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要旨
本アプリケーションノートでは、M16C ファミリのシリアル I/O の UART モードから RX ファミリの SCI
の調歩同期式モードへの置き換えについて説明しています。

対象デバイス
・RX ファミリ
・M16C ファミリ
M16C から RX への置き換え例として、RX ファミリは RX210 グループを、M16C ファミリは M16C/65C
シリーズを用いて説明しています。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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RX ファミリ、M16C ファミリ
表

RX ファミリと M16C ファミリ間の用語差異
RX ファミリ

項目

M16C ファミリ

シリアルコミュニケーション
インタフェースの略称
(以下、SCI)
調歩同期式シリアル通信のモード
名称

SCI

シリアル I/O

調歩同期式モード

シリアルコミュニケーションイン
タフェースの動作クロック
(以下、クロックソース)
周辺機能の動作クロック

クロックソース

UART モード
(クロック非同期形
シリアル I/O モード)
カウントソース

周辺機能クロック
周辺モジュールクロック
(PCLKA、PCLKB、PCLKC、PCLKD) (f1、fOCO40M、fOCO-F、
fOCO-S、fC32)
送信バッファ
TDR レジスタ
UiTB レジスタ
(送信バッファ)
送信シフトレジスタ
TSR レジスタ
UART 送信シフト
レジスタ
受信バッファ
RDR レジスタ
UiRB レジスタ
送信割り込み
TXI 割り込み
UARTi 送信割り込み
(送信バッファ空)
送信完了割り込み
TEI 割り込み
UARTi 送信割り込み
(送信完了)
受信割り込み
RXI 割り込み
UARTi 受信割り込み
端子に周辺機能の入出力を
MPC(注 1)
機能選択レジスタ、
選択する機能
入力機能選択レジスタ
(注 2)
注1. MPC が搭載されていないグループもあります。
注2. M32C グループ、R32C グループのみあります。
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RX ファミリ、M16C ファミリ
1.

調歩同期式シリアル通信の機能相違点

表 1.1に調歩同期式シリアル通信の機能相違点を示します。
表1.1 調歩同期式シリアル通信の機能相違点
RX(RX210)

項目
動作クロックソース

PCLKB

データ長

7 ビット/8 ビットから選択可能

パリティビット
ストップビット
データフォーマット

奇数/偶数/なし から選択可能
1 ビット/2 ビットから選択可能
LSB ファースト/MSB ファースト
から選択可能
あり（選択可能）
なし
送信データエンプティ(TXI)割り込み
送信終了(TEI)割り込み
受信データフル(RXI)割り込み
受信エラー(TRI)割り込み
オーバランエラー
フレーミングエラー
パリティエラー
あり
RXDn 端子入力経路にデジタル
ノイズフィルタを内蔵
あり
なし

ハードウェアフロー制御
CTS/RTS 分離機能
割り込み要因

エラー検出

マルチプロセッサ機能
ノイズ除去
データ論理切り替え
TXD、RXD 入出力極性切り替え

R01AN1859JJ0100 Rev.1.00
2014.03.03

M16C(M16C/65C)
f1、fOCO40M、fOCO-F、fOCO-S、
fC32 から選択可能
7 ビット/8 ビット/9 ビットから
選択可能
奇数/偶数/なし から選択可能
1 ビット/2 ビットから選択可能
LSB ファースト/MSB ファースト
から選択可能
あり（選択可能）
あり(UART0)
送信割り込み
受信割り込み
オーバランエラー
フレーミングエラー
パリティエラー
なし
なし
あり
あり
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2.

使用する周辺機能

表 2.1に調歩同期式通信での動作例に対して使用する周辺機能およびモードを示します。
表2.1 調歩同期式通信での動作例に対して使用する周辺機能およびモード
No

RX

動作例
周辺機能
SCI

M16C
モード

1

調歩同期式
シリアル通信
(送受信動作)

3.

調歩同期式シリアル通信の相違点

調歩同期式モード

周辺機能
シリアル I/O

参照
モード

UART モード

3章

RX、M16C の調歩同期式シリアル通信の相違点を、「表 3.1 調歩同期式シリアル通信の条件」に示す条件
を例に説明します。

表3.1 調歩同期式シリアル通信の条件
項目

送受信条件

16MHz
9600bps
8 ビット
1 ストップビット
なし
LSB ファースト
なし
RX ファミリ：SCI0
M16C ファミリ：UART0
端子処理
TXD 端子、RXD 端子にプルアップ抵抗を接続(注 1)
注1. RX では送信禁止状態(SCR.TE ビット=”0”)のとき、
TXD 端子はハイインピーダンス状態となります。
プルアップ抵抗を接続しない場合は、送信禁止状態の間、汎用入出力ポートの出力状態に切り替えて
ください。
周辺機能の動作クロック
通信速度
データ長
ストップビット
パリティ
データフォーマット
ハードウェアフロー制御
使用チャネル
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RX ファミリ、M16C ファミリ
3.1

送受信タイミング

3.1.1

送信動作時の相違点

図 3.1にRX と M16C のタイミング相違点(3 バイトずつ送信する場合)を、表 3.2にRX と M16C の各タイミ
ングでの動作および処理内容の相違点(3 バイトずつ送信する場合)を示します。

①

TXD端子

＜M16C＞
(注1)

“H”
“L”

UiC1レジスタの “1”
TEビット
“0”

⑤

④

② ③

1byte目

2byte目

⑥ ⑦

⑧

3byte目

1byte目

割り込み要求を受け付けると“0”になります

送信割り込みの “1”
IRビット
“0”

SCR.TEビット
SCR.TIEビット
TXI割り込みの
IENビット
＜RX＞

TXI割り込みの
IRフラグ

“1”
“0”
“1”
“0”
“1”
“0”
“1”
“0”

割り込み要求を受け付けると“0”になります
SCR.TEIEビット
TEI割り込みの
IENビット
TEI割り込みの
IRフラグ

“1”
“0”
“1”
“0”
“1”
“0”

注1. M16Cでは送信割り込みの発生タイミングに送信バッファ空か、送信完了時のどちらかしか使用できません。
上記タイミングは、送信バッファ空を選択した場合の動作です。

図3.1 RX と M16C のタイミング相違点(3 バイトずつ送信する場合)
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表3.2 RX と M16C の各タイミングでの動作および処理内容の相違点(3 バイトずつ送信する場合)
RX(RX210)

タイミング
① 送信開始前

② 送信開始時

③ 送信シフトレジスタ
に送信データ転送時
④ 最終データ書き込み
時の送信割り込み

⑤ 最終データ書き込み
後の送信割り込み
⑥ 最終データ出力後
⑦ 送信終了時

⑧ 再度送信開始時

M16C(M16C/65C)

SCR.TE ビットを“1”(送信許可)に設定 端子状態はシリアル I/O モードを選
するまで、TXD 端子はハイインピーダン 択したときに確定します。
スになります。
SCR.TE ビットを“1”に、TIE ビットを TE ビットを“1”(送信許可)に設定し
“1”(TXI 割り込み要求を許可)に、TEIE ます。
ビットを“1”(TEI 割り込み要求を許可) TE ビットを“1”にしても送信割り込
に、TXI 割り込みの IEN ビットを“1”(TXI みは発生しません。メイン処理などで
割り込み要求を許可)にします。
1 バイト目のデータを書き込みます。
SCR.TE ビットを“1”にすると、送信割
り込み(TXI 割り込み)の IR フラグが“1”
になり、送信割り込みが発生します。送
信割り込み処理で 1 バイト目の送信デー
タを書き込みます。
送信割り込みの IR フラグ(IR ビット)が“1”になり、送信割り込みが発生しま
す。送信割り込み処理で、2 バイト目のデータを書き込みます。
TEI 割り込みの IEN ビットを
“1”(TEI 割
―
り込みを許可)に、SCR.TIE ビットを
“0”(TXI 割り込み要求を禁止)、TXI 割
り込みの IEN ビットを“0”(TXI 割り込
みを禁止)にします。
送信データを書き込まずに、割り込み
―
処理を終了します。
(送信割り込みは発生しません)
送信完了割り込みが発生します。
―
送信完了割り込み処理で、SCR.TE ビッ
トを“0”(送信禁止)、TEIE ビットを“0”
(TEI 割り込み要求を禁止)、TEI 割り込み
の IEN ビットを“0”(TEI 割り込みを禁
止)にして、送信を禁止にします。
送信禁止にすると、送信完了割り込みの
IR フラグが“0”に、TXD 端子がハイイ
ンピーダンスになります。
「②送信開始時」と同じ処理を行います。 メイン処理などで次のデータを書き
込みます。
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3.1.2

受信動作時の相違点

図 3.2にRX と M16C のタイミング相違点(受信時)を、表 3.3にRX と M16C の各タイミングでの動作および
処理内容の相違点(受信時場合)を示します。

① ②

RXD端子

＜M16C＞

“H”
“L”

④ ⑤

③

1byte目

2byte目

⑥

エラーデータ

1byte目

UiC1レジスタの “1”
REビット
“0”
受信割り込みの “1”
IRビット
“0”

割り込み要求を受け付けると“0”になります
SCR.REビット
SCR.RIEビット

＜RX＞

“1”
“0”
“1”
“0”

RXI割り込みの
IENビット

“1”

RXI割り込みの
IRフラグ

“1”

ERI割り込みの
IENビット

“1”

ERI割り込みの
IRフラグ

“1”

“0”

割り込み要求を受け付けると“0”になります

“0”

“0”

“0”

図3.2 RX と M16C のタイミング相違点(受信時)
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表3.3 RX と M16C の各タイミングでの動作および処理内容の相違点(受信時場合)
RX(RX210)

タイミング
① 受信許可時

② 受信開始時
③ 受信完了時

④ 受信エラー発生時

⑤ 受信エラーフラグの
クリア

⑥ 再度受信開始時

M16C(M16C/65C)

SCR.RE ビットを“1”(受信許可)に、 RE ビットを“1”(受信許可)にして、受
RIE ビットを“1”(RXI 割り込み要求 信許可状態にします。
を許可)に、RXI 割り込みの IEN ビッ
トを“1”(RXI 割り込み要求を許可)
に、ERI 割り込みの IEN ビットを“1”
(ERI 割り込み要求を許可)にして受信
許可状態にします。
RXD 端子にスタートビットが入力されると、受信動作を開始します。
1 バイトのデータを受信すると、受信データが受信バッファに取り込まれ、受信
割り込み(RXI 割り込み)の IR フラグ(IR ビット)が“1”になり、受信割り込みが
発生します。受信割り込み処理で、受信バッファから値を読み出します。
ERI 割り込みが発生します。ERI 割り 受信割り込みが発生します。
込み処理で、受信エラー処理を行いま 受信割り込み処理で受信バッファレジス
す。
タのエラーフラグを読み出し、受信エ
ラーの発生有無を確認します。
SSR レジスタのエラーフラグを読み RE ビットを“0”(受信禁止)に、UiMR レ
出し後、“0”を書き込み、エラーフ ジスタの SMD2～SMD0 ビットを“000”
(シリアルインタフェースは無効)にしま
ラグをクリアします。
す。
全てのエラーフラグをクリアする
と、ERI 割り込みの IR フラグが“0” UiMR レジスタの SMD2～SMD0 ビット
になり、受信許可状態になります。
を“101”(UART モード キャラクタ長 8
ビット)、RE ビットを“1”に設定すると、
受信許可状態になります。
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3.2

設定手順の相違点

調歩同期式モードで送受信を行う手順を示します。
表 3.4に送受信初期設定手順の相違点を、表 3.5に送信割り込み処理内容の相違点を、表 3.6に送信完了割
り込み処理内容の相違点を、表 3.7に受信割り込み処理内容の相違点を、表 3.8にERI 割り込み処理内容の相
違点を示します。

表3.4 送受信初期設定手順の相違点
手順
1

モジュールストップ状態を解
除(注 1)

RX(RX210)

M16C(M16C/65C)

SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA502;
MSTP(SCI0) = 0;

(モジュールストップ機能なし)

SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA500;

2

I/O ポート機能の設定
(注 2)

PORT2.PMR.BIT.B0 = 0;

―

PORT2.PMR.BIT.B1 = 0;

(処理なし)(注 3)

MPC.PWPR.BIT.B0WI = 0;
MPC.PWPR.BIT.PFSWE = 1;
MPC.P20PFS.BYTE = 0x0A;
MPC.P21PFS.BYTE = 0x0A;
MPC.PWPR.BYTE =0x80;
PORT2.PMR.BIT.B0 = 1;
PORT2.PMR.BIT.B1 = 1;

3

送受信モード等の設定

SCI0.SCR.BIT.CKE = 0;

uclksel0 = 0x00;

SCI0.SMR.BYTE = 0x00;

pclk1 = 1;

SCI0.SCMR.BYTE = 0xF2;

u0mr = 0x05;

SCI0.SEMR.BYTE = 0x00;

u0c0 = 0x10;
ucon = 0x00;
u0c1 = 0x00;

4
5
6

ビットレートの設定(注 4)
割り込み優先レベルの設定
割り込み要求をクリア

7

周辺機能割り込み要求を許可
(注 5)
送受信許可
割り込み要求を許可(注 5)

SCI0.BRR = 51;

u0brg = 103;

IPR(SCI0, ) = 0x01;

s0tic = 0x01;

IR(SCI0,RXI0) = 0;

s0ric = 0x01;

IR(SCI0,TXI0) = 0;

8
9

SCI0.SCR.BYTE |= 0xF4;
u0c1 = 0x05;
IEN(SCI0,ERI0) = 1; /* (注 6) */
IEN(SCI0,RXI0) = 1;

―
(処理なし)

IEN(SCI0,TXI0) = 1;

10 マスカブル割り込みの許可
setpsw_i();
asm(“fset i”);
―
/* u0tb レジスタに 1 バイト目のデータを
11 1 バイト目の送信データ
書き込む */
(処理なし)
書き込み
注1.
モジュールストップ機能については、「4.1.3 モジュールストップ機能」を参照してください。
注2.
RX では MPC で周辺機能の端子設定を行います。詳細は「4.1.2 入出力ポート」
を参照してください。
注3.
M32C/80 シリーズ、R32C/100 シリーズでは、機能選択レジスタで端子機能の選択を行ってください。
注4.
RX と M16C でビットレートの算出方法が異なります。詳細は「3.3 ビットレートの算出方法につい
て」を参照してください。
注5.
割り込み要求を許可にする方法が異なります。詳細は「4.1.1 割り込み」を参照してください。
注6.
受信エラー割り込みの仕様はマイコンにより異なります。詳細はユーザーズマニュアル ハードウェ
ア編(以下、UMH)を参照ください。
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表3.5 送信割り込み処理内容の相違点
RX(RX210)

手順
1
2

送信データの書き込み
最終データ書き込み確認

M16C(M16C/65C)

/* SCR.TDR レジスタに送信データを書

if ( 送信するデータあり？ )

き込む */

{

if ( 最終データ書き込み済み？ )

/* u0tb レジスタに送信データを書き込
む */

{

}

3

TXI 割り込みの禁止
(最終データ書き込み後のみ)

IEN(SCI0,TXI0) = 0;
SCI0.SCR.BIT.TIE = 0;

―
(処理なし)(注 1)

while (0 != SCI0.SCR.BIT.TIE)
{
}

4

割り込み要求をクリア
IR(SCI0,TXI0) = 0;
(最終データ書き込み後のみ)
5 送信完了割り込みを許可
IEN(SCI0,TEI0) = 1;
}
(最終データ書き込み後のみ)
注1.
M16C では、送信割り込みを禁止にする必要はありません。
表3.6 送信完了割り込み処理内容の相違点
RX(RX210)

手順
1

割り込み要求発生元の確認

do

M16C(M16C/65C)
―
(注 1)

{
while ((0 != SCI0.SCR.BIT.TEIE) &&
(0 != SCI0.SSR.BIT.TEND))
{

2

送信禁止

SCI0.SCR.BIT.TE = 0;
while (0 != SCI0.SCR.BIT.TE)
{
}

3

TEI 割り込みの禁止

SCI0.SCR.BIT.TEIE = 0;
while (0 != SCI0.SCR.BIT.TEIE)
{
}

4

IR フラグの確認

}
}while( 0 != IR( SCI0, TEI0 ));

注1.

送信割り込み要因に送信バッファ空を選択した場合、送信完了時に割り込みは発生しません。
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表3.7 受信割り込み処理内容の相違点
RX(RX210)

M16C(M16C/65C)

/* SCI0.RDR レジスタから受信データを読み

/* u0rb レジスタから受信データを読み出

出し */

し */

手順
1
2

受信データの読み出し
受信エラー判定

―
(処理なし)(注 1)

3
4

受信エラー発生時の処理
受信エラーのクリア
(受信禁止)

if( 受信エラー発生? )
{
/* エラー発生時の処理を記載 */
re_u0c1 = 0;
u0mr = u0mr & 0xf8;
}

注1.

RX では受信エラー発生時、
ERI 割り込みが発生するため、受信割り込みではエラー処理は不要です。

表3.8 ERI 割り込み処理内容の相違点
RX(RX210)

手順
1

割り込み要求発生元の確認

do

M16C(M16C/65C)
―
(注 1)

{
while ((0 != SCI0.SCR.BIT.RIE) &&
(0x00 != (SCI0.SSR.BYTE & 0x38)))
{

2
3
4

受信エラー発生時の処理
受信バッファのダミーリード
受信エラーのクリア

/* エラー発生時の処理を記載 */
dummy = SCI0.RDR;
while (0x00 != (SCI0.SSR.BYTE & 0x38) )
{
SCI0.SSR.BYTE = 0xC0; /* (注 2) */
}

5

IR フラグの確認

}
}while( 0 != IR( SCI0, ERI0 ));

注1.
注2.

M16C では、受信エラー発生時に個別の割り込みは発生しません。受信割り込み内でエラー判定およ
び処理を行います。詳細は「表 3.7 受信割り込み処理内容の相違点」を参照してください。
PER フラグ(パリティエラーフラグ)、FER フラグ(フレーミングエラーフラグ)、ORER フラグ(オー
バランエラーフラグ)をクリアする場合は、事前に”1”の状態を読み出す必要があります。
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3.3

ビットレートの算出方法について

RX ファミリと M16C ファミリでビットレートの算出方法が異なります。表 3.9にビットレートの算出方法
の相違点を示します。

表3.9 ビットレートの算出方法の相違点
項目
内部クロック使用時

外部クロック使用時

RX(RX210)
[SEMR.ABCS ビット=0 の場合]
クロックソース / 32(N+1) (注 1)

クロックソース / 16(m+1)

[SEMR.ABCS ビット=1 の場合]
クロックソース / 16(N+1) (注 1)

クロックソース : f1SIO、f2SIO、
f8SIO、f32SIO
m : UiBRG レジスタの設定値

クロックソース: PCLK、PCLK/4、
PCLK/16、PCLK/64
N: BRR レジスタの設定値
fEXT / 16

fEXT / 16(m+1)

fEXT : SCKi 端子からの入力
TMR から基本クロック生成時

M16C(M16C/65C)

fEXT : CLKi 端子からの入力
m : UiBRG レジスタの設定値
―

(SCI5,SCI6,SCI12 のみ)
TMR からクロックを入力することが
可能
（詳細は UMH を参照してください）
注1. UMH の「BRR レジスタの設定値 N とビットレート B の関係」の式より(SEMR.ABCS=0 の場合)
B = PCLK / (64 × 22n-1 ×(N + 1) )
= PCLK / ( 32 × 22n ×(N + 1) )
= (PCLK / 22n) / ( 32 ×(N + 1) )
= クロックソース / ( 32 ×(N + 1) )
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4.

付録

4.1

M16C から RX へ置き換えるときのポイント

M16C から RX へ置き換えるときのポイントについて、以下に示します。

4.1.1

割り込み

RX では、下記の条件を満たすときに割り込みを受け付けることができます。
・

I フラグ(PSW.I ビット)が“1”であること。

・

ICU の IER、IPR レジスタで割り込み許可に設定されていること。

・

周辺機能の割り込み要求許可ビットで、割り込み要求が許可されていること。

表 4.1に、RX と M16C の割り込みの発生条件についての比較表を示します。
表4.1 RX と M16C の割り込みの発生条件についての比較表
RX

項目
I フラグ
割り込み要求フラグ
割り込み優先レベル
割り込み要求許可
周辺機能の割り込み
許可

M16C

I フラグを“1”(許可)にすると、マスカブル割り込みの受け付けが許可されます。
周辺機能から割り込み要求があると、“1”(割り込み要求あり)になります。
IPR[3:0]ビットで設定します。
ILVL2～ILVL0 ビットで設定します。
IER レジスタで設定します。
各周辺機能で割り込みの許可、禁止を 設定できます。

詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編の割り込みコントローラ(ICU)、CPU、使用する周辺機能
の章を参照ください。

R01AN1859JJ0100 Rev.1.00
2014.03.03

Page 14 of 17

RX ファミリ、M16C ファミリ
4.1.2
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入出力ポート

RX では、周辺機能の入出力信号を端子に割り当てるには、MPC の設定を行う必要があります。
RX の端子の入出力制御を行う前に以下の 2 つの設定を行ってください。
・

MPC の PFS レジスタ：該当端子に割り当てる周辺機能の選択

・

I/O ポートの PMR レジスタ：該当端子に汎用入出力ポート/周辺機能を割り当てるかの選択

表 4.2にRX と M16C の周辺機能端子の入出力設定ついての比較表を示します。
表4.2 RX と M16C の周辺機能端子の入出力設定ついての比較表
RX(RX210 の場合)

機能

M16C(M16C/65C の場合)

PFS レジスタを設定することで、周辺機 M16C グループにはありません。(注 1)
能の入出力を複数の端子から選択して割 各周辺機能のモードを設定すると、周辺機
り付けることができます。
能の入出力端子として割り付けられます。
汎用入出力ポー PMR レジスタを設定することで、対象端
ト/周辺機能の切 子を I/O ポートとして使用するか、周辺
機能として使用するかを選択できます。
り替え
端子の機能選択

注1

M32C グループ、R32C グループには、同様の機能のレジスタがあります。

詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編のマルチファンクションピンコントローラ(MPC)と、I/O
ポートの章を参照ください。

4.1.3

モジュールストップ機能

RX では、周辺モジュールごとに機能を停止させることが可能です。
使用しない周辺モジュールをモジュールストップ状態へ遷移させることで、消費電力を低減することがで
きます。
リセット解除後は、一部を除く全てのモジュールがモジュールストップ状態になっています。
モジュールストップ状態のモジュールのレジスタは、読み書きできません。
詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編の消費電力低減機能の章を参照ください。
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4.2

I/O レジスタマクロ

RX の I/O レジスタの定義(iodefine.h)内では、下記のマクロ定義を用意しています。
マクロ定義を使用することで可読性の高いプログラムを記載できます。
表 4.3 にマクロの使用例を示します。
表4.3 マクロの使用例
使用例

マクロ
IR("module name", "bit name")

IR(MTU0,TGIA0) = 0 ;
MTU0 の TGIA0 に対応した IR ビットを“0”(割り込み要求をクリア)にします。

IEN("module name", "bit name")

IEN(MTU0, TGIA0) = 1 ;
MTU0 の TGIA0 に対応した IEN ビットを“1”(割り込みを許可)にします。

IPR("module name", "bit name")

IPR(MTU0, TGIA0) = 0x02 ;
MTU0 の TGIA0 に対応した IPR ビットを“2”(割り込み優先レベルを“2”)にします。

MSTP("module name")

MSTP(MTU) = 0 ;
MTU0 のモジュールストップ設定ビットを“0”(モジュールストップ状態を解除)にし
ます。

VECT("module name", "bit name")

#pragma interrupt (Excep_MTU0_TGIA0 (vect=VECT(MTU0, TGIA0))
MTU0 の TGIA0 に対応した割り込み関数を宣言します。

4.3

組み込み関数

RX では、制御レジスタの設定や特殊命令用に組み込み関数を用意しています。組み込み関数を使用する場
合は、machine.h をインクルードしてください。
表 4.4にRX と M16C の制御レジスタの設定や特殊命令などの記述の相違点(一例)を示します。
表4.4 RX と M16C の制御レジスタの設定や特殊命令などの記述の相違点(一例)
項目

記述
RX

I フラグを“1”にする
I フラグを“0”にする
WAIT 命令に展開します。
NOP 命令に展開します。

注1

M16C

setpsw_i ();
(注 1)
clrpsw_i ();
(注 1)
wait();
(注 1)

asm(“fset

nop();
(注 1)

asm(“nop”);

i”);

asm(“fclr i”);
asm(“wait”);

“machine.h”のインクルードが必要です。
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A-1

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. 未使用端子の処理
【注意】未使用端子は、本文の「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。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」
で説明する指示に従い処理してください。
2. 電源投入時の処置
【注意】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. リザーブアドレスのアクセス禁止
【注意】リザーブアドレスのアクセスを禁止します。
アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレスがあります。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。
4. クロックについて
【注意】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。
5. 製品間の相違について
【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、事前に問題ないことをご確認下さい。
同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部メモリ、レイアウトパターンの相違などにより、特性
が異なる場合があります。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。
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ᐙ㟁ࠊᕤసᶵᲔࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝᶵჾࠊ⏘ᴗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺ➼

㧗ရ㉁Ỉ‽㸸 ㍺㏦ᶵჾ㸦⮬ື㌴ࠊ㟁㌴ࠊ⯪⯧➼㸧ࠊ㏻⏝ಙྕᶵჾࠊ
㜵⅏࣭㜵≢⨨ࠊྛ✀Ᏻ⨨➼
ᙜ♫〇ရࡣࠊ┤᥋⏕࣭㌟య༴ᐖࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᶵჾ࣭ࢩࢫࢸ࣒㸦⏕⥔ᣢ⨨ࠊேయᇙࡵ㎸ࡳ⏝ࡍࡿࡶࡢ➼㸧 ࠊࡶࡋࡃࡣከ࡞≀ⓗᦆᐖࢆⓎ⏕ࡉ
ࡏࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿᶵჾ࣭ࢩࢫࢸ࣒㸦ཎᏊຊไᚚࢩࢫࢸ࣒ࠊ㌷ᶵჾ➼㸧⏝ࡉࢀࡿࡇࢆពᅗࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ ࡓ࠼ࠊពᅗࡋ࡞࠸⏝
㏵ᙜ♫〇ရࢆ⏝ࡋࡓࡇࡼࡾ࠾ᐈᵝࡲࡓࡣ➨୕⪅ᦆᐖࡀ⏕ࡌ࡚ࡶࠊᙜ♫ࡣ୍ษࡑࡢ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋ ࡞࠾ࠊࡈ᫂Ⅼࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᙜ♫Ⴀᴗ࠾ၥ࠸
ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
6. ᙜ♫〇ရࢆࡈ⏝ࡢ㝿ࡣࠊᙜ♫ࡀᣦᐃࡍࡿ᭱ᐃ᱁ࠊືస㟁※㟁ᅽ⠊ᅖࠊᨺ⇕≉ᛶࠊᐇ᮲௳ࡑࡢࡢಖド⠊ᅖෆ࡛ࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋᙜ♫ಖド⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚ᙜ♫〇
ရࢆࡈ⏝ࡉࢀࡓሙྜࡢᨾ㞀࠾ࡼࡧᨾࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᙜ♫ࡣࠊ୍ษࡑࡢ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋ
7. ᙜ♫ࡣࠊᙜ♫〇ရࡢရ㉁࠾ࡼࡧಙ㢗ᛶࡢྥୖດࡵ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ༙ᑟయ〇ရࡣ࠶ࡿ☜⋡࡛ᨾ㞀ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡾࠊ⏝᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣㄗືసࡋࡓࡾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊᙜ♫〇ရࡣ⪏ᨺᑕ⥺タィࡘ࠸࡚ࡣ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋᙜ♫〇ရࡢᨾ㞀ࡲࡓࡣㄗືసࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡶࠊே㌟ᨾࠊⅆ⅏ᨾࠊ♫ⓗᦆᐖ➼ࢆ⏕ࡌࡉࡏ
࡞࠸ࡼ࠺ࠊ࠾ᐈᵝࡢ㈐௵࠾࠸࡚ࠊ㛗タィࠊᘏ↝ᑐ⟇タィࠊㄗືస㜵Ṇタィ➼ࡢᏳタィ࠾ࡼࡧ࢚࣮ࢪࣥࢢฎ⌮➼ࠊ࠾ᐈᵝࡢᶵჾ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡢฟⲴಖド
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ≉ࠊ࣐ࢥࣥࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣࠊ༢⊂࡛ࡢ᳨ドࡣᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ࠾ᐈᵝࡢᶵჾ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡢᏳ᳨ドࢆ࠾ᐈᵝࡢ㈐௵࡛⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
8. ᙜ♫〇ရࡢ⎔ቃ㐺ྜᛶ➼ࡢヲ⣽ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ〇ရಶูᚲࡎᙜ♫Ⴀᴗ❆ཱྀࡲ࡛࠾ၥྜࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈ⏝㝿ࡋ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢ≀㉁ࡢྵ᭷࣭⏝ࢆつไࡍࡿ
RoHSᣦ௧➼ࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿ⎔ቃ㛵㐃ἲ௧ࢆ༑ศㄪᰝࡢ࠺࠼ࠊࡿἲ௧㐺ྜࡍࡿࡼ࠺ࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࠾ᐈᵝࡀࡿἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞࠸ࡇࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆᐖ
㛵ࡋ࡚ࠊᙜ♫ࡣࠊ୍ษࡑࡢ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋ
9. ᮏ㈨ᩱグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᙜ♫〇ရ࠾ࡼࡧᢏ⾡ࢆᅜෆእࡢἲ௧࠾ࡼࡧつ๎ࡼࡾ〇㐀࣭⏝࣭㈍ࢆ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿᶵჾ࣭ࢩࢫࢸ࣒⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡲ
ࡓࠊᙜ♫〇ရ࠾ࡼࡧᢏ⾡ࢆ㔞◚ቯරჾࡢ㛤Ⓨ➼ࡢ┠ⓗࠊ㌷⏝ࡢ┠ⓗࡑࡢ㌷⏝㏵⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᙜ♫〇ရࡲࡓࡣᢏ⾡ࢆ㍺ฟࡍࡿሙྜࡣࠊࠕእ
ᅜⅭ᭰ཬࡧእᅜ㈠᫆ἲࠖࡑࡢ㍺ฟ㛵㐃ἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡋࠊࡿἲ௧ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾᚲせ࡞ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
10. ࠾ᐈᵝࡢ㌿➼ࡼࡾࠊᮏࡈὀព᭩ࡁグ㍕ࡢㅖ᮲௳ゐࡋ࡚ᙜ♫〇ရࡀ⏝ࡉࢀࠊࡑࡢ⏝ࡽᦆᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊᙜ♫ࡣఱࡽࡢ㈐௵ࡶ㈇ࢃࡎࠊ࠾ᐈᵝ࡚ࡈ㈇
ᢸࡋ࡚㡬ࡁࡲࡍࡢ࡛ࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
11. ᮏ㈨ᩱࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆᙜ♫ࡢᩥ᭩ࡼࡿ๓ࡢᢎㅙࢆᚓࡿࡇ࡞ࡃ㌿㍕ࡲࡓࡣ」〇ࡍࡿࡇࢆ⚗ࡌࡲࡍࠋ
ὀ1. ᮏ㈨ᩱ࠾࠸࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᙜ♫ࠖࡣࠊࣝࢿࢧࢫ ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᰴᘧ♫࠾ࡼࡧࣝࢿࢧࢫ ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᰴᘧ♫ࡀࡑࡢ⥲ᰴࡢ㆟Ỵᶒࡢ㐣༙ᩘ
ࢆ┤᥋ࡲࡓࡣ㛫᥋ಖ᭷ࡍࡿ♫ࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
ὀ2. ᮏ㈨ᩱ࠾࠸࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᙜ♫〇ရࠖࡣࠊὀ㸯࠾࠸࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡓᙜ♫ࡢ㛤Ⓨࠊ〇㐀〇ရࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ

http://www.renesas.com

ڦႠᴗ࠾ၥྜࡏ❆ཱྀ

ͤႠᴗ࠾ၥྜࡏ❆ཱྀࡢఫᡤࡣኚ᭦࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ᭱᪂ሗࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᘢ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࣝࢿࢧࢫ ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᰴᘧ♫ࠉࠛ100-0004ࠉ༓௦⏣༊ᡭ⏫2-6-2㸦᪥ᮏࣅࣝ㸧

ڦᢏ⾡ⓗ࡞࠾ၥྜࡏ࠾ࡼࡧ㈨ᩱࡢࡈㄳồࡣୗグ࠺ࡒࠋ
ࠉ⥲ྜ࠾ၥྜࡏ❆ཱྀ㸸http://japan.renesas.com/contact/
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