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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。

AVR351 :�RC発振器の走行時校正と補償

1. 序説
温度に対する周波数変動のため、ｼｽﾃﾑ温度が時間に対して変化する場合、可能な最良の精
度を達成するために、AVRのｸﾛｯｸ源は動作温度でまたは走行時に校正されるべきです。

新しい電池監視ﾃ゙ﾊ゙ｲｽの多く、例えばATmega16HVAは非常に正確なｸーﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換
器を持ち、故に可能な最良の結果を達成するのに正確な時間基準が必要です。それらは保
護回路も持ち、故に最小電力消費のために低電力ｸﾛｯｸ源が必要です。発振器、識票ﾊ゙ｲﾄ、
内部温度感知器と発振器採取ｲﾝﾀーﾌｪーｽがこれを成し遂げるための方法を提供します。

これらのﾃ゙ﾊ゙ｲｽに於ける発振器は低速RC、超低電力RCと高速RCの発振器です。低速RC発
振器は温度に対して非常に予測可能な動きを持ち、従って他の発振器の走行時校正に使用
することができます。いくつかのﾃ゙ﾊ゙ｲｽに於いて、これはｸーﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器にも使用する
ことができます。超低電力RC発振器は非常に低い消費電力を持ち、可能な最低ｼｽﾃﾑ消費電
力を可能にし、故に電池保護を理想的にします。いくつかのﾃ゙ﾊ゙ｲｽに於いて、これはｸー ﾛﾝ 
ｶｳﾝﾀA/D変換器にも使用することができます。最後の発振器はAVRｺｱに関係するｼｽﾃﾑの部
分、例えばｺｱ、ﾌﾗｼｭ ﾒﾓﾘ、EEPROMとﾀｲﾏなどに配線される高速RC発振器です。

2. 動作の理屈
AVRﾃ゙ﾊ゙ｲｽに於けるｸﾛｯｸ源の校正は直接的に周波数を調整するか、または実際の周波数を
測定してそれに対して補償するかのどちらかによって行われます。この応用記述は電池監視
ﾃ゙ﾊ゙ｲｽの様々な発振器の特性と使い方、校正がどう実行されるかを記述します。新しい電池監
視ﾃ゙ﾊ゙ｲｽ、例えばATmega16HVAはｸﾛｯｸ周期の容易な測定と校正に用いられる、発振器採取
ｲﾝﾀーﾌｪーｽと呼ばれる部署を持ちます。

2.1. 発振器採取ｲﾝﾀーﾌｪーｽ

発振器採取ｲﾝﾀーﾌｪーｽ(OSI)はｼｽﾃﾑ ｸﾛｯｸに対する入力ｸﾛｯｸの周期測定を手助けする部署
です。OSIは選択したこの信号の入力と出力を前置分周します。この前置分周したｸﾛｯｸ出力は
OSI制御/状態ﾚｼ゙ｽﾀ(OSICSR)内の発振器採取ｲﾝﾀーﾌｪーｽ状態ﾌﾗｸ゙(OSIST)を読むことによっ
て直接的に見ることができますが、最大の精度のために接続されているﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀの捕獲入
力機能を起動するのに使用されるべきです。例えばATmega16HVAでは、128分周の前置分
周を持つOSIへの入力として、低速RCまたは超低電力(ULP)RCの発振器を選択することがで
き、周期の捕獲にﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0が使用されます。

2.2. 低速RC発振器

低速RC発振器は温度に対して予測可能な周波数変動を持ち、校正やｸーﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換
器に対する基準としての正確なｸﾛｯｸを提供します。製品からは以下の2つのﾊ゚ﾗﾒーﾀが分かり、
(これらは)識票列に格納されています。

・ 製造検査に於ける高温(一般的に75℃または85℃)での低速RC発振器周波数 (低速RC発
振器周期語)

・ 低速RC発振器温度変動係数 (低速RC発振器温度変化予測値語)

これらのﾊ゚ﾗﾒーﾀを知り、ﾁｯﾌ゚上温度を測定することにより、実際の低速RC発振器周波数は動
作領域内のどの温度に対しても走行時に判断することができます。

この応用記述で示される校正の仕組みを使用することで、低速RC発振器周波数は指定された
温度範囲に対して1%よりも小さな誤差で判定することができます。低速RC発振器はいくつかの
ﾃ゙ﾊ゙ｲｽに於いてｸーﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器に対しても使用されます。

要点
■ 校正に於ける発振器採取ｲﾝﾀーﾌｪーｽの使い方
■ 低速RC発振器周波数予測
■ 超低電力RC発振器周波数測定
■ 高速RC発振器校正
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2.2.1. 現在温度での低速RC発振器周期計算

例えばATmega16HVAに於ける低速RC発振器周期の計算式は式2-1.で与えられます。

2.3. 超低電力RC発振器

超低電力(ULP)RC発振器は電池保護、ｳｫｯﾁﾄ゙ｯｸ゙ ﾀｲﾏとﾘｾｯﾄ回路に使用される非常に低い電力のｸﾛｯｸを提供し、いくつかのﾃ゙ﾊ゙ｲ 
ｽでｸーﾛﾝ ｶｳﾝﾀA/D変換器(CC-ADC)にも使用することができます。これの周波数は温度と製法で変動し、それに対する補償を必要
とします。推奨される方法は両周期を測定するために高速RC発振器を使用して計算した基準の低速RC発振器と(ULP発振器の)実
際の周期とを比較し、低速RC発振器周期からULP RC発振器周期を計算することです。

高温(一般的に75℃または85℃)での公称周期は識票列にも格納されています。この値はULP発振器周波数の大雑把な見積もりを
与え、(ULPｸﾛｯｸを)必要とする(精度が)あまり重要でない部署、例えば電池保護ﾀｲﾐﾝｸ゙の判定に対して更なる補償なしに(ULP発振
器を)使用することができます。

2.3.1. 低速RC発振器に対する超低電力RC発振器測定

式2-1.は基準としての低速RC発振器でULP RC発振器周期を測定して計算する式を示します。

TSlowRC(μs) =
低速RC発振器周期語÷低速RC発振器温度変化予測値語×(T÷THOT)÷64

1024

式2-1. 低速RC発振器の実際のｸﾛｯｸ周期

TULPRC(μs) = TSlowRC×
前置分周されたULP RCｸﾛｯｸn周期でのCPU周期数
前置分周された低速RCｸﾛｯｸn周期でのCPU周期数

式2-2. 超低電力RC発振器ｸﾛｯｸ周期の計算

2.4. 高速RC発振器

高速RC発振器はCPUｺｱ、SRAM、ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ、EEPROM、電圧A/D変換器(V-ADC)とその他の入出力部署に対するｸﾛｯｸです。始
動で高速RC発振器校正ﾊ゙ｲﾄが識票列から高速RC発振器校正ﾚｼ゙ｽﾀ(FOSCCAL)へ自動的に格納(設定)されます。これはATMEL
製造での校正値で、既定ｸﾛｯｸ前置分周で25℃または高温(75℃または85℃)のどちらかで1MHz±4%を与えることを保証します。AT 
mega16HVAに関してFOSCACL値に対する高速RC発振器周波数は図2-1.で図示されます。

高速RC発振器はいくつかの応用、例えば非同期直列通信、特に温度が予測校正と非常に異なる、または変化する場合、校正を必
要とするかもしれません。これは例えばこの応用記述で記述されるように低速RC発振器に対して走行時(校正)を行うことができます。
高速RC発振器周波数は公称周波数の10%以上に(これがﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘとEEPROMのｱｸｾｽ失敗を引き起こすかもしれないので、)決し
て校正されるべきでないことに注意してください。

図2-1. 校正付き高速RC発振器周波数 対 FOSCCAL値
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既定のFOSCCAL値は(8分割領域中の或る)領域の半分以下であるように選択されます。従って全温度範囲に対して発振器周波数
を8MHzに校正するのに、既定領域とその下の1つの領域の使用で充分です。2つの領域間移動時の大きな周波数変化を避けるた
め、高速RC発振器校正区分値も識票列に格納されています。これは既定領域内の最低値よりも低い周波数を与える最初の(先頭) 
FOSCCAL値で、高速RC発振器校正時に使用されるべきです。
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代表的な校正手順は"前置分周された低速RC周期数nでのCPUｸﾛｯｸ数"測定と、この値の式2-3.を変形して実際の温度と望む高速
RC発振器周期で計算された低速RC発振器周期の代入によって得られる基準との比較を結合します。そしてFOSCCALが補正され
新規の測定が行われます。これは最良の値が得られるか、または充分な精度が達成されるまで繰り返されます。

ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0捕獲入力の起動にOSIｲﾝﾀーﾌｪーｽが使用されるので、この手順はCPUの観点からあまり資源を消費しません。けれども、
高速RC発振器が校正中に走行していなければならないので、ﾁｯﾌ゚は最も深い休止形態(ﾊ゚ﾜー ｾー ﾌ゙)で動くことができません。従って
実際の必要を越える延ばされた校正は不必要な電力消費を増やすかもしれません。

2.5. 内部温度感知器

ATmega16HVAは電圧A/D変換器で採取することができる内部温度感知器を持っています。正確な温度結果を得るためのﾙー ﾁﾝが
実演に含まれていますが、より多くの詳細に関する読者はAVR353応用記述を指示されます。

3. 実装
この応用記述は周波数の計算、測定、校正用のﾙー ﾁﾝを持つｿーｽ ｺー ﾄ゙を含みます。これはATMELのｳｪﾌ゙ｻｲﾄからZIP書庫として
ﾀ゙ｳﾝﾛー ﾄ゙することができます。このｿーｽは計算と支援用ﾙー ﾁﾝの両関数から成るｺー ﾄ゙を含ます。ｺー ﾄ゙はｿーｽ資料(「ｿーｽ資料」章をご覧
ください)を持ち、一方本項はより上の段階でｺー ﾄ゙を実証します。

3.1. 識票ﾊ゙ｲﾄ

ATmega16HVAは広大な識票列ﾃ゙ ﾀーを含んでいます。全ての識票ﾊ゙ｲﾄを定義するﾌｧｲﾙは識票ﾊ゙ｲﾄを読むためのﾏｸﾛと共にｿーｽ 
ｺー ﾄ゙で提供されます。本応用では関連するﾊ゙ｲﾄだけが使用されます。

3.2. 温度測定

低速RC発振器周期計算はﾁｯﾌ゚上またはｼｽﾃﾑの温度測定が必要です。実際の電池応用に於いて、通常、これは割り込み制御され
た電圧A/D変換(V-ADC)測定の一部ですが、本応用に於いては内部温度感知器採取用の関数が提供されます。正確な測定を保
証するために、識票列からの工場校正で基準電圧を校正するための関数が提供されています。V-ADC、温度測定と基準電圧のより
多くの詳細についてはAVR353応用記述をご覧ください。

3.3. 発振器採取ｲﾝﾀーﾌｪーｽ

OSIはﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0での捕獲事象を生成するのに使用されますが、A/D変換の測定と通信に必要とする資源の使用を避けるために、
実際の割り込みを使用する代わりに捕獲割り込み要求ﾌﾗｸ゙をﾎ゚ ﾘーﾝｸ゙します。そのような(割り込み)を望むなら、これは割り込み制御
に書き換えることができます。前置分周されたOSIｸﾛｯｸ数(この場合は8)でのCPUｸﾛｯｸ数測定用の専用ｻﾌ゙ﾙー ﾁﾝが内包され、ULP 
RC発振器測定と高速RC発振器校正に使用されます。

3.4. 低速RC発振器周期計算

低速RC発振器周期は提供された関数へのﾁｯﾌ゚上温度入力によって計算され、そしてこれは結果が1024で割られないことを除いて、
周期計算に式2-1.を使用します。これは精度を増し、ｼｽﾃﾑ周波数が1MHzと違う場合を除き、どんな尺度調整もなしに高速RC発振
器を校正するのに直接使用されるべき結果を可能にします。この結果の式は式3-1.で示されます。

2.4.1. 発振器採取ｲﾝﾀーﾌｪーｽを使用する低速RC発振器に対する高速RC発振器の走行時校正

TFastRC(μs) = TSlowRC×
128×n

前置分周された低速RCｸﾛｯｸn周期でのCPU周期数

式2-3. 高速RC発振器周期

n = 前置分周された低速RC発振器周期数

TSlowRC(μs×1024) = 低速RC発振器周期語÷低速RC発振器温度変化予測値語×(T÷THOT)÷64
式3-1. 使用する低速RC発振器ｸﾛｯｸ周期

3.5. ULP RC発振器測定

ULP RC発振器の周期はOSIで低速RC発振器に対して測定されます。低速RC発振器周期はULP RC発振器関数への入力で、その
後に前置分周された8 OSI低速RC発振器とULP RC発振器の両周期を測定します。最後にULP RC発振器周期は式2-2.から計算さ
れますが、低速RC発振器周期が1024で割られないので、ULP RCの結果もまた1024で割られません。
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3.6. 高速RC発振器校正

高速RC発振器は低速RC発振器に対して校正されます。この関数は入力として低速RC発振器周期を取り、現在のFOSCCAL値から
直線的に探します。始めに検索方向が決められ、その後に高速RC発振器周波数が目的に達するまでその方向でFOSCCALが補正
されます。その後、その点での誤差が直前のFOSCCAL値での誤差と比較され、最小誤差が与えられる値が選択され、成功値が返さ
れます。上位側から下位側へとその逆で飛ぶ時に周波数段差を避けるために、識票列からの高速RC発振器校正区分値が使用され
ます。この2つの区分(領域)が全温度に対してFOSCCAL値を見つけるための充分な検索範囲を提供するので、上側または下側の
限界に出会った場合に検索は中止され、既定FOSCCAL値が格納(設定)されて、失敗符号が返されます。

この関数用の流れ図が図3-1.で示されます。

図3-1. 高速RC発振器校正用流れ図
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4. ｿーｽ資料
完全なｿーｽ資料についてはｺー ﾄ゙と共に提供されたreadme.htmlをご覧ください。完全なｺﾝﾊ゚ｲﾗ情報、設定とﾃ゙ﾊ゙ｲｽ情報もそれらで提
供されます。
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