NEW PRODUCTS

MB81EDH106444/MB81EDS106445

デジタル家電向け低消費電力メモリ（×64，Low Power DDR SDRAM）
SiP用途1Gビット コンシューマFCRAM®
MB81EDH106444/MB81EDS106445

Low Power DDR SDRAMでは動作温度範囲が最大となる125℃動作を特長とし，
デジタルビデオカメラやデジタルテレビに必要なDRAMを，SoCとともに1パッケージに統合することを可能にした製品です。
512 Mビット品に続いて125℃動作を実現したことにより，DRAMの SiPへの適用範囲を大幅に拡大できます。
＊SiP：System in Package

開発の背景
近年はデジタル家電にDRAM内蔵のSiP

SiPソリューションの
メリット

品，配線スペースを削除できるため，PCB
基板サイズを最小化できます。SiPソリュー
ションによって，デジタル家電の小型化に
貢献できます。

を使いたいという要求が強くなっていま

1GビットコンシューマFCRAMはSiPに

す。従来は携帯電話など搭載部品のスペー

最適なDRAMです。最大125 ℃動作の特長

スが限られる用途のみでしたが，基板実装

を持った本製品によって高速メモリシス

密度の向上により，最近はデジタルテレビ

テムのSiPが容易になります。SiPソリュー

SoCとDRAMのSiPによりPCB基板上の高

など据置型のデジタル家電でも搭載部品

ションによって，デジタル家電の製品開発

速伝送設計・EMI設計および評価が不要に

のスペースが限られるケースが増えてきま

に次のメリットを提供します。

なります。また，PCB 基板に実装する前に

した。
また，DRAMの動作周波数が高くなるこ
とで，PCB基板の高速伝送設計・EMI設計お
よび評価がますます難しくなっています。

低設計リスクと短TAT

SiP 状態で高速メモリインタフェース試験

小型化

が 行 わ れ て い る の で，外 付 け DRAM の よ

SoCとFCRAMをSiPに1パッケージ化す
ることで，PCB基板上からDRAM，受動部

うに PCB 基板へ実装した後の歩留まり低
下がありません。

これらの問題を解決する手段として，当
社はFCRAMを搭載したSiPを提案してい
ます。
図1に デ ジ タ ル 家 電 の 開 発 背 景 と ソ
リューションを，図2に外付けDRAMとSiP

図1 デジタル家電の開発背景とソリューション

開発者の悩み

FCRAM の SiPソリューション

の実装イメージを示します。
メリット

FCRAMの開発方針
図3にFCRAMの開発方針を示します。
汎用DRAMはPCやスマートフォン向け
に大容量化を進めているのに対し，FCRAM
はデジタル家電向けに最適なメモリ容量と

・限られたスペース

・デジタル家電の小型化

・高速伝送設計・EMI 設計および評価

・低周波のため，EMI 対策が容易

・コストダウン要求

・PCB 設計リスクの低減
・PCB 設計リソースの低減

しかし...

・PCBコストの削減
・ノイズ対策部品コストの削減

データバンド幅を提供しています。
・限られたリソース
・短い開発期間
・失敗できない

Vol.29 No.4

19

SiPソリューションによって，設 計 リ ス

図 2 外付けDRAMとSiPの実装イメージ

トとリソースの低減が可能となり，開発期

外付けDRAM
（汎用 DRAM＋SoC）

メモリシステムの構成例

間の短縮にも寄与します。

SiP
（FCRAM＋SoC）

低コスト化
SiPソリューションでは，PCB基板サイズ

SoC

PCB 基板上の実装イメージ

SiP

の削減によりPCB基板コストの削減に寄与
します。さらにダンピング抵抗，終端抵抗な

DRAM

どの受動部品が不要になるので，それらの
ノイズ対策部品コストを削減できます。
図 3 FCRAMの開発方針

FCRAMの特長

■ デジタル家電向けに最適なメモリ容量とデータバンド幅を提供
FCRAMのターゲット領域

DDR3やLPDDR2な ど の 汎 用DRAMは，
動作温度が最大85 ℃〜105 ℃です。SoCの
最大動作温度の125℃より低いため，SiPで
はメモリの動作温度によって上限値が決ま
ります。そのため発熱量が大きなSoCは，

SiPを実現できないという問題が起きてい
ました。

データバンド幅（バイト/ 秒）

最大125℃動作
12.8G
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DDR2＆LPDDR

1.6G

256M

そこで当社は，業界で初めて最大125 ℃

512M

1G
2G
容量（ビット）

の動作温度を実現した512MビットFCRAM

4G

しました。DRAMの動作温度上限の問題を
解決することで，DRAMのSiPへの適用範囲
を大幅に拡大できます。
図4にDDR3とFCRAMの最大動作温度比
較を示します。

図4 DDR3とFCRAMの最大動作温度比較
FCRAM 搭載の SiP

DDR3 搭載の SiP
動作温度
Tj（最大）

動作温度
Tj（最大）

125℃
（上限）

125℃
40℃の熱設計
が必要
＊

DDR3

SoC

DDR3が SiPの
動作温度上限のボトルネックになる。
（＊動作温度上限 85℃は一例です）
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＊最新ロードマップの情報は当社営業部門へお問い合わせください。

を開発し，続いて1Gビットの本製品を開発

85℃
（上限）

汎用 DRAMは
大容量化重視

DDR3＆LPDDR2

FCRAM

SoC

FCRAMは，SiPの動作温度上限に影響なし。

MB81EDH106444/MB81EDS106445

低消費電力

できます。そのため終端抵抗が不要になり，

主な仕様

I/O部においては大幅に消費電力を削減でき

DDR3などの高速DRAMでは信号を安定

ます。

させるために終端抵抗が必要となり，多く

表1に1GビットコンシューマFCRAMの

図5に3.2Gバ イ ト/秒 動 作 時 のDDR3と

の電力を消費しています。しかし本製品は，
バス幅を64ビットに広げているため，低い

FCRAMのインタフェース消費電力の比較

動作周波数で十分なデータバンド幅を確保

を示します。

図 5 インタフェース消費電力の比較（3.2Gバイト/秒

主な仕様を示します。

動作時）

■FCRAMは終端抵抗不要のため，低消費電力化が可能
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終端
低消費電力化
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DDR3

DDR3L

I/O 電圧

1.5V

1.35V

1Gビット FCRAM
1.2V

16ビット

64ビット

転送レート

1600Mbps

400Mbps

転送方式

SSTL（ODT＝60ohm）

CMOS

データバス幅

＊上記はインタフェース部の電力比較であり，メモリコア部の電力は含まれていません。

表1 1GビットコンシューマFCRAMの主な仕様
主な仕様
型格

1GビットFCRAM
MB81EDH106444

構成

4Mワード×64ビット×4バンク

インタフェース
電源電圧

MB81EDS106445

Low Power DDR
コア電圧：1.8V
I/O電圧：1.2V

コア電圧：1.8V
I/O電圧：1.8V

クロック周波数

216MHz（Tj≦105℃）
200MHz（Tj ≦125℃）

データバンド幅

3.46Gバイト/秒
（Tj≦105℃）
3.2Gバイト/秒
（Tj ≦125℃）

ジャンクション温度

−10〜＋125℃
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MB81EDH106444/MB81EDS106445

今後のFCRAMの開発・サポート方針

今後の予定

プを示します。

SiPソリューションの提供

当社はデジタル家電をターゲットに，SiP

富士通製ASIC/ASSPとFCRAMを使用

開発してきました。今回，既存の512Mビッ

したソリューションの提案

ト品と互換性がある1Gビット品を開発し，

ワイドバスメモリの提供

×64ビットI/OのFCRAMラインナップを拡

×64ビット品の継続開発
データバンド幅のさらなる向上のため，

を開発し，低消費電力化も進めています。

×512ビット品を検討中

アプリケーションに最適化したメモリソ
リューションを提供します。

＊ FCRAMは富士通セミコンダクター株式会社の
登録商標です。

充しました。さらに，I/O電圧が1.2Vの製品
今後も，高データバンド幅向上のための

■

SiP向けに特化した製品の開発

向けメモリとしてコンシューマFCRAMを

多 ビ ッ ト 化 を 進 め る と と も に，お 客 様 の

図6にコンシューマFCRAMのロードマッ

ワ イ ド バ ス に 適 し たCoC（Chip on

Chip）など3次元実装の検討
カスタムDRAMの提供
お客様のアプリケーションに最適なカ
スタムDRAMの提案

図 6 コンシューマFCRAMのロードマップ
ワイドバスメモリ
×512，SDR-200
検討中

×512
FCRAM

2Gビット
X64，LPDDR-400
検討中
×64
FCRAM
512Mビット
X64，LPDDR-400
量産中

1Gビット
X64，LPDDR-400
量産中

＊最新ロードマップの情報は当社営業部門へお問い合わせください。

お問い合わせ先
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技術：アドバンストプロダクト事業本部 ASIC事業部
TEL（045）
-755 -7072
営業：最寄りの営業所（裏表紙をご参照ください）

第三商品設計部

