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無停電電源装置 (UPS) 用の最大2.4MVAまでのサイリスタ プライム ディスク  

インフィニオンは、UPSのバイパスや静電型切替スイッチ(STS: Static Transfer 

Switch) 用に、サイリスタモジュールとディスクの完全な製品ラインアップを提供しています。

また、組み立て済みの冷却ブロックや完全集積されたスタックソリューションとしても利用でき

ます。111mmのサイリスタディスク1枚と強制空冷を使用した場合の限度値は480Vで2.0MVAです。 

データセンター向けの新しい要件は限界をさらに押し上げ、より高い電力密度とコンパクトなデザインを実現

します。  

主な利点 

 高い信頼性によりメンテナンスの手間を最小限にし、ダウンタイムを低減 

 並列接続用の特別な設計により、システムパワーを容易に拡張可能 

 短絡故障モードによりヒューズレス設計が可能 

 市場で最も高い電流耐量  

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 

アプリケーションノート 

技術記事 

主な特長 

 全温度範囲で50/60Hzの完全なブロッキング耐量 

 高いDC電圧耐量 

 高いサージ電流耐量 

 最大ジャンクション温度 135°C  

対象アプリケーション  

 UPS バイパス回路 

 UPS静電型切替スイッチ 

 低電圧ソフとスターター 

 低電圧ドライブ 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

T1900N16TOFVTXPSA1 SP005567468 BG-T7526K-1 

T1900N18TOFVTXPSA1 SP005567465 BG-T7526K-1 

T2600N16TOFVTXPSA1 SP005567462 BG-T10035-1 

T2600N18TOFVTXPSA1 SP005570864 BG-T10026K-1 

T3800N16TOFVTXPSA1 SP005567349 BG-T11126K-1 

T3800N18TOFVTXPSA1 SP005567352 BG-T11126K-1 

システム図 

競合製品に対する優位性  

 最大2.4MVAまでのUPSバイパスに対応する最も幅広いサイリスタ製品

のラインアップ 

 各フットプリントで最高の連続電流定格 

 最高ジャンクション温度の高さ 

 より高い電力密度と統合ソリューションによる利点  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/diodes-thyristors/thyristor-diode-discs/thyristor-discs/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN20012_01_Bipolar_Technical_Information-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a304412b407950112b40ec42b126a
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Bipolar_Power_Semiconductors_in_UPS_Systems-Article-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017ac9672f9b6488
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-T1900N-DataSheet-v03_01-EN.pdf?fileId=5546d46277fc7439017836a6d7ba7de3
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-T1900N-DataSheet-v03_01-EN.pdf?fileId=5546d46277fc7439017836a6d7ba7de3
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-T2600N-DataSheet-v03_01-EN.pdf?fileId=5546d46277fc7439017836a6f5ff7deb
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-T2600N-DataSheet-v03_01-EN.pdf?fileId=5546d46277fc7439017836a6f5ff7deb
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-T3800N-DataSheet-v03_01-EN.pdf?fileId=5546d46277fc7439017836a6e7bc7de7
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-T3800N-DataSheet-v03_01-EN.pdf?fileId=5546d46277fc7439017836a6e7bc7de7


 

 

無停電電源装置 (UPS) 用の最大2.4MVAまでのサイリスタ プライム ディスク】

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

How did you manage to increase the current to such extraordinary values? 

- We optimized our high temperature blocking behavior by reduction of process variations. This enables us to increase the 
maximum junction temperature to 135°C. Further we lowered the on-state losses due to lower on-state voltage. This was 
possible by continuous process improvement over the last years..  
 

Why do you still focus on thyristors based on silicon instead of SIC or GAN? 

- Compared to SIC and GAN thyristors based on silicon show by far the lowest on-state losses, highest reliability and lowest 
costs  

 

I have trouble with the clamping of disc devices. Is it possible to purchase complete solutions? 

- Yes of course, we offer huge portfolio customized solutions.  



 

 

TRENCHSTOP™ IGBT7を搭載したEconoPIM™、EconoPACK™ 2、EconoPACK™ 3 IGBTモジュール 

EconoPIM™、EconoPACK™ 2、EconoPACK™ 3のIGBTモジュールに、最新世代

のTRENCHSTOP™ IGBT7チップが搭載されました。過負荷状態での連続運転温度 

(Tvjop) は最大175℃で、産業用ドライブアプリケーションに最適です。 

IGBT7は、IGBT4に比べて電力密度が高く、スイッチング周波数が向上しているため、冷却

を簡素化できます。全体として動作条件を変えることなく、同等以上の製品寿命を実現してい

ます。製品ラインアップには、1200V PIM構成の35～200Aと、FS150R12N2T7があ

ります。FS150R12N2T7は、6パック構成の1200V/150Aモジュールで、高負荷時では

最大出力37kWを実現しています。 

主な利点 

 コレクタエミッタ間の飽和電圧VCE(sat)は、IGBT4に比べ20％低減し、かつ

ターンオフ時の損失は同レベルを維持 

 過負荷時のTvjopは最大175°Cで、ドライブアプリケーション向けに最適化 

 FS150R12N2T7では出力密度が最大37kW、FP200R12N3T7では

最大45kWで、高い出力密度を実現 

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: EconoPIM™ 2 & 3 

製品ファミリーページ: EconoPACK™ 2 & 3 

製品ファミリーページ: IGBT7 モジュール 

アプリケーションノート 

主な特長 

 耐圧1200V、定格電流35A～200A 

 Econo 2、Econo３パッケージ 

 PIMおよび6パックトポロジー 

 最新世代のTRENCHSTOP™ IGBT7チップ 

対象アプリケーション  

 産業用アプリケーション  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

FP100R12N2T7BPSA1 SP005345908 AG-ECONO2-4 

FP150R12N3T7BPSA1 SP004145204 AG-ECONO3-3 

FP200R12N3T7BPSA1 SP005337548 AG-ECONO3-3 

FS150R12N2T7BPSA1 SP005341942 AG-ECONO2-6 

FP35R12N2T7BPSA1 SP004145210 AG-ECONO2B-711 

FP35R12N2T7B11BPSA1 SP005434969 AG-ECONO2B-711 

FP50R12N2T7BPSA1 SP003086580 AG-ECONO2B-711 

FP50R12N2T7B11BPSA1 SP005434966 AG-ECONO2B-711 

FP75R12N2T7BPSA1 SP004145216 AG-ECONO2B-711 

FP75R12N2T7B11BPSA1 SP005434982 AG-ECONO2B-711 

ブロック図 

競合製品に対する優位性  

 EconoPIM™ 2とEconoPIM™3は最も幅広いポートフォリオを取り揃え、

EconoPIM™ 2で100A、EconoPIM™ 3で200AというIGBT7の高い電

力密度を備えています。  

 EconoPACK™ 2では、150Aという高い電力密度を実現しています。  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/econo/econopim-2-3/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/econo/econopack-2-3/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/trenchstop-igbt7/igbt7-modules/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2018-14_Trenchstop_1200V_IGBT7-ApplicationNotes-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d46265487f7b01656b173ddc3600
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP100R12N2T7-DataSheet-v00_10-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0ac713c07107
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP150R12N3T7-DataSheet-v00_10-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0ae316147137
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP200R12N3T7-DataSheet-v00_10-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0ad005d8710e
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FS150R12N2T7-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0ae29ea2712b
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP35R12N2T7-DataSheet-v00_30-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0afdea907170
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP35R12N2T7_B11-DataSheet-v00_10-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0af4bb2d7164
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP50R12N2T7-DataSheet-v00_30-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0b105656718c
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP50R12N2T7_B11-DataSheet-v00_10-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0afe65ee717c
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP75R12N2T7-DataSheet-v00_21-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0b34f460724d
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP75R12N2T7_B11-DataSheet-v00_10-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b0b2becfb71db


 

 

247-3-HCCパッケージに搭載された650V TRENCHSTOP™ 5 WR6ファミリー  

TO-247-3-HCCパッケージに搭載されたTRENCHSTOP™ 5 WR6ファミリーは、パッケージの汚

染に対する信頼性が向上しています。  

TRENCHSTOP™ 5 WR6ファミリーのディスクリート デバイスは、住宅用、商業用エアコンの力率

改善 (PFC)、溶接アプリケーションに最適です。低損失、低スイッチング損失 (ESW) を実現し、沿面

距離と空間距離を拡大したことで、より信頼性の高いシステム設計が可能になりました。  

主な利点 

 価格性能比の向上 

 力率改善 (PFC)、溶接アプリケーション向けに最適化されたダイオード 

 スイッチング損失の低減 

 パッケージの汚染に対する信頼性の向上 

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 

主な特長 

 25°Cで1.45Vの低いVCESAT   

 ダイオード内蔵のモノリシックIGBT  

 低いスイッチング損失 Esw   

 長い沿面距離と空間距離のパッケージ  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

IKWH20N65WR6XKSA1 SP005545963 PG-TO247-3 

IKWH30N65WR5XKSA1 SP005430891 PG-TO247-3 

IKWH30N65WR6XKSA1 SP005430886 PG-TO247-3 

IKWH40N65WR6XKSA1 SP005542785 PG-TO247-3 

IKWH50N65WR6XKSA1 SP005542787 PG-TO247-3 

IKWH60N65WR6XKSA1 SP005430894 PG-TO247-3 

IKWH70N65WR6XKSA1 SP005430896 PG-TO247-3 

システム図 

対象アプリケーション  

 住宅用 / 商業用エアコン PFC 

 溶接アプリケーション 

競合製品に対する優位性  

 優れた価格性能比  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-discretes/trenchstop-5/trenchstop-5-wr6/?redirId=137589
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKWH20N65WR6-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179ce6381926fd1
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKWH30N65WR5-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179e545c5487d86
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKWH30N65WR6-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179ce63911e6fd4
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKWH40N65WR6-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179ce63a0e76fd7
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKWH50N65WR6-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179ce63b0826fda
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKWH60N65WR6-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179ce63c00d6fdd
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKWH70N65WR6-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179ce63d1626fe1


 

 

247-3-HCCパッケージに搭載された650V TRENCHSTOP™ 5 WR6ファミリー】

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

The device price is only one component 

We can garantee supply security 

Our product reduce your total cost of ownership: we have performance leadership in high switching PFC applica-
tion, less failure rate reduces the cost of warrrany 

IFX technical marketing service can reduce customer design-in cost 



 

 

TO247 3pinパッケージ に搭載された1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 S7 

インフィニオンの1200V TRENCHSTOP™ IGBT7 S7の製品ラインアップは、フル定格で非常に

ソフトなダイオードを内蔵しており、VCE(sat)の低減、制御性の向上、SCデバイス中で最も高い熱性

能を提供し、HV-H3TRBと宇宙線耐性により堅牢性が向上しています。 1200V IGBT7 S7

ディスクリートの製品ラインアップは、8A、15A、25A、40A、50Aの6つの電流クラスでリリースさ

れ、産業用モータードライブ、産業用電源、ソーラーインバーターなどの短絡耐量が求められるハード

スイッチングアプリケーションに特化して設計されています。  

主な利点 

 アプリケーションの使用環境に合わせて最適化された性能 

 低い導通損失 

 低いスイッチング損失 

 信頼性の向上 

 EMI設計が容易 

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 

主な特長 

 フル定格のソフトで低Qrrのダイオードを搭載したIGBT  

 低飽和電圧VCE(sat) = 2.0 V (Tvj = 175°C)  

 ハードスイッチングトポロジーに最適化（2レベルインバータ、3L NPC Tタイプ） 

 短絡耐量：8μsec 

 8A、15A、25A、40A、50Aのデバイスをラインナップ 

 広範囲なdv/dt制御が可能 

 HV-H3TRB対応、宇宙線耐性の向上 

 より高いパルス電流3xIcnom対応 

 パラレル化が容易 

 より高い電力密度  

 ブロッキング電圧1200V 

 TO247 3pinパッケージ 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

IKW08N120CS7XKSA1 SP005419704 TO-247 3pin 

IKW15N120CS7XKSA1 SP005419706 TO-247 3pin 

IKW25N120CS7XKSA1 SP005419560 TO-247 3pin 

IKW40N120CS7XKSA1 SP005415716 TO-247 3pin 

IKW50N120CS7XKSA1 SP005419710 TO-247 3pin 

システム図 

対象アプリケーション  

 産業用ドライブ 

 産業用電源 

 ソーラーインバータ― 

競合製品に対する優位性  

 1200V TRENCHSTOP™ IGBT7 S7の製品ラインアップは、短絡耐

量、高温高湿バイアス試験 (HV-H3TRB) 実施済み、高い宇宙線

耐性など、過酷な条件での堅牢性が求められる、あらゆるハードスイッチ

ングアプリケーション向けに、低い総損失、高電力密度、制御性、堅牢

性などの性能面において最適です。   

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/trenchstop-igbt7/igbt7-discretes/?intc=202009_igbtselectiongraphic_en_ipc_650vtrechnstop7
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW08N120CS7-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178f97dbfdd05a9
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW15N120CS7-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178f97db2b905a6
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW25N120CS7-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178f97da3d005a3
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW40N120CS7-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178f97d952805a0
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW50N120CS7-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178f97d8862059d
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FAQ 

Your prices are higher, why would I buy your product? 

1.The device price is only one component, but we offer high quality, high reliability, reduced EMI filtering 
requirement and overall best performance featured on target applications 

    What are unique selling points of Infineon 1200V IGBT7 S7 discrete portfolio? 

1) Infineon 1200 V IGBT 7 S7, push the performance maintain the robustness 

      2) The outstanding performance of IGBT S7 allows higher power density without heatsink redesign 



 

 

OptiMOS™ PD: 低耐圧MOSFET 

新世代のOptiMOS™ PDは、インフィニオンのMOSFET の新たな製品

ラインアップで、USB-PDや急速充電器の設計に最適です。短いリードタ

イムと迅速な見積もり回答でお客様をサポートします。  

主な利点 

 短いリードタイム  

 迅速な見積もり回答  

 最高の効率と電力密度の設計  

 小型・軽量で環境にやさしい製品  

 優れた価格性能比   

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 

製品パンフレット 

主な特長 

 ロジックレベルの可用性  

 低いオン抵抗 RDS(on)  

 低ゲート、低出力、低逆回復電荷  

 優れた温度特性  

 2種類の小型標準パッケージを用意  

対象アプリケーション  

 USB PD充電器 

 アダプター 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

ISC0602NLSATMA1 SP005430396 PG-TDSON-8 

ISC0603NLSATMA1 SP005430400 PG-TDSON-8 

ISZ0602NLSATMA1 SP005430392 PG-TSDSON-8 

ISC0702NLSATMA SP005417416 PG-TDSON-8 

ISC0703NLSATMA1 SP005417423 PG-TDSON-8 

ISZ0702NLSATMA1 SP005417427 PG-TSDSON-8 

ISZ0703NLSATMA1 SP005417432 PG-TSDSON-8 

ISC0802NLSATMA1 SP005430372 PG-TDSON-8 

ISC0806NLSATMA1 SP005430384 PG-TDSON-8 

ISC0805NLSATMA1 SP005430376 PG-TDSON-8 

ISC0804NLSATMA1 SP005430380 PG-TDSON-8 

ISC0803NLSATMA1 SP005430489 PG-TDSON-8 

ISZ0804NLSATMA1 SP005430388 PG-TSDSON-8 

ISZ0803NLSATMA1 SP005430493 PG-TSDSON-8 

ブロック図 

競合製品に対する優位性  

 最適化された製品：低ゲート電荷、低スイッチング損失 

 優れた価格/性能比  

 短いリードタイム 

 迅速な見積もり回答  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/n-channel/optimos-and-strongirfet-latest-family-selection-guide/optimos-pd/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-MOSFET_OptiMOS_PD_power_delivery-ProductBrief-v04_00-EN.pdf?fileId=5546d4626fc1ce0b016fec33c6b13fa4
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0602NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd47487e6d83
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0603NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd473cc46d80
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISZ0602NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd75204d6def
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0702NLS-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd752aa46df2
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0703NLS-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd753b066df6
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISZ0702NLS-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd7e5c9c6e0d
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISZ0703NLS-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd7e72316e18
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0802NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd5988d16d8c
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0806NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd506b9f6d86
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0805NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd5077b86d89
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0804NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd62bbc36d90
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC0803NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd62c8076d93
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISZ0804NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd2bc3896d7a
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISZ0803NLS-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd0178fd2bd1bf6d7d


 

 

OptiMOS™ PD: 定電圧MOSFET】

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

What is the main difference between BSC0805LS and ISC0805NLS? 

The new OptiMOS™ PD ISC0805NLS has improved switching losses to allow higher efficiency at a very com-
petitive price compared to BSC0805LS.  



 

 

リファレンスデザイン: REF_ICL8800_LED_43W  

REF_ICL8800_LED_43Wは、インフィニオンの高力率フライバック コントローラICL8800を搭

載した43Wのリファレンス デザインです。本ボードは、定電圧 (CV) 二次側安定化 (SSR) システ

ムで、LED照明アプリケーションの定電流 (CC) コンバータとの併用を目的としています。 

2段トポロジーは、1次側の電力と2次側の機能の拡張性が便利であることから、利用が拡大してい

ます。REF_ICL8800_LED_43Wは、プラグ アンド プレイ ソリューションとして設計されており、2

次側のDC/DCボードと組み合わせることができます。 

デフォルトの設定として、リファレンス デザイン ボードは、非常に小さなアダプタ ボード上に、ディプレッ

ション モードのMOSFET BSS126Iをベースにした起動回路が形成されています。最も低い待機

損失を実現しています。低い待機電力が不要の場合、起動回路を抵抗膜方式に変更することも可

能です。 

このリファレンスデザインには、2つのレギュレーション回路が用意されています。どちらの回路もプラグ

アンドプレイで設計されていますが、少なくとも1つはメインボードに接続する必要があります。 

これら2つのボードは、コストとのトレードオフを示しています。ここでは、TL431基板が低コストのソ

リューションを提供し、スタンバイ性能を提供しているのに対し、オペアンプ基板は全体的に30mW

の性能向上を示しています。  

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ 

アプリケーションノート 

主な特長 

 LED照明アプリケーション向けの定電圧 (CV) 2次側安定化

(SSR) リファレンスデザイン 

 広い負荷範囲で力率(PF)>0.9、THD<10% (最大277 Vrms

のAC入力) 

 最大AC入力電圧 90～305 Vrms 

 スマートバレーホッピングを備えた電流臨界モードおよび擬似共振

モード 

対象アプリケーション  

 LED照明 

 減光からオフに設定できる機能などの調光機能 

 LEDドライバー、125Wまでの照明器具 

 アダプターと充電器、フラットテレビ、オールインワンPC、最大125Wの

モニター 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

REFICL8800LED43WTOBO1 SP005569139  ボード 

主な利点 

 5%までの調光レベルで、LEDドライバーオン/オフするのに最適な

トポロジー 

 スケーラビリティと多くの機能を備えた2ステージ トポロジー 

 高い光質 

 コストパフォーマンスに優れたボトムアップ設計 

 多くのアプリケーションに対応する柔軟性と低BOM  

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/ref_icl8800_led_43w/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_boards_REF_ICL88xx_LED_xxx-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a0e6617390455
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_boards_REF_ICL88xx_LED_xxx-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a0e6617390455


 

 

リファレンスデザイン: REF_ICL8810_LED_43W_BM  

R EF_ICL8800_LED_43Wは、インフィニオンの高力率フライバック コントローラICL8800を搭載し

た43Wのリファレンス デザインです。本ボードは、定電圧 (CV) 二次側安定化 (SSR) システムで、LED

照明アプリケーションの定電流 (CC) コンバータとの併用を目的としています。 

2段トポロジーは、1次側の電力と2次側の機能の拡張性が便利であることから、利用が拡大しています。

REF_ICL8800_LED_43Wは、プラグ アンド プレイ ソリューションとして設計されており、2次側の

DC/DCボードと組み合わせることができます。 

デフォルトの設定として、リファレンス デザイン ボードは、非常に小さなアダプタ ボード上に、ディプレッション 

モードのMOSFET BSS126Iをベースにした起動回路が形成されています。最も低い待機損失を実現し

ています。低い待機電力が不要の場合は、起動回路を抵抗膜方式に変更することも可能です。 

このリファレンスデザインには、2つのレギュレーション回路が用意されています。どちらの回路もプラグアンド

プレイで設計されていますが、少なくとも1つはメインボードに接続する必要があります。 

この2つのボードは、コストとのトレードオフを示しています。ここでは、TL431基板が低コストのソリューショ

ンを提供し、スタンバイ性能を提供しているのに対し、オペアンプ基板は全体的に30mWの性能向上を示

しています。 

主な利点 

 0.1%までの調光機能と減光からオフへの設定を備えたLEDドライ

バーに最適なトポロジー 

 スマートライトを実現 

 スケーラビリティと多くの機能を備えた2ステージ トポロジー 

 高い光質 

 コストパフォーマンスに優れたボトムアップ設計 

 多くのアプリケーションに対応する柔軟性と低BOM  

 スケーラビリティと多くの機能を備えた2ステージ トポロジー 

 高い光質 

 コストパフォーマンスに優れたボトムアップ設計 

 多くのアプリケーションに対応する柔軟性と低BOM  

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 

主な特長 

 LED照明アプリケーション向けの定電圧 (CV) 2次側安定

化(SSR) リファレンスデザイン 

 ICL8810はバーストモードを備え、100mW以下の超低スタ

ンバイ電力を実現 

 広い負荷範囲で力率(PF)>0.9、THD<10% (最大277 

VrmsのAC入力) 

 最大AC入力電圧 90～305 Vrms 

 スマートバレーホッピングを備えた電流臨界モードおよび擬似

共振モード 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

REFICL8810LED43WBMTOBO1 SP005569140  ボード 

対象アプリケーション  

 LED照明 

 スマート照明 

 LEDドライバー、125Wまでの照明器具 

 アダプターと充電器、フラットテレビ、オールインワンPC、最大

125Wのモニター 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/ref_icl8810_led_43w_bm/
file:///C:/Users/HansenCamill/Documents/Arrow https:/www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_boards_REF_ICL88xx_LED_xxx-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a0e6617390455
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_boards_REF_ICL88xx_LED_xxx-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a0e6617390455


 

 

リファレンスデザイン：REF_ICL8820_LED_43W_JT  

REF_ICL8800_LED_43Wは、インフィニオンの高力率フライバック コントローラICL8800を搭載した

43Wのリファレンス デザインです。本ボードは、定電圧 (CV) 二次側安定化 (SSR) システムで、LED照明

アプリケーションの定電流 (CC) コンバータとの併用を目的としています。 

2段トポロジーは、1次側の電力だけでなく2次側の機能も便利に拡張できることから、利用が拡大しています。

REF_ICL8820_LED_43W_JTは、プラグ アンド プレイ ソリューションとして設計されています。 

デフォルトの設定として、リファレンス デザイン ボードは、非常に小さなアダプタ ボード上に、ディプレッション モー

ドのMOSFET BSS126Iをベースにした起動回路が形成されています。最も低い待機損失を実現していま

す。待機電力の消費を抑えたい場合は、起動回路を抵抗膜方式に変更することも可能です。 

本リファレンスデザインには、2つのレギュレーション回路が用意されています。どちらの回路もプラグアンドプレイ

で設計されていますが、少なくとも1つはメインボードに接続する必要があります。 

これら2つのボードは、コストとのトレードオフを示しています。TL431ボードが低コストのソリューションを提供

し、スタンバイ性能を提供していますが、オペアンプボードは全体的に30mWの性能向上を示しています。 

主な利点 

 0.1%までの調光機能と減光からオフへの設定を備えた

LEDドライバーに最適なトポロジー 

 スマートライトを実現 

 スケーラビリティと多くの機能を備えた2ステージ トポロジー 

 高い光質 

 コストパフォーマンスに優れたボトムアップ設計 

 多くのアプリケーションに対応する柔軟性と低BOM  

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 

主な特長 

 LED照明アプリケーション向けの定電圧 (CV) 2次側安定化

(SSR) リファレンスデザイン 

 ICL8820はバーストモードを備え、100mW以下の超低スタンバ

イ電力を実現しています。また、ジッタ機能を搭載しているため、回

路を追加することなく、EMI認証を取得。 

 広い負荷範囲で力率(PF)>0.9、THD<10% (最大277 

VrmsのAC入力) 

 最大AC入力電圧 90～305 Vrms 

 スマートバレーホッピングを備えた電流臨界モードおよび擬似共振

モード 

対象アプリケーション  

 LED照明 

 LEDドライバー、125Wまでの照明器具 

 スマート照明 

 非常灯 

 アダプターや充電器、薄型TV、一体型PC、125Wまでのモニター 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

REFICL8820LED43WJTTOBO1 SP005569141  ボード 

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/ref_icl8820_led_43w_jt/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_boards_REF_ICL88xx_LED_xxx-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a0e6617390455
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_boards_REF_ICL88xx_LED_xxx-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a0e6617390455


 

 

リファレンスデザイン：REF_ICL8810_LED_42W_PSR  

REF_ICL8800_LED_42Wは、インフィニオンの高力率フライバック コントローラICL8810を搭載した42W

のリファレンス デザインです。本ボードは、定電圧 (CV) 一次側安定化 (SSR) システムで、LED照明アプリケー

ションの定電流 (CC) コンバータとの併用を目的としています。 

PSRは、SSRに比べてコスト面で大きなメリットがあります。オプトカプラ、電圧リファレンス、エラーアンプなどの部

品が不要になります。したがって、REF_ICL8810_LED_42W_PSRは、オン/オフLEDドライバーや、最小調

光レベルが5%のLEDドライバに最適な、コストを抑えたソリューションです。 

出力の10％から100％の範囲で±3.5％という優れた精度を持つボードです 

ICL8810は、全負荷および低負荷時の力率改善および全高調波歪率においてベンチマーク的な性能を備え、

ウィンドウドライバーやプラットフォーム設計を可能にします。さらに、このICは、光質を損なうことなく、最適な効率

と低EMIを実現します。 

主な利点 

 5%までの調光機能を備えたon/off LEDドライバーに

最適なトポロジー 

 コスト最適化 

 出力電力の10%～100%の範囲で±3.5%の優れた

精度を実現 

 スマートな照明を実現 

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 

主な特長 

 LED照明アプリケーション向けの定電圧 (CV) 2次側安定化

(SSR) リファレンスデザイン 

 ICL8810はバーストモードを備え、100mW以下の超低スタンバ

イ電力を実現 

 広い負荷範囲で力率(PF)>0.9、THD<10% (最大277 

VrmsのAC入力) 

 最大AC入力電圧 90～305 Vrms 

 スマートバレーホッピングを備えた電流臨界モードおよび擬似共振

モード 

対象アプリケーション  

 LED照明 

 スマート照明 

 LEDドライバー、125Wまでの照明器具 

 アダプターと充電器、フラットテレビ、オールインワンPC、最大125Wの

モニター 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

REFICL8810LED42WPSRTOBO1 SP005574081  ボード 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/ref_icl8810_led_42w_psr/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_board_REF_ICL8810_LED_42W_PSR-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a13c3601c1178
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_board_REF_ICL8810_LED_42W_PSR-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a13c3601c1178


 

 

評価ボード ： EVAL_3K3W_TP_PFC_CC 

本評価ボードは、600VのCoolMOS™ CFD7を搭載した連続伝導モード 

(CCM) のブリッジレス トーテムポール型力率改善装置 (PFC) のシステム ソ

リューションです。EVAL_3K3W_TP_PFC_CCは、インフィニオンのCoolMOS

™スーパージャンクション パワーMOSFETに加えて、絶縁型ドライバとXMC™マイ

クロコントローラによって実現されています。 

このブリッジレス トーテムポールPFCボードは、ハイエンドサーバーやテレコムなど、

高効率 (≒99 %)、高電力密度 (92 W/in³) を必要とするアプリケーションを

対象としています。EVAL_3K3W_TP_PFC_CCボードに実装されたトーテム

ポールは、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFETとInfineon XMC™

1000シリーズマイクロコントローラのデジタル制御により、65 kHzの連続伝導

モード (CCM) で動作します。 

主な利点 

 99%に近い高効率 

 クラス最高の価格性能比 

 コンパクトな外形 (92W/in³) 

 少ない部品点数 

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 

主な特長 

 高効率ブリッジレス トーテムポールPFC 

 SMDデバイスによる高い電力密度 

 600V CoolMOS™ CFD7で実現 

 fswでのCoolMOS™ CFD7を使ったハードコミュケーション 

 XMC1402によるデジタル制御 

対象アプリケーション  

 テレコム用SMPS 

 サーバー 

 産業用電源 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

EVAL3K3WTPPFCCCTOBO1 SP005577212  ボード 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/eval_3k3w_tp_pfc_cc/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluationboard_EVAL_3K3W_TP_PFC_CC-ApplicationNotes-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46278d64ffd01793608aec42696&da=t
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluation_board_EVAL_3K3W_TP_PFC_CC_Q&A_webinar-AdditionalProductInformation-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a5b3d08017a764a2453342a&da=t


 

 

評価ボード：EVAL-1ED3890MX12M  

EVAL-1ED3890MX12Mは、ゲートドライバーICを２つ搭載したハーフブリッジ構成で、Si MOSFET

やIGBT、SiC MOSFETなどのパワースイッチを駆動します。スイッチの種類は、自由に選択できます。 

ボードサイズは、電源スイッチを取り付けていない状態で85 x 85 x 15 mmです。X3 デジタル 

(1ED38xx) ファミリーはI2Cバスを介してICに搭載する機能の最適なパラメータ調整が可能です。 

本評価ボードは、マイコンを搭載した評価ボードEVAL-1ED38x0DCTと併せてご使用頂くことで、パラ

メータ調整を容易に行って頂くことができます。 

主な利点 

 調整可能なソフトオフ機能付きのDESATを搭載しながら、外付け部

品を最小化できるため、迅速な設計が可能 

 最高クラスのDESAT精度：信頼性の高い短絡保護が求められるあ

らゆるアプリケーションに最適 (SiC MOSFETおよびIGBT7など) 

 予知保全と迅速なプロトタイプ作製が可能 

 正確な閾値とタイミング、UL 1577とVDE 0884-11認証により、優

れた安全性を実現 

 PCBの小型化が必要になる用途において、高信頼性のDESATやア

クティブミラークランプといった機能が要求されるアプリケーションに最適 

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ 

ユーザーマニュアル 

主な特長 

 I2Cバスを使用し、パラメータ調整、状態監視、フォールトフィードバック，ADC

測定が可能  

 DESAT2機能を含む、2つの高精度な VCE(sat) 検出回路を搭載し、その他

にフォールト出力、ブランキング時間やトリガ電圧の調整、フィルタ時間の個別

調整が可能  

 スロープやプラトー時間の調整が可能、スイッチングデバイスターンオフ時のdv/

dtを軽減する2レベルターンオフ (TLTO)機能を搭載 

 アクティブシャットダウン機能を備え、検出電圧をIGBTおよびMOSFET用に調

整可能なUVLOを搭載 

 電源電圧や温度などのパラメータをADCで測定可能 

 絶対最大出力電源電圧40V 

 ± 9A (代表値) のゲート電流供給能力 

 高いコモンモード過渡耐性CMTI = 200 kV/µs 

 沿面距離 (8mm以上) の小型省スペースDSO-16ファインピッチパッケージ 

 ゲートドライバの安全認証 

 UL 1577認証 (予定)：VISO,test = 6840 V(rms) 、1 s、 VISO = 

5700 V(rms)、 60 s  

 IEC 60747-17/VDE 0884-11でVIORM = 1.4 kV (peak, rein-

forced) で認証 (予定)  

対象アプリケーション  

 産業用モータードライブ：コンパクト、スタンダード、プレミアム、サーボドライブ 

 汎用ドライブ 

 ソーラーインバーター 

 UPSシステム 

 EV充電 

 電力貯蔵システム  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

EVAL1ED3890MX12MTOBO1 SP005575921  ボード 

競合製品に対する優位性  

 搭載する機能のパラメーター設定が可能で、外付け部品点数も少ない

ため、短期間での設計が可能  

 I2Cを介してDESAT、ソフトオフ、UVLO、アクティブミラークランプ、過熱

保護、2段階ターンオフなどの設定可能で、お客様の設計に柔軟に対

応します(1ED38XX)  

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval-1ed3890mx12m/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-03_EVAL-1ED3890MX12M-UserManual-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017aa9776e060d3c
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-03_EVAL-1ED3890MX12M-UserManual-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017aa9776e060d3c


 

 

評価ボード： EVAL-1ED38x0DCT  

EVAL-DCT-1ED3890Mx12Mはマイクロコントローラ（XMC4200）を

搭載し、EiceDRIVER™ X3 1ED3890Mx12Mを最適に評価するための

コンパニオンボードです。DESAT、ソフトオフ、UVLO、ミラークランプ、TLTO、

フォールトのパラメータをI2Cを介して設定可能。  

主な利点 

 システムレベルでのゲートドライバの評価を可能にするコンパニオンボード 

(マイコン、ゲートドライバ、パワースイッチ)  

 EiceDRIVER™ 1ED3890Mx12Mへ使用可能  

 コンパニオンボードのコンセプトにより、異なる評価ボードへの併用が可能  

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ 

ユーザーマニュアル 

主な特長 

 XMC4200ベースのコンパニオンボードは、マイコンを必要とする評価ボード 

(EVAL-1ED3890MX12Mなど) と組み合わせて使用します。 

 ホストコンピューターとの通信用USBコネクター 

 評価ボードとの接続用コネクター 

対象アプリケーション  

 産業用モータードライブ：コンパクト、スタンダード、プレミアム、サーボドライブ 

 汎用ドライブ 

 ソーラーインバーター 

 UPSシステム 

 EV充電 

 電力貯蔵システム 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

EVAL1ED38X0DCTTOBO1 SP005576942  ボード 

ブロック図 

競合製品に対する優位性  

 搭載する機能のパラメーター設定が可能で、外付け部品点数も少ない

ため、短期間での設計が可能  

 I2Cを介してDESAT、ソフトオフ、UVLO、アクティブミラークランプ、過熱

保護、2段階ターンオフなどを設定可能で、お客様の設計に柔軟に対

応します(1ED38XX)  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/eval-1ed38x0dct/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-04_EVAL-1ED38x0DCT-UserManual-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017aa97786670d44
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-04_EVAL-1ED38x0DCT-UserManual-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017aa97786670d44


 

 

評価ボード：EVAL-2ED2101-HB-LLC  

EVAL-2ED2101-HB-LLCは同期整流の出力段に共振型ZVSを備えた200Wの高速スイッ

チングLLCコンバータです。本製品はLLCコンバータの設計において、500kHzまでの高いスイッチ

ング周波数を使用することを目的に設計されており、EMIの低減、受動部品のサイズとフットプリン

トの縮小、システム全体のサイズとBOMコストの削減など、多くのシステム上の利点を提供します。 

本評価ボードには，1次側のハーフブリッジ駆動用のシSOI（シリコンオンインシュレータ)型の レベルシフトゲートドライバ2ED2101S06F

と，2次側整流段の信号制御には絶縁を確保するパルストランスを介してデュアルチャネル ローサイド ゲートドライバ 2ED24427N01Fを搭

載しています。また、同期整流出力段の駆動には、2ED24427N01Fを使用しています。高性能共振コントローラICE2HS01G、

IPL60R650P6S 600V CoolMOS™ P6トランジスタ、BSC022N04LS6 OptiMOS™スイッチなど、LLCコンバータに必要な素子をす

べて搭載しています。 

EVAL-2ED2101-HB-LLCは、高周波共振ZVS電力変換トポロジーを使用したインフィニオン製品に焦点を当てたシステムソリューションで、

2ED2101S06Fの性能評価のために使用できます。 

主な利点 

 200W HB-LLC共振型ZVS電源用の完全なインフィニオンシステム

ソリューション 

 高いスイッチング周波数により、共振部品のサイズとコストを削減し、シ

ステムのBOMコストを削減 

 ハイサイド ハーフブリッジ スイッチを直接駆動することにより、パルストラ

ンスが不要となり、ボード面積、システムレベルでのBOMコストを削減 

 高電力密度 

 高効率  

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 

ユーザーマニュアル 

主な特長 

 200W HB-LLC共振ZVS電源用のシステムソリューション 

 500 kHz (軽負荷時には600 kHz以上のバースト)  

 出力段用の同期整流 

 入力電圧：DC350V～425V  

 最大200W、16.7A、DC400Vの電源入力、十分な空冷が可能  

 過電流保護 

 電源投入時のLED表示 

 ICE2HS01G搭載コントローラボード 

 二次側供給用に13Vと5Vを分離した補助電源を搭載 

 PCBは65 mm × 137 mm、4層、2オンス（610g）銅箔層、RoHS対応 

対象アプリケーション  

 高効率SMPS 

 充電器 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

EVAL2ED2101HBLLCTOBO1 SP005567453  ボード 

競合製品に対する優位性  

 室外機 (ODU) をより効率的に、より高密度に、より高速に設計するのに役立

つリファレンスデザイン:  

• 効率：1.4kWで力率（PF）0.999、全高調波歪み（THD）

3.4％という優れたPFC性能を実現  

• サイズ：ディスクリート実装に比べて最大15%の小型化を実現  

• 速度：モーター制御ではなく、アプリケーション開発にフォーカスすること

で、市場投入までの時間を短縮  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/eval-2ed2101-hb-llc/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Advantages_of_high-voltage_GD_ICs-ApplicationNotes-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d4626e41e490016e5967d5894033
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG2021-02_EVAL-2ED2101-HB-LLC-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a3df9183b2104
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG2021-02_EVAL-2ED2101-HB-LLC-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4627a0b0c7b017a3df9183b2104

