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序説

著者: Cristina Ionescu, Cristian Săbiuţă, Microchip Technology Inc.

この技術概説はより読み易くて再利用可能なｺｰﾄﾞを書くのを助けるｺｰﾄﾞ書きの指針を定義し、AVR®ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
(MCU)を成功裏にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑするのに推奨される手順を提供します。

課せられた高品質と短い開発時間の必要条件のため、高位ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語が必要になりました。それらは各ﾏｲｸﾛ ｺ
ﾝﾄﾛｰﾗ基本設計に対して特有の低位命令よりもより良い可搬性と可読性のため、保守と再利用を容易にします。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語だけでは可読性と再利用は保証されませんが、良いｺｰﾄﾞ書きの流儀は保証されます。従って、AVR 
MCU周辺機能、ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞはこの仮定に従って設計されています。

最も広範囲に使われるAVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ用高位言語はCで、故に本文書はCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに集中します。殆どのAVR 
Cｺﾝﾊﾟｲﾗでの互換性を保証するため、本文書でのｺｰﾄﾞ例はANSI Cｺｰﾄﾞ書き基準で書かれています。

本文書はAtmel Studio統合開発環境(IDE:Integrated Development Environment)で開発されたｺｰﾄﾞ例を含みます。殆
どのｺｰﾄﾞ例は「5. 更なる段階」章で提供される他のIDEもに適合します。



TB3262

© 2020 Microchip Technology Inc. 技術概説 DS90003262B - 2頁

目次

序説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
 1. ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ単位部基本構造と命名規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
 1.1. ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの見つけ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
 1.2. ﾋﾟﾝ記述 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
 1.3. 単位部記述 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
 1.4. 命名規則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
 1.5. 構成設定変更保護(CCP)ﾚｼﾞｽﾀ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
 1.6. ﾋｭｰｽﾞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

 2. ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙでの単位部表現 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
 2.1. ﾒﾓﾘ内の単位部位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
 2.2. 単位部構造体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
 2.3. ﾋﾞｯﾄ遮蔽、ﾋﾞｯﾄ群遮蔽、群構成設定遮蔽 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

 3. AVR®用素のCｺｰﾄﾞ書き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
 3.1. ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄの設定、解除、読み込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
 3.2. ﾚｼﾞｽﾀ初期化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
 3.3. ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域構成設定変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
 3.4. ﾋﾞｯﾄ遮蔽と群構成設定遮蔽使用の利点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
 3.5. 構成設定変更保護(CCP)ﾚｼﾞｽﾀへの書き込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
 3.6. ﾋｭｰｽﾞの構成設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
 3.7. 単位部ﾎﾟｲﾝﾀを使う関数呼び出し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

 4. ｺｰﾄﾞ書き代替法を示す応用例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
 4.1. ﾚｼﾞｽﾀ名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
 4.2. ﾋﾞｯﾄ位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
 4.3. 仮想ﾎﾟｰﾄ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
 4.4. PORT例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
 4.5. ADC例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

 5. 更なる段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
 5.1. 応用記述と技術概説の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
 5.2. 素のAVR開発用関連映像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
 5.3. MPLAB® XC8ｺﾝﾊﾟｲﾗ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
 5.4. IDE(MPLAB® X、Atmel Studio、IAR) - 開始に際して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

 6. 結び ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
 7. 参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
 8. 改訂履歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
Microchipｳｪﾌﾞ ｻｲﾄ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
製品変更通知ｻｰﾋﾞｽ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
お客様支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
Microchipﾃﾞﾊﾞｲｽ ｺｰﾄﾞ保護機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
法的通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
商標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
品質管理ｼｽﾃﾑ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
世界的な販売とｻｰﾋﾞｽ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27



TB3262

© 2020 Microchip Technology Inc. 技術概説 DS90003262B - 3頁

1. ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ単位部基本構造と命名規定
ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗに対するCｺｰﾄﾞ書きでの最初の段階はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを書くのに使われるﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄで何の情報形式を見つけること
ができるかを知って理解することです。ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの機能、ﾒﾓﾘ、ｺｱと周辺機能、周辺機能単位部の機能的な記述、
周辺機能基準ｱﾄﾞﾚｽ、ﾚｼﾞｽﾀの名前とｱﾄﾞﾚｽ、他の機能と電気的な特性についての情報を含みます。

1.1. ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの見つけ方

Microchip製品に関連するどの文書も次で見つけることができます。

 ・ Microchipﾃﾞｰﾀｼｰﾄ

本文書に関係するﾃﾞﾊﾞｲｽ系列に対するﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄは以下で見つけることができます。

 ・ ATtiny416概要

 ・ ATtiny212概要

 ・ ATtiny3217概要

 ・ ATtiny1634概要

 ・ ATmega4809概要

 ・ ATmega808概要

 ・ AVR128DA28概要

1.2. ﾋﾟﾝ記述

ﾋﾟﾝ記述はどのﾃﾞｰﾀｼｰﾄでも見つけることができます。ﾋﾟﾝ配置やﾃﾞﾊﾞｲｽに依存する他のどの命名規定も「ﾋﾟﾝ配置」、「ﾋﾟﾝ構成設定」
の部分に含まれます。48ﾋﾟﾝのATmega809/1609/3209/4809ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾋﾟﾝ配置が図1-1.で示されます。

図1-1. 48ﾋﾟﾝのATmega809/1609/3209/4809のﾋﾟﾝ配置(1)
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注: QFN外囲器下の中央ﾊﾟｯﾄﾞはPCBの接地に
接続するか、または電気的に未接続のまま
にすることができます。機械的に良好な安定
性を保証するためにそれを基板に半田付け
または接着してください。中央ﾊﾟｯﾄﾞが取り付
けされない場合、外囲器は基板から外れる
かもしれません。

各入出力ﾋﾟﾝに対する構成設定可能な機能性はﾃﾞﾊﾞｲｽに応じて、「入出力多重化と考察」章、または「入出力ﾎﾟｰﾄ」章の「代替ﾎﾟｰﾄ
機能」項で記述されます。AVR128DA48 Curiosity Nanoのような評価基板が使われる場合、ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗのﾋﾟﾝが指定基板でどう割
り当てられるかを知ることが必要です。この情報はAVR128DA48 Curiosity Nanoｳｪﾌﾞ頁のAVR128DA48 Curiosity Nano回路図資料
で入手可能です。AVR128DA48 Curiosity Nano基板とﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ特性を記述する他の文書は同じｳｪﾌﾞ頁で入手可能です。

https://www.microchip.com/doclisting/TechDoc.aspx?type=datasheet
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY416
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY212
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY3217
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY1634
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA4809
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA808
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AVR128DA28
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/PartNO/DM164151
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1.3. 単位部記述

AVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗはAVR CPU、SRAM、ﾌﾗｯｼｭ、EEPROM、単位部型と呼ばれるいくつかの周辺機能単位部で構成されます。この
文書を通して、全ての周辺機能単位部は単位部として参照されます。

より新しいAVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ系列は与えられた単位部型の1つまたは複数の実体を持ち得ます。全ての実体は同じ特徴と機能を持
ちます。いくつかの単位部型は(同型)他の部分集合でそれらの機能のいくつかを受け継ぎます、受け継がれた機能は各々の単位部
型と完全互換です。例えば、計時器の部分型は完全な計時器型よりもより少ない比較と捕獲のﾁｬﾈﾙを持ち得ます。

(例えば)単位部型は万能同期/非同期送受信器(USART)で有り得る一方で、
単位部実体は例えばUSART0で、ここで接尾語0はこの実体が"USART番号
0"であることを示します。単純化のため、区別する必要がない限り、本文書を
通して単位部実体は単位部として参照されます。

各単位部はI/Oﾒﾓﾘ割り当て図で固定の基準ｱﾄﾞﾚｽを持ち、単位部に含まれ
る全てのﾚｼﾞｽﾀは単位部基準ｱﾄﾞﾚｽに相対する固定の変位(差分)ｱﾄﾞﾚｽを持
ちます。このように、各ﾚｼﾞｽﾀはI/Oﾒﾓﾘ空間内の絶対ｱﾄﾞﾚｽを持たず、それの
変位によって定義される相対ｱﾄﾞﾚｽを持ちます。ﾚｼﾞｽﾀ変位ｱﾄﾞﾚｽは単位部
型の全ての実体に対して等しく、特定の型の全ての単位部に使うことができ
るﾄﾞﾗｲﾊﾞ書きの作業を簡単化します。周辺機能単位部ｱﾄﾞﾚｽ割り当てはﾃﾞｰﾀ
ｼｰﾄで見つけることができ、各周辺機能に対する基準ｱﾄﾞﾚｽを示します。

各単位部は制御と状態のﾋﾞｯﾄを含むいくつかのﾚｼﾞｽﾀを持ちます。与えられ
た型の全ての単位部はﾚｼﾞｽﾀの同じ組(または部分集合)を含み、これらのﾚ
ｼﾞｽﾀの全てが制御と状態のﾋﾞｯﾄの同じ組(または部分集合)を含みます。

表1-1.はATtiny804/1604の周辺機能のいくつかの基準ｱﾄﾞﾚｽを示します。

図1-2. 単位部型、実体、ﾚｼﾞｽﾀ、ﾋﾞｯﾄ

ﾋﾞｯﾄ7 ﾋﾞｯﾄ0～

ﾚｼﾞｽﾀ

ﾚｼﾞｽﾀ

～単位部0

ﾋﾞｯﾄ7 ﾋﾞｯﾄ0～

ﾚｼﾞｽﾀ

ﾚｼﾞｽﾀ

～単位部n

～
～

～

単位部型

表1-1. 周辺機能単位部ｱﾄﾞﾚｽ配置(1)

基準ｱﾄﾞﾚｽ 名称 説明

$0000 VPORTA 仮想ﾎﾟｰﾄA

$0004 VPORTB 仮想ﾎﾟｰﾄB

$001C GPIO 汎用I/Oﾚｼﾞｽﾀ

$0030 CPU CPU

$0040 RSTCTRL ﾘｾｯﾄ制御器

$0050 SLPCTRL 休止制御器

$0060 CLKCTRL ｸﾛｯｸ制御器

～ ～ ～

全ての単位部はその単位部が持つ特徴、単位部の機能的な説明、説明された用語全てと共に或る動作形態を構成設定する方法に
於ける具体的な信号と指針を提供する専用部分(章)を持ちます。単位部章の最後には、全てのﾚｼﾞｽﾀの範囲、初期値、それが読み
込み可または書き込み可かを含むﾚｼﾞｽﾀ記述部分項があります。全ての構成設定可能/ｱｸｾｽ可能なﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄの位置も提供しま
す。

全てのﾚｼﾞｽﾀ、それらのｱﾄﾞﾚｽ変位、ﾋﾞｯﾄ名と位置が各単位部に対して「ﾚｼﾞｽﾀ概要」項で記述されます。ADC単位部に対するﾚｼﾞｽﾀ
概要が図1-3.で示されます。
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図1-3. ADCﾚｼﾞｽﾀ概要(1)

変位 ﾋﾞｯﾄ2ﾋﾞｯﾄ位置 ﾋﾞｯﾄ1ﾋﾞｯﾄ4略称 ﾋﾞｯﾄ3ﾋﾞｯﾄ7 ﾋﾞｯﾄ6 ﾋﾞｯﾄ5 ﾋﾞｯﾄ0

+$00 CTRLA RUNSTDBY7～0 RESSEL FREERUN ENABLE

CTRLB+$01 7～0 SAMPNUM2～0

CTRLC+$02 7～0 SAMPCAP REFSEL1,0 PRESC2～0

ASDVINITDLY2～0CTRLD+$03 7～0 SAMPDLY3～0

CTRLE+$04 7～0 WINCM2～0

+$05 SAMPCTRL SAMPLEN4～07～0

MUXPOS+$06 7～0 MUXPOS4～0

予約+$07

+$08 COMMAND 7～0 STCONV

EVCTRL+$09 7～0 STARTEI

INTCTRL+$0A 7～0 WCMP RESRDY

INTFLAGS+$0B 7～0 WCMP RESRDY

+$0C DBGCTRL 7～0 DBGRUN

TEMP+$0D 7～0 TEMP7～0

+$0E
～

+$0F
予約

+$10 RES7～07～0
RES

+$11 RES15～815～8

+$12 WINLT7～07～0
WINLT

+$13 WINLT15～815～8

+$14 WINHT7～07～0
WINHT

+$15 WINHT15～815～8

+$16 DUTYCYC7～0CALIB

1.4. 命名規則

本項はどの応用開発にも使われるﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄとﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで見つけることができるﾚｼﾞｽﾀとﾋﾞｯﾄの命名規則を記述します。

1.4.1. ﾚｼﾞｽﾀ命名規則

ﾚｼﾞｽﾀは制御、状態、ﾃﾞｰﾀのﾚｼﾞｽﾀに分けられ、ﾚｼﾞｽﾀの名前はこれを反映します。単位部の一般目的制御ﾚｼﾞｽﾀはCTRLと名付け
られます。同じ単位部に複数の一般目的制御ﾚｼﾞｽﾀが存在する場合、それらは接尾辞文字によって識別されます。この場合、制御ﾚ
ｼﾞｽﾀはCTRLA, CTRLB, CTRLC、以下同様に名付けられます。これはSTATUSﾚｼﾞｽﾀにも適用します。

特殊機能を持つﾚｼﾞｽﾀについては名前がそれらの機能を反映します。例えば、単位部の割り込みﾚﾍﾞﾙを制御する制御ﾚｼﾞｽﾀはINT 
CTRLと名付けられます。

この文書で示されるﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗについてはﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｽ幅が8ﾋﾞｯﾄなので、より大きなﾚｼﾞｽﾀはいくつかの8ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀを使って実装さ
れます。16ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀについては、そのﾚｼﾞｽﾀ名に各々HとLを追加することによって上位と下位のﾊﾞｲﾄがｱｸｾｽされます。例えば、16
ﾋﾞｯﾄA/D結果ﾚｼﾞｽﾀはRESと名付けられます。2つのﾊﾞｲﾄはRESL(RES下位、ﾚｼﾞｽﾀの最下位ﾊﾞｲﾄ)とRESH(RES上位、ﾚｼﾞｽﾀの最上位
ﾊﾞｲﾄ)と命名されます。同じ名前を持つ複数ﾚｼﾞｽﾀを識別する別の方法は番号接尾辞を追加することで、例えば、NVMCTRLのADD 
RﾚｼﾞｽﾀはAVR DA系統に対して24ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀです。番号接尾辞を使ってｱｸｾｽすることができる3つのﾚｼﾞｽﾀはADDR0、ADDR1、A 
DDR2です。

殆どのCｺﾝﾊﾟｲﾗは複数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀに対するｱｸｾｽの自動的な扱いを提供します。その場合、ADC結果ﾚｼﾞｽﾀに対する16ﾋﾞｯﾄ ｱｸｾｽ
を実行するのにHやL接尾辞なしの名前RESを使うことができます。これは32ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀに対する場合もです。

加えて、SET/CLR接尾辞を含むﾚｼﾞｽﾀはこれがﾊｰﾄﾞｳｪｱで実装されるため、読み-変更-書き操作を行うことなく、それらのﾚｼﾞｽﾀの
ﾋﾞｯﾄを設定(1)または解除(0)することを許します。これらのﾚｼﾞｽﾀは対で現れます。CLRﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄへの論理’1’書き込みは両ﾚｼﾞｽ
ﾀの対応するﾋﾞｯﾄを解除(0)する一方で、SETﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄへの論理’1’書き込みは両ﾚｼﾞｽﾀの対応するﾋﾞｯﾄを設定(1)します。例え
ば、PORT単位部に於いて、ﾃﾞｰﾀ方向設定(DIRSET)ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄへの論理’1’書き込みはﾃﾞｰﾀ方向(DIR)とﾃﾞｰﾀ方向解除(DIRCL 
R)のﾚｼﾞｽﾀの対応するﾋﾞｯﾄも設定(1)します。これらのﾚｼﾞｽﾀは読み込み時に同じ値を返します。(SET/CLRの)両ﾚｼﾞｽﾀが同時に書か
れた場合、CLRﾚｼﾞｽﾀへの書き込みが優先権を取ります(訳補:純粋なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ上からは有り得ませんが、ﾊｰﾄﾞｳｪｱでの自動操作との
競合としては有り得ます)。
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1.4.2. ﾋﾞｯﾄとﾋﾞｯﾄ領域の命名規則

以降の殆どの例はA/D変換器(ADC:Analog-to-Digital Converter)単位部に対して提供されます。

ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄは個別機能または共同機能を持つﾋﾞｯﾄ領域の一部を持ち得ます。個別ﾋﾞｯﾄは単位部を許可するﾋﾞｯﾄ、例えば、CTRLA
ﾚｼﾞｽﾀでのADC単位部のENABLEﾋﾞｯﾄで有り得ます。ﾋﾞｯﾄ領域は2つ以上のﾋﾞｯﾄから成り得、それらが属する単位部の具体的な構成
設定を共同で選びます。ﾋﾞｯﾄ領域は2n選択までを提供し、ここでのnはﾋﾞｯﾄ領域のﾋﾞｯﾄ数です。

ENABLEﾋﾞｯﾄの位置は図1-4.で示され、PRESCﾋﾞｯﾄ領域の位置は図1-5.で示されます。

1.4.2.1. ﾋﾞｯﾄ命名規則

ﾚｼﾞｽﾀ構成図で見つかるﾋﾞｯﾄ名はﾋﾞｯﾄが構成設定する機能を記述する完全なﾋﾞｯﾄ名の略語です。例えば、RUNSTDBYﾋﾞｯﾄはｽﾀﾝﾊﾞ
ｲ休止動作で動くのを周辺機能に許可することを許します。ENABLEﾋﾞｯﾄを(’1’に)構成設定することによってADCを許可することが
できます。

図1-4. ADC制御Aﾚｼﾞｽﾀに対するﾋﾞｯﾄ命名規則(1)

名称 : CTRLA
変位 : +$00
ﾘｾｯﾄ : $00
特質 : -

7 6 5 4 3 2 1 0ﾋﾞｯﾄ

R/WR/WR/WRRRRR/W

00000000
ｱｸｾｽ種別

ﾘｾｯﾄ値

RUNSTDBY RESSEL FREERUN ENABLE

1.4.2.2. ﾋﾞｯﾄ領域命名規則

同じﾋﾞｯﾄ領域内のﾋﾞｯﾄはそのﾋﾞｯﾄ領域に相対するﾋﾞｯﾄ位置の数値を付加される数値接尾辞を使って参照することができます。例え
ば、ADC制御Cﾚｼﾞｽﾀの前置分周器ﾋﾞｯﾄ領域の最上位ﾋﾞｯﾄ(MSb)はPRESC2です。この命名規則はﾃﾞｰﾀｼｰﾄで指定されませんが、こ
の文書の後ろで記述され、ﾋﾞｯﾄ領域の個別ﾚｼﾞｽﾀ ﾋﾞｯﾄを扱うためにﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで使われます。

図1-5. 制御CﾚｼﾞｽﾀでのPRESC構成設定ﾋﾞｯﾄ領域(1)

名称 : CTRLC
変位 : +$02
ﾘｾｯﾄ : $00
特質 : -

7 6 5 4 3 2 1 0ﾋﾞｯﾄ

R/WR/WR/WRR/WR/WR/WR

00000000
ｱｸｾｽ種別

ﾘｾｯﾄ値

SAMPCAP REFSEL1,0 PRESC2～0

PRESCﾋﾞｯﾄ領域はﾋﾞｯﾄ領域の各値に対して図1-6.で示される選択を提供します。

図1-6. ADCｸﾛｯｸ信号周波数用前置分周器構成設定(1)

● ﾋﾞｯﾄ2～0 - PRESC2～0 : 前置分周器 (Prescaler)

これらのﾋﾞｯﾄは周辺機能ｸﾛｯｸ(CLK_PER)からADCｸﾛｯｸ(CLK_ADC)への整数分周比を定義します。

名称 DIV2

0 0 0

DIV4

0 0 1

DIV8

0 1 0

DIV16

0 1 1値 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

DIV32 DIV64 DIV128 DIV256

説明 CLK_PER/2 CLK_PER/4 CLK_PER/8 CLK_PER/16 CLK_PER/32 CLK_PER/64 CLK_PER/128 CLK_PER/256

1.5. 構成設定変更保護(CCP)ﾚｼﾞｽﾀ

CCPﾚｼﾞｽﾀは予期せぬ実行からのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞだけでなく、予期せぬ変更からのｼｽﾃﾑで重要なI/Oﾚｼﾞｽﾀを保護す
るのにも使われます。CCP下のﾚｼﾞｽﾀへの書き込みはCPU単位部の一部であるCCPﾚｼﾞｽﾀへの指定識票/鍵書き込み後にだけ可能
です。識票の値はﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄの「構成設定変更保護」項で見つけることができます。

保護されたﾚｼﾞｽﾀには次のように各々にそれの鍵がある2つの形式があります。

 ・ 保護されたI/Oﾚｼﾞｽﾀ (鍵/識票はIOREGです。)

 ・ 保護された自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ (鍵/識票はSPMです。)
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構成設定変更保護下のﾚｼﾞｽﾀのいくつかが下表で一覧にされます。

ﾚｼﾞｽﾀ名 鍵 機能

CLKCTRL.MCLKCTRLA ｸﾛｯｸ制御器 - 主ｸﾛｯｸ制御A IOREG 主ｸﾛｯｸ用ｸﾛｯｸ元選択とｸﾛｯｸ出力を許可

CLKCTRL.MCLKLOCK ｸﾛｯｸ制御器 - 主ｸﾛｯｸ施錠 IOREG 主ｸﾛｯｸ制御ﾚｼﾞｽﾀの施錠を許可

RSTCTRL.SWRR ﾘｾｯﾄ制御器 - ｿﾌﾄｳｪｱ ﾘｾｯﾄ IOREG ﾃﾞﾊﾞｲｽへのｿﾌﾄｳｪｱ ﾘｾｯﾄの印加を許可

CPUINT.CTRLAのIVSEL
CPU割り込み制御器 - CTRLA
ﾚｼﾞｽﾀの割り込みﾍﾞｸﾀ選択ﾋﾞｯﾄ

IOREG
ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの応用領域の先頭またはﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのﾌﾞｰﾄ
領域の先頭への割り込みﾍﾞｸﾀ配置を許可

次の指令の1つの発行を許可

 ・ ﾒﾓﾘへのﾍﾟｰｼﾞ緩衝部書き込み
 ・ ﾍﾟｰｼﾞ消去
 ・ ﾍﾟｰｼﾞの消去と書き込み
 ・ ﾍﾟｰｼﾞ緩衝部消去、など

NVMCTRL.CTRLA
不揮発性ﾒﾓﾘ制御器
 - CTRLAﾚｼﾞｽﾀ

SPM

保護されたI/Oﾚｼﾞｽﾀやﾋﾞｯﾄの変更、または保護された命令の実行はCPUがCCPﾚｼﾞｽﾀへそれらの識票の1つを書いた後にだけｱｸｾ
ｽ可能です。識票はCCP(CPU.CCP)ﾚｼﾞｽﾀの記述で一覧にされます。

ｺｰﾄﾞ例は「3.5. 構成設定変更保護(CCP)ﾚｼﾞｽﾀへの書き込み」で提供されます。

1.6. ﾋｭｰｽﾞ

ﾋｭｰｽﾞはﾃﾞﾊﾞｲｽの構成設定を保持し、不揮発性ﾒﾓﾘの一部です。それらはﾃﾞﾊﾞｲｽの始動から利用可能です。それらの値はﾁｯﾌﾟ消去
を通しても維持されます。ﾋｭｰｽﾞはCPUまたはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(例えば、UPDI)によって読むことができますが、書き込み/ﾃﾞ
ﾊﾞｯｸﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを通してだけﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(設定)または解除することができます。ﾋｭｰｽﾞに格納された構成設定値はﾋｭｰｽﾞ値がCPUに
よって使えるように始動手順の最後でそれら各々の目的ﾚｼﾞｽﾀに複写されます。

ﾋｭｰｽﾞ概要表はﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄの「ﾒﾓﾘ」章の「ﾋｭｰｽﾞ(FUSE)」項で見つけることができます。ATmega4808/4809ﾃﾞｰﾀｼｰﾄから抽出
した例が下で示されます。

図1-7. FUSEﾚｼﾞｽﾀ概要

変位 ﾋﾞｯﾄ2ﾋﾞｯﾄ位置 ﾋﾞｯﾄ1ﾋﾞｯﾄ4略称 ﾋﾞｯﾄ3ﾋﾞｯﾄ7 ﾋﾞｯﾄ6 ﾋﾞｯﾄ5 ﾋﾞｯﾄ0

+$00 WDTCFG WINDOW3～07～0 PERIOD3～0

BODCFG+$01 LVL2～07～0 SAMPFREQ ACTIVE1,0 SLEEP1,0

OSCCFG+$02 7～0 OSCLOCK FREQSEL1,0

+$03 予約

予約+$04

SYSCFG0+$05 CRCSRC1,07～0 RSTPINCFG EESAVE

+$06 SYSCFG1 SUT2～07～0

APPEND+$07 APPEND7～07～0

BOOTEND+$08 BOOTEND7～07～0

+$09 予約

LOCKBIT+$0A LOCKBIT7～07～0

ｺｰﾄﾞ例は「3.6. ﾋｭｰｽﾞの構成設定」で示されます。

2. ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙでの単位部表現
各AVRﾃﾞﾊﾞｲｽに対して専用のﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙが利用可能です。目的対象ﾃﾞﾊﾞｲｽは(使うIDE(MPLAB® X、Atmel Studio、またはIAR EW 
AVR)の何れかに対して)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設定で指定されることが必要で、ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙは作成したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの主(main)ﾌｧｲﾙに自動的にｲﾝｸ
ﾙｰﾄﾞされます。ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙは下のｺｰﾄﾞで示されるようにｲﾝｸﾙｰﾄﾞされます。

#include <avr/io.h>

必要とされるﾚｼﾞｽﾀと構造体の全ての定義はﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで見つけることができます。ﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞﾚｽを使う代わりに、ﾃﾞﾊﾞｲｽ固有ﾍｯﾀﾞ 
ﾌｧｲﾙで既に定義されたﾏｸﾛと構造体の定義を使うことができます。

これは同じ単位部を含み、その単位部に対するﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ定義が同じﾃﾞﾊﾞｲｽで有用です。
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2.1. ﾒﾓﾘ内の単位部位置

与えられた周辺機能単位部に対する全てのﾚｼﾞｽﾀは1つの連続ﾒﾓﾘ部に配置されます。違う単位部に属すﾚｼﾞｽﾀは混合されず、C構
造体で全ての周辺機能単位部を構成することを可能にし、実体ﾏｸﾛは下のｺｰﾄﾞで示されるように定義されます。全ての周辺機能の
定義はそのAVRﾃﾞﾊﾞｲｽに対して利用可能なﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで見つかります。単位部用のｱﾄﾞﾚｽは利用可能な殆どのCｺﾝﾊﾟｲﾗに
適合させるためにANSI Cで指定されます。

#define PORTMUX (*(PORTMUX_t *) 0x0200) /* ﾎﾟｰﾄ多重器 */
#define PORTA   (*(PORT_t *) 0x0400) /* 入出力ﾎﾟｰﾄ */
#define PORTB   (*(PORT_t *) 0x0420) /* 入出力ﾎﾟｰﾄ */
#define PORTC   (*(PORT_t *) 0x0440) /* 入出力ﾎﾟｰﾄ */

単位部実体定義はﾒﾓﾘ内の絶対ｱﾄﾞﾚｽへの間接参照されたﾎﾟｲﾝﾀを使い、単位部実体基準ｱﾄﾞﾚｽと一致します。単位部ﾎﾟｲﾝﾀはﾍｯ
ﾀﾞ ﾌｧｲﾙで定義され、従って、ｿｰｽ ｺｰﾄﾞでそれらの定義を追加することは不要です。

例えば、PORTA単位部の基準ｱﾄﾞﾚｽは0x0400です。それのﾚｼﾞｽﾀと予約ﾋﾞｯﾄの全てのを持つ単位部は0x0400～0x0420で利用可能
なﾒﾓﾘ空間を持ち、これは10進数で32ﾊﾞｲﾄを意味します。従って、PORT_tはそれのﾚｼﾞｽﾀ(または予約されたﾋﾞｯﾄ)全てに対して割り
当てられた32ﾊﾞｲﾄを含みます。

2.2. 単位部構造体

2.2.1. 例 - ADC

ADC_t構造体型は下のｺｰﾄﾞで示されるようにﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで定義されます。それらがﾒﾓﾘで構成されるようにﾃﾞｰﾀｼｰﾄで指定された順
で単位部のﾚｼﾞｽﾀ全てを含みます。

/* A/D変換器 */
typedef struct ADC_struct
{
 register8_t CTRLA; /* 制御A */
 register8_t CTRLB; /* 制御B */
 register8_t CTRLC; /* 制御C */
 register8_t CTRLD; /* 制御D */
 register8_t CTRLE; /* 制御E */
 register8_t SAMPCTRL; /* 採取制御 */
 register8_t MUXPOS; /* 多重器正選択 */
 register8_t reserved_1[1];
 register8_t COMMAND; /* 指令 */
 register8_t EVCTRL; /* 事象制御 */
 register8_t INTCTRL; /* 割り込み制御 */
 register8_t INTFLAGS; /* 割り込み要求ﾌﾗｸﾞ */
 register8_t DBGCTRL; /* ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ制御 */
 register8_t TEMP; /* 一時ﾃﾞｰﾀ */
 register8_t reserved_2[2];
 _WORDREGISTER(RES); /* ADC累積器結果 */
 _WORDREGISTER(WINLT); /* 窓比較器下側閾値 */
 _WORDREGISTER(WINHT); /* 窓比較器上側閾値 */
 register8_t CALIB; /* 校正 */
 register8_t reserved_3[1];
} ADC_t;

単位部の実体に対するﾏｸﾛは下のｺｰﾄﾞで示されるように、その後に構造体型を使ってﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで定義されます。

#define ADC0 (*(ADC_t *) 0x0600) /* A/D変換器 */

従って、特定の単位部ﾚｼﾞｽﾀ、例えば、CTRLAﾚｼﾞｽﾀはADC0.CTRLAとしてｱﾄﾞﾚｽ指定されます。

2.2.2. 例 - PORT

PORT_t構造体型は下のｺｰﾄﾞで示されるようにﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで定義されます。

/* 入出力ﾎﾟｰﾄ */
typedef struct PORT_struct
{
 register8_t DIR; /* ﾃﾞｰﾀ方向 */
 register8_t DIRSET; /* ﾃﾞｰﾀ方向設定 */
 register8_t DIRCLR; /* ﾃﾞｰﾀ方向解除 */
 register8_t DIRTGL; /* ﾃﾞｰﾀ方向切り替え */
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 register8_t OUT; /* 出力値 */
 register8_t OUTSET; /* 出力値設定 */
 register8_t OUTCLR; /* 出力値解除 */
 register8_t OUTTGL; /* 出力値切り替え */
 register8_t IN; /* 入力値 */
 register8_t INTFLAGS; /* 割り込み要求ﾌﾗｸﾞ */
 register8_t reserved_1[6];
 register8_t PIN0CTRL; /* ﾋﾟﾝ0制御 */
 register8_t PIN1CTRL; /* ﾋﾟﾝ1制御 */
 register8_t PIN2CTRL; /* ﾋﾟﾝ2制御 */
 register8_t PIN3CTRL; /* ﾋﾟﾝ3制御 */
 register8_t PIN4CTRL; /* ﾋﾟﾝ4制御 */
 register8_t PIN5CTRL; /* ﾋﾟﾝ5制御 */
 register8_t PIN6CTRL; /* ﾋﾟﾝ6制御 */
 register8_t PIN7CTRL; /* ﾋﾟﾝ7制御 */
 register8_t reserved_2[8];
} PORT_t;

2.2.3. 単位部構造体での複数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀ

いくつかのﾚｼﾞｽﾀは16ﾋﾞｯﾄまたは32ﾋﾞｯﾄの値を表すために他のﾚｼﾞｽﾀと連結して使われます。例えば、ATmega4809ﾃﾞﾊﾞｲｽに対して
ADC結果(RES)、窓比較器下側閾値(WINLT)、窓比較器上側閾値(WINHT)は16ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀで、_WORDREGISTERﾏｸﾛを使って宣
言されます。このﾏｸﾛは32ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀに使われる_DWORDREGISTERﾏｸﾛと共に下の一覧で示されます。これらのﾏｸﾛはﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ
で既に定義されています。

_WORDREGISTERﾏｸﾛはLまたはHの接尾辞追加によってそれの下位側と上位側をｱｸｾｽするためのﾚｼﾞｽﾀ名拡張に使われます。
_DWORDREGISTERﾏｸﾛも数値接尾辞追加によって多数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀの全ﾊﾞｲﾄへのｱｸｾｽを提供します。_WORDREGISTERと_DWOR 
DREGISTERの両定義は下のｺｰﾄﾞで示されます。

#ifdef _WORDREGISTER
#undef _WORDREGISTER
#endif
#define _WORDREGISTER(regname) \
 __extension__ union \
 { \
  register16_t regname; \
  struct \
  { \
   register8_t regname ## L; \
   register8_t regname ## H; \
  }; \
 }
#ifdef _DWORDREGISTER
#undef _DWORDREGISTER
#endif
#define _DWORDREGISTER(regname)  \
 __extension__ union \
 { \
  register32_t regname; \
  struct \
  { \
   register8_t regname ## 0; \
   register8_t regname ## 1; \
   register8_t regname ## 2; \
   register8_t regname ## 3; \
  }; \
 }    
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2.3. ﾋﾞｯﾄ遮蔽、ﾋﾞｯﾄ群遮蔽、群構成設定遮蔽

単位部の構造体構成を使ってどのﾚｼﾞｽﾀもｱｸｾｽすることができます。ADCはﾃﾞｰﾀｼｰﾄでの単位部の説明特定部分で見つかる手順
を使って完全に構成することができます。例えば、ADCを初期化するのに推奨される手順は「ADC - A/D変換器」⇒「機能的な説
明」⇒「初期化」で示されます。ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄはﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで定義されるﾋﾞｯﾄ遮蔽またはﾋﾞｯﾄ位置遮蔽を使って操作することができま
す。予め定義された遮蔽はその場合にそれらがﾋﾞｯﾄ遮蔽と呼ばれる個別ﾋﾞｯﾄ、またはその場合にそれらがﾋﾞｯﾄ群遮蔽または群遮蔽
と呼ばれるﾋﾞｯﾄ群(ﾋﾞｯﾄ領域)に関連するどちらかです。例えば、ADC0単位部はﾋﾞｯﾄ遮蔽を使って変換周回を開始するように構成設
定して許可することができます。

2.3.1. ﾋﾞｯﾄ遮蔽とﾋﾞｯﾄ位置遮蔽

ﾋﾞｯﾄ遮蔽は個別ﾋﾞｯﾄの設定(1)と解除(0)を行う時の両方で使われます。ﾋﾞｯﾄ群遮蔽は主にﾋﾞｯﾄ領域で複数ﾋﾞｯﾄを解除(0)する時に使
われます。例えば、ADC0のCTRLDﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域、ﾋﾞｯﾄ名、ﾋﾞｯﾄ位置、ﾋﾞｯﾄ遮蔽は表2-1.で示されます。

表2-1. ﾋﾞｯﾄ領域、ﾋﾞｯﾄ名、ﾋﾞｯﾄ位置、ﾋﾞｯﾄ遮蔽

ﾋﾞｯﾄ領域 INITDLY2～0 - SAMPDLY3～0

EVDLY SAMPDLY3 SAMPDLY2 SAMPDLY1 SAMPDLY0ﾋﾞｯﾄ名 INITDLY2 INITDLY1 INITDLY0

ﾋﾞｯﾄ位置 7 6 5 4 3 2 1 0

ﾋﾞｯﾄ遮蔽 $80 $40 $20 $10 $08 $04 $02 $01

ｺﾝﾊﾟｲﾗに対してそれを扱うためにﾋﾞｯﾄ名が固有なことを必要とするため、全てのﾋﾞｯﾄはそれらが属す単位部型を前に付けられます。
多くの場合、単位部型名は略語にされます。ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀA型に関連する全てのﾋﾞｯﾄ定義について、ﾋﾞｯﾄ名はTCA_を前付けされま
す。

ﾋﾞｯﾄ遮蔽とﾋﾞｯﾄ位置を識別するため、接尾辞も付加されます。ﾋﾞｯﾄ遮蔽について接尾辞は_bmで、ﾋﾞｯﾄ位置について_bpです。従っ
て、INITDLY0ﾋﾞｯﾄに対するﾋﾞｯﾄ遮蔽の名前はADC_INITDLY0_bmで、ﾋﾞｯﾄ位置の名前はADC_INITDLY0_bpです。加えて、ﾍｯﾀﾞ ﾌｧ
ｲﾙは群位置に対する定義も提供します。群位置の接尾辞は_gpで、例えば、INITDLY群位置遮蔽の名前はADC_INITDLY0_gpで
す。下のｺｰﾄﾞはそれらがﾃﾞﾊﾞｲｽのﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで利用可能な時のINITDLYのﾋﾞｯﾄ遮蔽、ﾋﾞｯﾄ位置、群位置の定義を示します。

#define ADC_INITDLY_gp 5 /* 初期化遅延選択群位置 */
#define ADC_INITDLY0_bm (1<<5) /* 初期化遅延選択ﾋﾞｯﾄ0遮蔽 */
#define ADC_INITDLY0_bp 5 /* 初期化遅延選択ﾋﾞｯﾄ0位置 */
#define ADC_INITDLY1_bm (1<<6) /* 初期化遅延選択ﾋﾞｯﾄ1遮蔽 */
#define ADC_INITDLY1_bp 6 /* 初期化遅延選択ﾋﾞｯﾄ1位置 */
#define ADC_INITDLY2_bm (1<<7) /* 初期化遅延選択ﾋﾞｯﾄ2遮蔽 */
#define ADC_INITDLY2_bp 7 /* 初期化遅延選択ﾋﾞｯﾄ2位置 */

INITDLY0ﾋﾞｯﾄ遮蔽の命名規則例が図2-1.で示されます。

図2-1. ﾋﾞｯﾄ遮蔽の命名規則

ADC_INITDLY0_bm

単位部接頭辞
ﾋﾞｯﾄ名

ﾋﾞｯﾄ遮蔽接尾辞

2.3.2. ﾋﾞｯﾄ領域遮蔽 (群遮蔽)

ﾋﾞｯﾄの領域によって構成設定される計時器のｸﾛｯｸ選択、変換器の前置分周器選択、構成設定可能な注文論理回路の濾波器選択
のような多くの機能はﾋﾞｯﾄ領域またはﾋﾞｯﾄ群として参照されます。群のﾋﾞｯﾄの値が特定構成設定を選びます。

ﾋﾞｯﾄ領域を構成設定するための遮蔽はﾋﾞｯﾄ群遮蔽または群構成設定遮蔽として参照されます。

ﾋﾞｯﾄ領域のﾋﾞｯﾄを変更する時は望む構成設定に対するﾋﾞｯﾄを設定(1)するだけでは不充分で、新しい値を割り当てる前に古い構成
設定でそれらのﾋﾞｯﾄを解除(0)することも必要とされます。これを容易にするため、群遮蔽が定義されます。群遮蔽はﾋﾞｯﾄ領域のﾋﾞｯﾄと
同じ名前を使い、_gmを後付けされます。

下のｺｰﾄﾞはADC前置分周器群遮蔽がﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙでどう定義されるかを示します。

#define ADC_PRESC_gm  0x07 /* ｸﾛｯｸ前置分周器群遮蔽 */

命名規則例が図2-2.で示されます。

図2-2. 群遮蔽の命名規則

ADC_PRESC_gm

単位部接頭辞
ﾋﾞｯﾄ領域名

群遮蔽接尾辞
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ﾋﾞｯﾄ群遮蔽は主に新しい値を書く前にそのﾋﾞｯﾄ領域の旧構成設定を解除することを意図されます。下のｺｰﾄﾞはこれがどう行われ得る
かを示します。このｺｰﾄﾞはADC0単位部のCTRLCﾚｼﾞｽﾀのPRESCﾋﾞｯﾄ領域を解除します。この構文は構成設定を設定(1)しません。
前置分周器構成設定ﾋﾞｯﾄの全てを解除(0)するだけです。具体的な構成設定をﾘｾｯﾄするために全てのﾋﾞｯﾄ遮蔽を使う必要がなく、こ
の操作には群遮蔽だけが必要なため、これは利点です。群遮蔽は代表的に特定の構成設定を解除するのに群構成設定遮蔽と共
に使われます。

ADC0.CTRLC &= ~(ADC_PRESC_gm); /* 群遮蔽を使って前置分周器ﾋﾞｯﾄ領域を解錠 */

2.3.3. 群構成設定遮蔽と列挙子

これはﾋﾞｯﾄ領域を望む構成設定に設定する時に使われるﾋﾞｯﾄ様式を調べるためにﾃﾞｰﾀｼｰﾄを調査するのに度々必要とされます。こ
れはｺｰﾄﾞを読んだりﾃﾞﾊﾞｯｸﾞしたりする時にも適用されます。可読性を増してﾋﾞｯﾄ領域で不正にﾋﾞｯﾄを設定する可能性を最小とするた
め、ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで様々な群構成設定遮蔽が定義されます。各群構成設定遮蔽は特定の群遮蔽に対する構成設定を選びます。

群構成設定遮蔽の名前は単位部型、ﾋﾞｯﾄ領域名、構成設定の説明、それとこれが群構成設定であることを示す_gc接尾辞の連結で
す。ADC前置分周器の例が図2-3.で示されます。

図2-3. 群構成設定遮蔽の命名規則

ADC_PRESC_DIV4_gc

単位部接頭辞

ﾋﾞｯﾄ領域名
構成設定名

群構成設定接尾辞

図2-3.で示された群構成設定は周辺機能ｸﾛｯｸ(CLK_PER)からADCｸﾛｯｸへ4分周の係数で前置分周器を設定します。

ADCの前置分周器ﾋﾞｯﾄ領域は分周係数を定義する3ﾋﾞｯﾄから成ります。可能な構成設定名はDIV2、DIV4、DIV8、DIV16、DIV32、DI 
V64、DIV128、DIV256です。これらの名前は特定遮蔽がどの構成設定を選ぶかを理解するのに非常に小さな努力しか必要としない
ため、ｺｰﾄﾞを書いて操作するのを非常に容易にします。表2-2.はこのﾋﾞｯﾄ領域に対して利用可能な構成設定を示します。

表2-2. PRESCﾋﾞｯﾄと対応するﾋﾞｯﾄ群構成設定

PRESC2 PRESC0PRESC1 群構成設定遮蔽分周係数

0 0 0 CLK_PERを2分周 ADC_PRESC_DIV2_gc

0 0 1 CLK_PERを4分周 ADC_PRESC_DIV4_gc

0 1 0 CLK_PERを8分周 ADC_PRESC_DIV8_gc

0 1 1 CLK_PERを16分周 ADC_PRESC_DIV16_gc

1 0 0 CLK_PERを32分周 ADC_PRESC_DIV32_gc

1 0 1 CLK_PERを64分周 ADC_PRESC_DIV64_gc

1 1 0 CLK_PERを128分周 ADC_PRESC_DIV128_gc

1 1 1 CLK_PERを256分周 ADC_PRESC_DIV256_gc

ﾋﾞｯﾄ領域を新しい構成設定に変更するには古い構成設定が先に解除されるのを保証するため、代表的にﾋﾞｯﾄ群遮蔽と共に群構成
設定が使われます。

ﾋﾞｯﾄ遮蔽や群遮蔽と異なり、ﾋﾞｯﾄ群構成設定遮蔽はCの列挙を使って定義されます。各ﾋﾞｯﾄ領域に対して1つの列挙が定義されま
す。USARTのCMODEﾋﾞｯﾄ領域用の列挙が下のｺｰﾄﾞで示されます。

typedef enum USART_CMODE_enum
{
 USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc = (0x00<<6), /* 非同期動作 */
 USART_CMODE_SYNCHRONOUS_gc = (0x01<<6), /* 同期動作 */
 USART_CMODE_IRCOM_gc = (0x02<<6),  /* 赤外線通信 */
 USART_CMODE_MSPI_gc = (0x03<<6),  /* 主装置SPI動作 */
} USART_CMODE_t;

列挙の名前は単位部型(USART)、ﾋﾞｯﾄ領域(CMODE)、接尾辞(_enum)の連結です。

命名規則が図2-4.で示されます。

図2-4. 列挙の命名規則

USART_CMODE_enum

単位部接頭辞
ﾋﾞｯﾄ領域名

列挙接尾辞

列挙定数の各々はそれ自体が使われる時に通常の定数とそっくりに振る舞います。けれども、列挙型定義の使用は新しいﾃﾞｰﾀ型を
作成する利点を持ちます。この例に対するﾃﾞｰﾀ型の名前はUSART_CMODE_tです。USART_CMODE_t変数は整数として直接使うこ
とができますが、列挙型への整数割り当てがｺﾝﾊﾟｲﾗ警告を起動するでしょう。これはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成者の利益に使うことができます。
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例えば、USART単位部に対する通信動作を設定する関数が整数型(例えば、unsigned char)として通信動作を受け入れる場合、正
当または不正な何れの値も関数に渡され得ます。関数が代わりにUSART_CMODE_t型のﾊﾟﾗﾒｰﾀを受け入れる場合、USART_CMOD 
E_t列挙内の予め定義された4つの定数だけが関数に渡され得ます。他の何かを渡すと、ｺﾝﾊﾟｲﾗ警告になります。

注: ｺｰﾄﾞ一覧内の定数が既にそれらのﾋﾞｯﾄ位置に移動されているのに注意することが重要です。列挙定数はﾚｼﾞｽﾀに書かれる実際
の値で、追加の移動は必要とされません。

3. AVR®用素のCｺｰﾄﾞ書き
以降の項はAVR用のCｺｰﾄﾞの書き方に集中します。例は異なるAVRﾃﾞﾊﾞｲｽ間で可読で可搬なｺｰﾄﾞの作成法を記述します。例は確
認と保守が容易なｺｰﾄﾞの書き方の指針としても使うことができます。

ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの単位部はﾒﾓﾘ空間に於いて専用且つ連続した塊で配置され、ｶﾌﾟｾﾙ化された単位として見ることができます。単位
部はC構造体でｶﾌﾟｾﾙ化され、その中に全ての単位部ﾚｼﾞｽﾀが含まれます。

本文書はAVRﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙに適合する命名規則とﾚｼﾞｽﾀ ｱｸｾｽ法を紹介し、Cｺｰﾄﾞで書かれるｺｰﾄﾞに対する可動性と可搬性を提供し
ます。

3.1. ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄの設定、解除、読み込み

ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄの設定(1)と解除(0)は組み込みﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ書きで使われる基本的な操作でどの応用も基づく技法を表します。

読み-変更-書き操作は非分断操作の類です。これらはﾒﾓﾘ位置を読み、同時にそこへ完全に新しい値または以前の値の一部のど
ちらかで新しい値を書きます。

それが広い適応性を持つため、ﾋﾞｯﾄの値の読み込みは主に条件式(例えば、if文)と繰り返し式(例えば、while文)での条件として使わ
れます。この技法の一般的な使用事例は割り込み要求ﾌﾗｸﾞのﾎﾟｰﾘﾝｸﾞで、これはﾋﾞｯﾄの値を読んでﾋﾞｯﾄが設定(1)/解除(0)の場合に
一式の命令の実行を意味します。

注: 2進数演算の更なる詳細についてはﾋﾞｯﾄ単位演算子(Bitwise Operators)を参照してください。

3.1.1. ﾋﾞｯﾄ遮蔽を使うﾚｼﾞｽﾀ ﾋﾞｯﾄの設定、解除、読み込み

ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄはﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙによって提供されるﾋﾞｯﾄ遮蔽を使って設定(1)、解除(0)、読み込みができます。

構造体宣言を使うﾚｼﾞｽﾀ ｱｸｾｽ

ﾚｼﾞｽﾀの特定ﾋﾞｯﾄを設定(1)するための推奨されるｺｰﾄﾞ書き様式はﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで宣言された構造体実体とﾋﾞｯﾄ遮蔽ﾏｸﾛ定義を使うこ
とです。ﾋﾞｯﾄ遮蔽とで2進数OR(論理和)演算子を使うことはそのﾚｼﾞｽﾀ内で作られた他のﾋﾞｯﾄ設定がその操作によって影響を及ぼさ
れず、同じに留まることを保証します。

ADC0.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; /* ADC周辺機能を許可 */

ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄを解除(0)するため、ﾋﾞｯﾄ遮蔽の反転された値とﾚｼﾞｽﾀ間に2進数AND(論理積)演算子が適用されます。この操作は他の
ﾋﾞｯﾄ設定を無変化にも保ちます。

ADC0.CTRLA &= ~ADC_ENABLE_bm; /* ADC周辺機能を禁止 */

ADC_ENABLE_bmﾋﾞｯﾄ遮蔽は下で示されるようにﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで定義されます。

#define ADC_ENABLE_bm  0x01 /* ADC許可ﾋﾞｯﾄ遮蔽 */

ﾋﾞｯﾄの読み込みは様々な応用で必要です。例えば、ADCのRESRDYﾌﾗｸﾞはADC結果の準備が整うと、ﾊｰﾄﾞｳｪｱによって設定(1)され
ます。下のｺｰﾄﾞ一覧はこのﾋﾞｯﾄがて設定(1)されているかを調べてその場合に何かの命令を実行する方法を示します。

if(ADC0.INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm) /* ADC結果が準備可か調査 */
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}

ﾋﾞｯﾄが解除(0)かを調べて命令を実行する、またはそれが解除(0)に留まる間待つには次のｺｰﾄﾞを使うことができます。この場合、ADC
結果の準備が整うまでこの繰り返し内側の命令が実行されます。

while(!(ADC0.INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm))
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}

ﾏｸﾛ定義を使うﾚｼﾞｽﾀ ｱｸｾｽ

代わりに、ﾚｼﾞｽﾀはﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙのﾏｸﾛ定義を使ってもｱｸｾｽすることができます。下の例はこれらの定義を使ってﾋﾞｯﾄを設定(1)する方
法を示します。

ADC0_CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; /* ADC周辺機能を許可 */

https://microchipdeveloper.com/tls2101:bitwise-operators
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ﾏｸﾛ定義を使ってﾋﾞｯﾄを解除(0)するのに次のｺｰﾄﾞ例を使うことができます。

ADC0_CTRLA &= ~ADC_ENABLE_bm; /* ADC周辺機能を禁止 */

下のｺｰﾄﾞ一覧はこのﾋﾞｯﾄが設定(1)されているかを調べてその場合に何かの命令を実行する方法を示します。

if(ADC0_INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm) /* ADC結果が準備可か調査 */
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}

ﾋﾞｯﾄが解除(0)かを調べ、それが解除(0)に留まる間命令を実行するのに次のｺｰﾄﾞを使うことができます。この場合、ADC結果の準備
が整うまでこの繰り返し内側の命令が実行されます。

while(!(ADC0_INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm))
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}

3.1.2. ﾋﾞｯﾄ位置を使うﾚｼﾞｽﾀの設定、解除、読み込み

ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄを設定(1)、解除(0)、読み込む代替法はﾋﾞｯﾄ位置によってで、これもﾃﾞﾊﾞｲｽのﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙによって提供されます。

構造体宣言を使うﾚｼﾞｽﾀ ｱｸｾｽ

構造体宣言を使ってﾚｼﾞｽﾀをｱｸｾｽし、ﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使ってﾋﾞｯﾄを設定(1)するのに次のｺｰﾄﾞ例を使うことができます。

ADC0.CTRLA |= (1 << ADC_ENABLE_bp); /* ADC周辺機能を許可 */

ﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使ってﾋﾞｯﾄを解除(0)するのに次の例が提供されます。

ADC0.CTRLA &= ~(1 << ADC_ENABLE_bp); /* ADC周辺機能を禁止 */

ﾋﾞｯﾄが設定(1)されているかを調べるのに次のｺｰﾄﾞを使うことができます。

if(ADC0.INTFLAGS & (1 << ADC_RESRDY_bp)) /* ADC結果が準備可か調査 */
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}

ﾋﾞｯﾄが解除(0)かを調べ、それが解除(0)に留まる間命令を実行するのに次のｺｰﾄﾞを使うことができます。この場合、ADC結果の準備
が整うまでこの繰り返し内側の命令が実行されます。

while(!(ADC0.INTFLAGS & (1 << ADC_RESRDY_bp)))
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}

ﾏｸﾛ定義を使うﾚｼﾞｽﾀ ｱｸｾｽ

ﾏｸﾛ定義を使ってﾚｼﾞｽﾀをｱｸｾｽしてﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使ってﾋﾞｯﾄを設定(1)するのに次のｺｰﾄﾞ例を使うことができます。

ADC0_CTRLA |= (1 << ADC_ENABLE_bp); /* ADC周辺機能を許可 */

ﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使ってﾋﾞｯﾄを解除(0)するのに次の例が提供されます。

ADC0_CTRLA &= ~(1 << ADC_ENABLE_bp); /* ADC周辺機能を禁止 */

ﾋﾞｯﾄが設定(1)されているかを調べるのに次のｺｰﾄﾞを使うことができます。

if(ADC0_INTFLAGS & (1 << ADC_RESRDY_bp)) /* ADC結果が準備可か調査 */
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}

ﾋﾞｯﾄが解除(0)かを調べ、それが解除(0)に留まる間命令を実行するのに次のｺｰﾄﾞを使うことができます。この場合、ADC結果の準備
が整うまでこの繰り返し内側の命令が実行されます。

while(!(ADC0_INTFLAGS & (1 << ADC_RESRDY_bp)))
{
 /* ここに何かの命令を挿入してください。 */
}
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3.2. ﾚｼﾞｽﾀ初期化

ﾚｼﾞｽﾀを初期化するにはﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄを調査することによって望む構成設定を見つけなければなりません。そして、ﾚｼﾞｽﾀの値
が望む構成設定に一致するようにﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄが設定(1)または解除(0)されなければなりません。

ﾚｼﾞｽﾀ初期化は殆どの場合ﾚｼﾞｽﾀが既知のﾘｾｯﾄ状態(既定)である時のﾘｾｯﾄ後にﾃﾞﾊﾞｲｽの初期化の一部として実行されます。

殆どのAVRのﾚｼﾞｽﾀについて、全てのﾋﾞｯﾄとﾋﾞｯﾄ領域に対するﾘｾｯﾄ値は’0’です。ﾚｼﾞｽﾀのﾘｾｯﾄ値はこの例に対して望まれるﾚｼﾞｽﾀ
のﾋﾞｯﾄ構成設定と共に図3-1.で示されるように見つけることができます。

図3-1. ADC制御Aﾚｼﾞｽﾀ - ﾘｾｯﾄ値とﾋﾞｯﾄ設定

名称 : CTRLA
変位 : +$00
ﾘｾｯﾄ : $00
特質 : -

● ﾋﾞｯﾄ7 - RUNSTDBY : ｽﾀﾝﾊﾞｲ時走行 (Run in Standby)

このﾋﾞｯﾄはｽﾀﾝﾊﾞｲ中にADCが未だ動くかどうかを決めます。

7 6 5 4 3 2 1 0ﾋﾞｯﾄ

R/WR/WR/WR/WR/WR/WRR/W

00000000
ｱｸｾｽ種別

ﾘｾｯﾄ値

RUNSTDBY COMVMODE LEFTADJ RESSEL1,0 FREERUN ENABLE

説明

0値 1

ADCはｽﾀﾝﾊﾞｲ休止動作で動きません。進行中の変
換はADCが休止動作に入る前に終わります。

ADCはｽﾀﾝﾊﾞｲ休止動作で動きます。

● ﾋﾞｯﾄ5 - CONVMODE : 変換動作形態 (Conversion Mode)

このﾋﾞｯﾄはADCがｼﾝｸﾞﾙ ｴﾝﾄﾞ動作または差動動作で動くかを定義します。

名称 SINGLEENDED

0値 1

DIFF

説明
ADCは正入力だけが使われるｼﾝｸﾞﾙ ｴﾝﾄﾞ動作で動
きます。ADC結果は符号なし値として表されます。

ADCは正と負の両入力が使われる差動動作で動きま
す。ADC結果は符号付き値として表されます。

● ﾋﾞｯﾄ4 - LEFTADJ : 結果左揃え (Left Adjust Result)

このﾋﾞｯﾄへの’1’書き込みがADC結果の左揃えを許可します。

● ﾋﾞｯﾄ3,2 - RESSEL1,0 : 分解能選択 (Resolution Selection)

このﾋﾞｯﾄ領域はADC分解能を選びます。12ﾋﾞｯﾄから10ﾋﾞｯﾄへ分解能を変えると、変換時間は13.5 CLK_ADC周期から11.5 CLK 
_ADC周期に減らされます。

説明 12ﾋﾞｯﾄ分解能

0 0

10ﾋﾞｯﾄ分解能

0 1値 その他

（予約）

● ﾋﾞｯﾄ1 - FREERUN : 自由走行 (Free Running)

このﾋﾞｯﾄへの’1’書き込みがADCに対して自由走行動作を許可します。最初の変換は指令(ADCn.COMMAND)ﾚｼﾞｽﾀの変換
開始(STCONV)ﾋﾞｯﾄへ’1’を書くことによって開始されます。

● ﾋﾞｯﾄ0 - ENABLE : ADC許可 (ADC Enable)

説明 ADCは禁止されます。

0値 1

ADCは許可されます。

ﾚｼﾞｽﾀのﾘｾｯﾄ値が$00の場合、ﾋﾞｯﾄ遮蔽またはﾋﾞｯﾄ位置で作業する時に読み-変更-書き操作が必要とされず、そのﾚｼﾞｽﾀは単一行
で構成設定することができます。

望む構成設定は例えば、以下で有り得ます。

 ・ ADCは許可 - ENABLEﾋﾞｯﾄが’1’

 ・ ADCは差動動作で作動 - CONVMODEﾋﾞｯﾄが’1’

 ・ ADCは10ﾋﾞｯﾄ分解能で動作 - RESSELﾋﾞｯﾄ領域値が’00’(既定)
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この構成設定は下で示されるように、2進数、16進数、10進数のどれかを使ってﾚｼﾞｽﾀに直接、結果の値を書くことによって実装する
ことができます。

ADC0.CTRLA = 0b00100001;  /* 2進数 */
ADC0.CTRLA = 0x21;   /* 16進数 */
ADC0.CTRLA = 33;    /* 10進数 */

けれども、ｺｰﾄﾞの可読性(と潜在的な可搬性)を改善するため、ﾃﾞﾊﾞｲｽ定義を使うことが推奨され、これは間もなく来る部分で示されま
す。

注: AVRのﾚｼﾞｽﾀについては殆どﾋﾞｯﾄとﾋﾞｯﾄ領域に対するﾘｾｯﾄ値が’0’ですが、例外があります。例えば、USART0制御Cﾚｼﾞｽﾀはﾘ
ｾｯﾄ値’1’のﾋﾞｯﾄ対を持ちます。この場合、ﾋﾞｯﾄのﾘｾｯﾄ値が通常’0’であると言う事実を信頼することなく、望む構成設定を明示
的に設定しなければなりません。

図3-2. USART制御Cﾚｼﾞｽﾀ - ﾘｾｯﾄ値

名称 : CTRLC
変位 : +$07
ﾘｾｯﾄ : $03
特質 : -

このﾚｼﾞｽﾀ記述は主装置SPI動作を除く全動作に対して有効です。このﾚｼﾞｽﾀのUSART通信動作(CMODE)ﾋﾞｯﾄ領域が
‘MSPI’を書かれた時の正確な記述については「制御C(CTRLC) - 主装置SPI動作」ﾚｼﾞｽﾀをご覧ください。

7 6 5 4 3 2 1 0ﾋﾞｯﾄ

R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/W

11000000
ｱｸｾｽ種別

ﾘｾｯﾄ値

CMODE1,0 PMODE1,0 SBMODE CHSIZE2～0

USART0制御Cﾚｼﾞｽﾀは$03のﾘｾｯﾄ値を持ちます。この場合、CHSIZEﾋﾞｯﾄ領域の値を変更せずにそれらのﾋﾞｯﾄまたはﾋﾞｯﾄ領域の1つ
を初期化するには読み-変更-書き操作が必要とされます。このﾚｼﾞｽﾀは図3-2.で示されます。

3.2.1. ﾋﾞｯﾄ遮蔽と群構成設定遮蔽を使うﾚｼﾞｽﾀ初期化

本項はﾋﾞｯﾄ遮蔽と群構成設定遮蔽を使ってADCのCTRLAﾚｼﾞｽﾀを構成設定する推奨方法を提供します。

ADC0.CTRLA = ADC_ENABLE_bm /* ADCを許可 */
 | ADC_CONVMODE_bm /* 差動変換動作を選択 */
 | ADC_RESSEL_10BIT_gc; /* 10ﾋﾞｯﾄ変換 */

割り当てのﾚｼﾞｽﾀ側でﾋﾞｯﾄ単位OR(|)が存在しないことに注意してください。殆どの場合、ﾃﾞﾊﾞｲｽと周辺機能のﾙｰﾁﾝはこの方法で書
かれます。

ADC_RESSEL_enumは下で示される群構成設定遮蔽を含みます。

ADC_RESSEL_10BIT_gc = (0x01<<2), /* 10ﾋﾞｯﾄ動作 */

上のﾚｼﾞｽﾀの初期化はCｺｰﾄﾞの単一行で行われなければなりません。次のように書くと、2行目の群構成設定は最初の行
で設定(1)されたﾋﾞｯﾄを解除(0)します。

警告

ADC0.CTRLA = ADC_ENABLE_bm;
ADC0.CTRLA = ADC_CONVMODE_bm;
ADC0.CTRLA = ADC_RESSEL_10BIT_gc;

3行のｺｰﾄﾞを使ってこのｺｰﾄﾞを書く正しい方法が下で示されます。

ADC0.CTRLA = ADC_ENABLE_bm;
ADC0.CTRLA |= ADC_CONVMODE_bm;
ADC0.CTRLA |= ADC_RESSEL_10BIT_gc;

注: ﾋﾞｯﾄ遮蔽は単一行のｺｰﾄﾞでだけﾋﾞｯﾄを設定(1)することができ、故にﾋﾞｯﾄを’0’に設定するのを必要とするどの構成設定も、それら
がそれらのﾘｾｯﾄ値によって正しく構成設定されるため省略することができます。

3.2.2. ﾋﾞｯﾄ位置を使うﾚｼﾞｽﾀ初期化

上で示したのと同じ構成設定は次のようにﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使うことによって行うことができます。

ADC0.CTRLA = (1 << ADC_ENABLE_bp) /* ADCを許可 */
 | (1 << ADC_CONVMODE_bp) /* 差動変換動作を選択 */
 | (1 << ADC_RESSEL0_bp) /* 10ﾋﾞｯﾄ変換 */
 | (0 << ADC_RESSEL1_bp);
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注: (0 << ADC_RESSEL0_bp)行は単に可読性のために追加されていますが、取り去ることができます。

ADC0.CTRLA = (1 << ADC_ENABLE_bp) /* ADCを許可 */
 | (1 << ADC_CONVMODE_bp) /* 差動変換動作を選択 */
 | (1 << ADC_RESSEL0_bp) /* 10ﾋﾞｯﾄ変換 */

ﾋﾞｯﾄ領域を構成設定するのに使うことができる他の位置ﾏｸﾛは群位置遮蔽です。これらは下で示されるように使うことができます。望
む構成設定値はﾋﾞｯﾄ領域位置(群位置)で移動されなければなりません。

ADC0.CTRLA = (1 << ADC_ENABLE_bp) /* ADCを許可 */
 | (1 << ADC_CONVMODE_bp) /* 差動変換動作を選択 */
 | (0x01 << ADC_RESSEL_gp); /* 10ﾋﾞｯﾄ変換 */

3.3. ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域構成設定変更

本項は様々なﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ定義を使ってﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域を更新する時の考慮を網羅します。RXMODEﾋﾞｯﾄ領域が例として使われ、
更新は下で示される初期化に例えて行われます。

USART0.CTRLB = USART_RXEN_bm /* 受信部を許可 */
 | USART_TXEN_bm /* 送信部を許可 */
 | USART_RXMODE_LINAUTO_gc; /* LIN制限付き自動ﾎﾞｰ動作 */

以降の下位項は受信部動作(RXMODE)構成設定を標準自動ﾎﾞｰ(GENAUTO)動作に変更するｺｰﾄﾞ例を提供します。それらがﾃﾞﾊﾞｲ
ｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄであるような、このﾋﾞｯﾄ領域に対して利用可能な構成設定は下表で示されます。

図3-3. USART0受信部動作構成設定

名称 NORMAL

0 0

CLK2X

0 1値 1 0 1 1

GENAUTO LINAUTO

説明 標準USART動作、標準速 標準USART動作、倍速 標準自動ﾎﾞｰﾚｰﾄ動作 LIN制限自動ﾎﾞｰﾚｰﾄ動作

3.3.1. 群と分構成設定遮蔽を使うﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域構成設定の変更

ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域だけを更新する時は読み-変更-書き操作が使われなければなりません。従って、ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域の構成設定を
変更するには先に旧構成設定を解除してその後に新しいものを設定することが推奨されます。

ﾋﾞｯﾄ領域に構成設定を設定するにはﾋﾞｯﾄ群構成設定遮蔽を使うことが推奨されます。

ﾋﾞｯﾄ領域を新しい構成設定に変更する1つの方法が下のｺｰﾄﾞ一覧で示されます。望む構成設定が得られるのを保証するため、先に
群遮蔽を使って旧構成設定を解除しなければなりません。

/* ﾋﾞｯﾄ群構成設定を変更 */
USART0.CTRLB &= (~USART_RXMODE_gm); /* 旧構成設定を解除 */
USART0.CTRLB |= USART_RXMODE_GENAUTO_gc; /* 群構成設定遮蔽を使って新しい構成設定を設定 */

注: 最初の行(上の2行目)はUSART0のRXMODEを短時間、指定状態(’00’)に置きます。

群遮蔽ﾏｸﾛは下で示されるようにﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙで定義されます。

#define USART_RXMODE_gm 0x06 /* 受信部動作群遮蔽 */

USART_RXMODE_enum列挙は下で示される群構成設定遮蔽を含みます。

USART_RXMODE_GENAUTO_gc = (0x02<<1), /* 標準自動ﾎﾞｰ動作 */

例え1つの行がﾚｼﾞｽﾀを解除し、別の1つの行が望む構成設定を設定する、2つの独立ｺｰﾄﾞ行にｺｰﾄﾞを分けることがより簡
単に思われるかもしれませんが、下のｺｰﾄﾞ一覧で示されるように、これを行うには単一行を使うことが推奨されます。

警告

/* ﾋﾞｯﾄ群構成設定を変更 */
USART0.CTRLB = (USART0.CTRLB & ~USART_RXMODE_gm) | USART_RXMODE_GENAUTO_gc;

これらの手順はﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを予期せぬ状態に置くことを避けるために単一行で実装されなければなりません。

CTRLBﾚｼﾞｽﾀはこのように宣言されます。

register8_t CTRLB;

register8_t型はvolatile宣言されたﾃﾞｰﾀ型です。

typedef volatile uint8_t register8_t;
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ﾚｼﾞｽﾀがvolatileとして定義されるため、2つの異なるｺｰﾄﾞ行はCTRLBﾚｼﾞｽﾀで読みと書きを1回の代わりに2回起動します。ｺｰﾄﾞを非
効率にするのに加えて、これは周辺機能を予期せぬ状態にも置き得ます。その理由は2行のｺｰﾄﾞ間で割り込みが起動されると、状況
が変えられ、ﾚｼﾞｽﾀが未定義状態に留まり得るからです。

3.3.2. ﾋﾞｯﾄ遮蔽を使うﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域構成設定の変更

下の例は新しい構成設定を設定するのにﾋﾞｯﾄ遮蔽を使ってﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域を更新する方法を示します。単一ｺｰﾄﾞ行で、現在の構
成設定が解除され、新しい構成設定が設定されます。

USART0.CTRLB = (USART0.CTRLB & ~(USART_RXMODE0_bm | USART_RXMODE1_bm))
 | USART_RXMODE1_bm; /* 標準自動ﾎﾞｰ動作 */

3.3.3. ﾋﾞｯﾄ位置を使うﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域構成設定の変更

下の例は新しい構成設定を設定するのにﾋﾞｯﾄ位置を使ってﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ領域を更新する方法を示します。単一ｺｰﾄﾞ行で、現在の構
成設定が解除され、新しい構成設定が設定されます。

USART0.CTRLB = (USART0.CTRLB & ~((1 << USART_RXMODE0_bp) | (1 << USART_RXMODE1_bp)))
 | (0 << USART_RXMODE0_bp)
 | (1 << USART_RXMODE1_bp);

注: (0 << USART_RXMODE0_bp)行は単に可読性のために追加されていますが、取り去ることができます。

USART0.CTRLB = (USART0.CTRLB & ~((1 << USART_RXMODE0_bp) | (1 << USART_RXMODE1_bp)))
 | (1 << USART_RXMODE1_bp);

3.4. ﾋﾞｯﾄ遮蔽と群構成設定遮蔽使用の利点

推奨されたｺｰﾄﾞ書き様式を使う利点は次のとおりです。

 ・ もっと読み易いｺｰﾄﾞが得られます。群構成設定遮蔽を使うことにより、設定されつつある構成設定が何かを確実に知るでしょう。構
成設定名は遮蔽名に含まれています。

 ・ もっと簡潔なｺｰﾄﾞが得られます。群遮蔽は各ﾋﾞｯﾄにﾋﾞｯﾄ遮蔽を使う必要なしにﾋﾞｯﾄ領域内の全てのﾋﾞｯﾄの解除を助けします。構
成設定遮蔽はﾋﾞｯﾄ領域全体を構成設定するのに使うこともできます。

 ・ ｺｰﾄﾞは維持がより容易です。例えば、ﾋﾞｯﾄ領域構成設定を変更するには、ﾋﾞｯﾄ遮蔽またはﾋﾞｯﾄ位置を使って各ﾋﾞｯﾄ値を変更する
代わりに群構成設定遮蔽名を変更しなければならないだけです。

3.5. 構成設定変更保護(CCP)ﾚｼﾞｽﾀへの書き込み

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたﾚｼﾞｽﾀへ書く試みは保護されたﾚｼﾞｽﾀを無変化のままにします。ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄで指
定された手順は代表的にCPU.CCPﾚｼﾞｽﾀに識票を書き、その後の4命令内で望む値を保護されたﾚｼﾞｽﾀに書くことを必要とします。

CCP識票は下で示されるようにﾃﾞﾊﾞｲｽのﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙによって提供されます。

/* CCP識票選択 */
typedef enum CCP_enum
{
 CCP_SPM_gc = (0x9D<<0), /* SPM命令保護 */
 CCP_IOREG_gc = (0xD8<<0), /* I/Oﾚｼﾞｽﾀ保護 */
} CCP_t;

次の例はIOREG識票を使ってCCP下のﾚｼﾞｽﾀに書く方法を示します。主ｸﾛｯｸ前置分周器の分周値が16に設定されます。

CCP = CCP_IOREG_gc;   /* 必要とされる識票をCCPに書き込み */
CLKCTRL.MCLKCTRLB = CLKCTRL_PDIV_16X_gc; /* 前置分周器を16分周に設定 */

次の例はSPM識票を使ってCCP下のﾚｼﾞｽﾀに書く方法を示します。

CPU.CCP = CCP_SPM_gc;  /* 必要とされる識票をCCPに書き込み */
NVMCTRL.CTRLA = NVMCTRL_CMD_FLPER_gc; /* ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ ﾍﾟｰｼﾞ消去許可 */

これらはCCP下のﾚｼﾞｽﾀへ書く推奨方法ではありません。CCPによって保護されたﾚｼﾞｽﾀへ書くには4命令内にｿﾌﾄｳｪｱが
保護されたﾚｼﾞｽﾀに望む値を書かなけれなりません。ﾀｲﾐﾝｸﾞ要件を満たすため、CCPﾚｼﾞｽﾀへの書き込みは多くの場合ｱ
ｾﾝﾌﾞﾘ ｺｰﾄﾞによって処理されます。

警告

従って、保護されたI/Oﾚｼﾞｽﾀ書き込みの推奨方法はccp_write_io関数を使うことによります。この関数を使うには次のﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙがｲ
ﾝｸﾙｰﾄﾞされなければなりません。

#include <avr/cpufunc.h>  /* 必要とされるﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ */



TB3262

© 2020 Microchip Technology Inc. 技術概説 DS90003262B - 18頁

次のｺｰﾄﾞ例は前に示された例と同じ機能を提供しますが、ccp_write_io関数を使っています。

/* 前置分周器を16分周に設定 */
ccp_write_io((void *) & (CLKCTRL.MCLKCTRLB), (CLKCTRL_PDIV_16X_gc)); 

代わりに、CCPﾚｼﾞｽﾀに値を書くためにﾏｸﾛが定義されます。これはXMEGA® CCP機構を通して保護され、これはCCPに対して必要
とされる時間手順を実装します。

注: CCPﾚｼﾞｽﾀがAVRﾃﾞﾊﾞｲｽのXMEGA系統で導入されたため、_PROTECTED_WRITEと_PROTECTED_WRITE_SPMのﾏｸﾛを含む
ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙはxmega.hで、これが下で示されるようにｲﾝｸﾙｰﾄﾞされなければなりません。

#include <avr/xmega.h>  /* 必要とされるﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ */

これらのﾏｸﾛは下のｺｰﾄﾞ例で示されるように望むﾚｼﾞｽﾀへ書くのに使われなければなりません。

/* 32kHz内部超低電力発振器を選択 */
_PROTECTED_WRITE(CLKCTRL.MCLKCTRLA, CLKCTRL.MCLKCTRLA | CLKCTRL_CLKSEL_OSCULP32K_gc);
/* ﾍﾟｰｼﾞ書き込み指令 */
_PROTECTED_WRITE_SPM(NVMCTRL.CTRLA, NVMCTRL_CMD_PAGEWRITE_gc);

注: XC8ｺﾝﾊﾟｲﾗ(MPLAB X IDE)とGCC(ATmel Stuido 7)の両方がこれらのﾏｸﾛの使用を支援します。

3.6. ﾋｭｰｽﾞの構成設定

ﾋｭｰｽﾞは予め設定されていますが、ﾋｭｰｽﾞ ﾚｼﾞｽﾀは使用者によって変えることができます。ﾋｭｰｽﾞはそれをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)することによって
だけ変えることができます。けれどもいくつかのﾋｭｰｽﾞ値はﾚｼﾞｽﾀに読み込まれ、それらの値を走行時の間に変更することができま
す。ﾋｭｰｽﾞは以降の項で記述されるように、Cｺｰﾄﾞを書くことによって構成設定することができます。

3.6.1. XC8構成設定ﾋﾞｯﾄを使うﾋｭｰｽﾞの構成設定

MPLAB X IDEでﾋｭｰｽﾞを構成設定するには構成設定ﾊﾟﾗﾒｰﾀを使うこと
ができます。ｺﾝﾊﾟｲﾗと望むﾃﾞﾊﾞｲｽの構成設定ﾋﾞｯﾄについてのより多く
の情報は図3-4.で示されるように、ｺﾝﾊﾟｲﾗのﾍﾙﾌﾟ(MPLAB X IDEﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄの計器盤(Dashboard)から青い疑問符(?)をｱｸｾｽすることによって
見つけることができます。

図3-4. ｺﾝﾊﾟｲﾗのﾍﾙﾌﾟへのｱｸｾｽ

図3-5.で示されるように、支援される全てのﾃﾞﾊﾞｲｽに対する構成設定が
Configuration Settings Reference(構成設定参考文献)⇒8-bit AVR MC 
Usで示されます。

図3-5. ｺﾝﾊﾟｲﾗのHelp(ﾍﾙﾌﾟ)⇒8-bit Language Tools Readme and Reference(8ﾋﾞｯﾄ言語ﾂｰﾙ注意書きと参考文献)

構成設定指令(pragma)は下で示されるように使うことができます。

#pragma config <setting> = <named value | literal constant>

次の例はｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏとCRCを禁止して構成設定指令を使って始動時間を8msに構成設定する方法を示します。

* ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏを禁止 */
#pragma config PERIOD = PERIOD_OFF
/* CRCを禁止してﾘｾｯﾄ ﾋﾟﾝの構成をGPIO(汎用入出力)動作に設定 */
#pragma config CRCSRC = CRCSRC_NOCRC, RSTPINCFG = RSTPINCFG_GPIO
/* 始動時間選択: 8ms */
#pragma config SUT = SUT_8MS



TB3262

© 2020 Microchip Technology Inc. 技術概説 DS90003262B - 19頁

3.6.2. AVR® LibCを使うﾋｭｰｽﾞの構成設定

Atmel Studioを使ってﾋｭｰｽﾞを構成設定するには下で示されるようにfuse.hﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙがｲﾝｸﾙ-ﾄﾞされなければなりません。

#include <avr/fuse.h> /* 必要とされるﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ */

次の例はｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ構成設定(WDTCFG)ﾋｭｰｽﾞ ﾚｼﾞｽﾀを使ってｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏを禁止し、CRCを禁止してｼｽﾃﾑ構成設定0(SYSCFG 
0)ﾚｼﾞｽﾀを使ってﾘｾｯﾄ ﾋﾟﾝをGPIO動作に設定し、ｼｽﾃﾑ構成設定1(SYSCFG1)ﾚｼﾞｽﾀを使って始動時間を8msに構成設定する方法
を示します。

FUSES = {
 /* ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏを禁止 */
 .WDTCFG = PERIOD_OFF_gc,
 /* CRCを禁止してﾘｾｯﾄ ﾋﾟﾝの構成をGPIO(汎用入出力)動作に設定 */
 .SYSCFG0 = CRCSRC_NOCRC_gc | RSTPINCFG_GPIO_gc,
 /* 始動時間選択: 8ms */
 .SYSCFG1 = SUT_8MS_gc
};

使用者によって初期化されない場合、AVR LibC使用時にﾋｭｰｽﾞは既定値(’0’)で初期化されます。’0’と違わ(訳補:即
ち、’1’で)なけれならなくて初期化されないﾋｭｰｽﾞがある場合、ﾃﾞﾊﾞｲｽは意図されるように動かないかもしれません。

警告

3.7. 単位部ﾎﾟｲﾝﾀを使う関数呼び出し

複数の実体を持つ単位部型に対してﾄﾞﾗｲﾊﾞを書く時に、全ての実体が同じﾚｼﾞｽﾀ ﾒﾓﾘ割り当てを持つと言う事実は、その単位部型
の全ての実体に対してﾄﾞﾗｲﾊﾞを再使用可能にするように活用することができます。ﾄﾞﾗｲﾊﾞが関連する単位部実体を指し示すﾎﾟｲﾝﾀ引
数を取るなら、そのﾄﾞﾗｲﾊﾞはこの型の全ての単位部に対して使うことができます。更に、書かれたｺｰﾄﾞは同じ系統のﾃﾞﾊﾞｲｽ間で可搬
にすることができます。同じ系統のﾃﾞﾊﾞｲｽ間の互換性の詳細はﾃﾞｰﾀｼｰﾄ系統の「概要」部分で提供され、いくつかの違いが図3-6.で
示されます。

図3-6. magaAVR® 0系概要(1)
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複数のﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀを持つﾃﾞﾊﾞｲｽでは、これらの単位部を初期化してｱｸｾｽする関数は全ての実体に対して同じｺｰﾄﾞ行を複製する代
わりに全ての単位部実体によって共用することができます。例え関数に単位部ﾎﾟｲﾝﾀを渡すことでの小さな付随負荷があるとしても、
各単位部型の全ての実体に対してｺｰﾄﾞが再利用されるため、総合的なｺｰﾄﾞの大きさは減らされます。更に、開発時間、維持費用、
可搬性はこの手法を使うことによって大きく改善することができます。

下のｺｰﾄﾞはどのﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ単位部に対してもｸﾛｯｸ元を選ぶのに単位部ﾎﾟｲﾝﾀを使う関数を示します。

void TC_ConfigClockSource (volatile TCB_t *tc, TCB_CLKSEL_t clockSelection)
{
 tc->CTRLA = (tc->CTRLA & ~TCB_CLKSEL_gm) | clockSelection;
}

この関数はTCB_t型の単位部ﾎﾟｲﾝﾀとTCB_CLKSEL_tの群構成設定型の2つの引数を取ります。関数内のｺｰﾄﾞはCTRLAﾚｼﾞｽﾀをｱｸ
ｾｽするのにﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ単位部ﾎﾟｲﾝﾀを使い、tcﾊﾟﾗﾒｰﾀを通して提供されるｱﾄﾞﾚｽでﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ単位部に新しいｸﾛｯｸ選択を設定しま
す。下のｺｰﾄﾞは上で記述された関数が違うﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ実体に異なる構成設定を設定するのにどう使われるかを示します。

/* CLKDIV2としてTCB0ｸﾛｯｸ選択を構成設定 */
TCB_ConfigClockSource (&TCB0, TCB_CLKSEL_CLKDIV2_gc);
/* CLKDIV1としてTCB0ｸﾛｯｸ選択を構成設定 */
TCB_ConfigClockSource (&TCB0, TCB_CLKSEL_CLKDIV1_gc);
/* CLKDIV2としてTCB1ｸﾛｯｸ選択を構成設定 */
TCB_ConfigClockSource (&TCB1, TCB_CLKSEL_CLKDIV2_gc);
/* CLKDIV2としてTCB2ｸﾛｯｸ選択を構成設定 */
TCB_ConfigClockSource (&TCB2, TCB_CLKSEL_CLKDIV2_gc);  
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4. ｺｰﾄﾞ書き代替法を示す応用例
利便性と旧版のAVRｺｰﾄﾞ書き様式との保守互換性のため、構造体を伴わないﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ書き様式を使うことも未だ可能です。本章はﾚ
ｼﾞｽﾀ ｱｸｾｽとﾋﾞｯﾄ名使用の代替法を簡単に記述します。

4.1. ﾚｼﾞｽﾀ名

単位部構造体を使わずにどのﾚｼﾞｽﾀもｱｸｾｽすることが可能です。ﾚｼﾞｽﾀを直接参照するには単位部実体名その後に下線(_)とﾚｼﾞｽ
ﾀ名を加えて連結してください。同じ命名規則がｱｾﾝﾌﾞﾘ言語でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを書く時にも使われます。

例えば、ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀB型、実体0のCTRLAﾚｼﾞｽﾀをｱｸｾｽするには、構造体を通してｱｸｾｽする代わりに、TCB0_CTRLAの名前を使うこ
とができます。

4.2. ﾋﾞｯﾄ位置

ﾋﾞｯﾄを設定(1)または解除(0)するのにﾋﾞｯﾄ遮蔽を使うことが可能です。ﾚｼﾞｽﾀ内のﾋﾞｯﾄ位置はﾋﾞｯﾄ遮蔽と同じ名前を使って定義されま
すが、異なる接尾辞です。下のｺｰﾄﾞはﾚｼﾞｽﾀを構成設定するのにﾋﾞｯﾄ位置がどう使われ得るかを示します。

PORTB_OUT |= (1 << PIN0_bp); /* ﾎﾟｰﾄBの出力(OUT)ﾚｼﾞｽﾀのﾋﾞｯﾄ0を設定(1) */

ﾋﾞｯﾄ位置定義は互換性の理由のためにｲﾝｸﾙｰﾄﾞされます。これらはﾋﾞｯﾄ番号を使う命令に対してｱｾﾝﾌﾞﾘ言語でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを書く時にも
必要とされます。

4.3. 仮想ﾎﾟｰﾄ

仮想ﾎﾟｰﾄ(VPORT)ﾚｼﾞｽﾀはいくつかのPORTﾚｼﾞｽﾀにﾋﾞｯﾄ ｱｸｾｽ可能なI/Oﾒﾓﾘ空間で仮想的に割り当てられることを許します。これ
が行われると、VPORTﾚｼﾞｽﾀへの書き込みは実際のPORTﾚｼﾞｽﾀへの書き込みと同じになります。これは拡張I/Oﾒﾓﾘ空間に属すPO 
RTﾚｼﾞｽﾀにﾋﾞｯﾄ操作命令(SBI/CBI)のようなI/Oﾒﾓﾘ特有命令の使用を許します。利用可能な仮想ﾎﾟｰﾄ数は殆どの場合で4または6
に制限され、PORT単位部の数よりもより少ない利用可能な仮想ﾎﾟｰﾄ数になります。仮想ﾎﾟｰﾄ使用の利点はより小さくてより少ない複
雑なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとより少ない使用ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘです。

互換性構成図が図4-1.で示され、これは特定のAVR製品系統に対してどのｺｰﾄﾞ書き様式が利用可能かを説明します。

図4-1. AVR®系統ﾚｼﾞｽﾀ構成設定任意選択
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4.4. PORT例

本項は使用者釦を押す時にLEDをONにするようにPORTを構成設定する方法の例を含みます。ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗのどのﾋﾟﾝが使用者
LEDと使用者釦に配線されるかを識別するには使う基板の回路図が必要です。この例に使われるAVR128SDA48 Curiosity Nano基
板についてはLEDがPORTCの6番ﾋﾟﾝ(PC6)に接続され、釦がPORTCの7番ﾋﾟﾝ(PC7)に接続されます。これがﾋﾟﾝの正しい構成設定
であることを確実にするため、基板の回路図を調べなければなりません。

下のｺｰﾄﾞはﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使ってLEDをONとOFFに切り替えるためのｺｰﾄﾞをどう書くかを示します。

例4-1. ﾋﾞｯﾄ位置を使って釦押下時にLEDをON

/* ﾋﾟﾝの方向構成設定 */
/* 読み-変更-書き: ｿﾌﾄｳｪｱ */
PORTC.DIR |= (1 << PIN6_bp); /* 使用者LED用出力 */
PORTC.DIR &= ~(1 << PIN7_bp); /* 使用者釦用入力 */
PORTC.PIN7CTRL |= (1 << PORT_PULLUPEN_bp); /* ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ構成設定 */
while (1)
{
 if(PORTC.IN & (1 << PIN7_bp)) /* 釦状態調査 */
 {
  /* 釦開放 */
  PORTC.OUT |= (1 << PIN6_bp); /* LEDをOFF */
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 }
 else
 {
  /* 釦押下 */
  PORTC.OUT &= ~(1 << PIN6_bp); /* LEDをON */
 }
}

注: これは周辺機能構成設定に対してAtmel STARTによって使われるｺｰﾄﾞ書き様式です。

下のｺｰﾄﾞは同じ機能を提供しますが、ﾋﾞｯﾄ遮蔽を使います。

例4-2. ﾋﾞｯﾄ遮蔽を使って釦押下時にLEDをON

/* ﾋﾟﾝの方向構成設定 */
/* 読み-変更-書き: ｿﾌﾄｳｪｱ */
PORTC.DIR |= PIN6_bm; /* 使用者LED用出力 */
PORTC.DIR &= ~ PIN7_bm; /* 使用者釦用入力 */
PORTC.PIN7CTRL |= PORT_PULLUPEN_bm; /* ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ構成設定 */
while (1)
{
 if(PORTC.IN & PIN7_bm) /* 釦状態調査 */
 {
  /* 釦開放 */
  PORTC.OUT |= PIN6_bm; /* LEDをOFF */
 }
 else
 {
  /* 釦押下 */
  PORTC.OUT &= ~(PIN6_bm); /* LEDをON */
 }
}

注: これはAVR用ｺｰﾄﾞを生成する時のMCCによって使われるｺｰﾄﾞ書き様式です。

また、下のｺｰﾄﾞで示されるように、読み-変更-書き操作をせずにﾋﾟﾝ値の設定(1)と解除(0)をするのにSETとCLRのﾚｼﾞｽﾀを使うことが
できます。これは先にﾚｼﾞｽﾀ値を読む代わりに、非分断命令を使って望む値の設定(1)と解除(0)を許します。主な利点はこの動きが
割り込まれ得ないことです。3つ(読み-変更-書き)の代わりに1つの命令だけが実行されます。

例4-3. SETとCLRのﾚｼﾞｽﾀを使って釦押下時にLEDをON

PORTC.DIRSET = PIN6_bm; /* 使用者LED用出力 */
PORTC.DIRCLR = PIN7_bm; /* 使用者釦用入力 */
PORTC.PIN7CTRL |= PORT_PULLUPEN_bm; /* ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ構成設定 */

while (1)
{
 /* 読み-変更-書き: ﾊｰﾄﾞｳｪｱ */
 if(PORTC.IN & PIN7_bm) /* 釦状態調査 */
 {
  /* 釦開放 */
  PORTC.OUTSET = PIN6_bm; /* LEDをOFF */
 }
 else
 {
  /* 釦押下 */
  PORTC.OUTCLR = PIN6_bm; /* LEDをON */
 }
}

出力ﾋﾟﾝの方向を構成設定して値を設定(1)/解除(0)する別の方法は下のｺｰﾄﾞで示されるように仮想ﾎﾟｰﾄを使うことによります。

例4-4. 仮想ﾎﾟｰﾄを使って釦押下時にLEDをON

/* ﾋﾟﾝの方向構成設定 */
/* 読み-変更-書き: VPORTﾚｼﾞｽﾀ */
VPORTC.DIR |= PIN6_bm; /* 使用者LED用出力 */
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VPORTC.DIR &= ~PIN7_bm; /* 使用者釦用入力 */
PORTC.PIN7CTRL |= PORT_PULLUPEN_bm; /* ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ構成設定 */
while (1)
{
 if(VPORTC.IN & PIN7_bm) /* 釦状態調査 */
 {
  /* 釦開放 */
  VPORTC.OUT |= PIN6_bm; /* LEDをOFF */
 }
 else
 {
  /* 釦押下 */
  VPORTC.OUT &= ~PIN6_bm; /* LEDをON */
 }
}

4.5. ADC例

本項はAVR DA系列のﾃﾞﾊﾞｲｽからAVR128DA48ﾃﾞﾊﾞｲｽでADC0単位部に対する簡単な構成設定例を提示します。この制御器を書く
のに必要とされる情報は「1. ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ単位部基本構造と命名規定」章で言及されたように、ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄで見つけることができ
ます。

ADCを完全に構成設定するのに、ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの「ADC - A/D変換器」章の「機能的な説明」項で見つけることができる推奨初期化手
順に従うことができます。

ADC周辺機能が構成設定された後、ADC単位部は許可され、変換が開始されます。下のｺｰﾄﾞではﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使って構成設定
が行われます。

例4-5. ﾋﾞｯﾄ位置を使ってADCを構成設定

/* ﾋﾞｯﾄ位置ﾏｸﾛを使うADCﾚｼﾞｽﾀ構成設定 */
ADC0.CTRLC |= (1 << ADC_PRESC0_bp) | (1 << ADC_PRESC1_bp); /* 前置分周器ﾋﾞｯﾄをDIV8に構成設定 */
ADC0.CTRLA |= (1<< ADC_ENABLE_bp); /* ADCを許可 */
ADC0.COMMAND |= (1<< ADC_STCONV_bp); /* 変換開始 */

代わりに、ADCは下のｺｰﾄﾞでのようにﾋﾞｯﾄ遮蔽を使って構成設定することができます。

例4-6. ﾋﾞｯﾄ遮蔽を使ってADCを構成設定

/* ﾋﾞｯﾄ遮蔽ﾏｸﾛを使うADCﾚｼﾞｽﾀ構成設定 */
ADC0.CTRLC |= ADC_PRESC0_bm | ADC_PRESC1_bm; /* 前置分周器ﾋﾞｯﾄをDIV8に構成設定 */
ADC0.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; /* ADCを許可 */
ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm; /* 変換開始 */

前置分周器構成設定を変更するのに群構成設定遮蔽を使うことができます。下のｺｰﾄﾞで示されるように元の構成設定が先に解除さ
れなければなりません。

例4-7. 群構成設定遮蔽を使ってADCの前置分周器の構成設定を変更

/* 元の構成設定の解除を確実にしてADC前置分周器の構成設定を変更 */
ADC0.CTRLC = (ADC0.CTRLC & ~ADC_PRESC_gm) | ADC_PRESC_DIV4_gc;
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5. 更なる段階
本章はIDEｲﾝｽﾄｰﾙ指針と利用可能な応用記述に使用者を導く目的を持ちます。

5.1. 応用記述と技術概説の説明

この技術概説の系列はAVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗのmegaAVR® 0系統用の全ての周辺機能を網羅し、この文書で推奨される同じ原則を使
います。各技術概説は網羅される使用事例の概要で始まります。各使用事例がその後に開発され、周辺機能を必要とされる構成設
定で構成設定するためにﾃﾞｰﾀｼｰﾄをどう使うかを示します。

例えば、「A/D変換器(ADC)での開始に際して」技術概説は周辺機能の概要と、単独変換、自由走行、採取累積器などの異なる動
作形態での様々な使用事例でこの周辺機能を使う方法での説明を提供します。

 ・ TB3209 - A/D変換器(ADC)での開始に際して

 ・ TB3211 - ｱﾅﾛｸﾞ比較器(AC)での開始に際して

 ・ TB3213 - 実時間計数器(RTC)での開始に際して

 ・ TB3214 - ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀB型(TCB)での開始に際して

 ・ TB3215 - 直列周辺ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SPI)での開始に際して

 ・ TB3216 - 万能同期/非同期送受信器(USART)での開始に際して

 ・ TB3217 - ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀA型(TCA)での開始に際して

 ・ TB3218 - 構成設定可能な注文論理回路(CCL)での開始に際して

 ・ TB3229 - 汎用入出力(GPIO)での開始に際して

5.2. 素のAVR開発用関連映像

以下の映像はこの技術概説に対して特に関連します。

 ・ Atmel Studio 7での開始に際して - 第10話 - I/Oｳｨﾝﾄﾞｳと素のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ参考書

 ・ 開始に際して - MPLAB® XでのAVR® - 脈絡的ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ ﾍﾙﾌﾟ & AVR割り込み

以下は28部の映像系列で、これは主にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ参考書としてﾃﾞｰﾀｼｰﾄとﾃﾞﾊﾞｲｽのﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙを機能的に使って構築します。

 ・ AVR®での開始に際して

5.3. MPLAB® XC8ｺﾝﾊﾟｲﾗ

XCｺﾝﾊﾟｲﾗはどの適切なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｿﾌﾄｳｪｱ開発に対しても包括的な解決策です。MPLAB XC8ｺﾝﾊﾟｲﾗ(2)は8ﾋﾞｯﾄのPIC®とAVRのﾏ
ｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを支援し、これは無料で使用制限なしのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞとして入手可能です。ﾌﾟﾛ許諾権も利用可能です。ﾌﾟﾛ許諾権を使うこ
とにより、もっと効率的なｺｰﾄﾞを得ます。加えて、今や認定されたXC8機能安全許諾権も利用可能です。

MPLAB X IDEと組み合せると、この前置部はｿｰｽ ｺｰﾄﾞの対応する行に一致する誤りの編集と中断点(ﾌﾞﾚｰｸﾎﾟｲﾝﾄ)、重要な点で変
数と構造体を調査するためにCｿｰｽ ｺｰﾄﾞを通す単一段階実行(ｼﾝｸﾞﾙ ｽﾃｯﾌﾟ)を提供します。

MicrochipのMPLAB X IDEのより多くの情報は”MPLAB X IDE使用者の手引き”を探すことにより、使用者の手引きの頁で見つけるこ
とができます。

5.4. IDE(MPLAB® X、Atmel Studio、IAR) - 開始に際して

AVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを書くにはMPLAB X、Atmel Studio、またはIAR Embedded WorkbenchのどれかのIDEを使うことができます。

MPLAB X統合開発環境(IDE:Integrated Development Environment)は拡張可能で高度に構成設定可能なｿﾌﾄｳｪｱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。こ
れはMicrochipのﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗとﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号制御器の殆どに対して見つけて構成設定して開発してﾃﾞﾊﾞｯｸﾞして組み込み設計に適
性を与えるのを手助けする強力な道具を組み込みます。MPLAB X IDEはAVR MCUに対する支援を提供します。

実践と映像指導を含み、Atmel Studioに習熟するのに必要とされる全ての情報はこの使用者の手引き「Atmel Studio 7での開始に際
して」で提供されます。加えて、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを開発するの必要とされる全てのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構成設定(ﾋｭｰｽﾞ書き込み、発振器校正、ｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ設定など)の情報はAtmel Studio 7使用者の手引きで見つけることができます。どれかの基板に対してより多くの例を見つけて
開発し、ﾄﾞﾗｲﾊﾞを構成設定、例ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを見つけ、ｼｽﾃﾑ ｸﾛｯｸ設定を容易に構成設定するのにｵﾝﾗｲﾝ ｺｰﾄﾞ構成設定ﾂｰﾙのAtmel 
STARTを使うことができます。より多くの詳細については「Atmel START使用者の手引き」を参照してください。

全ての特徴と共にAVR用IAR Embedded Workstationは「AN3419:AVR®用IAR Embedded Workbench®での開始に際して」応用記述
で記述されます。

tinyAVR® 0/1系列、megaAVR 0系列、AVR DAのﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ系統はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを作成して何かのｽﾀ-ﾀ ｷｯﾄを使う方法の情報と共
にｵﾝﾗｲﾝで利用可能な専用の「～での開始に際して」系列の手引きも持ちます。これらの手引きの例が下で一覧にされます。

 ・ megaAVR® 0系での開始に際して

 ・ tinyAVR® 1系での開始に際して

 ・ tinyAVR® 0系での開始に際して

 ・ AVR DA系での開始に際して
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http://atmel-studio-doc.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/webhelp/GUID-4E095027-601A-4343-844F-2034603B4C9C-en-US-3/index.html?GUID-A7503856-D18B-41FE-B5A2-E705E7587C30
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/UserGuides/Microchip-Studio-UserGuide-DS50002718.pdf
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en604792
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en592154
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Getting-Started-with-tinyAVR0-series-DS00002712.pdf
https://www.microchip.com/wwwappnotes/appnotes.aspx?appnote=en1001724
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en609117
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6. 結び
本文書はAVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを書くのに優先されるｺｰﾄﾞ書き様式を紹介します。この文書の経験後、ﾃﾞｰﾀｼｰﾄが提供する
情報が何の型か、ﾏｸﾛ定義、変数宣言、ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙによって提供されるﾃﾞｰﾀ型定義も知ります。目標はAVRﾚｼﾞｽﾀとﾋﾞｯﾄに対する命
名規則を習熟し、これらのﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗを使うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの開発で更なる段階の準備を整えるため、容易な保守性、可搬性、可読性
のｺｰﾄﾞ書き様式を使うことです。

本文書は特定ﾃﾞｰﾀｼｰﾄでの情報、情報記述、命名規則、AVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ用Cｺｰﾄﾞ書き、ｺｰﾄﾞを書く代替方法、それと最後にﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄの開発での次の段階を網羅します。

Cｺｰﾄﾞを書くのに示唆された方法を使うことは必須ではありませんが、ここで示された利点が考慮され得ます。より大きなﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄやよ
り多くの機能でﾃﾞﾊﾞｲｽはより大きな利点を持ちます。

7. 参考文献
 1. ATmega4808/4809ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ

 2. MPLAB® XCｺﾝﾊﾟｲﾗ

 3. AVR Libcﾗｲﾌﾞﾗﾘ参考書

 4. MPLAB® XC8でのAVR®ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 5. AVR® MCU用MPLAB® XC8 Cｺﾝﾊﾟｲﾗ使用者の手引き

 6. Cﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語の基本

 7. Cﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの基本 - 列挙

8. 改訂履歴

文書改訂 日付 注釈

A 2020年5月 初版文書公開

B 2020年6月 表紙の「概要」標題を削除

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega4808-4809-Data-Sheet-DS40002173A.pdf
https://www.microchip.com/mplab/compilers
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html
https://microchipdeveloper.com/xc8:avr-in-xc8
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB%20XC8%20C%20Compiler%20UG%20for%20AVR%20MCU%2050002750C.pdf
https://microchipdeveloper.com/tls2101:start
https://microchipdeveloper.com/tls2101:enumerations
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Microchipｳｪﾌﾞ ｻｲﾄ

Microchipはwww.microchip.com/で当社のｳｪﾌﾞ ｻｲﾄ経由でのｵﾝﾗｲﾝ支援を提供します。このｳｪﾌﾞ ｻｲﾄはお客様がﾌｧｲﾙや情報を容
易に利用可能にするのに使われます。利用可能な情報のいくつかは以下を含みます。

・ 製品支援 - ﾃﾞｰﾀｼｰﾄと障害情報、応用記述と試供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、設計資源、使用者の手引きとﾊｰﾄﾞｳｪｱ支援資料、最新ｿﾌﾄｳｪｱ配布と
保管されたｿﾌﾄｳｪｱ

・ 全般的な技術支援 - 良くある質問(FAQ)、技術支援要求、ｵﾝﾗｲﾝ検討ｸﾞﾙｰﾌﾟ、Microchip設計協力課程会員一覧

・ Microshipの事業 - 製品選択器と注文の手引き、最新Microchip報道発表、ｾﾐﾅｰとｲﾍﾞﾝﾄの一覧、Microchip営業所の一覧、代理
店と代表する工場

製品変更通知ｻｰﾋﾞｽ

Microchipの製品変更通知ｻｰﾋﾞｽはMicrochip製品を最新に保つのに役立ちます。加入者は指定した製品系統や興味のある開発ﾂｰ
ﾙに関連する変更、更新、改訂、障害情報がある場合に必ず電子ﾒｰﾙ通知を受け取ります。

登録するにはwww.microchip.com/pcnへ行って登録指示に従ってください。

お客様支援

Microchip製品の使用者は以下のいくつかのﾁｬﾈﾙを通して支援を受け取ることができます。

・ 代理店または販売会社
・ 最寄りの営業所
・ 組み込み解決技術者(ESE:Embedded Solutions Engineer)
・ 技術支援

お客様は支援に関してこれらの代理店、販売会社、またはESEに連絡を取るべきです。最寄りの営業所もお客様の手助けに利用で
きます。営業所と位置の一覧はこの資料の後ろに含まれます。

技術支援はwww.microchip.com/supportでのｳｪﾌﾞ ｻｲﾄを通して利用できます。

Microchipﾃﾞﾊﾞｲｽ ｺｰﾄﾞ保護機能

Microchipﾃﾞﾊﾞｲｽでの以下のｺｰﾄﾞ保護機能の詳細に注意してください。

・ Microchip製品はそれら特定のMicrochipﾃﾞｰﾀｼｰﾄに含まれる仕様に合致します。

・ Microchipは意図した方法と通常条件下で使われる時に、その製品系統が今日の市場でその種類の最も安全な系統の1つである
と考えます。

・ ｺｰﾄﾞ保護機能を破るのに使われる不正でおそらく違法な方法があります。当社の知る限りこれらの方法の全てはMicrochipのﾃﾞｰﾀ
ｼｰﾄに含まれた動作仕様外の方法でMicrochip製品を使うことが必要です。おそらく、それを行う人は知的財産の窃盗に関与して
います。

・ Microchipはそれらのｺｰﾄﾞの完全性について心配されているお客様と共に働きたいと思います。

・ Microchipや他のどの半導体製造業者もそれらのｺｰﾄﾞの安全を保証することはできません。ｺｰﾄﾞ保護は当社が製品を”破ることがで
きない”として保証すると言うことを意味しません。

ｺｰﾄﾞ保護は常に進化しています。Microchipは当社製品のｺｰﾄﾞ保護機能を継続的に改善することを約束します。Microchipのｺｰﾄﾞ保
護機能を破る試みはﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾐﾚﾆｱﾑ著作権法に違反するかもしれません。そのような行為があなたのｿﾌﾄｳｪｱや他の著作物に不正な
ｱｸｾｽを許す場合、その法律下の救済のために訴権を持つかもしれません。

法的通知

ﾃﾞﾊﾞｲｽ応用などに関してこの刊行物に含まれる情報は皆さまの便宜のためにだけ提供され、更新によって取り換えられるかもしれま
せん。皆さまの応用が皆さまの仕様に合致するのを保証するのは皆さまの責任です。Microchipはその条件、品質、性能、商品性、
目的適合性を含め、明示的にも黙示的にもその情報に関連して書面または表記された書面または黙示の如何なる表明や保証もし
ません。Microchipはこの情報とそれの使用から生じる全責任を否認します。生命維持や安全応用でのMicrochipﾃﾞﾊﾞｲｽの使用は完
全に購入者の危険性で、購入者はそのような使用に起因する全ての損害、請求、訴訟、費用からMicrochipを擁護し、補償し、免責
にすることに同意します。他に言及されない限り、Microchipのどの知的財産権下でも暗黙的または違う方法で許認可は譲渡されま
せん。

http://www.microchip.com/
http://www.microchip.com/pcn
http://www.microchip.com/support
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商標

Microchipの名前とﾛｺﾞ、Mcicrochipﾛｺﾞ、Adaptec、AnyRate、AVR、AVRﾛｺﾞ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、chipKIT、chipKITﾛ
ｺﾞ、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、FlashFlex、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、
maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemiﾛｺﾞ、MOST、MOSTﾛｺﾞ、MPLAB、OptoLyzer、PackeTime、PI 
C、picoPower、PICSTART、PIC32ﾛｺﾞ、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SSTﾛｺﾞ、Super 
Flash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TempTracker、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron、XMEGAは米国と他の国に於
けるMicrochip Technology Incor poratedの登録商標です。

APT、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、FlashTec、Hyper Speed Control、HyperLight Load、
IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plusﾛｺﾞ、Quiet-Wire、
SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、Vite、WinPath、ZLは米国に於けるMicrochip 
Technology Incorporatedの登録商標です。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、BlueSky、BodyCom、CodeGuard、
CryptoAuthentication、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、EC 
AN、EtherGREEN、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICnet、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、KleerNet、KleerNetﾛ
ｺﾞ、memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certifiedﾛｺﾞ、MPLAB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code 
Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REALICE、Ripple Blocker、SAM-ICE、Se 
rial Quad I/O、SMART-I.S.、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、View Sens 
e、WiperLock、Wireless DNA、ZENAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの商標です。

SQTPは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの役務標章です。

Adaptecﾛｺﾞ、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology、Symmcomは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の登録商
標です。

GestICは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の子会社であるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. KGの登録商
標です。

ここで言及した以外の全ての商標はそれら各々の会社の所有物です。

© 2020年、Microchip Technology Incorporated、米国印刷、不許複製

品質管理ｼｽﾃﾑ

Microchipの品質管理ｼｽﾃﾑに関する情報についてはwww.microchip.com/qualityを訪ねてください。

日本語© HERO 2021.

本技術概説はMicrochipのTB3262技術概説(DS90003262B-2020年6月)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。

http://www.microchip.com/quality
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