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LGA80D デジタル DC-DC
コンバータモジュール
アーティセン・エンベデッドパワーの LGA80D
は、これまで市場で類のないDC-DC コンバータ
モジュールです。この革新的な非絶縁型ユニット
は、個別に動作する調整可能な40 A、100 W の2
出力を備え、組合せれば80 A、200 Wの調整可能
な単出力が可能です。1 x 0.5 インチ、即ち 25.4 x
12.5 mmのフットプリントながら、業界で最高の
定格電流密度製品の1つです。
最大4ユニットを並行接続したさらに高い定格電流
レールでは、単出力電源として最大 320 Aが供給
可能です。このユニットの効率は業界トップの標
準 95.5% 、これはこの製品カテゴリーで最も高い

200 W
最大出力

入力
7 – 14 VDC

ものの1つです。このユニットはアナログ制御、デ
ジタル制御が共に可能なため、LGA80D は抵抗器
でも、業界標準の PMBus® デジタルインターフェ
ースのどちらでも制御・モニタが可能です。
グラフィック、データ又はビデオ処理アプリケー
ション、及びサーバプロセッサ、FPGA、スーパー
コンピュータ、ネットワーク、ストレージや通信
機器等の高出力デバイスを使用するアプリケーシ
ョンなどには、アーティセンの LGA80D デジタル
DC-DC コンバータの電流密度、効率、フレキシブ
ルな制御が利点となります。

出力
0.6 – 5.2 VDC

2 出力 40 A 又は
単出力 80 A

デジタル又は
アナログ制御

非絶縁型 POL コンバータの新時代
通信及びデータセンターシステムの回路基板が複雑化し、高
密度化するのに伴い、全てのコンポーネントには最大値の向
上と共に、物理的寸法の縮小目標が同時に要求されていま
す。そのカギを握るのは、非絶縁型コンバータの電流密度を
向上しながら、電力変換用の物理的に面積を縮小すること
で、それにより基板のコンピューティング機能を向上させる
スペースを空けることができます。処理機能追加に利用可能
な1平方インチのスペースが空くことで、重要な違いが生まれ
ます。
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技術的詳細
アーティセンLGA80D
は、2フェーズ電圧モー
ド同期整流降圧トポロ
ジーによる設計です。
その極めて高い電力変
換効率とその結果によ
る低損失に、ユニットの優れた熱管理設計が組み合わされ、
広範な周囲温度範囲に対応可能になっています。
各モジュールは個別に調整可能な40 A、100 W の2出力を備
え、単出力に組合せて調整可能な80 A、200 Wもできます。
最大4ユニットを並行接続したさらに単出力電源として最大
320 Aが供給可能です。
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入力電圧と出力電圧の仕様はすべての構成で同一であり、入
力は7.5 V ～14 V、出力は0.6 V ～5.2 Vの範囲で常に調整可
能なため、広範囲の半導体機器とアプリケーションのサポー
トが可能です。2出力の構成では、LGA80D はチャネルあた
り最大100 W までの供給に制御可能です（PMBus 又は外部
抵抗による制御）。単出力の構成では、各モジュールが200
Wをサポート可能です。これはスタック構成可能な各ブロッ
クの定格出力で、従って単体ユニットでは200 W 、2ユニッ
トで 400 W 、3ユニットで 600 W、4ユニットで 800 W が
可能になります。
モジュールが提供する最大出力はパラメータ数により異な
り、主として出力電圧の設定、周囲空気の温度及び風速（強
制空冷又は自然対流の場合）によります。LGA80D モジュー
ルの動作温度範囲は -40 °C ～ 85 °C で、エアフローが1メ
ートル毎秒(m/s)条件でのディレーティングカーブは周囲温
度65 °C からです。
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評価キット
アーティセン LGA80D 用評価キ
ットはPMbus インターフェース、ド
ングル、ケーブルを備え、デモンストレ
ーションボードをPC のUSB ソケットに接続
可能で、アプリケーションでの使用状況で
LGA80D ユニットを制御・モニタすることができ
ます。
デモンストレーションボードには、簡単なディッ
プスイッチの設定で出力電圧の設定と選択が可能
なハードウェア機能が搭載されており、ボードで
出力電圧と出力リップル測定点が得られます。

モジュール管理 GUI ソフトウェア
評価、構成、監視の簡易化のために、アーテ
ィセンは評価キットと併せて、PCベースのグ
ラフィカルソフトウェアパッケージを提供し
ています。2つのタブにより、各コンバータへ
の必要な設定を入力し、ステータスとパラメ
ータを観測することができます。

評価ボードへの接続は、入力電圧範
囲が7.5 V ～ 14 V のためM6 スクリュ
ーを介します。出力への接続も同じ M6 ス
クリューですが、出力を並列接続してもモジ
ュールのスタックにしても、相互のリンクが可
能な限り操作し易い位置にあります。デモンスト
レーションボードは、2基のLGA80D モジュール
に対し有効に設定済みで、個別のチャネルまたは
スタック構成のモジュールでの動作をテストする
ことができます。

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
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