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STM32最新トピックス

汎用マイコン専用ウェブサイト オープン･キャンペーン 

抽選で超高性能マイコン開発ボードをプレゼント 
 
 
 

 
 
 

 

STM32 および STM8 のすべての技術

情報にアクセスできる汎用マイコン専用

ウェブサイトがオープンしました。より簡

単に最適なマイコンを選べるパラメータ

検索機能のほか、データシートやリファ

レンス･マニュアル、評価ボードやソフト

ウェアの情報など、お役立ち情報満載

のウェブサイトです。無料の会員登録で、

会員限定コンテンツの閲覧やセミナー/

イベントの参加申込みも可能です。 

 

STM32 マンスリー･アップデートのご購

読者の皆さまは、登録ページよりメール

アドレスを入力し、パスワードを設定す

るだけで簡単に登録が完了します。 

 

また、10 月 8 日（日）までに汎用マイコ

ン専用ウェブサイトに新規登録いただ

いた方の中から、抽選で 10 名様に

ARM® Cortex®-M7 搭載 STM32F769

の開発ボード「32F769IDISCOVERY」 
 

をプレゼントするキャンペーンを実施し

ています。（抽選結果は発送をもって代

えさせていただきます。） 
 

ST の新しい汎用マイコン専用ウェブサ

イトでは、皆さまのシステム開発に役立

つさまざまな情報をタイムリーに提供し

ていきますので、この機会に是非ご登

録ください！ 

 

詳細はこちら 

  

https://www.stmcu.jp/?utm_source=newsletter&utm_medium=pdf&utm_campaign=sep_JP05
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コアへ直接電源供給できる端子を搭載

し、さらなる低消費電力化を可能にする

STM32L4の新製品をリリース 

  

超低消費電力マイコン STM32L4 シリ

ーズに、新たな電源端子を持った製品

が登場しました。この新製品は、さらな

る低消費電力化を可能にします。 

STM32L4 は、一般的に 1.71~3.6V の

単一電源を外部より入力し、内蔵 LDO

を使ってデジタル回路（コア、RAM、

Flash メモリ、ペリフェラルのデジタル部）

の駆動電圧まで降圧しています。一方、

新製品は、デジタル回路に直接電源供

給できる電源端子を搭載しています。

外付けスイッチモード DC-DC コンバー

タからこの端子に電源供給することで、

LDO 使用時よりも電源効率が向上しま

す。3.3Vの電源電圧で STM32L4を動

作させた場合の消費電流は、内蔵

LDO 使用時の 84μA/MHz に対して、

外付け DC-DC コンバータ使用時には

36μA/MHz まで低減することができま

す。また、低消費電力性能を示す

ULPBench スコアは、世界最高レベル

の 253 を達成しています。この新製品

は、通常の製品型番の末尾に「P」が付

きます（例：ST32L433RCT6P）。 

STM32L4 は、低い消費電力と、最大

80MHzで動作する ARM® Cortex®-M4

（FPU 付き）の高い処理性能が特徴で

す。また、低消費電力モード時にも動作

可能なペリフェラル、充実したアナログ

機能、セキュリティ機能なども豊富に搭

載しており、アプリケーションの低消費

電力化、高性能化、小型化に貢献しま

す。 

詳細はこちら 

9月 28日、APS  SUMMIT 2017 SEP

（横浜）にて LoRa 向けソリューション

のデモ・講演を実施 

 
 

ST は、組込みシステム向けに最先端

の技術を持つ企業が最新の製品･ソリ

ューションを紹介するイベント APS 

SUMMIT（2017年 9月 28日 横浜･関

内開催）に参加します。同イベントの今

年のテーマは、「IoT を加速させる無線

通信･センシング･モータ制御」です。 

STは、APS SUMMIT 2017 SEPにお

いて、STM32 を中心に構築されたネッ

トワーク接続検証済みの LPWA ソリュ

ーション（LoRa、Sigfox）や、主要オー

プンクラウド（AWS、Azure、Watson）

への接続を可能にする IoT Function 

Pack のほか、センサやセキュア・エレメ

ントなど、ST の広範な製品群との組み

合わせによる付加価値のさらなる向上

について紹介します。 

 日程：2017年 9月 28日（木） 

 会場：関内新井ホール 

 参加費：無料（事前登録制） 

詳細・登録はこちら 

株式会社 DTS インサイト、NUCLEO-

F401REを使用したトレーニング･コース

を開設 

 
 

株式会社 DTS インサイトが、組込み開

発技術者を目指す新入社員および若

手エンジニア向けに、ARM® Cortex®-

M マイコンのトレンド、開発手法および

デバッグ手法をレクチャーするトレーニ

ングコースを開設しました。 

こ の ト レ ー ニ ン グ コ ー ス に は 、

STM32F401（ARM® Cortex®-M4 / 最

大 84MHz 動 作 ） が 搭 載 さ れ た

NUCLEO-F401RE ボードを使用した

多くの実習が含まれており、ユーザのレ

ベルに合わせて 2日間～4日間での開

催が可能です。なお、実習で使用した

NUCLEO-F401RE ボードおよびプログ

ラム一式はそのままお持ち帰りいただ

けます。 

詳細・お申込みはこちら 

https://www.stmcu.jp/stm32/stm32l4/?utm_source=newsletter&utm_medium=pdf&utm_campaign=sep_JP01
https://www.aps-web.jp/apss/2017sep/
https://www.dts-insight.co.jp/product/arm_tool/arm-traning/course/index14.html
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STM32 Nucleoボードとさまざまな機

能を付加する X-NUCLEO拡張ボード 

NFC リーダを搭載した X-NUCLEO-

NFC05A1 

新しく登場した X-NUCLEO-NFC05A1

は NFCカードリーダ ST25R3911Bの

評価用拡張ボードです。 

 

 NFC の各種規格に準拠

ISO1443A/B、ISO15693 

ISO18092、FeliCa、VHBR 

 MIFAREやカスタムのプロトコルを制

御するための透過モード / ストリーミ

ング・モード対応 

 ボード上にアンテナを搭載（1系統） 

 ST25R3911B は 2系統のシングル・

エンド・アンテナをドライブ可（本ボー

ドでも外付けアンテナで拡張可） 

 STM32 Nucleo と組み合せてサンプ

ルプログラムを使用すればタブレット

やスマートフォンと連携するデモの迅

速な構築が可能 

 

X-NUCLEO-NFC05A1の詳細はこ

ちら 

 

開発用ソフトウェアはこちら 

 

詳細はこちら 

EDN Japan 連載企画 

Q&Aで学ぶマイコン講座（38） 

ESD と EOSの違いと対策法 

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.st.com/ja/ecosystems/x-nucleo-nfc05a1.html?ecmp=tt5673_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/ja/ecosystems/x-nucleo-nfc05a1.html?ecmp=tt5673_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/ja/products/embedded-software/st25-nfc-rfid-software/x-cube-nfc5.html?ecmp=tt5689_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/ja/evaluation-tools/stm32-nucleo-expansion-boards.html?querycriteria=productId=SC1971&ecmp=tt5697_jk_enews_sep2017
http://ednjapan.com/edn/articles/1708/31/news020.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） 

 

 

 
 

STM32の基本操作（39） ～内蔵温度センサ～ 
関連モジュール：温度センサ 

 
STM32 マイコンには、温度センサが内蔵されています。シリ

コン上の温度を電圧に変換して、内蔵 A/D コンバータで測定

することが可能です。 

 

マイコン内部のシリコン上の温度と周辺温度は、さまざまな要

因で 1対 1に対応しませんので、あくまで、シリコン上の温度

を測定するセンサです。使用例としては、マイコンの動作温度

のチェックといった用途が挙げられます。 

 

データシートに記載されているスペックの誤差は比較的大

きいですが、実際はマイコン出荷時に既定温度で測定した

値がレジスタに保存されており、その値を目安に、ユーザが

実測値を較正できるようになっています。 

 

例えば、STM32F091 の場合、製品出荷時に、30℃と

110℃の時の A/D コンバータの測定値を TS_CAL1 と

TS_CAL2 に格納しています。ユーザは、この値を参考にし

て、実際の A/Dコンバータの測定値と温度の相関を計算す

ることができます。 

 

（較正方法の詳細はアプリケーション・ノート AN3964 をご参

照ください。） 

今月の STM32 コラム 

内蔵メモリとグラフィックス機能の拡張で可能性を広げる 
ARM® Cortex®-M7搭載マイコン STM32F769 

       

       

STM32F769は、倍精度浮動小数点ユニットと DSP

命令を特徴とする Cortex-M7プロセッサ（最大

216MHz / 462DMIPS / 1082CoreMark®）を搭載した

超高性能 32bitマイコンです。 

 

強力なグラフィックス性能を実現する Chrom-ART™グ

ラフィック HW アクセラレータ、ハードウェア JPEGコー

デック、TFT-LCD コントローラ、MIPI®-DSI ホスト・コン

トローラを内蔵しています。さらに、大容量のデュアル

バンク Flash メモリ（最大 2MB）、RAM（512KB）、デー

タ / 命令キャッシュ（各 16KB）を搭載しているほか、外

部メモリ・コントローラ（FMC）とデュアル Quad-SPI イ

ンタフェースにより、外付けメモリ（SDRAM やシリアル

Flash など）の追加も容易で、高度な制御やユーザ・イ

ンタフェースの設計に最適な製品です。 

 

詳細はこちら 

http://www.chip1stop.com/
http://sp.chip1stop.com/stmi_stm32_nucleo/
https://www.stmcu.jp/stm32/stm32f7x87x9/?utm_source=newsletter&utm_medium=pdf&utm_campaign=sep_JP09
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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。 

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 8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 

AN4435 
Guidelines for obtaining UL/CSA/IEC 
60730-1/60335-1 Class B certification in 
any STM32 application 

リンク  

                    

AN4967 
Examples of AT commands on I-CUBE-
LRWAN 

リンク  

                    

AN5020 
Digital camera interface (DCMI) on STM32 
MCUs 

リンク  

                    

 
 

 
          データ・ブリーフ F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

DB3169 
USI® LoRa® expansion board for STM32 
Nucleo 

リンク  

                    

 
 

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

DS10002 STM32L151QE リンク                      

DS10168 STM32L162RE リンク                      

DS10193 STM32L100C6-A リンク                      

DS10764 STM32L151VD-X リンク                      

DS11243 STM32F777BI リンク                      

DS11532 STM32F765BG リンク                      

DS8890 STM32L151RC リンク                      

DS8928 STM32L162VC リンク                      

DS9496 STM32L100C6 リンク                      

DS9515 STM32L151C6-A リンク                      

DS9716 STM32F401CB リンク                      

DS9821 STM32L100RC リンク                      

 
 

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

ES0360 
STM32F72xxx and STM32F73xxx device 
limitations 

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/dm00105610.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00346311.pdf
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00373474.pdf
http://www.st.com/resource/en/data_brief/dm00357522.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00098321.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00106442.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00108661.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00150658.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00225424.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00273119.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00048356.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00049732.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00078075.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00078689.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00086815.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00090183.pdf
http://www.st.com/resource/en/errata_sheet/dm00305994.pdf
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リファレンス・マニュアル F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

RM0008 

STM32F101xx, STM32F102xx, 
STM32F103xx, STM32F105xx and 
STM32F107xx advanced ARM®-based 32-
bit MCUs 

リンク  

                    

RM0433 
STM32H7x3 advanced ARM®-based 32-bit 
MCUs 

リンク  

                    

 
 

 
          ユーザー・マニュアル F0 F1 F2 F3 F4 F7 H7 L0 L1 L4 

UM0627 ST-LINK in-circuit debugger/programmer 
for STM8 and STM32 microcontrollers 

リンク  

                    

UM1452 
STM32100B-MCKIT motor control starter 
kit 

リンク  

                    

UM1860 Getting started with STM32CubeL4 for 
STM32L4 Series and STM32L4+ Series 

リンク  

                    

UM2204 
Getting started with STM32CubeH7 for 
STM32H7 Series  

リンク  

                    

 
 

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

RN0087 STM32 embedded target for MATLAB® 
and Simulink® release 4.4.2 

リンク  

                    

 

 

 

 

 

 

STM32L4搭載NFCリーダ開発ボード 

ST25R3911B-DISCO 
       

 

 

ST は 、 超 低 消 費 電 力 32bit マ イ コ ン の

STM32L476REを搭載した NFC リーダ開発ボードをリ

リースしました。新しく ST の NFC/RFID リーダライタ

IC ファミリに加わった ST25R3911B を搭載しており

NFC リーダライタ（イニシエータ側）として PC に接続

後、すぐにアプリケーションの開発を始められます。 

 

ST25R3911B は、最大 1.4W の出力によりブースタを

追加することなく、長い通信レンジを実現します。また、

自動アンテナ・チューニング（AAT）により、お客様は最

終製品の製造後であってもレジスタ定を効率的に自動

調整することが可能です。 

 

詳細はこちら 

ST25R3911Bの特徴 

 ISO18092 (NFCIP-1) Active P2P 、 ISO14443A   

ISO14443B、FeliCa™、ISO 15693準拠 

 最大 1.4W のハイパワー出力 

 自動アンテナ・チューニング(AAT)による柔軟な読取範

囲の調整が可能 

 一般的な電磁誘導方式のウェイクアップに加え、静電容

量方式のウェイクアップも対応 

 

アプリケーション  

 住宅・ホテル向け非接触ドアキー 

 決済・POS端末 

 入退室管理ターミナル 

 公共交通システム（自動改札など） 

 政府系電子システム（パスポートなど） 

 ビデオゲーム・アーケードゲーム機器 

 その他（機器認証、チケットレスシステムなど） 

http://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190.pdf
http://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00314099.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/cd00221563.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00035288.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00157440.pdf
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00386433.pdf
http://www.st.com/resource/en/release_note/dm00080983.pdf
http://www.st.com/ja/evaluation-tools/st25r3911b-disco.html?ecmp=tt5692_jk_enews_sep2017
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2017年 8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 
Software 

X-CUBE-AZURE: Microsoft Azure software expansion for STM32Cube v1.0.0 リンク 

X-CUBE-EEPROM: STM32L4 EEPROM emulation cube expansion 
software 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-IKS02A1: Electrochemical gas sensor software expansion for 
STM32Cube 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-LED1: DC-DC LED driver software expansion for 
STM32Cube 

v1.2.0 リンク 

X-CUBE-MDMA: STM32H7 MDMA software expansion for 
STM32Cube 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-NFC2: STM32Cube expansion software for X-NUCLEO-
NFC02A1 

v1.2.0 リンク 

X-CUBE-NFC3: STM32Cube expansion software for X-NUCLEO-
NFC03A1 

v1.2.0 リンク 

X-CUBE-NFC4: Dynamic NFC/RFID tag IC software expansion for 
STM32Cube 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-NFC5: High performance HF reader/NFC initiator IC software 
expansion for STM32Cube 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-PERF-H7: STM32H7 performance software expansion for 
STM32C 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-PLC1: Industrial input/output software expansion for 
STM32Cube 

v1.2.0 リンク 

X-CUBE-PLM1: Power line communication expansion software based 
on ST7580 for STM32Cube 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-PWRMGT-H7: STM32H7x3 smart power management 
software expansion for STM32Cube 

v1.0.0 リンク 

X-CUBE-SMBUS: STM32Cube SMBus/PMBus embedded software v2.0.1 リンク 

X-CUBE-SPN7: Three-phase brushless DC motor driver software 
expansion for STM32Cube 

v1.1.0 リンク 

Others STM32 embedded target for MATLAB and Simulink v4.4.2 リンク 

    
ST純正ツール 

ST-LINK STM32 ST-LINK utility v4.1.0 リンク 

    サードパーティ製開発ツール 

 AC6 System Workbench for STM32 (SW4STM32) v2.2.0 

 
Rowley Associates Crosswork for ARM v4.0.4 

  

 
 

 

 

http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-azure.html?ecmp=tt5674_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-eeprom.html?ecmp=tt5675_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-ika02a1.html?ecmp=tt5676_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-led1.html?ecmp=tt5677_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-mdma.html?ecmp=tt5678_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-nfc2.html?ecmp=tt5679_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/st25-nfc-rfid-software/x-cube-nfc3.html?ecmp=tt5680_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/st25-nfc-rfid-software/x-cube-nfc4.html?ecmp=tt5681_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/st25-nfc-rfid-software/x-cube-nfc5.html?ecmp=tt5682_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-perf-h7.html?ecmp=tt5683_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-plc1.html?ecmp=tt5684_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-plm1.html?ecmp=tt5685_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-pwrmgt-h7.html?ecmp=tt5686_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-smbus.html?ecmp=tt5687_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-spn7.html?ecmp=tt5688_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-utilities/stm32-mat-target.html?ecmp=tt5690_jk_enews_sep2017
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link004.html?ecmp=tt5691_jk_enews_sep2017
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参考用として日本語版をご希望の方は、「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) リンク *1 

STM32F1 (Cortex-M3) リンク *1 

STM32F2 (Cortex-M3) リンク *1 

STM32F3 (Cortex-M4) リンク *1 

STM32F40x/41x (Cortex-M4) リンク *1 

STM32F42x/43x (Cortex-M4)  リンク *1 

STM32L0 (Cortex-M0+) リンク *1 

STM32L1 (Cortex-M3) リンク *1 

STM32L4 (Cortex-M4) リンク *1 

STM32F7 (Cortex-M7) リンク *1 

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 *1 

STemWinのご紹介 リンク 

STemWinハンズオン資料 リンク *1 

STM32CubeMXにて FreeRTOSを使う上での注意点 リンク *1 

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 

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 

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 

STM32Cube Low Layer(LL)解説書 V1.1 リンク *1 

*1 : 資料のダウンロードには会員登録が必要となります。 

 

 

 

  

https://www.aps-web.jp/magazine/st/data/RM0008_Rev11_J.pdf
https://www.aps-web.jp/magazine/st/data/RM0041_Rev3_J.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
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51202/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51078/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51074/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51082/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51084/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51086/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51204/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51200/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51216/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51220/
https://www.stmcu.jp/design/document/presentation_j/53408/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/55350/
https://www.stmcu.jp/design/document/presentation_j/55346/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51210/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/51214/
https://www.stmcu.jp/design/document/presentation_j/51023/
https://www.stmcu.jp/design/document/presentation_j/53410/
https://www.stmcu.jp/design/document/presentation_j/53412/
https://www.stmcu.jp/design/document/training-materials_j/55357/
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アプリケーション･ノート  

AN4013 STM32F1/F2/F4/L1/F3 timer overview Rev2 リンク 

AN2548 Using the STM32F101/103 DMA controller Rev3 リンク 

AN2586 STM32F10xxx hardware development: getting started Rev1 リンク 

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 リンク 

AN2668 Improving STM32F101xx and STM32F103xx ADC resolution by oversampling Rev1 リンク 

AN2784 
Using the high-density STM32F10xxx FSMC peripheral to drive external 

memories 
Rev1 

リンク 

AN2868 STM32F10xxx internal RC oscillator (HSI) calibration Rev1 リンク 

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 

 

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 

STM32F401/411/412/413 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 

STM32F722 / 723 小容量メモリを内蔵した超高性能 32bitマイコン STM32F7 リンク 

STM32L496 / 4A6 IoT/ウェアラブル機器に必要な機能を満載 STM32L4 リンク 

<New> STM32H7ライン: ARM® Cortex®-M7コア内蔵高性能マイクロコントローラ STM32H7 リンク 

<New> STM32 LoRaエコシステム LoRa リンク 

<New> STM32 エコシステム オープンソース開発環境 STM32 リンク 

<New> STM32CubeMX: STM32マイコン向け無償設計ツール STM32CubeMX リンク 

<New> Nucleo & X-Nucleo:  無償ソフトウェア セットアップ ガイド STM32 リンク 

<New> STM32Cube: STM32の開発を容易にするソフトウェア STM32 リンク 

<New> STM32 GUIソリューション:  高度な HMI）を組込みシステム上で実現 STM32F4, F7, H7, L4 リンク 

<New> STSPIN32F0: STM32 32bitマイコン･ベースのモータ･ドライバ IC STM32F0 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。 

  

https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/51332/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/52982/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/53186/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/51328/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/52996/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/53036/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/51386/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/53026/
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note/51313/
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
http://www.st-jp.jp/ad/201702_STM32F7/201612_STM32F7.html
http://www.st-jp.jp/ad/201707_STM32L496/201707_STM32L496.html
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51036/
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51050/
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51066/
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51038/
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51050/
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51038/
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51052/
https://www.stmcu.jp/design/document/brochure_j/51040/
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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 

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 

Q&Aで学ぶマイコン講座（37）：メモリの種類と特長 リンク 

マイコン講座 不良解析編（1）：一次物理解析＆電気的特性評価 リンク 

マイコン講座 不良解析編（2）：電気的不良位置特定解析と SEM／SAM観察の基礎 リンク 

マイコン講座 不良解析編（3）：二次物理解析 – PVCチェッカーと断面図解析 リンク 

<New> Q&Aで学ぶマイコン講座（38）：ESDと EOSの違いと対策法 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
http://ednjapan.com/edn/articles/1704/24/news063.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1705/24/news028.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1706/26/news018.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1707/31/news018.html
http://ednjapan.com/edn/articles/1708/31/news020.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 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 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 4月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 5月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 6月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 7月号 リンク 

STM32マイコン マンスリーアップデート 2017年 8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
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201701.pdf
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201702.pdf
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201703.pdf
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201704.pdf
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201705.pdf
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201706.pdf
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201707.pdf
https://f.msgs.jp/fcnts/pbeb/stm32_monthly-update_201708.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：日本語版ドキュメント 

ST は、STM32 マイコンを使ったシステムの開発負荷低減に役立つ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、外資系マイコン･ベンダではめずらしい「日本語版ドキュメント」を紹介します。 

 

【開発時に重宝する日本語版リファレンス･マニュアル】 

STM32 の各機能や各動作、レジスタなどを把握するために使用するマニュアルとして、各製品ごとに「リファレンス･マ

ニュアル」を用意しています。開発時に最も使用するドキュメントの 1つであるこのマニュアルですが、日本語版が用意

されています。 

リファレンス･マニュアルのダウンロードはこちら 

【実はこんなものも！日本語版アプリケーションノート】 

マイコンの使い方を調べる際に重要なアプリケーションノート。お問い合わせの多い、内蔵 Flash メモリへソフトウェア

を書き込む際に使用するシステム・メモリ・ブート・モードの説明をはじめ、いくつかのアプリケーションノートの日本語版

が用意されています。 

日本語版アプリケーションノートのダウンロードはこちら 

【その他にも用意されている日本語版ドキュメント】 

その他にも製品の理解に役立つトレーニング資料など、各種日本語版ドキュメントが用意されています。日本語版ドキ

ュメントを探すときは、今月オープンした汎用マイコン専用ウェブサイトが便利です。トップページの「デザイン リソース」

タブ内の「（日本語）」が付いている項目から日本語版ドキュメントを入手してください。 

今後も続々日本語版ドキュメントをリリースしていく予定です。乞うご期待！ 

   

「(日本語)」が目印 

https://www.stmcu.jp/design/document/reference_manual_j/?utm_source=newsletter&utm_medium=pdf&utm_campaign=sep_JP06
https://www.stmcu.jp/design/document/application_note_j/?utm_source=newsletter&utm_medium=pdf&utm_campaign=sep_JP07
https://www.stmcu.jp/?utm_source=newsletter&utm_medium=pdf&utm_campaign=sep_JP08
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※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います。 

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 STグループ 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） デバイスソリューションカンパニー 03-3355-7635 

（株）マクニカ  ブリリアントテクノロジーカンパニー 

第 3営業統括部 プロダクトマーケティング 1部 
045-470-9831 

 

今月のコンパニオン･チップ 
    

5チャンネル PMOSロードスイッチ ： STMLS05  

 

 
突入電流から内部回路を保護する 5チャネルを集積した 

ロードスイッチアレイ、低消費電力でポータブル機器に最適 

 

詳しくはこちら 

https://f.msgs.jp/webapp/form/20245_rydb_1/index.do
mailto:st-mcu-fun@st-jp.jp
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/8a/86/56/09/81/3e/4e/db/DM00347528/files/DM00347528.pdf/jcr:content/translations/en.DM00347528.pdf

