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AVR1327 : ATMEL AVR XMEGA用
2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(TWI)従装置ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ
要点
■
■
■
■

ATMEL® AVR® XMEGA®系ﾃﾞﾊﾞｲｽ
2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ上のどのATxmega用のﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ規約
容易なﾄﾞﾗｲﾊﾞ開発のため、ﾎｽﾄがﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ容量とﾍﾟｰｼﾞ数のようなﾊﾟﾗﾒｰﾀを読み込み可
ﾎｽﾄは新しいXMEGAｺｰﾄﾞをXMEGAのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROMに書き込み可能

1. 序説
この資料はATxmegaﾃﾞﾊﾞｲｽ内に最初に書かれる汎用ATxmegaﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞを検討します。次に、
ATxmegaﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞは図1-1.で示されるように2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ経由でTWI主装置と通信
する動作形態に設定されます。ﾎｽﾄ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀはATxmegaにTWI指令を発行してATxmegaのﾌ
ﾗｯｼｭ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘに書くことができます。最後に、ATxmegaはそれのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘからこの新し
く書かれたｺｰﾄﾞを実行します。
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図1-1. TWI主装置とATxmegaの構成図
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Rの抵抗値は選んだTWIﾊﾞｽ速度に依存して1～10kΩです。

2. 前提必要条件
この資料で検討されるﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ応用は基本的に以下の熟知が必要です。
・ 組み込み系用Cﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語
・ この応用記述に含まれるｿﾌﾄｳｪｱ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関してIATTMのAVR用C/C++ｺﾝﾊﾟｲﾗ 5.51での
Cﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｺﾝﾊﾟｲﾙ
・ 組み込み系の関連としてのﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞとﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの全般的な熟知
・ ATMELのJTAICEmkⅡまたはJTAGICE3のようなもので、ｺﾝﾊﾟｲﾙした応用の試験とﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ
や、目的対象ATxmegaﾃﾞﾊﾞｲｽへのHEXﾌｧｲﾙ書き込み(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ)の方法
・ TWI規約と電気的接続必要条件の全般的な熟知

3. 制限
・ 安全性の理由のため、特に認証されない複写からIPｺｰﾄﾞを保護するため、ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞ
はATxmegaのﾒﾓﾘのどのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑまたは他の形式をも読むための方法を実装しません。ﾌﾞｰﾄ
ﾛｰﾀﾞはそれらのﾒﾓﾘに書くことだけができます。けれども、ﾒﾓﾘ読み込みを実行するようにｺｰ
ﾄﾞを拡張または変更することができます。
・ CRC指令はATxmegaの応用ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに書き込み(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ)後に応用ｺｰﾄﾞでの誤り検出
を許すために実装されています。
・ この応用記述でのｿﾌﾄｳｪｱ解決策はIAR Cｺﾝﾊﾟｲﾗでｺﾝﾊﾟｲﾙされました。

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. 8435A-09/11, 8435AJ1-03/14
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4. ﾒﾓﾘ保護
ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞがATxmegaのﾒﾓﾘを読む機構を持たない一方、ATxmegaのﾒﾓﾘと連携するIPは未だATMELのﾂｰﾙや第三者の書き
込み器によって読むことができます。これが起きないこと保証するため、ATxmegaはﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ｺｰﾄﾞ保護に関連する、施錠なし、書き
込み施錠、読み込み施錠、読み書き施錠の4つのﾚﾍﾞﾙを持ちます。この保護はﾋｭｰｽﾞまたは不揮発性ﾒﾓﾘ施錠ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀ経由で設
定されます。より多くの情報についてはATxmegaﾃﾞｰﾀｼｰﾄの「ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ領域に対するﾌﾞｰﾄ施錠ﾋﾞｯﾄ」を参照してください。
加えて、応用に割り当てられたﾌﾗｯｼｭ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘは施錠なし、書き込み施錠、読み込み施錠、読み書き施錠の同様の保護ﾚﾍﾞﾙを
持ちます。この保護もﾋｭｰｽﾞまたは不揮発性ﾒﾓﾘ施錠ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀ経由で設定されます。応用領域に関連する保護のより多くの情報に
ついてはATmegaﾃﾞｰﾀｼｰﾄの「応用領域に対するﾌﾞｰﾄ施錠ﾋﾞｯﾄ」を参照してください。

5. 数値系
ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞはﾘﾄﾙ ｴﾝﾃﾞｨｱﾝのﾊﾞｲﾄ順を使用します。例えば$1234はTWI上で$34,$12として送られます。

6. 略語
・ <SLA+W> : 従装置ｱﾄﾞﾚｽと以降の転送単位処理がTWI書き込み操作であることを示すのに使用
#define TWI_ADDRESS(0x30) // 使用者は違うｱﾄﾞﾚｽを選べます。
・ <SLA+R> : 従装置ｱﾄﾞﾚｽと以降の転送単位処理がTWI読み込み操作であることを示すのに使用
・ <s> : 停止条件
・ <rs> : 再送開始条件、使い方は任意選択でここでは省略され得ます。
・ N : 以下で定義される1ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ内のﾊﾞｲﾄ数

7. ATxmega目的対象ﾃﾞﾊﾞｲｽの資源必要条件
表7-1.と表7-2.は代表的な周辺機能必要条件とﾒﾓﾘの必要条件を記述します。
ATxmegaの他の版では利用可能な周辺機能の変化があります。例は2つのTWI部署、TWICとTWIEを持つATxmega32A4です。
表7-1. 周辺機能必要条件
周辺機能
ATxmegaのTWI部署

ﾋﾟﾝ

この例(TWIC)では、ﾎﾟｰﾄCのﾋﾟﾝ0と1

割り込みなし、
追加周辺機能なし

形態設定可/不可?
TWICまたはTWIE、conf-twi.hﾌｧｲﾙでの
#define TWI_BASE
(TWIC.SLAVE)
conf-twi.hﾌｧｲﾙで、 #define TWI_ADDRESS(0x30)
// 使用者は違う従装置ｱﾄﾞﾚｽを選べます。

表7-2. ﾒﾓﾘ必要条件 (注1)
ﾒﾓﾘ
代表的な量
最大量
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘ
量最適化の場合に1382ﾊﾞｲﾄ
最適化なしで1746ﾊﾞｲﾄ
ﾃﾞｰﾀ ﾒﾓﾘ
352ﾊﾞｲﾄ
352ﾊﾞｲﾄ
内部EEPROM
EEPROM位置$00のみ
(注2)をご覧ください。
注1: 正確なﾒﾓﾘ必要条件はｺﾝﾊﾟｲﾗの版、最適化ﾚﾍﾞﾙ、そして形態設定可能な機能の追加や削除のような要素の変化に依存し
ます。
注2: 単一のEEPROMが次のように使用されます。この位置に$AAが書かれたなら、ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ｺｰﾄﾞはﾘｾｯﾄ後に実行を始めます。
ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞは再移行を防ぐためにこの位置へ$00を書き、それによって応用ｺｰﾄﾞの実行を許します。main.cで、
#define BOOTLOADER_WILDCARD
(0xAA)
#define WILDCARD_ADDRESS
(0x00)

8. ｿﾌﾄｳｪｱの構築と走行の方法
1. PCで新しいﾌｫﾙﾀﾞを作成してください。www.atmel.comのｳｪﾌﾞｻｲﾄでこのｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞからこの応用記述、AVR1327を位置付けてPC
の局所ﾌｫﾙﾀﾞにｿﾌﾄｳｪｱをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしてください。
2. 新しいﾌｫﾙﾀﾞにﾌｧｲﾙを解凍してください。
3. IARのEWAVR Cｺﾝﾊﾟｲﾗをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしてｲﾝｽﾄｰﾙしてください。このCｺﾝﾊﾟｲﾗの位置付けはこの資料の「14. 参照」章を参照してく
ださい。
4. この新しいﾌｫﾙﾀﾞでavr1327-bootloader-xmega.ewwﾌｧｲﾙ(作業空間ﾌｧｲﾙ)上をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてください。作業空間が開き、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄのﾌｧｲﾙを考察することができます。
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9. TWI従装置ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの他のATxmegaﾃﾞﾊﾞｲｽ用への変更
9.1. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ開始ｱﾄﾞﾚｽ確定法
1. 非常に重要: これがﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ応用のため、ATxmegaのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ領域で走行するようにｺﾝﾊﾟｲﾙされ、そしてﾘﾝｸされ
なければなりません。
例:
ATxmega16A1または16D4ﾃﾞﾊﾞｲｽ
: ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞはｱﾄﾞﾚｽ$2000で始まります。
ATxmega32A1または32D4ﾃﾞﾊﾞｲｽ
: ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞはｱﾄﾞﾚｽ$4000で始まります。
ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ ｱﾄﾞﾚｽのより多くの情報についてはATxmega AまたはATxmega Dの使用者の手引きを調べ、ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘを
探してください。
違うATxmegaは異なるｱﾄﾞﾚｽでそれらのﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾒﾓﾘ空間を持ちます。ｺﾝﾊﾟｲﾗは以下の.xclﾌｧｲﾙからﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの開始ｱﾄﾞﾚｽを決め
ます。
注: 以下は割り込みﾍﾞｸﾀ表後の低ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ空間で開始するようにｺｰﾄﾞをﾘﾝｸする、IARｺﾝﾊﾟｲﾗで生成された既定.xclﾌｧｲﾙです。
$TOOLKIT_DIR$\src\template\cfgxm32d4.xcl
図9-1. ｺﾝﾊﾟｲﾗが供給する.xclﾌｧｲﾙ

IARの既定.xclﾌｧｲﾙ

図9-2. 独自の.xclﾌｧｲﾙを使用する方法

2. 図9-1.はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが構築される時にIARのﾘﾝｶによって生成される.xclﾌｧｲﾙを示します。図9-2.は独自の.xclﾌｧｲﾙを使用するため
の形式を示します。.xclﾌｧｲﾙ名の前に$PROJ_DIR$\を付けることに注意してください。
3. 作業空間ﾌｫﾙﾀﾞに於いて、独自のlink_bootloader32K.xclが含められ、異なる応用開始ｱﾄﾞﾚｽで変更することができます。必要なら
ば、以下の文章を探して変更してください。
-D_..X_APPLICATION_SECTION_START= 2000 // 語ｱﾄﾞﾚｽ
4. ATxmega選択に基づき、ﾌｧｲﾙ内に於いて上で2000が示されている上の命令位置で2000または4000の数値を置いてください。
5. ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをｺﾝﾊﾟｲﾙしてください。
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9.2. 異なるATxmegaの選択
1. 望むなら、違うATxmegaに変更することができます。IARﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのGeneral Options下で、(望む)ATxmegaを選択してください(図
9-3.参照)。
図9-3. ATxmegaﾃﾞﾊﾞｲｽ選択用任意選択

9.3. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ動作に必要なATxmegaﾋｭｰｽﾞ設定
ATxmegaはAVRがﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ｺｰﾄﾞの始めで実行を開始するように、許可されなければならない、ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞへ飛ぶﾋｭｰｽﾞを持ちます。
先に記述されたように、これは$2000または$4000(語ｱﾄﾞﾚｽ)です。ATxmegaのBOOTRSTﾋｭｰｽﾞはﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾘｾｯﾄ(Boot Loader Reset)
に設定されるべきです。
図9-4. BOOTRSTﾋｭｰｽﾞ設定

このﾋｭｰｽﾞ設定を選択

9.4. ｺｰﾄﾞ実行開始時のﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ｺｰﾄﾞ移行の2つの方法
例えﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞが正しくｺﾝﾊﾟｲﾙされてATxmega内にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑされ(書き込まれ)ても、ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞのｺｰﾄﾞは以下の条件の1つまたは両方
に出会う場合にだけ実行されます。
1. ﾘｾｯﾄ開放に後続して使用者定義されたI/Oﾎﾟｰﾄ入力ﾋﾟﾝでLowを表明することによります。この例ではこれがﾎﾟｰﾄBの3番ﾋﾟﾝです。
このﾋﾟﾝは次のようにmain.cで定義されます。
#define BOOT_PORT
(PORTB)
2. 定義されたEEPROMｱﾄﾞﾚｽに選択番号を書くことによります。この例ではEEPROMｱﾄﾞﾚｽが$00で、選択番号は$AAです。このEEPR
OM位置が$AAを含む場合、ATxmegaはﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ｺｰﾄﾞの、そうでなければ応用ｺｰﾄﾞの実行を始めます。
重要: Lowﾚﾍﾞﾙが上の1.で表明される場合、そのLowﾚﾍﾞﾙは取り去られなければならず、またはﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞが毎回のATxmegaﾘｾｯﾄ後
に再移行されます。

9.5. ｺｰﾄﾞのﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ
あなたはIARまたはATMELのAVR Studio® 4か5を用いてこのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをﾃﾞﾊﾞｯｸﾞする任意選択を持ちます。
1. この応用記述の前部で記述されたように、あなたのｺｰﾄﾞ ｱﾄﾞﾚｽが概ね$2000または$4000の語ｱﾄﾞﾚｽで始まることを検証してくださ
い。
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10. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞへの主装置指令
10.1. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾚｼﾞｽﾀとﾒﾓﾘ配置
ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞとの送られるべきﾃﾞｰﾀを許して制御するﾚｼﾞｽﾀは以下のﾒﾓﾘ配置で位置を示されます。Nﾊﾞｲﾄ長のﾍﾟｰｼﾞ緩衝部に後続して
ﾚｼﾞｽﾀがどう連続するかに注目してください。後続するNﾊﾞｲﾄ長ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部は指令ﾚｼﾞｽﾀです。
図10-1.は256で分けられたﾍﾟｰｼﾞに対するﾊﾞｲﾄ数を描きます。
表10-1.はNを定義します。
図10-1. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾒﾓﾘ配置
ｱﾄﾞﾚｽ
指令ﾚｼﾞｽﾀ ｱﾄﾞﾚｽ+$0C

ﾒﾓﾘ/ﾚｼﾞｽﾀ機能
CRC MSB読み書き
～
応用実行
ﾘｾｯﾄ動作
指令ﾚｼﾞｽﾀ

N
1
2
2

～

指令ﾚｼﾞｽﾀ ｱﾄﾞﾚｽ+2
指令ﾚｼﾞｽﾀ ｱﾄﾞﾚｽ+1
$0A+N×256=$10A
(注) ($0A+N×256)-1=$109

表10-1. ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ数とN
ATxmegaﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾍﾟｰｼﾞ当たりのﾊﾞｲﾄ数 ﾍﾟｰｼﾞ数
ATxmega64～
256
256
ATxmega128～
512
256
ATxmega256～
512
512
N=(ﾍﾟｰｼﾞ当たりのﾊﾞｲﾄ数)÷256

ﾃﾞｰﾀ緩衝部
N×256ﾊﾞｲﾄ長
(Nは256または512ﾊﾞｲﾄ
のようなﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ容量)
～
読み書き長MSB
読み書き長LSB

$01
$00

ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ容量MSB
ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ容量LSB

～

$0A
$09
$08

注: N=1に対して($0A+N×256)-1=265=$109

11. 操作
TWIﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの制御とﾃﾞｰﾀのﾚｼﾞｽﾀはﾍﾟｰｼﾞ容量読み込み、ﾌﾗｯｼｭ消去などのような活動の実行をTWI主装置に許します。TWI従
装置ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞで活動を実行するために、TWI主装置は特定のﾚｼﾞｽﾀにTWI書き込み周回を実行しなければなりません。ﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞ
ﾚｽに依存してTWI主装置は追加の値の書き込みが必要かもしれません。この情報の受信に於いて、TWI従装置内ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞは対応
する活動を実行します。TWI主装置はTWI読み込みを実行することによって操作の結果を読むことができます。

11.1. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ指令
この項は主装置とATxmega従装置との指令とﾃﾞｰﾀの流れを記述します。
ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの制御とﾃﾞｰﾀのﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞﾚｽは表11-1.で記述されます。これらのﾚｼﾞｽﾀは次のような形式を持ちます。
・ SLA+R、TWI主装置は2つの8ﾋﾞｯﾄ ｱﾄﾞﾚｽが後続するSLA+Rでﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾚｼﾞｽﾀを読みます。第4の操作はﾃﾞｰﾀを読むことです。
・ ﾚｼﾞｽﾀは連続しています。主装置は別の読み込み指令、各々SLA+RまたはSLA+Wで次のﾚｼﾞｽﾀを読みまたは書きを行うことができ
ます。
・ SLA+W、TWI主装置は2つの8ﾋﾞｯﾄ ｱﾄﾞﾚｽが後続するSLA+Wでﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾚｼﾞｽﾀに書きます。いくつかのﾚｼﾞｽﾀが読み込み専用な
ことに注意してください。

11.2. ATxmega従装置ｱﾄﾞﾚｽの自動増加
主装置から従装置へ<SLA+W>または<SLA+R>操作が送られた後の次の操作は転送先のﾚｼﾞｽﾀまたは緩衝部ｱﾄﾞﾚｽを定義します。
(<SLA+W>または<SLA+R>以外の)付加操作は従装置のﾚｼﾞｽﾀまたは緩衝部のｱﾄﾞﾚｽの自動増加でしょう。以降の表題「ﾌﾗｯｼｭ書き
込み($04)」項をご覧ください。

5

表11-1. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ制御ﾚｼﾞｽﾀ

8ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀ名

1

TWI操作番号 (各操作に対する従装置応答)
2
3
4
5
16ﾋﾞｯﾄ ｱﾄﾞﾚｽ
下位
上位

注釈

ﾍﾟｰｼﾞ容量下位

SLA+R

$00

$00

ﾍﾟｰｼﾞ容量上位

SLA+R

$01

$00

ﾍﾟｰｼﾞ数下位

SLA+R

$02

$00

ﾍﾟｰｼﾞ数上位

SLA+R

$03

$00

SLA+W
SLA+R
SLA+W
SLA+R
SLA+W
SLA+R
SLA+W
SLA+R
SLA+W
SLA+R
SLA+W
SLA+R
SLA+W
SLA+R

$04
$04
$04
$04
$05
$05
$06
$06
$07
$07
$08
$08
$09
$09

$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00
$00

ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ容量
ﾋﾞｯﾄ7～0
ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ容量
ﾋﾞｯﾄ15～8
ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ数
ﾋﾞｯﾄ7～0
ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ数
ﾋﾞｯﾄ15～8
ID0書き込み
ID0読み込み
ID0書き込み
ID0読み込み
ID1書き込み
ID1読み込み
ｱﾄﾞﾚｽ ﾋﾞｯﾄ7～0
ｱﾄﾞﾚｽ ﾋﾞｯﾄ7～0
ｱﾄﾞﾚｽ ﾋﾞｯﾄ15～8
ｱﾄﾞﾚｽ ﾋﾞｯﾄ15～8
長さﾋﾞｯﾄ7～0
長さﾋﾞｯﾄ7～0
長さﾋﾞｯﾄ15～8
長さﾋﾞｯﾄ15～8

Nﾊﾞｲﾄ ﾃﾞｰﾀ緩衝部

SLA+W

$0A

$00

$00

ﾘｾｯﾄ
ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ脱出
/応用実行開始
ﾌﾗｯｼｭ消去
ﾌﾗｯｼｭ書き込み
EEPROM書き込み
ﾌﾗｯｼｭCRC計算
ﾌﾗｯｼｭCRC読み込み
EEPROM CRC計算
EEPROM CRC読み込み

SLA+W

$0A

$01 (注) $01

ﾘｾｯﾄ指令

SLA+W

$0A

$01 (注) $02

ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞを抜け出して応用を走行

ID0とID1
ID0
ID1
ｱﾄﾞﾚｽ下位
ｱﾄﾞﾚｽ上位
長さ下位
長さ上位

EEPROM長下位
EEPROM長上位
CRC下位
CRC上位

SLA+W
$0A
$01 (注) $03
SLA+W
$0A
$01 (注) $04
SLA+W
$0A
$01 (注) $05
SLA+W
$0A
$01 (注) $06
SLA+R CRC7～0 CRC15～8
SLA+W
$0A
$01 (注) $07
SLA+R CRC7～0 CRC15～8
SLA+W
$0A
$01 (注) $08
SLA+R
$0A
$01 (注) $08
SLA+W
$0A
$01 (注) $09
SLA+R
$0A
$01 (注) $09
SLA+W
$0A
$01 (注) $0B
SLA+R
$0A
$01 (注) $0B
SLA+W
$0A
$01 (注) $0C
SLA+R
$0A
$01 (注) $0C

128超えの場合に使用
ID1書き込み
ID1読み込み

連続ﾚｼﾞｽﾀ書き込み
連続ﾚｼﾞｽﾀ読み込み
単一ﾚｼﾞｽﾀ書き込み
単一ﾚｼﾞｽﾀ読み込み
単一ﾚｼﾞｽﾀ書き込み
単一ﾚｼﾞｽﾀ読み込み

ﾒﾓﾘへのTWI書き込み
継続(N×256回)

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ消去
ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ書き込み
EEPROM書き込み
ﾌﾗｯｼｭCRC計算TWI書き込みに続
いてTWI読み込み
EEPROM CRC計算TWI書き込みに
続いてTWI読み込み
EEPROM長ﾋﾞｯﾄ7～0
EEPROM長ﾋﾞｯﾄ7～0
EEPROM長ﾋﾞｯﾄ15～8
EEPROM長ﾋﾞｯﾄ15～8
CRCﾋﾞｯﾄ7～0
CRCﾋﾞｯﾄ7～0
CRCﾋﾞｯﾄ15～8
CRCﾋﾞｯﾄ15～8

注: N=1に対して$01、N=2に対して$02を意味します。

11.3. 指令ﾚｼﾞｽﾀ
上の表11-1.で指令ﾚｼﾞｽﾀに注目してください。このﾚｼﾞｽﾀはATxmegaのSRAM配置内に置かれ、直後に(代表的に長さ256または512
ﾊﾞｲﾄの)ﾃﾞｰﾀ緩衝部が後続します。
この指令ﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞﾚｽは$09+256×Nで、Nは表10-1.で定義されます。$09はこれがﾒﾓﾘ配置の始めでのﾚｼﾞｽﾀ数のために必要で
す。
これについて、上表の表11-1.に関してはN=1でN×256=256=$100です。故に指令ﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞﾚｽは$0A+$100=$010Aとして形成され
ます。
・ ｱﾄﾞﾚｽの下位8ﾋﾞｯﾄは$0Aです。
・ ｱﾄﾞﾚｽの上位8ﾋﾞｯﾄは$01です。
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11.3.1. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ識別(ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞが目的対象ATxmega内かを検査)
主装置はこの特定ATxmegaがﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ機能を含むことの確認を望むかもしれません。指令指標を4に設定し、その後に2つの乱数ﾊﾞ
ｲﾄを書き、続いてｱﾄﾞﾚｽ ﾎﾟｲﾝﾀを4に設定して2ﾊﾞｲﾄを読むことにより、ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞは主装置によって識別されます。書かれた2ﾊﾞｲﾄは逆
順で読み戻されるべきです。この操作は主装置がTWI従装置ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞと本当に通信することを確認します。
<SLA+W>$04 $00 $AA $55<s>
<SLA+R>$04 $00<rs>$55 $AA<s>

11.3.2. ﾘｾｯﾄ ($01)
ﾘｾｯﾄ動作を実行するには指令ﾚｼﾞｽﾀに$01を書いてください。下の例でｱﾄﾞﾚｽはN=1でN×256=256=$0100として形成されます。故に
指令ﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞﾚｽは$09+$100+1=$010Aとして形成されます。
・ ｱﾄﾞﾚｽの下位8ﾋﾞｯﾄは$0Aです。
・ ｱﾄﾞﾚｽの上位8ﾋﾞｯﾄは$01です。
<SLA+W>$0A $01 $01<s>
ﾘｾｯﾄ動作はﾘｾｯﾄを直ちに実行し、移行条件が9.4.項で記述されたように出会う場合に、ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの始めからのｺｰﾄﾞ実行が後続しま
す。

11.3.3. 応用実行 ($02)
9.4.項で記述された入力ﾋﾟﾝがGNDに短絡されないなら、この指令は以下を行います。
1. ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞへの再移行を防ぐ$00をEEPROM位置$00に書きます。
2. 応用ｺｰﾄﾞの始めに飛びます。
<SLA+W>$0A $01 $02<s>
$01が実際のNの値でそれはﾍﾟｰｼﾞ当たりのﾊﾞｲﾄ数が変わる場合に変わることに注意してください。

11.3.4. ﾌﾗｯｼｭ消去 ($03)
この指令はﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞを除くﾌﾗｼｭ ﾒﾓﾘ全体を消去します。この例は上の例で記述されたように再びN=1を使用します。
<SLA+W>$0A $01 $03<s>

11.3.5. ﾌﾗｯｼｭ書き込み ($04)
以下の例に於いて、自動増加機能が利用されていることに注目し、これは連続的なｱｸｾｽを従装置ﾚｼﾞｽﾀに許します。
この指令は直前にﾃﾞｰﾀ緩衝部内に格納されたﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞをｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀで指定されたATxmegaの応用ﾒﾓﾘ内に書き込みます。
下の例でATxmegaのﾌﾗｯｼｭ ｱﾄﾞﾚｽは$0001です。
指令は以下のTWI操作から成ります。
1. <SLA+W>$06 $00
TWI主装置がｱﾄﾞﾚｽ指令を送ります。
2. $01 $00
LSB,MSBの順でﾌﾗｯｼｭの16ﾋﾞｯﾄ ｱﾄﾞﾚｽをTWI書き込み
3. $01 $00
LSB,MSBの順でﾌﾗｯｼｭ書き込み長をTWI書き込み
4. <SLA+W>$0A $01 $04<s> ﾌﾗｯｼｭ書き込み指令をTWI送信
TWIの流れは次の通りです。
<SLA+W>$06 $00 [変位] $01 $00 [ｱﾄﾞﾚｽ] $01 $00 [長さ] <SLA+W> $0A $01 $04 [ﾌﾗｯｼｭ書き込み指令]<s>
TWI主装置は上の操作を個別に送ることもできます。
1. <SLA+W>$06 $00<s>
TWI主装置がｱﾄﾞﾚｽ指令を送ります。
2. <SLA+W>$01 $00<s>
LSB,MSBの順でﾌﾗｯｼｭの16ﾋﾞｯﾄ ｱﾄﾞﾚｽをTWI書き込み
3. <SLA+W>$01 $00<s>
LSB,MSBの順でﾌﾗｯｼｭ書き込み長をTWI書き込み
4. <SLA+W>$0A $01 $04<s> ﾌﾗｯｼｭ書き込み指令をTWI送信

11.3.6. EEPROM書き込み ($05)
この指令は上のﾌﾗｯｼｭ書き込み指令とほぼ同じです。EEPROM書き込みは直前にﾃﾞｰﾀ緩衝部内に格納されたEEPROMﾃﾞｰﾀ ﾍﾟｰ
ｼﾞをｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀで与えられた位置と長さﾚｼﾞｽﾀで与えられたﾊﾞｲﾄ数でATxmegaのEERPOM内に書き込みます。
以下の例ではEERPROMのｱﾄﾞﾚｽ$0005に3ﾊﾞｲﾄが書き込まれます。
指令は以下のTWI操作から成ります。
1. <SLA+W>$06 $00
TWI主装置がｱﾄﾞﾚｽ指令を送ります。
LSB,MSBの順でEEPROMの16ﾋﾞｯﾄ ｱﾄﾞﾚｽをTWI書き込み
2. $05 $00
3. $03 $00
LSB,MSBの順でEEPROM書き込み長をTWI書き込み
4. <SLA+W>$0 $01 $05<s>
EEPROM書き込み指令をTWI送信
TWIの流れは次の通りです。
<SLA+W>$06 $00 [変位] $05 $00 [ｱﾄﾞﾚｽ] $03 $00 [長さ] <SLA+W> $0A $01 $05 [EEPROM書き込み指令]<s>
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TWI主装置は上の操作を個別に送ることもできます。
1. <SLA+W>$06 $00<s>
TWI主装置がｱﾄﾞﾚｽ指令を送ります。
2. <SLA+W>$05 $00<s>
LSB,MSBの順でEEPROMの16ﾋﾞｯﾄ ｱﾄﾞﾚｽをTWI書き込み
3. <SLA+W>$03 $00<s>
LSB,MSBの順でEEPROM書き込み長をTWI書き込み
4. <SLA+W>$0A $01 $05<s> EEPROM書き込み指令をTWI送信

11.3.7. ﾌﾗｯｼｭ用CRC計算 ($06)
この指令は最後に書かれたﾍﾟｰｼﾞを含めてそれまでのﾌﾗｯｼｭに対して計算されるべき巡回冗長検査をさせます。
下の例ではﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞが256ﾊﾞｲﾄと仮定されます。
<SLA+W>$0A $01 $06<s>
<SLA+R>[2ﾊﾞｲﾄ読み込み]<s>
下はCRC計算用のCで実装されるﾙｰﾁﾝです。
static uint16_t crc_ccitt_update(uint16_t crc, uint8_t data)
{
data ^= crc & 0xFF;
data ^= data << 4;
return ((((uint16_t)data << 8) | ((crc & 0xFF00) >> 8)) ^ \
(uint8_t)(data >> 4) ^ \
((uint16_t)data << 3));
}

11.3.8. EEPROM用CRC計算 ($07)
この指令はｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ内のｱﾄﾞﾚｽから次のNﾊﾞｲﾄ(Nは長さﾚｼﾞｽﾀ内に設定)に渡ってEEPROMに対して計算されるべき巡回冗長検
査をさせます。(訳注:原書本位置の不適切な1行を削除)
<SLA+W>$0A $01 $07<s>
<SLA+R>[2ﾊﾞｲﾄ読み込み]<s>
CRC計算用のﾙｰﾁﾝはﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ用に概説されたものと同じです。

12. ATxmegaﾌﾗｯｼｭ書き込みのための推奨主⇒従単位転送
表12-1.はATxmegaの従装置応用ｺｰﾄﾞ空間へﾍﾟｰｼﾞのﾊﾞｲﾄを書くための完全な流れを発行する主装置に関する手順を記述します。
手順12.でこの指令がEEPROM内の$00を書くことに注目してください。ATxmegaがﾘｾｯﾄされる時に実行は、$2000,$4000または他の
値になり得るﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ開始ｱﾄﾞﾚｽではなく、$0000のﾘｾｯﾄ ﾍﾞｸﾀから始まります。
表12-1. ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ書き込み用主⇒従単位転送
段階番号
単位転送
1
2a
2b1
3a
3b
4
5a
5b
6
7
8
9
10
11
12

ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ存在判断
ﾍﾟｰｼﾞ容量決定
ﾍﾟｰｼﾞ数決定
応用ﾌﾗｯｼｭ消去
XMEGAﾌﾗｼｭでの
転送先ｱﾄﾞﾚｽ送信
XMEGAﾌﾗｼｭでの
書き込み長送信
応用ｺｰﾄﾞでﾍﾟｰｼﾞ緩衝部を
満たす。
ﾌﾗｯｼｭ書き込み指令実行
ﾌﾗｯｼｭ全ﾍﾟｰｼﾞ書き込みまで
上の手順4～8を繰り返し
ﾌﾗｯｼｭCRC計算指令実行
ﾌﾗｯｼｭCRC読み込み指令
実行と値読み込み
応用へ飛ぶ

注: Nは表10-1.からです。
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内容

<SLA+W>$04 $00 $AA $55<s>
<SLA+R>$04 $00<rs>$55 $AA<s>
<SLA+R>$00 $00<s>
<SLA+R>[2ﾊﾞｲﾄ読み込み]<s>
<SLA+R>$02 $00<s>
<SLA+R>[2ﾊﾞｲﾄ読み込み]<s>
<SLA+W>$0A n $03<s>
<SLA+W>$06 $00
[ﾋﾞｯﾄ7～0],[ﾋﾞｯﾄ15～8]
<SLA+W>$08 $00
[ﾋﾞｯﾄ7～0],[ﾋﾞｯﾄ15～8]
<SLA+W>$00 $00
自動増加で[0～255]ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部書き込み
<SLA+W>$0A N $04<s>

注釈
ﾊﾞｲﾄ読み込みはﾊﾞｲﾄ書き込みの逆順です。
ﾍﾟｰｼﾞ容量取得指令
16ﾋﾞｯﾄ値、代表的に256または512
ﾍﾟｰｼﾞ数取得指令
16ﾋﾞｯﾄ値
第nﾍﾟｰｼﾞ消去、1≦n≦N
ｱﾄﾞﾚｽ設定指令
従装置へ2ﾊﾞｲﾄ送信
長さ書き込み指令
従装置へ2ﾊﾞｲﾄ送信
256ﾊﾞｲﾄまで連続書き込み
XMEGAﾌﾗｯｼｭに256ﾊﾞｲﾄ書き込み

上の指令をご覧ください。

書き込む前に各ﾍﾟｰｼﾞを消去

<SLA+W>$0A N $06<s>
<SLA+R>$0A N $06<s>
[CRC7～0],[CRC15～8]

XMEGA従装置ﾌﾗｯｼｭCRC計算
CRC読み込み指令
ﾎｽﾄによって使用される2ﾊﾞｲﾄ
EEPROM位置$00に$00を書き、
応用ｺｰﾄﾞの実行を開始

<SLA+W>$0A N $02<s>

AVR1327
13. 結び
ATMELのAVR XMEGA系ﾃﾞﾊﾞｲｽは4Kﾊﾞｲﾄまたは8Kﾊﾞｲﾄのどちらかのﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ領域を含みます。この応用記述はIARのCに基づく
ATxmegaﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを参照します。このｺｰﾄﾞは使用者によって変更されたもの、またはｺﾝﾊﾟｲﾙされたそのものとして、ATME
Lまたは第三者の書き込み器経由でATxmegaﾃﾞﾊﾞｲｽ内に書き込むことができます。
TWI主装置の下でﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞはそれのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘを消去して書き込むことができます。EEPROMも消去して書き込むことができます。
IP保護機能のため、ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘやEERROMの内容を読み出す方法はこのｺｰﾄﾞに全く含まれていません。

14. 参照
1. IAR EVAVR Cｺﾝﾊﾟｲﾗ 5.51版、4Kまたは評価版
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