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5.5 未使用端子
の処理

「3. CTP 端子が OPEN の場合の動作」を下記のように訂正。
(誤)
リセット端子は“H”となります。（CTP 端子は約 VCC 電圧のレベルになっています。）
しかし，tPR が無くなり，VCC 立上り時に電圧が 4.3V 以上になると，いきなりリセット
が解除されます。また，tWR も無くなり，クロックが無くてもリセット端子は“H”固定
です。
（正）
リセット端子は“H”となります。（CTP 端子は約 VCC 電圧のレベルになっています。）
しかし，tPR が無くなり，VCC 立上り時に電圧が 4.3V 以上になると，いきなりリセット
が解除されます。CK が無いとき，リセットは tWD に同期して“H”，“L”を繰り返し
ます。（データシートに記載されているタイミングチャートの(6)→(7)の時間が，CTP
が無いために非常に短くなります。）
tWD
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Cypress のテンプレート形式に変換されました。
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