HI7000/4 シリーズ補足説明書

HI7000/4シリーズ
補足説明書

R20UT0478JJ0102
Rev.1.02
2012.04.01

本書では，「HI7000/4 シリーズ ユーザーズマニュアル(RJJ10B0063-0700)」の発行後に生じた仕様変更およ
びマニュアル訂正内容を説明します。
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1. ダイレクト割込みハンドラ復帰用カーネル予約ベクタ(HI7000/4
のみ)
1.1

概要

従来は，ダイレクト割込みハンドラからの復帰用に，ベクタ 25 および 26 を使用していました。V.2.02
Release 05 以降では，新たにベクタ 62 および 63 を選択可能になりました。これは，今後の新しいマイコン
ではベクタ 25, 26 に新たな割込み要因が割り当てられる可能性があるためです。
【マニュアル関連個所】「4.4.2 予約トラップ(HI7000/4 のみ)」
これに伴って，以下の仕様が変更されています。

1.2

def_inh, idef_inh, def_exc, idef_exc, vdef_trp, ivdef_trp サービスコール

従来はベクタ 25, 26 の指定は E_PAR エラーとしていましたが，V.2.02 Release 05 では正常処理するよう
に変更されました。
【マニュアル関連個所】「3.20.1 割込みハンドラの定義(def_inh, idef_inh)」
「3.22.1 CPU 例外ハンドラの定義(def_exc, idef_exc)」
「3.22.1 CPU 例外(TRAPA 命令例外)ハンドラの定義(vdef_trp, ivdef_trp)」

1.3

コンフィギュレータ

従来はベクタ 25, 26 は予約扱いであり，割込みハンドラを定義できませんでしたが，V.2.02 Release 05 以
降では定義できるようになりました。

1.4

ダイレクト割込みハンドラの記述方法

従来は，カーネル割込みマスクレベル以下の割込みについては，#pragma interrupt の”tn=”指定に 25 また
は 26 を指定する必要がありました。V.2.02 Release 05 以降では，25, 26 の代わりに，それぞれ
"TRAP_RET_INT_BANK", "TRAP_RET_INT"を指定してください。これらは，新たに kernel.h に定義されたマ
クロです。
【マニュアル関連個所】「4.8.2 ダイレクト割込みハンドラ(HI7000/4)」
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カーネル予約ベクタの選択

カーネル予約ベクタは，ダイレクト割込みハンドラ，および kernel_def.c に対するコンパイルオプション
"-def=NEW_RET_INT"の有無によって切り替えることができます。

項目
ダイレクト割込みハンドラからの復帰用のベクタ番号
TRAP_RET_INT_BANK の定義値
TRAP_RET_INT の定義値

1.6

-def=NEW_RET_INT
指定あり
指定なし
62 および 63

25 および 26

62
63

25
26

SH-2Aマイコン使用時の注意

下記のいずれかの SH-2A または SH2A-FPU マイコンを使用する場合，カーネル予約ベクタを 62 および
63 とする必要があります。
 ベクタ 20～31 に割込み要因が割り当てられているマイコン
 SH7250 シリーズなどの SH725xx

2. ベクタ 20～31 に対するVTA_REGBANK属性(HI7000/4 のみ)
従来は，VTA_REGBANK 属性を指定可能なベクタは，14 および 64 以上でした。
V.2.02 Release 05 以降では，これに加えてベクタ 20～31 にも VTA_REGBANK 属性を指定できるようにな
りました。

3. ラージメモリプール機能
「HI7000/4, HI7700/4, HI7750/4, HI7200/MP ラージメモリプール」(R20UT0476JJ0200, Rev.2.00)を参照してく
ださい。
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4. コンフィギュレータで設定する各種領域サイズについて
本章では，コンフィギュレータで設定する以下の領域サイズについて，説明します。
(1)CFG_TSKSTKSZ：ダイナミックスタック領域のトータルサイズ
(2)CFG_DTQSZ：データキュー領域のトータルサイズ
(3)CFG_MBFSZ：メッセージバッファ領域のトータルサイズ
(4)CFG_MPFSZ：固定長メモリプール領域のトータルサイズ
(5)CFG_MPLSZ：可変長メモリプール領域のトータルサイズ

4.1

CFG_TSKSTKSZ：ダイナミックスタック領域のトータルサイズ

CFG_TSKSTKSZ には，次式で算出される値以上を指定してください。これより少ない場合，タスクの生成
に失敗する場合があります。
Σ(stksz + 16) + 28
(1)

コンフィギュレータによって生成したタスクの場合

[タスクの生成]ダイアログボックスの[スタックサイズ] エディットボックスに指定した値を「stksz」として
計算してください。
ただし，[アドレスを指定]ラジオボタンを選択した場合は，計算の対象外です。
(2)

cre_tsk, icre_tsk, acre_tsk, iacre_tsk サービスコールによって生成したタスクの場合

T_CTSK.stksz に指定した値を「stksz」として計算してください。
ただし，T_CTSK.stk に NULL 以外を指定した場合は，計算の対象外です。

4.2

CFG_DTQSZ：データキュー領域のトータルサイズ

CFG_DTQSZ には，次式で算出される値以上を指定してください。これより少ない場合，データキューの
生成に失敗する場合があります。
Σ(dtqcnt×4 + 16) + 28
(1)

コンフィギュレータによって生成したデータキューの場合

[データキューの生成]ダイアログボックスの[データ数]エディットボックスに指定した値を「dtqcnt」とし
て計算してください。
ただし，[データ数]に 0 を指定した場合は，計算の対象外です。
(2)

cre_dtq, icre_dtq, acre_dtq, iacre_dtq サービスコールによって生成したデータキューの場合

T_CDTQ.dtqcnt に指定した値を「dtqcnt」として計算してください。
ただし，T_CDTQ.dtqcnt に 0 を指定した場合は，計算の対象外です。
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CFG_MBFSZ：メッセージバッファ領域のトータルサイズ

CFG_MBFSZ には，次式で算出される値以上を指定してください。これより少ない場合，メッセージバッ
ファの生成に失敗する場合があります。
Σ(mbfsz + 16) + 28
(1)

コンフィギュレータによって生成したメッセージバッファの場合

[メッセージバッファの生成]ダイアログボックスの[サイズ]エディットボックスに指定した値を「mbfsz」と
して計算してください。
ただし，[サイズ]に 0 を指定した場合は，計算の対象外です。
(2)

cre_mbf, icre_mbf, acre_mbf, iacre_mbf サービスコールによって生成したメッセージバッファの場合

T_CMBF.mbfsz に指定した値を「mbfsz」として計算してください。
ただし，T_CMBF.mbfsz に 0 を指定した場合は，計算の対象外です。

4.4

CFG_MPFSZ：固定長メモリプール領域のトータルサイズ

CFG_MPFSZ には，次式で算出される値以上を指定してください。これより少ない場合，固定長メモリプー
ルの生成に失敗する場合があります。
Σ(blksz×blkcnt + 16) + 28
(1)

コンフィギュレータによって生成した固定長メモリプールの場合

[固定長メモリプールの生成]ダイアログボックスの[ブロックサイズ]エディットボックスに指定した値を
「blksz」として， [獲得可能数]エディットボックスに指定した値を「blkcnt」として計算してください。
ただし，[アドレスを指定]ラジオボタンを選択した場合は，計算の対象外です。
(2)

cre_mpf, icre_mpf, acre_mpf, iacre_mpf サービスコールによって生成した固定長メモリプールの場合

T_CMPF.blksz に指定した値を「blksz」として，T_CMPF.blkcnt に指定した値を「blkcnt」として計算してく
ださい。
ただし，T_CMPF.mpf に NULL 以外を指定した場合は，計算の対象外です。

4.5

CFG_MPLSZ：可変長メモリプール領域のトータルサイズ

CFG_MLSZ には，次式で算出される値以上を指定してください。これより少ない場合，可変長メモリプー
ルの生成に失敗する場合があります。
Σ(mplsz + 16) + 28
(1)

コンフィギュレータによって生成した可変長メモリプールの場合

[可変長メモリプールの生成]ダイアログボックスの[サイズ]エディットボックスに指定した値を「mplsz」と
して計算してください。
ただし，[アドレスを指定]ラジオボタンを選択した場合は，計算の対象外です。
(2)

cre_mpl, icre_mpl, acre_mpl, iacre_mpl サービスコールによって生成した可変長メモリプールの場合

T_CMPL.mplsz に指定した値を「mplsz」として計算してください。
ただし，T_CMPL.mpl に NULL 以外を指定した場合は，計算の対象外です。
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5. マニュアル訂正
本章では，HI7000/4 シリーズユーザーズマニュアル(RJJ10B0063-0700)の訂正内容を示します。

「2.3 処理の単位と優先順位」

5.1

該当箇所：P.6
訂正内容
以下の説明を追加します。

タスクからサービスコールを呼び出した場合，そのサービスコール処理が完了するまでは，すべてのタス
クは実行されません。

「2.4.1 タスクコンテキストと非タスクコンテキスト」

5.2

該当箇所：P.7 の表 2.1 の下の本文
訂正内容
以下に訂正します。
非タスクコンテキストで実行される処理には，以下があります。
・割込みハンドラ
・タイムイベントハンドラ（周期ハンドラ，アラームハンドラ，オーバーランハンドラ）
・chg_ims サービスコールで割込みマスクを 0 以外に変更して実行する部分
また，これらの状態から起動される拡張サービスコールルーチンも，非タスクコンテキストで実行されま
す。
なお，CPU 例外ハンドラは例外発生前と同じコンテキストで実行されます。

5.3

「3.10.3 メールボックスへの送信」

該当箇所：P.128 のエラーコード欄
訂正内容
E_ID の説明を，以下に訂正します。

E_ID

[p]

不正 ID 番号（mbxid≦0, mbxid＞CFG_MAXMBXID）
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「3.14.1 可変長メモリプールの生成」

該当箇所：P.160 のエラーコード欄
訂正内容
E_PAR の説明に，以下を追加します。
pk_cmpl->minblksz が 4 の倍数以外

5.5

「3.20.2 割込みマスクの変更」

該当箇所：P.211 のエラーコード欄
訂正内容
以下を追加します。

E_CTX

5.6

コンテキストエラー（許可されていないシステム状態からの呼び出し）

[k]

「3.26.1 キャッシュの初期化」

該当箇所：P.245 の表 3.53 の"TCAC_IC_WPD"
訂正内容
以下に訂正します。
属性

値

意味

TCAC_IC_WPD

H'00200000

命令キャッシュのウェイ予測を行わない。
指定しない場合はウェイ予測を行う。

5.7

CCR, RAMCR 設定
指定時：RAMCR.ICWPD=1
非指定時：RAMCR.ICWPD=0

「図 4.4 通常の割込みハンドラのC 言語記述例」

該当箇所：P.270

図 4.4

訂正内容
以下に訂正します。
#include "kernel.h"
#pragma noregsave(Inh)

←SH-2A, SH2A-FPU でレジスタバンクを使用する割込みの場合のみ，
レジスタを保証する必要はないので，#pragma noregsave を指定するこ
とができます。

void Inh(void)

←割込みハンドラは，void 型の関数として記述します。

{
/* 割込みハンドラの処理 */
}
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「表 4.9 通常の割込みハンドラのレジスタ使用規約(HI7000/4)」

該当箇所：P.271

表 4.9 の注 4

訂正内容
以下に訂正します。
SH-2A または SH2A-FPU において，レジスタバンクを使用する割込みの場合のみ不要です。

5.9

「CPU例外ハンドラ起動時のスタックの状態」

該当箇所
P.286～P.287 4.9 CPU 例外ハンドラ (3) CPU 例外ハンドラ起動時のスタックの状態

訂正内容
以下に訂正します。
(3) CPU 例外ハンドラ起動時のスタックの状態
CPU 例外が発生すると，カーネルはスタックに各種レジスタを保存した後，CPU 例外ハンドラを起動しま
す。CPU 例外ハンドラ終了時には，カーネルはこれらのレジスタをスタックから復帰します。

(a) HI7000/4
スタックポインタ(R15)→ 例外発生時のR0
例外発生時のR1
例外発生時のR2
例外発生時のR3
例外発生時のR4
例外発生時のR5
例外発生時のR6
例外発生時のR7
例外発生時のPR
例外発生時のPC
例外発生時のSR
CPU例外発生前のスタックポインタ→ 例外発生前のスタック

0
+4
+8
+12
+16
+20
+24
+28
+32
+36
+40
+44

(b) HI7700/4
スタックポインタ(R15)→ 例外発生時のR0_BANK0
例外発生時のR1_BANK0
例外発生時のR2_BANK0
例外発生時のR3_BANK0
例外発生時のR4_BANK0
例外発生時のR5_BANK0
例外発生時のR6_BANK0
例外発生時のR7_BANK0
例外発生時のPR
例外発生時のPC(SPC)
例外発生時のSR(SSR)
CPU例外発生前のスタックポインタ→ 例外発生前のスタック
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(c) HI7750/4
スタックポインタ(R15)→ 例外発生時のR0_BANK0
例外発生時のR1_BANK0
例外発生時のR2_BANK0
例外発生時のR3_BANK0
例外発生時のR4_BANK0
例外発生時のR5_BANK0
例外発生時のR6_BANK0
例外発生時のR7_BANK0
例外発生時のPR
例外発生時のFPSCR
例外発生時のPC(SPC)
例外発生時のSR(SSR)
CPU例外発生前のスタックポインタ→ 例外発生前のスタック

R20UT0478JJ0102 Rev.1.02
2012.04.01

0
+4
+8
+12
+16
+20
+24
+28
+32
+36
+40
+44
+48

Page 9 of 10

HI7000/4 シリーズ

補足説明書

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

すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。
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改訂記録
Rev.

発行日

1.00
1.01

2011.01.15
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1.02

2012.04.01

ページ
－
3
6
7
7
7
4

改訂内容
ポイント
初版発行
「ラージメモリプール機能」を追記
マニュアル訂正「3.10.3 メールボックスへの送信」を追記
マニュアル訂正「3.14.1 可変長メモリプールの生成」を追記
マニュアル訂正「3.20.2 割込みマスクの変更」を追記
マニュアル訂正「3.26.1 キャッシュの初期化」を追記
「コンフィギュレータで設定する各種領域サイズについて」を追記
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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/contact/
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