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概要 

LB1830MC は、低電圧、低飽和 正/逆 ブレーキ機能付きのモータドライバで、正逆とも定電圧出力

となっており、ポータブル機器用に最適である。 

 

特長 

・動作電圧範囲が広い：3.0～9.0V 

・低飽和電圧：IO=40mA で 0.2V(typ) 

・待機時、消費電流がほとんど流れない(0.1μA 以下) 

・ブレーキ機能内蔵 

・1 個のボリウムで正逆の定電圧値を設定可能 

・定電圧出力,飽和出力切換え可能 

・スパークキラーダイオード内蔵 

・小型パッケージ：SOIC10 

 
絶対最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

最大電源電圧 VCC max,VS max  10.5 V 

出力電流 IM max  500 mA 

入力印加電圧 VIN  －0.3～＋10 V 

許容消費電力 Pd max 指定基板付き※ 0.82 W 

動作周囲温度 Topr  －20～＋80 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －40～＋125 ℃ 

※指定基板：114.3mm×76.1mm×1.6mm，ガラスエポキシ基板 

注 1)絶対最大定格は、一瞬でも超えてはならない許容値を示すものである。 

注 2)絶対最大定格の範囲内で使用した場合でも、高温及び大電流/高電圧印加、多大な温度変化等で連続して使用

される場合、信頼性が低下するおそれがある。詳細については、弊社窓口までご相談ください。 

モノリシックデジタル集積回路 

低電圧,低飽和 
正/逆 可変定電圧モータドライバ 

注文コード No.NA2049A 

データシート No.NA2049 をさしかえてください。 

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能

的動作に関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。
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許容動作範囲/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit

電源電圧 VCC、VS  3.0～9.0 V 

入力「H」レベル電圧 VIH  2.0～9.0 V 

入力「L」レベル電圧 VIL  －0.3～＋0.3 V 

コントロール電圧 VC  1.0～6.0 V 

 

電気的特性/Ta=25℃,VCC=6V 

項目 記号 条件 min typ max unit

ICC0 待機時,IN1=IN2=Vm=0V,VC=Vref 0.1 10 μA 

ICC1 正/逆 制御時,負荷OPEN 2 3 mA 

ICC2 正/逆 飽和時,負荷OPEN 3 5 mA 

消費電流 

ICC3 ブレーキ,負荷OPEN 5 8 mA 

Vsat1 IO=40mA(上側＋下側) 0.2 0.3 V 出力飽和電圧 

Vsat2 IO=80mA(上側＋下側) 0.4 0.6 V 

基準電圧 Vref IVref=1mA 1.85 2.0 2.15 V 

出力電圧 電圧特性 ΔVO-Line VO=5V,VCC=5.5～9V,IO=40mA  80 mV 

出力電圧 電流特性 ΔVO-Load VO=5V,VCC=6V,IO=10～80mA  50 mA 

入力電流 IIN VIN=5V 90 150 μA 

出力電流 VO VC=2V 2.3×VC  2.5×VC V 

 

外形図 

unit:mm (typ) 
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ピン配置図 

1
VCC

2
OUT2

3
VS

4 5

810 9
Vm Vc

GND OUT1

IN2 IN1 Vref

LB1830MC

7 6

 
 

 

ブロック図 
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・定電圧駆動時の出力電圧(出力端子間電圧)VOは以下の式で設定される。  

VO=(VC端子入力電圧)×2.4(typ) 

・VCC(制御電源電圧)、VS(モータ電源電圧)、IN1/IN2/Vm(入力信号電圧)の各電圧間の上下関係の制

約はない。 

 

 

真理値表 

入力 出力 

IN1 IN2 Vm OUT1 OUT2 
モード 

L L L OFF OFF 待機 

H L L H L 定電圧正転 

H L H H L 飽和正転 

L H L L H 定電圧逆転 

L H H L H 飽和逆転 

H H * L L ブレーキ 

*飽和モードは VC=VS でも可 
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応用回路例 
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