
□本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
□文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
□当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、
お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製
品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製
品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。

□本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されて
いませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資
料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

□本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
□本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
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□別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権
利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。

□本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸
出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
□本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合す
るようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
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大電流対応 ステッピングモータドライバの
パッケージラインアップ拡充について

業界最小オン抵抗8.5mΩを実現した、
逆流防止回路、過熱保護回路付きロードスイッチIC：
TCK111G、TCK112G
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●マイコン製品を紹介する「東芝MCUパーク」2014年1月号（Flash ROM特集）を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/micro/mcupark/flash_rom/

●TransferJetTM規格対応USB/MicroUSB アダプタモジュールの使用例などを紹介した動画を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/transferJet/usb.html

●Webシミュレータの操作説明の動画を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/simulation/

●フォトカプラ製品のリードフォーミングタイプパッケージ（44品種）の情報を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/lookup.jsp?lang=ja&pid=DIP8(LF1)

●新製品情報などを随時発信していますので、ぜひご覧ください。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/profile/news/newsrelease/

●半導体とストレージ製品のセミナーを随時行っていますので、ご参加をお待ちしております。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/seminar/index.html

インフォメーション

インフォメーション
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　当社は自動車用途向けに小型パッケージ化を実現
した1出力ハイサイドスイッチIPD「TPD1055FA」を製
品化し、量産出荷を開始しました。
　本製品は、BiCDプロセスを採用することにより小型
のWSON10パッケージへの搭載を可能にしました。こ
れにより、当社従来品注1のSOP-8パッケージと比較し
て実装面積を約30%に削減しており、機器の小型化
に貢献します。

■アプリケーション
　主に車載などの12V電源で使用する3A以下の用
途（ソレノイドバルブ駆動、メカリレー駆動、ランプ駆
動、ロードスイッチなど）

■新製品の主な特長
・BiCDプロセス（PチャネルDMOS出力@ドレイン・
ソース間耐圧40V）
・動作電源電圧範囲：VDD（opr）=5～18V
・保護機能内蔵：過電流（負荷ショート）、過熱
・診断出力機能内蔵：過電流（負荷ショート）、過熱、
負荷断線（オープン）、出力端子と電源端子との
ショート（天絡）
・低オン抵抗：RDS（ON）=0.12Ω（max）
@VDD=8～18V, Io=-2A, Tch=25℃
・小型外囲器：WSON10（3mm×3mm）

注1: 当社従来品「TPD1038F」、「TPD1053F」との比較

業界最小オン抵抗8.5mΩを実現した、逆流防止回路、過熱保護回路付きロードスイッチIC：TCK111G、TCK112G

NEW
PRODUCTS

2
　当社は、スマートフォン、タブレット、ウルトラブックな
どモバイル機器向けのパワーマネジメントスイッチIC
として、業界最小注1のスイッチオン抵抗8.5mΩ注2を
実現した、逆流防止回路注3と過熱保護回路付き注4
のロードスイッチIC「TCK111G」と「TCK112G」を
製品化し、サンプル出荷を開始しました。また、本製
品の量産開始は2014年春の予定です。
　新製品は、当社独自の微細CMOSプロセスと回
路技術により、低スイッチオン抵抗、低電圧動作、
パッケージサイズの小型化を実現しました。スマート
フォン、タブレット、ウルトラブックなどのモバイル機器
では、バッテリ駆動時間の長寿命化と、軽量かつ小
型化が求められており、低消費・低損失で小型のス
イッチの需要が増大しています。当社は今後も、拡
大を続けるモバイル機器市場などに向け、高性能か
つ小型のロードスイッチICのラインアップを強化して
いきます。
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　当社は、最大定格50Vで大電流駆動に対応した
ステッピングモータ用ドライバIC「TB67S10xA」シ
リーズと「TB6600」シリーズのパッケージラインアッ
プを拡充し、サンプル出荷を開始しました。
　「TB67S10xA」シリーズには大きな許容損失を
実現したHZIP25パッケージと低コストのフロー実装
に対応したHSOP28パッケージを追加しました。
「TB6600」シリーズには放熱性能が高く表面実装
に対応したHQFP64パッケージをラインアップに加
えました。
　これにより、高電圧・大電流でのモータ駆動を必
要とする金融端末機器やＦＡ機器などのアプリケー
ションにおいて、仕様や実装方法に合わせたパッ
ケージの選択が可能となり、機器の小型化やコスト
低減に貢献します。

　

■「TB67S101A」、「TB67S102A」、「TB67S109A」および「TB6600」の主な仕様
 TB67S101A TB67S102A TB67S109A TB6600
 PHASE-IN CLK-IN CLK-IN CLK-IN
 50V, 4A HZIP25: 50V, 5A
  HQFP64: 50V, 4.5A
 HZIP25、HSOP28 HZIP25 HQFP64
 QFN48、 HTSSOP48  HZIP25

 2相、1-2相、W1-2相

・ADMD注1技術による低発熱・高効率化
 （TB67S101A、TB67S102AおよびTB67S109Aに搭載）
・異常検出機能（過熱検出、過電流検出、低電圧検出）内蔵
・異常検出フラグ出力機能内蔵（TB67S109Aのみ）
・単一電源駆動による電源投入シーケンスフリー化

品番
制御I/F

絶対最大定格

追加パッケージ
従来パッケージ

励磁モード

その他・特長

■製品ラインアップ
   機能 
突入電流抑制回路  逆流防止回路  過熱保護回路  出力ディスチャージ回路  コントロール端子接続
 ○ ○ ○ - プルダウン 
 ○ ○ ○ ○ （アクティブHi）

品番 

TCK111G
TCK112G

■新パッケージラインアップの主な特長
❶HZIP25パッケージ
 （品番：TB67S101AHG、
 TB67S102AHG、TB67S109AHG）
　　本パッケージは単体で5W、無限放熱板接続で
25Wの許容損失を実現しており、大きな熱放散を
求められるアプリケーションに適しています。大電
流駆動を高密度基板に実装するFA機器などの
アプリケーションに使用できます。
❷HSOP28パッケージ
 （品番：TB67S101AFG、TB67S102AFG）
 　本パッケージは低コストのはんだフロー実装に
対応しています。これにより、二層基板に比べて
安価な単層基板の利用の利用が可能になり、コ
ストの低減に貢献します。
❸HQFP64パッケージ（品番：TB6600FG）
 　本パッケージは裏面に放熱パットを搭載してお
り、表面実装に対応しながらICの温度上昇を軽
減できます。これにより実装部品の高さに制限が
ある用途でも使用できます。

■応用機器
　プリンタ、OA機器、ATMなどの金融端末機器や
紙幣識別機、遊戯機器、工業用ミシンや織機など
のFA機器、家電など

注1： ADMD: ADvanced Mixed Decay。使用するモータ特性に合わせ最適化した電流制御を行い、高効率モータ駆動を実現する
当社技術。

注1: シリコン半導体素子のCMOS IC 構造でパッケージが1.5mm2以下の対応製品として。2013年12月、東芝調べ。 
注2: 入力電圧1.1V、出力電流-3.0A、常温動作時におけるサンプル標準値。 
注3: 出力端子の電圧が入力端子の電圧より大きい場合に、出力端子から入力端子へ向かって電流が流れる現象を防止する回路。 
注4: 著しい周囲温度の上昇やデバイス自身の発熱などによる劣化・破壊を防ぐ回路。
注5: 入力電圧5.5V、常温スタンバイ時のサンプル標準値。
注6: 出力側に蓄積している電荷をすばやく引き抜く機能。

*ウルトラブック（Ultrabook TM）は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

■新製品の主な特長
・低オン抵抗特性：8.5mΩ 
・幅広い動作電圧範囲：1.1V～5.5V
・低スタンバイ電流：0.5uA注5 
・逆流防止回路内蔵
・過熱保護回路内蔵 
・出力ディスチャージ機能注6あり 
・小型パッケージ WCSP6C
 （1.0mm x 1.5mm, t:0.5mm）

■応用機器
 スマートフォン、タブレット、 ウルトラブックなどの
モバイル機器向けのパワーマネジメントスイッチ

2相、1-2相、W1-2相、
2W1-2相、4W1-2相、
8W1-2相

2相、1-2相、W1-2相、
2W1-2相、4W1-2相

新製品情報
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❸HQFP64パッケージ（品番：TB6600FG）
 　本パッケージは裏面に放熱パットを搭載してお
り、表面実装に対応しながらICの温度上昇を軽
減できます。これにより実装部品の高さに制限が
ある用途でも使用できます。

■応用機器
　プリンタ、OA機器、ATMなどの金融端末機器や
紙幣識別機、遊戯機器、工業用ミシンや織機など
のFA機器、家電など

注1： ADMD: ADvanced Mixed Decay。使用するモータ特性に合わせ最適化した電流制御を行い、高効率モータ駆動を実現する
当社技術。

注1: シリコン半導体素子のCMOS IC 構造でパッケージが1.5mm2以下の対応製品として。2013年12月、東芝調べ。 
注2: 入力電圧1.1V、出力電流-3.0A、常温動作時におけるサンプル標準値。 
注3: 出力端子の電圧が入力端子の電圧より大きい場合に、出力端子から入力端子へ向かって電流が流れる現象を防止する回路。 
注4: 著しい周囲温度の上昇やデバイス自身の発熱などによる劣化・破壊を防ぐ回路。
注5: 入力電圧5.5V、常温スタンバイ時のサンプル標準値。
注6: 出力側に蓄積している電荷をすばやく引き抜く機能。

*ウルトラブック（Ultrabook TM）は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

■新製品の主な特長
・低オン抵抗特性：8.5mΩ 
・幅広い動作電圧範囲：1.1V～5.5V
・低スタンバイ電流：0.5uA注5 
・逆流防止回路内蔵
・過熱保護回路内蔵 
・出力ディスチャージ機能注6あり 
・小型パッケージ WCSP6C
 （1.0mm x 1.5mm, t:0.5mm）

■応用機器
 スマートフォン、タブレット、 ウルトラブックなどの
モバイル機器向けのパワーマネジメントスイッチ

2相、1-2相、W1-2相、
2W1-2相、4W1-2相、
8W1-2相

2相、1-2相、W1-2相、
2W1-2相、4W1-2相

新製品情報



□本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
□文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
□当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、
お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製
品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製
品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
□本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されて
いませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資
料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
□本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
□本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
□本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
□別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権
利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
□本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸
出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
□本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合す
るようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

「eye」インターネット版 URL http://www.semicon.toshiba.co.jp/event/eye/index.html
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新製品情報

大電流対応 ステッピングモータドライバの
パッケージラインアップ拡充について

業界最小オン抵抗8.5mΩを実現した、
逆流防止回路、過熱保護回路付きロードスイッチIC：
TCK111G、TCK112G

車載向け小型1出力ハイサイドスイッチIPD：
TPD1055FA

ウェブサイトトピックス

2

4

3

3

●マイコン製品を紹介する「東芝MCUパーク」2014年1月号（Flash ROM特集）を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/micro/mcupark/flash_rom/

●TransferJetTM規格対応USB/MicroUSB アダプタモジュールの使用例などを紹介した動画を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/transferJet/usb.html

●Webシミュレータの操作説明の動画を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/simulation/

●フォトカプラ製品のリードフォーミングタイプパッケージ（44品種）の情報を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/lookup.jsp?lang=ja&pid=DIP8(LF1)

●新製品情報などを随時発信していますので、ぜひご覧ください。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/profile/news/newsrelease/

●半導体とストレージ製品のセミナーを随時行っていますので、ご参加をお待ちしております。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/seminar/index.html

インフォメーション

インフォメーション


