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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。

AVR916 : U-Diskを使用するﾌﾗｯｼｭの格上げ更新

1. 序説
以下なしでの大容量記憶ｸﾗｽ(USBﾄﾞﾗｲﾌﾞ)を実装するUSB装置を持つATMEL® USB 7系列制
御器用実装書き込み。

・ ｼｽﾃﾑからのﾃﾞﾊﾞｲ取り外し
・ USB以外の外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

要点
■ 実装書き込み(ISP:In-System Programming)と現場格上げ更新
■ 格上げ更新ﾌｧｲﾙを持つU-Diskを使用して格上げ更新可能
■ Intel® HEX形式支援
■ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ不要
■ ﾌﾗｯｼｭ格上げ更新での確認
■ AVR® USB 7系列を支援
■ CRCを用いて保証される格上げ更新ﾌｧｲﾙの完全性

暫定

図1-1. 物理的な環境

大容量記憶ｸﾗｽを
実装するUSB装置

USB MSC
ﾌﾗｯｼｭ

格上げ更新

ﾌﾗｯｼｭ
応用領域

書き込み/
検証

USB大容量記憶ｸﾗｽ(MSC)

この応用記述は使用者が大容量記憶装置の手助けでﾌｧｰﾑｳｪｱの格上げ更新を必要とする応
用に集中します。全ての8ﾋﾞｯﾄ AVR USBﾃﾞﾊﾞｲｽが予め書き込まれたUSB装置ﾌｧｰﾑｳｪｱ更新
(DFU:Device Firmware Upgrade)ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞと共に出荷されることに注目してください。この資料
の残りでは、USB DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞが常に存在して内部ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ内に置かれると仮定します。
USB DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞのより多くの情報についてはwww.atmel.comでUSB AVR DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ 
ﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

2. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ必要条件
U-Disk応用によるﾌﾗｯｼｭの格上げ更新は以下のようなﾊｰﾄﾞｳｪｱが必要です。

・ ATSTK525または他のﾊｰﾄﾞｳｪｱ

- AVR USB 7系列ﾃﾞﾊﾞｲｽ
- USBﾐﾆA⇒Aﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
- USBﾀｲﾌﾟA-ﾐﾆBｹｰﾌﾞﾙ
- 大容量記録装置

http://www.atmel.com
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3. 実装書き込みとﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾌｧｰﾑｳｪｱ格上げ更新
ﾃﾞﾊﾞｲｽをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞするのに、以下の方法の1つを使用することができます。

・ (DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞを消去することなく)JTAGICEmkⅡを使用するJTAGｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
・ 工場DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞとFLIP(注1)ｿﾌﾄｳｪｱによるUSBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

USBﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙとUSBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを通しでﾃﾞﾊﾞｲｽをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞする方法を見るには、FLIP(注1)のﾍﾙﾌﾟ内容を参照してくださ
い。

注1: FLIPは工場DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞによって(外部ﾊｰﾄﾞｳｪｱ不要で)USBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを通してATMELのﾃﾞﾊﾞｲｽをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞすることを使
用者に許すために、ATMELによって提供されるｿﾌﾄｳｪｱです。

注: JTAGICEmkⅡとでAVR Studioでの"erase before programming"ﾎﾞｯｸｽに注意してください。ﾁｪｯｸした場合、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに先立っ
てDFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞが削除(消去)されます。

4. 関連品目
・ AT90USB1287系列ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3875
・ AVR Studio http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 
・ AVR USB DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7618.pdf 

5. 応用
この応用はU-disk(大容量記憶装置)がOTGとして働くことができるAVR USB制御器に接続される時のﾌｧｰﾑｳｪｱの格上げ更新を手
助けします。U-Diskが基板に接続され、それらは格上げ更新可能なHEXﾌｧｲﾙの有効性に関して検査が行われ、利用可能で、HEX
ﾌｧｲﾙのｱﾄﾞﾚｽが有効で、そしてそれが有効ならば何の異常もありません。

格上げ更新ﾌｧｲﾙは"upgrade"で始まるべきで、"upgrade"で始まらないﾌｧｲﾙ名は格上げ更新と見做されません。書かれつつある不
正なﾃﾞｰﾀに関する保護はCRCとそれが書かれなければならないｱﾄﾞﾚｽ位置を検査することによって処理されます。

一旦、格上げ更新されるべきﾌｧｲﾙが異常なしなら、このﾌｧｲﾙはHEXﾌｧｲﾙとしてﾌﾗｼｭ領域で更新されます。

U-Disk内に書き戻される"Status.txt"と呼ばれる文章ﾌｧｲﾙがあります。このﾌｧｲﾙは行われた操作の状態を持ちます。状態で示され
得る以下のﾒｯｾｰｼﾞの可能性があります。

1) !! Error to open upgrade file
これは格上げ更新ﾌｧｲﾙを開く場合に有り得る異常があった時に起こり得ます。

2) !! Error in HEX file format
これはHEXﾌｧｲﾙ形式で有り得る異常があった時に起こり得ます。

3) !! Upgrade zone not authorized
これはﾌﾗｯｼｭ領域の認められていない区域でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの努力があった時に起こり得ます。

4) !! The bootloader is not loaded
これはDFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞが書かれていない場合に起こり得ます。

5) !! Program in flash is BAD
!!! Check if the bootloader is loaded in chip
これはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ中に異常があった場合に有り得ます。

6) !! Upgrade successful
ﾌﾗｯｼｭ格上げ更新成功時。

7) !! No upgrade file
格上げ更新ﾌｧｲﾙがない時。

http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3875
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7618.pdf
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6. 処理の流れ
本章は基本的に応用に対するﾌｧｰﾑｳｪｱの流れ全体に集中します。図6-1.に於いて、この流れ図は流れ図でのｺｰﾄﾞ処理を説明しま
す。

図6-1. 処理の流れ

開始

MS装置接続 ?

main()
main.c

scheduler_tasks
scheduler.c

host_ms_task()
conf_scheduler.h
host_ms_task.c

firm_upgrade_run()
firm_upgrade.c
host_ms_task.c

「この関数はﾎｽﾄ大容量記憶応用を管理します」
#define Scheduler_task_4 host_ms_task

HOST_UPGRADE_MODE==ENABLE
firm_upgrade.c
host_ms_task.c

NO

YES

ﾌｧｰﾑｳｪｱ格上げ更新を制御する関数はfirm_upgrade.cﾌｧｲﾙに置かれたfirm_upgrade_run()です。

U-Diskが接続された後で関数内に含まれる処理は次の通りです。

1) UART経由で現在の格上げ更新区域内にあるﾌﾗｯｼｭ領域内のﾃﾞｰﾀを表示します。U-diskで有効な格上げ更新ﾌｧｲﾙを検索し、
利用可能でなければ、"No upgrade file"で状態ﾌｧｲﾙを更新して関数を抜けます。図6-2.はこの処理の流れを示します。

図6-2. 格上げ更新ﾌｧｲﾙ検索

file_open(FOPEN_MODE_R) firm_upgrade_status()
"!! No upgrade file"

firm_upgrade_displayzone()

firm_upgrade_searchfile("upgrade")
格上げ更新ﾌｧｲﾙ名は"upgrade"で始まるべきです。

開始

UART経由で
格上げ更新区域内の

内容を表示

格上げ更新ﾌｧｲﾙ検索

格上げ更新
ﾌｧｲﾙ有り ?

格上げ更新ﾌｧｲﾙを開く 状態ﾌｧｲﾙ更新

継続 関数抜け出し

NO

YES
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2) 見つかったなら、そのﾌｧｲﾙを開きます。開くことでの異常の場合は、"!! Error to open upgrade file"で状態ﾌｧｲﾙを更新してこの関
数を抜けます。HEXﾌｧｲﾙ形式を調査してﾌﾗｯｼｭでの有効な格上げ更新区域で終わられます。異常の場合は状態ﾌｧｲﾙが各々の
異常に対して"!! Error in HEX file format"と"!! Upgrade zone not authorized"して更新されます。HEXﾌｧｲﾙ形式調査中に、格上
げ更新ﾌｧｲﾙ内の値に対して行われる異常検査もあります。各行の(Intel HEX形式)先頭部(ﾍｯﾀﾞ)を別にして、ﾁｪｯｸｻﾑを含む残り
の全ての領域はLSBで'0'であるべき値を生じるべく追加されます。伴われつつある関数はfirm_upgrade_readhexline(St_hex_line* li 
ne)です。

流れ図は図6-3.で示されます。

図6-3. HEXﾌｧｲﾙ検査

firm_upgrade_ststus()
"!! Error to open upgrade file"

firm_upgradde_readhexline()

firm_upgrade_status()
"!! Error in HEX file format"

(hex_line.u16_add<UPGRADE_ADDR)
|| (hex_line.u16_add+hex_line.u8_nb_data)>
(UPGRADE_ADDR+UPGRADE_SIZE_MAX)

firm_upgrade_status()
"!! Upgrade zone not authorized"

継続

ﾌｧｲﾙ特性を開けるか ?

格上げ更新ﾌｧｲﾙの
HEXﾌｧｲﾙ形式を検査

Intel HEX形式 ?

ﾌﾗｯｼｭ格上げ更新
区域を検査

正しいｱﾄﾞﾚｽ区域 ?

状態ﾌｧｲﾙ更新

状態ﾌｧｲﾙ更新

状態ﾌｧｲﾙ更新

継続 関数抜け出し

NO

YES

NO

YES

NO

YES

終了された全ての検査が異常なしで通ると、その後に割り込みが禁止され、定義されたﾌﾗｯｼｭ領域を格上げ更新するのに代わって
責任を持つflash_wr_block(hex_line.datas, hex_line.u16_add, hex_line.u8_nb_data)が呼ばれます。格上げ更新されたﾌﾗｯｼｭ領域はflas 
h_rd_byte((U8 farcode*)hex_line.u16_add)を使用して検証するために読み戻され、異常なしが得られた時に状態ﾌｧｲﾙは"Upgrade sc 
cessful"で更新され、異常が見つかった場合は状態ﾌｧｲﾙが"!! Proguram in flash is BAD<CR,LF>!!! Check if the bootloarder is loa 
ded in chip"を持ちます。

図6-4.と図6-5.はDFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの有効性検査とﾌﾗｯｼｭ格上げ更新処理に関する流れ図を示します。

図6-4. DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ有効性検査

flash_wr_block()

Disable_interrupt()

firm_upgrade_ststus()
"!! The bootloader if not loaded"

flash_lib_check()

継続

DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞ検査

利用可能 ? 状態ﾌｧｲﾙ更新

割り込み禁止

ﾌﾗｯｼｭ領域書き込み

継続 関数抜け出し

NO

YES

ﾌﾗｯｼｭ格上げ更新の処理中、ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの状態がU-Shellで表示されます。格上げ更新されたﾌﾗｯｼｭの領域はUARTで示されま
す。
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図6-5. 検証と表示

flash_upgrade_displayzone()

firm_upgrade_status()
"!! Upgrade successful"

Enable_interrupt()

firm_upgrade_status()
"!! Program in flash BAD"
"!!! Check if the bootloader is located in chip"

flash_rd_byte()

継続

ﾌﾗｯｼｭ内で書かれた
領域を読み戻し

書き込み正常 ?

割り込み許可

状態ﾌｧｲﾙ更新

状態ﾌｧｲﾙ更新

格上げ更新された
区域の内容を表示

継続 関数抜け出し

NO

YES

7. 格上げ更新区域の定義
firm_upgrade.cﾌｧｲﾙはﾌﾗｯｼｭ領域の長さとﾌﾗｯｼｭ ｱﾄﾞﾚｽを定義するのに使用されるUPGRADE_SIZE_MAXとUPGRADE_ADDRのﾏｸ
ﾛを持ちます。

 #define  UPGRADE_SIZE_MAX
 #define  UPGRADE_ADDR

これらのﾏｸﾛは最終必要条件に依存して各々の領域を変更するのに使用することができます。

8. U-Shellの取り扱い
実演は自身での生の実演を得て状態を見るのに使用することができるUARTｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを持ちます。STK®525ｽﾀｰﾀ ｷｯﾄでの使用
で大容量記憶装置なしでUSBﾐﾆA⇒Aﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀで接続される時に、PCでのUART端末は以下で示されるようなﾒｯｾｰｼﾞを得る
でしょう。

 --------------------------
     ATMEL AVR uShell
 --------------------------
 Memory interface available:
 a: "On board data flash"
 $>

大容量記憶装置(格上げ更新ﾌｧｲﾙなしの装置)が接続された後で、以下のﾒｯｾｰｼﾞが見られるでしょう。それらは前項の表示と、検索
は格上げ更新ﾌｧｲﾙに対して行われます。その結果が最後に宣言されます。

 --------------------------
     ATMEL AVR uShell
 --------------------------
 Memory interface available:
 a: "On board data flash"
 $>
 Display upgrade zone BEFORE upgrade:
 "Hello word!
  It is an update of firmware."
 Search upgrade file
 ...
 No upgrade file
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大容量記憶装置("0"で領域を消去する格上げ更新ﾌｧｲﾙを持つ装置)が接続されると、以下のﾒｯｾｰｼﾞが見られるでしょう。直前項の
表示があり、検索は格上げ更新ﾌｧｲﾙに対して行われます。その結果が最後に宣言されます。

 Display upgrade zone BEFORE upgrade:
 "Hello word!
  It is an update of firmware."
 Search upgrade file
 ...
 Open upgrade file "upgrade-erasespace.hex"
 ...
 Check upgrade file
 ...
 Program FLASH
 ...
 Upgrade successful
 Display upgrade zone AFTER upgrade:
 ""

今や対応するﾌﾗｯｼｭ領域は消去され、"upgrade-helloworld.hex"でそれをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞする(書く)でしょう。

 Display upgrade zone BEFORE upgrade:
 ""
 Search upgrade file
 ...
 Open upgrade file "upgrade-helloword.hex"
 ...
 Check upgrade file
 ...
 Program FLASH
 ...
 Upgrade successful
 Display upgrade zone AFTER upgrade:
 "Hello word!
  It is an update of firmware."

実演はupgrade-ADDERR.hex, upgrade-CRCERR.hex, upgrade-erasespace.hex, upgrade-helloword.hexの4つのﾌｧｲﾙを持つ"Upgr 
deFiles"ﾌｫﾙﾀﾞでも起きます。

upgrade-ADDERR.hexはｱﾄﾞﾚｽ異常があった時に状態を記述します。

upgrade-CRCERR.hexはﾌｧｲﾙ内のﾁｪｯｸｻﾑで異常があった時に状態を記述します。

upgrade-erasespace.hexは各々のﾌﾗｯｼｭ領域を消去した後で状態を記述します。

upgrade-helloword.hexは実演用にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞする(書く)ことができる正しいﾌｧｲﾙです。

U-Shellにはこの資料の範囲外である全ての命令の詳細を"help"命令を通して見ることができる多数の他の機能もあります。

9. 制限
1) ｱﾄﾞﾚｽ$00以外のこの実演の位置は使用者応用の割り込みで取り計らうことが必要です。
2) USB DFUﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞの存在はこの実演を使用する格上げ更新のためにﾌﾞｰﾄ領域でなければなりません。
3) この実演はIARTMからだけ使用することができます。
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