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ソフトウェア バージョン: なし
関連文書: 完全なリストについては、ここをクリックしてください。
AN97044 は、FM25V20 を FM25V20A と置き換える際の重要な注意点を説明します。FM25V20 は、現在「新しいデザインにお
勧めできません」。本書は FM25V20 を FM25V20A に置き換える方法を説明するものです。

1

はじめに
2M ビットのシリアル (SPI) F-RAM である FM25V20A は、現在「新しいデザインにお勧めできない」FM25V20 のドロップイン
代替デバイスです。すべてのデザインでは、FM25V20A デバイスは FM25V20 のスーパーセットと考えられます。2 つのデバ
イスはピン配置、パッケージの構成と寸法、および読み出し／書き込み機能に関しては同一です。本書は、FM25V20 から
FM25V20A に置き換える際の注意すべきな重要な点について説明しています。
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置き換えの検討
ハードウェアの視点から見ると、2 つのデバイスは同一です。ソフトウェアの視点から見ると、デバイス ID を除き同一です。し
たがって、FM25V20A は FM25V20 のドロップイン代替製品です、
詳細については、「ソフトウェアに関する注意事項」節を参照してください。
表 1 は FM25V20 と FM25V20A の互換性を示しています。 2 デバイスの詳細な比較については、表 3 を参照してください。
表 1. 互換性表
FM25V20 の機能または仕様

FM25V20A の互換性

パッケージ

有

ピン配置

有

温度範囲

有

動作電圧

有

動作電流

有

スタンバイ電流

有

読み出し／書き込み機能

有

タイミング／周波数

有

データ保持

有

アクセス可能回数

有
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注文製品番号
表 2 は、FM25V20 の注文製品番号に対応する FM25V20A の注文製品番号を示します。
表 2. 置き換えに推奨される注文製品番号
FM25V20

FM25V20A
コメント

注文製品番号
FM25V20-G
FM25V20-GTR

4

状態

注文製品番号

新しいデザインへ
のご利用はお勧め
できません。

状態
量産中

FM25V20A-G

ハードウェア変更が不要。
ソフトウェアはデバイス ID を更新する
のみ

FM25V20A-GTR

FM25V20-DG

FM25V20A-DG

FM25V20-DGTR

FM25V20A-DGTR

FM25V20 と FM25V20A の比較の詳細
表 3 では、2 つのデバイスを詳しく比較します。
表 3. 詳細比較表
コメント

FM25V20

FM25V20A

-G、-DG

-G、-DG

同じ「グリーン (RoHS)」パッケージ

ピン配置／パッケージ図

SOIC-8、TDFN-8

SOIC-8、TDFN-8

同じピン配置、パッケージ図と基板
上の設置面積

温度範囲

–40ºC～+85ºC

–40ºC～+85ºC

同じ

2.0V～3.6V

2.0V～3.6V

同じ

パッケージ タイプ

動作電圧範囲

300µA (1MHz で)

300µA (1MHz で)

3.0mA (40MHz で)

3.0mA (40MHz で)

250µA (85ºC で)

250µA (85ºC で)

同じ

8µA

8µA

同じ

2 バイト アドレッシング、
オペコード

2 バイト アドレッシング、
オペコード

同じ

40MHz

40MHz

同じ

10 年 (+85ºC で)

10 年 (+85ºC で)

同じ

アクセス可能回数
(書き込み／読み出しサイクル)

1E+14

1E+14

同じ

VDD 電源投入時のランプ レート
(tVR)

50µs/V

50µs/V

同じ

VDD 電源切断時のランプ レート
(tVF)

100µs/V

100µs/V

同じ

アクティブ供給電流
スタンバイ電流
スリープモード電流
読み出し／書き込み機能
クロック周波数
データ保持

電源投入時から最初のアクセスま
での時間 (tPU)
デバイス ID
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異なる。詳細については、「ソフトウェ
アに関する注意事項」のデバイス ID
の項を参照してください。
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ソフトウェアに関する注意事項
本節は FM25V20 と FM25V20A のデバイス ID の違いについて説明します。現在のアプリケーションが FM25V20 のデバイ
ス ID 機能を使用している場合、システム ソフトウェア更新が必要です。

5.1

デバイス ID
FM25V20 と FM25V20A は、製品を一意的に識別する 9 バイトの読み出し専用デバイス ID を組み込んでいます。デバイス
ID に基づいて、ホストはメーカー、製品の容量、製品のバージョンを決定できます。表 4 は FM25V20 と FM25V20A のデバ
イス ID を一覧表示しており、それらの違いは赤色でハイライトされます。
表 4. デバイス ID
デバイス ID
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FM25V20

FM25V20A

7F7F7F7F7F7FC22500h

7F7F7F7F7F7FC22508h

要約
AN97044 は、FM25V20 から FM25V20A へ置き換える際に注意すべき点について説明しました。
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関連資料
データシート
• FM25V20: 2Mビット (256K× 8) シリアル (SPI) F-RAMのデータシート
• FM25V20A: 2Mビット (256K× 8) シリアル (SPI) F-RAMのデータシート
アプリケーション ノート
• AN304 – F-RAM 向けの SPI ガイド
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