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認知
(関心)

選定
(学習)

確認
(評価)

設計
(正当性)

量産購入
(使用)

販売後
(サポート)

サンプル購入
(テスト)

インフィニオンツールボックス：デザインインにフォーカス

製品の選択 ソリューションの選択 ソリューションの評価

製品ファインダー (例：IGBT, 
MOSFET, IPM, ゲートドライバー、
シミュレーションモデル)

ソリューションファインダをご利用ください

(例：モータ制御, SMPS, LED照明, 
POL)

シミュレーションツール

(例：IPOSIM, インフィニオンデザ
イナー, XENSIVTM)

ダウンロード:データシート、シミュレーションモデル、BOM、回路図、評価ボード

www.infineon.com/tools/ 近日リリース

オンラインツール概要
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/

7 minutes

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/igbt-discrete/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/mosfet-finder/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/ipm-finder/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/gate-driver/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/simulation-model/
https://solutionfinder.infineon.com/application/en?redirId=56136
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/sensor.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html?search=true&keyword=xmc1200
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/
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オンラインツール概要
www.infineon.com/tools/

ハードウェア設計

ソフトウェア設計

16製品検索

ソリューションファインダー

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/
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インフィニオンツールボックス：デザインインにフォーカス7 minutes

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/igbt-discrete/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/mosfet-finder/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/ipm-finder/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/gate-driver/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/simulation-model/
https://solutionfinder.infineon.com/application/en?redirId=56136
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/sensor.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html?search=true&keyword=xmc1200
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/
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製品ファインダー概要
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/

IGBT
ディスクリート検索

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/
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オンラインツール概要
IGBT Discrete Finder

他の製品ファインダー
1

IGBTのパラメータを選択
2

IGBTの特長
3

アベラビリティとパッケージ
4

選択した製品の比較
5

シミュレーション開始
6

ドライバーの選択
7

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/igbt-discrete/?filterValues=~(VOLTAGE_CLASS_FILTER~(~'600)~TYPE_FILTER~(integratedVal~true)~MAX_CURRENT_FILTER~'40~QUALIFICATION_FILTER~(industrial~true))&visibleColumnIds=name,opn,productStatusInfo,orderOnline,522,5546d4624f205c9a014f3c76a4f51d29,496_max,c352cb0d3c2944d88b366705fdc7bf26,698_min,698_max,444_85_max,449_max,449_nom,694_nom,641,693,617,618,551,33_nom,34_nom
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ボタンを押した後、比較する製品のチェックボックスをチェック 表の左上の角にある ボタンを押すと比較を開始します。

選択した製品の比較
比較結果の表示

製品の差異部分
1

https://www.infineon.com/cms/system/modules/com.infineon.corporatewebsite.frontend/templates/compareview_popup.jsp?configId=5546d46c5f148b58015f2b036c4c0095&compareIds=5546d46249be182c0149c91b2631206b,5546d46262b31d2e0162f67447d94bf7,ff80808112ab681d0112ab6d92a011ae,db3a304429a0ef41012a1e09162b1187&visibleColumnIds=name,opn,productStatusInfo,orderOnline,522,5546d4624f205c9a014f3c76a4f51d29,496_max,c352cb0d3c2944d88b366705fdc7bf26,698_min,698_max,444_85_max,449_max,694_nom,641,693,617,618,551,33_nom,34_nom
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PLECSを使用したオンライン製品シミュレーション
https://plex.infineon.com/plexim/igbtmotor.html?Parts=IKW30N60T

2019-03-04             restricted

アプリケーションのパラメータを設定

製品を選択

シミュレーション開始

シミュレーション結果の表示

https://plex.infineon.com/plexim/igbtmotor.html?Parts=IKW30N60T
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MOSFET製品のページにあるウィジェットをご利用ください

2019-03-04             restricted

MOSFETウィジェット
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https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html?search=true&keyword=xmc1200
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/
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ソリューションファインダのロケーション
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› ダイレクトリンク：www.infineon.com/solutionfinder

› デザインツール：www.infineon.com/tools

› アプリケーションページから

http://www.infineon.com/solutionfinder
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/


Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved. 16

ソリューションファインダ
デモ：概要および産業の選択

› www.infineon.com/solutionfinder

2019-03-04             restricted

セレクションガイド
1

産業の選択
2

http://www.infineon.com/solutionfinder
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ソリューションファインダー:デモ
【アプリケーション選択】
www.infineon.com/solutionfinder

2019-03-04             restricted

選択履歴
1

アプリケーション選択
2

http://www.infineon.com/solutionfinder
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ソリューションファインダー:デモ
【負荷選択】
www.infineon.com/solutionfinder

負荷のカテゴリーを選択
1

負荷の種類を選択
2

負荷内容に関する説明
3

http://www.infineon.com/solutionfinder
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動作パラメータを設定
1

カーソルを移動させるとパラメータの説明

をポップアップ表示します

2

ソリューションファインダー:デモ
【パラメータ設定】
www.infineon.com/solutionfinder

http://www.infineon.com/solutionfinder
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ソリューションファインダー:デモ
【ソリューション比較】
www.infineon.com/solutionfinder

統合レベル
2

トレードオフレート
3

アクション
4

提案ソリューション一覧
1

製品候補一覧
5

http://www.infineon.com/solutionfinder
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ソリューションファインダー:デモ
【ソリューション・チェック】
www.infineon.com/solutionfinder

システム
シミュレーション

1

回路およびパラメータ
2

シミュレーション結果
3

選択・利用可能
な製品

5

シミュレーション図
および状態

4

http://www.infineon.com/solutionfinder
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ソリューションを
選択

1
レポート、パートナー、購入のアクション

2

ソリューション構成
3 評価ボード

(BOM詳細)

4

ソリューションファインダー:デモ
【ソリューション購入】www.infineon.com/solutionfinder

http://www.infineon.com/solutionfinder
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https://solutionfinder.infineon.com/application/en?redirId=56136
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オンライン シミュレーション：
多様なユースケース向けにカスタマイズされたシミュレーション エンジン

2019-03-04             restricted

セキュア&セーフガード

検知 演算 作動

電力管理

簡単
環境配慮
安全選

択
製
品
ブ
ロ
ッ
ク
図

パワー ミックスシグナル & 制御 RF センサー

確
認

✓ 全体的な効率は？

✓ 加熱対策をした設計？

✓ 安定した設計になっている？

✓ ソフトウェアにエラーは無い？

✓ 磁気スイッチは正しい位置に設
置されている？

設
計
ツ
ー
ル

IPOSIM (IGBT モジュール&

バイポーラディスク）

モータシミュレータ (IGBT, IPM)

PowerEsim (SMPS)

EasyAPE PRO(ATV Body Power)

Infineon Designer (MOSFET, ドライバー、MCU)

PowerDesk（PoL)

IfxSPICE, SIMetrix, PSpice, LTSpice

センサーツール

(3D, 角度&ホールセンサー）

オ
ン
ラ
イ
ン

オ
フ
ラ
イ
ン

熱設計
電気的設計

ソフトウェア設計

磁気設計

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/igbt.html
https://infineon.poweresim.com/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/powerdesk.html?search=true&keyword=computing
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1

2

3

1. myInfineonへの登録

- 顧客：旧Transimアカウ

ントからは移行できないた

め、新たなアカウントが必

要です。

2. Getting Started 

- ドキュメント

- ビデオ

3.  ハイパーリンクが設定してあり、

一つずつ説明しています。

IPOSIM: インフィニオン パワー シミュレーション ツール
ランディングページ：https://www.infineon.com/iposim

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
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IPOSIMのステップバイステップ・ガイド
ダイレクトリンク：https://iposim.infineon.com/application/jp

2019-03-04             restricted

ステップ1：トポロジー選択
1

ステップ2：入力設定
2

ステップ3：デバイス選択
2

ステップ4：温度シミュレーション
4

ステップ5：シミュレーション結果比較
5

ステップ6：結果のダウンロード
6

まずターゲットアプリケーション、回路トポロジー
を選択します。

次に定常状態または負荷サイクルシミュレーシ
ョンの入力要件を決定します。

入力値を元に最適な製品を一覧表示します。

シミュレーション結果を確認します。画像クリック
で拡大し、詳細を評価します。

選択した製品のパワー損失、演算された温度
を比較します。

シミュレーション結果を使いやすい一覧表形式
でダウンロードします。

https://iposim.infineon.com/application/jp
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インフィニオン デザイナー：オンライン・デジタル・プロトタイピン
グ・エンジン (www.infineon.com/ifxdesigner)
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優れたユーザーエクスペリエンス

› フル機能の回路エディタ

› マルチプラットフォーム (IE, Safari, 

Chrome, Firefox等）

› インストール不要

› ライセンス制限なし

› パワフルなサーバーによる高速シミュレーション

特長

› 製品およびアプリケーションの高精度な過渡やシステム効率のシミュレーション

› インタープリター ウィンドウを使用した高速なパラメータ設定

› デジタル/アナログ混在シミュレーション

› 430個以上のアプリケーション回路（照明、電源、モータ制御、POL等)

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
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1 XMC1200の回路を選択

シミュレーションモードを選択2

3
マイコンソフトとアナログ回路を
一緒にシミュレーション

インフィニオン デザイナーのユースケース：
コードデバッガを使用したオンライン アナログ/デジタル混在シミュレーション

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html?search=true&keyword=xmc1200
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› 独自の価値提案

- マニュアルやデータシートを読む必要なく、
クリック&プレイでボードを体験できます

- オンライン購入する前に、自分のアプリケーション
にソフトボード(ハードウェア＆ソフトウェア)を適
用できます

› フルハードウェア＆ソフトウェア設計

- ハードウェア：Arduino Shield

- ソフトウェア：DAVE

- オンライン回路：TINA SPACE

- エンジン：DesignSoft

- ホスト：インフィニオンと設計ソフト

2019-03-04             restricted

ハードウェアソフトウェア

オンライン仮想化

HWオシロスコープ
2

SWデバッガ
1

インフィニオン デザイナーのユースケース：Digital Twin
24V Arduino Shield PROFETTM+ 24Vファミリー

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/24v_shield_btt6030/#ispnTab1
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/24v_shield_btt6030/#!tools
https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Automotive|Power|&file=atv_bp_arduino_24V_BTT6030_and_BTT6020.tsc
https://design.infineon.com/tinademo/designer.php?path=EXAMPLESROOT|INFINEON|Applications|Automotive|Power|&file=atv_bp_arduino_24V_BTT6030_and_BTT6020.tsc
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› myInfineonアカウントでログイン

› スクラッチから、またはサンプル回路を使用して回路を作成
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インフィニオン デザイナーの特長：
フル機能の回路エディター

myInfineon にログイン

ビューアーおよび回路エディター
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› 設計ツール
− 容易なパラメータ設定
− 定義された式を使った迅速な計算と回路設定
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インタープリター ウィンドウ

設計ツール

インフィニオン デザイナーの特長：
設計ツール：パラメータ設定、計算
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オンライン・エンジニアリング・ツール概要

製品の選定方法：製品ファインダー

目次

ソリューションの選定方法：ソリューションファインダー

ソリューションの評価方法：デザイン・ツール

サポート：インフィニオンWeb www.infineon.com/support
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テクニカルサポート

› www.infineon.com/supportにアクセスしてください
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https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/company/contacts/support/?redirId=47672


Copyright © Infineon Technologies AG 2019. All rights reserved. 352019-03-04             restricted

認知
(関心)

選定
(学習)

確認
(評価)

設計
(正当性)

量産購入
(使用)

販売後
(サポート)

サンプル購入
(テスト)

インフィニオンツールボックス：デザインインにフォーカス

製品の選定方法 製品の選定方法 製品の選定方法

製品ファインダー (例： MOSFET, 
IGBT, ゲートドライバー等)

ソリューションファインダをご利用ください

(例：モータ制御, 電源等)

シミュレーションツール

(例：インフィニオンデザイナー,
IPOSIM, PLECS)

www.infineon.com/tools/ 近日リリース

オンラインツール：学習と選定に特化

オンラインツール概要
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/

› 16個の製品ファインダー

› パラメトリック検索ベース

› 既知の製品タイプやパラメータに
最適

› ソリューションファインダー

› システムブロック図ベース

› インフィニオン製品のシステムへ
の理解を深めることができます

› 使いやすさ

› パラメトリック検索とシステムシミ
ュレーションを合体

› インフィニオンデザイナー SPICE
シミュレーション

 フル機能の回路エディタ

 過渡/定常状態の分析

 430個以上のアプリケー
ション回路

› IPOSIM/PELCS 熱シミュレー
ション：

 迅速で容易

 熱、効率、損失の計算

https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/mosfet-finder/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/igbt-discrete/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/gate-driver/
https://solutionfinder.infineon.com/application/en?redirId=56136
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
https://plex.infineon.com/plexim/igbtmotor.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html?search=true&keyword=xmc1200
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
https://www.infineon.com/cms/en/tools/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
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リソース一覧： https://www.infineon.com/cms/jp/tools/

検索ツール

› インフィニオンソリューションファインダー › インフィニオン評価ボードファインダー

› インフィニオン製品ファインダー ›   インフィニオンシミュレーションモデル

ハードウェア シミュレーション ツール ソフトウェア開発ツール

熱設計

› パワーモジュールおよびディスクデバイス用 › Arm® Cortex®-MベースのXMCTM 32ビット産業用マイコン

インフィニオンIPOSIMパワーシミュレーション 向けDAVETM 開発プラットフォーム

› PLECSによるIntegrated Power Module › TriCoreTMベースの32ビット車載用マイコン AURIXTM用

(IPM)用インフィニオンパワーシミュレーション TriCoreTM開発ツール

› PLECSによるディスクリートIGBT用インフィニオン

パワーシミュレーション インフィニオンのサポートおよびディストリビュータ・パートナー

電気・ソフトウェア設計 › 技術サポートセンター

› TINACloudによるインフィニオンデザイナー › フォーラム

› スイッチモード電源(SMPS)用PowerEsimシミュレーション ›  ニュースレター

› 注文可能な製品番号(OPN)検索

磁気設計 › 製品購入先

› インフィニオン磁気センサー設計ツール › 問い合わせ先、ロケーション
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https://www.infineon.com/cms/jp/tools/
https://solutionfinder.infineon.com/application/en?redirId=56136
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/evaluation-board/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/igbt-discrete/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/solution-finder/product-finder/simulation-model/?redirId=64615
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
https://www.infineon.com/cms/jp/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-cortex-m/#!tools
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/iposim.html
https://www.infineon.com/cms/jp/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-cortex-m/#!tools
https://plex.infineon.com/plexim/ipmmotor.html
https://www.infineon.com/cms/jp/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-cortex-m/#!tools
https://plex.infineon.com/plexim/ipmmotor.html
https://www.infineon.com/cms/jp/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-cortex-m/#!tools
https://plex.infineon.com/plexim/ipmmotor.html
https://plex.infineon.com/plexim/ipmmotor.html
https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/company/contacts/support/?redirId=47672
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/ifxdesigner.html
https://www.infineonforums.com/
https://infineon.poweresim.com/
https://infineoncommunity.com/Newsletter4Engineers?src=Infineon
https://www.infineon.com/cms/jp/product/search/opn/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/where-to-buy/
https://www.infineon.com/cms/jp/tools/landing/sensor.html
https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/company/contacts/support/?redirId=47672


The information given in this training material is given as a hint for the implementation of 
the Infineon Technologies component only and shall not be regarded as any description or 
warranty of a certain functionality, condition or quality of the Infineon Technologies 
component.

Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind 
(including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of 
any third party) with respect to any and all information given in this training material.

本トレーニング資料に掲載されている情報は、インフィニオン テクノロジーズ製品を実装する上でのヒントとしてのみ提供
しており、テクノロジーズ製品の特定の機能、条件、品質を記載もしくは保証するものではありません。

インフィニオン テクノロジーズは、本条により、このトレーニング資料に記載されたすべての情報に関して、(第三者の知
的所有権の非侵害も含むが、それに限らず)いかなる種類の保証、および一切の責任を否定するものとします。

免責条項




