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AVR327

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。

AVR327 :�ATtiny用精密ｿﾌﾄｳｪｱ直列送信部

1. 序説
この応用記述は非同期直列通信で使用するための直列通信送信部ｿﾌﾄｳｪｱ ﾄ゙ﾗｲﾊ゙を記述し
ます。

出力ﾋ゚ﾝで直列送信部を作成するｿﾌﾄｳｪｱ法は良く知られています。ﾋ゙ｯﾄ ﾀｲﾐﾝｸ゙のｿﾌﾄｳｪｱ付
随負荷と与えられたﾋ゙ｯﾄに対する状態の決定は各ﾋ゙ｯﾄ区部でﾀｲﾐﾝｸ゙誤差を誘引します。

ｺー ﾄ゙実行と割り込み遅延によって誘引されたこれらの誤差は、その誤差が単一ﾋ゙ｯﾄ区部の時
間の非常に小さな端数しか表さないので、より低いﾎ゙ ﾚーー ﾄで受け入れ可能です。ﾎ゙ ﾚーー ﾄが増
加する時にこれらの誤差は通常、それらのｿﾌﾄｳｪｱ直列送信部の形式をより低いﾎ゙ ﾚーー ﾄに制
限する、ﾋ゙ｯﾄ区部時間の大きな割合になります。

この応用記述はより高いﾎ゙ ﾚーー ﾄで実装されるｿﾌﾄｳｪｱ駆動直列送信部を許し、それらのﾀｲﾐﾝ 
ｸ゙誤差を除去ためにATMEL tinyAVR®のﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀの特性を組み入れる方法を提供します。

2. 事前必要条件
この資料で検討される解決策は以下の技能と技術の基本的な習熟が必要です。より多くを学
ぶには8章の「参照」を参照してください。

・ 組み込み系用Cﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾐﾝｸ゙
・ ATMEL AVR Studio® 4または5
・ ATMELのﾃ゙ﾊ゙ｯｶ゙、ATMEL AVR JTAGICE mkⅡまたはATMEL AVR JTAGICE 3
・ ATtinyのﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ比較出力動作形態の理解

3. 制限
・ 8MHzのCPUｸﾛｯｸ速度で57.6kﾎ゙ まーでを支援
・ 送信部出力は比較出力ﾋ゚ﾝの1つでなければなりません。
・ 1つの割り込みを使用

4. 資源の必要条件

要点
■ ATMEL® AVR® ATtiny84Aﾃ゙ﾊ゙ｲｽを使用
■ 8MHzのATtinyで57.6kﾎ゙ｰ
■ ｿﾌﾄｳｪｱ直列送信部でのｺーﾄ゙遅延の影響を除去
■ 使用者の応用ｺーﾄ゙へ容易に統合
■ 少量のｺーﾄ゙を使用

表4-1. 周辺機能の必要条件

周辺機能 ﾋ゚ﾝ 形態設定可能

比較出力部を持つ
1つの16ﾋ゙ｯﾄ ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ

OC1A
はい、OC1B使用可能。ﾎ゙ ﾚーー ﾄ分割部が255よりも小さ
ければ8ﾋ゙ｯﾄ ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀを使用することもできます。

表4-2. ﾒﾓﾘの必要条件 (注)

ﾒﾓﾘ 代表的な大きさ

ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑ 482

ﾃ゙ ﾀー 17

内部EEPROM 不要

注: 正確なﾒﾓﾘ必要条件はｺﾝﾊ゚ｲﾗ版、最適化ﾚﾍ゙ﾙなどのような要素の変化に依存します。
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5. 応用内へのﾄ゙ﾗｲﾊ゙統合
main関数はこのﾄ゙ﾗｲﾊ゙によって使用される資源のいくつかの初期化の実行が必要です。"init_TX"関数はこの目的用に提供され、
mainは単に必要とされるﾎ゙ ﾚーー ﾄ定数をそれに渡してそれを呼ぶことが必要です(様々なﾎ゙ ﾚーー ﾄに関する定義については"sio.h"ﾌｧｲ 
ﾙをご覧ください)。

表5-1. ﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ ﾌｧｲﾙ

sio.h sio.c用の定義と原型

ﾌｧｲﾙ名 説明

HASU_S4.aws AVR Studioﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ ﾌｧｲﾙ

precision_TX_target_demo.c 目的対象実演応用

sio.c 初期化とﾄ゙ﾗｲﾊ゙のﾙー ﾁﾝ

clock_changes.S ｸﾛｯｸ変更のためのｱｾﾝﾌ゙ﾘ言語ﾌｧｲﾙ

avr_compiler.h ｺﾝﾊ゚ｲﾗ用の定義とﾏｸﾛ

6. 解決策実演の構築と走行の方法
実演を走らせるには以下の項目が必要とされます。

・ ATMEL AVR STK®600ｽﾀーﾀ ｷｯﾄ
・ 外囲器(DIPまたはSOIC)に合ったATMEL ATtiny84用の配線ｶー ﾄ゙とｿｹｯﾄ ｶー ﾄ゙
・ ATMELのﾃ゙ﾊ゙ｯｶ゙
・ ATMEL AVR Studio 4または5
・ ｼﾘｱﾙ ﾎ゚ー ﾄ(またはUSB-ｼﾘｱﾙ ﾎ゚ー ﾄ ｹー ﾌ゙ﾙ)を持つｺﾝﾋ゚ｭーﾀ

実演応用はSTK600開発基板で走行することができます。STK600はDIP外囲器のﾃ゙ﾊ゙ｲｽに対してSTK600-RC014T-12配線ｶー ﾄ゙と
STK600-DIPｿｹｯﾄ ｶー ﾄ゙が必要です。SOIC外囲器については、STK600-RC014T-46配線ｶー ﾄ゙とSTK600-SOICｿｹｯﾄ ｶー ﾄ゙が必要で
す。

PC上で端末ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑを開始してください。ﾎ゙ ﾚーー ﾄを57.6kﾎ゙ にー設定してください。

www.atmel.comからAVR327.zipをﾀ゙ｳﾝﾛー ﾄ゙してください。作業ﾌｫﾙﾀ゙内にﾌｧｲﾙを解凍してください。AVR Studio 4でHASU_S4.awsﾌ゚ 
ﾛｼ゙ｪｸﾄ ﾌｧｲﾙを開くか、またはﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄをStudio 5内にｲﾝﾎ゚ ﾄーしてください。Studioﾎ゙ｯｸｽでﾃ゙ﾊ゙ｯｶ゙ ﾂー ﾙを選んでください。目的対
象ﾃ゙ﾊ゙ｲｽとしてATtiny84を指定してください。

ﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄを構築してください。AVR Studio 4または5でﾃ゙ﾊ゙ｯｸ゙動作形態に入ってください。応用を走らせてください。ﾒｯｾー ｼ゙の印が
端末ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑのｼﾘｱﾙ通信ﾎ゙ｯｸｽに現れるべきです。

7. 応用内へのﾄ゙ﾗｲﾊ゙統合
応用内へのこの送信部ﾄ゙ﾗｲﾊ゙統合は簡単です。あなたのﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄにsio.cとclock_changes.Sのｿーｽ ﾌｧｲﾙとsio.hﾍｯﾀ゙ ﾌｧｲﾙを追加し
てください。(あなたはあなたのﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ内にavr_compiler.hﾌｧｲﾙを既に持っているでしょう。)

mainｺー ﾄ゙は望むﾎ゙ ﾚーー ﾄ数をこの関数に渡して、ｼｽﾃﾑ初期化中に"init_TX"関数を呼ぶべきです。この関数はｸﾛｯｸを8MHzにして前
置分周器を1に変更する"clock_changes"関数を呼びます。

文字を送るために、使用者のｺー ﾄ゙はTxRDYﾌﾗｸ゙をﾎ゚ ﾘーﾝｸ゙してこのﾌﾗｸ゙が設定されるまで待つことが必要です。使用者ｺー ﾄ゙はその
後に送られるべき文字を関数に渡して"XmitByte"関数を呼ぶことができます。

8. 参照
・ ATMEL AVR Studio 5
・ ATMEL AVR Studio 4 (打ち切り)
・ ATMEL AVR JTAGICE mkⅡ
・ ATMEL AVR JTAGICE 3
・ ATMEL AVR STK600

http://www.atmel.com/microsite/avr_studio_5/default.asp?source=redirect
http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3353
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=17213&category_id=163&family_id=607&subfamily_id=2138&source=redirect
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254&category_id=163&family_id=690&subfamily_id=1561
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本応用記述はATMELのAVR327応用記述(doc8488.pdf Rev.8488A-02/12)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複す
る形容表現は省略されて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。

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。

© 2012 Atmel Corporation. 全権利予約済

ATMEL®、ATMELﾛｺ゙とそれらの組み合わせ、それとAVR®, AVR Studio®, STK®, tinyAVR®その他はATMEL Corporationの登録
商標または商標またはその付属物です。他の用語と製品名は一般的に他の商標です。

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ても、本資料を使用できない、または使用以外
で発生する(情報の損失、事業中断、または利益と損失に関する制限なしの損害賠償を含み)直接、間接、必然、偶然、特別、ま
たは付随して起こる如何なる損害賠償に対しても決してATMELに責任がないでしょう。ATMELは本資料の内容の正確さまたは
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。

Atmel Asia LimitedAtmel Corporation Atmel Munich GmbH Atmel Japan
2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
USA

TEL (+1)(408) 441-0311
FAX (+1)(408) 487-2600
www.atmel.com

Unit 01-5 & 16, 19F
BEA Tower, Millennium City 5
418 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG

TEL (+852) 2245-6100
FAX (+852) 2722-1369

Business Campus
Parking 4
D-85748 Garching b. Munich
GERMANY

TEL (+49) 89-31970-0
FAX (+49) 89-3194621

141-0032 東京都品川区
大崎1-6-4
新大崎勧業ﾋ゙ﾙ 16F
ｱﾄﾒﾙ ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ合同会社

TEL (+81)(3)-6417-0300
FAX (+81)(3)-6417-0370


	はじめに
	要点
	1. 序説
	2. 事前必要条件
	3. 制限
	4. 資源の必要条件
	5. 応用内へのﾄﾞﾗｲﾊﾞ統合
	6. 解決策実演の構築と走行の方法
	7. 応用内へのﾄﾞﾗｲﾊﾞ統合
	8. 参照



