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AVR1511 : QT600 - ATxmega128A1練習の手引き

要点
■ 知識ﾚﾍﾞﾙ : 中
■ PC基盤 : Windows® 2000, XP, Vista®, Win7®

■ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ必要条件
 ・ ATMEL QT600(全体ｷｯﾄ)
 ・ USBｹｰﾌﾞﾙ
■ ｿﾌﾄｳｪｱ必要条件
 ・ ATMEL® QTouch StudioTM 4.3.1またはそれ以降
 ・ ATMEL QTouch LibraryTM 4.3.1またはそれ以降
 ・ ATMEL AVR Studio® 5 (最終版)
■ この手引き内の全課題を完了するための予想時間 : 1日

1. 序説
この練習の目的は何れかのATMEL接触応用を開発してﾃﾞﾊﾞｯｸﾞするためにATMEL QTouch 
SuiteTMに精通することです。それは4つの核となる解決策、ATMEL QTouch Studio、ATMEL 
QT600開発ｷｯﾄ、ATMEL QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ、ATMEL AVR Studio 5を含みます。

ATMEL QTouch Studio - 接触分析器

QTouch StudioはQT600開発ｷｯﾄによって報告されるﾃﾞｰﾀを表示して評価するのに使用される
前処理ｿﾌﾄｳｪｱです。

ATMEL QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ - AVR用接触ｿﾌﾄｳｪｱ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ

QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘは標準的なATMELのAVR®ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ上で接触応用を開発するためのｿﾌ
ﾄｳｪｱ ﾗｲﾌﾞﾗﾘです。お客様はそれらのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに接触感知能力を統合するためにそれらの
ﾌｧｰﾑｳｪｱにﾗｲﾌﾞﾗﾘをﾘﾝｸすることができます。

ATMEL AVR Studio 5 - ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ部と書き込み部

AVR Studio 5はAVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ用の応用を書いてｼﾐｭﾚｰﾄしてﾃﾞﾊﾞｯｸﾞするための専門家
用統合開発環境(IDE:Integrated Development Enviroment)です。これは全てのAVRﾂｰﾙ用の
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽも含みます。

これは以下の特徴を持ちます。

　8ﾋﾞｯﾄと32ﾋﾞｯﾄの全てのAVRを支援
　統合されたCｺﾝﾊﾟｲﾗ
　新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｳｨｻﾞｰﾄﾞと聡明なｴﾃﾞｨﾀ

ATMEL QT600 - 接触ﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｷｯﾄとｺｰﾄﾞ例

QT600は釦、滑動部、輪のための完全な接触開発ｷｯﾄです。この高度な開発基盤はATMELの
接触技術との実験を設計者に許し、そして接触製品の分析と確認を行う最も簡単な方法を提
供します。これはATMEL QTouch®とATMEL QMatrix獲得法の両方を支援します。これは1つ
のUSB給電ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板と、ATMEL tinyAVR®、ATMEL megaAVR®、ATMEL AVR XMEG 
A®系列のﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを意味する3つのMCU基板と64ﾁｬﾈﾙまでを支援する3つの接触感知
器基板と共にやって来ます。

ATMEL QT600 MCU基板は未使用入出力ﾋﾟﾝへ簡単にｱｸｾｽするためにATMEL STK600へ
接続することができます。けれども、STK600はQT600ｷｯﾄが正しく機能するのには必要とされま
せん。QT600はATMEL AVR QTouch Studio、ATMEL QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ、ATMEL AVR Studio 
5と、そしてATMEL QTouch Suiteからそれらのﾂｰﾙと共に完全に支援されます。

この実地訓練は多数の課題から成ります。

1. 全ての物を接続してあなたのﾊｰﾄﾞｳｪｱが正しく動くことを保証してください。

2. 有り合わせからﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを構成し、ﾗｲﾌﾞﾗﾘを選んでｲﾝｸﾙｰﾄﾞし、接触ﾌｧｲﾙとｱｾﾝﾌﾞﾘ言語ﾌｧ
ｲﾙを追加してください。

3. 設計動作形態で仮想ｷｯﾄを作成してﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞを使用してください。

4. 全体的な任意選択を形態設定して感知器を設定/許可してください。

5. QTouch Studioの生ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ機能を利用するためにﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを使用するようにﾃﾞ
ﾊﾞｯｸﾞ ﾌｧｲﾙとｺｰﾄﾞを追加してください。

6. 分析動作形態を使用して多数のﾊﾟﾗﾒｰﾀの概略記述を再調査してください。
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7. 設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞを使用してください。

8. ﾃﾞｰﾀを記録して更なる分析とﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ目的にそれを使用してください。

AVR Studio 5の基礎やﾂｰﾙの使い方は網羅されません。

2. 資料概要
実地訓練は多数の異なる課題に分かれます。各課題は更に理解を簡単化するために個別項目に分けられます。

この資料全体を通していくつかの特別なｱｲｺﾝを見つけるでしょう。これらのｱｲｺﾝは課題の異なる項目を識別するのと複雑さを軽減
するのに使用されます。

情報 : 特定の話題についての文脈上の情報を伝えます。

助言 : 有用な助言と技術を強調します。

すべきこと : 完了されるべき物を強調します。

結果 : 課題段階の意図された結果を強調します。

警告 : 重要な情報を示します。

3. 必要条件

3.1. ｿﾌﾄｳｪｱ

以下の最終版のｲﾝｽﾄｰﾙを確実にしてください。

■ ATMEL QTouch Studio 4.3.x (www.atmel.com/avrqtouchstudio)

■ ATMEL QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ 4.3.1 (www.atmel.com/qtouchlib)
 ・ QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ使用者の手引き
 ・ QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ選択の手引き

■ ATMEL AVR Studio 5 - 最終版 (www.atmel.com/avrstudio)

3.2. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

この実地訓練では以下を使用するつもりです。

・ QT600ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板
・ QT600-ATXMEGA128A1-QT16
・ QTOUCH16 16ﾁｬﾈﾙ接触基板

3.3. ATMEL QT600系統説明

QT600系統は共に接続された3つの基板に基づきます。

・ QT600ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板
・ QT600 MCU基板
・ 接触感知器基板

MCU基板と接触感知器基板は共に使用者接触ｼｽﾃﾑから成
ります。QT600ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板はMCU基板に装着されたAV 
R MCUからの生接触ﾃﾞｰﾀを流すのに使用されます。QTouch 
Studioは接触ﾃﾞｰﾀを可視化するためのPC前処理部として使
用されます。

図3-1. QT600系統

http://www.atmel.com/avrqtouchstudio
http://www.atmel.com/qtouchlib
http://www.atmel.com/avrstudio
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3.3.1. 構成図

図3-2. 構成図
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3.3.2. ﾋﾟﾝ回路図

図3-3. ﾋﾟﾝ回路図
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4. 課題
以降の課題に関して以下を注意してください。

・ 全てのｹｰﾌﾞﾙが切断で始めてください(PCとQT600、QT600とMCU基板、～)。

・ 1.章で一覧にされたｿﾌﾄｳｪｱの最終版がｲﾝｽﾄｰﾙされていることを確実にしてください。

・ この応用記述を見つけた同じｳｪﾌﾞ ﾍﾟｰｼﾞから関連するzipﾌｧｲﾙ(ﾃﾞｨｽｸ ｱｲｺﾝ)をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして展開してください。各課題用のﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ ﾌｫﾙﾀﾞは展開された(AVR1511)zipﾌｧｲﾙの場所に関係します。ﾌｧｲﾙのﾊﾟｽは作成されるべき各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに在る、展開された課
題ﾌｫﾙﾀﾞに関係します。

・ zipは完成された課題と練習のﾌｫﾙﾀﾞから成ります。完成された課題ﾌｫﾙﾀﾞは使用者参照用で、それは訓練の段階的解決策から成
ります。使用者が特定の課題だけの作業を意図する場合、練習ﾌｫﾙﾀﾞ内側のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌｧｲﾙを使用することができます。

・ 使用者は課題章で記述される以下の段階によって自身のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを作成することもできます。

・ それらの課題に対して必要とされる全てのﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙと必要な支援ﾌｧｲﾙは練習ﾌｫﾙﾀﾞ内側で利用可能です。

4.1. 課題1 : ﾂｰﾙ接続と試験応用走行

4.1.1. 序説

この課題は全てのﾂｰﾙが接続されて意図したように動くのを確実にするように設計されています。この課題のためにｺｰﾄﾞを書くことは
全く必要とされません。あなたは以下の場所に存在するQT600_ATxmega128a1_qt16_gnu.hex HEXﾌｧｲﾙを読み込むことができます。

 ..\..\Exercises\QTouch\Tasks\Task1\ 

これはMCUのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘに直接ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞする(書き込む)ことができます。書き込み器としてQT600を使うには、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板上
の釦を押して状態LEDが橙から赤1色に変わるまでそれを押し続けてください(～5秒)。これはQT600を接触ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ動作形態から書
き込み器動作形態に切り替えます。

QT600上の接触ﾃﾞｰﾀLEDは以下のように動作形態を示します。

・ 接触ﾃﾞｰﾀLED 緑 : 接触ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ動作形態(通電後の既定)
・ 接触ﾃﾞｰﾀLED 消灯 : 書き込み器動作形態

AVR Studioのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾀﾞｲｱﾛｸﾞからQT600へ接続を試みる前に接触ﾃﾞｰﾀLEDの消灯を確実にしてください。ATMEL AVR Studio 
5またはそれ以降を使用してください。

より多くの詳細についてはQT600使用者の手引きを参照してください。QTouch Studioを始動してその後にHelp⇒QTouch Studio⇒
Supported Kits⇒QT600 User Guideを選択することによってｱｸｾｽすることができます。
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AVR Studio 5を用いる出力ﾌｧｲﾙのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

以下の段階に従うことによって目的対象基板内に.HEXﾌｧｲﾙと.ELFﾌｧｲﾙを格納することができます。

1. AVR Studio 5 IDEに於いて、図4-1.で示されるようにTools⇒AVR Proguramming任意選択を選択してｸﾘｯｸしてください。

2. 4.1.1.項で記述されるようにﾃﾞﾊﾞｲｽをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ動作形態に切り替えてください。

図4-1. AVR書き込み器選択

3. ﾂｰﾙ ｱｲｺﾝ下で目的対象ﾊｰﾄﾞｳｪｱを、ﾃﾞﾊﾞｲｽ ｱｲｺﾝ下で正しいﾃﾞﾊﾞｲｽを、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ｱｲｺﾝ下でｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ形式を設定し、図
4-2.で示されるように適用(Apply)釦をｸﾘｯｸしてください。

図4-2. ﾃﾞﾊﾞｲｽ選択

4. ﾃﾞﾊﾞｲｽID(Device ID)の読み込み(Read)任意選択(釦)と目的対象電圧(Target Voltage)の読み込み(Read)任意選択(釦)もｸﾘｯｸして
ください。ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄによって目的対象電圧を保証してください。最小電圧は1.8Vです。また、ﾃﾞﾊﾞｲｽIDと目的対象電圧が
図4-3.で示されるようにIDEによって読まれることも確実にしてください。

図4-3. ﾃﾞﾊﾞｲｽID設定
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5. ﾒﾓﾘ(Memories)任意選択を選択し、ﾃﾞﾊﾞｲｽ消去(Erase Device)をｸﾘｯｸしてください。

6. 出力ﾌｧｲﾙに対して適切なﾊﾟｽを設定し、図4-4.で示されるようにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ(Program)任意選択(釦)をｸﾘｯｸしてください。

図4-4. 目的対象ﾃﾞﾊﾞｲｽ内への出力ﾌｧｲﾙ書き込み

4.1.2. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ接続

1. USBｹｰﾌﾞﾙをQT600ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板に接続してください。

2. QT600でVTGﾍｯﾀﾞが装着されていることを確実にしてください。

3. 書き込み器動作形態へ切り替えるためにQT600上の釦を押してください(～5秒)。

4. AVR Studioの接続ﾀﾞｲｱﾛｸﾞでQT600を選択してconnectを押してください。

5. Tools⇒AVR Proguramming下のBoard Settingsﾀﾌﾞへ行き、ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄによって目的対象電圧を設定してください。最小電
圧は1.8Vです。

6. USBﾌﾟﾗｸﾞを切断してください。

7. USBﾌﾟﾗｸﾞを再接続してください。

8. 書き込み器動作形態へ切り替えるために再びQT600上の釦を押してください。

9. QT600のJTAGﾍｯﾀﾞとQT600-ATxmega128A1-QT16 
MCU基板間に10芯ﾌﾗｯﾄ ｹｰﾌﾞﾙを接続してください。

図4-5. JTAG接続

10. 応用ｺｰﾄﾞ(QT600_ATxmega128a1_qt16_gnu.hex)を書き込んでください。これを行う方法の詳細な指示についてはAVR Studio 5の
ﾍﾙﾌﾟ項目をご覧ください。

11. ATMEL QT600からUSBﾌﾟﾗｸﾞを切断してください。

12. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ用ﾍｯﾀﾞ間のﾌﾗｯﾄ ｹｰﾌﾞﾙを取り外し、接触ﾃﾞｰﾀ用ﾍｯﾀﾞ間に10芯ｹｰﾌﾞﾙを装着してください。
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13. 接触ﾊﾟﾈﾙを接続してください。

14. ATMEL ATxmega128A1についてはQT 
OUCH16ﾊﾟﾈﾙを使用してください。

図4-6. 感知器基板接続

15. ATMEL QTouch Studioを始動してください。

16. USBｹｰﾌﾞﾙをQT600に繋げてください。QTouch Studioは今やｷｯﾄへ自動的に接続するでしょう。USBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板上の接触
ﾃﾞｰﾀLEDが今や点滅を始めます。これは感知器基板によってﾃﾞｰﾀが送られつつあることを示します。

17. 分析動作形態を選択し、その後にStart Reading釦を押してください。

今や接触ﾃﾞｰﾀ信号と各感知器の状態を見ることができるべきです。図4-7.を参照してください。

図4-7. 仮想ｷｯﾄ視野

分析動作形態では明るい灰色で表示された感知器は不活性で、ｷｯﾄはそれらの感
知器への接触に応答しません。明るい茶色で表示された感知器は活性な感知器
で、ｷｯﾄはそれらの感知器への接触に応答します。

活性な感知器に接触する時は必ず検出され、緑で満たされた円で使用者がどこの
感知器に接触しているかを示していることを見ることができます。

活性な感知器がもはや検知されない時に感知器の色は再び明るい茶色に戻りま
す。

図4-8. 感知器状態

滑動部0 活性

輪0 接触
しかしAKSに
よって抑制

釦0 ⊿<閾値

滑動部1 不活性

釦1 検出
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4.2. 課題2 : 新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構成設定、ﾗｲﾌﾞﾗﾘ選択とｲﾝｸﾙｰﾄﾞ、接触ﾌｧｲﾙとｱｾﾝﾌﾞﾘ言語ﾌｧｲﾙ追加

4.2.1. 序説

この課題では新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを作成します。必要なﾗｲﾌﾞﾗﾘ、接触ﾌｧｲﾙ、ｱｾﾝﾌﾞﾘ言語ﾌｧｲﾙを追加します。

4.2.2. ｺｰﾄﾞの構成設定

新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの作成

1. AVR Studioを開いて新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを作成してください(AVR Studioが既に走行しているなら、File⇒New⇒Projectを使用してくだ
さい)。

2. ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ形式でAVR GCCを選び、ｲﾝｽﾄｰﾙされた雛形(Installed templates)からC実行可能ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(C Executable project)を選
択し、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名(Name:)をTask2に設定してください。図4-9.で示されるように、ﾌｫﾙﾀﾞ作成(Create directory for solution)を非ﾁｪｯ
ｸにし、位置(Location:)を設定し、そしてOKをｸﾘｯｸしてください。

図4-9. 新規ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

MUC形式設定

1. 図4-10.で示されるように、Device family:をAVR XMEGAとし、ﾃﾞﾊﾞｲｽ名をATxmega128A1として選択し、そしてOKをｸﾘｯｸしてくださ
い。

図4-10. ﾃﾞﾊﾞｲｽ選択
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main.cﾌｧｲﾙ追加

1. 図4-11.で示されるように、Task2.cを選択して右ｸﾘｯｸし、削除(Remo 
ve)任意選択をｸﾘｯｸしてください。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄからTask2.cﾌｧｲﾙを削
除してください。

図4-11. Task2.cﾌｧｲﾙ削除

図4-12 . main.c内包2. 図4-12.で示されるように、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌｧｲﾙ(この場合
はTask2)上で右ｸﾛｯｸし、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに既存のmain.c ｿ
ｰｽ ﾌｧｲﾙを追加してください。main.cの位置は..\.. 
\Exercises\QTouch\Tasks\Task2です。

全てのﾂｰﾙが正常にｲﾝｽﾄｰﾙされているのを保証するためのｺﾝﾊﾟｲﾙ試験

1. Build⇒Rebuild solutionを選択し、全てのﾂｰﾙがｲﾝｽﾄｰﾙされていることを確実にしてください。ﾂｰﾙのｲﾝｽﾄｰﾙに関連する異常/警
告のﾒｯｾｰｼﾞを調べてください。

2. ﾂｰﾙのｲﾝｽﾄｰﾙに関連する異常/警告のﾒｯｾｰｼﾞのどのﾂｰﾙも正しくｲﾝｽﾄｰﾙとｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙを行ってください。必要なｺｰﾄﾞとﾌｧｲﾙが
この時点でｲﾝｸﾙｰﾄﾞされていないので、ｺｰﾄﾞとﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙに関連する異常ﾒｯｾｰｼﾞを無効にしてください。

ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙ選択

1. Task2ﾌｫﾙﾀﾞ内のLibrary_Selection_Guide.xlsﾌｧｲﾙを開いてQTouchﾀﾌﾞをｸﾘｯｸしてください(ATMEL QTouchを使用します)。同様
に、ATMEL QMatrixについてQMatrix用のﾀﾌﾞをｸﾘｯｸしてください。

2. TechnologyをQTouch、MCU familyをAtmel XMEGA、MCU typeを8bit、MCUをAtmel ATxmerga128A1、Tool chainをGCC、Ports 
available for QTouchをA,B,C,D,E,F,J,H,K、Maximum number of channelsを16、Maximum number of rotors or slidersを4として選
択してください。お分かりのように、それはｲﾝｸﾙｰﾄﾞされるべき適切なﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙと使用されるべきﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ例を示します。

3. 注: 新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを構築するため、どのﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙが下にｲﾝｸﾙｰﾄﾞされるかに注意してください。

ここで、ｲﾝｸﾙｰﾄﾞされるべきﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙはlibavrxmega7g1-16qt-k-4rs.aです。 

ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙのｲﾝｸﾙｰﾄﾞ

1. Ptojectﾒﾆｭｰを選んでProperties上をｸﾘｯｸしてください。

2. 図4-13.で示されるように、ｳｨﾝﾄﾞｳ左隅でTool chainﾀﾌﾞを選び、ConfigurationｳｨﾝﾄﾞｳでRelease項目を選択してください。



9

AVR1511

3. 図4-14.で示されるように、AVR/GNU CLinker下のLibraries任意選択をｸﾘｯｸし、Add library任意選択を選んでlibavrxmega7g1-16 
qt-k-4rs.aﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙを追加してください。

4. 図4-14.で示されるように、ﾗｲﾌﾞﾗﾘに適切なﾊﾟｽを設定するためにAdd library pathをｸﾘｯｸしてください。ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙは以下で得ら
れます。

 ..\..\library_files\

図4-13. ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙのｲﾝｸﾙｰﾄﾞ

図4-14. ｲﾝｸﾙｰﾄﾞされるﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙとﾊﾟｽ

ここで含められるﾊﾟｽは出力ﾌｧｲﾙに関連しません。出力ﾌｧｲﾙは公開(Release)ﾌｫﾙﾀﾞ内側(\AVR1511\Completed_Tasks\ 
QTouch\Tasks\Task2\Release)に配置されます。ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾊﾟｽは正しくｲﾝｸﾙｰﾄﾞされたﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙのように、Releaseﾌｫﾙﾀﾞに
関して1つの位置にならなければなりません。ﾊﾟｽに1つの"..\"を追加することにより、1つの位置の管理になるように導いてくだ
さい。図4-15.は同じものを表します。

上の処置を抜かすことは構築異常を引き起こします。構築異常は対応するﾌｧｲﾙが見つからないことを示します。
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図4-15. Releaseﾌｫﾙﾀﾞ位置に関してｲﾝｸﾙｰﾄﾞされるﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙとﾊﾟｽ

5. 同様にDebug項目に於いてﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾊﾟｽとﾗｲﾌﾞﾗﾘ ﾌｧｲﾙを含めてください。

接触ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙのｲﾝｸﾙｰﾄﾞ

1. 接触ｷｰを使うため、最初にｲﾝｸﾙｰﾄﾞ ﾌｧｲﾙの一覧へ#include "touch_api.h"の追加が必要です。これは利用可能なATMEL QTouc 
h Library APIを作ります。

2. main.cﾌｧｲﾙ内の以下の注釈の下にそれを追加してください。

 /* now include touch api.h with the localization defined above */ 

3. Project propertiesを開いてTool chainﾀﾌﾞを選択してください。

4. AVR/GNU C Compiler下のDirectories任意選択をｸﾘｯｸしてtouch.apiﾌｧｲﾙが見つかる場所のﾊﾟｽを入力してください。このﾌｧｲﾙ
はExercises下のIncludeﾌｫﾙﾀﾞで見つかります。

5. 同様に、Directoriesをｸﾘｯｸしてtouch_qt_config.hﾌｧｲﾙに対するﾊﾟｽを追加してください。このﾌｧｲﾙはcommon_filesﾌｫﾙﾀﾞで見つか
ります。

6. touch_qt_config.hﾌｧｲﾙは全ての技術任意選択が形態設定される場所です。

図4-16.で示されるように(追加したﾗｲﾌﾞﾗﾘと同様に)相対ﾊﾟｽを入力してください。

・ IDEはﾌｧｲﾙの位置に依存して相対と絶対のﾌｧｲﾙ ﾊﾟｽのどちらかを使用することができます。

・ ｲﾝｸﾙｰﾄﾞされるべきﾌｧｲﾙとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌｫﾙﾀﾞ(この場合はTask2)が同じﾄﾞﾗｲﾌﾞの場合、相対ﾊﾟｽ(これは応用の出力ﾌｧｲﾙへの
相対ﾊﾟｽ)または絶対ﾊﾟｽを使用することができます。ここでの出力ﾌｧｲﾙはTask2⇒Releaseﾌｫﾙﾀﾞに配置されます。

・ 相対ﾊﾟｽの場合、図4-16.で示されるように、ﾌｧｲﾙのﾊﾟｽがﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの出力ﾌｧｲﾙ位置(Task2⇒Release)に関して含められるの
を確実にしてください。

図4-16. 含められるﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(相対ﾊﾟｽ)
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ﾌｧｲﾙのﾊﾟｽが出力ﾌｧｲﾙ位置相対で追加されているのを確実にしてください。この処置を抜かすことは構築異常を引き起こし
ます。

・ 両方が異なるﾄﾞﾗｲﾌﾞの場合、図4-17.で示されるようにIDEによって絶対ﾊﾟｽが選択されます。

図4-17. 含められるﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ(絶対ﾊﾟｽ)

7. 同様に図4-18.で示されるように、Debug項目でtouch_api.hとtouch_qt_config.hの両方に対するﾊﾟｽを含めてください。

図4-18. Debug項目に含められるﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ

独自任意選択

1. Project propertiesを開き、Configuration項目をRelea 
seに設定してTool chainﾀﾌﾞを選択してください。

2. 図4-19.で示されるように、AVR/GNU C Compiler下
のSymbols任意選択を選択してください。

図4-19. 独自ｺﾝﾊﾟｲﾙ任意選択
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3. 図4-20.で示されるように_QTOUCH_を追加してください。

図4-20. 独自ｺﾝﾊﾟｲﾙ任意選択

4. これは(ATMELのQMatrixと対照的な)ATMELのQTouch測定技術を使用するつもりであることをﾗｲﾌﾞﾗﾘに告げます。

5. 同様に図4-21.で示されるように、Debug項目に_QTOUCH_を含めてください。

図4-21. Debug項目での独自ｺﾝﾊﾟｲﾙ任意選択

ｱｾﾝﾌﾞﾘ言語ﾌｧｲﾙの追加

1. qt_asm_xmega.Sｿｰｽ ﾌｧｲﾙを追加してください。

2. qt_asm_xmega.SはQTouchﾌｫﾙﾀﾞ下のcommon_filesﾌｫﾙﾀﾞで得られます。qt_asm_xmega.Sは私たちのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでｺﾝﾊﾟｲﾙされること
が必要な最適化ﾙｰﾁﾝを含む特別なｱｾﾝﾌﾞﾘ言語ｿｰｽ ﾌｧｲﾙです。

3. ATMELのAVR StudioのSolution Explorerｳｨﾝﾄﾞｳで、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを右ｸﾘｯｸしてAddを選択してExisting Itemをｸﾘｯｸし、そしてｱｾﾝﾌﾞﾘ 
ｿｰｽ ﾌｧｲﾙを選択してください。代わりに、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名上にｿｰｽ ﾌｧｲﾙをﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟすることもできます。

4. 図4-22.で示されるように、Configuration項目をReleaseに設定し、AVR/GNU Assembler下のGeneral任意選択を選択し、ｱｾﾝﾌﾞﾘ 
ﾌｧｲﾙに対するﾊﾟｽを含めてください。
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図4-22. ｲﾝｸﾙｰﾄﾞされたｱｾﾝﾌﾞﾘ ﾌｧｲﾙ

ﾌｧｲﾙのﾊﾟｽが出力ﾌｧｲﾙ位置相対で追加されているのを確実にしてください。この処置を抜かすことは構築異常を引き起こし
ます。構築異常は対応するﾌｧｲﾙが見つからないことを示します。

5. 同様に、Configuration項目をＤebugに変えてｱｾﾝﾌﾞﾘ ﾌｧｲﾙ ﾊﾟｽを含めてください。

最適化ﾚﾍﾞﾙ設定

最適化ﾚﾍﾞﾙがReleaseとDebugの両項目で量最適化(-Os)に設定されるのを確実にしてください。この任意選択はProject⇒
Properties⇒Toolchain⇒AVR/GNU C Compiler⇒Optimization下で利用可能です。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで最適化ﾚﾍﾞﾙが形態設定されているのを確実にしてください。

上の処置を抜かすことは構築異常を引き起こします。構築異常ﾒｯｾｰｼﾞは定数値が必要とされることを示します。

さあﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを保存して構築してください。先に記載した全ての処置に従ったとすれば、異常なしで成功裏に構築され得るべ
きです。
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4.3. 課題3 : 設計動作形態で仮想ｷｯﾄを作成してﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞを使用

仮想ｷｯﾄ作成

1. ATMEL QTouch Studioを始動してください。設計動作形態(Design Mode)を選択してくださ
い。

2. 設計動作形態は編集可能な仮想ｷｯﾄを提供します。それは釦、輪、滑動部とｷｯﾄの背景画
像の追加と、装備技術(QTouchまたはQMatrix)の選択を使用者に許します。

3. ﾁｬﾈﾙ自動割当(Auto-assign Channels)任意選択をﾁｪｯｸしてください。

図4-23. 設計動作形態

4. Fileﾒﾆｭｰで新規設計(New Design)をｸﾘｯｸしてください。Create New Designｳｨﾝﾄﾞｳ
でﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄID、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名、高さや幅(mm)と背景(ｷｯﾄ)画像のようなｷｯﾄ背景特性、
新しいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対する有効な感知器数と共に装備技術を指定してください。

5. この実地訓練については装備技術(Kit Technology)としてQTouchを選択してくださ
い。Sensor下で釦数(Number of Buttons)を10、輪(Number of Wheels)を1、滑動部
数(Number of Sliders)を1として選択してください。

6. 背景画像についてはF002-QT600-PANEL-QT16-imageと名付けられたTask3ﾌｫﾙ
ﾀﾞで提供される画像を選んでください。

7. ﾁｬﾈﾙ番号0～9を各々、釦0～9に割り当ててください。ﾁｬﾈﾙ番号10～12を滑動部
に、そしてﾁｬﾈﾙ13～15を輪に割り当ててください。

図4-24. 新規設計

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄID書き留め

8. 各感知器をｸﾘｯｸして、Kit/Sensor 
configurationｳｨﾝﾄﾞｳに応じて高さと
幅を調整してください。図4-25.を
参照してください。

図4-25. 設計動作形態

9.   同じTask3ﾌｫﾙﾀﾞに設計を保存してください。

10. 輪がﾁｬﾈﾙ10～12に、滑動部がﾁｬﾈﾙ13～15に割り当てられていることに注意してください。

11. 輪上をｸﾘｯｸして感知器削除(Delete sensor)任意選択を選ぶことによって輪を削除してください。同様の方法で滑動部を削除して
ください。

12. 仮想ｷｯﾄ(Virtual kit)ｳｨﾝﾄﾞｳの左上隅のﾂｰﾙﾊﾞｰに注目してください。

13. 滑動部ｱｲｺﾝをｸﾘｯｸしてください。すると滑動部が仮想ｷｯﾄに追加されます。同様に、仮想ｷｯﾄに輪を追加するために輪ｱｲｺﾝをｸ
ﾘｯｸしてください。図4-26.を参照してください。
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図4-26. 滑動部と輪の追加

14. ﾁｬﾈﾙ番号が以下のように割り当てられていることを確実にしてください。

 滑動部 : 10～12
 輪 : 13～15

15. さあ、輪と滑動部の両方の高さと幅を調整してください。

16. 設計を保存(File⇒Save Design)してそれを閉じてください。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄIDの記録作成

滑動部がﾁｬﾈﾙ10～12、輪がﾁｬﾈﾙ13～15に割り当てられていることを確実にしてください。

ﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞの使用

1. さあ、同じ設計を再び開いてください。

2. Toolsﾒﾆｭｰを開いてﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞ(Pin Configuration Wizard)を開いてください。

3. ﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞ(Pin Configuration Wizard)が開きます。

図4-27. ﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞ選択

図4-28. ﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞ
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4. Nextをｸﾘｯｸしてください。MCU familyをAtmel XMEGA、MCUをAtmel ATxmega128A1として選択してください。Nextをｸﾘｯｸしてく
ださい。SMS and SMSK ports for pair1をFとH(釦0～7)として選択してください。SMS and SMSK ports for pair2をJとK(釦8～9,滑動
部0,輪0)として選択してください。Nextをｸﾘｯｸしてください。

5. 感知器用のﾋﾟﾝを選んでください。この場合、自動割当を使用することができます。

6. Nextをｸﾘｯｸして要約(Summary)ﾍﾟｰｼﾞが開きます。

7. 再びNextをｸﾘｯｸしてください。ﾉｰﾄﾊﾟｯﾄﾞにｺｰﾄﾞを複写してください。

8. ﾗﾍﾞﾙの下のmain.cﾌｧｲﾙで以下の1編のｺｰﾄﾞを追加してください。

 /* Declare the SNS_array[][] and the SNSK_array[][] here ------------*/
 #ifdef QTOUCH_STUDIO_MASKS
  extern TOUCH_DATA_T SNS_array[2][2];
  extern TOUCH_DATA_T SNSK_array[2][2];
 #endif

これは生成された集中遮蔽を保持するためです。

9. 注釈の下のmain関数でmain.cﾌｧｲﾙのｺｰﾄﾞの一部を複写してください。

 /* Pin configuration code as generated by  Pin Configuration Wizard */
 #ifdef QTOUCH_STUDIO_MASKS
  SNS_array[0][0]= 0x55;
  SNS_array[0][1]= 0xaa;
  SNS_array[1][0]= 0x1d;
  SNS_array[1][1]= 0xe2;

  SNSK_array[0][0]= 0x55;
  SNSK_array[0][1]= 0xaa;
  SNSK_array[1][0]= 0x1d;
  SNSK_array[1][1]= 0xe2;
 #endif

ｺﾝﾊﾟｲﾙ任意選択

1. Project propertiesを開き、Tool chainﾀﾌﾞを選択してAVR/GNU C Compiler下のSymbols任意選択を選択してください。

2. ﾋﾟﾝ形態設定を使用するため、Symbols任意選択でQTOUCHSTUDIO_MASKSﾏｸﾛを許可してください。

3. 1度に1つずつこれらの任意選択を追加してください(図4-29.参照)。

QTOUCH_STUDIO_MASKS
QT_NUM_CHANNELS=16
_ROTOR_SLIDER_
SNS1=H
SNSK1=F
SNS2=K
SNSK2=J
QT_DELAY_CYCLES=1

4. これはどのﾎﾟｰﾄで測定が行われ、回転子と滑動部が定義され、ﾁｬﾈﾙの最大数が16であることをﾗｲﾌﾞﾗﾘに告げます。

QT_DELAY_CYCLES=1は1つの遅延周期だけがあることをﾗｲﾌﾞﾗﾘに告げます。

5. 同様に図4-30.で示されるようにDebug項目でもこれらの任意選択を追加してください。
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図4-29. 独自ｺﾝﾊﾟｲﾙ任意選択(Release)

図4-30. 独自ｺﾝﾊﾟｲﾙ任意選択(Debug)

これらのﾊﾟﾗﾒｰﾀの正確な意味は今ここですごく重要ではありませんが、更なる情報を望むなら、QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ使用者の手引
きを参照してください。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ任意選択で許可されない場合、上のﾏｸﾛをtouch_qt_config.hﾌｧｲﾙで定義することができます。

さあ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを構築してください。与えられた指針によって全てが行われたなら、異常なしで成功裏に構築され得るべきです。
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4.4. 課題4 : 全体任意選択形態設定と感知器の許可/設定

4.4.1. ｺｰﾄﾞの構成設定

ﾗｲﾌﾞﾗﾘ初期化

この初期形態設定後、QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘの初期化が必要です。これは単にqt_init_sensing();を呼び出すことによって行われます。以下
のﾗﾍﾞﾙの下にこの関数への呼び出しを追加してください。

 /* Initialise and set touch parameters */

この後にqt_init_sensing();を追加してください。

更なるQTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ形態設定追加

次に、いくつかの実行時全体QTouchﾊﾟﾗﾒｰﾀの構成設定が必要です。これが行われるべく提供されたqt_set_parmeter();関数があり
ます。この関数を見つけてそれに以下のｺｰﾄﾞを追加してください。

 qt_config_data.qt_di = DEF_QT_DI;
 qt_config_data.qt_neg_drift_rate = DEF_QT_NEG_DRIFT_RATE;
 qt_config_data.qt_pos_drift_rate = DEF_QT_POS_DRIFT_RATE;
 qt_config_data.qt_max_on_duration = DEF_QT_MAX_ON_DURATION;
 qt_config_data.qt_drift_hold_time = DEF_QT_DRIFT_HOLD_TIME;
 qt_config_data.qt_recal_threshold = DEF_QT_RECAL_THRESHOLD;
 qt_config_data.qt_pos_recal_delay = DEF_QT_POS_RECAL_DELAY;

これらのﾊﾟﾗﾒｰﾀが正確に何を指定するかは今ここで重要ではなく、後で更なる詳細を調べます。ここでの助言は勿論、上の部分から
あなたのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにｺｰﾄﾞを複写して張り付けることです。

計時器割り込み処理ﾙｰﾁﾝ追加

定期的な発動のために計時器割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)を形態設定するのにinit_timer_isr();を呼んでください。次のﾗﾍﾞﾙの前にそれ
を追加してください。

 /*Pin configuration code as generated by Pin Configuration Wizard */ 

この関数を見つけてそれに以下のｺｰﾄﾞを追加してください。

 /* Set timer period */
 TCC0.PER = TICKS_PER_MS * qt_measurement_period_msec;
 /* select clock source */
 TCC0.CTRLA = (TOUCH_DATA_T)4;
 /* Set Compare A interrupt to low level */
 TCC0.INTCTRLB = 1u;
 /* enable low lever interrupts in power manager interrupt control */
 PMIC.CTRL |= 1u;

ISR(TCC0_CCA_vect)関数を見つけてそれに以下のｺｰﾄﾞを追加してください。

 /* set flag: it's time to measure touch */
 time_to_measure_touch = 1u;
 /* update the current time */
 current_time_ms_touch += qt_measurement_period_msec;

今や最初の釦を形態設定する時です。

1. 釦を形態設定するのに次のAPI呼び出しを使用します。

 qt_enable_key( CHANNEL_0, AKS_GROUP_1, 10u, HYST_6_25 ); 

これはﾁｬﾈﾙ0がｷｰとして扱われるべきであることをATMEL QTouchに告げます。少し後で最後の3つのﾊﾟﾗﾒｰﾀを考察します。

2. "/* Config Sensors */"ﾗﾍﾞﾙの後、init_system();呼び出し後に以下の1編のｺｰﾄﾞを追加してください。

 qt_enable_key(CHANNEL_0, NO_AKS_GROUP, 10u, HYST_6_25);

同様に、他のｷｰを形態設定してください。

3. ﾁｬﾈﾙ10,11,12を使用する滑動部を許可するため、次の行を追加してください。

 qt_enable_slider(CHANNEL_10, CHANNEL_12, NO_AKS_GROUP, 10u, HYST_6_25, RES_8_BIT, 0u);

注: RES_8_BIT引数は滑動部分解能です。

4. 同様に、次行の追加によってﾁｬﾈﾙ13,14,15を使用する回転子を許可してください。

 qt_enable_rotor(CHANNEL_13, CHANNEL_15, NO_AKS_GROUP, 10u, HYST_50, RES_8_BIT, 0u);

他の引数は今ここであまり重要ではありません。
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時を保存するための何処か

今や測定を開始する準備が殆ど整っています。単独測定はqt_measure_sensors(uint16_tcurrent_time_ms)を呼ぶことによって行われ
ますが、お分かりのように、それは引数を期待します。この引数は測定した値に於ける時間経過による偏動の補償を許すために時間
の経緯を保つのに使用されます。偏動に係わらないなら、この引数を0として渡すことができます。

私たちの応用については時間の経緯を保つのに簡単な計数器としてcurrent_time_ms_touchを使用します。

濾波関数

この関数はﾗｲﾌﾞﾗﾘが容量性測定を行った後で呼ばれますが、それらが処理される前です。使用者は測定した信号値に濾波関数を
適用するため(或いは感知器配置誤りを調整するため)にこの引っ掛けを使用することができます。

このｺｰﾄﾞ行 qt_filter_callback = 0; を主(main)関数内で/* Filter callback function */のﾗﾍﾞﾙの後に追加してください。

今や接触測定実行の準備が整っています。

割り込みを許可するためにfor繰り返しの始まりの直前でenable_interrupt();を呼び出してください。

主繰り返しの内側、"/* loop Forever */"の下で、ﾗﾍﾞﾙ/* Measure touch once */の下に次の1編のｺｰﾄﾞを追加してください。

 status_flag = qt_measure_sensors(current_time_ms_touch);
 burst_flag = status_flag & QTLIB_BURST_AGAIN;

ｺｰﾄﾞ構築

異常または警告なしで成功裏に構築されるでしょう。

4.4.2. 更なる説明

この課題で使用される関数呼び出しの殆どはかなり簡単で自己説明的です。最も複雑な行はqt_enable_key()関数で、故にこれをより
精密に見てみましょう。

 void qt_enable_key(channel_t channel, aks_group_t aks_group, threshold_t detect_threshold,
  hysteresis_t detect_hysteresis);

ﾊﾟﾗﾒｰﾀは次の通りです。

Channel = ｷｰ感知器が使用する接触ﾁｬﾈﾙ
aks_group = (もしあれば)感知器があるAKS群
detect_threshold = 感知器検出閾値
detect_hysteresis = 感知器検出ﾋｽﾃﾘｼｽ値

滑動部と輪の宣言は以下のような同様のﾊﾟﾗﾒｰﾀを持ちます。 

void qt_enable_slider(
 channel_t from_channel,
 channel_t to_channel,
 aks_group_t aks_group,
 threshold_t detect_threshold,
 hysteresis_t detect_hysteresis,
 resolution_t position_resolution,
 uint8_t position_hysteresis);

void qt_enable_rotor(
 channel_t from_channel,
 channel_t to_channel,
 aks_group_t aks_group,
 threshold_t detect_threshold,
 hysteresis_t detect_hysteresis,
 resolution_t angle_resolution,
 uint8_t angle_hysteresis);

滑動部と輪の宣言は更にいくつかのﾊﾟﾗﾒｰﾀを持ちます。

from_channel - 回転子感知器の先頭ﾁｬﾈﾙ
to_channel - 回転子感知器の最後のﾁｬﾈﾙ
aks_group - (もしあれば)感知器があるAKS群
detect_threshold - 感知器検出閾値
detect_hysteresis - 感知器検出ﾋｽﾃﾘｼｽ値
position_resolution - 報告される位置値の分解能
angle_resolution - 報告される角度値の分解能
position_hysteresis - 報告される位置値のﾋｽﾃﾘｼｽ
angle_hysteresis - 報告される角度値のﾋｽﾃﾘｼｽ
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4.5. 課題5 : ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの使用

4.5.1. 序説

ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは様々な接触感知器情報をｺﾝﾋﾟｭｰﾀで走行しているQTouch Studioへ伝達するのに使用されます。XMEGAで
見られるようにﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｽはﾌｧｰﾑｳｪｱで完全に実装されます。これはﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ目的用にだけ追加されるべきです。ここでは、接
触ﾃﾞｰﾀを転送するためにﾋﾞｯﾄ ﾊﾞﾝｸﾞSPI規約が実装されています。

4.5.2. ｺｰﾄﾞ構成設定

ｿｰｽ ﾌｧｲﾙの追加

・ QDebug.c
・ QDebugTransport.c
・ eeprom_access.c
・ BitBangSPI_Master.c

1. QDebug.c、QDebugTransport.c、eepromaccess.cはdebugﾌｫﾙﾀﾞで得られます。BitBangSPI_Master.cはTask5ﾌｫﾙﾀﾞで得られます。

2. ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは様々な接触感知器情報をATMEL QTouch Studioが走行しているｺﾋﾟｭｰﾀに伝達するのに使用されます。

3. AVR StudioのSolution explorerﾀﾌﾞで、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを右ｸﾘｯｸしてAdd Existing File(既存ﾌｧｲﾙ追加)を選び、そしてBitBangSPI_Maste 
r.cｿｰｽ ﾌｧｲﾙを選択してください。代わりに、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名上にこのｿｰｽ ﾌｧｲﾙをﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟすることができます。

4. ATMELのQT600ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ基板とQTouch StudioはQTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘに基づくどの応用からも接触ﾃﾞｰﾀを読むのに使用することが
できます。ここでは通信ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽとしてﾋﾞｯﾄ ﾊﾞﾝｸﾞSPIを使用します。

5. Project propertiesｳｨﾝﾄﾞｳを開き、Tool Chainﾀﾌﾞを選択してAVR/GNU C Compiler下のDirectories任意選択をｸﾘｯｸし、4つのﾌｧｲ
ﾙ全てに対して正しいﾊﾟｽを指定(相対ﾊﾟｽを入力)してください。ﾌｫﾙﾀﾞ ﾊﾟｽがReleaseとDebugの両項目で内包されるのを確実にし
てください。

ｲﾝｸﾙｰﾄﾞ ﾌｧｲﾙ追加

main.cﾌｧｲﾙで/* now include the debug files....................*/:ﾗﾍﾞﾙの下に以下のﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙをｲﾝｸﾙｰﾄﾞしてください。

 #include "QDebug.h"
 #include "QDebugTransport.h"

独自任意選択

1. Project propertiesｳｨﾝﾄﾞｳを開き、Tool chainﾀﾌﾞに切り替え、Configuration項目をReleaseに選択してAVR/GNU C Compiler下の
Symbols任意選択を選択してください。以下のﾌﾗｸﾞを追加してください。

 _DEBUG_INTERFACE_

2. 同様にConfiguration項目をDebugに設定して上のﾌﾗｸﾞを追加してください。

ﾌﾗｸﾞの包含

1. Project propertiesｳｨﾝﾄﾞｳを開き、Tool chainﾀﾌﾞに切り替え、Configuration項目をReleaseに選択してAVR/GNU Assembler下の
General任意選択を選択してください。

Assembler flagsに以下のﾌﾗｸﾞを追加してください。

-Wall
-gdwarf-2
-std=gnu99
-Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields
-fpack-struct
-fshort-enums
-D_QTOUCH_
-DQTOUCH_STUDIO_MASKS
-DQT_NUM_CHANNELS=16
-D_ROTOR_SLIDER_
-DSNS1=H
-DSNSK1=F
-DSNS2=K
-DSNSK2=J
-DQT_DELAY_CYCLES=1
-D_DEBUG_INTERFACE
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにこれらを追加している時にﾌﾗｸﾞ間に1つの空白を置いてください。

2. 同様にConfiguration項目をDebugに設定して上のﾌﾗｸﾞを追加してください。

ｺｰﾄﾞ追加

1. QDebugSettings.hﾌｧｲﾙに於いて、ﾗﾍﾞﾙ/* Define Custom project as the project id of the virtual kit */の下に以下の形式と同様
にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄID(課題3の仮想ｷｯﾄ画像に与えられたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄID)を追加してください。

 #define CUSTOM_PROJECT Project ID (仮想ｷｯﾄに与えられたID)

2. ﾗﾍﾞﾙ"// Set up project info"の下にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄIDを割り当ててください。

 #define PROJECT_ID CUSTOM_PROJECT

3. 通信規約を定義してください。この実地訓練ではﾋﾞｯﾄ ﾊﾞﾝｸﾞSPI規約を使用します。/* Edit project Info */の下に

 #define QDEBUG_SPI_BB

4. BitBangSPI_Master.hﾌｧｲﾙに於いて、ﾋﾞｯﾄ ﾊﾞﾝｸﾞSPIﾋﾟﾝ、ﾎﾟｰﾄ、そしてｸﾛｯｸ周波数が正しく定義されていることを確認してください。

5. main.cで、ﾗﾍﾞﾙ/* Initialize debug protocol */の下にこの1編のｺｰﾄﾞを追加してください。

 #ifdef _DEBUG_INTERFACE_
  QDebug_Init();
 #endif

6. main.cで、ﾗﾍﾞﾙ/* send debug data */の下にこの1編のｺｰﾄﾞを追加してください。

 #ifdef _DEBUG_INTERFACE_
  QDebug_SendData(status_flag);
 #endif

7. main.cで、ﾗﾍﾞﾙ/* Process commands from PC */の下にこの1編のｺｰﾄﾞを追加してください。

 #ifdef _DEBUG_INTERFACE_
  QDebug_ProcessCommands();
 #endif

QDebug_ProcessCommands();はｺｰﾄﾞに於いて2度呼ばれます。

最適化ﾚﾍﾞﾙがReleaseとDebugの両項目で量最適化(-Os)に形態設定されていることを確実にしてください。この処置を抜かす
ことは構築異常を引き起こします。構築異常ﾒｯｾｰｼﾞは定数値が必要とされることを示します。

ｺｰﾄﾞを構築

1. これは異常や警告なしで成功裏に構築されるでしょう。

2. さあ、課題1で示されるようにｷｯﾄを接続してください。

3. ｺｰﾄﾞをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞして(書き込んで)ください。

4. ATMELのQTouch Studioを始動して分析(Analysis)動作形態に切り替えてください。

5. あなたのｷｯﾄが接続になっているかを調べてください。

6. 分析動作形態に切り替えてStart Reading釦をｸﾘｯｸしてください。

7. 接触を検知してQTouch Studioでそれを見ることができるか否か検査してください。Data viewに於いて基準、信号、差分の値と各
感知器の状態を見ることができます。
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4.6. 課題6 : 分析動作形態

4.6.1. 序説

分析動作形態は接続されたｷｯﾄの尺度調整可能な画像を持ちます。それは釦押下、輪使用、滑動部使用のような接触事象を
見せます。仮想ｷｯﾄ視野ｳｨﾝﾄﾞｳ内のﾂｰﾙﾊﾞｰは拡大、縮小、自動適合、自動ｺｰﾄﾞ生成操作を実行するのに使用されます。

分析動作形態はControl view内のﾗｼﾞｵ釦を使用することによって選択することができます。ATMELのQTouch StudioはAVR 
QTouchｷｯﾄがPCに接続された時にそれに割り当てる感知器へのﾁｬﾈﾙを読み出します。この情報を使用して、ｷｯﾄの画像が更
新されます。

課題1の間に説明されたように、明るい灰色で表示された感知器は不活性で、明るい茶色で表示された感知器は活性な感知
器です。活性な感知器への接触が検知される時は必ず、使用者が接触した感知器の場所を示す、満たされた円が描かれま
す。満たされた円は差分が増す時に増加し、閾値に達した時に色を変えます。

活性な感知器への接触がもはや検知されないと、感知器の色は再び明るい茶色に戻ります。使用者は分析動作形態で感知
器形態設定任意選択(sensor configuration options、非設計任意選択)とｷｯﾄ形態設定任意選択(kit configuration options、非
設計任意選択)を編集することができます。

4.6.2. ｷｯﾄ/感知器の形態設定

隣接ｷｰ抑制(AKS:Adjacevt Key Suppression)

1. Kit/Sensor Configurationｳｨﾝﾄﾞｳを開き、釦0(Button 0)を選択し、AKS GroupをAKS_GROUP_1として形態設定してください。

2. 同様に、釦5(Button 5)と釦9(Button 9)をAKS_GROUP_1として形態設定してください。

3. 今や、3つ全ての釦を同時に接触した場合に、1つだけが検知されます。

図4-31. ｷｯﾄ/感知器形態設定の変更

高い感度のために感知器が共に閉じまたは設定される設計では、接触がそれらの近くの場合に多数の感知器が同時に検出
を報告するかもしれません。意図した単一接触の決定を応用に許すため、接触ﾗｲﾌﾞﾗﾘはAKS群に或る感知器数を形態設定
する能力を使用者に提供します。

感知器の1群が同じAKS群の時は、最も強い最初の感知器だけが検出を報告します。感知器が報告する検出は、例え別の感
知器の差分がより強くなっても、検出の報告を続けます。その感知器はそれの差分がそれの検出閾値以下に下がるまで検出
に留まり、その後、AKS群内の何れかの更なる感知器が未だ検出なら、最も強いものが検出を報告します。

それ故、その時々に於いて、各AKS群から唯一の感知器だけが検出で報告されます。

図4-31.で示されるように全体と感知器の実行時ﾊﾟﾗﾒｰﾀを変更してください。
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検出閾値

1. Kit/Sensor Configurationｳｨﾝﾄﾞｳを開き、何れかの感知器を選び、検出閾値の値を変更してください。

2. 異なる値でその感知器の感度がどう変わるかを観測してください。

3. より低い値はより感度が高い感知器になります。

感知器の検出閾値は潜在的な接触検出としての資格を与えるためのそれの基準ﾚﾍﾞﾙ以下に低下しなければならないその信
号の大きさを定義します。これは3～255の範囲を持ちます。

全ての形態設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀのより多くの詳細についてはQTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ使用者の手引きを参照してください。

最大ON持続時間

1. ViewﾒﾆｭｰをｸﾘｯｸしてGraph Viewをｸﾘｯｸしてください。QTouch Graph viewｳｨﾝﾄﾞｳが開きます。

2. ﾁｬﾈﾙ0に設定されたﾃﾞｰﾀを選択して接触で何が起こるかを観察してください。

図4-32. 最大ON持続時間=0

3. 最大ON持続時間が0の時に持続時間の発端となる間に接触が起きた場合、感知器は検出に留まります。

4. Kit/Sensor Configurationｳｨﾝﾄﾞｳを開いてください。

5. 最大ON持続時間を30に変更してください。すると6秒後に感知器は自動的に再校正されます。

図4-33. 最大ON持続時間=30

予期せず物体が感知器に接触して間隔の発端となる間の接触検出に帰着した場合、通常、多分数秒の時間遅延後に、その
機能を回復するために感知器を再校正することが望まれます。最大ON持続時間計時器はこのような検出を監視します。
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4.7. 課題7 : 設計確認

4.7.1. 序説

設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞ(Design Validation Wizard)はｷｯﾄから受信した値を測定して記録することによって設計を確認するのに使用される
ﾂｰﾙです。

4.7.2. 設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞの使い方

1. ｷｯﾄを接続して接触ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ作業を開始してください。

2. ATMELのQTouch Studioを始動してToolsﾒﾆｭｰから設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞ(Desig 
n Validation Wizard)を開始してください。

図4-34. 設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞの選択

3. 設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞ(Design Validation Wizard)が開きます。

図4-35. 設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞ

4. 最初のﾍﾟｰｼﾞに於いて、どの感知器の接触もなしにMeasure釦のｸﾘｯｸをあなたに求めます。その指示に従ってください。

5. Nextをｸﾘｯｸしてその後の指示に従ってください。

6. 最後に於いて、各感知器についての詳細を持つ要約と推奨設定を得るでしょう。

7. これらの推奨設定をｷｯﾄまたはﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌｧｲﾙのどちらかに書くことができます。

8. 設計とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌｧｲﾙを保存し、変更が行われたかを見るために再びそれらを改めて開いてください。
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4.8. 課題8 : ﾃﾞｰﾀの記録と分析

ﾃﾞｰﾀの記録

1. 自動読み取り開始(Auto-start Reading)任意選択がﾁｪｯｸされている場合、ATMELのQTouch Studioはｷｯﾄが接続された時に接触
ﾃﾞｰﾀ読み込みを自動的に開始します。

2. 未ﾁｪｯｸなら、QTouch Studioに接触ﾃﾞｰﾀ読み込みを始めさせるためにStart Reading釦をｸﾘｯｸしなければなりません。ﾌｧｲﾙへの
ﾃﾞｰﾀ記録(Log data to file)ﾁｪｯｸ ﾎﾞｯｸｽのﾁｪｯｸはQTouch Studioにｷｯﾄから読んだﾃﾞｰﾀを記録させます。

3. 使用者がStop Reading釦をｸﾘｯｸした、またはｷｯﾄがPCから切断されたかのどちらかのために、読み込みが停止すると直ぐに、記録
されたﾃﾞｰﾀを保存するために位置とﾌｧｲﾙ名を使用者に指定させるためのﾀﾞｲｱﾛｸﾞが立ち上がります。

4. Cancel釦のｸﾘｯｸが単に記録した全ﾃﾞｰﾀを破棄してﾀﾞｲｱﾛｸﾞを閉じることに注意してください。

分析とﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ

1. 新しいEXCELの集計用紙を開いて記録され
たﾃﾞｰﾀからﾃﾞｰﾀをｲﾝﾎﾟｰﾄしてください。

2. 分離子としてﾀﾌﾞとｾﾐｺﾛﾝを選択してﾌｧｲﾙを保
存してください。

3. 記録したﾃﾞｰﾀの分析と変化の観測を手助け
する図表を作成することもできます。Formatte 
d_Log_Chartと名付けられたEXCELの集計用
紙に於いて、描写として図表の形式でﾁｬﾈﾙ4
に対する差分の変化を観察することができま
す。

図4-36. ﾃﾞｰﾀのｲﾝﾎﾟｰﾄ
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5. 要約
この実地訓練の主な目的はQT600構成を使用してATMELのQTouch SuiteとATMELのQT600ｷｯﾄを使う方法を学ぶことでした。

・ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成設定
・ 有り合わせからのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ作成とﾗｲﾌﾞﾗﾘや他のﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙのｲﾝｸﾙｰﾄﾞ
・ 仮想ｷｯﾄ作成、ﾋﾟﾝ形態設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞの使用、技術任意選択の形態設定
・ 全体任意選択の形態設定と感知器の許可
・ 釦、滑動部、輪の追加
・ 分析動作形態の使用
・ 設計確認ｳｨｻﾞｰﾄﾞの使用
・ ﾃﾞｰﾀの記録と分析

加えて、ATMELのQTouch Studio GUIの使い方、Cｺｰﾄﾞの書き方、ｺｰﾄﾞのﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ、ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ(書き込み)の方法を学びまし
た。

注: この実地訓練でのｲﾝｸﾙｰﾄﾞ ﾌｧｲﾙと他のｿｰｽ ﾌｧｲﾙの全てはATMELのQTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ 4.3.1版から取られています。新しいﾗｲﾌﾞ
ﾗﾘ版が公開された場合、それからの最終版ﾌｧｲﾙを使用してください。

6. ATMEL技術支援ｾﾝﾀｰ
ATMELは以下の利用可能な多数の支援ﾁｬﾈﾙを持ちます。

・ ｳｪﾌﾞ入り口 : http://support.atmel.no/ 全てのATMELﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
・ Eﾒｰﾙ : touch@atmel.com 全ての接触製品
・ Eﾒｰﾙ : avr@atmel.com 全てのAVR製品
・ Eﾒｰﾙ : avr32@atmel.com 全ての32ﾋﾞｯﾄAVR製品

以下のｻｰﾋﾞｽへのｱｸｾｽを得るにはｳｪﾌﾞ入り口で登録してください。

・ 豊富なFAQﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽへのｱｸｾｽ
・ 技術支援要請の容易な依頼
・ あなたの過去の全支援要請の履歴
・ ATMELﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ時事通信
・ 利用可能な練習と練習材料についての情報

http://support.atmel.no/
mailto:touch@atmel.com
mailto:avr@atmel.com
mailto:avr32@atmel.com
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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。

青字の部分はﾘﾝｸとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。
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