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cell 及び、ゲートドライバーの動作は、IGBT 及び負
荷であるクライストロンの保護に関わる重要なもの
であり、その動作試験が必要不可欠となる。 

3.2 ゲートドライバーのテスター 

ゲートドライバーは、hardware manager からトリ
ガー信号をもらい、IGBT を駆動するゲート信号を
出力する。各 cell には、メインパルス回路の充電用
と放電用、パルス補正回路の充電用と放電用で 4 つ
のゲートドライバーがある。ゲートドライバーのテ
スターは、ゲートドライバーにトリガー及び過電流
の信号を入力し、ゲート電圧波形の確認、各イン
ターロックの動作確認を行うためのものである。
ゲートドライバーのテスターのブロック図を Figure 
4 に示す。また、主な確認項目を下記に示す。 
 VGEのパルス電圧の確認 
 VCEのパルス電圧の確認 
 IPKインターロックの動作確認 
 DI/DT インターロックの動作確認 
 VGEショートのインターロックの動作確認 

 

Figure 4: Block diagram of the gate driver tester. 

3.2 テストスタンド 

KEK では、2 cell の試験を行うためのテストスタ
ンドを製作する予定であり、現在、詳細に関する検
討を行っている。テストスタンドは、application 
manager、PC、充電電源（-4.2kV、-1.2kV）、模擬負
荷、及び 2 cell を収容するケースで構成される。テ
ストスタンドのブロック図を Figure 5 に示す。 

テストスタンドでは、2 cell を収容するケースの
扉のインターロック等を受けて、各 cell へのトリ
ガー信号、充電電源へのインヒビット信号の制御を
行うために、application manager が必要となる。ま
た、application manager を Ethernet に接続すること
によって、PC から充電の ON/OFF、トリガーの
ON/OFF を行えるようにする。 

テストスタンドで必要となる充電電源は、2 cell
でフルスペックの運転をした場合、メインパルス回
路用で約 10kW、パルス補正回路用で約 2kW の容量
が必要となる。また、それぞれの充電電源は、
application manager からのインヒビット信号を受け
て、充電を停止する必要がある。P2 Marx では、PC

からメインパルス回路の充電電圧を設定しているが、
テストスタンドではローカルで行う。 

模擬負荷は、8kV、140A、1.7ms、5pps の運転を
行うと、約 60Ωで約 10kW の抵抗が必要となる。抵
抗は、空冷式あるいは、水冷式を検討しており、そ
れぞれファンまたは、冷却水のインターロックを
application manager に入力する予定である。また、
負荷短絡試験のために、模擬負荷に並列にギャップ
スイッチ等を入れることを検討している。 
 

Figure 5: Block diagram of the 2 cell test stand. 

4. まとめと今後の予定 
KEK では、P2 Marx 型のクライストロン電源の制

作のために必要となるゲートドライバーのテスター、
2 cell のテストスタンドの設計、製作を進めている。
ゲートドライバーのテスターは、部品がほぼ揃い、
現在、製作中となっている。2 cell のテストスタン
ドに関しては、現在、詳細に関する検討を行ってお
り、年内の完成を目標としている。 
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