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SCALE™-2 IGBT ゲート ドライバにより 適化された再生可能イ

ンバータ システムの設計が容易になる 
 
CONCEPT 社の SCALE™-2 プラグアンドプレイ ゲート ドライバの 1 つである新型 2SP0325 
IGBT ゲート ドライバ – これにより Mitsubishi 社製の新しい Mega Power Dual IGBT モジュール
が、太陽光発電及び風力発電の用途で効率的に駆動するようになります。このドライバは EMI が
強化され、更に高度な集積化によりコンパクトで信頼性の高い電力コンバータの設計を可能にし、
柔軟ですぐに使用できるソリューションを実現します。 
 
(スイス、CT-Concept Technologie GmbH、Dominik Frauenfelder 及び Olivier Garcia) 
 
成長する再生可能エネルギーの市場には、太陽光及び風力インバータで使用するために強力な 

IGBT モジュールが必要です。理想的には、必要な IGBT モジュールの数を 小限に抑えてシステ

ムのコスト及び複雑さを削減すると同時に、信頼性を高いレベルに保つ必要があります。それに応

じて Mitsubishi 社は、新しい Mega Power Dual の IGBT モジュール ファミリーを発表しました。こ

れは、IGBT モジュールの並列接続を必要とすることなく NW 範囲で 3 相コンバータにハーフブリッ

ジ トポロジを使用します。次の 2 つのタイプを利用できます。特にソーラー インバータ 

(CM2500DY-24S) 用に設計された 1200V/2500A、及び風車インバータ (CM1800DY-34S) 用の 

1700V/1800A モジュール。IGBT モジュールは、モジュールの冷却を 適化するための非常に低

誘導な内部配線及び精緻なアルミニウム ベースプレートと組み合わせて、CSTBT™ (Carrier 

Stored Trench Bipolar Transistor) 技術を使用して 適化されています[1]。 

 

 

図 1:新しい Mega Power Dual IGBT モジュールにネジ止めされている 2SP0325T 

 



この記事では、新しい Mega Power Dual IGBT モジュールを駆動するために設計された 

2SP0325 SCALE™-2 ドライバの主な機能について説明します。ドライバ ファミリーは主に次の 2 

つのバージョンで構成されています。 

 2SP0325T ドライバは電気的インターフェイスを特長としています。これらはコスト効率が

良く、コスト重視のアプリケーションをターゲットにしています。 

 2SP0325V ドライバには、要求である、アプリケーション用の光ファイバ インターフェース

が含まれています。 

どちらのドライバ バージョンも安全で、コンパクト、かつ信頼性の高いソリューションで、コンバータ設

計サイクルの短縮化を実現できます。 

過酷な EMI 環境向けの設計 

ゲート ドライバは、コンパクトで信頼性の高いソーラー インバータ及び風力発電インバータを実現す

るための鍵となる要素です。ドライバは、スイッチング特性及びコンバータ システムの関連パフォー

マンスを制御するだけでなく、過負荷や短絡が発生した場合でも、IGBT が確実に安全な動作限度

内でスイッチングするようにします。 

 

IGBT モジュールの内部インダクタンスは、2SP0325 ドライバのすぐ下に、モジュールに沿って縦方

向に配置されたバス バーにより、相対的に低く抑えられています。通常動作時はドライバ上で誘発

される電磁障害 (EMI) が相対的に低く抑えられています。これは、バス バーの電流の変更が双方

向に発生し、その結果 IGBT モジュールのすぐ上に配置されているドライバ電子製品にとっては通

常問題とならない微弱な外部磁場になるためです。ただし、IGBT 短絡が発生した場合、IGBT モジ

ュールを流れる電流が高いため、磁場の変動は非常に大きくなります。IGBT ドライバの重要なタス

クの 1 つは、短絡が発生した場合にドライバが短時間 (<10µs) で確実にターンオフできることです。

したがって、ドライバの設計は、磁場が高い場所においても、特に IGBT 短絡が発生した場合でも、

動作できるように 適化されている必要があります。 

 

2SP0325 のレイアウトについては、関連する高い電力損失とともにコンポーネントを 適に冷却し、

その結果動作温度を低くする一方で信頼性を向上するとともに、ドライバの電子機器の適切なシー

ルドを対応する平面とともに確保するために、十分に検討されてきました。電気的バージョン 

(2SP0325T) は、ドライバの信号/ノイズ比率をさらに大きくするために、15V 論理向けに設計されて

います。ディスクリート部品は、長寿命及び高い信頼性を保証するために慎重に選択されました。そ

の一例として、CONCEPT 製品では電解コンデンサが使用されていません。 

 



高集積 SCALE-2 チップセットと前述の 適化により、ドライバは、IGBT モジュールとドライバの間

にシールド プレートを使用することなく、IGBT モジュールの上で直接、安全に動作できます。  

 

市場実績のある SCALE-2 技術 

SCALE-2 チップセットは、デュアルチャンネル ゲート ドライバ コアの全機能を一次側チップ LDI 

(論理/ドライバ インターフェース) 及び二次側チップ IGD (インテリジェント ゲート ドライバ) に集積し

ています。チップセットが高レベルに見積りされており、ディスクリート部品の数が大幅に減り、コスト

及び信頼性の面でのメリットが実現されています [2]。  

 

 
図 2:2SP0325T SCALE-2 ドライバのブロック図 

 

一次側 ASIC LDI は、以下の主要なタスクを実行します。 

 入力信号はトランス パルスに変換されます (電気的インターフェース)。 

 ドライバの二次側で発生した異常信号が、ドライバの一次側インターフェースに伝達されま

す。異常がある場合、「ブロッキング時間」の間はドライバがブロックされたままになります 

(これに対応するドライバ チャンネルはオフ状態のままになります)。 

 DC/DC コンバータのスイッチング信号が生成されます。 



 一次側の電源は監視されています。入力低電圧が発生した場合には、両方のドライバ チャ

ンネルがオフになり、異常信号が発生します。 

 2 つの動作モードを選択できます。ダイレクト モードでは、ユーザーが両方のドライバ チャ

ンネルを個別に制御できます (デッドタイムは外部的に生成される必要があります)。ハーフ

ブリッジ モードでは、LDI が両方のチャンネル間のデッドタイムを自動的に生成します。 

 

二次側 ASIC IGD は、以下の機能を提供します。 

 トランス信号は、+15V/-10V ゲートエミッタ電圧に変換されます。 

 短絡監視 - 回路短絡時、対応する IGBT はオフになり、異常が一次側インターフェースに

伝達されます。 

 アドバンスト アクティブ クランプ (詳細はこの記事で後述) は、Vce ターンオフ過電圧を制限

します。 

 ドライバの二次側電源電圧は監視されています。IGBT は入力低電圧の場合でも安全にオ

フになり、異常信号が発生しドライバの一次側に送信されます (電気的インターフェース)。 

 

ゲート ドライバのエネルギーを二次側に供給するために必要な DC-DC トランスも、ドライバに組み

込まれています。DC-DC コンバータ及び信号トランスは両方とも、ドライバの一次側及びいずれか

の二次側との間における、EN50178 保護クラス II の安全絶縁を特徴としています。 

 

柔軟なソリューション 

2SP0325 ドライバは監視機能及び制御機能を含む SCALE-2 チップセットを使用するため、ゲート

抵抗などの顧客特有のコンポーネントを取り付ける必要がありません。ドライバは、 大 35nH を超

える幅広い浮遊インダクタンスを処理できます。ユーザーが行う必要があるのは、ドライバに 15V 

非絶縁供給電圧を供給し、それに対応する入力信号 (電気的コネクタまたは光ファイバ コネクタ) を

ゲート ドライバに提供することだけです。 

アドバンスト アクティブ クランプ 

IGBT ドライバ 2SP0325 の主な特長は、IGBT ターンオフ過電圧の制御です。すぐに使用できるド

ライバを設計する時に課題となるのは、ゲート抵抗やその他のドライバ パラメータを変更することな

く、幅広いコンバータ システムに適合するようにドライバのパラメータを設定することです。 



 
図 3:dv/dt フィードバック搭載のダイナミック アドバンスト アクティブ クランプ機能 

 

よく理解されている基本的なアクティブ クランプ (図 3 のボックス AC) は、ターンオフ時に IGBT の

コレクタエミッタ電圧を制限します。このクランプ トポロジでは、IGBT コレクタから過渡電圧サプレッ

サを経由し IGBT ゲートに対し、フィードバック パスは一つです。IGBT は、コレクタエミッタ電圧が

あらかじめ設定したスレッシュホールドを超えると直ちに部分的にオンになります。その後 IGBT は

リニアな動作で維持され、このようにコレクタ電流の下降率が減少し、ひいてはコレクタエミッタ過電

圧が抑えられます。 

 

SCALE-2 では、アドバンスト アクティブ クランプ (AAC) フィードバック (図 3 のボックス AC 及び 

AAC) は、ドライバの二次側 ASIC で動作します。アドバンスト アクティブ クランプの動作により、電

圧が上がると直ちに、GL に接続されているドライバのターンオフ MOSFET が徐々にオフに切り替

わります。これにより、IGBT ゲートからターンオフ ゲート抵抗 Rg,off を介して COM に流れる電荷

が減ります。その結果、TVS における電力の損失が抑えられるとともに、IGBT ターンオフ コレクタ

エミッタ過電圧が少なくなります。[3]。 

 

dv/dt フィードバック 

2SP0325 ドライバには、dv/dt フィードバック機能 (図 3) が追加されています。その目的は、通常の

スイッチング操作中に TVS が過熱状態になることなく、非常に高効率なターンオフ過電圧制限を達

成することです。  コレクタエミッタ電圧の上昇中に、 ∙  の式で規定される電流は、TVS に



並列に接続される dv/dt コンデンサに流れ込みます。この電流はさらに、同じドライバの端子に流

れ込みますが、アドバンスト アクティブ クランプ フィードバックに先立って連続して印加され、アドバ

ンスト アクティブ クランプをサポートします。この追加駆動方法を使用すると、VCE 電圧クランプが

更に高効率になり、TVS での損失が減ります。したがって、IGBT スイッチング周波数が増加する

か、モジュールの逆バイアス安全動作領域 (RBSOA) を超えることなく、より高い DC リンク浮遊イ

ンダクタンスを使用して IGBT モジュールをスイッチすることが可能になります。また、スナバ コンデ

ンサは必要ありません。 

 

 
図 4:CM2500DY-24S と Lσ=15nH、及び CM2500DY-24S と 30nH (IC=2500A、VDC=800V、TA=25°C) のターンオフ

の比較 

 



 

図 5:CM2500DY-24S と Lσ=15nH、及び CM2500DY-24S と 30nH (IC=5000A、VDC=800V、TA=25°C) のターンオフ

の比較 

 

異なるコレクタ電流及び DC リンク浮遊インダクタンスを持つ CM2500DY-24S IGBT のターンオフ

測定 Lσ は、SCALE-2 技術のメリットを示しています。アドバンスト アクティブ クランプ及び dv/dt フ

ィードバックは、RBSOA を超えることなく 大限可能な速度でターンオフ スイッチングを制御します。

これは、図 4 (Vce,peak=1086V @ Lσ=15nH, Vce,peak=1090V @ Lσ=30nH) で通常の電流、また図 5 

(Vce,peak=1097V @ Lσ=15nH, Vce,peak=1085V @ Lσ=30nH) で通常の 2 倍の電流でのターンオフ 

ピーク過電圧がほぼ同じ値であることから明らかです。ゲートエミッタ電圧の発振はクランプ回路の

制御フィードバックに関連しており、完全に正常です。コレクタエミッタ dv/dt の段階の 初に、dv/dt 

フィードバックに基づきゲートエミッタ電圧の増加することを明確に見ることができます。ゲートエミッ

タ電圧の増加の第 2 段階は、アドバンスト アクティブ クランプ機能をアクティブにするコレクタ電流

の高ターンオフ di/dt に基づいています。 

 

測定は、2SP0325T IGBT ゲート ドライバにより駆動する CM2500DY-24S を使用したハーブブリ

ッジ構成で、ダブル パルス測定方法により実行されました。浮遊インダクタンスを 15nH に下げて

小化するために、特定の 1µF/1250V スナバ コンデンサが使用されました。結果は、ドライバが、

IGBT module フル DC リンク電圧の VDC=800V を使用して IGBT モジュールの通常電流の 2 倍

までの電流に対応できることを示しています。測定されたターンオフ過電圧は、十分な安全マージン

を含む許容される 1200V を下回ります。図 4 及び 図 5 の測定は、25°C で実行されました。VCE タ

ーンオフ過電圧は、周囲温度 85°C (ゲート ドライバで許容される 大周囲温度) で 60V 高くなりま

すが、それでもまだ明らかに IGBT モジュール RBSOA の範囲内に収まります。 



ダイナミック アドバンスト アクティブ クランプ 

CONCEPT のダイナミック アドバンスト アクティブ クランプ (DA2C) は、さらに発展させたもので、

2SP0325 ドライバに実装されています。TVS (図 3 のボックス DA2C) が、アドバンスト アクティブ 

クランプに使用される TVS にシリーズで追加されています。この TVS は、IGBT ターンオフ コマン

ドの後、約 15-20µs に加えて、IGBT オン状態時に補助 IGBT Q0 で短絡状態になり、効率的なア

クティブ クランプを保証します (IGBT ターンオフ時、追加 TVS はアクティブではありません)。この

遅延の後、補助 IGBT Q0 がオフになります。したがって、追加の TVS はアクティブになり、IGBT 

オフ状態時は DC リンク電圧がより高い値に上昇できます。これにより、たとえば、緊急シャットダウ

ンの後でコンバータ システムの出力インダクタを消磁し、それに続く避けられない短時間の DC リン

ク電圧の上昇の可能性が許容されます。  

IGBT 短絡保護 

 

図 6:2SP0325T 及び CM2500DY-24S でのハーフブリッジ短絡  

 

2SP0325 ドライバにおける短絡検出は、SCALE-2 ドライバと同じ十分に実証済みの方法により達

成されます。IGBT オン状態時の IGBT の飽和電圧は、抵抗回路によって監視されます。回路は、

ターンオン時の後の一定の期間にコレクタエミッタ電圧があらかじめ規定されたレベルを下回ってい

ないかどうかを確認します。コレクタエミッタ電圧がそのレベルを下回った場合、または後で IGBT 

オン状態時にこのレベルを上回った場合、短絡状態が検出され、ドライバは RBSOA 範囲内で安

全に IGBT をオフにします。  



 
図 7:短絡検出のための回路 

 

IGBT オフ状態では、図 7 のドライバ内部の MOSFET T1 がピン VCE をピン COM に接続します。

続いて、コンデンサ Ca は、マイナスの供給電圧に放電されます。IGBT ターンオン及びオン状態で

は、ドライバの内部 MOSFET T1 がオフになります。コレクタエミッタ電圧 (青い円) はあらかじめ定

義されたレベルを超えており、Ca は COM 電位から IGBT 飽和電圧に充電されます。Ca (赤い円) 

の電圧が基準電圧 (緑の円) のレベルを超えて上昇した場合、IGBT は短絡状態であり、ドライバは

直ちに IGBT をオフにしてこれを過熱から保護します。 

 

抵抗回路を使用したデサチュレーション保護機能には、ダイオードを使用した標準的なソリューショ

ン以上のメリットがあります。ダイレクト VCE センスは、高電圧ダイオードの寄生容量またはそれら

の顕著な温度依存性による影響を受けなくなりました。さらに、IGBT 飽和保護中のフィルタリング

時定数は、50µs の範囲内で相対的に高くなります。このフィルタリングにより、IGBT オン時に VCE 

が短く急峻に増加した場合に、不要な保護動作が適用されるのを防ぎます。 

 

加えて、SCALE-2 ドライバは、IGBT オン状態時に厳しく制御されている +15V ゲート電圧を提供し

ます。この機能は、特に Type II 短絡状態で役立ちます。この異常モードで発生している高いコレク

タエミッタ dv/dt 値が、ゲート回路に相当量の電荷を注入します (Miller フィードバック)。これにより、

ゲート電圧が上昇し、その結果非常に高いレベルの短絡電流が発生します。特に短絡回路の時間

が長すぎる場合、これは IGBT モジュールにとって危険な状況となる場合があります。SCALE-2 ド

ライバはショットキー ダイオード クランプを使用してゲートエミッタ電圧を安全な値に制限します。安



定した 15V の供給により、Miller フィードバック電荷が緩和され、IGBT の安全な動作が維持されま

す。 

まとめ 

SCALE-2 チップセット及び高度な集積化により、2SP0325 CONCEPT ゲート ドライバは、

Mitsubishi 社の新しい Mega Power Dual IGBT モジュールを駆動するための、コスト効率が高く

信頼できるソリューションとなっています。ドライバは、IGBT のほとんどの用途での要件に対応する

よう 適化されています。すぐに使用できるソリューションであり、ドライバを IGBT モジュールにマ

ウントすると即座に動作させることができます。したがって、低い開発リスクとともに短い設計サイク

ルを簡単に達成することができます。新しい Mega Power Dual IGBT モジュールのプラグアンドプ

レイ ドライバ ファミリーにより、CONCEPT は、EMI の高い環境において 新世代の IGBT モジュ

ールの 適化された動作を可能にする、実績のある SCALE-2 チップセットの非常に優れたパフォ

ーマンスを再び示しました。 
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