
マイコンでLEDを点灯させよう！

    

　最近は、発光ダイオード(LED)を身近に見るようになりました。電子回路を作るときにLEDを使
ったことのある人も多いのではないでしょうか。LEDを単純に点灯させるだけでなく、マイコンで
ON/OFFを制御すると、オリジナルの点滅、点灯パターンを簡単に作ることができます。
　でも、マイコンを使ってLEDを制御する場合は、単純に点灯させるときとは違った注意点が必
要ですので、ちょっとお話ししたいと思います。

(1) まず、マイコンを使わずに単純にLEDを点灯させる場合を考えてみましょう。
　LEDは電流を流しすぎると壊れてしまったり、すぐには壊れなくても徐々に暗くなってしまったりし
ますので、電流を制限する"制限抵抗"が必要で、その値を決める必要があります。

・IF=50mAは最大定格ですので、安全を見てLEDに流す電流(I)は20mA程度とします。ちなみ
に電源電圧(E)は5Vを使うことにします。

・この場合の制限抵抗(R)を求める場合は、オームの法則を利用します。
　　　　電圧(E)　＝　電流(I)　×　抵抗(R)　ですね。
　ここで、
　　　　電源の電圧　＝　抵抗に加わる電圧　＋　LEDに加わる電圧
　なので、
　　　　(E)　＝　(R×I)　＋　(VF)     となります。
　Rを求める式に変形すると、　
　　 　　R　＝ 　(E-VF)　÷　I         となります。

計算すると、R　=　(5V-2V)　÷　0.02A　=　150　となり、
制限抵抗の値は150Ωにすればいいことが分かります。

●Absolute Maximum Rating 

DC Forward Current　   IF     50 mA

●Electrical Characteristics

DC Forward Voltage 　  VF     2.0V　

・あるLEDを使おうと思ったら、まずそのLEDのデー
タシートなどの資料から、「順方向電流の最大定
格(IF)」と「順方向電圧(VF)」を確認します。 
・ここでは、IF=50mA　VF=2VのLEDということが読
みとれます。
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(2) 次に、このLEDをマイコンで制御することを考えてみましょう。
　LEDとマイコンの接続は、マイコンのポートと呼ばれる端子にLEDと制限抵抗をつなぐだけです。

　マイコンのポートから出力される電圧は、マイコンの電源電圧と同じになりますので、使用する
電源電圧を元に、制限抵抗を計算します。ここで「注意点その1」です。

◆注意点　その1
　先ほどのLEDと同じように、マイコンのポートには流しても良い電流「絶対最大定格」が決めら
れています。例えば、PS-3245で使用しているマイコン：PIC16F627Aの場合はポートの端子1つ
に流して良い電流は25mAと決められています(*1)。

　このようにマイコンでLEDを点灯させる時は、(1)で説明したLEDの定格電流を超えないよう、か
つ、マイコンのポートの定格である25mAを超えないように制限抵抗の値を決めることになります。
　例えばマイコンの電源電圧が5Vの場合は、LEDに流す電流が20mA程度であれば定格の範
囲内です。これは(1)と同じと考えることができます。つまり制限抵抗には150Ωにすればよいことが
分かります。

Maximum current out of VSS pin
Maximum current into VDD pin
Maximum output current sunk by any I/O pin
Maximum output current sourced by any I/O pin
Maximum current sunk by PORTA and PORTB (Combined)
Maximum current sourced by PORTA and PORTB (Combined)

300 mA
250 mA
  25 mA
  25 mA
200 mA
200 mA

←(*2)

←(*1)

←(*3)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings

PIC16F627Aのデータシートから抜粋

Maximum current out of VSS pin　　　　　　　　　　　　　300 mA
Maximum current into VDD pin　　　　　　　　　　　　　　250 mA　←(*3)
Maximum output current sunk by any I/O pin　　　　　　　 25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin　　　　　  25 mA  ←(*2)
Maximum current sunk by PORTA and PORTB (Combined)　 　 200 mA
Maximum current sourced by PORTA and PORTB (Combined)　 200 mA

PIC16F627Aのデータシートから抜粋
　ELECTRICAL SPECIFICATIONS
　Absolute Maximum Ratings

(3) さらに、LED複数個をマイコンで制御する場合のことを考えてみましょう。
増やしたい数分のLEDをマイコンのポートに接続すればよいのですが、ここで「注意そ
の2」です。

◆注意点　その2
マイコンのポートの端子1つに対して定格電流があると説明しましたが、マイコン全体
に流せる電流もまた最大定格として決められています。マイコン:PIC16F627Aの場合は
、マイコン全体で250mA(*3)と決められています。これは全体で250mAですので、LED以
外の部分やマイコン自身が消費する電流も含みます。従って、1つのLEDに20mAが流れ
る場合は、250mA÷20mA/個=12.5個、実際にはLEDだけでなく、他の部分の電流も必要
なので、10個くらいまでしか接続できないことになります。

でも、どうしても20個のLEDを使いたいという場合もあるでしょう。そのような場合は
制限抵抗の値を大きくします。LEDの明るさはやや暗くなるかもしれませんが、マイコ
ンに20個のLEDを接続して制御できるようになります。

LEDに使って良い電流を全部で200mAとすると、20個のLEDの1個
当たりには10mAまで流して良いことになります。これまでの計
算を当てはめると、
R=(5V-2V)÷10mA=300Ωとなり、制限抵抗は300Ωを使えばよい
ことが分かります。

*3　マイコンのポートがHになったときにLEDを点灯させる場合
とLになったときにLEDを点灯させる場合とでは定格が異なって
いる場合があります。

このようにマイコンとLEDを利用した電子工作をするときには
、簡単に壊れたりせず、安定して動くように、決められた定格
電流を守りながら工作しましょう。
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(2) 次に、このLEDをマイコンで制御することを考えてみましょう。
LEDとマイコンの接続は、マイコンのポートと呼ばれる端子にLEDと制限抵抗をつなぐ
だけです。

マイコンのポートから出力される電圧は、マイコンの電源電圧と同じになりますので、
使用する電源電圧を元に、制限抵抗を計算します。ここで「注意点その1」です。

◆注意点　その1
先ほどのLEDと同じように、マイコンのポートには流しても良い電流「絶対最大定格」
が決められています。例えば、PS-3245で使用しているマイコン：PIC16F627Aの場合は
ポートの端子1つに流して良い電流は25mAと決められています(*2)。

このようにマイコンでLEDを点灯させる場合は、(1)で説明したLEDの定格電流を超えな
いよう、かつ、マイコンのポートの定格である25mAを超えないように制限抵抗の値を決
めることになります。
例えばマイコンの電源電圧が5Vの場合は、LEDに流す電流を20mA程度であれば定格の範
囲内です。これは(1)と同じと考えることができます。つまり制限抵抗には150Ωにすれ
ばよいことが分かります。

Maximum current out of VSS pin　　　　　　　　　　　　　300 mA
Maximum current into VDD pin　　　　　　　　　　　　　　250 mA　←(*3)
Maximum output current sunk by any I/O pin　　　　　　　 25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin　　　　　  25 mA  ←(*2)
Maximum current sunk by PORTA and PORTB (Combined)　 　 200 mA
Maximum current sourced by PORTA and PORTB (Combined)　 200 mA

PIC16F627Aのデータシートから抜粋
　ELECTRICAL SPECIFICATIONS
　Absolute Maximum Ratings

(3) さらに、LED複数個をマイコンで制御する場合のことを考えてみましょう。
　基本的には増やしたい数分のLEDをマイコンのポートに接続すればよいのですが、
ここで「注意点その2」です。

◆注意点　その2
　マイコンのポートの端子1つに対して定格電流があると説明しましたが、マイコン全体に流せる
電流や、通常LEDを制御する場合に利用するポートAやポートBに流せる電流についてもまた最
大定格が決められています(※)。

　マイコン:PIC16F627Aの場合は、前ページのデータシートのから、マイコン全体で250mA(*2)と
決められています。さらに、ポートAとポートBを合わせて、最大で200mA(*3)と決められています。

　つまり、1つのLEDに20mAを流している場合は、200mA÷20mA=10となり、最大で10個までし
か接続できないことになります。

　実際には電流の250mAの中に、LED以外の部分やマイコン自身が消費する電流も考えない
といけないので、LEDは8個くらいまでと考える方が安全です。

(4)でも、どうしても20個のLEDを使いたいという場合もあります。
　そのような場合は制限抵抗の値を大きくします。LEDの明るさはやや暗くなるかもしれません
が、マイコンに20個のLEDを接続して制御できるようになります。

　LEDの1個当たりに10mAを流すことにすれば、20個接続しても200mAであり、最大定格の
範囲内で収まります。でも、実際には定格ギリギリでは安全ではありませんので、あまりお勧め
できません。このようなときは電流をもう少し抑えて、LED1個当たりに流す電流を8m程度にす
る方が余裕が生まれます。
　
　LEDに8mAを流したいときの制限抵抗の値は、これまでの計算に当てはめると、

　　　R　=　(5V-2V)　÷　8mA　=　375Ω

となり、制限抵抗は、入手性も考えて390Ωを使えばよいことが分かります。

　このようにマイコンとLEDを利用した電子工作をするときには、簡単に壊れたりせず、安定し
て動くように、決められた定格電流を守りながら工作しましょう。

※　マイコンのポートがHになったときにLEDを点灯させる場合と、LになったときにLEDを点灯させる場合と
では定格が異なっている場合があります。
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