
システムソリューションに寄与する半導体技術

フラッシュメモリ内蔵マイコンの特徴と応用
On-Chip F】ash MemoryMicrocomputersandTheirApplications
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SuperH RISCengineファミリーのマイクロコンピュータ"SH7055F”

高性能な32ビットR】SC(ReducedlnstructionSetComputer)マイコン(マイクロコンピュータ)に512kバイトの大容量単一電源フラッシュメモリ

を内蔵した｡周辺機器として32チャネルのA-D変換器やオンチップデバッガ機能などを持ち,自動車エンジンの制御に適_している｡

不揮発性で電気的に書き換え･消去が可能なフラッシュ

メモリを内蔵したF-ZTAT〔FlexibleZTAT(ZeroTurn-

aroundTime)〕マイコン(マイクロコンピュータ)が本格

的に活用される時を迎えた｡

日立製作所は,1993年にその第一弾を製品化して以来,

現在までに8ビットから32ビットまでのマイコン計33.甘,

種を製品化し,さまざまな分野のニーズにこたえている｡

特に新製品では,単一電源化,低電圧･高速動作化や業

界最大512kバイトのフラッシュメモリ内蔵化を実現し,

より一段と使いやすい製品仕様を実現している｡また,

顧客の手もとでF-ZTATマイコンを簡単に,かつ即座に

使える環境実現に向けて,応用ソフトウェアのインター

ネット登録や,各種開発ツールの整備などを進めている｡
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はじめに

近年,マイコン(マイクロコンピュータ)を組み込んだ

電子機詣では,製品開発期間の短縮や機器仕様改善など

のため,マイコンに対しては適切なタイミングでプログ

ラムの変更や,データの修正を可能とするフィールドプ

ログラマビリティが強く求められている｡

このニーズにこたえて,日立製作所は,不揮発性で電

気的にメモリ内容の書き換え･消去が‾吋能なフラッシュ

メモリを内蔵したF-ZTATマイコンの製品展開を進め

ている｡F-ZTATマイコンを使用した場合,基板実装後

でもプログラムやデータの内容が変更(オンボード書込

み)できるため,開発から試作,生産立ち上げ,量産の各

工程で,状況に応じたフレキシブルな対応が可能になる｡

ここでは,ユーザーのシステム開発のフローまでを変

えるF-ZTAl｢マイコンの特徴と,単一電源版をq‾l心とL

た最新製品の仕様･応用について述べる｡

F-ZTATマイコンの特徴

2.1低電圧,高速動作

フラッシュメモリをマイコンに内蔵することにより,

システムの小型化を陳1った｡また,メモリセルと駆動Ⅰ叫

路の最適設計により,従来外部で使用していた単体フラ

ッシュメモリでは実現が難Lかったシステムの低電k化

と,高速動作を実現した｡SuperHRISCengilleファミ

リーの新製品"SH7410F''のサイクルタイム17ns(電源電
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庄3.3V,動作周波数60MHz,1ステートアクセス)は,

口末製作所の従来品に比べて3倍の,世界最高級レベル

の高速アクセスを実現している｡

2.2 F-ZTATマイコンのオンボード書込み

基板実装彼のオンボード書込みには,口立製作所が提

案する標準的な書込み方法のブートモードと,ユーザー

白身が準備した独自の書込みプログラムを実行すること

によって高速書込みなどを実現するユーザー プログラ

ム モードがある｡また,このほかに,専用のソケットア

ダプタによる,汎用PROM(Programmable Read-Only

Memory)ライタでの書込みにも対応している｡

F-ZTATマイコンの晶ぞろえ

3.1充実のラインアップ

F-ZTATマイコンの製品展開と応用分野を図1に示

す｡1993年に第一一弾の製品として16ビットマイコン"H8/

538F''を発表して以来,現在では8ビットマイコン"H8/

300L'',Ii8/300シリーズ,16ビットマイコン``H8/300H'',

H8/500,H8S/2000シリーズ,32ビットマイコンSuperH

RISCengineファミリーの計33品種を製品化している｡

3.2 強力な新製品

冷蔵庫などの白物家電やエアコンなどの民生分野用の

8ビットマイコン｢H8/3644Fシリーズ+では,コスト要

求の厳しい応用機器にも対応できるように,フラッシュ

メモリは最小16kバイトから品ぞろえし,扱いやすい64

ピンDIP(DualInlinePackage)も準備している｡8ピッ

CPU
32kバイト

64kバイト128kバイト256kバイト512kバイト以下
主な応用分野

8ビソト

H8ノ3642AF(16kバイト) ●CD-ROM
H8/300L H8/3643F(24kバイト) ●エアコン

H8/3644F(32kバイト) ･多機能電話

･車載電装品
(エアバッグほか)

●カードリ此ダ

･LBPメカニズム制御

H8/3334YF H8/3337YF

H8/300
H8/3434F H8/3337SF*l

H8/3437F

H8/3437SF*!

16ビソト

H8/3048F ●DVD-ROM
H8/300H H8/3067/62F ●CD-R,CD-RW

H8/3039F ●カメラ

●ノートパソコン

●プリンタ
●PPC憶f…]……巨コ喜喜;…三温H……ク…諾:

H8S/2000 H8S/2128F*H8S/2238F*
･カードリーグ

H8S/2134F/38F*
･自動販売機

H8S/2144F/48F*
･車載電装品(ABSはか)

H8/500 H8/538F ｢i福s/539SF
･車載電装品
(エンジン制御ほか)

･工作機,ロボット

32ビソト

Sup即H ?話芸プ諾ご)l…呂…三言…巨*…呂≡訂sH7055F*
●車載電装品
(エンジン制御ほか〉

●ディジタルカメラ

･ディジタル民生機器

注1:[コ(単一電源版)

*(開発中)

注2:略語説明

CPU(CentralProcessing

Unit)

CD-ROM(CompactDisc

Read-OnlyMemory)

LBP(LaserBeamPrmter)

DVD-ROM(DigitalVideo

DiscROM)

CD-R(CDRecordable)

CD-RW(CDRewritable)

PPC(PIainPaperCopier)

ABS(Antj-LockBrake

System)

図= F-ZTATマイコン

の品ぞろえと応用分野

8 ビットから32ビット

RISCマイコンまで33品種を

製品化しており,幅広い品

ぞろえでさまざまな応用に

対応できる｡
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トタイマ,A-D変換器など豊富な周辺機能と,時計とし

て重力作する32kHzサブクロック機能を持っている｡

0.35トLnlアルミ 3層配線CMOS(Complementary

Metaト0Ⅹide Semicollductor)プロセスを採用した

SH7055Fは,業界最人512kバイトの大容量単一電源フ

ラッシュメモリを内蔵している｡自動車エンジン制御シ

ステムなどの大規模･高性能システムでも,高速処理を

必要とするプログラムの人部分を内蔵のフラッシュメモ

リに収めることができる｡

SH7055Fの内蔵周辺機能ブロック図を図2に示す｡岳

′性能な32ビットRISCCPUに加えて,乗算岩旨,単精度の

FPUを内蔵し,巌高動作周波数40MHzで52MIPSを実

現している｡ROMデータのチューニングやRAMデータ

のモニタリングなど,さまざまなシステムデバッグをオ

ンチップで実現できるAUD,Bosch CAN Ver.2.OB

準拠のHCAN2チャネル,分解能10ビットで変換桁度±

2LSB(LeastSignificalュtBit)のA-D変挟器32チャネル

SH-2E

CPU
フラッシュメモリ

512kバイト

バ
ス
イ
ン
タ
フ
工
-
ス

[二車重コ
⊂二重こ二]

DMAC

4チャネル

タイマ

ATU-11

HCANX

2チャネル

AUD

H-UDl

E]
SClX

5チャネル

RAM

32kバイト

A-D変換器

10ビソト×

32チャネル

巨]

ポ

l

ト

注:略語説明

DMAC(DirectMemoryAccessController),FPU(FloatjngPointUnit)

H一UDt(HitachiUserDebuggerlntertace)

SC=SerialComm山cationlnterface),CMT(Compare-MatchTimer)

RAM(RandomAccessMemory)

HCAN(HitachiControIAreaNetwork;BoschCANVer.2.OB準拠)

WDT(WatchdogTimer)

AUD(AdvancedUserDebugger;8本の専用端子でリアルタイム

トレースなどを実現する拡弓長デバッガインタフェース)

ATU-11(パルス入出力最大65本の16ビット高性能タイマ)

図2 SH7055Fのブロック図

0.35l⊥mプロセスを採用し,3.3V/40MHz動作で52MIPSを実現し

た｡256ピンqFP(quad Flat Package)に,引2kバイト単一電源フラ

ッシュメモリと変換精度10ビットのA-D変換器3Zチャネル,オン

チップデバッガ機能など強力な周辺機能を内蔵している｡

など強ノJな周辺機能を内蔵している｡

F-ZTATマイコンの書き換え制御

4.1単一電源版の書き換え制御

特別な電源を必要とせず,通常動作時の電源3/5Vで

フラッシュメモリの書き換え･消去が可能な単一電源ト

ZTATマイコンでは,現在,16ビット,32ビットの計13

製品を量産中であり,前述したSH7055Fのほか,10製品

を開発lいである｡

単一電源F-ZTATマイコンの書き換え制御回路ブロ

ック図を図3に示す｡従来の2電源タイプに比べて,書

き換えと消去用に必安だった,12V電源回路や保護担】路

などが不要となり,外付け部品を大幅に削減できる｡一

九
一甲一一電i原でマイコン内蔵のフラッシュメモリの書き

換え･消去を制御する場合,CPUの暴追などでフラッシュ

メモリに誤書込みが年三じないように,2電源版以上に

十分な保護機能が必要となる｡単一電淑F-ZTATマイコ

ンの場介,この対策として,ハードウェア面でのプロテ

クト機能を持たせた専用制御端子の追加や,ソフトウェア

何でのプロテクト機能を持たせた専糊制御ビットの準備

により,フラッシュメモリヘの誤書込みを防止している｡

4.2 オンポlドでのさまざまな書き換え方法

H8/3437SFやH8S/2138Fなどが内蔵している2線式

のシリアルインタフェースⅠ2Cバス∬)による書き換え制

御回路構戌例を図4に示す｡書込みを行うマスタデバイ

スや書込みの際のコマンドエラー処理などはユーザーご

とに独自なものとなるため,書き換え制御プログラムは

ユーザー白身が準備しなければならない｡口立製作所は,

ユーザーのこのような負担を軽減するために,標準的な

書き放え制御プログラム例をインターネット(http://

www.hitachi.co.jp/Sicd/Japanese)で提供している｡

オンボードでのさまざまな書き換え方法を図5に示

す｡Ⅰ2Cバスは,オーディオやパソコン側辺機器などで広

く使川されているインタフェースである｡今後は,白勅

車や産業mインタフェースHCANなどのさまざまな書

き換え方法について,liiJ様の準備を進めていく｡

おわりに

ここでは,フラッシュメモリを内蔵したF-Zl､Al､マイ

コンについて述べた｡

※)Ⅰ2Cバスは,フィリップス社の商標である｡
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(リセットほか)の

タイミング生成
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l勿p

MD

Vcc

転

RXD

TXD

トZTAT

(a)従来品(2電源版)

転送元(マスタ)

SDA

SCL

l々c

0

H8/3437SF(スレーブ)

SDA

SCL

フフツンユ

メモリ部

3/5V

電源

夕ほB

ホスト

書込み制御端子

(リセットほか)の

タイミンク生成

FWE

MD

Vcc

白盲云

RXD

TXD

F-ZTAT

(b)単一電源版

注:略語説明

lウp(プログラム電源端子)

MD(モード端子)

Ⅵ-C(電源端子)

百巨岳(リセット端子)

RXD(シリアル受信端子)

TXD(シリアル送信端子)

FWE(FlashWriteEnable)

図3 オンボード書込み

回路の例

単一電源F-ZTATマイコ

ンの書き換え制御では,書

き換えと消去用に必要だっ

たほV電源回路や保護回路

が不要となる｡

フィールドプログラマビリティに優れたシングルチ

ップマイコンという市場ニーズにこたえるFIZTATマ

イコンでは,現在33製品を量産中であり,累積4,000万個

を出荷している｡単一電源化でさらに使いやすくしたF-

ZTATマイコンでは,今後さらに高機能･高性能･ロー

バワーといった市場ニーズを的確にとらえた製品展開を

進め,使いたいときにすぐ使える環境美現に向けた各種

サポートの充実を図っていく考えである｡

参考文献

注:略語説明 SDA(シリアルデータ端子),SCL(シリアルクロック端子)

図4l2Cパスインタフェースを使用したオンボード書き換

え構造

2線式のシリアルインタフェースl2Cパスを介して,H8/3437SF内

蔵のフラッシュメモリの内容を書き換える｡
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応用機器に見合った各種書き換え制御プログラム例をインター

ネットで提供する｡
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