
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 バンドギャップ基準電圧を生成するバンドギャップ電圧基準発生器回路
と、
　ベース・エミッタ間電圧を生成する熱検知素子と、
　前記ベース・エミッタ間電 記第１ バンドギャップ基準電圧と比較し、

コンパレータ出力を 生成する第１ コンパレータと、
　前記 コンパレータ出力に応じて指示信号を生成する制御回路と、
を具備 熱検知回路

記基準電圧発生器ユニットは、
　　第１の出力電流源回路と、
　　前記第１の出力電流源回路に連結された第１の抵抗器と、
　　前記第１の抵抗器と前記第１の出力電流源回路との間に配置された第１の電圧基準出
力ノードと、前記第１の電圧基準出力ノードは 第１の 基準電圧を生成
することと、
　　負の電圧供給部に連結された第２の抵抗器と、
　　正の電圧供給部に連結された第２の出力電流源回路及び前記第１の抵抗器の少なくと
も１つと、前記第２の抵抗器との間に配置された第２の電圧基準出力ノードと、前記第２
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第１及び第２の

圧を前 及び第２の
第１及び第２の 夫々 及び第２の

第１及び第２の
する であって、

　前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は、基準電圧発生器ユニットと、第１の制御ル
ープと、第２の制御ループとを具備することと、
　前

前記 バンドギャップ



の電圧基準出力ノードは 第２の 基準電圧を生成することと、
を具備すること

記第１の制御ループは、
　　第１の電流を生成すると共に、ダイオードに第１の電圧が掛るように連結された第１
の電流源回路と、
　　並列組合せ回路と、
　　第２の電流を生成すると共に、前記並列組合せ回路に第２の電圧が掛るように連結さ
れた第２の電流源回路と、
　　前記第１の電圧及び前記第２の電圧に応答する第１の増幅器と、前記第１の増幅器は
、前記第１の電流及び前記第２の電流に影響するように連結されることと、
を具備し、前記第１及び第２の電流源回路は、前記第１の増幅器に連結されたゲートを有
するトランジスタからなること

記第２の制御ループは、
　　第３の抵抗器と、
　　前記第３の抵抗器に第３の電圧が掛るように第３の電流を生成する第３の電流源回路
と、
　　前記第１の電圧及び前記第３の電圧に応答する第２の増幅器と、前記第２の増幅器は
、前記第２の増幅器に応答する第３の電流源に連結されることと、
を具備すること
を特徴とする熱検知回路。
【請求項２】
　 バンドギャップ基準電圧、及び温度依存性電圧を生成するバンドギャッ
プ電圧基準発生器回路と、
　前記第１のバンドギャップ基準電圧及び前記温度依存性電圧に基づいて第１のコンパレ
ータ出力を生成する第１のコンパレータと、
　前記第２のバンドギャップ基準電圧及び前記温度依存性電圧に基づいて第２のコンパレ
ータ出力を生成する第２のコンパレータと、
　前記第１及び第２のコンパレータ出力を利用して指示信号を生成する制御回路と、
を具備 熱検知回路であって、

記基準電圧発生器ユニットは、
　　第１の出力電流源回路と、
　　前記第１の出力電流源回路に連結された第１の抵抗器と、
　　前記第１の抵抗器と前記第１の出力電流源回路との間に配置された第１の電圧基準出
力ノードと、前記第１の電圧基準出力ノードは 第１の 基準電圧を生成
することと、
　　負の電圧供給部に連結された第２の抵抗器と、
　　正の電圧供給部に連結された第２の出力電流源回路及び前記第１の抵抗器の少なくと
も１つと、前記第２の抵抗器との間に配置された第２の電圧基準出力ノードと、前記第２
の電圧基準出力ノードは 第２の 基準電圧を生成することと、
を具備すること

記第１の制御ループは、
　　第１の電流を生成すると共に、ダイオードに第１の電圧が掛るように連結された第１
の電流源回路と、
　　並列組合せ回路と、
　　第２の電流を生成すると共に、前記並列組合せ回路に第２の電圧が掛るように連結さ
れた第２の電流源回路と、
　　前記第１の電圧及び前記第２の電圧に応答する第１の増幅器と、前記第１の増幅器は
、前記第１の電流及び前記第２の電流に影響するように連結されることと、
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前記 バンドギャップ
と、

　前

と、
　前

と、

第１及び第２の

する
　前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は、基準電圧発生器ユニットと、第１の制御ル
ープと、第２の制御ループとを具備することと、
　前

前記 バンドギャップ

前記 バンドギャップ
と、

　前



を具備し、前記第１及び第２の電流源回路は、前記第１の増幅器に連結されたゲートを有
するトランジスタからなること

記第２の制御ループは、
　　第３の抵抗器と、
　　前記第３の抵抗器に第３の電圧が掛るように第３の電流を生成する第３の電流源回路
と、
　　前記第１の電圧及び前記第３の電圧に応答する第２の増幅器と、前記第２の増幅器は
、前記第２の増幅器に応答する第３の電流源に連結されることと、
を具備すること
を特徴とする熱検知回路。
【請求項３】

【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、電圧基準回路を有する熱検知回路に関し、より具体的には、バ
ンドギャップ電圧基準回路を実現する熱検知回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱検知回路は、電子システムにおいて基板温度をモニタするためにしばしば利用される
。例えば、熱検知回路は、チップまたはプロセッサの基板温度をモニタするために使用す
ることができる。基板温度が予め定められた温度閾値を越えると、熱検知回路は、例えば
、コンピューターシステムの回路構成に信号を送って、温度を下げるように、プロセッサ
の減速または停止のような修正動作を行うことができるようにする。そうでないと、プロ
セッサは過熱して機能しなくなる可能性がある。
【０００３】
　熱検知回路は、典型的には、個別の集積回路またはチップ上に作製され、プロセッサの
１つまたは複数の外部ピンに連結される。熱検知回路は、これらの外部ピンを使用して、
プロセッサの熱検知素子（例えばダイオード）を順方向伝導状態にバイアスし、熱検知素
子を横切るアナログ電圧を検知することができる。熱検知回路は、アナログ電圧を、基板
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と、
　前

と、

　前記第１のコンパレータは、
　前記第１のバンドギャップ基準電圧及び前記ベース・エミッタ間電圧に応答する増幅器
と、
　前記増幅器に連結され、前記第１のコンパレータ出力を生成するインバータと、
を具備することを特徴とする請求項１または２に記載の熱検知回路。

　前記制御回路は、
　遅延された第１のコンパレータ出力を生成すると共に、ノイズによる切替えを予防する
第１の遅延素子と、
　前記第１のコンパレータ出力及び前記遅延された第１のコンパレータ出力に応答する第
１のＮＡＮＤゲートと、前記第１のＮＡＮＤゲートは第１の出力を生成することと、
　遅延された第２のコンパレータ出力を生成すると共に、ノイズによる切替えを予防する
第２の遅延素子と、
　前記第２のコンパレータ出力及び前記遅延された第２のコンパレータ出力に応答する第
２のＮＡＮＤゲートと、前記第２のＮＡＮＤゲートは第２の出力を生成することと、
　前記第１の出力及び前記第２の出力に応答するフリップフロップ回路と、前記フリップ
フロップ回路はフリップフロップ出力を生成することと、前記フリップフロップ出力は、
前記指示信号を生成するために使われることと、前記指示信号は、温度が第１の温度まで
上がるとハイレベルへ切替わり、温度が第２の温度に下がるとローレベルへ切替わること
と、
を具備することを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の熱検知回路。



温度を反映するデジタル量に変換することができる。熱検知回路は、次に、基板温度が指
定された温度閾値を越えた時について判断することができる。
【０００４】
　図１は、従来の熱検知回路を示すブロック図であり、この回路は、トリミング回路５；
固定された熱閾値に対応する基準電圧を生成する基準電圧発生器１０；温度と比例するベ
ース・エミッタ間電圧を生成する熱検知素子３０；基準電圧を熱検知素子の出力電圧と比
較するコンパレータ４０；及び検出される温度が熱閾値Ｔ１を越えると指示信号を生成す
る制御回路５０を含む。
【０００５】
　図２は、温度の関数として、バンドギャップ基準電圧及びベース・エミッタ間電圧を示
すグラフである。図２に示すように、熱閾値Ｔ１は、バンドギャップ基準電圧及びベース
・エミッタ間電圧Ｖｂｅの交差で決定される。従って、温度閾値Ｔ１は、基準電圧を下げ
ることによって上げることができ、或いは基準電圧を上げることによって下げることがで
きる。
【０００６】
　図３は、図１の熱検知回路によって生成される指示信号のタイミングと温度との関係を
示すタイミング図である。図３に示すように、温度閾値Ｔ１は重要であり、何故なら、温
度閾値線と測定された温度のプロット（三角形状の信号として示される）との交差は、指
示信号 OUTPUT_SIGNALがローレベルからハイレベルへ及びハイレベルからローレベルへ遷
移するポイントを決定するからである。指示信号 OUTPUT_SIGNALは、測定された温度のプ
ロット（三角形状の信号として示される）が温度閾値Ｔ１の上に陽性の勾配（即ち、温度
上昇）を有する時にローレベルからハイレベルへ遷移すると共に、測定された温度のプロ
ットが温度閾値Ｔ１の下に陰性の勾配（即ち、温度下降）を有する時にハイレベルからロ
ーレベルへ遷移する。
【０００７】
　バンドギャップ電圧基準回路は、温度変化にもかかわらず変化しない安定基準電圧を提
供するためにしばしば利用される。バンドギャップ電圧基準回路は、安定基準電圧を提供
するために半導体材料のバンドギャップエネルギの特性を利用する。半導体材料のバンド
ギャップエネルギは、典型的には、絶対零度において物理定数である。しかし、半導体材
料の温度が絶対零度から上がるにつれて、材料のバンドギャップエネルギが減少すると共
に負の温度係数が現れる。
【０００８】
　順方向にバイアスされたＰＮ接合を横切る電圧は、一般的に、材料のバンドギャップエ
ネルギの正確な指標を提供する。半導体材料の温度が上がるにつれて、順方向にバイアス
されたＰＮ接合を横切る電圧は下がり、その減少率はその特定のＰＮ接合の断面積及び使
用されているその特定の半導体材料に依存する。
【０００９】
　同じ半導体材料からなるが異なる断面積を有する２つの順方向にバイアスされたＰＮ接
合は、夫々のＰＮ接合の温度が変化すると異なる率で変化する電圧を有する。それにもか
かわらず、これらの電圧は、絶対零度において、同じバンドギャップ電圧定数まで溯るこ
とができる。
【００１０】
　従来の構造のバンドギャップ電圧基準回路は、（これらの２つの順方向にバイアスされ
たＰＮ接合間の）電圧関係を利用し、比較的に温度に鈍感な出力電圧を達成するようにし
ている。この種の回路の例は図４及び図６乃至図８に示され、これらは、後に更に詳述さ
れる。この種のバンドギャップ電圧基準回路は、基準電圧を生成するため、差動増幅器と
して利用される演算増幅器と協働して、フィードバックループを利用する。フィードバッ
クループは、差動増幅器の２つの入力ノードを、定常状態で概ね同じポテンシャルに維持
する。差動増幅器の非反転入力は、第１のＰＮ接合（例えばダイオードまたはトランジス
タ）を介して、基準電位に連結することができる。差動増幅器の反転入力は、第１のＰＮ
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接合より大きな断面積を有する第２のＰＮ接合と抵抗器とを介して、上記基準電位に連結
することができる。第２のＰＮ接合は、複数の第１のＰＮ接合（例えば並列に接続された
ダイオードのアレイ）を使用して構成することができる。
【００１１】
　回路作動中、実質的に同等の電流が第１及び第２のＰＮ接合を通して流される。適当な
構成要素値を選ぶことによって、第１のＰＮ接合に関係する負の温度係数をＰＮ接合の差
に関係する正の温度係数と釣り合わせ、これによって比較的に温度に鈍感な出力電圧を生
成するような、バンドギャップ電圧基準回路を提供することができる。
【００１２】
　図４は、従来のバンドギャップ基準発生器回路１０を示す図である。このバンドギャッ
プ基準発生器回路１０は、増幅器１１、正の電圧供給レール８、負の電圧供給レール９、
電流源トランジスタ１２、抵抗器１３、ダイオード１４、抵抗器１５、抵抗器１６、及び
ダイオードアレイ１７Ａ－１７Ｎを含む。増幅器は２つの入力信号、電圧Ｖａ、Ｖｂ、を
有し、これらは、制御ループを形成するように、夫々ノード２、３からフィードバックさ
れる。増幅器１１の出力は、トランジスタ１２のゲートに接続されると共にバイアス電圧
によりこれを駆動し、このバイアス電圧により、電流が抵抗器１３、１５、１６中を流れ
て電圧Ｖａ、Ｖ６、Ｖｒｅｆが夫々生成される。
【００１３】
　トランジスタ１２のソース／ドレインは、正の電圧供給レール８に連結され、またトラ
ンジスタ１２のドレイン／ソースは、抵抗器１３と抵抗器１５との間に連結される。抵抗
器１３がダイオード１４のアノードに連結され、ダイオード１４のカソードが負の電圧供
給レール９に接続される。電圧Ｖａが、抵抗器１３とダイオード１４との間のノードＮ２
で生成される。抵抗器１５が抵抗器１６に直列に接続されて分圧器が形成され、これはダ
イオードアレイ１７Ａ－１７Ｎに接続される。電圧Ｖｂが、抵抗器Ｒ２と抵抗器Ｒ３との
間のノードＮ３で生成される。抵抗器１６の出力は、ダイオードアレイ１７Ａ－１７Ｎの
アノードに連結される。アレイ１７Ａ－１７Ｎの各ダイオードのカソードは、負の電圧供
給レール９に接続される。ノードＮ１の基準電圧Ｖｒｅｆは、約１．２５ボルトである。
【００１４】
　図５は、従来の熱検知素子回路を示す概略回路図である。図５に示すように、この熱検
知素子３０は定電流源３２を含み、これは、負の温度係数を有するダイオード３４に連結
される。ベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅが、定電流源３２とダイオード３４のアノードと
の間のノードで測定される。ダイオード３４のカソードは、負の電圧供給レール９に連結
される。
【００１５】
　この種の回路を設計する場合、電圧、プロセス、及び温度の変化に対する基準電圧の安
定性が、他の要因よりも、温度閾値に関して考慮する上で非常に重要である。通常、熱検
知回路はプロセスの変化に影響されるために、フューズトリミング／プログラミング回路
構成５による較正が必要となる。
【００１６】
　バンドギャップ基準回路１０の１．２５ボルトの電圧は、ダイオード３４のベース・エ
ミッタ間電圧Ｖｂｅと比較すると高過ぎるため、バンドギャップ基準回路１０及びダイオ
ード３４を集積化することはしばしば非常にむずかしい。更に、従来のバンドギャップ基
準回路１０によって生成される基準電圧は、約１．２５ボルトの値で固定される傾向があ
り、このため、熱閾値Ｔ１の柔軟性が基本的に排除される。
【００１７】
　図６は、従来の他のバンドギャップ基準電圧発生器回路を示す概略回路図である。この
回路では、基準電圧の値が、１．２５ボルト、或いは１．２５ボルト×［抵抗器１３Ａに
対する抵抗器１９の比］に設定することができる。図６に示すように、バンドギャップ基
準発生器回路１０は、増幅器１１、ＮＰＮトランジスタ１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、抵抗器
１３Ａ、１６、１８、１９、ダイオード１４、及びダイオードアレイ１７Ａ－１７Ｎを含
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む。増幅器１１は、入力Ｖａ及びＶｂに応答する。トランジスタ１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ
のゲートが接続されているため、増幅器１１の出力は、トランジスタ１２Ａ、１２Ｂ、１
２Ｃをバイアスする。トランジスタ１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃのソース／ドレインは、全て
正の電圧供給レール８に連結される。トランジスタ１２Ａのドレイン／ソースは、抵抗器
１３Ａ及びダイオード１４を含む並列組合せ回路に接続されたノードＮ１に連結される。
電圧ＶａがノードＮ１で生成される。ダイオード１４は、このノードと負の電圧供給レー
ル９との間に接続される。
【００１８】
　トランジスタ１２Ｂのドレイン／ソースは、ダイオードアレイ１７Ａ－１７Ｎ、抵抗器
１６、及び抵抗器１８を含む並列組合せ回路に接続されたノードＮ２に接続される。抵抗
器１６が、ノードＮ２と各ダイオード１７Ａ－１７Ｎのアノードとの間に接続される。ダ
イオード１７Ａ－１７Ｎのカソードは、負の電圧供給レール９に接続される。抵抗器１８
が、ノードＮ２とグラウンドとの間に接続される。電圧ＶｂがノードＮ２で生成され、増
幅器１１にフィードバックされる。
【００１９】
　基準電圧Ｖｒｅｆは、負の電圧供給レール１９に接続された抵抗器１９にトランジスタ
１２Ｃのドレイン／ソースを接続するノードＮ３で測定される。図６に示されるバンドギ
ャップ基準回路によれば、基準電圧Ｖｒｅｆは、１．２５ボルトと、別の離散した電圧（
１．２５ボルトと抵抗器１９及び抵抗器１８の比との積）との間で変わることができる。
これによって、基準電圧Ｖｒｅｆは２つの異なった値を有することができる。
【００２０】
　図７は、従来の他のバンドギャップ基準電圧発生器回路を示す概略回路図である。この
回路では、基準電圧の値が、１．２５ボルト、或いは１．２５ボルトと抵抗器２０に対す
る抵抗器１９の比との積に設定することができる。このバンドギャップ基準発生器回路は
、第１の増幅器１１、第２の増幅器１１Ｂ、トランジスタ１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２
Ｄ、１２Ｅ、正の電圧供給レール８、負の電圧供給レール９、ダイオード１４、ダイオー
ドアレイ１７Ａ－１７Ｎ、抵抗器１６、１９、及び出力抵抗器２０を含む。トランジスタ
１２Ａのゲートは、トランジスタ１２Ｂのゲートに連結され、これはトランジスタ１２Ｃ
のゲートに連結される。トランジスタ１２Ｄのゲートは、トランジスタ１２Ｅのゲートに
連結される。本実施形態において、第１の増幅器１１Ａは入力Ｖａ及びＶｂを有すると共
に、増幅器１１Ａの出力はトランジスタ１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃのゲートを駆動する。同
様に、第２の増幅器１１Ｂは、入力Ｖａ及びＶｃを有すると共に、トランジスタ１２Ｅ、
Ｄのゲートを駆動する出力を生成する。トランジスタ１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、
１２Ｅのソース／ドレインは、正の電圧供給レール８に連結される。ダイオード１４は、
トランジスタ１２Ａのドレイン／ソースと負の電圧供給レール９との間に直接連結される
アノードを有する。電圧Ｖａが、トランジスタ１２Ａをダイオード１４のアノードに接続
するノードＮ１で生成される。抵抗器１６は、トランジスタ１２Ｂのドレイン／ソースと
アレイ１７Ａ－１７Ｎの各ダイオードのアノードとの間に接続される。アレイ１７Ａ－１
７Ｎの各ダイオードのカソードは接地される。電圧Ｖｂが、トランジスタ１２Ｂに抵抗器
１６を接続するノードＮ２で生成される。抵抗器１９は、トランジスタ１２Ｃのドレイン
／ソースと負の電圧供給レール９との間に連結される。抵抗器１９とトランジスタ１２Ｃ
とは、ノードＮ３で接続される。ノードＮ３はまた、トランジスタ１２Ｄのドレイン／ソ
ースに連結され、基準電圧がノードＮ３で測定される。
【００２１】
　トランジスタ１２Ｅのドレイン／ソースは、負の電圧供給レール９に接続された抵抗器
２０に連結される。ノードＮ４が、トランジスタ１２Ｅと抵抗器２０との間に配置される
と共に、増幅器１１Ｂにフィードバックされる電圧Ｖｃを生成する。ｖａ及びＶｃは、増
幅器１１Ｂを含む制御ループに入力される。
【００２２】
　図８は、ジョウシィ（Ｊａｕｓｓｉ）等に対する米国特許番号６，５０１，２５６Ｂ１
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からの従来の他のバンドギャップ基準電圧発生器回路を示す概略回路図である。この刊行
物は、同時に２つの基準電圧を生成するバンドギャップ電圧基準回路１２００を示す。電
流Ｉ３が負の電圧供給部に接続された抵抗器１７０を通過するので、ＶＲＥＦは負の電圧
供給部に相対して生成される。差動増幅器１３０によって生成されるノード１３２上のバ
イアス電圧は、電流源トランジスタ１２１０をバイアスするために使用される。電流源ト
ランジスタ１２１０は電流１２１２（Ｉ４）を生成する。電流１２２２（Ｉ５）が生成さ
れるように、Ｉ４がトランジスタ１２１４及び１２１６の作用によって反映される。電流
Ｉ５は抵抗器１２１８を通過し、正の電圧レールに相対してＶＲＥＦ２が生成されるよう
にする。
【００２３】
　従って、固定された動作点で作動することができると共に、バンドギャップ電圧基準発
生器を較正するための精巧なフューズトリミングまたはプログラミングを必要としない、
バンドギャップ基準電圧発生器を実現する熱検知方法及び装置が求められている。また、
高価なチップレイアウトスペースを不必要に消費することなく複数の基準電圧を提供する
ことができる方法及び装置が求められている。更に、熱検知回路構成は、別の熱検知素子
が必要でないことが望ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　本発明は、トリミング回路構成が不要なバンドギャップ電圧基準発生器、熱検知回路、
及び集積回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の第１の視点は、基準電圧発生器ユニットを具備するバンドギャップ電圧基準発
生器回路であって、前記基準電圧発生器ユニットは、
　第１の出力電流源回路と、
　前記第１の出力電流源回路に連結された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器と前記第１の出力電流源回路との間に配置された第１の電圧基準出力
ノードと、前記第１の電圧基準出力ノードは第１の基準電圧を生成することと、
　負の電圧供給部に連結された第２の抵抗器と、
　正の電圧供給部に連結された第２の出力電流源回路及び前記第１の抵抗器の少なくとも
１つと、前記第２の抵抗器との間に配置された第２の電圧基準出力ノードと、前記第２の
電圧基準出力ノードは第２の基準電圧を生成することと、
を具備することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第２の視点は、熱検知回路であって、
　少なくとも第１のバンドギャップ基準電圧を生成するバンドギャップ電圧基準発生器回
路と、
　ベース・エミッタ間電圧を生成する熱検知素子と、
　前記ベース・エミッタ間電圧を少なくとも前記第１のバンドギャップ基準電圧と比較し
、コンパレータ出力を生成する第１のコンパレータと、
　前記コンパレータ出力に応じて指示信号を生成する制御回路と、
を具備することを特徴とする。
【００２７】
　本発明の第３の視点は、熱検知回路であって、
　第１のバンドギャップ基準電圧、第２のバンドギャップ基準電圧、及び温度依存性電圧
を生成するバンドギャップ電圧基準発生器回路と、
　前記第１のバンドギャップ基準電圧及び前記温度依存性電圧に基づいて第１のコンパレ
ータ出力を生成する第１のコンパレータと、
　前記第２のバンドギャップ基準電圧及び前記温度依存性電圧に基づいて第２のコンパレ
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ータ出力を生成する第２のコンパレータと、
　前記第１及び第２のコンパレータ出力を利用して指示信号を生成する制御回路と、
を具備することを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第４の視点は、基準電圧発生器ユニットを具備するバンドギャップ電圧基準発
生器回路を具備する集積回路であって、前記基準電圧発生器ユニットは、
　第１の出力電流源回路と、
　前記第１の出力電流源回路に連結された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器と前記第１の出力電流源回路との間に配置された第１の電圧基準出力
ノードと、前記第１の電圧基準出力ノードは第１の基準電圧を生成することと、
　負の電圧供給部に連結された第２の抵抗器と、
　正の電圧供給部に連結された第２の出力電流源回路及び前記第１の抵抗器の少なくとも
１つと、前記第２の抵抗器との間に配置された第２の電圧基準出力ノードと、前記第２の
電圧基準出力ノードは第２の基準電圧を生成することと、
を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、バンドギャップ電圧基準発生器において、トリミング回路構成が不要
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明にお
いて、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は
必要な場合にのみ行う。また、本明細書において使用される「指示信号」という用語は、
温度閾値を越えると生成される信号を意味する。
【００３１】
　本発明の幾つかの視点によれば、較正回路構成を必要とすることなく所望の熱閾値を生
成することができるバンドギャップ基準回路を提供することができる。他の実施形態にお
いて、バンドギャップ基準発生器は、複数の熱閾値に関係する複数の基準電圧を同時に生
成することができる。更に他の実施形態において、ノイズフィルタが、ノイズに応ずる不
必要な切替えを予防するために利用される。
【００３２】
　図９は、熱検知回路の実施形態を示すブロック図である。この熱検知回路は、バンドギ
ャップ基準回路１００、熱検知素子２００、コンパレータ３００、及び制御回路４００を
含む。バンドギャップ基準回路はバンドギャップ基準電圧を生成し、熱検知素子はベース
・エミッタ間電圧Ｖｂｅを生成する。バンドギャップ基準電圧及びベース・エミッタ間電
圧Ｖｂｅはコンパレータ３００に入力される。コンパレータはコンパレータ出力 OUT_COMP
ARATORを生成し、これは制御回路４００に入力される。制御回路４００は指示信号 OUTPUT
_SIGNALを生成する。
【００３３】
　基板の温度が熱閾値Ｔ１を越えると、制御回路４００が指示信号 OUTPUT_SIGNALを生成
する。熱閾値Ｔ１は、単に基準電圧を調整することによって変えることができる。
【００３４】
　図１０は、温度の関数として、バンドギャップ基準電圧及びベース・エミッタ間電圧を
示すグラフである。図１０に示すように、熱閾値Ｔ１は、バンドギャップ基準電圧及びベ
ース・エミッタ間電圧Ｖｂｅの交差で決定される。従って、温度閾値Ｔ１は、基準電圧を
下げることによって上げることができ、或いは基準電圧を上げることによって下げること
ができる。
【００３５】
　図１１は、図９の熱検知回路によって生成される指示信号のタイミングと温度との関係
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を示すタイミング図である。図１１に示すように、温度閾値Ｔ１は重要であり、何故なら
、温度閾値線と測定された温度のプロット（三角形状の信号として示される）との交差は
、指示信号 OUTPUT_SIGNALがローレベルからハイレベルへ及びハイレベルからローレベル
へ遷移するポイントを決定するからである。指示信号 OUTPUT_SIGNALは、測定された温度
のプロット（三角形状の信号として示される）が温度閾値Ｔ１の上に陽性の勾配（即ち、
温度上昇）を有する時にローレベルからハイレベルへ遷移すると共に、測定された温度の
プロットが温度閾値Ｔ１の下に陰性の勾配（即ち、温度下降）を有する時にハイレベルか
らローレベルへ遷移する。
【００３６】
　ある実施形態において、ヒステリシス特性を有する指示信号 OUTPUT_SIGNALが生成でき
るように、２つの異なる閾値電圧を提供することが望ましい。他の場合には、２つの異な
る指示信号を有するかまたは提供することが望ましい。
【００３７】
　図１２は、第１のバンドギャップ基準電圧及び第２のバンドギャップ基準電圧を提供す
る２つのバンドギャップ基準回路を含む熱検知回路の実施形態を示すブロック図である。
【００３８】
　図１２に示すように、この熱検知回路は、第１及び第２のバンドギャップ基準回路１０
０Ａ、１００Ｂ、熱検知素子２００、第１及び第２のコンパレータ３００Ａ、３００Ｂ、
及び制御回路４００を含む。バンドギャップ基準回路１００Ａは、第１の熱閾値Ｔ１に対
応する第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１を生成する。第２のバンドギャップ基準
発生器回路１００Ｂは、第２の熱閾値Ｔ２に対応する第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒ
ｅｆ２を生成する。バンドギャップ基準回路１００Ａ、１００Ｂは、このように、第１の
バンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１と、第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１と異な
る第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２とを提供する。
【００３９】
　熱検知素子はベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅ信号を生成し、これは第１及び第２のコン
パレータ３００Ａ、３００Ｂの両方へ入力される。図１３は、温度の関数として、第１及
び第２のバンドギャップ基準電圧及びベース・エミッタ間電圧を示すグラフである。図１
３に示すように、第１及び第２のバンドギャップ基準電圧は、異なる位置でベース・エミ
ッタ間電圧Ｖｂｅ線と交差する。第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１線とベース・
エミッタ間電圧Ｖｂｅとの交差は、第１の温度閾値Ｔ１を決定する。一方、第２のバンド
ギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２線とベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅ線との交差は、第２の温
度閾値Ｔ２を決定する。第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１及び第２のバンドギャ
ップ基準電圧Ｖｒｅｆ２は固定されるので、第１及び第２の温度閾値は、ある温度に対応
する特定のベース・エミッタ間電圧となる。
【００４０】
　第１のコンパレータ３００Ａは、第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１をベース・
エミッタ間電圧Ｖｂｅと比較して、第１のコンパレータ出力 OUT_COMPARATORを生成する。
第２のコンパレータ３００Ｂは、第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２をベース・エ
ミッタ間電圧Ｖｂｅと比較して、第２のコンパレータ出力 OUT_COMPARATORを生成する。夫
々のコンパレータ出力 OUT_COMPARATORは、次に制御回路４００に入力される。
【００４１】
　図１４は、図１２の熱検知回路によって生成される指示信号のタイミングと温度との関
係を示すタイミング図である。このグラフは、第１及び第２の温度閾値及び測定された温
度のプロット（三角形状の信号として示される）に対応する線を含む。制御回路は、コン
パレータ出力 OUT_COMPARATORを利用して図１４に示す指示信号 OUTPUT_SIGNALを生成する
。指示信号 OUTPUT_SIGNALは、測定された温度のプロット（三角形状の信号として示され
る）が上昇して温度が第１の温度閾値線Ｔ１を越えると、ローからハイへ遷移する。また
、指示信号 OUTPUT_SIGNALは、測定された温度のプロットが下降して温度が第２の温度閾
値線Ｔ２より下に落ちると、ハイからローへ遷移する。
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【００４２】
　図１２に示される熱検知回路は、複数のコンパレータ及び複数のバンドギャップ基準発
生器回路を使用し、これらは高価なレイアウトスペースを消費する。本発明の実施形態は
、レイアウトスペースを余分にあまり多く消費せずに、複数の異なるバンドギャップ基準
電圧を生成することができるバンドギャップ基準回路を提供する。
【００４３】
　図１５は、熱検知回路の実施形態を示すブロック図であり、これは、バンドギャップ基
準発生器回路１００、熱検知素子２００、コンパレータ３００Ａ、第２のコンパレータ３
００Ｂ、及び制御回路４００を含む。
【００４４】
　バンドギャップ基準発生器回路は、第１及び第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１
、Ｖｒｅｆ２を生成する。熱検知素子２００は、ベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅを生成し
、これを第１及び第２のコンパレータ３００Ａ、３００Ｂの両方に提供する。バンドギャ
ップ基準回路は、第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１を第１のコンパレータ３００
Ａに提供すると共に、第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２を第２のコンパレータ３
００Ｂに提供する。
【００４５】
　第１のコンパレータ３００Ａはコンパレータ出力 OUT_COMPARATOR１を生成し、これは制
御回路４００によって受信される。第２のコンパレータ３００Ｂはコンパレータ出力 OUT_
COMPARATOR２を生成し、これもまた制御回路４００に送信される。制御回路４００は、夫
々のコンパレータ出力を利用して指示信号 OUTPUT_SIGNALを生成する。この場合、第２の
バンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２は、好ましくは第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅ
ｆ１より高い。バンドギャップ基準発生器回路は、図１６及び図１７に示されるような回
路によって提供される。
【００４６】
　図１６は、２つの異なる基準電圧を生成するように構成されたバンドギャップ基準回路
の実施形態を示す概略回路図である。このバンドギャップ基準発生器回路は、制御ループ
８０２及び基準電圧発生器８０４を含む。制御ループ８０２は、差動増幅器１１０、並列
組合せ回路１６０、１７０、正の電圧供給部１５０、及び負の電圧供給部１５２を含む。
並列組合せ回路は、電流源トランジスタ１２０、１２２、抵抗器１３０、１３２、１３４
、ダイオード１４０、及びダイオードアレイ１４２Ａ－１４２Ｎを具備する。基準電圧発
生器ユニット８０４は、電流源トランジスタ１２４、１２６及び出力抵抗器１３６、１３
８を含む。
【００４７】
　電流源トランジスタ１２０、１２２、１２４、１２６のドレイン／ソース端子は、ノー
ドＮ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４に夫々連結される。電流源トランジスタ１２０、１２２、１２
４、１２６のソース／ドレイン端子は、正の電圧供給レール１５０に接続される。
【００４８】
　入力電圧ＶａがノードＮ１で生成される。並列組合せ回路１６０は、ノードＮ１と負の
電圧供給レール１５２との間のダイオード１４０と並列の抵抗器１３０を具備する。ダイ
オード１４０のアノードはノードＮ１に接続されると共に、ダイオード１４０のカソード
は負の電圧供給レール１５２に接続される。ダイオード１４０は、電流ＩＤ１として示さ
れる電流を有する。
【００４９】
　入力電圧Ｖｂが、並列組合せ回路１７０に電流源トランジスタ１２２のドレイン／ソー
スを接続するノードＮ２で生成される。並列組合せ回路１７０は、第１のパスとこれと並
列の第２のパスとを具備する。第１のパスは、ダイオードアレイ１４２Ａ－１４２Ｎと並
列の抵抗器１３２を含む。ダイオードアレイ１４２Ａ－１４２Ｎには、電流ＩＤ２として
示される電流が流れる。ダイオードアレイの各ダイオードのアノードは抵抗器１３２に連
結されると共に、ダイオードアレイの各ダイオードのカソードは負の電圧供給レール１５

10

20

30

40

50

(10) JP 3808880 B2 2006.8.16



２に接続される。第２のパスは、ノードＮ２と負の電圧供給レール１５２との間に配置さ
れた抵抗器１３４を具備する。抵抗器１３４は、電流源トランジスタ１２４のドレイン／
ソース端子と負の電圧供給レール１５２との間に接続される。
【００５０】
　上記ダイオード及びダイオードアレイ１４２Ａ－１４２Ｎの各ダイオードは、夫々ＰＮ
接合を含む半導体構造からなる。以下で明らかとなるように、代わりに、ＰＮ接合を含む
他のタイプの半導体デバイスを回路１００内で使用することができる。ダイオードアレイ
１４２Ａ－１４２Ｎは、並列に接続された複数のダイオードを利用して、第１のダイオー
ド１４０のＰＮ接合のそれより大きい断面積を有するＰＮ接合を実効的に提供する。ある
実施形態において、例えば、第２のダイオードアレイ１４２Ａ－１４２Ｎは、並列に接続
されたＮ個のダイオードからなり、各ダイオードが実質的に第１のダイオード１４０と同
じサイズを有する。代わりに、ダイオードアレイ１４２Ａ－１４２Ｎは、大きい寸法を有
する単一のダイオードを具備することができる。
【００５１】
　入力電圧Ｖａ及びＶｂがノードＮ１、Ｎ２で夫々生成されて、夫々のフィードバック経
路を介して増幅器１１０へ入力としてフィードバックされる。ＶＡは電流Ｉ１によって並
列組合せ回路１６０に掛る電圧であり、Ｖｂは電流Ｉ２によって並列組合せ回路１７０に
掛る電圧である。
【００５２】
　入力電圧Ｖａ及びＶｂは、増幅器１１０を駆動してノード１８０にバイアス電圧を生成
する。差動増幅器１１０は、このように、２つの入力電圧Ｖａ、Ｖｂの関数として、バイ
アス電圧を生成する。電流源トランジスタ１２０のゲートは電流源トランジスタ１２２の
ゲートに接続され、この後者のゲートは電流源トランジスタ１２４のゲートに連結され、
この後者のゲートは電流源トランジスタ１２６のゲートに連結される。このため、ノード
１８０上のバイアス電圧が、電流源トランジスタ１２０、１２２、１２４、１２６をバイ
アスする。
【００５３】
　その結果、電流源トランジスタ１２０は、並列組合せ回路１６０に電流Ｉ１を供給する
。電流源トランジスタ１２２は、並列組合せ回路１７０に電流Ｉ２を供給する。電流源ト
ランジスタ１２４は、出力抵抗器１３６に電流Ｉ３を供給する。電流源トランジスタ１２
６は、抵抗器１３８に電流を供給する。
【００５４】
　ここで示した実施形態において、電流源トランジスタは、Ｐチャネル型の金属／酸化物
／半導体型の電界効果トランジスタ（ＰＭＯＳＦＥＴ、或いは「ＰＦＥＴ」としても言及
される）からなる。しかし、他の実施形態では、相補導電型であるＮチャネル型の金属／
酸化物／半導体型の電界効果トランジスタ（ＮＭＯＳＦＥＴ、或いは「ＮＦＥＴ」として
も言及される）が使用される。更に他の実施形態では、バイポーラ接合トランジスタ（Ｂ
ＪＴ）及び接合電界効果トランジスタ（ＪＦＥＴ）のような他のタイプのトランジスタが
使用される。当業者であれば、他の多くのタイプのトランジスタが、本発明の範囲内にお
いて利用可能であることが理解できるであろう。
【００５５】
　制御ループ８０２は、差動増幅器１１０、電流源トランジスタ１２０、１２２、及び並
列組合せ回路１６０、１７０の動作によって形成される。差動増幅器１１０は、電流源ト
ランジスタ１２０及び１２２を制御するバイアス電圧を調整して、Ｖａ及びＶｂ間の差を
ゼロ近くまで駆動する。その結果、作動中に、並列組合せ回路１６０及び１７０に掛る電
圧が実質的に同等となる。本願明細書に記載の実施形態において、電流源トランジスタ１
２０及び１２２が同じバイアス電圧を受信するので、電流Ｉ１及びＩ２もまたある程度実
質的に同等である。
【００５６】
　差動増幅器１１０は、好ましくは高利得増幅器である。利得は、差動増幅器１１０へ入
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力されるコモンモード電圧の関数として変動する傾向がある。このため、入力電圧の設計
は、差動増幅器の「動作点」が高利得の領域において維持されるようにすることが望まし
い。これにより、バンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１、Ｖｒｅｆ２は、より安定で温度変
化により影響され難くなる。差動増幅器１１０の利得は、特定のコモンモード入力電圧範
囲内の入力電圧で動作する時、概して最も高い。抵抗器の抵抗値が固定されるため、電圧
Ｖａ及びＶｂは比較的固定されたままで、差動増幅器１１０に対する入力電圧レベルが定
常状態で一定になる傾向がある。バンドギャップ電圧基準発生器回路の構成要素は、この
ように、差動増幅器１１０に対する入力電圧レベルが、非常に高い利得を提供する範囲内
に留まるように選択される。
【００５７】
　電圧基準発生器ユニット８０４は、電流源トランジスタ１２４、１２６を含む。電流源
トランジスタ１２４は、出力抵抗器１３６に電流Ｉ３を提供して、抵抗器１３６と電流源
トランジスタ１２４のドレイン／ソース端子と間のノードＮ３で、第１の基準電圧Ｖｒｅ
ｆ１を生成する。
【００５８】
　第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２は、電流Ｉ４を提供する電流源トランジスタ
１２６のドレイン／ソース端子と出力抵抗器１３８との間のノードＮ４で生成される。抵
抗器１３８は、ノードＮ４と負の電圧供給レール１５２との間に接続される。定常状態に
おいて、電流Ｉ３及びＩ４は、夫々固定された基準電圧Ｖｒｅｆ１、Ｖｒｅｆ２を提供す
るように固定される。電流源トランジスタ１２６及び抵抗器１３８は、第２のバンドギャ
ップ基準電圧Ｖｒｅｆ２が生成されるようにする。第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅ
ｆ１は、抵抗器１３６及び抵抗器１３０の比と比例する。一方、第２のバンドギャップ基
準電圧Ｖｒｅｆ２は、抵抗器１３８及び抵抗器１３０の比と比例する。両方の基準電圧は
、負の電圧レール１５２に相対して生成される。
【００５９】
　図１７は、２つの異なる基準電圧を生成するように構成されたバンドギャップ基準発生
器回路の他の実施形態を示す概略回路図である。このバンドギャップ基準発生器回路は、
第１の制御ループ８０２、基準電圧発生器ユニット９０４、及び第２の制御ループ９０６
を含む。第１の制御ループは、第１の差動増幅器２１０、電流源トランジスタ２２０、２
２２、抵抗器２３２、ダイオード２４０、ダイオードアレイ２４２Ａ－２４２Ｎ、正の供
給電圧２５０、及び負の供給電圧２５２を含む。基準電圧発生器ユニット９０４は、電流
源トランジスタ２２４、２２５、２２６、２２７、及び負の電圧供給部２５２に接続され
た抵抗器２３４、２３６を含む。
【００６０】
　第２の制御ループ９０６は、第２の差動増幅器２１２、電流源トランジスタ２２９、及
び負の電圧供給部２５２に接続された抵抗器２３８を含む。電流源トランジスタ２２０、
２２２、２２４、２２５、２２６、２２７、２２９のソース／ドレインは、ライン２５０
に接続される。
【００６１】
　電流源トランジスタ２２０、２２２、２２４、２２６のゲート電極は、第１の増幅器２
１０の出力によって駆動される。何故なら、トランジスタ２２０のゲートは電流源トラン
ジスタ２２２のゲートに連結され、電流源トランジスタ２２２のゲートは電流源トランジ
スタ２２４のゲートに連結され、電流源トランジスタ２２４のゲートは電流源トランジス
タ２２６のゲートに連結される。同様に、電流源トランジスタ２２５、２２７、２２９の
ゲート電極は、第２の増幅器２１２の出力によってバイアスされる。何故なら、トランジ
スタ２２５のゲートは電流源トランジスタ２２７のゲートに連結され、電流源トランジス
タ２２７のゲートは電流源トランジスタ２２９のゲートに連結される。
【００６２】
　一旦バイアスされると、電流源トランジスタ２２０、２２２、２２４、２２５、２２６
、２２７、２２９は、電流Ｉ１、Ｉ２、Ｉ３、Ｉ４、Ｉ５、Ｉ６、Ｉ７を夫々生成する。
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第１の増幅器２１０は、入力電圧Ｖａ及び電圧Ｖｂを有する。第２の増幅器は、入力電圧
Ｖａ及び電圧Ｖｃを有する。第１の増幅器２１０は、電流源トランジスタ２２０に連結さ
れてこれを駆動する出力を生成する。第２の増幅器２１２は、電流源トランジスタ２２９
のゲートを駆動する出力を生成する。ダイオード２４０は、電流源トランジスタ２２０の
ドレイン／ソースと負の電圧供給レール２５２との間に提供される。
【００６３】
　ノードＮ１は、電流源トランジスタ２２０のドレイン／ソースにダイオード２４０のア
ノードを接続する。電圧ＶｃがノードＮ１で生成され、第２の増幅器２１２にフィードバ
ックされる。ノードＮ２は、電流源トランジスタ２２２のドレイン／ソースを抵抗器２３
２に接続する。電圧ＶｂがノードＮ２で生成され、第１の増幅器２１０にフィードバック
される。抵抗器２３２はまた、ダイオードアレイ２４２Ａ－２４２Ｎの各アノードに接続
される。ダイオードアレイ２４２Ａ－２４２Ｎの各ダイオードのカソードは、負の電圧供
給レール２５２に接続される。
【００６４】
　抵抗器２３４は、電流源トランジスタ２２４のドレイン／ソースと負の電圧供給レール
２５２との間に接続され、ノードＮ３が、抵抗器２３４と電流源トランジスタ２２４との
間の接続を規定する。ノードＮ３は、電流源トランジスタ２２５のドレイン／ソースに提
供されたノードＮ４に接続される。第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１が、ノード
Ｎ４で生成される。
【００６５】
　同様に、抵抗器２３６は、ノードＮ５で電流源トランジスタ２２６のドレイン／ソース
端子に接続される。抵抗器２３６は、ノードＮ５と負の電圧供給レール２５２との間に連
結される。ノードＮ５は、電流源トランジスタ２２７のドレイン／ソースに提供されたノ
ードＮ６に接続される。第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２が、ノードＮ６で生成
される。
【００６６】
　抵抗器２３８は、ノードＮ７で電流源トランジスタ２２９のドレイン／ソース端子に接
続される。抵抗器２３８は、ノードＮ７と負の電圧供給レール２５２との間に連結される
。
【００６７】
　図１８は、２つの異なる基準電圧を生成するように構成された、２本の制御ループを有
するバンドギャップ基準発生器回路の他の実施形態を示す概略回路図である。図１８に示
すように、このバンドギャップ基準発生器回路は、第１の制御ループ８０２、基準電圧発
生器ユニット１２０４、及び第２の制御ループ９０６を含む。第１の制御ループ８０２は
、増幅器４１０、電流源トランジスタ４２０、４２２、抵抗器４３２、ダイオード４４０
、及びダイオードアレイ４４２Ａ－４４２Ｎを含む。発生器ユニット１２０４は、電流源
トランジスタ４２４、４２５及び抵抗器４３４、４３６を含む。第２の制御ループ９０６
は、電流源トランジスタ４２６、抵抗器４３８、及び第２の増幅器４１２を含む。
【００６８】
　増幅器４１０は、ノードＮ１、Ｎ２から夫々フィードバックされる入力電圧Ｖａ、Ｖｂ
を含む。一方、増幅器４１２は、ノードＮ１、Ｎ５から夫々フィードバックされる入力電
圧Ｖａ、Ｖｃを含む。更に、図１８の実施形態が実行されるとき、電圧Ｖａは電圧Ｖｂと
同一である。増幅器４１０は、電流源トランジスタ４２０、４２２、４２４のゲートを駆
動する出力信号を生成する。一方、増幅器４１２は、電流源トランジスタ４２５、４２６
のゲートを駆動する出力信号を生成する。電流源トランジスタ４２０のゲートは電流源ト
ランジスタ４２２のゲートに連結され、この後者のゲートは電流源トランジスタ４２４の
ゲートに連結される。電流源トランジスタ４２５のゲートは、電流源トランジスタ４２６
のゲートに連結される。電流源トランジスタ４２０、４２２、４２４、４２５、４２６の
ソース／ドレイン端子は、信号線４５０に連結される。ダイオード４４０は、電流源トラ
ンジスタ４２０のドレイン／ソース端子に提供された第１のノードと負の電圧供給レール
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４５２との間に接続される。電圧Ｖａが、トランジスタ４２０からの電流Ｉ１によって第
１のノードで生成される。
【００６９】
　抵抗器４３２は、ノードＮ２とダイオードアレイ４４２Ａ－４４２Ｎとの間に提供され
る。電圧Ｖｂが、トランジスタ４２２からの電流Ｉ２によってノードＮ２で生成される。
抵抗器４３２は、アレイ４４２Ａ－４４２Ｎの各ダイオードのアノードに接続される。一
方、アレイ４４２Ａ－４４２Ｎの各ダイオードのカソードは、負の電圧供給レール４５２
に連結される。
【００７０】
　抵抗器４３６は、ノードＮ３とノードＮ４との間に提供される。ノードＮ３は、電流源
トランジスタ４２４のドレイン／ソース及び電流源トランジスタ４２５のドレイン／ソー
スに配置される。第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２が、トランジスタ４２４、４
２５から流れる電流Ｉ３、Ｉ４によってノードＮ３で生成される。抵抗器４３４は、ノー
ドＮ４と負の電圧供給レール４５２との間に提供される。第１のバンドギャップ基準電圧
Ｖｒｅｆ１が、トランジスタ４２４、４２５からの電流Ｉ３、Ｉ４によってノードＮ４で
生成される。トランジスタ４２４、４２５はバイアスされ、増幅器４１０、４１２の出力
によって夫々制御される点に留意する必要がある。
【００７１】
　抵抗器４３８は、ノードＮ５と負の電圧供給レール４５２との間に提供される。ノード
Ｎ５は、電流源トランジスタ４２６のドレイン／ソース端子に提供され、電圧Ｖｃを生成
する。
【００７２】
　図１９は、単一のバンドギャップ基準発生器回路１００、第１及び第２のコンパレータ
３００Ａ、３００Ｂ、及び制御回路４００を含む熱検知回路の他の実施形態を示すブロッ
ク図である。バンドギャップ基準発生器回路１００は、第１のバンドギャップ基準電圧Ｖ
ｒｅｆ１、第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２、及び電圧Ｖａを生成する。この場
合、電圧Ｖａは、ダイオード４４０のベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅに対応する温度係数
を有する。これにより、別の熱検知素子を不要とすることができる。
【００７３】
　コンパレータ３００Ａは、第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１及び電圧Ｖａに応
答する。第１のコンパレータ３００Ａは第１のコンパレータ出力 OUT_COMPARATORを生成し
、これは制御回路４００に送信される。第２のコンパレータ３００Ｂは、電圧Ｖａ及び第
２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２に応答する。第２のコンパレータ３００Ｂは第２
のコンパレータ出力 OUT_COMPARATORを生成し、これは制御回路４００に提供される。制御
回路４００は、第１及び第２のコンパレータ出力 OUT_COMPARATORを利用して指示信号 OUTP
UT_SIGNALを生成する。
【００７４】
　その結果、電圧Ｖａをベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅの代わりに使用することができ、
熱検知回路が非常に単純化される。これは、熱検知回路が、第１のバンドギャップ基準電
圧Ｖｒｅｆ１及び第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２を、電圧Ｖａと共に提供する
からである。電圧Ｖａは温度係数に関する情報を含む。その結果、熱検知回路のために必
要なレイアウト面積はかなり減少する。図１８に示す実施形態において、更に、複数の増
幅器が使われるため、電圧Ｖａは電圧Ｂに等しくすることができる。
【００７５】
　図２０は、制御ループ８０２及び基準電圧発生器１３０４を有するバンドギャップ基準
発生器回路の他の実施形態を示す概略回路図である。この発生器回路は、２つの異なる基
準電圧を生成するように構成される。
【００７６】
　制御ループ８０２は、増幅器１３１０、電流源トランジスタ１３２０、１３２２、抵抗
器１３３０、１３３２、１３３４、ダイオード１３４０、ダイオードアレイ１３４２Ａ－
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１３４２Ｎ、及び正の電圧供給部３５０を含む。電流源トランジスタ１３２０、１３２２
、１３２４のソース／ドレイン端子は、正の電圧供給部１３５０に連結される。電流源ト
ランジスタ１３２０のゲートは電流源トランジスタ１３２２のゲートに連結され、この後
者のゲートは電流源トランジスタ１３２４のゲートに連結される。電圧Ｖａ、Ｖｂは、増
幅器３１０に入力としてフィードバックされる制御信号として役立つ。増幅器３１０は、
電流源トランジスタ１３２０、１３２２、１３２４のゲートをバイアスする出力信号を生
成する。電流源トランジスタ１３２０、１３２２、１３２４は、電流Ｉ１、Ｉ２、Ｉ３を
夫々生成する。
【００７７】
　電圧ＶａがノードＮ１で生成される。電流源トランジスタ１３２０のドレイン／ソース
端子は、ノードＮ１で抵抗器１３３０に連結される。抵抗器１３３０は、電圧Ｖａと負の
電圧供給レール１３５２との間に配置される。ダイオード１３４０も、ノードＮ１と負の
電圧供給レール１３５２との間で連結される。
【００７８】
　電圧Ｖｂが、電流源トランジスタ１３２２のドレイン／ソース端子に提供されたノード
Ｎ２で生成される。抵抗器１３３２は、ノードＮ２とダイオードアレイ１３４２Ａ－１３
４２Ｎとの間に連結される。ダイオードアレイは、負の電圧供給レール１３５２に連結さ
れる。
【００７９】
　抵抗器１３３４は、ノードＮ２と負の電圧供給レール１３５２との間に連結される。電
圧Ｖｂと負の供給電圧１３５２との間の差に等しい電圧が、抵抗器１３３４に掛る。
【００８０】
　抵抗器１３３２は、ノードＮ１とアレイ１３４２Ａ－１３４２Ｎの各ダイオードのアノ
ードとの間に連結される。アレイ１３４２Ａ－１３４２Ｎの各ダイオードのカソードは、
負の電圧供給レール１３５２に連結される。
【００８１】
　基準電圧発生器１３０４は、電流パストランジスタ１３２４及び抵抗器１３３６、１３
３９を含む。抵抗器１３３６、１３３９は、ノードＮ３と負の電圧供給部１３５２との間
に生成される電圧を分けるのに役立つ。第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２が、負
の電圧供給レール１３５２に相対して、電流源トランジスタ１３２４のドレイン／ソース
端子と抵抗器１３３９の端子との間のノードＮ３で生成される。Ｖｒｅｆ２及びＶｒｅｆ
１間の差に等しい電圧が、抵抗器１３３９に掛る。抵抗器１３３９の他の端子はノードＮ
４に連結され、ノードＮ４で第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１が生成される。抵
抗器１３３６は、ノードＮ４と負の電圧供給レール１３５２との間に接続される。
【００８２】
　図２０において、第１のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ１は、抵抗器１３３４に対す
る抵抗器１３３６の比と比例する。第２のバンドギャップ基準電圧Ｖｒｅｆ２は、抵抗器
１３３４に対する抵抗器１３３６、１３３９の合計の比と比例する。これらの実施形態に
よれば、追加のレイアウトスペースを不必要に消費することなく、複数の異なる基準電圧
を提供することができる。
【００８３】
　更に、図２０の図示した実施形態において、中間ノードＮ１は、図４に示されるベース
・エミッタ間電圧Ｖｂｅに対応する温度係数を有する。従って、中間ノードＮ１電圧が、
ベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅの代わりに使用可能となる。このように、複数の異なるバ
ンドギャップ基準電圧を、ベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅと等価な電圧に加えて生成する
単一の回路が提供される。この後者の電圧は、図４に示されるような別の従来の熱検知素
子を必要とすることなく、温度係数を供給するために使用される。
【００８４】
　図２１は、コンパレータ回路の実施形態を示す概略回路図である。図２１に示すように
、コンパレータは、増幅器３１０及びインバータ３２０を使用して構成することができる
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。
【００８５】
増幅器３１０は、バンドギャップ基準電圧及びベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅに対応する
入力に応答する。当業者であれば、例えば、図１９を参照して前述した電圧Ｖａのような
、
ベース・エミッタ間電圧Ｖｂｅ以外の電圧も利用可能であることが理解できるであろう。
増幅器３１０はインバータ３２０に入力される出力信号を生成する。その結果、インバー
タ３２０はコンパレータ出力 OUT_COMPARATOR信号を生成する。
【００８６】
　図２２は、制御回路の実施形態を示す概略回路図である。図２２に示すように、この制
御回路４００は、第１のコンパレータ出力 OUT_COMPARATOR1及び第２のコンパレータ出力 O
UT_COMPARATOR2を受信して、指示信号 OUTPUT_SIGNALを生成するように構成される。制御
回路４００は、インバータ５１０、第１及び第２の遅延素子５２０、５３０、ＮＡＮＤゲ
ート５４０、５５０、５６０、５７０、及びインバータ５９０、６００を含む。遅延素子
５２０及び５３０は、ノイズによる不必要な切替えを予防するために提供される。遅延素
子５２０及び５３０はノイズフィルタとして作用する。遅延の時定数は、除去されるべき
ノイズの期間によって決定されなければならない。
【００８７】
　第１のコンパレータ出力 OUT_COMPARATOR１は、入力されてから反転され、ＮＡＮＤゲー
ト５４０に連結される。遅延素子５２０もまた、インバータ５１０の出力を受信し、イン
バータ５１０の出力を遅延させた後、ＮＡＮＤゲート５４０に遅延及び反転されたインバ
ータ５１０の出力を入力する。
【００８８】
　第２のコンパレータ出力 OUT_COMPARATOR２は、ＮＡＮＤゲート５５０の１つの入力に直
接供給される。 OUT_COMPARATOR２はまた、遅延素子５３０によって遅延された後、ＮＡＮ
Ｄゲート５５０に入力される。ＮＡＮＤゲート５４０及びＮＡＮＤゲート５５０の出力は
、次に、一対のＮＡＮＤゲート５６０、５７０を使用して構成される従来のフリップフロ
ップ回路５８０に入力される。代わりに、２つの出力状態を有し、外部信号（トリガー）
によって１つの状態から他の状態に切り替えられる、いかなる双安定マルチバイブレータ
回路も利用することができる。フリップフロップ回路５８０の出力は、次にインバータ５
９０に供給され、ここで信号が反転される。この反転信号は、他のインバータ６００に送
られ、これが指示信号 OUTPUT_SIGNALを生成する。
【００８９】
　図２３は、図２２に示される制御回路の動作を示すタイミング図である。温度が温度Ｔ
２まで上がると、 OUT_COMPARATOR２が論理ハイから論理ローへ遷移する。温度が温度Ｔ１
まで上がると、 OUT_COMPARATOR１が論理ハイから論理ローへ遷移する。図２３に示すよう
に、第２のコンパレータ出力 OUT_COMPARATOR２がローで、且つ第１のコンパレータ出力 OU
T_COMPARATOR１がハイからローに遷移すると、指示信号 OUTPUT_SIGNALがローレベルから
ハイレベルへ遷移する。
【００９０】
　温度が温度Ｔ１まで下がると、 OUT_COMPARATOR１が論理ローから論理ハイへ遷移する。
温度が温度Ｔ２まで下がると、 OUT_COMPARATOR２が論理ローから論理ハイへ遷移する。そ
の結果、第１のコンパレータ OUT_COMPARATOR１の出力が論理ハイレベルにある状態で、第
２のコンパレータ OUT_COMPARATOR２の出力が論理ハイレベルへ遷移するまで、指示信号 OU
TPUT_SIGNALはハイレベルに留まる。即ち、この時、指示信号 OUTPUT_SIGNALが、論理ハイ
レベルから論理ローレベルへ遷移する。
【００９１】
　このように、指示信号 OUTPUT_SIGNALはヒステリシス特性を有し、ここで、指示信号は
、温度が温度Ｔ１に上がるとターン・オンし、温度が温度Ｔ２に下がるとターン・オフす
る。これは、フリップフロップ回路５８０及び制御回路４００を利用することによって可
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能となる。
【００９２】
　以上述べたように、本発明の実施形態によれば、トリミング回路構成が不要なバンドギ
ャップ電圧基準発生器を使用する方法、システム、及び熱検知装置が提供される。更に、
本発明の実施形態によれば、大量のチップを使用せず且つ別の熱検知素子を必要としない
、回路、システム、及び方法が提供される。
【００９３】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。なお、課題を解決するための手段に記載の回路は、下記のように構成すること
ができる。
【００９４】
　（１）第１の視点の回路において、第１の制御ループを更に具備し、前記第１の制御ル
ープは、
　第１の電流を生成すると共に、ダイオードに第１の電圧が掛るように連結された第１の
電流源回路と、
　並列組合せ回路と、
　第２の電流を生成すると共に、前記並列組合せ回路に第２の電圧が掛るように連結され
た第２の電流源回路と、
　前記第１の電圧及び前記第２の電圧に応答する第１の増幅器と、前記第１の増幅器は、
前記第１の電流及び前記第２の電流に影響するように連結されることと、
を具備し、前記第１及び第２の電流源回路は、前記第１の増幅器に連結されたゲートを有
するトランジスタからなる。
【００９５】
　（２）上記（１）の回路において、第２の制御ループを更に具備し、前記第２の制御ル
ープは、
　第３の抵抗器と、
　前記第３の抵抗器に第３の電圧が掛るように第３の電流を生成する第３の電流源回路と
、
　前記第１の電圧及び前記第３の電圧に応答する第２の増幅器と、前記第２の増幅器は、
前記第２の増幅器に応答する第３の電流源に連結されることと、
を具備する。
【００９６】
　（３）第１の視点の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードは、正の電圧供給部
に連結された前記第２の出力電流源回路と前記第２の抵抗器との間に配置される。
【００９７】
　（４）第１の視点の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードは、前記第２の抵抗
器と前記第１の抵抗器との間に配置される。
【００９８】
　（５）第１の視点の回路において、前記第１の電圧は、温度を測定するために使用され
る。
【００９９】
　（６）第１の視点の回路において、前記第１の電圧基準出力ノードは、第３の出力電流
源回路に連結される。
【０１００】
　（７）第１の視点の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードは、第４の出力電流
源回路に連結される。
【０１０１】
　（８）上記第１の視点の回路において、前記第１の電圧基準出力ノードにおける前記第
１の基準電圧は、前記第３の抵抗器の抵抗値に対する前記第１の抵抗器の抵抗値と前記第
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２の抵抗器の抵抗値との合計の比に基づく。
【０１０２】
　（９）上記（２）の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードにおける前記第２の
基準電圧は、前記第３の抵抗器の抵抗値に対する前記第２の抵抗器の抵抗値の比に基づく
。
【０１０３】
　（１０）第１の視点の回路において、前記第１の電圧または前記第２の電圧と前記負の
電圧供給部との間に連結された第４の抵抗器を更に具備し、前記第１の電圧基準出力ノー
ドにおける前記第１の基準電圧は、前記第４の抵抗器の抵抗値に対する前記第１の抵抗器
の抵抗値と前記第２の抵抗器の抵抗値との合計の比に基づく。
【０１０４】
　（１１）第１の視点の回路において、前記第１の電圧または前記第２の電圧と前記負の
電圧供給部との間に連結された第４の抵抗器を更に具備し、前記第２の電圧基準出力ノー
ドにおける前記第２の基準電圧は、前記第４の抵抗器の抵抗値に対する前記第２の抵抗器
の抵抗値の比に基づく。
【０１０５】
　（１２）上記（１）の回路において、前記並列組合せ回路は、並列に接続された複数の
ダイオードを具備するダイオードアレイと直列の第５の抵抗器を具備する。
【０１０６】
　（１３）上記（１）の回路において、前記並列組合せ回路は、第２の並列組合せ回路と
、前記ダイオードと並列に連結された第４の抵抗器を具備する第１の並列組合せ回路と、
を具備する。
【０１０７】
　（１４）上記（１３）の回路において、前記第２の並列組合せ回路は、ダイオードアレ
イと直列の第５の抵抗器と並列に連結された別の第４の抵抗器を具備する。
【０１０８】
　（１５）第２の視点の回路において、前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は基準電
圧発生器ユニットを更に具備し、前記基準電圧発生器ユニットは、
　第１の出力電流源回路と、
　前記第１の出力電流源回路に連結された第１の抵抗器と、
　前記第１の抵抗器と前記第１の出力電流源回路との間に配置された第１の電圧基準出力
ノードと、前記第１の電圧基準出力ノードは第１の基準電圧を生成することと、
　負の電圧供給部に連結された第２の抵抗器と、
　正の電圧供給部に連結された第２の出力電流源回路及び前記第１の抵抗器の少なくとも
１つと、前記第２の抵抗器との間に配置された第２の電圧基準出力ノードと、前記第２の
電圧基準出力ノードは第２の基準電圧を生成することと、
を具備する。
【０１０９】
　（１６）第２の視点の回路において、前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は第１の
制御ループを更に具備し、前記第１の制御ループは、
　第１の電流を生成すると共に、ダイオードに第１の電圧が掛るように連結された第１の
電流源回路と、
　並列組合せ回路と、
　第２の電流を生成すると共に、前記並列組合せ回路に第２の電圧が掛るように連結され
た第２の電流源回路と、
　前記第１の電圧及び前記第２の電圧に応答する第１の増幅器と、前記第１の増幅器は、
前記第１の電流及び前記第２の電流に影響するように連結されることと、
を具備し、前記第１及び第２の電流源回路は、前記第１の増幅器に連結されたゲートを有
するトランジスタからなる。
【０１１０】
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　（１７）第２の視点の回路において、前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は第２の
制御ループを更に具備し、前記第２の制御ループは、
　第３の抵抗器と、
　前記第３の抵抗器に第３の電圧が掛るように第３の電流を生成する第３の電流源回路と
、
　前記第１の電圧及び前記第３の電圧に応答する第２の増幅器と、前記第２の増幅器は、
前記第２の増幅器に応答する第３の電流源に連結されることと、
を具備する。
【０１１１】
　（１８）上記（１５）の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードは、正の電圧供
給部に連結された前記第２の出力電流源回路と前記第２の抵抗器との間に配置される。
【０１１２】
　（１９）上記（１５）の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードは、前記第２の
抵抗器と前記第１の抵抗器との間に配置される。
【０１１３】
　（２０）上記（１５）の回路において、第２の視点の回路において、前記第１の電圧基
準出力ノードは、第３の出力電流源回路に連結される。
【０１１４】
　（２１）上記（１５）の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードは、第４の出力
電流源回路に連結される。
【０１１５】
　（２２）上記（１７）の回路において、前記第１の電圧基準出力ノードにおける前記第
１の基準電圧は、前記第３の抵抗器の抵抗値に対する前記第１の抵抗器の抵抗値と前記第
２の抵抗器の抵抗値との合計の比に基づく。
【０１１６】
　（２３）上記（１７）の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードにおける前記第
２の基準電圧は、前記第３の抵抗器の抵抗値に対する前記第２の抵抗器の抵抗値の比に基
づく。
【０１１７】
　（２４）上記（１６）の回路において、前記並列組合せ回路は、並列に接続された複数
のダイオードを具備するダイオードアレイと直列の第５の抵抗器を具備する。
【０１１８】
　（２５）上記（１６）の回路において、前記並列組合せ回路は、第２の並列組合せ回路
と、前記ダイオードと並列に連結された第４の抵抗器を具備する第１の並列組合せ回路と
、を具備する。
【０１１９】
　（２６）上記（２５）の回路において、前記第２の並列組合せ回路は、ダイオードアレ
イと直列の第５の抵抗器と並列に連結された別の第４の抵抗器を具備する。
【０１２０】
　（２７）第２の視点の回路において、前記第１のコンパレータ回路は、
　前記第１のバンドギャップ基準電圧及び前記ベース・エミッタ間電圧に応答する増幅器
と、
　前記増幅器に連結され、前記第１のコンパレータ出力を生成するインバータと、
を具備する。
【０１２１】
　（２８）第２の視点の回路において、前記制御回路は、
　遅延された第１のコンパレータ出力を生成すると共に、ノイズによる切替えを予防する
第１の遅延素子と、
　前記第１のコンパレータ出力及び前記遅延された第１のコンパレータ出力に応答する第
１のＮＡＮＤゲートと、前記第１のＮＡＮＤゲートは第１の出力を生成することと、
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　遅延された第２のコンパレータ出力を生成すると共に、ノイズによる切替えを予防する
第２の遅延素子と、
　前記第２のコンパレータ出力及び前記遅延された第２のコンパレータ出力に応答する第
２のＮＡＮＤゲートと、前記第２のＮＡＮＤゲートは第２の出力を生成することと、
　前記第１の出力及び前記第２の出力に応答するフリップフロップ回路と、前記フリップ
フロップ回路はフリップフロップ出力を生成することと、前記フリップフロップ出力は、
前記指示信号を生成するために使われることと、前記指示信号は、温度が第１の温度まで
上がるとハイレベルへ切替わり、温度が第２の温度に下がるとローレベルへ切替わること
と、
を具備する。
【０１２２】
　（２９）上記（２８）の回路において、前記第１のコンパレータ出力が論理ハイにあり
且つ前記指示信号がハイレベルにある時、前記指示信号は、前記第２のコンパレータ出力
が論理ハイへ遷移するまで前記ハイレベルを維持する。
【０１２３】
　（３０）上記（２８）の回路において、温度が第２の温度まで上がると、前記第２のコ
ンパレータ出力が論理ハイから論理ローへ遷移する。
【０１２４】
　（３１）上記（２８）の回路において、温度が第１の温度まで上がると、前記第１のコ
ンパレータ出力が論理ハイから論理ローへ遷移する。
【０１２５】
　（３２）上記（２８）の回路において、前記第２のコンパレータ出力がローで且つ前記
第１のコンパレータ出力が論理ローへ遷移すると、前記指示信号がローレベルからハイレ
ベルへ遷移する。
【０１２６】
　（３３）上記（２８）の回路において、温度が第１の温度まで下がると、前記第１のコ
ンパレータ出力が論理ローから論理ハイへ遷移し、また、温度が第２の温度まで下がると
、前記第２のコンパレータ出力が論理ローから論理ハイへ遷移する。
【０１２７】
　（３４）第３の視点の回路において、前記温度依存性電圧は、温度係数に関する情報を
含む。
【０１２８】
　（３５）上記（３４）の回路において、前記温度係数は、ダイオードのベース・エミッ
タ間電圧に対応する。
【０１２９】
　（３６）第３の視点の回路において、前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は、制御
ループと、基準電圧発生器ユニットとを具備する。
【０１３０】
　（３７）上記（３６）の回路において、前記基準電圧発生器ユニットは、
　第１の出力電流源トランジスタと、
　負の電圧供給部と、
　前記第１の出力電流源トランジスタと前記負の電圧供給部との間に連結された分圧器と
、
を具備し、前記分圧器は、第１の電圧基準出力ノードで前記第１のバンドギャップ基準電
圧を生成すると共に、第２の電圧基準出力ノードで前記第２のバンドギャップ基準電圧を
生成する。
【０１３１】
　（３８）上記（３７）の回路において、前記分圧器は、第１の抵抗器及び第２の抵抗器
を具備し、前記第１の電圧基準出力ノードは、前記第１の抵抗器で規定される。
【０１３２】
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　（３９）上記（３８）の回路において、前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は、前
記第１の電圧または前記第２の電圧と前記負の電圧供給部との間に連結された第３の抵抗
器を更に具備し、前記第１の電圧基準出力ノードにおける前記第１の基準電圧は、前記第
３の抵抗器の抵抗値に対する前記第１の抵抗器の抵抗値と前記第２の抵抗器の抵抗値との
合計の比に基づく。
【０１３３】
　（４０）上記（３８）の回路において、前記バンドギャップ電圧基準発生器回路は、前
記第１の電圧または前記第２の電圧と前記負の電圧供給部との間に連結された第３の抵抗
器を更に具備し、前記第２の電圧基準出力ノードにおける前記第２の基準電圧は、前記第
３の抵抗器の抵抗値に対する前記第２の抵抗器の抵抗値の比に基づく。
【０１３４】
　（４１）上記（３６）の回路において、前記制御ループは、第１の電圧及び前記温度依
存性電圧に応答する差動増幅器を含み、前記差動増幅器は、これに接続される電流源トラ
ンジスタをバイアスする出力信号を生成することと、前記温度依存性電圧は、前記差動増
幅器に接続された前記電流源トランジスタのドレイン／ソース端子で生成されるることと
、を具備する。
【０１３５】
　（４２）上記（３８）の回路において、前記第２の電圧基準出力ノードは、前記第２の
抵抗器と前記第１の抵抗器との間に配置される。
【０１３６】
　（４３）上記（３６）の回路において、前記制御ループは並列組合せ回路を具備し、前
記並列組合せ回路は、並列に接続された複数のダイオードを具備するダイオードアレイと
直列の第５の抵抗器を具備する。
【０１３７】
　（４４）上記（４３）の回路において、前記並列組合せ回路は、第２の並列組合せ回路
と、前記ダイオードと並列に連結された第４の抵抗器を具備する第１の並列組合せ回路と
、を具備する。
【０１３８】
　（４５）上記（４４）の回路において、前記第２の並列組合せ回路は、ダイオードアレ
イと直列の第５の抵抗器と並列に連結された別の第４の抵抗器を具備する。
【０１３９】
　（４６）第３の視点の回路において、前記第１のコンパレータ回路は、
　前記第１のバンドギャップ基準電圧及び前記ベース・エミッタ間電圧に応答する増幅器
と、
　前記増幅器に連結され、前記第１のコンパレータ出力を生成するインバータと、
を具備する。
【０１４０】
　（４７）第３の視点の回路において、前記制御回路は、
　遅延された第１のコンパレータ出力を生成すると共に、ノイズによる切替えを予防する
第１の遅延素子と、
　前記第１のコンパレータ出力及び前記遅延された第１のコンパレータ出力に応答する第
１のＮＡＮＤゲートと、前記第１のＮＡＮＤゲートは第１の出力を生成することと、
　遅延された第２のコンパレータ出力を生成すると共に、ノイズによる切替えを予防する
第２の遅延素子と、
　前記第２のコンパレータ出力及び前記遅延された第２のコンパレータ出力に応答する第
２のＮＡＮＤゲートと、前記第２のＮＡＮＤゲートは第２の出力を生成することと、
　前記第１の出力及び前記第２の出力に応答するフリップフロップ回路と、前記フリップ
フロップ回路はフリップフロップ出力を生成することと、前記フリップフロップ出力は、
前記指示信号を生成するために使われることと、前記指示信号は、温度が第１の温度まで
上がるとハイレベルへ切替わり、温度が第２の温度に下がるとローレベルへ切替わること
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と、
を具備する。
【０１４１】
　（４８）第３の視点の回路において、前記第１のコンパレータ出力が論理ハイにあり且
つ前記指示信号がハイレベルにある時、前記指示信号は、前記第２のコンパレータ出力が
論理ハイへ遷移するまで前記ハイレベルを維持する。
【０１４２】
　（４９）第３の視点の回路において、温度が第２の温度まで上がると、前記第２のコン
パレータ出力が論理ハイから論理ローへ遷移する。
【０１４３】
　（５０）第３の視点の回路において、温度が第１の温度まで上がると、前記第１のコン
パレータ出力が論理ハイから論理ローへ遷移する。
【０１４４】
　（５１）第３の視点の回路において、前記第２のコンパレータ出力がローで且つ前記第
１のコンパレータ出力が論理ローへ遷移すると、前記指示信号がローレベルからハイレベ
ルへ遷移する。
【０１４５】
　（５２）第３の視点の回路において、温度が第１の温度まで下がると、前記第１のコン
パレータ出力が論理ローから論理ハイへ遷移し、また、温度が第２の温度まで下がると、
前記第２のコンパレータ出力が論理ローから論理ハイへ遷移する。
【０１４６】
　更に、本発明に係る実施の形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数
の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施の
形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が省略されることで発明が抽出された場
合、その抽出された発明を実施する場合には省略部分が周知慣用技術で適宜補われるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】従来の熱検知回路を示すブロック図である。
【図２】温度の関数として、バンドギャップ基準電圧及びベース・エミッタ間電圧を示す
グラフである。
【図３】図１の熱検知回路によって生成される指示信号のタイミングと温度との関係を示
すタイミング図である。
【図４】従来のバンドギャップ基準発生器回路を示す図である。
【図５】従来の熱検知素子回路を示す概略回路図である。
【図６】従来の他のバンドギャップ基準電圧発生器回路を示す概略回路図である。
【図７】従来の他のバンドギャップ基準電圧発生器回路を示す概略回路図である。
【図８】従来の他のバンドギャップ基準電圧発生器回路を示す概略回路図である。
【図９】熱検知回路の実施形態を示すブロック図である。
【図１０】温度の関数として、バンドギャップ基準電圧及びベース・エミッタ間電圧を示
すグラフである。
【図１１】図９の熱検知回路によって生成される指示信号のタイミングと温度との関係を
示すタイミング図である。
【図１２】第１のバンドギャップ基準電圧及び第２のバンドギャップ基準電圧を提供する
２つのバンドギャップ基準回路を含む熱検知回路の実施形態を示すブロック図である。
【図１３】温度の関数として、第１及び第２のバンドギャップ基準電圧及びベース・エミ
ッタ間電圧を示すグラフである。
【図１４】図１２の熱検知回路によって生成される指示信号のタイミングと温度との関係
を示すタイミング図である。
【図１５】熱検知回路の実施形態を示すブロック図である。
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【図１６】２つの異なる基準電圧を生成するように構成されたバンドギャップ基準回路の
実施形態を示す概略回路図である。
【図１７】２つの異なる基準電圧を生成するように構成されたバンドギャップ基準発生器
回路の他の実施形態を示す概略回路図である。
【図１８】２つの異なる基準電圧を生成するように構成された、２本の制御ループを有す
るバンドギャップ基準発生器回路の他の実施形態を示す概略回路図である。
【図１９】単一のバンドギャップ基準発生器回路、第１及び第２のコンパレータ、及び制
御回路を含む熱検知回路の他の実施形態を示すブロック図である。
【図２０】２つの異なる基準電圧を生成するように構成された、制御ループを有するバン
ドギャップ基準発生器回路の他の実施形態を示す概略回路図である。
【図２１】コンパレータ回路の実施形態を示す概略回路図である。
【図２２】制御回路の実施形態を示す概略回路図である。
【図２３】図２２に示される制御回路の動作を示すタイミング図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１００、１００Ａ、１００Ｂ…バンドギャップ基準回路；２００…熱検知素子；３００
、３００Ａ、３００Ｂ…コンパレータ；４００…制御回路；５２０、５３０…遅延素子；
８０２、９０６…制御ループ；８０４、１３０４…基準電圧発生器；９０４、１２０４…
基準電圧発生器ユニット。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

(25) JP 3808880 B2 2006.8.16



フロントページの続き

(74)代理人  100091351
            弁理士　河野　哲
(74)代理人  100088683
            弁理士　中村　誠
(74)代理人  100108855
            弁理士　蔵田　昌俊
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(72)発明者  吉田　宗博
            アメリカ合衆国、　カリフォルニア州、　サンノゼ、　リンコン・サークル　１０６０
(72)発明者  デビッド・ウイリアム・ボーアストラー
            アメリカ合衆国、　テキサス州、　オースチン、　バーネット・ロード　１１４００

    審査官  宮島　郁美

(56)参考文献  米国特許第０６５０１２５６（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２００３－０７７２９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１３４０４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１７３２１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０３Ｋ１９／００，１９／０１－１９／０８２，１９／０９２－１９／０９６

(26) JP 3808880 B2 2006.8.16


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

