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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。

Atmel AVR 8ﾋﾞｯﾄ ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AVR410 : tinyAVRとmegaAVRﾃﾞﾊﾞｲｽでのRC5赤外ﾘﾓｺﾝ受信器

応用記述
序説

殆どの音響と映像のｼｽﾃﾑは赤外ﾘﾓｺﾝと共に出荷されます。この応用記述は度々使用される
Philips/SonyのRC5符号化案用の受信器を記述します。

特徴

・ 安価

・ 1つの外部部品だけの簡素な設計

・ 1つの制御器ﾋﾟﾝだけが必要、どのAVR®ﾃﾞﾊﾞｲｽも使用可能

・ 量効率的なｺｰﾄﾞ

・ Atmel® tinyAVR®とmegaAVR®でのAtmel AVR415 RC5赤外ﾘﾓｺﾝ送信器と相補
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1. RC5符号化の仕組み
RC5符号は下図でみられるような14ﾋﾞｯﾄ語の両位相符号化信号です。先頭2ﾋﾞｯﾄは開始ﾋﾞｯﾄで常に”1”の値を持ちます。次のﾋﾞｯﾄは
ﾘﾓｺﾝ送信機で釦が押される度毎に交互反転される制御(Ctrl)ﾋﾞｯﾄです。これは釦が押されて保持されているか、または押されて継
続的に開放されているかのどちらかを決める容易な方法を与えます。

図1-1. RC5ﾌﾚｰﾑ形式

ST1 ST2 Ctrl S4 S3 S2 S1 S0 C5 C4 C3 C2 C1 C0

5つのｼｽﾃﾑ ﾋﾞｯﾄがｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽを保持し、故に正しいｼｽﾃﾑでだけ符号に対して応答します。通常、TVｾｯﾄはｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ 0、VTR
はｱﾄﾞﾚｽ 5を持ち、以下同様です。命令列は6ﾋﾞｯﾄ長で、ｱﾄﾞﾚｽ当たり64の異なる命令を許します。

命令$35がｼｽﾃﾑ5に送られる例と共に、ﾋﾞｯﾄは下図で示されるように(ﾏﾝﾁｪｽﾀ符号としても知られる)両位相符号で送信されます。

図1-2. 両位相符号化

論理0 論理1

図1-3. 送信の例

1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1

上図がAtmel ATtiny28ﾊｰﾄﾞｳｪｱ変調器に入る信号を示していることに注意してください。赤外LEDによって放射される実際の信号は
下図で示されるように或る搬送波周波数で変調されます。

図1-4. 変調前後の信号

1 1 0 01 1 0 0

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ
変調器

搬送波周波数

2. ﾀｲﾐﾝｸﾞ
ﾋﾞｯﾄ長は概ね1.8msです。符号は114ms毎に繰り返されます。雑音除去を改善するため、ﾊﾟﾙｽは36kHzで変調されます。これらのﾊﾟﾙ
ｽを受信する最も簡単な方法はSiemensのSFH 506-36のような集積赤外受信/復調器を使用することです。これは赤外線出力を受信
して出力ﾋﾟﾝで復調したﾋﾞｯﾄ列の出力を与える3ﾋﾟﾝのﾃﾞﾊﾞｲｽです。送信されたﾃﾞｰﾀと比べてﾃﾞｰﾀが反転されることに注意してくださ
い(換言すると、ﾃﾞｰﾀはｱｲﾄﾞﾙでHighです)。復調装置の出力はAVRﾃﾞﾊﾞｲｽのPD2に接続されます。この場合で復号された指令はﾎﾟｰ
ﾄBに出力されますが、この選んだﾎﾟｰﾄは容易に再設定可能です。

図2-1. RC5受信器

SFH 506-36

4MHz
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3. ｿﾌﾄｳｪｱ
AVR410.ASMで得られるｱｾﾝﾌﾞﾘ言語ｺｰﾄﾞはRC5復号ﾙｰﾁﾝを含みます。加えて、資源を初期化し、RC5ﾃﾞｰﾀを復号して受信した命
令をﾎﾟｰﾄBに出力するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例を含みます。

検出ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ

検出ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝが呼び出されると、それは最初にﾃﾞｰﾀ線が3.5msより長くｱｲﾄﾞﾙHighになるのを待ちます。その後、開始ﾋﾞｯﾄを検知す
ることができます。最初の開始ﾋﾞｯﾄのLow部分の長さが測定されます。131ms以内に開始ﾋﾞｯﾄが検出されない場合、またはLowﾊﾟﾙｽ
が1.1msよりも長い場合、ﾙｰﾁﾝは受信した命令なしを示して戻ります。

開始ﾋﾞｯﾄの測定はref1とref2の2つの基準時間を計算するのに使用され、そしてこれはﾃﾞｰﾀ線採取時に使用されます。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾀｲ
ﾐﾝｸﾞ同期のために毎ﾋﾞｯﾄの中間でのｴｯｼﾞを用います。このｴｯｼﾞの
3/4ﾋﾞｯﾄ長後に線が採取されます。これは次ﾋﾞｯﾄの前半の中央です
(右図をご覧ください)。そして、計時器が再び同期され、後続ﾋﾞｯﾄに
対してこの段階が繰り返されます。直前の同期端から5/4ﾋﾞｯﾄ時間内
に同期端が検出されない場合、これは欠落として検知され、ﾙｰﾁﾝが
終了します。全てのﾋﾞｯﾄが受信されると、命令とｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽが
"command"と"syst em"のﾚｼﾞｽﾀに格納されます。制御ﾋﾞｯﾄは
"command"のﾋﾞｯﾄ6に格納されます。

図3-1. ﾃﾞｰﾀの同期と採取

Lowﾊﾟﾙｽ測定
同期

3/4ﾋﾞｯﾄ時間後採取

表3-1. "detect"ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ性能表

項目 値

ｺｰﾄﾞ量(語) 72

実行周期数 N/A

使用ﾚｼﾞｽﾀ

下位ﾚｼﾞｽﾀ=3,
上位ﾚｼﾞｽﾀ=6,
全体ﾚｼﾞｽﾀ変数=6
ﾎﾟｲﾝﾀ=0

表3-2. "detect"使用ﾚｼﾞｽﾀ

ﾚｼﾞｽﾀ 出力内部

R1 inttemp:TIM0_OVFで使用(前置分周器) -

R2 ref1:ﾀｲﾐﾝｸﾞ情報保持 -

R3 ref2:ﾀｲﾐﾝｸﾞ情報保持 -

R16 temp:一時ﾚｼﾞｽﾀ -

R17 timerL:ﾀｲﾐﾝｸﾞ ﾚｼﾞｽﾀ(64μs単位) -

R18 timerH:ﾀｲﾐﾝｸﾞ ﾚｼﾞｽﾀ(16.384ms単位) -

R19 - system:ｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ

R20 - command:受信した命令

R21 bitcnt:受信ﾋﾞｯﾄ計数 -

ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0溢れ割り込み処理部

計時器割り込みの機能は必要とするﾀｲﾐﾝｸﾞに関してｸﾛｯｸ基準を生成することです。このﾙｰﾁﾝは64μs毎に"timerL"ﾚｼﾞｽﾀを、16.38 
4ms毎に"timerH"ﾚｼﾞｽﾀを増加します。

表3-3. "TIM0_OVF"割り込み処理部性能表

項目 値

ｺｰﾄﾞ量(語) 7

実行周期数 6+RETI

使用ﾚｼﾞｽﾀ

下位ﾚｼﾞｽﾀ=2,
上位ﾚｼﾞｽﾀ=2,
全体ﾚｼﾞｽﾀ変数=0
ﾎﾟｲﾝﾀ=0

表3-4. "TIM0_OVF"使用ﾚｼﾞｽﾀ

ﾚｼﾞｽﾀ 出力内部

R0 S:SREGの一時記憶 -

R1 inttemp:TIM0_OVFで使用(前置分周器) -

R17 timerL:ﾀｲﾐﾝｸﾞ ﾚｼﾞｽﾀ(64μs単位) -

R18 timerH:ﾀｲﾐﾝｸﾞ ﾚｼﾞｽﾀ(16.384ms単位) -

例ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

例のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾎﾟｰﾄを初期化し、計時器を構成設定して割り込みを許可します。そして、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは検出ﾙｰﾁﾝを呼び出す永遠の繰
り返しに入ります。ｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽが正しければ、命令がﾎﾟｰﾄBに出力されます。

表3-5. 全体性能表

項目 値

ｺｰﾄﾞ量(語) 79 ("detect"と"TIM0_OVF"), 96 (完全な応用記述)

使用ﾚｼﾞｽﾀ 下位ﾚｼﾞｽﾀ=4, 上位ﾚｼﾞｽﾀ=6, ﾎﾟｲﾝﾀ=0

使用割り込み ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0溢れ

使用周辺機能 ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0, ﾎﾟｰﾄDのPD2, ﾎﾟｰﾄB(例ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのみ)
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;***************************************************************************
;* ＡＶＲ 系 統 用 応 用 記 述
;* 
;* 番号 : AVR410
;* ﾌｧｲﾙ名 : "rc5.asm"
;* 表題 : RC5赤外ﾘﾓｺﾝ復号器
;* 日付 : 97.08.15
;* 版 : 1.0
;* 支援電話 : +47 72 88 43 88 (ATMELﾉﾙｳｪｲ)
;* 支援FAX : +47 72 88 43 99 (ATMELﾉﾙｳｪｲ)
;* 対象MCU : AT90S1200
;*
;* 説明
;* この応用記述は度々使用されるRC5赤外ﾘﾓｺﾝ制御規約の復号方法を記述します。
;*
;* ﾀｲﾐﾝｸﾞは4MHzｸﾘｽﾀﾙ用に適合されています。
;*
;***************************************************************************
 .include "1200def.inc"
 .device AT90S1200

 .EQU INPUT =2 ;PD2
 .EQU SYS_ADDR =0 ;自身のｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ
 .DEF S =R0 ;割り込み時SREG保存
 .DEF inttemp =R1 ;16384(=64×256)前置分周器
 .DEF ref1 =R2 ;64μs単位での3/4ﾋﾞｯﾄ長計数値
 .DEF ref2 =R3 ;64μs単位での5/4ﾋﾞｯﾄ長計数値
 .DEF temp =R16 ;一時変数
 .DEF timerL =R17 ;64μs単位計時器
 .DEF timerH =R16 ;16.384ms単位計時器
 .DEF system =R19 ;受信したｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ
 .DEF command =R20 ;受信した命令
 .DEF bitcnt =R21 ;ﾋﾞｯﾄ計数器

 .CSEG

 .ORG 0

 RJMP reset ;ﾘｾｯﾄ ﾍﾞｸﾀ

;********************************************************************
;* "TIM0_OVF" - ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0溢れ割り込み処理部
;*
;* 溢れ割り込みは64μsと16,384ms毎に"timerL"と"timerH"を増加します。
;*
;* 語数 : 7
;* ｸﾛｯｸ数 : 6+RETI
;* 使用下位ﾚｼﾞｽﾀ : 1
;* 使用上位ﾚｼﾞｽﾀ : 3
;* 使用ﾎﾟｲﾝﾀ : 0
;********************************************************************

 .ORG OVF0addr ;ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0溢れ割り込みﾍﾞｸﾀ

TIM0_OVF:
 IN S,SREG ;SREG一時保存
 INC timerL ;64μs単位計時器進行
 INC inttemp ;16.384ms前置計時器進行
 BRNE TIM0_OVF_exit ;16.384ms未経過で分岐
;
 INC timerH ;16.384ms経過で16.384ms単位計時器進行
TIM0_OVF_exit:
 OUT SREG,S ;SREG復帰
 RETI  ;割り込みから復帰

4. 例ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
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;********************************************************************
;* 例ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
;*
;* 計時器、ﾎﾟｰﾄ、割り込みを初期化します。
;*
;* 永遠の繰り返しに於いて"detect"を呼び出して出力結果をﾎﾟｰﾄBに置きます。
;*
;* 語数 : 16
;* 使用下位ﾚｼﾞｽﾀ : 0
;* 使用上位ﾚｼﾞｽﾀ : 3
;* 使用ﾎﾟｲﾝﾀ : 0
;********************************************************************

reset:
; LDI temp,low(RAMEND) ;SRAM最終位置下位値取得
; OUT SPL,temp ;ｽﾀｯｸ ﾎﾟｲﾝﾀ下位初期化
; LDI temp,high(RAMEND) ;SRAM最終位置上位値取得
; OUT SPH,temp ;ｽﾀｯｸ ﾎﾟｲﾝﾀ上位初期化
;   ;上記はAT90S1200にSRAMがないので注釈
 LDI temp,1 ;前置分周なし指定値取得
 OUT TCCR0,temp ;前置分周なしでT/C0始動
 LDI temp,1<<TOIE0 ;ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0溢れ割り込みﾋﾞｯﾄ値取得
 OUT TIMSK,temp ;ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ0溢れ割り込み許可
 SER temp ;全1値取得
 OUT DDRB,temp ;ﾎﾟｰﾄBを全て出力設定
 SEI  ;全体割り込み許可

main: RCALL detect ;RC5検出ﾙｰﾁﾝ呼び出し
 CPI system,SYS_ADDR ;受信ｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ検査
 BRNE release ;自宛ｱﾄﾞﾚｽ以外で分岐
;
 ANDI command,$3F ;自宛ｱﾄﾞﾚｽで、命令ﾋﾞｯﾄのみ抽出
 OUT PORTB,command ;受信した命令をﾎﾟｰﾄBへ出力
 RJMP main ;繰り返しへ
;
release:
 CLR command ;受信命令解除
 OUT PORTB,command ;ﾎﾟｰﾄB出力解除
 RJMP main ;繰り返しへ

;********************************************************************
;* "detect" - RC5復号ﾙｰﾁﾝ
;*
;* このｻﾌﾞﾙｰﾁﾝは"INPUT"ﾎﾟｰﾄDﾋﾟﾝに印加されるRC5ﾋﾞｯﾄ列を復号します。
;*
;* 成功なら、 "command"と"system"で命令とｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽが返されます。
;*  "command"のﾋﾞｯﾄ6は交互ﾋﾞｯﾄを保持します。
;*
;* 失敗なら、 "system"と"command"の両方が$FFです。
;*
;* ｸﾘｽﾀﾙの周波数は4MHzです。
;*
;* 語数 : 72
;* 使用下位ﾚｼﾞｽﾀ : 3
;* 使用上位ﾚｼﾞｽﾀ : 6
;* 使用ﾎﾟｲﾝﾀ : 0
;*
;* [注意]
;* 赤外受光部からの入力は負論理で、そのまま処理しています。このために規約での論理と逆論理になります。注釈は規約で
;* の論理で記載しています。従って、命令と注釈で論理が逆になることに注意してください。
;********************************************************************
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detect: CLR inttemp ;16.384ms用前置分周器初期化
 CLR timerH ;64μs単位計時器上位(16.384ms単位計時器)初期化
detect1:
 CLR timerL ;64μs単位計時器下位初期化
detect2:
 CPI timerH,8 ;非ｱｲﾄﾞﾙで約131ms経過か検査
 BRLO dl1 ;約131ms未経過で次へ
;
 RJMP fault ;非ｱｲﾄﾞﾙで約131ms経過で失敗へ
;
dl1: CPI timerL,55 ;ｱｲﾄﾞﾙで約3.5ms経過か検査
 BRGE start1 ;約3.5ms経過で開始ﾋﾞｯﾄ待機へ
;
 SBIS PIND,INPUT ;ｱｲﾄﾞﾙ値(Low)入力でｽｷｯﾌﾟ
 RJMP detect1 ;非ｱｲﾄﾞﾙ値(High)で分岐
;
 RJMP detect2 ;ｱｲﾄﾞﾙ値(Low)で分岐
;
start1: CPI timerH,8 ;開始ﾋﾞｯﾄ未検出で約131ms経過か検査
 BRGE fault ;約131ms経過で失敗へ
;
 SBIC PIND,INPUT ;開始ﾋﾞｯﾄ後半High区間開始でｽｷｯﾌﾟ
 RJMP start1 ;ｱｲﾄﾞﾙまたは開始ﾋﾞｯﾄ前半Low区間で再待機へ
;
 CLR timerL ;64μs単位計時器初期化
start2: CPI timerL,17 ;約1.1ms経過検査(規定High区間=約0.9ms)
 BRGE fault ;約1.1ms経過で失敗へ
;
 SBIS PIND,INPUT ;開始ﾋﾞｯﾄ後半High区間終了でｽｷｯﾌﾟ
 RJMP start2 ;開始ﾋﾞｯﾄ後半High区間中で継続へ
;
 MOV temp,timerL ;High区間計時(1/2ﾋﾞｯﾄ時間)値取得
 CLR timerL ;64μs単位計時器初期化
 MOV ref1,temp ;High区間計時(1/2ﾋﾞｯﾄ時間)値複写
 LSR ref1 ;1/4ﾋﾞｯﾄ時間値取得
 MOV ref2,ref1 ;1/4ﾋﾞｯﾄ時間値複写
 ADD ref1,temp ;3/4ﾋﾞｯﾄ時間値取得/保存
 LSL temp ;1ﾋﾞｯﾄ時間値取得
 ADD ref2,temp ;5/4ﾋﾞｯﾄ時間値取得/保存
start3: CP timerL,ref1 ;第2開始ﾋﾞｯﾄ前半Low区間で3/4ﾋﾞｯﾄ時間経過検査
 BRGE fault ;3/4ﾋﾞｯﾄ時間経過で失敗へ
;
 SBIC PIND,INPUT ;第2開始ﾋﾞｯﾄ後半High区間開始でｽｷｯﾌﾟ
 RJMP start3 ;第2開始ﾋﾞｯﾄ前半Low区間で待機継続へ
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;
 CLR timerL ;64μs単位計時器初期化
 LDI bitcnt,12 ;ﾋﾞｯﾄ計数器初期化
 CLR command ;受信命令変数初期化
 CLR system ;受信ｱﾄﾞﾚｽ変数初期化
sample: CP timerL,ref1 ;1/4ﾋﾞｯﾄ位置判定(同期位置から3/4ﾋﾞｯﾄ長後)
 BRLO sample ;1/4ﾋﾞｯﾄ位置以前で待機継続へ
;
 SBIC PIND,INPUT ;0値(前半=High)でｽｷｯﾌﾟ
 RJMP bit_is_a_1 ;1値(前半=Low)で分岐
;
bit_is_a_0:
 CLC  ;Cﾌﾗｸﾞ=0設定
 ROL command ;直前までの受信値を1ﾋﾞｯﾄ左移動して、
 ROL system ;今回ﾋﾞｯﾄ値を最下位ﾋﾞｯﾄに保存
bit_is_a_0a:  ;(ﾋﾞｯﾄ中央での同期処理)
 CP timerL,ref2 ;3/4ﾋﾞｯﾄ長時間経過検査
 BRGE fault ;3/4ﾋﾞｯﾄ長時間経過で失敗へ
;
 SBIS PIND,INPUT ;後半Low区間開始でｽｷｯﾌﾟ
 RJMP bit_is_a_0a ;後半Low区間開始(ﾋﾞｯﾄ中央)待機
;
 CLR timerL ;64μs単位計時器初期化
 RJMP nextbit ;次へ
;
bit_is_a_1:
 SEC  ;Cﾌﾗｸﾞ=1設定
 ROL command ;直前までの受信値を1ﾋﾞｯﾄ左移動して、
 ROL system ;今回ﾋﾞｯﾄ値を最下位ﾋﾞｯﾄに保存
bit_is_a_1a:  ;(ﾋﾞｯﾄ中央での同期処理)
 CP timerL,ref2 ;3/4ﾋﾞｯﾄ長時間経過検査
 BRGE fault ;3/4ﾋﾞｯﾄ長時間経過で失敗へ
;
 SBIC PIND,INPUT ;後半High区間開始でｽｷｯﾌﾟ
 RJMP bit_is_a_1a ;後半High区間開始(ﾋﾞｯﾄ中央)待機
;
 CLR timerL ;64μs単位計時器初期化
nextbit:
 DEC bitcnt ;ﾋﾞｯﾄ計数器減数
 BRNE sample ;全ﾋﾞｯﾄ採取まで継続へ
;   ;(全ﾋﾞｯﾄ成功裏に受信)
 MOV temp,command ;最終8ﾋﾞｯﾄを複写
 ROL temp ;ｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ ﾋﾞｯﾄ位置補正
 ROL system ;
 ROL temp ;
 ROL system ;
 BST system,5 ;交互ﾋﾞｯﾄを一時ﾌﾗｸﾞへ複写
 BLD command,6 ;交互ﾋﾞｯﾄを"command"変数のﾋﾞｯﾄ6へ複写
 ANDI command,0b01111111 ;受信命令無効ﾋﾞｯﾄ解除
 ANDI system,0b00011111 ;受信ｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ無効ﾋﾞｯﾄ解除
 RET  ;呼び出し元へ復帰
;
fault: SER command ;受信命令無効値設定
 SER system ;受信ｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞﾚｽ無効値設定
 RET  ;呼び出し元へ復帰

5. 改訂履歴

資料改訂 日付 注釈

1473A -

1473B 2002年5月

1473C 2016年8月 新雛形といくつかの微細な変更

初版資料公開
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