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AVR1313 : XMEGA I/Oﾋﾟﾝと外部割り込みの使い方
要点
■
■
■
■

■
■
■
■

柔軟なﾋﾟﾝ形態設定
同期(と/または)非同期の入力感知
非同期起動の合図
形態設定可能な出力駆動部と引き込み設定:
・ ｺﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾀﾘ
・ ﾜｲﾔｰﾄﾞAND
・ ﾜｲﾔｰﾄﾞOR
・ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟまたはﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
・ ﾊﾞｽ保持
・ 反転入出力
ｽﾘｭｰﾚｰﾄ制御
単一操作での複数ﾋﾟﾝ形態設定
出力と方向のﾚｼﾞｽﾀ用の仮想の設定/解除/切り換えﾚｼﾞｽﾀ
高速ｱｸｾｽ用のI/O空間の仮想ﾎﾟｰﾄへのﾎﾟｰﾄ割り当て

®

8ﾋﾞｯﾄ

®

ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
応用記述

1. 序説
本応用記述は高い形態設定能力のXMEGA®のI/Oﾋﾟﾝと外部割り込みを使用するための導入
を与えます。

2. 部署概要
本節はI/Oﾎﾟｰﾄ部署の概要を与え、利用可能な様々な形態設定任意選択を記述します。

2.1. 命名
XMEGAのI/Oﾋﾟﾝは8ﾋﾟﾝのI/Oﾎﾟｰﾄ内で群化されています。I/OﾎﾟｰﾄはPORTxと命名され、ここ
でのxは文字で、例えばPORTA,PORTBなどです。ﾎﾟｰﾄ内の個別ﾋﾟﾝはPxnと命名され、ここで
のxはﾎﾟｰﾄ文字で、nはﾋﾟﾝ番号を識別し、例えばPA0,PA1などです。
いくつかのﾚｼﾞｽﾀはﾎﾟｰﾄ内の全ﾋﾟﾝに影響を及ぼします。これらのﾚｼﾞｽﾀではﾋﾞｯﾄnがﾋﾟﾝnに対
応します。別の言葉では、最下位ﾋﾞｯﾄがﾋﾟﾝ0に対応し、一方最上位ﾋﾞｯﾄがﾋﾟﾝ7に対応します。

2.2. 基本的な形態設定と使い方
本項は形態設定任意選択とI/Oﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの基本的な機能を使うための必要なﾚｼﾞｽﾀを記述し
ます。

2.2.1. ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの方向設定
ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの方向はDIRﾚｼﾞｽﾀを通じて制御されます。ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝnはDIRﾚｼﾞｽﾀのDIRnﾋﾞｯﾄが'1'の
場合に出力として形態設定されます。DIRnﾋﾞｯﾄが'0'なら、そのﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝは入力として形態設定
されます。
DIRﾚｼﾞｽﾀは直接的に、またはDIRSET,DIRCLR,DIRTGLのｽﾄﾛｰﾌﾞ(訳補:目的を起動する瞬間
信号)ﾚｼﾞｽﾀを通してｱｸｾｽすることができます。DIRSETへのﾋﾞｯﾄ遮蔽値書き込みはDIRﾚｼﾞｽﾀ
内でﾋﾞｯﾄ遮蔽値(のﾋﾞｯﾄ)を設定(1)します。DIRCLRへのﾋﾞｯﾄ遮蔽値書き込みはDIRﾚｼﾞｽﾀ内で
ﾋﾞｯﾄ遮蔽値(のﾋﾞｯﾄ)を解除(0)します。DIRTGLへのﾋﾞｯﾄ遮蔽値書き込みはDIRﾚｼﾞｽﾀ内でﾋﾞｯﾄ
遮蔽値のﾋﾞｯﾄを切り替えさせます。

2.2.2. ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの出力値制御
ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの出力値はOUTﾚｼﾞｽﾀを通じて制御されます。ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの方向はどの効果も持つよう
に、対応するOUTﾚｼﾞｽﾀ ﾋﾞｯﾄに関して出力に設定されなければなりません。ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝnはOUT
ﾚｼﾞｽﾀのOUTnﾋﾞｯﾄが'1'の時、Highに駆動されます。OUTnが'0'の時はﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝnがLowに駆
動されます。これは出力形態設定が変更されていなく、ﾋﾟﾝ反転ﾋﾞｯﾄが設定されていないとの
仮定です。
OUTﾚｼﾞｽﾀは直接的に、またはOUTSET,OUTCLR,OUTTGLのｽﾄﾛｰﾌﾞ ﾚｼﾞｽﾀを通してｱｸｾｽ
することができます。OUTSETへのﾋﾞｯﾄ遮蔽値書き込みはOUTﾚｼﾞｽﾀ内でﾋﾞｯﾄ遮蔽値(のﾋﾞｯﾄ)
を設定(1)します。OUTCLRへのﾋﾞｯﾄ遮蔽値書き込みはOUTﾚｼﾞｽﾀ内でﾋﾞｯﾄ遮蔽値(のﾋﾞｯﾄ)を
解除(0)します。OUTTGLへのﾋﾞｯﾄ遮蔽値書き込みはOUTﾚｼﾞｽﾀ内でﾋﾞｯﾄ遮蔽値のﾋﾞｯﾄを切り
替えさせます。

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。
Rev. 8050A-02/08, 8050AJ4-03/14
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2.2.3. ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの論理状態読み込み
ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの論理状態はINﾚｼﾞｽﾀを読むことによって得られます。ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝnの現在の論理状態は方向設定に拘らず、INnﾋﾞｯﾄを通して
読むことができます。

2.3. ﾋﾟﾝ形態設定
各I/OﾋﾟﾝはPINnCTRLと名付けられた自身の形態設定ﾚｼﾞｽﾀを持ち、ここでのnはﾋﾟﾝ番号を指示します。これらのﾚｼﾞｽﾀを通して、い
くつかの要素を基本的にﾋﾟﾝ単位で形態設定することができます。これらの要素は本項で説明されます。

2.3.1. 出力/引き込み形態設定
出力/引き込み形態設定ﾋﾞｯﾄは出力駆動部動作
形態設定と引き込み形態設定に使用されます。
表2-1.は可能な形態設定要素概要を示します。

表2-1. 出力/引き込み形成
ｼﾝﾎﾞﾙ
PORT_OPC_TOTEM_gc
PORT_OPC_BUSKEEPER_gc
PORT_OPC_PULLDOWN_gc
PORT_OPC_PULLUP_gc
PORT_OPC_WIREDOR_gc
PORT_OPC_WIREDAND_gc
PORT_OPC_WIREDORPULL_gc
PORT_OPC_WIREDANDPULL_gc

出力形態
ｺﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾀﾘ
ｺﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾀﾘ
ｺﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾀﾘ
ｺﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾀﾘ
ﾜｲﾔｰﾄﾞOR
ﾜｲﾔｰﾄﾞAND
ﾜｲﾔｰﾄﾞOR
ﾜｲﾔｰﾄﾞAND

引き込み形態
(なし)
入出力でのﾊﾞｽ保持
入力でのﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
入力でのﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ
(なし)
(なし)
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ

出力形態
・ "ｺﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾀﾘ"形態では、対応するOUTﾚｼﾞｽﾀ
のﾋﾞｯﾄによる指令として出力がVCCまたはGND
のどちらかに強く駆動されます。
・ "ﾜｲﾔｰﾄﾞOR"形態では、OUTnへの'1'書き込み
がﾋﾟﾝnをVCCに強く駆動させます。OUTnへの
'0'書き込みはﾋﾟﾝを開放し、内部または外部の
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ抵抗でのGNDへの引き込みを許しま
す。
・ "ﾜｲﾔｰﾄﾞAND"形態では、OUTnへの'0'書き込みがﾋﾟﾝnをGNDに強く駆動させます。OUTnへの'1'書き込みはﾋﾟﾝを開放し、内部ま
たは外部のﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗でのVCCへの引き込みを許します。
■

引き込み形態
・ "入出力でのﾊﾞｽ保持"形態はﾋﾟﾝがどの論理状態へも駆動されない時にﾋﾟﾝを同じ論理ﾚﾍﾞﾙに保つ弱いﾊﾞｽ保持器を提供します。
・ "ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ"形態はﾋﾟﾝに対する内部ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ抵抗を許可します。
・ "ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ"形態はﾋﾟﾝに対する内部ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗を許可します。
■

2.3.2. 入力/感知形態設定
入力/感知形態設定ﾋﾞｯﾄはI/Oﾋﾟﾝのﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力緩衝部と入力感知を制御します。可能な入力/感知形態設定は表2-2.で一覧にさ
れます。
4つの感知形態が利用可能です。割り込みと事象である 表2-2. 入力/感知形態
結果はﾋﾟﾝから生成されます。ﾋﾟﾝは両端、上昇端、下降
ｼﾝﾎﾞﾙ
形態
端、またはLowﾚﾍﾞﾙで感知することができます。Highﾚﾍﾞ
PORT_ISC_BOTHEDGES_gc
両端感知
ﾙの感知がPINnCTRLの"反転I/O"ﾋﾞｯﾄの設定(1)によっ
PORT_ISC_RISING_gc
上昇端感知
て達成できることに注意してください。ﾋﾟﾝが事象生成に
下降端感知
使用され、そして感知設定がLowﾚﾍﾞﾙに設定される場 PORT_ISC_FALLING_gc
合、そのﾋﾟﾝは事象ｼｽﾃﾑに対して透過にされ、ﾋﾟﾝのﾚﾍﾞ PORT_ISC_LEVEL_gc
Lowﾚﾍﾞﾙ感知 (事象に対して透過)
ﾙが事象線へ直接的に接続されることを意味します。
PORT_ISC_INPUT_DISABLE_gc ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力緩衝部禁止
入力/感知領域の"ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力緩衝部禁止"設定はﾋﾟﾝ
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力緩衝部を禁止します。これはﾋﾟﾝが未使用、またはｱﾅﾛｸﾞ機能に対してだけ使用される時の消費電力削減に使用する
ことができます。INﾚｼﾞｽﾀの対応ﾋﾞｯﾄはﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力緩衝部が禁止された時、常に'0'を読みます。

2.3.3. 反転
PINnCTRLﾚｼﾞｽﾀの"反転I/O"ﾋﾞｯﾄはﾋﾟﾝの極性を制御します。このﾋﾞｯﾄが1を書かれた場合、本応用記述の記述に関して全ての入
出力論理が反転されます。
ﾋﾟﾝに対する"反転I/O"設定はﾋﾟﾝを無効化するどの周辺機能部署に対する入出力信号も反転します。例としてﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀ部署から
のPWM出力信号は単に"反転I/O"ﾋﾞｯﾄを設定(1)することによって反転することが可能です。

2.3.4. ｽﾘｭｰﾚｰﾄ制御
PINnCTRLの"ｽﾘｭｰﾚｰﾄ制御"ﾋﾞｯﾄへの'1'書き込みはそのI/Oﾋﾟﾝに対するｽﾘｭｰﾚｰﾄ制限を許可します。これはﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝでの論理ﾚﾍﾞ
ﾙの切り換えによって起こるEMC問題を減らすのに使用することができます。ｽﾘｭｰﾚｰﾄ制限の特性についての情報に関してはﾃﾞﾊﾞｲ
ｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄを参照してください。
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2.4. ﾎﾟｰﾄ割り込みの形態設定と使い方
I/Oﾎﾟｰﾄ割り込みはﾋﾟﾝ変化またはﾋﾟﾝ ﾚﾍﾞﾙでの割り込み生成と休止形態からﾃﾞﾊﾞｲｽを起すのに使用することができます。本項は
I/Oﾎﾟｰﾄ割り込みの概要とその使用方法を与えます。

2.4.1. ﾎﾟｰﾄ割り込みの形態設定
XMEGAの各I/Oﾎﾟｰﾄは2つの割り込みを持っています。それはI/Oﾎﾟｰﾄのﾋﾟﾝの任意の組み合わせによって起動されるように各割り
込みを割り当てることが可能です。
ﾋﾟﾝ割り込みの初期設定は3つの段階で行われ、この例は割り込み0です。
1. 割り込みを起動し得る各ﾋﾟﾝに対してPINnCTRLﾚｼﾞｽﾀの入力/感知部分を形態設定してください。
2. 割り込みを起動し得るﾋﾟﾝに対するﾋﾞｯﾄ遮蔽値をINT0MASKﾚｼﾞｽﾀに書いてください。
3. INTLVLﾚｼﾞｽﾀのINT0LVL部分を設定することによって割り込み優先権ﾚﾍﾞﾙを選択してください。
割り込み処理部が実行されるために、選択した割り込みﾚﾍﾞﾙが設定可能な多段割り込み制御器(PMIC)で許可され、そして全体割り
込み許可ﾋﾞｯﾄが設定(1)されなければならないことに注意してください。XMEGAでの割り込みのより多くの情報に関してはAVR1305応
用記述をご覧ください。

2.4.2. 非同期感知
XMEGAの非同期支援には2つのﾚﾍﾞﾙがあります。
全てのﾎﾟｰﾄのﾋﾟﾝ2は完全な非同期支援を持ち、一
方他のﾋﾟﾝは制限された非同期支援を持ちます。完
全と制限された非同期感知動作の要約が表2-3.と
表2-4.で一覧にされます。

表2-3. 完全な非同期感知支援 (ﾋﾟﾝ2)
感知設定 支援有無
起動後の割り込み
上昇端
有
常に起動
下降端
有
常に起動
両端
有
常に起動
Lowﾚﾍﾞﾙ
有
ﾋﾟﾝ値は無変化を維持されなければなりません。
表2-4. 制限された非同期感知支援 (ﾋﾟﾝ2を除く全ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝ)
感知設定 支援有無
起動後の割り込み
上昇端
無
下降端
無
両端
有
ﾋﾟﾝ値は無変化を維持されなければなりません。
Lowﾚﾍﾞﾙ
有
ﾋﾟﾝ値は無変化を維持されなければなりません。

2.4.3. 休止形態からの起動に対するﾎﾟｰﾄ割り込みの使い方
どのﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝも休止形態からXMEGAを起動するのに使用することができます。けれども、起動に使用されるﾋﾟﾝの非同期感知支援ﾚ
ﾍﾞﾙが、どの感知設定が使用できるのかと、起動後の割り込み要求ﾌﾗｸﾞの状態を決めます。
表2-3.と表2-4.は完全と制限された非同期感知ﾋﾟﾝに対して支援される非同期感知設定を示します。起動に使用するﾋﾟﾝはﾃﾞﾊﾞｲｽを
起動できる非同期感知によって支援される設定の1つでなければなりません。
表2-3.と表2-4.はﾃﾞﾊﾞｲｽ起動後に設定(1)されるべき割り込み要求ﾌﾗｸﾞが合致しなければならない条件も示します。

2.5. 効率的なI/Oﾎﾟｰﾄの使い方
XMEGA系で利用可能な2つの機能はｺｰﾄﾞ量削減と実行速度増加を行えます。それは複数ﾋﾟﾝ形態設定と仮想ﾎﾟｰﾄです。

2.5.1. 複数ﾋﾟﾝ形態設定
各ﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝに対して1つの形態設定ﾚｼﾞｽﾀを持つことは柔軟性を増しますが、一度に1つでの全てのﾋﾟﾝの形態設定は沢山のｺｰﾄﾞを
必要をします。1つのI/Oﾎﾟｰﾄ内の多数のﾋﾟﾝが同じ形態設定を必要とするかもしれません。1つのI/Oﾎﾟｰﾄ内の多数のﾋﾟﾝを同じ形態
へ設定する処理は複数ﾋﾟﾝ形態設定処理を通して簡単化されます。最初に、形態設定されるべきﾋﾟﾝに一致するﾋﾞｯﾄ様式が
PORTCFG部内のMPCMSKﾚｼﾞｽﾀに書かれます。そのﾎﾟｰﾄのPINnCTRLﾚｼﾞｽﾀの1つにﾋﾟﾝ形態設定が書かれる時に、その値がMP
CMSKﾚｼﾞｽﾀ内のﾋﾞｯﾄ様式に一致する全てのﾋﾟﾝのPINnCTRLﾚｼﾞｽﾀに書かれます。それはMPCMASKﾚｼﾞｽﾀによって目的対象とさ
れたﾚｼﾞｽﾀの1つに書く必要はありません。書かれたﾚｼﾞｽﾀがMPCMASKのﾋﾞｯﾄ遮蔽によって目的対象とされていない場合、それは
無変化に留まります。
複数ﾋﾟﾝ形態設定がPINnCTRLﾚｼﾞｽﾀを書く作業によって割り込まれないのが重要なことに注意してください。MPCMASKﾚｼﾞｽﾀが既
に書かれて、割り込みが実行され、そしてその割り込み処理ﾙｰﾁﾝ(ISR)が何れかのPINnCTRLﾚｼﾞｽﾀに書く場合、意図と異なるI/O
ﾎﾟｰﾄに属するﾋﾟﾝが形態設定されるでしょう。推奨される解決策は複数ﾋﾟﾝ形態設定を行う前に全体割り込みﾋﾞｯﾄを保存して禁止し、
形態設定が書かれた後で全体割り込みﾋﾞｯﾄを回復することです。
複数ﾋﾟﾝ形態設定の使用法の例に関しては3.節をご覧ください。
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2.5.2. 仮想ﾎﾟｰﾄ
AVR ®命令一式内のいくつかの命令はAVRのI/O空間内のｱﾄﾞﾚｽでだけ操作することができます。それらの等価なﾃﾞｰﾀ空間の代わり
にこれらの命令を使用することは、より速くそしてﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘをより少なく消費する両方です。XMEGAでの全てのI/Oﾎﾟｰﾄ ﾚｼﾞｽﾀは
I/O空間外のｱﾄﾞﾚｽを持ちます。
これに対する解決策は仮想ﾎﾟｰﾄを使用することです。4つまでのI/OﾎﾟｰﾄがI/O空間内のﾚｼﾞｽﾀを持つ仮想ﾎﾟｰﾄに割り当てることがで
きます。仮想ﾎﾟｰﾄはDIR,OUT,IN,INTFLAGSﾚｼﾞｽﾀをI/O空間内で利用可能な望むI/Oﾎﾟｰﾄにします。使用されたI/Oﾚｼﾞｽﾀ以外の
その他は未だ通常のﾎﾟｰﾄ部署ﾚｼﾞｽﾀを通して利用可能です。

2.5.3. I/O空間とﾃﾞｰﾀ空間の命令間の違い
関連するﾃﾞｰﾀ空間命令に対する特別なI/O空間命令の実行時間とｺｰﾄﾞ量が表2-5.で示されます。
表2-5. I/O空間とﾃﾞｰﾀ空間の命令に関する実行時間とｺｰﾄﾞ量
命令
ｸﾛｯｸ周期
量 (語)
注釈
IN
1
1
I/O空間のみ
OUT
1
1
I/O空間のみ
CBI
1
1
$001F以下のｱﾄﾞﾚｽのI/O空間のみ
SBI
1
1
$001F以下のｱﾄﾞﾚｽのI/O空間のみ
SBIC
2/3/4
1
$001F以下のｱﾄﾞﾚｽのI/O空間のみ
SBIS
2/3/4
1
$001F以下のｱﾄﾞﾚｽのI/O空間のみ
LD/LD+
1(I/O),2(RAM)
1
ﾎﾟｲﾝﾀが初期化されなければなりません。
LD-/LDD 2(I/O),3(RAM)
1
ﾎﾟｲﾝﾀが初期化されなければなりません。
LDS
2(I/O),3(RAM)
2
ST/ST+
1
1
ﾎﾟｲﾝﾀが初期化されなければなりません。
ST-/STD
2
1
ﾎﾟｲﾝﾀが初期化されなければなりません。
STS
2
2
I/O空間がﾃﾞｰﾀ空間内にも割り当てられているので、ﾃﾞｰﾀ空間でのﾃﾞｰﾀ命令操作がI/O空間ｱﾄﾞﾚｽを持つﾚｼﾞｽﾀに使用できることに
注目してください。
実行時間とｺｰﾄﾞ量の違いが大きいと思わないかもしれませんが、実際の例ではこの違いが巨大になり得ます。例証のため、他のﾋﾟﾝ
の状態を変更せずにPC0ﾋﾟﾝをHighに設定することを考察してください。以下の2つの例はPVIRT0(仮想ﾎﾟｰﾄ0)に割り当てられた
PORTCをﾃﾞｰﾀ空間でのPORTC直接ｱｸｾｽと比較する時に、この課題を実行するのに必要とするｱｾﾝﾌﾞﾘ言語例を示します。
PVIRT0 (I/O空間) 仮想ﾎﾟｰﾄ使用
SBI
PVIRT0_OUT,0
このｺｰﾄﾞ量は1語で、実行時間は1ｸﾛｯｸ周期です。
PORTC (ﾃﾞｰﾀ空間) 直接使用
SBR
R16,0b00000001
STS
PORTC_base + PORT_OUTSET_offset,R16
このｺｰﾄﾞ量は3語で、実行時間は3ｸﾛｯｸ周期です。
上の例はﾎﾟｰﾄを仮想ﾎﾟｰﾄに割り当てることによって大事なｸﾛｯｸ周期とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾒﾓﾘの量を節約することが可能なことを示します。応
用でﾀｲﾐﾝｸﾞの必要条件がきつい時やﾎﾟｰﾄ ﾚｼﾞｽﾀが頻繁にｱｸｾｽされる時に仮想ﾎﾟｰﾄ割り当てを使用することが推奨されます。
例えCPUが"SBI"命令を1ｸﾛｯｸ周期で完了するとしても、結果をI/Oﾎﾟｰﾄで見ることができるまでに2ｸﾛｯｸ周期かかることに注意してく
ださい。
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3. 開始に際して
本項はXMEGAのI/Oﾋﾟﾝとﾎﾟｰﾄ割り込みでの準備と実行に対する基本段階を簡単に片付けます。

3.1. 基本ﾃﾞｼﾞﾀﾙI/O
課題: 8つのｽｨｯﾁから入力を読むためにPORTCを初期設定して、PORTDに接続された8つのLEDにﾋﾟﾝ状態を出力してください。
1. PORTD.DIRﾚｼﾞｽﾀを$FFに設定することによってPORTDの全8ﾋﾟﾝを出力に形態設定してください。
2. PORTC.INﾚｼﾞｽﾀからPORTCの状態を読んでください。
3. 段階2.からの値をPORTD.OUTに格納してください。
4. 段階2.からを繰り返してください。

3.2. 1操作での多数ﾋﾟﾝ形態設定
課題: PORTCのﾋﾟﾝ0～3をﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ付きのﾜｲﾔｰﾄﾞAND動作に初期設定してください。
1. ﾋﾟﾝ0～3が形態設定を行われるのを選択するため、PORTCFG.MPCMASKに$0Fを書いてください。
2. PORTCのﾋﾟﾝ0～3に対してPINnCTRLﾚｼﾞｽﾀへの書き込みを起動するために、PIN0CTRLにPORT_OPC_WIREDANDPULL_gcを
書いてください。

3.3. 仮想ﾎﾟｰﾄへの実ﾎﾟｰﾄ割り当て
課題: PORTCを仮想ﾎﾟｰﾄ0へ、PORTDを仮想ﾎﾟｰﾄ1に割り当て、そして仮想ﾎﾟｰﾄを使用して3.1.項と同じ課題を実行してください。
1. PORTCをPVIRT0に割り当てるために、PORTCFG_VIRTMAP0_PORTC_gcをPORTCFG.VMAP0へ書いてください。
2. PORTDをPVIRT1に割り当てるために、PORTCFG_VIRTMAP1_PORTD_gcをPORTCFG.VMAP1へ書いてください。
3. PVIRT1.DIRﾚｼﾞｽﾀを$FFに設定することによってPORTDの全8ﾋﾟﾝを出力に形態設定してください。
4. PVIRT0.INﾚｼﾞｽﾀからPORTCの状態を読んでください。
5. 段階4.からの値をPVIRT1.OUTに格納してください。
6. 段階4.からを繰り返してください。

3.4. 割り込み生成用のI/Oﾋﾟﾝ形態設定
課題: PORTC割り込み0をPC0の上昇端による起動の中ﾚﾍﾞﾙ割り込みとして初期設定してください。PORTDでの出力を切り換えるた
めに割り込み処理ﾙｰﾁﾝを使用してください。
1. ﾋﾟﾝ0での入力/感知を上昇端に形態設定してください。
2. 割り込み0に対する供給元としてPC0を選択するために、$01をPORTC.INT0MASKに書いてください。
3. 中ﾚﾍﾞﾙで割り込み0を許可するためにPORTC.INTCTRLのIN0LVL部分をPORT_INT0LVL_MED_gcに設定してください。
4. PMICで中ﾚﾍﾞﾙ割り込みを許可してください。
5. 全体割り込みﾋﾞｯﾄを許可してください。

4. ﾄﾞﾗｲﾊﾞ実装
内包されたﾄﾞﾗｲﾊﾞはI/Oﾎﾟｰﾄ部署の主な機能の全てを制御する関数を持ちます。全ての関数は最初の引数としてI/Oﾎﾟｰﾄ部署に対
するﾎﾟｲﾝﾀを取り、故に1つのXMEGAの全ﾎﾟｰﾄ部署に対して同じ関数を再使用することができます。
このﾄﾞﾗｲﾊﾞはANSI ® Cで書かれていて、XMEGA支援を持つ全てのｺﾝﾊﾟｲﾗでｺﾝﾊﾟｲﾙできるでしょう。このﾄﾞﾗｲﾊﾞが高性能の考えで
書かれていないことに注意してください。それはXMEGAのI/Oﾎﾟｰﾄでの始めと素早い試作に対する容易な使用の雛形を得るための
ﾗｲﾌﾞﾗﾘとして設計されています。時間とｺｰﾄﾞ量が重要な応用開発については、ﾏｸﾛまたはﾚｼﾞｽﾀへの直接ｱｸｾｽでの関数呼び出し
への置換を考慮してください。

4.1. ﾌｧｲﾙ
ｿｰｽ ｺｰﾄﾞ一括は次のﾌｧｲﾙから成ります。
・ port_driver.c : I/Oﾎﾟｰﾄ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｿｰｽ ﾌｧｲﾙ
・ port_driver.h : I/Oﾎﾟｰﾄ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ﾍｯﾀﾞ ﾌｧｲﾙ
・ port_example.c : I/Oﾎﾟｰﾄ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ使用例

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。
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