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１はじめに

　平成１０年度電子科３年では、４テーマの実習Ｂを実施している。これはそのなかの１テーマであ

る「Ｚ８０マイクロコンピュータ開発」と平行して研究した「Ｃ言語によるＺ８０マイコン開発」に

ついてまとめたものである。

　すでにＣ言語プログラミングは、電子科２年を対象に情報技術基礎で実施している。今年度の３年

生は指導を受けているので、Ｃプログラミングに馴れている。それを踏まえ、Ｚ８０システム開発用

の言語はアセンブラであったが、Ｃプログラミングで８ビットＣＰＵボードの開発（ＲＯＭ化）を行

った。

何故Ｃでシステム開発するかアセンブラと比較して考えると

（１）アルゴリズムが考えやすい

（２）プログラムの可読性がよく、バグの発生率が低い

（３）プログラムのメンテナンスがよい

（４）他機種への移植性がよい

以上の様な理由から、開発効率のよいＣ言語を研究対象とした。

 ROM(Read Only Memory)

 CPU(Central Processing Unit)

 Z80(米ｻﾞｲﾛｸﾞ社8bitCPU)

 C言語(UNIXを開発する目的で作られたｼｽﾃﾑ開発者向きのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語)

 bit(情報量の単位)

２実習目的

実習目的としては下記の５点をあげる。ＣＰＵボードの開発は、アセンブラだけでなく生徒の使い

慣れているＣ言語として、開発効率を上げたい。すでに業界ではＣ言語でＲＯＭ化プログラムを開発

しており、即実践技術者養成の使命を持つ工業高校であれば、取り上げるテーマである。

（１）マイクロコンピュータ制御のメリットが理解できる

（２）Ｃ言語とその命令、プログラムの作成ができる

（３）Ｚ８０アセンブラ言語とその命令、プログラムの作成ができる

（４）ＭＳ－ＤＯＳ上でプログラム開発、ＲＯＭ化ができる

（５）８ビットＣＰＵボード（Ｚ８０）のプログラム制御ができる

MS-DOS(MicroSoft Disk Operating System)

３開発環境

（１）ＬＳＩＣ－８０クロス・コンパイラによる開発環境

　Ｚ８０システムへのアセンブラプログラムのＲＯＭ化については実績はある。

　アセンブラのかわりに、Ｃ言語のソースファイル（*.c）をインテル・ヘキサファイル形式（*.hex）

に変換できるＣコンパイラがあれば、アセンブラでの開発ツールが全て活用できる。

　ＣコンパイラはＬＳＩＣ－８０クロス・コンパイラを選んだ。いくつかの８０８０系ＣＰＵのＣ言

語はあるが、ＭＳ－ＤＯＳ上で動作するＬＳＩＣ－８０クロス・コンパイラは数少ない日本製であり、

８ビットＣＰＵを良く考えて作られている。またＡＮＳＩ準拠しており、入手しやすく機能が高いの

で採用した。



 LSIC-80(LSI-Japan社C言語ｲﾝﾃﾙ8080ﾌﾟﾛｾｯｻ用ｺﾝﾊﾟｲﾗ)

 ANSI(American National Standard Institute)

（２）インサーキットエミュレータ（ＩＣＥ）を使ったデバッグ環境

　ＣＰＵボードのプログラムのデバッグは重要だが、難しい作業である。ＲＯＭ化プログラムのデバ

ッグを支援する環境としてＩＣＥがある。

　ここでの言語環境であれば、アセンブラ（*.mac）でもＣ（*.c）でもヘキサファイル（*.hex）に変

換できるので、どちらのソースファイルでもＩＣＥで取り込め開発できる。

　ＩＣＥとは、ロジックアナライザとマイクロプロセッサアナライザの両方の機能を持つのもので、

ＣＰＵをソケットからはずし、ＩＣＥプローブをかわりに差し込んで使用する。ソフトウェアの開発

だけでなく、ハードウェアもあわせた総合的な開発ができる。これによりＣＰＵとやりとりする信号

を観察し制御できるので、ＣＰＵ内部のレジスタ、Ｉ／Ｏポート、メモリとのデータのやりとり、シ

ステムの状態の読み取りや変更ができる。またＣＰＵのシングルステップ動作、停止、ブレークポイ

ントを設定した実行が可能である。

　開発したプログラムはすぐにＰＲＯＭへ書き込み、ＣＰＵボードのＲＯＭソケットへ挿入できる。

 ICE(In Circuit Emulator/ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀ開発支援装置)

 ROM(Read Only Memory)

 PROM(Programmable ROM)

４開発ツール

（１）ソフトウェア

（２）ハードウェア

５ＬＳＩＣ－８０によるＺ８０プログラミング

　ＬＳＩＣ－８０は、８ビットＣＰＵ用としては、手に入れやすく、機能の高いコンパイラである。

ここではステッピングモータ制御プログラムを例に挙げ、ＬＳＩＣ－８０によるＺ８０プログラミン

グのＲＯＭ化までの例を示す。

（１）スタートアップ・ルーチン

　ＲＯＭプログラムの全てをＣではかけない。リセット時のスタックポインタの初期化や割り込みエ

ントリポイントなどタイミングが厳しい処理はアセンブラでかく必要がある。従ってＺ８０はリセッ

トした後は0000hから実行が始まるが、Ｃで記述したmain()関数を実行する前に初期化するものはアセ

ンブラで記述する。ここではエディタでスタートアップ・ルーチンファイルを作成する。

　リスト1にスタック・ポインタだけを設定するスタートアップ・ルーチン（start.asm）を示す。

     <ﾘｽﾄ1>スタートアップ・ルーチン(start.asm)

    Start.asm

    Kofu-ths    Teduka

    LSIC-80 Ver3.30b 　　　　　

    Ver 0.0         98/09/23

;

;

;

;

;

;



;************************************

;    program start

;************************************

        org     0

        extrn   main_

start:

        lxi             sp,8800h

        jmp             main_

        end

（２）ソースファイル作成

　ここではステッピングモータ駆動プログラムのソースファイルをエディタで作成する。ステッピン

グモータとは、パルスモータとも呼ばれディジタルコントロールが簡単にできる。プリンタ、ディス

クドライブ、小型ロボットにも多く使われているのを踏まえ、実習テーマに組み込んでいる。

　このＲＯＭ化するＣのソース（リスト2）は、励磁パタンを８２５５のＢポートに接続されたコイル

に出力し、励磁パタンを繰り返すことによりステッピングモータを回転さている。

     <ﾘｽﾄ2>ＲＯＭ化するＣのソースリスト(sp.c)

/*

        LSIC-80(Ver3.30b)によるZ80ｼｽﾃﾑ開発 "SP.C"

                1998/09/23      BY Teduka

*/

#include        <c:¥lsic80¥include¥machine.h>

#define         PAD             0xf8    /*8255 Aﾎﾟｰﾄｱﾄﾞﾚｽ*/

#define         PBD             0xf9    /*     B         */

#define         PCD             0xfa    /*     C         */

#define         PC              0xfb    /*ｺﾝﾄﾛｰﾙﾜｰﾄﾞ     */

void main(void)

{

        char dat;

        short I,j;

        outp(PC,0x91);                  /*駆動回路準備*/

        outp(PCD,0xe0);

        dat=0x99;

        while(1){

                outp(PBD,dat);

                for(i=0;I<0xff;i++){

                        for(j=0;j<0x20;j++);

                }

                if(dat&0x80)dat=(dat<<1)+1;     /*回転*/

                else dat = dat<<1;

        }

}

（３）コンパイル

　作成したスタートアップ・ルーチン（start.asm）とソース（sp.c）をそれぞれｌｃｃ８０（コンパ

イラドライバ）によりコンパイルする。後でリンクしてひとつのプログラムにまとめる準備をする。

コンパイルには次のコマンドを指定する。

 B:¥K_TEZ>lcc80 -c start.asm



 B:¥K_TEZ>lcc80 -c sp.c

　または、まとめて

 B:¥K_TEZ>lcc80 -c start.asm sp.c

ともできる。ここで指定した-cオプションは「リンクしない」ことをlcc80に伝える。lcc80.exeは、

Ｃコンパイラ、アセンブラ、リンカを呼び出してＣソースプログラムを実行可能形式に変換する。

（４）リンクファイル作成

　コンパイルしたことにより（start.asm）と（sp.c）がＳＯＦ形式のファイルに変換できた。

 Start.asm      ----->  start.sof

 Sp.c           ----->  sp.sof

　このリロケータブルなオブジェクトファイルをリンクして、ヘキサファイルをここでは出力する。

アドレス指定などもするためｋｎｉｌ（リンクローダ）を使用する。ｋｎｉｌにあたえるコマンドは

リスト3。

     <ﾘｽﾄ3>ｋｎｉｌにあたえるコマンド(sp.knl)

$CODE=0 $DATA=8000

sp.hex

start.sof

sp.sof

-fc:¥lsic80¥lib¥romlibz

-msp.map

--->セグメントアドレスの指定

--->出力ファイル

--->オブジェクトファイル

--->オブジェクトファイル

--->ライブラリの指定

--->マップの作成

　これを（sp.knl）というファイルをエディタで作成する。ｋｎｉｌを起動するときに

 B:¥K_TEZ>knil @sp.knl

とする。このコマンドによりヘキサファイルとマップが作成できる。これでＬＳＩＣ－８０によるＺ

８０プログラミングの作業が終了した。

（５）各ファイルの拡張子による整理

　Ｚ８０プログラミングでは、何種類かのファイルを作成する。区別ができるようリスト4に示した。

ファイル名は名前と拡張子に分けられる。同じ名前であっても拡張子でファイルの内容を判断できる。

　<ﾘｽﾄ4>ファイルの拡張子

*.c Ｃ言語のソースファイル。lcc80.exeはこのファイルを入力

*.asm アセンブラのソースファイル。lcc80.exeはこのファイルを入力

*.sof Knil.exeが入力するリロケータブルなオブジェクトファイル

*.map リンカがどんなアドレスを再配置したか示すマップファイル

*.hex オブジェクトのアスキーファイル。ヘキサファイル

６ＩＣＥによるデバッグ

（１）ＩＣＥ起動



　できあがったヘキサファイル（sp.hex）は、ＩＣＥで読み込みデバッグする。ＩＣＥは開発中のヘ

キサファイルで目的とするターゲットコンピュータを動かすことができる。ＩＣＥのデバッグ用トラ

ンジェットプログラムを起動するには、ＲＳ２３２ＣをSPEEDコマンドで設定する必要がある。

 B:¥K_TEZ>SPEED R0 9600 B8 PN S2 NONE

　起動するとオープニングメッセージが表示され、ＭＳ－ＤＯＳのプロンプトA:¥>からＩＣＥのプロ

ンプトA]に変わる。

 B:¥K_TEZ>ZNSD

 B]

 RS232C(Recommended Standard 232C)

（２）ＩＣＥによるデバッグ

　ＩＣＥによるデバッグ環境は、リアルタイム実行、ソフトウェアトレース、リアルタイムトレース、

リアルタイムブレーク、ポインタ制御、レジスタ制御、メモリ制御、Ｉ／Ｏ制御、ディスク管理、演

算、ヘルプ、ＲＯＭライタ制御、実行時間計測、シンボル定義などがある。デバッグコマンド例をリ

スト5に示す。

 <ﾘｽﾄ5>ＩＣＥデバッグコマンド例

A]Q             ﾍﾙﾌﾟ

A]F 0,300,0     ﾒﾓﾘﾌｨﾙ

A]D 103         ﾀﾞﾝﾌﾟﾒﾓﾘ103番地

A]I B:¥***.HEX  ｲﾝﾌﾟｯﾄ

A]R             ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄﾞ

A]L 103         ﾘｽﾄ103番地

A]G 103　　　　 ﾘｱﾙﾀｲﾑ実行

ｽﾍﾟｰｽｷｰ         ﾌﾞﾚｰｸ

A]S 135         ﾒﾓﾘｾｯﾄ

    135 68 38

        32 .    「.」で中断

A]W 0,***       ﾗｲﾄﾃﾞｨｽｸ

A]^             ｴﾝﾄﾞ

 I/O(Input/Output)

（３）ＲＯＭライタへ転送

　バグのないオブジェクトファイルをＲＯＭライタに転送する。すでにオブジェクトファイルは、デ

ータ転送向きのインテルヘキサ形式として作成されているので、形式を考える必要ない。

　データ転送にはＲＳ２３２Ｃ出力とセントロニクス出力のふたつがあるが、ＲＳ２３２ＣはＩＣＥ

が接続されているので、ここではセントロニクス出力を採用する。これは出力設定が不要で非常に簡

単。パソコンのプリンタ端子とＲＯＭライタを接続し、ＲＯＭライタ側でヘキサファイルを受け取る

よう設定し、転送を待つ。パソコン側では、

 B:¥K_TEZ>TYPE ***.HEX > PRN

とコマンド入力して転送する。

（４）ＲＯＭをイレーサ消去

　ＲＯＭは、紫外線消去型Ｐ－ＲＯＭで正確にはＵＶＥＰ－ＲＯＭといい、普通はＥＰ－ＲＯＭとい

う。



　このＲＯＭは、ＩＣ本体上部中央に光を通す消去用窓があり、ここからシリコンチップが見える構

造となっている。シリコンチップに直接紫外線を照射してメモリ内容を消去する。メモリの内容が消

すことができるので、内容の書き直しが自由にできる。消去、再書き込みのサイクルは数百回以上可

能。

　またデータを書き込んでしまった後に、光線が窓から入るとメモリの内容が少しずつ消去される恐

れがあるので、データを守るために遮光用シールを張らなければならない。

　ここでは、過去の実習で使用したＲＯＭを利用するので、ＲＯＭイレーサで紫外線を照射しデータ

消去する。

 IC(Integrated Circuit)

（５）ＲＯＭ化

　ここではＲＯＭライタでＲＯＭにデータを書き込む。使用する東芝のＭＯＳ系ＥＰ－ＲＯＭには、

すでにＩＤコードが入っている。本校のＲＯＭライタではＲＯＭＴＹＰＥを自動検出、設定すること

ができるので、設定の手間が省ける。ＲＯＭライタ操作方法は下記の順序。

　消去済みＲＯＭをソケットにセットして、

 [ROM TYPE]--->[0]--->[SET]--->[ROM TYPE]--->[1]--->[SET]

「B64A」と表示すれば、ＩＤコードを読み込み設定終了。

　パソコンからヘキサファイルの受信準備は、

 [SELECT]--->[3]--->[SET]

「*」が点滅で、受信可能。

　パソコンから下記でヘキサファイルを転送。

 B:¥K_TEZ>TYPE ***.HEX > PRN

　次にＲＯＭにデータを書き込む。ここではブランクチェック、プログラム、リードチェックを連動

させる。

 [DEVICE]--->[B.P.R]--->[SET]--->[DEVICE]--->[SET]

　正常に書き込まれると「PASS」とブサー音が出力。以上が、デバッグからＲＯＭ化までの大まかな

流れである。

 ID(IDentity)

 MOS(Metal Oxide Semiconductor)

（６）動作確認

　データが書き込まれたＲＯＭを８ビットＣＰＵボードに実装し、動作を確認する。

７実習概要

　Ｚ８０システムへのＣプログラムのＲＯＭ化について述べた。これを実習に展開する場合、内容が

ハードウェアからソフトウェアまで多岐に渡るので、「ハードとソフトのバランス感覚を養う」を基本

にすすめた。ソフト寄りとかハード寄りでなく、ソフトとハードのバランスがとれて、はじめて良い

システムの学習になる。

　また生徒には難解なＺ８０アセンブラとＣ言語を並行して研究を行って。実際には「Ｃを使ってア

センブラを覚える」のが目的である。これまでアセンブラよりもＣが得策とすすめてきたが、現実に

はＣの知識だけではよい制御プログラムを作れない。なぜなら制御プログラムを作るとき当然ＣＰＵ

の知識が不可欠だからである。ＣＰＵの直接の動作を記述する言語すなわちアセンブラは重要な知識



なのである。

　Ｃでプログラムを作り、ポイントになる部分は、アセンブラの知識で最適化する。これで良い制御

プログラムが作れる。

　最後に学校で教えるコンピュータの知識は、実務とあまりにもかけ離れすぎているので、「実務に耐

えられる情報技術教育」も目指した。指導内容（詳細は省略）をリスト6に示す。

 <ﾘｽﾄ6>指導内容

　１　Ｚ８０システム開発概要

　２　マイクロコンピュータのメリット・デメリット

　３　ＭＳ－ＤＯＳ概要・ファイル作成

  ４　マイコンの仕組み

　５　ワンボードマイコン概要

　６　ソフトウェア開発概要

  ７　バッチファイル作成

　８　Ｚ８０とＣ言語のプログラム開発　ステッピングモータ制御

　９　          　　　プログラム開発　ＬＥＤ表示

１０　          　　　プログラム開発　カウンタ

１１　          　　　プログラム開発　ブザー音発生

１２　          　　　プログラム開発　キーボード制御

１３　まとめ

 

LED(Light Emmitting Diode)

８さいごに

生徒からは内容が「濃い」「難しい」と言われたが、アセンブラより使い慣れているＣコンパイラを

利用し「わかりやすさ」を忘れずに実習を平行してすすめた。

　最後に、マイコンも８ビットから低価格１６ビットＣＰＵにシフトしている。８ビットでの開発も

教育的効果は非常に高いが、低価格１６ビットＣＰＵボードをメジャーなＣコンパイラで研究開発す

る必要もある。また、デバッグ環境もＩＣＥを使わず、デバッグモニタをターゲットシステムのメモ

リに組み込み、ホストとターゲットをネットワークで結んで開発が可能だ。この方式で開発効率をあ

げることが見込まれる。


