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応用記述
説明
Atmel®ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗはﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに基づき、故にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ用ﾒﾓﾘは望むような動作のために
最終製品用のﾌｧｰﾑｳｪｱ ｲﾒｰｼﾞでﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑされることが必要です。開発中はAtmel Studio IDE
で直接的に統合されつAtmelからの結合されたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞとﾃﾞﾊﾞｯｸﾞのﾂｰﾙの使用が推奨され
ます。けれども製品ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞについては工業環境を意図した第三者のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾂｰﾙを使
うことが推奨されます。別の選択はAtmelまたは書き込み業者から予めﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞされた(書き
込まれた)ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを注文することです。

要点
・ Atmelﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ解決策
・ 第三者ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ解決策
・ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ｻｰﾋﾞｽ

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Atmel社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめ
に]での内容にご注意ください。
Rev. 42215D-10/2016, 42215DJ1-05/2021
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1. Atmel開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾂｰﾙ
Atmelからの正しいﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞとﾃﾞﾊﾞｯｸﾞのﾂｰﾙかを確認するには、例えば先頭ﾒﾆｭｰからﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ製品ﾍﾟｰｼﾞへ行き、製品ﾍﾟｰ
ｼﾞで”Tools”ﾀﾌﾞを選んでください。これは製品に対する開発ﾂｰﾙの一覧を示します。SAM-ICE™は全てのAtmel SAMﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞとﾃﾞﾊﾞｯｸﾞを支援します。SAMﾃﾞﾊﾞｲｽは(様々なｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ任意選択の)SAM-BA®ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞを通してﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞすること
もできます。ATMEL-ICEはAtmel AVR®ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ製品とAtmel SAMﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの全てを支援するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞとﾃﾞﾊﾞｯｸﾞのﾂｰ
ﾙです。AVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗはAVRISP mkⅡを使って行うこともできます。けれども、AVRISP mkⅡがﾃﾞﾊﾞｯｸﾞを支援しないことに注意し
てください。
Atmelのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾂｰﾙが製品ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに推奨されず、それらが開発環境用に設計されていることに注意してください。SAM-BA
は物理的なﾂｰﾙに依存せず、ｿﾌﾄｳｪｱだけなので、例外と見做すことができます。
SAM-ICE
: http://www.atmel.com/tools/ATMELSAM-ICE.aspx
SAM-BAﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ : http://www.atmel.com/tools/ATMELSAM-BAIN-SYSTEMPROGRAMMER.aspx
AVRISP mkⅡ
: http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx
ATMEL-ICE
: http://www.atmel.com/tools/ATATMEL-ICE.aspx
図1-1. ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ製品ﾍﾟｰｼﾞでのToolsﾀﾌﾞ
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2. 予め書かれたﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
Atmelと多くのAtmel販売業者は予めﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞされた(書き込まれた)ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを提供します。この場合はAtmelまたは販売業
者にﾊﾞｲﾅﾘ ｲﾒｰｼﾞが提供されます。この解決策は予め書かれるﾌｧｰﾑｳｪｱに変更が頻繁に行われ、MOQ実装を持つ場合に明らか
に柔軟性を減らしますが、最終製品に対する製造時間を減らすことに関して優位性を持ち得ます。
Atmelﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの事前書き込みを求めるには、Atmel顧客ｻｰﾋﾞｽまたは最寄りのAtmel営業所、またはあなたの販売業者にお問
い合わせください。事前書き込みｻｰﾋﾞｽは正しい大きさの指示を必要とするかもしれません。
以下のAtmelｳｪﾌﾞ ｻｲﾄで最寄りのAtmel営業所を見つけてください。
http://www.atmel.com/buy/contact_us.aspx?contactType=Atmel%20Sales%20Office

3. 第三者のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾂｰﾙ
製品ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに関し、例えば最終製品に対して実装校正やﾊﾟﾗﾒｰﾀの特注を実行するには第三者からの専門的なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾂｰ
ﾙを使うことが推奨されます。
下で第三者のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾂｰﾙに関して更新された一覧へのﾘﾝｸを見つけることができます。
ARM :
http://www.atmel.com/about/contact/default.aspx?contactType=Third+Party+Support+-+ARM&AreaOfExpertise=Programmers
AVR :
http://www.atmel.com/about/contact/default.aspx?contactType=Third+Party+Support+-+AVR&AreaOfExpertise=Programmers

4. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ業者
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの対応は販売業者から利用することもできます。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの対応についてのより多くの情報に関しては販売業者にお問
い合わせください。
表5-1. ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順での他のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ業者 (一部抜粋)
会社名
A&J Programming
米国
http://www.ajprogram.com/
ﾌｧﾙｺﾝ電子株式会社
日本、中国
http://www.falcon-denshi.co.jp
HI-LO Electronics AB
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
www.hilo.nu
HI-LO SYSTEMS
台湾
http://www.hilosystems.com.tw/
MDSemiconductor (Micro Delta System) 韓国
www.mdsemi.co.kr
ﾐﾅﾄ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ株式会社
日本、中国
http://www.minato.co.jp
PROCHILD
韓国
http://www.prochild.com
Program Automation, Inc.
米国
http://www.progauto.com/
Xeltek
中国
http://www.xeltek.com.cn/en

支援製品

他のﾃﾞﾊﾞｲｽ
ｲﾝｸとﾚｰｻﾞｰのﾏｰｷﾝｸﾞ、
ﾘｰﾄﾞ浮きの検査と調査、乾梱包

AVR,ARM®
SAM3,SAM4,SAMA5,SAM9
AVR,ARM

ｲﾝｸとﾚｰｻﾞｰのﾏｰｷﾝｸﾞ、
お客様のご要望に従った再梱包

AVR,ARM

NAND,NORﾌﾗｯｼｭなどのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

AVR,ARM,EEPROM

ﾒﾓﾘとPLDのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

SAM3,SAM4
AVR,ARM
AVR,ARM

ﾒﾓﾘとFPGAのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

AT89C51,AVR,SAM7,
SAM3,SAM4,SAM D20

PLDとGALのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

5. 第三者供給者として登録する方法
Atmelﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ用のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾂｰﾙを登録するには技術支援入口のhttp://www.atmel.com/design-supportをAtmel技術支援
にお問い合わせください。

6. 改訂履歴
資料改訂
42215A
42215B
42215C
42215D

日付
2013年11月
2014年1月
2015年1月
2016年10月

注釈
初版資料公開
EE Tools, Dataman, Seggerを追加
SMHの詳細を追加
応用記述での様々な変更で完全な更新
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お断り: 本資料内の情報はAtmel製品と関連して提供されています。本資料またはAtmel製品の販売と関連して承諾される何れの知的所有権も禁
反言あるいはその逆によって明示的または暗示的に承諾されるものではありません。Atmelのｳｪﾌﾞｻｲﾄに位置する販売の条件とAtmelの定義での
詳しい説明を除いて、商品性、特定目的に関する適合性、または適法性の暗黙保証に制限せず、Atmelはそれらを含むその製品に関連する暗示
的、明示的または法令による如何なる保証も否認し、何ら責任がないと認識します。たとえAtmelがそのような損害賠償の可能性を進言されたとし
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確さまたは完全性に関して断言または保証を行わず、予告なしでいつでも製品内容と仕様の変更を行う権利を保留します。Atmelはここに含まれた
情報を更新することに対してどんな公約も行いません。特に別の方法で提供されなければ、Atmel製品は車載応用に対して適当ではなく、使用さ
れるべきではありません。Atmel製品は延命または生命維持を意図した応用での部品としての使用に対して意図、認定、または保証されません。
安全重視、軍用、車載応用のお断り: Atmel製品はAtmelが提供する特別に書かれた承諾を除き、そのような製品の機能不全が著しく人に危害を
加えたり死に至らしめることがかなり予期されるどんな応用(”安全重視応用”)に対しても設計されず、またそれらとの接続にも使用されません。安全
重視応用は限定なしで、生命維持装置とｼｽﾃﾑ、核施設と武器ｼｽﾃﾑの操作用の装置やｼｽﾃﾑを含みます。Atmelによって軍用等級として特に明確
に示される以外、Atmel製品は軍用や航空宇宙の応用や環境のために設計も意図もされていません。Atmelによって車載等級として特に明確に示
される以外、Atmel製品は車載応用での使用のために設計も意図もされていません。
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いる場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意訳されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更によ
り、原本より頁数が少なくなっています。
必要と思われる部分には( )内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。
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