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要旨
本アプリケーションノートでは、R32C/100 シリーズのタイマ A 動作 ( イベントカウンタモード、フリーラ
ンタイプ選択) について説明します。

対象デバイス
R32C/116 グループ
R32C/117 グループ
R32C/118 グループ
本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十
分評価してください。
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R32C/100 シリーズ

1.

仕様

タイマ A0 のイベントカウンタモードを使用して、TA0IN 端子に入力された外部信号をカウントします。
フリーランカウント機能で動作しますので、オーバフローまたはアンダフローが発生してもリロードレジ
スタからカウンタへのリロードを行いません。
表 1.1に使用する周辺機能と用途を、図 1.1 に使用例を示します。
表 1.1

使用する周辺機能と用途
周辺機能

用途
TA0IN 端子に入力された外部信号をカウント

タイマ A( タイマ A0)

R32C/100シリーズ
TA0IN端子への入力信号を
カウントします。
外部信号

図 1.1

TA0IN

タイマA0

使用例

R01AN0311JJ0000 Rev.1.00
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動作確認条件

2.

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。
表 2.1

動作確認条件

項目
使用マイコン

内容
R5F64189DFD(R32C/118 グループ )

動作周波数

• メインクロック：16MHz
• PLL クロック：100MHz
• ベースクロック：50MHz
• CPU クロック：50MHz
• 周辺バスクロック：25MHz
• 周辺機能クロック源：25MHz

動作電圧
統合開発環境

5V
ルネサス エレクトロニクス製
High-Performance Embedded Workshop Version 4.07

C コンパイラ

ルネサス エレクトロニクス製
R32C/100 Series C Compiler V.1.02 Release 01
コンパイルオプション
-D__STACKSIZE__=0X300 -D__ISTACKSIZE__=0X300
-DVECTOR_ADR=0x0FFFFFBDC -c -finfo -dir "$(CONFIGDIR)"
( 統合開発環境のデフォルト設定を使用しています )

動作モード
サンプルコードの
バージョン
使用ボード

3.

シングルチップモード
Version 1.00
Renesas Starter Kit for R32C/118 ( 製品型名：R0K564189S000BE)

関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してくだ
さい。
• R32C/100 シリーズ メインクロック逓倍モード設定手順 (RJJ05B1259)

4.

ハードウェア説明
使用端子一覧

4.1

表 4.1 に使用端子と機能を示します。
表 4.1

使用端子と機能

端子名
P7_1/TA0IN

R01AN0311JJ0000 Rev.1.00
2010.11.10

入出力
入力

内容
タイマA0 カウントソース入力
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ソフトウェア説明

5.

動作概要

5.1

TA0IN 端子に入力された外部信号をカウントします。カウント値がアンダフローすると、タイマ A0 割
り込みが発生します。
(1)

タイマ A0 初期設定
タイマ A0 をイベントカウンタモードで動作するための設定を行います。サンプルコードでは、
タイマ A0 のカウントを TA0IN 端子に入力された外部信号でカウントしますので、TA0IN 端子の設
定も行います。
タイマ A0 の設定を以下に示します。
• カウントソース：TA0IN端子に入力された外部信号
• カウント極性：立ち下がりエッジをカウント
• カウント動作：ダウンカウント
• カウント動作タイプ：フリーランタイプ

(2)

タイマ A0 カウント開始
カウント開始レジスタのタイマ A0 カウント開始ビットを“1”( カウント開始 ) にすると、外部信
号のカウントを開始します。

(3)

アンダフロー発生時
アンダフローするとタイマ A0 割り込み要求フラグが“1”( 割り込み要求あり ) になります。
カウンタはリロードレジスタの内容をリロードせずカウントを継続します。

図 5.1 にイベントカウンタモード、フリーランタイプ選択時の動作タイミングを示します。

R01AN0311JJ0000 Rev.1.00
2010.11.10

Page 5 of 9

タイマ A動作 ( イベントカウンタモード、フリーランタイプ選択 )
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TA0IN端子入力信号
(カウントソース)
(1)初期設定
(2)カウント開始

(3)アンダフロー

FFFFh

n
カウンタ値

0000h
タイマA0カウント “1”
開始ビット
“0”
プログラムで“1”にする
タイマA0割り込み “1”
要求フラグ
“0”
割り込み要求の受け付け、またはプログラムで“0”にする
n：TA0レジスタ初期設定値

図 5.1

イベントカウンタモード、フリーランタイプ選択時の動作タイミング

定数一覧

5.2

表 5.1 にサンプルコードで使用する定数を示します。
表 5.1

サンプルコードで使用する定数
定数名

INIT_TA0_VALUE

R01AN0311JJ0000 Rev.1.00
2010.11.10

設定値
0005h

内容
タイマA0レジスタ初期設定値
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R32C/100 シリーズ

フローチャート

5.3

メイン処理

5.3.1

図 5.2 にメイン処理のフローチャートを示します。

main

(1)

マスカブル割り込み禁止
PLLクロック設定
SetPLLClock()

(2)

タイマA0を
イベントカウンタモードに設定

メインクロック逓倍モードでの各クロック周波数を設定します 。

TA0MRレジスタ ← 41h
TMOD1-TMOD0ビット = 01b
MR1ビット = 0
MR2ビット = 0
TCK0ビット = 1

(3)

タイマA0割り込み要求レベルを
“3”に設定

(4)

P7_1/TA0IN端子の設定

(5)

(6)

図 5.2

カウント開始

: イベントカウンタモード
: 立ち下がりエッジをカウント
: アップ/ダウン切り替え要因は
UDFレジスタで選択
: フリーランタイプ

UDFレジスタ ← 00h
TA0UDビット = 0

: ダウンカウント

ONSFレジスタ ← 00h
TA0TGH-TA0TGLビット = 00b

: TA0IN端子の入力を選択

TA0レジスタ ← INIT_TA0_VALUE

: タイマA0レジスタ初期設定値を設定

TA0ICレジスタ ← 03h
ILVL2-ILVL0ビット = 011b
IRビット = 0

: 割り込み要求レベルを“3”に設定
: 割り込み要求フラグをクリア

P7_1Sレジスタ ← 00h
PSEL2-PSEL0ビット = 000b
NODビット = 0

: 入出力ポートP7_1
: プッシュプル出力

PD7レジスタ
PD7_1ビット ← 0

: 入力ポートとして機能

TABSRレジスタ ← 01h
TA0Sビット = 1

: カウント開始

マスカブル割り込み許可

メイン処理

R01AN0311JJ0000 Rev.1.00
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応用例

6.

カウント動作中のアップ/ダウン切り替え

6.1

アップダウン選択レジスタでアップカウントまたはダウンカウントを切り替える場合、カウント動作
を停止してから切り替えます。
カウント停止
カウント開始レジスタのタイマ Ai(i=0~4) カウント開始ビットを“0”( カウント停止 ) に設定しま
す。
(2) アップ / ダウン切り替え
カウント停止中に、アップダウン選択レジスタのタイマ Aiアップダウン選択ビットを切り替え
ます。
(3) カウント開始
カウント開始レジスタのタイマ Ai カウント開始ビットを“1”( カウント開始 ) に設定します。
カウント開始後に入力された外部信号の有効エッジからカウントが開始されます。
(1)

図 6.1 にアップ / ダウン切り替え動作例を示します。

TA0IN端子入力信号
(カウントソース)

(2)カウント
切り替え
FFFFh

カウント
停止中

カウンタ値

次の有効エッジから
カウントを開始する。

0000h
タイマAi
カウント開始
ビット

タイマAi
アップダウン
選択ビット

図 6.1

“1”
“0”
(1)プログラムで“0”
(カウント停止)に
“1”
設定する
“0”

(3)プログラムで“1”(カウント開始)に設定する

プログラムで“1”(アップカウント)に変更する

アップ / ダウン切り替え動作例

R01AN0311JJ0000 Rev.1.00
2010.11.10
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サンプルコード
サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

8.

参考ドキュメント
R32C/116 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
R32C/117 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
R32C/118 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
( 最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)
テクニカルアップデート / テクニカルニュース
( 最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)
C コンパイラマニュアル
R32C/100 シリーズ用 C コンパイラパッケージ C コンパイラユーザーズマニュアル Rev.2.00
( 最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口
ルネサス エレクトロニクスホームページ
http://japan.renesas.com/
お問合せ先
http://japan.renesas.com/inquiry
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࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ߅ࠃ߮ߎࠇࠄߦ㑐ㅪߔࠆᖱႎࠍ↪ߔࠆ႐วߦߪ߅ޔቴ᭽ߩ⽿છߦ߅ߡⴕߞߡߊߛߐߦ↪ߩࠄࠇߎޕ࿃ߒ߅ቴ᭽߹ߚߪ╙ਃ⠪ߦ↢ߓߚ៊ኂ
ߦ㑐ߒޔᒰ␠ߪ৻ޔಾߘߩ⽿છࠍ⽶߹ߖࠎޕ
 ャߦ㓙ߒߡߪޟޔᄖ࿖ὑᦧ߮ᄖ࿖⾏ᤃᴺઁߩߘޠャ㑐ㅪᴺࠍㆩߒࠆ߆߆ޔᴺߩቯࠆߣߎࠈߦࠃࠅᔅⷐߥᚻ⛯ࠍⴕߞߡߊߛߐ⾗ᧄޕᢱߦ⸥タߐࠇߡ
ࠆᒰ␠ຠ߅ࠃ߮ᛛⴚࠍᄢ㊂⎕უེߩ㐿⊒╬ߩ⋡⊛ޔァ↪ߩ⋡⊛ߘߩઁァ↪ㅜߩ⋡⊛ߢ↪ߒߥߢߊߛߐޔߚ߹ޕᒰ␠ຠ߅ࠃ߮ᛛⴚࠍ࿖ౝᄖߩ
ᴺ߅ࠃ߮ⷙೣߦࠃࠅㅧ↪⽼ᄁࠍᱛߐࠇߡࠆᯏེߦ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߖࠎޕ
 ᧄ⾗ᢱߦ⸥タߐࠇߡࠆᖱႎߪޔᱜ⏕ࠍᦼߔߚᘕ㊀ߦᚑߒߚ߽ߩߢߔ߇⾗ᧄޔ৻ਁޕࠎߖ߹ࠅߪߢߩ߽ࠆߔ⸽ࠍߣߎߥ߇ࠅ⺋ޔᢱߦ⸥タߐࠇߡࠆᖱႎ
ߩ⺋ࠅߦ࿃ߔࠆ៊ኂ߇߅ቴ᭽ߦ↢ߓߚ႐วߦ߅ߡ߽ޔᒰ␠ߪ৻ޔಾߘߩ⽿છࠍ⽶߹ߖࠎޕ
 ᒰ␠ߪޔᒰ␠ຠߩຠ⾰᳓ḰࠍޟᮡḰ᳓Ḱޟޔޠ㜞ຠ⾰᳓Ḱ․ޟ߮ࠃ߅ޠቯ᳓Ḱߦޠಽ㘃ߒߡ߅ࠅ߹ߔޔߚ߹ޕฦຠ⾰᳓Ḱߪޔએਅߦ␜ߔ↪ㅜߦຠ߇ࠊࠇࠆߎ
ߣࠍᗧ࿑ߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢޔᒰ␠ຠߩຠ⾰᳓Ḱࠍߏ⏕ߊߛߐ߅ޕቴ᭽ߪޔᒰ␠ߩᢥᦠߦࠃࠆ೨ߩᛚ⻌ࠍᓧࠆߎߣߥߊ․ޟޔቯ᳓Ḱߦޠಽ㘃ߐࠇߚ↪ㅜߦ
ᒰ␠ຠࠍ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߖࠎ߅ޔߚ߹ޕቴ᭽ߪޔᒰ␠ߩᢥᦠߦࠃࠆ೨ߩᛚ⻌ࠍᓧࠆߎߣߥߊޔᗧ࿑ߐࠇߡߥ↪ㅜߦᒰ␠ຠࠍ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈
߹ߖࠎޕᒰ␠ߩᢥᦠߦࠃࠆ೨ߩᛚ⻌ࠍᓧࠆߎߣߥߊ․ޟޔቯ᳓Ḱߦޠಽ㘃ߐࠇߚ↪ㅜ߹ߚߪᗧ࿑ߐࠇߡߥ↪ㅜߦᒰ␠ຠࠍ↪ߒߚߎߣߦࠃࠅ߅ቴ᭽߹ߚ
ߪ╙ਃ⠪ߦ↢ߓߚ៊ኂ╬ߦ㑐ߒޔᒰ␠ߪ৻ޔಾߘߩ⽿છࠍ⽶߹ߖࠎޔ߅ߥޕᒰ␠ຠߩ࠺࠲ࠪ࠻⾗ߩ╬ࠢ࠶ࡉ࠲࠺ޔᢱߢ․ߦຠ⾰᳓Ḱߩ␜߇ߥ
႐วߪޔᮡḰ᳓Ḱຠߢࠆߎߣࠍߒ߹ߔޕ


ᮡḰ᳓Ḱ㧦



㜞ຠ⾰᳓Ḱ㧦 ャㅍᯏེ㧔⥄േゞޔ㔚ゞ╬⥾⦁ޔ㧕ޔㅢ↪ାภᯏེޔ㒐ἴ㒐‽ⵝ⟎ޔฦ⒳ోⵝ⟎↢ޔ⛽ᜬࠍ⋡⊛ߣߒߡ⸳⸘ߐࠇߡߥක≮ᯏེ



․ቯ᳓Ḱ㧦

⥶ⓨᯏེ⥶ޔⓨቝቮᯏེޔᶏᐩਛ⛮ᯏེޔේሶജᓮࠪࠬ࠹ࡓ↢ޔ⛽ᜬߩߚߩක≮ᯏེ㧔↢⛽ᜬⵝ⟎ੱޔߦၒㄟߺ↪ߔࠆ߽ߩޔᴦ≮



ⴕὑ㧔ᖚㇱಾࠅߒ╬㧕ࠍⴕ߁߽ߩ⋥ઁߩߘޔធੱߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߽ߩ㧕㧔ෘ↢ഭ⋭ቯ⟵ߩ㜞ᐲ▤ℂක≮ᯏེߦ⋧ᒰ㧕߹ߚߪࠪࠬ࠹ࡓ╬



ࠦࡦࡇࡘ࠲ޔ1#ᯏེޔㅢାᯏེ⸘ޔ᷹ᯏེޔ#8ᯏེޔኅ㔚ޔᎿᯏ᪾࡞࠽࠰ࡄޔᯏེ↥ޔᬺ↪ࡠࡏ࠶࠻
㧔ෘ↢ഭ⋭ቯ⟵ߩ▤ℂක≮ᯏེߦ⋧ᒰ㧕

 ᧄ⾗ᢱߦ⸥タߐࠇߚᒰ␠ຠߩߏ↪ߦߟ߈ᦨޔߦ․ޔᄢቯᩰޔേ㔚Ḯ㔚▸࿐ޔᾲ․ᕈޔታⵝ᧦ઙߘߩઁ⻉᧦ઙߦߟ߈߹ߒߡߪޔᒰ␠⸽▸࿐ౝߢߏ↪ߊ
ߛߐޕᒰ␠⸽▸࿐ࠍ߃ߡᒰ␠ຠࠍߏ↪ߐࠇߚ႐วߩ㓚߅ࠃ߮ߦߟ߈߹ߒߡߪޔᒰ␠ߪ৻ޔಾߘߩ⽿છࠍ⽶߹ߖࠎޕ
 ᒰ␠ߪޔᒰ␠ຠߩຠ⾰߅ࠃ߮ା㗬ᕈߩะߦദߡ߅ࠅ߹ߔ߇ޔඨዉຠߪࠆ⏕₸ߢ㓚߇⊒↢ߒߚࠅ᧦↪ޔઙߦࠃߞߡߪ⺋േߒߚࠅߔࠆ႐ว߇ࠅ߹
ߔޔߚ߹ޕᒰ␠ຠߪ⠴✢⸳⸘ߦߟߡߪⴕߞߡ߅ࠅ߹ߖࠎޕᒰ␠ຠߩ㓚߹ߚߪ⺋േ߇↢ߓߚ႐ว߽ੱޔりޔἫἴ␠ޔળ⊛៊ኂߥߤࠍ↢ߓߐ
ߖߥࠃ߁߅ቴ᭽ߩ⽿છߦ߅ߡ౬㐳⸳⸘ޔᑧኻ╷⸳⸘⺋ޔേ㒐ᱛ⸳⸘╬ߩో⸳⸘߅ࠃ߮ࠛࠫࡦࠣಣℂ╬ޔᯏེ߹ߚߪࠪࠬ࠹ࡓߣߒߡߩ⩄⸽ࠍ߅㗿
ߚߒ߹ߔޔߪࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ࡦࠦࠗࡑޔߦ․ޕන⁛ߢߩᬌ⸽ߪ࿎㔍ߥߚ߅ޔቴ᭽߇ㅧߐࠇߚᦨ⚳ߩᯏེࠪࠬ࠹ࡓߣߒߡߩోᬌ⸽ࠍ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ
ᒰ␠ຠߩⅣႺㆡวᕈ╬ߪߡߒ߹߈ߟߦ⚦ޔຠߦᔅߕᒰ␠༡ᬺ⓹ญ߹ߢ߅วߖߊߛߐߦ↪ߏޕ㓙ߒߡߪ․ޔቯߩ‛⾰ߩ㨯↪ࠍⷙߔࠆ4Q*5ᜰ
╬ޔㆡ↪ߐࠇࠆⅣႺ㑐ㅪᴺࠍචಽ⺞ᩏߩ߁߃ࠆ߆߆ޔᴺߦㆡวߔࠆࠃ߁ߏ↪ߊߛߐ߅ޕቴ᭽߇߆߆ࠆᴺࠍㆩߒߥߎߣߦࠃࠅ↢ߓߚ៊ኂߦ㑐ߒ
ߡޔᒰ␠ߪ৻ޔಾߘߩ⽿છࠍ⽶߹ߖࠎޕ
ᧄ⾗ᢱߩోㇱ߹ߚߪ৻ㇱࠍᒰ␠ߩᢥᦠߦࠃࠆ೨ߩᛚ⻌ࠍᓧࠆߎߣߥߊォタ߹ߚߪⶄߔࠆߎߣࠍ࿕ߊ߅ᢿࠅߚߒ߹ߔޕ
ᧄ⾗ᢱߦ㑐ߔࠆ⚦ߦߟߡߩ߅วࠊߖߘߩઁ߅᳇ઃ߈ߩὐ╬߇ߏߑ߹ߒߚࠄᒰ␠༡ᬺ⓹ญ߹ߢߏᾖળߊߛߐޕ
ᵈᧄ⾗ᢱߦ߅ߡ↪ߐࠇߡࠆޟᒰ␠ࠬࠢ࠾ࡠ࠻ࠢࠛ ࠬࠨࡀ࡞ޔߪߣޠᩣᑼળ␠߅ࠃ߮࡞ࡀࠨࠬ ࠛࠢ࠻ࡠ࠾ࠢࠬᩣᑼળ␠߇ߘߩ✚ᩣਥߩ⼏ᮭߩㆊඨᢙࠍ
⋥ធ߹ߚߪ㑆ធߦߔࠆળ␠ࠍ߹ߔޕ
ᵈᧄ⾗ᢱߦ߅ߡ↪ߐࠇߡࠆޟᒰ␠ຠޔߪߣޠᵈߦ߅ߡቯ⟵ߐࠇߚᒰ␠ߩ㐿⊒ޔㅧຠࠍ߹ߔޕ

http://www.renesas.com

ع༡ᬺ߅วߖ⓹ญ

̪༡ᬺ߅วߖ⓹ญߩᚲ㔚⇟ภߪᄌᦝߦߥࠆߎߣ߇ࠅ߹ߔᦨޕᣂᖱႎߦߟ߈߹ߒߡߪޔᑷ␠ࡎࡓࡍࠫࠍߏⷩߊߛߐޕ

࡞ࡀࠨࠬ ࠛࠢ࠻ࡠ࠾ࠢࠬ⽼ᄁᩣᑼળ␠ޥޓ100-0004ޓජઍ↰ᄢᚻ↸2-6-2㧔ᣣᧄࡆ࡞㧕

(03)5201-5307

عᛛⴚ⊛ߥ߅วߖ߅ࠃ߮⾗ᢱߩߏ⺧᳞ߪਅ⸥߳ߤ߁ߙޕ
✚ޓว߅วߖ⓹ญ㧦http://japan.renesas.com/inquiry
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