サイプレスはインフィニオン テクノロジーズになりました
この表紙に続く文書には「サイプレス」
と表記されていますが、
これは同社が最初にこ
の製品を開発したからです。
新規および既存のお客様いずれに対しても、引き続きイン

フィニオンがラインアップの一部として当該製品をご提供いたします。

文書の内容の継続性
下記製品がインフィニオンの製品ラインアップの一部として提供されたとしても、
それ
を理由としてこの文書に変更が加わることはありません。
今後も適宜改訂は行います
が、変更があった場合は文書の履歴ページでお知らせします。
注文時の部品番号の継続性
インフィニオンは既存の部品番号を引き続きサポートします。
ご注文の際は、
データシー
ト記載の注文部品番号をこれまで通りご利用下さい。
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このアプリケーションノートでは、低電圧検出リセット回路の構成, 端子, 機能, および動作について説明しま
す。
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はじめに
このアプリケーションノートでは、低電圧検出リセット回路の構成, 端子, 機能, および動作について説明します。

2

機能
ここでは、低電圧検出リセット回路の機能について説明します。
低電圧検出リセット回路は、電源電圧を監視し、電圧が検出電圧レベルを下回った場合にリセット信号を発生します。
この回路は、MB95F204K/F203K/F202K/F214K/F213K/F212K のみ使用可能です。
低電圧検出リセット回路の機能は、以下のとおりです。

▪
▪
▪

低電圧の検出
MCU のリセット
外部端子へのリセット信号の出力

これによって、外部回路に電圧監視 IC を使用せずに、電源ダウン時の対策が可能となります。
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2.1

電気的特性
低電圧検出リセット回路の電気的特性は以下のとおりです。
表 1. 低電圧検出リセット回路の電気的特性
規格値
項目

記号
最小

標準

最大

単位

解説

解除電圧

VDL＋

2.52

2.7

2.88

V

電源電圧が上昇する場合に低電圧検出リセットが解除される電源
電圧です。

検出電圧

VDL－

2.42

2.6

2.78

V

電源電圧が降下する場合に低電圧検出リセットが発生する電源電
圧です。

ヒステリシス幅

VHYS

70

100

―

mV

電源の変動によるリセット出力の発振を抑えるために設けた「検
出電圧」と「解除電圧」の電圧差です。
電源電圧の変動はこのヒステリシス幅以内に抑える必要がありま
す。

電源開始電圧

Voff

―

―

2.3

V

「電源電圧変化時間」を規定するための電源電圧 (下限) です。

電源到達電圧

Von

4.9

―

―

V

「電源電圧変化時間」を規定するための電源電圧 (上限) です。

1

―

―

us

電源電圧が上昇する際の傾きを規定しています。

電源電圧変化時間
(電源上昇の場合)

電源電圧変化時間
(電源降下の場合)

リセット解除
遅延時間
リセット検出
遅延時間

www.cypress.com

tr

tr

「電源開始電圧」と「電源到達電圧」を通過するのに要する時間
が 3,000us 以上の場合「解除電圧」の規定内でリセットを解除し
ます。
―

3000

―

us

1us 以上 3000us 未満の場合はリセットが解除されますが「解除
電圧」は規定外となる場合があります。1us よりも短い場合はリ
セット解除が保証されません。

300

―

―

us

電源電圧が降下する際の傾きを規定しています。

―

300

―

us

「電源到達電圧」と「電源開始電圧」を通過するのに要する時間
が 300us 以上の場合「検出電圧」の規定内でリセットを発生し
ます。300us よりも短い場合はリセット発生が保証されません。

td1

―

―

300

us

td2

―

―

20

us

電源電圧が「解除電圧」に達した後に低電圧検出リセットが解除
されるまでの時間です。
※マイコンのリセットは低電圧検出器のリセット解除から発振安
定待ち時間を取った後に解除します。
電源電圧が「検出電圧」に達した後にリセット信号が発生するま
での時間です。
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電源開始時間 (Von) と電源到達時間 (Voff) の間の電源電圧変化時間 (tr) が規格値を満たしていない場合、検出電圧
(VDL－) の規格値でのリセット発生および解除電圧 (VDL＋) の規格値でのリセット解除は保証されません。
図 1. 低電圧検出リセット規格

2.2

ブロックダイヤグラム
図 2 に、低電圧検出リセット回路のブロックダイヤグラムを示します。
図 2. 低電圧検出回路のブロックダイヤグラム

Vcc

RSTX

Vss

www.cypress.com
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3

低電圧検出リセット回路の端子
ここでは、低電圧検出リセット回路の端子について説明します。

▪

Vcc 端子
低電圧検出リセット回路は、Vcc 端子に印加される電圧を監視します。

▪

Vss 端子
Vss 端子は、電圧検出の基準となる GND 端子です。

▪

RSTX 端子
低電圧検出リセット信号は、マイコン内部と RSTX 端子に出力されます。

4

低電圧検出リセット回路の動作
低電圧検出リセット回路は、電源電圧が検出電圧レベルを下回った場合にリセット信号を発生します。
低電圧検出リセット回路は、電源電圧が検出電圧レベルを下回った場合にリセット信号を発生します。その後、解除
電圧を検出すると、CR 発振安定待ち時間分のリセット信号を出力します。
電気的特性の詳細については、データシートを参照してください。
図 3. 低電圧検出リセット回路の動作
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5

低電圧検出リセット回路に関する注意事項
ここでは、低電圧検出リセット回路に関する注意事項を示します。
8FX ファミリ MB95200H/210H シリーズは低電圧検出機能を搭載しています。ユーザは以下の点に注意する必要が
あります。

6

▪

低電圧検出リセット回路は、スタンバイモード (ストップモード, スリープモード, タイムベースタイマモード,
時計モード) 中でも動作します。

▪

低電圧検出リセット回路は、MB95F204K/F203K/F202K/F214K/F213K/F212K のみ使用可能です。

その他の情報
サイプレス製品のその他の情報については、次の Web サイトをご覧ください。
www.cypress.com/cypress-microcontrollers
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改訂履歴
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セールス, ソリューションおよび法律情報
ワールドワイドな販売と設計サポート
サイプレスは、事業所、ソリューション センター、メーカー代理店、および販売代理店の世界的なネットワークを保持して
います。お客様の最寄りのオフィスについては、サイプレスのロケーション ページをご覧ください。

PSoC® ソリューション

製品
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Cortex®

Microcontrollers

車載用
クロック&バッファ
インターフェース
IoT (モノのインターネット)
メモリ

cypress.com/arm
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cypress.com/interface
cypress.com/iot
cypress.com/memory

マイクロコントローラ

cypress.com/mcu

PSoC

cypress.com/psoc

電源用 IC
タッチ センシング
USB コントローラー
ワイヤレス

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP | PSoC 6 MCU

サイプレス開発者コミュニティ
コミュニティ | Projects | ビデオ | ブログ | トレーニング |
Components

テクニカルサポート
cypress.com/support

cypress.com/pmic
cypress.com/touch
cypress.com/usb
cypress.com/wireless
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