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STM32最新トピックス
大容量 SRAM、グラフィック･アクセラレータ搭載の 

超低消費電力マイコン STM32L496/L4A6登場！ 

 
超低消費電力と高性能を両立した

STM32L4 シ リ ー ズ の 新 製 品

「STM32L496/L4A6」をリリースしまし

た。大容量 RAM（最大 320KB）とグラ

フィック HW アクセラレータ「Chrom-

ART Accelerator™」がスムーズなディ

スプレイ表示を可能にします。また、最

大 1MB の Flash メモリ、CAN インタフ

ェース、カメラ・インタフェース、水晶発

振子無しで動作する Full Speed（FS）

USB On-The-Go（OTG）も搭載してい

ます。さらに、UFBGA169 パッケージを

選択すれば、豊富なデジタル / スマー

ト･アナログ機能に加え、新たなペリフェ

ラルのより柔軟な活用が可能です。

STM32L4A6 には、ハードウェア暗号

化アクセラレーションも搭載されており、

SHA-256 および AES-128/192/256 ア

ルゴリズムを実行します。 

また、両製品は優れた電力効率を実

証しています（ULPBench ™スコア  : 

217）。アクティブモード時の消費電流

はわずか 37µA/MHzのため、小型バッ

テリでも長時間の駆動が可能になると

共に、環境発電を電源とするエネルギ

ー・ニュートラルな製品の可能性を拡げ

ます。 

両製品には、STM32Cube のツール

およびソフトウェア、Nucleo-144 ボード、

STM32L496 Discovery Kitなど、お客

様のニーズに応じた幅広い開発エコシ

ステムが用意されています。 

詳細はこちら  

http://www.st.com/content/st_com/ja/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32l4-series/stm32l4x6/stm32l4a6ag.html?ecmp=tt4997_jk_enews_apr2017
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DSP Concepts社と STM32向けに先

進オーディオ設計用無償ツールをリリ

ース 

 

ウェアラブル機器や IoT 機器などの小

型電子機器に、先進的な音声ユーザ･

インタフェースを含むハイエンド･オーデ

ィオ機能を実装するための新しいグラフ

ィカル設計ツールをリリースしました。 

設計スイート「Audio Weaver」を作製し

た DSP Concepts社と協力し、STM32

を使用する開発者に、無償版設計ツー

ル「ST-AudioWeaver」を提供します。

Audio Weaver は、複雑なデジタル･オ

ーディオ･アプリケーションの構築にお

いて、コーディングを不要にします。開

発者は、画面上で、必要なオーディオ･

モジュールをライブラリから選択･接続し、

ターゲット･ハードウェアのライブ･チュー

ニングにより、調整を行います。サンプ

ルが含まれているため、学習の加速と

新プロジェクトの速やかな立上げに役

立ちます。 

詳しくはこちら 

 

STM32 Nucleoボードと様々な機能を

付加する X-NUCLEO拡張ボード 

WiFi機能が評価できる 

X-NUCLEO-IDW04SA 

X-NUCLEO-IDW04SA は、WiFi モジ

ュール、SPWF04SA を搭載し、高速デ

ータ通信が必要な各種システムの試作

開発に便利です。 

 

 

 IEEE 802.11 b/g/nをサポート 

 STM32マイコンとアンテナを搭載 

 ユーザ用に Flash メモリ（1MB）を搭

載し、SD/MMCまたは外部 SPI 

Flash メモリにより拡張可 

 TCP-IP、TLS1.2等のプロトコル・ス

タック内蔵 

 充実したセキュリティ機能 

 ATコマンド･セットにより UART経由

でアクセス制御 

 開発用ソフトウェアはこちら 

 

 

X-NUCLEO拡張ボードの詳細はこちら 

次号に続く 

  

http://www.st.com/content/st_com/ja/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/st-audioweaver.html?ecmp=tt5003_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/ja/products/ecosystems/stm32-open-development-environment/stm32cube-expansion-software/stm32-ode-sense-sw/x-cube-53l0a1.html?ecmp=tt5000_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/web/jp/catalog/tools/FM116/SC1971?ecmp=sc1971_enews_mcunewsjp_sep2015&ecmp=tt5001_jk_enews_apr2017
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ClevX と高度なセキュア暗号化技術プ

ラットフォームの開発で協力を強化 

 

ポータブル・ストレージやモバイル機器

メーカー向けの IP 技術開発メーカーで

ある ClevX 社と共に、商業･産業用グ

レードのチップを使用したセキュリティ･

アプリケーション向けに、FIPS 140-2レ

ベル 3(*)に準拠する暗号化技術プラッ

トフォームのリファレンス設計を発表し

ました。 

この STM32 向けプラットフォームは、

ヘルスケア、ホーム･オートメーション、

ホーム・セキュリティ、セキュア・アクセ

ス制御システム、携帯型データ・ストレ

ージなど、さまざまなコンスーマ･企業･

産業向けアプリケーションに適した、非

常にセキュアな FIPS 準拠ソリューショ

ンのシステム設計および製造を支援し

ます。 

詳しくはこちら 

*FIPS 140-2 レベル 3 は、米連邦情報処理

標準（FIPS）で規定された最高のセキュリテ

ィ・レベルの 1 つです。機密情報保護のため

に導入されたセキュリティ・システムの検証

に使用されます。詳細については、米連邦

情報処理標準文献 140-2をご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDN掲載 「Q&Aで学ぶマイコン講座」 

第 36 回 Q&A で学ぶマイコン講座

Q&A で学ぶマイコン講座（36）：ハーバ

ードアーキテクチャって何？  

詳細はこちら 

 
 
 
 
 
 
 

過去連載記事：             

「マイコン入門!! 必携用語集」バックナ

ンバーへのリンクはこちら       

「Q&Aで学ぶマイコン講座」バックナン

バーへのリンクはこちら 

 

 

 

  

http://www.clevx.com/
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-2/fips1402.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-2/fips1402.pdf
http://ednjapan.com/edn/articles/1703/21/news021.html
http://ednjapan.com/edn/kw/edn_micro_mustvocab.html
http://ednjapan.com/edn/kw/qamcu.html
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チップワンストップ（www.chip1stop.com） 
 

 

（※チップワンストップ社WEBサイトにリンクします） 

 

 

 
 

STM32Fの基本操作（34） ～マイコンの発熱計算 
関連モジュール： パッケージ 

 

マイコンは消費する電力に応じて発熱します。消費電力

から、どのくらい発熱し、マイコンの周辺温度から接合部

温度が何度になるかの計算式は、各製品のデータ･シート

の「Thermal characteristics」の章に記載されています。 

発熱に関する熱抵抗の値はパッケージごとに異なります。

具体的な値は「Package thermal characteristics」の表

に記載されています。 

周辺温度の最大値 TAmax と接合部温度の最大値

TJmax の ス ペ ッ ク は 、 「 General operating 

conditions」の表に記載されていますので、このスペ

ックの範囲内でご使用ください。 

今月の STM32 コラム 

 

コンスーマ・ヘルスケア・産業機器向け 

超低消費電力 エントリ・マイコンSTM32L0シリーズ 
       

 
 

 

STM32L0は、システムを超低消費電力化するために最適化され

た32bitマイコンです。ARM® Cortex®-M0+とST独自の超低消費

電力アーキテクチャを組み合わせたSTM32L0は、バッテリで駆

動するシステムやエネルギー･ハーベスティングを行うシステムな

ど、低消費電力が求められるアプリケーションに最適です。また、

125℃以下での消費電力は世界最小クラスです。 

ダイナミック電圧スケーリングによる高い電力効率と、ウェイクア

ップ時間の短縮を可能にするSTM32L0は、超低消費電力の内

蔵クロック･オシレータ、LCDドライバ、コンパレータ、DAコンバー

タ、16bit ADコンバータ（HWオーバーサンプリング時）、外付け

水晶発振子を必要としないUSB、AES暗号エンジンなどを搭載し

ています。また、USART、I2C、タッチ･コントローラなどのペリフェ

ラルは、低消費電力モードでも動作可能なため、CPUの負荷を

低減するだけでなく、CPU起動の回数と時間を減らし、処理時間

の短縮と消費電力の低減に寄与します。   

 

詳細はこちら 

http://www.chip1stop.com/
http://sp.chip1stop.com/stmi_stm32_nucleo/
http://www.st.com/content/st_com/ja/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32l0-series.html?querycriteria=productId=SS1817&ecmp=tt5004_jk_enews_apr2017
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STM32に関する各種資料は、下記の URLからダウンロードすることができますます。 

アプリケーション・ノート リンク 製品プレゼンテーション リンク 

カタログ リンク プログラミング・マニュアル リンク 

データ・ブリーフ リンク リファレンス・マニュアル リンク 

データ・シート リンク 技術資料 リンク 

エラッタ・シート リンク ユーザ・マニュアル リンク 

リーフレット リンク   

 

2017年 3月に内容が更新された資料、または、新しく追加された資料を紹介します。 

アプリケーション・ノート F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

AN2606 STM32 microcontroller system memory 
boot mode 

リンク 

                    

AN3156 USB DFU protocol used in the STM32 
bootloader 

リンク 

                    

AN4221 
I2C protocol used in the STM32 
bootloader 

リンク 

                    

AN4286 
SPI protocol used in the STM32 
bootloader 

リンク 

                    

AN4726 STM32Cube firmware examples for 
STM32L4 Series 

リンク 

                    

AN4733 STM32Cube firmware examples for 
STM32F2 Series 

リンク 

                    

AN4739 STM32Cube firmware examples for 
STM32F4 Series 

リンク 

                    

AN4978 

Design recommendations for 
STM32L4xxxx with external SMPS, 
design guide for ultra-low-power 
applications with performance 

リンク 

                    

AN4991 
How to wake up an STM32F0/F3/L0/L4 
microcontroller from low-power mode 
with the USART or the LPUART 

リンク 

                    

  

http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=application_note&ecmp=tt3702_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=presentations$$resourceType=product_presentation&ecmp=tt3708_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=flyers_and_brochures$$resourceType=brochures&ecmp=tt3703_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=programming_manual&ecmp=tt3709_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=databrief&ecmp=tt3704_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=reference_manual&ecmp=tt3710_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=datasheet&ecmp=tt3705_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=technical_note&ecmp=tt3711_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=errata_sheet&ecmp=tt3706_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=technical_literature$$resourceType=user_manual&ecmp=tt3712_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/resource-selector.html?querycriteria=productId=SC1169$$resourceCategory=flyers_and_brochures$$resourceType=flyers&ecmp=tt3707_jk_enews_jun2016
http://www.st.com/resource/en/application_note/cd00167594.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/cd00264379.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00072315.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00081379.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00209748.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00210614.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00213525.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00350156.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00355687.pdf
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データ・ブリーフ F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

DB2762 STM32 Nucleo-144 board リンク                     

DB2801 
High security operating system from 
Prove & Run for STM32 ARM® 
Cortex®-M microcontrollers 

リンク 

                    

DB2961 STM32 LoRa® software expansion for 
STM32Cube 

リンク 

                    

DB3143 Discovery kit for IoT node, multi-
channel communication with STM32L4 

リンク 

                    

DB3171 STM32 Nucleo-144 boards リンク                     

DB3211 Advanced audio development tool for 
STM32 microcontrollers 

リンク 

                    

DB3215 STM32 Amazon web services IoT 
software expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

DB3217 
netSHIELD industrial ethernet 
protocols expansion board for STM32 
Nucleo 

リンク 

                    

DB3218 netX chip interface software expansion 
for STM32Cube 

リンク 

                    

 
 

 
          データ・シート F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

DS10182 STM32L052C6 リンク                     

DS10183 STM32L062K8 リンク                     

DS10184 STM32L051C6 リンク                     

DS11118 STM32F479AI リンク                     

DS11144 STM32F410CB リンク                     

DS11189 STM32F469AE リンク                     

DS11580 STM32F423CH リンク                     

DS11581 STM32F413CG リンク                     

DS6014 STM32F105R8 リンク                     

 
 

 
          エラッタ・シート F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

ES0335 STM32L496xx and STM32L4A6xx 
device limitations 

リンク 

                    

 
 

 
          リファレンス・マニュアル F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

RM0351 STM32L4x5 and STM32L4x6 
advanced ARM®-based 32-bit MCUs 

リンク 

                    

RM0430 STM32F413/423 advanced ARM® - 
based 32-bit MCUs 

リンク 

                    

 

  

http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00247910.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00262620.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00300429.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00347837.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00357737.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00369485.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00371107.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00371677.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00371969.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00108217.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00108218.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00108219.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00208574.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00214043.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00219980.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00282247.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00282249.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00220364.pdf
http://www.st.com/resource/en/errata_sheet/dm00264473.pdf
http://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00083560.pdf
http://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00305666.pdf
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ユーザー・マニュアル F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

UM1633 Omni2 stereo widening library software 
expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

UM1642 Smart volume control library software 
expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

UM1718 
STM32CubeMX for STM32 
configuration and initialization C code 
generation 

リンク 

                    

UM1725 
Description of STM32F4 HAL and LL 
drivers 

リンク 

                    

UM1726 Getting started with the STM32 Nucleo 
board firmware package 

リンク 

                    

UM1739 Getting started with STM32CubeF2 
firmware package for STM32F2 Series 

リンク 

                    

UM1743 STM32CubeF4 demonstration platform リンク                     

UM1778 BAss Manager library software 
expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

UM1798 Graphical equalizer library software 
expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

UM1884 Description of STM32L4 HAL and Low-
layer drivers 

リンク 

                    

UM1940 Description of STM32F2 HAL and Low 
Layer drivers 

リンク 

                    

UM1995 
Clock Drift Compensation library 
software expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

UM2024 Headphone virtualization library 
software expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

UM2035 
Evaluation board with STM32F769NI 
MCU 

リンク 

                    

UM2036 
Evaluation board with STM32F779NI 
MCU 

リンク 

                    

UM2145 STM32CubeL4 demonstration 
firmware for 32L496GDISCOVERY kit 

リンク 

                    

UM2160 
Discovery kit with STM32L496AG 
MCU 

リンク 

                    

UM2178 
Getting started with X-CUBE-AWS 
Amazon web services IoT software 
expansion for STM32Cube 

リンク 

                    

UM2179 STM32 Nucleo-144 boards リンク                     

 
 

 
          リリース・ノート F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

RN0094 STM32CubeMX release 4.20.1 リンク                     

 
 

 
          ソフトウェア・ライセンス・アグリーメント F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

SLA0047 
Image V2 - SOFTWARE LICENSE 
AGREEMENT 

リンク 

                    

SLA0048 Mix Liberty + OSS + 3rd- party V1 - 
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 

リンク 

                    

 

 

http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00083178.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00087056.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00104712.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105879.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105925.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00111485.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00112348.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00119606.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00124252.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00173145.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00223149.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00250990.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00268889.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00276567.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00276570.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00344753.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00353127.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00367435.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00368330.pdf
http://www.st.com/resource/en/release_note/dm00107607.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/legal/legal_agreement/license_agreement/group0/e5/31/22/e2/88/a4/45/d8/DM00217720/files/DM00217720.pdf/jcr:content/translations/en.DM00217720.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/legal/legal_agreement/license_agreement/group0/39/50/32/6c/e0/a8/45/2d/DM00218346/files/DM00218346.pdf/jcr:content/translations/en.DM00218346.pdf
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2017年 3月に更新された開発環境を紹介します。 

ファームウェアパッケージ 

X-CUBE: 
STM32Cube 
Expansion 

X-CUBE-ANALOG1: Multifunctional software expansion for 
STM32Cube 

v1.6.0 リンク 

X-CUBE-AWS: AWS IoT software expansion for STM32Cube v1.0.0 リンク 

X-CUBE-NFC1: STM32Cube expansion software for X-
NUCLEO-NFC01A1 

v1.5.1 リンク 

X-CUBE-SPN1: Stepper motor driver software expansion for 
STM32Cube 

v1.8.0 リンク 

X-CUBE-SPN3: High power stepper motor driver software 
expansion for STM32Cube 

v1.4.0 リンク 

X-CUBE-SPN5: Bipolar stepper motor driver software expansion 
for STM32Cube 

v1.3.0 リンク 

X-CUBE-SPN6: Low voltage stepper motor driver software 
expansion for STM32Cube 

v1.2.0 リンク 

X-CUBE-SPN12: Low voltage dual brush DC motor driver 
software expansion for STM32Cube 

v1.1.0 リンク 

X-CUBE-SPN13: Low voltage brush DC motor driver software 
expansion for STM32Cube 

v1.1.0 リンク 

X-CUBE-WIFI1: Wi-Fi software expansion for STM32Cube v3.0.1 リンク 

        

ST純正ツール 

STM32CubeMX 

STM32CubeMX Eclipse plug in for STM32 configuration and 

initialization C code generation (旧名 = MicroXplorer Eclipse 

plugin, graphical tool to configure STM32 microcontrollers) 

v4.20.1 リンク 

STM32Cube initialization code generator  v4.20.1 リンク 

      
 

サードパーティ製開発ツール 

 IAR Systems EWARM v8.10.1 

 Atollic TrueSTUDIO v7.1.2 

 AC6 System Workbench for STM32 (SW4STM32) v1.14.0 

 
Rowley Associates Crosswork for ARM v3.7.6 

  
 

 

http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-analog1.html?ecmp=tt5013_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-aws.html?ecmp=tt5014_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-nfc1.html?ecmp=tt5015_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-spn1.html?ecmp=tt5016_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-spn3.html?ecmp=tt5017_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-spn5.html?ecmp=tt5018_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/ecosystems/stm32-open-development-environment/stm32cube-expansion-software/stm32-ode-move-actuate-sw/x-cube-spn6.html?ecmp=tt5019_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-spn12.html?ecmp=tt5020_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-spn13.html?ecmp=tt5021_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-wifi1.html?ecmp=tt5022_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stsw-stm32095.html?ecmp=tt5023_jk_enews_apr2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stm32cubemx.html?ecmp=tt5024_jk_enews_apr2017


日本語資料情報 

www.st.com/stm32                                                                                                                                                                         9 

 

参照用として和訳版をご希望の方は、「st-mcu-fun@st-jp.jp」までお問い合わせください。 

STM32 リファレンス・マニュアル 

STM32F10x リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル） Rev11 リンク 

STM32F100xx リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル) Rev3 リンク 

STM32F4xx リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル） Rev5 リンク 

STM32L1xx リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル) Rev10 リンク 

STM32L0x3 リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル) Rev2 リンク 

STM32F75x, F74x リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル) Rev2 リンク 

STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8 リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル) Rev1 リンク 

STM32F303x3xB/C/D/E, STM32F303x6/8, STM32F328x8, STM32F358xC, STM32F398xE リファレン

ス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル) 
Rev7 リンク 

STM32F412リファレンス･マニュアル（ハードウェア･マニュアル) Rev4 リンク 

APS (ARM Partners Success) の専用ページ (リンク) からも入手可能です。 

 

トレーニング資料/セミナー資料/STM32ボード資料  

STM32F0 (Cortex-M0) - *1 

STM32F1 (Cortex-M3) - *1 

STM32F2 (Cortex-M3) - *1 

STM32F3 (Cortex-M4) - *1 

STM32F40x/41x (Cortex-M4) - *1 

STM32F42x/43x (Cortex-M4)  - *1 

STM32L0 (Cortex-M0+) - *1 

STM32L1 (Cortex-M3) - *1 

STM32L4 (Cortex-M4) - *1 

<New> STM32F7 (Cortex-M7) - *1 

<Update> STM32 Nucleo、X-Nucleoボード、Discovery ボードのご紹介   リンク 

STM32Cube ファームウエア テクニカルプレゼンテーション（v 1.1） リンク 

<New> STemWinのご紹介 リンク 

STemWinハンズオン資料 リンク 

STM32CubeMXにて FreeRTOSを使う上での注意点 リンク 

ARM Micon workshop 2016 公演資料：STM32 ODE & mbed OSによるセンサ・ノードの構築 リンク 

<New> ET2016 セミナ資料(プライベートカンファレンス 実習編 STM32L4) リンク 

<New> ET2016 セミナ資料(プライベートカンファレンス 解説編 STM32L4) リンク 

<New> STM32Cube Low Layer(LL)解説書 V1.1 リンク 

*1 : 資料をご希望の方は、「st-mcu-fun@st-jp.jp」までお問い合わせください。 

 

 

 

  

http://www.st.com/resource/ja/reference_manual/rm0008_jp.pdf
http://www.st.com/resource/ja/reference_manual/rm0041_jp.pdf
http://www.st.com/resource/ja/reference_manual/dm00031020.pdf
http://www.st.com/resource/ja/reference_manual/cd00240193.pdf
http://www.st.com/resource/ja/reference_manual/dm00095744.pdf
http://www.st.com/resource/ja/reference_manual/dm00124865.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/c2/f8/8a/f2/18/e6/43/96/DM00031936.pdf/files/DM00031936.pdf/jcr:content/translations/ja.DM00031936.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/4a/19/6e/18/9d/92/43/32/DM00043574.pdf/files/DM00043574.pdf/jcr:content/translations/ja.DM00043574.pdf
http://www.st.com/resource/ja/reference_manual/dm00180369.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/st/v13/#ST
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_boards_20170403.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32Cube_Technical_Presentation_J.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STemWin_Overview_June2016.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STemWin_Hands-On_material_June2016m.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/CubeMX_with_FreeRTOS.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/ARM_MCU_Workshop_2016.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32L4_ET2016_Private_Conf_Jissen.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32L4_ET2016_Private_Conf_Kaisetsu.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32L4_ET2016_Private_Conf_Kaisetsu.pdf
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アプリケーション･ノート  

AN4013 STM32F1/F2/F4/L1/F3 timer overview Rev2 - *1 

AN2548 Using the STM32F101/103 DMA controller Rev3 - *1 

AN2586 STM32F10xxx hardware development: getting started Rev1 - *1 

AN2606 
アプリケーションノート（AN2606 rev.27） 

STM32TM マイクロコントローラ システム･メモリ･ブート･モード 
Rev27 リンク 

AN2629 STM32F101xx and STM32F103xx low-power modes Rev1 - *1 

AN2668 Improving STM32F101xx and STM32F103xx ADC resolution by oversampling Rev1 - *1 

AN2784 Using the high-density STM32F10xxx FSMC peripheral to drive external memories Rev1 - *1 

AN2868 STM32F10xxx internal RC oscillator (HSI) calibration Rev1 - *1 

AN3155 
アプリケーションノート（AN3155 rev.6） 

STM32 ブートローダで使用される USARTのプロトコル 
Rev6 リンク 

*1 : 資料をご希望の方は、「st-mcu-fun@st-jp.jp」までお問い合わせください。 

 

リーフレット 製品名 リンク 

STM32 F2シリーズ: 高性能 Cortex-M3マイクロコントローラ STM32F2 - *1 

STM32 F1バリュー･ライン ARM Cortex-M3コア搭載 STM32F1 - *1 

STM32 F7シリーズ ARM Cortex-M7コア搭載マイコン STM32F7 リンク 

STM32 Nucleo開発ボード STM32 Nucleo リンク 

STM32F0シリーズ: 32bit メインストリーム･マイコン STM32F0 リンク 

STM32F3シリーズ: メインストリーム 32bitマイコン STM32F3 リンク 

STM32L4シリーズ: 超低消費電力 & 高性能 ARM® Cortex®-M4コア 32bitマイコン STM32L4 リンク 

STM32F469/479: 世界初の MIPI-DSI搭載マイコン STM32F4 リンク 

STM32Lシリーズ: 超低消費電力 32bitマイクロコントローラ STM32L4, L1, L0 リンク 

STM32の開発エコシステム STM32 リンク 

STM32F767/769 内蔵メモリ&グラフィックス機能強化でさらなる可能性を STM32F7 リンク 

STM32L432/433 待機時 2nAの低消費電力と高性能を両立 STM32L4 リンク 

STM32L0シリーズ 低消費電力のエントリクラス･マイコン STM32L0 リンク 

STM32ファミリ ARM® Cortex®-Mコア 32bitマイクロコントローラ STM32 リンク 

STM32F401/411 高性能を実現する製品ライン STM32F4 リンク 

STM32F446ライン 高い性能でモータ制御からデータ処理まで幅広く対応 STM32F4 リンク 

STM32F412 機能･性能･消費電流･価格のバランスが取れた新製品 STM32F4 リンク 

*1 : 資料をご希望の方は、「st-mcu-fun@st-jp.jp」までお問い合わせください。 

 

  

http://s360.jp/d/33117/mcu-update/AN2606_STM32_microcontroller_system_memory_boot_mode_rev27_JP.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/AN3155_USART_protocol_used_in_the_STM32_bootloader_rev6_JP.pdf
http://www.st.com/web/jp/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/brstm32f7.pdf
http://www.st.com/web/jp/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/flstm32nucleo.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/0f/e0/12/6f/fe/20/44/5a/brstm32f0.pdf/files/brstm32f0.pdf/_jcr_content/translations/ja.brstm32f0.pdf
http://www.st.com/web/jp/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/brstm32f3.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/0a/4f/e9/dc/28/fd/49/9e/flstm32l4.pdf/files/flstm32l4.pdf/_jcr_content/translations/ja.flstm32l4.pdf
http://www.st.com/web/jp/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/flstm32f469.pdf
http://www.st.com/web/jp/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/brstm32ulp.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/49/a1/11/c8/42/aa/43/5e/flstm32maker.pdf/files/flstm32maker.pdf/_jcr_content/translations/ja.flstm32maker.pdf
http://www.st-jp.jp/ad/201603_STM32F7/201603_STM32F7.html
http://www.st-jp.jp/ad/201605_STM32L4xx/201605_STM32L4xx.html
http://www.st-jp.jp/ad/201606_STM32L0/201606_STM32L0.html
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/f0/93/da/5c/6b/31/4a/96/brstm32.pdf/files/brstm32.pdf/jcr:content/translations/ja.brstm32.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/39/22/9f/4c/f4/b8/4e/63/flstm32f4x1.pdf/files/flstm32f4x1.pdf/jcr:content/translations/ja.flstm32f4x1.pdf
http://www.st-jp.jp/ad/201610_STM32F446/201610_STM32F446.html
http://www.st-jp.jp/ad/201612_STM32F412/201612_STM32F412.html
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EDN Japan : Q&Aで学ぶマイコン講座   

Q&Aで学ぶマイコン講座（1）：CISCと RISC、何が違う？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（2）：水晶やセラミック発振子を使った発振回路の設計方法は？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（3）：マイコンに接続する推奨デカップリングコンデンサと接続方法を教えて！ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（4）：ラッチアップって何？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（5）：未使用 GPIO（汎用 I/O）の処理はどうすれば良いの？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（6）：マイコンで高輝度 LEDを直接光らせる方法はありますか？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（7）：外部発振子なしで、UART通信は可能ですか？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（8）：マイコンでサイン波、コサイン波を作れますか？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（9）：商用電源（100V）を直接マイコンの端子に接続できますか？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（10）：マイコンでメロディーを作りたい！ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（11）：マイコンと EEPROMを接続する方法を教えて リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（12）：サンプル＆ホールド型 A-Dコンバータのサンプリング時間はどうやって決めるの？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（13）：マイコンの選び方  リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（14）：マイコンと DSPの違いって何？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（15）：マイコン周辺部品の選び方―電源編 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（16）：オーバーランエラーの原因 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（17）：浮動小数点のメリット リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（18）：マイコン炊飯器のマイコンってどういう意味？― 電子機器での役割 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（19）：ウォッチドッグタイマーって何？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（20）：Quad SPIって何？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（21）：マイコン周辺部品の選び方 ―― トランジスタ/MOSFET編 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（22）：MCUと MPUの違いって何？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（23）：消費電力の計算方法 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（24）：チャタリングの原因と対策 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（25）：マイコンの勉強法 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（26）：マイコンの周辺部品は、最低何が必要？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（27）：割り込みハンドラとは？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（28）：いろいろなマイコンの低消費電力モードを理解する リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（29）：DMAのメリットって何？ リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（30）：スタックの役割 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（31）：マイコン周辺回路設計テクニック ―― 電源編 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（32）：キャッシュとは？ ―― 機能と仕組みから使用上の注意まで リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（33）：フラッシュローダーとは？  リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（34）：RAMで命令を実行する方法 リンク 

Q&Aで学ぶマイコン講座（35）：スーパースカラって何？ リンク 

<New> Q&Aで学ぶマイコン講座（36）：ハーバードアーキテクチャって何？ リンク 

 

 

 

  

http://ednjapan.com/edn/articles/1404/07/news001.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1405/19/news008.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1406/18/news003.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1407/14/news005.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1408/19/news003.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1409/16/news011.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1410/16/news019.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1411/17/news007.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1412/15/news015.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1501/21/news004.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1502/16/news011.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1503/19/news006.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1504/16/news004.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1505/27/news016.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1506/10/news042.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1507/14/news015.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1508/17/news005.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1509/16/news022.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1510/19/news009.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1511/18/news018.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1512/21/news016.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1601/26/news018.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1602/24/news017.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1603/22/news028.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1604/21/news019.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1605/19/news020.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1606/17/news153.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1607/21/news009.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1608/18/news015.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1609/27/news009.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1610/26/news017.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1611/22/news148.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1612/21/news026.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1701/26/news020.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1702/24/news018.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1703/21/news021.html
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EDN Japan : マイコン入門!! 必携用語集   

マイコン入門!! 必携用語集（1）：そもそも“マイコン”って何？ リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（2）：のぞいてみよう、マイコンの中!! ―― 複雑な演算も簡単な動作の繰り返し  リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（3）：マイコンの中枢「CPU」とは リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（4）：マイコンのソフト開発って、どうやるの？ ――「マイコン開発」で知っておきたい用語 リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（5）：実は足し算しかできない!? 「補数」「シフト」で四則演算しているマイコン リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（6）：CPUの中枢「ALU」を作ってみよう リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（7）：マイコンにも言語力が必要!? リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（8）：どう選ぶ？ PCとターゲットを接続するツール リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（9）：マイコンが港で行う仕事とは？ 「入出力ポート」 リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（10）：マイコン開発における“ソフトウェアあれこれ” リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（11）：90nmプロセスの“90nm”ってどこの長さ？――マイコンの作り方 リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（12）：「クロック」数えて「パルス」を操る――タイマーの基本機能 リンク 

マイコン入門!! 必携用語集（最終回）：時間、順序を律義に守る――リアルタイム OSとは リンク 

 

STM32マイコン マンスリー・アップデート バックナンバー   

STM32マイコン マンスリーアップデート 2016年 7月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2016年 8月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2016年 9月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2016年 10月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2016年 11月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2016年 12月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 1月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 2月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 3月号 リンク 

 

採用事例 (APSマガジン掲載) 
vol.1 数ミリ秒のレスポンスが要求される 競技飛行の制御に STM32の 処理性能が貢献 リンク 

vol.2 これ一冊で STM32を完全マスター 待望久しかった Cortex-M3マイコンの解説書がついに誕生。 リンク 

vol.3 
STのベクトル制御ライブラリが採用の決め手に。 日本電産のモーター制御プラットフォームに STM32ファミ

リを採用。 
リンク 

vol.4 世界が認めた TRON、世界に羽ばたく T-Kernel 坂村健氏と語る、これからの組込み リンク 

vol.5 進化を続ける STマイクロエレクトロニクスの STM32ファミリ 注目を集めるメディカル分野でも実力を発揮 リンク 

vol.6 ローパワーの「STM32L」マイコンが実現した腕時計型脈拍計がランナーに大人気 リンク 

vol.7 あなたのゴルフスイングを「見える化」MEMSセンサー＋STM32で広がる新たな世界 リンク 

vol.8 ロボットで世界ナンバーワンを目指す！STの ARM®マイコンと MEMSセンサーで高度な制御を実現。 リンク 

vol.9 人気のロボット「Robi」はこうして作られた！ 豊富な I/Fを備えた STM32F2を採用。 リンク 

vol.10 業界の常識を打ち破る顔認証テクノロジーSTM32F429で認証時間 0.3秒を実現。 リンク 

vol.11 
太陽光発電用パワコンのデジタル電源回路を STM32F303で構成 - MPPTと FRTに対応した高度なアルゴ

リズムを実装  
リンク 

vol.12 音楽の可能性を広げるハイブリッド・カホン。STM32F042がローランドの創造性を解き放つ リンク 

vol.13 マイコンとセンサに強い ST LoRaにも対応し、IoTをリード リンク 

 
  

http://ednjapan.com/edn/articles/1303/11/news001.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1304/08/news001.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1305/27/news007.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1306/17/news003.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1307/16/news002.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1308/09/news002.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1309/20/news008.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1310/21/news013.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1311/20/news032.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1312/20/news007.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1401/20/news005.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1402/21/news010.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1403/18/news003.html
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201607.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201608.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201609.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201610.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201611.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201612.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201701.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201702.pdf
http://s360.jp/d/33117/mcu-update/STM32_Monthly-Update_201703.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v1/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v2/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v3/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v4/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v5/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v6/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v7/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v8/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v9/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/bn/v10/st.pdf
http://www.aps-web.jp/magazine/st/v11/
http://www.aps-web.jp/magazine/st/v12/
http://www.aps-web.jp/magazine/st/v13/#ST
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STM32のココが便利！ 
 

今月のテーマ：STM32Cube 

STは、STM32マイコンだけでなく、開発負荷削減のためにさまざまなツールやソリューションを用意しています。

今回は、ソフトウェア開発負荷の大幅な削減につながる STM32Cubeを紹介します。 

 

【STM32Cubeとは】 

STM32Cube は、STM32 を動作させる無償ソフトウェア･ライブラリです。全てのペリフェラル用のドライバを含む

ハードウェア抽象化レイヤをベースに、豊富なサンプルコードと RTOS やミドルウェアで構成されています。各製

品シリーズごとに STM32Cube を用意していますが、ハードウェア抽象化レイヤによって、異なる製品シリーズで

もコードを再利用できるようになっています。 

【STM32Cubeの内容】 
 ユーザ･マニュアル 

 BSP（Board Support Package） 

 CMSIS ドライバ 

 ハードウェア抽象化レイヤドライバ 

 RTOS 

 各種ミドルウェア（FATファイルシステム TCP/IPスタック、USBスタック、グラフックライブラリなど） 

 各種サンプルコード 

詳しくはこちら 

   

ユーザコード 

STM32Cube 

組込みソフトウェア 

ミドルウェア 
RTOS, USB, TCP/IPなど  

 

 

ハードウェア抽象化レイヤ 

http://www.st.com/content/st_com/ja/products/ecosystems/stm32-open-development-environment/stm32cube.html?querycriteria=productId=SC2004&ecmp=tt5008_jk_enews_apr2017


 
 

www.st.com/stm32                                                                                                                                                                         14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※このメールはご了承していただいた方に情報を配信してます。 

配信が不要な場合は、こちらより配信解除をお願いいたします。 

 
 

製品に関するお問合せは販売代理店または STマイクロエレクトロニクスの担当までお願いいたします。 
  

STマイクロエレクトロニクス(株) マイクロコントローラ製品部 

TEL: 03-5783-8240   メール: st-mcu-fun@st-jp.jp 
 
 

 【STマイクロエレクトロニクス(株) 営業部】 

東  京 03-5783-8310 

名古屋 052-259-2725 

大   阪 06-6397-4130 
 

【販売代理店】 

アクシスデバイス・テクノロジー（株） マーケティング & セールス部 03-5484-7340 

クロニクス（株） 03-5322-7191 

都築電気（株）  ソリューション技術部 03-3502-2533  

（株）ネクスティ エレクトロニクス マーケティング事業部 03-5462-9622 

バイテックグローバルエレクトロニクス（株） 03-3458-0301 

伯東（株） 電子デバイス第二事業部 03-3355-7635 

（株）マクニカ  営業統括部 アカウントセールス 1部 045-470-9823 

 

今月のコンパニオン･チップ 
 

          

 

3MHz高精度ゼロドリフト・オペアンプ : TSZ182 

 

3MHzの利得帯域幅積、レール・ツー・レール入出力、低入力オ

フセット電圧（25uV）を特徴とし、さまざまな装置の高精度化を実

現するオペアンプです。今後、車載認定を取得した製品のリリー

スも予定しています。 

 

詳しくはこちら 

https://s360.jp/form/33117-7
mailto:st-mcu-fun@st-jp.jp
http://www.st.com/content/st_com/en/products/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/precision-op-amps-lt50-mhz/low-input-bias-current-op-amps/tsz182.html

