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XENSIV™：TLE4972  

TLE4972は、AEC-Q100に準拠したAC/DC測定用の高精度小型コアレス磁気

センサーです。測定対象の電流から発生する磁界に比例したアナログ電圧を出力し

ます。また、過電流検出用に2つのデジタル出力を備えています。インフィニオンの実

績ある堅牢なモノリシックホール技術により、電流が作る磁界に対して高精度、且つ

高い直線性の電流測定が可能です。最大測定範囲が±31mTのTLE4972は、

集磁コアベースのセンサーで一般的にみられる磁気ヒステリシスや磁気飽和などの悪

影響を受けることなく、最大2kAの電流を検知することができます。  

主な利点 

 集磁コアベースのセンサーに見られる磁気ヒステリシス、磁気飽和

がない 

 高速スイッチング技術にも対応した過電流検出 

 極めて低い消費電力 

 安全性が重視されるアプリケーションに対応 

 再校正を必要とせず、長期間にわたって信頼性の高い電流測

定が可能 

 ゲイン設定がプログラム可能なためシステムのニーズに合わせたセ

ンサーの採用が可能 

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ：TLE4972-AE35D5 

製品ページ：TLE4972-AE35S5  

ユーザーマニュアル 

アプリケーションノート 

 

システム図：トラクションインバーター 

主な特長 

 高精度コアレス磁気電流センサー 

 独立した2つの過電流検出端子 

 ゲインおよび過電流の閾値がプログラム可能 

 ISO 26262準拠により、ASIL Bまでの安全要求に対応 

対象アプリケーション  

 トラクションインバーター (高電圧、48V) 

 補助ドライブ 

 バッテリーメインスイッチ 

 電流監視 

 過負荷/過電流監視 

 自動車パワートレーン  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

TLE4972AE35D5XUMA1 SP004914362 PG-TDSO-16 

TLE4972AE35S5XUMA1 SP004914370 PG-VSON-6 

競合製品に対する優位性  

 温度および寿命に対する感度誤差がきわめて小さい 

 高速かつ２系統の過電流検出機能を内蔵 (応答時間<0.7µs 

typ.) 

 プログラマブルな感度設定により、電流測定の最適化が可能 

https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/current-sensors/tle4972-ae35d5/
https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/current-sensors/tle4972-ae35s5/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4972_ProgGuide-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c9758f2017c9da50f9748e0
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4972_Non_Default_Config-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c9758f2017c9dae309248ef
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4972-AE35D5-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c72fb9a017c7e1109e20a17
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4972-AE35S5-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c72fb9a017c7e2c66b50a4a
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FAQ 

›Which package option shall I use, VSON or TDSO?  

TDSO should be preferred if the current rail is below the IC (e.g. inside the PCB), while VSON should be preferred if it is above 

the IC (e.g. external bus-bar).  

 

› Will the bandwidth for current measurement be 210kHz (typical) as stated in the datasheet?  

The bandwidth at system level is heavily influenced by the sensing structure. 210kHz will be the bandwidth in case of an ideal 

sensing structure 



 

 

DC1000 Vの 太陽光発電アプリケーション向け 

650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT 搭載EasyPACK™ 3Bパワーモジュール  

EasyPACK™ 3Bパワーモジュールは、太陽光発電に対するユーザーの要求を満たす最

適な製品です。 

DC1000 Vの太陽光発電用単相NPC1モジュールで、優れた性能と完全な無効電力制

御 (PVインバータ) という2つの利点を活かすことができます。150kVAまでの3相3レベ

ルのNPC1モジュールを提供します。  

さらに、DC1000 V用三相NPC1モジュールでは、40kVAまでの出力に対応します。  

モジュールには650VのTRENCHSTOP™ 5 IGBTとPressFITピンが搭載されており、組み立てが容易です。  

主な利点 

 優れた性能 

 PVインバータの完全な無効電力制御能力 

 最大効率99%  

 DC1000 Vシステム  

 単相NPC1モジュールで100 kVA以上の出力電力、三相NPC1モ

ジュールで40 kVA以上の出力電力 

 極めて低いスイッチング損失およびとソフトターンオフに最適化された

S5チップと、極めて低いVce,satに最適化されたL5チップ  

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ：F3L400R07W3S5_B59  

製品ページ：FS3L100R07W3S5_B11  

製品ファミリーページ 

アプリケーションノート 

シミュレーションツール 

ブロック図 

主な特長 

 650 V TRENCHSTOP™ 5 

 PressFITピンを備えたEasy 3Bパッケージ  

 cos φ = 0,8 

 T1/T4はS5チップ (400 A)、T2/TT3はL5チップ (300 A)  

対象アプリケーション  

 太陽光発電  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

F3L400R07W3S5B59BPSA1  SP005556646  AG-EASY3B-7011  

FS3L100R07W3S5B11BPSA1  SP003177028  AG-EASY3B-1 

競合製品に対する優位性  

 単相および三相システムのDC1000Vソーラーアプリケーション

に最適  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/f3l400r07w3s5_b59/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/fs3l100r07w3s5_b11/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/easy/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2009-01_Mounting_Instructions_Easy_PressFIT-ApplicationNotes-v02_04-EN.pdf?fileId=db3a30431ed1d7b2011ef425e7c75c5c
https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/iposim.html
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-F3L400R07W3S5_B59-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c72fb9a017c7ef605751310
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FS3L100R07W3S5_B11-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c72fb9a017c7ef66f72131c


 

 

【DC1000 Vの 太陽光発電アプリケーション向け650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT 搭載 

EasyPACK™ 3Bパワーモジュール 】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

1.When are these parts available? 

Now. 
 

2.Is a 2nd source planned for Easy3B? 

Yes, but we can‘t disclose the name  
 

3.Which typical switching frequency can be achieved with this solution? 

16 kHz  



 

 

SuperSO8パッケージとPQFNパッケージ (3.3 x 3.3) に搭載された

OptiMOS™ 6  Power MOSFET   

OptiMOS™ 6 100Vは、高スイッチング周波数アプリケーションの新しい業界標準となる最新

のパワーMOSFET技術です。インフィニオンの最先端の薄ウェーハテクノロジーは、OptiMOS

™ 5テクノロジーに比べて、大幅に性能を向上します。 
 

RDS(on) は18%削減  

Qg x RDS(on) は29%向上 

FOM Qgd x RDS(on) は42%向上 
 

インフィニオンのOptiMOS™ 6パワーMOSFET 100 Vファミリーは、テレコム、サーバー、デスクトップPC、ワイヤレス充電器、急速充電

器、さらには太陽光発電、バッテリー駆動アプリケーション、バッテリー管理システムなどのスイッチモード電源 (SMPS) アプリケーションに

最適です。オン抵抗 (RDS(on)) と性能指数 (FOM - RDS(on) x Qg and Qgd)の改善により効率が向上し、熱設計が容易になり、並

列数を減らすことで、システムコストの削減につながります。 

主な利点 

 低導通損失 

 低スイッチング損失 

 高速ターンオン、ターンオフ 

 並列接続の低減 

 堅牢で信頼性の高い性能 

 環境配慮型製品 

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 

OptiMOS™ 6の利点 (*OptiMOS™ 5に比べて)：  

 RDS(on)を最大で20%低減  

 FOM Qg が30％向上、 FOM Qgdが40%向上 

 Qrr を低減 

 高いスイッチング周波数に最適 

 175℃のジャンクション温度に対応 

 高いアバランシェエネルギー定格 

 鉛フリーの鉛めっき、RoHS対応 

対象アプリケーション  

 テレコム 

 サーバー 

 ソーラー 

 パワーツール 

 ロボティクス 

 ドローン 

 バッテリー管理システム 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

ISC022N10NM6ATMA1 SP005339558 PG-TDSON-8  

ISC027N10NM6ATMA1 SP005339566 PG-TDSON-8  

ISC030N10NM6ATMA1 SP005427072 PG-TDSON-8  

ISC060N10NM6ATMA1 SP005427068 PG-TDSON-8  

ISC080N10NM6ATMA1 SP005409473 PG-TDSON-8  

ISC230N10NM6ATMA1 SP005402670 PG-TDSON-8  

ISZ080N10NM6ATMA1 SP005409469 PG-TSDSON-8  

ISZ230N10NM6ATMA1 SP005402666 PG-TSDSON-8  

競合製品に対する優位性  

OptiMOS™ 6 100 Vは、インフィニオンの新しいパワーMOSFETの革

新的な技術で、OptiMOS™ 5に比べて、伝導損失やスイッチング損失

が低減され、高い信頼性、高い電力密度を実現しています。  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/n-channel/optimos-and-strongirfet-latest-family-selection-guide/optimos-6-100v/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC022N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7ba0a117017babad55375f91
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC027N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7ba0a117017babb690f45f94
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC030N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bb9a9887300a4
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC060N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bb9b35e3600c3
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC080N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bba32c6cb0211
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISC230N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bba4e6aba024a
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISZ080N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bba696a5f02a5
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISZ230N10NM6-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bba7c28d202ac
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FAQ 

1. What is the difference between OptiMOS™ 6 and OptiMOS™ 5 in 100V?  

OptiMOS™ 6 technology was developed to mainly address high switching frequency applications. The main improvements 

compared to OptiMOS™ 5 are related to Figure of merits Qg and Qgd which allow lower switching losses. With the new portfo-

lio it is possible to achieve higher efficiency enabling power density and system cost improvement.   
 

2. Is the new OptiMOS™ 6 improving only the figures of merit of OptiMOS™ 5 in 100V?  

No. OptiMOS™ 6 technology is revolutionary, bringing not only a generalized improvement in the MOSFET FOMs, but also a 

series of other advantages. Among them, we can cite the improved robustness against dv/dt parasitic induced return-on, an 

improved transfer characteristic for operation in linear mode and wider SOA.  
 

3. With the introduction of OptiMOS™ 6, will Infineon discontinue previous OptiMOS™ generation in 100V? 

Infineon will not set as “not for new design” or discontinue the previous OptiMOS™ generation like OptiMOS™ 3 and OptiMOS™ 

5 as they are addressing different customer requirements like general purpose MOSFET and price/performance products for 

industrial applications. 



 

 

OptiMOS™ Pチャネル MOSFET  

OptiMOS™ PチャネルMOSFETは、コスパの良いパッケージと、先進的で信頼性

の高い成熟したシリコン技術を用いることで、価格性能比が業界でもっともすぐれた

高性能製品を提供します。  

主な利点 

 業界標準のパッケージ  

 高いスイッチング周波数と低いスイッチング周波数に最適 

 アバランシェ耐量 

 MCUとのインターフェースが容易 

 Qfが低いため、低負荷時の効率が向上 

 設計の複雑さを軽減 

 エネルギー効率  

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 

 異なる4種類のパッケージで提供  

 幅広いR DS(on)  

 ノーマルレベルとロジックレベルに対応 

 様々なアプリケーション向けに最適化 

 販売パートナーからの幅広い供給  

対象アプリケーション  

 バッテリー保護 

 逆極性保護 

 リニアバッテリー充電 

 ロードスイッチ 

 DC-DCコンバータ 

 オンボード充電器 

 モーター制御 

 低電圧駆動アプリケーション  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

IPD11DP10NMATMA1 SP001656992 PG-TO252-3 

IPD18DP10LMATMA1 SP005343850 PG-TO252-3 

IPD19DP10NMATMA1 SP005343854 PG-TO252-3 

IPB330P10NMATMA1 SP005343858 PG-TO263-3 

IPB320P10LMATMA1 SP005343863 PG-TO263-3 

IPB19DP10NMATMA1 SP005343867 PG-TO263-3 

ISP98DP10LMXTSA1 SP005343907 PG-SOT223-4 

ISP16DP10LMXTSA1 SP005343903 PG-SOT223-4 

ISP20EP10LMXTSA1 SP005343889 PG-SOT223-4 

IPP330P10NMAKSA1 SP005343871 PG-TO220-3 

ISP14EP15LMXTSA1 SP005343899 PG-SOT223-4 

IPB720P15LMATMA1 SP001647776 PG-TO263-3 

IPD42DP15LMATMA1 SP005343875 PG-TO252-3 

競合製品に対する優位性  

OptiMOS™ PチャネルMOSFETは、中低電力アプリケーションにおける

設計の複雑さを解消します。マイクロコントローラーユニット (MCU) とのイ

ンターフェースが容易で、高速スイッチングと高いアバランシェ耐量のため、

高品質で要求の厳しいアプリケーションに適しています。  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/p-channel/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPD11DP10NM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bddc895e91a40
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPD18DP10LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bddd1558c1a43
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPD19DP10NM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bde08b35a1bae
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPB330P10NM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bc9a628c74f22
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPB320P10LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bc9660ea34edc
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPB19DP10NM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bc9416da34eb5
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISP98DP10LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017be30a89034a98
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISP16DP10LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017be2ca8e0c4a4d
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISP20EP10LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017be2dc2f104a50
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPP330P10NM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bde48dfab1c0f
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISP14EP15LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bdf12458d1c4b
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPB720P15LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bc9d41c3b4f5e
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPD42DP15LM-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017bde11d69b1bb1


 

 

インフィニオンのOptiMOS™ LinearFETファミリーに、2つの新しいTO-Leadless (TOLL) 

製品が加わりました。IPT008N06NM5LF (0.8 mΩｃ、60 V)とIPT013N08NM5LF 

(1.3 mΩ、80 V)は、いずれも25˚Cで同クラス最高のRDS(on)と広い安全動作領域 

(SOA) を実現しています。 

OptiMOS™ Linear FETは、オン抵抗とリニアモード性能の間のトレードオフを解決する画期

的なアプローチです。IPT008N06NM5LFとIPT013N08NM5LFは、TOLLパッケージと組

み合わせることにより、ホットスワップ、e-fuse、テレコムやバッテリー管理システム (BMS) で一般

的に見られる保護アプリケーションなどの高突入電流アプリケーションをターゲットにしています。 

D²PAK 7ピンパッケージに比べて面積を60%削減したTOLLパッケージは、最高の効率性、優れたEMI

特性、最高の熱性能、省スペース化が求められる場合に最適なソリューションです。 

主な利点 

 堅牢なリニアモード動作 

 低い伝導損失 

 高い突入電流により、迅速なスタートアップとダウンタイムの短縮を実現 

 互換性のあるフットプリントにより、ドロップイン交換が可能 

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ：IPT008N06NM5LF  

製品ページ：IPT013N08NM5LF  

動画 

システム図：BPA-BMS / バッテリー保護 

主な特長 

 広い安全動作領域 (SOA)  

 低い RDS(on)  

 高い最大パルス電流と連続パルス電流  

 TO-リードレス (TOLL) パッケージ 

対象アプリケーション  

 テレコム：ホットスワップ制御 

 サーバー：ホットスワップ制御 

 バッテリー管理 (BMS)：バッテリー保護 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

IPT008N06NM5LFATMA1 SP004166942 PG-HSOF-8 

IPT013N08NM5LFATMA1 SP004166950 PG-HSOF-8 

競合製品に対する優位性  

同クラス最高のRDS(on) とWide SOAを備えたマーケットリーダー 

TOリードレス (TOLL) パッケージに搭載されたOptiMOS™5 60 V、80 V リニア FET  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/n-channel/ipt008n06nm5lf/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/n-channel/ipt013n08nm5lf/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/n-channel/optimos-and-strongirfet-latest-family-selection-guide/optimos-linear-fet-100v-150v-200v-/?redirId=147539#!videos
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPT008N06NM5LF-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7ba0a117017ba1e0bc6601b5
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPT013N08NM5LF-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7ba0a117017ba1e0a29d018f
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FAQ 

1. What is the advantage of OptiMOS™ Linear FET? 

-The lower RDS(on) and wide SOA performance advantage reduces component count and system size/cost  
 

2. How can I interpret the advantage of OptiMOS™ Linear FET from the SOA diagram?  

− Refer to the e-Learning and the application note 
 

3. When should I use a D2PAK-7pin instead of a standard D2PAK?  

-When a lower RDS(on) is required for applications with highest conduction current 
 

4. What are the available voltage classes? Are there any additional classes planned? 

-The current voltage classes are 60 / 80 V in TOLL, 100 / 150 / 200 V in D2PAK, and 100 V in D2PAK-7pin   

-Additional classes are under consideration depending on market demand 
 

5. Can Linear FET be used in high frequency applications such as SMPS?  

-It is possible, but it is not recommended due to high switching losses  
 

6. Why does Infineon not offer other packages?  

-Additional packages such as SuperSO8 are under consideration depending on market demand 

https://www.infineon.com/cms/media/eLearning/PMM/eLearning_OptiMOS_Linear_FET_technical/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Application-Note_Linear_+FET_+combines_advantages_of_planar_and_trench_+MOSFETs-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625d5945ed015d7f3ed72d00b5


 

 

MOTIX™ 三相モータードライバーIC：TLE9185QX/TLE9185QXV33  

BLDCドライバーICは、BDLCモーター制御用ハーフブリッジ3個、電流センスアンプ1個、32ビット

SPIインターフェース1個などの機能を備えています。また、診断機能や監視機能も備えており、そ

れぞれ5.0 Vと3.3 Vのマイコンで動作するように設計されています。  

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ：TLE9185QX 

製品ページ：TLE9185QXV33 

アプリケーションノート 

システム図 

主な特長 

 外付けNch MOSFET用の、3つのハーフブリッジゲートドライバ 

 アダプティブMOSFETゲート制御 

 保護/診断のためのゲイン設定が可能なローサイド電流センスアン

プ (CSA) を1つ搭載 

 設定/可能なウェイクアップソース 

 最大25 kHzのPWM周波数を持つ6つのPWM入力 

 巡回冗長検査 (CRC) 付き32ビットのシリアルペリフェラルイン

ターフェース (SPI) 

 ノーマルモード、ストップモード、スリープモードでの定期的なサイク

リックウェイクアップ 

 ドレインソース電圧の監視およびオープンロード検出、設定可能な

タイムアウトおよびウィンドウ ウォッチドッグ 

 過熱保護および短絡保護機能 

対象アプリケーション  

 ポンプ（燃料、水など） 

 ブロアモーター 

 エンジン冷却ファン 

 サンルーフモジュール 

 トランスファーケース 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

TLE9185QXXUMA1 SP005569229 PG-VQFN-48 

TLE9185QXV33XUMA1 SP005569354 PG-VQFN-48 

主な利点 

 特許取得済みの原理：MOSFETのスイッチングを最適化すること

で、スイッチング損失の低減とEMCの最適化を実現  

 FOCを使用する際、双方向CSA（電流センスアンプ）によりホー

ルセンサーを冗長化可能 

 MOTIX TLE956x Familyとのピン互換性により、デザインインの

しやすさと、ソフトウェア開発工数を軽減  

競合製品に対する優位性  

TLE9185は、当社の総合的なBLDCドライバーICラインアップの中の

1つで、ローエンドの自動車用モーターアプリケーションに、比類ない性

能と機能を提供します。  

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-driver-ics/tle9185qx/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-driver-ics/tle9185qx-v33/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Z8F80182238_TLE9185QX_TLE9185QXV33-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017be4cac1d84d37
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9185QX-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017be4bfae244d2f
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9185QX%20V33-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7bb971ed017be4af47454d25


 

 

評価キット： MOTORCONTROLKIT_12V  

モーターコントロールキットには市場で実績のあるチップセットが搭載されており、組み立て済

みのため、すぐにモーターを回転させることができます。ポンプやファンなどの低電圧モーター

制御アプリケーションの迅速な試作と評価ができるよう設計されています。  

主な利点 

 サンプルソフトウェアを含む組み立て済みのキットで、迅速な初期評価

が可能 

 TLE9879 Evalkit、角度センサ＆ホールスイッチのPCB、モーター、

ケーブル、ハウジングを含む、モーター制御のためのフルシステムソリュー

ション 

 最も一般的なモータ制御アルゴリズムを実装しています。ユーザーはそ

れらを比較して、自分のニーズに合ったものを選ぶことができます。セン

サーレス vs ホールセンサー vs 角度センサー 

 ブロック整流vs. FOC制御 

 市場で実績のあるチップセット 

 ハードウェアとソフトウェアの両方を1つのパッケージで提供 

 アプリケーションノートを含むソフトウェア開発のための完全なツール

チェーンを提供します。 

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 
 

システム図 

主な特長 

TLE9879 EVALKIT の特長：  

 N-MOS 3相ブリッジ 

 GND接続のシングルシャント 

 内蔵LIN (デバイス内) 

 J-Link経由の仮想Comポート 

 デバッグ用LED 

 オンボードSegger J-Linkデバッガ 

TLE5012Bの特長： 

 360°角度計測 (レボリューションカウンター付き)、角度速度計測 

 15ビットの絶対角度値 (分解能0.01°) 

 ライフタイム期間および温度範囲での最大角度誤差1.0°  

 最大8Mbit/sの双方向SSCインターフェース 

 プログラム可能なインターフェイス IIF、PWM、ホールスイッチモード、

SPC 

 安全度水準 (SIL) に対応 

TLE4968-1Lの特長： 

 動作電源電圧： 3.0 V～32 V 

 安定化されていない電源からの動作が可能 

 外付け抵抗なしで最大42 Vの過電圧に対応 

 アクティブ誤差補償 

 低ジッター (typ. 0.35 μs) 

 磁気閾値の高い安定性 

 PCB上にLEDを搭載し、スイッチングイベントの視認性を向上 

対象アプリケーション  

 ポンプ 

 ファン 

 三相BLDCモーターアプリケーション 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

MOTORCONTROLKIT12VTOBO1  SP005632443 ボード 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/motorcontrolkit_12v/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE987_Evalkit-UserManual-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d4627762291e017781b13c2b36d2
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/motorcontrolkit_12v/


 

 

評価ボード： EVAL-PSIR2085 

EVAL-PSIR2085は，EVAL-1ED3122MX12HなどのEiceDRIVER™絶縁

型ゲートドライバ評価ボードに電源を供給するために開発された標準の電源ボードで

す。 MOSFET，IGBT，SiC MOSFETなどのパワー半導体が搭載されている様々

なEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバ評価ボードに対応します。  

主な利点 

 使いやすい電源ボード 

 2つの絶縁された電源 

 対応するEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバ評価ボードとの併用

でプラグ＆プレイで使用可能 

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ 

製品ファミリーページ 

製品セレクションガイド 

アプリケーションノート 

動画 

主な特長 

 2つの絶縁された電源 

 ゲートドライバの一次側用電源として、VCC1 (3.3 V)、GND 

 ハイサイド ゲートドライバの二次側用電源として、VCC2_HS、

GND_HS、VEE2_HS 

 ローサイド ゲートドライバの二次側用電源として、VCC2_LS、

GND_LS、VEE2_LS  

対象アプリケーション  

 産業用モータドライブ：コンパクトドライブ、標準ドライブ、プレミ

アムドライブ、サーボドライブ 

 業務用空調機器 

 ソーラーインバータ 

 UPSシステム 

 EV充電 

 蓄電システム  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

EVALPSIR2085TOBO1 SP005629989 ボード 

競合製品に対する優位性  

 使いやすい電源ボード 

 2つの絶縁された電源 

 対応するEiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバ評価ボードとの併用

でプラグ＆プレイで使用可能  

システム図 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/eval-psir2085/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/gate-driver-ics/galvanic-isolated-gate-driver/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Industrial%20_galvanic_isolated_gate_driver_ICs-ProductSelectionGuide-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626102d35a016102d8a35f0000
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-33_EVAL-PSIR2085-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c5627e7017c6fe78b1d0879
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/galvanic-isolated-gate-driver/#!trainings
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-33_EVAL-PSIR2085-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c5627e7017c6fe78b1d0879


 

 

評価ボード：REF_ICL5102_U100W_LCC  

本評価基板はLEDドライバー「ICL5102」のリファレンスデザインです。出力電力

100Wで、ICL5102を搭載したハーフブリッジ (HB) ドライバーと、コスト効率の

高いCoolMOS™ P7ファミリーの優れた電力品質と高周波性能を評価することが

できます。 

また、ハーフブリッジ ドライバーが対応する周波数範囲をフルに活用し、非常にコンパ

クトなLCCトランスを実現しています。このトランスは、LCC共振槽の直列インダクタ

ンスを内蔵しています。この高電力密度トランスの設計により、システムレベルでの大

幅なコストダウンと、高周波動作能力による小型化を実現しています。 

主な利点 

 きわめて高い効率と優れた電源品質 

 高電力密度設計に対応 

 温度制御 

 高力率、低THD 

 非常に安定した出力電流 

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ 

製品パンフレット 

アプリケーションノート  

アプリケーションパンフレット 

主な特長 

 スマートな高周波動作: 180-450 kHz 

 直列共振インダクタンスを内蔵したLCCトランスの設計 

 公称負荷時の効率 93.0% (230 VRMS時)  

   (91.5% (120 VRMS時)) 

 力率：0.9以上@30%負荷、267VRMSの場合 

 入力電流THD: 10%未満@20%負荷、267 VRMSの場合 

 入力電圧範囲：90～267VAC 

対象アプリケーション  

 LEDドライバー 

 高天井照明/オフィス照明機器 

 街路灯/スマートストリートランプ/屋外照明 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

REFICL5102U100WLCCTOBO1 SP005571100 ボード 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/ref_icl5102_u100w_lcc/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Lighting_ICs_ICL5102HV_and_ICL5102-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46261764359016194946625790d
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-engineering_report_reference_design_REF_ICL5102_U100W_LCC-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b15ef6222605e
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-General_Lighting_LED-ApplicationBrochure-v04_00-EN.pdf?fileId=db3a304327b897500127f76de0b2654b
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/ref_icl5102_u100w_lcc/#!?fileId=5546d4627aa5d4f5017b15ef6222605e


 

 

評価ボード： REF-ICL5102-U130W-CC 

REF-ICL5102-U130W-CC評価ボードは130W LEDドライバー用評価ボー

ドで、優れた入力電源品質とLLCトランス内蔵設計になっています。REF-

ICL5102-U130W-CC評価ボードは、76 Vから38 Vまでの電圧範囲で定電

流出力が可能な130 W SMPS LED電源です。本評価ボードの特長には、

1.72 A～0.034 Aの広い出力電流範囲、100%～1%と広いアナログ調光レ

ベル、最大500msの高速光到達時間、500msの高速点灯、267 VRMSの

20%負荷時に0.9以上の高力率、267 VRMSの10%負荷時に10%以下の入

力電流THDなどがあります。  

主な利点 

 非常に高い効率、優れた電源品質 

 高力率、低THD 

 LLCトランスを内蔵し、広い出力電圧範囲を実現 

 数多くのモニター機能と保護機能 

 高集積により追加部品が不要でを必要としない、コスト競争力のある

ソリューション 

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ 

製品パンフレット 

アプリケーションノート 

アプリケーションパンフレット 

主な特長 

 入力電圧範囲： 90-267 VAC 

 入力電圧周波数： 45-65 Hz 

 安定化メイン出力電流：0.034-1.72 A (出力電圧範囲： 

38 VDC～76 VDC 

 100%～1%のアナログ調光  

 点灯までの時間: tT2L <500 ms @ 90 VAC 

 公称負荷時の効率：230 VRMSで93.0%以上  

対象アプリケーション  

 LEDドライバー 

 高天井照明/オフィス照明機器 

 街路灯/スマートストリートランプ/屋外照明 

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

REFICL5102U130WCCTOBO1 SP001667160 ボード 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/ref-icl5102-u130w-cc/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Lighting_ICs_ICL5102HV_and_ICL5102-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46261764359016194946625790d
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EngineeringReport_130W_dimmable_constant_current_LED_driver_ICL5102-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4626102d35a01612de7a06b6fb3
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-General_Lighting_LED-ApplicationBrochure-v04_00-EN.pdf?fileId=db3a304327b897500127f76de0b2654b
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-engineering_report_reference_design_REF_ICL5102_U100W_LCC-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4627aa5d4f5017b15ef6222605e


 

 

評価ボード： EVAL_PS_DP_MAIN 

EVAL_PS_DP_MAINは、TO-247 3ピンまたは4ピンパッケージに搭載された

600 V～1200 V用の汎用ディスクリート品の評価プラットフォームです。 

EiceDRIVER™ゲートドライバICなどのユニバーサル基板の評価プラットフォーム

は、TO247-3/4パッケージのディスクリート製品の駆動オプションを実証するため

に開発されました。こうしたオプションを示すために、本マザーボードと、現在は2つの

ドライブカードに分割されています。  

主な利点 

 ドライブカードのレイアウトを参考に、お客様自身の設計が可能 

 すべてのTO-247 3ピン/4ピンパッケージのベンチマークが可能 (基材

技術やメーカー依存なし) 

 マザーボードをモジュール化することで、将来的にプラットフォームの拡

張が可能 

製品関連情報/オンラインサポート 

製品ページ 

主な特長 

 VCC2ゲートドライブ電源電圧-5V～+20V 

 +5Vでの固定VCC1電源 

 SMA-BNCコネクタ経由のゲート接続 

 オプションの同軸シャントを使用した電流計測 

 最適化された通信ループ 

 外部負荷インダクタ接続 

競合製品に対する優位性  

 インフィニオンのゲートドライバとインフィニオンのディスクリート パワー

デバイスを使用した、最適化されたフレキシブルリファレンスボード  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

EVALPSDPMAINTOBO1  SP005572487  ボード 

システム図 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/eval_ps_dp_main/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-32_EVAL_PS_DP_MAIN-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c03edb4017c271760fa47c0

