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□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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7920MHz無線モジュール使用のホームゲートウェイ、国際通信規格「Wi-SUN Profile for ECHONET Lite」認証を取得

　当社の920MHz無線モジュールと東芝ライテック
のホームゲートウェイはセットで、スマートメータと
HEMS注1 コントローラ（ホームゲートウェイ）間の通信
（Bルート）に用いられる国際通信規格「Wi-SUN 
Profile for ECHONET Lite」にHEMSコントローラ
として初めて注2 認証されました。
　「Wi-SUN Profile for ECHONET Lite」は、
Wi-SUNアライアンス注3が策定した920MHz帯特
定小電力無線向けの国際通信規格です。
　当社のUSBドングルタイプの920MHz無線モジュー
ルを東芝ライテックのホームゲートウェイ）のUSB端
子に挿入することで、スマートメータとHEMS間で積
算消費電力などのデータ通信が可能となります。

注1： HEMS：Home Energy Management System；宅内エネ
ルギー管理システム。エネルギーの効率的な使用のために、
宅内機器の制御を行うシステム。

注2： 2014年4月25日現在、東芝調べ。
注3： Wi-SUNアライアンス：国際標準であるIEEE 802.15.4g

に基づく相互接続性ある無線通信規格の策定、普及を目
的とした団体（http://www.wi-sun.org）

*Wi-SUNはWi-SUN Allianceの登録商標または商標です。
*ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。
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● 「展示会情報」に出展展示会のパネルを随時公開していますのでご覧ください。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/exhibition/

●YouTube公式チャンネルにTransferJetTM対応USB/MicroUSBアダプタモジュール関連の動画
などを追加しました。

 http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●Project Araの紹介ページを公開しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/project_ara/

●「環境への取り組み」に、東京都市大学環境学部との協業制作ページを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/profile/environment/propose/chapter01.html

●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
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1 小型カメラモジュールに実装可能な画像認識用LSI : Visconti™2シリーズ・TMPV7502XBG

　当社は、画像認識用 LSI 「Visconti™2」注1シリーズ
の新製品として、小型パッケージ（11mm×11mm）
かつ低消費電力（Typ. 0.6W 注2）で、小型カメラモ
ジュールへの実装が可能な「TMPV7502XBG」を
製品化し、サンプル出荷を開始しました。量産は
2014年11月から開始する予定です。
　新製品は、車の電子ミラーやバックモニター用の
カメラ画像から歩行者や車両の存在を認識し、運転
者に知らせる運転支援システムに応用が可能です。
また、道路、交差点などの安全・防犯監視のための
カメラ画像から異常を検知して警報を出すシステムや、
室内やビル内の人の位置や人数、動作を認識して
空調や照明の最適化を図るシステムなど、スマートコ
ミュニティにおける幅広い用途に適した画像認識用
LSIです。

2 3

　当社は、業界初注1  となるJEDEC UFS注2  
Version 2.0に準拠した、大容量32ギガバイトと64
ギガバイトの組込み式NAND型フラッシュメモリの
サンプル出荷を開始しました。本サンプルは毎秒5.8
ギガビットの超高速なMIPI® M-PHY®注3 のHS-G3
規格にも対応した業界初の製品であり、最大読み
出し速度は毎秒650メガバイト、 最大書き込み速度
は毎秒180メガバイトに達する世界最高性能を持つ
組み込み式NAND型フラッシュメモリとなります。
　新製品はスマートフォンやタブレット等のモバイル
端末に置いて、各種アプリケーションの起動時間
短縮、内蔵カメラにおける高速連射機能の実現、大
容量の動画や音楽ファイルなどの再生時間及び保
存時間の短縮など、多くの面でユーザ使用体験の
向上を実現することが可能です。
　スマートフォンやタブレットなどの携帯機器を中心
に、高画質動画や大容量データベースの加工・記録
などのニーズをはじめ、通信速度やホストCPUの処理
速度の高速化などにより、大容量かつ高性能なフラッ
シュメモリに対する市場の要求は増大しています。
当社では、拡大を続ける携帯機器市場に向け、大容
量かつ高性能なUFSメモリ製品のラインアップを今
後も強化し続けます。

■主な特長　
❶JEDEC UFS Version 2.0規格に準拠したイン
ターフェースを有しているため、NAND型フラッシュ
メモリの制御機能（書込みブロック管理、エラー訂
正、ドライバソフトウェアなど）をユーザが開発する
必要がなく、開発負荷が軽減され、ユーザ側の開
発期間の短縮につながります。

❷JEDEC UFS Version 2.0の規格上オプション
となっているM-PHY® HS-G3規格に対応しており、
最大転送速度が毎秒11.6ギガビットに達する超
高速インターフェース搭載により高速な読み出し
及び書き込み性能を達成します。

❸JEDEC UFS Version 2.0規格に準拠した信号
配置を持った小型FBGAパッケージに封止されて
います。
 32GB： 11.5（縦）×13（横）×1.0（高さ）mm 
 64GB： 11.5（縦）×13（横）×1.2（高さ）mm 

TMPV7502XBG
東芝オリジナル 32ビットRISC CPU
MeP : Media embedded Processor

東芝オリジナル マルチコア メディアプロセッシング エンジンMPE× 2コア
1 ch
1 ch
1 ch

1 ch

1 ch

1 ch

1 ch

コア: 1.1V、I/O: 3.3V及び1.8V
最大266.7MHz

動作周囲温度（Ta） = -40～85 ℃、
動作接合部温度範囲（Tj） = -40～125 ℃

P-LFBGA 324ピン、11mm×11mm、0.5mmピッチ

■新製品の主な仕様
　 品　番

CPUコア

画像認識エンジン

画像処理
アクセラレータ

内蔵周辺機能

電源電圧
動作周波数

動作温度範囲

パッケージ

アフィン変換
フィルタ
ヒストグラム
輝度勾配方向
ヒストグラム（HOG）
マッチング
ビデオ入力
インターフェース
ビデオ出力
インターフェース

注1： ViscontiTMは株式会社東芝の商標です。
注2： 画像認識処理実行時の当社計測による代表値（typical値）
注3： Co-occurrence Histograms of Oriented Gradients：輝度勾配方向共起ヒストグラム

新製品のさらに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/new_products/assp/1342683_37644.html

■主な仕様
JEDEC UFS Version 2.0規格準拠
2.7～ 3.6V   （メモリコア）
1.70V～ 1.95V  （メモリインターフェース・他）
1.10V-1.30V   （コントローラコア・UFSインターフェース)
送信、受信それぞれ2 Lane
送信、受信それぞれ最大11.6Gbps
-25℃～ +85℃
153Ball FBGA
11.5x13x1.0mm （32GB） / 11.5x13x1.2mm （64GB）

インターフェース

電源電圧（3電源）

Lane 数
I/F Speed
動作温度

パッケージ

■新製品の概要

THGLF2G8C4KBADR 32GB

THGLF2G9C8KBADG 64GB

153Ball FBGA
11.5x13x1.0mm
153Ball FBGA
11.5x13x1.2mm

 型 名 容量 パッケージ

注1： 組込み式NAND型フラッシュメモリ製品として。2014年4月25日時点、当社調べ。
注2： Universal Flash Storage。JEDECが規定する組込み式ストレージメモリ標準規格。
注3： MIPI®及びM-PHY®はMIPI Allianceの登録商標です。

■新製品の主な特長
・小型カメラモジュールに実装可能な小型パッ
ケージ
・高速で優れた画像認識性能と低消費電力を両立
　小型カメラモジュールへの実装を可能とするた
めに、ビデオ入力インターフェースを1チャネル（単
眼用）にして回路構成を最適化し、複数の人や車
両の同時検知が可能な高度な画像認識性能を有
したまま低消費電力（Typ. 0.6W）を実現し、パッ
ケージサイズも11mm×11mm （BGA0.5mmピッチ 
324ピン）と小型化しました。
　また、画像特徴を用いた高精度な検出技術の
CoHOG（輝度勾配方向共起ヒストグラム）注3を
ハードウェア化して搭載することで、高精度な検出
を高速に実行できます。さらに、人物認識に適した
画像処理アクセラレータ群を搭載しており、明るさ
の変化の影響を受けにくく優れた画像認識性能を
発揮します。

業界初UFS Version 2.0 準拠組込み式ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ
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THGLF2G8C4KBADR 32GB

THGLF2G9C8KBADG 64GB

153Ball FBGA
11.5x13x1.0mm
153Ball FBGA
11.5x13x1.2mm

 型 名 容量 パッケージ

注1： 組込み式NAND型フラッシュメモリ製品として。2014年4月25日時点、当社調べ。
注2： Universal Flash Storage。JEDECが規定する組込み式ストレージメモリ標準規格。
注3： MIPI®及びM-PHY®はMIPI Allianceの登録商標です。

■新製品の主な特長
・小型カメラモジュールに実装可能な小型パッ
ケージ
・高速で優れた画像認識性能と低消費電力を両立
　小型カメラモジュールへの実装を可能とするた
めに、ビデオ入力インターフェースを1チャネル（単
眼用）にして回路構成を最適化し、複数の人や車
両の同時検知が可能な高度な画像認識性能を有
したまま低消費電力（Typ. 0.6W）を実現し、パッ
ケージサイズも11mm×11mm （BGA0.5mmピッチ 
324ピン）と小型化しました。
　また、画像特徴を用いた高精度な検出技術の
CoHOG（輝度勾配方向共起ヒストグラム）注3を
ハードウェア化して搭載することで、高精度な検出
を高速に実行できます。さらに、人物認識に適した
画像処理アクセラレータ群を搭載しており、明るさ
の変化の影響を受けにくく優れた画像認識性能を
発揮します。
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□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

7920MHz無線モジュール使用のホームゲートウェイ、国際通信規格「Wi-SUN Profile for ECHONET Lite」認証を取得

　当社の920MHz無線モジュールと東芝ライテック
のホームゲートウェイはセットで、スマートメータと
HEMS注1 コントローラ（ホームゲートウェイ）間の通信
（Bルート）に用いられる国際通信規格「Wi-SUN 
Profile for ECHONET Lite」にHEMSコントローラ
として初めて注2 認証されました。
　「Wi-SUN Profile for ECHONET Lite」は、
Wi-SUNアライアンス注3が策定した920MHz帯特
定小電力無線向けの国際通信規格です。
　当社のUSBドングルタイプの920MHz無線モジュー
ルを東芝ライテックのホームゲートウェイ）のUSB端
子に挿入することで、スマートメータとHEMS間で積
算消費電力などのデータ通信が可能となります。

注1： HEMS：Home Energy Management System；宅内エネ
ルギー管理システム。エネルギーの効率的な使用のために、
宅内機器の制御を行うシステム。

注2： 2014年4月25日現在、東芝調べ。
注3： Wi-SUNアライアンス：国際標準であるIEEE 802.15.4g

に基づく相互接続性ある無線通信規格の策定、普及を目
的とした団体（http://www.wi-sun.org）

*Wi-SUNはWi-SUN Allianceの登録商標または商標です。
*ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。
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　　　製品に関するお問い合わせおよび宛先変更は　E-MAIL: semicon@toshiba.co.jp 
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小型カメラモジュールに実装可能な画像認識用LSI : 
Visconti™2シリーズ・TMPV7502XBG

920MHz無線モジュール使用のホームゲートウェイ、
国際通信規格「Wi-SUN Profile for ECHONET Lite」
認証を取得
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インフォメーション

● 「展示会情報」に出展展示会のパネルを随時公開していますのでご覧ください。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/exhibition/

●YouTube公式チャンネルにTransferJetTM対応USB/MicroUSBアダプタモジュール関連の動画
などを追加しました。

 http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●Project Araの紹介ページを公開しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/project_ara/

●「環境への取り組み」に、東京都市大学環境学部との協業制作ページを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/profile/environment/propose/chapter01.html

●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


