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※Amazon経由で販売している製品の場合には商品名称が「Cで始める
PIC開発スタートセット」となっていますが、本書に記載のものと同一製
品です。

製品の概要
本製品はACアダプタ(DC9V～12V出力タイプの2.1φ径)で外部か
本製品は(型式PICRDY-10KIT)は、40ピンのICソケットを搭載し、
体験用に最高64MHzで動作するPIC18F45K22を搭載したボードで

ら電源を給電可能ですが、通常はUSBバスパワーで給電を受けます。
お届け時の設定では、USBパスパワー給電の設定になっていますので、

す。
PICマイコンの開発にはBASIC言語やC言語などの高級言語を使用

USBポートに接続すると自動的に電源も給電されます。

しますが、本製品では"mikroC PRO for PIC"という豊富な組み込み関

必要ソフトウエア類のダウンロード

数が自慢の体験版C言語が付属しています。体験版といってもコードサ
イズに制限(生成できるHEXファイルの上限が2kBまで)があるだけで機

PICRDY-10を使用するために必要なソフトウエアはすべてダウン

能はフル機能使用可能です。

ロードしてご利用頂きます。（環境配慮のためCD-ROMの添付はしてお
りません。当方では紙マニュアルやCD-ROM等は順次廃止しておりま

一般的にはPICマイコンにプログラムを書き込むにはPICマイコンラ

す。）

イターが別途必要ですが、本製品ではシリアル通信でプログラムの書
き換えを可能にするブートローダというソフトウエアを使用して書き込

下記サイトよりダウンロードをお願い致します。

みができるようになっています。このブートローダというソフトウエアは
付属のPIC18F45K22にあらかじめ書き込まれています。

http://www.microtechnica.net/manual/#P
必要なソフトウエアは次の3つです。

PIC18F45K22とはどんなマイコンですか？
PIC18Fシリーズではほぼ最高峰に位置いる高機能なPICマイコ
ンです。データEEPROMは256バイト、プログラムメモリーは32kB、

・ブートローダーソフトウエア
・FT232R仮想COMポートドライバー

変数などを格納するRAMは1536バイトと大容量です。

・microC PRO for PIC (Cコンパイラ)
mikroC PRO for PICは、C言語のチュートリアルを実行する場合に必
要です。必要に応じてダウンロードをお願い致します。
ダウンロードしたファイルはzip形式で圧縮されておりますので、展開
してください。次の項でインストールをします。

ピン数は40ピン、2系統のシリアル通信モジュールや10ビットのA
Dコンバーターが28チャンネル搭載されています。
動作周波数は最高64MHzまで可能です。発振子の周波数を4倍速
に逓倍できるPLLを内蔵しています。発振子は外部に取り付けた水
晶発振子を発振源として選択できる他、内蔵発振子を使うこともで
きます。（内蔵発振子では多少精度が落ちます。）
電源電圧は1.8V～5.5Vまでと幅広く使いやすいPICです。通常は
3.3Vか5.0Vの電源で使います。
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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
ボードに搭載のUSB-UART変換IC(FT232RL)のデバイスドライバ
ーをインストールします。このデバイスドライバーをインストールすると、
パソコン側に仮想COMポートが作られ、パソコンとPICマイコン間で非
同期式シリアル通信(UART)ができるようになります。
1 PICRDY-10本体のUSBポートにUSBケーブルを挿入してパソコ
ンと接続します。

このシリアルポートの番号は後から設定時に必要になりますので、
必ず控えておいて下さい。

ソフトウエアのインストール
■ブートローダーソフトウエアの準備
ブートローダーは、PICマイコンにシリアル通信経由でパソコンからH
EXファイルをダウンロードするためのソフトウエアです。
当方のサイトからダウンロードしてください。(P.1参照)
2 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

ファイルは「picrdy10_v101.zip」という名前になっています。展開して

が開始されます。

ください。
1 「picrdy10_v101.zip」ファイルを展開してください。
2 "Software-Windows"のフォルダを開きます。
3 「mikroBootloader.exe」が実行ファイルですので、このファイルを右
クリックしてメニューから「送る」→「デスクトップ（ショートカットを
作成）」をクリックしてショートカットを作ります。

3 ドライバーの場所を尋ねるメッセージが表示されますので、ダウン
ロードした"FT232R仮想COMドライバー"のフォルダを指定します。

4 ショートカットをダブルクリックすると起動できます。

ドライバーのインストールが行われます。

■限定版mikroC PRO for PICのインストール

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FT232

mikroC PRO for PICはPIC12F/16F/18Fシリーズの8ビットPIC
マイコン用、ANSI規格準拠のCコンパイラーです。必要ない場合にはイ

R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

ンストールは必要ありません。もし体験版をご使用になる場合には、こ

バーのインストールです。)

こに記載の手順でインストールしてください。
mikroC PRO for PICの使い方、チュートリアルを本書に収録してあ

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

おります。

す。このポートにアクセスすることでボードに搭載のPICマイコンの
UARTピンにアクセスできます。

コードサイズ制限されている体験版ですが機能は製品版と同等の機
能が利用できます。利用した後、気に入った場合には、コードサイズに制
限のない製品版を当方からお買い求め頂けます。

4 仮想COMポートの番号確認は、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 Port(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

1 本書1ページを参考にして、mikroC PRO for PICをメーカーのサイ
トからダウンロードして展開してください。

ます。下図例ではCOM3になっています。

展開後、ファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。
"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。
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3 次の画面では、"Install For All Users(recommended")にチェック

7 続いて"Do you want to install mikroProg Suite drivers?"という

を入れて、"Next>"ボタンを押して続行します。

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。

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。下図の

8 これで、ソフトウエアのインストールは完了です。

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。

ブートローダーの使い方
ブートローダーは、USB経由でパソコンからPIC18F45K22にHEX
ファイルをダウンロードするソフトウエアです。通常PICマイコンへのHE
Xファイルの書き込みにはマイコンライターが必要ですが、特殊なソフト
ウエアを使うことでUARTのシリアル通信で書き込みができます。
本製品に搭載のFT232RによってパソコンとUSB接続することで仮
想的にCOMポートの通信が可能です。この通信を経由してHEXファイル
の書き込みが可能です。ここではブートローダーの設定と、基本的な書
き込み方法の説明をしています。
（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。）

1 mikroBootloaderを起動します。
（デスクトップにショートカットを作成しています。）

"Next>"ボタンを押してください。
2 "Select MCU"のところで、PICの種類を選択します。ここではプルダ
5 インストールディレクトリを選択します。

ウンから"PIC18"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。
3 COMポート設定の所で"Change Settings"ボタンをクリックして、
ボードのCOMポート番号を指定します。（2ページで確認したポート

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。

番号です。）

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。

また通信速度を高速にするため"Baud rate"のプルダウンから
"115200"を選択します。その他は変更しないでください。
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4 COMポート番号と通信速度が115200になっていることを確認し
てください。

プログラムの書き込みが完了するとプログラムが動作します。
※ブートローダーはPICマイコンのフラッシュメモリーに書き込まれて
COMポート番号、通信速度を確認してください。

おり、マイコンリセット直後に実行されるようになっています。
ブートローダー経由でHEXファイルを書き込んでいる場合には、ブート
ローダーは永久的に使えますが、付属のPIC18F45K22にマイコンラ

5 設定が完了したら書き込み手順を確認します。
書き込みは次の方法で行います。

イターで他のプログラムを書き込んでしまうとブートローダーが消えて
しまうため、ブートローダー経由での書き込みができなくなります。その

"Connect"ボタンを1回クリックします。

場合には、ブートローダーのファームウエアファイル（PICマイコンに書

ボタンの表示が"Waiting...Disconnected"という表示がでますので、
5秒以内にボードの"RESET"ボタンを1回押してください。

き込んでおくソフトウエア）が、ブートローダーが収録されているフォル
ダ内にありますので、その中にある「pic18f45k22_bootloader_firmw
are.hex」ファイルをマイコンライターで書き込むと再度ブートローダー
が使用できるようになります。

接続が完了すると、Signalsの所の表示の"Conn"表示が緑●になり
ます。

"Connected"と表示されることも確認してください。
※接続できない場合にはCOMポートの設定が間違っている可能性
があります。正しいCOM番号に設定されているか、通信速度が115
200bpsになっているか再度確認してください。
6 "Browse for HEX"のボタンをクリックして書き込みたいHEXファイ
ルを指定します。
7 "Begin Uploading"ボタンを押すと書き込みが始まります。
書き込みが終わると次のようなメッセージが表示されます。
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PICマイコンの概要
マイコンの内部
PICマイコンは、数あるマイコンのうちの1つでアメリカのマイクロチ

ROM

ップテクノロジー社が開発しました。"Peripheral Interface Controller"
の略でマイコンの中でも特にワンチップマイコンと呼ばれています。
プログラムバス

これはその名の通りワンチップ、すなわち1つのIC本体の中にほぼす

CPU

べての機能が詰め込まれていることをいいます。PICマイコンはマイコ
ンの動作に必要な機能（ROMやRAM、I/Oポートドライバー等）をワン

データバス

チップ内にすべて入れてあり、ユーザーインターフェイスであるI/Oポー
トだけが外部端子に並んでいるのでプログラムが書き込まれるとすぐ
に動作を開始するという特徴があります。その使いやすさと手軽さ、入
手製のよさなどから、世界中で使用されています。

入出力
ポート

RAM

割込み
制御

タイマー

PICマイコンには多くの種類があり、今では100種類以上が生産され
ています。ピン数も8ピンから、80ピン以上もある高機能版まで多種多
様です。ピン数の違いの他にもそれぞれ機能の違いがあり、プログラム

このアーキテクチャのメリットとしてはデータバスを別々にすること
でプログラムの命令が何ビットの長さになっても、1回でメモリから読

メモリの容量が違ったりA/Dコンバータを搭載していたり、USB通信

み出すことができるため簡単な構成でかつ高速に命令を実行できる点

機能を搭載していたりと・・・その選択肢の多さもPICマイコンの特徴の
1つとなっています。PICマイコンのアプリケーションを作る際には、まず

にあります。他のコンピュータ（ノイマン構造）では、データ長が8ビット
単位であることが一般的なため命令も8ビットの倍数とせざるを得なく

デバイスの選定からはじめるのが基本です。ただ、種類は多いといって
もよく使用される"定番デバイス"というのがあります。その定番デバイ

なり1つの命令が複数のバイト構成となるためにメモリからの呼び出
し1回だけでは命令全体が読み出すことができなかったり、データとの
切替えが都度必要だったと効率が悪くなります。こうなると当然複雑な

スを知っておけば、より簡単にPICマイコンを使うことができます。

内部構成となってしまい処理も遅くなってしまいます。PICマイコンでは
ハーバードアーキテクチャの採用により12ビット・14ビット・16ビット
の3種類のモデルを作り効率のよい命令実行を行っています。

PICマイコンには8ビット、16ビット、32ビットのデバイスがあります。
さらに16ビットデバイスにはデジタル信号処理用のプロセッサを搭載
したdsPICシリーズがあります。

プログラム大まかな実行の流れとしては命令がROM（プログラムメ
モリ）から呼び出されCPU部分で実行されます。その命令の内容により
データがRAM（データメモリ）から呼び出されCPUで演算されて結果が
またRAMに格納されたりI/Oポートにデータが出力されたりします。
実際のマイコンの内部ブロック図を見てみましょう。

PICD-700SXは、このうち8ビットアーキテクチャに該当するデバイ
スに対応しています。このように見ると8ビットは下位のデバイスである
ように見えますが決してそのようなことはありません。現在でも8ビット
ファミリのデバイスは精力的に開発が続けられており、世界で最も使用
されているPICマイコンは8ビットタイプです。

PICマイコンの構造

●プログラムメモリ(ROM)
プログラムそのものの命令を記憶する場所です。プログラムメモリと
呼ばれたり単にROMと呼ばれたりします。ここにプログラムを書き

PICマイコンの基本的な構造すなわちアーキテクチャは他の一般的
なコンピュータのノイマン型アーキテクチャと異なり"ハーバードアー
キテクチャ"という構成を採用しています。

込むためには専用のPICマイコンライターが必要となります。

ハーバードアーキテクチャの特徴はプログラムを格納するメモリ（プ
●プログラムカウンタ

ログラムメモリ）とデータを格納するメモリ(RAM=ファイルレジスタや
データメモリと呼びます)が別々になっており，それぞれのメモリから読

プログラムの実行順序を制御するカウンタ。このカウンタの内容が
指しているアドレスのプログラムメモリにある命令が次に実行され

み出したり書き込んだりするためのデータの通信路であるデータバス
が別々になっているという点にあります。

る命令となります。
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●ファイルレジスタ（データメモリ）

USB2.0機能搭載のデバイスや、ROM容量の大きなデバイス、ピン数

ファイルレジスタはデータメモリと呼ばれたり単にRAMと呼ばれたり

が多い80ピンのデバイスなど、PIC16Fシリーズでは事足りない場合

と、名称が混同されていますが，厳密には違いがあります。
ファイルレジスタは2つの領域に別れていて1つは汎用のデータ格納

の選択肢としてPIC18Fシリーズがあります。

メモリエリアでRAMと呼ばれ、プログラム内で使う変数領域として使

これまでのPIC10F、12F、16F、18Fシリーズはいずれも8ビットMP

用します。もう一つは特別なレジスタ領域で一般的に"SFR"(Special
Function Register)と呼ばれ、コンピュータ内の動作を決める色々

Uです。8ビットマイコンでは、世界シェアNo.1であり市場の18%程度を
PICが占めています。

な条件を設定したり、動作状態を知ることができます。
よって、正確にはファイルレジスタはRAMとSFRから構成されている

マイクロコントローラーの世界では「大は小を兼ねません」。適材適

と理解しましょう。

所である必要があります。開発するシステムの規模に応じて、最適なデ
バイスを選択することで、性能だけではなく消費電力や価格、デバイス
サイズなど、色々な問題を最適化することができるためです。PICは豊

●Instruction Decode and Control
プログラムカウンタが指すプログラムメモリ内の命令が読み出され

富なラインナップにより、様々なニーズに応えられるデバイスとして世

ここで命令種類の解読と処理がなされます。その結果，各種の制御や
ALU内で演算をしたりすることで命令が実行されます。

界的に有名になりました。

PICマイコンの動作概要
●MUX（切り替え部）とALU（算術演算部）
各命令の指示に従って各種レジスタやWレジスタの内容との演算が

プログラムは常に0番地からスタートします。電源投入時やハードウ

なされる場所で、いわゆるコンピュータの中の計算器です。演算結果
は再度Wレジスタやレジスタに格納されたりI/Oポートやタイマ、プ

エアリセットがかけられた状態がこれに相当します。

ログラムカウンタなどに格納されます。

プログラムの進行はプログラムカウンタによって制御されています。
プログラムカウンタの指し示す値が実行される番地を示しています。リ

●Wレジスタ(W reg)

セット時プログラムカウンタは0になり、0番地の命令より順番に実行

演算をするときに一時保管用に使うレジスタで演算の時の中心とな

されていきます。1つの命令が読み出されると演算ユニットALUにて演
算や処理が行われます。必要に応じてデータメモリからデータを読み

って働きます。

出したり書き込んだりも行います。
●入出力ポート(I/Oポート)
内部のデータを外部に出すためのポートでこれがPICマイコンピンに

演算ユニットはプログラム側から見るとWレジスタの形で存在してい

直結されています。

る点に注意が必要です。I/Oポートは，データメモリ上に割り当てられて
いてメモリ操作によってアクセスできます。この構造のことを特に"メモ

そのためVccが5Vの時はプログラムがポートに"1"のデータを出力
すると対応するピンが"High"レベルの状態になり、"0"を出力すると

リマップドIO"と読んでいます。すなわち，メモリに0や1の値を書き込む

"Low"の状態となります。

ことで直接I/OポートがLレベルになったりHレベルになったりします。

PICマイコンの種類

PICマイコンはRISC(Reduced Instruction Set Computer)タイプの

PICマイコンには様々な種類があり、選択の幅が広いマイクロコント

マイコンなので1命令1クロックで動作します。クロックとは外部から入
力されたある一定の周期の矩形波パルスで通常は水晶発振子やセラ

ローラーです。ピン数も8ピンから80ピンのものまであり、用途に応じ
て使い分けることができます。

ミック発振子といった発振子を用いてクロックを生成します。また、クロ
ックを内部の逓倍回路(PLL)によって逓倍して周波数を高くすることが
可能なデバイスもあります。（付属のPIC18F45K22にはPLLが搭載さ

PIC10FシリーズはPICの中でも最も小さいマイコンです。DIP形状の
ものは8ピンからあります。PIC12Fシリーズは、8ピンながら高機能で

れています。）

ADコンバータを搭載したモデルもあります。

プログラムメモリから命令を取り出すことを"命令をフェッチする"と

PIC16Fシリーズは、PICのスタンダードモデルです。14ピン～40ピ

いいます。PICマイコンでは1クロック毎に命令はフェッチされていま
す。フェッチされた命令はインストラクションデーコーダによって解析れ

ンまで数多くのデバイスが流通しています。以前はPIC16F84などが主

さます。なお，PICマイコンは内部で発振子より与えられたクロック周波

流でしたが最近では高機能なPIC16F88や18ピンの代表格となって
います。

数を1/4にして命令を実行しています。すなわち，4MHzのクロックを入
力している場合には内部動作は1MHz動作になっています。

PIC16シリーズはPIC18シリーズの下位レンジとして位置づけられ
ていましたが、最近になってPIC16F19xxシリーズが登場すると、格段

では実際の動作はプログラムを作りながら学習しましょう。

に機能が強化され動作周波数もこれまでの最高20MHzから32MHzへ
と高速化が進展しました。さらに内蔵発振子で32MHzが実現できるこ
とや、デバイス単価が安いこともあり、今後PICマイコンの分野でPIC1
6F19xxシリーズは中心的な存在となっていことが考えられます。
PIC18Fシリーズは、PIC16Fシリーズを高機能化したもので様々な
機能が付加されている他、最大の特徴はバンクの概念がなくなったこ
とです。バンクの概念は高級言語を使用している分にはそれほど問題
にはなりませんが、アセンブラを使用している場合には、かなりプログ
ラムの仕組みが簡単になりました。
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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
ボード上で動作させてみましょう。
■開発環境の設定
では最初にmikroC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。
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■mikroCの開発環境画面
ツールバー

コードエディタウインドウ

メッセージウインドウ

サイドメニュータブ

サイドメニュータブ

サイドメニュータブは、便利な機能が割り当てられたタブです。クリックすると該当する画面がサイドから表示されます。デフ
ォルト設定では、マウスのカーソルが上に乗っている時は、メニューは表示されたままとなり、カーソルを外すとメニューは
自動的に隠れます。
左図は、"Project Settings"メニューの表示例です。
固定表示されたい場合には、×ボタンとなりの
マークをクリックすると
固定されます。また強制的にメニューを隠したい場合は×ボタンをクリックしま
す。
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チュートリアル①

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

～LEDを点滅させるプログラム～

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

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。

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。

デジタルIOピンに2つのLEDを接続して、そのLEDを交互に点滅させ
るプログラムを作ってみましょう。点滅する間隔は最初200ミリ秒で作

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。

り、その後プログラムを少し改造してみましょう。

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

なお、PIC18F45K22を8MHzで動作させ、PORTBのビット0(RB0)
とPORTBのビット1(RB1)にLEDを接続します。

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。

※PICではIOピンの名前をRA0やRB5などRとポート名を組み合わせ、
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

その後ろにビット数を書く習慣があります。

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。
LED
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。ここでは例として、Cドライブの直下に"mikroC_pro
ject"というフォルダを作り、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

470Ω×2

い。

LED

※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

GND
回路図を参考に記載しておきます。PICマイコンのデジタルIOピンは
Hレベルの時5V、Lレベルの時0Vになります。よって、ここにLEDを接続

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

すればLEDを点滅させることができます。但しそのまま接続してしまう
とLEDの順方向電圧より高すぎますし、電流が流れすぎてしまいますの

れてしまうことがあり、お奨めできません。

で抵抗器を介して接続します。ここでは470Ωの抵抗器を2つLEDに対

続いて、使用デバイスを選択します。"Device Name"のプルダウンか

して直列に接続します。
PICマイコンでは全ポートにおいて最大25mAまでしか電流を流せま

ら "P18F45K22" を選択します。

せん。よって大きな電流を流す必要のあるデバイスを接続する時はトラ

クロック周波数を設定します。今回は、8MHzの水晶発振子を4逓倍

ンジスタなどを介して接続するようにします。

して32MHzで使用しますので、"Device Clock"の部分に、下図のよ
うに "32" と入力して32MHzに設定します。

回路は後で作ることにして、まずはプログラムから作っていきましょ
う。

小数点以下は自動的に0が挿入されますので、単に

32

とだけ

入力してください。

【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。

"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。ここではすべての組込関数を含めますので、
"Include All(Default)"にチェックを入れて、"Next"ボタンを押しま
す。最後に"Finish"ボタンをクリックして完了します。
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【2】プログラムの記述

2

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。
次のように記述しましょう。

void main()
TRISA =
TRISB =
TRISC =
TRISD =

{
0x00;
0x00;
0x00;
0x00;

"Sources"のツリーを展開しここに"Lesson1.c"が含まれていれば
そのままで続行できます。もし、何も登録されていない場合には、次
の手順でソースプログラムを追加します。

while(1){
LATB.B0 = 0;
LATB.B1 = 1;
delay_ms(200);
LATB.B0 = 1;
LATB.B1 = 0;
delay_ms(200);

3 "Sources"を右クリックするとメニューが表示されますので、その中
から"Add File To Project"をクリックします。

}
}
ここであれ？と不思議に思う部分があると思います。前ページでPOR
TについてはRB0とかRB1とかと表現すると記載しました。しかし、ここ

ファイルを開くダイアログが表示されますので、先ほど作成したソー

に書かれているプロクラムでは、"LATB.B0"とか"LATB.B1"とか書か
れています。PORTではなく、LATと記述しているのはなぜか。理由は次

スファイル "Lesson1.c"を選択して開きます。すると、プロジェクト
にソースファイルが追加されます。

の通りです。
LATxレジスタはPORTxレジスタと似ていますが実際には、PORTxレ

※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

ジスタの値、すなわちIOピンへの出力は実際には、LATxレジスタへの

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

出力となります。この出力の内容が、実際のI/Oピンに反映されるかど
うかは、TRISxレジスタへの設定で決まります。

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

また、大きく注意が必要なのはIOピンの状態をプログラムから読み
込む際、PORTxレジスタからの読み込みを行うと、実際のIOピンの現

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。

在の入力状態を読み込むことができますが、LATxレジスタからの入力
については、実際のピンの状態を反映しているわけではなく、単に現在
のデータラッチ状態を入力するだけということに注意が必要です。

【4】ビルドの実行
ビルドとは、C言語で記述したプログラムから、PICに書き込める形式

分かりにくい場合には、IOピンへの出力はLATxレジスタに値を代入

のHEXファイルを作ることをいいます。（コンパイルと呼ぶ場合もありま

し、IOピンの状態を読み込みたい場合には、PORTxレジスタから読み込
むとまずは覚えておきます。

す。）PICにこのHEXファイルを書き込むと動作し始めるわけです。
1 ツールバーの"Build"ボタンをクリックします。

【3】プロジェクトへのファイルの登録確認
先にも説明しましたが、mikroCは、すべてのファイルをプロジェクトと
いう単位で管理しています。よってプログラムを作成しても、そのソース
ファイル(拡張子.c)が、ファイルがプロジェクトに含まれていなければな
りません。ビルドに先立って、必ず現在のプロジェクトにソースファイル
が正しく登録されているか確認しましょう。

なお、キーボードからは"Ctrl"+"F9"キーを押しても実行できます。

1 右サイドにあるサイドメニュータブの"Project Manager"をクリック

2 メッセージウインドウに進捗状況が表示されます。

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。

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"と表示されます。
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【5】ハードウエアの作成

じ行に接続します。抵抗器の反対側はブレットボード中央部の溝をまた

このプログラムではLEDを2つPICマイコンのRB0とRB1に470Ωの

いで、右側の穴に足を挿入します。

抵抗器を介して接続します。PICマイコンのIOピンがHレベルの時にLE
Dが点灯、Lレベルの時に消灯するようにしましょう。

LEDには極性があります。足の長い方がアノード(A)側、足の短い方
がカソード(K)側です。抵抗器の足を挿入した穴の延長にある穴にLED

付属のブレットボードと470Ωの抵抗器2本、LED2個、ジャンパワイ

のアノード側を挿入します。

ヤーを使います。

もう一方のカソード側はブレッドボード右端にある、たて列が短絡さ
れているGNDポートに挿入します。

PICマイコンの全IOピンは基板右端、左端にある10ピンのヘッダピ
ンから取り出すことができます。PORTBはボード右上のヘッダピンで
す。ここの"RB0"と"RB1"のピンにジャンパーワイヤのメス側を挿入し
ます。反対側のオス側はブレッドボードの左端に挿入します。（下図参
照）また、GNDも1つ必要ですので、ヘッダピン右下のGNDと書かれた
ピンにも同様にジャンパーワイヤのメス側を挿入してください。

PICのRB0、RB1から伸ばしたジャンパーワイヤ
RB0とRB1
に接続

これで接続は完了しました。ショートや回路に矛盾が無いかなどを最
終確認してください。
【6】プログラムの書き込み
先ほどビルドしたプログラムをブートローダソフトウエアを使ってPI
Cに書き込みましょう。インストールした「PIC18F45K22ブートローダ

GND

ー」ソフトウエアを起動してください。
1 "Select MCU"のところで、PICの種類を選択します。ここではプルダ
ウンから"PIC18"を選択します。
2 COMポート設定の所で"Change Settings"ボタンをクリックして、
ボードのCOMポート番号を指定します。また通信速度を高速にする
ため"Baud rate"のプルダウンから"115200"を選択します。その
他は変更しないでください。

COMポート番号と通信速度が115200になっていることを確認
3 "Connect"ボタンを1回クリックします。
ボタンの表示が"Waiting...Disconnected"という表示がでますので、
ブレットボード側は上図のようになります。
ジャンパーワイヤーのオス側をブレッドボードの左端に挿入します。

5秒以内にボードの"RESET"ボタンを1回押してください。

たての間隔は2穴分空けます。
A側

K側

接続が完了すると、Signalsの所の表示の"Conn"表示が緑●になり
ます。
GNDワイヤ

※接続できない場合にはCOMポートの設定が間違っている可能性
があります。正しいCOM番号に設定されているか、通信速度が115

上図のように470Ωの抵抗器をジャンパーワイヤを接続した行と同

200bpsになっているか再度確認してください。
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4 "Browse for HEX"のボタンをクリックして先ほどビルドしたHEXフ

delay_ms(200);

ァイルを読み込みます。HEXファイルは、mikroCのプロジェクトを作

delay_ms()関数は時間遅延をミリ秒単位で指定する組み込み関数

ったディレクトリと同じディレクトリに生成されています。

です。ここでは200ミリ秒の遅延を作り点滅周期を作り出していま
す。1秒にしたければここの値を1000にすればいいことになります。

5 "Begin Uploading"ボタンを押すと書き込みが始まります。
【9】プログラムの改造-1
せっかく回路を組んだので色々とプログラムを改造して動作を確

6 書き込みが終わると下図のようなメッセージが表示されます。

認してみましょう。次のプログラムは先ほどのプログラムと全く同じ
動作になりますが、書き方が違うバージョンです。

void main() {
TRISA = 0x00;
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
LATB.B0 = 1;
LATB.B1 = 0;

PICをリセットするように促していますので、"OK"ボタンを押した後、
ボードのリセットボタンを1回押してください。

while(1){
LATB.B0 =~ LATB.B0;
LATB.B1 =~ LATB.B1;
delay_ms(200);

リセットボタンを押すとボードの"TX"LEDが3秒程度点灯し、その消
灯後プログラムが動作を開始します。リセットボタンを押してもすぐ
にプログラムが動作を開始するわけではなく3秒程度スタートまで
に時間がかかることに注意してください。

}

【7】動作確認

}

2つのLEDが200ミリ秒間隔で交互に点滅していることを確認してく
ださい。点滅は永遠に繰り返されます。

書き終わったら先ほどと同様の手順でビルドしてHEXファイルを生
成し、ブートローダでプログラムを書き込んでみてください。書き込

【8】プログラムの解説

み方法などは前の部分を参照してください。操作方法は同じです。
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

このプログラムでは動作は先ほどのプログラムと同様ですが、書
き方が違っています。注目は "LATB.B0 =~ LATB.B0;" という書き

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

方です。=演算子は代入演算子ですが、～（チルダ）は論理演算子でN

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。

OT演算子と呼ばれ、論理を反転させる時に使います。ここではそれ
ぞれ値を反転させ、それを代入することで交互点滅を作り出していま

TRISA = 0x00;
TRISレジスタは、ピンの入出力方向を設定するレジスタです。

す。この記述方法はC言語ではよく使いますので覚えておくと便利で
す。

該当のビットが0の場合は出力、1の場合は入力となります。本チュ
ートリアルではすべてのIOピンは出力ピンとして設定しておきますの
で、PORTA～PORTDのTRISレジスタに0を代入しています。
なお、16進数表記の場合C言語では0xを付けます。
while(1){･･･}
while文は（ ）内の値が1又は真であれば{ }内の処理を繰り返す繰
り返す文です。ここでは評価式を1としていますので永久に{ }内が実
行されます。
C言語では処理を永久ループさせたい場合にはよくwhile文を使用し
ます。
LATB.B0 = 0;
LATxレジスタはPORTxレジスタと似ていますが実際には、PORTxレ
ジスタの値、すなわちIOピンへの出力は実際には、LATxレジスタへ
の出力となります。この出力の内容が、実際のIOピンに反映されるか
どうかは、TRISxレジスタへの設定で決まります。
LATBまではPORTBを示します。ビットを指定する場合には"B"の後
ろにビットの数字を付加します。 LATB.B0

はRB0の出力ラッチを

指定することになります。ここに0を代入すると出力はLレベルになり
ます。同様にして、ここに1を代入すると出力はHレベルとなります。
RB0とRB1のLATレジスタに0と1を交互に代入することでLEDの点
滅を実行させています。
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【10】プログラムの改造-2

void main() {
int i, current_duty;

次のプログラムはfor文を作ったプログラム例です。ここでは点滅
を10回繰り返したら両方のLEDを消灯させて点滅を終了させるよう
にプログラムを作ってみましょう。点滅回数が見やすいように周期は

TRISA = 0x00;
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
LATB.B0 = 1;
LATB.B1 = 0;

1秒間隔にしました。

void main() {
int i;
TRISA = 0x00;
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
LATB.B0 = 1;
LATB.B1 = 0;

current_duty = 255;
while(1){
current_duty = rand()/255;
LATB.B0=~LATB.B0;
LATB.B1=~LATB.B1;

while(1){
for(i=0;i<10;i++){
LATB.B0 =~ LATB.B0;
LATB.B1 =~ LATB.B1;
delay_ms(1000);
}
LATB = 0;
while(1);
}

for(i=0; i<current_duty; i++){
delay_ms(10);
}
}
}

}

このプログラムでは変数を2つ用意しています。同じ型の変数を使
う場合には変数名を,(カンマ)で区切ることで、複数の変数を宣言で
ここではfor文を使っています。forは指定した回数、ルーチンを繰り

きます。

返す関数です。for文を使うにはあらかじめループの回数を管理する
変数が必要です。よってプログラムの先頭で"i"というint型の変数を

rand()関数は乱数を0～32767までの値で返します。このままで
は最大値が大きすぎるので、その戻り値を255で除算することで最

定義しています。

大でも値が128以下に収まるようにしています。

for(i=0 ; i<10 ; i++){ .... } で繰り返しの設定を記述してい
ます。変数iが0から始まり、iが10未満の場合は{ }内を繰り返し実行

for文で10ミリ秒の遅延を繰り返しますが、繰り返し回数はrund()
関数で得た乱数を255で割った値にしています。これにより乱数の値

し、1回繰り返す毎に"i++"でiの値を1ずつ増加（インクリメント）させ
る、という内容です。ちなみにループ中に変数iの値を参照すればルー

はバラバラですので不規則な時間遅延を作り出すことができます。

プ何回目かを把握できます。

もっと点滅の周期にばらつきを持たせたいならば、

LATB = 0; という文があります。これはビットを指定せずLATB
レジスタに0を代入していますので、LATBの全ビットは0になりLED

;の所の/255を削除して current_duty = rand();
てfor文の内容を次のように書き換えます。

は消灯します。

rand()/255
とします。そし

for(i=0; i<current_duty; i++){
asm nop;
asm nop;
}

最後に while(1); がありますが、これはここでプログラムを止める
時に使います。while(1)は常に繰り返されますので、この1文でプログ
ラムが永久ループされてプログラムは停止したように見えます。
【10】プログラムの改造-3
LEDを不規則な点滅周期で点滅させるプログラムを作ってみまし
ょう。これまでの例題では点滅周期はdelay_ms()関数で一定の同一

asmは、C言語の中にアセンブラの命令を埋め込むワードです。こ
れをインラインアセンブラといいます。nop命令はアセンブラの命令

周期で行っていましたが、乱数を発生させて光の点滅周期をランダ

でC言語には存在しません。nopはno operationの命令で、この期間

ムにさせてみます。一定間隔で点灯するよりもイルミネーションなど
にするには不規則な方が綺麗に見えます。

何もしない＝プログラムを一定時間停止させる、という命令です。で
はどのくらいの時間何もしないのでしょうか？それはPICを動作させ

この例題では関数からの戻り値を変数に格納したり、変数の値を

ているクロック周波数に依存して決まります。nopはアセンブラにお

定数で除算したりする方法を体験してください。

いて1命令分の何もしない時間を作ります。1命令がPICの中でどの
程度の速さで処理されているのかは、次のよう決まります。
PICは一般的に動作クロックの1/4の速さで1命令を実行してい
ます。またnop命令の場合にはPLLで逓倍した後の周波数ではなく、
逓倍前の周波数8MHzで計算します。つまり8MHzとして内部の動作
速度は1/4の2MHz。2MHzは逆数で時間にすると1周期500ナノ秒
です。よって、nop命令1つ500ナノ秒の遅延になります。2つ記述した
のは1つだけだと点滅が速くなりすぎるからです。
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delay_ms(1)としても同じですが、nopを使うとより短い時間遅延

できるのは115.2kbps程度までです。但し、通信の許可/不許可を送受

を作り出すことができます。

チュートリアル②

信側でそれぞれ通知してデータ信号を送受信するフロー制御を用いれ
ば数Mbps程度まで通信可能です。なお安定して信頼性のある通信を高
速で行うためには同期式シリアル通信のI2C通信やSPI通信を使用し

～スイッチ入力とUART通信をする～

ます。またさらに高速化すると、通信線のノイズが影響を及ぼすため1
判定するプログラムを作ります。また、非同期式シリアル通信(UART)に

つの信号を送信するのに2つの物理的な信号線を使う差動信号を用い
ます。パソコンでお馴染みのUSBやAV信号用のHDMIなどの高速イン

てパソコンとシリアル通信をするプログラムを作ります。

ターフェイスはすべて差動信号です。

【1】プログラムの新規作成
プロジェクトを新規作成してください。プロジェクトの作成はチュート

【3】プログラムの記述

チュートリアル2では、外部にスイッチを取り付けてスイッチの状態を

#define SW PORTB.B0

リアル①と同じです。クロック周波数は32MHzとします。プロジェクト
名は"lesson2"などの名前を付けてください。デバイスはもちろんPIC1
8F45K22です。

void main() {
TRISA = 0x00;
TRISB = 0x01;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTB = 0;
INTCON2.RBPU = 0;
WPUB.B0 = 1;
Uart1_init(9600);

【2】プログラムの内容
RB0にタクトスイッチを接続します。タクトスイッチは押した時RB0
ピンがLレベルになるようにします。定常状態（スイッチを押していない
状態）ではHレベル判定をさせるため、PORTBの内部プルアップ機能を
有効にします。PICマイコンではほとんどのデバイスでPORTBには内部
プルアップ機能があります。プルアップとは、該当ピンを数十kΩの抵抗
器を介してVcc(電源+5V)に接続することをいいます。

delay_ms(100);
while(1){
if(SW==0){
Uart1_write_text("HELLO");
delay_ms(500);
}
}
}
ビルドしてHEXファイルを作っておきましょう。次にタクトスイッチの
配線をします。
上図はPICマイコンの外部に10kΩの抵抗を取り付けてスイッチを取り
付けた例です。この配線だとスイッチを押していない時はRB0はHレベ

【4】ボードの準備
次のようにタクトスイッチをRB0に接続します。スイッチを押した時G

ル、スイッチを押した時はLレベルになります。PORTBに関してはこの抵

NDに接続されるようにしましょう。

抗器がPICマイコン内部で有効にできますので、この内部プルアップを
有効にすれば該当ピンにタクトスイッチだけを接続すればいいことに

ボードのRB0ヘッダピンにジャンパーワイヤのメス側を装着し、反対
側のオスピンをブレッドボードの一番上に挿入します。

なります。なおこのようにスイッチを押した時にLレベルになる状態のこ
とを「アクティブロー論理」といいます。
プログラムではRB0がLレベルになったら、UART信号として文字列
"HELLO"をパソコンに送信します。パソコンでは仮想COMポート経由
でこのUART通信で送られた文字列を受信して画面上に表示します。U
ARTの通信プロトコルは、通信速度9600bps、データビット8ビット長、
1ストップビット、ノンパリティの標準的な設定とします。

RB0と接続

GNDと接続

タクトスイッチの両足を中央の溝をまたいで装着

なおUARTは「Universal Asynchronous Receiver Transmitter」 の
略でクロック信号などは必要なく、データ信号線だけで送受信を行い
ます。1バイトのデータを1本の信号線で送信するので、時分割にデータ

タクトスイッチは、ブレットボードの中央の溝をまたいで挿入します。

を分解して、1ビットづつ出力（送信）または入力（受信）します。よく使用
されるシリアル通信の1つで、パソコンではRS232C通信とフォーマッ

タクトスイッチの右側にはGNDを接続してください。これでスイッチを
押した時RB0がGNDと接続される回路が作れました。

トが同一なのでよくパソコンとの通信で使われます。（但しRS232Cは
電圧レベルが-12V～+12Vなので電圧振幅及び論理は反対です。）
その他、デバイス同士の通信でも使われます。クロックに同期しないた
め通信速度はそれほど速くできず、データ信号線だけで安定的に通信
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【5】動作確認

【6】プログラムの解説

プログラムをブートローダソフトウエアで書き込んで、リセットスイッ
チを1回押し、5秒待ってから操作を開始します。なお書き込みが終わっ
たらブートローダソフトウエアは終了しておいてください。

#define SW PORTB.B0
#defineはC言語のプリプロセッサのひとつで、 コンパイル前に記号
定数や文字列がすべて定義したものに置き換わります。

パソコンで仮想COMポートからデータを受信する場合にはターミナ
ルソフトを使います。ターミナルソフトは色々と種類がありますが、mikr

ここでは、文字列"SW"にPORTB.B0を割り当てました。これでプログ
ラム内では、"SW"と記述すると、PORTB.B0(RB0)を指し示すことと

oCにも付属していますので、そのソフトウエアを使うことにします。
mikroCのツールバーにある"USART Terminal"のアイコンをクリックし

なります。プログラム内で PORTB.B0 と記述しても何ら問題は
ないのですが、ピン名では何と接続したピンなのかがわかりにくいた

ます。

め、特定のデバイスなどと接続したピンは#defineを用いて文字列に
置き換えておくとプログラムの内容が見やすくなります。
なお#defineはmain関数の外に記述していることに注意してくださ
い。
TRISB = 0x01;
RB0だけが入力ピン、その他のピンは出力ピンにしますので、TRISB
レジスタに1を代入しています。2進数形式で記述したほうが分かり

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

やすいという場合には次のように記述しても同義となります。

ビット、ノンパリティーの設定にします。通信ポートは、お使いの環境に
合わせて設定します。仮想COMポートの番号は、ブートローダソフトウ

TRISB = 0b00000001;

エアで設定したCOMポート番号と同じです。下図のように設定してくだ
さい。

なお16進数では値の前に0xを付けましたが、C言語の場合2進数で
表現する時は数値の前に0bを付ける決まりがあります。
INTCON2.RBPU = 0;
PORTBの内蔵プルアップを有効にする設定です。INTCON2レジスタ
は周辺回路などの諸設定ができるレジスタで、このレジスタのRBPU
ビットを0にセットすると内蔵プルアップが有効になります。
なお、ここで有効にした後、次のWPUBレジスタでどのピンをプルア
ップするのかを割り当てる必要があります。
WPUB.B0 = 1;
RB0をプルアップするため、WPUBのビット0を1にセットしました。こ
れでRB0のみがプルアップされます。
UART1_Init(9600);
UART通信の初期化関数です。通信速度を引数として指定します。こ
こでは9600bpsに設定しました。この関数の実行後は必ず初期化完
了まで100ミリ秒の待ち時間を入れます。
if(SW==0){
if文を使用した入力判定部分です。
（ ）内の評価式が真の時にその後に記述された文が実行されます。
"SW"は、RB0のことと定義していますのでPORTB.B0と記述しても
同じ意味になります。

設定が完了したら"Connect"ボタンを押してください。これでパソコン

==（イコール2つ）は比較演算子の「等しい時」を表す演算子です。
よくある間違いとして=を1つしか記述しない場合があります。=が1

とPICがUART経由で接続されました。

つの場合には代入演算子となってしまい正しく動作しません。IF文の
時には==（イコール二つ）と覚えておくと間違いを減らせます。
ここでは、SW、すなわちRB0が0になった（Lレベルになった）時、{ }

ここでタクトスイッチを1回押してみてください。"Receive"ウインドウ
に"HELLO"という文字列が表示されれば成功です。

内が実行されます。
Uart1_write_text("HELLO");
UARTで文字列を出力する関数Uart1_write_text()を使って文字列
を送信しています。( )内には文字列を指定します。文字列は"（ダブ
ルクォーテーション）で囲みます。
ここで文字列を送信した後、500ミリ秒の遅延を入れて、タクトスイ
ッチから手が離されるのを待機します。
なおC言語ではダブルクォーテーションで括られた文字列がある場
合には、これを文字列リテラルといいます。
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【4】プログラムの改造-1

この場合にはcharの後ろに[ ]を付けます。文字列を代入する場合には
要素数は[ ]内に記述しません。文字列の先頭から最後の文字までが順

#define SW PORTB.B0

番に配列の各要素としてメモリーの連続した領域に保存されます。な
おC言語では文字列を配列として代入した場合、文字列の最後には必

void main() {

ず \0 というNull文字が付加されます。これは「文字列はここで最後で
すよ」という意味で自動的に付加されるものです。よって要素数を定義
しなくても文字列を代入すればC言語は自動的に先頭文字と文字列の

char *txt = "HELLO WORLD";

最後の位置を把握しているのです。
ポインタを使えば配列で定義した連続するデータを順番に取り出す

TRISA = 0x00;
TRISB = 0x01;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTB = 0;
INTCON2.RBPU = 0;
WPUB.B0 = 1;
Uart1_init(9600);

ことができます。ポインタ変数の値を1ずつ増加させれば、おのずと文
字が1文字ずつ取り出せるというわけです。よって配列とポインタは密
接に関係しており適材適所で使うことにより様々なデータ格納、参照の
仕組みを実現できます。
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。
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。また、ある変数のアドレス値を取得したい場合に

delay_ms(100);

は、変数の前に&演算子を付けます。下記に例を示します。

while(1){
if(SW==0){
Uart1_write_text(txt);
delay_ms(500);
}
変わった部分は

char *txt = "HELLO WORLD";

int a, b ;
int *p ;

①

p = &a ;

②

*p = 100 ;
b = *p + 1 ;

③

を追加した所

と Uart1_write_text(txt); の部分で( )内をtxtとしたことです。そ
の他はすべて同じです。これでビルドして書き込み、シリアルターミナル

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

で文字列を受信してみましょう。今回はタクトスイッチを押すと"HELLO

うためのものです。

WORLD"と表示されます。
ポイントは、

char *txt

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。この時、
ポインタ変数pには*が付かないことに注意します。
の部分です。これはポインタといいtxtとい

③ではポインタ変数pが指し示すアドレスにある変数、つまりは変数a

う文字列をchar型のポインタとして宣言しています。char型は通常の変
数では8ビット長の変数です。ではポインタとはなんでしょうか？

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の変
数に値を代入する場合には、ポインタ変数に*を付けます。

ポインタは、通常の変数と異なりメモリーに格納されている値そのも
の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

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ということになります。

上のアドレス（場所）を参照する仕組みです。
と宣言した場合、int型変数aは、初期値に30

【4】プログラムの改造-2
次にint型変数など文字列型以外の変数に入った値を、文字列として

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。しかし

UARTで送信するプログラムを作ってみます。先の例のように文字列を

通常開発者は、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

扱う場合にはダブルクォテーションで囲むことで文字列リテラルを定
義し、それを送信していました。しかし場合によっては変数に入っている

ん。アドレスがの何番地かというひとも知る必要もありません。
しかし、文字列のように1つの値ではなく複数の連続したデータをメ

数値を文字列として送信したい場面がよくあります。
C言語は型を厳格に取り扱うため数値と文字列は全く異なるモノで

モリーに格納する場合、そのデータは連続してメモリー上に配置される

ありこれらは変換しなければ相互に取り使いができません。ここでの例

必要があり、さらには文字列の先頭と、文字列の最後を認識する必要
があります。そうでなければ文字列はバラバラになってしまいます。

は変数iの値を、200ミリ秒間隔でPICマイコンからUARTで送信し、そ
の文字列をターミナルソフトで受信して文字列として出力させてみまし

"HELLO WORLD"という11文字の文字列があった場合、この11文字

ょう。

例えば、 int a = 30;

は連続したメモリー領域に順番に配置される必要があります。そして、
先頭の文字、 H の文字が格納されているメモリー上の番地が分かれ
ば、後はそれに続く10個の領域を参照すれば文字列が順番に取り出せ
ます。このような場合にポインタを使います。
実はこのポインタは配列と深く関係があります。配列とは、同じ型の
データをメモリーの連続した領域に並べたものです。配列の中の各デ
ータを配列の要素といって、配列にはその配列全体を指すための配列
名がつけられます。例えば先の例の場合次のように宣言することもで
きます。
char txt[] = "HELLO WORLD";
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【4】プログラムの改造-3

void main() {

これまでのプログラムはPICマイコン側から一方的にデータを出力
するだけのプログラムでしたが次にデータを受信してそれによって処理
を分岐したり、文字を出力するプログラムを作ってみましょう。

int i=0;
char txt[7];

プログラムの内容は次の通りです。パソコン側から"0"～"9"までの
数字を送信し、PICが数字を受信した時は"Number"という文字列をパ
ソコン側に返します。パソコン側から"A"～"Z"のローマ字を受信した時

TRISA = 0x00;
TRISB = 0x01;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
Uart1_init(9600);

は、受信したアルファベットの次のアルファベット文字を出力するように
します。例えば"K"というローマ字を受信したら"L"を送信します。なお"
Z"を受信した場合には"A"を送信するようにします。
※a～zの小文字はサポートしないものとします。

delay_ms(100);
void main() {
char ud;

while(1){
inttostr(i,txt);
Uart1_write_text(txt);
delay_ms(200);
i++;
}

TRISA = 0x00;
TRISB = 0x01;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
Uart1_init(9600);

}

delay_ms(100);

ビルド→書き込み→リセットボタンの順で実行してターミナルソフト
を起動してポートを開いてみましょう。0から順番に数字が表示されて

while(1){
if (UART1_Data_Ready() == 1){
Ud = UART1_Read();
}

いくことを確認できます。

if((0x30 <= ud) && (ud<= 0x39)){
Uart1_write_text("Number");
}else if((0x41 <= ud) && (ud<= 0x59)){
Uart1_write(ud+1);
}else if(ud==0x5A){
Uart1_write('A');
}
ud = 0;

int i=0; は変数iの初期化です。初期化時に値を代入しておくことで
初期値を指定できます。
char txt[7];は要素数7のchar型配列です。int型の値を文字列に変

}

換する関数では要素数7が指定されているのでここでは要素数7の配
列を作っています。
inttostr(i,txt);

}

が今回のポイントです。このinttostr()関数は、int型

変数の値を文字列に変換し、指定した配列に格納するものです。ここで
は変数iの値を文字列に変換してtxt配列に格納しています。このほかに

シリアルターミナルで"Send"のテキストボックスに 1 と入力して"S
end"ボタンを押してみましょう。

もmikroCにはlong型変数やfloat型変数を文字列に変換する関数があ
ります。

正しく動作していれば、"Receive"のウインドウに"Number"と表示さ
れます。

同様にして他の数字でも試してみてください。
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続いて"Send"のテキストボックスに"A"と入力して"Send"ボタンを押

チュートリアル③

～TMR0割込を使う～

してみましょう。受信側に"B"と表示されるはずです。
チュートリアル3では、PICマイコンの割込を体験してみることにしま
しょう。割込とはmain関数実行中に、何かしらの指定した割込が発生す
ると、今実行中のプログラムを即停止し、割込ルーチンを優先的に実行
するというものです。
通常Cのプログラムではmain関数の中に書かれたプログラムが上か
ら順次実行されていきます。しかし割込を有効にすると、割込のイベン
トが発生したとたん、通常のプログラムはその場所でいったん停止し、
割込ルーチンを実行します。Cコンパイラはその停止したプログラムの

同様にしてA～Zまで色々なアルファベットを入力して送ってみましょう。
必ず送信したアルファベットの次の文字が返るはずです。"Z"を送信す

位置を自動的に記憶し、割込ルーチンを実行後は再度もとのプログラ

ると"A"が返ることを確認してください。
if (UART1_Data_Ready() == 1){

ム実行位置に戻ってきます。ちなみに、この割込ルーチンのことを割込
ハンドラと呼びます。
はデータを受信したかどう

かを確認するための関数UART1_Data_Ready()が1かどうかを判定
しています。この関数の戻り値が1の時は、PICがデータを受信し、バッ

なぜこんな仕組みがあるのでしょうか。割込には様々な種類があり
ます。PICではシリアル通信でデータを受信した時に割込を発生させる

ファにデータが存在することを意味します。よってその場合には、Uart1

受信割込、PORTBのビット状態が変化した時に発生する割込、内蔵の

_Read()関数でデータを変数に取得します。
UARTで受信したデータはchar型変数udに格納されていますので、こ

タイマがオーバーフローした時に発生するタイマ割込などがあります。
この仕組みが使われる理由は、優先度の高いルーチンを必ず実行させ

の値をif文などの分岐命令で判定すれば処理を分岐できます。

ることにあります。例えばシリアル通信の例を考えてみましょう。チュー
トリアル②ではシリアル通信の送受信を体験しましたが、実は受信につ

まず"0"～"9"の数字の場合、これはASCIIコードで0x30～0x39に該

いては、いつパソコンからデータが送られてくるのかPIC側では予測す

当します。よって最初のif文の条件式には変数udが0x30以上、0x39以

ることができません。そのためループ構造を作りその中でif文を繰り返
し実行することでシリアル信号の受信を判定していたわけです。しかし

下の判定を行います。 if((0x30 <= ud) && (ud<= 0x39)){ が
その部分です。 && はAND演算子で2つの値を比較して一致はた場

それができるのは、他に実行しておかなければいけない処理がないた

合のみ真(1)を返します。一致して以内場合には偽(0)となります。

めです。他に実行すべきルーチンがあった場合、場合によってはシリア
ル信号を取りこぼす可能性があります。このような時にシリアル通信の

続いて0x30以上かつ0x39以下でない場合には、else if以下に処理

受信割込を使います。すると、main関数などでシリアル通信とは関係な
い処理を実行していても、シリアル通信でデータを受信すると、即割込

が移ります。else の場合には、if文の条件式が偽の場合すべてここが実
行されますが、else ifにすると、さらに条件式を追加して分岐できます。

ルーチンにジャンプしてシリアルデータを受信します。これによってデー

次に判定するのは"A"～"Y"までのアルファベットです。文字AはASCIIコ

タの取りこぼしを防ぐことができるのです。

ードで0x41です。Yは0x59ですので0x41以上かつ0x59以下の場合に
は、受信した文字のASCIIコードに1を足して、UART経由で出力します。

ここで体験するのはタイマ0(TMR0)オーバーフロー割込です。TMR0

するとアルファベットは1つ進んだ文字となってターミナルで表示され
ることになります。

は8ビット又は16ビット（選択可能）のタイマで、マイコンを動かすシス
テムクロックをカウントして1ずつ値を増やしていっています。TMR0の
ビット幅を8ビットに指定した場合、0から始まって動作クロックの1サ
イクルで値が1ずつ増加します。255までインクリメントされると、その

最後に判定するのは受信した文字が"Z"だった場合です。ZはASCIIコ
ードで0x5Aですので、0x5Aを受信した場合には、文字"A"を送信してい

次はオーバーフローというイベントが発生します（TMR0の値は0に戻

ます。なおここで注意が必要なのは、C言語の場合、一文字を指定する

ります。）。
このオーバーフローを検出して、これを割込要因とすれば定期的に

場合には ' (シングルクォーテーション)で囲むということです。文字列
はダブルクォテーションですので、使い分けが必要です。

割込が発生することになります。これを使うことでかなり正確な時間を
作り出すことができるのです。時間を作る・・・というとdelay_ms()関数
がありました。しかしこの関数は複数の処理を重ね合わせて目的の時
間を作るため精度は高くありません。例えば delay_ms(1000)として
も実際は1001ミリ秒になることもありますし、999ミリ秒のこともあり
ます。時計アプリケーションなど正確な時間を刻まなくてはならない場
合にはTMR0割込など、PICに内蔵のタイマを正確な外部クロックで使
うのが鉄則です。
ここではTMR0割込を使って割込を発生させる方法と、正確な1秒を
作る方法を試してみます。なおオシロスコープをお持ちであれば、その
様子を波形で観察することができます。
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【1】プログラムの内容
プログラムでは最初に割込発生の様子を観察します。今回は32MHz
のクロック源から64μ秒をTMR0割込を使って作り出します。64μ秒毎
にRB0の出力をH/Lで駆動させ矩形波を出力します。その様子をオシ
ロスコープで観察してみましょう。続いて64μ秒を15625回繰り返して
1秒を作り出してみます。
【2】プログラムの記述

void interrupt(){
LATB.B0 =~ LATB.B0;
INTCON = 0x20;
}
void main() {
INTCON = 0xA0;
INTCON2.TMR0IP = 1;
T0CON = 0b11000000;
TRISA = 0x00;
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
LATB.B0 = 0;

非常にきれいな矩形波がかなり正確なタイミングで出力されている様
子が確認できます。オシロスコープの計測機能でも下図のように表示
されかなりの高精度であることが確認できます。

この設定でなぜ1周期128μ秒(H/L区間ともに64μS)となるのでし
ょうか。TMR0のオーバーフロー周波数は次の式で計算できます。

while(1){

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ周波数＝ｼｽﾃﾑｸﾛｯｸ÷4÷ﾌﾟﾘｽｹｰﾗ分周比÷256

}
}

実際の値を入れると

32MHz÷4÷2÷256 = 15.625kHzとなりま

ビルドしてブートローダソフトウエアで書き込みをしてください。なお

す。プリスケーラ分周比とはシステムクロックを分周、すなわち間引く
仕組みです。システムクロックは通常相当に速いため、分周して低い周

回路は組みませんのでブレッドボードは取ってしまってかまいません。も

波数にしないと使いにくい場合が多く、プリスケーラを適切に設定する

しRB0の様子をLEDで視認したい場合には、チュートリアル①で作った
回路を作りRB0に470Ωの抵抗を介してLEDを接続してください。

と使いやすい周波数を得ることができます。分周比はT0CONレジスタ
のビット2～0で設定でき次のような値を選択できます。

上記のプログラムを実行してRB0ピンをオシロスコープで観察して
みましょう。

RB0ピンを
プローブではさむ

ここでは、1:2を使いました。よってクロック周波数はTMR0で使われる
GNDピン

ときには1/2になっていることになります。
計算では15.625kHzのオーバーフロー周波数と導かれましたのでこ
れの逆数を取ると64μ秒となり計測値と一致します。
void interrupt(){...}は割込ルーチンです。mikroCでは割込が発生する
と、必ずこの関数が呼び出されます。main関数実行中に割込発生で直
ちにこの関数が呼び出され、その内容が実行されます。この割込ルーチ

プログラムが正しく動いていれば次のような波形が観察できます。

ンの中で、
ています。

LATB.B0 =~ LATB.B0;

を実行してRB0の点滅を実現し

INTCONレジスタは、割込の有効/無効や、何の割込を有効にするか
などを指定するレジスタです。ここではTMR0オーバーフロー割込を有
効にする設定にしています。なおTMR0オーバーフロー割込が発生する
と、INTCONレジスタのオーバーフロー通知ビット(ビット2)が1となりま
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す。、このビットはソフトウエア側でリセットする必要がありリセットを忘
れると次の割込が発生しなくなるため割込ルーチン内で
0x20;

この状態を再度オシロスコープで観察してみましょう。

INTCON =

を記述して初期化しています。

INTCON2.TMR0IP = 1;

はTMR0オーバーフロー割込の優先度を

高くする設定です。他の割込を使っていませんので設定する必要はあり
ませんが、便宜的に書くように習慣づけておくとよいでしょう。
ところでmain関数に目を向けると while(1){ ... }があり、本来ならば
ずっとここが実行されているはずです。{ }内には何も処理が記述され
ていないので、もし割込が発生しなかったらこのプログラムは止まった
まま動いていないプログラムに見えるでしょう。
【3】プログラムの改造
最後に、このRB0から出力される矩形波の周期を2秒にしましょう。
1周期2秒ということは、H期間が1秒、L期間が1秒ということです。
それを実現するためには、64μ秒毎に発生する割込をカウントし、156
25回割込があったらRB0の論理状態を反転させればいいことになり
ます。なぜなら、 64μ秒×15625回= 1 だからです。
次のようにプログラムを追加してみましょう。
正確な1秒を刻んでいることを表示しました。オシロスコープでの計
測値でこれだけ正確に誤差のないことが確認できればかなり実用的で
狂いのない時計が作れます。いかにTMR0の精度が高いかが分かるか

int cnt=0;

と思います。

void interrupt(){

例えばこれまでのチュートリアルの復習として、この1秒を使ってシリ

if(cnt==15625){
LATB.B0 =~ LATB.B0;
cnt = 0;
}
cnt++;
INTCON = 0x20;

アル通信(UART)で時間計測アプリなどを作ってみるとよいでしょう。割
込ルーチン内の if(cnt==15625) の{ }内で別に用意した変数の値
を1ずつインクリメントしていけば正確な秒数を計測することができま
す。またその値を文字列型に変換して、UART通信で出力すればパソコ
ン上でその値を参照することができます。ぜひ色々なアプリケーション
を作ってPICの世界をお楽しみください。

}

※なおビルドした際、"Message"ウインドウに "Demo Limit"

void main() {

と表示さ

れた場合には、体験版で作れるプログラムのサイズを超過してしまった
ことを意味します。その場合、体験版ではビルドできませんので製品版

INTCON = 0xA0;
INTCON2.TMR0IP = 1;
T0CON = 0b11000000;
TRISA = 0x00;
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
LATB.B0 = 0;

の購入が必要となります。

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。

while(1){

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
int cnt=0;

場合にはメンバー登録が必要になります。
は何回割込が発生したかをカウントをする変数です。こ

の変数はどの関数内にも含まれない部分に記述されており、すべての
関数からこの変数を参照できます。このような変数のことをグローバ
ル変数と呼びます。main関数内で宣言して変数は、main関数内だけでし
か使えず、割込ルーチンの中では使用できません。そこでグローバル変
数として宣言しています。
if(cnt==15625)で割込の発生回数を判定しています。15625回目
の割込だったらRB0の論理を反転させます。もしそれ以下の値だった
場合には、 cnt++; で変数cntの値をインクリメントさせます。
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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～DC12V

給電方法：
ACアダプタ規格:

USBバスパワー又はACアダプタ
2.1φ径 センタープラス

USB通信：

USB-UART変換(FT232RL)

対応デバイス：

仮想COMポートシリアル通信
40ピンDIPデバイス

標準デバイス：
対応OS:

PIC18F45K22-I/P
Windows/VISTA/7/8.1

書き込み方式：

非同期式シリアル(UART)

動作クロック：

ブートローダ方式
8MHz水晶発振子搭載

生産国：

セルビア

サポート情報
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

ご質問時には、できるだけ詳しくその内容をお書きください。例えば
使用しているPICマイコンの型式やパソコンのOS、エラーメッセージが
表示される場合には、その内容などをお知らせください。
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。

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)2014 Microtechnica All rights reserved
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