低電圧製品 Spartan, Spartan-XL,
Spartan-II ファミリの製造中止
PDN2004-01 (v1.0) 2004 年 3 月 5 日

製品生産中止通知

概要
ザイリンクスでは、SpartanTM (5 v)、Spartan-XL、および Spartan-II ファミリの低電圧デバイス/パッケージの組み合わせの
製造を中止致します。

該当製品
Spartan および Spartan-XL ファミリの PC84、CS144、CS280 パッケージの製造をすべて中止致します。
また、BG256 パッケージの XCS30 デバイスについても製造を中止致します。 Spartan-II につきましては、PQ208 および
CS144、また FG456 パッケージで最小集積度のデバイスの製造を中止致します。 商業用および産業用グレードの製品番
号のみ変更になり、 軍事用の製品については変更ありません。 また、製造中止番号の製品については鉛フリー バージョン
の製造は予定されていません。
次の表に、製造中止となる製品番号とそれぞれに対応する推奨代替品の製品番号を示します。
製品ファミリ
Spartan – 5 v

製造中止製品番号
XCS05-3PC84C
XCS05-4PC84C
XCS10-3PC84C
XCS10-4PC84C
XCS30-3BG256C
XCS30-4BG256C
XCS30-3VQ100C
XCS30-4VQ100C
XCS05XL-4PC84C
XCS05XL-5PC84C

推奨の代替品製品番号
* XCS05-3VQ100C
* XCS05-4VQ100C
* XCS10-3VQ100C
* XCS10-4VQ100C
XCS40-3BG256C
XCS40-4BG256C
* XCS30XL-4VQ100C
* XCS30XL-4VQ100C
Spartan-XL
* XCS05XL-4VQ100C
* XCS05XL-5VQ100C
* XCS10XL-4TQ144C または
XCS10XL-4CS144C
XC2S30-5CS144C
* XCS10XL-5TQ144C または
XCS10XL-5CS144C
XC2S30-5CS144C
XCS10XL-4PC84C
* XCS10XL-4VQ100C
XCS10XL-5PC84C
* XCS10XL-5VQ100C
* XCS20XL-4TQ144C または
XCS20XL-4CS144C
XC2S30-5CS144C
* XCS20XL-5TQ144C または
XCS20XL-5CS144C
XC2S30-5CS144C
XCS30XL-4CS280C
* XCS30XL-4BG256C
XCS30XL-5CS280C
* XCS30XL-5BG256C
XCS40XL-4CS280C
* XCS40XL-4BG256C
XCS40XL-5CS280C
* XCS40XL-5BG256C
* ダイレクト リプレースメントではない推奨の代替品製品番号については、一部のみを示しています。
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製品ファミリ
Spartan-II

製造中止製品番号
XC2S100-5FG456C
XC2S100-5FG456I
XC2S100-6FG456C
XC2S15-5CS144C
XC2S15-5CS144I
XC2S15-6CS144C
XC2S30-5PQ208C
XC2S30-5PQ208I
XC2S30-6PQ208C

推奨の代替品製品番号
XC2S150-5FG456C
XC2S150-5FG456I
XC2S150-6FG456C
XC2S30-5CS144C
XC2S30-5CS144I
XC2S30-6CS144C
XC2S50-5PQ208C
XC2S50-5PQ208I
XC2S50-6PQ208C

変更内容
Spartan (5 v)、Spartan-XL、Spartan-II ファミリの内、低電圧のデバイス/パッケージで上記の組み合わせに該当する製品
については、これらのファミリをより低コストで付加価値の高い製品開発に向けて合理化していくために製造中止とします。
上記のデバイスについては、これらのファミリの特性であるコスト/付加価値の構造拡張に絶対的に必要となる容量に達して
いません。 商業用および工業用グレードの製品のみが変更になり、軍事用製品については変更ありません。

キー デート
最終受注日 : 2005 年 3 月 5 日
最終納期
: 2005 年 9 月 5 日

連絡先
この通知に対する対応は至急を要するものではありません。 上記の通り、製造中止の製品番号には、ピン配置に互換性が
あり、ダイレクト リプレースメントできる高集積デバイスがあります。 また、その他の Spartan ファミリには、ダイレクト リプレ
ースメントできない製品があります。 代替デバイスにつきましては、販売代理店 までお問い合わせください。
ご不明な点、ご質問等がございましたらザイリンクス テクニカル サポートまでお問い合わせください。
重要なお知らせ : カスタマ変更通知 (PCN、PDN、アドバイザリ) は、2004 年 3 月 1 日以降、弊社のウェブサイト
MySupport (http://www.xilinx.co.jp/support)からの e-mail によるアラート配信のみとなります。 この MySupport でご登録
を済ませ、MyAlerts にカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。
この変更により、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーションなど関する
アラートを受け取ることが可能になります。登録方法につきましては、ザイリンクス アンサー18683 を参照してください。

改訂履歴
次の表にこの通知の改訂履歴を示します。
日付

バージョン

3/5/04

1.0

リビジョン
初期リリース

この通知は、英語版資料 (PDN2004-01、バージョン 1.0、2004 年 3 月 5 日 発行) を翻訳したものです。
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