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要旨
本アプリケーションノートでは、シリアルペリフェラルインタフェース（以下、RSPI とする）とシリアル
コミュニケーションインタフェース(以下、SCI とする)の簡易 SPI モード(以下、簡易 SPI とする)の仕様差と
選択方法について説明します。

対象デバイス
・RX ファミリ ※
※簡易 SPI は、RX610、RX62N、RX621、RX62T、RX62G グループには搭載されていません。
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RSPI と SCI(簡易 SPI モード)の仕様比較と選択ガイド

仕様

表 1.1に RX63N に搭載されている RSPI と簡易 SPI の仕様差を示します。一部、製品によって仕様は異な
ります。
表1.1

RSPI と簡易 SPI の仕様差
RSPI

項目
ビットレート
(注)
転送機能

データフォー
マット

簡易 SPI

マスタ

最大 25Mbps

最大 12.5Mbps

スレーブ
クロックの
極性変更

最大 6.25Mbps
可能

最大 6.25Mbps
可能

クロックの
位相変更
MSB/LSB
ファースト
の切り替え

可能

可能

可能

可能

転送ビット
長

8、9、10、11、12、13、14、15、 8 ビット固定
16、20、24、32 ビットから選択

送受信バッ
ファ

32 ビット×4 段バッファ

8 ビット×1 段バッファ

シフトレジ
スタ

32 ビット

8 ビット

最大フレー
ム数

4 フレーム

1 フレーム

パリティ

付加する/しないを選択可
専用端子によるハードウェア制御
PSPCK、MOSI 端子を Hi-Z にし
て、SPI バス権を解放
あり

付加できない
汎用ポートによるソフトウェア制御
SCK、SMOSI 端子を Hi-Z にして、SPI
バス権を解放
あり

あり

あり

SS 端子出力制御
モードフォルトエラー時の端
子制御
エラー検出
オーバラン
モードフォ
ルト
パリティ

あり
なし
割り込み要因
受信バッファフル、
受信データフル、
送信バッファエンプティ、
送信データエンプティ、
モードフォルト、オーバラン、パ 受信エラー、
リティエラー、
送信終了
RSPI アイドル
注
製品によって異なります。詳しくは、ご使用になる製品のユーザーズマニュアルハードウェア編の電
気的特性の章にある内蔵周辺モジュールタイミングをご確認ください。

2.

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。
• RX ファミリ RSPI シーケンス制御と割り込み発生タイミング （R01AN1105JJ）
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SPI モジュールを選択するためのフローチャート

図 3.1 に RX63N に搭載されている RSPI と簡易 SPI の仕様差から、推奨する SPI モジュールを選択するた
めのフローチャートを示します。一部、製品によって仕様は異なります。

スタート

Yes

マスタとして使用する？
No

通信速度は12.5Mbpsを超え
る？※

Yes

No
No

複数のスレーブデバイスを接続
する？
Yes

スレーブごとに通信フォーマット
を変更する必要がある？

Yes

No

1つのSPIバス上に接続するスレ
ーブデバイスは4つ以下？

Yes

No

Yes

送信データにパリティは付加す
る？
No

転送ビット長は8ビット固定？

No

Yes

DMA転送を使用する？

No

Yes

Yes

SPIバスが4つ以上必要
になる？
No

簡易SPIを推奨

どちらでも使用可

RSPIを推奨

※ 製品によって異なります
図3.1

SPI モジュールを選択するためのフローチャート
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参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル：ハードウェア
RX63N グループ、RX631 グループユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev.1.80 （R01UH0041JJ）
（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。）
ユーザーズマニュアル：開発環境
（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
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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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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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