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２ AVRを動かす

本章では初めてAVRを動かすための準備事項について紹介します。AVRだけでなくマイクロコントローラを使用

する場合にはその中に組み入れるプログラムをいかに開発するか、そのツールが充実しているかが重要になりま

す。本章では開発ツールやライターおよびテストラン用のシンプルなボードの製作について解説します。

2.1 AVRの概要

以前よりPICの対抗馬として話題にあがるAVRですが，まとまった解説本や製作例の記事が少なく，また，チッ

プの流通もアマチュア工作レベルで入手する場合はPICよりも限られています．これらのことが原因かどうかは

分かりませんが，いまひとつ伸び悩みの感が否めません．しかしながらPICの中でもPIC16と比べるとアーキテク

チャやアセンブラに癖はなく，パソコンのCPUを見慣れている人にとってもPIC16よりも取っつきやすいと思いま

す．

○AVRのアーキテクチャ

AVRはアトメル社(Atmel Corporation)が提供する、1チップマイクロプロセッサです．同一の８ビットCPUコア

を持つ製品群で，従来からのAT90Sシリーズとその発展型のATtinyシリーズとATmegaシリーズに分類されます．A

T90Sシリーズを第一世代，ATtinyシリーズとATmegaシリーズを第２世代と呼ぶこともあり、ATmegaシリーズは第

３世代の製品群も出荷されています．ATtinyシリーズとATmegaシリーズのチップでも一部のチップは第一世代チ

ップで製造中止になっているものもありますので新規設計はこれらの使用を避けます．

その中でもよく使われるのが20ピンから40ピンまでのチップで，2313系，4433系，8515系，8535系の４つのグ

ループに分類すると系統が分かりやすくなります．４つのグループは以下のような特徴を持ちます．

・2313系 元祖AVRのAT90S1200の流れをくむ20ピンチップ，AD変換は持たない．

PICでいうとPIC16F84A,PIC16F88などのポジション

・4433系 AD変換をもつ28ピン中規模チップ．

現在は4433という型番はなく、mega48、mega88、mega168が後継になる。

PICでいうとPIC16F873などのポジション

・8515系 古典的なマイクロコントローラ8051の置き換えを意識したチップ．

40ピン，AD変換は持たない，外部バスが出せる．

PICでいうとPIC16F877などのポジション

・8535系 4433系をさらにスケールアップしたチップ．

40ピン，AD変換あり，外部バスは出せない．

現在は8535という型番はなく、mega324、mega644が後継になる。

PICでいうとPIC16F877などのポジション

本章では8535系のグループからATmega644を使用した例を紹介します．

AVRはPIC16Fと同様にデータとプログラムが独立しているハーバードアーキテクチャで高速に命令の実行が行

われます．命令の実行サイクルは図2.4に示すように大半の命令が2クロックで処理されますが，パイプライン処

理が行われますので実質は1クロックで１命令が進むことになり高速な処理を可能にしています．

PIC16Fでは１つしか存在しなかったワーキングレジスタ，いわゆるアキュムレータは32個存在し，その一部は

間接アドレッシングのためのポインタとしても利用できます．またPIC16Fと異なりリニアなアドレスをもつデー

タメモリを使用することができます．PIC16Fでは困難であった「1000個のデータ配列をリニアなメモリ空間に確

保する」などという要求もAVRなら可能になるチップもあります．ATmega644pのデータメモリマップと汎用レジ

スタの構成を図2.5に示します．
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図2.4 AVRのクロックと命令サイクル

２段パイプライン処理を行っていて，１クロックで１命令が処理されることになる．

レジスタのみを対象とする一部の命令は１クロックで終了する．

図2.5 ATmega164P/324P/644Pのデータメモリマップと汎用ワーキング・レジスタ

ワーキングレジスタもデータメモリ空間に割り付けられる．

○AVRのソフトウェア

8ビットAVRの機械語命令は表2.1に示すような、130命令前後です．これらの命令はすべて16ビットを１ワード

として，1ワードあるいは2ワードで構成されます．アドレッシングモードは16ビット長間接アドレスポインタ用

レジスタを利用した間接アドレッシングも可能です．また，条件ジャンプ，条件コールも可能で，スタックはス

タックポインタで指定されたRAMエリアに配置されます．16ビットの数値の記述もリトル・エンディアン(little

endian)方式なので，古典的なZ80や86系のアセンブラからの移行はPIC16Fとくらべると容易です．各レジスタ

は８ビットのレジスタとして使用する場合は機能に差はありませんが，X,Y,Zレジスタは若干の機能の差が見ら

れます．

○フォンノイマン・アーキテクチャとハーバード・アーキテクチャ

フォンノイマン・アーキテクチャとはいわゆるノイマン型のコンピュータのことで、メモリ（主記憶）はプロ

グラムを記憶するだけでなく，演算に用いるデータ，文字などの記憶にも用いられ、命令とデータを区別するこ

となく格納しています．現在パーソナルコンピュータに用いられている PentiumCPU をはじめ多くのＣＰＵは

この方式です。

それに対して，プログラムを記憶するメモリとデータを記憶するメモリを別にした構成をハーバード・アーキ

テクチャと呼びます。ハーバードアーキテクチャは１チップマイコンではよく用いられている方法で，高速化に

適した構造と言われています。データメモリは8ビットマイコンならバス幅8ビットのように演算単位とメモリの

， ，1番地あたりのビット数は同じになりますが プログラムメモリはバス幅が12から16ビットとデータ幅より広く

固定長の場合が多いようです。AVRではプログラムメモリ幅16ビット，データメモリ幅８ビットです。

また 新の高性能CPUチップでは、ハーバードとフォンノイマン両方のアーキテクチャの長所を生かした設計

。 。になっています フォンノイマン・アーキテクチャとハーバード・アーキテクチャの模式図を図2.Aに示します
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図2.A フォンノイマン・アーキテクチャとハーバード・アーキテクチャ

ハーバードアーキテクチャは高速化に適した構造と言われてる

表2.1 AVRの命令一覧 その１（チップにより若干異なる）
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表2.1 AVRの命令一覧 その２（チップにより若干異なる）
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2.2 AVRの開発環境

○言語ツール

AVRにはアトメル社が無償で提供する統合環境AVR Studioがあります．AVR Studioの初期画面を図2.6に示し

ます．AVR Studioには同じくアトメル社が無償で提供するアセンブラが標準で組み込まれます．さらにWinAVR

と呼ばれるgccをベースにした開発環境も提供されます．WinAVRはAVR Studioに組み込むようにインストールさ

れ、AVR Studioと統一された環境でC言語の開発が可能になります．

、 、 、 、アセンブラかC言語かという選択ですが 開発は基本的にはC言語で十分 ただし 詳細な動きを理解するには

やはりアセンブラレベルでの理解が必要ということになるでしょう。

AVR Studioはアトメル社のホームページから 新版をダウンロードすることができます．ダウンロードした

ファイルを起動するとインストールが始まります．インストールの途中でUSBドライバのインストールの問い合

わせがあります。これはアトメル純正のライターAVRISP2等を使用する場合必要ですのでチェックをはずさない

ようします。

インストールが終了すれば図2.10に示すように，統合環境，ヘルプ，プラグインマネージャのメニューが追加

されます．インストールは Program Files の下に ATMEL という名前のフォルダが新設され，その中に行わ

れます．このフォルダの中にはアセンブラや統合環境プログラムの他にヘッダファイルやヘルプ，AVRプログラ

マー等が準備されます．

AVR Studioの使い方はマイクロソフトのVisualStudio等の統合環境とよく似た使い勝手を提供します．製作

するプログラムはプロジェクトとして管理され，.aps という属性をもつファイルがプロジェクトを管理するフ

ァイルになります．新しいプロジェクトを作る場合は，起動時に現れる図2.6のポップアップウィンドウで指定

するか 「Project」メニューから作成します．，

プロジェクトの生成の例を図2.11に示します．図2.11では c:ドライブの下に usr\avr というフォルダをあら

かじめ準備しておき，その中にtestというプロジェクトをフォルダ付きで生成します．生成後は図2.12に示すよ

うにtestという名前のフォルダが作られ，その中に空のアセンブラソースファイルtest.asmとプロジェクト管理

ファイルtest.apsの２つファイルが作られます．次回からは，test.apsをクリックすることでプロジェクトの作

成を再開できます．

図2.6 統合環境AVR Studioの初期画面

標準でアセンブラが組み込まれている。

アセンブラで作る簡単なアプリケーションならばAVR Studioだけで十分。

バージョンによって画面の様子は若干異なる。
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図2.10 追加されたメニュー

統合環境，ヘルプのメニュー、プラグインマネージャが追加される

図2.11 新しいプロジェクトを作る

AVR Studioではプロジェクト単位で管理される．

図2.12 生成された新しいプロジェクト

プロジェクトの管理情報は.aps属性を持つファイルに保存される
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○Cコンパイラー

AVR Studioをインストールするだけで、アセンブラプログラムの開発は可能になりますが、AVR StudioにC

コンパイラーの機能を追加できる WinAVR を追加しておきます。WinAVRはgcc系の無償のコンパイラで、以前

はWinAVRはAVR Studioから呼び出すスタイルでなく、cygwinのコマンドラインから呼び出すコンパイラでした

が、AVR Studioのバージョン4.12からはAVR Studioから直接呼び出せるようになりました。

WinAVRをインストールするには sourceforge というサイトの http://sourceforge.net/projects/winavr/

からダウンロードします．WinAVR自身は http://winavr.sourceforge.net/ がトップページになります。Wi

nAVRもAVR Studioと同様、圧縮ファイルを実行すれば自動でインストールされます．

WinAVRが組み込まれた AVR Studio では、新規プロジェクトを作成するときに「AVR GCC」を選択するとC

言語プロジェクトが生成されることになります．C言語プロジェクト作成の場合、画面のツールバーの３段目の

「 」 、 ．右端に Project Options ボタンが追加され このProject OptionsウィンドウでCPUの種類等を設定します

また、Project Optionsウィンドウの「Generate List File」をチェックすれば、アセンブラ記述の中間ファイ

ルが foo.lss という名前で生成されます．この中間ファイルを見れば、コンパイラがどのようにアセンブラ

に展開しているのかが分かります．

図2.15 WinAVRを組み込んだ AVR Studio でのC言語プログラムの開発

新規プロジェクトを作成するときに「AVR GCC」を選択するとC言語プロジェクトが生成される。

C言語プロジェクトの場合、画面のツールバーの３段目の右端に「Project Options」ボタンが追加され、

このウィンドウでCPUの種類等を設定する。バージョンにより画面構成は若干異なる。

○JTAGICE

近の組み込みシステムの開発ではJTAGを用いたチップに内蔵されたデバッグ機能を利用することが一般的で

す。このデバッグ機能は開発されたプログラムを実機上でデバッグする際に、プログラムのダウンロードや、ブ

レークポイントを設定しプログラムを任意の場所で止めて、その際のレジスターの値やSRAMの内容等を確認する

ことができます。またステップモードで実行させることでステップごとに時々刻々変化するレジスターやメモリ

ーの内容を表示させることもできます。

AVRで使用できる、JTAGICEはJTAGポートをサポートしているAVRをデバッグするためのインサーキットエミュ

レータです。JTAGICEはボード上に設けた10ピンのヘッダーコネクターにJTAGICEを接続して、デバッグを行いま

。 、 、す JTAGICE-mkIIはUSBポートでPCに接続し ピン数の少なかったAVRには搭載されなかったJTAGポートに代わり

ピン数の少ない新しいAVRでサポートされたdebugWIREの機能を用いる事もできます。JTAGICE-mkIIはデバッグの

際、AVRに書き込みを行う、簡易書き込み器の機能も持ち合わせています。



- 10 -

・JTAG（Joint Test Action Group）は、集積回路や基板の検査、デバッグなどに使える、バウンダリスキャン

テストやテストアクセスポートの標準 IEEE 1149.1 の通称である。半導体技術の進歩により集積回路チップの

ピン間隔も狭くなりプローブを立てての検査が困難、あるいは、表面実装のパッケージでは、物理的に不可能で

ある。そのため検査時に、チップ内部の回路を数珠繋ぎにし内部状態を順番に読み出すしくみが考え出された。

これをバウンダリスキャンテスト(Boundary Scan Test)といいそれを規格化したのがJTAGである。1990年にIEEE

1149.1として標準化されてる。さらに、検査目的だけではなく、組み込みシステムのソフトウェアのデバッグ

などの目的で、ICEの一種として、CPUやFPGAにアクセスする手段としてJTAGが用いられる。

○I/Oレジスタとロックビット，ヒューズビット

AVRを動かすためにはI/Oレジスタとロックビットとヒューズビットの機能をしっかり把握しておく必要があり

ます．

I/Oレジスタは従来のマイコンの周辺チップにもあった機能設定のためのレジスタです．I/Oポートのデータレ

ジスタやI/Oポートの入出力を決定するレジスタ，タイマの設定値など，周辺機能の設定から割り込みの設定ま

で実に様々な設定のためのレジスタがあります．これらはプログラム実行中にIN，OUT命令で読み出しと設定を

行うことができます．I/Oレジスタは図2.5に示すようにリニアなアドレス空間に汎用ワークレジスタに続いて配

置されています．

AVRを使いこなすことはI/Oレジスタを使いこなすこと，と言ってもいいくらいAVRの動作の要です． ATtiny

2313やATmega88はAVRでは小規模チップですが，原型となるAT90S1200，AT90S2313などと比べると機能が増えた

分I/Oレジスタの設定が多岐にわたります．しかしながら，個々の機能はリセット後のデフォルト状態では大半

はアクティブになっていませんから 「使わないものはいじらない」で済みます．，

一方プログラムが動き出す前にAVRの動作モードを決めるデータがロックビットとヒューズビットです．チッ

プにはあらかじめ初期値が設定されています．ですから初期値どおりでよいなら特に操作することなく使用する

ことができます．同様の機能がPICにもありますが，PICと異なる点はロックビットとヒューズビットの設定はア

センブラのソースファイルには含めず，AVRのプログラマーで直接指定します．ですから，初期値以外の設定で

， ， ．使用するのであれば そのことを忘れないように ソースファイルにコメントとして書いておくといいでしょう

AVRISPなどのプログラマを使用するのであれば，ビットパタンを数値で計算しなくても図2.19に示すようなウィ

ンドウ操作による設定，書き込みが可能です．

図 2.19 AVRISPのヒューズビット設定画面

AVRISPなどのプログラマを使用するれば，ロックビットやヒューズビットの

ビットパタンを数値で計算しなくても操作ソフトの設定ウィンドウから簡単に操作できる．
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３ 8535系実験ボードをつくる

3.1 ATmega644実験ボードの設計

ATmega644チップはAD変換や単純なシリアル通信機能以外にもタイマやPWM，I2Cなど非常に多くの機能が40ピ

ンパッケージの中に詰め込まれています．ATmega644チップを使ったより実際的な動作テストが可能なボードを

製作することにします．Atmega644チップは、ATmega32、ATmega324 はピン互換ですので、製作するボードでは

どのチップも動作させることができます。

○ボードに実装する機能

汎用パラレルポートの他に、ここではAD変換と通信を取り上げます。さらにボードには３桁の７セグメントLE

D、圧電ブザーを配置し、これらの駆動方法についても試すことが可能なようにします。これらの要求をとりい

れた実験ボードの回路を図4.1に示します。

AD変換の対象としてIC温度センサーを配置し、その出力を増幅しチップに入力します。通信はもっとも基本に

、 。なる非同期通信を対象にして 通信相手としてPCのシリアルポートを使用するためのレベル変換回路を設けます

また表示機能として３桁の７セグメントLEDを設けます。３桁あれば、秒単位の表示や温度の表示にちょうどよ

い桁数です。それと音の出力として圧電ブザー、プッシュスイッチも設置します。これだけのハードを用意して

、 、 、 。おけばかなりの数の小品プログラム 例えば温度センサ ストップウォッチ PC通信等の動作テストができます

図4.1 ATmega644系多機能実験ボードの回路図

～AD変換、シリアル通信、LEDのダイナミック駆動の動作テストを試すことができる。
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写真4.4 完成した実験ボード

○LEDのダイナミック点灯

多桁の数値表示など複数のLEDが使用される表示装置はそのほとんどがダイナミック駆動で点灯しています。

ダイナミック駆動を実現するための回路は図4.2に示すように７セグメントLEDをマトリクス状に接続して、カソ

ード側の選択とアノード側の選択が一致した部分が点灯するようにして、その動作を各桁ごとに行います。各桁

の点灯の切り替えがある程度速いと目の残像により全桁が点灯したように見えます。図4.1の場合、桁数が３桁

と少ないのでアノード側の駆動回路はAVRから直接駆動しています。

図4.2 カソードコモン型７セグメントLEDとそのダイナミック駆動回路

～７セグメントLEDをマトリクス状に接続され

静的にはカソード側の選択とアノード側の選択が一致した部分が点灯する


