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1 はじめに

1.1 研究目的

組込みシステムは、日本が競争力を持つ
と言われる産業分野の多くで、基盤的な技
術となっている。近年、組込みシステムの
応用分野が拡大・発展している一方で、その
開発技術の進歩は遅く、組込みシステム開
発の現場はますます困難な状況に直面して
いる。しかし、大学において組込みシステ
ムに関する研究に取り組んでいる例は増え
つつあるが、産業界からの要求に十分に応
えているとは言えない。さらに、企業間で
の技術交流も進んでいないのが現状である。
このような現状を打開する一つのステップ
として、主として、組込みシステムに関連す
る研究を行った。その一貫として SWEST
に参加しました。

1.2 SWESTについて

組込みシステム技術に関するサマーワー
クショップ（SWEST）」を開催しているので
ある。SWESTの目標は、大学における組込
みシステムおよびその要素技術の研究の活
性化企業における大学の研究成果の導入の
促進企業の要求事項を大学側へ伝える場を
提供産学共同の研究活動のきっかけを提供
大学・企業間の人的交流の促進とそれによる
創発的活動の場の提供などである。2005年
8月 25日～26日にかけて、SWEST7（第 7
回組込みシステム技術のためのワークショッ
プ）を、浜名湖のほとり、浜松市館山寺町
（遠鉄ホテルエンパイア）で開催しました。

1.3 SWESTの目標

大学における組込みシステムおよびその
要素技術の研究の活性化
企業における大学の研究成果の導入の促進
企業の要求事項を大学側へ伝える場を提供
産学共同の研究活動のきっかけを提供
大学・企業間の人的交流の促進とそれによ
る創発的活動の場の提供

4



2 HAMANA-2について

SWESTの一部のプロジェクトとしてHAMANA-
2が開催されました。HAMANA-2は 2004
年に実施したHAMANA-1につづくプロジ
ェクトの第 2 弾である。HAMANA-2は、
HAMANA-1の追実験 (特にぺイロード (搭
載装置))を主な目的としている。

2.1 HAMANA-2の概要

去年、HAMANA-1プロジェクトで行わ
れた企画としてGPSを用いたデータロガー
を搭載した¿モデルロケットを作り、モデル
ロケットの軌道の収集とロケット回収後に
収集したデータの解析を行った。HAMANA-
1では産学共同の分散開発であった。HAMANA-
2プロジェクトでは去年と違いコンテスト
形式に変更になり、すべてのシステムを独
自に開発しなければならない。

2.2 HAMANA-2での主な変更点

• 発振回路の改良

• 高度測定デバイスも追加

• 記憶デバイスの変更

以上の 3点である。詳しい詳細はデータロ
ガーの構成 (2.2.1)の部分にて紹介する。

2.2.1 データロガー構成

データロガーの構成図を (図 1)に示す。
今回自分が主に開発した部分は、発振回路、

パソコンとminiSDの通信方法、本番の基
板作成である。

GPS
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図 1: 回路構成

2.2.2 マイクロコントローラ

• GPSユニットからデータを受け取り、
記録素子にデータを読み出し、書き
込みを行うためデータを制御するた
めのものが必要である。

2.2.3 水晶発振子

• マイクロコントローラの周波数が安
定していない場合、データが正確な
値にならない可能性がある。そのた
めに、マイクロコントローラの周波
数を安定させるための水晶発振子を
用いる。

2.2.4 水晶発振子の原理

圧電体である水晶の結晶を 2枚の電極で
挟み、電圧を加える (電界を印加する)と圧
電体の変形が生ずる。電気的特性としては、
通常はコンデンサとして作用するが、その
固有振動数に近いある特定の周波数でのみ
コイルとして動作する。結晶の大きさの関
係から、実用に用いられている水晶発振子
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は 1～20MHz程度のものが多い。それ以上
の周波数が必要なときは、オーバートーン
発振させるか、周波数逓倍器を用いる。発
振周波数自体は、水晶の特性によって決ま
るため、基本的には変更できない (せいぜ
い 0.1％程度の微調整)。そのため無線通信
などでは、用いる周波数に合わせて水晶発
振子を差し替える方式が採られることもあ
る。しかし、デジタル回路におけるカウン
タ回路などと組み合わせることにより、任
意の周波数の出力信号を得ることが可能で
ある。コンピュータ用などには、単独の水
晶発振子ではなく、発振回路と共に一つの
パッケージに組み込み、電源を接続すれば
出力信号が得られるクロック・モジュール
が使われている。また、精度が低い代わり
に安価なセラミック発振子が使われること
もある。無線通信用には、水晶発振子と温
度補償発振回路を一つのパッケージに組み
込んだ、温度補償水晶発振器 (TCXO)が使
われることが多くなってきており、小型化・
低価格化が驚くべき速さで進んでる。

2.2.5 リセット IC

• マイクロコントローラの電源投入時
の電圧が安定していない可能性があ
り、デバイスを破壊してしまう可能
性がある。リセット ICを用い、マイ
クロコントローラの電源投入時に安
定した電圧を与える。一般にリセッ
ト回路は外部に設けMCLR端子から
リセットの制御を行います。 　一方
PICはMCLR端子の他にパワーオン
リセット (POR)やブラウンアウトリ
セット (BOR)というリセット機能を
内蔵しており、電源や周辺回路の条
件が合えばこの内蔵機能だけで、安
定したリセット動作を実現する事が
可能である。このようにリセット回
路を決定する上では周辺回路の条件

を考慮し、最適な選択をする必要が
あります。

2.2.6 電源

• CR2はリチウム電池である。そのた
め、大量の電流を流した場合、電池が
破裂してしまう可能性がある。しか
し、安全確認は行っており、今年もこ
の電池を使う。CR2の容量は、3V、
850mA/Aである。

2.2.7 DC/DCコンバータ

• ロケットに搭載可能な電源の総電圧
は 3.0Vであるのに対し、GPSユニ
ットの駆動電圧は、3.3Vである。そ
のため、昇圧を行わなければならな
い。また、安定した電圧にするため、
DC/DCコンバータを用いる。今回使
用したものは MAX1675である。そ
の他にもMAX1674と MAX1676が
ある。MAX1675は小型パッケージの
高効率なステップアップ DC-DCコン
バータです。同期整流器を内蔵する
ことによって外付けのショットキダイ
オードが不要となり、高効率、省ス
ペース及び低価格を実現します。自
己消費電流は、僅か 16uAです。動
作入力電圧範囲は 0.7V～Voutです。
Voutは 2V～5.5Vまで設定できます。
スタートアップ電圧の保証値は、1.1V
です。MAX1675は、5V又は 3.3Vで
のプリセット及びピン選択出力が可能
となっています。また外部抵抗 2個を
使用すれば、出力電圧を任意に調整す
ることができます。これらの 3デバイ
スはすべて、0.3NチャネルMOSFET
のパワースイッチを内蔵しています。
MAX1674では電流リミット値は 1A、
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MAX1675は 0.5Aでより小型のイン
ダクタを使用できます。MAX1676は
10ピン uMAXパッケージで提供さ
れ、電流リミットの調整及びインダ
クタリンギングの減少が可能です。

2.2.8 加速度センサ

• 高度を測定するためには、GPSユニッ
トとは捌のシステムを用いるべきと
考える。高度を測定するシステムと
して、大気圧センサと加速度センサ
が候補にあげられた。選定した大気
圧センサでは、モデルロケットの加
速度を測定することが不可能であっ
た。また、加速度センサはモデルロ
ケットの最大加速度においても測定
することが可能であることが判明し
た。よって、高度を測定するシステ
ムは、加速度センサを用いることに
した。

2.2.9 miniSD

• Hamana-1の打ち上げでは、打ち上
げシーケンスなどの問題により、モ
デルロケットの軌道データを最後ま
で記録することができなかった。ま
た、Hamana-2では GPS、加速度セ
ンサ、CMOSカメラのデータを記録
しなければならない。よって、大容
量の不揮発メモリを搭載しなければ
ならない。いろいろな記録素子を調
査した結果、miniSDカードが候補に
あがった。miniSDカードは専用のソ
ケットを含めても、35mmカメラフィ
ルムケースに搭載することが可能で
あることが判明した。また、miniSD
カードを使用するメリットとして、大
記憶容量、ソケットを基板に付けるた

めminiSDカード本体の交換が可能、
ファイル保存形式のプログラムを行
い、FATなどのファイルシステムに合
わせてデータを記録することで、PC
で直接読み込みが可能になる。

2.2.10 CMOSカメラ

• モデルロケットの飛行時の映像を記
録することが可能であれば、面白い
データになるだろうという考えから
CMOSカメラを使用することになっ
た。

2.2.11 ラジオビーコン

この企画でのモデルロケットの飛行距離
は約 100mであり、また落下地点が湖畔で
ある。なぜ、落下地点が湖畔であるのかと
ゆうと、落下後の衝撃で搭載データロガー
が故障してはいけない為である。一般にモ
デルロケットはパラシュートが開くので、
それにより落下衝撃はある程度抑えられて
いる。しかしこれでも十分な保障はなく、
システムの改造ではそれ以上の衝撃吸収は
困難と判断し、水上に落下するように打上
をするようにしたのである。そのことによ
り、波の影響で発見・回収が困難と予想さ
れるため、発見用の信号をデータロガーか
らだす必要がある。そのため、電波を用い
た検索方法として開発したのがラジオビー
コン回路である。また、HAMANA-1の発
振回路は変調波と発振の ON/OFFを同一
信号で制御するため、プログラムの複雑化
を招いた。その結果、適切な変調深度を与
える波形を生成できず、基本発振波形の微
弱化を招いた。HAMANA-1での経験を活
かしつつ、HAMANA-2では去年のラジオ
ビーコンとは違った回路構成でやる。
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3 開発

データロガー構成が決まり、まずはラジ
オビーコンの周波数をマイクロコントロー
ラにて制御しなければならない。その為に
必要な知識 (参照：参考文献 4)を調査した。

3.1 マイクロコントローラ

90Sシリーズ AVRシリーズの基本となる
AVRです。megaシリーズや tinyシ
リーズは、この 90Sシリーズを元に
しています。4414や 8515は、外部に
アドレスバスとデータバスを出すこ
とができ、外部メモリや周辺デバイ
スなどを接続できます。

megaシリーズ メモリ容量の拡大や内蔵
ペリフェラルを拡張したシリーズで
す。乗算命令 (6種)や自己プログラ
ミング機能を持ちます。特に新プロセ
スのチップは第二世代megaで、内蔵
ペリフェラルが飛躍的に高機能にな
り、非常に完成度の高いマイコンに
なっています。

tinyシリーズ megaシリーズとは逆に、内
蔵機能などを限定し小規模・省電力を
狙ったものです。携帯用の機器など、
コンパクトなターゲットに適してい
ると思われます。

今回使用したマイクロコントローラは
AVR ATmega8L である。

3.2 AVRの内部構成

AVRの内部は、ハーバードアーキテク
チャで構成されています。上側 (図 2)が一
般のマイコンのアーキテクチャです。デー
タバスと命令バスが 1つのバスになってお

り、フォン・ノイマン型といいます。フォ
ン・ノイマン型は並列処理ができないため、
処理能力に限界があります。下側 (図 3)が
AVRで用いられているハーバードアーキ
テクチャは、データ・バスと命令バスを分
離したアーキテクチャです。ワンチップマ
イコンでは、このアーキテクチャが主に用
いられています。データバスと命令バスを
それぞれ専用にもつことで、処理能力を上
げている。

��������	��
���

�������	������������� �	���

Z !	"$#&%(')�*,+ #-�.0/�1

図 2: マイコンアーキテクチャ

��������	��
���
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�������	���

��������� �	���

( �� 	!#"�$�%�&#'	( )

)�*,+�-.,/ ���
(16bit)

AVR

図 3: ハーバードアーキテクチャ

3.3 ATmega8Lの概要

ATmega8Lは、書き込み中読みだし可能
な機能を持つ、８ Kバイトの実装書き換
え可能なフラッシュメモリと 512バイトの
EEPROM、１Kバイトの SRAM、23本の
汎用入出力線、32個の汎用レジスタ、比較
動作も含む柔軟性のある3つのタイマ/カウ
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ンタ、内部及び外部割り込み、設定可能なシ
リアル USART、バイト対応の 2線シリア
ル、インタフェース、6(PDIP)、8(TQFP、
QFN/MLF)チャンネルの 10ビット A/D
変換器、設定可能な内部発振器付きウォッ
チドッグタイマ、SPIシリアルポート、ソ
フトウェアで選択できる 5つの低消費動作
機能を持っています。アイドル状態では動
作を停止しますが、SRAM、タイマ/カウン
タ、SPIポート、割り込み機能は有効で動
作を継続します。パワーダウン動作ではレ
ジスタの内容は保護されますが、発振器が
停止するため、以降、ハードウェアリセッ
トか外部割り込みまで他の全機能を無効に
する。パワーセーブ動作では非同期タイマ
用発振器が動作を継続し、デバイスのその
他が停止中であっても基準タイマの継続が
可能である。A/D変換ノイズ低減動作では
A/D変換中のスイッチングノイズを最小と
するため、非同期タイマと A/D変換器を
除く周辺機器と CPUが停止します。スタ
ンバイ状態ではクリスタル発振子/セラミッ
ク振動子用発振器が動作し、デバイスとそ
の他は停止します。

3.4 ATmega8Lのピン概要

AVRを (図 4)に示す。

• Vcc 電源入力

• GNDグランドピン

• PB７～PB0

ポート Bは (ビット毎に選択される)内蔵
プルアップ抵抗付の８ bitの双方向入出力
ポートである。入力のとき、プルアップ抵
抗が有効の場合、外部的に Lowにしたポー
ト Bピンにはソース電流が流れます。

• PC５～PC０

ポート Cは (ビット毎に選択される)内蔵
プルアップ抵抗付の７ bitの双方向入出力
ポートである。入力のとき、プルアップ抵
抗が有効の場合、外部的に Lowにしたポー
ト Cピンにはソース電流が流れる。

• PC6/RESET

RSTDISBヒューズがプログラム (0)され
ると、PC６は I/Oピンとして使用される。
PC６の電気的特性がポート Cの他のピン
と違うことに注意する必要がある。

• PD７～PD０

ポート Dは (ビット毎に選択される)内蔵
プルアップ抵抗付の８ bitの双方向入出力
ポートである。。入力のとき、プルアップ抵
抗が有効の場合、外部的に Lowにしたポー
ト Dピンにはソース電流が流れる。
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3.5 AVRのピン配置

実際にどこに何をつなげるなどのピンの
配置設定を行った。その結果は以下の通り
になった。

• PC2:発振回路

• PD2、PD3：加速度センサー

• PB6、PB7：水晶発振

• PD1、PD0、PC5、PC6：GPS

• PB2、PB3、PB4、PB5：miniSD

3.6 ピンの設定

各ポートピンは 3つのレジスタビット、
DDxn、PORTxn、PINxnから成っている。
DDxnビットはDDRx I/Oアドレス、PORTxn
ビットは PORTx I/Oアドレス、PINxnビ
ットはPINx I/Oアドレスでそれぞれアクセ
スできる。DDRxレジスタ内のDDxnビッ
トは、そのピンの方向を選択する。DDxn
が論理 1を書かれると Pxnは出力ピンとし
て設定される。DDxnが論理 0を書かれる
と Pxnは入力ピンとして設定される。ポー
トピンはクロックが動いていなくても、リ
セット条件が有効になるとHi-Zになる。そ
のピンが出力ピンとして設定されるとき、
PORTxnが論理 1を書かれると、そのポー
トピンは High(1)になります。そのピンが
出力ピンとして設定されるとき、PORTxn
が論理 0を書かれると、そのポートピンは
Low(0)になります。

表 1: ポートピンの設定 (入出力)
DDxn PORTxn PUD 入出力

0 0 x 入力
0 1 0 入力
0 1 1 入力
1 0 x 出力
1 1 x 出力

表 2: ポートピンの設定 (プルアップ抵抗)
DDxn PORTxn PUD プルアップ

0 0 x なし
0 1 0 あり
0 1 1 なし
1 0 x なし
1 1 x なし

3.7 シリアルプログラミング

シリアルプログラミングの構成図を (図
5)に示す。フラシュメモリと EEPROMの
両方は RESETが GNDに引かれている間
にシリアル SPIバスを使用してプログラ
ミングができます。このシリアルインター
フェースは SCK入力、MOSI入力、MISO
出力から成る。RESETが Lowに設定され
た後、書き込み、消去操作が実行され得る
のに先立ち、プログラミング許可命令が初
めに実行されるていることが必要である。
EEPROMをプログラミングするとき、自
動消去サイクルが自動書き込み動作内に組

表 3: シリアル用ピン配置

信号名 ピン名 入出力 機能
MOSI PB３ 入力 シリアル入力
MISO PB４ 出力 シリアル出力
SCK PB５ 入力 シリアル rock
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み入れられ (シリアルプログラミングのみ)、
チップ消去命令を初めに実行する必要がな
い。

RESET

XTAL1

GND

(GND)

CLOCK

Vcc

AVcc

PB5

PB4

PB3

SCK

MISO

MOSI

2.7~5.5V

2.7~5.5V

図 5: シリアルプログラミング構成図

3.8 シリアル周辺インターフェース

シリアル周辺インターフェースはATmega8
と様々な AVRデバイスや周辺デバイス間
の高速同期データ転送ができます。SPIで
のマスタとスレーブの CPU間相互連結は
(図 6)で示されます。マスタとスレーブは
各々のシフトレジスタで送出するデータを
用意し、マスタはデータを交換するために
必要なクロックパルスを SCK信号線に生成
します。データは常に MOSI(Master Out
Slave In)信号線をマスタからスレーブへ、
MISO(Master In Slave Out) 信号線をス
レーブからマスタへシフトされます。各デー
タパケット後、マスタは SS(スレーブ選択)
ピンをHighへ引き上げることによりスレー
ブと同期を取ります。

3.8.1 マスタ設定

マスタとして設定されると、SPIインター
フェースには SS信号線の自動制御ができ

 

 
���������	�
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MSB LSB� �"!
MISO MISO

MOSI MISO
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図 6: SPIマスタ/スレーブの連結

表 4: SPIピン方向規定 (マスタ)
ピン名 マスタの方向規定
SCK ポート B方向レジスタの指定
MISO 入力
MOSI ポート B方向レジスタの指定

SS ポート B方向レジスタの指定

ない。SPIデータレジスタ (SPDR)へのバ
イト書き込みが SPIクロック発生器を始動
し、ハードウェアがスレーブ内へ 8ビット
をシフトします。マスタは SPDR内へ次の
バイトを書くことにより次のバイトのシフ
トを継続、または SS(スレーブ選択)信号
線を Highへ引き上げることによりパケッ
トの終了を指示することができます。最後
の到着バイトはその後の使用のため、バッ
ファレジスタ内に保持されます。

3.8.2 スレーブ設定

SPIが許可されると、MOSI、MISO、SCK、
SSピンのデータ方向は (表 4、5)に従って
ください。
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表 5: SPIピン方向規定 (スレーブ)
ピン名 スレーブの方向規定
SCK 入力
MISO ポート B方向レジスタの指定
MOSI 入力

SS 入力

3.9 シリアルプログラミング手順

ATmega8にシリアルデータを書くとき、
データは SCKの立ち上りエッジで行われ、
ATmega8から読むとき、データは SCKの
立ち下りエッジで行われる。

1. 電源投入手順RESETとSCKがLow(0)
に設定されている間にVccとGND間
へ電源をつけます。いくつかのシステ
ムで電源投入中、SCKが Lowに保持
されることを書き込みの部分が保証
できない。この場合、SCKが Low(0)
に設定されてしまった後、RESETは
最低 2CPUクロックサイクルの正パ
ルスを与えなければならない。

2. 最低 20ms待ち、MOSIピンにプログ
ラミング許可命令を送ることにより
シリアルプログラミングを許可する。

3. 通信が同期を外していると、シリア
ルプログラミング命令は動きません。
同期していると、プログラミング許
可命令の第 3バイト送出の時に第２
バイトに戻ります。この戻りが正し
いかどうかによらず、命令の 4バイ
ト全てが送信されなければならない。
第 2バイトが戻らない場合、RESET
に正パルスを与え、新規プログラミ
ング許可命令を行う。

4. フラッシュメモリは１ページ単位で書
かれます。全容量 4Kワード (８Kバ

イト)、PCWORD PC4～0、ページ
数 128、PCPAGE PC11～6。このメ

モリページはページ設定命令と共に
アドレスの下位 5+1ビットとデータ
を供給することにより 1バイトづつ
設定されます。プログラムメモリの
ページはアドレスの上位 7ビットを
含むページ書き込み命令の設定によ
りフラッシュメモリに格納されます。
ポーリングが使用され、次のページ
を行う前に最低 4.5ms(表 6)待たなけ
ればいけない。

5. EEPROMは適切な EEPROM書き
込み命令と共にアドレスとデータを
供給することにより 1バイト単位で
書かれる。ポーリングが使用されな
い場合、次のバイトを行う前に最低
9.0ms待たなければならない。

6. どのメモリ位置も選択したアドレス
の内容をシリアル出力MISOに読み
戻す読みだし命令を使用することに
より照合できます。

7. プログラミング作業終了時、RESET
は通常動作を開始するため、High(1)
に設定する。

8. 電源OFF手順RESETをHigh(1)に
設定します。
Vcc電源を OFFにします。
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表 6: EEPROM次位置書き込み前の待機
時間

シンボル 最低待機時間
TWD-FUSE 4.5ms

TWD-FLASH 4.5ms
TWD-EEPROM 9.0ms
TWD-ERASE 9.0ms

TWD-FUSE：FUSE書き込み
TWD-FLASH：FLASH書き込み
TWD-EEPROM：EEPROM書き込み
TWD-ERASE：チップ消去

*ポーリングとは通信機器やソフトウェア
が複数で連携動作する際に、送信 (あるいは
処理)要求がないか、一つ一つの相手に聞い
て回る方式。ソフトウェアの場合は、プロ
グラム内部のメインルーチンが、個々の手
続きを順に呼び出して応答がないかチェッ
クし、応答があれば何らかの処理を行なう。
通信制御の場合は、1台のコンピュータが
主 (ホスト)、残りが従 (ターミナル) とな
り、主コンピュータが従コンピュータ一台
一台に対して、定められた順番に従って送
信要求がないか尋ねていく。ホストはいつ
でもターミナルに対してデータを送信でき
るが、ターミナルは要求確認があった場合
にのみデータを送信することができる。一
本の回線に複数のマシンが接続されている
形態のネットワークでよく用いられている。
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4 発振回路

次に発振回路の開発 (参照：参考文献 1、
2)を行った。

4.1 発振の原理

Amp

Net

In Put Out Put

図 7: 発振の原理図

去年と同様で LC発振回路を使い製作を
行った。ここで発振の原理 (図 7)を述べて
おく。発振とは、振動が自立的に持続する
ことである。振動現象が外部から観察でき
るとゆう事実は外部に振動エネルギーを放
出することであるので、エネルギーの損失
が発生する。したがって、損失したエネル
ギーを補充しなければならない。この役割
をしているのが増幅器である。増幅器は In-
Put端子から入る電圧を、Out-Put端子か
ら増幅された電圧を出力する。増幅器には
外部から電池などで電力を供給して、それ
が増幅エネルギーの元になる。発振してい
るときは増幅器の出力から回路網を回って
増幅器の In-Put端子そして増幅器の Out-
Put端子にいたるまでの信号に特徴がある。
周波数Fで発振しているとき、周期は Tは
1/Fになり、ちょうどその時間で信号が伝
わるようになっている。Out-Put端子に着
目しているとき、そこが (正)に振れはじめ

たら、どんどん (正)に振れ、(負)に動いた
らどんどん (負)に動く、これを正帰還とゆ
う。回路網には『LC,CR,水晶』などを使
う。ここで LC発振を使った理由として、周
波数精度は CR発振回路よりも安定してい
て、周波数域をなるべく可変できるように
LC発振回路を製作した。この場合は Lと
Cで周波数が調整でき、もし、何かの電波
と重なってしまった時、Lの巻き数などを
変えるだけで、周波数が変えられるので調
整が簡単である。また、回路網の部分に水
晶を使用する場合、水晶はそれ単体で安定
した周波数を出すが、周波数を変更しよう
とする場合、水晶自体を交換しなければな
らないので、変更に困難である。回路網の
部分にはオぺアンプやトランジスタが使わ
れる。

4.2 トランジスタ

今回、使用したトランジスタは

• NPN型

東芝社の 2SC1815である。
仕様書を (図 8)に示す。

4.3 トランジスタの原理

トランジスタ内部の動作は、入力端子で
あるベース (B)と共通端子のエミッタ (E)
の間を流れる電流を常に監視して、その電
流の数十から数百倍 (トランジスタの種類に
よって違う)の電流が、出力端子のコレクタ
(C)とエミッタの間に流れるようにコント
ロールしている。つまりトランジスタとは、
ベース電流でコレクタ-エミッタ間 (図 9)の
電流を制御する素子のことである。この動
作を外側からみると、ベース端子に入力し
た電流が大きくなってコレクタやエミッタ
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図 8: 2SC1815 仕様書

端子に現れるので、入力信号を増幅してい
るように見える。このとき、ベース電流 IB
とコレクタ電流 ICの比を直流電流増幅率
と呼び、hFEで表わす。この hFEは

hFE =
IC

IB
(1)

という式で求めることができる。

RB

VB

Ic

IE

Vcc

IB

VcE

図 9: NPNトランジスタに流れる電流

また、ベース電流 IB、コレクタ電流 IC、
エミッタ電流 IEの間には

IE＝ IC＋ IB (2)

という関係があるが、通常ベース電流はコ
レクタ電流に比べて非常に小さい（IB¡IC）

ので、IE＝ ICとしてしまってもいいので
ある。よって ICはベース領域を拡散して
くる IEのみに依存する。回路でトランジ
スタを動作させるには、ベース-エミッタ間
(図 10)に電流が流れるように外部回路を設
計してやる。

RB

VB

IB VBE

図 10: ベースに電流を流す

しかし、ベース-エミッタ間は内部的にダ
イオードが入っているのと同等なので、ト
ランジスタが動作しているときにはベース-
エミッタ間に 0.5～0.7(V)の電圧降下が起
こる。すなわち、ベース-エミッタ間の電圧
VBEが 0.5(V)以下の場合、トランジスタ
は全く動作しなくなる。

4.4 トランジスタを動作させるには

上記でも述べたように、ベース-エミッタ
間に電流が流れるように外部回路を設計し
てやればいいのだが、そこで重要になって
くるのがバイアスである。
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4.5 バイアス回路とは

バイアス回路と言うのは、具体的にはト
ランジスタへ入れる入力信号にどれくらい
の電圧と電流を加えるかを決める回路のこ
とであり、簡単にゆうと、トランジスタを
動作状態にして増幅の準備をすることあの
である。トランジスタにバイアスをかける
方法は大きく分けて 3つあり、固定バイア
ス回路、自己バイアス回路、電流帰還バイ
アス回路がある。

図 11: 固定バイアス回路

固定バイアス回路 (図 11)は、バイアス
は、R1の抵抗のみで決められ、変化しない
ところから、固定バイアス回路と呼ばれて
いる。長所は、部品が少ない、増幅度が大
きい。欠点は、ひずみが多い、温度によっ
ても変化していることから、温度に弱い。
自己バイアス回路 (図 12)は、R1の抵抗

が、R2の抵抗の下からとってある。このよ
うにすると、何らかの影響 (たとえば、温度
が上がる)でコレクタ電流が増えると、コ
レクタの電圧が下がります。すると、R1を
通して、ベース・エミッタ間電圧が下がり、
コレクタ電流を減らそうとする動きになる。
その結果、コレクタ電流は安定する。これ

図 12: 自己バイアス回路

を負帰還とかネガティブ・フィードバック
(NFB)と言う。直流のバイアスも負帰還が
かかっているわけである。欠点は、増幅度
が小さい。そのために扱いやすく、ひずみ
も少なく、安定もしている。

図 13: 電流バイアス回路

電流バイアス回路 (図 13)は、抵抗 R1、
R3 に適当に電流が流れる。そうすると、
ベース電流が変化しても、ベースの電圧は
変化が少なくなる。次にエミッタに抵抗R4
が入ってくる。すると、コレクタ電流が増
えると、エミッタ電圧が上がりるのある。
これは、ベース・エミッタ間電圧が小さく
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なり、回り回ってコレクタ電流が少なくな
ります。そして、どこかで安定する。

4.6 発振回路の種類

Vcc

図 14: LC並列共振回路

LC並列共振回路 (図 14)なので求めたい
周波数は

fr =
1

2π√ LC
(3)

の式で求めることができる。

{ 例 }
コンデンサの値が 33pF
コイルの値が 0.1uH
の時の周波数は

fr =
1

2π√ (33× 10−12)× (0.1× 10−6)
(4)

よって、求まる周波数は約 84.1MHzとな
る。

このように、自分の求めたい周波数を出
すことが簡単にできるのである。

4.7 アンテナ

去年は受信距離を長くする為に、アンテ
ナを用いるとゆう考えがあった。しかし、
アンテナをモデルロケットに外部に出すと
なるとモデルロケット内部に水が入ってし
まう可能性があるため、アンテナは使わな
いことになった。しかし、今年は、工夫し
てアンテナをつけ、受信距離をできるだけ
ながくしたいと考えている。

4.7.1 アンテナの特性

水平面内で等方性 (無指向性)となる 1
4 波

長接地型アンテナである。中波や短波帯で
はアンテナの長さを 1

4 波長にするとアン
テナが長くなり過ぎて短くしたい場合があ
る。アンテナはインダクタンスLe、電気容
量Ce及び抵抗Reの直列共振回路と等価と
なる。アンテナの理想の長さは、周波数に
よって決められる。

λ =
300

周波数 (MHz)
(5)

(5)の式で波長が求まる。この波長の 1
4 の

導線を使うと 1
4 波長アンテナになる。

{ 例 }
周波数が 76.1MHzの時の 1

4 波長アンテナは

λ =
300

76.1(MHz)
(6)

=392cm

この長さの 1
4 なので求めたい長さは

=98cm
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となる。しかし実際には、この長さでのモ
デルロケット搭載は不可能にちかいので、
ローディングコイルなどを使用して、考え
ていく。ローディングコイルとは、アンテナ
のエレメントに、キャパシタンスやインダク
タンスを持たせると同じ長さでも低い周波
数で共振するようになる。キャパシティハッ
トはその名のとおり大地との間にキャパシ
タンスを持たせるコンデンサタイプの重り。
キャパシタンスが増えて低い周波数に共振
するようになればアンテナを通常よりも短
く設計できる。インダクタンスを増やすこ
とによって、短いアンテナですませられる
ようにしている。アンテナが短くて共振が
とれない場合は延長コイル、アンテナが長
過ぎる場合は短縮コンデンサをアンテナの
一部に挿入することにより電気的にアンテ
ナ長を変化できるので能率よく電波を発射
することができるようになる。先端に付け
るタイプをトップローディングコイル、真
ん中に挿入するタイプをセンターローディ
ングコイル、給電部につけるタイプをベー
スローディングコイルとゆう。

4.8 コイル

他のラジオも電波帯と重ならないように
するために、共振回路のインダクタを自作
インダクタにすることで周波数の変更を可
能にした。しかし、自作インダクタにした
ことにより、何らかの衝撃でインダクタの
形が変形してしまうと周波数が変わってし
まうとゆうデメリットも発生した。コイル
のインダクタンスLは、長岡係数をK，透
磁率を u、コイルの巻数を n、コイルの断
面積を S、コイルの軸方向の長さをｌとす
ると

L =
k× u× S× n2

l
(7)

で表される。uは円筒物質の透磁率である

が、空気の場合は、真空中とほぼ同じ。よっ
て、コンデンサの値を決めてしまえばコイ
ルのインダクタンスの値次第で発振させた
い周波数を求めることができる。

4.8.1 コイルの作り方

太さ 6mmの棒に径 0.5mmのスズメッキ
線を密着して時計方向 (図 15)に 6回巻く
(図 16)。そして幅を 10mmに伸ばす。

• 太さ 6mmの棒に径 0.5mmスズメッ
キ線を時計方向に巻き始める。

図 15: コイル、巻き始め

• 6回巻く。

• これを 10mmに伸ばす (均一に伸ば
す)。

コイルのインピーダンスを

1.1e−4[mH] = 0.1[μH]

と求めたいので、直径 6mm、長さ 10mm、
巻き数 6口、巻き線の直径 0.5mmとゆう
値にした。これらを式 (7)に代入して、計
算すると

18



図 16: コイルを巻く

図 17: コイル完成

=1.00860e−4

となる。自作コイルの完成図を (図 17)に
示す。

5 LC発振回路

完成した回路図を (図 18)に示す。

5.1 ベース接地回路

べース接地回路とゆうのはトランジスタ
のベースを GUDに落とすとゆうことであ
る。接地といってもアースにつなぐ意味だ
けではなく入出力の共通電位として使う意

Vcc

Micro
Cont
roller

図 18: LC発振回路図

味もある。ベース接地の主な特徴は入力イ
ンピーダンスが低く、出力インピーダンス
が高く、利得は電流利得はほぼ無いが電圧
利得と電力利得は高い。周波数特性は良く、
位相は同相である。NPN型トランジスタを
使い、電圧電流変換、電圧レベル変換などに
利用されることがある. 高周波特性が良い
ため、かつてはラジオ受信機の高周波増幅
回路によく使われていたが、この回路は入
力インピーダンスと比較して出力インピー
ダンスが極端に大きいために、電圧利得を
得るためには負荷インピーダンスを高くし
なければならない。また、ベースについて
いるコンデンサは電圧が逆流しないように
するための働きがある。

5.2 動作点

3Vの電源より抵抗を通って (3V-0.6V)/12K=0.2mA
コレクタ電流 Icは (図 19)のトランジスタ
の静特性から求めることができる。

Ib=0.2mAであるから、Icとコレクタ電
圧Vccの関係は静特性の Ib=0.2mAの曲線
でえられる。この関係をトランジスタの静
特性と重ねると負加線が求まる。入力イン
ピーダンスと出力インピーダンスをそろえ
る (同一の値)の時が一番ロスをなくして伝
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図 19: トランジスタの静特性

送することができる。

5.3 変調

去年の発振回路と一番違う点は今年の発
振回路は変調させるとゆうことである。変
調の原理とは、電波としてアンテナから出
ていくことができる高周波信号 (搬送波)
に、音声信号やビデオなどの信号情報を乗
せて送り出す。このとき、搬送波に情報を乗
せる操作が「変調」である。アナログ信号で
ビットデータを送信するための変調方法の
１つ。周波数変調では、キャリア波の周波数
を変化させることで、異なる周波数に 0ま
たは 1を割り当て、ビットデータを転送でき
るようにする。搬送波をアナログ信号で変
調する方式には、振幅変調 (AM:Amplitude
modulation)、周波数変調 (FM:frequency mod-
ulation)、位相変調 (PM:Phase modulation)
がある。送信したい信号の変動に合わせて、
振幅の大きさを変動させるのが振幅変調で
ある。同様に周波数を変動させるのが周波
数変調、位相を変動させるのが位相変調で
ある。今回は周波数変調 (FM:frequency mod-

ulation)方式を使い、回路の作成を行なっ
た。周波数変調は、英語の頭文字をとって、
FM変調と呼ばれることもある。FM方式
は、FMによって波形を変形させることで
さまざまな音を作り出す方式である。複数
のサイン波発振器から構成されています。
このサイン波発振器の出力で、別のサイン
波発振器を変調することによって音を作っ
ていく。この FM方式を採用している FM
音源は、ミュージックシンセサイザーだけ
でなく、以前のパソコンやゲーム機などの
音源としても広く利用されている。回路の
構成がシンプルな割に多彩な音が作れるの
が特徴である。FM変調は、AM変調に比
べ雑音に強いという特性があります。FM
ラジオ放送では、この周波数変調が利用さ
れている。例として、人に聞こえる周波数
とゆうものがあり、400kHzでドの音が聞
こえる。この原理を使い実験を行ない変調
しているかどうかを確かめた。

6 テスト LC発振回路作成

用意する部品

品名 規格 数量
トランジスタ 2SC1815 1
セラミックコンデンサ 0.001μ F 1
セラミックコンデンサ 0.1μ F 2
セラミックコンデンサ 4.7pF 1
カーボン抵抗 100Ω 1
カーボン抵抗 6kΩ 1
カーボン抵抗 12KΩ 1
エナメル線 径 0.5mm 2m
ビニールコード 普通のもの 少し

これらの部品を使い LC発振回路を作成
した。LC並列回路を作成するにあたり、共
振回路部分のインダクタとコンデンサの距
離が離れてしまうと全く共振しなくなるた
め、2つのデバイスを極力近く設計しなけ
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ればならない。また、帰還するところの配
線をより短くするほどよい。完成した回路
を (図 20)に示す。

図 20: LC発振回路

6.1 実験

vspace*0.3cm 実験だんかいではマイク
ロコントローラの代わりに、SYNCLATOR
を使い行った。最初は室内で行い、自分の
求めた周波数で発振しているのかを確かめ
た。発振しているかどうかだけを確かめた
かったので、アンテナには短いビニール線
を使い実験を行った。Vccに電圧 3Vあた
えて、入力信号は周波数を 400KHzあたえ
実験を行った。本番では外で行う為、外で
も実験を行った。外で行う時には 1

4 波長の
ビニール線でアンテナをつけて行った。し
かし、ビニール線ではアンテナの約割はと
しては、あまり効果がなかったように感じ
られた。400KHzの入力信号をあたえ、Vcc
には電圧 3Vあたえて、変調させて約 30m
発振したとゆう実験結果がえられた。今後
は、アンテナを考慮しつつ、さらに遠くに
発振させられるように改良を加えていく。

6.2 本番を想定した実験

本番ではAVRから周波数を出し、発振回
路の変調を行うため、そのためのプログラ
ムを作成した。まずはどのポートを使うか
を決め、その結果は＜ 4.4＞のピン配置の
ようになった。最初はポートのたたき方の
練習として LEDを光らせることを目的と
した実験を行った。この実験に成功し、今
度は発振回路のプログラム作成を行った。
発振回路のプログラム実験は実際に AVR
にプログラムの書き込みをして、FMラジ
オでラジオビーコンの周波数をとらえられ
た。実験は成功である。
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7 基板作成

テスト回路ができたら、それをもとに回
路規模を小さくするために、両面感光基板
を用いる。回路設計のために、CADツー
ル EAGLEを用いる。今回は回路図の作成
方法と、作成した回路図で部品を実装し、
体験することが目的である。基板に実装す
る全てのデバイスは、て半田で実装した。
EAGLEを用いて作成した回路が (図21)(図
22)のようになった。

図 21: top1

7.1 マスクパターン印刷

マスクパターンは OHPシートに印刷し
た。OHPシートの場合、透き通っているの
で、左右を反対にしなくても問題はない。
印刷したものを TOPと BOTTOMをあわ
せた (図 23)。穴から覗いてパターンの位置
を確認しながら固定します。プリント板を
穴にセットできるように片端のみを固定し

図 22: bottom1

ます。

図 23: TOPと BOTTOMのあわせ

7.2 感光基板の作成方法

マスクパターンの台紙にプリント板をセ
ットし、クランプで挟んで固定します。そ
して、紫外線を両面に照射する。約 5分間。
紫外線に当てた基板を現像溶液の中に入れ
る。エッジング溶液の中に入れ、露出して
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いる銅を溶かす。基板をマスクパターンの
台紙に入れ真空状態を作り基板を固定する。

図 24: 基板完成

基板を固定した状態で、紫外線を当てる。
約 5分間。紫外線に当てた基板を現像液溶
液の中に入れる。そしてできた基板に酸化
防止の為に、ハンダマスキング剤をかける。
それが乾いた後は実際に基板にホールの部
分はドリルで穴をあけて、部品を実装して
いく。感光基板やチップコイル、マイクロ
コントローラなどの部品は一つ一つの値段
が高く、壊れやすい (図 24)(図 25)。

図 25: 部品実装基板

7.3 本番用回路設計

去年は、感光基板を使っていたが、電池、
回路、miniSD、GPSなどを 35mmカメラ
フィルムケースに搭載しなければならない
ため、今回、話合いの結果、フレキシブル
基板を用いて作成することにした。

7.4 フレキシブル基板とは

フレキシブル基板 (図 26)は、柔軟性を持
ったプリント基板のことで、FPC(Flexible
Printed Circuits)とも呼ばれる。プリント
基板の折り曲げが可能なことから、実装ス
ペースの限られる携帯電話やデジタルカメ
ラなどの小型製品に多用される。宇宙開発、
航空、軍事用などに使われてきた技術で、
1970 年代になり一般的な製品にも転用さ
れるようになった。プリント基板というの
は、ガラスエポキシなどの電気絶縁体を素
材とした板に銅箔の電気回路をプリントし
たもので、部品などを実装し稼動状態にあ
るものを指す場合もある。いずれにせよ、
製品本体のサイズはこのプリント基板のサ
イズに左右されるため、複数の基板を積み
重ねる多層構造にしたり、小型の基板同士
を配線で接続するなどの工夫がとられてき
た。フレキシブル基板は、米国デュポン社
の開発したポリイミドを使ったポリイミド
フィルムなどを絶縁板の代わりに用いるこ
とで、基板自体に柔軟性を持たせている。ポ
リイミドフィルムは耐熱性、電気絶縁性に
優れたプラスチックの一種で、銅箔の回路
やカバーフィルム、補強材などとともにフ
レキシブル基板は構成される。だが、ポリ
イミドフィルムは決して柔軟性に優れてい
るわけではない。むしろ硬く加工しにくい
もので、本来のニーズを満たしていなかっ
たのだが、その剛直性が幸いした。熱や吸
湿に対する寸法安定性の高さが着目された
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のである。携帯電話用のフラッシュメモリ
をフィルム上に連続実装する際に、フィル
ム自体に適度な硬さが必要になるという。
携帯電話においては、折りたたみ部分や、
液晶周辺に限って用いられてきたが、最近
では小型化やデザインの自由度を高めるた
めに、基板全体に対するフレキシブル基板
の占める割合が大きくなってきている。テ

図 26: フレキシブル基板

スト基板と同様で CADツール EAGLE(参
照：参考文献 7)を用いて回路設計 (図 27)
を行った。

図 27: 回路図 (ATMega8L)

できあがった回路図を (図 28)に示す。

図 28: 回路図

回路図設計のテクニックとして、

配線接続マーク (Junction) 配線の接続点
に黒い丸いマークを付けます。この
マークはプリント基板の配線には関
係ありません。回路図として見た場
合、線の接続を確認するためのもので
す。特に十字に交わる結線の場合、接
続点を付けないと間違えてしまいま
す。Junctionボタンを押すと、マウ
スポインタと共に移動する丸いマー
クが現れます。丸はグリッドに沿って
移動するので、配線の交点と一致す
るようになっています。マークを付
ける位置で左クリックするとマーク
が回路図に描かれます。

ICの電源、接地追加 (Invoke) ICの電源
および接地端子の設定には”Invoke”
ボタンを使用します。Invokeボタン
を押して、回路図上の ICのデバイス
をクリックするとデバイスの使用状
況が表示されます。この表はデバイス
の持っている機能で使用していない
機能を追加するためのものです。既に
回路図に配置されているデバイスは
選択できません。表の一番下の Pが
電源および接地端子を表しています。
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OKボタンを押すと回路図上で ICの
電源および接地端子が現れ、マウス
と共に移動します。後で位置は変え
られます。これらの端子は素子と重
ねて配置する必要はありません。離
して配置することもできます。パター
ン配線動作には影響ありません。回
路図が見やすいかどうかです。

部品の値設定 (Value) 部品の値を設定す
るためには”Value”ボタンを使用しま
す。値を設定するウインドウが表示さ
れるので、値を設定し、OKボタンを
押します。回路図の部品に値が表示さ
れます。

部品名称/値の位置変更 (Smash) 部品を
追加すると名称および値の表示位置
は固定されています。通常はこのまま
でも問題はありませんが、回路が複
雑になると名称または値が重なって
見づらくなります。このような場合、
名称または値を自由な位置に移動さ
せることができます。このために使
用するボタンが”Smash”ボタンです。
Smashボタンを押して Smash機能を
起動したあと、名称または値をクリッ
クします。これにより名称等に小さ
な+マークが付きます。Rotateボタ
ンまたは Moveボタンを押して名称
の位置を変更することができます。

回路の正常性確認 (ERC:Electrical Rule Check)
回路図を描いたら、回路接続に誤りが
無いかを確認します。ERC(Electrical
Rule Check)ボタンで自動的に誤りを
検出することができます。

回路図が終ったら、次にパターン回路を
構成していく。実際にできあがったパター
ン回路図を (図 29)(図 30)に示す。
できあがったものを OHPシートに印刷

した。感光基板の作成方法と同様に作成を

図 29: top

図 30: bottom

行い、部品を基板に実装していった。完成
した基板回路を (図 31)(図 32)に示す。
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図 31: top3 図 32: bottom3
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8 SWEST本番

2005年8月25～27日に開催されたSWEST7
に参加しました。当日は台風が接近してい
て、大荒れの天気だった。残念ながらHamana-
2の打上げは中止となりましたが、天候回復
を信じて直前まで調整を行い、非公開とゆ
う形で打ち上げを行った。我々のチームは全
ての開発は間に合わなかったが、機体と基
板ができていたので、実際に飛ばした時と
同じにロガーを機体に積み、発射させた。
収納した様子を (図 33)に示す。去年の機
体をバルサ材を用いて修復した (図 34)(図
35)。

図 33: 収納様子

図 34: 本番用モデルロケット 1

図 35: 本番用モデルロケット 2
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9 未開発部分の開発

今回、打ち上げ本番では間に合わなかっ
た部分の開発を引続き進めた。パソコンと
miniSDを SPIプロトコル、パラレルポート
を用いて通信する為の調査を行ない、min-
iSDの初期化 (参照：参考文献 6)について
も調査を行なった。

10 Linuxプログラミングの調

査

10.1 パラレルポートの概要

複数の信号線で同時に複数のビットを転
送するパラレル転送方式でコンピュータ本
体と周辺機器を接続するインターフェース
のこと。また IBM PC/AT互換機には、周
辺機器を接続するためのパラレルインター
フェイス (LPTポート)が用意されている。
パソコン用のパラレルポートとしては、プ
リンタなどとの接続に使われるセントロニ
クス仕様や IEEE 1284などが最も普及して
いる。記憶装置の接続などに使われるSCSI
や IDEもパラレルポートの一種である。パ
ラレルインターフェイスとは対極的に、1つ
の信号線を使用して、データを 1ビットず
つ順次送信するタイプの通信用チャネルは
「シリアルインターフェイス」と呼ばれる。

10.1.1 セントロニクス仕様

Centronics Data Computer社が開発し
たパラレルポートの仕様。パラレルポート
は主にコンピュータとプリンタを接続する
のに使われる。8ビットずつデータを並行
に転送する。標準化機関が規格化したわけ
ではないが、ほとんどのプリンタメーカー

がこのインターフェイスを採用したため、
事実上のパラレルポートの業界標準となっ
ている。その後、独自に拡張仕様を提唱し
たため、IEEEによって IEEE 1284として
標準化が行われた。

10.2 フォトカプラの使用

パソコンとminiSDを通信させるときに、
出力電圧を安定させるために、フォトカプ
ラを用いた回路を設計した。また出力電圧
を 3.3Vで一定にするために、入力、出力、
GNDの 3つの端子を持つ IC、三端子レギュ
レータを用いた。

10.2.1 フォトカプラとは

フォトカプラとは光を使った信号伝達装
置のことで、LEDとフォオダイオードが封
入された ICで、ICの中で光を使用して絶
縁するものである。今のことを詳しく説明
すると、入力された電気信号を内部で光信
号に変換し、それを受光して再度電気信号
に変換して出力する電子部品。内部は発光
素子と受光素子が一対になっている。入力
と出力が電気的に分離 (絶縁)されており、
基準電位の異なる回路間での信号伝送や、
回路間を絶縁したい場合に用いられるので
ある。これには非常にたくさんの種類があ
り、フォトカプは構造からフォトカプラと
フォトインタラプラ (光遮蔽センサ)の 2つ
に大別できる。
今回、設計した回路図を (図 36)に示す。

フォトカプラは発光ダイオードを光らせ、
その光でフォトトランジスタを導通させま
す。その内部構造を (図 37)に示す。
フォトカプラの使い方には、主に次のよ
うな２通りの使い方があります。
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図 36: フォトカプラ回路図
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図 37: 内部等価回路

• スイッチング動作：単純にパルス信号
の伝達

• アナログ動作：スイッチングレギュ
レータの誤差帰還など

10.2.2 スイッチングの場合

出力側のフォトトランジスタの動作は完
全にスイッチと考えられる。つまり、普通
のトランジスタをスイッチ動作させるとき
は、エミッタ負荷 (エミッタフォロワ)の場
合とコレクタ負荷 (エミッタ接地)の場合と
で動作が異なりますが、汎用フォトカプラ
の場合は、出力側のフォトトランジスタに
ベース配線がなく、ベース電流は常にコレ
クタから流れますから、負荷をコレクタに

つなげても、エミッタに接続しても、どち
らでも同じようにトランジスタを飽和させ
て、スイッチ動作をさせることができます。
また、一般にフォトカプラは、CTR(電流伝
達率)がとても大きなばらつきを持ちます
から、それが問題にならないよう、エラー
アンプやレギュレータの入力電流制御利得
を非常に大きくして使います。これは普通
のオーディオアンプや演算増幅器 (OPアン
プ)でも、実際に必要な利得の 100倍から
1000倍くらいの利得を持つ増幅回路を、帰
還で低利得にして使い、結果的にばらつき
やひずみを小さくしているのと同じです。
ただし、このような高利得の帰還制御回路
は寄生発振などの不安定動作も起こしやす
いので、位相補正回路を適宜挿入し、十分
な位相マージンを確保して動作を安定させ
ることが重要です。

10.2.3 三端子レギュレータ

実際に使用する場合には、(図 38)のよう
に入力と出力 (なるべくレギュレータの足
の近く)に必ず、0.1uＦ程度の発振防止用
コンデンサを入れ、定格値の 40％以上の
電流を取り出すには、必ず放熱器に取り付
けて使用します。また、最低入力電圧は、
「使用レギュレータ電圧＋ 2.5Ｖ以上」とな
るように選びます。入出力間電位差を極端
に小さくすると、平滑回路で発生するリプ
ル電圧の谷間でＩＣが動作できなくなり、
出力電圧に大きなリプル・ノイズが発生し
ます。

10.2.4 実験基板

実際にできた基板の様子を (図 39)に示
す。
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図 38: 三端子レギュレータ回路図

10.3 miniSDの概要

MMCAの規格 (参照：参考文献 5)で定
められたMMCモード、SPIモードの両方
制御モードをサポートしています。また、
CPU/OSに非依存設計のため、さまざま
な環境で使用できます。さらに、機器組込
み用 PC互換ファイルシステムRTFilesと
インターフェースが取れているので、MMC
と RTFilesを同時にご使用いただくことに
より、容易にMMCカードに PC互換ファ
イルを構築できます。実際に使ったminiSD
を (図 40)に示す。

10.4 miniSDの主な特徴

• MMC/SPI両モードをサポート

• ポート制御方式：コマンドの生成から
ポート入出力管理まで全て S/W的に
処理を行う方式。(クロック送出、デー
タ送受信、CRCチェック等)

• アダプタ制御方式：MMCとの入出力
処理をアダプタ (H/W)に任せ、ドラ
イバとしてはアダプタの制御を行う

図 39: 実験基板

方式。

• 高い移植性（CPU/OS非依存設計）

• コンパクトなサイズ（ROM：約7KB）

• サンプルフォーマッタ付属

10.5 インターフェース

• MultiMediaCardモード

• SPIモード

両モードともに同じピンを使います。デフ
ォルトモードはMultiMediaCardモードで
す。SPIモードは、CS信号がリセットコマ
ンド (CMD0)の受信中にアサート (Lレベ
ル)された場合に起動される。SPIモード
を使用しない場合には、CS信号 (Pin1)を
非接続または Vccに接続する。
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図 40: miniSDカード

10.5.1 MultiMediaCardモード

すべてのデータは３本の信号線を使って
転送される。

• CLK:この信号の各周期で、コマンド
ラインとデータラインでの 1ビット
転送が行われます。その周波数は 0か
ら最高クロック周波数の間となる。ホ
ストは 0から 20MHzの範囲で自由に
周波数を選べる。

• CMD：この信号は双方向コマンドチャ
ンネルで、コマンド送信、またはコマ
ンドに対するレスポンスの送信に使
われます。CMD信号は 2種類の動作
モードを持っている。それらは、初
期化用のオープンドレインと (open
drain)と高速コマンド転送用のプッ
シュ・プル (push pull)です。コマン
ドは、ホストから miniSDへ送信さ
れ、レスポンスはその逆に送信され
ます。

• DAT：この信号は 1ビットの双方向

データチャネルです。miniSDのDAT
信号は、プッシュ・プル (push pull)
モードで動作します。

In
te

rfa
ce

 D
riv

er
Multi Media Card Host

1 2 3 4 5 6 7

CLK

DAT

CMD

RRR CMDDATOD

miniSD

図 41: MMCモードインターフェース

10.5.2 SPIモード

SPIは、汎用同期シリアルインターフェー
スです。MultiMediaCardの SPIインター
フェースは、市場で提供されている SPIホ
ストと互換性がある。他の SPIデバイスの
ように、MultiMediaCard SPIインターフ
ェースも以下のような 4種類の信号から構
成されている。

• CS：ホストからカードへのチップ選
択信号

• CLK：ホストからカードへのクロッ
ク信号

• Data in：ホストからカードへのデー
タ信号

• Data out：カードからホストへのデー
タ信号
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MultiMediaCardモード (図 41)のカード識
別方法とアドレシング方法は、ハードウェ
アの Chip Select(CS)信号によって置きか
えられます。ブロードキャストコマンドは
ない。それぞれのコマンドに対して、特定の
カードへのCS信号をアサート (active low)
することにより、対称となるカードが選択
されます。CS信号は、SPIモード (図 42)
動作 (コマンド、レスポンス、データ転送)
の間、継続してアクティブでなければいけ
ない。唯一の例外は、カードプログラミン
グ中に発生します。これは、ホストが、プ
ログラミングプロセスに影響することなく、
CS信号をネゲートすることができる場合
です。MultiMediaCardモードにおける双
方向の CMDラインと DATラインは、単
方向 Data in信号と Data out信号によっ
て置きかえられる。

SPI card SPI card

SPI bus masterPower
supply

SPI bus(CLK,Datain,Dataout)

CS

CS

図 42: SPIバスシステム

10.6 MultiMediaCardコミュニケー
ション

ホストとカードの間のすべてのコミュニ
ケーションはホストによって制御される。
ホストはコマンドを送り、いくつかのコマ
ンドに対しては、選択されたカードから対
応するレスポンスを受け取る。

10.6.1 メモリ配列の区分

MultiMediaCardとの間のデータ転送の
基本的単位は 1バイトです。ブロックサイ
ズを必要とするすべてのデータ転送操作で
は、ブロック長をバイトの倍数で定義する。
いくつかの特別な機能は他の区分単位 (par-
tition granularity)を必要とします。ブロッ
ク転送コマンドについては、以下の定義が
使われている。

• ブロック (Block)

これは、ブロック転送リードコマンドおよ
びライトコマンドに関連付けられている単
位である。そのサイズはバイト数で表され、
1つのブロックコマンドがホストによって
送信される場合、ブロックサイズと同じバ
イト数のデータが転送されます。ブロック
のサイズは、プログラマブルか固定されて
いる。許可されているブロックサイズに関
する情報とそれがプログラマブルであるか
どうかの情報は CSDに保存される。

• セクタ (Sector)

これは、イレースコマンドに関連付けられ
ている単位である。そのサイズはブロック
数で表され、1回にイレースできる最小の
ブロック数となります。セクタのサイズは、
それぞれのカードに対して固有の値となっ
ている。セクタサイズ (ブロック数)に関す
る情報は CSDに保存されています。
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• グループ (Group)

これはセクタの数です。そのサイズは連続
するセクタの数で、1回でイレースできる
セクタ数です。グループのサイズはそれぞ
れのカードに対して固有の値となっている。
このサイズに関する情報は CSDに保存さ
れてます。

• ライトプロテクトグループ (WP-Group)

これは、個々にライトプロテクトができる
最小単位である。そのサイズはセクタの数
で、表される。ライトプロテクトグループ
のサイズは、それぞれのカードに対して固
有の値となっている。このサイズに関する
情報は CSDに保存されてます。

それぞれのイレース可能単位 (グループお
よびセクタ)は特別に「タグ」ビットを持っ
ている。このビットは、その単位にタグを
つけるための特別コマンドにより設定した
りクリアされたりします。いくつかのタグ
コマンドによってタグがつけられた複数の
イレース可能単位は、1回のイレースコマン
ドにより全てイレースされます。すべての
タグビットは、タグコマンドまたはアンタ
グコマンド以外、のコマンドを入力するこ
とによりクリアされます。したがって、一
連のタグコマンドの直後に、イレースコマ
ンドがホストにより送信されなければなら
ない。タグコマンド、アンタグコマンドま
たはイレースコマンド以外のコマンドは、
タグ付けとそれに続くイレースとゆうサイ
クルを中断する。

コマンドはコマンド部 1バイト、アーギュ
メント部4バイト、そして、CRC1バイトの
計 6バイトで構成される。コマンドの上位
2ビットは ‘0 1‘で固定なので残りの 6ビッ
トが実質的なコマンド (図 43)になる。

表 7: ストリームコマンド
CMD index Resp type
CMD0 - bc
CMD1 R3 bcr
CMD2 R2 bcr
CMD3 R1 ac
CMD4 - bc
CMD7 R1 ac
CMD9 R2 ac
CMD10 R2 ac
CMD11 R1 adtc
CMD12 R1b ac
CMD13 R1 ac
CMD15 - ac

表 8: ブロックリードコマンド
CMD index Resp type
CMD16 R1 ac
CMD17 R1 adtc
CMD18 R1 adtc

表 9: ブロックライトコマンド
CMD index Resp type
CMD24 R1 adtc
CMD25 R1 adtc
CMD26 R1 adtc
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図 43: コマンド構成

10.6.2 Command description

• CMD0：すべてのカードを idleステー
トにリセットする。

• CMD1：2.0Vから 3.6Vの範囲を完全
にサポートしていないカードをチェッ
クする。CMD1受信後、カードはR3
レスポンスを送信する。

• CMD2：Readyステートにある全カー
ドに対して自身の CID 番号を CMD
ラインを使って送信するよう要求す
る。

• CMD3：Identifficationステートでカー
ドに相対アドレスを割り当てる。

• CMD4：Stand-by ステートでのすべ
てのカードの DSRをプログラムす
る。

• CMD7：Stand-byと Transferステー
トの間、または、Prog rammingと
Disconnectステートの間でカードの
状態を切り替える。両方の場合で、カー
ドは、それ自身の相対アドレスで選

択される。(それまでに選択されてい
たカードは非選択となる)アドレス 0
はすべてのカードを非選択にする。

• CMD9：アドレス指定されたカード
に、そのカード特有データ (CSD)を
CMDラインに送信するように要求
する。

• CMD10：アドレス指定されたカード
に、そのカード ID(CID)を CMDラ
インに送信するよう要求する。

• CMD11：STOP-TRANSMISSIONコ
マンドが送られるまでの間、与えら
れたアドレスから始まるデータスト
リームを、カードよりリードする。

• CMD12：カードが送信を停止するよ
うに強制する。

• CMD13：アドレス指定されたカード
にそのステータスレジスタを送信す
るよう要求する。

• CMD15：カードスタックを通信故障
から保護するため、カードの状態を
Inactive ステートにする。

• CMD16：後続のすべてのブロックコ
マンド (リードおよびライト)に対し
てブロック長 (バイト単位で)を選択
する。

• CMD17：SET-BLOCKLENコマンド
によって選択されたブロックサイズの
データをカードから読みだす。

• CMD18：STOP-TRANSMISSIONコ
マンドにより中断されるまで、カー
ドは連続したブロックデータを送信
し続ける。

• CMD24：SET-BLOCKLENコマンド
によって選択されたブロックサイズの
データをカードへ書き込む。
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• CMD25：STOP-TRANSMISSIONコ
マンドが来るまで、カードはホスト
から送られるブロックデータを連続
して書き込む。

• CMD26：CIDレジスタのプログラミ
ング。このコマンドは、MultiMedi-
aCardカード毎に 1回だけ実行され
る。カードには、CIDレジスタへの 2
度目以降のプログラミングを防止す
るなんらかのハードウェアが塔載さ
れている。通常はメーカ使用に予約
されている。

10.7 SPIコミュニケーション

SPIモードはMultiMediaCardのオプシ
ョナルコミュニケーションプロトコルであ
る。このモードはMultiMediaCardプロト
コルのサンプルセットで、Motorola系マイ
クロコントローラの SPIチャネルと通信で
きます。SPIインターフェースは最初の電
源立ち上げ後のリセットコマンド (CMD0)
で選択され、一度電源立ち上げ時に選択さ
れると変更することはできない。SPIスタ
ンダードは、完全なデータ転送プロトコル
ではなく、物理的リンクのみを定義します。
MultiMediaCardに組み込まれた、SPIは、
MultiMediaCardプロトコルとコマンドセ
ットのサブセットを使います。これは、少数
(通常の 1つ)のカードから構成され、低い
データデータ転送レート (MultiMediaCard
プロトコルベースのシステムと比較して)を
持つシステムによって使用されるのを目的
としている。アプリケーションの観点から見
ると、SPIモードの利点は、市販のホストを
使うことができ設計期間を短縮することが
できることです。欠点は MultiMediaCard
に対して、SPIシステムのパフォーマンス
損失です (より低いデータ転送レート、より
少ないカードなど)。MultiMediaCardチャ
ネルはコマンドとデータビットストリーム

(スタートビットにより、起動され、そして
ストップビットによって修了される)に基づ
いていますが、SPIチャネルはバイト指向
である。各コマンドまたはデータブロック
は、8ビットバイトで構成されており、CS信
号にバイト整列されている。(つまり、長さ
は 8クロックサイクルの倍数となります。)
SPI メッセージは、MultiMediaCardプロ
トコルに類似しており、コマンド、レスポ
ンスそしてデータブロックトークンから構
成されています。ホストとカード間のすべ
ての通信は、ホストによって制御されてい
る。ホストは、CS信号をLowにアサートす
ることにより、各バストランザクションを
開始します。SPIモードでのレスポンスは、
以下の 3つの点に関して、MultiMediaCard
モードと異なっている。

• 選択されたカードは常にコマンドに
応答する。

• 8ビット幅のレスポンス構造が使わ
れる。

• カードがデータ訂正で問題に遭遇す
ると、カードは、MultiMediaCardモー
ドでのタイムアウトではなく、エラー
レスポンス (データブロックの期待値
の代わりに)で応答する。

10.7.1 レスポンス

レスポンストークンにはいくつかの種類
があります。MultiMediaCardモードのよ
うに、すべてはMSBが最初に送信される。

• フォーマットR1：このレスポンストー
クンは、SEND-STATUSコマンド以
外、れぞれのコマンドの後にカード
から送信されます。レスポンストー
クンの長さは 1バイトで、MSBは常
に 0に設定されている。他のビット
はエラーを示すビットで、それぞれ
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のエラーは ‘1‘によって示される。R1
フォーマットの構造は、(図 44)で示
される。

0

07

Parameter error

address error

erase sequence error

com crc error

illegal command

erase reset

in idle state

図 44: R1レスポンスフォーマット

• In idle state (アイドル状態にある)：
カードはアイドル状態にあり、初期
化プロセスを実行している。

• Erase reset (イレースリセット)：イ
レースシーケンス外のコマンドが受
信されたため、実行まえにイレース
シーケンスがクリアされた。

• Illegal command (不当コマンド )：不
当コマンドコードが検出された。

• Communication CRC error (通信CRC
エラー)：コマンドのCRCチェックが
失敗した。

• Address error (アドレスエラー)：ブ
ロック長にマッチしなかったミスアラ
インアドレスがコマンドで使われて
いる。

• Parameter error (パラメータエラー)：
コマンドの引数 (例：ブロック長、ア
ドレス)が、このカードの許容範囲外
である。

• フォーマット R1b

このレスポンストークンは、ビジー信号が
レスポンストークンの後に追加されること
以外、R1フォーマットと同じです。ビジー
信号トークンは任意のバイト数となります。
‘0‘はカードはビジーであることを示します。
‘1‘はカードが次のコマンドを受け入れる準
備ができていることを示す。

10.8 MMCの初期化

MMC起動後はMMCモードなので SPI
モードに移行させます。この手順を以下に
示します。

1. 電源立ち上げ直後はMMCモード

2. 80クロックのダミークロックを送る

3. CSを Lowして CMD0(CRC付き)

4. データラインにレスポンス (0x01)

5. CMD1を発行、レスポンス (0x01)

6. レスポンスが 0x00になるまでCMD1
を発行

7. 初期化完了
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11 考察

プロジェクトマネジメントで計画を立て
る際に用いられる、WBSを用いて、研究
を進めていった。しかし、現実はエラーや
うまくいかないことがあり、発表までの期
間にすべての開発が間に合わなかった。そ
の原因として、開発メンバーの状況の把握
を疎かにしてしまったことが考えられる。
これは開発メンバーの状況の把握が深まる
につれ、プロジェクト全体での理解のズレ
を解消することが可能になり、それにより、
もう少しスムーズに研究が進んだのではな
いかと考える。SWESTに参加したことに
より、多くのことを学んだ。このような発
表会の場を設けると共に、組込みシステム
およびその要素技術の研究の活性化におお
いにつながると思う。また今後も、後輩た
ちがこの研究を引き継いで、新たなものを
開発してくれることを期待します。
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