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��はじめにはじめにはじめにはじめに�

 このたびは ������をお求めいただき、ありがとうございます。�
�

 ������ は弊社 � ビットカードサイズコンピュータ ���� ��� に �� シリーズの
��� をインターフェースするためのバス変換ボードです。�� シリーズの ��� を  ��

のソフトウェアで制御することができます。�
�

 開発中は ������に �����!���を接続して、 ��用 ���が使用できます。また、
ボード上にはフリーエリアが用意されていますので、���� ���の ���信号のレベル
変換回路等をボード上に追加することも可能です。�
�

�

■�
�

 本マニュアルは、������ の仕様や使用方法について書かれたものです。������
の機能を最大限引き出すために、ご活用いただければ幸いです。�
�
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��注意事項注意事項注意事項注意事項�

����安全に関する注意事項安全に関する注意事項安全に関する注意事項安全に関する注意事項�
������を安全にご使用いただくために、特に以下の点にご注意くださいますようお
願いいたします。�
�

�

本製品には一般電子機器用（ＯＡ機器・通信機器・計測機器・工作機械等）に製造さ
れた半導体部品を使用しておりますので、その誤作動や故障が直接生命を脅かした
り、身体・財産等に危害を及ぼす恐れのある装置（医療機器・交通機器・燃焼制御・
安全装置等）に組み込んで使用しないでください。 
 
また、半導体部品を使用した製品は、外来ノイズやサージにより誤作動したり故障し
たりする可能性がありますので、ご使用になる場合は万一誤作動、故障した場合にお
いても生命・身体・財産等が侵害されることのないよう、装置としての安全設計（リ
ミットスイッチやヒューズ・ブレーカ等の保護回路の設置、装置の多重化等）に万全
を期されますようお願い申しあげます。 

�

���取り扱い上の注意事項取り扱い上の注意事項取り扱い上の注意事項取り扱い上の注意事項�
������に恒久的なダメージをあたえないよう、取り扱い時には以下のような点にご
注意ください。�
�� 電源の投入�
� ������ や接続されているボード等に電源がはいっている状態で、絶対に本ボ

ードの着脱を行わないでください。�
�� 静電気�
� ������には �"�#デバイスを使用しておりますので、静電気によって損傷を

与えないようご注意ください。�
�� ラッチアップ�
� 電源および入出力からの過大なノイズやサージ、電源電圧の急激な変動等で使

用している �"�#デバイスがラッチアップを起こす可能性があります。いった
んラッチアップ状態となると、電源を切断しないかぎりこの状態が維持される
ため、デバイスの破損につながることがあります。ノイズの影響を受けやすい
入出力ラインには保護回路を入れることや、ノイズ源となる装置と共通の電源
を使用しない等の対策をとることをお勧めします。�

�

！！！！
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��仕様仕様仕様仕様�

本ボードの主な仕様を表� ���に示します。�

表� ����������仕様�

対応ボード� ���� ��������������$������!��������������

割り込み� ����から �を �����$%���&にジャンパ接続可能�
基板サイズ� ��	
×�	�''�
電源電圧� !±(�
動作温度範囲� �
�～��℃�

�

�

�
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���ハードウェア構成ハードウェア構成ハードウェア構成ハードウェア構成�

この章では、������のハードウェア機能に関連する事項について説明します。�

����ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図�
図� ���に ������のブロック図を示します。�

図� 	���������ブロック図�

�

���� ���のアドレス、データバス信号は、そのまま ��シリーズのバスに接続され
ています。また、���� ���のメモリおよび ���へのリードライト信号は、負論理の
��)����
�を通して ��シリーズのバスの信号に変換されています。��シリーズの
リセット信号は正論理のため、���� ���のリセット出力が反転して接続されていま
す。�
�

����部品表部品表部品表部品表�
表� ���にセットに含まれる部品を示します。���������～� に対応する部品はセッ
トには含まれませんのでご注意ください。�メーカー・型式は同等他社製品が使用され
る場合があります。��
�

�

��� ���

���

��� ���

��������

���� � ���

���	
�� � ��

	����


� ��

�	
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表� 	����������
��部品表�

部品番号� メーカー� 型式� 備考�
�	�
�	�� ヒロセ電機� ������������������ ��極 ���ピンヘッダ�
�	�� �����	� ����������������� ��極スタックスルーコネクタ�
��� 東芝� ����������� �

��� 東芝� ����������� �

��� 村田製作所� ������������� ��� !��"積層セラミックコンデンサ�
���� 梅澤無線電機� ��#����#$�#� �

����コネクタ信号配置コネクタ信号配置コネクタ信号配置コネクタ信号配置�

������コネクタピン配列コネクタピン配列コネクタピン配列コネクタピン配列�

表� ��
から表� ��にコネクタの信号配列を示します。表中、�または*印の付いた
信号名はその信号が負論理であることを示します。�印の端子は未使用です。�
�
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表� 	�	���信号配列�

�� �������)� ��� �	
�
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������ ���信号機能信号機能信号機能信号機能�

���には、���� ���の ���バス信号が接続されます。各信号の機能詳細に
ついては ���� ���ユーザーズマニュアルや �"� ������ ����のデータ
シート等をご参照ください。ここでは �� シリーズバスとのインターフェース
に使用されている信号について簡単に説明します。�

表� 	�� ��信号機能�

信号名信号名信号名信号名���� 機能機能機能機能����

�%��&� システムクロック出力です。�� シリーズのバスの �'��%& にそのまま供給さ
れています。��%��または ����モード時には停止します。�

�(��)�*� アドレス出力です。��シリーズのバスの ��(��)�*に接続されます。�
�(�)�*� データ入出力バスです。� ��シリーズのバスの ��(�)�*に接続されます。�
!���+�
!,��+�
!���
!-��

メモリおよび �!�に対するリードライト用の信号です。��シリーズのバスでは
メモリ用のリードライトと �!�用のリードライトが別々に必要なため、これらの
信号を!,��+･!��
� !,��+･!-�および!���+･!��
� !���+･!-�で作成して
います。�

!������ リセット出力です。��シリーズのバスのリセット入力 �������"は正論理の
ため、これを反転して供給しています。�

!-���� ���に対するウェイト信号入力です。��シリーズのバスの ������'に接続
されています。アクセスタイムの遅いデバイスを接続する場合に使用します。�

������ ���	��
�信号機能信号機能信号機能信号機能�

��
には、���� ���の ���信号が接続されます。各信号の機能詳細について
は、���� ��� ユーザーズマニュアルや �"� ������ ���� のデータシー
トをご参照ください。ここでは �� シリーズバスとのインターフェースに使用
されている信号について説明します。なお、�� は ��
 と同一の信号配置と
なっており、���� ���の ���信号を外部に取り出すために使用することがで
きます。�

表� 	�� ��信号機能�

信号名信号名信号名信号名���� 機能機能機能機能����

�%&!����
(�)�*�

���の外部カウント入力端子です。この端子は .�で ��+(�)�*に対向しており、
��シリーズバスの割り込み出力を容易に接続することができます。�

�

������ ���信号機能信号機能信号機能信号機能�

��� には、�� シリーズのバス信号が接続されています。信号配置は ������

に準拠しています。なお表に示されていない信号については、������ での入
出力接続はなく、オープンとなっています。�
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表� 	�� ��信号機能�

信号名信号名信号名信号名���� 機能機能機能機能����

�'��%&� システムクロック入力です。��������の �%��&出力に接続されています。�
��(�#)�*� アドレス入力です。下位 ��ビットには ��������の �(��)�*が接続されていま

す。上位 �ビット ��(�#)��*は(����*に固定されていますが、パターンカットに
より変更することもできます。�

��	� この信号は %に固定されています。 
��(�)�*� データ入出力バスです。��������の �(�)�*に接続されています。�
�,�,�/� メモリに対するリード信号です。�
�,�,-/� メモリに対するライト信号です。�
���/� �!�リード信号です。�
��-/� �!�ライト信号です。�
������'� ��������の!-���端子に接続されており、この信号が %の間バスサイクルが

延長されます。アクセスタイムの遅いデバイスをバスに接続する場合に使用しま
す。�

�������"� リセット入力です。�������� の!����� 出力が反転して接続されています。
この信号はＨアクティブですのでご注意ください。�

������/� �に固定されています。�
��+(�)�*� 外部割り込み出力です。��+(�)�*は �������� の ����カウンタ入力に .� か

ら容易に接続できます。�
���&/(�)�*� �に固定されています。�
��� %に固定されています。�
�%��&/� �に固定されています。�
��%�� �に固定されています。�

�

����
� ���信号機能信号機能信号機能信号機能�

���は電源接続端子です。�

表� 	�� �	信号機能�

信号名信号名信号名信号名���� 機能機能機能機能����

0�"� 電源から＋�"を供給します。基板上では＋と表示されています。�
�	�� 電源の �	�に接続します。基板上では－と表示されています。�

�

�
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���� #�

����ジャンパジャンパジャンパジャンパ�
������ には �� から � までのジャンパが用意されています。いずれのジャンパもパ
ターンのみで、部品は添付されていません。ここでは機能別にジャンパの設定につい
て説明します。�

������ ��～～～～��

�� シリーズのアドレスバスは �" バイトに対応しているため、
� ビットと
���� ���のサポートするアドレスバスよりも �ビット多くなっています。��
から � は、この �� シリーズのアドレスバスの上位 #�+��,��-を設定するため
に使用します。��から �はそれぞれ #���から ��に対応し、あらかじめパタ
ーンで #�+��,��-.+����-に固定されています。設定を変更する場合は、このパ
ターンを必ずカットしてください。（カットせずに配線を変更すると電源を短
絡しますのでご注意ください。）パターンカットは基板の裏面で行います。な
お、基板上にはジャンパ番号は表記されていません。ジャンパの位置と設定に
ついては図� ��
をご参照ください。�

�

���

�	 	 �


��

� �� � � �

�	 	 ��

��

��

��

� にににに設設設設定定定定すすすするるるる場場場場合合合合ここここちちちちららららをををを接接接接続続続続
 にににに設設設設定定定定すすすするるるる場場場場合合合合ここここちちちちららららをををを接接接接続続続続

�

図� 	�����から �	の配置�

������ �
�

� は、�� シリーズ ��� ボードの割込み出力 ����～� を ���� ��� の
�$%���&�～� 入力に接続するために用意されています。端子および信号配置
については、表� ����と図� ���をご参照ください。���� ���の ���を割り込
みコントローラとして使用する場合は、カウンタモードにプログラムし、カウ
ント値を �として �$%���&の立ち上がりで割り込みを発生するように設定し
ます。�
なお、�の �ピンには ���� ���の��"�が配線されています。�
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表� 	������信号配置�

信号信号信号信号���� 端子端子端子端子���� 端子端子端子端子���� 信号信号信号信号����

�%&!����� �� �� ��+��
�%&!����� �� �� ��+��
�%&!����� �� �� ��+��
�%&!����� �� $� ��+��

!	,�� #� ��� ��

�

���

��

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

図� 	�����の配置�

������ ��

この端子は外部リセットスイッチを接続する場合に使用します。５ミリ角のタ
クトスイッチ等を直接基板上に搭載することができます。なお、��はシルク表
示枠内の両端のラウンドが端子となっており、中央部のラウンドには配線があ
りませんのでご注意ください。�
�

���

��

���

��������

�


�

図� 	�	����端子配置�
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���� ���

����	アクセス方法アクセス方法アクセス方法アクセス方法�

���� ���に搭載されている ���デバイスは、アドレスの下位 �ビットのみでデコー
ドされています。これに対して、��シリーズの ���ボードは最低でも下位 ��ビット
を使用してアドレスデコードを行っているため、そのアクセスには  ��の ��ビット
アドレスによる ���命令を使用する必要があります。�
ここでは、アセンブラおよびＣを使用して ��シリーズの ���ボードをアクセスする
方法について説明します。�

����アセンブラによるアクセスアセンブラによるアクセスアセンブラによるアクセスアセンブラによるアクセス�
通常  ��では、�ビット ���アドレスを使用する入出力命令を使用しますが、��シ
リーズの ���は最低でもアドレス下位 ��ビットをデコードに使用しているため、/�
レジスタで ���アドレスを指定する入出力命令を使用する必要があります。�
表� ��に使用可能な入出力命令と、使用できない入出力命令を示します。�

表� ����使用可能な入出力命令・使用できない入出力命令�

使用できる入出力命令� 使用できない入出力命令�
�	�1
2�3�
����2�3
1�

�	��
243�
�	��
�	���
�	��
�	���
����243
��
�����
������
�����
�����

※0,�ビットのアドレス値 1,�ビットレジスタ �,/�レジスタで示されるアドレス�
�

例えば、���アドレスが 
���のポートの内容を �レジスタに読みだしする場合は、
次のように記述します。�

� �
� ��*������
� �	� *+�,�

また、�レジスタの内容を ���アドレス 
���のポートに出力する場合は、次のよう
に記述します。�

� �
� ��*������
� ���� +�,*�

�
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����Ｃ言語によるアクセスＣ言語によるアクセスＣ言語によるアクセスＣ言語によるアクセス�
エルエスアイジャパン株式会社の $#�����で ���アクセスを行う場合、ライブラリに
は種々のポート入出力関数が用意されていますが、�� シリーズの ��� アドレスデコ
ードは最低でも下位 ��ビットを使用しているため、�ビット ���アドレスにのみ対応
した関数は使用できません。表� �
に使用できる入出力関数と、使用できない入出力
関数を示します。�

表� ����使用可能な入出力関数・使用できない入出力関数�

使用可能な入出力関数� 使用できない入出力関数�
5671��4892�4:�8;1:3�
<;�=�; :892�4:�8;1:
�5671�53�

5671��482�4:�8;1:3�
5671��48>2�4:�8;1:3�
<;�=�; :82�4:�8;1:
�5671�53�
<;�=�; :8>2�4:�8;1:
�5671�53�

�

2034関数や 56734関数は84��	9:内でマクロ定義されています。これらの関数が使用
するポートアドレスはデフォールトでは � ビットとなっていますが、84��	9:を
;20<=6>?する前に ������/��を定義しておくことでポートアドレスを ��ビットに
することができます。�
例えば、���アドレスが 
���のポートの内容を読みだしする場合は、次のように記
述します。�

-./012/�!�����������
-12345./�67��89:�
;<1.�=>12+;<1.,�
?�
� 39>@�.>A>B�
� .>A>C12D7+�'�3�,B�
E�

また、データ � を ��� アドレス 
��� のポートに出力する場合は、次のように記
述します。�

-./012/�!�����������
-12345./�67��89:�
;<1.�=>12+;<1.,�
?�
� <5AD7+�'�3�*�'��,B�
E�

�

なお、インラインアセンブリ言語を使用してポートアクセスする場合は、使用できる
入出力命令に制限がありますので前節をご参照ください。�
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�� ��	アドレス設定アドレス設定アドレス設定アドレス設定�

����設定可能な設定可能な設定可能な設定可能な 	
�アドレス範囲アドレス範囲アドレス範囲アドレス範囲�
���� ��� は �@27 アドレスでデコードされた各種 ��� をボード上に搭載していま
す。このため、��シリーズの ���ボードで使用するアドレスは、下位 �ビットがこ
れと重複しないように設定しなければなりません。表� ���に ���空間の割り当て状況
を示します。�

表� �������アドレス�

アドレス範囲アドレス範囲アドレス範囲アドレス範囲�

��

� ������������������������������������ �������� シリーズシリーズシリーズシリーズ �!��!��!��!�アドレス設定可否アドレス設定可否アドレス設定可否アドレス設定可否����

�������������
���
���
���� ×�
��������

	�

未使用� ○�

��������

��

����
���� ※�� � �×※��

����������-��,�
-����� ×�
��������
�未使用� ○�
����� �	���� ×�
���������未使用� ○�
������������
��
��,,��
��,,��� ×�
��������

��

未使用� ○�

※�,#����#�)�は ���� ������のみ占有するため、���� ��������モデルではこ
のアドレス範囲に ��シリーズの ���を設定することが可能です。�

���アドレス設定例アドレス設定例アドレス設定例アドレス設定例�
ここでは ��シリーズのいくつかの ���ボードについて、アドレスの設定例を示しま
す。�

����� �������

��
���は、���から �で設定された先頭アドレスから連続した �バイトを ���

空間に占有します。出荷時の ��� アドレスは ����� からに設定されているた
め、���� ���の占有する ���アドレスと下位 �ビットが重複します。このた
め、ボードアドレスはジャンパにより必ず変更しなければなりません。表� ��

に ���� ���で ��
���を使用する場合、設定可能な ���から �の組合せを
示します。�
�



�������

表� ����������のジャンパ設定�

���� ���� ��
� ���� アドレス範囲�

�� �� �� �� ����������

�� �� �� �� ����������

�� �� �� �� ���	����
�

�� �� �� �� ����������

�� �� �� �� ����������

�� �� �� �� ����������

�� �� �� �� ���	����
�

�� �� �� �� ����������

�

����� �������

������には、�����互換のパラレルポート×�と、シリアルポート×
、A)�
が集積されていますが、これらのアドレスや有効・無効は全てソフトウェアに
より設定する必要があります。設定に使用するポートアドレスは、出荷時に
�A��に設定されています。これは ���� ���の占有する ���アドレスと下位
� ビットが重複しますので、��� の設定を変更し、このアドレスを ���� にす
る必要があります。�
ソフトウェアで設定される各 ���ポートのアドレスについても、���� ���が
占有する ��� アドレスと重複しないように注意する必要があります。例えば
����� で標準のシリアルポートアドレス �A��～�AA� や ����～��A� は、
���� ���の占有する ���アドレスと下位 �ビットが重複するため使用できま
せん。�

6.2.2.16.2.2.16.2.2.16.2.2.1    コンフィグレーションレジスタコンフィグレーションレジスタコンフィグレーションレジスタコンフィグレーションレジスタ    
������で使用しているA)�������は、コンフィグレーションレジスタ�����
～��
��でその機能を設定します。電源投入時にはこれらのコンフィグレーシ
ョンレジスタがデフォールト設定状態となり、全ての ��� 機能はディスエーブ
ルとなります。なお、コンフィグレーションレジスタの設定内容はリセットに
よって影響を受けませんのでご注意ください。�
コンフィグレーションレジスタの機能詳細については、A)������� のデータ
シート等をご参照ください。ここでは、シリアルポートおよびパラレルポート
の設定に関連するいくつかのコンフィグレーションレジスタについて説明しま
す。�

6.2.2.26.2.2.26.2.2.26.2.2.2    割込み関連割込み関連割込み関連割込み関連    
●�����
����のビット 
��は A)�������の ��ピンの機能を選択するために使用しま
す。このビットには �を設定してください。�
�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

��4#��� �� �� �� �� ��4#��� �� ��

図� �������のビット構成�



����

���� ���

表� �������の各ビット機能�

名称名称名称名称���� 機能機能機能機能���� 説明説明説明説明����

��4#��� ���>!��"���	!��+?�� ��4#�を ��+出力として使用するためには、この
ビットに �を設定します。�

��4#��� � ��4#�を ��+出力として使用するためには、この
ビットに �を設定します。�

�

●��
��
��
��
��
�は各 ���の使用する割り込みラインを選択するレジスタです。ビット
の組合せと、選択される ���の関係は表� ���をご参照ください。�
�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

�����+� �717@@A@��;1:���+�

図� �������のビット構成�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

�A1�7@�����+� �A1�7@�����+�

図� �������のビット構成�

表� ��	�������の設定と ����

B�:��!�B�:��!�B�:��!�B�:��!����� B�:��!�B�:��!�B�:��!�B�:��!����� B�:��!�B�:��!�B�:��!�B�:��!����� B�:��!�B�:��!�B�:��!�B�:��!����� 選択される選択される選択される選択される ��+��+��+��+����

�� �� �� �� ��+を使用しない�
�� �� �� �� ��+���
�� �� �� �� ��+���
�� �� �� �� ��+���
�� �� �� �� ��+���
�� �� �� �� ��+���
�� �� �� �� ��+���

6.2.2.36.2.2.36.2.2.36.2.2.3    パラレルポート関連パラレルポート関連パラレルポート関連パラレルポート関連    
●�����
����のビット �は A)�������のパラレルポートのモードを選択します。�
このビットが � の場合は、���� で選択されるパラレルポートの拡張モードが
有効となります。なお、このビットのデフォールト値は �です。�
�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

�� �� �� �� ��C;=

A�

�� �� ��

図� ��	����のビット構成�

●�����
���� のビット � は ��� モードの種別��,����	���,����	��を選択します。ま
た、ビット ��� はパラレルポートの拡張モードを選択します。このレジスタの
デフォールト値は ���です。�
�

�



�������

�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

�� ���:D8

A�

�� �� �� �� ����>:A4=A=�

,;=AE�

図� ������	のビット構成�

表� ����パラレルポートの拡張モード�

B�:��B�:��B�:��B�:������ B�:��B�:��B�:��B�:������ パラレルポートのモードパラレルポートのモードパラレルポートのモードパラレルポートのモード����

�� �� ����
�� �� ���!����
�� �� ����
�� �� ���!����

�

●�����
����は ���+�,�-ビットで ���モードパラレルポートの A�A�スレッショル
ドを設定します。このレジスタのデフォールト値は ���です。�
�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

�� �� �� �� ����� ����� ����� �����

図� �������のビット構成�

�

●��
��
��
�はパラレルポートのベースアドレスのうち �)�+�,
-を設定します。なお
���がイネーブルの場合は、�)�
ビットの設定は無視されます。����では、
パラレルポートが連続した � バイトを占有します。� #������ モードでは、
パラレルポートは �)��� が � の場合に選択されます。また、このレジスタの
全てのビットが �の場合は、パラレルポートはディスエーブルとなります。（デ
フォールト設定状態）�
�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

���#� ���$� ����� ����� ����� ����� ����� �����

図� �������のビット構成�

6.2.2.46.2.2.46.2.2.46.2.2.4    シリアルポート関連シリアルポート関連シリアルポート関連シリアルポート関連    
●��
��
�
��
��
はそれぞれシリアルポート ��
のベースアドレスのうち�)�+�,�-を設
定します。シリアルポートは �)��� が � の場合に選択されます。また、この
レジスタの全てのビットが � の場合は、シリアルポートはディスエーブルとな
ります。（デフォールト設定状態）�
�

@27�� @27�� @27� @27�� @27�� @27
� @27�� @27��

���#� ���$� ����� ����� ����� ����� ����� ��

図� ������	���のビット構成�

�

�



����

���� ���

6.2.2.56.2.2.56.2.2.56.2.2.5    コンフィグレーション手順コンフィグレーション手順コンフィグレーション手順コンフィグレーション手順    
コンフィグレーションレジスタは、���������の ���ポートを通してアクセス
します。コンフィグレーションレジスタ設定の手順は次の通りです。�
�	� コンフィグレーションモードにはいる�

����の ���ポートに２回連続して �を書き込みます。他のアドレスや
ポートへの書き込みがこの２回の書き込み中に起こると、コンフィグレー
ションモードに入りませんので、この手順の実行前に割り込みを禁止して
おきます。�


	� 各レジスタを設定する�
コンフィグレーションするレジスタの番号を ����の ���ポートに書き込
み、データを ����の ���ポートに書き込みます。（����の ���ポートか
ら設定されているデータを読み出すこともできます。）�

�	� コンフィグレーションモードを終了する�
����の ���ポートに ���を書き込みます。�

6.2.2.66.2.2.66.2.2.66.2.2.6    コンフィグレーション例コンフィグレーション例コンフィグレーション例コンフィグレーション例    
パラレルポートを ����から、シリアルポート �を ����から、シリアルポー
ト 
を ���からに設定するプログラム例を示します。�
�

�
� *���� � B�<201F5@>A1<2モードにはいる�

�
� ��*������

��
���� +�,*�
���� +�,*�

�
� *���� � B����を選択�

���� +�,*�
�	�� ���
�
� *��������G�
���� +�,*�

��� ���

�
� *���� � B����を選択�

���� +�,*�
�	�� ���

�
� *����������� Bアドレスを ����に�

���� +�,*�

��� ���

�
� *���� � B����を選択�

���� +�,*�
�	�� ���

�
� *����������� Bアドレスを ����に�

���� +�,*�

��� ���

�
� *���� � B����を選択�

���� +�,*�
�	�� ���

�
� *����������� Bアドレスを ����に�

���� +�,*�

��� ���
�
� *��
���� +�,*�
���

 

����� �������



�����$�

����
�は、���で設定された先頭アドレスから連続した ��バイトを ���空間
に占有します。出荷時の ��� アドレスは �
��� からに設定されており、
���� ���の占有する ���アドレスと下位 �ビットが重複しませんので、この
設定のまま使用することができます。ボードのアドレスを変更する場合に、設
定可能な ���の組合せを表� ���に示します。�

表� ����������の ���設定�

���� ��� ��� ��� ��� �� ��� アドレス範囲�

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� �	���	��

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� �
���
��

�� �� �� �� �� �� �� ��������

�� �� �� �� �� �� �� ��������

※��から ��は全ての組合せで使用することができます。�
�



����

���� �#�

��プログラミング例プログラミング例プログラミング例プログラミング例�

この章では、��シリーズの ���ボード動作確認用の簡単なプログラムを紹介します。�

����プログラプログラプログラプログラムの使用方法ムの使用方法ムの使用方法ムの使用方法�
������付属のマニュアルディスクには、本章のサンプルプログラムソースおよびイ
ンテル ���形式のオブジェクトが収録されています。プログラムは ���� ���のシ
ステムクロック周波数に依存するものがありますので、プログラム中の  ���"�)�$

定数を該当する数値に設定してアセンブルしてください。また、プログラムは ��"

化して実行する場合と、���� ���用モニタプログラム ����"�� ��で ��"にロ
ードして実行する場合に対応しています。プログラム中の �#�定数を"������ま
たは ��"のどちらかに設定してください。�
オブジェクトファイルは、ファイル名の末尾によって実行環境が表� ���のように分類
されています。�

表� ����オブジェクトファイル名と実行環境�

ファイル名� モデル� 動作環境�

BBBB��	���� ���� ������ ��"�

BBBB��	���� ���� ������ ��"�

BBBB��	���� ���� ������� ��"�

BBBB"�	���� ���� ������ ����"�� ���

BBBB"�	���� ���� ������ ����"�� ���

BBBB"�	���� ���� ������� ����"�� ���

�

なお、アセンブリ言語でかかれたプログラムは有限会社システムロードの ����でア
センブルできることを確認しています。�で書かれたプログラムはエルエスアイジャ
パン株式会社の $#�����でコンパイルできることを確認しています。�

���� �����用サンプル用サンプル用サンプル用サンプル�
プログラム名� #
���	�#"�

プログラムは、��
��� の各チャンネルの状態を ���� ��� の ����/��� ポートに
表示します。入力のあるチャンネルに対応するビットが �になります。各ポートのレ
ベル確認には、�����!��� のレベルモニタ $�) が便利です。��
��� のチャンネ
ルと ���� ���のポートの対応は表� ��
をご参照ください。プログラムは ���アドレ
ス先頭が ��
�� に設定されていることを仮定していますので、出荷時のジャンパ設
定を表� ��
を参照して変更してください。�



�������

�

表� ����������入力チャンネルと 
������表示ポートの対応�

������� ���������

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

��$� ����

�

������� ���������

��#� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

�

������� ���������

����� ����

���$� ����

���#� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

�

���� �����用サンプル用サンプル用サンプル用サンプル�
プログラム名� #
�
�	�#"�

プログラムは ���� ��� の ����/��� ポートを入力に設定し、この入力ポートで $

レベルを加えたビットに対応する ��
�
�のチャンネルをオンにします。���� ���
のポートはプルアップされていますので、$ にしたいビットを �%Ω程度の抵抗で
&�)に接続してください。��
�
�のチャンネルと ���� ���のポートの対応関係
は表� ���をご参照ください。なお、プログラムは ���アドレス先頭が ��
��に設定さ
れていることを仮定していますので、出荷時のジャンパ設定を表� ��
を参照して変更
してください。�

表� ����������出力チャンネルと 
������入力ポートの対応�

������� ���������

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

��$� ����

�

������� ���������

��#� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

�

������� ���������

����� ����

���$� ����

���#� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

�

���� �����用サンプル用サンプル用サンプル用サンプル�
プログラム名� ��
���	�#"�

��
���の入力チャンネル����～���の状態を ���� ��� の ����/ ポートに表示し
ます。入力のあるチャンネルに対応するビットが �になります。各ポートのレベル確
認には、�����!���のレベルモニタ $�)が便利です。出力チャンネル�����～
��
については、���� ���の ��ポートで $レベルを加えたビットに対応するチャンネ
ルをオンにします。プログラムは ���� ��� の ����/ ポートを出力に、�� ポート



����

���� ���

を入力に設定します。���� ���のポートはプルアップされていますので、$にした
いビットを �%Ω程度の抵抗で &�) に接続してください。��
��� のチャンネルと
���� ���のポートの対応関係は表� ���をご参照ください。なおプログラムは ���ア
ドレス先頭が ��
�� に設定されていることを仮定していますので、出荷時のジャン
パ設定を表� ��
を参照して変更してください。�

表� ��	�������入出力チャンネルと 
������ポートの対応�

������� ���������

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ����

��$� ����
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���� �����用サンプル用サンプル用サンプル用サンプル�
プログラム名� #����	�#"�

このプログラムでは割り込みを使用しますので、������の �で ���の �$%���&�

と ����を接続してください。�
プログラムは ������の ���アドレスをプリンタポート ����～に、シリアルポート
２つをそれぞれ ����～と ���～に設定します。（このプログラムではシリアルポー
ト１ポートしか使用していませんが、他の ���については設定例を示すために初期化
しています。）�
���� ���の ��ポートは出力に設定されます。���のチャンネル �はカウンタモー
ドで使用し、�$%���&�の立ち上がりで割り込みを発生するよう設定されます。�
������ のシリアルポートチャンネル � は ����/�# での送受信ができるように初期
化され、起動メッセージを送信したのち、受信データがあるとその値を ���� ���

の ��に表示します。受信データの表示は割り込み処理ルーチンで行っています。�
なお、出荷時は ���が �A�側に設定されていますが、���� ���で使用する場合は
このジャンパを ���側に変更してください。�

���� �����用サンプル用サンプル用サンプル用サンプル�
プログラム名� #��
�	��

このプログラムは ����
�をコントローラとして設定し、接続した &��/機器とコマ
ンドの送受を行います。動作確認には、�#
�
�データ送受信ターミナルとなるパソ
コンと、�������	
のコマンドで操作可能な &��/機器が必要です。�
プログラムは �でかかれた本体部分と、アセンブラで書かれたスタートアップおよび
シリアル入出力ルーチンに別れています。���スピードの選択および動作環境���"
またはモニタプログラム�の選択は #����	�#" 内の定数を変更して行います。動作
環境に応じて、コンパイラドライバのオプションを次のように指定してオブジェクト
を作成してください。



�������

�

《��"化する場合》�
433���"H-��
�C��"H-
�C�����"<I����89/'�IA>@A8>I=�I����83�

《����"�� ��を使用する場合》�
433���"H-��
�C�����"<I����89/'�IA>@A8>I=�I����83�

��" 化する場合は ���� ��� の #��/ チャンネルを、モニタープログラム
����"�� �� を使用する場合は #��� チャンネルを通信用ポートとして使用しま
す。通信速度は ����/�#です。�
�	� ����
�のジャンパ設定�

����

テストプログラムは、ボードの ��� ベースアドレスが出荷時デフォールトの
�
���であることを仮定しています。�
��
�

���は使用しない設定にしてください。�
����

本ボードがシステムコントローラとなるよう、ジャンパを #�に設定してくださ
い。�
なおその他のジャンパの設定状態は、プログラムの動作に影響しません。�


	� 接続する機器の設定�
接続する機器の &��/アドレスを設定します。機器によって )��#C等で設定す
るものや、パネル操作で設定するもの等がありますので各機器の操作方法に従っ
てください。デリミタ選択が可能な場合は、���または ���を選択してくださ
い。�テストプログラムは行末で �)�����を送出し、���送出時には ���をア
サートします。��

�	� &��/機器と ����
�の接続�
&��/ ケーブルで機器間を接続します。動作しない場合の解析を複雑にしますの
で、これ以外の &��/機器はできるだけ接続しないようにしてください。�

�	� プログラムの実行�
プログラムを起動すると、コントローラのアドレスおよび接続する &��/機器の
アドレスを要求してきますので指定してください。実行時のコンソール画面表示
例を以下に示します。�
�
��������!����� ��<2A@<44/@�0523A1<2��/IA�J1A9����"(���
�<DK@1F9A�+3,��=/7>J>��4/3A@13��<8*�A.8������
�
�<2A@<44/@�..@/IIL��

/;13/�..@/IIL��
M���+�,�::�
�$+�,N�

�

	� &��/機器へのコマンド送出�
テストに使用する機器に対して応答が容易に確認できるコマンドを送出し、結果
が得られることを確認します。�������	
準拠の &��/機器であれば、共通のク
エリが用意されており、例えば*�)�Dクエリは機器名称やバージョン等を応答と
して返します。����
/ に対してコマンド送出した場合の画面表示例を以下に
示します。�
�
M���+�,�::�
�$+�,N������
M���+�,�66�
�$+�,N��������!���
������*�*��$���8���
M���+�,�::�
�$+�,N�
�

� 送信したコマンドがDのついたクエリの場合、相手機器からの応答を待ちます
が、一定時間経過後応答がない場合は����05�1?E350E?����と表示されます。また、



����

���� ���

何らかの原因でコマンド送出ができなかった場合は �1151� E?0>20F� >G7G� 5H?1�

&��/と表示されます。�
� �������	
準拠機器は、*#��コマンドでサービスリクエスト発生条件を設定す

ることができます。例えば機器が*#�����を受信すると、&��/機器がコントロ
ーラに送出するメッセージがあると #�� をアサートし、サービスリクエストし
ます。テストプログラムはコマンド送出後、一定時間 #�� がアサートされるか
どうかを確認し、サービス要求があった場合にはシリアルポール動作を行ったの
ち、&��/ 機器をトーカ指定してメッセージを受信します。実行時の画面表示例
を以下に示します。�
�
M���+�,�::�
�$+�,N��	
���
M���+�,�::�
�$+�,N������
M���� � 0@<=�
�$+�,N��������!���
������*�*��$���8���
M���+�,�::�
�$+�,N�
�

�
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���外形寸法図外形寸法図外形寸法図外形寸法図�

�

図� ����外形寸法図�

寸法は原寸大ではありませんのでご注意ください。�
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��回路図回路図回路図回路図�

�

図� ����������回路図�
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