[ デバイス ]

2011年5月30日
富士通セミコンダクター株式会社

自動車のグローバル化要求に対応したマイコン製品のラインナップ強化
～16 ビット・32 ビットマイコン 113 製品を市場投入～

富士通セミコンダクター株式会社(注1)は、
自動車業界におけるグローバル化による多種多様な要求に対
応するため、16ビット・マイクロコントローラー(以下、マイコン)「MB96600シリーズ」
、32ビット・マイ
コン「MB91520シリーズ」の計113製品(以下、本製品群)を開発し、本日より順次サンプル出荷を開始しま
す。これにより本製品群に加えて、すでに昨年より提供を開始している32ビット･マイコン
「MB91570/MB91580/MB91590シリーズ」と合わせて、すべての自動車向けアプリケーションに対応可能とな
ります。
近年の自動車は、地球温暖化の抑制に向けて、環境に配慮した低燃費車への対応が急務になっています。ま
た、先進国向けの安全・快適機能を向上したハイグレードな自動車や、成長著しい中国やインド、ブラジルな
ど新興国市場向けのコンパクトカーへの需要も高まっています。
このような多種多様な要求に対応するため、次世代の自動車ECU(Electronic Control Unit、注2)システムに
は、幅広い要求に対応できるマイコンのラインナップが必要になってきています。
本製品群は、環境に配慮し、従来製品より25％以上の大幅な低消費電力を実現しつつ、先進国の多機能なシ
ステムから新興国向けのシンプルなシステムまでお客様の要求にきめ細やかに対応した幅広い製品ラインナッ
プを展開します。また全製品群で、システムコスト削減となるデータ用フラッシュメモリ、低電圧検出回路、
CR発振回路、ハードウェア・ウォッチドッグ回路を標準搭載し、さらにソフトウェア負荷を低減するADコンバ
ータ、自動チェックサムや自己診断機能などを備えた、より進化したLINハードウェア・アシスト機能も標準搭
載しています。
高機能化と安全性が必要とされる32ビット・マイコンでは、多機能化に伴い増加するセンサーなどの外付け
部品を柔軟に接続できるようにI2C、SPI、UART、LINを選択可能なマルチファンクション・シリアル・インター
フェースを業界最多クラスの12チャネル（100ピン以上の製品、以下、pin）搭載し、マイコンの機能安全とし
て、メモリエラー検知訂正機能、バスエラー検知機能、ポート入出力保護機能などのさまざまな診断機能を標
準搭載しています。
本製品群に加えて、すでに出荷を開始している「FR81S MB91570/MB91580/MB91590シリーズ」により、ボディ
系、ダッシュボード系、セーフティ系、インフォテイメント系、パワートレイン系などすべての自動車アプリ
ケーションに対応します。
今後もさらに製品ラインナップの強化をしてまいります。
≪報道関係者お問い合わせ先≫
電話：045-755-7009(直通)
富士通セミコンダクター株式会社 パブリックリレーションズ部 斎藤、 宮野
お問い合わせフォーム：https://www-s.fujitsu.com/jp/group/fsl/release/inquiry.html

【サンプル価格、およびサンプル出荷時期】
製品名

サンプル価格(税込み)

サンプル出荷時期

MB96F675R

500 円

本日より

MB91F526K

800 円

2011 年 12 月末

【販売目標】
2014 年度 2,500 万個（本製品群 合計）

【本製品群の特長】
1. 豊富なラインナップで幅広い ECU 開発に貢献
自動車業界からの多種多様な要求に対応するため、16 ビット･マイコン「MB96600 シリーズ」では、48～144pin
のパッケージ群、32 キロバイト(以下、KB)～384KB のフラッシュメモリ群の組み合わせにより計 53 製品を、取
り揃えており、また、32 ビット･マイコン「MB91520 シリーズ」では、64～176pin のパッケージ群、256KB～1
メガ B のフラッシュメモリ群の組み合わせにより計 60 製品を取り揃えています。この計 113 製品を取り揃える
ことにより、幅広い ECU 開発に貢献します。

2.シームレスな開発環境でソフトウェア開発の効率化に貢献
ソフトウェア開発の効率化に貢献するため、本製品群はAUTOSAR(注3)仕様に準拠したMCAL(注4)を順次提供しま
す。「MB96600シリーズ」は、HIS推奨仕様(注5)に準拠しつつ、メモリサイズと性能を最適化したスケーラブルな
「AUTOSAR R3.0/3.1」
、
「MB91520シリーズ」は、
「AUTOSAR R3.1/R4.0」に対応します。また、本製品群は、16ビッ
ト・32ビットマイコン共通でJPwire(注6)対応のエミュレータ(MB2100-01-E)を使用することにより、シームレスな開
発を行うことができます。

3.自動車 ECU システムに最適な周辺機能
本製品群は、
プログラム用フラッシュメモリとは別にデータ用フラッシュメモリを搭載しており、
外部 EEPROM
を削減でき、システム開発の効率化に貢献します。また、更なる周辺部品の削減として、外部リセット用 IC が
削減できる低電圧検出、CR 発振回路、ハードウェア・ウォッチドッグ回路の搭載や、ソフトウェア設定により
I/O ポートの配置を変更できる I/O リロケーション機能を標準搭載しております。

【関連 Web サイト】
http://jp.fujitsu.com/group/fsl/ （富士通セミコンダクター）
http://jp.fujitsu.com/microelectronics/application/index.html#auto（アプリケーション・自動車）
【注釈】
(注 1) 富士通セミコンダクター株式会社：代表取締役社長 岡田晴基、本社 神奈川県横浜市。
(注 2) ECU(Electronic Control Unit)：自動車用デバイスの制御用マイクロコンピュータユニット。
(注 3) AUTOSAR(AUTomotive Open System Architecture)：自動車メーカーと ECU サプライヤーによるオートモー
ティブ E/E(Electric/Electronics)アーキテクチャ用のオープンな産業標準を確立するための団体。
(注 4) MCAL(Micro Controller Abstraction Layer)：Basic Software Layer の最下層に位置し、マイコン内部の
ペリフェラルと外部デバイスをマッピングしたメモリへ直接アクセスできるドライバからなるレイ
ヤー。
(注 5)HIS(Hersteller Initiative Software)：ECU に関わる標準のソフトウェアモジュール、プロセス成熟度、ソ
フトウェア試験、ソフトウェアツール、およびプログラミングを支援するためにドイツの主要自動車
メーカーが設立したソフトウェアイニシアチブ。
(注 6)JPwire：JASPAR(国内の自動車メーカーと自動車エレクトロニクス関連メーカーによる自動車 ECU のソフト
ウェア基盤や車内 LAN インターフェース規格の標準化を推進するための団体)が策定した、自動車 ECU
の開発およびデバッグに用いられるインターフェース。

【商標について】
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
以 上
≪お客様お問い合わせ先≫
富士通セミコンダクター株式会社
マイコンソリューション事業本部自動車事業部マーケティング部
電話：045-755-7043 (直通)
お問合せフォーム：http://edevice.fujitsu.com/jp-qform.html

[ プレスリリース添付資料 ]
2011 年 5 月 30 日
富士通セミコンダクター株式会社

製品ラインナップ

図 1．自動車向けマイコンラインナップ

図 2．MB96F675RA

外形写真

図 3．MB91F526K

外形写真

本資料の記載内容は, 予告なしに変更することがありますので,
ご用命の際は営業部門にご確認ください。

[ プレスリリース添付資料 ]
2011 年 5 月 30 日
富士通セミコンダクター株式会社

「MB96670 シリーズ」の主な仕様
製品名

MB96F673R

CPU コア
ﾒﾓﾘ

MB96F675R
2

16 ビット CISC CPU F MC-16FX
ﾃﾞｭｱﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

64K ﾊﾞｲﾄ+32K ﾊﾞｲﾄ

128K ﾊﾞｲﾄ+64K ﾊﾞｲﾄ

Flash
通信機能

RAM

4K ﾊﾞｲﾄ

CAN

32Msg:1ch

ｼﾘｱﾙ通信
ｱﾅﾛｸﾞ機能
ﾀｲﾏｰ機能

2ch(LIN, USART, SIO) + 1ch(I2C)
A/D ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ:12ch(8/10 ﾋﾞｯﾄ)

汎用ﾀｲﾏｰ

16 ﾋﾞｯﾄ･ﾘﾛｰﾄﾞﾀｲﾏｰ:2ch
16 ﾋﾞｯﾄ･PPG ﾀｲﾏｰ:4ch(8 ﾋﾞｯﾄ･PPG ﾀｲﾏ-:8ch)
16 ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾘｰﾗﾝﾀｲﾏｰ:2ch(ｲﾝﾌﾟｯﾄｷｬﾌﾟﾁｬｰ x4ch)

ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ

1ch(日,時,分,秒)

ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ

1ch(内蔵発振による自走動作)

LCD ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

24seg x 4

ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

2ch

ｻｳﾝﾄﾞｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ

1ch

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

LQFP
64 ﾋﾟﾝ、0.5mm ﾋﾟｯﾁ、10mm 角

本資料の記載内容は, 予告なしに変更することがありますので,
ご用命の際は営業部門にご確認ください。

[ プレスリリース添付資料 ]
2011 年 5 月 30 日
富士通セミコンダクター株式会社
「MB91520K シリーズ」の主な仕様

製品名

MB91F525K

CPU コア
ﾒﾓﾘ

32 ビット RISC CPU FR81S
ﾒｲﾝ Flash

832K ﾊﾞｲﾄ

Work Flash
RAM
外部ﾊﾞｽ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
通 信 機 CAN
能

MB91F526K

ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝ

1088K ﾊﾞｲﾄ
64K ﾊﾞｲﾄ

96K ﾊﾞｲﾄ

128K ﾊﾞｲﾄ

ｱﾄﾞﾚｽ:22 ﾋﾞｯﾄ, ﾃﾞｰﾀ:16 ﾋﾞｯﾄ (ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｽ/ｽﾌﾟﾘｯﾄ ﾊﾞｽ対応)
128Msg:1ch + 64Msg:2ch
12ch(送受信 FIFO 付き, ﾊｰﾄﾞｱｼｽﾄ機能付き LIN/USART/CSIO/ I2C)

ｼﾘｱﾙ
ｱﾅﾛｸﾞ機能

A/D ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ:28ch(12 ﾋﾞｯﾄ) + 16ch(12 ﾋﾞｯﾄ), D/A ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ:2ch

ﾀ ｲ ﾏ ｰ 機 汎用ﾀｲﾏｰ

16 ﾋﾞｯﾄ･ﾘﾛｰﾄﾞﾀｲﾏｰ:8ch, 16 ﾋﾞｯﾄ･ﾍﾞｰｽﾀｲﾏｰ:2ch,

能

16 ﾋﾞｯﾄ･PPG ﾀｲﾏｰ:42ch, 16 ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾘｰﾗﾝﾀｲﾏｰ:3ch,
16 ﾋﾞｯﾄ･ｲﾝﾌﾟｯﾄｷｬﾌﾟﾁｬｰ:4ch, 16 ﾋﾞｯﾄ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄｺﾝﾍﾟｱ:6ch,
32 ﾋﾞｯﾄ･ﾌﾘｰﾗﾝﾀｲﾏｰ:3ch, 32 ﾋﾞｯﾄ･ｲﾝﾌﾟｯﾄｷｬﾌﾟﾁｬｰ:6ch,
32 ﾋﾞｯﾄ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄｺﾝﾍﾟｱ:6ch,
8/16 ﾋﾞｯﾄ･ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝｶｳﾝﾀｰ:2ch
ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ

1ch(日,時,分,秒)

ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ

2ch(1 ﾁｬﾈﾙは内蔵発振による自走動作)

波形ジェネレータ

1unit

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

LQFP
144 ﾋﾟﾝ、0.5mm ﾋﾟｯﾁ、20mm 角

本資料の記載内容は, 予告なしに変更することがありますので,
ご用命の際は営業部門にご確認ください。

