
□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

600V系スーパージャンクションMOSFET
「DTMOSIV-H」高速スイッチングシリーズ

モノリシック構造として業界で初めて10A出力と50V耐圧を同時に実現
産業機器向け大電流・高耐圧DCブラシ付き
モータ用ドライバ：TB67H303HG

セットトップボックスやスマートテレビの高精細な映像処理に対応
世界初 4K HDMI®映像入力をMIPI® CSI-2 
インタフェースへ変換するブリッジIC：TC358840XBG

ウェブサイトトピックス
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インフォメーション

●クロスリファレンス（互換品）検索のバージョンアップを行いました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/xref/

●アプリケーション別情報を全面改訂しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/application/

●YouTube公式チャンネルに動画を追加しました。
　・東芝汎用マイコンコラボセミナー2014の紹介
　・画像認識プロセッサVisconti TM ファミリーの紹介
　http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●各種カタログの最新版を掲載しました。
　・車載ソリューション
　・バイポーラトランジスタ
　・電源用半導体
　・MOSFET
　・ストレージプロダクツ（内蔵用SSD/SSHD/HDD）
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/catalog/

●リニアイメージセンサに用途別のラインアップを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/sensor/ccd/

●ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサ「TZ1000」の情報を掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz1000/

インフォメーション



セットトップボックスやスマートテレビの高精細な映像処理に対応
世界初 4K HDMI®映像入力をMIPI® CSI-2 インタフェースへ変換するブリッジIC： TC358840XBG

NEW
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3
 　当社は、4KウルトラHD映像を圧縮することなく、
高画質のままHDMI® からMIPI® CSI-2へ変換する
インタフェースブリッジIC「TC358840XBG」を世界
で初めて注1製品化しました。4月からサンプル出荷を
開始し、9月から量産出荷を開始する予定です。
　 新 製 品は入 力された 4 KウルトラH D
（3840×2160）映像を左右に分割し、それぞれの
映像を2つのMIPI® CSI-2リンクから出力します。
これにより、最大で毎秒30フレームの4K画像の変換
および出力が可能となり、セットの高画質化に貢献し
ます。
　さらに、HDMI®オーディオ入力に対し、I2S、TDM、
およびSLIMbus®への変換をサポートしており、セッ
トの仕様に合わせたオーディオ出力の選択が可能
です。
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　当社は、第4世代のスーパージャンクション構造を
採用した耐圧600VのMOSFET「DTMOSIV」
（ディーティーモス・フォー）の高速スイッチングシリー
ズである「DTMOSIV-H」（ディーティーモス・フォー・
エイチ）3製品の量産を開始しました。
　新製品は、従来の「DTMOSIV」製品のオン抵抗
を維持しつつ、従来製品に比べゲート・ドレイン間の
寄生容量を45%低減させることで、切り替えがより
高速に行えるようにしました。これにより、本製品を採
用した機器の電源効率の改善に貢献します。
　当社は今後、パッケージラインアップの拡大を
図っていきます。

■主な仕様

■主な仕様
TC358840XBG
HDMI® 1.4
最大クロックスピード：297MHz
MIPI® CSI-2 4レーン（最大1Gbps ／レーン）を2リンク
I2S、 TDM、MIPI SLIMbus®

MIPI®:1.2V
CORE/PLL: 1.1V
HDMI®: 3.3V
I/O: 1.8, 3.3V
FPGA80（7mm×7mm、0.65mmピッチ）

品番

入力信号

出力ビデオ信号
出力オーディオ信号

電源電圧

パッケージ

■主な特長
・ゲート構造の最適化によりゲート・ドレイン間電荷
量Qgdが当社従来製品（DTMOSⅣ）に比べて約
45％低減。
・シングルエピタキシャルプロセスの採用により高温
時のオン抵抗の上昇を低減。
・低オン抵抗（RDS(ON) max）（0.088～0.040Ω）を
ラインアップ。

■応用機器
・サーバ、通信基地局向けなどの高効率スイッチング
電源
・太陽光インバータ用パワーコンディショナー

　当社は、産業機器向け1チャネルDCブラシ付き
モータ用ドライバ「TB67H303HG」の量産を開始し
ました。モノリシック構造注1のDCブラシ付きモータ用
ドライバとして最大出力10Aと50Vの高耐圧を同時
に実現した製品は業界初注2になります。
　産業機器向けのモータ駆動回路には大電流と高
電圧が同時に要求されます。しかし、大電流を流すと
自己発熱量が大きくなるため、単独のICで回路を構
成することは困難なので、一般的に複数のディスク
リート半導体を使用することにより、それぞれの発熱
量を低減していました。本製品では、最新の高耐圧
アナログプロセスを採用することで0.2Ω以下のオン
抵抗を実現し、自己発熱量を従来製品注3の約80%に
低減しました。これにより、部品点数の削減と回路の
簡素化が可能となり、機器の小型化に貢献します。
　さらに、本製品は異常検出機能を内蔵しており、
大電流モータ駆動の安全性向上に貢献します。

■主な特長
･動作モード
従来のダイレクトPWMモードに加え、定電流PWM
モードを選択できます。
･大電流駆動の実現 
0.2Ω以下（上下和）のオン抵抗実現により発熱量
を低減し、10Aの最大出力電流を実現します。
･異常検出機能の搭載  
過熱検出機能、過電流検出機能および低電圧検
出機能を搭載しており、大電流モータ駆動の安全
性向上に貢献します。　　　　　　　　　　

■応用機器
産業機器全般、紙幣識別機などの金銭処理機器、
ミシンなどの家電、OA機器など。

MOSFET製品についての詳細は下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/transistor/index.html

注1： 2014年3月17日現在、当社調べ。
注2： インターネットに接続して、映像視聴、Web閲覧、メールやSNSなどができるインテリジェントな機能を備えた液晶モニター。

* HDMIは、米国およびその他の国々におけるHDMIライセンシングの商標または登録商標です。
* MIPIおよび SLIMbusは、MIPI Alliance, Inc. の商標または登録商標です。
* その他本文中に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

　

■主な仕様
TB67H303HG
絶対最大定格 　50V
絶対最大定格　 10.0A
ブラシ付きモータ1個の制御（正転、逆転、ショートブレーキ、ストップ）
スタンバイ機能内蔵
従来のダイレクトPWMモードに加え、定電流PWMモードを選択可能。
異常検出機能（過熱検出、過電流検出、低電圧検出）内蔵
単一電源駆動による電源投入シーケンスフリー化
HZIP25

品番
電源電圧
出力電流
機能

その他・特長

パッケージ
注1： 1つのパッケージに１つのチップのみ搭載した半導体製品。
注2： 2014年3月24日時点、当社調べ。
注3： 当社製品「TB67H400AFTG」との比較。

品番 パッケージ
絶対最大定格 RDS（ON）

max （Ω）
at VGS=10VID （A）VDSS （V）

Qg
Typ.
（nC）

Ciss
Typ.
（pF）

■主な特長
·HDMI® 1.4 RX サポート
-4K ウルトラHD （3840x2160） @30fps （RGB, 
YCbCr444:24bpp, YCbCr422: 24bpp）
-HDCP 1.3
-3D 入力サポート
·オーディオインターフェースとして、I2S、TDM、および
SLIMbus®（Serial Low-power Inter-chip 
Media Bus）をサポート
·最大1Gbps／レーンのリンクスピードを持つ MIPI® 
CSI-2インタフェースを搭載
·最大297MHz クロックスピードを持つ HDMI®イン
タフェースを搭載

■応用機器
　セットボックス、スマートテレビ、スマートモニター注2
や小型PCなどの民生・産業用製品

600V系スーパージャンクションMOSFET「DTMOSIV-H」高速スイッチングシリーズ

TK31N60X TO-247 600 30.8 0.088 65 3000
TK39N60X TO-247 600 38.8 0.065 85 4100
TK62N60X TO-247 600 61.8 0.040 135 6500
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注3： 当社製品「TB67H400AFTG」との比較。

品番 パッケージ
絶対最大定格 RDS（ON）

max （Ω）
at VGS=10VID （A）VDSS （V）

Qg
Typ.
（nC）

Ciss
Typ.
（pF）

■主な特長
·HDMI® 1.4 RX サポート
-4K ウルトラHD （3840x2160） @30fps （RGB, 
YCbCr444:24bpp, YCbCr422: 24bpp）
-HDCP 1.3
-3D 入力サポート
·オーディオインターフェースとして、I2S、TDM、および
SLIMbus®（Serial Low-power Inter-chip 
Media Bus）をサポート
·最大1Gbps／レーンのリンクスピードを持つ MIPI® 
CSI-2インタフェースを搭載
·最大297MHz クロックスピードを持つ HDMI®イン
タフェースを搭載

■応用機器
　セットボックス、スマートテレビ、スマートモニター注2
や小型PCなどの民生・産業用製品

600V系スーパージャンクションMOSFET「DTMOSIV-H」高速スイッチングシリーズ

TK31N60X TO-247 600 30.8 0.088 65 3000
TK39N60X TO-247 600 38.8 0.065 85 4100
TK62N60X TO-247 600 61.8 0.040 135 6500

NEW
PRODUCTS
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モノリシック構造として業界で初めて10A出力と50V耐圧を同時に実現
産業機器向け大電流・高耐圧DCブラシ付きモータ用ドライバ： TB67H303HG

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

600V系スーパージャンクションMOSFET
「DTMOSIV-H」高速スイッチングシリーズ

モノリシック構造として業界で初めて10A出力と50V耐圧を同時に実現
産業機器向け大電流・高耐圧DCブラシ付き
モータ用ドライバ：TB67H303HG

セットトップボックスやスマートテレビの高精細な映像処理に対応
世界初 4K HDMI®映像入力をMIPI® CSI-2 
インタフェースへ変換するブリッジIC：TC358840XBG

ウェブサイトトピックス
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インフォメーション

●クロスリファレンス（互換品）検索のバージョンアップを行いました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/xref/

●アプリケーション別情報を全面改訂しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/application/

●YouTube公式チャンネルに動画を追加しました。
　・東芝汎用マイコンコラボセミナー2014の紹介
　・画像認識プロセッサVisconti TM ファミリーの紹介
　http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●各種カタログの最新版を掲載しました。
　・車載ソリューション
　・バイポーラトランジスタ
　・電源用半導体
　・MOSFET
　・ストレージプロダクツ（内蔵用SSD/SSHD/HDD）
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/catalog/

●リニアイメージセンサに用途別のラインアップを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/sensor/ccd/

●ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサ「TZ1000」の情報を掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz1000/

インフォメーション


