アプリケーションノート

RE01B Group
IAR Embedded Workbench for Arm patch セットアップガイド
要旨
本アプリケーションノートは、RE01B グループのデバイスのソフトウェアを IAR Embedded Workbench
for Arm (以後、EWARM と示す)で開発するためのデバイスファイルパッチのセットアップ方法について説
明しています。
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1. デバイスファイルパッチのセットアップ方法
• デバイスファイルパッチ (r20an0596xj0101-re01b-je.zip) を解凍します
• すでにインストールされている EWARM のフォルダ arm に対して、解凍したファイルのフォルダ arm
をコピーします。(図 1 を参照) ファイルを上書きするかを確認するメッセージが表示されるので、
「はい」を選択します。

図1

デバイスファイルパッチのコピー例

• EWARM を起動すると、RE01B グループのデバイスが選択できるようになります。
EWARM をすでに起動している場合は、一度終了してから再起動してください。
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製品ご使用上の注意事項
ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテク
ニカルアップデートを参照してください。
1.

静電気対策
CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保
存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアー
スを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱
いをしてください。

2.

電源投入時の処置
電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部
リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン
リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3.

電源オフ時における入力信号
当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入に
より、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」について
の記載のある製品は、その内容を守ってください。

4.

未使用端子の処理
未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっ
ています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識
されて誤動作を起こす恐れがあります。

5.

クロックについて
リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した
後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定
した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り
替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6.

入力端子の印加波形
入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、VIL（Max.）か
ら VIH（Min.）までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、VIL（Max.）から VIH
（Min.）までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7.

リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止
リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領
域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8.

製品間の相違について
型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッ
シュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合が
あります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き
1.

本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアお
よびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害
（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。

2.

当社製品または本資料に記載された製品デ－タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許
権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うもので
はありません。

3.

当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。

4.

当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要と
なる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。

5.

当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改
変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。

6.

当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図
しております。
標準水準：

コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のあ
る機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機
器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これら
の用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その
責任を負いません。
7.

あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100％保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリ
ティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されてい
るシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品ま
たは当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行
為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害に
ついて、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品
性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。

8.

当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導
体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の
範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切
その責任を負いません。

9.

当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする
場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を
行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客
様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を
行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行って
ください。

10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用
を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことに
より生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品お
よび技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、そ
れらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたしま
す。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的
に支配する会社をいいます。
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注１において定義された当社の開発、製造製品をいいます。
(Rev.5.0-1

2020.10)

本社所在地

お問合せ窓口

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓
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Introduction
This application note describes how to setup device file patch to develop RE01B Group software on IAR
Embedded Workbench for Arm

Target Device
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1. To setup device file patch
• Unzip device file patch (r20an0596xj0101-re01b-je.zip)
• Overwrite the unzipped arm folder over the arm folder within the EWARM installation folder. (See
Figure1) A message appears asking if you want to overwrite the file. Select “Yes”.

Figure 1. Example to overwrite device file patch
• Start up EWARM and choose supported RE01B devices. (If already start up EWARM, once finish.)
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General Precautions in the Handling of Microprocessing Unit and Microcontroller
Unit Products
The following usage notes are applicable to all Microprocessing unit and Microcontroller unit products from Renesas. For detailed usage notes on the
products covered by this document, refer to the relevant sections of the document as well as any technical updates that have been issued for the products.
1.

Precaution against Electrostatic Discharge (ESD)
A strong electrical field, when exposed to a CMOS device, can cause destruction of the gate oxide and ultimately degrade the device operation. Steps
must be taken to stop the generation of static electricity as much as possible, and quickly dissipate it when it occurs. Environmental control must be
adequate. When it is dry, a humidifier should be used. This is recommended to avoid using insulators that can easily build up static electricity.
Semiconductor devices must be stored and transported in an anti-static container, static shielding bag or conductive material. All test and
measurement tools including work benches and floors must be grounded. The operator must also be grounded using a wrist strap. Semiconductor

2.

devices must not be touched with bare hands. Similar precautions must be taken for printed circuit boards with mounted semiconductor devices.
Processing at power-on
The state of the product is undefined at the time when power is supplied. The states of internal circuits in the LSI are indeterminate and the states of
register settings and pins are undefined at the time when power is supplied. In a finished product where the reset signal is applied to the external reset
pin, the states of pins are not guaranteed from the time when power is supplied until the reset process is completed. In a similar way, the states of pins
in a product that is reset by an on-chip power-on reset function are not guaranteed from the time when power is supplied until the power reaches the

3.

level at which resetting is specified.
Input of signal during power-off state
Do not input signals or an I/O pull-up power supply while the device is powered off. The current injection that results from input of such a signal or I/O
pull-up power supply may cause malfunction and the abnormal current that passes in the device at this time may cause degradation of internal

4.

elements. Follow the guideline for input signal during power-off state as described in your product documentation.
Handling of unused pins
Handle unused pins in accordance with the directions given under handling of unused pins in the manual. The input pins of CMOS products are
generally in the high-impedance state. In operation with an unused pin in the open-circuit state, extra electromagnetic noise is induced in the vicinity of
the LSI, an associated shoot-through current flows internally, and malfunctions occur due to the false recognition of the pin state as an input signal

5.

become possible.
Clock signals
After applying a reset, only release the reset line after the operating clock signal becomes stable. When switching the clock signal during program
execution, wait until the target clock signal is stabilized. When the clock signal is generated with an external resonator or from an external oscillator
during a reset, ensure that the reset line is only released after full stabilization of the clock signal. Additionally, when switching to a clock signal

6.

produced with an external resonator or by an external oscillator while program execution is in progress, wait until the target clock signal is stable.
Voltage application waveform at input pin
Waveform distortion due to input noise or a reflected wave may cause malfunction. If the input of the CMOS device stays in the area between VIL
(Max.) and VIH (Min.) due to noise, for example, the device may malfunction. Take care to prevent chattering noise from entering the device when the

7.

input level is fixed, and also in the transition period when the input level passes through the area between VIL (Max.) and VIH (Min.).
Prohibition of access to reserved addresses
Access to reserved addresses is prohibited. The reserved addresses are provided for possible future expansion of functions. Do not access these

8.

addresses as the correct operation of the LSI is not guaranteed.
Differences between products
Before changing from one product to another, for example to a product with a different part number, confirm that the change will not lead to problems.
The characteristics of a microprocessing unit or microcontroller unit products in the same group but having a different part number might differ in terms
of internal memory capacity, layout pattern, and other factors, which can affect the ranges of electrical characteristics, such as characteristic values,
operating margins, immunity to noise, and amount of radiated noise. When changing to a product with a different part number, implement a systemevaluation test for the given product.

Notice
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products
and application examples. You are fully responsible for the incorporation or any other use of the circuits, software, and information in the design of your
product or system. Renesas Electronics disclaims any and all liability for any losses and damages incurred by you or third parties arising from the use
of these circuits, software, or information.
Renesas Electronics hereby expressly disclaims any warranties against and liability for infringement or any other claims involving patents, copyrights,
or other intellectual property rights of third parties, by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this
document, including but not limited to, the product data, drawings, charts, programs, algorithms, and application examples.
No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics
or others.
You shall be responsible for determining what licenses are required from any third parties, and obtaining such licenses for the lawful import, export,
manufacture, sales, utilization, distribution or other disposal of any products incorporating Renesas Electronics products, if required.
You shall not alter, modify, copy, or reverse engineer any Renesas Electronics product, whether in whole or in part. Renesas Electronics disclaims any
and all liability for any losses or damages incurred by you or third parties arising from such alteration, modification, copying or reverse engineering.
Renesas Electronics products are classified according to the following two quality grades: “Standard” and “High Quality”. The intended applications for
each Renesas Electronics product depends on the product’s quality grade, as indicated below.
"Standard": Computers; office equipment; communications equipment; test and measurement equipment; audio and visual equipment; home
electronic appliances; machine tools; personal electronic equipment; industrial robots; etc.
"High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control (traffic lights); large-scale communication equipment; key
financial terminal systems; safety control equipment; etc.
Unless expressly designated as a high reliability product or a product for harsh environments in a Renesas Electronics data sheet or other Renesas
Electronics document, Renesas Electronics products are not intended or authorized for use in products or systems that may pose a direct threat to
human life or bodily injury (artificial life support devices or systems; surgical implantations; etc.), or may cause serious property damage (space
system; undersea repeaters; nuclear power control systems; aircraft control systems; key plant systems; military equipment; etc.). Renesas Electronics
disclaims any and all liability for any damages or losses incurred by you or any third parties arising from the use of any Renesas Electronics product
that is inconsistent with any Renesas Electronics data sheet, user’s manual or other Renesas Electronics document.
No semiconductor product is absolutely secure. Notwithstanding any security measures or features that may be implemented in Renesas Electronics
hardware or software products, Renesas Electronics shall have absolutely no liability arising out of any vulnerability or security breach, including but
not limited to any unauthorized access to or use of a Renesas Electronics product or a system that uses a Renesas Electronics product. RENESAS
ELECTRONICS DOES NOT WARRANT OR GUARANTEE THAT RENESAS ELECTRONICS PRODUCTS, OR ANY SYSTEMS CREATED USING
RENESAS ELECTRONICS PRODUCTS WILL BE INVULNERABLE OR FREE FROM CORRUPTION, ATTACK, VIRUSES, INTERFERENCE,
HACKING, DATA LOSS OR THEFT, OR OTHER SECURITY INTRUSION (“Vulnerability Issues”). RENESAS ELECTRONICS DISCLAIMS ANY AND
ALL RESPONSIBILITY OR LIABILITY ARISING FROM OR RELATED TO ANY VULNERABILITY ISSUES. FURTHERMORE, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, RENESAS ELECTRONICS DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH
RESPECT TO THIS DOCUMENT AND ANY RELATED OR ACCOMPANYING SOFTWARE OR HARDWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
When using Renesas Electronics products, refer to the latest product information (data sheets, user’s manuals, application notes, “General Notes for
Handling and Using Semiconductor Devices” in the reliability handbook, etc.), and ensure that usage conditions are within the ranges specified by
Renesas Electronics with respect to maximum ratings, operating power supply voltage range, heat dissipation characteristics, installation, etc. Renesas
Electronics disclaims any and all liability for any malfunctions, failure or accident arising out of the use of Renesas Electronics products outside of such
specified ranges.
Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of Renesas Electronics products, semiconductor products have specific
characteristics, such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Unless designated as a high reliability
product or a product for harsh environments in a Renesas Electronics data sheet or other Renesas Electronics document, Renesas Electronics
products are not subject to radiation resistance design. You are responsible for implementing safety measures to guard against the possibility of bodily
injury, injury or damage caused by fire, and/or danger to the public in the event of a failure or malfunction of Renesas Electronics products, such as
safety design for hardware and software, including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for
aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult and impractical, you are
responsible for evaluating the safety of the final products or systems manufactured by you.
Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas
Electronics product. You are responsible for carefully and sufficiently investigating applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of
controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive, and using Renesas Electronics products in compliance with all these
applicable laws and regulations. Renesas Electronics disclaims any and all liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance
with applicable laws and regulations.
Renesas Electronics products and technologies shall not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is
prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations. You shall comply with any applicable export control laws and regulations
promulgated and administered by the governments of any countries asserting jurisdiction over the parties or transactions.
It is the responsibility of the buyer or distributor of Renesas Electronics products, or any other party who distributes, disposes of, or otherwise sells or
transfers the product to a third party, to notify such third party in advance of the contents and conditions set forth in this document.
This document shall not be reprinted, reproduced or duplicated in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas
Electronics products.

(Note1)
(Note2)

“Renesas Electronics” as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its directly or indirectly controlled
subsidiaries.
“Renesas Electronics product(s)” means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.
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