
□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。
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新製品情報

廃棄時などに短時間でデータを無効化するモデルもラインアップ
業界最大容量の5TBのニアライン向け3.5型HDD：
MG04シリーズ

業界最小パッケージのフォトリレー：
TLP3403 / TLP3412

SO6L薄型パッケージのゲートドライブフォトカプラ：
TLP5701 / TLP5702

低スタンバイ電流を実現した車載向け
汎用システム電源IC：TB9021FNG 
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低スタンバイ電流を実現した車載向け汎用システム電源IC： TB9021FNG 

NEW
PRODUCTS
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　当社は、スタンバイ電流を低減した車載用5Vマイコ
ンシステム向け汎用システム電源IC「TB9021FNG」
を製品化し、サンプル出荷を開始しました。2014年
7月から量産を開始する予定です。
　近年、車載電子機器の増加に伴い、システムの
消費電力低減が重要になっています。
　本製品は、低消費電力の微細BiCDプロセスを
使用することによって、従来製品注1の4分の1となる

30μA（typ）の低スタンバイ電流を実現しました。さら
に、従来外付けで必要だった電源出力用のトランジ
スタとコンデンサを内蔵しており、部品点数の削減と
システムの簡素化に貢献します。

■応用機器
　車載汎用マイコンシステム

●半導体製品総覧表を改訂しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/list/

●LED照明用の半導体のページをリニューアルしました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/application/homeappliance/ledlamp/

●モバイル/ポータブルオーディオ用ICの紹介をリニューアルしました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/audio/mobile_portable/

●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

新製品情報

■新製品の主な仕様　
TB9021FNG
5.0V±0.1V
200mA：電流リミッタ300mA （typ）
0.25V（max）＠ILORD=200mA
30μA (typ)
IC過熱検出
過電流リミッタ
電源逆接耐圧
4.2V（typ）もしくは4.7V（typ）の選択切り替え可能
外部コンデンサによる時間調整可能
WINDOW方式：1ms ＜クロックパルス幅 ＜ TWD（外部コンデンサによる時間調整式）
ウオッチドックタイマセレクト（ＷＳ端子）による動作と停止切替可能
-40～ 125℃
HTSSOP16
ボディーサイズ:5.0mm x 4.4mm (0.65mmピッチ)

品番
出力電圧
出力電流能力
入出力間電圧
スタンバイ電流

マルチプロテクション

低電圧監視
パワーオンリセット
ウォッチドックタイマ
ウォッチドック停止制御
動作温度範囲

パッケージ

注1： 当社従来品「TB9000AFG」との比較。



SO6L薄型パッケージのゲートドライブフォトカプラ： TLP5701 / TLP5702
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　当社は、小容量から中容量のIGBTやパワー
MOSFETなどを直接駆動することのできる薄型パッ
ケージのゲートドライブフォトカプラ2製品の量産出
荷を開始しました。
　新製品の、小容量のIGBT駆動用の「TLP5701」
と、中容量のIGBT駆動用の「TLP5702」は、当社
では初となるSO6Lパッケージを採用することにより、
SDIP6パッケージを採用した当社従来製品と比較
して、製品高さを約54%に縮小し、セットの薄型化に
貢献することができます。また、低背ながら沿面距離
8mmを保証し、より高い絶縁性能を必要とする応用
機器にも適しています。

　また新製品は、Bi-CMOSプロセスを採用すること
により、供給電流2.0mA（最大）と低消費電力を実
現しています。さらに、当社独自の高い信頼性を備え
た高出力赤外発光LEDを搭載することで、熱環境
の厳しい産業用機器や家庭用太陽光発電システ
ム、デジタル家電、制御機器等、幅広い分野での使
用に対応しています。また、最大伝播遅延時間や製
品間ごとの伝播遅延時間差を動作温度範囲内（最
大110℃）で保証しており、インバータ回路のデッド
タイム削減、高効率化が可能となります。

業界最小パッケージのフォトリレー： TLP3403 / TLP3412
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2
　当社は、業界最小注1となるVSON（Very Small 
Outline Non-leaded）パッケージのフォトリレー2製
品の量産出荷を開始しました。
　新製品「TLP3403」と「TLP3412」は、フォトカプ
ラ業界で最小となる、当社開発のVSONパッケージ
を採用しています。そのため、当社の既存小型USOP
パッケージ製品と比較して実装面積で50%削減、体
積で60%削減を実現し、セットの小型・薄型化および、

2
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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

3

　当社は、データセンターや大型サーバーなどで使
われるニアライン向けの大容量HDDとして、ヘリウ
ムガス充填型以外のHDDとしては業界最大注1の記
憶容量となる5TB注2を実現したSASインターフェー
スの「MG04SCAシリーズ」とSATAインターフェース
の「MG04ACAシリーズ」を製品化し、サンプル出荷
を開始しました。
　新製品は、ディスク媒体の磁気記録層とヘッドの
機能向上により高記録密度化を図り、ディスク一枚
あたり最大1TBで、業界最大の5TBを実現しました。
また、従来機種（「 M G 0 3 S C A 4 0 0 」、
「MG03ACA400」）に比べデータ転送速度が約
24%高速化するとともに、エネルギー消費効率注3が
約20%向上注4しました。
　新製品は、廃棄や再利用時に記録されている
データを短時間で無効化する機能「Sani t ize 
Device Feature set」注5を搭載しています注6。本機
能により、記録されている機密性の高いデータや個
人情報などを短時間で無効化できるので、効率的な
廃棄、再利用が可能となります。
　新製品は、予期しない電源遮断時にもキャッシュ
にある未記録のデータを磁気記録メディアに書き込
むための新技術をオプションで搭載することができま
す。この技術により、電源が遮断されたときにもキャッ
シュ上の未記録データを記録するので、データを失う
危険を回避することができ、システムの信頼性向上
が図れます。
　ストレージ市場では、薄型軽量化が進むノート
PC、タブレットに加え、クラウドサービスの普及により
データセンター向けのニーズが高まっています。当社
は、最先端の微細化技術を持つNAND型フラッシュ
メモリと高速化・大容量化を続けるSSD、HDDの事
業を手掛ける世界唯一のメーカー注７として、今後も
顧客ニーズに応えるストレージ製品を積極的に展開
していきます。

■新製品の概要

MG04SCA500x 5TB
MG04SCA400x 4TB
MG04SCA300x 3TB
MG04SCA200x 2TB
MG04SCA500xY 5TB
MG04SCA400xY 4TB
MG04SCA300xY 3TB
MG04SCA200xY 2TB
MG04ACA500x 5TB
MG04ACA400x 4TB
MG04ACA300x 3TB
MG04ACA200x 2TB
MG04ACA500xY 5TB
MG04ACA400xY 4TB
MG04ACA300xY 3TB
MG04ACA200xY 2TB

なし

あり

なし

あり

SAS

SATA

型　名 記憶容量 インターフェース Sanitize Device 
   Feature set

■新製品の主な仕様　
TLP3403

１ A（最大）
0.18 Ω（標準）、 0.22 Ω （最大）

20 V（最小）
40 pF（標準）

TLP3412

0.4 A（最大）
1 Ω（標準）、 1.5 Ω（最大）

60 V（最小）
20 pF（標準）

VSONパッケージ
面積:1.5mm×2.5mm（最大）、高さ:1.3mm（最大）

 

 
3 mA（最大）
40 ps（標準）
300 Vrms（最小）

品名
パッケージ

オン電流
オン抵抗
阻止電圧
受光側オフ容量
トリガLED電流
ERT注3（通過特性）
絶縁耐圧

■製品化の背景と狙い
　クラウド化の進展にともない、データセンターや
サーバーなどのストレージシステムに記録されるデー
タが大容量化され、個人情報など重要な情報が含ま
れるケースも増加しています。ストレージシステムは、
パフォーマンスと記憶容量が異なる数種類のスト
レージデバイスを複数個、階層的に組み合わせて構
成することで、システム全体のパフォーマンス、消費
電力、コストバランスの最適化が進められています。
当社は階層化ストレージで使われるエンタープライズ
向けSSD、高速回転HDD、ニアラインHDDのすべ
てを提供しています。
　今回、大容量データの蓄積に適したニアライン向
けに、業界最大記憶容量となる3.5型HDDの大容
量モデルをラインアップし、増加するストレージ容量
のニーズに応えることでシェア拡大を図ります。

注1： ヘリウムガス充填型以外のニアライン向けHDD商品とし
て、2014年2月13日現在。（東芝調べ）

注2： テラバイト（TB）は1,000,000,000,000バイトで計算して
います。

注3： 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省
エネ法で定める記憶容量で除したものです。

注4： 対象機種は、「MG04SCA500x」をはじめとする500GB
容量のモデル。

注5： Sanitize Device Feature set： 米国規格協会のT10
（SAS）、T13（SATA）委員会で規定されている規格であ
り、記録されているデータを瞬時に無効化する機能。

注6： 対象機種は、MG04SCA500xY、MG04SCA400xY、
MG04SCA300xY、MG04SCA200xY、MG04ACA500xY、
MG04ACA400xY、MG04ACA300xY、MG04ACA200xY。
論理ブロック長：x=Aの場合は4kB、x=Eの場合は512B
（emulation）。

注7： 2014年2月13日現在。（東芝調べ）

新製品の詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/storage/built-in/enterprise_hdd/index.html

注1：フォトカプラ製品として、2014年1月31日現在。東芝調べ。
注2：チップオンチップ構造：受光チップの直上にLEDチップを、絶縁物を介して配置する構造。
注3：Equivalent Rise Time

当社フォトカプラ/フォトリレー製品については下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/opto/coupler/index.html

■新製品の主な仕様
TLP5701

 IOP=±0.6A（最大）
Vcc=10V～ 30V

tpLH/tpHL＝500ns（最大）

小容量のIGBT（～20Aクラス）や
MOSFET等の駆動。
・FAインバータ
・電源システム（UPS）
・ACサーボ
・エアコン
・家電

中容量のIGBT（～80Aクラス）や
MOSFET等の駆動。
・FAインバータ
・太陽光発電インバータ
・電源システム（UPS）
・ACサーボ
・IHクッキング

TLP5702
IOP=±2.5A（最大）
Vcc=15V～ 30V

tpLH/tpHL＝200ns（最大）

Icc＝2.0mA（最大）
IFLH=5mA（最大）

tpsk＝-80～80ns
8mm（最小）

BVs=5000Vrms
Topr=-40℃～ 110℃

品名
出力ピーク電流
動作電源電圧
供給電流
入力しきい値電流
伝播遅延時間
伝搬遅延スキュー
沿面距離
絶縁耐圧
動作保証温度範囲

応用機器

当社フォトカプラ/フォトリレー製品については下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/opto/coupler/index.html

同サイズ基板におけるフォトリレー搭載員数を約1.3
倍～約1.5倍に増やすことが可能となります。
　また、新たに内部構造にチップオンチップ構造注2

を採用することにより、既存のUSOPパッケージ製
品と同等の電気的特性ながら、信号伝達に必要な
高周波特性を向上させています。各種テスタの電源
ライン切り替えや測定ライン切り替えの応用に適し
た製品です。

廃棄時などに短時間でデータを無効化するモデルもラインアップ
業界最大容量の5TBのニアライン向け3.5型HDD： MG04シリーズ

新製品情報
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3

　当社は、データセンターや大型サーバーなどで使
われるニアライン向けの大容量HDDとして、ヘリウ
ムガス充填型以外のHDDとしては業界最大注1の記
憶容量となる5TB注2を実現したSASインターフェー
スの「MG04SCAシリーズ」とSATAインターフェース
の「MG04ACAシリーズ」を製品化し、サンプル出荷
を開始しました。
　新製品は、ディスク媒体の磁気記録層とヘッドの
機能向上により高記録密度化を図り、ディスク一枚
あたり最大1TBで、業界最大の5TBを実現しました。
また、従来機種（「 M G 0 3 S C A 4 0 0 」、
「MG03ACA400」）に比べデータ転送速度が約
24%高速化するとともに、エネルギー消費効率注3が
約20%向上注4しました。
　新製品は、廃棄や再利用時に記録されている
データを短時間で無効化する機能「Sani t ize 
Device Feature set」注5を搭載しています注6。本機
能により、記録されている機密性の高いデータや個
人情報などを短時間で無効化できるので、効率的な
廃棄、再利用が可能となります。
　新製品は、予期しない電源遮断時にもキャッシュ
にある未記録のデータを磁気記録メディアに書き込
むための新技術をオプションで搭載することができま
す。この技術により、電源が遮断されたときにもキャッ
シュ上の未記録データを記録するので、データを失う
危険を回避することができ、システムの信頼性向上
が図れます。
　ストレージ市場では、薄型軽量化が進むノート
PC、タブレットに加え、クラウドサービスの普及により
データセンター向けのニーズが高まっています。当社
は、最先端の微細化技術を持つNAND型フラッシュ
メモリと高速化・大容量化を続けるSSD、HDDの事
業を手掛ける世界唯一のメーカー注７として、今後も
顧客ニーズに応えるストレージ製品を積極的に展開
していきます。

■新製品の概要

MG04SCA500x 5TB
MG04SCA400x 4TB
MG04SCA300x 3TB
MG04SCA200x 2TB
MG04SCA500xY 5TB
MG04SCA400xY 4TB
MG04SCA300xY 3TB
MG04SCA200xY 2TB
MG04ACA500x 5TB
MG04ACA400x 4TB
MG04ACA300x 3TB
MG04ACA200x 2TB
MG04ACA500xY 5TB
MG04ACA400xY 4TB
MG04ACA300xY 3TB
MG04ACA200xY 2TB

なし

あり

なし

あり

SAS

SATA

型　名 記憶容量 インターフェース Sanitize Device 
   Feature set

■新製品の主な仕様　
TLP3403

１ A（最大）
0.18 Ω（標準）、 0.22 Ω （最大）

20 V（最小）
40 pF（標準）

TLP3412

0.4 A（最大）
1 Ω（標準）、 1.5 Ω（最大）

60 V（最小）
20 pF（標準）

VSONパッケージ
面積:1.5mm×2.5mm（最大）、高さ:1.3mm（最大）

 

 
3 mA（最大）
40 ps（標準）
300 Vrms（最小）

品名
パッケージ

オン電流
オン抵抗
阻止電圧
受光側オフ容量
トリガLED電流
ERT注3（通過特性）
絶縁耐圧

■製品化の背景と狙い
　クラウド化の進展にともない、データセンターや
サーバーなどのストレージシステムに記録されるデー
タが大容量化され、個人情報など重要な情報が含ま
れるケースも増加しています。ストレージシステムは、
パフォーマンスと記憶容量が異なる数種類のスト
レージデバイスを複数個、階層的に組み合わせて構
成することで、システム全体のパフォーマンス、消費
電力、コストバランスの最適化が進められています。
当社は階層化ストレージで使われるエンタープライズ
向けSSD、高速回転HDD、ニアラインHDDのすべ
てを提供しています。
　今回、大容量データの蓄積に適したニアライン向
けに、業界最大記憶容量となる3.5型HDDの大容
量モデルをラインアップし、増加するストレージ容量
のニーズに応えることでシェア拡大を図ります。

注1： ヘリウムガス充填型以外のニアライン向けHDD商品とし
て、2014年2月13日現在。（東芝調べ）

注2： テラバイト（TB）は1,000,000,000,000バイトで計算して
います。

注3： 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省
エネ法で定める記憶容量で除したものです。

注4： 対象機種は、「MG04SCA500x」をはじめとする500GB
容量のモデル。

注5： Sanitize Device Feature set： 米国規格協会のT10
（SAS）、T13（SATA）委員会で規定されている規格であ
り、記録されているデータを瞬時に無効化する機能。

注6： 対象機種は、MG04SCA500xY、MG04SCA400xY、
MG04SCA300xY、MG04SCA200xY、MG04ACA500xY、
MG04ACA400xY、MG04ACA300xY、MG04ACA200xY。
論理ブロック長：x=Aの場合は4kB、x=Eの場合は512B
（emulation）。

注7： 2014年2月13日現在。（東芝調べ）

新製品の詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/storage/built-in/enterprise_hdd/index.html

注1：フォトカプラ製品として、2014年1月31日現在。東芝調べ。
注2：チップオンチップ構造：受光チップの直上にLEDチップを、絶縁物を介して配置する構造。
注3：Equivalent Rise Time

当社フォトカプラ/フォトリレー製品については下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/opto/coupler/index.html

■新製品の主な仕様
TLP5701

 IOP=±0.6A（最大）
Vcc=10V～ 30V

tpLH/tpHL＝500ns（最大）

小容量のIGBT（～20Aクラス）や
MOSFET等の駆動。
・FAインバータ
・電源システム（UPS）
・ACサーボ
・エアコン
・家電

中容量のIGBT（～80Aクラス）や
MOSFET等の駆動。
・FAインバータ
・太陽光発電インバータ
・電源システム（UPS）
・ACサーボ
・IHクッキング

TLP5702
IOP=±2.5A（最大）
Vcc=15V～ 30V

tpLH/tpHL＝200ns（最大）

Icc＝2.0mA（最大）
IFLH=5mA（最大）

tpsk＝-80～80ns
8mm（最小）

BVs=5000Vrms
Topr=-40℃～ 110℃

品名
出力ピーク電流
動作電源電圧
供給電流
入力しきい値電流
伝播遅延時間
伝搬遅延スキュー
沿面距離
絶縁耐圧
動作保証温度範囲

応用機器

当社フォトカプラ/フォトリレー製品については下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/opto/coupler/index.html

同サイズ基板におけるフォトリレー搭載員数を約1.3
倍～約1.5倍に増やすことが可能となります。
　また、新たに内部構造にチップオンチップ構造注2

を採用することにより、既存のUSOPパッケージ製
品と同等の電気的特性ながら、信号伝達に必要な
高周波特性を向上させています。各種テスタの電源
ライン切り替えや測定ライン切り替えの応用に適し
た製品です。

廃棄時などに短時間でデータを無効化するモデルもラインアップ
業界最大容量の5TBのニアライン向け3.5型HDD： MG04シリーズ

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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C O N T E N T S

新製品情報

廃棄時などに短時間でデータを無効化するモデルもラインアップ
業界最大容量の5TBのニアライン向け3.5型HDD：
MG04シリーズ

業界最小パッケージのフォトリレー：
TLP3403 / TLP3412

SO6L薄型パッケージのゲートドライブフォトカプラ：
TLP5701 / TLP5702

低スタンバイ電流を実現した車載向け
汎用システム電源IC：TB9021FNG 

ウェブサイトトピックス
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インフォメーション

低スタンバイ電流を実現した車載向け汎用システム電源IC： TB9021FNG 
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　当社は、スタンバイ電流を低減した車載用5Vマイコ
ンシステム向け汎用システム電源IC「TB9021FNG」
を製品化し、サンプル出荷を開始しました。2014年
7月から量産を開始する予定です。
　近年、車載電子機器の増加に伴い、システムの
消費電力低減が重要になっています。
　本製品は、低消費電力の微細BiCDプロセスを
使用することによって、従来製品注1の4分の1となる

30μA（typ）の低スタンバイ電流を実現しました。さら
に、従来外付けで必要だった電源出力用のトランジ
スタとコンデンサを内蔵しており、部品点数の削減と
システムの簡素化に貢献します。

■応用機器
　車載汎用マイコンシステム

●半導体製品総覧表を改訂しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/list/

●LED照明用の半導体のページをリニューアルしました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/application/homeappliance/ledlamp/

●モバイル/ポータブルオーディオ用ICの紹介をリニューアルしました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/audio/mobile_portable/

●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

新製品情報

■新製品の主な仕様　
TB9021FNG
5.0V±0.1V
200mA：電流リミッタ300mA （typ）
0.25V（max）＠ILORD=200mA
30μA (typ)
IC過熱検出
過電流リミッタ
電源逆接耐圧
4.2V（typ）もしくは4.7V（typ）の選択切り替え可能
外部コンデンサによる時間調整可能
WINDOW方式：1ms ＜クロックパルス幅 ＜ TWD（外部コンデンサによる時間調整式）
ウオッチドックタイマセレクト（ＷＳ端子）による動作と停止切替可能
-40～ 125℃
HTSSOP16
ボディーサイズ:5.0mm x 4.4mm (0.65mmピッチ)

品番
出力電圧
出力電流能力
入出力間電圧
スタンバイ電流

マルチプロテクション

低電圧監視
パワーオンリセット
ウォッチドックタイマ
ウォッチドック停止制御
動作温度範囲

パッケージ

注1： 当社従来品「TB9000AFG」との比較。


