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AN94901 は、FM24V02／FM24V01 を FM24V02A／FM24V01A と置き換える際の重要な注意点を説明しています。FM24V02
／FM24V01 は、現在そのものの新しいデザインへの変更を勧められていません。本書は FM24V02／FM24V01 を FM24V02A
／FM24V01A と置き換える方法を示すものです。

表 1. 互換性表

はじめに
FM24V02A／FM24V01A は 256K ビット／128K ビットの
2
I C F-RAM™であり、FM24V02／FM24V01 そのもののデザ
イン変更ではなくその置き換えデバイスです。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 、 FM24V02 ／
FM24V01 を FM24V02A／FM24V01A に置き換える際の重
要な注意すべき点について説明しています。

FM24V02／FM24V01 の機能
または仕様

FM24V02A／FM24V01A の
互換性

パッケージ

あり

ピン配置

あり

温度範囲

あり

動作電圧

あり

動作電流

あり

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。
また、ソフトウェアの視点から見れば、「電源投入時から最初
のアクセスまでの時間」タイミング パラメーター (tPU) およびデ
バイス ID を除き、2 つのデバイスは同一です。

スタンバイ電流

あり

読み出し／書き込み機能

あり

タイミング／周波数

あり

詳細については、「重要な注意事項」を参照してください。

データ保持

あり

表 1 は FM24V02／FM24V01 と FM24V02A／FM24V01A
の互換性を明示しています。詳細な比較については、表 3 を
参照してください。

アクセス可能回数

あり

置き換えの検討

注文製品番号
表 2 は、FM24V02／FM24V01 の注文製品番号に対応する FM24V02A／FM24V01A の注文製品番号を示します。
表 2. 置換用に推奨される注文製品番号
FM24V02／FM24V01
注文部品番号

FM24V02A／FM24V01A
状態

FM24V02-G
FM24V02-GTR
FM24V01-G
FM24V01-GTR
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注文部品番号

注記

状態

FM24V02A-G
新規設計へのご利用
はお勧めできない

FM24V02A-GTR
FM24V01A-G

量産中

ハードウェア変更不要
ソフトウェア変更必要

FM24V01A-GTR
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FM24V02／FM24V01 と FM24V02A／FM24V01A の比較
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
FM24V02／FM24V01

注記

FM24V02A／FM24V01A

パッケージ種別

-G

-G

同じ「グリーン (RoHS)」パッケージ

ピン配置／パッケージ外形

SOIC-8

SOIC-8

同じピン配置、外形および基板上の設
置面積

温度範囲

–40ºC～+85ºC

–40ºC～+85ºC

同じ

動作電圧範囲

2.0V～3.6V

2.0V～3.6V

同じ

175µA (100KHz で)

175µA (100KHz で)

400µA (1MHz で)

400µA (1MHz で)

1000µA (40MHz で)

1000µA (40MHz で)

スタンバイ電流 (Max)

150µA (85ºC で)

150µA (85ºC で)

同じ

スリープ電流 (Max)

8µA (85ºC で)

8µA (85ºC で)

同じ

読み出し／書き込み機能

2 バイト アドレッシング、スレー
ブ ID、デバイス選択ビット

2 バイト アドレッシング、スレー
ブ ID、デバイス選択ビット

同じ

クロック周波数

3.4MHz

3.4MHz

同じ

10 年 (+85ºC で)

10 年 (+85ºC で)

38 年 (+75ºC で)

38 年 (+75ºC で)

151 年 (+65ºC で)

151 年 (+65ºC で)

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

電源投入時から最初のアクセスまで
の時間 (tPU、Max)

250µs

1ms

FM24V02A／FM24V01A は最初のア
クセスがより遅い

004100h

004101h

(FM24V01)

(FM24V01A)

004200h

004201h

(FM24V02)

(FM24V02A)

スリープ機能

I2C F-RAM は STOP 条件に関
わらずスリープ モードに入る

I2C F-RAM は STOP 条件が発
行された場合にのみスリープ
モードに入る

出力 LOW 電圧 (Max)

VOL = 0.2V (IOL = 150μA の
時)、VDD ≥ 2.0V

指定されない。

出力 LOW 電圧 (Max)

VOL = 0.4V (IOL = 2mA の時)、
VDD ≥ 2.7V

VOL = 0.4V (IOL = 3mA の時)、
VDD ≥ 2.0V

FM24V02A／FM24V01A は低い VDD
でより高い電流が得られるという優れた
特性がある

出力 LOW 電圧 (Max)

-

VOL = 0.6 V (IOL = 6mA の時)、
VDD ≥ 2.0V

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する追加的特性がある

データ入力ホールド時間 (tHD:DAT)
(3.4MHz で)

Min: 0ns

Min: 0ns
Max: 70ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する Max の追加的特性
がある

アクティブ供給電流 (Max)

データ保持

デバイス ID
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同じ

同じ

異なる。詳細については、「重要な注意
事項」のデバイス ID の項を参照

異なる。詳細については、「重要な注意
事項」のスリープ機能の項を参照

業界標準仕様ではない

文書番号: 001-97671 Rev. **

2

FM24V02／FM24V01 から FM24V02A／FM24V01A への置き換え

FM24V02／FM24V01

FM24V02A／FM24V01A

注記

入力立ち上がり時間 (tR) (3.4MHz
で)

Max: 80ns

Min: 10ns
Max: 80ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する Min の追加的特性
がある

入力立ち下がり時間 (tF) (3.4MHz
で)

Max: 80ns

Min: 10ns
Max: 80ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する Min の追加的特性
がある

入力立ち下がり時間 (tF) (1.0MHz
で)

Max: 120ns

Min: 20 * (VDD / 5.5V) ns
Max: 120ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する Min の追加的特性
がある

-

Max: 130ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する Max の追加的特性
がある

-

Max: 450ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する Max の追加的特性
がある

VIH (Min) から VIL (Max) までの出力
立ち下がり時間 (tOF) (3.4MHz で)

-

Max: 80ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する Max の追加的特性
がある

VIH (Min) から VIL (Max) までの出力
立ち下がり時間 (tOF) (1MHz で)

-

Min: 20 * (VDD / 5.5V) ns
Max: 120ns

FM24V01A／FM24V02A は NXP 製
I2C 仕様に適合する追加的特性がある

ACK 出力有効時間 (tVD:ACK)
(3.4MHz で)
ACK 出力有効時間 (tVD:ACK)
(1MHz で)

重要な注意事項
FM24V02A／FM24V01Aへの置き換えの際、表3に示したすべての異なるパラメーターに注意すべきです。本項では重要な相違点に
ついて説明します。システム設計者は次世代の置き換えを行う際、データシートも確認する必要があります。

電源投入時から最初のアクセスまでの時間 (tPU)
電源投入時から最初のアクセスまでの時間 (tPU) パラメーターに関しては、FM24V02A／FM24V01A デバイスは FM24V02／
FM24V01 より遅いです。FM24V02A／FM24V01A デバイスには電源投入時の 1ms 後にのみアクセスされることを確認してください。

デバイス ID 機能
FM24V02A／FM24V01A および FM24V02／FM24V01 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 により、ホストはメーカー、製品の容量、製品のレビジョンを判断します。表 4 に FM24V02／FM24V01 およ
び FM24V02A／FM24V01A のデバイス ID を示します。FM24V02A／FM24V01A への置き換えの際、システム ソフトウェアを新しい
デバイス ID に更新する必要があります。
表 4. デバイス ID
デバイス ID

[注]

FM24V01

FM24V01A

004100h

004101h

FM24V02

FM24V02A

004200h

004201h

注: デバイス ID の相違点は赤色で強調表示されています。
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スリープ機能
FM24V02／FM24V01 および FM24V02A／FM24V01A デ
バイスはスリープ モードと呼ばれる低消費電力状態に対応し
ています。デバイスは、予約済みのスレーブ ID 86h が以下の
一連の説明通りにクロック入力されると、スリープ モードに入り
ます。

6. マスターは Re-START コマンドを送信します。
7. マスターは予約済みスレーブ ID 86h を送信します。
8. F-RAM はアクノリッジ信号を送信します。
9. マスターが STOP 条件を送信すると、スレーブ デバイスは
スリープ モードに入ります。

1. マスターは START コマンドを送信します。
2. マスターは予約済みスレーブ ID F8h を送信します。
3. F-RAM (スレーブ デバイス) はアクノリッジ信号を送信しま
す。
4. マスターは、識別する必要があるスレーブ デバイス (F2
RAM) の I C バス スレーブ アドレスを送信します。最後の
ビットは「ドント ケア」値 (R/W ビット) です。
5. F-RAM はアクノリッジ信号を送信します。マスターによって
2
送信されたアドレス バイトに一致する I C バス スレーブ ア
ドレスを持つデバイスのみがアドレスをアクノリッジする必要
があります。

ただし、スリープ モードへの移行には小さな相違点があります。
ステップ 9 (STOP 条件を送信) は FM24V02A／FM24V01A
では必須のステップですが、FM24V02／FM24V01 では任意
のステップです。
FM24V02／FM24V01 はスリープ モードへの移行中に意図
的 で な い STOP 条 件 を 生 成 し ま す 。 詳 細 に つ い て は 、
FM24V02／FM24V01 データシートのエラッタの項を参照して
ください。このエラッタは FM24V02A／FM24V01A には適用
できません。

要約
AN94901 は、FM24V02／FM24V01 から FM24V02A／FM24V01A 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
FM24V02: 256-Kbit (32K × 8) Serial (I2C) F-RAM
FM24V01: 128-Kbit (16K × 8) Serial (I2C) F-RAM
FM24V02A: 256-Kbit (32K × 8) Serial (I2C) F-RAM
FM24V01A: 128-Kbit (16K × 8) Serial (I2C) F-RAM
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改訂履歴
文書名: AN94901 - FM24V02／FM24V01 から FM24V02A／FM24V01A への置き換え
文書番号: 001-97671
版

ECN

変更者

発行日

**

4769201

HZEN

06/01/2015
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変更内容
これは英語版 001-94901 Rev. **を翻訳した日本語版 001-97671 Rev. **です。
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ワールドワイドな販売と設計サポート
サイプレスは、事業所、ソリューション センター、メーカー代理店および販売代理店の世界的なネットワークを保持しています。お客様
の最寄りのオフィスについては、サイプレスのロケーション ページをご覧ください。
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