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TLE9012DQU リチウムイオン電池モニタリングおよびバランシング用IC 

TLE9015DQU iso UARTトランシーバー 

AIKQ120N75CP2、 AIKQ200N75CP2 

MOTIXTM BTN9990LV 

CIPOS™ Tiny 600V/15A 三相インテリジェント パワーモジュール 

低オン抵抗領域の1200 V CoolSiC™ MOSFET 

EasyPACK™搭載 CoolSiC™ ショットキーダイオードおよびTRENCHSTOP™ IGBT7 

OPTIGATM Authenticate S 

XENSIVTM MEMS デジタル マイクロフォン IM69D127 

XENSIVTM MEMS アナログ マイクロフォン IM73A135 

PSoC™ 62S2評価キット 

非絶縁型双方向同期整流型降圧コンバーターEVAL_BIDI_HB_1EDN7550B 
モーターコントロールICのIMD111TとRC-D2 IGBTを搭載したロータリー冷蔵庫用コンプ
レッサードライブを効率的に制御するリファレンスボード  
REF-SHA35WRC2SYS REF-SHA35WRC2SYS - 高電圧シーリングファンモーター用フル機能
スターターキット、ターンキー モータードライブ ソフトウェア付き  



 

 

TLE9012DQU リチウムイオン電池モニタリングおよびバランシング用IC 

 
TLE9012DQUは、自動車 (MHEV、HEV、PHEV、BEVなどの電気自動車)、産業 

(蓄電システム)、民生 (電子バイクBMS、ホームエネルギー貯蔵など)の多くの

アプリケーションで使用されるリチウムイオン電池パック向けに設計したマ

ルチチャンネル電池監視およびバランシング用ICです。TLE9012DQUは、セル

電圧測定、温度測定、セルバランシング並びにメインバッテリーコントロー

ラーとの絶縁通信の4つの主要機能を備えています。 
 

主な特長 

> 直列に接続された最大12個のバッテリーセルの電圧監視 

> ホットプラグ対応 

> 各セル専用の16ビットΔΣADC、測定モードが選択可能 

> SoC (充電率)、SoH (健全度) 算出用の高精度な測定が可能 

> デジタル補正アルゴリズムと温度補償測定機能を備えた一体型ス

トレスセンサーの実装 

> 外付けNTC用の5つの温度測定チャンネル 

> ISO 26262 ASIL-Dまでの安全要求に対応する安全要素アウトオブコ

ンテキスト 

競合製品に対する優位性 

> 独自の絶縁UARTインターフェースにより、トランスフォーマーや

コモン モード チョークの追加が不要 

> 堅牢なアプリケーションのおかげでツェナーダイオードが不要と

なり、コストダウンが可能 

> インフィニオンのICアーキテクチャにより、BOMの削減が可能 

 
ブロック図: 

 

 
 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

 
 

主な利点 

> 最高クラスのアプリケーション堅牢性。インフィニオンのテ

クノロジーとデバイス アーキテクチャは、ノイズ下で最高性

能を保証。 

> 高精度な電圧測定: 信頼性の高い、高精度なバッテリーセル監

視により、高精度なSoCおよびSoHを実現 

> 最小のシステムコスト: 小型パッケージ (TQFP-48)と高い機能

統合により、無駄のない外部BOMを実現 

 
 

対象アプリケーション 

> バッテリー式電気自動車 (BEV） 

> マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) 

> ハイブリッド車 (HEV) 

> プラグインハイブリッド車 (PHEV) 

> 12Vリチウムイオンバッテリーシステム 

> エネルギー ストレージ システム (ESS) 

> 家庭用蓄電システム 

> 商用車、建機および農機  (CAV) 

 
製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ  

 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

TLE9012DQUXUMA1 SP003903998 PG-TQFP-48 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/battery-management-ics/tle9012dqu/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9012DQU-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017f0c3d27c75737


 

 

 
 
  

【UPS向け 650V EasyPACK™ 2B パワーモジュール】 
FAQ 
1. Is it possible to connect directly TLE9012DQU to the microcontroller on the same GND)? 
> Yes, TLE9012DQU can also communicate through UART interface included in the GPIO pins 
2. Is capacitive isolation mandatory? 
> TLE9012/15DQU family can communicate with either capacitive or inductive isolation. Inductive isolation is only 

recommended between the BMU and the first slave 
3. What is the minimum cell count which the device that can be used? 
> Minimum input voltage is 4.75V, therefore depending on chemistry down to 3 cells might be possible 



 

 

TLE9015DQU iso UARTトランシーバー 
 

TLE9015DQUは、リチウムイオンバッテリー内で複数のTLE9012DQUをデイジ

ーチェーン接続するために設計されたバッテリー監視用トランシーバーICです。

2組のUARTおよびiso UARTインターフェースにより、リング通信をサポートし、

低コストでシステムの可用性を向上させることができます。 
 
主な特長 

> 直列に接続された最大12個のバッテリーセルの電圧監視 

> リングモード トポロジー互換 

> ホストマイクロコントローラーとのシリアル通信用の２つの

UARTポート 

> 他のBMS ICとの通信用に2つのiso UARTインターフェース 

> 2Mbit/sのデータ転送速度により高速通信が可能 

> UARTからiso UARTまで、完全に透明性のある通信スキーム 

> UART側のピン数を最小化するために内部ロジックを内蔵 

> 差動電流エッジトリガー式iso UART通信インターフェース 

 

競合製品に対する優位性 

> 独自の絶縁 UARTインターフェースにより、トランスフォーマーや

コモン モード チョークの追加が不要 

> 堅牢なアプリケーションのおかげでツェナーダイオードが不要と

なり、コストダウンが可能 

> インフィニオンのICアーキテクチャにより、BOMの削減が可能 

 

ブロック図: 
 

 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

 
主な利点 

> トランスやコモンモードチョーク不要で堅牢な通信 

> 面倒な設定なしでマスターオントップまたはマスターオンボト

ムを選択可能 

> エラー管理ロジックを使用した双方向通信方式 

> リングモードトポロジーにより低コストでシステム可用性を向上 

 
対象アプリケーション 

> バッテリー式電気自動車 (BEV） 

> マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) 

> ハイブリッド車 (HEV) 

> プラグインハイブリッド車 (PHEV) 

> 12 Vリチウムイオンバッテリーシステム 

> エネルギー ストレージ システム (ESS) 

> 家庭用蓄電システム 
 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ 

 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

TLE9015DQUXUMA1 SP003904018 PG-TQFP-48 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/battery-management-ics/tle9015dqu/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9015DQU-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017f0c62000f6342


 

 

AIKQ120N75CP2, AIKQ200N75CP2 
 
xEV トラクション インバーター用に設計されたインフィニオン車載用

750V EDT2 ディスクリートIGBT、To247PLUSパッケージ 

 
 
 

主な特長 

> コレクター エミッター間耐圧 750 V 

> スムーズなスイッチング特性 

> きわめて低い VCE(sat), IC(nom) = 200 Aで1.30 V 

> 高い短絡耐量 

> きわめて緻密なパラメータ分布 

> 低ゲート電荷QG 

> 高速ソフトリカバリーの第3世代エミッター制御ダイオード

を搭載 

> AEC-Q101に準拠 

> アプリケーションにおける過電圧マージンの増加 

> 並列デバイスの必要個数の削減 

> シンプルなゲート駆動設計 

> 短絡状態での自己制限電流 

> 低EMI信号 

> 高い信頼性と動作寿命

主な利点 
> 470 Vdcシステム対応のベンチマーク品質とスイッチング性能 

> お客様のミッションプロファイルを満たす、極めて堅牢な設計 

> スイッチング損失低減と冷却設計の効率化に貢献する高速動作 

> 並列化により、異なる電力クラスのインバーターを同一製品で

対応でき、電力の拡張性とコストの最適化が可能 

 
 

競合製品に対する優位性 

> クラス最高のEDT2 IGBT技術、750Vの耐圧を実現 

> AIKQ200N75CP2 は、TO247 Plus パッケージでクラス最高のデ

ィスクリート IGBT として、市場で最高の公称電力容量 (IC(nom) 

はボンドワイヤの制限なしで、Tc =100° C で 200A) を実現して

います。 

 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ AIKQ120N75CP2  

製品ページ AIKQ200N75CP2  
 

 
対象アプリケーション 

> xEV インバーター 

> DCリンク放電スイッチ 

> モーター ドライブ 

 
製品概要および製品データシート ページへのリンク 

 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

AIKQ120N75CP2XKSA1 SP005416548 PG-TO247-3 

AIKQ200N75CP2XKSA1 SP005416550 PG-TO247-3 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/automotive-qualified-igbts/automotive-igbt-discretes/aikq120n75cp2/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/automotive-qualified-igbts/automotive-igbt-discretes/aikq200n75cp2/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AIKQ120N75CP2-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017f0672206b14ee
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AIKQ200N75CP2-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017f0656853314e6


 

 

  

【 AIKQ120N75CP2, AIKQ200N75CP2】 
FAQ 
1. Do the AIKQ120/200N75CP2 devices come with a diode included? 
> Yes. The co-packed diodes are fast recovery anti-parallel emitter-controlled third-generation chips. 

This pair was selected due to its efficient and soft switching behavior. 
2. Which gate drivers can be used to drive the AIKQ120/200N75CP2 devices? 
> All Infineon automotive EiceDRIVER™ can be used to drive the AIKQ120/200N75CP2 products. 

Particularly recommended are 1EDI3020AS, 1EDI3021AS, 1EDI3023AS. 
3. Is the AIKQ120N75CP2 really an alternative to 160A rated discrete devices in the market? 
> Yes, as most devices show the same 120A nominal current at Tc=100C 



 

 

MOTIXTM BTN9990LV 
 

BTN9990LVは、pチャネルハイサイドMOSFETと、nチャネルローサイド

MOSFET、ドライバーICチップを1パッケージ化した製品です。pチャネルハイ

サイドスイッチの採用により、チャージポンプが不要となり、EMIを最小にす

ることができます。また、ロジックレベル入力、電流検出機能、スルーレー

ト調整機能、デッドタイム機能、過熱、低電圧、過電流、短絡に対する保護

機能を備えたドライバーICを内蔵しており、マイクロコントローラとのイン

ターフェースが容易になります。
 

主な特長 

> pチャネルハイサイドMOSFETと、nチャネルローサイドMOSFET、 

ドライバーICを小型のHSOF-7パッケージに搭載 

> AEC-Q100/Q006認証 (グレード1) 

> パス抵抗 typ.5.3 mΩ @ 25° C (最大 9.6 mΩ @ 150° C) 

> 電源電圧範囲 8 V ～ 18 V (最大40 Vまで) 

> 低暗電流 (最大3.3 μA @ 85° C) 

> 過電流検出レベル: 75 A min 

> 保護機能：過電流、低電圧、過熱 

> EMEに最適な8種類のスイッチングスルーレートを選択可能 

 
競合製品に対する優位性 

> 高出力PMOS、NMOS、ドライバーICを小型パッケージに集積化 

> 保護/診断機能 

> 低パス抵抗 typ.5.3 mΩ 25° C 

> 高電流制限 75 A (min.) 

 

 

主な利点 

> 大電力のPMOS、NMOS、ドライバーICを統合し、設計と製造の

工数を最小限に抑えます。 

> ディスクリートソリューションと比較して、PCB面積とBOMが

少ない。 

> 診断、電流検出、保護機能を統合し、システムの信頼性を向上 

> ハーフブリッジ、フルブリッジ (2x) 構成に対応し、コストの最

適化を実現 

 
対象アプリケーション 

> 車載用12 Vブラシ付DCモーター 

> シートベルトプリテンション 

> シート制御 

> 燃料ポンプ 

> パワーリフトゲート 

> スライド式ドア 

> HVACコントロールモジュール

ブロック図: 

 

 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ 

プロダクト ブリーフ 
 

 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

BTN9990LVAUMA1 SP003484388 PG-HSOF-7 

DCSHIELDBTN9970LVTOBO1 SP005344739 
 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/brushed-dc-motor-driver-ics/single-half-bridge-ics/btn9990lv/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-MOTIX_BTN99x0LV_Product_Brief-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d32e1fdb32aca
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Infineon-BTN9990LV-DS-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017f2089bc0f3dd8
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/dc-shield_btn9970lv/


 

 

  

【 MOTIXTM BTN9990LV 】 
FAQ 
1. How does NovalithIC™+ complement the NovalithIC™ family? 
> The NovalithIC™+ extends the product offering towards higher currents by providing a half-bridge in a smaller 

package 
 
2. What are the current capabilities? 
> The current limit is temperature dependent and up to 60A or 75A for BTN9970LV and BTN9990LV accordingly. 
3. Does the BTN99x0LV have PWM? 
> Yes, up to ~25kHz. 
4. Is transition from NovalithIC™ to NovalithIC™+ easy? 
> Yes, for example, power terminals (VS, GND, OUT) optimized for easy footprint transition and no power re-routing 

of layout is required. 
 

 
Questions to ask (to customers) 
1. Do you value a high integration and ease-of-use? 

If yes, what are your plans to achieve this target? Why not use a fully integrated NovalithICTM device? 
If no, Why not? It provides several advantages over the diescrete solution and over relays! 

2. How would you prioritize in terms of price, efficiency/thermals and ease-of-use? 
3. Which challenges do you face when selecting a new MOSFET and running your internal release procedure? 

You would not have this problem with NovalithICTM+ because it is fully integrated. 
4. With the increasing functionalities and OEM demands, do you have any PCB restrictions? 

The NovalithICTM is a fully integrated and protected half-bridge with a very small surface area. 
5. Are you afraid of field returns? Did you ever have any problems with this in the past? 

The NovalithICTM is not only highly reliable, but it is also equipped with several diagnosis and protection features 
that make it very unlikely that the device fails 

6. Do you need current sense feedback? 
The NovalithICTM has an integrated current sense. 



 

 

CIPOS™ Tiny 600V/15A 三相インテリジェント パワーモジュール 
 

CIPOS™ Tiny 600V/15A三相IGBTベースのインテリジェントパワーモジュールは、

最大1.5HPのインバーター電力定格に、最適化された性能とコンパクトなサイズ

で構成されています。IM323ファミリーの新しい製品群は、ルームエアコンや家

電製品のアプリケーション向けに特化して設計されています。 

エネルギー効率に優れたCIPOS™ Tinyは、モジュール効率の向上と長期信頼性に重点を置いて開発された先進のIPM (インテリジ

ェント パワー モジュール) ファミリーです。先進のトレンチIGBT技術と最適化されたパッケージ設計の組み合わせにより、ク

ラス最高の効率と信頼性を実現するとともに、システムのサイズとコストを最小限に抑えました。ディスクリート パワー半導

体とドライバーを1パッケージ化することで、設計に費やす時間と労力を削減でき、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。 
 

主な特長 

> TRENCHSTOP™  RC-D2 

> C5SOI 三相シングル ゲートドライバー 

> 動作範囲: 1～20 kHz 

> RC-D2の最大ジャンクション温度175°C 

> 最小短絡耐量 3 μs 

> フルパック DIP 32.8 x 18.8 mm 

> ピン互換ソリューション 

> 家電製品、特に1.5HPまでの家庭用エアコンのコンプレッサー向け 

 

対象アプリケーション 

> 家電製品 

> 産業用モータードライブおよびコントロール 

> 家庭用エアコン - モーター、システム制御、モニタリング 
 

ブロック図: 
 

 
 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

主な利点 

> 実績があり、堅牢性が強化されたパッケージで高信頼性を実現 

> 前工程と後工程を完全内製化し、安定供給を実現 

> 最新のスイッチおよびゲートドライバー技術で最高のパフォーマン

スを実現 

> 市場投入までの時間を短縮するための設計 

 
競合製品に対する優位性 

> 実績と強化されたパッケージの堅牢性で高信頼性を実現 
> 前工程と後工程を完全内製化し、安定供給を実現 
> 最新のスイッチとゲートドライバー技術で最高の性能を実現 
> 設計しやすく、市場投入までの時間を短縮する設計 

 
製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ファミリー ページ  
 

 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

IM323L6GXKMA1 SP005545275 PG-MDIP-26 

IM323L6G2XKMA1 SP005545739 PG-MDIP-26 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/intelligent-power-modules-ipm/cipos-tiny/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IM323-L6G_IM323-L6G2-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f548423c34ff2
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IM323-L6G_IM323-L6G2-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f548423c34ff2


 

 

低オン抵抗領域の1200 V CoolSiC™ MOSFET 
 

TO247 パッケージの CoolSiC™ 1200V SiC MOSFET に新たに登場した低オン抵抗領域7mΩ/14mΩ/20m
Ω は、最適化された最先端のトレンチ半導体プロセスに基づいて構築され、性能と信頼性を両立
しています。最新のCoolSiC™ MOSFETは、.XT技術によりクラス最高の放熱性を実現しています。  
CoolSiC™ MOSFETは、力率改善 (PFC) 回路、双方向トポロジー、DC-DCコンバーターやDC-ACインバーターなどのハードスイッチング
および共振スイッチングトポロジーに理想的です。TO247 パッケージの CoolSiC™ 1200 V SiC MOSFET に新たに登場した低オン抵抗領
域7mΩ/14mΩ/20mΩ は、最適化された最先端のトレンチ半導体プロセスに基づいて構築され、性能と信頼性を両立しています。最新
のCoolSiC™ MOSFETは、.XT技術によりクラス最高の放熱性を実現しています。  
CoolSiC™ MOSFETは、力率改善 (PFC) 回路、双方向トポロジー、DC-DCコンバーターやDC-ACインバーターなどのハードスイッチング
および共振スイッチングトポロジーに理想的です。 

主な特長 

> TO247パッケージできわめて低いRDS(on) 

> .XT技術でクラス最高の放熱性を実現 

> ゲート負電圧の定格を-10 Vまで低下 

>  -5 V ~ 0 V までゲートオフ電圧の柔軟な選択 

> アバランシェおよび負荷短絡耐量 

対象アプリケーション 

> 高速EVチャージャー 

> 太陽光発電システム 

> エネルギー貯蔵システム 

> 産業用ドライブ 

 

ブロック図: 
 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

主な利点 

> 単一デバイスで最高レベルの出力密度を実現 

> 放熱性能15％向上 

> 容易な設計および実装 

> 高い堅牢性および信頼性 

 
競合製品に対する優位性 

> 実績済みの強化パッケージによる堅牢性で高信頼性を実現 

> 前工程と後工程を完全内製化し、安定供給を実現 

> 最新のスイッチおよびゲートドライバー技術で最高のパフォーマン

スを実現 

> 設計が容易で、市場投入までの時間を短縮 

 
製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ファミリーページ  

 

 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

IMW120R007M1HXKSA1 SP005425447 PG-TO247-3 

IMW120R014M1HXKSA1 SP005425449 PG-TO247-3 

IMW120R020M1HXKSA1 SP005448291 PG-TO247-3 

IMW120R040M1HXKSA1 SP005424429 PG-TO247-3 

IMZA120R007M1HXKSA1 SP005425973 PG-TO247-4 

IMZA120R014M1HXKSA1 SP005425977 PG-TO247-4 

IMZA120R020M1HXKSA1 SP005448293 PG-TO247-4 

IMZA120R040M1HXKSA1 SP005425989 PG-TO247-4 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/silicon-carbide/discretes/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMW120R007M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8783822631b2
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMW120R014M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8783973231b5
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMW120R020M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8767f7bb318f
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMW120R040M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8783c06631ca
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMZA120R007M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f878c94d831d0
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMZA120R014M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8795b69d31d3
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMZA120R020M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8795ca7f31d6
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMZA120R040M1H-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8795dc9831d9


 

 

 
 

【 低オン抵抗領域の1200 V CoolSiC™ MOSFET  】 
FAQ 
1. Why should designers choose 1200 V CoolSiC™ low-ohmic MOSFETs ? 
> Lowest RDS(ON) for the highest power density 
> Easy to design with wide VGS range -10 to 23V 
> Avalanche and short-circuit capability 
 
2. Do I need an additional diode together with a CoolSiC™ discrete MOSFET? 
> No, Infineon CoolSiC™ MOSFET has an integrated body diode rated for hard commutation 



 

 

EasyPACK™搭載 CoolSiC™ ショットキーダイオードおよびTRENCHSTOP™ IGBT7 
 

FS3L200R10W3S7F_B94は、Easy 3Bパッケージ搭載の３レベル ブーストモジュールです。

CoolSiC™ショットキー ダイオードと950V TRENCHSTOP™IGBT7チップを搭載しています。 

DC1500Vの太陽光発電アプリケーション向けに開発された本パワーモジュール

は、500W以上の出力に対応する両面発電PVモジュールに対応しています。 

すべてのモジュールに3つの最大電力点追従制御 (MPPT) が搭載されており、

MPPTあたりの入力電流は最大で30 Aに達します。 

高効率で、雷から保護する丈夫なバイパスダイオードを搭載しているため、お客様にとっても大きなメリットがあります。さら

に、EasyPACK™の高さが12mmで統一されているため、設計の際はMPPT段とインバーター段にEasy 1B、2B、3Bを簡単かつ柔軟

に組み合わせることが可能です。 
 

主な特長 

> CoolSiC™ ショットキー ダイオード 

> 950 V Trenchstop™ IGBT7 

> 高耐久性バイパス ダイオード 

> 出力500 W以上の二面PVモジュールに対応 

> デュアルブーストトポロジー 

 
対象アプリケーション 

> 太陽光発電 

主な利点 

> 高効率 

> 耐雷性 

> MPPT1台あたり最大入力電流 30 A 

> DC1500 V システムにも完全対応 

 

競合製品に対する優位性 

> 設計の自由度を高めるEasyPACK™モジュール製品の幅広いラインアップ 

 
ブロック図: 

 

 
 

製品関連情報 / オンライン サポート 
製品ページ  
 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

FS3L200R10W3S7FB94BPSA1 SP005422198 AG-EASY3B-7011 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/fs3l200r10w3s7f_b94/?utm_source=n403&utm_medium=email&utm_campaign=202204_glob_en_ipc_ipc.p.sic..m&utm_content=e1&utm_term=easyhybrid
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FS3L200R10W3S7F_B94-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f891f5f5043c0


 

 

OPTIGATM Authenticate S 
 
インフィニオンの最新の偽造防止ターンキー ソリューションは、強化されたデバイス認証と、これまでにないレベルの柔軟な構

成を兼ね備えています。 

OPTIGA™ Authenticate Sは、各製品に秘密鍵を付与することで、使用時の認証や、サプラ

イチェーン全体での製品の追跡を可能にします。16種類の豊富なカスタマイズ オプション

により、非常に複雑な認証要件にも対応し、そのすべてをわずかな設置面積で実現します。 

OPTIGA™ Authenticate S は、スマートフォン、携帯機器、e-モビリティ ソリューション用の使い捨て電池や充電式電池から、非

常に複雑な IoT 環境のコンピュテーションやロボット システムまで、拡大し続けるアプリケーションに適しています。このター

ンキーソリューションには、最新のPSoC™ 6 MCUをベースにした組込みソフトウェア、ホストソフトウェア、先進のエコシステ

ムサポートツールを含む完全なシステム統合サポートが付属しています。 

追加情報: NDAの締結が必要です。
 

主な特長 

> 4つのECC認証モード 

(一方向、相互、ホストバインディング、ホストサポート) 

> 独立したkill構造の4つのライフサイクル カウンター 

> 3種のサイズ (1K、2K、5Kbit)のロック可能な不揮発性メモリー 

> 3つの温度オプション (-40～85℃/-40～105℃/-40～120℃) 

> 2種類のシリアル通信オプション (オンチップSWI & I2C + GPO) 

> ホストコードソフトウェア – 新しいOSライブラリー搭載 

対象アプリケーション 

> 空調設備、浄水器、フィルターなどの使い捨て製品 

> バッテリーおよびアクセサリー、バッテリー駆動工具 

 
 

評価ボード 

> OPTIGA™ Authenticate S評価キットは、OPTIGA™ Authenticate Sの機

能の評価用に設計されており、様々なバージョンのMicrosoft 

Windows環境で動作が可能です。ホスト認証、デバイス認証、

NVM、Kill 機能、GPOトリガー イベントなどのOPTIGA™ 

Authenticate Sの機能にアクセスするためのシンプルなグラフィカ

ル ユーザー インターフェースを提供します。OPTIGA™ 

Authenticate S評価キットは、プログラム済みのインフィニオン 

PSoC® 6 BLEプロトタイピングキットと複数のドーターボードとと

もに出荷されます。これにより、機能テストやお客様 のプラット

フォームの集積度を簡単にシミュレーションできます。 

> 追加情報: NDAの締結が必要 
 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

 

主な利点 

> 豊富なカスタマイズオプション 
> 容易な実装 - フル ターンキー ソリューション – システム統合に対応 

> スペアパーツの交換時期のお知らせなど、顧客サービスの充実 

> 信頼できるセキュリティ (例: 拡張された鍵長によりハードウェア保

護を強化) 

> 非常に小さな製品 (1.5 mm²の小型パッケージ) も自由に設計可能 

 

競合製品に対する優位性 

> 市場最小クラスのソリューション (1.5mm²の小型パッケージ) 

> リバースエンジニアリングに対する保護 

> 各チップに非対称暗号方式によるセキュアな固有IDを付与 

> コモンクライテリア認証環境でのプロビジョニング 

> 非認証環境での生産を実現 

> 複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮 

> 信頼できる、強いパートナー: 30年以上にわたるハードウェアセ

キュリティの専門知識で、複雑さと導入コストの削減を支援し

ます。 

 
 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ  

プロダクト ブリーフ 
 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

EVALKITOPTIGAAUTHSTOBO SP005732261 
 

DEVKITOPTIGAAUTHSTOBO1 SP005732259 
 

SLE95401TSNP6XTSA1 SP005431226 PG-TSNP-6 

SLE95402TSNP6XTSA1 SP005416623 PG-TSNP-6 

SLE95415TSNP6XTSA1 SP005416625 PG-TSNP-6 

 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/security-smart-card-solutions/optiga-embedded-security-solutions/optiga-authenticate/optiga-authenticate-s/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Product_brief_OPTIGA_Authenticate_S-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f7950bb022d08
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-OPTIGA%20AUTHENTICATE%20S-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f7950d90d2d18
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-OPTIGA%20AUTHENTICATE%20S-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f7950d90d2d18
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-OPTIGA%20AUTHENTICATE%20S-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f7950d90d2d18
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-OPTIGA%20AUTHENTICATE%20S-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f7950d90d2d18
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-OPTIGA%20AUTHENTICATE%20S-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f7950d90d2d18


 

 

XENSIVTM MEMS デジタル マイクロフォン IM69D127 
 

IM69D127は、インフィニオンの新しいシールド デュアル メンブレン

MEMS技術に基づくデジタル高性能MEMSマイクロフォンで、マイクロ

フォン‘レベルで高い防水/防塵性 (IP57) を実現しています。わずか3.6 x 

2.5 x 1.0 mmの小型サイズのため、TWSイヤホンなどのコンパクトなオ

ーディオ機器に最適な製品です。 
 

主な特長 

> 非常に低い自己雑音／非常に高いSNR (69 dB) 

> バッテリー省電力が求められるアプリケーション向けに選択可能

なパワーモード 

> SDM (Sealed Dual Membrane) 技術により、マイクレベルではIP57の

防塵性能を実現 

> 小型パッケージサイズ (3.6 × 2.5 × 1.0mm) 

> 非常に厳しい部分間の位相と感度のマッチング（±1dB） 

> LFRO (低域ロールオフ) が40Hzと低く、フラットな周波数特性 

> 非常に低い群遅延 (9μs) 

 
対象アプリケーション 

> TWSイヤホン 

> ANCヘッドホン 

> ノートパソコン＆タブレット 

> ウェアラブル 

 

 

主な利点 

> 小さな音から大きな音まで、クリアな音質を実現 

> マイクロフォンレベルの小型パッケージと高い耐環境性 (IP57) 

を実現 

> 高度なオーディオ機能 (ANC、トランスペアレントヒアリング、

オーディオズーム、ビームフォーミング) の有効化 

 
 
 
 
 
 
 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ 

ボードページ 

評価ボード 

> KITIM69D127V11FLEXTOBO1: XENSIV™ MEMSマイクロフォン5個を

フレックスボードに実装、アダプターボード1個を搭載。 

 
フレックス評価キットは、XENSIV™ MEMSマイクロフォンの評価を簡

単かつ容易に行えるキットです。各フレックスボードに各タイプの

マイクが1個ずつ実装されています。フレックスボードは、付属の

アダプターボードを使い、6ポジションZIFコネクターを介してオー

ディオ試験装置に簡単に接続することができます。各キットにはフ

レックスボード5枚とアダプターボード1枚が含まれています。 

  

 

 製品概要および製品データシート ページへのリンク 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

IM69D127V11XTMA1 SP005405062 PG-TLGA-5 

KITIM69D127V11FLEXTOBO1 SP005403891 
 

https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/mems-microphones/mems-microphones-for-consumer/im69d127
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_im69d127v11_flex/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IM69D127-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017fad4755604109


 

 

 
 

【 XENSIVTM MEMS デジタル マイクロフォン IM69D127】 
FAQ 
1. Why is Infineon launching own Microphone modules?  
> We address high end use cases and drive high performance microphone innovations 
2. MEMS Microphone Roadmap 
> Infineon has a roadmap of multiple MEMS microphones for high performance low size and low power applications. 



 

 

XENSIVTM MEMS アナログ マイクロフォン IM73A135 
 

インフィニオンのXENSIV™ MEMSアナログ マイクロフォンIM73A135は、

MEMSマイクに新しい性能ベンチマークを設定します。73dBのクラス最高の

信号対雑音比 (SNR) と135 dBSPLの高音響過負荷ポイント (AOP) により、最

も小さい音から最も大きい音まで、クリアなオーディオの収音が可能です。 

本マイクは、インフィニオンの新しいシールド デュアル メンブレン (薄膜) MEMS技術に基づいており、マイクロフォン レベルで

高い防塵保護 (IP57) を実現します。IM73A135により、設計者は、これまでECMでしか達成できなかった高音質性能を実現すると

同時に、MEMS技術に固有の利点を享受することができます。 

 
主な特長 

> 非常に低い自己雑音／非常に高いSNR (73dB) 

> バッテリー省電力が求められるアプリケーション向けに選択可能な

パワーモード (170/70μA) 

> SDM (Sealed Dual Membrane) 技術により、マイクレベルではIP57の

防塵性能を実現 

> 超高ダイナミックレンジと非常に高い音響過負荷ポイント (AOP)  

135dBSPLを実現 

> 非常に厳しい部分間の位相と感度のマッチング (±1dB) 

> フラットな周波数特性で、LFRO (低域ロールオフ) は20Hzと非常に

低い 

> 非常に低い群遅延 (2μs @ 1 kHz) 

対象アプリケーション 

> ANCヘッドホン 

> 会議システム 

> スマートスピーカー 

> サーベイランス 

> カメラ 

 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ 

ボードページ

 

主な利点 

> 小さな音から大きな音まで、クリアな音質を実現 

> マイクロフォンレベルの高い耐環境性 (IP57) 

> 高度なオーディオ機能 (ANC、トランスペアレントヒアリング、

オーディオズーム、ビームフォーミング）の有効化 

 

評価ボード 

> KITIM73A135V01FLEXTOBO1: XENSIV™ MEMSマイクロフォン5個

をフレックスボードに実装、アダプター ボード1個を使用。 
 

> フレックス評価キットは、XENSIV™ MEMSマイクロフォンの評

価をシンプルかつ簡単に行うことができるキットです。各フ

レックスボードには、それぞれのタイプのマイクロフォンが1

個ずつ実装されています。フレックスボードは、付属のアダ

プターボードを使って、6ポジションのZIFコネクターでオーデ

ィオ試験装置に簡単に接続できます。各キットには、フレッ

クスボード5枚とアダプターボード1枚が含まれています。

  
 

 
製品概要および製品データシート ページへのリンク 

発注可能な部品番号 SP 番号 パッケージ 

IM73A135V01XTSA1 SP003803274 PG-LLGA-5 

KITIM73A135V01FLEXTOBO1 SP005415695 
 

https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/mems-microphones/mems-microphones-for-consumer/im73a135/
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_im73a135v01_flex/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IM73A135-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017fadec36b84500


 

 

 
 

【 XENSIVTM MEMS デジタル マイクロフォン IM69D127】 
FAQ 
1. Why is Infineon launching own Microphone modules?  
> We address high-end use cases and drive high performance microphone innovations 
2. MEMS Microphone Roadmap 
> Infineon has a roadmap of multiple MEMS microphones for high performance low size and low power applications. 



 

 

PSoC™ 62S2評価キット 

PSoC™ 62S2 評価キット (CY8CEVAL-062S2) は、PSoC™ 62 MCU (CY8C624ABZI-

S2D44) を使用したアプリケーションの評価/開発用のキットです。AIROC™ 

Wi-Fi/Bluetooth® コンボデバイスをベースに、対応するM.2ラジオモジュー

ルを接続できるM.2インターフェースを備えているのが特徴です。Wi-Fiホス

トMCUとしてPSoC™62MCUを使用して、Wi-FiおよびBluetooth®に接続でき

るようにするAIROC™デバイスを使用すると、本キットとModusToolbox™ソ

フトウェアを使って、組み込みIoTアプリケーションのプロトタイプを簡単

に作成および評価できます。さらに、このキットには、安全なクラウドデ

バイスプロビジョニング用のOPTIGA™Trust-Mセキュリティコントローラー

も含まれています。 
 
 

主な特長 

> PSoC™ 62 MCU (CY8C624ABZI-S2D44): 150 MHz Arm® Cortex®-M4 お

よび 100 MHz Arm® Cortex® - M0+ コア、2MB フラッシュ、1MB 

SRAM、ハードウェア暗号アクセラレータ、豊富なアナログおよ

びデジタル ペリフェラル、業界最先端の CAPSENSE™ テクノロジ

ーを搭載。 

> AIROC™ Wi-Fi/Bluetooth®コンボデバイスをベースに、対応する

M.2無線モジュールを接続できるM.2インターフェース。Laird 

Connectivity社のSterling-LWB5+ M.2ラジオモジュールがキットパ

ッケージに含まれています。 

> OPTIGA™ Trust-Mセキュリティ コントローラーは、安全なクラウ

ドデバイスのプロビジョニングを実現します。 

> クリックボードによるハードウェア拡張のためのmikroBUSイン

ターフェース 

> Arduino Uno R3に対応したヘッダーを搭載し、Arduinoシールド

を用いたハードウェアの拡張が可能 

> オンボードプログラマ、デバッガ、ユーザーLED、ユーザボタン 

 

対象アプリケーション 

> ゲートウェイ 

> スマートホーム 

> 家庭用電化製品 

> HMI 

> 音声処理 

 

 

 

主な利点 

> PSoC™ 6 MCUを使用したアプリケーションのラピッドプロ

トタイピングと評価 

> クラウド接続型およびスタンドアロン型MCUアプリケーシ

ョンの評価をサポートします。 

> セキュリティコントローラーOPTIGA™ Trust-Mを搭載し、

プロトタイピングの段階からセキュリティの確保を実現 

> ボードサポートパッケージ、各種ミドルウェアライブラ

リを含むModusToolbox™ソフトウェアでサポートされる検

証済みコード例をすぐに利用可能 

 
競合製品に対する優位性 

> AIROC™ Wi-Fi / Bluetooth®コンボデバイスをベースにした対応

M.2無線モジュールの柔軟な評価 

> セキュリティコントローラーOPTIGA™ Trust-Mを搭載し、試

作/評価段階からセキュリティに配慮 

 
 
 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

発注可能な部品番号 

CY8CEVAL-062S2 
 

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy8ceval-062s2/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY8CEVAL-062S2_Kit_Guide-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d710014017d7153ab6c20ac


 

 

非絶縁型双方向同期整流型降圧コンバーターEVAL_BIDI_HB_1EDN7550B 
 
双方向降圧コンバーター評価ボードEVAL_BIDI_HB _1EDN7550Bは、1EDNx550Bを

ハーフ ブリッジ トポロジーでローサイド スイッチとハイサイド スイッチの駆動

に適用するのを目的に設計されています。1EDNx550Bは、真の差動入力 (TDI) を

持つシングルチャンネル ゲートドライバーのEiceDRIVER™ファミリーの製品です。 
 
 
 
 
 

主な特長 

> 1EDN7550B TDI 双方向同期降圧段用 

> 低電圧ロックアウト 

> 過電圧、低電圧保護機能 

> 過電流保護 

 
 

対象アプリケーション 

> 電源 

> SMPS 

 
 
 

製品概要および製品データシート ページへのリンク

 

主な利点 

> 非絶縁型双方向48 V～12 V同期降圧型コンバーターにおけ

る1EDN TDIアプリケーション 

 
 
 
 
 

製品関連情報 / オンライン サポート 

製品ページ  

アプリケーションノート

 
発注可能な部品番号 SP番号 

EVALBIDIHB1EDN7550BTOBO1 SP005676349 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/eval_bidi_hb_1edn7550b/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluation_board_EVAL_BIDI_HB_1EDN7550B-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017ed999b6693650
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-1EDN7550B-DataSheet-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d46262b31d2e01635d9799ef264f


 

 

 
 

【非絶縁型双方向同期整流型降圧コンバーターEVAL_BIDI_HB_1EDN7550B 】 
FAQ 
1. When will volume production start? 
> June 2018 
2. Is Infineon the only company offering this kind of solution? 
> Yes 
3. Any plans to implement TDI technology in other gate driver ICs? 
> Yes, we will be doing this in new products where there is a benefit in the application 



 

 

モーターコントロールICのIMD111TとRC-D2 IGBTを搭載したロータリー冷蔵庫用コンプレッサードライブ

を効率的に制御するリファレンスボード 

 
REF_Fridge_D111T_RC2_SLは、冷蔵庫のコンプレッサー用に設計されたすぐに使

えるリファレンスPCBです。デジタル モーター制御IC iMOTION™ドライバー 

IMD111T-6F040およびRC-D2 600 VディスクリートIGBT IKD04N60RC2などの、イン

フィニオンのソリューションを示しています。 

本デザインは、最終的な量産用アプリケーションボードに簡単にコピーすること

ができるため、市場投入までの時間が短いのが特徴です。 iMOTION™ Linkを使う

ことで簡単にPCと接続できます。このツールは、異なるシリーズのiMOTION™モ

ーター制御ICのプログラミングとデバッグ用に設計されています。モーター制御

システムのチューニングに欠かせないツールです。 

 
主な特長 

> iMOTION™ ドライバー IMD111T-6F040：スクリプトエンジンを使用可

能なMCEと 6チャンネルSOIドライバーを搭載したすぐに使えるモー

ションコントローラー 

> EMIと損失を最小限に抑えるRC-D2 600 V IGBT 

> システムソリューションにより、高集積化、柔軟な設計、低EMIを

実現 
 

競合製品に対する優位性 

> ターンキーモーターコントロールソリューションで簡単なデザイン

インを提供し、製品化までの時間を短縮します。 

> ゲート駆動を内蔵したコントローラーを使用することで、HWの開

発を簡素化できる 

> 単層PCBデサインによる製造コスト削減を支援します。

主な利点 
> 単層基板の採用により、製造コストを低減 

> 実績のある熱設計とEMI互換性 

> iMOTION™ コントローラーによる容易な設計で、迅速な市場投入

が可能 

> すべての出力負荷レベルで良好な効率を実現 

 
対象アプリケーション 

> 家電製品 

> モーター制御 / 駆動 

> 冷凍/冷蔵 - コンプレッサードライブ

 
ブロック図: 

 

 

製品概要および製品データシート ページへのリンク

製品関連情報 / オンライン サポート 

ボードページ  

製品ページ  

製品ファミリーページ 
 

 

発注可能な部品番号 SP番号 

REFFRIDGED111TRC2SLTOBO1 SP005614183 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/ref_fridge_d111t_rc2_sl/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/imotion-integrated/imd111t-6f040/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-discretes/600-v-reverse-conducting-drive-2/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-31_REF_Fridge_D111T_RC2_SL_V1.1_EN-UserManual-v01_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017ef751503b491d


 

 

REF-SHA35WRC2SYS - 高電圧シーリングファンモーター用フル機能スターターキット、 

ターンキー モータードライブ ソフトウェア付き 
 

REF-SHA35WRC2SYSは、メインボードに赤外線センサー付きドーターカードと、適切なリモ

コンボックスで構成されるフル機能のスターターキットです。メインボードにはIMD112T 

iMOTION™ドライバーが搭載されており、現場で実証済みのMCE (モーター制御エンジン) に

より、ターンキーPFCとモーター制御を提供します。さらに、スイッチとしてIKA08N65H5、

適切なゲートドライバーとしてIRS44273L、インバーター ステージとしてIKN03N60RC2によ

るPFCステージも搭載しています。直径90mmの単層PCBは、一般的な天井扇の設計に対し

て、費用対効果が高く、すぐにコピーできるリファレンスを提供します。 
 

主な特長 

> 入力電圧範囲 120~300 Vrms 

> 最大入力電力 35 W 

> PFC係数≥0.9およびiTHD≤10% @ 230 Vrms 

> PFCステージ搭載 (最大60 kHz) 

> IEC61000-4-5 4kVサージ対応 

> EN55032 クラスB EMI対応 

> 過電流保護、補助電源搭載 

 

競合製品に対する優位性 

> 高電圧シーリングファン市場は、特にインドでは細分化されてお

り、コストに敏感です。インド市場に適用される規制に従って設

計をテストしています。 

> 研究開発ノウハウの乏しい新規参入者。設計はターンキーで、モ

ーター制御のアルゴリズム開発が不要 

> 市場投入までの時間を短縮することが重要。コストパフォーマン

スに優れた単層設計で、すぐにコピー可能なPCBを採用 

 

ブロック図: 
 

 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

主な利点 

> コンパクトで費用対効果の高い単層設計向けのすぐにコピ

ー可能なPCB 

> 赤外線制御を含むシステム全体の評価が容易 

> 高効率永久磁石同期モーター (PMSM) 用モーター制御アル

ゴリズム (PFCを含む) をすぐに利用可能 
 
 
 

 
対象アプリケーション 

> シーリングファン - モーター制御/駆動ソリューション 

> 家電製品 

> モーター制御/駆動 

 
 
 

製品関連情報 / オンライン サポート 

ボードページ  

製品ページ  

製品ファミリーページ 

 
 発注可能な部品番号 SP番号 

REFSHA35WRC2SYSTOBO1 SP005729831 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/ref-sha35wrc2sys/?utm_source=n403&utm_medium=email&utm_campaign=202204_glob_en_ipc_ipc.p.cd&utm_content=e1&utm_term=ref_sha35wrc2sys
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/imotion-integrated/imd112t-6f040/?utm_source=n403&utm_medium=email&utm_campaign=202204_glob_en_ipc_ipc.p.cd&utm_content=e1&utm_term=ref_sha35wrc2sys
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-discretes/600-v-reverse-conducting-drive-2/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG_REF-SHA35WRC2SYS-UserManual-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017efc91bc2a06f0
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