スクリプト言語について
標準添付のユーティリティはスクリプト機能を装備します。
スクリプトではデバイス用アプリケーション開発前の簡易的な動作確認から、対象デバイスを搭載したモジュール基板の量産
テストといった本格的な運用まで、幅広い用途の使用環境を、簡単、短時間で構築することが可能となります。
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デバイスの着脱は LED が消灯している時に行ってください。
〔 ※SPI/I2C
〕
詳しくはユーザーズマニュアルをご確認ください。

■ユーザーアプリケーション環境をサポート
・VisualC++ や C#、VisualBasic の API とサンプルプログラム、ソースコードを標準添付。
・様々なカスタマイズを行う場合や、自作のアプリケーション作成を行う場合もサンプルソースコードを基に
プログラミングが可能。
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■インターフェイス電源の状態を示す LED を搭載
・SPI/I2C デバイスの着脱タイミングを明示。

RTC-8564NB
モジュール基板

■ファームウェアのバージョンアップ可能
・最新版のファームウェア、デバイスドライバ、ユーティリティなどを当社 Web サイトからダウンロード可能。
・新機能の追加など常に最新版の製品を提供。
■複数台の接続をサポート
・1 台の WindowsPC に最大 4 台まで同時接続が可能。
・駆動電圧が異なるデバイスを同時に制御する場合や多くのデバイスを同時に制御する場合に対応。

※割り込みを使用するため、プルアップ抵抗が必要です

■有害 6 物質不使用
・ 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE の有害 6 物質は不使用。

通信モードを I2C に設定

DIO ポートの初期化

スレーブモードについて
REX-USB61mk2 が SPI/I2C 接続デバイス（EEPROM や FlashROM）をエミュレートします。
特定のアドレスにエラーを発生させたり、クロックストレッチを任意時間発生させるなどが可能です。
マイコンファームウェアのエラー処理部のデバッグをサポートします。
ソースコードも添付しますので、ユーザ側でカスタマイズすることも可能となります。

RTC のアラーム割り込み設定
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ウィンドウの表示

仮想 COM ポートモードについて
REX-USB61mk2 は仮想 COM ポートモードをサポートします。
ターミナルソフトからアクセスすることにより、デバイスへのコマンドを一つ一つ送信し、リザルトコードを確認可能です。
クロックを 400kHz に設定
マイコン
モジュール
ターミナル
ソフトウェア

Option Cable

RCL-USB61
標準価格：￥6,000（税別）
JAN：4949090600119
※REX-USB61mk2 と REX-USB61 では
ピンアサインが異なりますが、RCL-USB61 はお使いいただけます。

■SPI/I2C デバイス接続用ケーブル標準添付。
2.54mm ピッチのコンタクト付き 20pin ケーブルを標準添付。
オプションでケーブルのみ別売りも可能。

デバイスに 3.3V を供給
I2C デバイス（アドレス 50h）の
0 番地からをダンプ表示する
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