
ご使用になる前に

■記号表記について
本製品を安全に正しくお使いいただくために、以下
の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告
人が死亡または重傷を負う恐れのある内容を示して
います。

注意
けがをしたり財産に損害を受ける恐れのある内容を
示しています。

■絵記号の意味

この記号はしてはいけないことを表しています。

この記号はしなければならないことを表しています。

この記号は気をつける必要があることを表しています。

■ご購入製品を使用される際の注意事項
ここでは、ご購入製品を使用されるにあたってご注
意していただきたい点について説明しています。

警告

●製品のご利用についての注意事項
本製品は開発キットとして開発されたもので
あり、医療機器や交通システム、機械制御シ
ステム等人命に関わるシステムでは、絶対に

。 、ご利用にならないでください 製品の性質上
これらのシステムへの導入はできません。

●製品の取り付け及び取り外しに関する注意事項
製品の取り付け及び取り外しを行う場合には
必ずパソコン本体及び周辺機器の電源を切断
してから行ってください。また取り付ける機
器の電源も切った状態で行ってください。

●静電気に関する注意事項
本キットの製品は開発ツールという性質上、
基板がケース等で保護されていません。製品
に静電気が流れると部品が破壊される場合が
あります。部品や部品面に直接手で触れない
よう注意してください。また、部品を装着す
る際には設置した金属に触れるなどして放電
してから作業を行ってください。

注意

●はんだづけに関する注意事項
本キットに含まれる製品は開発ツールという
性質上、お客様自身で半田付けをする場合が
あります。半田付けの際には必ず電子部品専
用のはんだごてをご利用ください。また、は
んだごてのこて先から電流がリーク（漏れて
いる）製品は絶対に使用しないでください。
半田付けを行う際には、部品がショートしな
いよう細心の注意をしてください。半田面で
配線がショートすると、製品を破壊するだけ
でなく接続されている他の機器や、火災等を
引き起こす原因となります。

●消費電流に関する注意事項
各製品にお客様自身が回路を作成され追加さ

、 。れる場合には 消費電流に注意してください
各製品に付属のACアダプタからの電源を共
有する場合には、ACアダプタに記載の最大
定格電流を越えないように注意してくださ
い。また、各製品の基板上の電源を共有する
ことは最大定格消費電流や放熱上の問題から
使用することはおすすめできません。定格電
流を越えた場合、製品やACアダプタ等の付
属品が破壊する場合があります。

●自作回路と組み合わせる場合の注意事項
お客様が作成された回路と組み合わせてご利

、 、用になる場合には 回路が正しく動作するか
仕様や定格を逸脱する部分はないかを十分確
認してください。



●その他の注意事項
製品は指定された位置や指定されたケーブ
ル、ACアダプタ等をご利用ください。特に
取り付け方向や、部品の挿入方向には十分注
意してください。
製品を取り扱う時には手など皮膚を傷つけな
いようご注意ください。
動作中の製品は熱により熱くなっている場合
があります。長時間使用した製品には手を触
れないようご注意ください。
本キットに含まれる製品には電源スイッチが
搭載されていない製品があります。これらの
製品は、ACアダプタをコンセントから抜く
ことで電源を切断します。ご使用後には安全
のため電源を切断してください。

その他の注意

(1)本製品に付属の各説明書類の一部または全部を
無断で複製することを禁止します。

(2)本製品の内容や仕様は予告なしに変更されるこ
とがあります。

(3)付属の説明書等に記載の誤りがあった場合には
やお気づきの点がありましたら当方までご連絡
ください。

(4)本製品を運用した結果については、(3)項にか
かわらず当方では責任を負いかねます。ご了承
ください。

(5)ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用
において発生した逸失利益を含む付随的、又は
派生的損害に対するいかなる請求があったとし
ても当方はその責任を負わないものとします。

(6)本製品によって開発されたお客様の製品につい
ては当方は一切の責任を負わないものとしま
す。お客様自身で製品の動作確認を十分注意し
て行っていただけますようお願いします。

(7)MS、Windowsは米国マイクロソフト・コーポ
レーションの登録商標です。また、その他の製
品名やそれに類するものは各社の商標又は登録
商標です。

(8)本書はパソコンの基本的な操作を行うことがで
きる方を対象にかかれています。また、PICマ
イコンに関してもある程度の基礎的な知識があ
ることを前提として記載しています。

(9)本書に掲載している写真や画面のコピーは、O
Sのバージョンや、アプリケーションソフトの
バージョン等によって異なっている場合があり
ます。あらかじめご了承ください。

警告

●健康上のご注意
ごくまれに、コンピューターのモニターに表示
される強い光の刺激や点滅等によって気分を害
する場合があります。
半田付けの際には換気のよい部屋で作業を行っ
てください。
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確認第 章1
この章ではPIC開発スタートキットC言語Edition
のインストールを行う前に確認していただきたい
事項や注意していただきたい事項について説明し
ます。

パッケージ内容の確認1-1
動作環境の確認1-2
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1-1 パッケージ内容の確認

PIC開発統合評価ボード [PICD-700SX]

ボード上にはPIC18F45K22及び2行16文字の液晶
ディスプレイモジュールが取り付けられています。

PICD-700SXはボード上にUSB2.0対応のPICマイ
コンライターを搭載しています。
電源はUSBポートより給電されます。

mikroCコンパイラ
アクティベーションキーカード

mikroCコンパイラーを製品版とするために必要な
アクティベーションキーを記載したカードです。
CD-ROMや導入マニュアル等と一緒に紙の封筒に
封入されています。
mikroCコンパイラーは最初体験版（2Kワード限定
版）をインストールしていただいた後にこのアクテ
ィベーションキーを入力することで制限のない製品
版としてお使い頂けるようになります。

mikroC PRO for PICコンパイラー

インサーキットデバッグ(ICD)機能搭載のmikroC P
ROコンパイラーです。CD-ROMに収録されていま
す。ボタン一発でコンパイル、連動動作した書き込
みソフトウエアの起動までこの画面上ですべての開
発が行えます。またICD機能を利用できます。

デバイス

PIC16F1827-I/P PIC18F14K50-I/P

PIC18F45K22-I/P PIC12F1822-I/P

12MHzセラミック発振子又は水晶発振子
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ケーブル類

USBケーブル(1.5m)
2本

USBケーブルは、PICD-700SXとパソコンとを接続
するために使用します。USB2.0対応のケーブルで
す。

またUSBプログラムを実験するためにも使用します
ので2本付属しております。

マニュアル及びCD-ROM

・導入マニュアル(本書)
導入マニュアル(本書)は、PIC開発スタートキッ
トC言語Editionのシステム導入の方法から、使い
方を一通り体験できるチュートリアルを収録して
います。最初にお読みください。

・CD-ROM
必要なソフトウエア類すべてが収録されている
他、PICマイコンのデータシートなども収録され
ています。

1-2 動作環境の確認

本製品は下記の動作環境で正しく動作することが確認されています。

パソコン本体について

以下の条件を満たしている環境下であってもパソコン本体の問題によって正常に動作しない場合がありま
。 。す 以下に書かれている条件を満たしているすべてのパソコンでの動作を保証しているものではありません

Intel Core i3 以上のCPU、2GHz以上推奨CPU
USBポート1つ ※1、※2 、インターネット接続環境インターフェイス
Windows10、11ＯＳ
※32ビット、64ビット環境両方に対応しています
2GB以上推奨メモリ
10GB以上の空きハードディスク
CD-ROMドライブ光学ドライブ

※1：USBハブを介しての接続では不具合が生じる場合がありますので必ずパソコンのUSBポートに直接接続してください。
※2：USB機能内蔵デバイスのUSB通信実験をする場合には別途もう1系統USBポートが必要になる場合があります。
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アップグレード情報やサポート情報の確認

、 。本キットに含まれる各種ソフトウエアは 随時最新デバイスへの対応等によりアップグレードされています
またご質問の多い事項や、トラブルの対処方法などが当方のFAQページに掲載されております。

http://www.microtechnica.net/manual/
http://www.microtechnica.tv/faq/faq.cgi
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インストール第 章2
この章ではPIC開発スタートキットC言語Edition
に付属しているCD-ROMから各種ソフトウエアを
パソコンにインストールする方法について説明し
ます。

インストール2-1
mikroCのライセンス申請2-2
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2-1 インストール

付属のCD-ROMを使ってソフトウエアをインストールします。下記の手順でインストールしてください。

2-1- インストールをはじめる前に1

Windowsを起動したらCD-ROMをセット
してCD-ROMドライブの内容を表示させ
ます。

※右図画面例は実際と異なることがありま
す。

2-1- mikroCコンパイラーのインストール2

C言語開発環境、mikroCコンパイラーをインストールします。

CD-ROMの中の"Cコンパイラー"フォルダを開1
きます。その中にある、"mikroC̲PRO̲PIC̲2x
xx̲Build.7.x.x.exe"をダブルクリックして実行
します。 ※ファイル名はバージョンによっ

て多少異なる場合があります。
→インストールが開始されます。

"Welcome to the mikroC PRO for PIC Setu2
p Wizard"と表示されたダイアログが表示
されますので、"Next>"をクリックして続行し
ます。

。3 使用許諾のライセンス同意画面が表示されます
内容をお読みの上、承諾する場合には、
"I accept the terms in the License Agreem
ent"の方（上側）にチェックを入れて"Next>"
ボタンを押して続行します。

※ライセンスに同意しないと、インストールは
できません。
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次の画面では、"Install For All Users(recomm4
ended")にチェックを入れて、"Next>"ボタンを
押して続行します。

インストールするソフトウエアコンポーネント5
を選択します。右図の通り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
ることがありますが、そのまま続行してくださ
い ）。

"Next>"ボタンを押してください。

インストールディレクトリを選択します。6
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 "Browse"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。

設定が完了したら、"Install"ボタンをクリック
します。 ※ディレクトリ名に日本語や2バイト文字が含ま
→インストールが開始されます。 れないようにしてください。

インストールが完了すると"Finish"ボタンが表7
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。

引き続き右図のような"Do you want to instal
l mikroProg Suite Programmer v.xxx"という
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。

さらに続いて"Do you want to install mikroP
rog Suite drivers?"と表示されますのでこちら
も「いいえ」をクリックします。
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2-1- 書き込みソフトウエアmikroProg Suiteのインストール3

Cコンパイラで生成したHEXファイルをPICに書き込むためのソフトウエアがmikroProg Suiteというソフ
トウエアです。続いてこのソフトウエアをインストールします。

CD-ROM内にある"PICD-700SX"フォルダを開1
きます。
その中に"mikroProg̲Suite̲For̲PIC̲vXXX̲se
tup.exe"というファイルがありますので実行し
てください。

インストールウィザードが起動しますので"Nex
t>"をクリックして続行します。

続いて右図のようなライセンス許諾画面が表示
されますので、内容をお読みになって、同意さ
れる場合には"I accept the terms in the Lice
nse Agreement"にチェックを入れて"Next>"を
クリックします。

インストールオプションの選択ではデフォルト2
設定の"Install For All Users(recommended)"

、 。にチェックを入れて "Next"をクリックします

続いて右図のインストールするディレクトリを
選択するダイアログが表示されます。通常はそ
のままの設定でかまいませんが、インストール
するディレクトリを変更場合には、"Browse"ボ
タンを押してインストール場所を変更してくだ
さい。

→インストール場所を設定したら、"Install"ボ
タンを押してインストールを続行します。

インストール場所はメモに控えるなどして覚え
ておいて下さい。

インストールが完了したら"Finish"ボタンを押3
して、インストールを終了します。

引き続いて右図のように"Do you want to inst
allmikroProg Suite drivers?"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。

これでmikroCと書き込みソフトウエアのインス
トールは完了しました。
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2-2 mikroCコンパイラーのアクティベーション

mikroCコンパイラーはPIC用に開発されたANSI規格対応のCコンパイラーです。
インストール直後は体験版として開発できるコードサイズが限られています。ここにキットに付属している
アクティベーションキーを入力すると製品版としてフル機能がご使用頂けるようになります。

先ほどの手順でインストールしたmikroCは体験版で、生成できるHEXファイルのサイズが2キロワードまで
に限定されたものです。アクティベーションを実行することで制限のない製品版を使えるようになります。

アクティベーションキーは導入マニュアルと一緒に同梱された封筒内にあるカードに記載されています。
カードをお手元に出して次の手順でアクティベーションを実行してください。

※mikroCのライセンス規約では1つのライセンスで1ユーザーが最大2台のパソコンまでアクティベーショ
ンが可能です。これはデスクトップPCとノートPCとで使う場合などを想定しています。複数ユーザーで使
ったりアクティベーションコードを転売や複製して販売することはできません。

mikroCを起動します。1
メニューバーの"Help"から"Activate License"
をクリックします。

続いて表示された画面では"mikroC PRO for P2
IC"のボタンを押します。

さらに次の画面では"License Code"をクリック
します。
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ダイアログが開きますので"Key"の部分にアク3
ティベーションカードに記載のアクティベーシ
ョンキーを間違えないように入力します。

入力は「半角英数字」で入力してください。
全角や日本語はありません。

Ｏ(オー)と0（ゼロ）は間違いやすいですのでご
注意ください。カード印面の記載ではゼロには
スラッシュが入っています。
また入力を誤った場合には最初から入れ直して
ください。

入力されたアクティベーションキーが正しいと、
赤いマークが緑色の マークに変わりま
す。

入力しても緑色のチェックマークに変わらない場
その他の部分"User"の所にはお客様の名前、 合にはコードの入力間違いが考えられますので最
法人でご使用の場合には"Company"の所に法人 初から入れ直してください。
名をそれぞれ半角英数字で入力してください。

。4 入力が完了したら"Activate"ボタンを押します

右図のようなダイアログが表示されれば成功で
す。"OK"ボタンを押して完了します。

なお、パソコンからmikroCをアンインストール
、して別のパソコンにインストールする場合には

必ずアンインストールする前に、この画面の"R
emove this license"ボタンを押して、ライセ
ンスの解除をして頂けますようお願いいたしま
す。
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ハードウエアの準備第 章3
この章ではハードウエアを接続してドライバをインスト
ールする方法をご紹介します。
またUART実験をUSBポートで行えるように仮想COMポート
ドライバのインストールも行います。

デバイスドライバーのインストール3-1
PICD-700SXの接続3-2
USB-UART変換IC用仮想COMポートのインストール3-3
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3-1 デバイスドライバーのインストール

PICD-700SXをパソコンに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。
付属のCD-ROMから下記の手順でインストールを行ってください。
Windowsの32ビット版、64ビット版でインストールするドライバーが違っていますのでご注意下さい。

付属のCD-ROMの内容を表示します。1

"PICD-700SX"のフォルダを開きます。2

"Driver"フォルダを開きます。3

OSごとにフォルダがあります。ご使用のパソコンのOSにあったフォルダを開きます。4
※32ビット版、64ビット版でインストールするドライバーが違っています。間違えないよう十分ご注
意下さい。

開くと実行ファイル、"USB18PRG～.exe"がありますので「右クリック」して「管理者として実行」を5
選択します。
下図のようなエラーが表示された場合には、プログラムが管理者として実行されていませんので、今一
度「右クリック→"管理者として実行"」の操作をご確認ください。

実行すると下図のような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。6
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ドライバーのインストールが開始されます。7
Windowsの環境によっては下記のような警告ダイアログが表示された場合には"インストール"ボタンを
押してください。

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8
を完了します。

「使用できます」と表示されている
ことを確認してください。
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3-2 PICD-700SXの接続

パソコンのUSBポートにPICD-700SXを接続します。
接続に際しては必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。USBハブを介しての接続の場合には
電力容量などの問題により正しく動作しないことがあります。

USBポートの間違いに注意！

PICD-700SXにはUSBポートが合計3カ所あります。この手順で使用するUSBポートは"mikroProg"と
いう印刷のあるボックスのすぐ左側にあるUSBポートです。間違えないようにご注意ください。

PICD-700SXの電源スイッチをONにします。緑色LED（電源インジケータLED）が点灯します。1
PICD-700SXの電源をUSBのバスパワーより給電しますので、J6の"USB"側にソケットを装着してくだ
さい。標準で付属しているデバイスPIC18F45K22は5Vで動作するデバイスですので、J5のジャンパー
ソケットを"5V"側に設定してください。

PICD-700SXのUSBコネクタにUSBケーブルを接続してパソコンと接続してください。2

自動的にデバイスが認識され、新しいハードウエアの検出ウィザードが実行されます。

※USBポートはハブ経由の接続ではなく必ずパソコン本体にあるUSBポートに接続してください。ハブ
経由では電力不足などの理由で不具合の原因となることがありお奨めできません。

PICD-700SXを接続すると自動的にデバイスドライバーのセットアップが開始されます。3
あらかじめデバイスドライバーは先の手順にてインストールされていますので、Windowsは自動的にデ
バイスドライバーを検出してインストールを完了します。

PICD-700SXでは、+5.0Vで動作するデバイスと+3.3V

で動作するデバイス両方に対応しています。

使用するデバイスの電源電圧に応じて、J5ジャンパーに

て設定します。本キットに付属しているすべてのデバイス

は+5V動作のデバイスです。+3.3V動作のデバイスは型

式にPIC18FxxJなどのようにJのつくタイプです。
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接続後しばらく待ちますと、下図のようなポップアップがタスクバーに表示されます。

上図のホップアップが表示されればインストールは完了です。

PICD-700SXボード上の"LINK"の黄LEDが点灯していることを確認してください。
黄LEDの点灯はPC側にPICD-700SXが正しく認識されていることを示します。

このLEDが点灯していることを確認してください。

※デバイスマネージャーに"USB Devices by mikroElektronika"が追加されます。
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3-3 USB-UART変換IC 仮想COMポートドライバ

非同期式シリアル通信(UART通信)の実験をする場合に使用するUSB-UART変換IC(FT232R)搭載のUSBポー
トのドライバーをインストールします。

UART信号はシリアル通信では最もシンプルな信号形式です。PICマイコンをはじめ多くのマイコンやセン
サー同士の通信手段として採用されています。パソコンでは古くからシリアル通信としてRS232C通信が使

。 （ ） 。われてきました RS232C信号はUART信号の振幅電圧を大きくした さらに極性を反転させて ものです
マイコンとパソコン間の通信にはRS232C通信を使うのがシンプルですが、現在ほとんどのパソコンにはR
S232Cポートが付いていません。そこでマイコンのUART信号をUSB通信でパソコンとやりとりできるよう
に相互に変換するICが利用されています。USB-UART変換ICはいろいろな種類がありますが本ボードではU
SB-UART変換ICの元祖FTDI社のFT232Rを使用しています。

このICはUART信号をUSB通信で送受信できます。パソコン側に仮想COMポートドライバーをインストール
することで、従来のRS232Cと同様にCOMポートへターミナルソフトウエア等でアクセスすることで、US
Bポートに接続されたUART機器にアクセスできます。PICマイコン側のソフトウエアもUART通信ができれ
ばよいので、従来のRS232C同様にソフトウエアを組むことができます。下記の手順でドライバーをインス
トールしてください。

PICD-700SXの電源スイッチをONにします。1
PICD-700SXの左側にある"USB UART"とシルク印刷のあるUSBポートにUSBケーブルを挿入しパソコ
ンと接続します。

※このUSBポートからは電源を取ることはできません。

パソコンで新しいハードウエアデバイスが認識されインストールが開始されます。2
FT232RのドライバーはWindows Updateから配布されているので自動的にインストールされます。
インストールされるまでしばらく待ちます。
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ドライバーの場所を尋ねるメッセージが表示された場合にはCD-ROM内の"FT232Rドライバー"フォル3
ダを指定します。ドライバーのインストールが行われます。
なおドライバーのインストールは2回行われます （1回目がFT232Rチップドライバーのインストール、。
2回目が仮想COMポートドライバーのインストールです。)

インストールが完了するとパソコンに仮想COMポートが作られます。4
このポートにアクセスすることでPICD-700SXに搭載のPICマイコンのUARTピンにアクセスできます。
仮想COMポートの番号確認はWindowsのデバイスマネージャより行います。
Windowsのデバイスマネージャを開き、"ポート(COMとLPT)"のツリーを展開すると、"USB Serial Po

。rt(COMx)"という表示がありますのでここで表示された(COMx)の番号がCOMポートの番号となります
下図例ではCOM3になっています。
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基本的な使い方第 章4
この章では実際に簡単なプログラムを記述してコンパイ
ルやPICD-700SXを使ってプログラムをPICに書き込む
方法など基本的な使い方を紹介します。
一通り使い方を体験してみましょう。

実際の基本的な使い方4-1
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4-1 実際の基本的な使い方

簡単なプログラムを実際に記述してPICD-700SX上のPIC18F45K22にプログラムを書き込み動作を見るこ
とで本キットの基本的な操作の流れを体験して頂きます。
本キットではほとんどの操作が連動して行えますので一度開発作業の流れを理解すると効率よく開発を行う
ことができます。

本章では簡単なプログラムの記述で開発全体の流れを把握して頂くことを目的としています。より高度なプ
ログラミングや応用については、本マニュアル第5章のチュートリアルをご覧ください。

最初にmikroCコンパイラーを起動し、初期設定を行います。1

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。

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。

"Editor Options"ダイアログが表示されますので画面右下の"Editor 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。トラブルの原因となります。

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。
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エディタの編集画面でタブの移動量が思うようにならない

mikroCはインストール時の設定ではタブの移動設定が自分の思うようにならないことがあります。
これはデフォルトの設定で自動調整などの機能が有効になっているためです。タブキーを押した時の
移動量が好みではない場合、次の方法で設定を変更してお試し下さい。

1.mikroCのメニューバーから"Tools"→"Options"をクリックします。

2."Editor Settings"の画面を開いて"Open option dialog"ボタンをクリックします。

3."Line spacing / Tab spacing"のところにある"Tab Width"でタブの移動量を入力します。
デフォルト値は8ですが、4くらいにします。

4.続いて"Option"タグに移動して"Auto indent"と"Auto size scroll width"のチェックを外します。

5.これで"OK"ボタンを押して、"Apply"ボタンを押した後"OK"ボタンを押して終了します。

その他、気になるところがあれば"Open option dialog"ボタンを押して設定を色々と変更してみてく
ださい。

早速プログラムを書く準備をしましょう。2

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。
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ウィザードではプログラムの基本的なことを設定します。3
ここで設定するのはマイコンの種類、プロジェクトファイル一式を保存するディレクトリ、プロジ
ェクト名、プログラムの動作周波数です。

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、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。

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ます。

ここでは例としてCドライブの直下に"mikroC"というフォルダを作りそこに"TEST45K22"という名
前のプロジェクトを作成することにします。ディレクトリ名は次のようになります。

C:\mikroC\TEST45K22.mcppi (mikroCは英語環境なので\はバックスラッシュとなります)

※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。なお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ので注意してください。
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“Project Name”にプロジェクト名を入力します。
“Project folder”にはプロジェクトファイルを保存するディレクトリを指定します。

"Device Name"のプルダウンから"P18F45K22"を選択してください。

ここでのプログラムは8MHzで動作させるので"Device Clock"のボックスに 8 と入力します。

“Open Edit Project window to set Configuration bits”にチェックを入れてください。

設定内容を確認して"Next"ボタンを押します。

次の"Select existing files you want to add to project"のウィザードは何もせずに"Finish"ボタ4
ンをクリックしてください。プロジェクトが作成されます。

手順4で“Open Edit Project window to set Configuration bits”にチェックを入れたのでコンフ
ィギュレーションビットの設定ウインドウ（Edit Project）が開きます。

PICにはコンフィギュレーションビットという設定があります。
この設定はプログラムをマイコンに書き込む時だけ設定できるものでプログラムの中で設定を変更
することはできません。主にマイコンの動作に関わる基本的な設定をするものです。例えば発振子
には何を使っているかやウォッチドッグタイマーを使うかなどです。
マイコン動作の基本設定なので間違えるとプログラムが動作しなかったり予期せぬ動作をしたりト
ラブルの原因になります。

設定値はプルダウンから選択できます。概ねデフォルトの設定値でそのまま利用できますが次の項
目だけは正しいか確認しておきます。値が違っていたら設定しなおしてください。

●Oscillator Selection・・・発振子の種類を指定します
HS oscillator

→4～16MHzの外部発振子を使うときに選択します。

●4X PLL Enable・・・クロックの4逓倍を有効にします
Disabled

→4逓倍は無効にします。有効にすると8MHz×4=32MHz動作になります。

●Primary clock enable bit・・・主要クロックを有効にします
Enabled

→HSの設定を有効にします。

●Watchdog Timer・・・ウォッチドッグタイマーの有効・無効を指定します
Disabled

→ウォッチドッグタイマとはプログラムのハングアップを防ぐ監視タイマーですがプログラムで
処理を記述しない場合には無効に設定しないと予期しない時にリセットされてしまう原因とな
ります。
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●MCLR Pin・・・ハードウエアリセットピンの機能を指定します
MCLR pin enabled, RE3 input pin disabled

→MCLRピンはマイコンをハードウエアリセットできるピンです。このピンはRE3と兼用です。
MCLRピンをリセットピンとして設定するとこのピンをLowにするとマイコンがリセットされ
ます。無効にするとRE3ピンとして入力ピンとして使用できます。本書ではリセットピンとし
て使います。

完了したらOKボタンを押してください。
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プログラムについて考えてみましょう。5
このプログラムで次のように動作させるようにしてみます。

RA0がLowの間、RC0～RC7(PORTCの全ビット)のLEDが500ミリ秒間隔で点滅するプログラムを
作ってみましょう。RA0とは、PORTAのビット0のことです。デバイスの種類によってポートの種
類や数は変わりますがここで使おうとしているPIC18F45K22にはPORTA～Eまで5つのポートがあ
ります。各ポートには0、1、2・・というようにビットがあります。よって呼び方としては「PORT
Aのビット3」などと言います。本や文書などではRA3などと表現されることが多いです。本書でも
その書式で記載します。

左の図はPIC18F45K22のピン配置図で
す。RAやREといった方法でポート名が記
載されています。

ビットは並んで配置されているとは限ら
ず場所が飛んでいたり、そもそも存在し
ないビットがある時もあるので必ずデー
タシートで確認します。

また1つのピンには複数の機能が割り当て
られているので、実際使用する時にはど
のピンにどの機能が割り当てられている
のかなどを詳細に下調べしておく必要が
あります。

「RA0がLowの間」というのはRA0に接続されたスイッチを押したらLowレベル、離したらHighレ
ベルになるようにして実現します。このような通常はHレベル、スイッチを押すとLレベルになるス
イッチのことを「アクティブLowのスイッチ」と呼びます。

PICD-700SXではPORTCの全ビット（RC0～RC7）にLEDが取り付けられていますので簡単にポー
トの状態を視認できます。

では、早速プログラムを書きましょう
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大文字、小文字を間違わないように記述してください （必ず半角英数字で入力してください）。
プログラムの解説は後にしてここではとりあえずプログラムを動かすところまで体験しましょう。

mikroCのエディタではプログラムを記述すると自動的に色分けされます。
適切にタブやスペースを挿入して見やすいプログラムを書いてください。

#define SW PORTA.B0
() {void main

TRISA = 0x01;
TRISC = 0;
ANSELA = 0;
ANSELC = 0;
PORTC = 0;

( ){while 1
( ){if SW == 0
PORTC = 0xFF;
delay_ms 500 ;( )

PORTC = 0;
delay_ms 500 ;( )

}

}

}
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プログラムを書いたらマイコンに書き込めるHEXファイルにビルドします。6
このビルドの作業のことをコンパイルと呼びます。

mikroCではビルドと、生成されたHEXファイルのマイコンへの書き込みが連動して行えます。
ではビルドの前にPICD-700SXのハードウエアを設定する必要があります。
設定する項目は下記の2つです。

①RA0のタクトスイッチはアクティブLowにする（定常時はHigh、ボタンを押したときLow）
②PORTCはLEDが使用できるようにする。その他のLEDはすべて無効にする

①のスイッチの設定を行います。
定常時はHレベルですのでPORTAはプルアッ
プします。
PICD-700SXボードの"PORTA"のところにあ
るディップスイッチのRA0だけを"UP"側にセ
ットします。

また、ボタンを押した時にマイコンのピンを
LowレベルにするためJ17のジャンパーをGN
D側にセットします。

下側のGND側にセットしてください。

この2つの設定で、RA0は定常時はHレベル、スイッチを押した時のみLレベルになるアクティブロ
ーの状態になりました。

続いて②のPORTCのLEDを使用できるようにします。これはディップスイッチSW3で設定します。
ボード上のSW3を探してください （7セグLEDの右上あたりにあります）。

"PORTC"と書かれたスイッチ(3番)だけをON側に、他のスイッチはすべてOFF側に設定します。
この①②の設定でPICD-700SXの設定は完了です。

このようにPICD-700SXを使用する場合には必ずボードの物理的な結線状態をプログラムの内容と
矛盾ないようにプログラム書き込み前に設定します。

※ボードの物理的な状態の設定が正しくないとプログラムが期待通りに動きません。
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PICD-700SXの物理的な設定も完了しましたのでいよいよビルドと書き込みを実行しましょう。7
ビルドに先立ってプロジェクトに今回作成したソースファイル"TEST45K22.c"ファイルがプロジェ
クトに含まれているか確認します。
右サイドにあるサイドメニュータブの"Project Manager"をクリックします。現在作成しているプ
ロジェクトに含まれる各ファイル類がツリー構造で表示されます。

"Sources"のツリーを展開します。ここに"TEST45K22.c"が含まれていればそのままで続行できま
す。
このツリーには現在展開しているプロジェクトに含まれているすべてのファイルが表示されます。
ここではソースプログラム1つだけですが今後複雑なプログラムを作り複数のソースファイルを含
めたりヘッダファイルを含めるとこのツリーに表示されますのでツリーの開き方を覚えておいてく
ださい。

※このプロジェクトに含まれるファイルを確認する作業はとても重要です。mikroCはどんな作業を
する場合であっても必ずプロジェクト単位で行うため、画面上に表示されている、されていないに
関わらず必ずプロジェクトに含まれているファイルに対して操作が行われます。
よってプロジェクトに正しくソースファイルが登録されているかどうか確認しておかないと結果と
して正しいHEXファイルを作れずにトラブルの原因となってしまうことがあります。
ビルドの前には必ず"Project Manager"にてプロジェクトの内容が正しいか確認するようにしてく
ださい。

では、ビルドと書き込みを実行しましょう。8
ツールバーの"Build and Program"ボタンをクリックします。

"Build and Program"ボタン

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。
※似たようなボタンが並んでいますので、間違えないようにして下さい。

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。
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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mi
kroProg Suite for PICが起動し、書き込みを開始します。

書き込みが終わるとプログラムがPICD-700SX上で動きます。

動作を確かめてみましょう。9

RA0のタクトスイッチを押している間はPORTCの全ビット（RC0～RC7）が0.5秒間隔で点滅しま
す。スイッチを離すと、点滅は停止して消灯します。

いかがでしょうか。プログラムは正しく動作しましたか？
もし動作しない場合には再度PICD-700SXのジャンパー設定やディップスイッチの設定を確認して
ください。プログラムにも書き間違いなどがないか確かめてください。

基本的な作業の流れは以後のチュートリアルでも同じですのでよく理解しておいてください。
PICD-700SXについての詳しい解説は、PICD-700SXに付属しているマニュアルをご覧ください。

～プログラムの解説～

#define SW PORTA.B0
#defineはプリプロセッサを指定する時に使います。任意の文字列（予約語以外）にレジスタやレ
ジスタ内の特定ビットなどを指定できます。
mikroCでは、 "レジスタ名.Bビット数" でレジスタのあるビットを指定できます。ここではPORTA
のビット0を指定しています。
"SW"という文字列にPORTAのビット0(RA0)を割り当てることで、以降プログラム内では"SW"と記
述するとRA0を指定することができるようになります。

void main(){
main関数はプログラムの中に1つだけ存在できる特別な関数です。プログラムを実行した際一番最
初に実行される部分です。C言語では、関数は｛ ｝でくくり ｛～｝までの間がその関数のルーチ、
ンとなります。この｛ ｝で囲われた部分を複文と呼びます。
main関数は1度実行され、その中に繰り返し処理などの仕組みがないと、プログラムはmain関数の
中の最後の文を実行した後、停止状態となります。

TRISA=0x01;
C言語では、セミコロン（；）は文の終了を意味します。セミコロンがあると、そこまでが文とし
て扱われます。これを単文と呼びます ｛ ｝で囲われた部分はまとめて複文と呼ばれます。。
TRISレジスタはピンの入出力の方向を決めるレジスタです。該当ビットが0ならば出力、1ならば入
力となります。数値の前の"0x"はC言語では16進数を表記する場合、数値の前に0xを付けます。2
進数の場合には"0b"を付けます。10進数の場合には何も付けないという規則があります。

、 。 。PORTAはRA0だけが入力なので 1を代入しています TRISCは全ビット0にして出力にしています
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mikroCでは 「レジスタ名＝値」で＝演算子を用いてレジスタに直接値を代入できます。、

ANSELA = 0;
PIC18F45K22はADコンバーターを搭載しています。
何も設定を記述しないとアナログ入力ピンに割り当てられているピンはアナログ電圧入力設定とな
っておりデジタルI/Oとして使用できません。デジタルI/Oとして使用する場合にはレジスタを設定
する必要があります。
ANSELxレジスタは該当ビットが1の時アナログ入力設定に、0の時はデジタルI/Oとなります。
ここではANSELAとANSELC両方に0を代入してPORTAとPORTCすべてのピンをデジタルI/Oとし
て使用できるように設定しています。
この設定をしておかないとI/Oピンが思うように動作せず頭を抱えることとなってしまいます。

while(1){
while文は （ ）内の式の値が真であればそれ以下を実行する繰り返し文です。この式の評価と文、

、 。 、 、の実行は 式の値が偽になるまで繰り返されます そのため 最初の式で偽と判断された場合には
繰り返し文は1回も実行されないことになります。
ここでは、式に1という定数を入れていますので、永久にループを繰り返すことになります。

if(SW == 0){ ･･･ }
if文です （ ）内の条件式が真の時は ｛ ｝内を実行します。。 、
ここでは、"SW"すなわち、RA0を指定しています。
==はイコールが1つではないことに注意してください。ここでは論理演算（真か偽か）なので論理
演算子を使用します。イコールが1つだと代入演算子になってしまいますのでif文を使用する場合に

。 。は注意が必要です if文で=を1つしか付けないでプログラムが動作しないトラブルがよくあります

delay̲ms(500);
delay̲ms( )関数は、組込関数で時間遅延を作ります （ ）内にミリ秒単位で時間を記述します。。
ここでは0.5秒の遅延を作っています。
delay̲ms( )関数は、PICマイコンに供給されるクロックを元にコンパイラーが時間を作り出してい
ますが高い精度を保証するものではありません。

制御していないLEDが点灯していたり、ボーっと薄く点灯していますが故障ですか？

よく上記のような質問を頂くことがあります。PICD-700SXボードはボード内で色々な内部回路と接続され

ており、他の回路へ電流が流れるとプログラムの内容に関係なくLEDが点灯したり、うっすらと点灯すること

があり、これは異常ではありません。

例えば、PORTBのほとんどのピンは液晶ディスプレイ(LCD)のデータ線として使用されています。そのためボードにLCDが取

り付けられていると、PORTBのLEDが点灯します。またディップスイッチの設定を正しく設定しても、アクティブローハイが正

しく動作しなかったり、RB0のスイッチを押したのにRB4が点灯したり・・・不可思議な現象が発生します。これはすべて接続

されているLCDが原因です。

LCDを使用しない時はソケットからLCDを外してご使用ください。また、その他UARTや実験用USBなど様々な回路がPICD

-700SX上にはありますが、使用しない時は必ずスイッチやジャンパーの設定で物理的に回路を切断した状態でお使いくだ

さい。意図しない回路が形成されていると思わぬ動作をしてビックリすることがあります。
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組込ライブラリって何ですか？

C言語には一般的に標準CライブラリというC言語の規格で定められたライブラリが装備されてい
ます。ライブラリとは、汎用性の高い色々なプログラム（たくさんのプログラマーが使いそうなプ
ログラム）を再度利用可能な形でまとめたものを言います。特にC言語では互換性を高めるために
規格の標準化が進み、ISOとANSIという組織が統一した規格を作りました。それがANSI-Cという
もので現在多くのなコンパイラーがこの規格に則して作られています。

ところでこれらはどのC言語、例えばWindowsやLinux用のコンパイラでも共通のものですが、PI
Cマイコンを開発するにあたってはPICマイコン特有の機能や、PICマイコンのプログラムではよく
使うような機能をライブラリにしておいたほうが、後からユーザーは簡単にプログラムを開発でき
ます。
例えば、PICマイコンを使っているとディレイ（遅延）が欲しい時があります。LEDを点滅される
プログラムを作る時 「1000ミリ秒（＝1秒）間隔で点滅させたい！」という時に1秒を作る場合、
です。これを1つずつプログラムで作っていくとかなり面倒な作業になります 「動作クロックは。
○○MHzだから、1周期は○○μ秒で、それを何回繰り返したら1秒かな・・」など計算も必要で
すしプログラムも複雑になります。しかしあらかじめ任意の時間のディレイを作れる関数があった
らすごく便利です。

そのためPICマイコン用のCコンパイラの多くはdelay関数を持っています。
mikroCならばdelay̲ms関数がそれで引数にディレイ時間をミリ秒単位で記述すればその1行でデ
ィレイが作れます。

このように、多くのユーザーが使うと思われる便利な関数をいっぱい備えたものを、組込ライブラ
リと呼んでいます。ディレイ以外にもUART通信のライブラリや、LCDを駆動するライブラリ、AD
コンバータから値を取得するライブラリなど、PICマイコンの開発に際して必要と思われるものは

。 、ほとんどが組込ライブラリに搭載されています ユーザーはこれらの関数を上手に使うことで本来
。1つずつ手順を書かなくてはいけない複雑な操作をたった1行から数行で記述できてしまうのです

組込ライブラリを上手に使うことでプログラム開発の時間を飛躍的に短縮できるのです。

mikroCには多くの組込ライブラリがあり、ほとんどの機能はこのライブラリを使っていけば実現
可能です。mikroCの組込ライブラリはより直感的で、充実しているといえます。ぜひmikroCのH
elpから色々なライブラリを探してみてください。



- -32

コンフィギュレーションビットって何ですか？

PICの開発を始めた方が最初にぶつかる難しい？面倒な？？設定です。
コンフィギュレーションビットとは、HEXファイル（C言語で作ったファイルをコンパイルした後
にできあがる、最終的にPICマイコンに書き込むためのファイル）をPICに書き込む時にのみ設定
できるハードウエアの基本的な動作条件を設定する設定項目のことをいいます。

、 、例えば PICでは動作クロック源となる発振子として水晶発振子やセラロックなどを使用できたり
周波数もユーザーが選択できます。どんな発振子を何MHz以上で使用するのかということなどを
設定するのがコンフィギュレーションビットです。具体的な数値で設定するのではなく、例えば8
MHzの水晶発振子を使用する場合には、4MHz以上の発振子ということで、Oscillatorの種類をHS
に設定します。これが4MHzの発振子を使用した場合、設定はXTとなります。

、 。その他 ウォッチドッグタイマーの有無やコードプロテクションの有無など重要な設定があります
mikroCではプロジェクトに対してコンフィギュレーションビットの設定をしておきます。
コンパイル後生成されるHEXファイルにはコンフィギュレーションビットの設定値が書き込まれて
いるため書き込みプログラムがそのHEXファイルを読み込むと自動的にコンフィギュレーションビ
ットの値も設定されます。

先ほどの例では、コンフィギュレーションビットの設定値は"とりあえず" Defaultボタンを押して
設定しましたが、実は大変重要な設定なのです。詳しくはチュートリアルで紹介していますので、
ご覧下さい。なお、このコンフィギュレーションビットの設定はデバイスによってバラバラです。
基本的な設定内容は似ていますが、デバイスによって搭載している機能が様々ですのでコンフィギ
ュレーションビットの設定値も様々です。

コンフィギュレーションビットの設定が適切にできるようになったら、PIC開発者として1つステ
ップアップしたと言えると思います。

あれ？動かない・・・・そんな時は故障を疑わずまずは設定から見直しましょう！

手順通りに操作したのにLEDは点滅しない・・・"故障しているの？？" 動かないとすぐに故障
を疑いたくなりますがそれは生活の中で家電に慣れてしまっているせいでしょうか。
PICや開発ツールは家電のようなわけにはいきません。開発者の方々をターゲットにしている
ため、設定が複雑だったり、ソフトウエア的な問題からハードウエア的な問題まで・・・色々
な要因で動かないという現象が起きます。ここまでの操作で思うように動作しない場合には下
記のことをまずチェックして再度試して下さい。故障・・・・ということは、事例からすると
ホントにごく希です。

・コンフィギュレーションビットの設定は正しいですか？
・デバイスの選択は正しくできていますか？
・ソースファイルの保存ディレクトリに日本語が含まれていたり、ファイル名に日本語を使っ

たりしていませんか？デスクトップやマイドキュメントへの保存は日本語が含まれることが
あります。

・プロジェクトには正しくソースプログラムが登録されていますか？
・ボードの物理的な設定（ジャンパー設定やディップスイッチの設定）は正しいですか？
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データシートは英語ばっかり・・・日本語のデータシートはないんですか？

PICはアメリカのマイクロチップ社によって開発・生産されているワンチップマイコンです。
そのためデータシートはほとんどが英語です。一部には日本語に訳されたものもありますが、
古いものが多く最近のデバイスのものはすべて英語です。

「英語のデータシートは読みたくない！」というご意見をよく聞きます。確かに英語のデータ
シートを片っ端から読んでいたら時間もかかります。
しかしデータシートを読まないと分からないことがいっぱいあります。PICはデバイス毎にレ

、 。ジスタの内容が違っていたり コンフィギュレーションビットの設定が異なっていたり・・・

例えば18ピンのPICでPIC16F84Aというとても古いデバイスがあります。日本でPICの普及に
大きく貢献した代表的なデバイスなのですが、設計が古いデバイスのためADコンバーターを搭
載していません。それに対し現在主流のPICにはほとんどのデバイスにADコンバーターが搭載
されています。

ADコンバーター搭載のPICではアナログ電圧入力用に割り当てられたピンは電源投入時、全て
のピンがアナログ入力となっています。そのためデジタルI/Oとして使用しようとするとその
ままでは使えないのです。ピンをHレベルやLレベルにプログラムから動かせないのです。
なぜPICでは電源投入時すべてのピンがアナログ電圧入力の設定になっているのかは分かりま
せん。個人的にはデジタルI/Oがデフォルトのほうがいいように思いますが・・・。
よってデジタルI/Oとして使うためにはたいがいのデバイスで"ANSELx“というレジスタの設定
が必要になってきます （設定するレジスタが別の名前のデバイスもあります！）。

同じ18ピンだから16F84A用に書いたプログラムがほかの18ピンデバイスで動くだろう・・・
という考えで書き込むと全く正しく動かないのです。原因はADコンバーターのレジスタ設定が
正しくないことですが、そこに気づかないとデバイスの故障やソフトウエアのバグだと決め込
んで解決に時間がかかってしまいいます。

データシートを見ると、そのことが書いてあるのですがデータシートを見なかったために起こ
った間違いです。ぜひPICを使用するときはデータシートを手元においていつもでも見られる
ようにしておくことをお奨めします。
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チュートリアル第 章5
この章ではPIC開発スタートキットC言語Editionの開発
環境で様々な機能を使いながらプログラムを作成する方
法やデバッグする方法などをチュートリアルとして紹介
しています。

変数の内容をLEDに出力するプログラム5-1
LCDを使ったHello Worldプログラム5-2
非同期式シリアル通信とADコンバータープログラム5-3
ADCの値を7セグメントLEDに表示するプログラム5-4
非同期式シリアル通信割込を使用したプログラム5-5
ICD機能を使ってデバッグを行う5-6
16F1827の内蔵発振子と浮動小数点を使うプログラム5-7
スロットマシンプログラムを作ってみよう5-8
PIC18F14K50を使ってUSBキーボードを作ろう5-9
PIC12F1822を使って蝋燭LEDを作ってみよう5-10
チュートリアルを読み終えたら5-11
ユーザー登録とアップグレードについて5-12
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5-1 変数の内容をLEDに出力するプログラム

第4章ではポート単位でHigh-Low制御する方法を紹介しました。本項では変数を用いて変数の内容をLED
に出力するプログラムを作ります。

■学習の内容
変数の宣言方法とswitch文の使い方を学習します。

■プログラムの内容
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2つ、aとbを用意して、スイッチ入力RC0がLの時は変数aの値を、RC0がHの時は変数bの値をPORT
Dに出力するようにしてみます。

■プロジェクトを作成しましょう
プロジェクトはチュートリアル毎に毎回作成しますので本5-1でのみ紹介します。他のチュートリアルも
同様の手順です。

新規にプロジェクトを作成します。1
メニューバーから"Project"→"New Project"をクリックします。

プロジェクトウィザードが表示されます。そのまま"Next"を押して続行します。2
ここでプロジェクト名や保存ディレクトリ、使用するデバイスの型式や動作周波数の設定などを行い
ます。

プロジェクト名を"Lesson1"などとわかりやすい名前を付けます。
プロジェクト名には日本語、全角文字などの2バイト文字は使用できません。必ず半角英数字にしま
す。また、名前の先頭には数字は付けられません。ご注意ください。

保存ディレクトリを指定はわかりやすい所にあらかじめフォルダを作っておき、そこに保存するとあ
とから分かりやすくなります。こちらも日本語を含むディレクトリは指定できませんのでご注意くだ
さい。

デバイス名を選びます。ここではPIC18F45K22を使用するので"P18F45K22"を選択します。

クロック周波数はPICD-700SXに付属している8MHzの水晶発振子を使いますので8MHzとします。
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上図のように設定されているか確認して、間違いがなければ“Next”を押して続行します。3

“Select exiting files you want to add to project”の画面はそのまま何もせず“Finish”ボタンを押4
します。

“Open Edit Project window to set Configuration bits”にチェックを入れたのでコンフィギュレー
ションビットの設定ウインドウ（Edit Project）が開きます。
本マニュアル23～24ページに記載されている内容を参照して設定を行ってください。
基本的にはそのままで問題ありませんが、23～24ページに記載されているチェック項目だけは確認
しておきます。

※別のプロジェクトが開いた状態で新規にプロジェクトを作成すると複数のプロジェクトがProject Mana
gerに表示されます。基本的には太字で書かれているプロジェクトがカレントプロジェクトですが間違えや
すいので使わないプロジェクトは閉じておきましょう。
複数のプロジェクトが表示されている場合には閉じたいプロジェクト名を右クリックしてメニューから“Cl
ose Project"を選択します。

。例えば上図のような場合には“TEST45K22.mcppi”の方を閉じます
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■プログラムを書いてみましょう
次のようにプログラムを書いてみましょう。
記述するのは、下の四角い枠の中です。右側は、プログラムの解説です。

プログラムは以上です。
なおすでにコンフィギュレーションビットの設定は完了していますが、後から設定を変更・確認したい場合
にはメニューバーの"Project"→"Edit Project"からウインドウを開くことができます。

■プロジェクトに正しくソースプログラムが登録されているか確認しましょう

サイドメニュータブから"Project Manager"をクリックします。1

現在開かれているプロジェクトに登録されているファイルの一覧が表示されます。2
この中から"Sources"のツリーに今回作成したソースファイル(拡張子.cのファイル)が登録されている
か確認します。ツリーを展開して下図のようにファイルが表示されない場合には登録できていません。

(){void init

ANSELC = 0;
ANSELD = 0;
TRISD = 0 ;
TRISC = 0x01;
LATD = 0 ;

}

(){void main
int a ,b ;

a = 80 ;
b = 190 ;

init ;()

( ){while 1

( ){switch PORTC.B0
case 0:

LATD = a;
break;

case 1:
LATD = b;
break;

}

}

}

マイコンを初期化する関数を作る ①

PORTCの全ビットをデジタルIO ②

PORTDの全ビットをデジタルIO

PORTDは全ビット出力ポートに設定 ③

RC0だけ入力ピンに設定 ④

LATDレジスタを0に初期化 ⑤

Main関数

int型変数、aとbを宣言 ⑥

変数aに80を代入

変数bに190を代入

init関数を呼び出し ⑦

while文で永久ループ

switch文 評価式はRC0の状態 ⑧

RC0が0、すなわちLowの場合 ⑨

LATDレジスタに変数aの値を代入 ⑩

case0 の内容はここまで

RC0が1、すなわちHighの場合

PORTDに変数bの値を代入

case1 の内容はここまで
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ソースファイル（拡張子.c）がSourcesツリーの下に
登録されているか確認します。

登録できていない場合には、"Sources"を右クリックして、"Add File To Project"をクリックして、3
ソースプログラムを登録してください。

■PICD-700SXの設定を確認しましょう
HEXファイルを書き込む前にPICD-700SXボードの各種設定を行いましょう。

・PORTDはLEDに接続します。
・RC0は定常時プルアップに設定しHレベルとします。タクトスイッチが押された時にGNDに接続されL
レベルになるようにアクティブLow設定にします。次のように設定してください。

①スイッチを押した時GNDに接地されるように設定します
J17をGND側にセット

②PORTDのLEDを点灯させます
SW3の"PORTD"をONにセット

③RC0だけプルアップします。
RC0スイッチを"UP"側にセット

ボードの設定が正しくないとプログラムは期待通りに動作しません。
あらかじめ設定を確認してからプログラムを書き込むようにします。
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■ビルドと書き込みを実行しましょう
メニューバーの"Build and Program"ボタンを押します。

"Build and Program"ボタン

"Build and Program"ボタンを押すとプログラムがビルドされエラーがなければそのまま書き込みソフト
のmikroProg Suiteが起動してそのままプログラムが書き込まれます。
もしビルドだけをしたい場合には、“Build"ボタンを押します。

画面下部のメッセージウインドウにコンパイル結果が表示されます。エラーがなければ、ビルドに引き続
き書き込みが実行されます。エラーが表示された場合には、内容に間違いがないか確認してください。

■動作を確認してみましょう
RC0のスイッチを押していない時、すなわちRC0がHレベルの時は変数bの値、すなわち190の2進値がLE
Dに出力されてます。190を2進数にすると 「10111110」ですのでRD0とRD6が消灯、その他が点灯し、
ている状態になります。
●○●●●●●○ のような点灯パターンです （●=点灯、○=消灯）。

RC0のスイッチを押してみましょう。今度はRC0がLレベルになりますので変数aの値、すなわち80がLE
Dに出力されます。80は2進数にすると 「01010000」ですので、RD4とRD6だけが点灯して、その他、
が消灯します。
○●○●○○○○ のような点灯パターンです。

うまく動作を確認したら変数の値を変えて再度実行してみてください。正しく変数の値がPORTDのLED
にあらわれることを確認します。なおPORTDは8ビットですから設定できる値は2進数で00000000～11
111111です。これは10進数にすると0～255ですので変数に入れる数値の範囲はこの範囲内にします。

■プログラムの解説

① マイコンの初期化を行う関数を新たに作っています。
voidは戻り値なしを意味します。戻り値、引数なしの関数です。ある同一の機能や作業をするプログ
ラムや設定の場合には関数にまとめると後からプログラムの可読性がよくなります。

② ANSELxレジスタはポートのアナログ電圧入力ピン設定を行うレジスタです。
該当ビットに0を代入するとデジタルIOピンとなります。1だとアナログ電圧入力ピンとなります。
ここではPORTCとPORTDの全ビットをデジタルIOとして設定しています。

③ TRISxレジスタはピンの入出力方向を設定します。該当ビットが0の時は出力ピンに、1の時は入力ピ
ンになります。ここではPORTDは全ビット出力ピンとして設定しています。

④ RC0だけ入力ピンにしたいのでTRISCレジスタに1を代入しています。
1は2進数で00000001ですのでRC0だけ入力ピンとなります。
なお0x01として"0x"は16進数リテラルの表記に用いられる接頭辞です。TRISC = 1としても同じこ
とですがここでは16進数表記としてみました。
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なお2進数で記述したい場合には TRISC = 0b00000001 と記述することもできます。

⑤ LATxレジスタはポートの出力状態を設定するレジスタです。似たようなレジスタにPORTxレジスタが
あります。PORTxレジスタはピンの入力状態を読み取ることができますがLATxレジスタは出力状態だ
けを設定するレジスタです。出力の値を設定したい場合にはLATxレジスタを使うようにしましょう。
ここでは初期値として0を代入してPORTDすべての出力を0にしています。

⑥ int型変数を宣言しています。
C言語ではプログラム中で使用する変数はすべてあらかじめ宣言しておかなくてはなりません。宣言
の際には「型 変数名；」という書式となります。同一の型であればカンマ（ ）で複数記述できま，
す。

⑦ init関数をコールします。ここで処理はinit関数に移動し各レジスタの設定が行われます。
init関数先のすべてのプログラムが終了するとプログラムが戻ってきます。

⑧ switch文です。switch文はif文と同様、条件式を評価し処理を分岐するものですがif文との大きな違い
は評価する式の値によって複数の分岐先を設定できる点です。if文では、条件式が真か偽かの2通りし
か判別できませんがswitch文では条件式の値によりいくつでも分岐先を指定することができます。

最初に条件式の値を評価します。評価した値をcase部の定数と比較し一致していればそのcase部に対
応する実行文に制御を移します。break文があるとその時点でswitch文を抜け出します。
case部で記述する定数の最後には、:(コロン)を記述します。; (セミコロン)ではないので注意してく
ださい。ここでは、評価式として"PORTC.B0"を指定して、RC0を評価しています。
mikroCでは「ポート名.Bビット」でポートの任意のビットを指定します。

case 0: によってRC0が0の場合、すなわちLレベルの場合ここのルーチンが実行されます。
switch文のcase内ではbreak文によってswitch文を抜けることができます。

⑨ LATDレジスタに変数aの値を代入演算子(=)で代入しています。
PORTDに変数aの値が出力されます。

⑩ 同様にしてRC0がHレベルになった場合にはcase 1:のルーチンが実行され変数bの値がPORTDに出力
されます。

（条件式）switch
{

case 1 :定数式
{

1 ;実行文
break ;

}

case 2 :定数式
{

2;実行文
break ;

}

default :
{

;実行文
}

}
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5-2 Hello Worldプログラム

LCD（液晶ディスプレイ）に文字を表示する方法です。

■学習の内容
、 。このプログラムでは LCD関連の組込関数を使用してPICD-700SX上のLCDに任意の文字列を出力します

配列とポインタの使い方を学習します。

■プログラムの内容
PICD-700SXのLCD1行目に"Hello"という文字列を、2行目に"World"という文字列を表示させます。

■組込関数の利用
mikroCは、多くの各種ライブラリを用意しています。これらのライブラリを使うことでPICで使うこと
が想定されるほとんどの機能をプログラムとして簡単に記述できます。

mikroCには豊富な組み込み関数が用意されています。これらのライブラリを使うことで多くの複雑な処
理を簡単なプログラムで実現できます。
組み込みライブラリにはあらかじめ組み込まれているものと、あとからLibstock(https://libstock.mikr
oe.com/)というサイトから公開されているライブラリを追加することも可能です。

プログラム内で利用するライブラリは必ず使用前（記述前）に“Library Manager"という部分でチェック
をしておきます。忘れるとライブラリが利用できずコンパイル時にエラーになってしまいます。
ここでは新しいプロジェクトを作成してその追加方法を確認しておきましょう。

先ほどのチュートリアル5-1と同様にプロジェクトを新規に作成します。
プロジェクト名は“Lesson2”や“LCD̲TEST”など分かりやすく簡潔なものとしてください。

プロジェクトを作り終えるとウインドウ右側に“Library Manager”というタブが表示されます。

。 。ここで使用するライブラリを追加していきます ツリーの“System Libraries"をクリックして展開します
ここに表示されているものは、mikroCに組み込まれている標準のライブラリです。

今回のプログラムではLCDを使いますので、一覧の中にある“Lcd”と“Lcd̲Constants”にチェックを入れ
ます。

これでLCD関連のライブラリを利用することができます。プログラムを書いてみましょう。
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■プログラムを書いてみましょう

書き終えたらビルドして書き込みをしてみてください。LCDに文字が表示されます。
LCD以外の機能は使わないのでそのような場合にはすべてのディップスイッチをOFF位置にしておきま
す。LCDのバックライトLEDの電源はSW4の6番ですのでここだけONにしておきます。

■プログラムの解説

① main関数の前にsbitタイプを用いてLCDの物理的な配線状態を定義します。
sbitタイプはマイコンのSFR(内部のレジスター)の特定のビットに対してアクセスするため機能を提供
します。ここでは、その1つの使い方としてLCDの接続状態をあらかじめ定義しています。
sbitは、TRISレジスタに対しても特別な書式として記述することができます。sbitの書式は下記の通
りです。

sbit bit̲name at R<port-letter><bit-position>̲bit;
sbit bit̲name at TRIS<port-letter><bit-position>̲bit;

LCD関数を使用する場合にはmain関数の外で、sbitタイプを用いて配線状況を定義しておく必要があ
ります。
ここではPICD-700SX内部の配線をもとにLCDとの結線情報を定義しました。

sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

() {void main
char txt_a = "Hello";[]

char txt_b = "World";[]

ANSELB = 0;

Lcd_Init ;()
Lcd_Cmd _LCD_CLEAR ;( )

Lcd_Cmd _LCD_CURSOR_OFF ;( )

Lcd_Out 1,1,txt_a ;( )

Lcd_Out 2,1,txt_b ;( )

}

LCDの物理的配線を指定する記述 ①

char型配列に文字列を初期値として代入して宣言 ②

〃

PORTB全ピンデジタルI/Oモードに設定 ③

LCDを初期化

LCDの制御コマンドの送信、LCDをクリアー ④

〃 LCDのカーソルをOff

Lcd_Out関数でchar型配列の文字列をLCDに出力 ⑤

〃
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② char型配列を宣言しています。
char型は文字を扱う8ビットの型です。C言語では文字はASCIIコードにて扱われます。変数は、RAM
上に1つのメモリー領域を確保しますが、配列では連続したメモリー領域を確保します。よって、連
続性のあるデータなどは配列として扱うのが一般的です。
通常配列を宣言する際には要素数（インデックス値）を［ ］内に入力しますが ［ ］内を空欄に、
すると自動的に要素数が設定されます。配列や変数を宣言する際に初期値を代入できますが、char型
に限り文字列で初期化できます。"（ダブルクォーテーション）で囲むと文字列として認識されます。

③ PORTBは全ビットデジタルI/OピンにしたいのでANSELBレジスタに0を代入しています。

④ Lcd̲Cmd( )関数は、LCDの制御コマンドを送信する関数です。
コマンドの詳細は、mikroCのマニュアルに一覧が記載されています。ここでは、画面をクリアーする
コマンドと、カーソル（描画位置に点滅するカーソル）を表示しない設定にしています。
※mikroCのマニュアルは、"Help"→"Help"で見ることができます。

⑤ Lcd̲Out( )関数は、Lcd(行,列,char型ポインタ)で使用するLCDに出力する関数です。
行、列を指定し、char型ポインタを指定してます。

■配列とポインタについて

配列は、連続したメモリー領域にスペースを確保する仕組みです。
変数を宣言するとメモリー上に格納スペースが割り当てられます。しかしこの作業はコンパイラーが
自動的に行うものであり、開発者はどの変数がメモリー上の何番地に割り当てられたかは分かりませ
ん。
しかし、文字列は連続したデータの必要があります。そのためメモリー上では連続した領域にエリア
を確保する必要があります。そこで配列を用いて配列の1要素に1文字ずつ文字を代入します。コンパ
イラーは配列の先頭位置と、最後の位置が分かれば、その区間を連続して出力すれば、文字列として
出力することができます。配列は下記の書式で宣言できます。

配列名だけを指定するとその配列の要素数0のアドレス値が参照されます。
要素数0のアドレスが分かればあとのデータは連続するアドレスに格納されていますので、配列のサ
イズさえ分かればデータの連続性を損なわずにデータを取り出すことができます。ここでポインタと
いう概念とリンクします。

ポインタというのは通常の変数と異なり、変数に格納されている値を参照するのではなく、その変数
に割り当てられているメモリー領域上のアドレスを参照する仕組みです。
例えば、 int a = 30; と宣言した場合、int型変数aは初期値に30が代入された状態で、メモリー領
域上のどこかに配置されます。一般的に開発者は変数aを参照しても30という代入された値は分かり
ますが、変数aがメモリー上の何番地に配置されているのかは分かりません。

ポインタ変数は、ある変数のアドレス値だけを専門に扱う変数です。よってポインタを用いると、こ
の変数aのアドレス値が分かります。アドレス値が分かれば、アドレス値を指定してその変数へアク
セスすることもできます。またアドレス値から直接、値を参照することもできます。

配列とポインタとは深い関係があります。配列は連続したメモリー領域に値を格納するための仕組み
。 、 。でした 配列の要素0を指定すれば あとはサイズが分かれば自然と連続したデータが取り出せます

= 0, 1, ;型 配列名［要素数］ {初期値 初期値 ・・・}
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番地 5 6 7 8 9 ・・・
H E L L O
↓

メモリー5番地（要素0）に入っている文字は“H”
5番地を先頭にして順番に5バイトを取り出せばおのずと“HELLO”という文字列が取り出せる

要素0のアドレス値が分かればいいわけです。
そこでポインタが登場します。ポインタ変数は、アドレス値を指し示す変数です。配列の要素0をポ
インタ変数で指定すれば、その配列を参照できるということになります。

実は配列は配列名だけを記述すると（ 要素数］を記述しないと）その配列の要素0のアドレス値を指［
し示すポインタになるのです。
そのため、先ほどの Lcd̲Out(1,1,txt̲a)では配列の名前だけを記述したわけです。

↑
配列名だけを記述した、これは実はポインタだった！

C言語では、ポインタ変数を宣言する場合には、変数名の前に*（アスタリスク）を付けます。ある変
数のアドレス値を取得したい場合には、変数の前に&演算子を付けます。下記に例を示します

①は、変数の宣言です。ポインタ変数pはint型変数のアドレス値を扱うためのものです。
"*"が付いた変数は「アドレス格納専門の変数」です。

②で、ポインタ変数pに変数aのアドレス値を代入しています。ポインタ変数pには*が付かないことに
注意します。変数の前に"&“がついていた場合には「その変数のアドレスを参照している」と覚えて
ください。

③ではポインタ変数pが指し示すアドレスに割り当てられている変数、つまりは変数aに100を代入し
ています。ポインタ変数が指し示す先のアドレスに値を代入する場合には、ポインタ変数に"*"を付け
ます。
指定したポインタ変数のアドレスに値を代入したい場合にはポインタ変数の先頭に“*”をつけます。

さらに、ポインタ変数の指し示す先の変数、すなわち変数aの値に1を加算していますので、変数bの
値は、101になります。

ポインタはその扱いがややこしくC言語を難しくしている1つです。

int a, b ;
①int *p ;

②p = &a ;

*p = 100 ;
③b = *p + 1 ;
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■ライブラリの補足
mikroCは豊富な標準のライブラリが搭載されています。プロジェクトを新規に作成するとライブラリの
チェックはすべて外れています。つまりそのままではライブラリは使えないということになります。

プログラム内で使うライブラリについて“Library Manager”のツリーでチェックを入れて使用します。
チェックを入れずに関数を記述すると 「未定義の文字列」という意味で関数の下に赤い波線が表示され、
ます。

関数を記述した時に、その文字の下に赤い波線が表
示される場合にはライブラリが追加されていない

、 。か 構文にエラーがありますので確認してください

またライブラリを追加しないでビルドすると下図の
ように“Undeclared identifier・・・・”エラーが表
示されビルドに失敗します。
ライブラリを使った場合にはチェックを入れ忘れて
いないかどうかをよく確認してください。

ところで、それではライブラリーは使わなくてもチェック忘れを防ぐために全て含めておけばいいので
は？と思われますが、そうするとビルド時に不必要なプログラムが追加されHEXファイルのサイズが大き
くなってしまいます。ライブラリの追加はプログラム内で使用するものだけにするようにしてください。
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5-3 非同期式シリアル通信とADコンバータプログラム

■学習の内容
非同期式シリアル通信(UART)を使用したプログラムを作ります。ADコンバーター及び変数の値をLCDに
表示する方法も紹介します。型変換も利用してみましょう。

■プログラムの内容
、 。ADコンバーターのチャンネル2(AN2=RA2)からアナログ電圧値を読み込み その値をLCDに表示します

またUART経由で文字"A"を受信すると、ADコンバーターの値をUARTで文字列として出力します。

■ライブラリの追加
ADコンバーター関連のライブラリと、UART通信のライブラリ、型変換のライブラリを使います。
ライブラリマネージャーで次のライブラリにチェックを入れてください。

・ADC
・Coversions
・C̲String
・Lcd
・LCD̲Constants
・Sprintf
・UART

■プログラムを書いてみよう

sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

(){void init

ANSELA = 0x04;
ANSELB = 0;
ANSELC = 0;
ADCON0 = 0x09;
ADCON1 = 0;
ADCON2 = 0x80;
TRISA = 0x04;
TRISD = 0;

LCDの配線定義

初期化関数

RA2(AN2)をｱﾅﾛｸﾞ入力に設定

PORTBは全ビットデジタルIO

PORTCは全ビットデジタルIO

ｱﾅﾛｸﾞ入力ピンとしてAN2を設定 ①

ADCの基準電位は内部のVdd-Vss ②

ADCの結果は右詰 ③

RA2だけ入力ピン
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LCD_Init ;()
LCD_Cmd _LCD_CURSOR_OFF ;( )

LCD_Cmd _LCD_CLEAR ;( )

UART1_init 9600 ;( )

delay_ms 100 ;( )

ADC_init ;()
}

(){void main
unsigned char u_rec;
unsigned int ad_res;
char disp 7 ;[ ]

char send_data 20 ;[ ]

unsigned short i;

init ;()

( ) {while 1
AD_Res = ADC_Get_Sample 2 ;( )

IntToStr ad_res,disp ;( )

LCD_Cmd _LCD_CLEAR ;( )

LCD_Out 1,1,Ltrim disp ;( ( ))

delay_ms 10 ;( )

( ()) {if UART1_Data_Ready
u_rec = UART1_Read ;()
( ){if u_rec == 'A'
sprintf send_data,"ADC_Value: %s¥r",Ltrim disp ;( ( ))

UART1_Write_text send_data ;( )

}

}

}

}

LCD初期化

UART1を9600bpsで有効 ④

0.1秒のディレイ

ADｺﾝﾊﾞｰﾀｰ初期化 ⑤

符号なしchar型変数宣言

符号なしint型変数宣言

配列

配列

初期化関数呼び出し

ループ

AN2の電圧値をADCで取得 ⑥

int型を文字列型に変換 ⑦

左ﾄﾘﾑしてLCDに表示 ⑧

ちらつき防止ディレイ

UARTﾃﾞｰﾀを受信した時 ⑨

UARTﾃﾞｰﾀを変数に格納 ⑩

変数の内容が‘A’の時 ⑪

ﾃﾞｰﾀを成形 ⑫

文字列をUARTで出力 ⑬
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■PICD-700SXの設定
PICD-700SXは下記のように設定します。

①ディップスイッチSW3をすべてOFF側に設定する →LEDの使用をすべてOFF
②PORTAのプルアップを無効にするため、PORTAのディップスイッチはすべて中間位置に設定する
③J15をRA2の位置にジャンパーする

パソコンとUART通信する方法について設定します。
パソコン側にRS232Cポートがない場合にはUSB-UART変換回路を使った仮想COMポート経由でパソコ
ンと通信できます。もしパソコンにD-SUB9ピンのRS232Cポートが付いていればパソコンとPICD-700
SXのRS232Cポートを全結線ストレートケーブルで接続することで通信できます。

①パソコンのUSBポートと、PICD-700SXの実験用USB-UART変換USBポート(PICD-700SX基板左側面)
をUSBケーブルで接続します。

②PICD-700SXのディップスイッチSW1及びSW2を正しく設定します。
PIC18F45K22のハードウエアUARTはRC6とRC7に割り当てられています。
SW1のRC7をON側にし、その他をOFF側にセットしてください。
SW2のRC6をON側にし、その他をOFF側にセットしてください。

③ジャンパーソケットJ3とJ4を設定します。
J3及びJ4いずれも下側の"USB UART"と書かれた方にソケットをセットします。

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。
仮想COMポート番号はWindowsのデバイスドライバーで確認できます。ドライバーのインストール方法
や確認方法は本書の17～18ページをご参照ください。

■パソコン側の設定
シリアル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簡単にUAR
T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。

"USART Terminal"ボタン
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ターミナルソフトが起動します。シリアル通信をするための基本
的な設定を行います。

"COM Port Settings"グループにて通信速度やパリティの有無、
フロー制御の有無などを指定します。

最初にCOMポートの指定をします。PICD-700SXを接続したCO
Mポートをプルダウンから指定します。
今回は、通信速度9600bps、1ストップビット、ノンパリティー
の設定にしますので下図のように設定してください。その下にあ
る"Data Format"の所は、"ASCII"にチェックを入れて下さい。

設定が完了したらビルドしてプログラムを書き込んでください。

■動作確認

ADコンバーターで取得した値がLCDに表示されることを確認します。1
P1の可変抵抗器を回転させると、LCDの表示が0～1023の間で表示されます。
一番左に回すと0、一番右に回すと1023になることを確認してください。

次にUART通信をしてみましょう。2
UART通信でADコンバーターの値を送信させてみましょう。シリアルターミナルソフトの"Connect"
ボタンを押すとシリアル通信が開始されます。
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ターミナルソフトの"Send"のテキストボックスに大文字でAと入力して"Send"ボタンをクリックしま3
す。

"Receive"の受信ウインドウにLCDに表示されている値と同じ文字列が表示されれば成功です。
P1のボリュームを回転させると値が変わりますので、戻り値が変わるのが確認できます。

もし"A“をSendしても何も戻り値が表示されない場合にはパソコンとPICの通信ができていないことが考
えられます。まず最初にボードのディップスイッチ周りの設定が正しいかを確認してください。
続いて、COMポートの設定が正しいか確認してください。WindowsのデバイスマネージャーでPICD-70
0SXが接続されているCOMポートが何番なのかをご確認ください。またそのCOMポート番号がUSARTタ
ーミナルで正しく設定されているか確認してください。

■プログラムの解説

① ADCON0レジスタはADコンバータ－(ADC)の入力チャンネルを選択します。
ここではAN2を選択しました。レジスタの詳細についてはデータシートをご覧ください。

② ADCON1レジスタではADCの基準電位を設定します。
基準電位は+側と-側それぞれ設定できます。外部にある基準電位を入力させることも可能ですが、こ
こでは内部のAVddとAVssに設定しました。

③ ADCON2レジスタではADCで取得した値を右詰にするか左詰にするか設定できます。
これはADCの分解能が10ビットであるためです。レジスタ1つは8ビット長なので2つのレジスタに分
けて格納することなります。通常10ビット精度がほしい時は右詰、8ビット精度でよい時は左詰とし
ます。mikroCでは常に右詰にして使用します。
またADCのクロック源を選択します。ここではクロック源はシステムクロックの1/2としました。

④ UART通信モジュールを有効にします。PIC18K45K22には2系統のUARTが搭載されています。
今回はUART1だけを使います。初期化する時に通信速度（ボーレート）を指定します。今回は9600b
psとしました。UARTの初期化をした時は必ずその後100ミリ秒程度のディレイを入れてください。

⑤ ADCを初期化しました。引数はありません。

⑥ ADC̲Get̲Sample()関数は、( )内に指定したチャンネルからAD変換の値をunsigned型で取得し、変
数に代入します。PIC18F45K22に搭載のADCは10ビット分解能なのでunsigned int型の変数に値を
代入します。
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⑦ IntToStrはint型変数の値を文字列型に変換する型変換関数です。
ADCで取得した値は符号なしのint型です。変数ad̲resに値が入っていますがこれはint型なのでその
ままでは文字列として扱えません。LCDに表示するには文字列型にする必要があるためここで変換し
ておきます。
文字列型とは、すなわちchar型の配列です。char型のdisp配列を宣言しておき、そこに変換後の文字
列を代入します。なお、配列の大きさは型変換関数によって定められており、IntToStr関数では変換
後の文字列型を格納する配列の要素数は7にすることが決まっています。

⑧ 型変換によって変換されたADCの値をLCDに表示します。
ここでLtrim関数を使って配列dispにある余計なスペース(Null)を取り払い左詰めしています。
disp配列は要素数が7なので、例えば値が"123“の場合には □□□□123 と50の前に余計なNullが
入っています。これを無くすためにLtrim関数を使っています。

この部分にスペースが入っている。

⑨ Uart1̲Data̲Ready()関数はUARTの受信バッファにデータが格納されると真になります。これをif文
で検出することでデータの受信を監視します。何らかのデータを受信した時に真になります。

⑩ char型の変数u̲recに受信データを取り込みます。1バイトサイズのデータのみ受信できます。
連続するデータの場合には、配列とポインタを使用しますが処理が難しくなります。ここでは1バイ
トだけ取得します。

⑪ UART通信で取得したデータの値が‘A’ (0x41)かどうかをif文で判定します。
if文で条件式を記述する時に使う関係演算子 == は、=が2つなので注意が必要です。
=が1つだと代入演算子となってしまい判定ができません （コンパイルでもエラーになりません！）。

⑫ UART通信で文字列を出力しますがその前に出力するデータの形式をsprintf関数で整えます。
sprintf関数は書式指定変換した出力を文字列に格納する関数です。便利なので使い方を覚えておいて
ください。
変換後の文字列を格納する配列はsend̲dataです。
文字列“ADC̲Value:” の後ろにADCの値を入れたいのでここに %s と記述します。この%sは出力フ
ォーマット指定子と呼ばれ%sは文字列（char*）を出力する指定子です。その他にもたくさん指定子
があるので本書のコラムを参考にしてください。
ADCの値の後ろには改行（キャリッジリターン）を入れますので\rを入れています。
そしてフォーマット指定子の部分に出力したい配列は ,(カンマ)の後ろに記述します。ここではLtrim
されたdisp配列を指定しています。

⑬ ⑫で整えた文字列をUARTで出力します。
UART1̲Write̲text関数は配列の内容をすべてUARTで送信する関数です。

使わない時はLCDを取り外そう

16文字2行のLCDはPORTBの各ピンを使ってコントロールされています。よってLCDを取り付けたまま
の場合、PORTBの各ピンはLCDの影響を受けます。LCDを使わない場合にはPICD-700SXから取り外し
ておきましょう （LCDの取り外し時は必ずボードの電源をOFFにした状態で行ってください。)。
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～コラム～ 出力フォーマット指定子一覧

指定子 対応する型 内容

char 1文字を出力%c

char* 文字列を出力%s

int, short 整数を10進数で出力%d

unsigned int, unsigned sho 符号なし整数を10進数で出力%u
rt

int, short, 整数を8進数で出力%o
unsigned int, unsigned sho
rt

int, short, 整数を16進数で出力%x
unsigned int,
unsigned short

float 実数を出力%f

float 実数を指数表示で出力%e

float 実数を最適な形式で出力%g

long 倍精度整数を10進数で出力%ld

unsigned long 符号なし倍精度整数を10進数で出力%lu

long, unsigned long 倍精度整数を8進数で出力%lo

long, unsigned long 倍精度整数を16進数で出力%lx

double 倍精度実数を出力%lf
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5-4 ADコンバータの値を7セグLEDに表示する

■学習の内容
チュートリアル5-3ではADコンバータで取り込んだ10ビットの値をLCDに10進数で表示しました。
本チュートリアル5-4ではLCDではなくPICD-700SXに搭載の7セグメントLEDに表示させるプログラム
を作ります。7セグメントLEDのダイナミック点灯方式の使い方とTMR0の割込について学習します。

■プログラムの内容
AN12(RB0)に印加された電圧の値をADコンバータで取得しその値を10ビット分解能(0000～1023)まで
の値として4桁の7セグメントLEDに表示させます。

■プログラムの仕組みを考えてみましょう
7セグメントLEDの駆動にはダイナミック点灯方式を使います。
ダイナミック点灯は人間の目の残像現象を利用して駆動する方法です （ダイナミック点灯方式について。
詳しく知りたい方はインターネットで検索するとたくさん紹介が出てきます ）。

PICD-700SXでは7セグメントLEDの各セグメントはPORTDに接続されています。また7セグLEDのコモ
ン端子はトランジスターを介してDISO～DIS3(各桁)がそれぞれRA0～RA3に接続されています。いずれ
も該当のピンをHレベルにすると点灯します。数字の形成は次のページの通りとなります。

7セグ側 PIC側の結線先
a RD0
b RD1
c RD2 PORTDへ
d RD3
e RD4
f RD5
g RD6
dp RD7 RA3へ

数字を形成する場合にはPORTDの次のビットをHighレベルにします。

表示数字 Hレベルにするビット PORTDの値(16進)
0 RD0、RD1、RD2、RD3、RD4、RD5 0x3F
1 RD1、RD2 0x06
2 RD0、RD1、RD2、RD3、RD4、RD6 0x5B
3 RD0、RD1、RD2、RD3、RD6 0x4F
4 RD1、RD2、RD5、RD6 0x66
5 RD0、RD2、RD3、RD5、RD6 0x6D
6 RD0、RD2、RD3、RD4、RD5、RD6 0x7D
7 RD0、RD1、RD2、RD5 0x27
8 RD0、RD1、RD2、RD3、RD4、RD5、RD6 0x7F
9 RD0、RD1、RD2、RD3、RD5、RD6 0x6F

最初に7セグLEDのDIS0に表示する数値をPORTDに出力して、RA0をHに、他をLとします。するとDIS0
には数字が表示されますが、DIS1～DIS3は消灯したままなので数字は表示されません。
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続いて、DIS1に表示する数値をPORTDに出力してRA1だけをHにします。すると今度はDIS1にだけ数字
が表示され他の桁は消灯しています。この方法でDIS0～DIS3までを約5ミリ秒程度で繰り返します。
本当は常に1桁だけの数字が点灯しているのですが、高速に繰り返しているので人間の目には残像となっ
て映るので4桁とも数字が表示されているように見えるのです。
もし仮に1桁ずつ制御した場合（スタティック点灯方式 、7本×4桁=28で合計28本のI/Oピンを使わな）
いと制御てきません。しかしダイナミック点灯であれば、7本+4桁=11で合計11本のI/Oピンで制御がで
き、ずっと効率よく回路を構成できます。

ただしダイナミック点灯の欠点は常にコモン端子の制御を行っていないと表示がおかしくなってしまうこ
とです。シングルタスクでは7セグLEDの処理におわれていると他の処理をするのが大変です。また他の
処理で遅延が発生すると表示が崩れたりちらつきを感じてしまいます。

そこで割込をうまく使ってプログラムを作ります。このプログラムではダイナミック点灯の制御にTMR0
割込を使って2ミリ秒間隔でコモン端子の制御を行いダイナミック点灯を実現します。

■プログラムを書いてみよう

↓次のページに続きます

unsigned short num 4 ;[ ]

unsigned short digit=0, cycle=1;

() {void init
TRISA = 0;
TRISB = 1;
TRISC = 0;
TRISD = 0;
TRISE = 0;

LATA = 0;
LATB = 0;
LATC = 0;
LATD = 0;
LATE = 0;

ANSELA = 0;
ANSELB = 1;
ANSELD = 0;

ADCON0 = 0x31;
ADCON1 = 0;
ADCON2 = 0x80;

INTCON = 0b11100000;
INTCON2 = 0b00000100;
T0CON = 0xC3;
TMR0H = 0;
TMR0L = 0x06;

各桁の値を入れる配列をグローバル配列として宣言①

digitは桁数指定の変数、cycleは桁制御用の変数

初期化関数ここから

各ﾎﾟｰﾄの入出力方向を設定

RB0のみ入力に設定

全LATxレジスタに0を代入してLに初期化

RB0のみアナログ電圧入力ピンとして設定

AN12(RB0)をｱﾅﾛｸﾞ電圧入力ﾁｬﾝﾈﾙとして設定 ②

基準電位は内部のAVddとAVssに接続

ADCの結果は右詰、ADCのｸﾛｯｸはFosc/2

割込に関する設定、TMR0割込を有効に設定 ③

TMR0割込の優先度を高に設定

TMR0制御レジスタを設定、分周比を1:16に設定 ④

TMR0の上位バイト

TMR0の下位バイト ⑤
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ADC_Init ;()
}

() {void interrupt

( ){if TMR0IF_bit

( [ ]){switch num digit
case 0: LATD=0x3F; break;
case 1: LATD=0x06; break;
case 2: LATD=0x5B; break;
case 3: LATD=0x4F; break;
case 4: LATD=0x66; break;
case 5: LATD=0x6D; break;
case 6: LATD=0x7D; break;
case 7: LATD=0x07; break;
case 8: LATD=0x7F; break;
case 9: LATD=0x6F; break;

}

LATA = cycle;
cycle = cycle 1;<<

if cycle 0b00001000 cycle=1;( > )

digit = digit + 1;
if digit==4 digit=0;( )

}

TMR0IF_bit = 0;
TMR0H = 0;
TMR0L = 0x06;
}

(){void main
unsigned int AD_Res,now_AD;
init ;()

( ){while 1
( ){if Ad_Res != now_AD
num 3 =AD_Res/1000;[ ]

num 2 = AD_Res-num 3 *1000 /100;[ ] ( [ ] )

num 1 = AD_Res- num 3 *1000+num 2 *100 /10;[ ] ( ( [ ] [ ] ))

num 0 =AD_Res%10;[ ]

AD_Res=now_AD;
}

AD_Res = ADC_Get_Sample 12 ;( )

}

}

ADCを初期化

割込ルーチン ⑥

TMR0IFﾋﾞｯﾄが1になった時 ⑦

num配列の各要素をｽｲｯﾁ文で判定

7ｾｸﾞLEDの数字形成のためにLATD

ﾚｼﾞｽﾀに値を代入

cycleの値をPORTAに代入して桁駆動

cycleの値を左に1つシフト ⑧

4ﾋﾞｯﾄ目が1になる時はRA3がすでにHの時

なのでRA0に点灯を戻す

桁を1つインクリメント

5桁目はないので0にクリア

TMR0割込発生フラグをクリア ⑨

TMR0のｶｳﾝﾀﾚｼﾞｽﾀに初期値を代入 ⑩

ADコンバータ用の変数を宣言

初期化関数へジャンプ

値の更新があった場合のみ動作

AD_Res変数に格納されている各桁の

値を桁毎に算出して配列に代入 ⑪

現在値と過去値を一致させる

AN12からのADCの値を取得
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■PICD-700SXの設定をしましょう

①AN12(RB0)をアナログ電圧入力として使います。J16の"RB0"にジャンパーソケットをセットします。
。 。②7セグメントLEDのコモンピンを接続します ディップスイッチSW4の1～4番スイッチをONにします

③上記以外のすべてのスイッチをOFF位置に設定します。
④液晶ディスプレイ(LCD)は取り外してください。(RB0はLCDの信号線と共用されているためです。)

②RA0～RA3(1～4番スイッチ)をONに設定

④LCDは取り
外します

①"RB0"にソケットをセット

ボードが設定できたらプログラムをビルドして書き込みを実行してください。
プログラムが動作します。

■動作確認

プログラムを書き込むと7セグメントLEDに数字が表示されます。
ボリュームP2を回転させると0000～1023の範囲で値が変化します （最小値は0001位になります ）。 。

プログラムの解説■

① 7セグLEDに表示する各桁の数値を格納する配列を作りますが、この配列にはmain関数以外の関数か
らもアクセスできるようにするためグローバル配列として宣言します。配列や変数をプログラムの先
頭部分で宣言すると、どの関数からもアクセスできるグローバル配列、変数になります。

② AN12をアナログ入力チャンネルとして設定します。
ADCの基準電位をマイコン内部のAVddとAVssに接続します。また10ビット電解能のADCの結果は右
詰としてADCの動作クロックはマイコン周波数の1/2とします。
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③ INTCONレジスタは割込に関する様々な設定をします。
周辺割込を有効にしてTMR0割込を有効に設定しています。またINTCONレジスタのビット2にはTMR
0IFビットがありTMR0割込が発生するとこのビットが1にセットされます。これを検出して、interru
pt()関数にジャンプします。

④ T0CONレジスタはTMR0の設定をするレジスタです。TMR0を有効に設定します。
TMR0は16ビットモードと8ビットモードがあります。長い時間を作りたい場合には16ビットモード
を使います。ここでは8ビットモードに設定します。すると8ビットのカウンタとなり１命令サイクル
毎にカウントアップし続けて最大値の255からオーバフローして0になる時TMR0割込みが発生しま
す。

続いて大切なのはプリスケーラーの分周比の設定です。マイコンは8MHzという高速で動作していま
。 。す これではカウンタがどんどん進んでしまうためカウントする回数を間延びさせる必要があります

それがプリスケーラーです。ここではプリスケーラーの分周比は1:16に設定します。
なお重要なのはPICマイコンの場合1命令4クロックで実行されるので1命令の実行スピードはシステム
クロックの1/4になります。8MHzクロックの場合1命令サイクルは2MHz、すなわち500ナノ秒とな
ります。

では8MHzのクロック周波数で動作するPICで2ミリ秒の割込を作るための計算をしてみます。
。 。TMR0Lレジスタは8ビットのカウンタの値を収納するレジスタです 1命令サイクル毎に+1されます

8MHz / 4 / 16 = 125KHz となり1カウントは8μ秒毎になります。
2ミリ秒にするためには 2m秒/8μ秒=250 なので250カウントしてオーバーフローすればよいこと
になります。
そこで⑤においてTMR0Lレジスタに6を代入します。これは256サイクル目でオーバーフローするの
であらかじめ6を入れておいて6からスタートさせればよいためです。(256-6=250)

これで8μ秒×250=2ミリ秒 となり2ミリ秒に1回割込が発生することになります。
実際RA0の波形をオシロスコープで観測してみると正確に2ミリ秒だけHになっていることが確認でき
ます。
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少し計算が面倒ですが実はこれをあっという間に計算できるTimer Caluculatorというツールがあり
ます。
デバイスにPIC18を指定してクロック周波数を入力、使うタイマーの種類を選択して、割込のタイミ
ングを入力して“Calculate”ボタンを押すだけです。mikroCのプログラムにそのまま貼り付けられる
計算値が表示されます。とても便利なのでぜひダウンロードしてみてください。

https://libstock.mikroe.com/projects/view/398/timer-calculator

⑥ mikroCでは割込が発生するとこの関数が呼び出されます。
割込発生で直ちにこの関数が呼び出されその内容が実行されます。割込ルーチン実行中は別の割込は
発生しません。
割込には色々な種類の割込があります。例えば今回使用したTMR0のオーバーフロー割込や、RB0外
部入力割込、UART受信割込などです。いずれの割込が発生しても必ずこの関数に処理が移ります。
よって⑦でTMR0IFビットを確認してこれが1になっていたらTMR0割込だと判断してプログラムを継
続します。

⑧ ビット演算子の<<は左シフトです。シフトとは1の値を左にずらすこと（シフトすること）を示しま
す。値0000001を左に1つシフトすると、00000010となります。
7セグLEDのコモン端子の制御はRA0～RA3の各ピンを順番に1にしていくことに他なりませんので、
左シフトを使って、それをLATAレジスタに代入することでコモン端子の制御を行っています。

⑨ 割込が発生するとTMR0IFビット(INTCONレジスタのビット2)が1にセットされます。これはプログラ
ム内で手動で0に初期化する必要があります。初期化を忘れると以後割込ルーチンが正しく動作しな
くなります。
なおTMR0Lレジスタにも初期値を入力しておきます。⑩

⑪ 変数に格納されている値の、各桁の値を算出する計算式です。
千の位は1000で割れば値が算出できます。
百の位は元の値から千の位の値を1000倍した値を引いて100で割ります。
十の位は千の位の値1000倍と百の位の値100倍を合算したものを元の値から減算し10で割ります。
一の位は元の値を10で割った時のあまりに等しいので%演算子(除算時のあまりを求める演算子)を使
ってあまりを算出しています。
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5-5 非同期式シリアル通信割込、重複割込を使用する

■学習の内容
5-3及び5-4の項で非同期式シリアル通信(以下UARTと記載)の使用方法と、割込プログラムの作り方を紹
介しました。ここでは2つをまとめUART割込を使用したプログラムの作り方を学びます。
一般的にシリアル通信では、いつデータが送られてくるか分からないのでプログラムが他の処理中でも常
にUART受信データを監視していなくてはなりません。しかし常に監視するということはループを回して
いる必要があり別の処理をしたい時にはとても不便です。
そこでUART受信割込を使用しデータが来ない時はmain関数を実行しデータを受信したら割込を発生さ
せ、割込ルーチンでデータを受信してデータを取りこぼさずに受信するようプログラムを作ります。

■プログラムの内容
UART通信で受信した最大4桁の数字（0000～9999）を7セグLEDに表示させます。
受信したUARTデータはそのままエコーバックさせて送信元へ返します。
メイン関数内ではPORTEの全ビットを100ミリ秒間隔で点滅させ続けます。
メイン関数内のループが継続されながらUART受信ができ、かつ7セグLEDのダイナミック点灯ができる
ことを確認し割込の便利さを確認します。

■プログラムを書いてみよう

unsigned short digit=0, cycle;

() {void init
TRISA = 0;
TRISB = 0;
TRISC = 0;
TRISD = 0;
TRISE = 0;

LATA = 0;
LATB = 0;
LATC = 0;
LATD = 0;
LATE = 0;

ANSELA = 0;
ANSELB = 0;
ANSELC = 0;
ANSELD = 0;
ANSELE = 0;

INTCON = 0b11100000;
INTCON2 = 0b00000100;
RC1IE_bit = 1;
RC1IP_bit = 1;
T0CON = 0xC3;
TMR0H = 0;
TMR0L = 0x06;

初期化関数

全ポートの設定、全ポートデジタルI/O

全ポート出力ピンとして設定

周辺割込有効、TMR0割込有効

USART1受信割込を有効に設定 ①

USART1受信割込の優先度を高に設定

TMR0の設定、プリスケーラーの分周比1:16

TMR0が2ミリ秒で割込発生するように設定
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UART1_Init 9600 ;( )

delay_ms 100 ;( )

}

() {void interrupt
char StopChar 3 ;[ ]

char rec_ud 10 ;[ ]

char i;

StopChar 0 = 0x0D;[ ]

StopChar 1 = 0;[ ]

( ){if RC1IF_bit

( < ){for i=0;i 10;i++
rec_ud i = 0x30;[ ]

}

digit=0;
cycle = 0b00001000;

while !UART1_Data_Ready ==1 ;( () )

UART1_Read_Text rec_ud,StopChar,255 ;( )

UART1_Write_Text rec_ud ;( )

RC1IF_bit = 0;
}

( ){if TMR0IF_bit

( [ ]){switch rec_ud digit
case 0x30: LATD=0x3F; break;
case 0x31: LATD=0x06; break;
case 0x32: LATD=0x5B; break;
case 0x33: LATD=0x4F; break;
case 0x34: LATD=0x66; break;
case 0x35: LATD=0x6D; break;
case 0x36: LATD=0x7D; break;
case 0x37: LATD=0x07; break;
case 0x38: LATD=0x7F; break;
case 0x39: LATD=0x6F; break;
default: LATD=0x3F; break;

}

LATA = cycle;
cycle = cycle 1;>>

if cycle==0 cycle=0b00001000;( )

digit++;
if digit==4 digit=0;( )

UART1を初期化、通信速度を9600bpsに設定

割込関数

デリミタの文字列を入力する配列を宣言 ②

UARTデータの受信用配列

ﾃﾞﾘﾐﾀとしてｷｬﾘｯｼﾞﾘﾀｰﾝ(0x0D)を指定 ③

ﾃﾞﾘﾐﾀ2バイト目は0を代入

UART受信割込が発生した時 ④

UART受信用配列の全要素に“0”を代入

for文で10回繰り返し ⑤

配列の桁指定用変数に0を代入→1桁目

コモンピンの制御位置(H)を4桁目に設定 ⑥

UARTでデータを受信するまで待機 ⑦

ﾃﾞﾘﾐﾀ文字を受信するまで受信を継続 ⑧

受信したﾃﾞｰﾀをエコーバック

UART受信割込フラグを初期化 ⑨

TMR0割込が発生した時 (2ミリ秒間隔)

UARTで受信したデータから各桁の内容を評価 ⑩

受信しているデータに応じて7セグLEDの

数字を形成、PORTDに数字データを出力 ⑪

桁制御ビットを右シフト ⑫

桁制御位置が0まで達したら4桁目に移動

配列の桁指定変数をインクリメント

もし4桁目に達したら1桁目に戻す
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■PICD-700SXの設定
PICD-700SXの設定は先のUART通信チュートリアルの時とほぼ同じです。

・ディップスイッチSW3をPORTEのみONに設定、そのほかはすべてOFFに設定
・SW1はRC7だけ、SW2はRC6だけをON側にし残りはOFF側に設定
・SW4はDIS0～DIS3(1～4番)スイッチをON側に設定
・その他のすべてのディップスイッチはOFFに設定

UARTでパソコンと通信しますので49ページを参照してパソコンとUSBで接続して仮想COMポートが使
えるようにしておいてください。

■動作を確認してみましょう
通信用のターミナルソフトを起動します。(メニューバーのTools→USART Terminal)

通信設定を行います。ポートを設定し、通信速度を9600に設定します。その他の設定は下図の通りにし
ます。

TMR0IF_bit = 0;
TMR0H = 0;
TMR0L = 0x06;

}

}

(){void main
init ;()

( ){while 1
LATE =~ LATE;
delay_ms 100 ;( )

}

TMR0割込フラグを初期化

TMR0Lレジスタを初期化

メイン関数

初期化関数へ

永久ループ

LATEの状態を反転 ⑬

0.1秒ディレイ
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送信するデータの終端にキャリッジリターン(0x0D)を自動的に付加してデータの終了位置を明示的にし
ますので、ターミナルソフトの"New Line Settings"の部分は、"CR(0x0D)"にチェックを入れます。
また、この設定を有効にするために"Append New Line"のチェックボックスにもチェックを入れます。
またデータファーマットはASCIIですので、"ASCII"にチェックを入れます。

"Connect"ボタンを押して通信を開始させます。

ボード上のPORTEのLED(RE0～RE2)が点滅していることを確認してください。
LEDは0.1秒間隔で点滅しています。(RE3は消灯しています)

ターミナルソフトで4桁の数字を送信してみましょう。
ここでは試しに 1234 を入力して“Send”ボタンを押してみましょう。

7セグLEDに 1234 と数字が表示されることを確認してください。
また“Receive”ウインドウに 1234 と送ったデータが戻っていることを確認してください。

試しに別の数字も送信してみてください。0を送信すると0000になります。
数字以外の文字を送信するとその桁は0になります。なお4桁以外の数字の場合には千の位から数字が表
示されます。もし1の位から表示させたい場合にはプログラムを改造する必要があります （このプログ。
ラムは4桁受信することを前提としています ）。

■プログラムの解説

① RC1IEビットはUART1割込を有効にするビットです。1を代入して有効にしています。

② デリミタとは文字列の要素で区切りを表す記号や文字のことをいいます。
mikroCのUART1̲Read̲Text関数は指定したデリミタが到達するまで受信を待機します。そのためデ
リミタを設定する必要があります。デリミタの文字列用の配列を宣言しておきます。

③ デリミタはキャリッジリターンを指定します。キャリッジリターンは0x0Dです。
なお文字列はC言語の場合必ず最後に0が含まれますので要素1には0を代入しておきます。

④ RC1IFビットはUART受信割込が発生すると1にセットされます。
ここではそれを判定しています。

⑤ UARTの受信データを格納する配列の全要素に"0“を入れて初期化しておきます。
なおASCII文字の"0“はコードで0x30です。
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⑥ このプログラムでは配列に格納される数字列は4桁目から順番になります。
例えば"1234"を送信すると配列の要素0は“1”となります。これは7セグLEDの4桁目なので4桁目から
7セグLEDの数字出力を開始する必要があります。そのためコモンピンの初期値を00001000(=0x08)
としています。

⑦ UART1̲Data̲Ready関数はUARTでデータを受信すると真になります。
ここではこの関数が真になるまで待機したいので論理否定演算子 ! を付けてUART1̲Data̲Ready関
数が偽の時はこの位置で待機するようにしています。

⑧ UART1̲Read̲Text関数は指定したデリミタが到達するまで受信を待機します。
デリミタが到達しない場合には最大で255バイト受信するまで待機します。
デリミタの指定は必ずポインタで指定します。

⑨ UART受信割込フラグを初期化

⑩ UART通信で受信したデータ配列を1要素ずつ評価します。

⑪ UART通信で受信したデータ配列の数字に応じて7セグLEDの数字を形成します。
ASCII文字で数字の“0”はコードで0x30です。“1”は0x31です。
パソコン側から送られている値は数値ではなく、文字列の数字であることに注意してください。
なお数字以外の場合には default: にジャンプしますので数字の0を7セグLEDに出力します。

⑫ このプログラムでは4桁目から制御を開始したので桁は右シフトします。

⑬ LATEの状態を反転させます。
反転させる場合にはビット演算子を使用します。
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5-6 ICD機能を使う

、 。mikroCコンパイラーとPICD-700SXを組み合わせて使用すると C言語レベルでのICD機能が使用できます
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、
動作させながらパソコン上でプログラムの動きをコントロールしながらデバッグを行う手法のことです。
例えば現在実行している行をハイライト表示させながら実機での動作が見られたり、1行ずつプログラムを
実行したり、変数やレジスタの値をリアルタイムに閲覧できます。

ICD機能はプログラムの動きを理解したり、どのように分岐しているのかなどの評価にはとても役立ちます
が、万能なツールではありません。例えばICDの実行には時間がかかるので、時間の管理が大切なプログラ
ムでは目的通りの動きをしないことがあります。ICD機能は便利ですが、簡単な解析に使うツールだという
ことです。

■ICD機能を使うには
ICD機能を使用する場合、プログラムには特に大きな変更点はありませんが、delay関数が入ったプログ
ラムは正しく動作しません。また前述の通りタイミングが関わるようなプログラムの場合、ICD実行に時

、 。間がかかるため意図したタイミング制御が得られず プログラムの動作が実際とは異なる場合があります
その他、下記の点をご確認ください。

・ICD機能を使用する場合、コンパイル時に"Build type"を"ICD debug"設定にする必要があります。
・コンフィギュレーションビットの設定でMCLRの設定を有効(Enabled)にする必要があります。

※ICDに対応していないデバイスもありますのでご注意ください。

■学習の内容
ICD機能の使用方法を学習しましょう。

■プログラムの内容
LCDに文字 "0123456789" を表示させますが、ICD機能の動作を確認するため、for文を使って1文字ず
つ表示するプログラムを作ります。
ICDで一文字ずつ表示させたりデバッグ環境で表示させる文字列をリアルタイムに変更してみます。

■プログラムを書いてみよう

sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

char text 11 ="0123456789¥0";[ ]

char i;
11要素の配列を宣言して文字列を代入して初期化
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※ポイント※
C言語は文字列型という型はなく文字列を扱う場合にはchar型配列を使うことはこれまでも解説しました。
この文字列の配列には文字列の最後を示すNULL文字が含まれている必要があります。NULL文字は\0(=0)
です。この\0を含め文字列なのでここでは10文字ですが配列は11とします。

Lcd̲Chr̲Cp関数は現在のカーソル位置から1文字ずつLCDに文字を出力します。

■コンフィギュレーションビット設定の確認と、ビルド→書き込み
これからビルドと書き込みを行いますが、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タブの"Project Settings"をクリックしてメニューを展開します。
"Build type"のチェックボックスのうち、"ICD debug"にチェックを入れます。

"mikroICD"にもチェックを入れます。

※Project Settingsのウインドウが表示されていない時は、メニューバーの"View"→"Project Settings"
にチェックを入れると表示されます。

最後にビルドして、従来どおりPICマイコンへ書き込みを行ってください。"ICD debug"オプションを指
定してコンパイルしたプログラムは、PICマイコンへ書き込んだ後にすぐには動作しません。

(){void init
ANSELB = 0;
TRISB = 0;
Lcd_Init ;()
Lcd_Cmd _LCD_FIRST_ROW ;( )

Lcd_Cmd _LCD_CURSOR_OFF ;( )

Lcd_Cmd _LCD_CLEAR ;( )

}

(){void main
init ;()

( < ){for i=0;i 10;i++
Lcd_Chr_Cp text i ;( [ ])

}

}

PORTBを全ビットデジタルI/Oに設定

PORTBを全ビット出力に設定

変数iが0～10までiを1ずつ増加させてループ

text配列の要素を0～10まで1ずつ出力

Lcd_Chr_Cp関数は現在のカーソル位置から1文字ずつ文

字を出力する関数
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■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。
LCDに何も文字列が表示が出ていないことを確認します。文字列が表示されている場合には一度PICD-7
00SXの電源を切断してLCDの画面をクリアした状態で下記を実行してください。

コードエディタのどこでもいいのでクリックしておきキーボードの"F9"キーを押します。1
メニューバーの"Run"→"Start Debugger"ても可能です。

void main(){ の行が青色バーでハイライトされます。2
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。

この状態で1行ずつ実行するステップ実行を行い、1文字ずつLCDに文字が表示されるのを確認しまし3
ょう。
キーボードのF8キーを押します。F8キーを押すたびにハイライト表示された部分が移動します。

F8キーを2回押すと、for文の所に青ハイライトが移ります。LCDに"m"と表示されます。4
さらにF8キーを何回も押すと、プログラムはFor文を繰り返し実行して、1文字ずつLCDに文字が表示
されていきます。"4"が表示されたら次の手順を実行します。

※init関数は、step over実行の場合には実行されたこととなりハイライトは移りません。もしハイラ
イトを、init関数の方に移動させて実行させる場合には、step into(F7)を実行します。

ここでウォッチウインドウを表示させます。メニューバーの“View”→“Debug Windows”→“Watch5
Window”をクリックします。ウォッチウインドウは、変数やレジスタの値をリアルタイムで閲覧でき
るウインドウです。ここでは変数iの値が1ずつ増えていく様子を確認しましょう。
変数i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---]
i (̲i)」と表示されている部分クリックします。

通常はリストの一番下の方にあります。
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Addボタンを押して、追加します。なお、リストから見つけにくい場合には、検索することもできま6
す。その場合には、"Search for variable by assembly name"の部分に ̲i と入力します。変数名
は、̲（アンダーバー）に続けて変数名を入力します。

リストに追加されるとNameとValue、Addressが表示されます。Valueの値は現在の変数iに格納され7
ている数値です。F8キーを押してFor文を実行すると、1ずつiの値が増えていく様子を見ることがで
きます。

5回程度F8キーを押して値が更新される様子を確認してください。値が更新されると赤文字になりま8
す。

この値はユーザーが自由に変更することができます。
変数iは、text配列のインデックス値となっていますので、変数iの値を変えるということは、表示する
文字を変えると言うことになります。ここでは試しに変数iの値を8にしてみましょう。

。 、 。変数i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

Edit Value: i というダイアログが表示されますので、"Representationの部分から10進数を意味す9
る"Dec"をクリックします。値を8と入力してOKボタンを押します。

変数iの値を強制的に8に変えましたので表示される文字列も変わるはずです。キーボードのF8キーを10
押して実行してみましょう。文字が変わることを確認します。
※8文字目は、8なのでLCDには、"8"が表示されます。

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。
値を適当に変更すると表示される数字が変わることを確認してください。プログラム実行中にユーザ
ーが変数の値を任意の値に変更できることを確認しましょう。
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■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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5-7 PIC16F1827の内蔵発振子を用いたプログラム

18ピンマイコンPIC16F1827を使用して内蔵発振子を使ったプログラムを作ってみましょう。

■学習の内容
PIC16F1827は18ピンデバイスの中で代表的な存在です。
内部に内蔵発振子を持っており 外部に水晶発振子を取り付けなくても最高32MHzの動作が可能です (P、 。
IC18F45K22も内蔵発振子を搭載しています。)
PIC16F1827の基本的な使い方と内蔵発振子で動作させる方法を学びます。またこれまではすべて数値は
整数でしたが、浮動小数点演算を使用した例を説明します。

■プログラムの内容
内蔵発振子にて8MHzの動作クロックを作り、これを4逓倍させて32MHzで動作させます。
ADコンバーターのAN1(=RA1)からアナログ電圧を取り込み、電圧値に変換してLCDに表示させます。

■新規にプロジェクトを作成しましよう
これまでのチュートリアルと同じように新規にプロジェクトを作成しますが、今回はPIC16F1827を使用
するため、"Project"→"New Project"から設定するデバイスの項目が変わります。

まずは新規にプロジェクトを作成してください。
ウィザードのデバイス選択プルダウンから"P16F1827"を選んで下さい。
クロック周波数は32MHzとしてください。

PIC16F1827の内蔵クロック発振子の周波数はプログラム内でOSCCONレジスタに値を代入することで
設定します。ここで設定する周波数は、PLLによって周波数を逓倍する場合には必ず逓倍後の実際に動作

。 。する周波数を設定します 今回の例では内蔵発振子8MHzをPLLにて4倍するので32MHzを指定しました

■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の設定を行います。

コンフィギュレーションビットの設定ウインドウが開いたら次のように設定します。1
自動的に設定ウインドウが開かなかった場合にはメニューバーの"Project"→"Edit Project"をクリッ
クして表示させます。

最初に"Default"ボタンを押して設定をデフォルトにておきます。2
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下の項目のみ設定を変更しましょう。その他は変更しないでおきます。3

・Oscillator Selection INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin
・Power-up Timer Enable Enabled
・PLL Enable Enabled

Oscillatorの設定で"INTOSC...."として発振子の種類を内蔵発振子に設定します。
"PLL Enable"は4逓倍機能の有効設定です。PLLを有効にすると発振子から供給されたクロックが4逓
倍されます。
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■プログラムを書いてみよう

sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

() {void main
unsigned int AD_Rec,Val_Old = 0;
float Voltage;
char Disp_Volt 13 ;[ ]

ANSELA = 0x02;
ANSELB = 0;
ADCON0 = 0x09;
ADCON1 = 0;
OSCCON = 0xF2;

Lcd_Init ;()
Lcd_Cmd _LCD_CLEAR ;( )

Lcd_Cmd _LCD_CURSOR_OFF ;( )

( ){while 1
AD_Rec = Adc_Read 2 ;( )

( ){if AD_Rec != Val_Old
Voltage = AD_Rec * 0.00458984375;
FloatToStr Voltage,Disp_volt ;( )

Lcd_Cmd _LCD_CLEAR ;( )

Lcd_Out 1,1, Disp_volt ;( )

Lcd_Chr_Cp 'V' ;( )

Val_Old = AD_Rec;
delay_ms 100 ;( )

}

}

}

main関数

符号なしint型変数を宣言

浮動小数点型変数を宣言 ①

要素数13のchar型配列を宣言

RA2をアナログ入力ピンとして設定 ②

AN2に設定し、AD変換用クロックを設定 ②

Vref+をVddに、Vref-をVssに設定 ②

発振子を内蔵発振子8MHzに設定 ③

LCD初期化

LCDクリアー

LCDカーソルOFF

永久ループ

AN1よりアナログ電圧値を取り込み

AD_RecとVal_Oldの値が等しくない場合 ④

AD変換値に0.00458984375を乗算 ⑤

LCDに表示するためfloat型を文字列に変換 ⑥

LCDをクリアー

電圧値をLCDに表示

電圧値の後ろに文字Vを表示

現在のAD_Recの値をVal_Old変数に代入

LCDちらつき防止のため100msの遅延
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■ビルド及び書き込み前の準備
プログラムを書き込む前にPICD-700SXの準備をしましょう。

①PIC16F1827を装着する
PICD-700SXにPIC16F1827を装着しましょう。PIC18F45K22が装着されている場合には必ずPICD-
700SXの電源を切った状態でPIC18F45K22をソケットから外します。
外す際にはICの足が折れないようIC外し専用の工具を使用するとよいでしょう。工具がない場合にはマ
イナスドライバー等でゆっくりICとソケットを痛めないように外してください。

PIC16F1827は、"DIP18B"と印刷されたICソケットに装着します。18ピンデバイスには足の配置が異
なるデバイスがあるため、PICD-700SXではどちらのデバイスにも対応できるよう18ピンのICソケッ
トを2つ用意しています。ICの1ピン位置が"RA2"と印刷された方向になるようにデバイスを装着して
ください。

1ピンの位置

②MCLRピンの設定をする
PICD-700SXでは、40ピンと28ピンのデバイスを使用する場合と、18ピンのデバイスを使用する場合
では、MCLRピンの位置が異なるため、ジャンパーソケットで設定をあらかじめしておく必要がありま
す。設定は、ジャンパーJ1とJ2によって行います。(J1,J2はボード中央一番上にあります。)

DIP40 DIP18A DIP20
DIP28 DIP18B DIP14

DIP8

今回は18ピンのデバイスですので、J1及びJ2とも中央の位置にソケットをセットしてください。
この設定を間違えたり、忘れていたりするとプログラムが書き込めない原因となります。ピン数の異な
るデバイスを使う場合には設定が必要であると覚えておいてください。
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③内蔵発振子用にジャンパーソケットを設定する
この設定では必須ではありません。クロック源を内蔵発振子にした場合、外部発振子を接続するための
RA6とRA7はIOピンとして使用できるようになります。その場合には、ボードのJ13の設定が必要にな
ります。
IOピンとして使いたい場合にはJ13のジャンパーソケットを2つともI/O側にセットしてください （発。
振子は取り外しても結構です ）。

2つのソケットを"I/O"側にセットする

④J15のジャンパーをRA2にセットする
P1のボリュームを使用して印加する電圧を調整します。J15のRA2の部分のジャンパーをソケットでシ
ョートしてください。

④すべてのディップスイッチをOFF側に設定してください。

■プログラムの解説

① 浮動小数点は、4バイトサイズの小数点を扱える型です。使用する場合にはfloatに続けて変数名を記
述して宣言します。

② PIC16F1827ではADコンバーターの設定はANSELA、ANSELB、ADCON0、ADCON1の3つのレジス
タを組み合わせて設定します。ここではアナログ電圧入力チャンネルをAN2に設定しています。AN2
はRA2です。基準電圧のVref+と、Vref-は、VddとVssにそれぞれ設定しています。そのため10ビッ
トADコンバーターのスケールは0V～5Vとなります。
設定の詳しい内容は、PIC16F1827のデータシートをご参照ください。

③ 内蔵発振子を使用する場合OSCCONレジスタでクロック周波数の設定が必要です。
ここではクロック周波数を8MHzに設定しています。

④ LCDに表示の内容は値に変動がない場合、はちらつき防止のため表示は更新しないほうが見やすくな
ります。1回前にサンプルした値と現在サンプルした値を比較して等しくない時、すなわちADコンバ
ータの値が変わった時のみ表示が更新されるようにしたif文です。
!=演算子は、2つの評価式が等しくない時に真になります。

⑤ AD変換で読み取った値に0.00458984375を乗算して電圧値を擬似的に算出しています。
基準電圧のVref+とVref-にVddとVssを使用しているため、PIC16F1827のVddとVss間の電圧をテス
ターで計測しその値を1024で割った値を記述します。実測値で4.7Vであったため、4.7÷1024でこ
の値としました。
本来高精度な基準電圧が印加できれば、より精度の高い電圧値を算出できます。10ビットの分解能を
もつADコンバーターなので、1024で除算した値がきっちりとした値になる基準電位が望ましく、例
えば4.096VをVref+の基準電圧とすれば、ADコンバーターで取得した値に0.004を乗算すれば正確な
電圧値を算出できるようになります。

⑥ float型の変数に入った値を文字列にするため、変換しています。
FloatToStr（）関数では、要素数13のchar型配列に文字列を格納します。
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5-8 スロットマシンプログラム

ここまでのチュートリアルを元にして簡単なスロットマシンプログラムを作ってみます。
多重割込の処理方法などを確認してください。

■学習の内容
TMR0割込とTMR1割込両方を使い制御を行います。別々のタイミングで発生するタイマー割込が正しく
処理されることを確認します。なおPIC18F45K22使い、クロックは内蔵発振子8MHzを4逓倍して32MH
zで動作させます。

■プログラムの内容
リセット時は7セグメントLEDには0000を表示させておき、スタートスイッチ(RC0)を押すと7セグメン
トLEDにランダムな数字4桁が次々に表示されます。数字の更新速度はAN12(RB0)に接続されたボリュー
ムによって変えられるようにします。
ストップスイッチ(RC1)を押すと1桁ずつ1の位から数字が停止します。ストップスイッチを4回押して4
桁全ての数字をストップさせます。
リセットスイッチ(RC2)を押すと数字が0000にリセットされます。

■プログラムを書いてみよう

#define START_SW PORTC.B0
#define STOP_SW PORTC.B1
#define CLEAR_SW PORTC.B2

unsigned short num 4 ;[ ]

unsigned short digit=0, cycle=1;

int slot_num;
char stop_digit;

unsigned int AD_Res;

() {void init
OSCCON = 0b01100100;
PLLEN_bit = 1;
TRISA = 0;
TRISB = 1;
TRISC = 0b00000111;
TRISD = 0;
TRISE = 0;

LATA = 0;
LATB = 0;
LATC = 0;
LATD = 0;
LATE = 0;

ANSELA = 0;
ANSELB = 1;

文字列にそれぞれGPIOを割り当て ①

各桁の数字格納用配列

スロット値を格納するint型変数

ストップする桁を制御する変数

ADコンバーターの取得値を格納する変数

初期化関数

内蔵発振子を8MHzで使用

PLLを有効に設定 ②

RC0～RC2を入力ピンに設定
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ANSELC = 0;
ANSELD = 0;

ADCON0 = 0x31;
ADCON1 = 0;
ADCON2 = 0x80;

INTCON = 0b11100000;
INTCON2 = 0b00000100;

T0CON = 0xC5;
TMR0L = 0x06;
TMR0IE_bit = 1;

T1CON = 0x31;
TMR1IF_bit = 0;
TMR1H = 0x3C;
TMR1L= 0xB0;
TMR1IE_bit = 1;

stop_digit = 0xFF;
num 0 = 0;[ ]

num 1 = 0;[ ]

num 2 = 0;[ ]

num 3 = 0;[ ]

ADC_Init ;()

}

(){void interrupt

( ){if TMR0IF_bit

( [ ]){switch num digit
case 0: LATD=0x3F; break;
case 1: LATD=0x06; break;
case 2: LATD=0x5B; break;
case 3: LATD=0x4F; break;
case 4: LATD=0x66; break;
case 5: LATD=0x6D; break;
case 6: LATD=0x7D; break;
case 7: LATD=0x07; break;
case 8: LATD=0x7F; break;
case 9: LATD=0x6F; break;

}

LATA = cycle;
cycle = cycle 1;<<

ADコンバーターの設定

AN12を入力に設定

全て以前のチュートリアルと同一

割込設定、TMR0割込有効

TMR0割込の設定 2mS間隔で

割込発生するように設定

TMR0割込有効化

TMR1割込の設定 10mS間隔で

割込発生するように設定 ③

TMR1割込有効化

停止桁指定変数の値を0xFFとして設定

全ての数字は初期値0

ADコンバーター初期化

割込ルーチン

TMR0割込発生時はここから

配列numの各要素の値から

7セグメントLEDの数字を出力

7セグLED桁制御用のコモンピンの制御

コモンピンの位置を左にシフト
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if cycle 0b00001000 cycle=1;( > )

digit++;
if digit==4 digit=0;( )

slot_num = rand ;()

TMR0IF_bit = 0;
TMR0H = 0;
TMR0L = 0x06;

}

( ){if TMR1IF_bit

( ){switch stop_digit
case 0b00000001:
num 3 = slot_num/1000;[ ]

num 2 = slot_num-num 3 *1000 /100;[ ] ( [ ] )

num 1 = slot_num- num 3 *1000+num 2 *100 /10;[ ] ( ( [ ] [ ] ))

num 0 = slot_num%10;[ ]

break;

case 0b00000010:
num 3 =slot_num /1000;[ ]

num 2 = slot_num-num 3 *1000 /100;[ ] ( [ ] )

num 1 = slot_num- num 3 *1000+num 2 *100 /10;[ ] ( ( [ ] [ ] ))

break;

case 0b00000100:
num 3 =slot_num /1000;[ ]

num 2 = slot_num-num 3 *1000 /100;[ ] ( [ ] )

break;

case 0b00001000:
num 3 =slot_num /1000;[ ]

break;
}

TMR1IF_bit = 0;
TMR1H = AD_Res/4;
TMR1L = 0xB0;

}

}

(){void main
init ;()

( ){while 1

4桁目到達で1桁目に移動

表示桁をインクリメント

疑似ﾗﾝﾀﾞﾑ数を生成 ④

TMR0の割込フラグを初期化

TMR0割込ﾙｰﾁﾝはここまで

TMR1割込発生時はここから

止める桁位置を判定

変数が1の時

すべての桁の値を7ｾｸﾞLEDに

出力 ⑤

止める桁位置が左シフトしたら

1桁目の数字更新を省き、その他

の桁は表示する数字を更新

止める位置がさらに左シフトした

百の位と千の位だけ数字を更新

止める位置がさらに左シフトした

千の位だけ数字を更新

TMR1割込フラグを0に初期化

TMR1設定値にADCの値を代入 ⑥

main関数ここから

初期化関数を呼び出し

ここから無限ループ
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このプログラムではrand関数を使うためライブラリマネージャで“C̲
Stdlib”と“C̲Type”にチェックを入れてください。

■コンフィギュレーションビットの設定
ビルドする前にコンフィギュレーションビットを設定しましょう。
内蔵発振子を利用しPLLにて4逓倍しますので次のように設定してください。その他はすべてデフォルト
の内容で結構です。
メニューバーの“Project”→“Edit Project”をクリックします。ウインドウが表示されます。

・Oscillator Selection → Internal oscillator block, CLKOUT function on OSC2
・4XPLL Enable → Enabled

MCU Clock Frequency[MHz]の設定値を 32 に設定してください。

( ){if START_SW==0
stop_digit = 1;

}

( ){if STOP_SW==0
while !STOP_SW ;( )

delay_ms 100 ;( )

stop_digit = stop_digit 1;<<

}

( ){if CLEAR_SW==0
stop_digit = 255;
num 0 = 0;[ ]

num 1 = 0;[ ]

num 2 = 0;[ ]

num 3 = 0;[ ]

}

AD_Res = ADC_Get_Sample 12 ;( )

}

}

ｽﾀｰﾄｽｲｯﾁを押した時

停止桁位置の変数に1を代入

ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁを押した時

指を離すまで待機 ⑦

0.1秒のディレイ

停止桁位置を左にシフト

ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押した時

停止桁指定変数に255を代入

各桁の値を0に初期化

AN12の電圧値をADCで取得
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■ボードの設定
プログラムを書き込む前にボードの設定を行いましょう。

7セグメントLEDを使用するのでSW4のDIS0～DIS3の4つのスイッチをONに設定。それ以外は全てのス
イッチをOFF位置に設定。

PORTCはRC0～RC2はアクティブロースイッチとして設定するため、PORTCのRC0～RC2の3つのディ
ップスイッチを"UP“側に設定してプルアップ設定。

スイッチを押した時にスイッチはLレベルにするためJ17のジャンパーはGND側に設定。

ADコンバーター(AN12=RB0)を使うためJ16のジャンパーを“RB0”位置に設定。

以上の4つについて設定を行ってください。

■プログラムの動作確認
プログラムがリセットされると7セグメントLEDに 0000 が表示されます。
ここでRC0のスイッチを押すとスロットの回転が開始します。→数字がランダムに動きます。

P2ボリュームを回すと数字の変化スピードが変わることを確認してください。

RC1のスイッチを押すと1桁目の数字変化が停止します。その他の桁の数字は変化したままです。

続いてRC1のスイッチを押すと2桁目の数字変化が停止します。その要領でRC1スイッチを押すと同じよ
うに数字の変化が停止することを確認してください。4桁目まで停止するとここで終了です。

RC2のスイッチを押すと7セグメントLEDの数字が 0000 にリセットされ変化が停止することを確認し
ます。

■プログラムの解説

① ある任意の文字列にポートやピンを割り当てる時に#defineが使えます。
#define 文字列 GPIO の書式で記述します。ここではSTART̲SWという文字列にRC0を割り当て
ています。同様にしてRC1,RC2も文字列を割り当てています。
ピンに文字列を割り当てることでピンがどんな役割をしているのか把握できるためプログラムの可読
性が高まります。なお#defineはディレクティブと呼ばれ正確には識別子またはパラメーター化され
た識別子とトークン文字列との関連付けをするマクロを作成するものです。

② PLLを有効にするためPLLENビットを1にセットします。PLLによって内蔵発振子8MHzは4倍にされ
てシステムのクロックは32MHzとなります。

③ TMR0割込は7セグメントLEDのダイナミック点灯のコモンピン制御として使われています。こちらは
2ミリ秒間隔で割込が発生しています。
TMR1割込は表示数字を変化させるタイミングをコントロールしています。このプログラムでは10ミ
リ秒毎に割込が発生し、このタイミングで7セグメントLEDの表示数字を更新しています。
TMR1の設定パラメーターは本書59ページで紹介しているTimerCalculatorツールで生成できます。

④ rand関数は擬似ランダム数を生成する関数です。0～32767の値を返します。
ここではTMR0側のルーチンに入れることで2ミリ秒間隔でランダム数を発生させその値を変数に代入
しています。この値が7セグメントLEDに表示される値となります。
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なおこの擬似ランダム数とは実際には全く関連性のない乱数のように見えますが、実際は確定的な計
算によって求めている擬似乱数列による乱数です。よってランダムと言いながらも実際にはある規則
性が存在しており完全な乱数ではないことに注意してください。

⑤ 7セグメントの数字更新を1桁ずつ、ずらしていくことでスロットマシンのようにスイッチを押すたび
に数字が1桁ずつ停止するような仕組みにしています。
TMR1割込は10ミリ秒毎に発生するためそのタイミングで、擬似ランダム数の値を7セグメントLED
に出力します。stop̲digit変数はswitch文で判定して00000001の時はすべての桁で数字が更新され
ます。

ストップボタンを1回押すとstop̲digit変数の値が左シフトします。すなわち00000010となります。
その場合には1桁目の数字を格納している配列num[0]への数値代入をなくして1桁目の数字を確定さ
せます。ほかの桁はそのまま更新され続けます。
同様にして停止する桁数を1桁ずつシフトしてスロットマシンのようにスイッチを1回押す毎に数字が
1桁ずつ停止するような仕組みとしています。

⑥ 表示数の更新はTMR1割込のタイミングで行われデフォルトでは10ミリ秒毎です。
このオーバーフロー時間を変更させることで割込発生のタイミングが早くなったり、遅くなったりし
て数字変化の時間も変わります。
このプログラムではAN12から取得したADCの値をTMR1Hレジスタに代入してオーバーフロー時間を
調整しています。ADCの値は0～1023ですので4で割って0～255の値をTMR1Hレジスタに代入して
います。

⑦ スイッチから指を離すまで待機する仕組みです。
スイッチを押した時はピンはLowすなわち0になります。このスイッチを押している間は処理を進め
たくないのでwhile文でループを作り処理をここで止めておきます。 "!“を付けることで論理が反転し
ますのでスイッチを押している間はSTOP̲SWは1になりつづけるためwhile文のループを繰り返すこ
とになります。
スイッチを離すとループから抜けますがチャタリングを防止するため0.1秒のディレイを入れて機械
的接点が安定するのを待ちます。
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5-9 PIC18F14K50を使ってUSBキーボードを作ろう

本キットにはUSB機能を搭載したPIC18F14K50が付属しています。このPICマイコンはマイコン内部にUS
B2.0のシリアルインターフェイスエンジン(SIE)を搭載しており、このマイコンだけでUSBアプリケーショ
ンを作ることができます。
mikroCには、USB2.0搭載マイコンを使ってHIDクラス(Human Interface Device Class)のアプリケーシ
ョンが作れるよう各種関数が用意されています。HIDクラスは、マウスやキーボードといった入力装置に関
する制御を扱うクラスです。本チュートリアルでは、PIC18F14K50を使って、USBキーボードのエミュレ
ーションを行う簡単なソフトウエアを作成し、USBアプリケーションの開発方法を体験します。
なお、USBの仕様や通信の仕組みは難しく専門知識が必要です。USBに関する詳しい技術的な事項は市販
の専門書をお読み下さい。

■学習の内容
PIC18F14K50のUSB2.0機能を使用し、mikroCでHIDクラスデバイスを作る方法を学習します。
USBキーボードの簡単な仕様を学習します。また、PIC18F14K50で設定が必要なコンフィギュレーショ
ンビットの設定値について学習します。

■プログラムの内容
RB4～RB7をそれぞれUSBキーボードと見立てて、RB4がHレベルになると文字列として"a"を、RB5がH
レベルになると"b"を・・・というようにしてa～dまでの文字列をUSBキーボードから入力したのと同じ
よう動作させます。パソコンUSBポートと接続して、パソコンからはPICD-700SXボードをUSBキーボー
ドとして認識させます。文字が入力される様子はWindows上から"メモ帳"などで確認します。

※PIC18F14K50はPORTBがRB4～RB7までしかありません(RB0～RB3は存在しません)

■新規プロジェクトを作成しましょう
新規にプロジェクトを作成して、プログラムを作りましょう。デバイスはPIC18F14K50を使用します。
クロック周波数は外部発振子12MHzを使用し、内部のPLLで4逓倍して48MHzで動作させます。
（キットに付属の12MHzの発振子をご利用下さい ）。

プロジェクトウィザードでデバイスの種類を"P18F14K50"、クロック周波数を"48"と入力してプロジェ
クトを作成します。



- -81

■コンフィギュレーションビットの設定
P18F14K50のコンフィギュレーションビットの設定値は多く、間違った設定をするとデバイスが動作し
なかったりUSBポートと接続した時に正しくHIDデバイスとして認識されず"不明なデバイス"となってし
まいトラブルの原因となります。設定時は十分に内容を確認してください。

主な設定としては、オシレータ（発振子の設定）とUSB用の高速なクロックを作るPLL（逓倍回路）への
クロック源や分周比の設定となります。
新規にプロジェクトを作成してから、メニューバー"Project"→"Edit Project"をクリックして、コンフィ
ギュレーションビットの値を設定します。設定内容は次の通りです。

コンフィギュレーションビットの項目 設定する値・内容
CPU system Clock Selection No CPU system Clock divide
USB Clock Selection Disabled
Oscillator Selection HS oscillator
4×PLL Enabled
Primary Clock Enabled
Fail-Safe Clock Monitor Enable Disabled
Int/Ext Oscillator SwitchOver Enabled
Power-up Timer Enabled
Brown-out Reset Enabled
Brown-out Reset Voltage VBOR set to 1.9V normal
Watchdog Timer Disabled
Watchdog Postscaler 1:32768
HFINTOSC Fast Start-up bit Disabled
MCLR Pin Enabled
Stack Full/Under overflow Reset Enabled
Low Voltage Program Disabled
・・・以下の項目最後までデフォルト設定・・・

設定にミスがないかもう一度見直して下さい。間違いがあるとプログラムが正しく動作しません。
間違いがないければOKボタンを押します。

この設定で、発振子はHS指定で外部発振子(Primary oscillator)を有効にして、この発振子のクロックを
。 。4XPLLにて4逓倍しています すなわち外部クロック12MHzですので48MHzがCPUクロックになります

■必要なファイルを準備してプロジェクトにインクルードする
これまでのチュートリアルでは、main関数を含む拡張子.cのソースファイルだけを作ってコンパイルし
てきましたが、今回のプログラムではUSBディスクリブションファイルをインクルードして使用する必要
があります。

USB通信ではパソコンとノードデバイスとはエンドポイントという論理的なパイプによって結ばれて通信
を行います。実際には物理的にそのようなパイプがあるわけではありませんが、データを格納するバッフ
ァ、すなわちFIFOをエンドポイント(以下EPと記載)と呼び、それらを接続する通信線をパイプと呼んで
います。このEPには種類があって、例えばEP0はコントロール信号の転送にのみ利用されることが決め
られています。なお最大で15組のEPがあります。

USBには5つのクラスがあり用途に応じて使い分けます。今回はキーボードやマウス、ゲーム用コントロ
ーラーなどと同じHuman Interface Deviceクラス(HIDクラス)を使います。HIDクラスを使うようにす
るには専門的な知識と高度なプログラミングが必要ですが、mikorCではUSBフレームワークとして難し
いHIDクラスに関する難しい処理部分をすでに記述済みのディスクリブションファイルを提供していま
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す。このファイルは、mikroCの中でも作成できますが、今回はHIDキーボード用にすでに記述されたデ
ィスクリブションファイルを使用します。

※HID用のディスクリプタであってもジョイスティックやキーボード、マウスなどデバイスによって内容
が異なりますので自作する場合にはUSBについての知識が必要です。

ソースプログラムから別の.c拡張子のソースファイルを使用したり、ヘッダーファイルを参照するために
はプロジェクトにそれらのファイルを追加しなければなりません。本チュートリアルではすでに当方にて
記述済みのファイルをインクルードして使います。そのためにCD-ROMから必要なファイルをパソコン
側にコピーしておきます。

CD-ROMの内容を閲覧します。"Cコンパイラー"フォルダーを開きます。1

"USB̲HID̲DESC"フォルダがありますので、右クリックしてメニューから"コピー"を選択します。2

このチュートリアルのプロジェクトを作成したディレクトリに②のフォルダーを貼り付けます。3

では上記のファイルをプロジェクトに追加しましょう。下記の手順で追加します。

mikroCのサイドメニュータブの"Project Manager"をクリックして開きます。1
→サイドバーが表示されていない時はメニューバーの"View"→"Project Manager"で表示できます。

最初に"Sources"を右クリックします。メニューが表示されますので、"Add File To Project"を選択2
します。

ファイルを開くダイアログが表示されますので先ほどCD-ROMからコピーした"USB̲HID̲DESC"フ3
ォルダ内を参照します。なお、ここで追加したいファイルの拡張子は.cと.hのファイルなので、ダイ
アログ右下の拡張子をフィルターするプルダウンから"C file (*.c *h)"を選択してください。
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このフォルダ内にある"USBdsc.c"を選択して"開く"ボタンを押します。4
ツリーに"USBdsc.c"が追加されたことを確認します。

これでプロジェクトにUSBディスクリプタファイルが追加されました。

■プログラムを書いてみよう

unsigned char readbuff 64 = 0 absolute 0x200;[ ] { }
unsigned char writebuff 64 = 0 absolute 0x240;[ ] { }

()void interrupt
{

USB_Interrupt_Proc ;()
}

(){void main
int i,

ASNEL = 0;
ANSELH = 0;
TRISB = 0xFF;
PORTB = 0;

HID_Enable &readbuff,&writebuff ;( )

( ){while 1
( ){switch PORTB

case 16: writebuff 2 = 0x04; break;[ ]
case 32: writebuff 2 = 0x05; break;[ ]
case 64: writebuff 2 = 0x06; break;[ ]
case 128: writebuff 2 = 0x07; break;[ ]

}

( ){if PORTB =! 0
while !HID_Write &writebuff,8 ;( ( ))

} {else
writebuff 2 = 0;[ ]
while !HID_Write &writebuff,8 ;( ( ))

}
}

Hid_Disable ;()

}

バッファ用配列 バイトずつ ①USB 64

割込関数 ②

割込時の処理関数を呼び出し ②

関数main

AD OFFコンバーター
AD OFFコンバーター

は全ピン入力に設定PORTB

通信を有効に設定、バッファを指定 ③HID

繰り返し
の状態を読み込みし判定PORTB

が の時、 の上位バイトに を代入RB4 H UsageID 4
が の時、 の上位バイトに を代入RB5 H UsageID 5
が の時、 の上位バイトに を代入 ④RB6 H UsageID 6
が の時、 の上位バイトに を代入RB7 H UsageID 7

もし が でなければ（何かキーが押されたら）PORTB 0
バイトを から 通信で出力 ⑤8 USB HID
キーが押されていない時は

の上位 バイトに を代入UsageID 1 0
バイトを から 通信で出力 ⑥8 USB HID

通信を無効にするHID
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■プログラムを書き込む前にハードウエアの設定をしましょう！

①PICD-700SXの電源を切断して20ピンのICソケット(DIP20)にPIC18F14K50を装着します。
1ピン位置が"VCC"と印刷されている部分になりますので、方向に注意して挿入してください。別のデ
バイスが他のソケットに乗っている場合には、すべて取り外してください。

②PICD-700SXの中央部にある"OSC2"と書かれたソケットに付属の12MHzの水晶発振子を装着します。
水晶発振子に取り付け方向はありません。また、ジャンパーJ14を"OSC"と印刷された方に2つともソ
ケットを装着してください。

OSC2のソケットに12MHz
の発振子を装着

OSC側にセット

③ピン数に応じた設定をします。20ピンですので、ジャンパーソケットJ1,J2を一番下に取り付けます。
さらにその下のJ8,J9は下図のように4つのソケットの位置を上から2番目と4番目にセットします。

一番下に 上から2つ目と4つ目に
ソケットを装着 ソケットを装着

J1とJ2の設定 J8とJ9の設定

※この設定を間違えると書き込みができませんのでご注意ください。

もう1つ実験用USBポートの設定がありますが、先にプログラムを書き込みます。

その他、下記のように設定してください。

・LCDは本体から外して下さい （PORTBの状態に影響を与えます）。

・ディップスイッチを一度すべてOFF側に設定してください。

・PORTBは全ピンをプルダウンしますのでPORTBの所にあるディップスイッチをすべて"DOWN"側に下
げてください。

・J17のジャンパー設定はVcc側にセットしてタクトスイッチを押したときにHレベルになるようにしま
す。

上記の通り設定が完了したらプログラムをコンパイルして書き込んで下さい。
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■書き込み後の設定

①PIC18F14K50ではUSB通信用のピン(D+とD-)が、RA0とRA1に割り当てられています。
PICD-700SXでUSB実験ポートを使用する場合には、J18のジャンパーソケットを3つとも右側にセッ
トする必要があります。下図のようにソケットを装着してください。

J18のソケット3つをすべて右側に装着します。

※RA0とRA1はプログラムをPICに書き込む際のデータ(PGD)とクロック(PGC)の信号線です。そのため
このジャンパー設定を書き込み作業前に行ってしまうと、書き込みができなくなってしまいます。
そのため書き込み後にこの設定をしました。
プログラムを書き換える場合には、再度J18のジャンパーを"I/O“側にセットし直してください。

パソコンと接続すると、本ボードのPIC18F14K50がWindowsによってヒューマンインターフェイスデバ
イス(HID)として認識されます。
デバイスドライバーはWindowsに標準で入っているHIDキーボードのドライバーがインストールされます
ので別途デバイスドライバーは必要ありません。Windows側の準備が終わるまでしばらく待ちます。

■動作確認
ドライバーのインストールが完了したらWindowsに標準で入っている"メモ帳"などのテキストエディタ
を起動させましょう。
PICD-700SXのRB4のタクトスイッチを押すとメモ帳に"a"と表示されることを確かめます。

同様にしてRB5～RB7までのタクトスイッチを押すと"b"～"h"までの文字が入力されることを確認しま
す。
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■プログラムの解説

①USB通信で使用するバッファとなる配列をあらかじめ宣言しておきます。
HIDクラスの通信では64ビットが1つの単位となっています。ここではすべての容量は使いませんが、
読み込み用と書き込み用それぞれに配列を用意します。なお書き込み用の配列には初期値としてすべて
の要素に0を代入して初期化しておきます。またUSB通信用データは、200h～2FFh番地までを使用す
るようにPIC18F14K50の仕様で決められています。そのためabsoluteを使用して配列の開始番地を指
定しています。

②USB用の割込関数の呼び出しです。USBでHIDクラスのソフトウエアを作るときは必ず記述します。

③HIDクラスの機能を有効にしています。データ通信に用いる配列名をここで記述します。

④HIDクラスでは、どのようなキー操作が行われたかという情報は、Usageという情報で管理されます。
Usageは32ビットの符号無し整数で上位16ビットがUsage page、下位16ビットがUsage IDと呼ばれ
ており、この合計32ビットの値でHIDデバイスの状態をパソコンに通知するようになっています。
HIDキーボードの場合、Usage pageは0x07と決められており、Usage IDに文字の情報を含めます。
但しこのUsage pageは常に同じであるため、グループ化しておくことができUSBdsc.c内でこの処理
が行われているため、実際のコード内では文字情報にあたるUsage IDだけを送っています。その部分
がこの配列の値に相当する部分です。write配列の要素0と1は上位16ビットでUsage pageなので、Us
age IDの上位ビットが要素2に相当しここに値を代入します。USBキーボードのキーがどの値に対応し
ているのかは、USB IFにより定義されています。その一覧が、CD-ROM内の"\Cコンパイラー\USB̲
HID̲DESC"の中にHID̲UsageTable.pdfとして収録されています。
キーボードの一覧は53ページ以降にあります。
模式図を次のページに示します。

上図だけの例を見ると4バイトを送信すればよいように感じるかもしれませんが、実際にはUSBキーボ
ードの場合には、レポートは（送信する値のことをレポートと呼びます）USB規格書にある"Boot pro
tocol"(HIDBPと呼ばれます)で定められている8バイトを送る必要があります。
これにより、同時に複数のキーを押しているという情報を送れます。この時はすでにUsage pageの概
念は忘れてもよく、Usage IDのみを考えて送信します。この8バイトというのは下記のようになって
います。
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修飾キーとは、Shiftキーなどの文字キーではないキーのことです。要素2～要素7までの各8ビット、
計48ビット（6バイト）は同時に押したキーを指定できます。例えば、'a'と'b'を同時に押した・・と
いう場合には、要素2に0x04を、要素3に0x05を代入して送信します。最大で6個までのUsage IDを
指定できます。

なお、大文字を入力する場合には、一般的にはキーボードのShiftキーを押しながら文字キーを押しま
す。Usage IDを送る場合には、先頭バイトの要素0に0x02を代入してUsage IDを送ることで大文字を
入力できます。

⑤USBから8バイト、すなわち64ビット分のデータを出力します。

⑥Usage IDを0として再度8バイトを送信します。Usage IDはキーの状態を示すものではないため、一
度手順⑤でデータを送信した後にキーボードから手を離した・・すなわちキーが押されていないという
ことを示すコードを送信しないと、ずっとその信号が到達したままだと理解され文字列が永遠に入力さ
れつづけてしまいます。Usage IDを0としたデータを送信することでキーは押されていないというこ
とをパソコン側に送信する必要があります。Usage IDを送信した後は必ず、8バイトすべてに0を代入
したデータを送るということを忘れないようにしてください。
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5-10 PIC12F1822を使って蝋燭LEDを作ってみよう

本セット(Ver.2から)には8ピンPICマイコンの代表、PIC12F1822が付属しています。
PICの特徴の1つに小ピンマイコンがラインナップにあることです。ARM系のマイコンはそもそもDIP形状
が少なく、ピン数も面実装品で64ピン以上が多いなど小ピンのラインナップが少ない状況です。
本項ではPIC12F1822を使って蝋燭の灯りのようにゆらめく点灯をプログラムで作ってみましょう。

■プログラムの内容
PIC12F1822を内蔵発振子で利用すればRA0～RA5の6ピンが使えます。
このプログラムではRA5のLEDを点滅させます。蝋燭の灯りのようにゆらいだ感じを作ります。揺らぎの
早さを調整できるようにADコンバーターでAN0(=RA0)の値を取得してディレイの間隔を調整します。
内蔵発振子250KHzで動作させます。PIC12F1822はPLL逓倍有効で最大32MHzで動作しますが、動作周
波数が高速になると消費電力も増大します。このプログラムではあえて250KHzと低い周波数として省電
力にしてみました。
LEDの揺らぎを作るためにPWMを使います。内蔵PWNの使い方を確認してください。

■プロジェクトの新規作成
プロジェクトを新規に作成します。メニューバーの“Project”→“New project”をクリックします。
新規プロジェクトの内容は次のようにします。

デバイスの種類を“P12F1822”に設定します。
デバイスの周波数は単位がMHzなので0.25と入力します。

プロジェクトウィザードが終了すると続いてコンフィギュレーションビットの設定ウインドウが開きま
す。
内蔵発振子を使います。またMCLRピンはRA3として使いますのでリセット機能は無効とします。下記の
項目を設定変更してください。その他はそのままにしておきます。

・Oscillator Selection → INTOSC oscillator; I/O function on CLKIN pin
・MCLR Pin Function Select → Disabled

このプログラムではADC関連の関数PWM関数とrand関数を使うためライブラリマネージャの次の項目に
チェックを入れてください。
・ADC
・C̲Stdlib
・C̲Type
・PWM
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■プログラムを書いてみよう

■ボードの設定

。 。①ボードにPIC12F1822を装着します その他のデバイスが装着されている場合には取り外してください
。 。PICD-700SXの電源を切断してください ボードの“DIP8”ソケットにPIC12F1822を装着してください

方向を間違えないように取り付けてください。

②8ピンPICが使えるように設定します。J8,J9ジャンパー及びJ1,J2ジャンパーを下図の位置にセットし
ます。

一番下に 上から2つ目と4つ目に
ソケットを装着 ソケットを装着

J1とJ2の設定 J8とJ9の設定

(){void init

OSCCON = 0b00110010;
ANSELA = 1;
TRISA = 0;
PORTA = 0;
LATA = 0;
ADCON0 = 1;
ADCON1 = 0b10000000;
APFCON.CCP1SEL = 1;
PWM1_Init 100 ;( )

PWM1_Set_Duty 127 ;( )

PWM1_Start ;()
ADC_Init ;()

}

() {void main
int rd, i, adc_value;
init ;()

( ){while 1
adc_value = ADC_Get_Sample 0 ;( )

rd = rand / 128;()

PWM1_Set_Duty rd ;( )

( < ){for i=0;i adc_value;i++
delay_ms 20 ;( )

}

}

}

初期化関数

内蔵発振子を250KHzに設定

PORTAはRA0だけアナログ入力ピンとして設定

ADCの入力ピンとしてAN0を選択

ADCの結果は右詰、クロックはFosc/2

PWM出力のピンをAPFCONレジスタで設定 ①

PWMを初期化、PWMの周波数は100Hzに設定 ②

PWMのデューティー比を50%に設定 ③

PWMの動作を開始

ADコンバーターを初期化

メイン関数

int型変数を3つ宣言

AN0の値を取得してadc_valueに代入

疑似乱数を生成して変数rdに代入 ④

PWMのデューティー比を変動

遅延時間をADCの値によって調整 ⑤

20ミリ秒を何回ループするかを決める
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③発振子は内臓発振子を使うためOSCピンはIOピンとして利用します。
"DIP20“ソケットの上にあるJ14ジャンパーを2つともI/O側にセットします。

④PORTAのLEDを使いますのでSW3は“PORTA/E”のスイッチのみONにしてください。
RA0をADコンバーターの入力として使うのでJ15ジャンパーを“RA0”の位置にセットしてください。

■動作確認
RA5のLEDがちらちらと蝋燭の灯りのように明滅することを確認します。
ボリューム1(P1)を回転させると揺らぎの間隔が変わることを確認します。

■プログラムの解説

①PICマイコンに内蔵されている各種周辺機能のピンはあらかじめ割り当てられていますが、PICの種類
によってはそのピンアサインを変更できるものがあります。
PIC12F1822ではPWMの出力ピンはRA2かRA5のどちらかに割り振ることができます。その設定はAP

。 、 。FCONレジスタのCCP1SELビットで行います ビットの値が0の時はRA2に 1の時はRA5になります
PICの種類によってはかなり複雑に設定が可能なものがあるため使用する前にあらかじめ割り当てをす
るように適宜レジスタを設定する必要があります。

②PWMの初期化をします。引数には周期数をHz単位で指定します。
ここでは100Hzとしました。

③デューティー比の設定です。デューティー比はmain関数内で擬似ランダム数を設定してLEDのちらつ
きを作りますがここでは初期値として50%に設定しました。設定値は0～255の範囲で設定できます。
ちなみにデューティー比50%とは、矩形波のH期間とL期間が同じである状態です。

④擬似ランダム数をrand関数で生成します。
生成される値は0～32767ですので0～255の範囲となるように128で除算しています。
この擬似ランダム数をデューティー比として設定することでLEDの点滅が揺らぎます。

⑤遅延時間を作ります。なおここで注意なのはPWN信号はハードウエアで生成されるため常に設定した
周波数で出力され続けているということです。よってここでは擬似ランダムの発生頻度と、その値をデ
ューティー比として代入する速度を遅延時間で調整します。揺らぎのスピードが一定でよい場合には1
00ミリ秒程度の遅延を入れます。
このプログラムでは揺らぎのスピードをADコンバーターの取得値によって可変させるためfor文でルー
プ回数を変動させることで実現しています。
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5-11 チュートリアルを読み終えたら

■C言語の使い方、mikroCの使い方を学習しましょう

チュートリアルはここまでです。チュートリアルは主に作業に慣れて頂くために準備したものです。ここ
で紹介した例はほんの一部にすぎません。この他にもmikroCには数多くの便利な関数が準備されていま
す。
ANSI規格に準拠しているため標準的な入出力関数も搭載しています。
C言語は、難しい言語ですが慣れるとより複雑な内容を効率よく記述することができます。C言語の基本
を1から勉強したい方は市販の専門書をお読みになることをお奨めします。

mikroCの使い方は、ヘルプファイルにすべて記載されています。メニューバーの"Help"→"Help"で参照
できます。

その他サンプルプログラムがmikroCのインストールされたディレクトリにインストールされています。
下記のディレクトリには本書では紹介できなかった様々なサンプルがありますので、参考にすることがで
きます。
デフォルト設定でインストールした場合には下記のディレクトリにインストールされています。

C:¥Program Files¥Mikroelektronika¥mikroC PRO for PIC¥Examples

デバイス毎にサンプルを掲載しておりますのでご利用ください。また、下記サイトにも

http://www.microtechnica.tv/faq/faq.cgi?kate=mikroC&faq=11

mikroCに関するフォーラムが開発元、mikroElektronika社のページで公開されております。
言語は英語ですが毎日多くのmikroCに関する質問・回答が投稿されており、過去の投稿からキーワード
を指定して検索することで、ほとんどの解決策を見つけることができます。

、 、 。新規に記事を投稿する場合には ユーザー登録が必要ですが 閲覧だけであればどなたでも利用可能です

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

プログラミングでご不明な点や、分からないことなどがありましたら、是非一度上記のフォーラムで該当
記事がないか検索してみて頂けますようお願いいたします。mikroCは全世界にユーザーがおり、ほとん
どの事例は上記のフォーラムで解決することができます。
エラーが表示される場合などには、エラーメッセージの内容で検索することで、問題が解決できることが
あります。

その他、mikroCについての日本語情報のWEBサイトも増えてきています。GoogleやYahoo!などの検索
エンジンにて、"mikroC 日本語"などのキーワードで検索されると有用な情報が表示されますので、こち
らもご参考にしてください。
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5-12 mikroCのアップグレードとライセンスについて

mikroC並びに、ソフトウエアはアップデートされることがあります。また、各種パッチなども配布され不
具合が解消されることがあります。

■mikroCのアップデート情報
mikroCにバージョンアップや、アップデートパッチが公開された場合には、下記のFAQページにてその
旨を告知致します。ぜひ定期的に、こちらのページで最新版があるかどうかをご確認ください。
その他、よく頂くご質問も掲載しております。

http://www.microtechnica.tv/faq/faq.cgi?mode=kate&kate=mikroC

、 （ ）。 、なお バージョンアップは基本的に無償で行うことができます ※ バージョンアップを行う場合には
一度古いバージョンのmikroCをアンインストール後、最新版をダウンロードしてインストールしてくだ
さい。また、製品版登録ライセンスソフトウエアは基本的にProduct IDが同一であれば、そのままご使
用頂けます。

※開発元、mikroElektronika社のアップグレード方針が変更になった場合、その方針に従います。

■mikroCのライセンス再発行について
mikroCはインストールされたパソコンのハードウエア環境から一意のIDをProduct IDとして生成しま
す。そのIDを元にして製品版登録用ソフトウエアを発行し、Eメールでお送りするという方法を採用して
おります。
パソコンを買い換えで変更されたり、ハードウエア環境を変更されたり、OSの再インストールをした場
合などでProduct IDが変わると、ライセンスを再発行する必要があります。再発行は無償で行うことが
できます。
ライセンスの再発行の際は、新しい環境で発行されたProduct IDと、別紙（ピンク色）のクーポンコー
ドをご用意の上、下記サイトよりご申請ください。

http://www.microtechnica.tv/script/mikroC_reg/mikroC_reg.html

上記ページの申請フォームで申請区分のプルダウンから「ライセンス再発行をご希望のお客様」をご選択
後、必要事項をご入力ください。
なお、クーポンコードを紛失されますと再発行ができず有償となってしまいますので、クーポンコードは
紛失されませんようご注意ください。


