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AVR 8ﾋﾞｯﾄ ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AVR1201 : tinyAVRﾃﾞﾊﾞｲｽ用外部割り込みの使い方

応用記述
序説

この応用記述はAtmel® AVR®ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗのAtmel tinyAVR® 8ﾋﾞｯﾄ ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ系統で
利用可能な外部割り込みの機能を説明して形態設定をするための段階を提供します。応用記
述は外部割り込み元のﾋﾟﾝとして汎用入出力ﾋﾟﾝを使用する時に考慮されるべき点も記述しま
す。

例のｺｰﾄﾞはAtmel Studio 7でATtiny88ﾃﾞﾊﾞｲｽに実装され、機能性に関してAtmel STK®600ｽ
ﾀｰﾀ ｷｯﾄで検査されました。

特徴

・ 柔軟なﾋﾟﾝ形態設定

・ 同期と非同期の割り込み感知

・ 休止形態から起こすための非同期起動信号

・ Atmel® ATtiny88用ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｿｰｽ ｺｰﾄﾞ内包
 - ATtiny88での基本的な外部割り込みの使い方
 - ATtiny88での入れ子にされた(多重)外部割り込みの使い方
 - ATtiny88で出力として形態設定された外部割り込みﾋﾟﾝでのｿﾌﾄｳｪｱ割り込み生成
 - ATtiny88でのﾃﾞﾊﾞｲｽ起き上がりのための外部割り込みの使い方
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1. 外部割り込み - 概要
割り込みは内部周辺機能部署または外部ﾋﾟﾝのどちらかからﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗのCPUに提供される信号です。それは起こった割り込み
に依存していくつかの予め定義された場所で命令ﾙｰﾁﾝを実行するためにCPUを飛ぶようにさせることによって、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行の規則
的な流れを変えます。CPUがﾙｰﾁﾝを終えると、それが飛ばされた(元の)場所からの位置に戻ります。

これらの予め定義された位置は割り込みﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽまたは割り込みﾍﾞｸﾀと呼ばれます。

割り込みはﾃﾞﾊﾞｲｽに実行の状態を保存して割り込み処理部を実行することを開始させます。Atmel AVRﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗに関しては、
PCﾚｼﾞｽﾀだけが割り込みの事象で保存され、ｽﾀｯｸ ﾎﾟｲﾝﾀ ﾚｼﾞｽﾀが更新されます。割り込みの事象で、応用に於いてそのような必要
があれば、ｽﾃｰﾀｽ ﾚｼﾞｽﾀ、32個の汎用ﾚｼﾞｽﾀ(ﾚｼﾞｽﾀ ﾌｧｲﾙ)のような他のﾚｼﾞｽﾀを保存することは使用者の義務です。

割り込みは一般的に(不確定に起こる事象を待つ)伝統的なﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ法よりも(多重作業(ﾏﾙﾁﾀｽｸ)のように)もっと時間を節約するのに
使用されます。

1.1. 外部割り込みﾍﾞｸﾀ

Atmel tinyAVRは重要な外部割り込み以外に様々な割り込み元を支援します。外部割り込みは2種のﾋﾟﾝの組を使用して起動するこ
とができます。それはINTnﾋﾟﾝ(通常の外部割り込みﾋﾟﾝ)とPCINTnﾋﾟﾝ(ﾋﾟﾝ変化外部割り込みﾋﾟﾝ)です。'n'はﾃﾞﾊﾞｲｽ単位で変化し、
INT0のように番号を指定します。

Atmel ATtiny88についての外部割り込みﾋﾟﾝ数は以下で与えられます。

1. (様々な入力感知形態設定を持つ)INT0とINT1のﾋﾟﾝ
2. ﾋﾟﾝ変化割り込みﾋﾟﾝ(PCINT27～0)

各割り込み元に対して、対応する処理ﾙｰﾁﾝを実行するためにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行が飛ぶのを制御する割り込みﾍﾞｸﾀがあります。ATtiny88
に対する外部割り込み用の割り込みﾍﾞｸﾀは下表で示されます。ﾃﾞﾊﾞｲｽ特有の割り込みﾍﾞｸﾀについては各々のﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照して
ください。

表1-1. 外部割り込みﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽ表

注: 32ﾋﾟﾝ外囲器でのみ利用可能

ﾍﾞｸﾀ番号 供給元ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱﾄﾞﾚｽ ATtiny88でのﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝ 割り込み定義

1 $0000 RESET RESET
外部ﾘｾｯﾄ ﾋﾟﾝ、電源ONﾘｾｯﾄ、低電圧検出(BOD)
ﾘｾｯﾄ、ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾘｾｯﾄ

2 $0001 INT0 PD2 外部割り込み0要求

3 $0002 INT1 PD3 外部割り込み1要求

4 $0003 PCINT0 PCINT7～0/PB7～0 ﾋﾟﾝ変化0群割り込み要求

5 $0004 PCINT1 PCINT15～8/PC7～0 ﾋﾟﾝ変化1群割り込み要求

6 $0005 PCINT2 PCINT23～16/PD7～0 ﾋﾟﾝ変化2群割り込み要求

7 $0006 PCINT3 PCINT27～24/PA3～0 ﾋﾟﾝ変化3群割り込み要求(注)

2つの外部割り込み元(INT0とINT1)は専用の割り込みﾍﾞｸﾀを持ち、一方ﾋﾟﾝ変化割り込みの群は上の表で一覧にされるように同じ割
り込みﾍﾞｸﾀを共有します。

(許可されていれば)PCINT7～0の8つのﾋﾟﾝの何れかでの何らかの信号ﾚﾍﾞﾙ変化がPCINT0割り込みを起動します。これは割り込み
がPCINT0またはPCINT4のどちらかによって起動された場合にCPUが同じﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽ $0002へ飛ぶことを意味します。同様に、(許
可されていれば)PCINT15～8の8つのﾋﾟﾝの何れかでの何らかの信号ﾚﾍﾞﾙ変化がPCINT1割り込みを起動し、(許可されていれば)PC 
INT23～16の8つのﾋﾟﾝの何れかでの何らかの信号ﾚﾍﾞﾙ変化がPCINT2割り込みを起動し、(許可されていれば)PCINT27～24の4つ
のﾋﾟﾝの何れかでの何らかの信号ﾚﾍﾞﾙ変化がPCINT3割り込みを起動します。

ﾋﾟﾝ変化割り込みについては、PCINT0からPCINT7の各々が共にORされて同期されます。以前のﾋﾟﾝ値の経緯を保つことによる処理
での解決は応用ｺｰﾄﾞの義務で、その後に割り込みﾙｰﾁﾝがどのﾋﾟﾝが変化したかを調べるために現在のﾋﾟﾝ値を走査します。PCINT 
15～8、PCINT23～16、PCINT27～24に対しても同じことが適用できます。

1.2. 外部割り込み感知

外部割り込みは同期または非同期のどちらかで感知されて記録されます。同期感知はI/Oｸﾛｯｸが必要で、一方非同期感知はI/Oｸ
ﾛｯｸを必要としません。これはｱｲﾄﾞﾙ動作を除く全ての休止形態でI/Oｸﾛｯｸが停止されるため、非同期に検出される割り込みはｱｲﾄﾞﾙ
動作以外の休止形態からﾃﾞﾊﾞｲｽを起こすのに使用することができることを意味します。

Atmel ATtiny88に対する外部割り込みとﾋﾟﾝ変化割り込み用の感知形態設定は次表で示されます。ﾃﾞﾊﾞｲｽ特有の感知形態設定に
ついては各々のﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。
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右表から、全てのﾋﾟﾝ変化割り込みは非同期に検出されます。他の割り込み(INT0とINT1)は対応する割り込みﾋﾟﾝ上での上昇端また
は下降端、またはLowﾚﾍﾞﾙを感知することによって起動することができま
す。INTn(ATtin y88に関してはn=0と1)の各々に対する感知の形式(ｴｯｼﾞ
またはﾚﾍﾞﾙ)は割り込み毎の2つの割り込み感知制御(ISC)ﾋﾞｯﾄを用いてｿﾌ
ﾄｳｪｱで形態設定可能です。これは下表で提供されます。

表1-3. 外部割り込み個別感知形態設定

ISCn0ISCn1 説明

0 0 INTnのLowﾚﾍﾞﾙが割り込み要求を生成します。

0 1 INTnの何れかのｴｯｼﾞが割り込み要求を生成します。

1 0 INTnの下降端(ｴｯｼﾞ)が割り込み要求を生成します。

1 1 INTnの上昇端(ｴｯｼﾞ)が割り込み要求を生成します。

表1-2. 外部割り込み感知形態設定

割り込み元ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱﾄﾞﾚｽ 感知

非同期(ﾚﾍﾞﾙ)
$0001 INT0

同期(ｴｯｼﾞ)

非同期(ﾚﾍﾞﾙ)
$0002 INT1

同期(ｴｯｼﾞ)

$0003 PCINT0 非同期

$0004 PCINT1 非同期

$0005 PCINT2 非同期

$0006 PCINT3 非同期

注: PCINT27～0は感知形態設定任意選択を持ちません。これはﾋﾟﾝで論理変化がある、即ち、HighからLowへの遷移とLowからHigh
への遷移の時に必ず割り込みが生成されることを意味します。

1.2.1. ATtiny88での非同期感知

「外部割り込み感知形態設定」の表から、INT0とINT1のﾚﾍﾞﾙ割り込みとPCINT27～0の全ては非同期に記録されます。Lowﾚﾍﾞﾙ割り
込みが選択された場合、割り込みを生成するために、Lowﾚﾍﾞﾙは現在実行している命令の完了まで保持されなければなりません。

1.2.2. ATtiny88での同期感知

「外部割り込み感知形態設定」の表から、INT0とINT1のｴｯｼﾞ割り込みは同期で記録されます。INT0とINT1のﾋﾟﾝ上の値はｴｯｼﾞが検
出されるのに先立って採取されます。ｴｯｼﾞまたは切り替わり(ﾄｸﾞﾙ)の割り込みが選択された場合、1ｸﾛｯｸ周期よりも長く持続するﾊﾟﾙｽ
が割り込みを生成します。より短いﾊﾟﾙｽは割り込みの生成が保証されません。

1.3. 割り込み応答時間

許可された全てのAVR割り込みに対する割り込み実行応答は最小4/5ｸﾛｯｸ周期です。この4/5ｸﾛｯｸ周期はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶｳﾝﾀ幅に依存
します。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶｳﾝﾀ幅が2ﾊﾞｲﾄよりも大きくなければ、割り込み応答時間は最小4ｸﾛｯｸ周期で、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶｳﾝﾀ幅が2ﾊﾞｲﾄよりも大き
ければ割り込み応用時間は最小5ｸﾛｯｸ周期です。

これらの4/5ｸﾛｯｸ周期は以下を含みます。

・ ｽﾀｯｸにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶｳﾝﾀ(PC)値を押し込めるための2/3周期
・ ｽﾀｯｸ ﾎﾟｲﾝﾀを更新するための1周期
・ 全体割り込み許可(I)ﾋﾞｯﾄを解除(0)するための1周期

MCUが休止形態の時に割り込みが起きる場合、割り込み実行応答時間は5ｸﾛｯｸ周期増やされます。この増加は選択した休止動作
形態からの始動時間に加えてです。この始動時間はｸﾛｯｸ元を開始するのにかかる時間です。

1.4. 割り込み優先順

割り込みに関する優先順は割り込みﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽによって決められます。最低の割り込みﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽを持つ割り込みが最高優先権を
持ちます。故にﾘｾｯﾄが最高優先順で、INT0が後続し、その後にINT1、以下同様です。2つの割り込みが同時に起きた場合、より高い
優先権を持つ割り込みが先に処理されます。

1.5. 外部割り込み使用時に注意すべき重要な点

1. ﾃﾞﾊﾞｲｽをﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝから起こすのにﾚﾍﾞﾙ起動割り込みが使用される場合、ﾚﾍﾞﾙ割り込みを起動するために、必要とされたﾚﾍﾞﾙは
MCUが完全に起き上がるのに充分な長さを保たれなければなりません。始動時間の最後に先立ってそのﾚﾍﾞﾙが消滅した場合、
MCUは未だ起き上がりますが、割り込みが全く生成されません。

2. INT0とINT1の両方はｱｲﾄﾞﾙ動作以外の休止形態からﾃﾞﾊﾞｲｽを起こすために、ﾚﾍﾞﾙ感知割り込みに形態設定されるべきです。

3. 許可されていれば、ﾚﾍﾞﾙで起動された割り込みはﾋﾟﾝがLowに保たれている限り、割り込み要求を生成します。

4. ISCnﾋﾞｯﾄ変更時、割り込みが起き得ます。従って、EIMSKﾚｼﾞｽﾀで割り込み許可ﾋﾞｯﾄを解除(0)することによって先にINTnを禁止す
ることが推奨されます。

5. ﾌﾗｸﾞ ﾋﾞｯﾄが設定(1)されている時に割り込みを許可した瞬間に割り込みが起動されるため、割り込みを許可する前に対応する割り
込みのﾌﾗｸﾞ ﾋﾞｯﾄを解除(0)することが推奨されます。

6. 許可されていれば、例えﾋﾟﾝが出力として形態設定されていても割り込みは起動されます。これはｿﾌﾄｳｪｱ割り込みを生成する方法
を提供します。

7. Atmel tinyAVRﾃﾞﾊﾞｲｽの殆どは割り込み元またはA/D変換器(ADC)入力ﾁｬﾈﾙのようないくつかの他の機能で多重化されたﾘｾｯﾄ 
ﾋﾟﾝを持ちます。(ﾘｾｯﾄ ﾋﾟﾝと多重化された)割り込みﾋﾟﾝを使用するには、RSTDISBL(ﾘｾｯﾄ禁止)ﾋｭｰｽﾞがﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)されなければな
らず、さもなければ、割り込みﾋﾟﾝがLowになる時に必ずﾃﾞﾊﾞｲｽがﾘｾｯﾄします。

一旦RSTDISBLﾋｭｰｽﾞがﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0)されると、このﾋｭｰｽﾞが非ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(1)にされるまでISPｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが機能しなくなります。従って
ISPｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを通したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞは不可能です。ﾋｭｰｽﾞを非ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(1)にするには高電圧ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞが使用されるべきです。
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8. 一旦CPUが割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)に入ると、SREGの全体割り込み許可(I)ﾋﾞｯﾄは他の全ての割り込みが禁止されるように解除(0)
されます。入れ子にされた(多重)割り込みを使用するためには、CPUがISRに入った時にｿﾌﾄｳｪｱによってIﾋﾞｯﾄが設定(1)されなけ
ればなりません。

2. 始める前に
本章はAtmel tinyAVR®ﾃﾞﾊﾞｲｽでの外部割り込みの開始に際してと、動か
すための基本的な段階を軽く片付けます。下で与えられる課題はAtmel
のSTK600で利用可能はｽｨｯﾁとLEDを単純に使用します。STK600を使用
せずに、これらの課題は右図で示されるようにｽｨｯﾁとLEDの回路を直接
ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝに接続することによって確認することができます。

最初の3つの課題が割り込みの使用を実演するために割り込み処理ﾙｰﾁ
ﾝ(ISR)の内側で幾許かの遅延繰り返しを使用することに注意されるべきで
す。一般的にISRの内側で遅延ﾙｰﾁﾝを使用することは決して推奨されま
せん。

ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝから

10K

VTG VTG

150

図2-1. 基本的なLEDとｽｨｯﾁの回路

10K

150

VTG

ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝへ

SWn
BC847W

2.1. 課題1 : 基本的な外部割り込みの使い方

課題 : それらの各々の割り込み処理ﾙｰﾁﾝで各々に対して1つのLEDを点灯するようにINT0割り込みとPCINT0ﾋﾟﾝ変化割り込みを許
可してください。

1. ﾎﾟｰﾄCを出力として形態設定してください。割り込み元としてSTK600内のｽｨｯﾁを使うように、ﾎﾟｰﾄB(PCINT0用)とﾎﾟｰﾄD(INT0用)上
のﾌﾟﾙｱｯﾌﾟを許可してください。

2. INT0を上昇端感知に形態設定してください。INT0とPCINT0の割り込みを許可して全体割り込み許可ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。

3. INT0の割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)の内側で、LED0をONにし、その後に幾許かの遅延後にLED0をOFFにしてください。同様にINT1
に対して、間での幾許かの遅延でLED1をONとOFFに切り換えてください。

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成設定:

1. 10芯ﾘﾎﾞﾝ ｹｰﾌﾞﾙを使用してSTK600上でPORTCﾍｯﾀﾞをLEDﾍｯﾀﾞに接続してください。

2. SW0とPD2間に1つ、SW1とPB0間に別の1つで2つの線を接続してください。

STK600を使用しない場合、図2-1.で示されるように2つのLED回路をPC0の1つとPC1の別の1つに、2つのｽｨｯﾁ回路をPD2の1つと
PB0の別の1つに接続してください。

例のｺｰﾄﾞが走行している間にSW0が押されると、ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟのためにSW0が開放された時にINT0割り込みが起動されてLED0が一度点
滅します。SW1ｽｨｯﾁが押されると、PCINT0割り込みが起動されてLED1が一度点滅し、SW1が開放されると、PCINT0割り込みが再び
もう一度起動されてLED1が再び一度点滅します。従ってSW1上の単一のｽｨｯﾁ活動(押下と開放)はLED1上で2回の点滅を生成しま
す。

2.2. 課題2 : 入れ子にされた(多重)外部割り込みの使い方

言及されたように、一旦CPUが割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)に入ると、SREGの全体割り込み許可(I)ﾋﾞｯﾄが解除(0)され、故に他の全ての
割り込みが禁止されます。入れ子にされた(多重)割り込みを使用するために、CPUがISRに入った時にｿﾌﾄｳｪｱによってIﾋﾞｯﾄが設定
(1)されなければなりません。

課題 : INT0とINT1の割り込みを許可してください。INT0のISR内で、CPUがINT0のISRの内側の間にINT1割り込みが感知されて
(INT1のISRに飛ぶことによって)実行されるようにIﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。

1. LED0とLED1をONに切り換えるために各々ﾎﾟｰﾄBのPB0とﾎﾟｰﾄCのPC0を出力として形態設定してください。割り込み元としてATM 
ELのSTK600内のｽｨｯﾁを使用するために、(PD2とPD3が各々INT0とINT1なので)ﾎﾟｰﾄDでﾌﾟﾙｱｯﾌﾟを許可してください。

2. INT0とINT1を上昇端感知に形態設定してください。INT0とINT1の割り込みを許可して全体割り込み許可ﾋﾞｯﾄを設定(1)してくださ
い。

3. INT0のISRの内側で、(sei()命令を使用して)Iﾋﾞｯﾄを設定(1)してLED0をONにし、その後に幾許かの遅延の後でLED0をOFFにして
ください。同様にINT1に対して、間での幾許かの遅延でLED1をONとOFFに切り換えてください。

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成設定:

1. STK600上で、線を使用してPB0をLED0に、PC0をLED1に接続してください。

2. SW0とPD2間に1つ(INT0用)、SW1とPD3間に別の1つ(INT1用)で2つの線を接続してください。

STK600を使用しない場合、図2-1.で示されるように2つのLED回路をPB0の1つとPC0の別の1つに、2つのｽｨｯﾁ回路をPD2の1つと
PD3の別の1つに接続してください。
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例のｺｰﾄﾞが走行している間にSW0が押されると、ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟのためにSW0が開放された時にだけINT0割り込みが起動されてLED0が或
る時間の間点滅します。LED0が光り輝いている間の時間中、SW1上でのｽｨｯﾁ活動がINT1を起動し、従ってLED1は瞬間点滅して
OFFになります。これはINT0のISRの内側でIﾋﾞｯﾄが設定(1)され、故に他の全ての割り込みが活性にされるためです。従って例えCPU
がINT0ﾙｰﾁﾝの内側の時でも、INT1割り込みを感知してINT1のISRに飛んでそのﾙｰﾁﾝを実行し、その後にINT0のISRに飛び戻りま
す。

INT0のISRで'sei()'行を注釈にし、出力を観察してください。

2.3. 課題3 : ﾋﾟﾝでの信号変化に基づく外部割り込み

先に言及したように、一旦割り込みが許可されると、例え対応するﾋﾟﾝが出力として形態設置されても、それは起動されます。

課題 : 比較一致で切り換えるOC1Aﾋﾟﾝ(出力として形態設定されるPB1ﾋﾟﾝ、またPCINT1ﾋﾟﾝでもあります)とのCTC動作形態で16ﾋﾞｯﾄ
のﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ1を許可してください。ﾎﾟｰﾄCに接続されたLED0をONとOFFに切り換えるﾙｰﾁﾝを含む割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)
と共にPCINT1割り込みを許可してください。許可されている間にPCINT７～0のﾋﾟﾝが交互切り替えされる場合にPCI0のﾋﾟﾝ変
化割り込みが起動します。

1. LED0を駆動するためにﾎﾟｰﾄCのPC0をを出力として形態設定してください。

2. PCINT1ﾋﾟﾝ変化割り込みを許可してください。また全体割り込み許可ﾋﾞｯﾄも設定(1)してください。

3. 比較一致で切り換えるOC1Aﾋﾟﾝとの(TOPとしてOCR1Aの)CTC動作形態でﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ1を形態設定してください。同じ値をOCR1 
Aに設定してください。

4. OC1Aﾋﾟﾝ(PCINT1ﾋﾟﾝ/PB1ﾋﾟﾝ)を出力として形態設定して何かの前置分周値(例のｺｰﾄﾞでは64分周)でﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀを開始してくだ
さい。

5. ISR内でﾎﾟｰﾄCのPC0に接続されたLED0をONにし、幾許かの遅延後にLED0をOFFにしてください。

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成設定:

1. PC0ﾋﾟﾝとLED0間に線を接続してください。

2. OC1A出力を見るためにPB1ﾋﾟﾝとLED1間に線を接続してください。

STK600を使用しない場合、図2-1.で示されるように2つのLED回路をPC0の1つとPB1の別の1つに接続してください。

例のｺｰﾄﾞが走行している時に計時器の活動のために(OC1Aﾋﾟﾝに接続された)LED1が切り換ります。LED1が(LowからHighへの遷移
である上昇端を意味する)OFFに切り換る、または(HighからLowへの遷移である下降端を意味する)ONに切り換る時は必ずPCINT1
が起動され、従ってLED0が一度点滅します。

2.4. 課題4 : ﾃﾞﾊﾞｲｽ起き上がりのための外部割り込み

課題 : INT0を許可してﾃﾞﾊﾞｲｽを休止動作形態にしてください。ﾃﾞﾊﾞｲｽを起こすのにINT0を使用し、ﾃﾞﾊﾞｲｽが活動動作形態であるこ
とを示すためにLED0をONに切り換えてください。

1. LED0を駆動するためにﾎﾟｰﾄBのPB0を出力として形態設定してください。

2. SW0とSW1のｽｨｯﾁを接続するためにﾎﾟｰﾄCのPC0とﾎﾟｰﾄDのPD2で各々ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟを許可してください。

3. (ﾎﾟｰﾄDのPD2の)INT0をﾚﾍﾞﾙ感知に形態設定してINT0を許可してください。また全体割り込み許可ﾋﾞｯﾄも設定(1)してください。

4. 休止動作形態をﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作に設定してLED0をONに切り換えてください。

5. SW0ｽｨｯﾁが押されるまで待ってください。一旦それが押されると、(ﾃﾞﾊﾞｲｽが休止動作形態に入ったことを示すために)LED0をOFF
に切り換えて休止動作形態に移行してください。

6. (起き上がり後の)ISRの内側で、ﾃﾞﾊﾞｲｽが今や活動動作形態であることを示すためにLED0をONに切り換えてください。段階5.と6.
を繰り返してください。

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成設定:

1. PB0ﾋﾟﾝとLED0間に線を接続してください。

2. PC0ﾋﾟﾝとSW0間に線を接続してください(この接続はﾃﾞﾊﾞｲｽを休止動作形態へ移行させるためです)。

3. PD2ﾋﾟﾝとSW1間に線を接続してください(INT0外部割り込み接続)。

STK600を使用しない場合、図2-1.で示されるように1つのLED回路をPB0で、2つのｽｨｯﾁ回路をPC0の1つとPD2の別の1つに接続し
てください。

例のｺｰﾄﾞを実行することにより、LED0がONに切り換ります。一旦SW0が押されると、LED0がOFFに切り換ってﾃﾞﾊﾞｲｽが休止動作形
態へ移行します。今やSW1上のｽｨｯﾁ活動がﾃﾞﾊﾞｲｽを起こしてLED0をONに切り換えます。
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3. ﾄﾞﾗｲﾊﾞ実装
例のｺｰﾄﾞはAtmel START(開始)用に書かれています。これはAtmel Studio 7とIAR™ IDEの両方用のAtmel STARTの入り口の”BRO 
WSE EXAMPLES(例閲覧)”からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることができます。ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした.atzipﾌｧｲﾙをﾀﾞﾌﾞﾙ ｸﾘｯｸしてください。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄがAtmel 
Studio 7にｲﾝﾎﾟｰﾄされるでしょう。

IARでﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをｲﾝﾎﾟｰﾄするには、”Atmel START in IAR(IARでのAtmel開始)”を参照し、Atmel Start Outpu in External Tools⇒
IARを選んでください。

注: この外部割り込みﾄﾞﾗｲﾊﾞは高性能ｺｰﾄﾞでの使用のために意図されていません。これは外部割り込みとで開始させるためのﾗｲﾌﾞﾗ
ﾘとして設計されています。

例のｺｰﾄﾞは以下を含みます。

・ ATtiny88での基本的な外部割り込みの使い方
・ ATtiny88での入れ子にされた(多重)外部割り込みの使い方
・ ATtiny88で出力として形態設定された外部割り込みﾋﾟﾝでのｿﾌﾄｳｪｱ割り込み生成
・ ATtiny88のﾃﾞﾊﾞｲｽ起き上がり用外部割り込み

4. 改訂履歴

資料改訂 日付 注釈

8469A 2011年1月 初版資料公開

8469B 2016年9月
AVR Studio 5をAtmel Studioに改名。
1.1. 外部割込みﾍﾞｸﾀ : 表1-1. 外部割り込みﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽ表を更新。

http://start.atmel.com/static/help/index.html
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