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資産の蓄積化
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emWin – 最も優れたポイント
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多品種展開可能なプロジェクト無制限ユーザライセンス

量産ロイヤリティなし

ソースコード提供により、ブラックボックスなし

APIプログラミングにより、デザインツールでは実現できない
ソフトウェア流用性を提供



emWin - 製品の特徴
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コードサイズ及び実行速度パフォーマンスを中心に最適化軽量
マイコンやコンパイラの依存性のない標準ISO/ANSI-C
RTOSも自由に選択可能。ベアメタルも対応

可用性の
高さ

ダイアログボックスウィジェットをはじめとした豊富な機能
メモリキャッシュ・仮想スクリーンなど

豊富な
機能

GUIビルダー、シミュレータなど開発を支援するツール群開発
支援

日本語
対応

UTF-8、Shift-JIS対応
マルチ言語サポート

モジュール ROM RAM STACK

小型システム （Windowsマネージャ無し） 6～25 KByte 200 Byte 600 Byte
大型システム（Windowsマネージャ、ウィジェット含む） 30～60 KByte 2～6 KByte 1200～1800 Byte



emWin – 豊富な機能
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タッチペン・マウス マルチタッチ 画像表示
（ビットマップ変換ツールサポート）

フォントサポート
（フォント変換ツールサポート）

マルチ言語対応可能マルチレイヤー マルチディスプレイ

アンチエリアシング バーチャルスクリーン

スキニング スプライト表示 アニメーション 動画表示
（変換ツールサポート）

複数ウィジェットウィンドウマネージャ ユーザイベントコールバック

QR表示

カラー変換

マルチバッファモード ハードウエア非依存分の
液晶パネルドライバI/F

画面ちらつき防止

ピクセルカラー：
1/4/8/16/32bpp

ネットワーク通信経由で遠隔操作 …

カーソル

詳細は、製品カタログをご請求ください。



emWin – 開発支援
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emWin用PCツールセット

emWinシミュレータ

複数アプリケーション、チュートリアルサンプル（100点以上）

PCビルド環境：
・VisualStudio
・CodeBlocks IDE＋MinGW GCC

GUIデザイン・ビルダツール

ビットマップ変換ツール

フォント変換ツール

UTF8データ→C言語変換ツール

JPEG→動画変換ツール
（EMF式動画を作成します）

EMF式emWin動画の再生ツール

バイナリデータ→C言語変換ツール

VNCクライアントプログラム
（ネットワークI/F要）

emWin用診断ツール（ネットワークI/F要）emWinシミュレータのデバッグツール



GUIソフトウェアの違い
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GUIツールは大きく二つの分類

GUIデザインツールを使う
（ターゲットコード自動作成）

ターゲットGUIライブラリの
APIでアプリを作成

開発時間が短い 開発時間が長い

高品質のUIデザイン可能 簡単なUIデザインに便利

デザイン・レイアウト変更がより簡単 デザイン・レイアウト変更に手間がかかる

ターゲット側に大量のROM/RAMが必要 ターゲット側に必要なROM/RAM使用量が
より低い（最適化可能）

プログラミングスキルはあまり要らない プログラミング・設計スキルが必要

外部イベント対応・UI更新設定
できるところが限られている

（カスタムイベント対応は難しい）
外部イベント対応・UI更新設定
・カスタムイベント対応が自由

ターゲット側に高性能のCPUが必要 低いクロックのCPUでも実装可能

ツール側のカスタマイズが難しい ライブラリ側のカスタム対応が可能

デザインツール グラフィックライブラリ



emWinの立ち位置
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デザイン質
性能

ターゲットCPU、液晶コントローラの性能

emWin

GUIビルダーツールでも
直接APIからでもUIデザイン可能

デザインツール
（デザインコードを自動作成）

グラフィックライブラリ
（APIコーディングでデザイン）



emWinの仕組み：ブロック図
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アプリケーション
フォントデータ、イメージデータ、ユーザイベントコールバックハンドラ等

タッチペン、マウスI/F

emWinコアモジュール

システムI/F

LCDドライバI/F

システムリソースマネージャー
OS、タイマドライバ、

排他管理等
（BSP部分）

タッチペンドライバ、
I2Cドライバ、割込み管理
（ハードウエア・BSP部分）

GLCDドライバ、
DRW2Dドライバ

（ハードウエア・BSP部分）



emWinの使い方：初級
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void main(void) {
Hardware_Init();
SystemInit();
GUI_Init();
LCDCONF_EnableDave2D();

}

void CreateWindow(void) {

・・・
}

CreateWindow();

GUIビルダーで作成されたコード

1

２

3

static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg) {

switch (pMsg->MsgId) {
case WM_INIT_DIALOG:

// Event Handling (User code)
break;

case < Message ID >:
// Event Handling (User code)
break;

default:
WM_DefaultProc(pMsg);
break;

}
}

GUIビルダーツールでシングルウィンドウ画面をデザインし、
コードを自動作成します。

GUIビルダーツールで作成されたコードにスタートアップコードを追加します。

コールバックハンドラに必要なイベント処理を
コーディングして追加します。



emWinの使い方：中級

2018/12/11 10

void main(void) {
Hardware_Init();
SystemInit();
GUI_Init();
LCDCONF_EnableDave2D();

while(1) {
// User application
・・・

GUI_Delay(1);
}

}

CallBack Event Handler
アプリケーション

CreateWindow1();
StartUserApplication
();

GUIビルダーで作成されたコード
1

void CreateWindow1(void) {

・・・
}

void StartUserApplication(void) {
// アプリケーション
// ユーザ指定ウインドウ
// タイマイベントハンドラ
}

CallBack Event Handler
アプリケーション

スタートアップ

アプリケーション

一部の画面をGUIビルダー
ツールでデザインします。

3

複数画面に再利用可能なパーツを、自社コンテンツライブラリとして用意します。

2

emWinのチュートリアル
サンプルプログラムを参考に
して、一部の画面をemWin
APIだけでデザインします。



emWinの使い方：製品横展開できるソフトウェア資産
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ウィジェット・
ウィンドウ

アプリケーション1

emWinウィンドウコンテンツ
ライブラリ（自社作成）

ウィジェット・
ウィンドウ

アプリケーション２

ユーザー指定
ウィンドウ

アプリケーション

ウィンドウ更新ハンドラ
ウィンドウ間メッセージで同期

マルチレイヤ、マルチウィンドウ、
アニメーションUIアプリケーション

ウィンドウタイマ
イベント処理

emWinのアプリケーション及びチュートリアルサンプルプ
ログラムを参考にしてください 自社専用のコンテンツライブラリ

コードを蓄積することにより、
様々な製品展開が可能に

emWinの小さなコードサイズにより
大規模画面から小規模までカバー



豊富なサンプルコードを自社カスタマイズして資産化
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2D Graphics AlphaBlending

アンチエリアシング

その他

フォント・言語サポート

ウィンドウマネージャ

ウィジェット ウィジェット

マルチレイヤ

マルチタッチ

Motion・Animation

Memdevサポート

ダイアログ

カレンダー

カラー

カーソル



API利用のプログラム
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実践1：
ScrollBar、カラー設定、日本語表示

実践2：
Button、画像表示、ビットマップ変換、
バイナリ→C言語返還

実践3：
カスタムButton、ウィンドウタイマ

トレーニング資料として、用意して
いますので、当社へお問合せください。

sales@embitek.co.jp
（emWinトレーニング資料希望の旨お知らせください）

mailto:sales@embitek.co.jp
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ありがとうございました

株式会社エンビテック
TEL: 03-6240-2655 FAX: 03-6240-2656

E-mail: sales@embitek.co.jp
https://www.embitek.co.jp

Thank You
for your Attention
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