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応用記述
AVR1304 : XMEGA DMA制御器の使い方
Atmel 8ﾋﾞｯﾄ ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
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4つの独立したDMAﾁｬﾈﾙ
柔軟なﾁｬﾈﾙ優先権選択
3つのｱﾄﾞﾚｽ指定動作種別: 静止、増加、減少
転送元及び転送先ｱﾄﾞﾚｽの再設定能力
単発または繰り返し塊転送
継続転送に対する2重緩衝(連結緩衝部)
緩衝部空または異常での割り込み
大きな塊容量
ﾄﾞﾗｲﾊﾞのｿｰｽ ｺｰﾄﾞ内包

序説
XMEGA®の直接ﾒﾓﾘ入出力制御器(DMAC)は最小のCPU介在でﾒﾓﾘと周辺機能間のﾃﾞｰﾀ転
送を行う、高い柔軟性の4ﾁｬﾈﾙのDMA制御器能力です。CPUが低電力休止形態で時を過ご
している、または別の作業を実行している一方で、XMEGAのDMACは1つの領域から別の領
域へのﾃﾞｰﾀの複写を単に処理することによってCPUを楽にします。
柔軟なﾁｬﾈﾙ優先権選択、多数のｱﾄﾞﾚｽ指定動作種別、2重緩衝能力、大きな塊容量はXMEG
AのDMACを、信号処理や工業制御のようなﾃﾞｰﾀ志向応用の全てに対する強力な部署にしま
す。
本応用記述は素早い準備と行動のための例と共にXMEGAのDMACの基本的な機能を記述し
ます。その上、Cで書かれたﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが含まれています。
図1. DMA制御器の状態例
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1. 部署概要
本項はDMACの基本的な機能と形成任意選択の概要を提供します。そして2.章がﾚｼﾞｽﾀ内容と形成詳細とで準備と実行のための基
本段階を簡単に片付けます。

1.1. DMAﾁｬﾈﾙ
共通ﾚｼﾞｽﾀに加え、DMACは制御と状態のﾚｼﾞｽﾀの独立した組を持つ4つの独立したﾁｬﾈﾙを持っています。各ﾁｬﾈﾙは転送元と転
送先のｱﾄﾞﾚｽ、ﾊﾞｲﾄ数と状態での1つのDMA(転送)処理に対する必要な制御と状態の情報を保持しています。処理終了時、ﾁｬﾈﾙは
未使用のままか、または別の処理用に再形成設定されるか、または直前の処理を繰り返すように起動されるかのどれかにできます。
DMA処理は以降の1.4.項でもっと詳細に網羅されます。

1.2. ﾃﾞｰﾀ転送
動作を参照する関係に於ける「ﾃﾞｰﾀ転送」の概念はDMACのﾁｬﾈﾙが集中転送で転送元から転送先ｱﾄﾞﾚｽへ1,2,4,または8つのﾊﾞｲﾄ
を複写することです。
ﾁｬﾈﾙが一度に2,4,または8ﾊﾞｲﾄに形成設定されているとき、一旦DMACがﾊﾞｽを獲得すると、制御器は各々2,4,または8ﾊﾞｲﾄ転送の
期間中、ﾊﾞｽを保持します。
複数ﾊﾞｲﾄ集中(転送)は、複数ﾊﾞｲﾄ一時ﾚｼﾞｽﾀ内のﾃﾞｰﾀ不正を引き起こし得る、CPUまたは別のDMAﾁｬﾈﾙの複数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀ ｱｸｾｽ
の危険なしの、例えばADCからの複数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀ ﾃﾞｰﾀ転送に有用です。
転送動作種別は各ﾁｬﾈﾙの制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)でのﾁｬﾈﾙ転送種別(BURSTLEN)ﾋﾞｯﾄ領域の集中転送長設定で形成設定されま
す。
1.4.項の図1-1.はﾃﾞｰﾀ転送と集中動作を図解します。

1.3. 塊転送と繰り返し動作
この文脈での「塊転送」の概念は塊容量によって与えられたﾊﾞｲﾄ数を転送することを必要とする、全てのﾃﾞｰﾀ転送を実行する動作を
参照します。塊容量はﾁｬﾈﾙの16ﾋﾞｯﾄ塊転送数ﾚｼﾞｽﾀ(TRFCNT)で形成設定され、そしてそれは64Kﾊﾞｲﾄまでの塊容量を許します。
値0は64Kﾊﾞｲﾄを意味します。
ﾊﾞｲﾄ容量は集中動作ﾊﾞｲﾄ数の倍数である必要はなく、ﾃﾞｰﾀ転送は塊の全ﾊﾞｲﾄが終了された時に停止します。例えば、10ﾊﾞｲﾄの塊
容量での4ﾊﾞｲﾄ集中動作使用は2つの完全な(集中)ﾃﾞｰﾀ転送と1つの最終2ﾊﾞｲﾄ ﾃﾞｰﾀ転送の結果になります。
64Kを越える転送ﾊﾞｲﾄ数に拡張するのに、繰り返し回数が塊転送実行回数に使用できます。転送される総ﾊﾞｲﾄ数は塊転送の繰り返
し回数に等しくなります。繰り返し動作はﾁｬﾈﾙの制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の繰り返し動作(REPEAT)ﾋﾞｯﾄで許可されます。繰り返し数そ
れ自身はﾁｬﾈﾙの繰り返し数ﾚｼﾞｽﾀ(REPCNT)に配置されます。この8ﾋﾞｯﾄ繰り返し計数器とで、DMACはCPUのどんな介在もなしに
16Mﾊﾞｲﾄの転送能力になります。
繰り返し動作を許可して繰り返し数を0に設定することによって無制限の繰り返し数を達成できることに注目してください。
1.4.項の図1-1.はﾃﾞｰﾀ転送とDMA処理に関連する塊転送を図解します。

1.4. DMA単位処理 (DMA Transaction)
この文脈での「DMA(単位)処理」の概念はﾃﾞｰﾀ転送と繰り返し塊転送の全てでの動作全体を参照します。DMA処理はﾁｬﾈﾙ準備後
の最初のDMA要求で始まり、全ての塊転送が終了されて繰り返し計数器が0の時に終わります。
図1-1.はﾃﾞｰﾀ転送、塊転送、DMA(単位)処理間の関連を示します。
図1-1. ﾃﾞｰﾀ転送、塊転送、DMA単位処理
塊容量=12ﾊﾞｲﾄ
4ﾊﾞｲﾄ集中動作

繰り返し数=2

ﾃﾞｰﾀ(集中)転送

塊転送
DMA(単位)処理
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1.5. ｱﾄﾞﾚｽ指定動作種別
既定での転送元と転送先のｱﾄﾞﾚｽは全ての転送間で固定化されていて、それはﾁｬﾈﾙに対する各ﾃﾞｰﾀ転送が同じﾒﾓﾘ位置でﾃﾞｰﾀ
を複写することを意味します。これは例えば1つの周辺機能から別の周辺機能へのﾃﾞｰﾀ配管化に有用です。集中(転送)長が各ﾃﾞｰﾀ
転送間で複写するﾊﾞｲﾄ数を決めますが、転送元と転送先のｱﾄﾞﾚｽが各ｱｸｾｽに対して未だ固定化されています。例えば、4ﾊﾞｲﾄ集中
動作は各ﾃﾞｰﾀ転送の間に同じﾊﾞｲﾄを4回複写するでしょう。
ﾃﾞｰﾀが配列内に格納されるべき応用については、各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に転送先ｱﾄﾞﾚｽを増加(+1)または減少(-1)にDMACを形成設定で
きます。同様に、ﾃﾞｰﾀを配列から取って来るべきとき、各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に転送元ｱﾄﾞﾚｽを増加(+1)または減少(-1)にDMACを形成設
定できます。最後に、1つの配列から別の配列にﾃﾞｰﾀを複写するのに対して、転送元と転送先のｱﾄﾞﾚｽは各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に増加(+1)
または減少(-1)にできます。
ｱﾄﾞﾚｽ指定動作種別は各ﾁｬﾈﾙのｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送元及び転送先のｱﾄﾞﾚｽ動作種別(SRCDIRとDESTDIR)ﾋﾞｯﾄ
領域で形成設定されます。
図1-2. ｱﾄﾞﾚｽ指定動作種別の例
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1.6. ｱﾄﾞﾚｽ再設定
ｱﾄﾞﾚｽの増加若しくは減少が使用されるとき、既定の動きは各ｱｸｾｽ後にｱﾄﾞﾚｽを更新することです。けれども、多くの応用は或る点で
配列を始めるために転送元または転送先のﾎﾟｲﾝﾀをﾘｾｯﾄするでしょう。DMA処理の間、元の転送元と転送先のｱﾄﾞﾚｽがDMACによっ
て格納され、そのｱﾄﾞﾚｽは次の時点で再設定するように独立して形成設定することができます。
● 各ﾃﾞｰﾀ(集中)転送の最後
● 各塊転送の最後
● (単位)処理の最後
● 再設定なし
例えば、ﾃﾞｰﾀ転送後の再設定はXMEGAのADCの4つ結果全てを読んで配列内に書く繰り返しに8ﾊﾞｲﾄ集中動作と共に使用するこ
とができます。8ﾊﾞｲﾄ集中動作は4つ全てのADCの結果がその間のCPUｱｸｾｽなしで読み、そしてﾃﾞｰﾀ(集中)転送後に転送元ｱﾄﾞﾚｽ
の再設定位置が転送元ﾎﾟｲﾝﾀをADC結果ﾚｼﾞｽﾀの先頭に戻すことを保証します。
集中転送後の再設定使用で且つ総ﾊﾞｲﾄ数が集中(ﾊﾞｲﾄ)量の倍数でないとき、総ﾊﾞｲﾄ数に達した時に最後の集中転送が停止して再
設定が起きます。例えば、17ﾊﾞｲﾄの塊での4ﾊﾞｲﾄ集中(転送)使用は第4,8,16,と17ﾊﾞｲﾄ後に再設定が起きます。
ｱﾄﾞﾚｽ再設定は各ﾁｬﾈﾙのｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送元と転送先のｱﾄﾞﾚｽ再設定(SRCRELOADとRESTRELOAD)ﾋﾞｯﾄ領
域で形成設定されます。

1.7. 転送起動と単発動作
利用可能な起動元はﾃﾞﾊﾞｲｽ間で変わり、使用者はDMA転送起動元の完全な一覧に関して、各ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄを調べるべきで
す。
外部転送起動に加えて、ﾁｬﾈﾙの制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の転送要求(TRFREQ)ﾋﾞｯﾄを設定(1)することによって、ﾁｬﾈﾙに対する転送
の手動起動が可能です。
既定での転送起動は塊転送動作を開始します。転送処理は1つの塊が転送されるまで継続します。塊が転送されると、ﾁｬﾈﾙは次の
起動の到着を待ちます。
いくつかの応用に関して、毎回の起動に対して1つの完全な塊転送の終了が望まれないかもしれません。ﾁｬﾈﾙの制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTR
LA)の単発(SINGLE)ﾋﾞｯﾄの設定(1)によって、各起動は塊転送に代わって1つのﾃﾞｰﾀ(集中)転送を完了します。ﾁｬﾈﾙの設定と動作
種別の残り部分は単発動作の許可によって影響を及ぼされません。
単発動作はｱﾄﾞﾚｽが各ﾃﾞｰﾀ(集中)転送後に再設定される、複数ﾊﾞｲﾄ周辺機能ﾚｼﾞｽﾀのｱｸｾｽと共に度々使用されます。2.3.項の例を
ご覧ください。

1.8. 割り込み処理
各DMAﾁｬﾈﾙは次の事象後に割り込みを要求する形成設定にできます。
● 転送完了
● 転送異常
既定での転送完了割り込みは各塊転送後に要求されます。繰り返し動作が許可されていると、割り込みは全ての塊転送が完了され
て繰り返し計数器が0に達するまで要求されません。無制限繰り返しの特殊な場合については、毎回の塊転送後に割り込みが要求さ
れます。
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転送異常割り込みはいくつかの理由に関して転送操作が中止された場合に要求されます。これは例えば転送処理が未だ進行中の
間にﾁｬﾈﾙまたはDMAC部署全体が禁止された場合に起きます。EEPROM空間への書き込みの試みや、CPUが何れかの休止形態
の場合のEEPROM空間への読み込みの試みによっても転送が中止されます。
注: この2つの割り込みが1つの共通の割り込みﾍﾞｸﾀ(DMAﾁｬﾈﾙ当たり1つのﾍﾞｸﾀ)を共用します。従って、割り込み処理はﾌﾗｸﾞを調
べて適切な動作を行い、そして手動でﾌﾗｸﾞを解除(0)しなければなりません。

1.9. 複数ﾊﾞｲﾄのDMACﾚｼﾞｽﾀのｱｸｾｽ
DMAC部署内の多数のﾚｼﾞｽﾀが2または3ﾊﾞｲﾄのﾚｼﾞｽﾀです。複数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀの全ﾊﾞｲﾄが同時に読み書きされるのを保証するため、
常に最下位ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀを最初に読み書きしてください。
読み込み操作の間、最初のﾊﾞｲﾄが読まれる時にﾚｼﾞｽﾀ全体がﾗｯﾁされ、次となる1または2ﾊﾞｲﾄはそれらが読まれるまで一時位置に
格納されます。
書き込み操作の間、先の1または2ﾊﾞｲﾄは最後のﾊﾞｲﾄが書かれるまで一時位置に格納され、最後のﾊﾞｲﾄがﾚｼﾞｽﾀ全体に対する書き
込み操作を起動します。
一時記憶ﾚｼﾞｽﾀがDMAC部署内の全ての複数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀに対して共用されることに注意することが重要です。従って他の複数ﾊﾞｲﾄ
ﾚｼﾞｽﾀのｱｸｾｽ前にそのようなﾚｼﾞｽﾀに対する読み書き操作を完了しなければならず、さもなければﾃﾞｰﾀが不正になるでしょう。ﾏﾙﾁﾀ
ｽｸの応用または割り込み処理からDMACをｱｸｾｽする応用について、使用者はDMAC部署の複数ﾊﾞｲﾄ ﾚｼﾞｽﾀへの相互排他ｱｸｾｽを
保証するｿﾌﾄｳｪｱ構造を実装しなければなりません。
問題のﾚｼﾞｽﾀは以下です。
● 塊転送数
● 転送元ｱﾄﾞﾚｽ
● 転送先ｱﾄﾞﾚｽ

2. 開始に際して
本項は簡単な転送と各種動作種別での実験とでの準備と実行に対する基本段階を簡単に片付けます。必要なﾚｼﾞｽﾀが関連ﾋﾞｯﾄ設
定と共に記述されます。

2.1. ﾒﾓﾘ塊複写
課題: 8ﾊﾞｲﾄ集中動作と手動転送起動でDMAﾁｬﾈﾙ0を使用して転送元配列から転送先配列へ1Kﾊﾞｲﾄ複写してください。
● 優先権に関して既定設定でDMACを許可するためにDMA制御ﾚｼﾞｽﾀ(CTRL)の許可(ENABLE)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● 8ﾊﾞｲﾄ集中動作を選択するために、ﾁｬﾈﾙ0制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の転送動作種別(BURSTLEN)ﾋﾞｯﾄ領域を$03に等しく設定してく
ださい。
● 各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に転送元ｱﾄﾞﾚｽを増加するためにﾁｬﾈﾙ0ｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送元ｱﾄﾞﾚｽ動作(SRCDIR)ﾋﾞｯﾄ領域
を$01に等しく設定してください。
● 各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に転送先ｱﾄﾞﾚｽを増加するためにﾁｬﾈﾙ0ｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送先ｱﾄﾞﾚｽ動作(DESTDIR)ﾋﾞｯﾄ領域
を$01に等しく設定してください。
● 手動起動元を選択するためにﾁｬｱﾈﾙ0起動元ﾚｼﾞｽﾀ(TRIGSRC)を$00に等しく設定してください。
● 塊容量を1Kﾊﾞｲﾄに設定するためにﾁｬﾈﾙ0塊転送数ﾚｼﾞｽﾀ(TRFCNT)を$0400に等しく設定してください。
● 転送元配列の始めを指示するようにﾁｬﾈﾙ0転送元ｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SRCADDR)を設定してください。
● 転送先配列の始めを指示するようにﾁｬﾈﾙ0転送先ｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ(DESTADDR)を設定してください。
● DMAﾁｬﾈﾙ0を許可するためにﾁｬﾈﾙ0制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)のﾁｬﾈﾙ許可(CHEN)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● 転送処理を開始するためにﾁｬﾈﾙ0制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の転送要求(TRFREQ)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● 処理完了を示す、転送割り込み状態ﾚｼﾞｽﾀ(INTFLAGS)でﾁｬﾈﾙ0に対する転送完了割り込み要求ﾌﾗｸﾞ(CH0TRNFIF)の設定(1)を
待ってください。その後の論理1書き込みによって、このﾌﾗｸﾞを解除(0)してください。

2.2. SRAM配列から周辺機能への単一ﾊﾞｲﾄ ﾃﾞｰﾀ複写
課題: ｻｲｸﾙ ｽﾁｰﾙ(1ﾊﾞｲﾄ集中)動作で毎回のﾊﾞｲﾄに対する手動転送起動でDMAﾁｬﾈﾙ2を使用して配列から周辺機能I/Oﾚｼﾞｽﾀへ
2Kﾊﾞｲﾄを複写してください。
● 優先権に関して既定設定でDMACを許可するためにDMA制御ﾚｼﾞｽﾀ(CTRL)の許可(ENABLE)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● 単発動作を選択するためにﾁｬﾈﾙ2制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の単発(SINGLE)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● ｻｲｸﾙ ｽﾁｰﾙ(1ﾊﾞｲﾄ集中)動作を選択するためにﾁｬﾈﾙ2制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の転送動作種別(BURSTLEN)ﾋﾞｯﾄ領域を$00に等し
く設定してください。
● 各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に転送元ｱﾄﾞﾚｽを増加するためにﾁｬﾈﾙ2ｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送元ｱﾄﾞﾚｽ動作(SRCDIR)ﾋﾞｯﾄ領域
を$01に等しく設定してください。
● 各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ間で転送先ｱﾄﾞﾚｽをそのままにするためにﾁｬﾈﾙ2ｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送先ｱﾄﾞﾚｽ動作(DESTDIR)ﾋﾞｯ
ﾄ領域を$00に等しく設定してください。
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手動起動元を選択するためにﾁｬﾈﾙ2の起動元ﾚｼﾞｽﾀ (TRIGSRC)を$00に等しく設定してください。
塊容量を2Kﾊﾞｲﾄに設定するためにﾁｬﾈﾙ2の塊転送数ﾚｼﾞｽﾀ(TRFCNT)を$0800に等しく設定してください。
● 転送元配列の始めを指示するようにﾁｬﾈﾙ2転送元ｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SRCADDR)を設定してください。
● 周辺機能のI/Oﾚｼﾞｽﾀを指示するようにﾁｬﾈﾙ2転送先ｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ(DESTADDR)を設定してください。
● DMAﾁｬﾈﾙ2を許可するためにﾁｬﾈﾙ2制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)のﾁｬﾈﾙ許可(CHEN)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● 配列から周辺機能へ1ﾊﾞｲﾄを転送するためにﾁｬﾈﾙ2制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の転送要求(TRFREQ)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。処理
完了を示す、転送割り込み状態ﾚｼﾞｽﾀ(INTFLAGS)でﾁｬﾈﾙ2に対する転送完了割り込み要求ﾌﾗｸﾞ(CH2TRNFIF)が設定(1)される
まで繰り返してください。その後の論理1書き込みによって、このﾌﾗｸﾞを解除(0)してください。
●
●

2.3. 周辺機能からの4ﾊﾞｲﾄの結果をSRAM配列に複写
課題: 4ﾊﾞｲﾄ集中動作で周辺機能による転送起動でDMAﾁｬﾈﾙ1を使用して周辺機能の4ﾊﾞｲﾄ結果ﾚｼﾞｽﾀから配列へ4Kﾊﾞｲﾄを複写
してください。
● 優先権に関して既定設定でDMACを許可するためにDMA制御ﾚｼﾞｽﾀ(CTRL)の許可(ENABLE)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● 単発動作を選択するためにﾁｬﾈﾙ1制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の単発(SINGLE)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
● 4ﾊﾞｲﾄ集中動作を選択するためにﾁｬﾈﾙ1制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)の転送動作種別(BURSTLEN)ﾋﾞｯﾄ領域を$02に等しく設定してくだ
さい。
● 各4ﾊﾞｲﾄ ﾃﾞｰﾀ転送後に転送元ｱﾄﾞﾚｽを再設定するためにﾁｬﾈﾙ1ｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送元ｱﾄﾞﾚｽ再設定(SRCREL
OAD)ﾋﾞｯﾄ領域を$02に等しく設定してください。
● 各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に転送元ｱﾄﾞﾚｽを増加するためにﾁｬﾈﾙ1ｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送元ｱﾄﾞﾚｽ動作(SRCDIR)ﾋﾞｯﾄ領域
を$01に等しく設定してください。
●

●
●
●
●
●
●

各ﾊﾞｲﾄ ｱｸｾｽ後に転送先ｱﾄﾞﾚｽを増加するためにﾁｬﾈﾙ1ｱﾄﾞﾚｽ制御ﾚｼﾞｽﾀ(ADDRCTRL)の転送先ｱﾄﾞﾚｽ動作(DESTDIR)ﾋﾞｯﾄ領域
を$01に等しく設定してください。
周辺機能からの起動元に適合するようにﾁｬﾈﾙ1起動元ﾚｼﾞｽﾀ(TRIGSRC)を設定してください。
塊容量を4Kﾊﾞｲﾄに設定するためにﾁｬﾈﾙ1塊転送数ﾚｼﾞｽﾀ(TRFCNT)を$1000に等しく設定してください。
周辺機能の結果ﾚｼﾞｽﾀの先頭を指示するようにﾁｬﾈﾙ1転送元ｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ(SRCADDR)を設定してください。
転送先配列の始めを指示するようにﾁｬﾈﾙ1転送先ｱﾄﾞﾚｽ ﾚｼﾞｽﾀ(DESTADDR)を設定してください。
DMAﾁｬﾈﾙ1を許可するためにﾁｬﾈﾙ1制御ﾚｼﾞｽﾀA(CTRLA)のﾁｬﾈﾙ許可(CHEN)ﾋﾞｯﾄを設定(1)してください。
処理完了を示す、転送割り込み状態ﾚｼﾞｽﾀ(INTFLAGS)でﾁｬﾈﾙ1に対する転送完了割り込み要求ﾌﾗｸﾞ(CH1TRNFIF)の設定(1)を
待ってください。その後の論理1書き込みによって、このﾌﾗｸﾞを解除(0)してください。

3. 高度な機能
本項はDMACでの可能性ともっと高度な機能を導入します。

3.1. 2重緩衝
継続的な転送を許すため、1つ目(のﾁｬﾈﾙ)が完了する時に2つ目(のﾁｬﾈﾙ)が転送を開始するように、2つのﾁｬﾈﾙを内部結合するこ
とができます。これは2つ目のﾁｬﾈﾙが働いている間に1つ目のﾁｬﾈﾙによって転送されたﾃﾞｰﾀを処理して、新鮮なﾃﾞｰﾀ緩衝部を用意
して再びﾁｬﾈﾙ ﾚｼﾞｽﾀを設定するための時間を応用に許します。これは「2重緩衝」または「連結転送」として参照されます。
ﾁｬﾈﾙ対に対して2重緩衝が許可されるとき、2つのﾁｬﾈﾙが同じ繰り返し数で形成設定されることが重要です。塊容量が等しい必要
はありませんが、殆どの応用に関してはﾁｬﾈﾙの操作動作設定の残りと共にそれらが(同じで)あるべきです。
2重緩衝されるﾁｬﾈﾙ対が1つ目の対としてﾁｬﾈﾙ0と1、2つ目の対としてﾁｬﾈﾙ2と3に制限されることに注意してください。けれども、1つ
の対が2重緩衝動作で、一方その他が未使用または独立して動作することは可能です。

3.2. ﾁｬﾈﾙ優先権
DMACがﾊﾞｽを獲得する時に複数のﾁｬﾈﾙが保留中の転送処理を持っている場合、正しい動作を保証するために或る種の優先権の
仕組みが使用されなければなりません。
XMEGAのDMACは次の優先権の仕組みを提供します。
● 全てのﾁｬﾈﾙに対するﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ計画
● ﾁｬﾈﾙ0最高と残りに対するﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ
● ﾁｬﾈﾙ0最高、次にﾁｬﾈﾙ1、最後に残りに対するﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ
● ﾁｬﾈﾙ0が最高優先権を持つ全ﾁｬﾈﾙ優先権付け
ﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ計画を持つﾁｬﾈﾙに対しては、DMACがﾃﾞｰﾀ ﾊﾞｽを獲得する時毎にﾁｬﾈﾙがそれらのﾃﾞｰﾀ転送(の優先順)を交換します。
固定優先権のﾁｬﾈﾙは常にﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ計画のﾁｬﾈﾙの前に保留中のﾃﾞｰﾀ転送を完了するようになります。けれども、一旦別のﾁｬﾈﾙ
が開始されるとﾃﾞｰﾀ転送が割り込むことはできません。DMACがﾊﾞｽを獲得する時毎に何れかのﾁｬﾈﾙに対する1つのﾃﾞｰﾀ転送だけ
が許され、これは各ﾁｬﾈﾙに対して1つのﾃﾞｰﾀ転送ではありません。
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DMACを激しく使用するﾀｲﾐﾝｸﾞに敏感な応用については、充分なﾀｲﾐﾝｸﾞ精度を達成するためにﾁｬﾈﾙ割り当てと優先権の仕組みの
予定を注意深く計画することが重要です。

4. ﾄﾞﾗｲﾊﾞ実装
本応用記述はCで実装された基本DMACﾄﾞﾗｲﾊﾞの一括ｿｰｽ ｺｰﾄﾞを含みます。それはIAR Embedded Workbench ®ｺﾝﾊﾟｲﾗで書かれ
ています。
DMACﾄﾞﾗｲﾊﾞが高性能ｺｰﾄﾞでの使用に対して意図されていないことに注意してください。それはDMACでの始めを得るためのﾗｲﾌﾞﾗ
ﾘとして設計されています。ﾀｲﾐﾝｸﾞとｺｰﾄﾞ量が重要な応用開発については、DMACﾚｼﾞｽﾀに直接ｱｸｾｽすべきです。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。

4.1. ﾌｧｲﾙ
一括ｿｰｽ ｺｰﾄﾞは次の3つのﾌｧｲﾙから成ります。
● dma_driver.c
: DMACﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｿｰｽ ﾌｧｲﾙ
● dma_driver.h
: DMACﾄﾞﾗｲﾊﾞ ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ
● main.c
: 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 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ関数とそれらの使用の完全な概要についてはｿｰｽ ｺｰﾄﾞの資料を参照してください。

4.2. Doxygen資料化
全てのｿｰｽ ﾌｧｲﾙは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使用してｿｰｽ 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作成するﾂｰﾙです。Doxygenについてのより多くの詳細に関してはhttp://www.doxygen.org
を訪ねてください。予めｺﾝﾊﾟｲﾙされたDoxygen資料は本応用記述に伴うｿｰｽ ｺｰﾄﾞと共に供給され、ｿｰｽ ｺｰﾄﾞ ﾌｫﾙﾀﾞのreadme.html
ﾌｧｲﾙから利用可能です。

5. 改訂履歴
資料改訂
8046A
8046B
8046C
8046D

日付
2008年2月
2009年7月
2012年10月
2013年5月

注釈
初版資料公開
各種誤り修正
新雛形
資料表題修正と改訂履歴追加
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