このソフトウェアは有料です。 
 

 

シリアル WiFi モジュ

ールの IP アドレスと

サービスポート
Com0com で生

成された仮想シ

リアルポート 

 
Com0com は無料の TCP/RS232 中継機 com2tcp を提供しています。com2tcp のソースコー

ドに基づいて、改修すれば、UDP も対応できると思います。 

http://homepage2.nifty.com/nonnon/Download/SocketRs232c/index.html
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3.9.3 二つのシリアルポートの間の透明通信 
 

 

Com0comで生成された仮想シリアル

ポート CNCA0 を接続します。 

シリアル WiFi モジュ

ールを接続します。 

二つのハイパーターミナルを開きます。一つは直接シリアルWiFiモジュールを接続します。

もう一つは Com0com で生成された仮想シリアルポート CNCA0 を接続します。 
 
シリアル WiFi モジュールを接続するハイパーターミナルに入力された情報は 
 
そ の ま ま シ リ ア ル WiFi モ ジ ュ ー ル 無 線 LAN TCP/IP-RS232C 中 継 機

CNCB0 CNCA0 
 
最後、CNCA0 を接続するハイパーターミナルで表示されます。 
 
逆に、CNCA0 を接続するハイパーターミナルに入力された情報は 
 
そのまま  CNCA0 CNCB0 TCP/IP-RS232C 中継機 無線 LAN シリアル WiFi モジ

ュール 
 
最後、シリアル WiFi モジュールを接続するハイパーターミナルで表示されます。 
 
この二つのハイパーターミナルは無線物理層が見えずに、二つのシリアルポートを直接に

接続するように、透明で通信します。 
 
3.9.4 仮想シリアルポートソフト(VSPE) 
VSPE(Virtual Serial Port Emulator)は無料の仮想シリアルポートの生成ソフトです。
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Com0com より使いやすいです。 
 
まず、SetupVSPE.msi を実行させて、インストールをします。 
 
VSPE を起動させます。 

 
 
メニュー「Device」 「Create」を選択します。 
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「Connector」を選択し、「次へ」を押します。 
 

 
使わないシリアルポート名を選択します。例は COM2 です。「完了」ボタンを押します。 
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再びメニュー「Device」 「Create」を選択します。 

 
「TcpServer」を選択し、「次へ」を押します。 
 

 
使う TCP ポートと関連のシリアルポート(COM2) を設定して、「完了」ボタンを押します。 
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設定完了した様子。モジュールの接続を待っています。生成した仮想シリアルポート COM2
はモジュールです。 
 

3.10 マイコン間の直接無線通信 

二つのマイコンは無線通信が見えずに、シリアルポートを直接に接続するように、透明で

通信できます。 
 
二つのシリアル WiFi モジュールを用意してください。シリアル WiFi モジュールの自身の

IP アドレスと通信相手のシリアル WiFi モジュールの IP アドレスを設定します。

Transparent 透明モードで稼動させます。 
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自身の IP アドレス 

通信相手のシリアル WiFi
モジュールの IP アドレス 
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二つのハイパーターミナルを開きます。シリアル WiFi モジュールをそれぞれ接続します。 
 
一つのハイパーターミナルに入力された情報は 
 
そのまま シリアル WiFi モジュール 無線 LAN シリアル WiFi モジュール 
 
最後、別ひとつのハイパーターミナルで表示されます。 
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第四章 UART プロトコル 
ユーザホストとシリアル WiFi モジュールの間の通信プロトコルです。 
Transparent 透明モードでこのプロトコルが必要ないです。シリアルのデータを直接無線

LAN に転送します。 
 
 
 

 

「Serial data」タブにパ

ソコンとモジュールの交

信データが見えます。 

シリアル WiFi モジュール ユーザホスト 

「Serial data」タブにパソコンとモジュールの交信データが見えます。二つの種類のデー

タがあります。コマンドフレームとユーザデータフレームです。 
 
コマンドフレームはユーザホストとシリアルWiFiモジュールの間にコマンドとメッセージ

を転送します。 
 
ユーザデータフレームはユーザ自分のデータを転送します。 
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4.1 フレームのフォーマット 

SYN CTL LENGTH CHK DATA CRC8 PADDING 

SYN: 
同期フィールド、1Byte、0xAA に固定されます。 
CTL: 
コントロールフィールド、1Byte、意味は： 
A(bit7) TYPE(bit6~4) SN(bit3~0) 
A：’1’になると、DATA フィールドには CRC があります。受信側は「ACK」で確認するこ

とが必要です。ACK フレームにはこのビットが無視されます。 
TYPE：フレームの種類 
 000b: コマンドフレーム 
 001b: データフレーム 
 010b: 受信の ACK です。LENGTH フィールドは必ず 0 です。 
SN：フレームの順序番号(0~15)。データフレームを送信する時、自動的に+1。同じ順序番

号なら、再送のデータフレームです。ACK フレームの SN は受信した SN と同じです。 
LENGTH: 
長さフィールド、2Byte。データフィールドの長さです。単位はバイトです。最大 1400。 
CHK: 
フレーム・ヘッダのチェック・サム、1Byte。CTL と LENGTH フィールドの CRC8 です。 
DATA: 
実際転送するデータです。CTL の A は’1’になると、DATA の最後のバイトは前のデータ

(LENGTH-1)のチェック・サム、CRC8 です。 
PADDING: 
フレームの最後フィールド、6 バイトの連続の 0 です。 
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4.2 転送の方法 

シリアルポートの設定：ボーレート 19200/38400/57600/115200、データビット 8、パリテ

ィなし、ストップビット 1、フロー制御なし。 
 
送信/到達確認モード 
CTL の A は’1’なら、この方法で転送します。送信側は ACK 確認した後、次のフレームを

送信します。 

送信側 受信側  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連続送信 
CTL の A は’0’なら、この

レームを送信します。 

送信側  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

issi

正

しい 

DA

DATA(A=1, SN=n) 

方法

DA

DA
ACK(SN=n) 
n-tech.com         メー

TA(A=1, SN=n+1) 

・
・
・
・
・
・

で転送します。送信した

TA(A=0, SN=n+1) 

TA(A=0, SN=n) 

・
・
・
・
・
・

ル：inf

後、AC

受信側
検査が
K 確認せずに、連続次のフ

 

o@nission-tech.com 
 36 
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4.3 コマンドフレームのフォーマット 

ユーザホストとシリアル WiFi モジュールのコマンドフレームはコマンド(COMMAND)と
メッセージ(MESSAGE)二つのフレームがあります。 
コマンド：ユーザホストからシリアル WiFi モジュールのコマンド。 
メッセージ：シリアル WiFi モジュールから戻すメッセージ。ACK が必要ないです。 
 
SYN CTL LENGTH CHK DATA CRC8 PADDING 
 
 

FLG(1Byte) PARAMETERS(長さ変更できる) 
 
 

TYPE(bit7~6) SUBTYPE(bit5~0) 
 
TYPE： 
 00b: コマンド、ユーザホスト シリアル WiFi モジュール 
 01b: メッセージ、シリアル WiFi モジュール ユーザホスト 
SUBTYPE： 
 000000b: ネットワークをスキャンする 
 000001b: ネットワークを接続する 
 000010b: ネットワークを切断する 
 000011b: パラメータを設定する 
 000100b: パラメータを読み込む 
 000101b: リセット/イニシャル 
 000110b: TCP コネクション 
 000111b: TCP 送信エラー 
PARAMETERS： 
 TYPE と SUBTYPE によって異なります。 
 
4.3.1 ネットワークをスキャン 
 

FLG(1Byte) PORTMASK(2Byte) 
FLG: 0x00 
PORTMASK: 通信チャネルのマスク。第一バイトはチャネル 1~8、bit0 はチャネル 1、bit0
はチャネル 2……。第二バイトはチャネル 9~14、bit0 はチャネル 9、bit0 はチャネル 10…… 
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4.3.2 スキャン結果のメッセージ 
 
FLG BSS_1  BSS_n 

 
 
IDX(1byte) CH(1byte) BSSID(6byte) LEN(1byte) SSID(LEN byte) 
 
FLG: 0x40 
IDX: 信号の強弱。0:一番強い、255：一番弱い 
CH: チャネル号 
BSSID: 無線ネットワークの BSSID 
LEN: SSID の長さ 
SSID: 無線ネットワークの SSID 
 
4.3.3 ネットワークを接続 
 

FLG(1Byte) IDX(1Byte) 
 
FLG: 0x01 
IDX: 0, デフォルトパラメータセットを使って、ネットワークを接続します。 
1~7, 指定されたパラメータセットを使って、ネットワークを接続します。 
 
4.3.4 接続成功のメッセージ 
 
FLG 
1byte 

RES 
1byte 

CH 
1byte 

BSSID 
6byte 

LEN
1byte

SSID 
LEN byte 

 
FLG: 0x41 
RES: 0, 接続成功。ほか, エラー 
CH: チャネル号 
BSSID: 無線ネットワークの BSSID 
LEN: SSID の長さ 
SSID: 無線ネットワークの SSID 
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4.3.5 ネットワークを切断 
 

FLG(1Byte) RES(1Byte) 
 
FLG: 0x02 
RES: 0, 正常切断。1, 異常切断。 
 
4.3.6 切断のメッセージ 
 

FLG(1Byte) RES(1Byte) 
 
FLG: 0x42 
RES: 0, 正常切断。1, 異常切断。 
 
4.3.7 パラメータの設定 
 
FLG 
1byte 

PB 
1byte 

PARA_1  PARA_n 

 
 

M(1byte) LEN(1byte) INFO(LEN byte) 
 
FLG: 0x03 
PB: パラメータのセット号、0xb1~0xb7、パラメータセット 1~7 に対応する。これは選択

フィールドです。システムパラメータを設定すれば、なければ大丈夫です。 
M: パラメータの ID 
パラメータの ID パラメータの意味 

0x00 Reserved 
0x01 BSSID 
0x02 Channel 
0x03 SSID 
0x04 暗号種類(Encryption Type) 
0x05 Secret Key 暗号 
0x06 Data format of Link Layer 
0x07 Service Port 
0x08 IP address of device 
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0x09 IP address of server 
0x0a MAC address of server 
0x0b Subnet MASK 
0x0c IP address of gateway 
0x0d 
~ 
0xa0 

Reserved 

0xa1 * Serial type 
0xa2 Serial Baud rate 
0xa3 * B/G mode 
0xa4 * Tiptop speed 
0xa5 * Send power 
0xa6 * MAC address of device 
0xa7 Networking mode 
0xa8 * the degree of automatic connection 

after frailness 
0xa9 Transparent transmission mode 
0xaa TCP monitor mode 
… Reserved 
* メーカが設定したパラメータ、読み取り専用。 
LEN: INFO の長さ 
INFO: パラメータの内容、4.4 をご参照ください。 
 
4.3.8 パラメータ設定のメッセージ 
 

FLG(1Byte) RES(1Byte) 
 
FLG: 0x43 
RES: 0, 成功。ほか, エラー。 
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4.3.9 パラメータを読み込む 
 
FLG 
1byte 

PB 
1byte 

M_1  M_n 

FLG: 0x04 
PB: 同パラメータの設定。 
M: パラメータの ID、同パラメータの設定。 
 
4.3.10 読み込むメッセージ 
 
FLG 
1byte 

PB 
1byte 

PARA_1  PARA_n 

 
 

M(1byte) LEN(1byte) INFO(LEN byte) 
 
FLG: 0x44 
PB: 同パラメータの設定。 
M: パラメータの ID、同パラメータの設定。 
LEN: INFO の長さ 
INFO: パラメータの内容 
 
4.3.11 リセット 
 

FLG(1Byte) RES(1Byte) 
 
FLG: 0x05 
RES: Reserved 
 
4.3.12 リセット完了のメッセージ 
 
FLG(1Byte) TYPE(1Byte) Version(1Byte) INFO(長さが可変) 
 
FLG: 0x45 
TYPE: リセットの類型、0, ハードウェアリセット、1, ソフトウェアリセット 
Version: バージョン、0x76 に固定されます。 
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INFO: ファームウェアのバージョン情報 
 
4.3.13 TCP コネクション 
 

FLG(1Byte) RES(1Byte) 
 
FLG: 0x06 
RES: 0, 接続、1, 切断 
 
4.3.14 TCP コネクションのメッセージ 
 

FLG(1Byte) RES(1Byte) 
 
FLG: 0x46 
RES: 0, 接続、1, 切断 
 0 －コネクション成功 
 1 －コネクション切断 
 2 －コネクション忙 
 3 －ネットワークをまだ接続しません 
 4 －コマンドをサポートしません 
 ほか －Reserved 
 
4.3.15 TCP コネクション 
 

FLG(1Byte) RES(1Byte) 
 
FLG: 0x47 
RES: Reserved 
 

4.4 パラメータの INFO 

これはパラメータ設定のコマンドの INFO フィールドです。 
 
4.4.1 システムパラメータ 
Baud rate: 
シリアルポートのボーレート、1byte、0 － 19200，1－38400，2－57600，3－115200 



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 
  43 

AutoConnect: 
コネクションモード、1byte、0 － 手動，1－自動 
Transparent: 
透明通信モード、1byte、0 － クローズ，1－有効 
TcpServerMode: 
TCP サーバとして使える。1byte、0 － クローズ，1－有効 
 
4.4.2 ネットワークパラメータ 
BSSID: 
ネットワークの BSSID、6byte 。 
Channel: 
チャネル号、1byte、値 1~14 。 
SSID: 
ネットワークの SSID、長さが可変ですが、< 14Byte。 
PrivacyType: 
暗号化類型、1byte。 

値 意味 
0 暗号なし 
1 WEP 
2 WPI 
3 CCMP 
… Reserved 

PrivacyKey: 
暗号、54byte。暗号類型によって異なります。 
WEP 

typedef struct KEY_WEP{ 

INT8U KeyLength; 

INT8U KeyIndex; 

INT8U Groups[4][13]; 

}KEY_WEP; 
 
WPI 

typedef struct KEY_WPI{ 

INT8U Unicast[32]; 

INT8U pad[22]; 

}KEY_WPI; 
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CCMP 

typedef struct KEY_CCMP{ 

INT8U Unicast[16]; 

INT8U pad[38]; 

}KEY_CCMP; 

DataType: 
通信モード、1Byte。 
0－RAW，1－UDP，2 － TCP 
Service Port: 
サービスポート、2Byte、BigEndian です。例：ポート 6000 は 0x17,0x70 で表示されます。 
IP address: 
モジュール自身の IP アドレス、4byte、BigEndian です。例：192.168.1.1 は 0xc0, 0xa8, 0x1, 
0x1 で表示されます。 
SubnetMask: 
サブネットワークのマスク、1byte。 

0－設定しません 

1－255.255.255.0 

2－255.255.0.0 

3－255.0.0.0 

 ほか －Reserved 
Gateway: 
サブネットワークのゲートウェー、4byte、BigEndian です。例：192.168.1.1 は 0xc0, 0xa8, 
0x1, 0x1 で表示されます。 
Server IP address: 
サーバの IP アドレス、4byte、BigEndian です。例：192.168.1.1 は 0xc0, 0xa8, 0x1, 0x1
で表示されます。 
Server MAC address: 
サーバの MAC アドレス、6byte。RAW モードだけ有効 
 

4.5 CRC-8 の参考プログラム 

INT8U __crc8_tbl[256]= 
{ 
0x00,0x91,0xe3,0x72,0x07,0x96,0xe4,0x75, 
0x0e,0x9f,0xed,0x7c,0x09,0x98,0xea,0x7b, 
0x1c,0x8d,0xff,0x6e,0x1b,0x8a,0xf8,0x69, 
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0x12,0x83,0xf1,0x60,0x15,0x84,0xf6,0x67, 
0x38,0xa9,0xdb,0x4a,0x3f,0xae,0xdc,0x4d, 
0x36,0xa7,0xd5,0x44,0x31,0xa0,0xd2,0x43, 
0x24,0xb5,0xc7,0x56,0x23,0xb2,0xc0,0x51, 
0x2a,0xbb,0xc9,0x58,0x2d,0xbc,0xce,0x5f, 
0x70,0xe1,0x93,0x02,0x77,0xe6,0x94,0x05, 
0x7e,0xef,0x9d,0x0c,0x79,0xe8,0x9a,0x0b, 
0x6c,0xfd,0x8f,0x1e,0x6b,0xfa,0x88,0x19, 
0x62,0xf3,0x81,0x10,0x65,0xf4,0x86,0x17, 
0x48,0xd9,0xab,0x3a,0x4f,0xde,0xac,0x3d, 
0x46,0xd7,0xa5,0x34,0x41,0xd0,0xa2,0x33, 
0x54,0xc5,0xb7,0x26,0x53,0xc2,0xb0,0x21, 
0x5a,0xcb,0xb9,0x28,0x5d,0xcc,0xbe,0x2f, 
0xe0,0x71,0x03,0x92,0xe7,0x76,0x04,0x95, 
0xee,0x7f,0x0d,0x9c,0xe9,0x78,0x0a,0x9b, 
0xfc,0x6d,0x1f,0x8e,0xfb,0x6a,0x18,0x89, 
0xf2,0x63,0x11,0x80,0xf5,0x64,0x16,0x87, 
0xd8,0x49,0x3b,0xaa,0xdf,0x4e,0x3c,0xad, 
0xd6,0x47,0x35,0xa4,0xd1,0x40,0x32,0xa3, 
0xc4,0x55,0x27,0xb6,0xc3,0x52,0x20,0xb1, 
0xca,0x5b,0x29,0xb8,0xcd,0x5c,0x2e,0xbf, 
0x90,0x01,0x73,0xe2,0x97,0x06,0x74,0xe5, 
0x9e,0x0f,0x7d,0xec,0x99,0x08,0x7a,0xeb, 
0x8c,0x1d,0x6f,0xfe,0x8b,0x1a,0x68,0xf9, 
0x82,0x13,0x61,0xf0,0x85,0x14,0x66,0xf7, 
0xa8,0x39,0x4b,0xda,0xaf,0x3e,0x4c,0xdd, 
0xa6,0x37,0x45,0xd4,0xa1,0x30,0x42,0xd3, 
0xb4,0x25,0x57,0xc6,0xb3,0x22,0x50,0xc1, 
0xba,0x2b,0x59,0xc8,0xbd,0x2c,0x5e,0xcf 
}; 
 
INT32S ChkCrc8(INT8U *ptr, INT32U len) 
{ 
 INT8U crc8,data; 
 crc8=0; 
 while(len--!=0) 
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 { 
  data = *ptr++; 
  crc8=__crc8_tbl[crc8^data]; 
 } 
 if(crc8==0x00) 
  return 0; 
 else 
  return -1; 
} 
 
INT8U GetCrc8(INT8U *ptr, INT32U len) 
{ 
 INT8U crc8,data; 
 crc8=0; 
 while(len--!=0) 
 { 
  data = *ptr++; 
  crc8=__crc8_tbl[crc8^data]; 
 } 
 return crc8; 
} 
 

4.6 ARM 用の参考プログラム 

comm-wifi.c は ARM7/LPC21XX 用の参考プログラム、ご参考ください。 
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ホームページ：http://www.nissin-tech.com       
 

第五章 アンテナ 
デフォルト設定はシリアルWi-Fiモジュールが IPXコネクタで外付けアンテナを使います。

外付けアンテナを使わないと、通信距離が短くなります。 
 
 
 
 
 
 
 
2.4GHz 帯アンテナ 
 
モジュールの内蔵アンテナを使えば、少し改造が必

C1 を 90°回転し、水平方向で実装します。L1 の

型番 LQG15HN1N5S02 を勧めします。 
シリアル Wi-Fi モジュール
  メール：info@nission-tech.com 
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とアンテナを繋ぐ様子 

要です。 

 
実装も必要です。1.5nH、サイズ 0402。
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