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M32R/ECU シリーズ割り込み使用時の注意事項
分

□ドキュメント正誤表

対

M32R/ECU シリーズ

■注意事項
□ノウハウ

類

□その他

象

M32R/ECUシリーズにおいて内蔵周辺I/Oからの割り込みを複数使用し、その中のICU入力要因
タイプに「エッジタイプ」の割り込みが含まれ、なおかつその
「エッジタイプ」の割り込み処理内で、
再度同じ「エッジタイプ」の割り込み要求が発生するシステムでの注意事項を以下に示します。

■ 発生条件と現象
注意事項対象の発生条件と現象を以下に示します。
（1）
「エッジタイプ」の割り込み（A）と、（A）よりも割り込み優先レベルの高い割り込み（B）を使
用している。
（2）
（A）の割り込みハンドラ処理開始から割り込みベクタレジスタ（IVECT）読み出しまでの間に
（B）の割り込みが発生する。
（3）多重割り込みを許可していない。
（割り込みハンドラ内の割り込みベクタレジスタ
（IVECT）
読み出し直後に、PSWのIEビットに"1"
をセットして多重割り込みを許可していない。）
（4）
（A）
の割り込み処理内で、（A）
の割り込み要求が再度発生する。
（以下、再度発生した
（A）
の割
り込み要求を（A'）の割り込み要求とします。）
以上の条件を満たした場合、「（A）の割り込みベクタレジスタ（IVECT）読み出しから割り込み要
求マスクレジスタ（IMASK）の復帰」までの間に発生した（A'）の割り込みは、その時点で処理中の
（A）の割り込み要求として処理されます。（B）の割り込み要求は、（A）の割り込み処理完了後に処
理されます。
次頁以降に詳細を図示して説明します。
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■ 通常動作時の動作
通常動作時の割り込みハンドラ処理動作を、図1に示します。
通常動作時、「エッジタイプ」の割り込み要求は、割り込みハンドラ内の割り込みベクタレジスタ
（IVECT）
読み出しによってクリアされます。割り込み要求クリア後、次の割り込み要求を検出でき
ます。
このため通常動作時は、
「
（A）
の割り込み要求発生からIVECT読み出しによる割り込み要求クリア」
までに発生した
（A'）
の割り込み要求は、その時点で処理中の
（A）
の割り込み要求として処理され、
「割
り込み要求クリア」以降に発生した（A'）の割り込み要求は、（A）の割り込み処理完了後に（A'）の割り
込み要求として処理されます。
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図1．通常動作時の割り込みハンドラ動作

（2/ 4）

MAEC TECHNICAL NEWS

No. M32R-45-0208

■ 注意事項対象の現象発生時の動作
注意事項対象の現象発生時の割り込みハンドラ処理動作を、図2に示します。
注意事項対象の発生条件
（1）
〜
（4）
を満たした場合は、割り込みベクタレジスタ
（IVECT）
読み出しか
ら割り込み要求マスクレジスタ（IMASK）の復帰の間、（A）または（A'）の割り込み要求クリア信号
（内部信号）が出力され続ける現象が発生します。このため「 IVECT読み出しからIMASKの復帰」ま
でに発生した（A'）の割り込み要求は、現在処理中の（A）の割り込み要求として処理されます。
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図2．注意事項対象の現象発生時の割り込みハンドラ動作
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■ 対策
図3のように、割り込みハンドラ内の「割り込みベクタレジスタ（IVECT）
読み出し」直後に、
「割り
込み要求マスクレジスタ（IMASK）に現在のIMASK値を上書きする」
命令を追加してください。
上記命令により、（A）または（A'）の割り込み要求クリア信号が出力され続けることがなくなり、
「IMASKへの上書きからIMASKの復帰」
の間に発生した
（A'）
の割り込み要求を検出できるようになり
ます。

A ߩഀࠅㄟߺ⊒↢ߦࠃࠅޔEIࡂࡦ࠼߳ಽጘ
ߎߩ㑆ߦ⊒↢ߒߚ
A' ߩഀࠅㄟߺⷐ᳞ߪޔ
A ߩഀࠅㄟߺⷐ᳞ߣߒߡ
ಣℂߐࠇ߹ߔޕ

BPCߩࠬ࠲࠶ࠢㅌㆱ
PSWߩࠬ࠲࠶ࠢㅌㆱ
᳢↪ࠫࠬ࠲ߩ
ࠬ࠲࠶ࠢㅌㆱ

ഀࠅㄟߺⷐ᳞ࡑࠬࠢࠫࠬ࠲
IMASK ⺒ߺߒߣ
ࠬ࠲࠶ࠢㅌㆱ
ഀࠅㄟߺࡌࠢ࠲ࠫࠬ࠲
IVECT ⺒ߺߒ

ߎߩ⟎ߦએਅߩࠃ߁ߥࠦ࠼ࠍ
ㅊടߒߡߊߛߐޕ
-LD24
Rn, #0x800004
LDB
Rm, @Rn
STB
Rm, @Rn
-Rm, Rnߪ߳ࠢ࠶࠲ࠬޔㅌㆱᷣߩ
ࠫࠬ࠲ࠍ↪ߒߡߊߛߐޕ

ഀࠅㄟߺⷐ᳞ࡑࠬࠢࠫࠬ࠲
IMASK ⺒ߺߒߣ
IMASK߳ߩᦠ߈
ICUࡌࠢ࠲࠹ࡉ࡞
⺒ߺߒ

ߎࠇએ㒠ߦ⊒↢ߒߚ
A' ߩഀࠅㄟߺⷐ᳞ߪޔ
A ߩഀࠅㄟߺಣℂ⚳ੌᓟߦ
A' ߩഀࠅㄟߺⷐ᳞ߣߒߡ
ಣℂߐࠇ߹ߔޕ

ฦౝ⬿ㄝI/Oߩ
ഀࠅㄟߺࡂࡦ࠼߳ಽጘ

ഀࠅㄟߺ
ࡂࡦ࠼

ഀࠅㄟߺⷐ᳞ࡑࠬࠢࠫࠬ࠲
IMASK ߩᓳᏫ

᳢↪ࠫࠬ࠲ߩ
ᓳᏫ
PSWߩᓳᏫ
BPCߩᓳᏫ
RTE

5

図3．対策後の割り込みハンドラ動作
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