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 ～24kW
 0～1000V
 最大1600A
 最大8出力
 180～528VAC単相又
は3相の多用途な入力
範囲
 あらゆる高電力アプリ
ケーションに対応可
 ユーザー設定可能な
入力
 GUIを介して
プログラム可能な
負荷への最適化
 医療規格完全承認率
90％以上のアクティブ
PFC

Configurable Intelligent
High Power System
iHP Configurable Intelligent High Power
Systemは、医療・産業用アプリケーション向けに

このiHPシステムは、開発企業のシステムへの
アナログまたはデジタルインターフェースの搭載が

設計されており、プログラム可能な電圧源または
電流源で、精度、分解能、安定性を実現しています。

可能です。
標準通信プロトコルを サポートし、グラフィカル・
ユーザー・インターフェース(GUI)で簡単に設定で
きます。

3kW単位で最大24kWまで提供し、広域な電圧・
電流範囲に対応する多様なプラグインモジュール
の使用で最大8つの出力に構成することが出来
ます。
安全性規格承認はアーティセンが取得しているため、
医療機器への絶縁トランスは不要です。
さらにiHPシステムは産業用安全規格承認も取得
しており、半導体プロセス装置対象のSEMI F47
Voltage Sag Tolerance規格に適合しています。

 高効率 (標準92%)
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CONFIGURABLE INTELLIGENT
HIGH POWER SYSTEM

パワフルな可能性
ア―ティセンiHPシリーズは、医療用・産業用安全規格承認を取得した唯一の
configurable high power systemで、革新的な制御と柔軟性を実現しています。
iHPシステムは、パワーケースと最大8基の出力モジュールで構成されており、
様々なアプリケーションニーズに適合するよう設計されています。
以下にアプリケーションの一部をご紹介します。

 医療用
絶縁トランスが不要で、
マルチ出力のモジュール構造が単体ユニットとしてあらゆる
システムに給電します。

 LED照明/植物育成用
バルク高電圧電流源は個別のLEDアレイドライバーを不要にすることで、
導入・運用コストを削減します。

 化学プロセス/水処理
コンパクトサイズの複数ラックを並列し、メガワットまでの大規模設備に対応します。
複雑なプロセスフローの実行はGUIでプログラムすることで可能になります。

 高出力レーザ
標準モジュールは、レーザドライバに入力する広範囲のバルク電力を供給します。

 ラボ用電源
リモートコントロールパネルへのワイヤレス通信が内蔵された開発中の高精度モジュール
は、電圧源と電流源の精度の高いコントロールを少ないノイズで実現しています。

 半導体プロセス機器
SEMI F47規格への適合とEtherCAT通信へのセットアップを予定しています。

 電気メッキとエッチング
開発中のモジュールは、ハイレベルなGUIと連動して正確な処理要件に適応する
立ち上がり・立ち下がり時間のプログラム性を向上させます。

iHP

パワーラック
パワーラックにはEMCフィルタリングと
デジタルフロントエンド力率改善(PFC)回路、
入出力コネクタ、関連ハードウェアが格納されています。
さらにiHP電源システムは、広範囲の負荷に対応する
効率的なPFC及び低い全高調波歪み(THD)を
備えています。
多相連続モード・ブーストPFCアーキテクチャを採用し
ているため、リップル電流のキャンセルでEMI低減と電
解コンデンサの寿命延長を実現しています。ユーザー
はiHPシステムを、単相又は3相入力に構成できます。
ラックに装備された通信ボードは、多様な絶縁型
ユーザーインターフェースを備え、またインテリジェント
PFCとモジュール間の内部通信も扱えます。
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出力モジュール
出力は電圧源・電流源で設定可能なため、アーティセンが提供する
標準モジュールの製品範囲から、独自のアプリケーション要件に
合わせてカスタマイズができます。これらのモジュールは高精度の
電圧と電流を共有しながら、直列・並列接続に加え、電圧と電流の
ランプ時間、及びループ補償もプログラムが可能です。

出力 一般仕様
モジュール コード

SL

SQ

SW

S8

S1

S2

公称出力

12.0 V

24.0 V

48.0 V

80.0 V

125.0 V

250.0 V

出力電圧範囲

0.12 V - 14.4 V

0.24 V - 28.8 V

0.48 V - 57.6 V

0.80 V - 96.0 V

1.25 V - 150.0 V

2.50 V - 300.0 V

最大電力

2400 W

2880 W

3000 W

3000 W

3000 W

3000 W

出力電流範囲

0.048 A - 200 A

0.096 A - 120 A

0.192 A - 62.5 A

0.32 A - 37.5 A

0.5 A -24 A

1.0 A -12 A

制御と通信機能
アーティセンはアナログ及びデジタルインターフェースに対して、
CANbus・イーサネット・RS485を含む多様なオプションを提供して
います。
デジタル制御により、アーティセンのハイレベルなPowerPro
configurable GUIの使用が可能になり、単体または複数iHPシステム
の全機能を制御及びモニターできます。このPowerPro GUIはクラウド
に在って特定のプラットフォームに偏っておらず、インターネット接続
しているあらゆるデバイスで動作が可能です。

iHPシリーズは平均電流モード(ACM)制御を採用しています。
これは高速過渡応答性や出力電圧精度が要求されるピーク電流
モード制御に比べて、明確な利点があります。
ACM制御は広い負荷範囲にわたって優れた安定性があり、それは
高電流ループゲインによりコンバータが非連続モードから連続
モードに移行する場合でも同じです。
これは出力インダクタ電流を直接制御し、優れたラインと
負荷レギュレーションを提供します。

またPowerPro GUIはグラフィックなスクリプト作成機能を備えて
おり、ユーザーは独自のプロセス制御ルーチンを書き込むことが
可能です。

ダッシュボード例です。
ユーザーはウィジェットをドラッグ＆ドロップして、デバイス、ス
クリプトタイマー、変数に割り当て設定することができます。

PowerPro GUIはパワフルなスクリプト作成機能を備えており、
ユーザーは独自のプロセス制御ルーチンを書き込むことが可能
です。

アーティセン・エンベデッドパワーについて
アーティセン・エンベデッドパワーはアドバンスドエナジーの子会社
であり、通信、コンピューティング、サーバーストレージ、ヘルスケ
ア及び産業用オートメーションを含む広範な業界を対象に、高信頼性
の電力変換ソリューションを設計、製造する世界的リーダーです。40
年以上にわたり、顧客企業はタイム・トゥ・マーケットを加速しリス
クを低減する、コスト効率の高い電力変換ソリューションによって、
アーティセンを信頼してきました。アーティセンEPは、世界中に複数
のエンジニアリングセンター・オブ・エクセレンス(COE)、自社製造工
場、グローバルなセールス及びサポートオフィスを擁し、8,000人以上
の従業員がいます。アーティセン・エンベデッドパワーは、アドバン
スドエナジー社の一員であるアーティセン・エンベデッドテクノロジ
ーズ・インコーポレーテッドの登録名、通称名です。

アドバンスドエナジーについて
アドバンスドエナジー(Nasdaq: AEIS)は、ミッションクリティカルなア
プリケーションとプロセスを対象にに、先進のエンジニアリングによ
る高精度電源変換、計測および制御ソリューションを設計・製造する
グローバルリーダーです。AEの電源ソリューションは、複雑な半導体
及び産業用アプリケーションにおけるカスタマーの革新を可能にし、
その対象は半導体装置、製造業、通信、データセンターコンピューテ
ィングサーバー・ストレージ、ヘルスケアなどの多様な業界です。エ
ンジニアリング・ノウハウと世界中での迅速なサービス及びサポート
を備える当社は、テクノロジーの進歩、顧客の成長推進、未来の電力
の革新に対応すべく、数々の協働的パートナーシップを確立していま
す。アドバンスドエナジーは30年以上にわたり、グローバルな顧客の
ために完璧な電源対応で貢献しており、本社は米国のコロラド州フォ
ートコリンズにあります。詳細は www.advancedenergy.com をご覧下
さい。

Stay Connected.
最新情報は Linkedin、Twitter、 Facebook、
Weibo、WeChat にアップされます！以下の

サイトから、アーティセン・エンベデッド・
テクノロジーズをチェック！
www.linkedin.com/company/artesyn
www.facebook.com/artesynembedded
www.twitter.com/artesynembedded
www.youtube.com/user/artesynembedded

アドバンスドエナジー | プレシジョン。パワー。パフォーマンス。

www.artesyn.com
連絡先

アーティセン・エンベデッド・テクノロジーズ

https://jp.artesyn.com/power/contact
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