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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。

AVR109 : 自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

序説
この応用記述はSPM(Store Program Memory)命令とでAVRを自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ用に構成設定す
ることができる方法を記述します。試供応用はAVR911応用記述からのAVRｵｰﾌﾟﾝ ｿｰｽ書き込
み器(AVROSP)を実行するPCとUART経由で通信します。これは外部書き込み器なしでのﾌﾗｯ
ｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROMのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを可能にします。ｺｰﾄﾞはAVRProgとも互換です(AVRProgに
よって支援されるﾃﾞﾊﾞｲｽに対してのみ)。

ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのﾌﾞｰﾄ領域内に配置されます。このﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾎｽﾄPCとの通
信を扱い、ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROM両方のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを容易にします。一度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞすると、
ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのﾌﾞｰﾄと応用の両方の部分に異なるﾚﾍﾞﾙの保護が個別に適用されます。従って
AVRは広範なﾒﾓﾘ保護段階を使用者に許す独特な柔軟性を提供します。

SPMの説明
AVRの自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力のより良い理解を得るため、この機能の基本が以下で説明されま
す。

ﾒﾓﾘ構成

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘは1つの応用領域と1つのﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域の2つに分けられています。応用領域は
応用の主ｺｰﾄﾞを含み、一方ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域は実際の自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ用ｺｰﾄﾞを含みます。SPM
命令はﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域からだけ実行できます(注:ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域は通常の応用ｺｰﾄﾞ用にも使え
ます)。

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘは各々32,64,128語を含むﾍﾟｰｼﾞに分けられています。ﾍﾟｰｼﾞの使用は後で説明さ
れます。応用領域とﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域の両方に及ぶﾒﾓﾘ全体がﾍﾟｰｼﾞに分けられています。例え
ば、8Kﾊﾞｲﾄのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘと32語(64ﾊﾞｲﾄ)のﾍﾟｰｼﾞ容量を持つﾃﾞﾊﾞｲｽは故に合計128ﾍﾟｰｼﾞを持
ちます。ﾒﾓﾘ構成は図1.で示されます。

要点
■ 自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ用C言語試供応用
■ ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROMの両方の読み書き
■ 施錠ﾋﾞｯﾄの読み書き
■ ﾋｭｰｽﾞ ﾋﾞｯﾄの読み込み
■ AVR911:ｵｰﾌﾟﾝ ｿｰｽ書き込み器での動作のために設計
■ AVRProg適合
■ 効率的なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに最適化された規約

図1. ﾒﾓﾘ構成
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32,64または128語

ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域の容量は2つのBOOTSZnﾋｭｰｽﾞを使って選べます。このﾋｭｰｽﾞは予め定義され
た4つの容量から1つを選びます。BOOTSZnﾋｭｰｽﾞは直列または並列ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを使って変更
することができます。詳細についてはﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞが実装される場合、呼び出し(CALL系命令)または分岐(JMP、BRxx系命令)を使っ
て応用ｺｰﾄﾞから直接的に、またはBOOTRSTﾋｭｰｽﾞのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)により、このどちらでも呼び出
せます。BOOTRSTﾋｭｰｽﾞがﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)されると、CPUはｱﾄﾞﾚｽ$0000で開始する代わりにﾘｾｯﾄ
でﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域での実行を開始します。BOOTRSTﾋｭｰｽﾞはは直列または並列ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを
使って変更することができます。



2 AVR109

書き中に読める(Read-While-Write)能力

選択可能な応用領域とﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域間の分割に加えて、ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘは2つの固定容量領域にも分けられます。最初の領域は書き
中に読める(RWW:Read-While-Write)領域です。2つ目は書き中に読めない(NRWW:No-Read-While-Write)領域です。NRWW領域
は常に選択可能なﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域の最大容量に等しく、故にﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域はNRWW領域の一部または全部を占有します。これは
図2.で図解されます。

図2. RWW領域とNRWW領域
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領域間の違いはNRWW領域がRWW領域を更新する間にｱｸｾｽ可能なことです。RWW領域はそれが更新されている時にｱｸｾｽする
ことが不可能です。NRWWが更新されるとき(例えばﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ ｺｰﾄﾞそれ自身を更新)、CPUは操作全体間で停止されます。別の言
葉では、NRWW領域への書き込み間は読めませんが、RWW領域への書き込み間は読むことが可能です。詳細についてはﾃﾞﾊﾞｲｽの
ﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

この機能はRWW領域を更新する間に重要なｺｰﾄﾞの実行継続を可能にします。この重要なｺｰﾄﾞはNRWW領域内に含まれなければな
らないことに注意してください(ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域である必要はありません)。より多くの情報については以降の割り込みの項をご覧くださ
い。

ATmega163とATmega323のﾃﾞﾊﾞｲｽはNRWW領域とRWW領域を持たず、応用領域とﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域の選択可能な分割だけを持ちま
す。これらのﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘへのどんな更新も、操作全体の間、CPUを停止します。

SPM命令の使用

自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ操作はSPM命令を使って実行されます。動作はSPMCRﾚｼﾞｽﾀ(いくつかのﾃﾞﾊﾞｲｽではSPMCSR)を使って選ばれま
す。このﾚｼﾞｽﾀは図3.で示されるように構成されています。

SPMIE RWWSB - RWWSRE BLBSET PGWRT PGERS SPMEN
ﾋﾞｯﾄ7 ﾋﾞｯﾄ6 ﾋﾞｯﾄ5 ﾋﾞｯﾄ4 ﾋﾞｯﾄ3 ﾋﾞｯﾄ2 ﾋﾞｯﾄ1 ﾋﾞｯﾄ0

図3. SPMCRﾚｼﾞｽﾀ

SPM機能使用時、SPM操作可(SPMEN)ﾋﾞｯﾄは常にSPM命令を実行するのに先立つ4周期内に設定(1)されなければなりません。これ
は予期せぬﾌﾗｯｼｭ更新の防止です。ｿﾌﾄｳｪｱはSPMENﾋﾞｯﾄ設定とSPM命令実行間に呼び出される割り込みﾙｰﾁﾝ、従って4周期制
限を超えないことを保証しなければなりません。他の4つの強調表示されたﾋﾞｯﾄは各種SPM機能を選択します。SPMENﾋﾞｯﾄは操作完
了時に機能ﾋﾞｯﾄと共に自動的に解除(0)されます。

SPM機能は以下で記述されます。

ﾍﾟｰｼﾞ消去

全てのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ更新はﾍﾟｰｼﾞ単位で行われます。ﾍﾟｰｼﾞに新しいﾃﾞｰﾀを書く前にﾍﾟｰｼﾞが消去されなければなりません。

Zﾚｼﾞｽﾀは消去すべきﾍﾟｰｼﾞを選ぶのに使われます。消去されるべきﾍﾟｰｼﾞ内のﾊﾞｲﾄを指し示すようにZﾚｼﾞｽﾀを設定してください。
ﾍﾟｰｼﾞ内のﾊﾞｲﾄを選択する下位ﾋﾞｯﾄは無視されます。例えば、32語(64ﾊﾞｲﾄ)のﾍﾟｰｼﾞ容量を持つﾃﾞﾊﾞｲｽでは、Zﾚｼﾞｽﾀの下位6ﾋﾞｯﾄが
無視されます。

ﾍﾟｰｼﾞを消去するには、SPMCRﾚｼﾞｽﾀでﾍﾟｰｼﾞ消去(PGERS)とSPMENﾋﾞｯﾄを設定(1)し、SPM命令を実行してください。
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ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部格納

ﾍﾟｰｼﾞに新しいﾃﾞｰﾀを書くには、ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部が先に満たされていなければなりません。ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部は1つの一時的なﾍﾟｰｼﾞを保持
する(SRAMではなく)独立した書き込み専用緩衝部です。この緩衝部は語単位で満たされなければなりません。緩衝部は或る1操作
でﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに複写されます。

Zﾚｼﾞｽﾀは緩衝部内に書かれるべき語を選択するのに使われます。常に1操作で語全体が書かれるために、Zﾚｼﾞｽﾀの最下位ﾋﾞｯﾄ
(LSB)は無視されます。従って単一ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽは不可能です。ﾍﾟｰｼﾞを選択するZﾚｼﾞｽﾀの上位ﾋﾞｯﾄはﾍﾟｰｼﾞ緩衝部への書き込み時
に無視されます。32語(64ﾊﾞｲﾄ)ﾍﾟｰｼﾞに対するZﾚｼﾞｽﾀ ﾋﾞｯﾄ構成は図4.で示されます。より大きなﾍﾟｰｼﾞ容量は語選択用ﾋﾞｯﾄをもっと
使います。

(無効)

語選択

Zﾚｼﾞｽﾀ

32語ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部

(無効)
ﾋﾞｯﾄ6 ﾋﾞｯﾄ5 ﾋﾞｯﾄ4 ﾋﾞｯﾄ3 ﾋﾞｯﾄ2 ﾋﾞｯﾄ1 ﾋﾞｯﾄ0

図4. ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部への書き込み
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ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部に語を書くために、R1:R0ﾚｼﾞｽﾀ内に語を格納してください。正しい語を指し示すようにZﾚｼﾞｽﾀを設定し、SPMCRﾚｼﾞｽﾀ
でSPMENﾋﾞｯﾄだけを設定(1)してください。その後4周期内にSPM命令が実行されなければなりません。

ﾍﾟｰｼﾞ書き込み

ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部が新しいﾃﾞｰﾀで格納されると、それはﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに書かれなければなりません。これを行うには、ﾍﾟｰｼﾞ消去に関する
項で記述されたのと同じ方法でZﾚｼﾞｽﾀを設定してください。そしてSPMCRﾚｼﾞｽﾀでﾍﾟｰｼﾞ書き込み(PGWRT)とSPMENﾋﾞｯﾄを設定(1)
し、4周期内にSPM命令を実行してください。R1:R0ﾚｼﾞｽﾀの内容は無視されます。32語(64ﾊﾞｲﾄ)ﾍﾟｰｼﾞ書き込み用のZﾚｼﾞｽﾀ使用は
図5.で示されます。

ﾍﾟｰｼﾞ選択
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32語ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部
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図5. ﾌﾗｯｼｭへのﾍﾟｰｼﾞ書き込み
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CPUが更なるﾍﾟｰｼﾞを更新するための準備を整える時を発見するのに、SPMENﾋﾞｯﾄをﾎﾟｰﾘﾝｸﾞすることができます。更新手順は割り込
み制御にもできます。より多くの情報については以降の割り込みの項をご覧ください。

RWW領域多忙ﾌﾗｸﾞ

RWW領域でのﾍﾟｰｼﾞ消去またはﾍﾟｰｼﾞ書き込み実行時、この領域がｱｸｾｽ不能であることを示すRWW領域多忙(RWWSB)ﾌﾗｸﾞがﾊｰ
ﾄﾞｳｪｱによって設定(1)されます。RWWSBﾌﾗｸﾞはSPM操作が完了される時にｿﾌﾄｳｪｱで解除されるべきです。これはSPMCRﾚｼﾞｽﾀで
RWW領域再許可(RWWSRE)とSPMENﾋﾞｯﾄを設定(1)し、後続する4周期内のSPM命令によって行われます。代わりに、このﾌﾗｸﾞはﾍﾟｰ
ｼﾞ緩衝部格納の開始によっても自動的に解除(0)されます。RWWSBﾌﾗｸﾞはRWW領域の現在のｱｸｾｽ状況を調べるために応用の他
の部分によって使うことができます。より多くの情報についてはﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

ZﾚｼﾞｽﾀとR1:R0ﾚｼﾞｽﾀの内容がRWWSRE機能使用時に無視されることに留意してください。

RWW領域が消去または書き込み後に再許可なしでｱｸｾｽされる場合、RWW領域の全てのｱﾄﾞﾚｽが$FFFFを読むことに注意してくだ
さい。これはLPM命令を使ってﾌﾗｯｼｭを読む時とRWW領域への呼び出しや分岐を実行する場合の両方に適用されます。再許可な
しでのRWW領域への分岐実行の結果は、従ってﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶｳﾝﾀが最初の実行可能ｺｰﾄﾞに会うまでｺｰﾄﾞ空間を通して"落ちる"ことを
結局引き起こすでしょう。その場合、最初の実行可能ｺｰﾄﾞはNRWW領域の最初のｱﾄﾞﾚｽで出会うでしょう。
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ﾌﾞｰﾄ施錠ﾋﾞｯﾄ

応用領域とﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域は異なるﾚﾍﾞﾙで保護できます。両領域に対して4つの保護ﾚﾍﾞﾙがあります。以下は保護種別の短い説明
です。

表1. ﾌﾞｰﾄ施錠種別

1 1

1 0

1

2

完全な読み書きｱｸｾｽ

書き込みｱｸｾｽ禁止

0 0

0 1

3

4

別の領域からの読み込み(ﾃﾞｰﾀまたは割り込み実行)と書き込み禁止

別の領域からの読み込み(ﾃﾞｰﾀまたは割り込み実行)禁止

内容ﾌﾞｰﾄ施錠ﾋﾞｯﾄ種別

一旦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)されると、直列または並列ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞなしで再びﾋﾞｯﾄを非ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(1)にすることは不可能です。例えば、一度更新さ
れるべき応用を実装するには、応用領域をﾌﾞｰﾄ施錠種別1に、ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域を種別4に設定してください。これはﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞをｱｸｾｽ
することから応用を妨げ、同時に応用領域を更新するための完全なｱｸｾｽをﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞに与えます。一旦更新されると、ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞは
応用領域を種別3に設定し、従って全ての更なるｱｸｾｽを防止します。

ﾌﾞｰﾄ施錠ﾋﾞｯﾄをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)するには、正しいﾋﾞｯﾄをR0ﾚｼﾞｽﾀに格納し、SPMCRでﾌﾞｰﾄ施錠ﾋﾞｯﾄ設定(BLBSET)とSPMENﾋﾞｯﾄを設定(1)
して4周期内にSPM命令を実行してください。Zﾚｼﾞｽﾀの内容は無視されます。

SPM命令に代わるLPM命令の使用は、これらのﾋﾞｯﾄを読みます。

割り込みの考慮

RWW領域書き込み間の割り込み使用は可能ですが、RWW領域への他の如何なるｱｸｾｽも防がなければなりません。別の言葉で、
RWW領域更新間に実行されるべき割り込み処理ﾙｰﾁﾝは、割り込みﾍﾞｸﾀを含めてNRWW領域に配置されなければなりません。

MCUCR(一部のﾃﾞﾊﾞｲｽはGICR)ﾚｼﾞｽﾀの割り込みﾍﾞｸﾀ選択(IVSEL)ﾋﾞｯﾄを使い、応用は2つの独立した割り込みﾍﾞｸﾀ表の実装に使う
ことができます。応用領域で1つと、RWW領域を更新する時に使われるべきﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ領域での1つです。これは重要な処理、例えば
自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ中の安全監視の継続を応用に許します。割り込みとIVSELﾋﾞｯﾄのより多くの詳細についてはﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参
照してください。

2つ目の割り込みﾍﾞｸﾀが使われない場合、RWW領域更新中、割り込みは禁止されなければなりません。

SPM割り込み

ATmega163とATmega323ﾃﾞﾊﾞｲｽを除き、自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを支援する全てのﾃﾞﾊﾞｲｽでは、割り込みを使ってﾌﾗｯｼｭ更新操作を制御す
ることが可能です。SPMCRﾚｼﾞｽﾀでのSPM操作可割り込み許可(SPMIE)ﾋﾞｯﾄの設定(1)がSPM操作可割り込みを許可します。これは
現在のSPM操作が終了された時を示すのに使うことができます。

EEPROM競合

SPM命令を実行する前に、EEPROMへの全ての書き込み操作が終了されていなければならない(またその逆も)ことに注意してくださ
い。ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROMの消去/書き込みは同時に起き得ません。

代表的な更新手順

2つの共通する更新手順が図6.で示されます。左
の流れ図はﾌﾗｯｼｭの小さな部分、例えばﾌﾗｯｼｭ 
ﾒﾓﾘに含まれる文字列定数を更新するのに使う読
み-変更-書き操作を記述します。右の流れ図は
直前の内容を読むことなくﾍﾟｰｼﾞ全体、例えばUA 
RTからの受信ﾃﾞｰﾀを書くのに使うﾍﾟｰｼﾞ書き込み
を記述します。

図6. 代表的な更新流れ図

読み-変更-書き START

ﾍﾟｰｼﾞ消去

ﾍﾟｰｼﾞ内容をSRAMに読み込み

SRAMでﾃﾞｰﾀ更新

SRAMからﾍﾟｰｼﾞ緩衝部を満たす

END

更にﾍﾟｰｼﾞ有り ?ﾍﾟｰｼﾞ書き込み

RWW領域再許可

ﾍﾟｰｼﾞ書き込み START

新ﾍﾟｰｼﾞ内容取得(例:UARTから)

ﾍﾟｰｼﾞ消去

ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部を満たす

ﾍﾟｰｼﾞ書き込み

END

RWW領域再許可

YES

NO
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ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ例
本応用記述で表されたﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ ｿﾌﾄｳｪｱは使用者ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽとしてAVRｵｰﾌﾟﾝ ｿｰｽ書き込み器(AVROSP)を使います。応用例は
目的ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROMを読むまたは更新するための機能を実装します。それはﾃﾞﾊﾞｲｽのﾋｭｰｽﾞ ﾋﾞｯﾄ読み込み、及び
施錠ﾋﾞｯﾄの読み込みと更新も可能です。

AVRProg互換
AVRProg互換性はﾃﾞﾊﾞｲｽ符号を当てにし、そしてそれは全てのﾃﾞﾊﾞｲｽに対しては定義されていません。preprocessor.xlsﾌｧｲﾙは定
義済みﾃﾞﾊﾞｲｽ符号を含みますが、いくつかは未だAVRProgで実装されていません。その場合は同じﾒﾓﾘ容量のﾃﾞﾊﾞｲｽからの符号を
使ってください。これに反してAVROSPは識票ﾊﾞｲﾄだけを当てにし、自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力を持つ全てのﾃﾞﾊﾞｲｽを受け入れます。

規約
ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで使われる規約はAVRProgに関して定義された規約のｻﾌﾞｾｯﾄです。支援される命令の一覧は表2.で示されま
す。全ての命令が単一文字で始まります。書き込み器は$0D(ｷｬﾘｯｼﾞ ﾘﾀｰﾝ、10進数の13)または、命令終了後の要求されたﾃﾞｰﾀを
返します。未知の命令は"?"で応答されます。

表2. AVRProg命令

ﾎｽﾄ送信(命令) ﾎｽﾄ受信(応答)
命令内容

命令文字 ﾃﾞｰﾀ ﾃﾞｰﾀ 肯定応答(終了子)

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ動作へ移行 "P" $0D

ｱﾄﾞﾚｽ自動進行 "a" dd

ｱﾄﾞﾚｽ指定 "A" aH aL $0D

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ下位ﾊﾞｲﾄ書き込み "c" dd $0D

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ上位ﾊﾞｲﾄ書き込み "C" dd $0D

ﾍﾟｰｼﾞ書き込み実行 "m" $0D

施錠ﾋﾞｯﾄ読み込み "r" dd

ﾌﾗｼｭ ﾒﾓﾘ読み込み "r" dH dL

EEPROM読み込み "d" dd

EEPROM書き込み "D" dd $0D

ﾁｯﾌﾟ消去 "e" $0D

施錠ﾋﾞｯﾄ書き込み "l" dd $0D

ﾋｭｰｽﾞ ﾋﾞｯﾄ読み込み "F" dd

上位ﾋｭｰｽﾞ ﾋﾞｯﾄ読み込み "N" dd

拡張ﾋｭｰｽﾞ ﾋﾞｯﾄ読み込み "Q" dd

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ動作抜け出し "L" $0D

ﾃﾞﾊﾞｲｽ形式選択 "T" dd $0D

識票ﾊﾞｲﾄ読み込み "s" dd dd dd

支援ﾃﾞﾊﾞｲｽ符号取得 "t" dd ×n

ｿﾌﾄｳｪｱ識別子取得 "S" 7ﾊﾞｲﾄ文字列

ｿﾌﾄｳｪｱ版番号取得 "V" dd dd

書き込み器形式取得 "p" dd

LED点灯 "x" dd $0D

LED消灯 "y" dd $0D

ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ抜け出し "E" $0D

ﾌﾞﾛｯｸ読み書き支援調査 "b" "Y" cH cL

ﾌﾗｯｼｭ塊書き込み "B" cH cL "F" dd×n $0D

EEPROM塊書き込み "B" cH cL "E" dd×n $0D

ﾌﾗｯｼｭ塊読み込み "g" aH aL "F"

EEPROM塊読み込み "g" aH aL "E"
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ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内容
主ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞが行われるべきか、または応用領域内のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが実行されるべきかを調べることによって始まります。本応
用ではこれがﾎﾟｰﾄDの値によって指示されます。ﾎﾟｰﾄDの使用者指定ﾋﾟﾝがﾘｾｯﾄ間でLowに保持される場合、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
動作へ移行します。このﾋﾟﾝがHighなら、(通常のﾘｾｯﾄが起こる場合のように)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行は$0000番地から始まります。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ動作ではﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがUART経由でAVROSPから命令を受信します。各命令は関連作業を実行します。ﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
で認証されないどんな命令もAVROSPへ送り返される"?"に終わります。違うAVRとﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞ容量に対してﾌﾞｰﾄ ﾛｰﾀﾞを変更する方
法の例については、preprocessor.xls Micrsoft Excelﾌｧｲﾙ内の段階的教えを参照してください。

Main.c

main.cﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾎｽﾄPCとの通信を取り扱い、受信した命令を実行します。図7.は操作を図解する流れ図を示します。

図7. 主ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行

PINDx=0 ?

START

ﾎﾟｰﾄD初期化

応用領域ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行

関連作業実行

命令受信 ?

有効命令 ?

YES

NO

YES

YES

NO

NO
注: 図7.で示されるように一旦ﾌﾞｰﾄ 
ﾛｰﾀﾞ ﾙｰﾁﾝに移行すると、抜け出
す方法はﾃﾞﾊﾞｲｽのﾘｾｯﾄを通すこ
とだけです。

Serial.c

UARTﾙｰﾁﾝ(serial.c)は単純にﾎﾟｰﾘﾝｸﾞするUARTﾙｰﾁﾝを実装します。先で記述されたように、このﾎﾟｰﾘﾝｸﾞを行う理由は或るﾌﾞｰﾄ施
錠ﾋﾞｯﾄ設定に対して割り込みがﾌﾞｰﾄ領域で許されていないためです。
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