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事業別プロフィール地域別プロフィール部門別プロフィール

優れたソリューションと卓越した顧客サービスを提供

スパンション：エレクトロニクスシステムの中核を担う

革新的技術と製品革新的技術と製品

組込みシステムに
注⼒

組込みシステムに
注⼒

豊かで幅広いエコシステム豊かで幅広いエコシステム

拡大するグローバル
インフラ

拡大するグローバル
インフラ

スパンション (NYSE: CODE)

第3四半期収益 ~ $275M

従業員数 ~  3,700

製品数 ~ 10,000

特許数 ~  5,000

顧客数 10,000+

独自コア および ARM ® CortexTM-Mコア 搭載独自コア および ARM ® CortexTM-Mコア 搭載

独自のチャージトラップNOR および SLC NAND独自のチャージトラップNOR および SLC NAND

アナログ、ミックスドシグナル、パワーマネジメントアナログ、ミックスドシグナル、パワーマネジメント

MCU

フラッシュ

アナログ

注： ARM®およびCortex™はARM社の商標または登録商標です。

⺠⽣⽤

⾞載⽤

産業⽤

ワイヤレス
ロイヤリティ

アジア太平洋

ヨーロッパ

南北アメリカ 日本

韓国

ロイヤリティ

フラッシュ

アナログ

ライセンス
他
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スケーラブルかつフレキシブルなMCU -FMファミリ-(１１月１１月１１月１１月18日発表より日発表より日発表より日発表より)

� 幅広い製品ラインナップ：
低消費電⼒〜⾼性能、700品種

� タッチ、コネクティビティ、イン
バータドライブなどの差異化機能
を単一のMCUに統合

� 最大200MHzのパフォーマンス

� 1.65〜 5.5Vの電源電圧に対応
� 64 KB 〜 2MBの組込みフラッシュ
� シリアル、CAN、USB、Ethernetを

含む通信インタフェースをサポー
トし「Internet of Things」を支援

⾼性能から低消費電⼒へのシームレスな移⾏を実現!!!
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スパンション FMファミリ - 産業用スケーラブルMCU (１１月１１月１１月１１月18日発表より日発表より日発表より日発表より)

FM4

FM3
ハイパフォーマンス

FM3
ベーシック

FM3
ローパワー

FM3
ウルトラローリーク

FM0+
ウルトラローパワー

FM0+
エントリ

“高性能”“高性能”

Cortex-M4Cortex-M4

DSP & FPU 組み込み
140品種以上

DSP & FPU 組み込み
140品種以上

“高性能”

Cortex-M4

DSP & FPU 組み込み
140品種以上

“ユニバーサル”“ユニバーサル”

Cortex-M3Cortex-M3

570品種以上の幅広い
製品ラインナップ

570品種以上の幅広い
製品ラインナップ

“ユニバーサル”

Cortex-M3

570品種以上の幅広い
製品ラインナップ

“低消費電⼒”“低消費電⼒”

Cortex-M0+Cortex-M0+

低電圧駆動
低消費電⼒＆

⾼いコストパフォーマンス

低電圧駆動
低消費電⼒＆

⾼いコストパフォーマンス

“低消費電⼒”

Cortex-M0+

低電圧駆動
低消費電⼒＆

⾼いコストパフォーマンス
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FM コネクト
USB

•USB(ホスト, デバイス)

•ローレベルドライバ

•様々なUSBクラスに対
応

•マスストレージクラス
仮想COMポート
HIDマウス
HIDキーボード
LibUSB

•PCと同様のUSBとして
動作可能

FM コネクト
Ethernet

•10/100Mbps IEE802.3 
Ethernet

•ローレベルドライバ

•フリーTCP/IPスタックを
実装

•lwIP, uIP

•アプリケーションレイ
ヤ： HTTPサーバ, DHCP, 

SMTP, etc.

FM タッチ

•キャパシティブタッチセ
ンサ

•ソフトウェアソリューショ
ン

•無償ライブラリ

•タッチボタン、スライダ、
スクロールホイール、
タッチパッドなどをサ
ポート

FM インバータ

•専用アプリケーション
ライブラリ

•ソフトウェア事例

•様々なモータ種類に対
応

FM セーフティ

•IEC60730クラスB 

IEC61508 SIL2

•セルフテストライブラリ
(STL)

•CPU, クロック, 割込み
RAM, ROM, I/O, ADC

• 対応マイコン：
USB機能を搭載したFM
ファミリ

• 評価キット有り

• 対応マイコン: 
Ethernet機能を搭載し
たFMファミリ

• 2チャンネルの
Ethernet-MACに対応

• 評価キット有り

• 対応マイコン: 
FMファミリ全品種

• 評価キット有り

• 対応マイコン: 
FM3ファミリ(ハイパ
フォーマンスグループ)、
FM4ファミリ

• 最大3チャンネルMFT, ク
ワッドカウンタ

• 評価キット、パワースト
レージ有り

•対応マイコン: 
FMファミリ全品種

•様々なハード機能を検
証

• CRC,ウォッチドッグタイ
マ, LVD, クロックスーパ
バイザ, etc.

スパンション FMソリューション

3 Motor Inverter Unit

Ethernet

Communication Unit

ＵＳＵＳＵＳＵＳＢＢＢＢ Ethernet

Web Screen
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µT-REALOS ロードマップロードマップロードマップロードマップ

201420132012 . . .2015

Support Tools

RVDS

ARM社製社製社製社製 RealView Development 
Suite (RVDS)

MDK-ARM

ARM (Keil)社製社製社製社製 Microcontroller 
Development Kit (MDK-ARM)

EWARM

IAR Systems社製社製社製社製 IAR Embedded 
Workbench (EWARM)

µT-REALOS/M3
開発中開発中開発中開発中 （バージョンアップ）（バージョンアップ）（バージョンアップ）（バージョンアップ）

FM0+

µT-REALOS/M4F
バージョンアップ検討中バージョンアップ検討中バージョンアップ検討中バージョンアップ検討中

µT-REALOS/M4F
開発中開発中開発中開発中

FM4

µT-REALOS/M3 
バージョンアップ検討中バージョンアップ検討中バージョンアップ検討中バージョンアップ検討中

FM Family µT-REALOS

µT-REALOS/M0+
開発開発開発開発検討中検討中検討中検討中

FM3
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ミドルウェアサポートの取組みミドルウェアサポートの取組みミドルウェアサポートの取組みミドルウェアサポートの取組み

FM3 ( Microcontroller ) Spansion Flash

Energy Harvesting 電源電源電源電源 IC

µT-REALOS ( Real Time OS )

暗号ミドルウェア暗号ミドルウェア暗号ミドルウェア暗号ミドルウェア

Flash File System

TCP/IP

HTTP SMTP

Application program

High versatility

Middleware

Customer’s 

program

High versatility

RTOS

Customer’s 

Hardware
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µT-REALOSの使用例の使用例の使用例の使用例

バッテリーレスで無線通信！ センサーからの情報をセキュアに格納

� M2Mセンサーシステムの構築
M2Mセンサーシステムの開発に対し、強
⼒にサポートするプラットフォームを提
供いたします。

� デモ内容
微弱な⾃然エネルギー（光、振動、温度
差など）を活⽤し、あらゆる機器にネッ
トワークでつなぎ、受信したデータをセ
キュアに格納することを実現しています。

� デモ構成（Spansionから提供）

外出先から
記録を確認可能！

人感、振動
センサー

無線通信

イベント記録イベント検知

FM3 ( Microcontroller ) Spansion Flash

Energy Harvesting 電源電源電源電源 IC

µT-REALOS ( Real Time OS )

暗号ミドルウェア暗号ミドルウェア暗号ミドルウェア暗号ミドルウェア

Flash File System

TCP/IP

HTTP SMTP
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www.spansion.com

Spansion®, the Spansion logo, MirrorBit®, MirrorBit® Eclipse™ and combinations thereof are trademarks and registered 

trademarks of Spansion LLC in the United States and other countries. Other names used are for informational purposes 

only and may be trademarks of their respective owners.

This document is for informational purposes only and subject to change without notice. Spansion does not represent that 

it is complete, accurate or up-to-date; it is provided “AS IS.” To the maximum extent permitted by law, Spansion disclaims 

any liability for loss or damages arising from use of or reliance on this document.


