
  

第3回

本日の内容
　UARTとは？
　UARTによるデータ送信
　UARTによるデータ受信＆送信



  

デジタル通信
PIC24FJ32GA002で使える通信方式

＊UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
3線方式(Tx, Rx, Gnd)
下の2つに比べて，比較的遠方までデータを送受信するのに使う．

調歩同期方式（事前に通信速度（ボーレート）を送受信側で合わせておく必要がある）
通信速度の上限，電圧の違いを除けばRS232Cと同じ．
USB – RS232コンバータ等を使ってPCと直接データをやりとりできる．

＊SPI (Serial Peripheral Interface )
5線方式(SDO, SDI, SCK, CS, Gnd)

線の数が多くなるが，高速通信ができる．

＊I2C (Inter Integrated Circuit)
3線方式(SCK, SDA, Gnd)

線の数が少なく，同じバス上に沢山のデバイスをつなぐことができる．（回路が簡略化）
ただし，SPIに比べて遅い．



  

UART (Universal Asynchronous 
Receiver Transmitter)

デバイス1
（マイコン）

TxD

デバイス2
（PC等）

RxD

TxDRxD

GND

自分の送信(TxD)と相手の受信(RxD)をつなぐ

Start bit

転送開始

Stopt bitBit 0
Bit 1

Bit 2
Bit 3

Bit 4
Bit 5

Bit 6
Bit 7

この時間間隔は送受信で合わせておかないとうまく通信できない



  

UART (Universal Asynchronous 
Receiver Transmitter)

Start bit

受信側は，スタートビットが始まったら，事前にきめた転送速度（ボーレート）にしたがって，
データを読み取る

なので，送受信側でボーレートが合っていないとうまく通信できない



  

デバイス1
（マイコン）

TxD

シリアルーUSB
変換IC

（FT230等）

RxD

TxDRxD

GND

最近では，，，

PC
USB

として使うことが多い



  

USB-Serial module

Connector for MPU
USB connectorUSB – UART変換用ICUART用コネクタ



  

USB-Serial module
Already prepared 

Gnd

5V

Rx

Tx



  

回路

Module

+5V

注） +5V と +3.3Vがあるので，
　　間違えて接続しないように



  

USB cable

3端子レギュレータ
Voltage regulator
(S-812C)

USB – UART module

Gnd

5V

Rx

Tx

３端子レギュレータ
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ファイルの分割

いままでは main.c のみを使ってプログラムを作ってきたけど、プログラムが複雑になってくると、
見づらくなってくる。

そこで、機能毎にファイルを分けると見やすくなるし、他のプログラムでも再利用が簡単になる。

main.c などの拡張子が”c”のものは、プログラムの本体

main.h などの拡張子が”h”のものは、関数のプロトタイプなどが書いてある。

File1.c

File2.c

File3.c

Header1.h

Header2.h

Header3.h

#includeで読み込む

File1.o

File2.o

File3.o

Library.o

File.hex

オブジェクトファイル

ライブラリ

リンク

コンパイル



  

#include <xc.h>
#include <p24FJ32GA002.h>
#include <stdio.h>
#include "MyDefs.h"

#pragma config OSCIOFNC = ON
#pragma config FNOSC = FRCPLL
#pragma config FWDTEN = OFF
#pragma config JTAGEN = OFF
#pragma config WUTSEL = LEG

main.ｈ　の中身

必要なヘッダファイルの読み込み

マイコンのコンフィギュレーションの設定
（内部オシレータ等の設定）



  

#define INPUT_PIN 1
#define OUTPUT_PIN 0

//IO Remap (Output)
#define OUTMAP_U1TX 3
#define OUTMAP_SDO1 7
#define OUTMAP_SCK1OUT 8
#define OUTMAP_SS1OUT 9
#define OUTMAP_OC1 18
#define OUTMAP_SDO2 10

MyDefs.h

TRISの設定用

define文...（例）本文中で”INPUT_PIN”という文字が現れたら”1”に置換される

IOリマップの設定用
（UART等の内蔵モジュールの入出力を
どのピンに割り当てるかの設定）



  

#define EnableLED0()  TRISBbits.TRISB6=OUTPUT_PIN
#define EnableLED1()  TRISBbits.TRISB7=OUTPUT_PIN

#define LED0_on() LATBbits.LATB6 = 1
#define LED0_off() LATBbits.LATB6 = 0
#define LED1_on() LATBbits.LATB7 = 1
#define LED1_off() LATBbits.LATB7 = 0

LED.h

LEDの初期化
GPIOのピンの設定

LEDのON/OFF



  

#include <xc.h>
#include <p24FJ32GA002.h>

extern char *TxBuf;
extern char TxBufPos;

void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _U1TXInterrupt(void);

void UART1_init();
void UART1_init();
int UART1_puts(unsigned char str[]);
int UART1_puts_wait(unsigned char str[]);

uart.h



  

#include <xc.h>
#include <p24FJ32GA002.h>
#include "MyDefs.h"
//#include "UART.h"
#include "LED.h"

#define UART1_TXD_Enable()  TRISBbits.TRISB1 = OUTPUT_PIN

#define BR_9600_16MHz  103
#define BR_19200_16MHz 51
#define BR_115200_16MHz 8
#define BR_1000000_16MHz 0
#define BR_500000_16MHz 1

#define TX_BUF_LEN 128
char TxBuf[TX_BUF_LEN];
unsigned char TxBufPos;

void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _U1TXInterrupt(void) {
    LED0_on();

    if( TxBuf[TxBufPos]  ){
        U1TXREG = TxBuf[TxBufPos];
        TxBufPos++;

    }else{  //End of string

        TxBufPos = 0;
        IEC0bits.U1TXIE = 0;    //Disable Tx Interrupt
    }

    LED0_off();

    IFS0bits.U1TXIF = 0; //Clear flag
}

uart.c（一部）

ボーレート設定のための定数定義

送信用バッファの定義

送信割り込みISR
（１バイト送信するごとに呼ばれる）

送信文字がNull文字（=0, 文の終わりを意味する）
じゃないならば、送信用レジスタ(U1TXREG)にデータを入れる

Null文字ならば、送信おわりなので、割り込みを禁止する。

割り込みフラグをクリアする



  

uart.c（つづき）

void UART1_init(){

//UART (connected to FT230)
    UART1_TXD_Enable();

    //IO-pins (UART)
    RPINR18bits.U1RXR = 0;  //UART1 RX -> RP0
    RPOR0bits.RP1R = OUTMAP_U1TX;       //UART1 TX -> RP1

    //baud rate
    U1MODEbits.BRGH = 0;
    U1BRG = BR_1000000_16MHz;   

    U1MODEbits.RTSMD = 1;// simple mode(don't use flow control)
    U1MODEbits.UEN = 0;
    U1MODEbits.ABAUD = 0;
    U1MODEbits.PDSEL = 0;   //NO parity, 8bit
    U1MODEbits.STSEL = 0;   //1-stop bit
    U1MODEbits.UARTEN = 1;  //Enable UART module
    U1MODEbits.RXINV = 0;

    TxBufPos = 0;

    U1STAbits.UTXEN=1;//Enable Transmit
}

UART初期化用関数

UARTの入出力をピンに割り当てる

(入力ピンの設定)
RPINRレジスタ の U1RXRビットにピン番号（RP＊の
＊の部分）を設定すると、RP*がRxに接続される

(出力ピンの設定)
RPOR0レジスタ の RP1Rビットに機能名（UARTのTx)
を設定すると、RP１がTxに接続される

ボーレートの設定
（1000000 bps)

RTS等を使わない（３線式通信）

パリティを使わない、８ビット転送

ストップビットの長さは１ビット

UARTモジュールを起動

送信を許可



  

int UART1_puts(unsigned char str[]){
    char *buf;

    if(TxBufPos > 0){   //Tx buffer is in use
        return -1;
    }

    buf = TxBuf;
    while(*str)
        *(buf++) = *(str++);
    *(buf) = '\0';

    TxBufPos=1;
//    UART1_putc( *TxBuf );
    U1TXREG = *(TxBuf);

    IFS0bits.U1TXIF = 0; //Clear Interrupt
    IEC0bits.U1TXIE = 1; //Enable interrupt
    return 0;
}

int UART1_puts_wait(unsigned char str[]){
    int ret, i;

    while( (ret = UART1_puts(str)) < 0){
        for(i=0; i<1000; i++)   // If buffure is already in use
            asm("nop");         //  -> wait
    }
    return ret;
}

uart.c（つづき）

文字列出力

もし TxBufPosがすでに設定されているなら、
まだ前回の送信が終了していないー＞何もしない

strの内容をTxBufにコピーする

まずは１文字送信する
TxBufPos（TxBufPos[]の中の、次に送信する場所を記憶）
を１にする

まずは１文字送信する
TxBufPos（TxBuf[]の中の、次に送信する場所を記憶）
を１にする

割り込みを許可する。
これにより、上でU1TXREGに設定したデータが送信完了したら、
割り込みが発生する → ISRへ飛ぶ

もし、TxBufが使用中だったら、retには−１が入るの。
その場合は、少し待って再送信



  

UART1_puts (char str[])

Transmit Text\0str[]

Transmit Text\0TxBuf[]

内容をコピー

TxBufPos (次に送信する文字の位置）

最初の文字を　U1TXREG　に書き込む
割り込みを許可しておく。
UARTがデータ送信を開始
送信完了で割り込みが発生する

 割り込みルーチン_U1TXInterrupt(void)

Transmit Text\0TxBuf[]

TxBufPosを＋１する

TxBufPosが示す位置の文字を　U1TXREG　に書き込む
UARTがデータ送信を開始
送信完了で割り込みが発生する

→ 文字列が終了するまで繰り返す
　文字列が終了したら、割り込みを禁止にして終了



  

void init(){
//IO-Remap Unlock
    asm volatile (  "MOV #OSCCON, w1 \n"
                    "MOV #0x46, w2 \n"
                    "MOV #0x57, w3 \n"
                    "MOV.b w2, [w1] \n"
                    "MOV.b w3, [w1] \n"
                    "BCLR OSCCON, #6");

   AD1PCFG = 0xffff;    //ALl digital IOs

    EnableLED0();     EnableLED1();

//oscillator
    CLKDIV = 0x00;  // CPU clock 1:1, FRC PS = 1, PLL enabled (i.e. 32MHz),
                    //f_CPU = f_peripheral = 32MHz

//TMR1 (1ms)
    T1CON = 0b0000000000010000; //Fcy=Fosc/2(=16MHz), Prescaler(1/8) -> 2MHz
    PR1 = 200; // 200/2MHz = 0.1ms
    TMR1 = 0;

    IPC0bits.T1IP = 7; //INterrupt priority = 7
    IEC0bits.T1IE = 1; //Enable Interrupt

    T1CONbits.TON = 1;  //start

//UART
    UART1_init();

//IO-Remap Lock
    asm volatile (  "MOV #OSCCON, w1 \n"
                    "MOV #0x46, w2 \n"
                    "MOV #0x57, w3 \n"
                    "MOV.b w2, [w1] \n"
                    "MOV.b w3, [w1] \n"
                    "BSET OSCCON, #6");
}

main.c

IOリマップ(モジュールの入出力をピンに割り当てる）
するために、ピンアサインの変更ができるようにする

これ以降、ピンアサインの変更ができない

UARTの初期化



  

unsigned long sys_ticks;

//TMR1 Interrupt
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) {

    sys_ticks++;

    IFS0bits.T1IF = 0;
}

main.c（つづき）

システム時計

システム時計を＋１する

タイマーISR



  

main.c（つづき）

char str[64];
unsigned char str2[64];

int main(){

    int len;
    unsigned long next_time=0;
    unsigned long dt = 1000;

    sys_ticks = 0;

    init();

    LED0_off();
    LED1_off();

    next_time = sys_ticks + dt;

    while(1){

        if(sys_ticks > next_time){
            len = sprintf(str,"current ticks:%ld\n", sys_ticks);
            UART1_puts_wait(str);
            next_time = sys_ticks + dt;
        }
    }
//Never comes here
return 0;
}

文字列出力用の変数領域の確保

次に文字を出力する時刻を設定
（現時刻(sys_ticks)　＋　インターバル）

文字を出力するインターバルを設定
TMR1が0.1ms毎に呼ばれるので、
１０００と設定すると、1000 X 0.1 ms 
= 0.1 s 毎になる

次に文字を出力する時刻を設定
（現時刻(sys_ticks)　＋　インターバル）

文字列を出力する



  

例えば、ボーレートを1Mbps (1000000 bps, bit per second)にするには、
stty -F /dev/ttyUSB0 1000000 -echo
とする。

Linuxでのボーレートの確認・設定

stty -F /dev/ttyUSB0 -a
で現在の設定値を見ることができる

Linuxでは、デバイスは通常のファイルと同じように読み書きできる。
例えば、USBーRS232Cは
　/dev/ttyUSB0, dev/ttyUSB1, ...
や
　/dev/ttyACM0, dev/ttyACM1, ...
などのファイル名になる。

データをPCからRS232に送信するには、
　echo “Transmit text”  >  /dev/ttyUSB0
などとする。

RS232から受信したデータを表示するには、
　cat   /dev/ttyUSB0
などとする。

C等のプログラムからも通常のファイルと同じように読み書きできる。



  

1．USBケーブルをPCにつなぐ

2.ターミナル(gnome-terminal, lxterminal等）を開く

3．シリアルポートの設定を行う
　stty -F /dev/ttyUSB0 1000000 -echo　等

4．PICからのデータを読み込んで表示する．
　cat /dev/ttyUSB0

このように，PICから送られてきたデータが画面に表示される．



  

        if(sys_ticks > next_time){
            len = sprintf(str,"current ticks:%ld\n", sys_ticks);
            UART1_puts_wait(str);
            next_time = sys_ticks + dt;
        }

main関数の一部

この文字列が表示されている

sys_ticksは0.1msごとに＋1するのだった
よって，例えばsysticks=135438は13.5438秒を意味する．

0.1004秒毎に出力されている
main()内でdt=1000としているから



  

UARTからの受信　大まかな流れ

1文字データを受信 受信バッファ(RxBuf)にデータを保存
割り込み

文字列終わり？（改行文字？）
No

Yes

フラグ(FLAG_RX_READY)を立てる

UART1_gets(str, len)関数を使って,
RxBufの内容を文字列strにコピーする

割り込み処理

受信処理

フラグ(FLAG_RX_READY)
が立ってるか？

No

Yes

strの内容をUARTに送信する

この関数を呼ぶと，FLAG_RX_READYは
クリアされる



  

ターミナルを2つ開く（送信用と受信用）

はじめに，受信側ターミナルで先ほどと同じように
　cat /dev/ttyUSB0
としておく．

送信側では，
　echo “Hello World!” > /dev/ttyUSB0
とすると，シリアルポートに文字列”Hello World!”を
送信できる．

そうすると，受信側ターミナルに，今送信した文字列
が表示されるはず．

受信側ターミナル

送信側ターミナル
　echo “Hello World!” > /dev/ttyUSB0

PIC

USB – UART 

データ：Hello World!

データ：Received str Is >>Hello World!<<

cat /dev/ttyUSB0



  


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4
	ページ 5
	ページ 6
	ページ 7
	ページ 8
	ページ 9
	ページ 10
	ページ 11
	ページ 12
	ページ 13
	ページ 14
	ページ 15
	ページ 16
	ページ 17
	ページ 18
	ページ 19
	ページ 20
	ページ 21
	ページ 22
	ページ 23
	ページ 24
	ページ 25
	ページ 26
	ページ 27

