TECHNICAL ANALYSIS

デジタルメディア機器向けRAMソリューション
FCRAM ファミリー
獏

高性能・低消費電力のFCRAMの製品ファミリーとして，コンシューマFCRAMとモバイルFCRAMを紹介します。
＊FCRAM：Fast Cycle RAM

はじめに

などのロジック IC とコンシューマ FCRAM

Package）化が増えています。
SDRAM 互換品のコンシューマ FCRAM は，

を SiP 化した 1 パッケージのシステム LSI を

デジタルカメラや携帯端末などのデジタル

チップ積層を考慮したパッド配置や電流を低

メディア機器では，画質の向上やアプリケー

減するための特殊機能の搭載など，SiP に適

ションの高速動作など，より快適な性能が要

したチップ設計をしています。したがって，

面積の省スペース化（図 3）
，② SoC（System

求されています。ワンセグ放送に対応した携

お客様からのメモリの要求に対して，ASSP

on Chip）と比較して開発の柔軟性があり短

提案することができます。
（図 2）

SiP 化により，① 1 パッケージ化による実装

帯端末も普及し，それらの性能向上にはメモ
リの大容量化と高速化が必要になります。加

図 1 FCRAM の用途

デジタルメディア機器に搭載される電子部品
は，消費電力が少ないことが重要です。
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えて，内蔵バッテリで動作するポータブル・

高性能・低消費電力の「FCRAM」は，こ
サーバ

のようなデジタルメディア機器向けに最適な

コンシューマFCRAM

FCRAM は，当社が独自開発した RAM コア
技術で，Fast Cycle RAM の略称です。その

動作周波数

RAM ソリューションです。
モバイルFCRAM

グラフィック

PC

FCRAM コアをベースにした 2 系統の製品フ
ァミリーを提供しています。ひとつはデジタ

コンシューマ

ル民生機器・組込み機器用途向けの SDRAM
モバイル

Low

互換品である「コンシューマ FCRAM」
，もう
ひとつは携 帯 電 話 ・ 携 帯 端 末 向 けの擬 似

SRAM である「モバイル FCRAM」です。

Low

当社は，主に低消費電力が要求されるポー
タブル・ デジタルメディア機 器 用 途 に，

FCRAM 製品をウェーハ，ベアチップ，およ
びパッケージの形態で提供しています。
図 1 に FCRAM の用途例を示します。

コンシューマ FCRAM
バッテリ駆動型のデジタルメディア機器は，
携帯端末に代表されるように小型・高性能・
低消費電力の傾向にあります。製品の小型・
軽量化にともない，搭載部品数や搭載面積の
削減が進んでおり，メモリの MCP （ Multi

Chip Package ） 化 や SiP （ System in
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図 2 コンシューマ FCRAM の広告

消費電力

High

FCRAM 獏 ファミリー

納期での開発が可能（図 4）
，というメリットが

（最大 135MHz＠CL ＝ 3）

携帯電話は動画再生や音楽再生，ワンセグ

あります。当社はこれらの利点を生かして，

・ 1M ワード× 16 ビット× 4 バンク構成

放送など高機能化が進み，RAM に要求され

FCRAM の SiP ソリューションを提案してい

・電源電圧（VDD，VDDQ）： 1.7V 〜 1.95V

る特性は，低消費電力・大容量に加えて高速

ます。

・ 4K リフレッシュサイクル/64ms

動作も求められています。そのようなハイエ

・オートリフレッシュ，セルフリフレッシュ

ンドの携帯電話向けに，1G バイト/秒のデー

図 3 に FCRAM を使用した SiP ソリュー
ションとして映像処理用 LSI の例を，図 4 に

タ転送レートを実現した DDR バーストモー

機能

SiP のポジションを示します。

・バーストリード/ バーストライト（または

ド搭載の 256M ビットモバイル FCRAM を

2006 年末から供給しています。＊1（図 6）

シングルライト）動作
次に，当社が提供を開始した 64M ビット

・プログラマブル・パーシャル・アレイ・セル

のコンシューマ FCRAM「MB81ES641645A」

さらにアプリケーションの小型化を助ける

フリフレッシュ（PASR）機能

を紹介します。

新製品 MB81ES641645A の概要

ために，アドレス・データ・マルチプレック

・ドライバ能力可変機能

ス・バスを採用した製品を提供しています。

・ディープパワーダウン機能

アドレス・データ・マルチプレックス・バス

・ CKE パワーダウン機能

とは，アドレスピンとデータピンを共通化し

FCRAM はデジタルカメラなどのポータ

たもので，従来のアドレス・データ・セパレ

ブル・デジタルメディア機器をターゲットに，

ート・バスの製品と比べて大幅にピン数を削

モバイル FCRAM

低消費電力の中速・中容量の製品を中心に開
発しています。このたび新製品として64M ビット

減できます。そのため，基板の配線エリアの

モバイル FCRAM は，もともとは携帯電話

省スペース化に加えて，お客様が基板設計を

のコンシューマ FCRAM「MB81ES641645A」

向けに開発された擬似 SRAM です。それま

する際の複雑な配線設計の負担の軽減や，省

を開発しました。本製品の供給形態は，SiP

での携 帯 電 話 の RAM には主 にローパワー

スペース化による開発コストの削減に貢献し

向けのウェーハ，チップに加えて， 54 ピン

SRAM が使われていました。しかし，携帯電

ます。＊2

FBGA パッケージ品で提供します。これまで

話の性能が飛躍的に向上してメモリの大容量

SDRAM のパッケージ品を使用しているお客

化の要求が増すと，大容量化が難しいローパ

タフェース共 通 仕 様 である COSMORAM

様に対しては，置き換え品として供給できます。

ワー SRAM に代わって低消費電力のモバイ

（Common Specifications for Mobile RAM）

この製品は，消費電力を低く抑えるための

ル FCRAM が多くの携帯電話に採用されるよ

に準拠しており，前述の DDR バーストモード

機能として，各種のパワーダウンモードやリ

うになりました。モバイル FCRAM は NOR

やアドレス・データ・マルチプレックス・バス

フレッシュする領 域 を限 定 するプログラマ

型フラッシュメモリとインタフェースの互換

の特長も COSMORAM 仕様に基づいていま

ブル・パーシャル・アレイ・セルフリフレッ

性があるため，携帯電話向けにフラッシュメ

す。COSMORAM 準拠の製品は互換性があ

シュ（PASR）機能を搭載しています。

モリとモバイル FCRAM を 1 パッケージにし

るので，サプライヤが異 なる場 合 でも対 象

た MCP が数多く出荷されています。

製品は共通の設計基板を使用できます。そ

MB81ES641645A の主な特長

図 5 に，モバイル FCRAM の出荷時期と携

・SDRAM インタフェース

の供給を受けることができます。

【Top View】
【Bottom View】

15mm
15mm
650ピン
FBGAパッケージ
ピンピッチ：0.5mm

富士通製
システムLSI
として提供

図 4 SiP のポジション

高性能，低雑音，小型化，小電力

MB86H51
フルHD対応
H.264映像処理LSI
（メモリ内蔵）

SiPにより
省スペース化を実現

256Mビット
FCRAM×2個
（富士通製）

れにより，設計効率の向上と安定した製品

帯電話の出荷台数を示します。

図 3 FCRAM を使用した SiP ソリューションの例（映像処理 LSI）

フルHD映像対応
H.264方式
コーデックLSI
（富士通製）

モバイル FCRAM は，擬似 SRAM のイン

SoC

SiP

ボード
＋
ディスクリート

短TAT，低価格，大容量，柔軟性
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現在では，低消費電力を維持しながら高速

図 5 FCRAM の出荷時期と携帯電話の出荷台数

出荷台数
（百万台）
1200

データ転送ができるという特長を兼ね備え
256Mビット品

＊図中にモバイルFCRAMのメモリ容量と特長を記載。

たモバイル FCRAM は，携帯電話に限らず
バッテリ駆 動 で動 作 する電 子 手 帳 や PMP

128Mビット品

1000

（Portable Media Player）
，携帯型ゲームなど

DDR機能
32M/64M
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バースト拡張，×32ビット，
A/DQマルチプレックス

のモバイル機器全般に採用されています。
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図 7 に FCRAM 製品のラインナップを示し
ます。
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まで，コンシューマ FCRAM は 128M ビット
品までを量産しています。今後，RAM の高
速 化 ・ 大 容 量 化 の要 求 に応 えるために，

図 6 256M ビットモバイル FCRAM の広告

256M ビット品〜 1G ビット品の DDR インタ
フェースを搭載したコンシューマ FCRAM の
開発を計画しています。
当社ではお客様の要求に応じて，富士通製
ロジック IC と FCRAM 製品を SiP 化したシス
テム LSI の提供，SiP/MCP 組立て用にウェー
ハやチップ形態での提供，汎用ローパワー

SDRAM やローパワー SRAM の置き換え用に
FBGA パッケージ品の提供など，多彩な用途
に対応するメモリソリューションを提供して
います。
これからも大容量化・高速化などの製品性
能の向上だけではなく，アドレス・データ・
マルチプレックス・バス製品のように，お客
様での設計効率を改善できるような FCRAM
図 7 FCRAM 製品のラインナップ

製品の開発を進めていきます。

容量
（ビット）
1G

■

＊1 ：『FIND』Vol.25 No.1 でも紹介しています。
＊ 2：『FIND』Vol.25 No.4 でも紹介しています。
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（計画中）
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＊ FCRAM は富士通株式会社の登録商標です。
＊その他の社名および製品名は各社の商標もしく

技術：電子デバイス事業本部 FCRAM事業部 マーケティング部
TEL（03）5322-3356 FAX（03）5322-3386
営業：最寄りの富士通エレクトロニクス㈱（裏表紙をご参照ください）

