AN204425
FM3 Microcontroller 高速 CR 発振器の温度補正方法
関連ファミリ:

シリーズ名
MB9B520M
MB9B320M
MB9B120M

品種型格
MB9BF521K/522K/524K/521L/522L/524L/521M/522M/524M
MB9BF321K/322K/324K/321L/322L/324L/321M/322M/324M
MB9BF121K/122K/124K/121L/122L/124L/121M/122M/124M

FM3 に搭載されている高速 CR 発振器は、トリミング機能の設定を行うことで、周波数のオフセット調整および、
温度による周波数の変動を抑えることができます。
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はじめに
FM3 に搭載されている高速 CR 発振器は、トリミング機能の設定を行うことで、周波数のオフセット調整および、
温度による周波数の変動を抑えることができます。
高速 CR トリミング機能は、周波数トリミング設定部と温度トリミング設定部から構成され、以下の機能を持ってい
ます。
周波数トリミング設定部

▪

周波数トリミングレジスタ (MCR_FTRM) にトリミング値を書き込むことにより、高速 CR の周波数オフセット
調整が可能

▪

インプットキャプチャまたはベースタイマを使用することにより、一定期間内のカウント値から、周波数トリミ
ングレジスタへの設定値を算出することが可能

温度トリミング設定部

▪

温度トリミングレジスタ (MCR_TTRM) にトリミング値を書き込むことにより、高速 CR の温度補正が可能

本アプリケーションノートでは、高速 CR トリミングの温度補正の方法について説明します。
周波数補正の方法につきましては、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の「CHAPTER2-2 高速 CR トリミン
グ」を参照してください。
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2

高速 CR 発振器の温度補正方法

2.1

高速 CR 発振器 温度トリミング設定
温度トリミング設定レジスタ (MCR_TTRM) にトリミングデータ値を書き込むことにより、温度変動による高速 CR
クロックの誤差を補正できます。
温度トリミング設定レジスタ (MCR_TTRM) に書込むデータは、工場出荷時のフラッシュメモリの「温度トリミン
グデータ領域」に保存されている値を用いるか、CR トリミングデータ・ミラー・レジスタ (CRTRMM) の TTRMM
ビットの値を用いてください。
「温度トリミングデータ領域」のアドレスにつきましては、『MB9AB40N/A40N/340N/140N/150R/MB9B520M/
320M/120M シリーズフラッシュプログラミングマニュアル』を参照してください。

2.2

高速 CR トリミング機能 設定手順例
温度補正を行う場合の設定手順例を以下に示します。
1.

高速 CR 発振 レジスタ書込み保護レジスタ (MCR_RLR) の TRMLCK[31:0] ビットに「0x1ACCE554」を書き込
み、周波数トリミング設定レジスタ (MCR_FTRM)/温度トリミング設定レジスタ (MCR_TTRM) のロックを解除
する。

2.

温度トリミング設定レジスタ (MCR_TTRM) の TRT ビットにトリミングデータを設定する。

3.

周波数トリミング設定レジスタ (MCR_FTRM) の TRD ビットを設定する。

4.

高速 CR 発振 レジスタ書込み保護レジスタ (MCR_RLR) の TRMLCK[31:0] ビットに「0x1ACCE554 以外」の値
を書込み、周波数トリミング設定レジスタ (MCR_FTRM)/温度トリミング設定レジスタ (MCR_TTRM) にロッ
クをかける。
図 1. 周波数/温度トリミングデータ設定

設定開始
レジスタロック解除
MCR_RLR.TRMLCK[31:0]=0x1ACC_E554
温度トリミング設定レジスタ設定
MCR_TTRM.TRT
周波数トリミング設定レジスタ設定
MCR_FTRM.TRD
レジスタロック
MCR_RLR.TRMLCK[31:0]=0x0000_0000

※
0x1ACC_E554以外を書込む
※0x1ACC_E554
以外を書き込む

設定完了
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2.3

フラッシュメモリ内部の CR トリミング領域保存データの使用手順例
以下にフラッシュメモリの『CR トリミング領域』に保存されているトリミングデータを読み出して周波数トリミン
グ設定レジスタ、温度トリミング設定レジスタに設定する手順例を図 2 に示します。
図 2. 温度トリミングデータ領域保存データの使用手順例

設定開始

レジスタロック解除
MCR_RLR.TRMLCK[31:0]=0x1ACC_E554

フラッシュメモリの
CRトリミング領域読み出し

MCR_TTRM.TRTに
読出した温度トリミングデータ(TTRM)を設定

MCR_FTRM.TRDに
読出した周波数トリミングデータ(TRMM)を設定

レジスタロック
MCR_RLR.TRMLCK[31:0]=0x0000_0000

※0x1ACC_E554
以外を書き込む
※
0x1ACC_E554以外を書込む

設定完了

＜注意事項＞
「温度トリミングデータ領域」のアドレスについては、『 MB9AB40N/A40N/340N/140N/150R/MB9B520M/320M/
120M シリーズフラッシュプログラミング』を参照してください。
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2.4

高速 CR 発振 温度トリミング設定レジスタ (MCR_TTRM)
MCR_TTRM レジスタは、温度トリミング値を設定します。
レジスタ構成, レジスタ機能について説明します。
レジスタ構成

bit
Field
属性
初期値

31

bit
Field
属性
初期値

15

16
予約
5
予約
-

4

3

2
1
TRT[4:0]
R/W
01111

0

レジスタ機能
[bit31:5] 予約 : 予約ビット
これらのビットからは、常に "0" が読み出されます。
書込みは動作に影響しません。

[bit4:0] TRT[4:0] : 温度トリミング設定ビット
説明

Bit4:0
温度による周波数変動の補正を行うビットです。
書込み時

フラッシュメモリの温度トリミングビット保存領域を読み出した値を書き込んでください。
温度トリミング設定ビットに書込み値については、「2.1 高速 CR 発振器 温度トリミング設定」を参照し
てください。

読出し時

設定された値が読み出されます。
初期値は 0b01111 が読み出されます。

＜注意事項＞

▪
▪

本レジスタはソフトウェアリセット時には初期化されません。
周波数トリミングデータを取得する際は、必ず先に本レジスタの設定を行ってください。
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2.5

レジスタマップ
表 1 に高速 CR トリミング機能のレジスタマップを示します。
表 1. 高速 CR トリミング機能
0x4002_E000

レジスタマップ
Register

+ Address

+3

+2

+1

+0
MCR_PSR[B,H,W]

0x000

-

-

------01
MCR_FTRM[B,H,W]

0x004

-

------10 00000000
MCR_TTRM[B,H,W]

0x008

-

-

---01111

MCR_RLR[W]
0x00C
00000000 00000000 00000000 00000001
0x010 - 0x0FC

2.6

-

-

-

-

使用上の注意
「CR トリミング」領域に保存されているデータについて
「CR トリミング」領域には、工場出荷時に設定した周波数/温度トリミングデータが保存されています。「CR トリ
ミング」領域のアドレスについては、『MB9AB40N/A40N/340N/140N/150R/MB9B520M/320M/120M シリーズフラ
ッシュプログラミング』を参照してください。
フラッシュメモリを消去する場合、「CR トリミング」領域も同時に消去されます。「CR トリミング」領域の値を
使用する場合、フラッシュメモリを消去する前に「CR トリミング」領域のデータを別領域 (RAM など) に保存して
ください。
または、「CR トリミング」領域以外のセクタを消去してください。
高速 CR 発振器 発振周波数精度について
温度補正機能に対応した製品で高速 CR 発振 温度トリミング設定レジスタ (MCR_TTRM) と高速 CR 発振周波数ト
リミング設定レジスタ (MCR_FTRM) の設定を行わない場合、データシートに記載されている高速 CR 発振器の精度
を保証できないため、必ず設定を行ってください。
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セールス, ソリューションおよび法律情報
ワールドワイドな販売と設計サポート
サイプレスは、事業所、ソリューション センター、メーカー代理店、および販売代理店の世界的なネットワークを保持して
います。お客様の最寄りのオフィスについては、サイプレスのロケーション ページをご覧ください。
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