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本書は一般の方々の便宜のた
め有志により作成されたもので、
ATMEL社とは無関係であること
を御承知ください。しおりのはじ
めにでの内容にご注意ください。

AVR1008 : XMEGA A3/D3/256A3B改訂Bでの
 EEPROMとﾌﾗｯｼｭの書き込み

1. 序説
この資料はXMEGA® A3系列の改訂BとATxmega256A3Bの改訂Bに存在する障害「EEPROM
またはﾌﾗｯｼｭの何れかを読み込み中のそれらの書き込みが動かない」に関する対策を記述し
ます。この障害についての詳細に関してはﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

この資料はXMEGA A3系列の改訂B以外の他の改訂や、ATxmega256A3Bの改訂B以外の他
の改訂のどれにも適用しません。

2. ATxmegaﾃﾞﾊﾞｲｽの改訂発見
・ JTAGICEmkⅡ経由でﾃﾞﾊﾞｲｽの識票を読む間で、JTAG IDは()内でそれの最初の番号がﾃﾞ

ﾊﾞｲｽの改訂を示します(それが6を示す場合、それは改訂Gです)。

・ MCU改訂ID(REVID)ﾚｼﾞｽﾀを読むことによってﾃﾞﾊﾞｲｽの改訂を得ることが可能です。XMEG 
A A手引書⇒REVID MCU改訂IDからこれの詳細を見つけてください。

・ ﾃﾞﾊﾞｲｽ識票を読むことによってﾃﾞﾊﾞｲｽの改訂を得ることが可能です。XMEGA A手引書⇒ﾃﾞ
ﾊﾞｲｽ識別ﾚｼﾞｽﾀ⇒版番号からこれらの詳細を見つけてください。

3. 障害
EEPROMとﾌﾗｯｼｭはEEPROMやﾌﾗｯｼｭの読み込み中、または活動形態でｺｰﾄﾞ実行中に書くこ
とができません。

4. 障害対策
EEPROMまたはﾌﾗｯｼｭの書き込み操作後2.5μs(2MHzｸﾛｯｸ5周期または32MHzｸﾛｯｸ80周期)
以内にｱｲﾄﾞﾙ休止形態に移行してください。起動元はEEPROM操作可またはSPM操作可のど
ちらかの割り込みでなければなりません。EEPROM/SPM操作可以外の他の割り込みがﾃﾞﾊﾞｲｽ
をｱｲﾄﾞﾙから起す場合に対応する実行が成功しないかもしれないので、他の割り込みが高位で
あるべきではありません。

代わりに、消去または書き込みの操作開始後7ms、または非分断の消去/書き込み操作開始
後13msで溢れ割り込みを与えるようにﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀを構成設定し、その後にｱｲﾄﾞﾙ休止形態に
移行してください。

5. 対策の実装
対策の実装はEEPROMの一方とﾌﾗｯｼｭ用の他方の2つの部署で行われます。関連するｺｰﾄﾞは
EEPROMまたはﾌﾗｯｼｭのどちらかへの書き込み操作の間、CPUを休止(ｱｲﾄﾞﾙ)に置く任意選
択を使用します。

5.1. EEPROMﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

5.1.1. 対象EEPROM指令

この手順は以下の何れかの指令に対して守られなければなりません。

・ EEPROM消去
・ EEPROM書き込み
・ EEPROM消去&書き込み

5.1.2. 必要な追加資源

・ EEPROM割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)が定義され、ISRの内側でEEPROM割り込みが禁止されな
ければなりません。

・ 休止、割り込み制御器(PMIC)の制御と状態、EEPROM操作可割り込み、ｽﾃｰﾀｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SRE 
G)を保存するための変数が宣言されなければなりません。

要点
■ EEPROMﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
■ ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
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5.1.3. 実行されるべき指示の流れ

・ 対応する指令(消去、書き込み、消去&書き込み)を不揮発性ﾒﾓﾘ指令(CMD)ﾚｼﾞｽﾀに、ﾃﾞｰﾀが書かれなければならないEEPROM
のｱﾄﾞﾚｽを不揮発性ﾒﾓﾘ ｱﾄﾞﾚｽ(ADDR)ﾚｼﾞｽﾀに格納してください。

・ 休止制御(CTRL)ﾚｼﾞｽﾀの現在の状態を保存してください。

・ 休止制御(CTRL)ﾚｼﾞｽﾀにｱｲﾄﾞﾙ動作形態を設定してください。

・ 割り込み制御器(PMIC)の状態(STATUS)ﾚｼﾞｽﾀと制御(CTRL)ﾚｼﾞｽﾀを保存してください。

・ 最上位の割り込みだけを許可してください。

・ 後で使用するためにｽﾃｰﾀｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SREG)を保存してください。

・ 全体割り込みを許可してください。

・ 休止許可(SEN)を設定(1)してください。

・ EEPROM割り込み設定を保存してください。

・ 保護されたI/Oﾚｼﾞｽﾀの変更を許可するために形態設定変更保護(CCP)ﾚｼﾞｽﾀに識票を書いてください。

・ NVM指令を実行してください。

・ EEPROM操作可割り込みを許可してください。

・ 休止(NVM指令実行後2.5μs以内のSLEEP命令実行を確実にしてください。)

・ EEPROM操作可割り込みによる起動後、休止制御(CTRL)ﾚｼﾞｽﾀ、割り込み制御器(PMIC)の状態(STATUS)ﾚｼﾞｽﾀと制御(CTRL)ﾚ
ｼﾞｽﾀ、ｽﾃｰﾀｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SREG)を回復してください。

5.2. ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

5.1.1. 対象ﾌﾗｼｭ指令

この手順は以下の何れかの指令に対して守られなければなりません。

・ ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ消去
・ ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ書き込み
・ ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ消去&書き込み
・ ﾌﾗｯｼｭ応用領域消去
・ ﾌﾗｯｼｭ応用領域ﾍﾟｰｼﾞ消去
・ ﾌﾗｯｼｭ応用領域ﾍﾟｰｼﾞ書き込み
・ ﾌﾗｯｼｭ応用領域ﾍﾟｰｼﾞ消去&書き込み
・ ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾞｰﾄ領域ﾍﾟｰｼﾞ消去
・ ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾞｰﾄ領域ﾍﾟｰｼﾞ書き込み
・ ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾞｰﾄ領域ﾍﾟｰｼﾞ消去&書き込み

5.2.2. 必要な追加資源

・ 休止、割り込み制御器(PMIC)の制御と状態、SPM操作可割り込み、ｽﾃｰﾀｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SREG)を保存するための変数が宣言されなけ
ればなりません。

・ CPUの休止を準備するための関数が定義されなければならず、これは以下を行うべきです。

・ 休止、割り込み制御器(PMIC)の制御と状態、SPM操作可割り込み、ｽﾃｰﾀｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SREG)の状態を保存します。

・ SPM操作可割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)が定義され、これは以下を行うべきです。

・ SPM操作可割り込みが禁止されなければなりません。

・ 休止、割り込み制御器(PMIC)の制御と状態、SPM操作可割り込み、ｽﾃｰﾀｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SREG)の直前の状態を回復します。

5.2.3. 実行されるべき指示の流れ

・ CPUを休止用に準備するための関数を呼び出してください。

・ 対応する指令(消去、書き込み、消去&書き込み)を不揮発性ﾒﾓﾘ指令(CMD)ﾚｼﾞｽﾀに格納してください。

・ 最上位の割り込みだけを許可してください。

・ 休止許可(SEN)を設定(1)してください。

・ 保護されたI/Oﾚｼﾞｽﾀの変更を許可するために形態設定変更保護(CCP)ﾚｼﾞｽﾀに識票を書いてください。

・ SPM命令を実行してください。

・ SPM操作可割り込みを許可してください。

・ 休止(NVM指令実行後2.5μs以内のSLEEP命令実行を確実にしてください。)

・ 起動後、SPM操作可ISRは休止制御(CTRL)ﾚｼﾞｽﾀ、割り込み制御器(PMIC)の状態(STATUS)ﾚｼﾞｽﾀと制御(CTRL)ﾚｼﾞｽﾀ、ｽﾃｰﾀｽ 
ﾚｼﾞｽﾀ(SREG)を回復します。
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6. ﾄﾞﾗｲﾊﾞ実装
この応用記述はCｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを持ちｱｾﾝﾌﾞﾘ言語で実装された基本的な自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｲﾊﾞのATxmega256A3用ｿｰｽ ｺｰﾄﾞ一括
を含み、障害を持つ他のﾃﾞﾊﾞｲｽに同様の実装を行うことができます。より多くの詳細についてはﾄﾞﾗｲﾊﾞのｿｰｽ ｺｰﾄﾞとﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀ
ｼｰﾄを参照してください。

6.1. ﾌｧｲﾙ

ｿｰｽ ｺｰﾄﾞ1式は以下の3つのﾌｧｲﾙから成ります。

・ sp_driver.s/sp_driver.s90 : 自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｿｰｽ ﾌｧｲﾙ
・ sp_driver.h : 自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ 
・ Flash_write_example.c : 本ﾄﾞﾗｲﾊﾞを使用するｺｰﾄﾞ例   

利用可能なﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ機能とそれらの使用についてはｿｰｽ ｺｰﾄﾞ資料を参照してください。

6.2. Doxygen資料

全てのｿｰｽ ｺｰﾄﾞはDoxygenを使用する自動資料生成用に準備されています。

Doxygenは特別なｷｰﾜｰﾄﾞを用いてｿｰｽ ｺｰﾄﾞを分析することによってｿｰｽ ｺｰﾄﾞから資料を生成する道具です。Doxygenについてのよ
り多くの詳細に関してはhttp://www.doxygen.orgを尋ねてください。ｿｰｽ ｺｰﾄﾞ ﾌｫﾙﾀﾞ内のreadme.htmlﾌｧｲﾙから利用可能な予めｺﾝ
ﾊﾟｲﾙされたDoxygen資料もこの応用記述に伴うｿｰｽ ｺｰﾄﾞと共に供給されます。

http://www.doxygen.org
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本応用記述はATMELのAVR1008応用記述(doc8241.pdf Rev.8241B-04/10)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複す
る形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意訳されている部分もあります。必要に応じて一
部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には( )内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はﾘﾝｸとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。
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