
□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
絶対最大定格80V高耐圧プロセスを採用し小型化を実現
デュアル・ユニポーラステッピングモータ用ドライバIC：
TB67S158FTG / TB67S158NG

低消費電力での24時間稼働を実現
5TBの監視カメラ向けHDD：MD04ABA-Vシリーズ

ApP LiteTMアプリケーションプロセッサ
「TZ5000」シリーズ・スタータキット

スマートメータの計量、通信の制御を
1チップで実現するマイコン：TMPM411F20XBG
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●総覧表（2014年7月版）を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/list/index.html

●「ダイオード 中小型編」のカタログを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/catalog/

● 7月に出展した「TECHNO-FRONTIER 2014」の展示パネルを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/exhibition/

●Project Ara用モジュール開発者様向けページの内容を更新しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/project_ara/

●MLC NANDのページにUFS製品の情報を掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/memory/nand/mlc/ufs/

●YouTube公式チャンネルに、CMOSセンサのブライトモーﾄ技術の紹介や、
 ストレージ製品などの動画を追加しましたので、ご覧ください。
　http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●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
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4 スマートメータの計量、通信の制御を1チップで実現するマイコン ： TMPM411F20XBG

　ARM社Cortex®-M4Fコアを搭載したマイコン
「TX04シリーズ」の新製品として、スマートメータなどに
使用されるマイコン「TMPM411F20XBG」をライン
アップに追加し、サンプル出荷を開始しました。
　スマートメータのマイコンは、電流・電圧を測定し
電力を算出する計量部、計量したデータを外部と送
受信するための通信制御部、情報を画面に出力す
る表示部が必要です。

■応用機器
・スマートメータ
・センシング及び通信機能を備えた機器（IoT機器）

■新製品の主な特長
・ Cortex®-M4F 2ユニット搭載　
最大動作周波数 80MHz

・ 計量部と通信制御部で完全に独立したバスマトリ
クスを持ち、それぞれのソフトウエア・データ保護を
実現

・ スタンバイ動作時消費電流1μA以下
 （RTC動作、割り込み・タンパ検知可能、データ
バックアップあり）

・ スタンバイ動作中のLCD表示可能
・ セキュリティ機能搭載
・ 耐タンパ機能搭載

■製品の主な仕様
TMPM411F20XBG
ARM® Cortex®-M4F （2ユニット）
80MHz
Flash 2048Kバイト
SRAM 290Kバイト
2.7～ 3.6V（スタンバイ動作は1.5V～ 3.6V）
9ch
34ch（2unit）
5ch
32 segment × 4 common
13ch
4ch
6ch
2ch
1ch
VFBGA193 （14mm x 14mm, 0.8mm pitch）
DMA: Direct Memory Access
1Kバイトは1024バイトとして計算しています

品番

主な仕様

補足

CPU
最大周波数

内蔵メモリ

動作電圧
12bit ADC
DMA
16bitタイマ
LCDドライバ
外部割り込み
SSP
SIO/UART
Full UART
I2C
パッケージ

製品の詳細は下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/lookup.jsp?pid=TMPM411F20XBG&lang=ja
当社ARMコア搭載マイコンについては下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/micro/lineup/1273886_39416.html

*ARMおよびCortexはARM LimitedのEUおよびその他の国における登録商標です。

　新製品は、2ユニットのCortex®-M4Fを搭載する
ことで、1チップで計量部、通信制御部の独立制御
を可能とし、実装面積の削減に貢献します。また、
ネットワーク通信などに求められるセキュリティ要求を
実現するためのセキュリティ機能（AES、SHA、
ESG）を搭載しています。さらに、停電状態でのタン
パ検知、割り込み検知を超低消費電力で実現して
います。
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ApP LiteTMアプリケーションプロセッサ「TZ5000」シリーズ・スタータキット

　ApP LiteTMアプリケーションプロセッサ「TZ5000」
シリーズを搭載したWebアプリケーション開発に適した
スタータキット2種類を製品化し、10月から出荷を開
始する予定です。
　TZ5000は次世代高速無線LAN規格である
IEEE802.11acのベースバンド・エンジンを内蔵し
たアプリケーションプロセッサで、センサーで取得した
データの中から転送に必要なデータを抽出すること
でデータ転送の負荷を軽減することができます。
　本スタータキットはマルチメディア再生や無線
LAN、HDMI®が動作可能なドライバを提供しており、
HTML5に対応したウェブブラウザ上で動作するリッ
チインターネットアプリケーション（RIA）［注1］、メディア
ストリーミングデバイス、IoT（Internet of Things）デ
バイスなどの開発に必要な組み込み環境を容易に
導入することができるため、製品開発の際のTAT
（Turn Around Time）を短縮する事ができます。
　また、カメラやマイクなどのオプションユニットを組み
合わせることで、今後市場拡大が予想されるさまざまな
IoTデバイスの開発効率向上に貢献します。

[注1] ユーザインターフェースにFlash®やJavaアプレット、Ajax
などを用いて、単純なHTMLで記述されたページよりも操
作性や表現力に優れたWebアプリケーションのこと

■新製品の主な特長
❶製品開発の用途に応じて2種類のスタータ
キットを用意

 カメラやマイクなど拡張I/Oを豊富に取りそろえた
汎用ボードタイプのRBTZ5000-2MA-A1と、
メディアストリーミングデバイスに特化したスティック
型ボードタイプのRBTZ5000-6MA-A1の2種類
を用意しました。
❷容易にアプリケーション開発が可能
 組み込みアプリケーション開発では、性能向上や
省電制御のために複雑な調整が必要です。本製
品は、東芝独自のメモリスケジューラ、バスアービタ、
適応型パワー・ゲーティング機能を搭載しており、
ソフトウェアの介在なく、最適なメモリアクセスやバス
調停、省電制御が可能です。

❸多様なOS及びドライバをサポート
 本製品には、AndroidTM 4.4 、 Linux®ディストリ
ビューション「Ubuntu Linux」上で動作可能なマル
チメディア再生や無線LAN、HDMI®用のドライバ
を提供します。これらドライバの提供により、
HTML5が動作するWebブラウザ上でのアプリ
ケーション開発が容易となります。
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　ステッピングモータ駆動用のデュアル・ユニポーラ・
モータドライバIC「TB67S158」を製品化し、サンプル
出荷を開始しました。量産は10月から開始する予定
です。
　遊戯機器、家電、産業機器分野では1台あたりに
使用するモータ、およびモータドライバICの員数が増
加傾向にあります。一方、セット全体の小型化・省ス
ペース化が課題になっており、1つのドライバICで複
数の役割を担うことが求められています。
　当社従来製品「TB67S149」は、1個のユニポー
ラモータ制御に特化していたのに対し、本製品は、
合計8chのMOSFET出力を搭載しており、最大2個
同時（デュアル）にユニポーラモータを制御すること
ができます。例えば、出力を定電圧制御にすること
で、4chで1つのモータを制御し、残りの4chで他の
デバイスを制御するなど機器の用途に合わせた使い
方ができます。
　パッケージについては、当社最先端の高耐圧
アナログプロセス（80V定格）を使ったモノリシック
構造［注1］により小型・高放熱を実現した表面実装型
パッケージ（QFN）およびフロー実装に対応したリー
ド挿入型パッケージ（SDIP）を提供します。これらの
パッケージラインアップにより、デバイス単体の省ス
ペースだけではなく、部品点数削減による機器の
小型化にも貢献し、さまざまな用途に対応することが
できます。

■新製品の主な特長
❶デュアルユニポーラ
 合計8chのMOSFET出力を搭載し、ユニポーラ
モータを最大2個同時（デュアル）に制御すること
ができます。
❷モノリシック構造の実現
 最先端の高耐圧アナログプロセス（BiCD 
130nm、80V）を採用し、モノリシック構造を実現
しました。従来のトランジスタアレイ等の制御回路
構成と比べ、実装スペース、部品点数の削減に
貢献します。

❸用途に応じたパッケージの提供
 セットやモジュールの小型化に寄与する表面実装
タイプのQFNパッケージ、およびフロー実装に対
応した挿入実装タイプのSDIPパッケージをライン
アップしました。
❹異常検出機能の搭載
 過熱検出機能、過電流検出機能を搭載しており、
機能動作時にERR出力することにより機器の安
全性や高信頼性設計をサポートします。

■応用機器
 遊戯機器（パチンコ、スロットマシン）、家電（冷蔵
庫、エアコン）、産業機器（ATMなどの金融端末、
OA機器、FA機器） など。

■新製品の主な仕様
 TB67S158FTG TB67S158NG

パラレル入力
シリアル入力
CLK入力

80V、1.5A （Normalモード）
　　　3.0A（Largeモード）

QFN48
異常検出機能（過熱検出、過電流検出）内蔵
異常検出信号出力機能（ERR出力）
単一電源駆動による電源投入シーケンスフリー化対応

パラレル入力
シリアル入力

80V、1.5A （Normalモードのみ）

SDIP24

品番

制御I/F

絶対最大定格

パッケージ

その他・特長

[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

■新製品の概要
 型　名 記憶容量 サイズ 用途／目的 特徴

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/storage/built-in/specialty/index.html

MD04ABA500V 5TB

MD04ABA400V 4TB

・24時間稼働 
・MTTF: 100万 時間
・広い稼働温度範囲
 （最高70℃（トップカバー温度）まで）
・振動補正
・低回転数

高さ : 26.1 mm
幅 : 101.6 mm
長さ : 147 mm

・SDVR
・SNVR
・IP-SAN 

■新製品の主な仕様
1) ハードウェア仕様

RBTZ5000-2MA-A1
TZ5011XBG

Dual-core ARM® Cortex®-A9 MPCore/
ARM® NEON™ ～ 1.0GHz

8GByte e･MMC™ 

HDMI® 1.4b準拠
LCDパネル接続用コネクタ（*2）

カメラ接続用コネクタ（*2）

I2S, S/PDIF

90mm x 55mm

HDMI® 1.4b準拠
－
－
－

24mm x 57mm

－

USB 2.0（OTG）　×1

MicroSDXC メモリカード
USB2.0（HOST） ×2 （*1）

USB2.0（Device） ×1

4GByte （CPUに内蔵）
DDR3L-1600

Bluetooth® 4.0

UART、ATAG

IEEE802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMOベースバンド・エンジン
（EnsigmaTM C4500）を内蔵

RBTZ5000-6MA-A1
TZ5001MBG

Dual-core ARM® Cortex®-A9 MPCore/
ARM® NEON™ ～800MHz

4GByte NAND内蔵

プラットフォーム種類
アプリケーションプロセッサ

CPU

メモリ

接続性

外部記録メディア

インターフェース

デバッグ
サイズ

DRAM
NAND Flash

Wi-Fi®

Bluetooth®

USB

HDMI®
MIPI® DSI
MIPI® CSI
Audio

(*1) 拡張ボードにて対応可能。USB2.0（HOST）とUSB2.0（OTG）は排他
(*2) 拡張ボードにて対応可能 

Ethernet/Wi-Fi®/Bluetooth®, USB, UART, GPIO, e･MMC™/SD/SDIO,
I2S（AUDIO）, TIMER/DMA/PWM/PMU

2） ソフトウェア仕様
RBTZ5000-2MA-A1

Linux®

Ubuntu

RBTZ5000-6MA-A1
 AndroidTM 4.4

 

 

プラットフォーム種類
OS
ディストリビューション
ブートローダ

対応デバイスドライバ

※ApP Liteは、株式会社東芝の商標です。
※Androidは、Google Inc.の商標です。
※Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
※ARM、CortexおよびNeonはARM LimitedのEUおよびその他の国における商標もしくは登録商標です。
※e・MMCは、JEDEC Solid State Technology Associationの商標です。
※EnsigmaはImagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
※Wi-FiはWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
※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。
※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、東芝はライセンスに基づき使用しています。 
※MIPIは、MIPI Alliance, Inc. の商標または登録商標です。
※FlashはAdobe Systems Incorporatedの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
※JavaはOracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
※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。

「TZ5000」シリーズのさらに詳しい仕様については下記ページをご欄ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz5000/index.html

絶対最大定格80V高耐圧プロセスを採用し小型化を実現
デュアル・ユニポーラステッピングモータ用ドライバIC ： TB67S158FTG / TB67S158NG

　監視カメラ向けの最大容量が5TB[注1]のHDD
「MD04ABA-Vシリーズ」を製品化し、８月末からサン
プル出荷を開始します。
　近年、監視カメラのデジタル化が進むとともに、セキュ
リティの観点からより長時間・高精細な映像を大量
に保存したいというニーズが高まっています。そこで、
当社はさまざまなケースでの使用を想定して、温度範
囲が広く24時間稼働できる低消費電力の大容量
のＨＤＤを製品化しました。
　「MD04ABA-Vシリーズ」は、3.5型で最大5TBの
記憶容量を持つ24時間稼働に対応した監視カメラ向
けのHDDです。6Gbit/sのSATAインターフェースを
採用しており、32ストリームの高精細カメラデータ[注2]

にも対応でき、監視用デジタルビデオ録画機（SDVR）、

監視用ネットワークビデオ録画機（SNVR）、ストレー
ジエリアネットワーク（IP-SAN）などのビデオ録画用
途に適しています。
　 回 転 数を抑えることにより、従 来 機 種
（「MD03ACA-Vシリーズ」）に比較して消費電力を
低く抑えており、24時間連続稼働が求められるシス
テムへの搭載に適しています。
　また、振動補正機能も搭載しているため、複数台
のHDDで構成するRAIDあるいはシステムにも対応
できます。

[注1] テラバイト （TB）は1,000,000,000,000バイトで計算し
ています。

[注2] 2MiB/sの高精細カメラデータ。

低消費電力での24時間稼働を実現
5TBの監視カメラ向けHDD ： MD04ABA-Vシリーズ
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ApP LiteTMアプリケーションプロセッサ「TZ5000」シリーズ・スタータキット

　ApP LiteTMアプリケーションプロセッサ「TZ5000」
シリーズを搭載したWebアプリケーション開発に適した
スタータキット2種類を製品化し、10月から出荷を開
始する予定です。
　TZ5000は次世代高速無線LAN規格である
IEEE802.11acのベースバンド・エンジンを内蔵し
たアプリケーションプロセッサで、センサーで取得した
データの中から転送に必要なデータを抽出すること
でデータ転送の負荷を軽減することができます。
　本スタータキットはマルチメディア再生や無線
LAN、HDMI®が動作可能なドライバを提供しており、
HTML5に対応したウェブブラウザ上で動作するリッ
チインターネットアプリケーション（RIA）［注1］、メディア
ストリーミングデバイス、IoT（Internet of Things）デ
バイスなどの開発に必要な組み込み環境を容易に
導入することができるため、製品開発の際のTAT
（Turn Around Time）を短縮する事ができます。
　また、カメラやマイクなどのオプションユニットを組み
合わせることで、今後市場拡大が予想されるさまざまな
IoTデバイスの開発効率向上に貢献します。

[注1] ユーザインターフェースにFlash®やJavaアプレット、Ajax
などを用いて、単純なHTMLで記述されたページよりも操
作性や表現力に優れたWebアプリケーションのこと

■新製品の主な特長
❶製品開発の用途に応じて2種類のスタータ
キットを用意

 カメラやマイクなど拡張I/Oを豊富に取りそろえた
汎用ボードタイプのRBTZ5000-2MA-A1と、
メディアストリーミングデバイスに特化したスティック
型ボードタイプのRBTZ5000-6MA-A1の2種類
を用意しました。
❷容易にアプリケーション開発が可能
 組み込みアプリケーション開発では、性能向上や
省電制御のために複雑な調整が必要です。本製
品は、東芝独自のメモリスケジューラ、バスアービタ、
適応型パワー・ゲーティング機能を搭載しており、
ソフトウェアの介在なく、最適なメモリアクセスやバス
調停、省電制御が可能です。

❸多様なOS及びドライバをサポート
 本製品には、AndroidTM 4.4 、 Linux®ディストリ
ビューション「Ubuntu Linux」上で動作可能なマル
チメディア再生や無線LAN、HDMI®用のドライバ
を提供します。これらドライバの提供により、
HTML5が動作するWebブラウザ上でのアプリ
ケーション開発が容易となります。

2 3

　ステッピングモータ駆動用のデュアル・ユニポーラ・
モータドライバIC「TB67S158」を製品化し、サンプル
出荷を開始しました。量産は10月から開始する予定
です。
　遊戯機器、家電、産業機器分野では1台あたりに
使用するモータ、およびモータドライバICの員数が増
加傾向にあります。一方、セット全体の小型化・省ス
ペース化が課題になっており、1つのドライバICで複
数の役割を担うことが求められています。
　当社従来製品「TB67S149」は、1個のユニポー
ラモータ制御に特化していたのに対し、本製品は、
合計8chのMOSFET出力を搭載しており、最大2個
同時（デュアル）にユニポーラモータを制御すること
ができます。例えば、出力を定電圧制御にすること
で、4chで1つのモータを制御し、残りの4chで他の
デバイスを制御するなど機器の用途に合わせた使い
方ができます。
　パッケージについては、当社最先端の高耐圧
アナログプロセス（80V定格）を使ったモノリシック
構造［注1］により小型・高放熱を実現した表面実装型
パッケージ（QFN）およびフロー実装に対応したリー
ド挿入型パッケージ（SDIP）を提供します。これらの
パッケージラインアップにより、デバイス単体の省ス
ペースだけではなく、部品点数削減による機器の
小型化にも貢献し、さまざまな用途に対応することが
できます。

■新製品の主な特長
❶デュアルユニポーラ
 合計8chのMOSFET出力を搭載し、ユニポーラ
モータを最大2個同時（デュアル）に制御すること
ができます。
❷モノリシック構造の実現
 最先端の高耐圧アナログプロセス（BiCD 
130nm、80V）を採用し、モノリシック構造を実現
しました。従来のトランジスタアレイ等の制御回路
構成と比べ、実装スペース、部品点数の削減に
貢献します。

❸用途に応じたパッケージの提供
 セットやモジュールの小型化に寄与する表面実装
タイプのQFNパッケージ、およびフロー実装に対
応した挿入実装タイプのSDIPパッケージをライン
アップしました。
❹異常検出機能の搭載
 過熱検出機能、過電流検出機能を搭載しており、
機能動作時にERR出力することにより機器の安
全性や高信頼性設計をサポートします。

■応用機器
 遊戯機器（パチンコ、スロットマシン）、家電（冷蔵
庫、エアコン）、産業機器（ATMなどの金融端末、
OA機器、FA機器） など。

■新製品の主な仕様
 TB67S158FTG TB67S158NG

パラレル入力
シリアル入力
CLK入力

80V、1.5A （Normalモード）
　　　3.0A（Largeモード）

QFN48
異常検出機能（過熱検出、過電流検出）内蔵
異常検出信号出力機能（ERR出力）
単一電源駆動による電源投入シーケンスフリー化対応

パラレル入力
シリアル入力

80V、1.5A （Normalモードのみ）

SDIP24

品番

制御I/F

絶対最大定格

パッケージ

その他・特長

[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

■新製品の概要
 型　名 記憶容量 サイズ 用途／目的 特徴

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/storage/built-in/specialty/index.html

MD04ABA500V 5TB

MD04ABA400V 4TB

・24時間稼働 
・MTTF: 100万 時間
・広い稼働温度範囲
 （最高70℃（トップカバー温度）まで）
・振動補正
・低回転数

高さ : 26.1 mm
幅 : 101.6 mm
長さ : 147 mm

・SDVR
・SNVR
・IP-SAN 

■新製品の主な仕様
1) ハードウェア仕様

RBTZ5000-2MA-A1
TZ5011XBG

Dual-core ARM® Cortex®-A9 MPCore/
ARM® NEON™ ～ 1.0GHz

8GByte e･MMC™ 

HDMI® 1.4b準拠
LCDパネル接続用コネクタ（*2）

カメラ接続用コネクタ（*2）

I2S, S/PDIF

90mm x 55mm

HDMI® 1.4b準拠
－
－
－

24mm x 57mm

－

USB 2.0（OTG）　×1

MicroSDXC メモリカード
USB2.0（HOST） ×2 （*1）

USB2.0（Device） ×1

4GByte （CPUに内蔵）
DDR3L-1600

Bluetooth® 4.0

UART、ATAG

IEEE802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMOベースバンド・エンジン
（EnsigmaTM C4500）を内蔵

RBTZ5000-6MA-A1
TZ5001MBG

Dual-core ARM® Cortex®-A9 MPCore/
ARM® NEON™ ～800MHz

4GByte NAND内蔵

プラットフォーム種類
アプリケーションプロセッサ

CPU

メモリ

接続性

外部記録メディア

インターフェース

デバッグ
サイズ

DRAM
NAND Flash

Wi-Fi®

Bluetooth®

USB

HDMI®
MIPI® DSI
MIPI® CSI
Audio

(*1) 拡張ボードにて対応可能。USB2.0（HOST）とUSB2.0（OTG）は排他
(*2) 拡張ボードにて対応可能 

Ethernet/Wi-Fi®/Bluetooth®, USB, UART, GPIO, e･MMC™/SD/SDIO,
I2S（AUDIO）, TIMER/DMA/PWM/PMU

2） ソフトウェア仕様
RBTZ5000-2MA-A1

Linux®

Ubuntu

RBTZ5000-6MA-A1
 AndroidTM 4.4

 

 

プラットフォーム種類
OS
ディストリビューション
ブートローダ

対応デバイスドライバ

※ApP Liteは、株式会社東芝の商標です。
※Androidは、Google Inc.の商標です。
※Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
※ARM、CortexおよびNeonはARM LimitedのEUおよびその他の国における商標もしくは登録商標です。
※e・MMCは、JEDEC Solid State Technology Associationの商標です。
※EnsigmaはImagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
※Wi-FiはWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
※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。
※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、東芝はライセンスに基づき使用しています。 
※MIPIは、MIPI Alliance, Inc. の商標または登録商標です。
※FlashはAdobe Systems Incorporatedの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
※JavaはOracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
※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。

「TZ5000」シリーズのさらに詳しい仕様については下記ページをご欄ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz5000/index.html

絶対最大定格80V高耐圧プロセスを採用し小型化を実現
デュアル・ユニポーラステッピングモータ用ドライバIC ： TB67S158FTG / TB67S158NG

　監視カメラ向けの最大容量が5TB[注1]のHDD
「MD04ABA-Vシリーズ」を製品化し、８月末からサン
プル出荷を開始します。
　近年、監視カメラのデジタル化が進むとともに、セキュ
リティの観点からより長時間・高精細な映像を大量
に保存したいというニーズが高まっています。そこで、
当社はさまざまなケースでの使用を想定して、温度範
囲が広く24時間稼働できる低消費電力の大容量
のＨＤＤを製品化しました。
　「MD04ABA-Vシリーズ」は、3.5型で最大5TBの
記憶容量を持つ24時間稼働に対応した監視カメラ向
けのHDDです。6Gbit/sのSATAインターフェースを
採用しており、32ストリームの高精細カメラデータ[注2]

にも対応でき、監視用デジタルビデオ録画機（SDVR）、

監視用ネットワークビデオ録画機（SNVR）、ストレー
ジエリアネットワーク（IP-SAN）などのビデオ録画用
途に適しています。
　 回 転 数を抑えることにより、従 来 機 種
（「MD03ACA-Vシリーズ」）に比較して消費電力を
低く抑えており、24時間連続稼働が求められるシス
テムへの搭載に適しています。
　また、振動補正機能も搭載しているため、複数台
のHDDで構成するRAIDあるいはシステムにも対応
できます。

[注1] テラバイト （TB）は1,000,000,000,000バイトで計算し
ています。

[注2] 2MiB/sの高精細カメラデータ。

低消費電力での24時間稼働を実現
5TBの監視カメラ向けHDD ： MD04ABA-Vシリーズ
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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

9eye
情報誌アイ  2014年9月号　Volume 262

発行／株式会社 東芝  セミコンダクター＆ストレージ社　電子デバイス＆ストレージ営業センター　e-ビジネス推進部
 〒105-8001 東京都港区芝浦 1-1-1

　　　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 

C O N T E N T S

新製品情報
絶対最大定格80V高耐圧プロセスを採用し小型化を実現
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TB67S158FTG / TB67S158NG
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5TBの監視カメラ向けHDD：MD04ABA-Vシリーズ

ApP LiteTMアプリケーションプロセッサ
「TZ5000」シリーズ・スタータキット

スマートメータの計量、通信の制御を
1チップで実現するマイコン：TMPM411F20XBG
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●総覧表（2014年7月版）を掲載しました。
 http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/list/index.html

●「ダイオード 中小型編」のカタログを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/document/catalog/

● 7月に出展した「TECHNO-FRONTIER 2014」の展示パネルを掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/exhibition/

●Project Ara用モジュール開発者様向けページの内容を更新しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/project_ara/

●MLC NANDのページにUFS製品の情報を掲載しました。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/memory/nand/mlc/ufs/

●YouTube公式チャンネルに、CMOSセンサのブライトモーﾄ技術の紹介や、
 ストレージ製品などの動画を追加しましたので、ご覧ください。
　http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●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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4 スマートメータの計量、通信の制御を1チップで実現するマイコン ： TMPM411F20XBG

　ARM社Cortex®-M4Fコアを搭載したマイコン
「TX04シリーズ」の新製品として、スマートメータなどに
使用されるマイコン「TMPM411F20XBG」をライン
アップに追加し、サンプル出荷を開始しました。
　スマートメータのマイコンは、電流・電圧を測定し
電力を算出する計量部、計量したデータを外部と送
受信するための通信制御部、情報を画面に出力す
る表示部が必要です。

■応用機器
・スマートメータ
・センシング及び通信機能を備えた機器（IoT機器）

■新製品の主な特長
・ Cortex®-M4F 2ユニット搭載　
最大動作周波数 80MHz

・ 計量部と通信制御部で完全に独立したバスマトリ
クスを持ち、それぞれのソフトウエア・データ保護を
実現

・ スタンバイ動作時消費電流1μA以下
 （RTC動作、割り込み・タンパ検知可能、データ
バックアップあり）

・ スタンバイ動作中のLCD表示可能
・ セキュリティ機能搭載
・ 耐タンパ機能搭載

■製品の主な仕様
TMPM411F20XBG
ARM® Cortex®-M4F （2ユニット）
80MHz
Flash 2048Kバイト
SRAM 290Kバイト
2.7～ 3.6V（スタンバイ動作は1.5V～ 3.6V）
9ch
34ch（2unit）
5ch
32 segment × 4 common
13ch
4ch
6ch
2ch
1ch
VFBGA193 （14mm x 14mm, 0.8mm pitch）
DMA: Direct Memory Access
1Kバイトは1024バイトとして計算しています
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製品の詳細は下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/lookup.jsp?pid=TMPM411F20XBG&lang=ja
当社ARMコア搭載マイコンについては下記ページをご覧ください。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/micro/lineup/1273886_39416.html

*ARMおよびCortexはARM LimitedのEUおよびその他の国における登録商標です。

　新製品は、2ユニットのCortex®-M4Fを搭載する
ことで、1チップで計量部、通信制御部の独立制御
を可能とし、実装面積の削減に貢献します。また、
ネットワーク通信などに求められるセキュリティ要求を
実現するためのセキュリティ機能（AES、SHA、
ESG）を搭載しています。さらに、停電状態でのタン
パ検知、割り込み検知を超低消費電力で実現して
います。




