
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVR ライタ AVRWRT 操作説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 版   2011 年 7 月 1 日 

 



■ メインウィンドウ 

 

        
 
[デバイス]ドロップダウンリスト 

    書き込み可能な AVR デバイスの一覧の表示と、デバイスの選択を行います。 

プログラム起動時は、前回終了時のデバイスが選択状態になります。 

[検出]ボタン 

    接続されているデバイスを検出します。 

[自動検出]チェックボタン 

    オンの場合、それぞれの処理のはじめにデバイスの検出を自動的に実行します。 

    オフの場合は、[デバイス]ドロップダウンリストで選択されているデバイスとして、それぞれの処理を実行します。    

通常はオンの状態で実行してください。 

[一括実行]ボタン 

    それぞれの処理を連続して実行します（後述）。 

[消去]ボタン 

    デバイスの消去を実行します。消去については、各デバイスのデータシートの「シリアルプログラミング」の項を 

参照してください。 

 

 



[クロック]<->[クロック出力中]トグルボタン 

    AVRWRT3 基板上の CN4 端子から、デバイスに与える外部クロックを出力します。 

ヒューズ設定により、クロック・ソースが「外部クロック」または「外部水晶振動子(セラミック発振子)」に設定され

ているデバイス単体で書き込み処理を行う場合に、本機能によりデバイスに対して外部クロックを供給すること

ができます 

 

[クロック]ボタンを実行すると次のようなウィンドウが表示されます。 

 

 

  

   [周波数]ドロップダウンリスト 

        出力する周波数を、1MHz または 2MHz から選択します。 また、ヒューズ設定の CKDIV8 の状態に 

より、後述の動作環境設定内の[デバイスのクロック]を以下のように設定して下さい。 

 

＼ 
クロック出力周波数 

1MHz 2MHz 

CKDIV8 デバイスのクロック デバイスのクロック 

0 125KHz 250KHz 

1 1MHz 1MHz / 2MHz(V3) 

 

    [出力開始]ボタン 

        指定された周波数でクロック出力を開始し、このウィンドウを閉じます。クロック出力中はメインウィン 

ドウの[クロック]ボタンが、[クロック出力中]に変わります。 

クロック出力を停止するには[クロック出力中]ボタンをクリックします。 

 

   (注 1) 本機能により出力されるクロック信号は、ターゲット AVR の通常動作を補償するものではありませんので、

使用する場合はヒューズ設定のクロックモードを「内蔵 RC 発振器モード」に変更する程度に留めて下さい。 

 

    (注 2) クロック出力中に AVRWRT プログラムを終了しても、AVRWRT3 基板が USB に接続されている間はクロ

ック信号は出力されます。 

 

    (注 3) クロック出力中に AVRWRT3 基板を USB から切り離しても、メインウィンドウの[クロック出力中]ボタンは

変化しません。プログラムを終了せずに再度AVRWRT3をUSBに接続する場合は、接続後[クロック出力中]

ボタンを一度クリックして[クロック]ボタンに戻してください。 

 

 



[設定]ボタン 

    動作環境の設定を行います。[設定]ボタンを実行すると次のようなウィンドウが表示されます。 

 

               

[デバイスのクロック]ドロップダウンリスト 

        ターゲットとなるデバイスの動作クロックを選択します。ターゲットデバイスの動作クロックよりも速い 

設定で書き込みを行うと、以後この AVRWRT による書き込み処理ができなくなる場合があるので、 

十分に注意してください。 

    [V3 モード]チェックボックス 

        AVRWRT3 基板に対応した書き込みを行います。ターゲット AVR のクロックが 6MHz まで対応してい 

ます。書き込むサイズが大きくなるに従って数%～20%前後時間が短縮されます。 

AVRWRT3 基板はこのチェックがオフ(従来モード)でも動作しますが、AVRWRT/AVRWRT2 基板は 

V3 モードでは実行できません。 

[USB 転送タイミング]設定バー 

        0 の状態でお使い下さい。 

    [確認]チェックボックス 

        メーカー出荷時にブートローダプログラムが書き込まれているデバイスに対して消去や書き込みを 

実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。本チェックボックスをオンにすると、警告メッセ 

ージの表示を禁止することができます。 



 

 

    [FLASH ファイル 拡張子] 入力ボックス 

[EEPROM ファイル 拡張子] 入力ボックス 

[Fuse ファイル 拡張子]入力ボックス 

    [Lock ファイル拡張子]入力ボックス 

        それぞれのデータファイルの拡張子を指定します。複数の拡張子を指定する場合は’;’（セミコロン）で区切

ります。 

例 1)  *.hex 

          例 2)  *.hex;*.srec;*.eep 

[設定をファイルから読み込む] 

      [設定をファイルに保存]で作成されたファイルから AVRWRT の設定を読み込みます。 

[設定をファイルに保存] 

      現在の AVRWRT の設定内容をファイルに保存します。ただし、ヒューズの設定値については、現在設定さ

れている値は保存されますが、[詳細]設定での[ユーザー設定保存]で保存されているデバイスごとのヒュ

ーズ設定値は保存されません。 

  [ウィンドウ スタイル]選択 

      ウィンドウの表示スタイルを選択します。 

 



■ FLASH  (メインウィンドウ) 

  [ファイル名]入力ボックス 

      FLASH へ書き込むデータファイル（通常はプログラムファイル）をフルパス名で入力します。 

      ファイルのデータフォーマットの種類として、 

・インテル HEX フォーマット 

・モトローラ S レコードフォーマット 

の２種類が利用できます。これらのフォーマットは読み込み時に自動的に識別されます。 

  [参照]ボタン 

      上記ファイル名を直接入力する代りに、画面上の操作により目的のファイルを指定します。 

  [書き込み]ボタン 

      FLASH への書き込みを実行します。 

  [ベリファイ]チェックボックス 

FLASH への書き込み後に元のファイルの内容との照合を実行する場合はオンにします。 

  [詳細]ボタン 

      FLASH メモリの内容やデータファイルの内容を確認することができます。 

[詳細]ボタンを実行すると、下のウィンドウが表示されます。 

 

  

 



 

    [ファイル名]入力ボックス 

        FLASH へ書き込むデータファイル（通常はプログラムファイル）をフルパス名で入力します。 

ファイルのデータフォーマットの種類として、 

・インテル HEX フォーマット 

・モトローラ S レコードフォーマット 

の２種類が利用できます。これらのフォーマットは読み込み時に自動的に識別されます。 

    [参照]ボタン 

        上記ファイル名を直接入力する代りに、画面上の操作により目的のファイルを指定します。 

[FLASH 書き込み]ボタン 

        ファイルの内容を FLASH に書き込みます。 

    [FLASH ベリファイ]ボタン 

        ファイルの内容と FLASH の内容を照合します。 

    [FLASH 読み出し]ボタン 

        FLASH の内容を読み出します。デバイスのロックビットやヒューズビット等の状態によっては、正しい 

内容を読み出すことができない場合があります。 

    [すべてのデータを保存]チェックボックス 

        データ保存は、アドレス 000000 から 16 バイトごとにアドレスとチェックサムを付加してファイルに書き 

込まれますが、FLASH メモリは消去された状態のデータが FF(HEX)であることから、FF が 16 バイト 

連続する場合は、次回書き込み時の既知のデータとして、この 16 バイトを保存しないようにしていま 

す。[すべてのデータを保存]をチェックオンすることにより、上記の保存方法をキャンセルし、すべての 

データを保存できるようになります。 

    [ファイルへ保存]ボタン 

        FLASH から読み出したデータをファイルに保存します。保存するフォーマットとして、 

・インテル HEX フォーマット 

・モトローラ S レコードフォーマット 

のいずれかを指定できます。 

 

 

 

 



■ EEPROM  (メインウィンドウ) 

  [ファイル名]入力ボックス 

      EEPROM へ書き込むデータファイルをフルパス名で入力します。 

ファイルのデータフォーマットの種類として、 

・インテル HEX フォーマット 

・モトローラ S レコードフォーマット 

の２種類が利用できます。これらのフォーマットは読み込み時に自動的に識別されます。 

  [参照]ボタン 

      上記ファイル名を直接入力する代りに、画面上の操作により目的のファイルを指定します。 

  [書き込み]ボタン 

      EEPROM への書き込みを実行します。 

  [ベリファイ]チェックボックス 

EEPROM への書き込み後に元のファイルの内容との照合を実行する場合はオンにします。 

  [詳細]ボタン 

      EEPROM の内容やデータファイルの内容を確認することができます。 

      [詳細]ボタンを実行すると、下のウィンドウが表示されます。 

               

  

 



 

    [ファイル名]入力ボックス 

        EEPROM へ書き込むデータファイルをフルパス名で入力します。 

ファイルのデータフォーマットの種類として、 

・インテル HEX フォーマット 

・モトローラ S レコードフォーマット 

の２種類が利用できます。これらのフォーマットは読み込み時に自動的に識別されます。 

    [参照]ボタン 

        上記ファイル名を直接入力する代りに、画面上の操作により目的のファイルを指定します。 

[EEPROM 書き込み]ボタン 

        ファイルの内容を EEPROM に書き込みます。 

    [EEPROM ベリファイ]ボタン 

        ファイルの内容と EEPROM の内容を照合します。 

    [EEPROM 読み出し]ボタン 

        EEPROM の内容を読み出します。デバイスのロックビットやヒューズビット等の状態によっては、正しい 

内容を読み出すことができない場合があります。 

    [すべてのデータを保存]チェックボックス 

        データ保存は、アドレス 000000 から 16 バイトごとにアドレスとチェックサムを付加してファイルに書き 

込まれますが、EEPROM は消去された状態のデータが FF(HEX)であることから、FF が 16 バイト連続 

する場合は、次回書き込み時の既知のデータとして、この 16 バイトを保存しないようにしています。 

[すべてのデータを保存]をチェックオンすることにより、上記の保存方法をキャンセルし、すべてのデータ 

を保存できるようになります。 

  [ファイルへ保存]ボタン 

        EEPROM から読み出したデータをファイルに保存します。保存するフォーマットとして、 

・インテル HEX フォーマット 

・モトローラ S レコードフォーマット 

のいずれかを指定できます。 

 

 

 

 



■ ヒューズ  (メインウィンドウ) 

  ヒューズの書き込みがサポートされていない AVR デバイスでは、以下の機能が無効になります。 

  [Ext.バイト]表示ボックス 

      デバイスのヒューズに書き込む「ヒューズ拡張バイト」のデータを 16 進数１バイト値で表示します。 

ここでは入力はできません。後述の[詳細]ボタンの機能により、このデータを設定することができます。 

  [High バイト]表示ボックス 

      デバイスのヒューズに書き込む「ヒューズ上位バイト」のデータを 16 進数１バイト値で表示します。 

ここでは入力はできません。後述の[詳細]ボタンの機能により、このデータを設定することができます。 

  [Low バイト]表示ボックス 

      デバイスのヒューズに書き込む「ヒューズ下位バイト」のデータを 16 進数１バイト値で表示します。 

ここでは入力はできません。後述の[詳細]ボタンの機能により、このデータを設定することができます。 

  [書き込み]ボタン 

      上記のヒューズバイトの内容をデバイスのヒューズに書き込みます。 

      後述の[詳細]ボタンの機能によって書き込むデータを設定すると、[書き込み]ボタンが実行可能になります。 

  [ベリファイ]チェックボックス 

ヒューズへの書き込み後に元のデータとの照合を実行する場合はオンにします。 

      後述の[詳細]ボタンの機能によって書き込むデータを設定すると、[ベリファイ]チェックボックスが使用可能に 

なります。 

  [詳細]ボタン 

      ヒューズに書き込むデータの設定や、デバイスからのヒューズの読み出しを行います。 

      [詳細]ボタンを実行すると、下のようなウィンドウが表示されます。ただし表示される内容は、AVR デバイスの 

種類によって異なります。 

               



[Extended]/[High]/[Low]設定欄 

        それぞれの欄のヒューズ機能の有効/無効を設定します。それぞれの 1 または 0 の部分をクリックす 

        るごとに、1 と 0 が交互に変わります。実際には、0 に設定された機能が有効になります。 

    [読み出し]ボタン 

    AVR デバイスからヒューズの内容を読み出します。読み出した内容は[Extended]/[High]/[Low]設定 

欄の該当するヒューズ名のチェックのオン/オフで表されます。 

    [書き込み]ボタン 

[Extended]/[High]/[Low]設定欄の内容を、デバイスのヒューズに書き込みます。 

    [ベリファイ]ボタン 

        [Extended]/[High]/[Low]設定欄の内容とデバイスのヒューズの内容を照合します。 

    [Default Value]ボタン 

        [Extended]/[High]/[Low]設定欄の内容を、Atmel 社の各デバイスのデータシートに記載されている 

Default Value(メーカー出荷時設定)に設定します。このボタンでは、書き込みは行われません。 

    [ユーザー設定] 

        [Extended]/[High]/[Low]設定欄の内容を、[ユーザー設定保存]により最後に保存された設定値にし 

ます。 

    [ユーザー設定保存] 

        現在の[Extended]/[High]/[Low]設定欄の内容を、AVRWRT プログラムの設定保存ファイルに保存し 

ます。設定値はデバイスごとに保存されます。  

[ファイル 保存]との違いは、デバイスごとに１つの設定しか保存できませんが、[ユーザー設定]ボタン 

の 1 クリックで[Extended]/[High]/[Low]設定欄に設定できることです。 

    [ファイル 読み込み]ボタン 

後述の[ファイル 保存]機能によって作成されたヒューズデータファイルからヒューズデータを読み込み 

ます。読み込んだ内容は[Extended]/[High]/[Low]設定欄の該当するヒューズ機能の 0 / 1 で表され 

ます。 

    [ファイル 保存]ボタン 

[Extended]/[High]/[Low]設定欄の内容をファイルに保存します。 

デバイスのヒューズの内容を保存したい場合は、先に[読み出し]機能によりデバイスから読み出した後、 

この[ファイル 保存]を実行してください。 

    [戻る]ボタン 

        [Extended]/[High]/[Low]設定欄の設定内容をそれぞれ、上位ウィンドウの[Ext.バイト]/[High バイト]/ 

[Low バイト] 表示ボックスにコピーして戻ります。 

    [キャンセル]ボタン 

        [Extended]/[High]/[Low]設定欄の設定内容を破棄して戻ります。 

 

 

 



■ ロックビット  (メインウィンドウ) 

  [ロックビット]表示ボックス 

      デバイスのロックビットに書き込むデータを 16 進数１バイト値で表示します。ここでは入力はできません。 

      後述の[詳細]ボタンの機能により、このデータを設定することができます。 

  [書き込み]ボタン 

      上記のロックビットの内容をデバイスのロックビットに書き込みます。 

      後述の[詳細]ボタンの機能によって書き込むデータを設定すると、[書き込み]ボタンが実行可能になります。 

  [ベリファイ]チェックボックス 

ロックビットへの書き込み後に元のデータとの照合を実行する場合はオンにします。 

      後述の[詳細]ボタンの機能によって書き込むデータを設定すると、[ベリファイ]チェックボックスが使用可能に 

なります。 

  [詳細]ボタン 

      ロックビットに書き込むデータの設定や、デバイスからのロックビットの読み出しを行います。 

      [詳細]ボタンを実行すると、下のようなウィンドウが表示されます。ただし表示される内容は、AVR デバイスの 

種類によって異なります。 

               

 

[ロックビット]設定欄 

        それぞれの欄のロックビットの値を設定します。それぞれの 1 または 0 の部分をクリックするごとに、 

1 と 0 が交互に変わります。 

    [読み出し]ボタン 

    AVR デバイスからロックビットの内容を読み出します。読み出した内容は[ロックビット]設定欄の該当 

するロックビット名のチェックのオン/オフで表されます。 



    [書き込み]ボタン 

[ロックビット]設定欄の内容を、デバイスのロックビットに書き込みます。 

    [ベリファイ]ボタン 

        [ロックビット]設定欄の内容とデバイスのロックビットの内容を照合します。 

    [ファイル 読み込み]ボタン 

後述の[ファイル 保存]機能によって作成されたロックビットデータファイルからロックビットデータを読 

み込みます。読み込んだ内容は[ロックビット]設定欄の該当するロックビットの 0 / 1 で表されます。 

    [ファイル 保存]ボタン 

[ロックビット]設定欄の内容をファイルに保存します。 

デバイスのロックビットの内容を保存したい場合は、先に[読み出し]機能によりデバイスから読み出した 

後、この[ファイル 保存]を実行してください。 

    [戻る]ボタン 

        [ロックビット]設定欄の設定内容を、上位ウィンドウの[ロックビット]表示ボックスにコピーして戻ります。 

    [キャンセル]ボタン 

        [ロックビット]設定欄の設定内容を破棄して上位ウィンドウに戻ります。 

 

 



■ 内蔵 RC 発振器校正値  (メインウィンドウ) 

  AVR デバイスが持つ内蔵 RC 発振器の校正値を読み出して、FLASH または EEPROM の指定されたアドレスに 

保存します。必要であれば校正値を変更することができます。 

内蔵 RC 発振器を持たない AVR デバイスでは、以下の機能が無効になります。 

  [周波数ト]表示ボックス 

      内蔵 RC 発振器の周波数が表示されます。ここでは入力はできません。後述の[詳細]ボタンの機能により、 

周波数を設定することができます。 

  [校正値]表示ボックス 

校正値が表示されます。ここでは入力はできません。後述の[詳細]ボタンの機能により、このデータを設定す 

ることができます。 

  [保存先アドレス]表示ボックス 

FLASH または EEPROM の保存先アドレスが表示されます。ここでは入力はできません。後述の[詳細]ボタン 

の機能により、このデータを設定することができます。 

  [書き込み]ボタン 

      上記の校正値の内容をデバイスのロックビットに書き込みます。 

      後述の[詳細]ボタンの機能によって書き込むデータを設定すると、[書き込み]ボタンが実行可能になります。 

  [ベリファイ]チェックボックス 

FLASH または EEPROM への書き込み後に元のデータとの照合を実行する場合はオンにします。 

      後述の[詳細]ボタンの機能によって書き込むデータを設定すると、[ベリファイ]チェックボックスが使用可能に 

なります。 

  [詳細]ボタン 

      校正値と保存先アドレスの設定や、デバイスからの校正値の読み出しを行います。 

[詳細]ボタンを実行すると、次のようなウィンドウが表示されます。 



 

   

    [校正周波数]ドロップダウンリスト 

        AVRデバイスの内蔵RC発振器の周波数が表示されます。複数の周波数を持つ場合は一覧から選択する 

        ことができます。後述の[読み出し]機能では、ここで表示されている周波数の校正値が読み出されます。 

    [校正値]入力ボックス 

        校正値を 16 進数１バイト値で入力します。通常は、後述の[読み出し]機能によりデバイスから読み出した 

        データを使用します。 

    [読み出し]ボタン 

        AVR デバイスから上記[校正周波数]で指定された周波数の校正値をよみだし、[校正値]入力ボックスに 

        表示します。 

    [書き込み先]選択ボタン 

        校正値の書き込み先を選択します。 

    [アドレス]入力ボックス 

        校正値の書き込み先のアドレスをバイト単位で指定します。FLASH の場合、書き込み先アドレスのメモリ 

の内容が 0xFF 以外の場合は、正常に書き込みできない場合があります。正常なデバイスの場合、消去 

を行うと FLASH のすべての内容が 0xFF になります。 

    [書き込み]ボタン 

        校正値の書き込みを実行します。 

    [ベリファイ]ボタン 

        上記[書き込み先]/[アドレス]のメモリの内容と[校正値]の内容とを照合します。 



    [戻る]ボタン 

        [校正周波数]/[校正値]/[書き込み先]/[アドレス]の内容を、上位ウィンドウのそれぞれの欄にコピーして 

        戻ります。 

    [キャンセル]ボタン 

[校正周波数]/[校正値]/[書き込み先]/[アドレス]の内容を破棄して上位ウィンドウに戻ります。 

 

 



■ 一括実行 

  FLASH / EEPROM / ヒューズ / ロックビット / 内蔵 RC 発振器校正値 のそれぞれの書き込み処理を 

連続して実行することができます。[一括実行]ボタンを実行すると、次のようなウィンドウが表示されます。 

 

               

 

 

  それぞれの処理について、チェックがオン状態の処理が実行されます。ただし、[デバイス 消去]は必須の処理と 

なっており、オフにすることはできません。また、[すべて ON/OFF]ボタンにより[デバイス 消去]を除くすべての処理 

をまとめて ON / OFF にすることができます。 
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