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EasySTM32ユーザーズガイド

型番：EasySTM32 REV.1.00

USB接続 ST-LINK v2 Dubugger搭載

STM32(ARMR Cortex3-M3,M4) シリーズ対応

開発用統合評価ボード

取扱説明書

お使いになる前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

(C)2017 マイクロテクニカ

ボード本体

製品の概要

STM32(ARM Cortex-M3,M4)シリーズ対応開発用統合評価ボード

(型番:EasySTM32、以下型式で記載)は、標準でSTM32F107VCT6の

MCUカードを搭載した開発用の統合評価ボードです。

ボード上にSTマイクロ社のSTMデバイス用のプログラマー「ST-LIN

K v2」互換のUSBプログラマー及びデバッガーを搭載しています。

180種類以上のSTM32デバイスに対応しています。

プログラムの書き込み、読み込みはもちろんmikroC PRO for ARM

と組み合わせることでICD機能を提供します。マイコン上でプログラム

を実行しながら変数の値を表示するなどのデバッグが可能です。

本ボードはUSBバスから電源を取りますので、特に大きな電流を必

要としなければ別途電源を準備する必要がありません。

ボードに搭載されている各周辺回路に接続されているマイコンのピ

ンは周辺回路と接続するか又は分離するかをディップスイッチやジャ

ンパーソケットで選択できます。また全I/Oピンはヘッダピンから取り

出すことができる他、LEDにてI/Oポートの状態を視認できます。タクト

スイッチでピンの状態をH/Lにすることができます。

STM32マイコンはMCUカードで提供しています。使いたいデバイス

の乗ったカードをご選択ください。その他「空」のMCUカード基板単体も

ありますので対応デバイスをご自身でご用意の上、実装して頂ければ

様々なデバイスの開発、実験、デバッグが行えます。

パッケージの内容

■同梱物

・EasySTM32ボード本体

・EasyTFT(320x240ドットカラーTFT液晶ディスプレイ)

・STM32F107VCT6搭載MCUカード

・USBケーブル

・CD-ROM

・マニュアル（本書）

※MCUカードとTFT液晶(マイコンが装着されたボード)は本体に装着

されています。

ソフトウエアのインストール

ソフトウエアをインストールします。CD-ROMをパソコンに挿入し下

記の手順でインストールしてください。

■プログラマソフトウエア(mikroProg Suite)のインストール

プログラムを書き込む際に使用するプログラマソフトウエア、mikroP

rog Suiteをインストールします。

1 CD-ROM内を開き、"mikroProg_Suite"フォルダーを開き、その中に

ある"mikroProg_Suite_for_ARM_2017_Build_vxxx.exe"をダブ

ルクリックして実行します。ダイアログが表示されたら、"Next"をク

リックして続行します。

2 次の画面では、"I accept the terms of the License Agreement"

にチェックを入れて、"Next"をクリックします。

3 次のダイアログでは、"Install for All Users"にチェックを入れて続

行します。

4 インストールディレクトリを変更してインストールをして頂きます。

Windowsの種類に応じて下記のディレクトリをご指定下さい。

●32ビット版Windowsの場合

C:\Program Files\mikroProg Suite For ARM

●64ビット版Windowsの場合

C:\Program Files (x86)\mikroProg Suite For ARM

インストールディレクトリをお間違いにならないよう注意して下さ

い。デフォルトの設定ではインストールしないでください。

設定を確認して"Install"ボタンを押して下さい。

5 インストールが完了したら、"Finish"を押して終了します。
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■mikroC PRO Compiler for ARM（体験版）のインストール

CD-ROMには、900種類にも及ぶARMコアデバイスに対応したCコ

ンパイラ、mikroC PRO for ARMの体験版が収録されています。mikroC

PRO for ARMはとても豊富な関数を1200も搭載している他、分かり

やすいインターフェイスで初心者の方でもすぐに使えるコンパイラーで

す。

EasySTM32と組み合わせてICD機能を実行できる他、コンパイルと

書き込みが連携して動作できる一発ボタンがありとても便利です。

体験版には生成できるHEXファイルのコードサイズ制限があります

が、フル機能が利用できます。試しに使ってみて気に入った場合には、コ

ードサイズに制限のない製品版をご検討ください。

なお、mikroCを使用しない場合には、インストールしなくてもかまいま

せん。

1 CD-ROM内の"Cコンパイラー"フォルダを開きます。

フォルダ内のEXEファイルをダブルクリックして実行します。

"Next"をクリックして続行します。

2 "License Agreement"のダイアログが表示されたら内容をよくご確

認の上、同意する場合には"I accept the terms in the License

Agreement"にチェックを入れて、"Next"クリックして続行します。な

お同意しないとインストールは続行できません。

3 次の画面では、"Install For All Users(recommended")にチェック

を入れて、"Next>"ボタンを押して続行します。

4 インストールするソフトウエアコンポーネントを選択します。

3つすべての項目にチェックが入っていることを確認します。

（CompilerとHelp Filesはグレーアウトしていますが、そのまま続行

してください。）

"Next"ボタンを押してください。

5 インストールディレクトリを選択します。

通常はそのままの設定でかまいませんが、変更する場合には、"Bro

wse"ボタンをクリックして、インストール場所を指定してください。

なお、インストール場所にサンプルプログラムなどもインストールさ

れますので、インストールした場所はメモを取るなどして覚えておい

てください。

※ディレクトリ名に日本語や2バイト文字が含まれないようにしてく

ださい。

設定が完了したら、"Install"ボタンをクリックします。

→インストールが開始されます。

6 インストールが完了すると、"Finish"ボタンが表示されますので、ク

リックしてインストールを完了します。

引き続き、下図のようなメッセージが表示されますので、"いいえ"を

クリックします。

さらに下図のような"Do you want to install mikroProg Suite dr

ivers?"というメッセージが表示された場合には、"いいえ"をクリッ

クします。

7 これで、ソフトウエアのインストールは完了です。

ドライバのインストール及びパソコンとの接続

■デバイスドライバーのインストール

EasySTM32をパソコンと接続する前に、デバイスドライバーをパソ

コンにインストールします。

1 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入してエクス

プローラー等で内容を表示します。

2 "st-link-usb-drivers"のフォルダを開きます。

3 Windowsが32ビット版の場合には、"dpinst_x86.exe"を、

Windowsが64ビット版の場合には、"dpinst_amd64.exe"を右クリ

ックしてメニューから「管理者として実行」クリックしてインストーラ

ーを実行します。

4 実行するとダイアログが表示されますので、そのまま"次へ"をクリッ

クして続行します。

5 インストールが開始されます。下図のようなダイアログが表示され

たら、"インストール"ボタンを押します。
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7 インストール作業が完了すると、下図のような画面になりますので、

"完了"ボタンを押してインストールを完了します。

この時、"Status"のボックスに「Ready to use」と2つ表示されてい

ることをご確認下さい。エラーが表示された場合には、ご使用OSの

種類と、実行したデバイスドライバーの種類が一致しているかご確

認下さい。

■パソコンと接続する

パソコンのUSBポートにEasySTM32を接続します。

1 USBケーブルで、パソコンのUSBポートと、EasySTM32を接続しま

す。

※USBハブ経由の場合には電流が不足することがあります。パソコ

ンのUSBポートに直接接続してご使用ください。

2 EasySTM32の電源スイッチをONにします。

また、電源をUSBのバスパワーより給電しますので、J9のジャンパ

ーピンは"USB"側にソケットを装着してください。

"USB"側にセット

"ON"側にセット

※ACアダプタを接続する場合には、DCジャックにDC9V出力1.3A

以上の電流が取り出せるものをご使用ください。径は2.1φです。セ

ンター極性は問いません。また、J9ジャンパーは"EXT"側にセットし

てください。

3 接続するとインストールが自動的に開始されます。

インストールができたか確認したい場合にはデバイスマネージャを

ご参照ください。

下図のように"ユニバーサルシリアルバスデバイス"のツリーに"ST

M32 STLink"が追加されていれば正常です。

インストール後の設定(mikroProgの設定)

ソフトウエアのインストールが完了して、デバイスドライバーが正しく

インストールできたら書き込みソフトウエア、mikroProg Suiteの設定を

行います。下記の手順で設定してください。

■mikroProg Suiteの初期設定

1 最初にmikroProg Suite for ARMを「管理者として実行」するよう

に設定します。

2 デスクトップにあるmikroProg Suite for ARMのアイコンを右クリ

ックしてメニューの中から"プロパティ"をクリックします。

3 "互換性"タブに移動します。

4 "管理者としてこのプログラムを実行する"にチェックを入れて、OK

ボタンを押します。

5 mikroProg Suite for ARMのショートカットをダブルクリックして起

動します。

6 "Options"ボタンを押します。

7 ダイアログが表示されますので、次のように設定をしてください。

項目 設定値

Hardware STLink

Connection Normal

Speed 4MHz

オプション設定 SWD側にチェック

その他の設定は、デフォルトのままにしておきます。

これで設定は完了です。"OK"を押して完了します。
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■mikroProg Suiteの動作確認

mikroProg Suiteが正しく動作するかどうかを確認します。設定の内

容が間違っていたり、「管理者として実行」されていない場合正しく動作

しません。

1 動作確認として、ボードに装着されているデバイスのファミリーを犬

種してみます。

mikroProg Suiteの"Detect MCU"ボタンを押してください。

2 正しく動作している場合、ボードの"LINK"LED（黄色）が明滅します。

数秒後に緑色の文字で、"STM32 F1 Connectivity"と表示されれ

ば成功です。

"Detect MCU"ボタンを押しても"LINK"LEDが点灯しない、mikroPr

og Suiteがハングアップする（応答がなくなる）などする場合には、

正しくボードと通信できていないことが原因です。

最も可能性が高いのは、mikroProg Suiteが管理者権限で実行でき

ていないことが原因です。本書を読み直して、正しく管理者として実

行できているか再度確認してください。

その他、Optionsの設定内容に誤りが無いか、ボードが正しくWindo

wsに認識されているかどうかを確認してください。

MCUカードの装着

EasySTM32で使用するデバイスはすべて面実装タイプのため、ボー

ドへの脱着がしやすいようにカードタイプになっています。MCUカード

にはマイコンと外部発振子（水晶発振子）と電源用のパスコン等が実

装されています。2.54mmピッチに変換された形状ですので、全ピンが

取り出せます。本ボードに装着して使用する以外でもブレッドボードで

使うなど応用が可能です。

EasySTM32を使うには目的に応じたMCUカードをソケットに装着

する必要があります。

装着方向がありますので間違えないように下記手順に参考にして装

着してください。（装着方向を間違えるとMCUカード、本体が故障するこ

とがあります。）

1 EasySTM32本体の電源を切断してください。

2 MCUカードの両脇を持ち、EasySTM32のソケットの上からまっすぐ

下に下ろしてソケットの上に乗せます。

この時、MCUカードの凸部と、EasySTM32のシルク印刷の凸部が

同じ方向になるようにして装着してください。

この部分が一致するように

してください。

3 上からまっすぐ垂直下方向に押してソケットにMCUカードをしっか

りと差し込みます。

取り外すときはボードを押さえながらMCUカードをまっすぐ垂直上

方向に引き上げます。この時MCUカードが斜めになってしまうとピ

ンが曲がってしまいますので十分注意して下さい。

しっかり装着してください！！

MCUカードは、ヘッダピンの金色ピン部分が見えなくなるまでしっ

かりとソケットに差し込んでください。差し込み不良による接点不良

があると正しい動作をしなくなります。
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EasySTM32の各部の説明

⑱実験用イーサネットコネクタ

①ACアダプタジャック電源選択ジャンパ ③オンボードUSBライター部 ⑯実験用MP3デコーダ/音声IN/OUT

②給電方法選択ジャンパー ⑮拡張用mikroBUS

⑭リセットスイッチ

⑬ﾏｲｸﾛSDｽﾛｯﾄ

④温度センサIC用ピン

⑲ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘとEEPROM ⑰ADｺﾝﾊﾞｰﾀ用ﾎﾞﾘｭｰﾑ

⑤USB-UARTポート ⑫MCUカードソケット

2系統

⑳320x240ドットTFT液晶

⑥実験用USBホストポート

⑪ジョイスティック

⑦実験用USBポート

⑧実験用CAN端子

⑨実験用圧電ブザー

⑩各ポート毎I/Oピン取り出しヘッダピン

及びタクトスイッチ、状態表示LED、

プルアップ/ダウン設定ディップスイッチ群

①ACアダプタジャック及び電源選択ジャンパ

EasySTM32の電源をACアダプタから給電する場合には、このジャ

ックにDC9V出力で1.3A以上取り出せる2.1φのACアダプタを接続

します。センター極性は問いません。安定化されたものを使用してく

ださい。

※給電方法については、②のジャンパー設定が必要です。

②給電方法選択ジャンパー

EasySTM32への給電方法を選択します。USBパスパワーから給電

するのか、ACアダプタより給電するのかをJ9ジャンパーで設定しま

す。USBバスパワー給電の場合には"USB"側に、ACアダプタから給

電する場合には"EXT"側に設定してください。

③オンボードUSBライター、USBコネクタ

オンボードのST-LINK V2プログラマをベースとしたUSB接続マイ

コンライター、デバッガ部です。

パソコン本体のUSBポートに接続します。mikroCと組み合わせること

で、ICD機能を実現することができます。

180以上のSTM32シリーズARM Cortex-M3およびM4デバイスを

サポートします。

MCUのJTAGに割り当てられている各ピンを、このプログラマーと接

続するか、GPIOとして使用するかをジャンパーによって設定できま

す。I/O側に5つのジャンパーソケットをセットすると、各ピンはGPIO

として使用できます。

一方、オンボードのライター及びデバッガーを使用してプログラム書

き換え等をしたい場合には、"JTAG"側にセットします。

ライター機能を使用する場合 GPIOとして使用する場合

④温度センサIC用ピン

ワンワイヤ通信方式を採用したマキシム社のデジタル温度センサIC、

DS18S20及びアナログ信号出力タイプの温度センサIC、LM35を接

続するためのコネクタです。

DS18S20は非常にシンプルな構成で-55℃～125℃までを計測で

き、信号はデジタル信号として出力されます。インターフェイスはワン

ワイヤーI/Fを採用しています。
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データ信号線DQ端子は1.5kΩの抵抗器でプルアップされており、

SW14のディップスイッチ5番及び6番スイッチにてマイコンのPB10

又はPA3と接続するかどうかを設定できます。

使用する場合には他の周辺回路、LED、および外部プルアップまたは

プルアップ抵抗を切断してください。

LM35は出力電圧が、摂氏(℃)温度にリニアに比例する高精度のア

ナログ電圧出力タイプの温度センサICです。温度検出範囲は+2℃～

＋150℃まで可能です。

+10.0mV/℃のスケールです。、消費電流はわずか60μA。自己発熱

も非常に低く、0.1℃未満なので計測温度への影響を最低限に出来

ます。

LM35の電圧出力ピンは100Ωの抵抗器を介してSW14の7番スイッ

チと接続されています。このスイッチのON/OFFでマイコンのPC0へ

接続するかどうかを設定できます。マイコンからはADコンバータで

この電圧を読み取って温度データに変換します。詳しくはLM35のデ

ータシートをご覧下さい。

いずれのデバイスもソケットに装着する際には、極性を間違えないよ

うにご注意ください。ボードの半円形シルクスクリーンのマーキング

とICの方向を合わせてください。

⑤USB-UARTポート2系統

FTDI社のUSB-UART変換IC、FT232RLを搭載したUART信号をU

SB経由で通信可能にする、USB-UARTポート2系統です。

マイコンのUART通信信号をパソコンのUSBポートに接続してパソ

コン側からは仮想COMポート経由で従来のRS232C同様にアクセ

スできます。

FT232RLは有名なUSB信号とUART信号をブリッジするワンチップ

変換ICです。FT232RLのUSBポートをパソコンと接続すると、パソ

コン側に仮想COMポートが作られます。一方、FT232RLのUART側

ピンは、通常のRS232CなどのUARTと同様、TX線、RX線といったピ

ンが用意されています。これによって、ユーザーはUSBの専門知識を

意識することなくUART信号を、USB端子経由でパソコンと送受信で

きます。パソコン側は仮想COMポートが作られていますので、RS23

2Cポートを開くのと同様、汎用的なシリアルターミナルソフトでポー

トをオープンすることで、通信が可能となります。

RS232Cポート搭載のパソコンが減る中、マイコンがパソコンと通

信する場合は多く、そのインターフェイスはUSBに移行してきていま

す。しかし、USBインターフェイスは複雑なプロトコルの中で動作して

いるため、プログラムもそれなりに複雑になり、USB通信の専門知識

も必要となります。mikroCなどのCコンパイラでもUSB通信を行うた

めの各種組込関数を搭載しており、マイコンから直接USB通信をす

ることもできますが、リソースがUSB通信に使われてしまい、他の処

理が出来なくなるなどの問題もあります。FT232RLのようなワンチ

ップUSB-UART変換ICを使うことで、従来のUART通信と同じ要領

でUSB経由でのパソコンとの通信ができますので、様々な場面で使

用されています。

本EasySTM32ボードでは、マイコンとFT232RLとの接続はRX線と

TX線の2線のみとなり、ハードウエアフロー制御には対応していませ

ん。

EasySTM32には2系統のポートAとBがありそれぞれ配線が異なっ

ています。

"UART A"は、ディップスイッチSW12の1番ピンでTX信号、2番ピン

でRX信号をそれぞれマイコンのPA9及びPA10と接続するかどうか

を指定できます。

"UART B"は、ディップスイッチSW12の3番ピンでTX信号、4番ピン

でRX信号をそれぞれマイコンのPD5及びPD6と接続するかどうかを

指定できます。

UARTを使用しない時には必ずスイッチはすべてOFF位置にしてくだ

さい。また本ポートを使用するには、デバイスドライバーと仮想COM

ポートドライバーのインストールが必要です。
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ドライバは、CD-ROM内の"FT232Rドライバー"フォルダに入ってい

ますが通常、パソコンがインターネットと接続されていれば、Window

s Updateより自動的にドライバーがダウンロードされて自動的にイ

ンストールされます。

パソコンに接続した後、デバイスドライバーを要求されたら、このフォ

ルダを指定してインストールしてご使用ください。なお、ドライバーイ

ンストールはチップ本体のドライバーと、仮想COMポートドライバー

とで2回行われます。

作成された仮想COMポートのポート番号は、デバイスマネージャで調

べることができます。このポート番号でパソコンと通信することにな

りますので、必ず番号を確認しておいてください。

⑥実験用USBホストポート(TypeA)

マイコンに搭載のUSBホスト機能の実験に使用するたのUSB Type

Aコネクタです。

USBホストはターゲットデバイスに対して+5Vの電源を供給します。

その制御をディストリビューションスイッチICのTPS2041Bが行って

います。USBデバイスに対して+5Vの電源を供給するかどうかの設

定をマイコンのPA10で設定できます。

ディップスイッチSW12の8番スイッチをONにすると、PA10とTPS2

041BのENピンが接続されます。このピンをLレベルにすると+5Vの

電源がUSBデバイス側に供給されます。Hレベルで供給を遮断でき

ます。過電流が流れた場合には"OC"と記載されたLEDが点灯して注

意を促します。

USBホストポートを使用する場合には必ず設定をしてターゲットデ

バイスに対して電源を供給するかどうかを設定してください。

USBデバイスがここに接続されているかどうかを検出するには、VB

USラインを使用します。 SW12の7番がONのとき、USB-VBUSライ

ンとPA9が接続されます。

なおUSBの信号線(D+とD-)はマイコンによって接続先が異なるた

め、MCUカード側でマイコンのUSBホスト信号ピンに接続されていま

す。ディップスイッチでの設定はありません。

※MCUカードの回路図をご参照ください。

⑦実験用USBポート（クライアントTypeB）

USB実験用のポートです。EasySTM32のマイコンをUSBクライアン

トデバイスとして動作させる実験等に使用できます。

USBホスト機器からのバスパワーはUSB-VBUSラインと接続され

てUSB機器検出のために使用されますが、EasySTM32の電源供給

には使用できません。あくまでもホストへの接続検出用です。

USB-VBUSラインはSW12の7番でPA9と接続するかどうかを選択

できます。

なおUSBの信号線(D+とD-)はマイコンによって接続先が異なるた

め、MCUカード側でマイコンのUSB信号ピンに接続されています。デ

ィップスイッチでの設定はありません。

※MCUカードの回路図をご参照ください。

⑧実験用CAN端子

コントローラエリアネットワーク（CANまたはCANバス）は、マイクロ

コンピュータとデバイスがホストコンピュータなしで車両内で相互に

通信できるように設計されたバス規格です。

EasySTM32には3.3VのCANトランシーバであるSN65HVD230を

搭載した端子が実装されています。

CANの差動通信ライン端子台に接続して使用します。SN65HVD23

0のRXピン及びTXピンは、ディップスイッチSW12の5番、6番スイッ

チを介して、マイコンのPD1とPD0にそれぞれ接続されるようになっ

ています。

端子台を使うときには、ねじを緩めた後にツイストケーブルの芯線を

挿入し、ねじで固定してください。
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SN65HVD230は3.3V電源系で使用できるCANのトランシーバーIC

です。

⑨圧電ブザー

実験用の圧電ブザーです。NPN型トランジスタによってマイコンの出

力が増幅されて圧電ブザーを駆動します。

SW14の8番スイッチを介してPE14と接続することができます。

圧電ブザーは、そのままではスピーカーですので、電圧を印加しても

音は聞こえません。可聴域内周波数の発振波形を印加することで、

音として聞こえます。周波数の他、デューティー比の変化で音の大き

さの変化を確認できます。

⑩各ポート毎I/Oピン取り出しヘッダピン

タクトスイッチ、状態表示LED、プルアップダウン設定スイッチ群

■状態表示LED

各ビットの状態を表示できるLED群です。

該当のピンがHレベルになると点灯します。本製品で使用されている

LEDの順方向電流は、0.3mAの低消費電流タイプです。抵抗器を通

してマイコンのピンと接続されています。

LEDのカソード側をGNDと接続するかどうかを、ディップスイッチSW

15によってポート単位の上位ビット下位ビットで設定できます。

基板上にスイッチ横のシルク印刷に、どのポートのスイッチかが記載

されています。

SW15の設定でLEDへの配線を接続しておくと、該当ピンがHレベル

の場合、LED側に電流が流れ点灯します。よって、別の回路等と接続

している場合、LEDに電流が流れることでHレベル時の電圧が低下す

ることがあります。LEDを使用しない場合や、ピンに外部回路を接続

する場合にはスイッチをOFFにしておくことが推奨されます。

なお、LEDには回路構成やマイコンの設定などにより点灯しないも

のや、マイコンのピンをHレベルにしていなくても薄く点灯している場

合があります。これはボード内での回路の引き回し等によって電流が

流れている場合で、特に異常ではありません。

例えば、PORTAをすべてH出力にした場合でも、PA1, 7, 8, 12, 1

1, 13, 14, 15ピンは点灯しません。これは、それぞれのピンがJTA

G用の信号線であったり、USBの信号線として割り当てられているた

めです。よってすべてのGPIOの状態をLEDが反映するわけではない

ことに注意が必要です。
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■プルアップ/ダウン設定スイッチ

全ピンには個別に4.7kΩの抵抗器でプルアップするか、プルダウン

するを設定できるディップスイッチが搭載されています。各ポート毎

のLED、タクトスイッチが付いている部分にあるスイッチがそれに該

当します。

スイッチ上部にシルク印刷されているピンの部分のスイッチを上位

置にするとプルアップ状態に、下位置にするとプルダウン状態にりな

す。

←上位置でプルアップ

←中位置で抵抗と接続されず

←下位置でプルダウン

この設定は、タクトスイッチを押したときの状態を決めるのに大変重

要になります。通常タクトスイッチを使用しない場合など、理由がな

い限りプルアップ/ダウンはせずスイッチを中位置にしておきます。

プルアップすれば、タクトスイッチを押さないとき該当のピンはHレ

ベルになります。プルダウンすれば、タクトスイッチを押さない時はL

レベルになります。

■タクトスイッチ

アクティブHigh又はアクティブLowが選択可能なタクトスイッチ群で

す。

タクトスイッチを押した時に該当ピンの状態をLレベルにするアクテ

ィブロー論理にするか、押した時にピン状態をHレベルにするアクテ

ィブハイ論理にするかは、各ピンのプルアップ/ダウンができる設定

スイッチと、SW10の"BUTTON PRESS LEVEL"と記載されたディ

ップスイッチの組み合わせで設定を行います。

SW10は各ポート単位で、タクトスイッチを押した時Hレベルにする

か、Lレベルにするかを設定できます。

←上位置でHレベル(VCC)

←下位置でLレベル(GND)

"BUTTON PRESS LEVEL"の部分にある"DISABLE PROTECT"の

ジャンパーピンは、通常は外した状態にしておきます。ジャンパソケッ

トを外した状態では、タクトスイッチを押した時に220Ωの抵抗を通

してVcc又はGNDと接続されます。万一、マイコンのピンが出力設定

になっている時に誤ってタクトスイッチを押してしまっても大きな電

流が流れないようにします。

スイッチ論理の組み合わせ例について下図で紹介します。

押下時VCCと接続設定

PD15

PD15→

定常時プルダウン

上図は模式的にPD15について描かれた図です。SW10は"PORTD"

についてはボタン押下時の状態をH(VCC)側に設定しておきます。

一方のピン毎に設定できるプルアップ/ダウンスイッチは、プルダウ

ン側に設定しておきます。

この設定の組み合わせの場合、RD15はスイッチを押さないときはL

レベルに固定されています。タクトスイッチを押すと、Hレベルになり

ます。この状態をアクティブハイと呼びます。回路図を書くと下のよう

になります。

逆に定常時はHレベルで、スイッチを押したときにLレベル(GNDと接

続)にしたい場合（アクティブロー）には、SW10を下位置のGND側に

設定し、プルアップ/ダウン設定のディップスイッチを上位置のプル

アップ側にすればよいことになります。

なおこの2つの関係が正しく設定されていないとスイッチを押した時

に正しくプログラムで1・0の判定ができませんのでご注意ください。

■ヘッダーピン

すべてのマイコンのピンにアクセスできるヘッダーピンが装備されて

います。
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外部の別の機器と接続したり、計測器と接続したりするのに使えま

す。また各ヘッダピンにはVcc(+3.3V)と、GNDがアサインされていま

す。計測器などと接続する場合にはショートに十分に注意してくださ

い。

⑪ジョイスティック

ジョイスティックは上下左右4方向+センターボタン1つの合計5方

向の入力ができるスイッチです。それぞれの方向スイッチごとに、スイ

ッチを押すと（そちらの方向に倒すと）該当ピンがGNDと接続されま

す。よって使用するピンは必ずプルアップしておく必要があります。

マイコンのピンとは次のように接続されています。

方向 接続先 左表の各ピンはPullUp/Downのディップスイ

左 PD2 ッチで必ずプルアップにしてください。

右 PA6

上 PD4

下 RB5

中央 RC13

⑬マイクロSDスロット

マイクロSDカードを挿入できるスロットです。

SPI通信で使用します。カードディテクト（CD）ピンも使用可能です。

マイクロSDカードを使用する場合には各信号線をマイコンと接続し

ます。接続はSW13の1番ピン～3番ピン、SW14の3番、4番ピンをそ

れぞれON位置に設定します。

SPI通信用信号線のSCK、MISO、MOSIは別のMP3デコーダIC、フラ

ッシュROMとも兼用になっています。

なおSPI通信の各信号線はマイコンのハードウエアUSARTにアサイ

ンされているピンにMCUカード内で接続されます。よってどのピンと

接続されるのかをディップスイッチで設定する必要はありません。ど

のピンと各信号線が接続されているのかは、ご使用のMCUカードの

回路図をご参照ください。

SDカードのCS線はPD3に、CDはPD15にSW14を介して接続されま

す。使用しない時はいずれのスイッチをOFF位置にしておきます。

SDカードは通常のメモリーカードと異なりファイルシステムをメモリ

ー上で形成した上でデータを作ります。通常Windowsで読み書きでき

るようにするためには、FAT16やFAT32でフォーマットした上で、そ

のファイルシステムに準拠した方法でファイルを作成又は読み出しま

す。mikroCなどのCコンパイラではこれらの機能を実現するためにラ

イブラリが用意されていますので、比較的簡単に使用できます。

⑭リセットスイッチ

マイコンのNRSTピンと接続されており、スイッチを押すとGND電位

となり、ハードウエアリセットがかかります。

なおこのピンは10kΩによってプルアップされていますので、定常時

はNRSTピンはHレベルとなっています。

⑮拡張用mikroBUS

様々なクリックボードと呼ばれる拡張モジュールを接続するためのm

ikroBUSコネクタです。

mikroBUSはもともとPICマイコン用の開発ボードに拡張モジュール

を装着する統一規格として普及してきていますが、その他のデバイス

でも共通のバスインターフェースとして普及することが考えられま

す。

当方からもBluetooth通信モジュールやWiFi通信モジュール、その他

多彩なモジュール販売しています。
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⑯実験用MP3デコーダ/音声IN/OUT

ハイエンドステレオのオーディオコーデックIC、VS1053を搭載した

実験用の音声回路です。

VS1053はOgg Vorbis・MP3・AAC・WMA・FLAC・WAV・MIDIオーデ

ィオ形式のデコーダと、PCM・IMA ADPCM・Ogg Vorbisエンコーダ

を集積したICです。⑬のマイクロSDカードと組み合わせてSDカード

内のMP3ファイルを再生するなど応用が可能です。

マイコンとのインターフェイスはSPI通信となります。その他に音声

出力のR/Lステレオライン出力、マイク入力が実装されています。

SPI信号線とマイコンの接続は、SW13の1～7番スイッチにて設定で

きます。使用する場合にはこのスイッチをON位置に設定します。使用

しない場合には必ずOFF位置にしておいてください。

マイコン側 VS1053側

なおSPIの各信号線はマイコンによって接続先が異なるため、MCU

カード側でマイコンのSPI信号ピンに接続されています。ディップスイ

ッチでの設定はありません。

※MCUカードの回路図をご参照ください。

⑰ADコンバータ用ボリューム

ADコンバーター評価用につかえる10kΩの可変抵抗器です。

アナログ電圧を印加するマイコンのピンをジャンパーピンJ8によっ

てPA3, PA4, PA5, PA6, PC0から選択できます。

電圧は0V～+1.8Vの範囲で印加されます。

ADコンバータの分解能が10ビットの場合には1024段階で電圧を

検出できますので、1ビットあたり1.758mVとなります。

ADコンバータを使用しない場合にはジャンパーソケットは必ず外し

ておいてください。またADコンバータを使用するピンのプルアップ/

ダウンは設定せず設定ディップスイッチは中間位置にしておいてくだ

さい。

⑱実験用イーサネットコネクタ

イーサネットの実験ができるRJ-45コネクタと周辺回路です。

イーサネットコントローラICは、対応するマイコンの場合にはMCUカ

ードに実装されています。4本のイーサネットライン（TPOUT +、TPO

UT-、TPIN +、TPIN-）はすべてMCUカードソケットに直接配線され

ます。PORTヘッダーを介してアクセスすることはできません。

RJ-45コネクタの隣にはシグナルLED（緑色と黄色）が用意されて

います。（本イーサネットコネクタが使用できるのはMCUカードにイ

ーサネットトランハージーが実装されているもののみです。）

MCUカード内での配線についてはMCUカードの回路図をご覧下さ

い。イーサネット通信に必要なPHYはすべてMCUカード側に実装され

ている必要がありますので、イーサネットの実験をする場合には必ず

イーサネット対応のMCUカードを選択してください。

mikroCには様々なイーサネットに関するライブラリがあります。
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⑲フラッシュメモリーとEEPROM

実験で使用できるSPIインターフェイスの容量8Mビットフラッシュメ

モリーM25P80と、I2Cインターフェイスの容量1024バイトのEEPR

OM、24AA01が搭載されています。

フラッシュメモリーは電源を切断しても内容を保持できる不揮発性

メモリーです。但し新しいデータを書き込む場合には必ず書き込まれ

ているデータを消去する必要があり、この点はEEPROMと異なりま

す。M25P08はSPIインターフェイスで制御する8Mビットサイズのフ

ラッシュメモリーです。16セクターから構成され、各セクターは256

のページを含みます。また各ページは256バイト幅です。

よって、16セクター×256ページで全体では4096ページから成るこ

とが分かります。また4096ページ×256バイトで1048576バイト

が最大サイズとなります。なおこのメモリーの読み込みスピードは4

0MHzと高速です。

M25P80を使用する場合にはディップスイッチSW13の1～3番と8

番のスイッチをON位置に設定します。

EEPROMは、不揮発性メモリーで電源を切断しても記録内容が保持

されます。フラッシュメモリーより動作が遅く、メモリーサイズも小さ

いですが、書き込みの際に古いデータを消去しなくても上書きできま

す。マイコンからの制御には使いやすいメモリーと言えます。

24AA01はI2Cインターフェイスで制御します。速度は400kHzをサ

ポートしています。容量は1024バイトです。アクセスはシングルバイ

ト又は16バイト（ページ単位）での書き込み、読み込みができます。

スレーブアドレスは0x01に固定されています。

24AA01のI2C信号線のSCL及びSDAは、ディップスイッチSW14の

1、2番スイッチを介してマイコンのPB6及びPB7と接続されます。

クロック線とデータ線は共に2.2kΩの抵抗器でプルアップされてい

ます。

⑳320×240ドットTFT液晶（タッチパネル搭載）

解像度320×240ドットの4線式抵抗膜方式タッチパネル搭載のTF

T液晶です。本格的な画像を表示できる他、mikroCの関数で文字列や

変数の内容などを表示することもでき、多目的に利用できます。

TFT液晶とマイコンとの結線は下図の通りです。

もしTFT液晶を使用しない場合はGPIOのH/Lに影響を与えないた

めにTFT液晶は物理的に外してください。

※液晶ディスプレイの脱着時は必ずEasySTM32の電源を切断した

状態で行ってください。外すときは、ゆっくりと上に引き抜いてくださ

い。

TFT液晶のバックライトは、常にONにしておく方法と、マイコンのPE

9ピンをPWM出力して明るさを可変させて点灯させる方法の二通り

があります。一定の明るさで点灯させておく場合には、ディップスイッ

チSW13の3番スイッチをONにします。

PWM信号でコントロールしたい場合には3番スイッチは必ずOFFに

した上で、SW13の4番スイッチをON位置にします。
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本製品に使われている320×240ピクセルのTFT液晶は、Watterott

社のMI0283QT-9Aを使っております。

コントローラドライバはILI9341で、TFT液晶ドライバとして有名なデ

バイスです。

また、このTFT液晶ディスプレイには4線式抵抗膜方式のタッチパネ

ルが装着されています。タッチパネル駆動回路を搭載しています。

タッチパネルを使用する場合にはSW11の5～8番スイッチをすべて

ONにします。

4線式抵抗膜線のBOTTOM線とLEFT線は、PB0及びPB1と接続さ

れ、マイコン側はアナログ入力として電圧値を読み取るようにしま

す。

DRIVEAとDRIVEBはPB8及びPB9と接続されます。このピンはマイ

コン側でデジタル出力とします。

※VREFは1.8Vです。
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書き込みソフトウエアの使用方法

付属のマイコンライターの使い方を紹介します。マイコンライターは、コンパイラで作成したHEXファイルをマイコンへ書き込む際に使用するソフト

ウエアです。ソフトウエアは、mikroProg Suite for ARMを使用します。mikroC PRO for ARMを使用すると、コンパイルと書き込みを連動させて行う

ことができて大変便利です。

■アプケーション概要

デバイス検出ボタン

Read: マイコンからデータの読み込み Write: マイコンへHEXファイルの書き込み

Verify: 書き込んだ内容の整合性検査 Blank: マイコンのメモリが空かどうかを確認

Erase: フラッシュのイレース Reset: マイコンのリセット

Load: HEXファイルを開く

Save: "Read"で読み込んだHEXファイルをファイルとして保存する

Reload: 一度"Load"で読み込んだファイルと同一のHEXファイルを再度読み込む

Code: 現在mikroProgに読み込まれているHEXファイルの内容を閲覧する

Options: オプション設定

進捗状況の表示

■操作の順番

次の順番でHEXファイルを書き込みます。

1 最初にデバイスを認識させます。

"Detect MCU"ボタンを押します。"LINK"LEDが点滅してボードと通

信します。検出されると、下図のようにデバイスファミリーが表示さ

れます。

2 書き込むHEXファイルを読み込みます。

"Load"ボタンを押します。

ダイアログが表示されますので、ファイルを選択します。

※デバッグなどで同じファイルを再度ロードする場合には、いちいち

上記のようにファイルを指定しなくても、"Reload HEX"ボタンを押

すことで再読込ができます。

※ファイル名や、ファイルの配置してあるディレクトリ名に日本語や

2バイト文字が含まれている場合、正しくHEXファイルの読み込みが

できません。必ず半角英数字になるようご注意ください。

3 書き込みを開始するには"Write"ボタンをクリックします。

書き込み動作中は、"LINK"LEDが点滅します。

書き込みは数秒～数十秒程度で完了します。

主な仕様

電源電圧： USBバスパワー給電時 DC5V

ACアダプタ給電時 DC9V

給電方法： USBバスパワー又はACアダプタ

USB規格： Ver.2.0対応

対応OS: Windows7/8.1/10

※32ビット、64ビット両方に対応

対応デバイス： STマイクロ社製 STM32Fシリーズ

※要MCUカード

生産国： セルビア/日本
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対応デバイス一覧

■STM32 Cortex M3シリーズ

STM32F100C4, STM32F100C6, STM32F100C8, STM32F100CB

STM32F100R4, STM32F100R6, STM32F100R8, STM32F100RB

STM32F100RC, STM32F100RD, STM32F100RE, STM32F100V8

STM32F100VB, STM32F100VC, STM32F100VD, STM32F100VE

STM32F100ZC, STM32F100ZD, STM32F100ZE, STM32F101C4

STM32F101C6, STM32F101C8, STM32F101CB, STM32F101R4

STM32F101R6, STM32F101R8, STM32F101RB, STM32F101RC

STM32F101RD, STM32F101RE, STM32F101RF, STM32F101RG

STM32F101T4, STM32F101T6, STM32F101T8, STM32F101TB

STM32F101V8, STM32F101VB, STM32F101VC, STM32F101VD

STM32F101VE, STM32F101VF, STM32F101VG, STM32F101ZC

STM32F101ZD, STM32F101ZE, STM32F101ZG, STM32F102C4

STM32F102C6, STM32F102C8, STM32F102CB, STM32F102R4

STM32F102R6, STM32F102R8, STM32F102RB, STM32F103C4

STM32F103C6, STM32F103C8, STM32F103CB, STM32F103R4

STM32F103R6, STM32F103R8, STM32F103RB, STM32F103RC

STM32F103RD, STM32F103RE, STM32F103RF, STM32F103RG

STM32F103T4, STM32F103T6, STM32F103T8, STM32F103TB

STM32F103V8, STM32F103VB, STM32F103VC, STM32F103VD

STM32F103VE, STM32F103VF, STM32F103VG, STM32F103ZC

STM32F103ZD, STM32F103ZE, STM32F103ZF, STM32F103ZG

STM32F105R8, STM32F105RB, STM32F105RC, STM32F105V8

STM32F105VB, STM32F105VC, STM32F107RB, STM32F107RC

STM32F107VB, STM32F107VC, STM32F205RB, STM32F205RC

STM32F205RE, STM32F205RF, STM32F205RG, STM32F205VB

STM32F205VC, STM32F205VE, STM32F205VF, STM32F205VG

STM32F205ZC, STM32F205ZE, STM32F205ZF, STM32F205ZG

STM32F207IC, STM32F207IE, STM32F207IF, STM32F207IG

STM32F207VC, STM32F207VE, STM32F207VF, STM32F207VG

STM32F207ZC, STM32F207ZE, STM32F207ZF, STM32F207ZG

STM32F215RE, STM32F215RG, STM32F215VE, STM32F215VG

STM32F215ZE, STM32F215ZG, STM32F217IE, STM32F217IG

STM32F217VE, STM32F217VG, STM32F217ZE, STM32F217ZG

STM32L151C6, STM32L151C8, STM32L151CB, STM32L151QC

STM32L151QD, STM32L151R6, STM32L151R8, STM32L151RB

STM32L151RC, STM32L151RD, STM32L151V8, STM32L151VB

STM32L151VC, STM32L151VD, STM32L151ZC, STM32L151ZD

STM32L152C6, STM32L152C8, STM32L152CB, STM32L152QC

STM32L152QD, STM32L152R6, STM32L152R8, STM32L152RB

STM32L152RC, STM32L152RD, STM32L152V8, STM32L152VB

STM32L152VC, STM32L152VD, STM32L152ZC, STM32L152ZD

STM32L162QD, STM32L162RD, STM32L162VD, STM32L162ZD

■STM32 Cortex M4シリーズ

STM32F405RG, STM32F405VG, STM32F405ZG, STM32F407IE

STM32F407IG, STM32F407VE, STM32F407VG, STM32F407ZE

STM32F407ZG, STM32F415RG, STM32F415VG, STM32F415ZG

STM32F417IE, STM32F417IG, STM32F417VE, STM32F417VG

STM32F417ZE, STM32F417ZG

サポート情報

当方では、EasySTM32のサポートを行っております。以下のいずれ

かの方法でご質問をお寄せください。

■FAX番号 03-3700-3548

■電子メール support@microtechnica.net

なお、他社製品に関することや自作回路に関するご質問にはお答え

致しかねますのであらかじめご了承ください。

ソフトウエアはアップグレードされることがあります。アップグレード

されると対応デバイスが増えたりバグが修正されたりします。

アップグレードの情報などは弊社のwebページにてお知らせ致しますの

で、弊社webページを定期的にご確認ください。

http://www.microtechnica.net/

PICマイコン用の統合開発環境，MPLABはマイクロチップ社製のソフ

トウエアです。バージョンアップ等の情報についてはマイクロチップ社

のホームページより告知されますので，下記ページを定期的にご確認く

ださい。

http://www.microchip.com/ （英語サイト）

マイクロテクニカ

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-3-10

TEL: 03-3700-3535 FAX: 03-3700-3548

(C)2017 Microtechnica All rights reserved
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mikroC PRO for ARMを使ったチュートリアル

ARMコアのマイコンを開発するコンパイル、開発環境は色々と用意

されています。その中でもmikroC PRO for ARMは直感的なインターフ

ェースと、豊富なライブラリ、後から追加できるLibstockなど初心者か

ら実務、実験、開発、学習まで様々な方に最適なCコンパイラです。ARM

コア以外にもPICマイコン用など別のマイコン用にもリリースされてお

り、一度使い方を覚えると別のマイコンへの乗り換え時もスムーズに

移行できるのが特徴です。またFreeRTOSも使えます。

本EasySTM32には体験版のmikroC PRO for ARMが付属していま

す。開発できるコードのサイズに制限がありますが、機能の制限はあり

ません。体験版が気に入った場合にはぜひ製品版のご購入をご検討く

ださい。

本チュートリアルではmikroC PRO for ARMを使ってSTM32マイコ

ンの基本的な使い方、EasySTM32ボードの使い方を体験します。ただ

し残念ながら体験版ではコード制限があるためすべてのチュートリア

ルはお試し頂けません。ぜひ製品版をご検討ください。

STMマイコンについて

■STM32マイコンとは

STM32は、STマイクロエレクトロニクス社の製造しているARM Cor

tex-M3及びM4コアのマイコンです。ARMの Cortex-M3は32ビット

マイコンで低電力で高速な割り込み応答ができます。またピン数やメモ

リー、その他周辺回路に色々なバリエーションがあるのが特徴です。

ピン数は36ピン～144ピンのものが用意されており、パッケージに

DIP形状のものはなくすべて面実装タイプです。

周辺回路はデバイスにもよりますが、12ビットの分解能をもつADC、

I2CやSPI,UARTのUSART、16ビットタイマ、PWM、USB2.0 OTGなど

豊富に用意されています。

電源電圧は2.0V～3.6Vで5V系には対応していません。ほとんどの

場合3.3Vで使います。本EasySTM32も3.3Vで動作させています。また

STM32シリーズは、スタンバイモード時最小2.0μA、さらにVbatモード

では1.4μAまで消費電流を低減でき、とても低消費電力です。

■STM32F107VCT6の特徴

本ボードに標準で付属のMCUカードには、STM32F107VCT6が実

装されています。主な特徴は次の通りです。

・最高72MHz動作1.25DMIPS/MHz

・シングルサイクルでの乗算、ハードウエア除算

・メモリーは64KバイトのSRAM、256Kバイトのフラッシュ

・2.0V～3.6Vの動作電圧

・パワーオンリセット、パワーダウンリセット

・3～25MHzのクリスタルオシレータ

・8MHzの主発振器として使用できる高精度組込RC発振器

・40kHzの内蔵RC発振器

・RTC用の32kHzオシレータ

・スリープ・ストップ・スタンバイの3種類の小電力モード

・RTCバックアップ用Vbat電源

・12ビット分解能のADコンバータ 2系統(1μS)

・12ビット分解能のDAコンバータ 2系統

・12チャンネルのDMAコントローラ（下記の周辺回路に対応）

→タイマ、ADC、DAC、I2S、SPI、I2C、USART

・デバッグモードは、Serial wire debug (SWD)及びJTAG

・16の外部割り込みをマップ出来るI/O

・すべてが5VトレラントのI/O

・CRC(巡回冗長検査)計算機搭載

・16ビットのタイマ

・16ビットのモーター制御用PWM

・2つのウォッチドッグタイマ

・2つのI2Cインターフェース

・5つのUSART (LIN, IrDAなど)

・3つのSPI (18Mbit/s)

・2つのCANインターフェース

・USB2.0フルスピード デバイス・ホスト・OTGコントローラ

・10/100イーサネットMAC、MII/RMIIサポート

特にSTM32F107は通信系のインターフェースが充実しています。イ

ーサネット(IEEE1588)のサポートも特徴で、イーサネットMACには専

用のDMAコントローラが割り当てられています。

■STM32のリセット及び電源の監視

STM32の詳しい解説は、データシートや他の専門書籍にゆだねると

してここでは、EasySTM32ボードを使ってプログラムを開発する際に

最低限必要となる事柄のみを紹介します。

リセットにはパワーオンリセット(POR)と、パワーダウンリセット(PD

R)、ウォッチドッグタイマー(WDT)、NRTSピンによるリセットなどがあり

ます。

PORとPDRは2Vから正常動作を可能にするリセット構造です。POR

とPDRには40mVのヒステリシスがあります。

STM32には電源電圧を監視するプログラマブル電圧検出機能(PV

D)が搭載されています。PVDでは閾値を2.2V～2.9Vまで100mV単位

で設定でき、閾値よりも電圧が高いか低いかをPVDOフラグによって確

認できます。このイベントは内部のEXTIライン16に接続されていて設

定によって有効になっていれば、EXTIレジスタ経由で割込が発生しま

す。電源の異常を監視してそれに応じた処理をさせることができます。

■STM32のオシレータ

STM32では4種類のクロックソースが利用可能です。どのクロック

源を使うのか、またその選択したクロック源をどのように"加工"してシ

ステムクロックとして使うのか、さらにはそのクロックは様々な周辺回

路でも使われるため、どのように配線を内部で引き回すのかという設

定は、Clock Configurationの設定によってセットします。この設定を間

違うとプログラムが正しくてもクロックがシステムに供給されず動作し

なかったり、意図せず命令の実行速度が遅くなったり速くなったりして

しまいます。

ST社では、クロックの引き回し、設定について実際の内部配線図を

見ながら設定できるツール、"STM32CubeMX"を公式サイトで配布して

います。本書のチュートリアルでも随時使用方法を紹介しますが、この

ツールを使うとどの部分に、どのクロックを何M(k)Hzで与えたら良い

か、などが視覚的に分かり便利です。

本ボードに装着されているMCUカードにはSTM32F107VCT6の外

部発振子(HSE)として25MHzのクリスタルが実装されています。このク

ロックはそのままクロック源としても利用できますし、PLLによってその

速度は変更できます。また、RTC用に32.768KHzのクリスタルも実装

されています。

その他STM32には、HSIという高速内蔵オシレータがあります。外部

に発振子を使用しないため回路を小さくできる利点があります。一方

で精度としては外付けのオシレータよりも落ちます。もちろん外付けの

外部発振子が付いていても、設定により内蔵オシレータを使うことも可

能です。HSI OSCは8MHzになっています。

STM32には複数のPLLが搭載されており組み合わせることで高い

クロックを生成できます。
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C言語チュートリアル ～はじめに～

では、早速付属のmikroCを使ってC言語でプログラムを作って実際に

EasySTM32のボード上で動作させてみましょう。

本マニュアルではC言語の基本から解説することはできませんので、

C言語の基本については専門書籍をご参照ください。また、必ずお手元

にSTM32F107VCT6を置いて、ピンの内容やレジスタの内容を参照し

ながらお読み下さい。

■開発環境の設定

では最初にmikroC Cコンパイラーの開発環境を設定しましょう。

1 mikroCを起動します。

"スタート"ボタン→"プログラム"→"Mikroelektronika"→"mikroC PR

O for PIC"→"mikroC PRO for PIC"の順でクリックします。

2 起動すると、開発画面が表示されます。

初期設定のままでもかまいませんが、エディタウインドウの文字を大

きくしたい場合等は、最初に環境を設定します。

メニューバーの"Tools"→"Options"をクリックします。画面左側のタ

ブから"Editor"をクリックします。

3 メニューが展開しますので、その中から"Editor Settings"をクリック

します。その中にある"Open Option dialog"ボタンをクリックします。

→

4 "Editor Options"ダイアログが表示されますので、画面右下の"Edito

r Font"部分にある"Font"ボタンをクリックすると、フォントを選択で

きるダイアログが表示されますので、サイズを調節してください。

※実用的な大きさとしては、画面の解像度にもよりますが、14ポイン

ト程度が見やすいです。

※右上にある"Font"ボタンではありませんので注意してください。

※フォントの種類は変更しないでください。

設定したら"OK"ボタンを押して完了します。さらにOptionsの画面で

は、"Apply"ボタンをクリックして設定内容を反映させた後、"OK"ボタ

ンを押して完了します。

※その他にも詳細な設定が可能ですが、トラブルを避けるためフォン

トの変更以外は行わないことをお奨めします。

チュートリアル① ～PORTAのボタン処理、変数の使い方～

チュートリアル①では最初の基本ということで、次のような簡単な内

容のプログラムを作ってみます。

int型の変数を用意して、そこに入れた値を2進数でPORTDに出力す

るプログラムを作ってみましょう。変数を2つ用意して、外部のスイッチ

入力によって、どちらの変数の値をPORTDに出力するのか指定できる

ようにしてみます。変数の使い方、PORTから値を読み取る方法、ポート

に値を出力する方法を学習します。また、クロックの設定方法を"STM3

2CubeMX"を使いながら学習します。

デバイスは標準で付属しているSTM32F107VCT6を使います。クロ

ックは外部発振子の25MHzを内部のPLLで逓倍して72MHzで動作さ

せてみます。

【1】プロジェクトの新規作成

プログラムを作り始める前に、プロジェクトを新規に作成します。

mikroCでは1つのファームウエアに対して1つのプロジェクトとして、プ

ロジェクト単位で管理します。プロジェクトには、これから作成するC言

語のソースプログラム(拡張子.c)や、場合によって使用することとなる

ヘッダーファイル(拡張子.h)などのファイルが登録されます。その他、コ

ンパイル後のHEXファイルなどもプロジェクトに含まれる1ファイルとし

て管理されます。

よくある間違いとして、プロジェクトの意味を理解していないと画面

上に表示されているソースプログラムをコンパイルしているつもりな

のに、実際には別のソースプログラムがコンパイルされていて思ったよ

うな動作をしなかったり混乱してしまったりというトラブルに繋がりま

す。新しいプログラムを作るときには、必ずプロジェクトを新規に作成

するようにしてください。

1 新規にプロジェクトを作成します。

メニューバーから"Project"→"New Project"をクリックします。

mikroCではウィザード形式でプロジェクトを新規に作成します。ウィ

ザード画面が表示されたら、"Next"ボタンを押して続行します。

2 次の画面でプロジェクト名や使用デバイス名、動作周波数を入力し

ます。まず最初にプロジェクト名を付けます。ここでは例として、

"Lesson1"という名前にします。"Project Name"の所に"Lesson1"

と入力します。（日本語や2バイト文字は使用しないでください。）

その下の"Project folder"の所にプロジェクトを保存するディレクト

リを指定します。どこか分かりやすいところに専用のフォルダを作

り、そこにプロジェクトを作成することにします。

"Browse"ボタンをクリックしてディレクトリを指定してください。
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※プロジェクトを作成したフォルダには各種ファイルが作られます

ので、なるべく分かりやすいディレクトリにすることをお奨めします。

ディレクトリ名及びファイル名には、日本語や全角文字など

の2バイト文字は使用できません。必ず半角英数字としてく

ださい。デスクトップやマイドキュメントなどは日本語が含ま

れてしまうことがあり、お奨めできません。

続いて、使用デバイスを選択します。"Device Name"のプルダウンか

ら "STM32F107VC" を選択します。

クロック周波数を設定します。今回は、25MHzの外部発振子を使い

PLLで逓倍して72MHz動作で使用します。"Device Clock"の部分

に、下図のように "72" と入力してします。

小数点以下は自動的に0が挿入されますので、単に 72 とだけ

入力してください。

さらに"Open Edit Project windows to set Configuration bits"

にチェックを入れます。これで、オシレータの設定等、基本的なコン

フィギュレーションビットの設定画面が表示されるようになります。

設定を確認して"Next"ボタンを押します。

3 次の"Step2"はそのまま"Next"ボタンを押します。

4 続いて"Step3"の"Select initial state for library manager"では、

プロジェクトに含める組込関数を「すべて」にするか「都度指定」に

するかを指定します。ここでは不要なライブラリは含めませんので、

"Include None(Advanced)"にチェックを入れて、"Next"ボタンを押

します。

5 最後に"Finish"ボタンをクリックして完了します。

続いて、コンフィギュレーションビットの設定画面が表示されます。

続いて設定を行います。【2】にお進み下さい。

【2】コンフィギュレーションビットの設定

コンフィギュレーションビットとは、マイコンの基本的なな動作条件

を設定する設定項目のことをいいます。特に重要なのは、発振子種類

の指定や、PLLのON/OFFの指定、どういった経路でクロックをマイコ

ン内部の各部に供給するかなどの設定です。これらはコンフィギュレー

ションビットという特殊な方法で指定します。

これはすごく重要な設定で、このコンフィギュレーションビットの設定

が間違っていると、プログラムやハードウエアの設計が正しくてもプロ

グラムが動かなかったり、期待した動作をしないなど・・・多くのトラブ

ルの原因となります。

オシレータの設定は複雑で、色々と回り道があるため便利な設定ツ

ール"STM32CubeMX"を使います。STM32CubeMXは視覚的にオシレ

ータ設定に関する各部の設定値を確認できます。ダウンロードはST社

のサイトから行えます。

http://www.st.com/ja/development-tools/stm32cubemx.html

上記サイトの一番下に「ソフトウエアを入手」というリンクがあります

のでクリックします。なお、ダウンロードにはST社のアカウントが必要

です。まだお持ちでない方は、この機会にST社のアカウントを作成して

ログイン後、ダウンロードしてください。

なお、このソフトウエアはJavaで動作する関係上、パソコンにJavaの

ランタイムがインストールされている必要があります。Javaランタイム

がインストールされていない場合には下記の公式からダウンロードして

先にインストールしておいてください。

https://java.com/ja/download/

※STM32CubeMXを本書でご紹介していますが、当方ではこのソフトの

サポートを行っておりません。

インストールされたら起動してください。

1 "New Project"の文字をクリックします。

2 デバイスを選択する画面が表示されます。

"Part Number Search"のボックスに"STM32F107VC"と入力しま

す。すると2つのデバイスが検索されます。

3 下部の"MCUs List 2items"のところに2つのデバイスが表示され

ますので、下側の"STM32F107VCTx"をダブルクリックします。

↑

ダブルクリック！

4 デバイスが読み込まれます。

このツールでは、クロックの他様々な周辺機能についてのピンアサ

インをしたり、確認することができます。データシートよりも直感的

にピンを確認できますので、とても便利です。

今回は、外部発振子を使いますので、外部発振子の接続を指定しま

す。左側の機能一覧から"RCC"を選択して+マークをクリックして-

マークにしてツリーを展開します。

展開したらその中にある"High Speed Clock(HSE)"の方のブルダ

ウンを開き、"Crystal/Ceramic Resonator"を選択します。



19

5 選択できると、OSC_INとOSC_OUTの2つのピンが緑色になりま

す。

6 続いて"Clock Configuration"のタブに移動します。

内部のクロックの流れが分かる画面が表示されます。流れを追って

設定していきます。

7 最初に外部発振子の周波数を指定します。外部発振子は"HSE"と

呼ばれます。画面左下に "HSE" というブロックがあり、"Input fre

quency"のボックスがあります。ここにMCUカードのクロック、25M

Hzを指定します。"25"と入力してください。

8 続いて大まかな流れだけ指定します。

最初の25MHzは直接使用せず、PLL2に入力して逓倍します。続い

てその出力をPLLに入力し、再度逓倍して出力します。

そのPLLから出力されたクロックをシステムのクロックとして使い

ます。順序としては下記の通りです。

HSE(25MHz)→PLL2→PLL→システムクロックへ

各PLLの入力端にはクロックを分周するディバイダーがあります。P

LLの入力端には"Prediv1"が、PLL2の入力端には"Prediv2"があり

ます。

最初に、"Prediv1"の入力に"PLL2"の出力を割り当てます。

図中の"Prediv1 Source Mux"のチェックを下側(HSE側ではない

方)に入れて下さい。

これでPLLへの入力端、Prediv1へのクロックはPLL2からの出力に

設定されました。ちなみに上の"HSE"側にチェックすると、外部発振

子のクロックがPLL2を通さず直接Prediv1に入力されます。

9 続いてPLLのクロック源を指定します。選択は図中の"PLL Source

Mux"です。

選択肢は2つで、内蔵発振子のクロックを使うか、Prediv1側を使う

かです。ここでは"Prediv1"側を使いますので、下側にチェックを入

れます。

10 最後の指定は、システムクロックのソースとして何を使うかです。

設定は"System Clock Mux"です。

ここは3つの選択肢があります。1つは内蔵発振子(HSI)、もう1つは

外部発振子(HSE)、そしてPLLの出力です。

ここでは、PLLで逓倍したクロックをシステムクロックのソースとし

て使用しますので、"PLLSCK"を選択してください。

11 これでクロックの流れの設定は終了です。あとは希望の周波数値を

入力すると、このソフトが適切なパラメータを設定してくれます。

図右側の上から1番目のボックスの所に"HCLK to AHB bus, cor

e, memory and DMA (MHz)"があります。ここに 72 と入力してエ

ンターキーを押して下さい。

12 各部のパラメータが計算され、値が修正されます。

赤いボックスがある場合には、そこには設定が不可能な値が存在

することがわかります。

この設定値に従い、mikroCの方でパラメータを設定していきます。

最初に一度"Dafault"ボタンを押して、設定値を初期化しておきま

す。本書ではここで必要な項目のみ紹介しています。下記に記載の

ない項目はデフォルトの設定のまま進んで下さい。

・最初の"Interal high-speed clock enable"は内蔵発振子の有効

/無効の設定てすので、ここは"internal 8MHz RC oscillator OFF

"にします。

・"External high-speed clock enable"は外部発振子のことです。

"HSE oscillator ON"に設定します。

・PLLとPLL2はともに有効にしますので、"PLL enable"と"PLL2 e

nable"は共に"ON"に設定してください。
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・"Syetem clcok Switch"は、PLLから出力されたクロックを使いま

すので、"PLL selected as system clock"を選択します。

・"PLL entry clock source"は、PLLに入力されるクロック源のこ

とです。STM32CubeMXでも指定した通り、ここはPrediv1から入力

を得ますので、"Clock form PREDIV1 selected as the PLL inpu

t clock"を選択します。

・"PLL multiplication fuctor"はPLLに入力されたクロックを何倍

するか、という設定です。STM32CubeMXを見ると、「9倍するよう

に」と表示されています。

よってここは、"PLL input clock x9"を指定します。

・"PREDIV1 division fuctor"はPrediv1でクロックを何分の一に分

周するかを指定します。STM32CubeMXを見ると、「1/5にするよう

に」と表示されています。

よってここは、"PREDIV1 input clock devided by 5"を指定しま

す。

・同様にPrediv2の方も分周する値がSTM32CubeMXで表示されて

いますのでこの値を指定します。Prediv2も1/5なので"PREDIV2

division fuctor"は"PREDIV2 input clock devided by 5"を指定し

ます。

・"PLL2 Multiplication Factor"はPLL2でクロックを何倍にするか

の設定です。STM32CubeMXを見ると、「8倍にするように」と表示

されています。

よってここは、"PLL2 clock entry x 8"を指定します。

・Prediv1へ入力されるクロック源の指定をします。Prediv1にはPL

L2から出力されたクロックが入力される必要がありますので、"PR

EDIV1 entry clock source"は、"PLL2 selected as PREDIV1 cl

ock entry"を設定します。

・最後に"APB1 Prescaler"の値を設定します。図中の"APB1 perip

heral clocks"は36MHzとなっています。そのため前段の"APB1 Pr

escaler"は1/2となります。APB1のクロックは最大36MHzなので

この値になるよう調整する必要があります。

ここでは、"APB low-speed prescaler(APB1)"を"HCLK divided

by 2"に設定してください。

以上が主な設定です。他の設定については今回のチュートリアルで

は直接関係がないため記載していません。今後プログラムが複雑に

なっていくと他の項目も設定が必要になりますが、STM32CubeMX

を使うと、設定値を結果から逆算して求めることができます。

参考までにその他の設定項目を含めた内容は次の通りになります。

正しく設定されているか再度確認してください。

13 この設定内容は別のチュートリアルでも使います。

外部発振子で72MHzのクロックにてSTM32F107VCT06を動か

したい時にはこの設定値となりますので、設定内容を保存しておき

ます。"Save Scheme"ボタンをクリックしてください。

名前を付けて保存のダイアログが表示されますので、適当な分かり

やすい名前を付けて（日本語付加）保存しておいてください。

保存したら"OK"ボタンを押してコンフィギュレーションビットの設定

を終了します。

次はプログラムを記述してみましょう。
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【3】プログラムの記述

コードエディターウインドウにプログラムを記述しています。プログラムを書く前にプログラムの概要を下記にまとめます。

符号なし8ビットの変数aとbの2つを用意します。aとbにはあらかじめ値を代入しておきます。PB0とPB1の内蔵プルアップ抵抗を有効にして、アク

ティブLow（通常はHレベルでスイッチを押すと該当ピンがLレベルになるスイッチのこと）のスイッチ入力として使用し、PB0がHレベルになると変数a

の値を、PB1がHレベルになると変数bの値を2進数としてPORTDに出力します。内蔵プルアップを有効にすることで外部に抵抗を取り付ける必要が

なく回路構成をシンプルにできます。

次のように記述しましょう。

【4】ハードウエアの物理的な設定

プログラムを書き込む前にEasySTM32ボードの各種設定を行いましょう。プログラムは書き込み後、すぐにボード上で動作します。ボードの様々な

状態がプログラムの内容と矛盾のないようにしておかないとプログラムの動きが期待した通りになりません。書き込み前に設定をしてください。

今回はPORTDはLEDに接続し、PB0とPB1はタクトスイッチが押された時にLレベルなるよう設定にします。次のように設定してください。

①ディップスイッチSW15の6番、7番スイッチをON位置に設定

→PORTDの下位ビットと上位ビットのLEDを点灯させるようにします。

②ディップスイッチSW10の3番スイッチ"PORTB/L"を下側に設定

→タクトスイッチのPB0及びPB1を押した時、ピンがGNDと接続されてLレベルになるように設定します。 ←6と7をON位置に

SW10

↑下に下げる

このプログラムでは設定は2カ所だけです。その他のすべてのディップスイッチはOFF位置にしておきます。

void main ( ) {

unsigned int a, b;

GPIO_Config (&GPIOB_BASE,
_GPIO_PINMASK_0 |
_GPIO_PINMASK_1,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);

GPIO_Digital_Output(&GPIOA_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL );
GPIO_Digital_Output(&GPIOC_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL );
GPIO_Digital_Output(&GPIOD_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL );
GPIO_Digital_Output(&GPIOE_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL );

GPIOD_ODR = 0;

a = 0xAAAA; b = 0xFFFF;

while (1 ) {

if (GPIOB_IDR.B0 == 0 ) {
GPIOD_ODR = a;

}else if (GPIOB_IDR.B1 == 0 ) {
GPIOD_ODR = b;

}else {
GPIOD_ODR = 0;

}
}

}
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【5】ビルドと書き込みの実行

ビルドとは、C言語で記述したプログラムからマイコンに書き込める形式のHEXファイルを作ることをいいます。mikroCと、EasySTM32の書き込み

用ソフトウエアmikroProg Suiteは連動させて動作させることができます。

1 ツールバーの"Build and Program"ボタンをクリックします。

なお、キーボードからは"Ctrl"+"F11"キーを押しても実行できます。

2 メッセージウインドウに進捗状況が表示されます。エラーが発生すると、赤文字で表示されます。エラーがない場合には、"Finished Successfully"

と表示され、すぐに書き込みソフトウエアであるmikroProg Suiteが起動します。

3 書き込みは自動的に実行され、プログレスバーが左右に移動します。また書き込み中はボード上の"LINK"LEDが点滅します。

書き込みには数秒～数十秒程度かかります。

書き込みが終了すると、すぐにプログラムが動作します。

【6】動作確認

EasySTM32のタクトスイッチ群のなかにある「PB0」のタクトスイッチを押します。PORTDに接続されたLEDが点灯します。ここでは変数aの値がP

ORTDのLEDに現れます。変数aの値は、0xAAAAでした。16進数AAAAは、10進数にすると43690、2進数にすると1010101010101010です。

よってこの2進数にした時のビット毎の0、1がLEDに消灯、点灯という形で現れています。1010・・・と交互なのでLEDは下図のように交互に点灯しま

す。

● ● ● ● ←PD3

○ ○ ○ ○

● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ←PD0 ※○は消灯、●は点灯

同様にして、PB1のスイッチを押すと変数bの値、すなわち0xFFFFが2進数としてPORTDのLEDに表示されます。0xFFFFは2進数にすると、すべてが

1の1111111111111111です。よって、LEDはすべて点灯します。

試しに変数aとbの値をプログラム上で適当に値に変更してみてください。設定できる値は0～65535までです。数値の表現は16進数ならば先頭に

0xを付けて、10進数ならば何も付けずに、2進数ならば 0b を付けて記述します。例えば下のようになります。

a = 0b1101111000011010;

これは、 a=0xDE1A; としても同じですし、 a=56858; としても同じです。値を変更したら、再度"Build and Program"ボタンを押してコンパイル→

書き込みを実行してみてください。変数の内容がPORTDのLEDに正しく出力されていることを確認してください。

ここまでで「プロジェクトの作成」→「プログラムの作成」→「ビルド及び書き込みの実行」という一連の作業はできたことになります。どんなプログ

ラム作成でもこの一連の操作の流れはほぼ同じ場合が多いですので、よくご理解頂き次のチュートリアルもお試し下さい。

次にプログラムの解説をしていますが、ぜひ合わせてmikroCのヘルプを併せてお読み下さい。mikroCで使用可能なすべてのライブラリは、ヘルプに

て書式や、使い方、例文が記載されています。ヘルプなしにはライブラリは使えません。

ヘルプは、ヘルプを表示させたいライブラリの上にカーソルを置いた状態でキーボードの"F1"キーを押すことで表示できます。
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■プログラムの解説

void main(){･･･}

main関数です。C言語では1つのプログラム内に必ず1つのmain関数が必要です。voidはmain関数の型で戻り値がない関数であることを宣言してい

ます。{ }で囲まれた範囲がmain関数の範囲となります。

unsigned int a , b ;

符号なしのint型変数を宣言しています。C言語では文の最後には必ず ； （セミコロン）をつけます。

符号なしのint型の場合扱える値は、0～65535までです。

GPIO_Config(&GPIOB_BASE,

_GPIO_PINMASK_0 |

_GPIO_PINMASK_1,

_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |

_GPIO_CFG_PULL_UP

);

GPIO_Config()ライブラリは、GPIOの設定を行います。ここではPB0とPB1をデジタル入力ピンとして設定し、さらに内部プルアップを有効にする

よう指定しています。1番目の引数はポート名です。続いて設定したいビットを記述します。複数ある場合には |演算子を用いてつなげます。

3番目の引数は、設定内容のパラメータです。設定できるパラメータ一覧はmikroCのヘルプに表で記載されています。

なお、mikroCは様々なARMデバイスに対応しているため、メーカーによってパラメータに違いがあります。複数のデバイスファミリーが表示されてい

る場合には、必ず"STM32"のタブを選択してください。

STM32シリーズの内蔵プルアップは40kΩ程度です。プルアップ設定ができるピンは、デジタル入力ピンとして設定したピンのみです。

ピンの設定は「デジタル入力ピン」「デジタル出力ピン」「アナログ入力ピン」「周辺機能用のピン」とあります。適宜ピンの機能を記述して使う必要が

あります。

GPIO_Digital_Output(&GPIOA_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL);

GPIO_Digital_Output()関数は、指定したポートの、指定したピンを出力ポートに設定します。

1番目の引数はポート名、2番目はピンを指定します。すべてのピンを指定する場合には"_GPIO_PINMASK_ALL"が使えます。

GPIOD_ODR = 0;

STM32シリーズのポートで出力制御を担当しているのが、GPIOx_ODRレジスタです。ODRはOutput Data Registeの略です。

勘の良い方はお気づきになると思いますが、IDRはInput Data Registerです。

このレジスタに値を代入すると、その内容がポートに出力されます。（メモリーマップドIOといいます）

ここでは、0を代入してPORTDの全ピンをLレベルにしています。なお、mikroCではポート全体ではなく、ビット単位で値を代入したい場合には、レジ

スタ名の後ろに .Bx を付けます。例えば、PD1をHレベルにしたければ、 "GPIOD_ODR.B1 = 1;" とすることができます。

if(GPIOB_IDR.B0 == 0){

入力ピンの状態判定をするif文です。if文の構文はC言語の参考書で確認してください。

GPIOx_IDRレジスタは入力ピンの状態が入るレジスタです。ここのレジスタを読むことでピンの状態をプログラム上で得ることができます。

ここでは、PB0の値が0になったか(Lレベルになったか)どうかを判定しています。

もし、0であればスイッチが押されているので、 "GPIOD_ODR = a;" として変数aの値を、出力レジスタに代入しています。

else ifでPB1の値も確認します。同様にLレベルでスイッチが押されたとして判断し、変数bの値をPORTDの出力レジスタに代入します。

elseは、それ以外の状態の時に実行され、PB0、PB1がともに1であれば（スイッチが押されていなければ）、PORTDの出力レジスタに0を代入して

すべてのLEDを消灯させています。

なお、STM32の各GPIOから流せるソース電流、及び流し込めるシンク電流は8mAとなっています。また全体では150mAまでとなります。

LEDを接続する場合には、それぞれのビットの順方向電流及び全体の電流が範囲内かどうかを確認してください。

特に、大きな負荷のものを接続する場合には、必ずトランジスタ等を入れて電流がたくさん流れない（流れ込まない）ように設計が必要です。
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チュートリアル②-1 ～汎用タイマ(TIM2)使ったタイマ割込～

STM32には複数のタイマが内蔵されています。ここでは汎用タイマのTIM2と割込を使ったプログラムを作ります。

mikroCには、delay_ms()及びdelay_us()という関数があり、遅延時間は簡単に作れます。しかしこれらは割込処理ではないため、遅延している間は他

の処理はできなくなります。割込を使えば他の処理を並行して行えるのでマイコンではとてもよく使われます。

STM32のタイマはとても機能が豊富ですべての機能を紹介することはできません。ここでは最も基本的なタイマの使い方と、割込の使い方を紹介

します。タイマの計算には専用のツールを使います。

■TIM2と割込

STM32ではTIM1とTIM8は高機能タイマで、TIM2～TIM7は汎用タイマです。ここでは汎用タイマのTIM2を使います。

TIM2は16ビットカウンタです。よって65536までカウントできます。カウントダウンも可能ですし、カウントアップも可能です。カウントダウンの場合に

は初期値からカウントダウンして0になった時に再度カウンタに設定する値、カウントアップ時はこの値まで値が加算されたら0に戻す値をそれぞれ

設定できます。このレジスタのことを自動再ロードレジスタ(ARR)と呼びます。

割込はTIM2がARRの設定値になり、オーバーフローして次のクロックタイミングでARRの値がセットされる更新イベント割込と、TIM2の値がキャプ

チャコンペアレジスタ(CCR)の値と比較され一致すると割込が発生するキャプチャコンペア割込があります。

さて、タイマですがカウントアップをするにしてもダウンをするにしても、その速さが問題です。TIM2のクロックはAPB1と接続されています。TIM1と

TIM8の高機能タイマはAPB2と接続されています。クロックの周波数は先にも紹介したSTM32CubeMXで確認することができます。

チュートリアル①のクロック設定を確認すると、チュートリアル①と同様の設定内容であれば、タイマにも72MHzが供給されていることが分かりま

す。APB1 Prescalerの分周比を変えれば供給されるクロックも変わることが分かります。

■プログラムを考える

作成するプログラムを検討してみます。今回は1秒ごとに割込を発生させてピン(PD0を使います)の状態を反転させるプログラムを作ります。1秒

ごとの点滅なのでLEDで変化を視認できます。

TIM2のカウント動作モードは、カウントアップとします。0からカウントをして、「ある値」になるまでカウントし、その値に到達したら再度0からその

値になるまでカウントをします。この「ある値」、すなわちカウントする回数を設定するレジスタのことを自動再ロードレジスタ(ARR)といいます。

72MHzのクロックは計算すると1クロック約13.8n秒と、とても速いです。これをクロック

源としてカウントしたら16ビットのタイマはすぐにオーバーフローしてしまいます。1秒を作り

出すには16ビットでは足りません。よってタイマ用のプリスケーラーを使います。TIM2には専

用のプリスケーラがありクロックを分周できます。プリスケーラーは16ビットなので最大1/

65535まで分周できます。

設定値は分周したい値よりも-1した数値を入れることに注意してください。これはクロック

の1回目を0としてカウントして0、1、2・・・・・となるためです。

では72MHzのクロックから1秒を作る計算をします。もちろん手で計算してもいいわけですが、プリスケーラーの値をいくつにしたらいいのか、ARR

の値（カウントする回数の設定）をいくつにしたらいいのか、計算するのはやや面倒です。そこでTimer_Calculatorという便利なツールを使います。

このツールを使うと、プリスケーラの値とARRの値を割込させたい時間から計算してくれるだけでなく、主要なレジスタの設定とタイマの初期設定

をするルーチンを自動生成して表示してくれます。自動生成されたコードをコピー&ペーストすれば仕組みが分からなくても割込が使えます。

CD-ROM内に"Timer_Calculator"というフォルダがありますので、開いてインストールしてください。

実際に使ってみましょう。Timer_Calculatorを起動してください。

左図のように入力してみましょう。まず "1 Select device"は "STM32F10x"を選択します。

続いて、マイコンのクロック周波数です。72MHzを選択します。クロックは分周していないので"/1"を設定します。

次いで"3 Choose timer"ですが、これは"Timer2"を選択します。

最後、"4 Interrupt time"は、割込を発生させる時間を入力します。

今回は1秒なので、 "1000" "ms" とします。

これで設定は完了です。

そのまま"Calculate"ボタンを押してみて下さい。右側のウインドウに自動的にプログラムが生成されて表示されま

す。その内容を確認してみましょう。
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void InitTimer2()関数は、TIM2の初期化をするルーチンです。自動的にプログラムが生成されると仕組みが理解できませんので簡単に解説します。

"RCC_APB1ENR.TIM2EN = 1"

TIM2のクロック源の設定です。APN1のクロックをTIM2に供給することを有効にします。値が1で有効になります。

mikroCでは、あるレジスタのビットを指定する際、"レジスタ名.Bx = 値"のようにビット数を指定することもできますが、リファレンスマニュアルに記

載のビット名を名称で記述することもできます。

TIM2_CR1.CEN = 0;

TIM2_CR1のCENレジスタはTIM2タイマの有効/無効を設定するレジスタです。0で無効になります。各種パラメータ設定前に一度動作を無効に

しておきます。1にすると有効になります。

TIM2_PSC = 1124; 及び TIM2_ARR = 63999;

プリスケーラの分周比の設定と、自動再ロードレジスタの値設定です。自動計算では、クロックは1/1125(値に+1します)に分周してTIM2に入力

するようになっています。自動再ロードレジスタ(ARR)は割込が発生するカウンタの値-1の値になっています。カウントは0からスタートして、この

値に達して次のタイマクロックが発生した時点で割込が発生します(63999→0に戻った時点。すなわち、割込はARRの値+1で発生します)。

1/72(MHz) = 13.88888889(ns)

13.88888889(ns)×1125 = 15.625(us) よって15.625マイクロ秒毎にTIM2のカウントが加算されることになります。

よって、これを何カウントすれば、1秒になるかということなので、1で割ればいいことになります。

1(s)÷15.625(us) =64000 となりますので63999がARRの値となります。

NVIC_IntEnable(IVT_INT_TIM2);

STM32では周辺回路が発生する割込はNVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)が管理しています。割込には2つあり、ネスト型とベクタ型

があります。いずれも複数の割込が発生した時にどうやって処理するか、というものですがネスト型は割込の種類に優先順位を付けておいて優先

順位の高い物から順番に処理をする方法です。ベクタ型はベクタテーブルという一覧表に従って処理をする方法です。

NVIC_IntEnable()プロシージャは割込ベクタを有効にします。 引数で指定された割込ベクタが、NVICで有効になります。ここではTIM2の割込を有

効にしています。

TIM2_DIER.UIE = 1;

TIMx_DIERレジスタのUIEビットオーバーフロー割込を有効にするビットです。ARRの値にアップデートされる時に割込が発生します。

void Timer2_interrupt() iv IVT_INT_TIM2{....}

割込ハンドラです。TIM2の割込が発生するとメインルーティンの処理が一時停止してここプログラムが移動してきます。

Cortex-Mプロセッサではメインプログラムの実行モードをスレッドモード、割込ハンドラが動作している状態をハンドラモードと呼んでいます。

割込が発生した時に実行したいプログラムはここに記述すればいいことになります。

TIM2_SR.UIF = 0;

UIFビットは更新割込のフラグビットです。割込が発生するとUIFビットが1になるため、ソフトウエア側で必ず0に戻す必要があります。

ここを0にすることで次の割込も検出できるようになります。

//Timer2 Prescaler :1124; Preload = 63999; Actual Interrupt Time = 1000 ms

//Place/Copy this part in declaration section
void InitTimer2( ) {

RCC_APB1ENR.TIM2EN = 1;
TIM2_CR1.CEN = 0;
TIM2_PSC = 1124;
TIM2_ARR = 63999;
NVIC_IntEnable (IVT_INT_TIM2 );
TIM2_DIER.UIE = 1;
TIM2_CR1.CEN = 1;

}

void Timer2_interrupt ( ) iv IVT_INT_TIM2 {
TIM2_SR.UIF = 0;
//Enter your code here

}
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■プログラムの記述

ひな形を元にプログラムを記述しましょう。

複雑なTIM2の更新割込についてはすでに完成しているので、あとは割込時にPD0の出力を割込毎に反転させる処理を記述するだけです。

main関数内は、while(1);で永久ループとしておきます。

次のように記述しましょう。Timer_Calculatorで生成されたコードをmain関数の前にコピー&ペーストしてください。

★印の行だけが新たに追加したプログラムです。その他はすべてコピー&ペーストしたものです。

では先にボードの設定をしておきます。今回はPD0のLEDだけ点灯していることがわかればいいので、ディップスイッチSW15の7番スイッチ(PORT

D/L)のみON位置にセットしてください。その他のスイッチはすべてOFF位置にしておきます。

早速プログラムをビルドして書き込んでみましょう。

■動作確認

PD0のLEDが1秒間隔で点滅していれば成功です。オシロスコープでPD0の波形を観察してみてください。かなり正確な1秒が得られていることが

確認できます。周波数メーターがあれば0.5Hzになっていることを確認してください。

内蔵発振子の場合、調整済みといっても誤差があり精度の高い時間は作れません。しかし、精度のよい外部発振子をクロック源としてタイマ割込を

つかえばかなり高精度の時間を作り出すことができます。

■プログラムの解説（変更があった場所のみ）

GPIOD_ODR.B0 =~ GPIOD_ODR.B0;

PD0の状態を反転させています。

InitTimer2();

main関数内から、TIM2の初期化について記述されたルーチンを呼び出しています。

試しにプリスケーラの値やARRの値を変えて、割込発生のタイミングが計算通り変わるか確認してみてください。

void InitTimer2( ) {
RCC_APB1ENR.TIM2EN = 1;
TIM2_CR1.CEN = 0;
TIM2_PSC = 1124;
TIM2_ARR = 63999;
NVIC_IntEnable (IVT_INT_TIM2 );
TIM2_DIER.UIE = 1;
TIM2_CR1.CEN = 1;

}

void Timer2_interrupt ( ) iv IVT_INT_TIM2 {
TIM2_SR.UIF = 0;
GPIOD_ODR.B0 = ~GPIOD_ODR.B0; ★

}

void main ( ) {
InitTimer2 ( ); ★

GPIO_Digital_Output(&GPIOD_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL ); ★
GPIOD_ODR = 0; ★

while (1 ) ; ★
}
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チュートリアル②-2 ～タイマを使ったPWMの出力～

このチュートリアルは、②-1のTIM2タイマ割込を使った点滅の応用です。

②-1のプログラムでは割込を使って、割込ハンドラ内でGPIOの出力状態を反転するプログラムを記述してピンを点滅させました。一般的にはLEDを

接続して点滅の程度が視認できる位であればこういった方法を使います。一方でSTM32ではタイマの出力はポートに割り当てることができ、ピンの

状態をプロセッサを介さずにタイマから直接制御(H/L)できます。タイマ出力として割り当てることができるピンは、オルタネートファンクションピン

として表示されているピンです。(リファレンスマニュアル7.3.6章)

タイマ出力によって直接GPIOを制御できればプロセッサの負担は少なくなります。また割込を使うこともなくなるのでプログラムを簡単にすること

もできます。但しこの使い方は一定の矩形波を出力し続けるようなアプリケーションに適しています。

本チュートリアルでは、TIM4のチャンネル2をPD13に割り当てて、PWM信号を出力します。周波数とデューティー比はプログラム内で設定しておき、

出力波形をオシロスコープで観察してみましょう。

■プログラムの概要

TIM4のCH2をPD13に割り当てて5kHzの矩形波を出力します。EasySTM32に実装されているジョグスティックの上下を使用して、スティックを上

に上げるとデューティー比が大きく、下げるとデューティー比が下がるようにします。（プログラム開始時は50%とします。）中央を押下するとデューテ

ィー比を50%に初期化します。

ジョイスティックは上方向がPD4、下方向がPB5、センター押下がPC13なのでそれぞれ内蔵プルアップ機能によりプルアップしておきます。ジョイ

スティックは倒された方向によって該当ピンがLレベルなるアクティブローのスイッチです。

■プログラムの作成前に

mikroCではプロジェクトを作成する際、ライブラリを組み込むかどうかを選択できます。これまでのチュートリアルではプロジェクトを作成する際、

すべてのライブラリを組み込まずにプログラムを作りました。ライブラリは全て組み込んでプログラムを作ることもできますが、その場合プログラム内

では使わない余計なライブラリが組み込まれることになりプログラムサイズが大きくなってしまいます。よって、プログラム内で実際に使用するライブ

ラリだけを組み込むのが効率的です。

このチュートリアルではPWMのライブラリを組み込みます。次の方法でライブラリマネージャー

でライブラリを組み込んでください。

画面右側に"Library Manager"というタブがあるのでクリックします。もし表示されていない場

合にはメニューバーの"View"→"Library Manager"でチェックを入れると表示されます。

一覧には標準でmikroCに搭載されているライブラリの一覧が表示されます。ツリーの一覧から "□PWM" にチェックを入れて下さい。ここにチェ

ックが入っていないと、これに関するライブラリを記述してビルドするとすべてエラーになります。必ずプログラム記述前にチェックを入れて下さい。

■プログラムの記述

次のように記述しましょう。

#define up GPIOD_IDR.B4
#define down GPIOB_IDR.B5
#define center GPIOC_IDR.B13

unsigned int pwm_period ,pwm_duty;

void mcuinit ( ){

GPIO_Digital_Output(&GPIOD_ODR, _GPIO_PINMASK_ALL );
GPIOD_ODR = 0;

GPIO_Config (&GPIOD_BASE,
_GPIO_PINMASK_4,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);

GPIO_Config (&GPIOB_BASE,
_GPIO_PINMASK_5,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);

GPIO_Config (&GPIOC_BASE,
_GPIO_PINMASK_13,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);
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■ボードの設定、オシロスコープの準備

ボードはPWM出力をLEDで確認するため、PD13のLEDだけ点灯するようにします。ディップスイッチSW15の6番スイッチのみON位置に、その他全

てのディップスイッチはOFF位置にセットしてください。

このプログラムでは5kHzの矩形波をPD13から出力します。5kHzの点滅は視認することはできません。但しデューティー比を変えるとLEDの輝度

が変わりますのでデューティー比の変化でLEDの輝度が変わる様子は目で見ることができます。

オシロスコープで波形を観察します。オシロスコープのプローブGNDは、EasySTM32上にある

「GNDフック」にはさんでください。

オシロスコープのプローブはPD13のヘッダピンにひっかけてください。

■動作確認

PD13の出力をオシロスコープで観察します。左図のような5kHzでデューティー

比50%の矩形波が観察できます。

続いてジョイスティックを上に上げて

みて下さい。

左図のようにデューティー比が変化し、

Hレベルの時間が長くなります。全体の

周波数は変わりません。

pwm_period = PWM_TIM4_Init (5000 );
pwm_duty = pwm_period / 2;
PWM_TIM4_Set_Duty (pwm_duty, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL2 );
PWM_TIM4_Start (_PWM_CHANNEL2, &_GPIO_MODULE_TIM4_CH2_PD13);

}

void main ( ) {

mcuinit ( );

while (1 ) {

if (up==0 ){
pwm_duty = pwm_duty + 100;
if (pwm_duty > pwm_period ) pwm_duty=0;
PWM_TIM4_Set_Duty (pwm_duty, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL2 );
delay_ms (300 );

}

if (down==0) {
pwm_duty = pwm_duty - 100;
if (pwm_duty > pwm_period ) pwm_duty=pwm_period;
PWM_TIM4_Set_Duty (pwm_duty, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL2 );
delay_ms (300 );

}

if (center==0 ) {
pwm_duty = pwm_period / 2;
PWM_TIM4_Set_Duty (pwm_duty, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL2 );
delay_ms (300 );

}
}

}
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同様にして、今度はジョイスティックを下に下げてみて下さい。今度はL時間が長くなります。この時LEDの明るさを見ながら操作してみてください。

デューティー比が高い時は明るく、デューティー比が低いときは暗くなることが視認できます。

ジョイスティックの中央を押下すると、デューティー比が50%になります。

■プログラムの解説

#define up GPIOD_IDR.B4

#define down GPIOB_IDR.B5

#define center GPIOC_IDR.B13

#defineはディレクティブと呼ばれます。シンボルを定義するために使用します。GPIOはピン名で記述しても構わないですが、できれば信号の名前や

そのピンが何の役割をしているかなどシンボルとしておいたほうがプログラムが見やすくなります。ここでは"up""down""center"という3つのシンボ

ルを定義して、それぞれジョイスティックのスイッチポジションPD4, PB5, PC13に割り当てています。プログラム中ではこのシンボルを記述すれば

ピンを記述したのと同じ事になります。

pwm_period = PWM_TIM4_Init(5000);

PWM_TIM4_Init()関数はPWMを初期化します。引数に周波数を指定することで、どのタイマで何HzのPWMを使うかを設定できます。

戻り値は計算されたタイマ周期です。0～この値までが周期となりこの戻り値がデューティー比100%になります。

よってこの戻り値を1/2にすればデューティー比は50%ということになります。

PWM_TIM4_Set_Duty(pwm_duty, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL2);

デューティー比の設定をする関数です。第一引数はデューティー比を0～100の値で指定します。第二引数は波形を反転させるかどうかの定数で

す。第三引数はチャンネルの設定値です。ここではチャンネル2を指定しています。最初はデューティー比50%にしています。

※TIM4のCH2はPD13です。（データシート参照）

PWM_TIM4_Start(_PWM_CHANNEL2, &_GPIO_MODULE_TIM4_CH2_PD13);

タイマをスタートさせて指定したチャンネルのピンからPWM信号を出力します。ここではTIM4のCH2を指定しています。

ここまでがマイコンの初期設定と、PWMの初期設定です。

if(up==0){

main関数内でジョイスティックの位置をif文で分岐して、デューティー比を変化させています。

"up"は#defineによって定義したシンボルです。PD4の入力状態です。内部プルアップしているので定常時はH、ジョイスティックが上位置でLになり

ます。このLを検出してデューティー比を変化させます。

pwm_duty = pwm_duty + 100;

if(pwm_duty > pwm_period) pwm_duty=0;

PWM_TIM4_Set_Duty(pwm_duty, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL2);

delay_ms(300);

デューティー比の値は変数pwm_dutyに入っています。初期値は50%になっています。ここでは100ずつ値をインクリメントしています。

設定できるデューティー比の最大値は、PWM_TIM4_Init()関数で戻った値です。よってこれより高い値に設定することはできませんので、if文で判定

してインクリメントした値が設定できる周期の最大値を上回る場合には一度デューティー比を0に戻します。

PWM_TIM4_Set_Duty関数で新しいデューティー比をセットします。

最後に300ミリ秒の遅延を入れることで、ちょっとしたスイッチ操作でどんどん値が大きくなってしまうことを防止しています。

このプログラムではプログラムを見ると分かるとおり、矩形波の出力に関してGPIOの操作を記述していません。記述しているのはPWMの設定のみ

です。つまり、通常GPIOの操作にはプログラムを記述してGPIOx_ODRを操作しますが、タイマの出力でGPIOをコントロールすればプロセッサを介さ

ずにPWMの出力を得られます。
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チュートリアル③ ～ADコンバーターとUART通信割り込み～

STM32には変換精度12ビットのADコンバーターが搭載されています。最大で1MHzでの変換ができます。但し、1回の変換に要するクロック数はマ

イコンが動作しているシステムクロックと、計測対象となる接続先センサー等の出力インピーダンスによって変動します。STM32のADコンバーターが

対応しているのは出力インピーダンスが50kΩまでのセンサー等です。EasySTM32にはADコンバーター評価用の10kΩボリュームが実装されてお

り、0V～1.8Vの範囲で指定したピンに電圧を印加できます。

STM32には非同期式シリアル通信(UART)ができるようにハードウエアUART機能が搭載されています。どのピンをTXピン、RXピンとして使うかは

デバイスの仕様として決まっています。例えばUART1はTXピンがPA9、RXピンがPA10となっています。UART通信はmain関数の中で受信や送信の処

理ができますが、他の処理をしている時にUARTデータが外部の機器から送られてきた時に受信しそこねる場合があります。そこでいつでも受信して

データの取りこぼしが発生しないように受信割込を使うことがよくあります。本項では受信割込をして受信したデータをswitch文で処理を分岐させて

みましょう。

■プログラムの概要

PA3に印加された電圧値をADコンバーターで読み取りデジタル値に変換します。UART通信で"A"(0x41)を受信したら、その値を文字列として出力

します。"B"(0x42)を受信したらその値をPORTDに出力します。（LEDの点灯で確認します。） "C"(0x43)でLEDを消灯させます。なおUART通信は受

信割込を使います。

■プログラムの作成前に

このチュートリアルではADコンバーターのライブラリ、UART通信のライブラリ、コンバートのライブラリをライブラリマネージャーで組み込みます。

次の方法でライブラリマネージャーでライブラリを組み込んでください。

画面右側に"Library Manager"タブをクリックします。ツリーの一覧から次の3つにチェックを入れて下さい。

□ADC

□Conversions ※これにチェックを入れると"C_String"にもチェックが入ります。

□UART

これらにチェックが入っていないと、これに関するライブラリを記述してビルドするとすべてエラーになります。必ずプログラム記述前にチェックを

入れて下さい。

■ボードの設定

プログラムを動かす前にボードの設定をしておきましょう。まずスイッチ類、ジャンパーの設定です。下記の通り設定してください。

・ディップスイッチSW12の1番、2番スイッチをON位置 → UART1をPA9, PA10で使えるようにします。

・ディップスイッチSW15の6番、7番スイッチをON位置 → PORTDのLEDを全ビット使えるようにします。

・J8ジャンパーピンの"PA3"をソケットで短絡 → PA3にアナログ電圧が印加されるようにします。

・その他のスイッチ類はすべてOFF位置

続いて"USB UART A"ポートとパソコンを接続して、パソコンとUART通信ができるようにしましょう。このUSBポート

とパソコンを接続すると、パソコン側に仮想COMポートが作成され、シリアルターミナルからUART通信ができるようにな

ります。使用されているブリッジICは、FTDI社の有名なFT232RLです。まずUSBケーブルでパソコンとボードを接続してく

ださい。

初回接続の場合のみデバイスドライバーがインストールされます。通常Windowsの場合にはWindows Updateから自動

的にドライバーがダウンロードされます。もしインストールされない場合には、CD-ROMからインストールしてください。

インストールが完了すると、パソコンにCOMポートが作成されます。このCOMポートにアクセスすることでUART通信ができます。COMポート番号

は、デバイスマネージャーの"ポート(COMとLPT)"のツリーで確認できます。

ポート名を確認したら控えておいて下さい。左図の例ではCOM3となっています。
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■プログラムの作成

void uart_interr() iv IVT_INT_USART1 ics ICS_AUTO {・・・}までのプログラムを書くときにはツールを使います。

mikroCには割込の種類に応じて自動的に割込ハンドラを作ってくれるツールがあります。ここではその使い方を紹介します。mcuinit()の最後まで記述

しておいてください。mcuinit()の最後の } とmain関数始まりの "void" の間に空の行を数行作っておきます。

ツールバーから"Tools"→"Interrupt Assistant"をクリックします。

ここで割込種類の指定と割込ハンドラ名を決めます。まずプルダウンから"INT_U

SART1"を選択します。

続いて、"void"の後ろのテキストボックスに "uart_interr" と入力します。このハ

ンドラ名はどんな文字列でも構いません（予約後以外）。但し数字や記号から始ま

る物は使用しないのが一般的です。

これで"OK"ボタンを押すとコードエディタに割込ハンドラが作成されました。割込ルーチンはこの{ }内に記述してください。

unsigned int AD_res;
char txt [7 ];

void mcuinit ( ){

GPIO_Digital_Output(&GPIOD_ODR, _GPIO_PINMASK_ALL );
GPIOD_ODR = 0;
ADC_Set_Input_Channel (_ADC_CHANNEL_3 );
ADC1_Init ( );
Uart1_init (9600 );
delay_ms (100 );

}

void uart_interr ( ) iv IVT_INT_USART1 ics ICS_AUTO {

unsigned dataRX;

AD_Res = ADC1_Get_Sample (3 );

if (UART1_Data_Ready ( ) )
{

dataRX = UART1_Read ( );

switch (dataRX ) {
case 'A':

inttostr (AD_res,txt);
Uart1_Write_text (txt ); ここを書くときに注意があります ！
break;

case 'B':
GPIOD_ODR = AD_Res;
break;

case 'C':
GPIOD_ODR = 0;
break;

default: break;

}
}

}

void main ( ) {

mcuinit ( );

EnableInterrupts ( );
USART1_CR1.RXNEIE = 1;
USART1_CR1.TXEIE = 0;
NVIC_IntEnable (IVT_INT_USART1 );

while (1 );
}
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■パソコン側の準備

ターミナルソフトはmikroCに付属しています。このターミナルソフトを使用すると大変便利に通信が行えます。

mikroCのツールバーにある"USART Terminal"のアイコンをクリックします。

ターミナルソフトが起動します。

今回は、通信速度9600bps、1ストップビット、ノンパリティーの設定にします。

通信ポートは、仮想COMポートの値を設定します。左図のように設定してください。

その他の設定は、デフォルトのままにしておきます。

設定が完了したら、"Connect"ボタンを押して接続します。

■コンパイルと書き込みの実行

これまでのチュートリアルと同様、ビルドしてHEXファイルをEasySTM32のマイコンに書き込んでください。

■動作確認

1 "Send"のウインドウのところに "A" を入力して"Send"ボタンをクリックします。

2 "Receive"のところに値が表示されることを確認します。

続いて、EasySTM32ボードのADコンバーター用ボリュームを適当に回転させて、再度"A"を送信してみてください。別

の値が表示されることを確認します。理論的には最小値0、最大値4096ですが、ボリュームは完全に0Vと1.8Vには

ならないので、ボリュームを回し切った状態でも0や4096にはなりません。

またボードはデジタル回路とGNDを共有しているのでリプルが生じているため、値は変動していたりします。ボリュー

ムを回転させなくても、"A"を送信する度に多少変動した値が返ります。

3 続いて"B"をパソコンから送信してみてください。今度はPORTDのLEDが点灯することを確認します。

"A"を送信して返された値が、2進数となっています。（時間で変動しているため一致しないことがあります。）

4 "C"を送信するとLEDが消灯することを確認します。

■プログラムの解説

unsigned int AD_res;

char txt[7];

グローバル変数と配列の宣言です。関数の外で宣言された変数、配列はグローバル変数（配列）となり、どの関数からもアクセスでるようになりま

す。char txt[7]は要素数7のchar型配列を作っています。AD変換した値を文字列に変換する関数、Inttostrと共に使います。

ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_3);

ADC1_Init();

ADコンバーターの入力チャンネル指定と初期化のライブラリです。mikroCではとても簡単にADコンバーターを使うことができます。

最初の関数は、入力チャンネルの設定です。STM32でチャンネル3はPA3となっています。初期化には100ミリ秒が必要です。
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Uart1_init(9600);

UART1を初期化します。Uart1_Init()関数は引数にボーレートをbps単位で指定します。ここでは9600bpsに設定しました。

STM32ではUART1はTXピンがPA9、RXピンがPA10と決まっていますのでここで初期をしておけば個別にピンの設定を記述する必要はありませ

ん。

delay_ms(100);

delay_ms()関数は指定した時間だけプログラムを遅延させます。単位はミリ秒です。チュートリアル②ではTIM2割込を使って遅延時間を作りまし

たが、mikroCには便利な遅延関数があります。但し割込ではありませんのでこの遅延している間他の処理はできなくなります。また割込を使用せず

クロックをカウントして時間を作るためタイマ割込を使った遅延より精度は低下します。

void uart_interr() iv IVT_INT_USART1 ics ICS_AUTO {

UART割込ハンドラです。ここの{ }内がハンドラモード実行時のプログラムとなります。mikroCでは割込ハンドラをツールで生成することができま

す。UART通信の場合、いつ他のデバイスからデータが送信されてくるか予測できない場合があります。そういった環境ではmain関数内で処理を記

述すると、他の処理を実行中の場合データを受信できず取りこぼしてしまうことがあります。また、ずっと受信を待機したままにすると他の処理がで

きなくなってしまいます。よってUART通信では受信割込をよく使います。UART通信のRXピンにスタートビットが入力されるとすぐに受信を開始し、

データを取り込みます。

AD_Res = ADC1_Get_Sample(3);

ADC1_Get_Sampleは引数で指定したADコンバーターのチャンネルに印加された電圧のデジタル値を返します。分解能12ビットのため返される

値は符号無しint型です。

if(UART1_Data_Ready())

UART1経由でのデータ受信があるかどうかを判定する部分です。UART1_Data_Ready()は受信データがあると1を返します。受信データがない

場合は0です。

dataRX = UART1_Read();

UART1_Read()関数は、UART1経由でデータを1バイトずつ取り込み、その値を返します。読み取ったデータはdataRX変数に代入しています。

switch(dataRX){

C言語の代表的な分岐関数switch文です。dataRX変数の内容に応じて処理を分岐します。受信したデータが文字"A"の場合には・・・"B"の場合には・

・・となっています。必ずbreak文で閉めることを忘れないようにして下さい。

inttostr(AD_res,txt);

inttostrは、int型変数を、文字列に変換して要素数7の配列に代入する関数です。この関数では必ず要素数7の配列が必要です。

char型配列txtはグローバル配列として宣言済みです。ここにmain関数内でADコンバーターから取得したint型の値をUART通信で出力するための

7桁の文字列型に変換しています。第一引数には変換するint型変数を、第二引数には要素数7の配列を指定します。

Uart1_Write_text(txt);

Uart1_Write_text関数は、指定したchar型配列の内容をUART経由で出力します。配列は必ずNullで終端されている必要があります。（inttostr関

数で変換した場合にはNullで終端されています。）

ADコンバーターの取得値を文字列型に変換した後、ここで文字列としてUARTにて出力しています。

EnableInterrupts();

プロセッサが割込に応答することを有効にする関数です。STM32では周辺回路が発生する割込はNVICが管理しています(チュートリアル②参照)

が、これには影響を与えずコントローラーからプロセッサへの1つの割込を有効にさせる関数です。

USART1_CR1.RXNEIE = 1;

USART1_CR1.TXEIE = 0;

NVIC_IntEnable(IVT_INT_USART1);

USART_CR1レジスタ内にあるRXNEIE（ビット5）ビットを1にすると受信割込が有効になります。

USART_CR1レジスタ内にあるTXEIE（ビット7）ビットを0にすると送信割込は無効になります。

最後に、NVIC_IntEnableで割込ベクタを有効にします。
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チュートリアル③ ～DACによる電圧出力と外部入力割込～

STM32には独立して動作するDAコンバーター(DAC)が2つ内蔵されています。本項では1つのチャンネルを使って、任意の電圧を出力する方法を

紹介します。また、チュートリアル②ではSTM32に搭載のタイマで割込を発生されて、タイマ割込を使いました。本項では外部入力を割込として使う方

法をご紹介します。具体的にはEasySTM32のジョイスティックの入力状態(↑倒し、↓倒し)を割込で検出して、割込ハンドラ内でDACの出力電圧値を

調整して、DACの電圧を上下動させます。電圧値読み取りのためテスター、又はオシロスコープをご用意ください。

外部割込を使うとGPIOのピン変化（立ち下がり又は立ち上がり）をいち早く検出して割込ハンドラを実行できますので様々なアプリケーションで使

われています。少し使い方がわかりにくいですが、データシート片手にぜひトライしてみてください。

■STM32のDAC

STM32のDACは12ビット分解能を持っています。抵抗器を分圧して組み合わせ、任意の電圧を得るR-2Rラダー方式です。抵抗を分圧して電圧を

作っている関係で出力インピーダンスが大きくなります。STM32ではこの点を考慮してボルテージフォロワー型のオペアンプがバッファとして出力端

に挿入されているので安定した出力が得られます。（接続可能な機器は入力インピーダンス5kΩ以上、入力容量50pF以下）

波形生成機能やトリガー機能など豊富な機能が用意されています。出力電圧の値は16ビット値で指定しますが、DACの分解能は12ビットなので上

位又は下位4ビット分は使いません。通常は下位12ビットを使います。

■STM32の外部割込

外部割込とはGPIOの状態変化を検出する割込です。エッジの立ち上がり又は立ち下がりどちらで割込を発生させるかを選択することができます。

ボタン入力をしたい時、メインルーチンで別の処理をしていてもいつでもボタン入力を検出できるので、とても便利です。但し、割込によるボタン入力

で最もやっかいなのはチャタリングの処理です。ソフトウエアで処理ができないのでハードウエアで対策回路を付加することが一般的です。

STM32ではEXTIと呼ばれる外部割込イベントコントローラが搭載されています。EXTIを使用する場合にはAFIOクロックも供給する必要がありま

す。 割込に使うGPIOの初期化は今までの方法と同じです。指定したいピンを入力ピンとして設定します。また内部プルアップなどの機能も使えます。

GPIOは任意のピンを指定できますが、EXTIでは0～15までのラインが設けられており、そこにこのGPIOを割り

当てるという方法を使います。左図はリファレンスマニュアルからの抜粋です。EXTI0にはPA0～PG0まで、EXTI1

はPA1～PG1まで・・というようにピン数毎にEXTIが分かれています。

今回のプログラムではジョイスティックの上ボタンPD4と、下ボタンPB5を使いますのでEXTI4とEXTI5を使う

ことになります。

NVIC割込コントローラーではベクターテーブルを見ると分かるとおり、EXTI0～EXTI4、EXTI9_5、EXTI15_1

0という分け方になっています。0～4までは個別ですが、5～9と10～15は束ねられているということに注意が必

要です。

■プログラムの概要

DACのチャンネル1(PA4)を有効にして電圧を出力します。ジョイスティックの上(PD4)を押すと電圧を上昇させます。下(PB5)を押すと電圧を下げ

ます。センターを押すと出力電圧をリセットします。

■プログラムの作成

unsigned int dac_val=0;
unsigned long conf1;

void ExtInt_up () iv IVT_INT_EXTI4 ics ICS_AUTO {
EXTI_PR.B4 = 1;
conf1 = _DAC_12_BIT | _DAC_TRIGGER_SW | _DAC_RIGHT_ALIGN ;
if (dac_val>4095 )dac_val=0;
dac_val = dac_val + 100;

}

void ExtInt_down ( ) iv IVT_INT_EXTI9_5 ics ICS_AUTO {
EXTI_PR.B5 = 1;
conf1 = _DAC_12_BIT | _DAC_TRIGGER_SW | _DAC_RIGHT_ALIGN ;
if (dac_val<0 )dac_val=4095;
dac_val = dac_val - 100;

}

void ExtInt_Center ( ) iv IVT_INT_EXTI15_10 ics ICS_AUTO {
EXTI_PR.B13 = 1;
dac_val = 0;

}
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■ボードの設定と動作確認

すべてのディップスイッチはOFF位置にしてください。

PA4が電圧出力となりますので、ヘッダピンのPA4にテスターを接続してください。

初期状態では出力電圧は40mV程度です。完全な0Vにはなりません。

ジョイスティックを上に倒すと電圧が上昇することを確認します。下に倒すと電圧が降下します。センターを押すと初期状態に戻ることを確認しま

す。なお割込はエッジの立ち下がりエッジで発生しているのでジョイスティックを上又は下に倒しっぱなしにしても電圧は変動しないことも確認してく

ださい。

■プログラムの解説

void ExtInt_up() iv IVT_INT_EXTI4 ics ICS_AUTO {

割込ハンドラです。"IVT_INT_EXTI4"、"IVT_INT_EXTI9_5"、"IVT_INT_EXTI15_10" の3つを作っています。

先の解説の通り、STM32の割込ベクターではEXTI4と、EXIT9_5、EXTI15_10と分かれているためです。

EXTI_PR.B4 = 1;

EXTI_PRレジスタはペンディングレジスタと呼ばれ、外部割込みラインで指定されているトリガ条件が発生したとき、このビットがセットされます。

このビットに1を書き込むと、ビットがクリアーされるという動き方をします。ここではクリアーするために1を代入しています。

それぞれ、PD4、PB5、PC13について対応するビットを割込ハンドラ内でクリアーします。

conf1 = _DAC_12_BIT | _DAC_TRIGGER_SW | _DAC_RIGHT_ALIGN ;

DACの設定パラメーターをあらかじめ宣言しておいたlong型変数に代入しています。パラメーター一覧はmikroCのヘルプにあります。

ここではDACの分解能を12ビットに設定し、ビットは右詰として設定しています。

if(dac_val>4095)dac_val=0;

符号無しint型変数dac_valはグローバル変数として宣言されています。ここに代入された値0～4095がDACの出力電圧となります。

void mcuinit ( ){

GPIO_Digital_Output(&GPIOC_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL );
GPIOC_ODR = 0;

GPIO_Config (&GPIOD_BASE,
_GPIO_PINMASK_4,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);

GPIO_Config (&GPIOB_BASE,
_GPIO_PINMASK_5,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);

GPIO_Config (&GPIOC_BASE,
_GPIO_PINMASK_13,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);

RCC_APB2ENR.AFIOEN = 1;
AFIO_EXTICR2 = 0b00010011; //PB5(0001 ),PD4 (0011 )
AFIO_EXTICR4 = 0b00100000; //PC13
EXTI_FTSR = 0x2030;
EXTI_IMR |= 0x2030;

NVIC_IntEnable (IVT_INT_EXTI4 );
NVIC_IntEnable (IVT_INT_EXTI9_5 );
NVIC_IntEnable (IVT_INT_EXTI15_10 );
EnableInterrupts ( );

DAC1_Init (_DAC_CH1_ENABLE );
delay_ms (100 );

}

void main ( ) {

mcuinit ( );

while (1 ) {
DAC1_Advanced_Ch1_Output (dac_val, conf1 );
Delay_ms (100 );

}
}
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もしdac_valの値が最大値の4095より大きくなった場合には0に戻します。

dac_val = dac_val + 100;

1回の操作で値を100ずつ増加されています。この値を小さくすれば、1回のジョイスティック操作で増加する電圧値の変化を小さくできます。

RCC_APB2ENR.AFIOEN = 1;

AFIO_EXTICR2 = 0b00010011;

AFIO_EXTICR4 = 0b00100000;

EXTI_FTSR = 0x2030;

EXTI_IMR |= 0x2030;

外部割込に関する重要な設定です。まず最初にEXTIを利用するためにAFIOにクロックを供給する必要があります。RCC_APB2ENRレジスタのAFI

OENビットを1にしてクロック供給を有効にします。

続いて、EXTIのソースとなるGPIOの設定を行います。PD4とPB5はAFIO_EXTICR2レジスタのEXTI4とEXTI5で指定します。PC13はAFIO_EXTIC

R4レジスタのEXTI13で指定します。PORTBは0001、PORTCは0010、PORTDは0011を指定しますので（リファレンスマニュアル参照）ここでは、

それぞれのレジスタに値を代入して外部割込を構成しています。

←0001 0011

(PB5) (PD4)

←0010 0000

(PC13)

EXTI_FTSRレジスタは立ち下がりトリガー選択レジスタです。該当ビットを1にすると立ち下がりトリガーが有効になります。ビット4、5、13を有効

にしています。

EXTI_IMRは割込マスクのセットです。1で割込リクエストが許可されます。上記と同様にビット4、5、13をそれぞれ有効にしています。

DAC1_Init(_DAC_CH1_ENABLE);

STM32には2チャンネルのDACがありますが、ここではCH1だ有効にしています。

DAC1_Advanced_Ch1_Output(dac_val, conf1);

引数で設定した内容で、指定したチャンネルから電圧を出力します。第一引数のdac_valには出力電圧の値を0～4095の範囲で指定します。

第二引数は設定パラメータです。long型の変数で、パラメーター一覧はmikroCのヘルプに表があります。

ここでは、外部割り込みハンドラで設定された変数dac_valの値が出力電圧反映されます。また設定は12ビット分解能で右詰になっています。

チュートリアル④ ～ICD機能を使ったデバッグ～

EasySTM32にはオンボードST-LINKが搭載されています。ST-LINKではSWD(Serial Wire DebugPort)の機能が提供されており、mikroCで簡単

にICD機能が使えます。ICDとはインサーキットデバッグの略で、ターゲットボード上のデバイスに実際にプログラムを書き込み、1行ずつプログラムを

実行したり、変数や全レジスタの現在の値をリアルタイムに閲覧、値の変更をすることができます。

※ICDの制約

ICDでは動作中プログラムのレジスタの内容や、実行している行のハイライト表示などが可能ですが、制約もあります。例えば割込ルーチンは実行

されますが、ハイライト表示はされません。またステップ実行をしている時はdelay_ms関数など時間に関する関数は正しい遅延にならないことがあり

ます。その他実行には時間がかかる関係ですべてのライブラリを忠実にトレースできるという保証はありません。ICDはあくまでもちょっとしたプログ

ラムについて動作確認を行いたい場合やプログラムの学習などの参考としてお使い頂く機能とご理解ください。

■プログラムの内容

変数に代入されている値(16ビット)をPORTDに出力します。ジョイスティックのセンターボタンを押すと、変数の値を0にします。

ICDを実行して変数の値をプログラム実行中に書き換えてPORTDに出力される値がリアルタイムで変化することを確認します。またif文によって処理

が分岐される様子もICDで観察します。

EasySTM32に実装されている圧電スピーカーを鳴らしてみます。スピーカーの駆動にはsound_play関数を使います。引数に指定する発振周波数

の変数の値を変化させて音色が変化することを確認します。

ICD機能を使用する場合には、コンパイル時に"Build type"を"ICD debug"設定にする必要があります。
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■プログラムの作成

■ボードの設定

PORTDのLEDを使用します。SW15の6、7番スイッチをON位置にしてください。

圧電スピーカーを使用します。SW14の8番スイッチ(PE14とスピーカーが接続されます）をON位置にしてください。

■ビルドタイプの設定

プログラムが書き終わったら、ビルドタイプを指定します。このとき従来とは違い、"Build type"をICD用に変

更します。

画面左側のサイドメニューの"Project Settings"にある"Build/Debugger type"のチェックボックスの、"ICD

debug"と"mikroICD"にチェックを入れます。

チェックを入れたら、これまでのチュートリアルと同様にビルドして書き込んでください。

※スピーカーから音が出ますのでご注意下さい。

■ICDを動作させてみる

ICDを実行して、プログラムの動作内容を確認しましょう。

1 メニューバーの"Run"→"Start Debugger"をクリックします。キーボードの"F9"キーでも同様の操作ができます。

→ICDが実行されるとスピーカーからの音は停止します。またLEDも消灯します。

2 void main(){ の行が青色バーでハイライトされます。ICDでは実行される行が青色バーでハイライト表示されます。

3 監視、変更したい変数をICD Windowに追加しましょう。ICD Windowは、ICDを実行すると画面右側に表示されます。

ここでは、"portval" "freq_hz" "duration" 3つの変数を追加します。"Select Variable form list"のプルダウンをクリックして、その中から

"[0x.....] portval (main_portval_L0)"と表示された行を選択します。

#define CenterSW GPIOC_IDR.B13

void main ( ) {

unsigned long portval;
unsigned int freq_hz, duration;

GPIO_Digital_Output(&GPIOD_BASE, _GPIO_PINMASK_ALL );
GPIOD_ODR = 0;

GPIO_Config (&GPIOC_BASE,
_GPIO_PINMASK_13,
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT |
_GPIO_CFG_PULL_UP

);

Sound_Init (&GPIOE_ODR, 14 );

portval = 0xAAAA;
freq_hz = 800;
duration = 1000;

while (1 ) {

GPIOD_ODR = portval;
Sound_Play (freq_hz, duration );

if (CenterSW==0 ) {
portval=0;

}
}

}
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←探してクリック

"Select Variable form list"には"portval"と表示されますので、"+Add"ボタンを押します。選択した変数がリストに追加されます。

4 同様にして、残り2つの変数"freq_hz" "duration"も追加してください。3つ追加されると下図のような表示になります。

5 1行ずつ実行するステップ実行を行い、音の出力とLEDの点灯を確認しましょう。

キーボードのF8キーを1回押します。又はICD Windowの"Step over"ボタンを押します。

※違うボタンの押し間違いに注意！

F8キーを押すと、青色バーでハイライト表示された部分が移動します。

再度F8キーを押してハイライトを"GPIOD_ODR = portval;"の所まで移動させてください。

3つの変数に代入されている値がそれぞれ初期値になっていることを確認します。

5 F8キーを1回押して"GPIOD_ODR = portval;"が実行されると、変数portvalの値がPORTDに出力されてLEDが点灯することを確認します。

0xAAAAが出力されるためPORTDのLEDが交互に点灯します。

さらにF8キーを1回押して下さい。

6 今度はスピーカーから、「ピー」という音が1秒間聞こえます。

F8キーを押します。

7 if文の判定になります。ジョイスティックのセンターボタンを押してない時は、if文のルーチンは実行されません。

F8キーを数回押すと再度、PORTDにportval変数を代入する行となりこれが繰り返されます。

8 変数の値を変更させてそれぞれ反映されることを確かめてみましょう。まずLEDの出力パターンを変えるため変数portvalの値を変えてみます。

ICD Windowの変数"portval"のValueの値をクリックします。すると、横に四角いボタンが表示されますのでクリックします。
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9 "Edit Value: portval" というダイアログが表示されますので、"Representation"の部分から16進数を意味する"HEX"をクリックします。

値を"FFFF"と入力してOKボタンを押します。

10 その状態でF8キーを数回押してみてください。"GPIOD_ODR = portval;"の行が実行されるとLEDがすべて点灯することが確認できます。

同様にして値を色々と変更してみてください。変数の値がリアルタイムに反映され、PORTDに出力されていることが確認できます。

11 続いて音色を変化させる"freq_hz"変数の値も変更してみましょう。手順9と同様にして、freq_hz変数のダイアログを表示させます。

"Dec"にチェックを入れて10進数表記として、出力する周波数として値に1000と入力してOKボタンを押します。

F8キーを何回か押して、"Sound_Play(freq_hz, duration);"の行が実行されると、先ほどよりも高い音がスピーカーから聞こえるはずです。

周波数を色々と変更してみてください。高い音であれば、17000Hz位までは聞こえます。（年齢により聞こえる可聴域は変わります。）

12 最後にif文判定の様子を観察します。

ジョイスティックのセンターボタンを押しながら、F8キーを何回か押してみて下さい。if文が実行される時、これまではif文内はスキップされていま

したが、今度は"portval=0;"が実行されることが確認できます。同時に、ICD Windowの"portval"の値が0になっていることを確認してください。

F8キーを何度か押すと、LEDがすべて消灯することも確認できます。

ICD機能を終了する場合にはメニューバーの"Run"→"Stop Debugger"をクリックします。

■ICD機能を使用しない場合の注意

ICD機能を使用する場合、コンパイル時のBuild typeをICD用に設定しました。このICD用に設定されて生成されたHEXファイルは、通常動作はしま

せん。ICD機能を使用しない通常のHEXファイルをビルドしたい場合には必ずビルドする前に"Build type"から"Release"にチェックを入れて、ビルドを

行ってください。
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mikroCのサポートフォーラム

mikroCは、世界中で使用されているユーザーの大変多いCコンパイラーです。mikroCの開発元であるmikroElektronika社では、サポートフォーラムを

開設しており、活発な意見交換が行われています。

言語は英語ですが、検索をすることで色々な手法や問題の解決策が掲載されていますので、ぜひご利用ください。

http://www.mikroe.com/forum/

なお、記事の閲覧だけであれば登録は必要ありませんが、投稿する場合にはメンバー登録が必要になります。

mikroC製品版へのアップグレード

EasySTM32に付属のmikroCはコードサイズが制限されている体験版です。機能制限はありませんので、C言語の学習やチュートリアルを行うぶん

には問題ありませんが、本格的なプログラムを記述する場合には容量が足りなくなります。また、EasySTM32に搭載されているTFT液晶を使う場合

には、ライブラリが大きなプログラムとなるため、体験版では使うことができません。

体験版で制限コードサイズの上限を超過するHEXファイルを生成しようとすると、"Demo Limit"という表示がでてコンパイルができません。その場

合には、製品版をご購入頂く必要があります。もしmikroCを気に入って頂けましたら、ぜひご購入をご検討頂ければ幸いです。

使い方で困った時は？

エラーが表示される場合などは、インターネットの検索エンジンでそのエラーメッセージ文で検索してみてください。ほとんどの場合、その解決方法

が書かれたページがヒットします。当方のサイトを始め、本製品の開発元が開設しているサポートフォーラム（英語）などに投稿があればそれらのスレ

ッドがヒットします。

ほとんどのエラーメッセージなどはここで探すことができますので、エラーメッセージが出て困った・・という場合には是非お試しください。

その他過去、当方にお客様から頂いたご質問について一般的な内容については当方のFAQページで解決方法などをご案内しています。こちらでも

既知の問題はほとんどが掲載されていますので、是非ご覧ください。

http://www.microtechnica.tv/faq/faq.cgi

上記ページの「PIC統合評価ボード[EasySTM32] FAQ」の項目や「mikroC Cコンパイラー FAQ」の項目をご参照ください。


