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AVR1305 : XMEGAの割り込みと
 設定可能な多段割り込み制御器

1. 序説
ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗはﾀｽｸ間の優先付けと或る周辺機能部署が高速に処理されるのを保証するた
めに割り込みを使用します。更に割り込みはﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの消費電力を低減するのに使用す
ることができ、それでﾃﾞﾊﾞｲｽは或る割り込みを引き起こす条件が起きるまで低電力動作です。

XMEGA®の割り込み機構と設定可能な多段割り込み制御器(PMIC)が本応用記述で記述され
ます。本応用記述はPMICがどうｱｸｾｽされ得るかを示すCｺｰﾄﾞ例も提供します。

2. 動作の理屈
殆どの(周辺機能)部署は状態ﾌﾗｸﾞまたは割り込みの実行を起動できる割り込み要求ﾌﾗｸﾞを
持っています。割り込みはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺｰﾄﾞの流れが割り込まれて、特定の割り込み処理ﾙｰﾁﾝ
(ISR) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺｰﾄﾞが実行されるべきことを部署がAVR® CPUに合図する時です。割り込みは
次の必要条件の全てに出会う場合に生成されます。

・ 割り込み要求ﾌﾗｸﾞを設定(1)する条件が全て満たされている。
・ 指定割り込みが部署内で許可されている。
・ 割り込みﾚﾍﾞﾙが割り込み制御器で許可されている。
・ 全体割り込みがCPUに対して許可されている。

割り込みの実行順序は先にそれらの割り込みﾚﾍﾞﾙによって、そしてその後にそれらの割り込み
優先権によって決められます。割り込みﾚﾍﾞﾙはそれらが源を発する部署内の割り込みに対し
て個別に指定され、一方割り込み優先権はそれらの固定の割り込みﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽによって決め
られます。代わりに、低ﾚﾍﾞﾙ割り込みに対する割り込み優先権は割り込み制御器によって制御
されるﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝの仕組みに基くことができます。

遮蔽不可割り込み(NMI)は禁止することができない特別な割り込みで、ｼｽﾃﾑの重要な割り込
みに関して使用されます。NMIはｸﾘｽﾀﾙ用発振器の停止のような重要な不具合に対して使用
されます。

2.1. 割り込みﾚﾍﾞﾙ - 部署割り込み許可

周辺機能部署が割り込みの使用を必要とするとき、対応する割り込みの割り込みﾚﾍﾞﾙを"OF 
F"以外の何かに設定します。割り込みは、低、中、高の3つのﾚﾍﾞﾙの1つを生じることができま
す。割り込みのﾚﾍﾞﾙと許可を制御するﾋﾞｯﾄは代表的にINTCTRLﾚｼﾞｽﾀに配置されています。

複数の割り込みﾚﾍﾞﾙを持つとき、与えられたﾚﾍﾞﾙでの割り込み実行時に、より高いﾚﾍﾞﾙの割り
込みによって割り込むことができると理解すべきです。これは低割り込みﾚﾍﾞﾙの割り込みが中
または高ﾚﾍﾞﾙの割り込みによって割り込まれ得ることを意味します。明らかに、入れ子にされた
割り込みが起き得ることは、ﾌｧｰﾑｳｪｱによって必要とされるｽﾀｯｸの深さを査定する時にこれを
考慮に入れるべきです。

また、8ﾋﾞｯﾄより多いﾚｼﾞｽﾀと変数へのｱｸｾｽの保護も考慮しなければなりません。AVRのﾃﾞｰﾀ 
ﾊﾞｽが8ﾋﾞｯﾄ幅で複数ﾊﾞｲﾄの変数へのｱｸｾｽが1つより多くの命令実行を必要とするため、16ﾋﾞｯ
ﾄ(または32ﾋﾞｯﾄ)変数の先頭と第2ﾊﾞｲﾄ間に割り込みが起き得ます。ｺｰﾄﾞの主繰り返しで使用さ
れている16ﾋﾞｯﾄ変数が割り込みによって変更される場合、その変数が不正にされ得ます。同じ
状態は割り込みがより高いﾚﾍﾞﾙの別の割り込みによって割り込まれる場合にも適用します。こ
の不正は多くの方法で避けることができます。1つの方法は割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)によって
変更され得る変数が非分断操作でｱｸｾｽされるのを保証することです。これは変数をｱｸｾｽする
間、全体割り込みの禁止を通して達成することによって行えます。別の方法、それは16ﾋﾞｯﾄﾚｼﾞ
ｽﾀ(または、むしろ共にで16ﾋﾞｯﾄ値を表す2つの8ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀ)のｱｸｾｽ時に適用し、これらのﾚｼﾞ
ｽﾀのｱｸｾｽ時にﾊｰﾄﾞｳｪｱによって使用される一時ﾚｼﾞｽﾀで保存と復元を行うことです。この方法
は例えば16ﾋﾞｯﾄ ﾀｲﾏ ﾚｼﾞｽﾀのｱｸｾｽ時に適切となり得ます。一時ﾚｼﾞｽﾀとﾚｼﾞｽﾀへの16ﾋﾞｯﾄ ｱ
ｸｾｽについてのより多くの情報はﾃﾞｰﾀｼｰﾄで得られます。

要点
■ 3つの割り込みﾚﾍﾞﾙ
■ 低ﾚﾍﾞﾙ割り込みに対するﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ計画
■ 低ﾚﾍﾞﾙ割り込みに対する設定可能な優先権
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2.2. 遮蔽不可割り込み(NMI)

XMEGA A1ﾃﾞﾊﾞｲｽは1つのNMI元、ｸﾘｽﾀﾙ用発振器停止NMIを持っています。

ｸﾘｽﾀﾙがｼｽﾃﾑ ｸﾛｯｸとして使用される場合、ｸﾘｽﾀﾙ用発振器からのｸﾛｯｸは監視されます。いくつかの理由でｸﾘｽﾀﾙ ｸﾛｯｸが停止(例
えば、ｸﾘｽﾀﾙへの物理的な損傷のため)する場合、NMIが生成されて、ｼｽﾃﾑ ｸﾛｯｸとして内部2MHz RC発振器がそれを引き継ぎま
す。

禁止できないとの定義によるNMIなので、一旦許可されると、ｿﾌﾄｳｪｱからNMIを禁止するための機構を利用できません。NMIを禁止
する方法はMCUをﾘｾｯﾄすることだけで、それはNMIが禁止された処から初期状態に引き戻します。ｸﾘｽﾀﾙ停止検出と一般的なｸﾛｯｸ 
ｼｽﾃﾑについてのより多くの情報に関してはXMEGAのｸﾛｯｸ ｼｽﾃﾑを網羅するAVR1003応用記述を参照してください。

2.3. PMICでの割り込みﾚﾍﾞﾙ許可

各割り込みﾚﾍﾞﾙは個別に許可することができます。これは例えば上で言及した16ﾋﾞｯﾄ ﾚｼﾞｽﾀ読み込みの例のような非分断操作の場
合に望まれ得、高ﾚﾍﾞﾙ割り込みを防ぐべきではありません。低ﾚﾍﾞﾙ割り込みだけが、保護されるべき変数を書くことを考察してくださ
い。中と高のﾚﾍﾞﾙの割り込みはどうしてもこの変数に影響を及ぼさないので、これらを防ぐ理由はありません。PMICのCTRLﾚｼﾞｽﾀ内
のHILVLEN,MEDLVLEN,LOLVLENのﾋﾞｯﾄが個別ﾚﾍﾞﾙを許可します。

megaAVRTMﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗでの単一ﾚﾍﾞﾙ割り込みｼｽﾃﾑと異なり、全体割り込み(SREGのI)ﾋﾞｯﾄが割り込み移行時に解除(0)されない
ことを考慮に入れることが重要です。PMICは同じﾚﾍﾞﾙを持つ割り込みがお互いに割り込めないことを保証する機構を含みます。より
多くの情報に関してﾃﾞｰﾀｼｰﾄで得られるPMIC STATUSﾚｼﾞｽﾀの記述を参照してください。

2.4. 割り込みの全体許可

例え割り込みﾚﾍﾞﾙが部署とPMICの両方で許可されていたとしても、CPUに対して全体割り込みﾋﾞｯﾄが設定(1)されていなければ、割
り込みは実行されません。ｱｾﾝﾌﾞﾘ言語命令SEIとCLIが各々全体割り込みの許可と禁止を行います(これらの命令についてのより多く
の情報に関してはAVR命令一式を参照してください)。

C言語でのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ時、許可/禁止は代表的にｲﾝﾗｲﾝ ｱｾﾝﾌﾞﾘ言語またはｺﾝﾊﾟｲﾗ指定の固有関数を使用して行われます。これに
ついての情報を探すにはｺﾝﾊﾟｲﾗの参考指針を参照してください。

2.5. 割り込みﾍﾞｸﾀ

割り込みﾍﾞｸﾀは割り込みが起動される時に実行されるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘ内の位置(ｱﾄﾞﾚｽ)です。ﾒﾓﾘ位置は代表的に対応する割り込み処
理ﾙｰﾁﾝ(ISR)が配置されているﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘ ｱﾄﾞﾚｽへのJMP(またはRJMP)命令を保持します。個別の割り込みﾍﾞｸﾀのｱﾄﾞﾚｽはﾃﾞｰﾀ
ｼｰﾄで指定されます。

安全の予防処置として、未使用割り込みﾍﾞｸﾀを非ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのままにしないことが推奨されます。非ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾒﾓﾘは不正命令ｵﾍﾟｺｰﾄﾞ
を含み、その影響は未定義です。RETI命令で"満たされた"未使用割り込みﾍﾞｸﾀは、ISRを持たない割り込みの実行結果がより少な
い危期になることを保証するでしょう。けれども、開発中にこれを用いる場合、それは未定義割り込みが実行されている事実を隠すか
もしれません。このﾊﾞｸﾞの種類を通知することが可能なように、開発及びﾃﾞﾊﾞｯｸﾞの間、全ての未使用割り込みに対して擬似ISRの実装
を考慮すべきです。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘの応用領域を(再)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞするためにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘのﾌﾞｰﾄ領域を使用する一方で、割り込みが未だ動作すべきなら、
割り込みﾍﾞｸﾀをﾌﾞｰﾄ領域へ移動する必要があります。ﾍﾞｸﾀが移動されず、一方で応用領域が書かれつつある場合、割り込みは(書
き込み処理のために)読むことができないﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘ ｱﾄﾞﾚｽの実行を引き起こすでしょう。従って、割り込みが許可されている一方で
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘの応用領域が書かれる場合、割り込みが正しく実行されるのを保証するためにﾍﾞｸﾀをﾌﾞｰﾄ領域へ移動しなければなりま
せん。ﾍﾞｸﾀはPMICのCTRLﾚｼﾞｽﾀ内のIVSELﾋﾞｯﾄの設定(1)によってﾌﾞｰﾄ領域へ移動されます。ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞについてのより多くの情報
はAVR109とAVR1316応用記述で得られます。

2.6. 割り込み優先権

割り込みの優先権はそれらのﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽ(またはﾍﾞｸﾀ番号)によって決められます。ﾍﾞｸﾀ ｱﾄﾞﾚｽは与えられたﾃﾞﾊﾞｲｽに対して固定化
されています。割り込み優先権は同じ割り込みﾚﾍﾞﾙの2つの割り込みが同時に起きる場合にどちらが先に実行されるかを決めます。

PMICは低ﾚﾍﾞﾙ割り込みに対してﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ計画の仕組みを提供し、これはPMICのCTRLﾚｼﾞｽﾀ内のRRENﾋﾞｯﾄの設定(1)によって許
可されます。ﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ優先権の仕組みを許可すると、CPUは最後に実行された割り込みのﾍﾞｸﾀ番号を保持するように、INTPRIﾚｼﾞ
ｽﾀを自動的に更新します。INTPRIの値はどの低ﾚﾍﾞﾙ割り込みが最低優先権を持つかを定義します。この方法でのﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝの仕
組みは、優先権が継続的に変更するために、"兵糧攻め"にされる低ﾚﾍﾞﾙ割り込みがないことを保証します。別の言葉では、最後に
実行された低ﾚﾍﾞﾙ割り込みは、他の低ﾚﾍﾞﾙ割り込みも処理されることを保証するために、常に最低優先権にされます。

ﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝの仕組みが禁止される時に、INTPRIﾚｼﾞｽﾀが既定値($00)に戻らないことに注意してください。これは最後に実行された低
ﾚﾍﾞﾙ割り込みの番号を含んでいます。既定の優先順への復帰を望むなら、ﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝの仕組みを禁止した後でINTPRIﾚｼﾞｽﾀに$00
を書かなければなりません。例えﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝの仕組みが使用されていなくても、INTPRIﾚｼﾞｽﾀの値は未だ低ﾚﾍﾞﾙ割り込みの優先順
に影響を及ぼします。
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2.7. 割り込み要求ﾌﾗｸﾞ

AVR部署内のいくつかの状態ﾋﾞｯﾄは割り込み要求ﾌﾗｸﾞとして参照されます。これらの割り込み要求ﾌﾗｸﾞは部署内の状態変化、例え
ばSPIでﾊﾞｲﾄが受信されたこと、についての情報を提供します。例え対応する割り込みが許可されていなくても、割り込み要求ﾌﾗｸﾞは
設定(1)されます。これはﾌｧｰﾑｳｪｱの主繰り返しでの割り込み要求ﾌﾗｸﾞのﾎﾟｰﾘﾝｸﾞを可能にします。ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞはいくつかの場合で好ま
れ得ますが、事象発生時に実行されるISRによって度々扱われます。ISR処理の1つの利点はより低い重要な作業を一時的に停止す
ることによって重要な部署が直ぐに処置を与えられることです。この場合での割り込み制御器は複数の割り込みﾚﾍﾞﾙ持ち、"より低い
重要な作業"は"重要な"より高いﾚﾍﾞﾙの割り込みよりも低いﾚﾍﾞﾙの割り込みを含みます。別の利点は消費電力低減のためにAVRが
休止形態へ移行し、そして割り込み発生時に起動できることです。どの割り込みが各種休止形態からCPUを起動できるのかを探すに
はﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

割り込みは代表的にはﾌﾗｸﾞへの論理1書き込みによって手動で解除(0)でき、または割り込みﾍﾞｸﾀが実行される時に自動的に解除
(0)されます。その他の割り込み要求ﾌﾗｸﾞは或るﾚｼﾞｽﾀ、例えばUSARTﾃﾞｰﾀ ﾚｼﾞｽﾀ、がｱｸｾｽされる時に解除(0)されます。別の例は
EEPROM書き込みに対する割り込み要求ﾌﾗｸﾞで、これはEEPROMが書き込み作業中でない間中、継続的に割り込みを生成します。

更に、いくつかのﾌﾗｸﾞは割り込みﾍﾞｸﾀの実行によって自動的に解除(0)されません。個別ﾌﾗｸﾞの解除(0)についての情報に関しては
ﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。

2.8. 割り込み 対 事象ｼｽﾃﾑ

CPUに割り込みを扱わせることが常に必要でないことに注意してください。XMEGAの事象ｼｽﾃﾑはCPUの介在なしにﾊｰﾄﾞｳｪｱで代表
的な割り込み条件を扱う代替方法を提供します。事象ｼｽﾃﾑは、例えばﾀｲﾏ上昇溢れが起こる度毎にADC変換を開始することができ
ます。これはCPUの介在が必要とした場合に得られなかった独特なﾀｲﾐﾝｸﾞの機会を提供します。事象ｼｽﾃﾑはAVR1001応用記述で
記述されます。

3. ﾄﾞﾗｲﾊﾞ実装
本応用記述はCで実装された基本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。

このﾄﾞﾗｲﾊﾞが高い可読性と周辺機能部署の使用法の一般的な例として書かれていることに注意してください。このﾄﾞﾗｲﾊﾞを応用で使
用するとき、関数呼び出し数を減らすために、それが必要とされる場所にｺｰﾄﾞの関連部分を複写することが好ましいかもしれません。
これはｺｰﾄﾞの速度向上とｺｰﾄﾞ量の低減の両方を行い得ます。

3.1. 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。

・ pmic_driver.c : ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｿｰｽ ﾌｧｲﾙ
・ pmic_driver.h : ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ
・ pmic_example.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。

3.2. 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。

http://www.doxygen.org


®

本社 国外営業拠点

Atmel AsiaAtmel Corporation Atmel Europe Atmel Japan
2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
USA

TEL 1(408) 441-0311
FAX 1(408) 487-2600

Unit 1-5 & 16, 19/F
BEA Tower, Millennium City 5
418 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong

TEL (852) 2245-6100
FAX (852) 2722-1369

Le Krebs
8, Rue Jean-Pierre Timbaud
BP 309
78054 Saint-Quentin-en-
Yvelines Cedex
France

TEL (33) 1-30-60-70-00
FAX (33) 1-30-60-71-11

104-0033 東京都中央区
新川1-24-8
東熱新川ﾋﾞﾙ 9F
ｱﾄﾒﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

TEL (81) 03-3523-3551
FAX (81) 03-3523-7581

製品窓口

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ 技術支援 販売窓口
www.atmel.com avr@atmel.com www.atmel.com/contacts

文献請求
www.atmel.com/literature

お断り: 本資料内の情報はATMEL製品と関連して提供されています。本資料またはATMEL製品の販売と関連して承諾される何れ
の知的所有権も禁反言あるいはその逆によって明示的または暗示的に承諾されるものではありません。ATMELのｳｪﾌﾞｻｲﾄに位置す
る販売の条件とATMELの定義での詳しい説明を除いて、商品性、特定目的に関する適合性、または適法性の暗黙保証に制限せ
ず、ATMELはそれらを含むその製品に関連する暗示的、明示的または法令による如何なる保証も否認し、何ら責任がないと認識し
ます。たとえATMELがそのような損害賠償の可能性を進言されたとしても、本資料を使用できない、または使用以外で発生する(情
報の損失、事業中断、または利益の損失に関する制限なしの損害賠償を含み)直接、間接、必然、偶然、特別、または付随して起こ
る如何なる損害賠償に対しても決してATMELに責任がないでしょう。ATMELは本資料の内容の正確さまたは完全性に関して断言ま
たは保証を行わず、予告なしでいつでも製品内容と仕様の変更を行う権利を保留します。ATMELはここに含まれた情報を更新する
ことに対してどんな公約も行いません。特に別の方法で提供されなければ、ATMEL製品は車載応用に対して適当ではなく、使用さ
れるべきではありません。ATMEL製品は延命または生命維持を意図した応用での部品としての使用に対して意図、認定、または保
証されません。

© Atmel Corporation 2008. 全権利予約済 ATMEL®、ﾛｺﾞとそれらの組み合わせ、AVR®とその他はATMEL Corporationの登録商
標、XMEGA®とその他は商標またはその付属物です。他の用語と製品名は一般的に他の商標です。

© HERO 2014.

本応用記述はATMELのAVR1305応用記述(doc8043.pdf Rev.8043A-02/08)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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