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対象ロット等

全ロット

上記適用製品におきまして、ウェイトモードを使用する場合、以下の内容に注意してください。

1. ウェイトモード使用時の注意事項
CM02=1（ウェイトモード時周辺機能クロックを停止する）かつタイマ RG のカウントソースに fOCO40M を選択した
場合、タイマ RG 割り込みは、ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みとして使用できません。

適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編に記載している「ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと
使用条件」の正誤表を以下に示します。
（正誤表の内容は、適用製品全て同じです）
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正）
表. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件
割り込み
シリアルインタフェース割り込み
シンクロナスシリアルコミュニケ
ーションユニット割り込み
キー入力割り込み
A/D 変換割り込み
タイマ RA0 割り込み、
タイマ RA1 割り込み

CM02 = 0 の場合
内部クロック、外部クロックで使用可
すべてのモードで使用可

CM02 = 1 の場合
外部クロックで使用可
－（使用しないでください）

使用可
－（使用しないでください）
すべてのモードで使用可

タイマ RB 割り込み

すべてのモードで使用可

タイマ RC 割り込み

すべてのモードで使用可

タイマ RD 割り込み

すべてのモードで使用可

タイマ RE 割り込み
タイマ RF 割り込み
タイマ RG 割り込み

すべてのモードで使用可
すべてのモードで使用可
すべてのモードで使用可

使用可
－（使用しないでください）
フィルタなしの場合にイベントカウンタモー
ドで使用可
カウントソースに fOCO を選択することで使
用可
タイマ RA のカウントソースに fOCO を選
択し、タイマ RB のカウントソースにタイ
マ RA のアンダフローを選択することで使
用可
カウントソースに fOCO40M、fOCO-F を
選択することで使用可
カウントソースに fOCO40M、fOCO-F を
選択することで使用可
－（使用しないでください）
―(使用しないでください)
―(使用しないでください)

________

INT 割り込み

使用可

電圧監視 1 割り込み
電圧監視 2 割り込み
発振停止検出割り込み
CAN0 ウェイクアップ割り込み

使用可
使用可
使用可
使用可

__________

__________

使用可（INT0～INT4 はフィルタなしの場合
に、使用可）
使用可
使用可
－（使用しないでください）
使用可

誤）
表. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件
割り込み
シリアルインタフェース割り込み
シンクロナスシリアルコミュニケ
ーションユニット割り込み
キー入力割り込み
A/D 変換割り込み
タイマ RA0 割り込み、
タイマ RA1 割り込み

CM02 = 0 の場合
内部クロック、外部クロックで使用可
すべてのモードで使用可

CM02 = 1 の場合
外部クロックで使用可
－（使用しないでください）

使用可
－（使用しないでください）
すべてのモードで使用可

タイマ RB 割り込み

すべてのモードで使用可

タイマ RC 割り込み

すべてのモードで使用可

タイマ RD 割り込み

すべてのモードで使用可

タイマ RE 割り込み
タイマ RF 割り込み
タイマ RG 割り込み

すべてのモードで使用可
すべてのモードで使用可
すべてのモードで使用可

使用可
－（使用しないでください）
フィルタなしの場合にイベントカウンタモー
ドで使用可
カウントソースに fOCO を選択することで使
用可
タイマ RA のカウントソースに fOCO を選
択し、タイマ RB のカウントソースにタイ
マ RA のアンダフローを選択することで使
用可
カウントソースに fOCO40M、fOCO-F を
選択することで使用可
カウントソースに fOCO40M、fOCO-F を
選択することで使用可
－（使用しないでください）
―(使用しないでください)
カウントソースに fOCO40M を選択するこ
とで使用可

________

INT 割り込み

使用可

電圧監視 1 割り込み
電圧監視 2 割り込み
発振停止検出割り込み
CAN0 ウェイクアップ割り込み

使用可
使用可
使用可
使用可

__________

__________

使用可（INT0～INT4 はフィルタなしの場合
に、使用可）
使用可
使用可
－（使用しないでください）
使用可
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