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本書では、REX-BT60 を Raspberry Pi と Bluetooth 経由で接続して使用するための情報を提供
しています。
※本書で紹介するスクリプトは、あくまで
本書で紹介するスクリプトは、あくまで Raspberry Pi 上で REXREX-BT60 bluetooth RSRS-232C コンバータへの
アクセス方法を説明するためのものでエラー処理などは含まれておりません。

本サンプルプログラムおよび本書に関するお問い合わせは、下記のラトックシステムの Web サイ
ト上の問い合わせフォームからお願いします。
サポートセンター宛問合せフォーム：http://web1.ratocsystems.com/mail/support.html

1. 概要
Raspberry Pi では、Bluetooth を制御するためのモジュールとして Bluez が提供されています。
Raspberry Pi 3 からは、Bluetooth が標準でボード上に搭載されているため、
Rasbian OS インストール時に標準でインストールされ実行できるように設定されます。
※Raspberry Pi 2 以前を使用している場合は、Bluetooth アダプタの追加と Bluez をインストールが
をインストールが必要です
必要です。
です。

そして、REX-BT60 と Raspberry Pi を bluetooth で接続しシリアル通信を行うには、ドライバ
「rfcomm」を利用します。
このドライバは、Rasbian OS インストール時に標準でインストールされていますので、
ここで説明する簡単な設定だけで Rspberry Pi Bluetooth 経由で RS-232C 機器を制御することが
可能になります。
※RFCOMM: Bluetooth 上で RS-232C シリアルポートをエミュレートする通信プロトコル

2. 設定手順
2-1. REX-BT60 の検索
REX-BT60 に AC アダプタを接続し、STATUS LED の点滅が始まることを確認します。
次に [hcitool]コマンドで Bluetooth 機器を検索します。
~ $ hcitool scan
Scanning ...
....
00:06:66:84:85:6B

RNBT-856B

....
名前が[RNBT-xxxx]または[RN42-xxxx]と表示されているものが REX-BT60 です。
左側は、デバイス固有のユニークな Bluetooth アドレスです。
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2-2. REX-BT60 と rfcomm で接続
検出した REX-BT60 とシリアル通信するために rfcomm で接続します。
割り当てるデバイス名と検出した REX-BT60 のアドレス [00:06:66:84:85:6B]を指定して
[rfcomm]コマンドを以下のように実行します。

~ $ sudo rfcomm connect /dev/rfcomm0 00:06:66:84:85:6B &

REX-BT60 が /dev/rfcomm0 として接続されると以下のメッセージが表示されます。
connected /dev/rfcomm0 to 00:06:66:84:85:6B on channel 1
Press CTRL-C for hangup

以上、割り当てた rfcomm のデバイス名 [/dev/rfcomm0]を使って通常のシリアル接続と
同じ操作が可能になりました。
それでは、実際に通信を行って確認しましょう。
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3. 通信の確認
3-1. cutecom による確認
ここでは、Windows PC に USB シリアル(REX-USB60F)＋REX-BT60 を接続し、Raspberry Pi
と Bluetooth 経由のシリアル通信で相互にデータを送る簡単な通信確認を行います。
REX-USB60F と REX-BT60 はクロスケーブルで接続します。

（注意）
上記イラストでは省略してい
上記イラストでは省略していますが、実際には REXREX-BT60 へ電源供給するための AC アダプタの接続も
アダプタの接続も必要です。
必要です。

すべての接続ができたら、Raspberry Pi 側と Windows PC 側でそれぞれターミナルソフトを起
動しデータ通信を行います。
Raspberry Pi 側のターミナルソフトは「cutecom」を使います。
Windows PC 側のターミナルソフトは「Teraterm」を使います。
Raspberry Pi 側で cutecomm がインストールされていない場合は、 以下のコマンドで cutecom
をインストールします。

~ $ apt-get install cutecom
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3-1-1. cutecom を起動します。
~ $ cutecom &

3-1-2. 通信パラメタの変更
Device: 欄の [/dev/ttyS0] を rfcomm のデバイス名 [/dev/rfcomm0] に変更します。
[Baud rate][Data bits][Stop bits]を設定します。

[Open Device]ボタンをクリックします。
Windows PC 側の Teraterm も起動して、REX-USB60F に割りあたった COM ポートをオープン
しておきます。
以上で通信準備はできたので、実際にデータを送信・受信して確認します。
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3-1-3.送信テスト
Raspberry Pi 側の cutecom から送信し、Windows PC 側の TeraTerm で受信するテストです。
Cutecom の Input 欄にテスト用の送信文字列を入力します。

最後に、リターンキーを押すとデータが送信されます。

Windows PC 側で受信されたデータが表示されることを確認します。
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3-1-4.受信テスト
Windows PC 側の TearTerm から Raspberry Pi 側の cutecom で受信するテストです。
TeraTerm でテスト用の送信文字列を入力します。

Raspberry Pi 側の cutecom 画面で画面上部の欄に受信データが表示されることを確認します。

（注意） 受信データの表示は、データ送信時とは違い 1 文字受信する毎に表示されます。
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4. Python での使用
ここでは、Python スクリプトで REX-BT60 を使用する方法を説明します。
Python で Bluetooth-RS-232C 変換を使用する場合、通常の RS-232C 接続と同様に pyserial モ
ジュールが利用できます。
デバイス名に REX-BT60 に接続中の RFCOMM のデバイスを指定するだけで、その他の制御は
通常の RS-232C で接続している場合と変わりません。
4-1. データ送信のスクリプト
以下のスクリプトは、現在の日時を取得し文字列に変換して送信します。
1 秒間隔の送信を 10 回繰り返して終了します。
import
import
import
import

sys
serial
←─[1]
time
datetime

def main():
ser=serial.Serial('/dev/rfcomm0',9600,timeout=10)
←─[2]
title="Serial port send test : "+ser.portstr
testmsg="a quick brown fox jumps over the lazy dog."
print(title)
i=0
while i < 10;
d= datetime.datetime.today()
str1=d.strftime("%Y-%n-%d %H:%M:%S: ")+testmsg+'¥n'
outdata=str1.encode('utf-8')
←─[3]
ser.write(outdata)
print(outdata)
i=i+1
time.sleep(1)
ser.close()
print("End of send test")
if __name__ = '__main__'
main()
[1] import serial で pyserial モジュールをインポートします。

serial.Serial('/dev/rfcomm0
rfcomm0',
[2] serial.Serial('/dev/
rfcomm0', ...) で REX-BT60 のデバイス名でポートをオープンします。
[3] シリアルデータの送信は、write() 関数で行いますが、送信データはバイト型データで送る必

str1.encode('utf--8') を使って文字型デー
要があります。一方、変数 str1 は文字型変数なので str1.encode('utf
タからバイト型データに変換を行った後に ser.write(outdata) でデータを送信しています。
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4-2. データ受信のスクリプト
以下のスクリプトは、データを改行コード(LF)まで受信したら、現在の日時を先頭に付けて画面
に表示します。10 回受信したら終了します。
import
import
import
import

sys
serial
time
datetime

def main():
ser=serial.Serial('/dev/rfcomm0',9600,timeout=10)
title="Serial port read test : "+ser.portstr
print(title)
i=0
while i < 10;
d= datetime.datetime.today()
str1=d.strftime("%Y-%n-%d %H:%M:%S")+'¥n'
indata=ser.readline()
←─[2]
str2=indata.decode('utf-8')
print(str1 +str2)
i=i+1
ser.close()
print("End of read test")

←─[1]

if __name__ = '__main__'
main()

[1] シリアルデータの受信は、readline()関数で行います。
[2] 受信データは、バイト型データで取得されるため、文字列として扱うために

str2.indata.decode('utfstr2.indata.decode('utf-8') を使ってバイト型データから文字型データに変換してから画面に
表示します。
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5. 通信パラメタの設定
ここでは、Rapsberry Pi から Bluetooth 経由で REX-BT60 のシリアル通信のパラメタを変更す
る方法を説明します。
5-1. コマンド入力と cutecom での設定
(1) REX-BT60 のリセットスイッチを押します。

(2) STATUS LED の遅い点滅が始まることを確認します。

(3) REX-BT60 との接続を rfcomm コマンドで行います。
sudo rfcomm connect /dev/rfcomm0 <BT60 のアドレス> &

(4) cutecom を起動します。
cutecom &
(5) [Open device] で /dev/rfcomm0 をオープンします。
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(6) "$$$" を送信して REX-BT60 をコマンドモードに切り替えます
cutecom の入力欄から"$$$" を入力してリターンキーを押します。

※コマンドモードへの切替要求が受け付けられるのは、REX-BT60 リセットしてから１分間の
みです。 (1)～(6)の作業を 1 分以内に行ってください。
(7) cutecom の上部の画面に 「CMD ?」が表示され、LED が速い点滅に変わります。
CMD
?
この状態が確認できない場合は、コマンドモードへ切替受付時間を越えてしまった可能性があ
ります。最初の(1)から再度やり直してください。
(8) REX-BT60 の動作設定
cutecom の入力欄から REX-BT60 の設定コマンドを入力します。
以下は、ボーレート＝115200bps, パリティ＝EVEN に設定する例です。
“SU, 11”, “SL, N” をそれぞれ送信します。
cutecom の上部の画面にそれぞれ設定が受付される毎に応答の「AOK」が表示されます。

ボーレート設定コマンドに対する応答
パリティ設定コマンドに対する応答

ボーレート設定コマンド
パリティ設定コマンド
項目

コマンド書式

ボーレート設定

SU,xx

説明
xx：ボーレート値の先頭 2 文字を指定
1200/2400/4800/9600/19.2K/38.4K/57.6K/115K/230K/460K/921K

パリティ

SL,x

X: N – None なし / E – Even 偶数 / O – Odd 奇数
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(9) 設定結果の確認
設定値が反映されているか、「Ｄ」を送信して表示確認します。

Ｄコマンドの結果
ボ ー レ ー ト が 115200bps
に設定されている
パリティが EVEN に設定
されている

(10) REX-BT60 のデータモードへの切替
REX-BT60 の動作設定が全て終わると、cutecom の入力欄から"---" を入力してリータンキー
を押します。cutecom の画面に "END"が表示され、 LED が遅い点滅に変わります。

コマンドモード終了

(10) [Close device]で /dev/rfcomm0 をクローズします。
(11) REX-BT60 と rfcomm での接続を終了します。
sudo rfcomm release /dev/rfcomm0
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5-2. スクリプトを使った設定
前項のコマンド入力と cutecom からの設定をスクリプト化し、簡単に設定できるようにした
REX-BT60 設定サンプルスクリプトを用意しました。（シェルスクリプト＋Python スクリプト）
※ REX-BT60 設定サンプルスクリプトはこちらからダウンロードできます。＝＞
5-1-1. 書式
bt60set.sh <REX-BT60 のアドレス> [ボーレート] [パリティ]
第一引数：REX-BT60 の Bluetooth アドレス（必須）
XX:XX:XX:XX:XX 形式の 12 桁アドレス
第二引数：ボーレート指定
1200/2400/4800/9600/19.2K/28.8K/38.4K/57.6K/115K/230K/460K/921K
第三引数：パリティ指定
N: None なし E: Even 偶数 O:Odd 奇数
書式例
./bt60set.py 00:06:66:47:41:4A 19.2K N
Bluetooth アドレス 00:06:66:47:41:4A の REX-BT60 に対して、ボーレート＝19200bps、パリティ
無しに設定する
実行例
(1) REX-BT60 の底面にあるリセットボタンを押します。

(2) スクリプト [bt60set.sh] を実行します。
~ $ ./bt60set.py 00:06:66:47:41:4A 19200 N
Connected /dev/rfcomm0 to 00:06:66:47:41:4A on
channel 1
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REX-BT60 の /dev/rfcomm0 への割り当てが行われて上記メッセージが表示されるのを待ちます。
上記メッセージが表示されたら、リターンキーを押します。
REX-BT60 へ通信パラメタ（ボーレートとパリティ）
を設定する pyhton スクリプト bt60set.py が
呼び出されます。
bt60set.py では、REX-BT60 の動作モードをコマンドモードへ切り替えてから、
ボーレートとパリティを設定するコマンドの実行後、設定後の設定状態を表示します。
そして、REX-BT60 の動作モードをデータモードへ切り替えて、pyhton スクリプトを終わります。
最後に REX-BT60 に割りあたった /dev/rfcomm0 を開放すると、
「Disconnect」が表示されてシェルスクリプト bt60set.sh が終了します。
（実行画面例）

この表示を待ってリターンキーを押
します。

ボーレートを 9600bps に設定
パリティを無しに設定
更新された設定情報の表示
ボーレートが 9600bps に設定されて
いる
パリティが無しに設定されている
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[bt60set.sh]シェルスクリプトの説明
#! /bin/bash

←─[1]

if [ "$1" = "" ]; then
echo "Error:

Missing REX-BT60 address"

echo "Syntax: bt60set.sh <REX-BT60 address> [baudrate] [Parity]"
echo "Example: bt60set.sh 00:06:66:47:41:4A 9600 N"
exit 1
fi
sudo rfcomm connect /dev/rfcomm0 $1 &
read

←─[2]
←─[3]
←─[4]
←─[5]

python3 bt60set.py $2 $3
sudo rfcomm release /dev/rfcomm0
[1] 第一引数が指定されているかチェック

第一引数が指定されていない場合は、エラーメッセージを表示して終了
[2] rfcomm コマンドの connect で REX-BT60 のアドレスを指定して「/dev/rfcomm0」に割り当
てます。
[3] 接続を待つためのキー入力待ち
[4] 通信パラメタを設定する Python スクリプト bt60set.py を呼び出します。
[5] rfcomm コマンドの release で REX-BT60 の「/dev/rfcomm0」への割り当てを解除します。
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[bt60set.py] Python スクリプトの説明
#
# bt60set.py
#
# Setting baudrate, parity bits to REX-BT60
#
import sys
import serial

←─[1]

import os.path
def main():
argvs = sys.argv
argc = len(argvs)
if argc > 1:
baud = int(argvs[1])
print("Baudrate : " + argvs[1])
else:
baud = 9600

←─[2]

print("Default baudrate : " + str(baud))
if argc > 2:
parity = argvs[2]
print("Parity : " + argvs[2])
else:
parity = "N"

←─[3]

print("Default parity : " + parity)

■main 関数
[1] import serial で pyserial モジュールをインポートします。
[2] 第一引数が省力された場合、ボーレートのデフォルト値として 9600bps を指定します。
[3] 第二引数が省力された場合、パリティのドフォルト値としてパリティ無しを指定します。
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devname="/dev/rfcomm0"

←─[4]

if os.path.exists(devname):

sio=serial.Serial(devname,9600,timeout=10)

←─[5]

title="REX-BT60 setup : "+sio.portstr
print(title)
if commandmode(sio) == True: ←─[6]
←─[7]
setbaud(sio, baud)
setparity(sio, parity)

←─[8]

getsettings(sio)

←─[9]

datamode(sio)

←─[10]

sio.close()

←─[11]

else:
print("Can't find : "+devname)

[4] REX-BT60 に割り当てられているデバイス名「/dev/rfcomm0」の存在を確認する。
[5] serial.Serial() 関数で REX-BT60 のポートをオープンします。
[6] commandmode()関数を呼び出して REX-BT60 をコマンドモードに切替ます
[7] setbaud()関数を呼び出して REX-BT60 のボーレートを設定します。
[8] setparity()関数を呼び出して REX-BT60 のパリティを設定します。
[9] getsettings()関数を呼び出して REX-BT60 に設定されている通信パラメタを表示します。
[10] datamode()関数を呼び出して REX-BT60 をデータモードにきりかえ
[11] sio.close()関数を呼び出して REX-BT60 のポートをクローズします。
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# Set Command-mode to REX-BT60
def commandmode(sio):
cmdmode="$$$"
sio.write(cmdmode.encode('utf-8'))

←─[12]

indata=sio.readline()

←─[13]

reply=indata.strip().decode('utf-8')
print(reply)
if reply == "CMD":

←─[14]

print("** Command mode OK¥n")
return True
else:
print("** Command mode NG¥n")
return False
# Set Data-mode to REX-BT60
def datamode(sio):
datamode="---¥n"
sio.write(datamode.encode('utf-8'))

←─[15]

indata=sio.readline()

←─[16]

reply=indata.strip().decode('utf-8')
print(reply)
if reply == "END":

←─[17]

print("** Switch to Data mode OK¥n")

■commandmode 関数
[12] コマンドモード切替のコマンド「$$$」を送信します。
[13] コマンドモード切替に対する応答を受信します。
[14] 応答文字列が「CMD」かを判定します。
■datamode 関数
[15] データモード切替コマンド「---」を送信します。
[16] データモード切替に対する応答を受信します。
[17] 応答文字列が「END」かを判定します。

18

# Get setting data of REX-BT60
def getsettings(sio):
d_command="D¥n"
sio.write(d_command.encode('utf-8'))

←─[18]

print("¥n** New setting")
for i in range(11):
indata=sio.readline()

←─[19]
←─[20]

reply=indata.strip().decode('utf-8')
if reply == "":
break
print(reply)

←─[21]

# Set baudrate to REX-BT60
def setbaud(sio, baud):
tstr = str(baud)
bstr = tstr[0:2]
su_command="SU," + bstr + "¥n"
sio.write(su_command.encode('utf-8'))

←─[22]

indata=sio.readline()

←─[23]

reply=indata.strip().decode('utf-8')
print("Set baudrate: " +su_command + reply)

■Getsettings 関数
[18] 設定情報の問合せコマンド「D」を REX-BT60 へ送信します。
[19] 設定情報を 11 行分取得します。
[20] REX-BT60 から設定情報を 1 行読み込みます。
[21] 設定情報 1 行分を表示します。
■setbaud 関数
[22]ボーレート設定コマンド「SU」を REX-BT60 へ送信します。
[23]ボーレート設定コマンドに対する応答を受信します。

19

# Set parity to REX-BT60
def setparity(sio, parity):
sl_command="SL," + parity + "¥n"
sio.write(sl_command.encode('utf-8'))

←─[24]

indata=sio.readline()

←─[25]

reply=indata.strip().decode('utf-8')
print("Set parity : " + sl_command + reply)
if __name__ == '__main__':
main()

■setbaud 関数
[22]パリティ設定コマンド「SL」を REX-BT60 へ送信します。
[23]パリティ設定コマンドに対する応答を受信します。
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