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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴｌｎＴ温度曲率補正を有する温度的に安定な基準電圧を供給するためのバンドギャッ
プ基準電圧回路であって、ＰＴＡＴ電流がそれぞれ供給された少なくとも一つの第１トラ
ンジスタと少なくとも一つの第２トランジスタとを備え、前記少なくとも一つの第２トラ
ンジスタは、前記少なくとも一つの第１トランジスタが動作する電流密度よりも低い電流
密度で動作するように構成されると共に主抵抗を通じて対応のＰＴＡＴ電流が供給され、
前記少なくとも一つの第１トランジスタ及び前記少なくとも一つの第２トランジスタは、
前記少なくとも一つの第１トランジスタ及び前記少なくとも一つの第２トランジスタのベ
ース・エミッタ電圧における差分に対応した補正ＰＴＡＴ電圧を前記主抵抗の端子間に発
生させて未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と結合させて前記基準電圧を
発生させるために協調動作し、ＣＴＡＴ補正電流は、前記未補正トランジスタベース・エ
ミッタＣＴＡＴ電圧の前記ＴｌｎＴ温度曲率と相補的な曲率を有する前記補正ＰＴＡＴ電
圧を前記主抵抗の端子間に発生させるために前記ＰＴＡＴ電流と共に前記少なくとも一つ
の第２トランジスタのうちの一つの第２トランジスタに供給され、これにより、前記主抵
抗の端子間に発生される前記補正ＰＴＡＴ電圧が前記未補正トランジスタベース・エミッ
タＣＴＡＴ電圧と結合されると、前記発生された基準電圧が温度的に安定であり且つＴｌ
ｎＴ温度曲率が補正されるバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項２】
　前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ補正電流の比は、前記少なくとも一つの第１ト
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ランジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第２トランジスタの面積の比に応じて選
択される請求項１記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの第１トランジスタは、第１電圧レベルと第２電圧レベルとの間に
接続され、前記第２電圧レベルは前記第１電圧レベルとは異なり、前記少なくとも一つの
第２トランジスタは、前記第１電圧レベルと前記第２電圧レベルとの間に前記主抵抗と直
列に接続される請求項１記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項４】
　前記第１及び第２トランジスタのコレクタは、共通電圧レベルに保持され、前記ＰＴＡ
Ｔ電流は、前記第１及び第２トランジスタのエミッタに供給され、前記ＣＴＡＴ補正電流
は、前記第２トランジスタのエミッタに供給される請求項３記載のバンドギャップ基準電
圧回路。
【請求項５】
　前記共通電圧レベルは、前記第２電圧レベルと同一である請求項４記載のバンドギャッ
プ基準電圧回路。
【請求項６】
　前記主抵抗は、前記第１電圧レベルと前記少なくとも一つの第２トランジスタのうちの
一つのエミッタとの間に接続される請求項４記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項７】
　副抵抗が備えられ、前記補正ＰＴＡＴ電圧は、前記副抵抗を通して前記主抵抗から反射
され、前記副抵抗は、前記トランジスタと協調動作し、その前記未補正ベース・エミッタ
ＣＴＡＴ電圧は、前記補正ＰＴＡＴ電圧を前記トランジスタの前記未補正ベース・エミッ
タＣＴＡＴ電圧と合算して前記基準電圧を発生させるために前記補正ＰＴＡＴ電圧と結合
される請求項１記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項８】
　前記補正ＰＴＡＴ電圧は、前記主抵抗から前記副抵抗にスケーリングされる請求項７記
載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項９】
　その前記未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧が前記補正ＰＴＡＴ電圧と結合されるべ
き前記トランジスタは、前記少なくとも一つの第１トランジスタのうちの一つの第１トラ
ンジスタである請求項１記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項１０】
　前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記主抵抗から前記副抵抗への前記補正ＰＴＡＴ電圧の利得
に応じて選択される請求項７記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項１１】
　前記回路は、一つの第１トランジスタと一つの第２トランジスタとを備え、前記第１及
び第２トランジスタのベースは前記第２電圧レベルに保持される請求項３記載のバンドギ
ャップ基準電圧回路。
【請求項１２】
　複数の第１トランジスタは、前記第１トランジスタのベース・エミッタ電圧が合算され
て第１トランジスタスタックのベース・エミッタ電圧を供給するように該第１トランジス
タスタックに配置されて備えられ、且つ、複数の第２トランジスタは、該第２トランジス
タのベース・エミッタ電圧の和が合算されて第２トランジスタスタックのベース・エミッ
タ電圧を供給するように該第２トランジスタスタックに配置され、前記第２トランジスタ
スタックにおける第２トランジスタの数は、前記第１トランジスタスタックにおける第１
トランジスタの数に対応し、前記第１及び第２トランジスタにはＰＴＡＴ電流がそれぞれ
供給される請求項３記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項１３】
　各第１トランジスタのベースは、前記第１トランジスタスタックにおける次に低い第１
トランジスタのエミッタに接続され、各第２トランジスタのベースは、前記第２トランジ



(3) JP 4476276 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

スタスタックにおける次に低い第２トランジスタのエミッタに接続される請求項１２記載
のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項１４】
　前記主抵抗は、前記第２トランジスタスタックにおける最高位の第２トランジスタと前
記第１電圧レベルとの間に接続される請求項１２記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項１５】
　前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記第２トランジスタスタックの最低位の第２トランジスタ
に供給される請求項１２記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項１６】
　前記各第１及び第２トランジスタスタックの前記最低位の第１及び第２トランジスタの
ベースは、前記第２電圧レベルに接続される請求項１２記載のバンドギャップ基準電圧回
路。
【請求項１７】
　その未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧が前記補正ＰＴＡＴ電圧と結合されるべき前
記トランジスタは、前記第１トランジスタスタックの前記最低位の第１トランジスタであ
る請求項１２記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項１８】
　前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記補正ＰＴＡＴ電圧が結合される前記トランジスタの前記
未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧から引き出される請求項１記載のバンドギャップ基
準電圧回路。
【請求項１９】
　前記ＣＴＡＴ補正電流を調整するための第１較正回路が備えられた請求項１記載のバン
ドギャップ基準電圧回路。
【請求項２０】
　前記副抵抗を通じて発生される前記補正ＰＴＡＴ電圧を調整するために前記副抵抗を介
して供給される前記ＰＴＡＴ電流を調整するための第２較正回路が備えられた請求項７記
載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項２１】
　前記第２較正回路は、前記抵抗に供給される前記ＰＴＡＴ電流を調整するために備えら
れ、その前記未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧は前記補正ＰＴＡＴ電圧と結合された
請求項２０記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項２２】
　前記回路はＣＭＯＳで実施された請求項１記載のバンドギャップ基準電圧回路。
【請求項２３】
　トランジスタのベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の未補正ＴｌｎＴ温度曲率と相補的な曲
率を有する補正ＰＴＡＴ電圧を発生させるためのＰＴＡＴ電圧発生回路であって、ＰＴＡ
Ｔ電流がそれぞれ供給された少なくとも一つの第１トランジスタと少なくとも一つの第２
トランジスタとを備え、前記少なくとも一つの第２トランジスタは、前記少なくとも一つ
の第１トランジスタが動作する電流密度よりも低い電流密度で動作するように構成される
と共に主抵抗を通じて対応のＰＴＡＴ電流が供給され、前記少なくとも一つの第１トラン
ジスタ及び前記少なくとも一つの第２トランジスタは、前記少なくとも一つの第１トラン
ジスタ及び前記少なくとも一つの第２トランジスタのベース・エミッタ電圧における差分
に対応した補正ＰＴＡＴ電圧を発生させるために協調動作し、ＣＴＡＴ補正電流は、未補
正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の前記ＴｌｎＴ温度曲率と相補的な曲率を
有する前記補正ＰＴＡＴ電圧を前記主抵抗の端子間に発生させるために前記ＰＴＡＴ電流
と共に前記少なくとも一つの第２トランジスタのうちの一つの第２トランジスタに供給さ
れるＰＴＡＴ電圧発生回路。
【請求項２４】
　前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ電流の比は、前記少なくとも一つの第１トラン
ジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第２トランジスタの面積の比に応じて選択さ
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れる請求項２３記載のＰＴＡＴ電圧発生回路。
【請求項２５】
　前記少なくとも一つの第１トランジスタは、第１電圧レベルと第２電圧レベルとの間に
接続され、前記第２電圧レベルは前記第１電圧レベルと異なり、前記少なくとも一つの第
２トランジスタは、前記第１電圧レベルと前記第２電圧レベルとの間に前記主抵抗と直列
に接続された請求項２３記載のＰＴＡＴ電圧発生回路。
【請求項２６】
　前記第１及び第２トランジスタのコレクタは共通電圧レベルに保持され、前記ＰＴＡＴ
電流は前記第１及び第２トランジスタのエミッタに供給され、前記ＣＴＡＴ補正電流は前
記第２トランジスタのエミッタに供給される請求項２４記載のＰＴＡＴ電圧発生回路。
【請求項２７】
　前記共通電圧レベルは前記第２電圧レベルと同一である請求項２６記載のＰＴＡＴ電圧
発生回路。
【請求項２８】
　複数の第１トランジスタが、該第１トランジスタのベース・エミッタ電圧が合算されて
第１トランジスタスタックのベース・エミッタ電圧を供給するように該第１トランジスタ
スタックに配置されて備えられ、各第１トランジスタのベースが、前記第１トランジスタ
スタックにおける次に低い第１トランジスタのエミッタに接続され、複数の第２トランジ
スタが、該第２トランジスタのベース・エミッタ電圧の和が合算されて第２トランジスタ
スタックのベース・エミッタ電圧を供給するように該第２トランジスタスタックに配置さ
れ、各第２トランジスタのベースが、前記第２トランジスタスタックにおける次に低い第
２トランジスタのエミッタに接続され、前記第２トランジスタスタックにおける第２トラ
ンジスタの数が前記第１トランジスタスタックにおける第１トランジスタの数に対応し、
前記第１及び第２トランジスタにはＰＴＡＴ電流がそれぞれ供給される請求項２４記載の
ＰＴＡＴ電圧発生回路。
【請求項２９】
　前記主抵抗は、前記第２トランジスタスタックにおける最高位の第２トランジスタと前
記第１電圧レベルとの間に接続され、前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記第２トランジスタス
タックの最低位の第２トランジスタに供給され、前記各第１及び第２トランジスタスタッ
クの前記最低位の第１及び第２トランジスタのベースは前記第２電圧レベルに接続された
請求項２８記載のＰＴＡＴ電圧発生回路。
【請求項３０】
　ＴｌｎＴ温度曲率補正を有する温度的に安定なバンドギャップ基準電圧を発生させるた
めの方法であって、
　少なくとも一つの第１トランジスタと少なくとも一つの第２トランジスタとにＰＴＡＴ
電流をそれぞれ供給するステップであって、前記少なくとも一つのの第２トランジスタに
は主抵抗を通じて対応のＰＴＡＴ電流が供給されるステップと、
　前記第１及び第２トランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に対応した補正Ｐ
ＴＡＴ電圧を主抵抗の端子間に発生させるために前記少なくとも一つの第１トランジスタ
及び前記少なくとも一つの第２トランジスタが前記主抵抗と協調動作するように、前記少
なくとも一つの第１トランジスタが動作される電流密度よりも低い電流密度で前記少なく
とも一つの第２トランジスタを動作させるステップと、
　前記基準電圧を発生させるために前記補正ＰＴＡＴ電圧を未補正トランジスタベース・
エミッタＣＴＡＴ電圧と結合するステップとを含み、
　更に、
　ＣＴＡＴ補正電流を、前記未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の前記Ｔ
ｌｎＴ温度曲率と相補的な曲率を有する前記補正ＰＴＡＴ電圧を前記主抵抗の端子間に発
生させるために前記ＰＴＡＴ電流と共に前記少なくとも一つの第２トランジスタのうちの
一つの第２トランジスタに供給し、これにより、前記未補正トランジスタベース・エミッ
タＣＴＡＴ電圧と前記主抵抗の端子間に発生される前記補正ＰＴＡＴ電圧との結合電圧は
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、温度的に安定であり且つＴｌｎＴ温度曲率が補正された基準電圧を供給するステップを
含む方法。
【請求項３１】
　前記ＰＴＡＴ電流は、前記第１及び第２トランジスタのエミッタに供給され、前記ＣＴ
ＡＴ補正電流は、前記第２トランジスタのエミッタに供給される請求項３０記載の方法。
【請求項３２】
　前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ補正電流の比は、前記少なくとも一つの第２ト
ランジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第１トランジスタの面積の比に応じて選
択される請求項３０記載の方法。
【請求項３３】
　トランジスタのベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の未補正ＴｌｎＴ温度曲率と相補的な曲
率を有するＰＴＡＴ電圧を発生させるための方法であって、
　少なくとも一つの第１トランジスタと少なくとも一つの第２トランジスタとにＰＴＡＴ
電流をそれぞれ供給するステップであって、前記少なくとも一つのの第２トランジスタに
は主抵抗を通じて対応のＰＴＡＴ電流が供給されるステップと、
　前記少なくとも一つの第１トランジスタ及び前記少なくとも一つの第２トランジスタが
、前記第１及び第２トランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に対応した補正Ｐ
ＴＡＴ電圧を主抵抗の端子間に発生させるために前記主抵抗と協調動作するように、前記
少なくとも一つの第１トランジスタが動作される電流密度よりも低い電流密度で前記少な
くとも一つの第２トランジスタを動作させるステップとを含み、
　更に、
　前記未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の前記ＴｌｎＴ温度曲率と相補
的な曲率を有する前記ＰＴＡＴ電圧を前記主抵抗の端子間に発生させるために前記ＰＴＡ
Ｔ電流と共にＣＴＡＴ補正電流を前記少なくとも一つの第２トランジスタのうちの一つの
第２トランジスタに供給するステップを含む方法。
【請求項３４】
　前記ＰＴＡＴ電流は前記第１及び第２トランジスタのエミッタに供給され、前記ＣＴＡ
Ｔ補正電流は前記第２トランジスタのエミッタに供給される請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ補正電流の比は、前記少なくとも一つの第２ト
ランジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第１トランジスタの面積の比に応じて選
択される請求項３３記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安定的なＴｌｎＴ温度曲率が補正された基準電圧を発生させるための、好ま
しくはＣＭＯＳプロセス製造に適したバンドギャップ基準電圧回路に関し、また、本発明
は、トランジスタのベース・エミッタ間に発生されるタイプの未補正ＴｌｎＴ温度曲率Ｃ
ＴＡＴ電圧と相補的な温度曲率を有するＰＴＡＴ電圧を発生させるための、好ましくはＣ
ＭＯＳプロセス製造に適したＰＴＡＴ電圧発生回路に関する。また、本発明は、基準電圧
およびＰＴＡＴ電圧のような電圧を発生させるための方法に関する。
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ほとんどの電子回路は、安定的なＤＣ電圧、特に温度に対して安定的な電圧を必要とす
る。温度に対して適度に安定的なＤＣ基準電圧を発生させるためのバンドギャップ基準電
圧回路が知られている。このようなバンドギャップ基準電圧回路は、実質的に一定のベー
ス・エミッタ電圧を発生させるバイポーラトランジスタの特性を利用しており、シリコン
で製造される場合には、ベース・エミッタ電圧が０．５ボルトないし０．８ボルトの範囲
で発生されるというシリコンの特性を利用している。しかしながら、トランジスタのベー
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ス・エミッタによって発生される電圧は、負の温度係数を有し、換言すると、電圧は、絶
対温度に対して相補的である（ＣＴＡＴ; Complementary To Absolute Temperature）。
既知のバンドギャップ基準電圧回路においては、一対のトランジスタが異なる電流密度で
作動され、且つこれら二つのトランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例し
た電圧を発生させるために配置される。この差分電圧は、正の温度係数を有し、換言する
と、電圧は、絶対温度に比例する（ＰＴＡＴ; Proportional To Absolute Temperature）
。ベース・エミッタ電圧における差分によって供給されるＰＴＡＴ電圧は適切にスケーリ
ングされ、そして上記トランジスタの一つのＣＴＡＴ電圧と合算されて、基準電圧を発生
させる。しかしながら、トランジスタのＣＴＡＴベース・エミッタ電圧の温度との線形関
係のみならず、ＣＴＡＴベース・エミッタ電圧は、温度曲率(temperature curvature)と
称される非線形温度関係も呈する。温度に対するＣＴＡＴ電圧のこの非線形関係は、一般
に、項Ｋ．ＴｌｎＴで表され、ここで、Ｋは定数であり、Ｔは度ケルビン（°Ｋ）での絶
対温度である。従って、適度な温度範囲にわたって全く安定的な基準電圧を発生させるた
めには、ＣＴＡＴベース・エミッタ電圧のＴｌｎＴ温度曲率も補正されなければならない
。
【０００３】
　トランジスタのベース・エミッタのＣＴＡＴ電圧のＴｌｎＴ非線形性を補正するために
種々の試みがなされてきた。Audyの米国特許明細書第５３５２９７３号は、ＴｌｎＴ温度
曲率が補正されたバンドギャップ基準電圧回路を開示している。このAudyのバンドギャッ
プ基準電圧回路は、ブローコー(Brokaw)バンドギャップ基準電圧セルと補正セル(correct
ion cell)を備える。ブローコーセルは、第１および第２バイポーラトランジスタを備え
、これらトランジスタは、これら二つのトランジスタのベース・エミッタ電圧における差
分に比例したＰＴＡＴ電圧を発生させるために配置される。上記ＰＴＡＴ電圧差は第１抵
抗を通じて発生される。上記第１および第２トランジスタは、ＰＴＡＴコレクタ電流で作
動され、そして上記二つのトランジスタのコレクタは、演算増幅器によって共通電圧に保
持される。
【０００４】
　上記補正セルは、ＴｌｎＴ曲率項を補正し、そして第３トランジスタを備え、この第３
トランジスタは、この第３トランジスタとブローコーセルの第２トランジスタとのベース
・エミッタ電圧における差分に比例した第２抵抗を通じて電圧を発生させるためにバンド
ギャップセルの第２トランジスタのうちの一つと協調動作する。演算増幅器は、第３トラ
ンジスタのコレクタ電流が実質的に温度に鈍感な一定値になるまで第３トランジスタのエ
ミッタを駆動する。従って、このことは、第２抵抗を通じて発生される差分電圧に、ベー
ス・エミッタＣＴＡＴ電圧のＴｌｎＴ曲率に相補的なＴｌｎＴ曲率を持たせる。ブローコ
ーセルの第１抵抗とコレクションセルの第２抵抗を流れる電流は、ＣＴＡＴベース・エミ
ッタ電圧に対して相補的なＴｌｎＴ曲率を有する対応電圧を発生させるためのブローコー
セルに組み込まれた第３抵抗において合算される。この第３抵抗を通じて発生された電圧
は、バンドギャップセルの第２トランジスタのＣＴＡＴベース・エミッタ電圧と合算され
て、温度に対して安定的で且つＴｌｎＴ曲率が補正された基準電圧を供給する。
【０００５】
　しかしながら、Audyのバンドギャップ回路により発生された基準電圧は、ＴｌｎＴ曲率
が補正され、従って比較的広い範囲で温度的に安定しているが、残念ながら、このAudyの
バンドギャップ回路は、ＣＭＯＳプロセスでの簡単な実施には適していない。さらに、Au
dyの回路は、第３抵抗を通じてＴｌｎＴ曲率を有するＰＴＡＴ電圧を発生させるためにＣ
ＴＡＴベース・エミッタ電圧に対して相補的なＴｌｎＴ曲率を有する第２抵抗を流れる電
流と第１抵抗を流れるＰＴＡＴ電流とを利用する。
【０００６】
　Nguyenの米国特許明細書第５４２４６２８号は、米国特許明細書第５３５２９７３号に
おけるAudyの回路と同様に配置された一対のバイポーラトランジスタから成るバンドギャ
ップセルを備え、上記二つのトランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例し
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たＰＴＡＴ電圧を発生させるためのバンドギャップ基準電圧回路を開示し、上記ＰＴＡＴ
電圧は、バンドギャップセルのトランジスタのうちの一つのＣＴＡＴベース・エミッタ電
圧と合算される。このNguyenのバンドギャップ基準電圧回路は、補正電流信号を供給する
ための追加的な回路を備え、この補正電流信号は、電流二乗回路(current squaring circ
uit)によって発生され、そして上記バンドギャップセルの二つのトランジスタのコレクタ
電流値が等しくならないように、上記二つのトランジスタのうちの一つのコレクタに注入
される。この補正電流は、基準電圧のＣＴＡＴベース・エミッタ電圧を供給するためのト
ランジスタに注入され、そして上記二つのトランジスタ間のコレクタ電流差がＣＴＡＴベ
ース・エミッタ電圧のＴｌｎＴ曲率の除去を可能としていると言える。しかしながら、こ
のNguyenのバンドギャップ基準電圧回路の実施に必要とされる回路は比較的複雑であり、
その上、それはＣＭＯＳプロセスに適していない。
【０００７】
　Rincon-moraの米国特許明細書第６１５７２４５号は、一対のトランジスタから成るバ
ンドギャップセルを備えたバンドギャップ基準電圧回路を開示し、この一対のトランジス
タは、これらトランジスタのベース・エミッタ電圧の差分に比例したＰＴＡＴ電圧を発生
させるために配置され、そしてこの電圧はＰＴＡＴ電流を発生させるために使用され、こ
のＰＴＡＴ電流は、二つの抵抗を備えた抵抗分割回路のうちの一つの抵抗に印加され、こ
の抵抗を通じて基準電圧が発生される。また、Rincon-moraのバンドギャップ基準電圧回
路は、対数の動作温度依存電流を発生させる補償回路を備え、この対数の動作温度依存電
流は、電圧分割回路の第２抵抗を通じて対数温度依存補正電流(logarithmic temperature
 dependent correcting voltage)を発生させるために該第２抵抗に印加される。上記第１
および第２抵抗を通じた電圧は合算されて基準電圧を供給し、この基準電圧は、温度的に
安定的であり、且つＴｌｎＴ曲率が補正されたものとなる。Rincon-moraのバンドギャッ
プ基準電圧回路は、比較的複雑であり、しかもＣＭＯＳプロセスにおける実施には容易に
は適さない。
【０００８】
　Nagarajの米国特許明細書第５５１２８１７号は、一対のバイポーラトランジスタから
成るバンドギャップセルを備えたバンドギャップ基準電圧回路を開示し、これらトランジ
スタは、これらトランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例したＰＴＡＴ電
圧を発生させるために配置されている。このＰＴＡＴ差分電圧は、第１抵抗を通じて発生
され、そして第１抵抗上で発生されたこのＰＴＡＴ差分電圧は、カレントミラー回路を介
して第２抵抗上でスケーリングされる。第２抵抗上のスケーリングされた電圧は、バンド
ギャップ基準電圧を供給するためにバンドギャップセルのトランジスタのうちの一つのＣ
ＴＡＴベース・エミッタ電圧と合算される。このNagarajのバンドギャップ基準電圧回路
によって発生された基準電圧は如何なるＴｌｎＴ曲率補正も含まない。
【０００９】
　Sundbyの米国特許明細書第５３２５０４５号は、バイポーラトランジスタの二つのスタ
ックが配置されたバンドギャップセルを備えたバンドギャップ基準電圧回路が開示され、
これら二つのトランジスタは、上記各スタックのトランジスタのベース・エミッタ電圧に
おける差分に比例したＰＴＡＴ電圧を発生させるためのものである。上記ＰＴＡＴ電圧差
は、抵抗分割回路の３つの抵抗のうちの一つを通じて発生される。上記抵抗分割回路の３
つの抵抗は負の温度係数を有する抵抗であり、上記抵抗分割回路の他の二つの抵抗を通じ
て発生される電圧はＰＴＡＴ電圧と合算される。３つの全ての抵抗を通じて発生される電
圧は、温度曲率が補正された基準電圧を発生させるための別個のバイポーラトランジスタ
のＣＴＡＴベース・エミッタ電圧と合算される。Sundbyの回路では、ＴｌｎＴ温度曲率補
正は、負の温度係数を有する抵抗を用いて達成される。しかしながら、Sundbyのバンドギ
ャップ基準電圧回路のＴｌｎＴ温度曲率補償は、とりわけ正確ではなく、高温度係数を有
する抵抗の使用は望ましくない。
【００１０】
　Yumの米国特許明細書第５０５３６４０号は、基準電圧を確立するためのバンドギャッ
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プセルと、バンドギャップ基準電圧の非線形温度依存性を補償するための補償回路とを備
えた基準電圧回路を開示する。バンドギャップセルは、二つのトランジスタを備え、これ
ら二つのトランジスタは、これら二つのトランジスタのベース・エミッタ電圧における差
分に比例した補正ＰＴＡＴ電圧を発生させるために配置される。補正ＰＴＡＴ電圧は、抵
抗分割回路のうちの一つの抵抗を通じて発生され、そして抵抗分割回路における補償抵抗
を通じて発生される補償電圧と合算される。補償回路は、温度曲率を補償するための所定
の温度しきい値に応じて変えられる補償抵抗を流れる電流を切り換えるためのスイッチ回
路を備える。しかしながら、この補償回路は所定の温度しきい値に応じて補償抵抗を流れ
る電流を次第に変えるので、この回路によって提供される温度曲率補正は、比較的不正確
であり、しかも回路が比較的複雑になる。
【００１１】
　Carvajalの米国特許明細書第４９３９４４２号は、バンドギャップセルを備えたバンド
ギャップ基準電圧回路を開示し、このバンドギャップセルは、このバンドギャップセルの
二つのバイポーラトランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例したＰＴＡＴ
電圧を発生させるためのものである。上記ＰＴＡＴ差分電圧は、基準電圧を供給するため
の別個のトランジスタのＣＴＡＴベース・エミッタ電圧と合算される。しかしながら、上
記二つのトランジスタのＣＴＡＴ電圧とＰＴＡＴ電圧差は、ＣＴＡＴベース・エミッタ電
圧の温度曲率を補償するための二つの補償抵抗を通じて発生される電圧と合算される。上
記補償抵抗のうちの一方は、高い温度で補償するための補償電流を入力する一方、他方の
補償抵抗は、低い温度で補償するための補償電流を入力する。上記高い温度および低い温
度での電流を発生させるための回路が備えられる。しかしながら、曲率補正回路によって
提供される温度曲率補正は、精度が制限され、しかもＴｌｎＴ曲率を適切に補償しない。
さらに、Carvajalの回路は、ＣＭＯＳプロセスによる実施に容易には適さない。
【００１２】
　Nelsonの米国特許明細書第４６０３２９１号は、一対のバイポーラトランジスタから成
るバンドギャップセルを備えたバンドギャップ基準電圧回路を開示し、これら二つのトラ
ンジスタは、第１抵抗を通じて上記二つのトランジスタのベース・エミッタ電圧における
差分に比例したＰＴＡＴ電圧を発生させるために配置されている。補正回路は、ＴｌｎＴ
の形式の補正電流を発生させ、この補正電流は、バンドギャップセルの基準電圧からＴｌ
ｎＴ曲率を排除するためにバンドギャップセルのトランジスタのうちの一つのコレクタに
加えられる。しかしながら、Nelsonの回路は、比較的複雑であり、しかもＣＭＯＳプロセ
スにおける実施には容易には適さない。
【００１３】
　MacQuiggの米国特許明細書第６２１８８２２号は、一対のバイポーラトランジスタから
成るバンドギャップセルを備え、これら二つのトランジスタは、これら二つのトランジス
タのベース・エミッタ電圧における差分に比例したＰＴＡＴ電圧を発生させるために配置
されている。このＰＴＡＴ電圧は、上記トランジスタのうちの一つＣＴＡＴベース・エミ
ッタ電圧と合算されて基準電圧を発生させる。ｎ型ＬＤＤ(lightly doped drain)拡散抵
抗のように、バンドギャップセルの基準電圧とは反対の曲率特性を有する非線形抵抗が、
基準電圧の温度曲率を補正するために備えられる。非線形抵抗をトリミングするための条
件が作られる。曲率補正がもっぱら非線形抵抗に依存しているので、この回路の基準電圧
の温度安定性は制限される。
【００１４】
　Lewisの米国特許明細書第４８０８９０８号は、一対のバイポーラトランジスタから成
るバンドギャップセルを備えたバンドギャップ基準電圧回路を開示し、これら二つのトラ
ンジスタは、これら二つのトランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例した
ＰＴＡＴ電圧を発生させるために配置される。このＰＴＡＴ差分電圧は、トランジスタの
ＣＴＡＴベース・エミッタ電圧と合算されて基準電圧を発生させる。補償電圧は、補償抵
抗を通じて発生され、温度の関数としてバンドギャップセル出力の一次および二次導関数
を補正するためにＰＴＡＴ差分電圧およびＣＴＡＴベース・エミッタ電圧と合算される。
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このLewisの回路は、ＣＭＯＳプロセスにおける実施には容易には適さず、しかも、Ｔｌ
ｎＴ温度曲率補正が制限される。
【００１５】
　従って、既存のバンドギャップ基準電圧回路の問題を克服するバンドギャップ基準電圧
回路に対する要請が存在し、好ましくは、それはＣＭＯＳプロセスでの実施に容易に適し
、且つ、適度な温度範囲にわたってＴｌｎＴ曲率について補正されると共に比較的温度的
に安定した電圧を提供する。また、ＣＴＡＴベース・エミッタトランジスタ電圧と相補的
なＰＴＡＴ電圧を発生させるためのＰＴＡＴ電圧発生回路に対する要請も存在し、好まし
くは、それはＣＭＯＳプロセスにおける実施に容易に適する。
【特許文献１】米国特許明細書第５３５２９７３号
【特許文献２】米国特許明細書第５４２４６２８号
【特許文献３】米国特許明細書第６１５７２４５号
【特許文献４】米国特許明細書第５５１２８１７号
【特許文献５】米国特許明細書第５３２５０４５号
【特許文献６】米国特許明細書第５０５３６４０号
【特許文献７】米国特許明細書第４９３９４４２号
【特許文献８】米国特許明細書第４６０３２９１号
【特許文献９】米国特許明細書第６２１８８２２号
【特許文献１０】米国特許明細書第４８０８９０８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、このようなバンドギャップ基準電圧回路およびＰＴＡＴ電圧発生回路を提供
することを目的とし、また、本発明は、ＰＴＡＴ電圧およびバンドギャップ基準電圧を発
生させるための方法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】
【００１７】
　本発明によれば、ＴｌｎＴ温度曲率補正を有する温度的に安定な基準電圧を供給するた
めのバンドギャップ基準電圧回路が提供され、該バンドギャップ基準電圧回路は、ＰＴＡ
Ｔ電流がそれぞれ供給された少なくとも一つの第１トランジスタと少なくとも一つの第２
トランジスタとを備え、前記少なくとも一つの第２トランジスタは、前記少なくとも一つ
の第１トランジスタが動作可能な電流密度よりも低い電流密度で動作可能であると共に、
前記第１及び第２トランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例した補正ＰＴ
ＡＴ電圧を発生させて未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と結合させて前
記基準電圧を発生させるために前記少なくとも一つの第１トランジスタと協調動作し、Ｃ
ＴＡＴ補正電流は、前記未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の前記Ｔｌｎ
Ｔ温度曲率と相補的な曲率を有する前記補正ＰＴＡＴ電圧を発生させるために前記ＰＴＡ
Ｔ電流と共に前記少なくとも一つの第２トランジスタのうちの一つに供給され、これによ
り、前記補正ＰＴＡＴ電圧が前記未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と結
合されると、前記発生された基準電圧が温度的に安定であり且つＴｌｎＴ温度曲率が補正
される。
【００１８】
　本発明の一実施形態において、前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ補正電流の比は
、前記少なくとも一つの第１トランジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第２トラ
ンジスタの面積の比に応じて選択される。
【００１９】
　好ましくは、主抵抗が備えられ、該主抵抗は、前記第１及び第２トランジスタの前記ベ
ース・エミッタ電圧における差分に対応する前記補正ＰＴＡＴ電圧が該主抵抗を通じて発
生されるように、前記第１及び第２トランジスタと協調動作する。
【００２０】
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　本発明の一実施形態において、前記少なくとも一つの第１トランジスタは、第１電圧レ
ベルと第２電圧レベルとの間に接続され、前記第２電圧レベルは前記第１電圧レベルとは
異なり、前記少なくとも一つの第２トランジスタは、前記第１電圧レベルと前記第２電圧
レベルとの間に前記主抵抗と直列に接続される。
【００２１】
　好ましくは、前記主抵抗が接続された前記第２トランジスタに供給される前記ＰＴＡＴ
電流は、前記主抵抗を介して前記第２トランジスタに供給される。
【００２２】
　本発明の一実施形態において、前記第１及び第２トランジスタのコレクタは、共通電圧
レベルに保持され、前記ＰＴＡＴ電流は、前記第１及び第２トランジスタのエミッタに供
給され、前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記第２トランジスタのエミッタに供給され、且つ、
好ましくは、前記共通電圧レベルは、前記第２電圧レベルと同一である。
【００２３】
　本発明の一実施形態において、前記主抵抗は、前記第１電圧レベルと前記少なくとも一
つの第２トランジスタのうちの一つのエミッタとの間に接続される。
【００２４】
　本発明の他の実施形態において、副抵抗が備えられ、前記補正ＰＴＡＴ電圧は、前記副
抵抗を通して前記主抵抗から反射され、前記副抵抗は、前記トランジスタと協調動作し、
その前記未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧は、前記補正ＰＴＡＴ電圧を前記トランジ
スタの前記未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と合算して前記基準電圧を発生させるた
めに前記補正ＰＴＡＴ電圧と結合される。
【００２５】
　好ましくは、前記補正ＰＴＡＴ電圧は、前記主抵抗から前記副抵抗にスケーリングされ
る。
【００２６】
　本発明の一実施形態において、その前記未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧が前記補
正電圧と結合されるべき前記トランジスタは、前記少なくとも一つの第１トランジスタの
うちの一つである。
【００２７】
　本発明の一実施形態において、前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記主抵抗から前記副抵抗へ
の前記補正ＰＴＡＴ電圧の利得に応じて選択される。
【００２８】
　本発明の一実施形態において、前記回路は、一つの第１トランジスタと一つの第２トラ
ンジスタとを備え、前記第１及び第２トランジスタのベースは前記第２電圧レベルに保持
される。
【００２９】
　或いは、複数の第１トランジスタは、前記第１トランジスタのベース・エミッタ電圧が
合算されて第１トランジスタスタックのベース・エミッタ電圧を供給するように該第１ト
ランジスタスタックに配置されて備えられ、且つ、複数の第２トランジスタは、該第２ト
ランジスタのベース・エミッタ電圧の和が合算されて第２トランジスタスタックのベース
・エミッタ電圧を供給するように該第２トランジスタスタックに配置され、前記第２トラ
ンジスタスタックにおける第２トランジスタの数は、前記第１トランジスタスタックにお
ける第１トランジスタの数に対応し、前記第１及び第２トランジスタにはＰＴＡＴ電流が
それぞれ供給される。
【００３０】
　本発明の一実施形態において、各第１トランジスタのベースは、前記第１トランジスタ
スタックにおける次に低い第１トランジスタのエミッタに接続され、各第２トランジスタ
のベースは、前記第２トランジスタスタックにおける次に低い第２トランジスタのエミッ
タに接続される。
【００３１】
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　本発明の他の実施形態において、前記主抵抗は、前記第２トランジスタスタックにおけ
る最高位の第２トランジスタと前記第１電圧レベルとの間に接続される。
【００３２】
　本発明の更なる実施形態において、前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記第２トランジスタス
タックの最低位の第２トランジスタに供給される。
【００３３】
　本発明の他の実施形態において、前記各第１及び第２トランジスタスタックの前記最低
位の第１及び第２トランジスタのベースは、前記第２電圧レベルに接続される。
【００３４】
　本発明の更なる実施形態において、その未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧が前記補
正ＰＴＡＴ電圧と結合されるべき前記トランジスタは、前記第１トランジスタスタックの
前記最低位の第１トランジスタである。
【００３５】
　好ましくは、前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記補正ＰＴＡＴ電圧が結合される前記トラン
ジスタの前記未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧から引き出される。
【００３６】
　本発明の一実施形態において、前記ＣＴＡＴ補正電流を調整するための第１較正回路が
備えられる。
【００３７】
　本発明の他の実施形態において、前記副抵抗を通じて発生される前記補正ＰＴＡＴ電圧
を調整するために前記副抵抗を介して供給される前記ＰＴＡＴ電流を調整するための第２
較正回路が備えられる。
【００３８】
　本発明の更なる実施形態において、前記第２較正回路は、前記抵抗に供給される前記Ｐ
ＴＡＴ電流を調整するために備えられ、その前記未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧は
前記補正ＰＴＡＴ電圧と結合される。
【００３９】
　本発明の一実施形態において、前記回路はＣＭＯＳで実施される。
【００４０】
　加えて、本発明は、トランジスタのベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の未補正ＴｌｎＴ温
度曲率と相補的な曲率を有するＰＴＡＴ電圧を発生させるためのＰＴＡＴ電圧発生回路を
提供し、前記ＰＴＡＴ電圧発生回路は、ＰＴＡＴ電流がそれぞれ供給された少なくとも一
つの第１トランジスタと少なくとも一つの第２トランジスタとを備え、前記少なくとも一
つの第２トランジスタは、前記少なくとも一つの第１トランジスタが動作可能な電流密度
よりも低い電流密度で動作可能であると共に、前記第１及び第２トランジスタのベース・
エミッタ電圧における差分に比例したＰＴＡＴ電圧を発生させるために前記少なくとも一
つの第１トランジスタと協調動作し、ＣＴＡＴ補正電流は、未補正トランジスタベース・
エミッタＣＴＡＴ電圧の前記ＴｌｎＴ温度曲率と相補的な曲率を有する前記ＰＴＡＴ電圧
を発生させるために前記ＰＴＡＴ電流と共に前記少なくとも一つの第２トランジスタのう
ちの一つに供給される。
【００４１】
　本発明の一実施形態において、前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ電流の比は、前
記少なくとも一つの第１トランジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第２トランジ
スタの面積の比に応じて選択される。
【００４２】
　好ましくは、主抵抗が備えられ、該主抵抗は、前記第１及び第２トランジスタの前記ベ
ース・エミッタ電圧における差分に対応する前記ＰＴＡＴ電圧が該主抵抗を通じて発生さ
れるように、前記第１及び第２トランジスタと協調動作する。
【００４３】
　本発明の一実施形態において、前記少なくとも一つの第１トランジスタは、第１電圧レ
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ベルと第２電圧レベルとの間に接続され、前記第２電圧レベルは前記第１電圧レベルと異
なり、前記少なくとも一つの第２トランジスタは、前記第１電圧レベルと前記第２電圧レ
ベルとの間に前記主抵抗と直列に接続される。
【００４４】
　好ましくは、前記主抵抗が接続された前記第２トランジスタに供給される前記ＰＴＡＴ
電流は、前記主抵抗を介して前記第２トランジスタに供給される。
【００４５】
　有利には、前記第１及び第２トランジスタのコレクタは共通電圧レベルに保持され、前
記ＰＴＡＴ電流は前記第１及び第２トランジスタのエミッタに供給され、前記ＣＴＡＴ補
正電流は前記第２トランジスタのエミッタに供給される。好ましくは、前記共通電圧レベ
ルは前記第２電圧レベルと同一である。
【００４６】
　本発明の一実施形態において、複数の第１トランジスタが、該第１トランジスタのベー
ス・エミッタ電圧が合算されて第１トランジスタスタックのベース・エミッタ電圧を供給
するように該第１トランジスタスタックに配置されて備えられ、各第１トランジスタのベ
ースが、前記第１トランジスタスタックにおける次に低い第１トランジスタのエミッタに
接続され、複数の第２トランジスタが、該第２トランジスタのベース・エミッタ電圧の和
が合算されて第２トランジスタスタックのベース・エミッタ電圧を供給するように該第２
トランジスタスタックに配置され、各第２トランジスタのベースが、前記第２トランジス
タスタックにおける次に低い第２トランジスタのエミッタに接続され、前記第２トランジ
スタスタックにおける第２トランジスタの数が前記第１トランジスタスタックにおける第
１トランジスタの数に対応し、前記第１及び第２トランジスタにはＰＴＡＴ電流がそれぞ
れ供給される。
【００４７】
　本発明の他の実施形態において、前記主抵抗は、前記第２トランジスタスタックにおけ
る最高位の第２トランジスタと前記第１電圧レベルとの間に接続され、前記ＣＴＡＴ補正
電流は、前記第２トランジスタスタックの最低位の第２トランジスタに供給され、前記各
第１及び第２トランジスタスタックの前記最低位の第１及び第２トランジスタのベースは
前記第２電圧レベルに接続される。
【００４８】
　更に、本発明は、ＴｌｎＴ温度曲率補正を有する温度的に安定なバンドギャップ基準電
圧を発生させるための方法を提供し、該方法は、
　少なくとも一つの第１トランジスタと該少なくとも一つの第１トランジスタと協調動作
する少なくとも一つの第２トランジスタとを備え、前記第１及び第２トランジスタのベー
ス・エミッタ電圧における差分に比例した補正ＰＴＡＴ電圧を発生させるためのステップ
と、
　前記少なくとも一つの第１トランジスタと前記少なくとも一つの第２トランジスタとに
ＰＴＡＴ電流をそれぞれ供給するステップと、
　前記補正ＰＴＡＴ電圧を発生させるために前記少なくとも一つの第１トランジスタが動
作される電流密度よりも低い電流密度で前記少なくとも一つの第２トランジスタを動作さ
せるステップと、
　前記基準電圧を発生させるために前記補正ＰＴＡＴ電圧を未補正トランジスタベース・
エミッタＣＴＡＴ電圧と結合するステップとを含み、
　該方法は、更に、
　ＣＴＡＴ補正電流を、前記未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の前記Ｔ
ｌｎＴ温度曲率と相補的な曲率を有する前記補正ＰＴＡＴ電圧を発生させるために前記Ｐ
ＴＡＴ電流と共に前記少なくとも一つの第２トランジスタのうちの一つに供給し、これに
より、前記補正ＰＴＡＴ電圧が前記未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と
結合されると、前記発生された基準電圧が温度的に安定であり且つＴｌｎＴ温度曲率が補
正されるステップを含む。
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【００４９】
　本発明の一実施形態において、前記ＰＴＡＴ電流は、前記第１及び第２トランジスタの
エミッタに供給され、前記ＣＴＡＴ補正電流は、前記第２トランジスタのエミッタに供給
される。
【００５０】
　本発明の他の実施形態において、前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ補正電流の比
は、前記少なくとも一つの第２トランジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第１ト
ランジスタの面積の比に応じて選択される。
【００５１】
　また、本発明は、トランジスタのベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の未補正ＴｌｎＴ温度
曲率と相補的な曲率を有するＰＴＡＴ電圧を発生させるための方法であって、該方法は、
　少なくとも一つの第１トランジスタと該少なくとも一つの第１トランジスタと協調動作
する少なくとも一つの第２トランジスタとを備え、前記第１トランジスタ及び第２トラン
ジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例したＰＴＡＴ電圧を発生させるための
ステップと、
　前記少なくとも一つの第１トランジスタと前記少なくとも一つの第２トランジスタとに
ＰＴＡＴ電流をそれぞれ供給するステップと、
　前記第１及び第２トランジスタのベース・エミッタ電圧における差分に比例した前記Ｐ
ＴＡＴ電圧を発生させるために前記少なくとも一つの第１トランジスタが動作される電流
密度よりも低い電流密度で前記少なくとも一つの第２トランジスタを動作させるステップ
とを含み、
　該方法は、更に、
　前記未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の前記ＴｌｎＴ温度曲率と相補
的な曲率を有する前記ＰＴＡＴ電圧を発生させるために前記ＰＴＡＴ電流と共にＣＴＡＴ
補正電流を前記少なくとも一つの第２トランジスタのうちの一つに供給するステップを含
む。
【００５２】
　本発明の一実施形態において、前記ＰＴＡＴ電流は前記第１及び第２トランジスタのエ
ミッタに供給され、前記ＣＴＡＴ補正電流は前記第２トランジスタのエミッタに供給され
る。
【００５３】
　本発明の他の実施形態において、前記ＰＴＡＴ電流に対する前記ＣＴＡＴ補正電流の比
は、前記少なくとも一つの第２トランジスタの面積に対する前記少なくとも一つの第１ト
ランジスタの面積の比に応じて選択される。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明の利点は多い。本バンドギャップ基準電圧は、ＴｌｎＴ温度曲率について補正さ
れた温度的に安定な基準電圧を供給し、この基準電圧は、比較的広い範囲、特に－４０℃
ないし＋１２０℃の温度範囲にわたって安定的である。実際、上記基準電圧は実に広い温
度範囲にわたって安定的であると考えられる。更に、本発明によるバンドギャップ基準電
圧回路は、比較的複雑でない回路であり、且つ比較的低いダイ面積要件を有するＣＭＯＳ
プロセスで簡単かつ容易に実施できる。この利点は、この回路が、上記第１及び第２トラ
ンジスタのコレクタを、グランドまたは他の適切な共通電圧レベルで有り得る同一電圧レ
ベルに結合させて構成できるという事実によって達成されている。、本発明によるバンド
ギャップ基準電圧回路によって発生されたＰＴＡＴ電圧は、正の温度係数を有するのみな
らず、トランジスタのＣＴＡＴベース・エミッタ電圧のＴｌｎＴ曲率と相補的であるＴｌ
ｎＴ形式の曲率を有し、従って、上記バンドギャップ基準電圧回路によって発生されたＰ
ＴＡＴ電圧は、温度的に安定なＴｌｎＴ温度曲率補正された基準電圧を発生させるために
、トランジスタのベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の負の温度係数のＴｌｎＴ温度曲率を補
正するのに理想的に適している。ＣＴＡＴ補正電流が第１トランジスタのうちの一つのベ
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ース・エミッタＣＴＡＴ電圧から引き出されるという事実は、この回路の温度安定性およ
び簡素性(simplicity)をもたらす。
【００５５】
　上記バンドギャップ基準電圧回路の簡素性と上記基準電圧の温度安定性は、主として、
トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と該トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ
電圧のＴｌｎＴ温度曲率成分とについての補正が同一のバンドギャップセルにおいて補正
されるという事実によって達成される。換言すれば、補正ＰＴＡＴ電圧と、上記トランジ
スタベース・エミッタＴｌｎＴ温度曲率成分と相補的であるＴｌｎＴ曲率成分との両方と
も、同一のバンドギャップセルにおいて発生される。補正電圧成分、換言すれば補正ＰＴ
ＡＴ電圧と、相補的ＴｌｎＴ温度曲率補正との両方が、バンドギャップセルにおいて発生
され、そしてバンドギャップセルにおける主抵抗を通して発生される。そして、上記主抵
抗を通して同時に発生される相補的ＴｌｎＴ温度曲率補正を有する上記補正ＰＴＡＴ電圧
は即座に反射(reflect)され、そして、必要に応じて未補正トランジスタベース・エミッ
タＣＴＡＴ電圧と合算するために副抵抗にスケーリングされる。
【００５６】
　具体的には、本発明による回路の簡素性は、ＴｌｎＴ温度曲率補正電圧と共に補正ＰＴ
ＡＴ電圧が、単一の抵抗、即ちバンドギャップセルにおける主抵抗を通して同時に発生さ
れるという事実により達成される。このことは、バンドギャップセルの相当な簡素化をも
たらし、更には、プロセス変動に対するバンドギャップセルの感度を最小化する。
【００５７】
　本発明の更なる利点は、バンドギャップ電圧回路が較正中に調整(trim)する際の容易性
に関する。補正ＰＴＡＴ電圧のＴｌｎＴ曲率成分はＰＴＡＴ電圧と共に主抵抗を通して発
生されるので、ＴｌｎＴ温度曲率成分の調整(trimming)は、ＰＴＡＴ電流と合算されて第
２トランジスタのエミッタに供給されるＣＴＡＴ補正電流の比率(proportion)を調整する
ことにより即座に容易に達成される。換言すれば、ＴｌｎＴ曲率成分の調整は、所望のＴ
ｌｎＴ曲率成分が達成されるまで、第２トランジスタに供給されるＰＴＡＴ電流に対する
ＣＴＡＴ補正電流の比率を変えることにより実行される。従って、ＣＴＡＴ補正電流を調
整するための第１較正回路は、簡単な電流ＤＡＣとして迅速かつ容易に備えられ得る。Ｔ
ｌｎＴ温度曲率成分を調整するこの方法は、従来のバンドギャップ基準電圧回路において
要求される調整方法よりも極めて簡単である。概して、従来のバンドギャップ基準電圧回
路では、ＴｌｎＴ温度曲率の調整は、ＴｌｎＴ温度曲率が発生されるところの抵抗を調整
することが必要とされる。このことは、ＴｌｎＴ温度曲率補正電圧が発生されるところの
抵抗回路を備えることを必要とし、且つ、ＴｌｎＴ温度曲率補正電圧が適切に補正される
まで、抵抗回路の抵抗を該抵抗回路の中または外に選択的に切り替えるための設備が必要
とされる。
【００５８】
　本発明およびその利点は、添付の図面を参照して、以下に説明される本明細書のいくつ
かの好ましい実施形態から更に明確に理解され、その実施形態は単なる一例として与えら
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　最初に、図１を参照すると、ＴｌｎＴ温度曲率補正(TlnT tenperature curvature corr
ection)を有する温度的に安定なＤＣ基準電圧出力を供給するための本発明によるバンド
ギャップ基準電圧回路(bandgap voltage reference circuit)が図示され、参照番号１に
よって概略的に示されている。基準電圧回路１は、ＣＭＯＳプロセスによってシリコンチ
ップ上に集積回路として実施されている。基準電圧回路１は、電源レール(supply rail)
２に電源電圧(supply voltage)Ｖｄｄが供給されており、基準電圧回路１はグランド３で
接地されている。温度的に安定なＴｌｎＴ温度曲率補正された基準電圧(the temperature
 stable TlnT temperature curvature corrected voltage reference)は、出力端子５と
グランド３との間に発生される。
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【００６０】
　基準電圧回路１はバンドギャップセル(bandgap cell)７を備え、このバンドギャップセ
ル７は、二つのスタックドトランジスタ、即ち二つの第１トランジスタＱ１，Ｑ２から成
る第１トランジスタスタック(first transistor stack)８と、二つのスタックドトランジ
スタ(stacked transistor)、即ち二つの第２トランジスタＱ３，Ｑ４から成る第２トラン
ジスタスタック(second transistor stack)９とを備える。第１トランジスタスタック８
および第２トランジスタスタック９は、第１トランジスタスタック８及び第２トランジス
タスタック９のベース・エミッタ電圧ΔＶｂｅにおける差分に比例した補正ＰＴＡＴ電圧
を発生させるように構成される。換言すれば、補正ＰＴＡＴ電圧ΔＶｂｅは、第２トラン
ジスタＱ３，Ｑ４のベース・エミッタ電圧の和(sum)、および第１トランジスタＱ１，Ｑ
２のベース・エミッタ電圧の和における電圧差に比例する。補正ＰＴＡＴ電圧ΔＶｂｅは
、主抵抗(primary resistor)Ｒ１を通して発生され、副抵抗(secondary resistor)Ｒ３上
にスケーリングされる。副抵抗Ｒ３を通して発生された上記スケーリングされた補正ＰＴ
ＡＴ電圧は、出力端子５とグランド３との間に基準電圧を提供するために、第１トランジ
スタスタック８の第１トランジスタＱ１のベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と合算される。
【００６１】
　第１トランジスタＱ１，Ｑ２及び第２トランジスタＱ３，Ｑ４のコレクタは、グランド
に接続される。第１トランジスタスタック８および第２トランジスタスタック９における
最低位(lowermost)の第１および第２トランジスタ、即ちトランジスタＱ１およびＱ３の
ベースもまたグランドに接続される。第１トランジスタスタック８および第２トランジス
タスタック９における最高位(topmost)の第１トランジスタＱ２および第２トランジスタ
Ｑ４のベースは、各トランジスタスタック８および９の対応する第１トランジスタＱ１お
よび第２トランジスタＱ３のエミッタに接続される。主抵抗Ｒ１は、第２トランジスタス
タック９における最高位の第２トランジスタＱ４のエミッタと、ハイインピーダンスの演
算増幅器Ａ１の反転入力との間に接続される。第１トランジスタスタック８における最高
位の第１トランジスタＱ２のエミッタは、演算増幅器Ａ１の非反転入力に接続される。演
算増幅器Ａ１は、その反転入力および非反転入力上の電圧を共通の第１電圧レベルに駆動
するために、第１カレントミラー回路１０のＭＯＳＦＥＴ ＭＰ１から、その出力を通じ
て値Ｉｆの電流Ｉ１を引き込む。演算増幅器Ａ１によって引き込まれた電流は実質的にＰ
ＴＡＴ電流であり、従って第１カレントミラー回路１０によって供給される電流は、同様
に実質的にＰＴＡＴ電流である。
【００６２】
　第２トランジスタスタック９の最高位の第２トランジスタＱ４のエミッタには、主抵抗
Ｒ１を介して第１カレントミラー回路１０のＭＯＳＦＥＴ ＭＰ２から値ＩｆのＰＴＡＴ
電流Ｉ２が供給される。第２トランジスタスタック９の最低位の第２トランジスタＱ３の
エミッタには、第１カレントミラー回路１０のＭＯＳＦＥＴ ＭＰ３を介して値ＩｆのＰ
ＴＡＴ電流Ｉ３が供給される。第１トランジスタスタック８の最高位の第１トランジスタ
Ｑ２のエミッタには、第１カレントミラー回路１０のＭＯＳＦＥＴ ＭＰ４により値ｎ４

ＩｆのＰＴＡＴ電流Ｉ４が供給される。第１トランジスタスタック８の最低位の第１トラ
ンジスタＱ１のエミッタには、副抵抗Ｒ３上に主抵抗Ｒ１を通じて発生される補正ＰＴＡ
Ｔ電圧ΔＶｂｅをスケーリングするために、第１カレントミラー回路１０のＭＯＳＦＥＴ
 ＭＰ５により値（ｎ３－１）・ＩｆのＰＴＡＴ電流Ｉ５が供給される。また、第１トラ
ンジスタスタック８の最低位の第１トランジスタＱ１のエミッタには、以下に説明される
目的のために、第１カレントミラー回路１０のＭＯＳＦＥＴ ＭＰ６を介して値Ｉｆの電
流Ｉ６が供給される。従って、最低位の第１トランジスタＱ１のエミッタに供給される電
流の合計はｎ３・Ｉｆである。
【００６３】
　第１トランジスタＱ１，Ｑ２および第２トランジスタＱ３，Ｑ４に供給されるＰＴＡＴ
電流の値と、第１トランジスタＱ１，Ｑ２および第２トランジスタＱ３，Ｑ４のエミッタ
面積は、主抵抗Ｒ１を通して補正ＰＴＡＴ電圧ΔＶｂｅを発生させるために、第１トラン
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ジスタＱ１，Ｑ２が動作する電流密度よりも第２トランジスタＱ３，Ｑ４が動作する電流
密度が小さくなるように選択される。第１トランジスタスタック８の第１トランジスタＱ
１，Ｑ２のエミッタ面積は同等(similar)であり、それぞれ単位面積とする。第２トラン
ジスタスタック９の最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタ面積は、第１トランジスタ
スタック８の最低位の第１トランジスタＱ１のエミッタ面積よりも大きく、本発明のこの
実施形態では、最低位の第１トランジスタＱ１のエミッタ面積のｎ１倍の面積である。第
２トランジスタスタック９の最高位の第２トランジスタＱ４のエミッタ面積は、第１トラ
ンジスタスタック８の最高位の第１トランジスタＱ２のエミッタ面積よりも大きく、本発
明のこの実施形態では、最高位の第１トランジスタＱ２のエミッタ面積のｎ２倍の面積で
あり、従って最低位の第１トランジスタＱ１のエミッタ面積のｎ２倍の面積でもある。
【００６４】
　ＣＴＡＴ電流発生回路１２は、ライン１４上に値ＩｃｒのＣＴＡＴ補正電流Ｉ７を供給
し、この電流は、以下に説明されるように、最低位の第１トランジスタＱ１のベース・エ
ミッタＣＴＡＴ電圧のＴｌｎＴ温度曲率成分と相補的(complementary)であるＴｌｎＴ温
度曲率成分を有する主抵抗Ｒ１を通じて発生された補正ＰＴＡＴ電圧ΔＶｂｅを提供する
ために、ＰＴＡＴ電流Ｉ３と合算されて第２トランジスタスタック９の最低位の第２トラ
ンジスタＱ３のエミッタに供給される。ＣＴＡＴ電流発生回路１２は抵抗Ｒ２を備え、こ
の抵抗を通じて、第１トランジスタスタック８の最低位の第１トランジスタＱ１のベース
・エミッタＣＴＡＴ電圧がダイオード接続されたＭＯＳＦＥＴ ＭＮ１とＭＯＳＦＥＴ Ｍ
Ｎ２とを介して反射される。抵抗Ｒ２を通じたベース・エミッタＣＴＡＴ電圧は、第２カ
レントミラー回路１５のＭＯＳＦＥＴ ＭＰ８を介して値ＩｃｒのＣＴＡＴ電流Ｉ８を抵
抗Ｒ２に引き込ませる。抵抗Ｒ２によって引き込まれた値Ｉｃｒの電流Ｉ８は、ＭＯＳＦ
ＥＴ ＭＰ７によって第２カレントミラー回路１５においてミラーリングされ、ＭＯＳＦ
ＥＴ ＭＰ７は、値ＩｃｒのＣＴＡＴ補正電流をライン１４上に供給する。
【００６５】
　主抵抗Ｒ１を通じて発生される補正ＰＴＡＴ電圧ΔＶｂｅのＴｌｎＴ温度曲率成分を発
生させるために最低位の第２トランジスタＱ３に供給されるＰＴＡＴ電流Ｉ３の値Ｉｆに
対するＣＴＡＴ補正電流Ｉ７の値Ｉｃｒの比は、補正ＰＴＡＴ電圧が主抵抗Ｒ１から副抵
抗Ｒ３に反射される利得係数(gain factor)の関数であり、また、以下にσとして説明さ
れる飽和電流温度指数(saturation current temperature exponent)の関数でもある。拡
散シリコン接合(diffused silicon junction)についての飽和電流温度指数の値は、一般
には約４である。従って、例えば、もし副抵抗Ｒ３を通じて発生されるスケーリングされ
た補正ＰＴＡＴ電圧が、主抵抗Ｒ１を通じて発生される補正ＰＴＡＴ電圧から２の利得係
数だけスケールアップ(scaled up)され、且つもし飽和電流温度指数が４であれば、最低
位の第２トランジスタＱ３のエミッタに供給される電流は温度的に独立であるはずである
。換言すれば、ＰＴＡＴ電流の値ＩｆとＣＴＡＴ補正電流の値Ｉｃｒとの和は、温度にか
かわりなく一定であるはずである。これは、最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタに
供給されるＰＴＡＴ電流の値Ｉｆに対するＣＴＡＴ補正電流の値Ｉｃｒの比を１にするこ
とにより達成される。換言すれば、ＣＴＡＴ補正電流の値Ｉｃｒは、最低位の第２トラン
ジスタＱ３のエミッタに供給されるＰＴＡＴ電流の値Ｉｆと等しく設定されるべきである
。これは、ＭＯＳＦＥＴ ＭＰ７，ＭＰ８が適切な面積になるように選択することにより
達成される。他方、もし、飽和電流温度指数が４よりも大きければ、適切なＴｌｎＴ温度
曲率成分を有する主抵抗Ｒ１を通じて発生される補正ＰＴＡＴ電圧を提供するために、Ｃ
ＴＡＴ補正電流の値Ｉｃｒは、最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタに供給されるＰ
ＴＡＴ電流Ｉ３の値Ｉｆよりも大きくなるべきである。飽和電流温度指数の値が大きくな
る程、主抵抗Ｒ１から副抵抗Ｒ３への補正ＰＴＡＴ電圧の所定の利得係数について必要と
されるＣＴＡＴ補正電流の値Ｉｃｒが大きくなる。
【００６６】
　ここで、バンドギャップ基準電圧回路１の動作の背景にある理論を説明する。
　絶対温度Ｔ°ケルビンでのバイポーラトランジスタのベース・エミッタ電圧の公知の数
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【００６７】
【数１】

【００６８】
　ここで、Ｖｂｅ（Ｔ）は、Ｔ°ケルビンでのバイポーラトランジスタについての温度依
存のベース・エミッタ電圧である。
　ＶＧ０は、シリコンについて約１．２０５Ｖを仮定した場合のバンドギャップエネルギ
ー電圧である。
　Ｔは、度ケルビンでの動作絶対温度である。
　Ｔ０は、度ケルビンでの基準温度（通常、動作温度範囲の中間点）である。
　Ｖｂｅ０は、基準温度Ｔ０でのバイポーラトランジスタのベース・エミッタ電圧である
。
　ｋは、ボルツマン定数である。
　ｑは、電子の電荷量である。
　σは、飽和電流温度指数（ＳＰＩＣＥ ＴＭ 回路シミュレーションプログラムではＸＴ
Ｉと称され、拡散シリコン接合については約４の値を有する）である。
　Ｉｃは、バイポーラトランジスタのコレクタ電流である。
　Ｉｃ０は、基準温度Ｔ０でのバイポーラトランジスタのコレクタ電流である。
【００６９】
　数式（１）における最初の２つの項は、温度の増加に伴うベース・エミッタ電圧の線形
減少を示す。この数式における最後の２つの項は、ベース・エミッタ電圧の非線形項であ
り、電圧の未補正温度曲率成分として知られる。
　第１トランジスタＱ１，Ｑ２および第２トランジスタＱ４は、次のように、ＰＴＡＴ電
流でバイアスされる。
【００７０】
【数２】

【００７１】
　従って、温度Ｔ°ケルビンでの第１トランジスタＱ１，Ｑ２および第２トランジスタＱ
４のベース・エミッタ電圧は、次の３つの数式で与えられる。
　最低位の第１トランジスタＱ１については次の式である。
【００７２】

【数３】

【００７３】
　最高位の第１トランジスタＱ２については次の式である。
【００７４】
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【数４】

【００７５】
　最高位の第２トランジスタＱ４については次の式である。
【００７６】

【数５】

【００７７】
　最低位の第２トランジスタＱ３は、異なる電流、即ち値ＩｆのＰＴＡＴ電流Ｉ３に値Ｉ

ｃｒのＣＴＡＴ電流Ｉ７をプラスしたものでバイアスされる。従って、第３トランジスタ
Ｑ３については次のようになる。
【００７８】
【数６】

【００７９】
　ここで、ｎは、最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタ電流の負温度指数(negative 
temperature exponent)である。従って、温度的に独立な一定電流についてはｎ＝０であ
り、ＰＴＡＴ電流についてはｎ＝－１である。
【００８０】
　よって、数式（６）による電流で最低位の第２トランジスタＱ３がバイアスされた状態
では、温度Ｔ°ケルビンでの最低位の第２トランジスタＱ３のベース・エミッタ電圧は、
次のようになる。
【００８１】
【数７】

【００８２】
　従って、基準温度Ｔ０での第１トランジスタＱ１，Ｑ２および第２トランジスタＱ３，
Ｑ４のベース・エミッタ電圧は次のようになる。
　最低位の第１トランジスタＱ１については次の式である。
【００８３】
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【数８】

【００８４】
　最高位の第１トランジスタＱ２については次の式である。
【００８５】

【数９】

【００８６】
　最高位の第２トランジスタＱ４については次の式である。
【００８７】
【数１０】

【００８８】
　最低位の第２トランジスタＱ３については次の式である。
【００８９】
【数１１】

【００９０】
　ここで、Ｉｓは、第１トランジスタＱ１，Ｑ２および第２トランジスタＱ３，Ｑ４の飽
和電流であり、エミッタ面積に比例し、且つ、温度およびプロセスに強く依存する。Ｉｆ

は、第１カレントミラー回路において発生されるＰＴＡＴ電流であり、ｎ３およびｎ４は
、図１におけるＰＴＡＴ電流Ｉｆについてのスケーリング値であり、ｎ１およびｎ２は、
図１を参照して上述した第１トランジスタＱ１，Ｑ２のエミッタ面積にそれぞれ対する第
２トランジスタＱ３，Ｑ４のエミッタ面積の比率である。
【００９１】
　数式（８），（９），（１０），（１１）において、エミッタおよびコレクタ電流は同
一であり、且つ飽和電流Ｉｓはエミッタ面積に比例すると仮定できる。
　従って、主抵抗Ｒ１を通じて発生される電圧ΔＶｂｅは次の数式で与えられる。
【００９２】

【数１２】
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【００９３】
　数式（３）ないし（７）および（８）ないし（１１）から、数式（１２）は次のように
なる。
【００９４】
【数１３】

【００９５】
　数式（１３）は次のように書き直すことができる。
【００９６】
【数１４】

【００９７】
　第１トランジスタＱ１，Ｑ２が、それぞれ単位エミッタ面積を有すると仮定すると、次
のようになる。
ＩｓＱ１＝ＩｓＱ２＝Ｉｓ

　最低位の第２トランジスタＱ３は、最低位の第１トランジスタＱ１のエミッタ面積より
もｎ１倍大きなエミッタ面積を有するので、最低位の第２トランジスタＱ３についての飽
和電流は次のようになる。
ＩｓＱ３＝ｎ１Ｉｓ

　最高位の第２トランジスタＱ４についての飽和電流は次のようになる。
ＩｓＱ４＝ｎ２Ｉｓ

【００９８】
　最低位の第１トランジスタＱ１についてのコレクタ電流は次のようになる。
Ｉｃ１＝（ｎ３－１）Ｉｆ＋Ｉｆ＝ｎ３Ｉｆ

　最高位の第１トランジスタＱ２についてのコレクタ電流は次のようになる。
Ｉｃ２＝ｎ４Ｉｆ

　最低位の第２トランジスタＱ３は、Ｉｆ（ＰＴＡＴ）のコレクタ電流にＣＴＡＴ補正電
流Ｉｃｒをプラスしたものを有し、ＣＴＡＴ補正電流Ｉｃｒ＝Ｖｂｅ１／Ｒ２であり、こ
こで、Ｒ２は抵抗Ｒ２の抵抗値である。
　最高位の第２トランジスタＱ４のコレクタ電流はＩｃ４＝Ｉｆである。
【００９９】
　出力端子５とグランド３との間にバンドギャップ基準電圧回路１により発生される基準
電圧Ｖｒｅｆは、最低位の第１トランジスタＱ１のベース・エミッタ電圧に抵抗Ｒ３を通
じた電圧降下をプラスしたものに等しく、それは次の数式で与えられる。
【０１００】
【数１５】

【０１０１】
　ここで、Ｒ１およびＲ３は、それぞれ、主抵抗Ｒ１および副抵抗Ｒ３の抵抗値である。
　数式（１５）は次のように書き直すことができる。
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【数１６】

【０１０３】
　ここで、
【０１０４】
【数１７】

【０１０５】
且つ
【０１０６】
【数１８】

【０１０７】
　基準電圧Ｖｒｅｆが温度に対して独立であるために、ＡおよびＢの値はゼロでなければ
ならない。
【０１０８】
　ＡおよびＢの値をゼロに設定するための多くのオプションが存在する。一つのオプショ
ンは、温度的に独立な一定電流を最低位の第２トランジスタＱ３に強制的に供給すること
である。室温で互いに等しくなるように第２トランジスタＱ３のエミッタにそれぞれ供給
されるＣＴＡＴ補正電流の値ＩｃｒおよびＰＴＡＴ電流の値Ｉｆを選択することにより、
第２トランジスタＱ３のエミッタ電流は一定であり且つ温度的に独立である。第２トラン
ジスタＱ３のエミッタ電流がそのように選択されると、基準温度(reference temperature
)での第２トランジスタＱ３のエミッタ電流の数式は次のようになる。
【０１０９】

【数１９】

【０１１０】
　Ｂの値は、次のようにゼロに設定することができる。
　最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタ電流は一定であるから、数式（６）の第２ト
ランジスタＱ３のエミッタ電流の負温度指数ｎはゼロに等しい。
　従って、Ｂをゼロに等しくし、且つｎをゼロに等しくすると、数式（１８）は次のよう
になる。
【０１１１】
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【数２０】

【０１１２】
　数式（２０）の左辺の項はＰＴＡＴ利得を表す。この数式は、補正ＰＴＡＴ電圧の利得
が最低位の第１トランジスタＱ１のベース・エミッタ電圧の曲率電圧（Ｋ．Ｔ／ｑ＊ｌｏ
ｇ（Ｔ／Ｔ０））係数に等しくならなければならないことを示している。
【０１１３】
　拡散シリコン接合σが４に等しければ、３の利得が必要とされる。これは、抵抗比Ｒ３

／Ｒ１および電流比ｎ３を適切にスケーリングすることにより準備される。もし主抵抗Ｒ
１および副抵抗Ｒ３が等しい抵抗値に選択されると、電流比ｎ３が４に等しくなり得る。
あるいは、副抵抗Ｒ３は、主抵抗Ｒ１の抵抗値の２倍に等しい抵抗値になるように選択さ
れることができ、そして電流比ｎ３は５／２に等しく設定されることができる。
【０１１４】
　数式（１７）のＡの値がゼロに等しくなるという条件を満たすために、主抵抗Ｒ１を通
じて発生されるΔＶｂｅの値を与えるためには、次のことが要求される。
　もし、
【０１１５】
【数２１】

【０１１６】
であれば、数式（１７）よりｎ１・ｎ２＝８１であり、従ってｎ１＝ｎ２＝９である。
【０１１７】
　従って、室温で互いに等しくなるように第２トランジスタＱ３にそれぞれ供給されるＣ
ＴＡＴ補正電流の値ＩｃｒおよびＰＴＡＴ電流の値Ｉｆを選択することにより、且つ、主
抵抗Ｒ１および副抵抗Ｒ３が互いに等しい抵抗値になるように選択することにより、電流
比ｎ３が４に等しく、電流比ｎ４が電流比ｎ３に等しく、面積の比ｎ１およびｎ２が互い
に等しく且つ９に等しく、基準電圧Ｖｒｅｆが最低位の第１トランジスタＱ１のバンドギ
ャップ電圧ＶＧ０に等しくなり、従って温度的に独立になる。あるいは、もし副抵抗Ｒ３
が主抵抗Ｒ１の抵抗値の２倍に等しい抵抗値となるように選択されれば、もし電流比ｎ３

が５／２に等しく設定され、且つ残りの変数が上述のように設定されれば、バンドギャッ
プ基準電圧回路１の基準電圧Ｖｒｅｆは、最低位の第１トランジスタＱ１のバンドギャッ
プ電圧ＶＧ０に等しくなる。
【０１１８】
　ＡおよびＢの値をゼロに設定するための別のオプションは、エミッタに強制的に供給さ
れる電流が主にＣＴＡＴ電流であるように最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタに供
給されるＰＴＡＴ電流に対するＣＴＡＴ補正電流の比を選択することである。エミッタ電
流の傾き(slope)が負になるように主なＣＴＡＴ電流をトランジスタのエミッタに強制的
に供給することによりベース・エミッタ温度曲率電圧が強調されることが知られている。
従って、もしＣＴＡＴ補正電流が最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタにおいて十分
に支配的であれば、ベース・エミッタ温度曲率電圧は、補正ＰＴＡＴ電圧についての利得
と曲率電圧係数とが２に等しいレベルで強調される。従って、数式（１８）からのＢの値
がゼロに等しいことを保証するために、Ｂをゼロに等しいとした数式（１８）は次のよう
に書き直すことができる。
【０１１９】
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【数２２】

【０１２０】
　もし、ｎ３＝ｎ４＝３であり、且つ他の値が数式（２１）に従えば、数式（６）の最低
位の第２トランジスタＱ３のエミッタ電流の負温度指数ｎは０．５に等しい。したがって
、最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタに強制的に供給されるべき電流は、一定電流
とＣＴＡＴ電流との間の中間であるべきであり、従って次の数式が保持される。
【０１２１】

【数２３】

【０１２２】
　この例では、ｎ１・ｎ２＝５５０２であり、従って、ｎ１＝ｎ２＝７４である。
　上述のことから、補正ＰＴＡＴ電圧の必要な利得が主として主抵抗Ｒ１の抵抗値に対す
る副抵抗Ｒ３の抵抗値の比および電流比ｎ３から得られる事により、第２トランジスタＱ
３，Ｑ４に必要とされるトランジスタ面積が比較的小さいので、一定の温度的に独立な電
流を最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタに強制的に供給するオプションが、集積回
路チップのシリコン面積が重要な要素である場合に好ましいオプションであることが明ら
かになるであろう。主にＣＴＡＴ補正電流を最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタに
強制的に供給するオプションは、第２トランジスタＱ３，Ｑ４に利用可能なシリコン面積
が重要でない場合に好ましいオプションであろう。ＣＴＡＴ補正電流を最低位の第２トラ
ンジスタＱ３に強制的に供給する後者のオプションは、第１および第２カレントミラー回
路および演算増幅器Ａ１のオフセットの影響を受けにくい。
【０１２３】
　図２を参照すると、温度的に安定なＴｌｎＴ曲率補正されたＤＣ基準電圧を発生させる
ための、概略的に参照番号２０によって示されたバンドギャップ基準電圧回路が図示され
ている。このバンドギャップ基準電圧回路２０は、実質的に前記バンドギャップ基準電圧
回路１と同様であり、同様の構成要素は同一の参照番号によって示されている。基準電圧
回路２０と基準電圧回路１との間の主な相違点は、第１較正回路２１および第２較正回路
２２が、基準電圧回路２０を較正するために備えられていることである。第１較正回路２
１は、ＣＴＡＴ補正電流Ｉ７の値Ｉｃｒを微調整するために、最低位の第２トランジスタ
Ｑ３のエミッタにライン１４を介して供給される上記ＣＴＡＴ補正電流Ｉ７を較正するた
めに備えられる。第１較正回路２１は、ＣＴＡＴ較正電流ΔＩｃｒを出力する第１プログ
ラマブル電流デジタル／アナログ変換器（ＤＡＣ）２３を備え、ＣＴＡＴ較正電流ΔＩｃ

ｒは、ライン１４を介して最低位の第２トランジスタＱ３のエミッタに供給されるＣＴＡ
Ｔ補正電流Ｉ７と合算される。ＣＴＡＴ較正電流ΔＩｃｒは、ＭＯＳＦＥＴ ＭＰ９を介
して第２カレントミラー回路１５から得られるＣＴＡＴ電流Ｉ９から導き出される。ＣＴ
ＡＴ較正電流ΔＩｃｒの値は、第１電流ＤＡＣ ２３を適切にプログラムすることにより
選択可能になっている。
【０１２４】
　第２較正回路２２は、第２プログラマブル電流ＤＡＣ ２４を備え、この第２プログラ
マブル電流ＤＡＣ ２４には、ＭＯＳＦＥＴ ＭＰ１０を介して第１カレントミラー回路１
０から得られるＰＴＡＴ電流Ｉ１０が供給される。第２ＤＡＣ ２４は、副抵抗Ｒ３を通
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じて発生されるスケーリングされた補正ＰＴＡＴ電圧の比較的粗い調整と、最低位の第１
トランジスタＱ１のベース・エミッタＣＴＡＴ電圧の微調整とを提供する。第２ＤＡＣ 
２４は、副抵抗Ｒ３を通じて発生される補正ＰＴＡＴ電圧を調整するために、副抵抗Ｒ３
を介して較正電流ΔＩｐｃを供給し引き込む(source and sink)。較正電流ΔＩｐｃの値
とその方向は、第２ＤＡＣ ２４を適切にプログラムすることにより選択可能であり、こ
れにより、副抵抗Ｒ３を通じて発生される補正ＰＴＡＴ電圧の上方調整および下方調整を
可能にする。第２ＤＡＣ ２４が較正電流ΔＩｐｃを供給し引き込むので、較正電流ΔＩ

ｐｃは、最低位の第１トランジスタＱ１のエミッタ電流に何ら影響を及ぼさない。また、
第２ＤＡＣ ２４は、最低位の第１トランジスタＱ１のベース・エミッタＣＴＡＴ電圧を
微調整するために、最低位の第１トランジスタＱ１に供給するための較正電流ΔＩｐｆを
供給することがプログラム可能となっている。
　最終テスト(final test)と実装(packaging)中に第１ＤＡＣ ２３および第２ＤＡＣ ２
４をプログラムするための不揮発性メモリ（図示なし）が備えられる。
【０１２５】
　図３および図４を参照すると、図３は、図２のバンドギャップ基準電圧回路２０のコン
ピュータシミュレーション上で実行されたシミュレーションテスト結果を示し、図４は、
図２のバンドギャップ基準電圧回路２０のＣＭＯＳ実施上で実行されたテスト結果を示す
。図３は、－４２℃ないし＋８５℃の温度範囲にわたる温度に対してプロットされたバン
ドギャップ基準電圧回路のミリボルトでの３つの電圧波形を示す。波形Ａは、図に示すよ
うに、出力端子５とグランド６との間に発生される基準電圧Ｖｒｅｆを示し、－４２℃な
いし＋８５℃の全温度範囲にわたって実質的に一定である。波形Ｂは、最低位の第１トラ
ンジスタＱ１の未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧を示し、一方、波形Ｃは副抵抗Ｒ３
を通じて発生されるスケーリングされた補正ＰＴＡＴ電圧を示す。副抵抗Ｒ３を通じて発
生された補正ＰＴＡＴ電圧は、最低位の第１トランジスタＱ１の未補正ベース・エミッタ
ＣＴＡＴ電圧のＴｌｎＴ温度曲率と相補的であるＴｌｎＴ温度曲率を有している。
【０１２６】
　図４は、－４０℃ないし＋１２０℃の温度範囲にわたる拡大スケールでの直線一定電圧
(straight line constant voltage)からのバンドギャップ基準電圧回路２０の基準電圧Ｖ

ｒｅｆの偏差(deviation)のプロットを示す。電圧は、度摂氏での温度に対するミリボル
トでプロットされている。図に示すように、直線一定電圧からの最大の正の偏差(maximum
 positive deviation)は１００℃で起こり、０．０３４ミリボルトよりも大きくなく、一
方、最大の負の偏差は０℃で起こり、ほんの０．０１８ミリボルトである。
【０１２７】
　従って、出力端子５とグランド３との間に出力される基準電圧Ｖｒｅｆは実質的に一定
を維持し、且つ、－４０℃ないし＋１２０℃の広い温度範囲にわたって実質的に温度的に
独立(temperature independent)である。
【０１２８】
　図５を参照すると、本発明の他の実施形態によるバンドギャップ基準電圧回路を示し、
参照番号４０で概略的に示されている。バンドギャップ基準電圧回路４０は、実質的に図
１のバンドギャップ基準電圧回路と同様であり、同様の構成要素は同一の参照番号によっ
て示されている。バンドギャップ基準電圧回路４０と回路１との間の主な相違点は、主抵
抗Ｒ１を通じて差電圧ΔＶｂｅを発生させるための第１および第２トランジスタの第１お
よび第２スタックから成るバンドギャップセル７に代えて、バンドギャップセル７が、た
だ一つの第１バイポーラトランジスタＱ１と、ただ一つの第２バイポーラトランジスタＱ
３とを備えることである。第２トランジスタＱ３のエミッタ面積は、図１のバンドギャッ
プ基準電圧回路を参照して説明したように、第１トランジスタＱ１のエミッタ面積のｎ１

倍である。第２トランジスタＱ３のエミッタには、主抵抗Ｒ１を介して値ＩｆのＰＴＡＴ
電流Ｉ２が供給される。ＣＴＡＴ補正電流Ｉｃｒは、ライン１４を介して第２トランジス
タＱ３のエミッタに供給される。第１トランジスタＱ１には、副抵抗Ｒ３を介して値（ｎ

３－１）・ＩｆのＰＴＡＴ電流Ｉ５が供給される。基準電圧は、端子５とグランド３との
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間に発生される。トランジスタＱ２，Ｑ４がバンドギャップ基準電圧回路４０から省かれ
たので、ＰＴＡＴ電流Ｉ３，Ｉ４は必要とされず、従ってＭＯＳＦＥＴ ＭＰ３，ＭＰ４
が第１カレントミラー１０から省かれている。
【０１２９】
　それ以外は、図５のバンドギャップ基準電圧回路４０は図１のものと同様であり、主抵
抗Ｒ１を通じて発生されるＰＴＡＴ差電圧ΔＶｂｅは、第１および第２トランジスタＱ１
，Ｑ３のベース・エミッタ電圧における差分に比例し、且つ副抵抗Ｒ３上にスケーリング
される。
【０１３０】
　図１を参照して述べられたバンドギャップ基準電圧回路が、二つのトランジスタからそ
れぞれ構成される第１および第２トランジスタスタックを備えるものとして説明されたが
、第１および第２トランジスタスタックが２以上のトランジスタを備えてもよいことが構
想される。ただし、各トランジスタスタックにおけるトランジスタの数は同じ(similar)
である。
【０１３１】
　また、必要なエミッタ面積を獲得するために、第１および第２トランジスタスタックに
おける各トランジスタは複数のトランジスタによって提供されてもよいことが理解される
であろう。例えば、第１トランジスタは、それぞれ、単位エミッタ面積の各単一トランジ
スタとして提供されてもよく、一方、第２トランジスタスタックにおける対応トランジス
タは、それぞれ、多数のトランジスタとして提供されてもよく、単位エミッタ面積のそれ
ぞれは合算して適切なエミッタ面積になる。
【０１３２】
　ＰＴＡＴおよびＣＴＡＴ電流は、カレントミラー回路から得られるものとして説明され
たが、このようなＰＴＡＴおよびＣＴＡＴ電流を発生させるための他の如何なる適切な手
段も、本発明の範囲を逸脱することなく使用できる。
　また、演算増幅器の他に第１電圧レベルを発生させるための他の手段が使用できること
も理解される。
【０１３３】
　或る場合には、主抵抗は、第２トランジスタスタックの最高位の第２トランジスタのエ
ミッタと演算増幅器の反転入力との間に接続される以外に、第２トランジスタスタックに
おける位置に備えられてもよいことが構想される。例えば、或る場合には、主抵抗は、任
意の二つのスタックされた第２トランジスタ間に配置されてもよいことが構想される。
【０１３４】
　ＣＴＡＴ補正電流が、第２トランジスタスタックの最低位の第２トランジスタのエミッ
タに供給されるものとして説明されたが、必ずしもＣＴＡＴ補正電流が最低位の第２トラ
ンジスタに供給される必要はなく、このＣＴＡＴ補正電流が、第２トランジスタスタック
の第２トランジスタのうちの任意の一つのエミッタに供給されてもよいことが理解される
であろう。実際に、或る場合には、ＣＴＡＴ補正電流が第２トランジスタスタックの第２
トランジスタのうちの一つよりも多くのエミッタに供給されてもよいことが構想される。
【０１３５】
　主抵抗Ｒ１を通じて発生される相補的なＴｌｎＴ温度曲率補正を有する補正ＰＴＡＴ電
圧が、副抵抗Ｒ３上に反射されるものとして説明されたが、或る場合において、主抵抗か
ら副抵抗に補正ＰＴＡＴ電圧をスケーリングすることが必ずしも必要でないことは当業者
には即座に明白であろう。副抵抗を通じて発生される補正ＰＴＡＴ電圧の値は、主抵抗を
通じて発生される値と同じであってもよい。また、相補的なＴｌｎＴ温度曲率補正を有す
る補正ＰＴＡＴ電圧は、第１トランジスタスタックにおけるトランジスタのうちの一つの
ほかに、任意のトランジスタの未補正トランジスタベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と結合
されてもよいことが理解される。例えば、相補的なＴｌｎＴ温度曲率補正を有する補正Ｐ
ＴＡＴ電圧は、バンドギャップセルの外部のトランジスタの未補正ベース・エミッタＣＴ
ＡＴ電圧と結合されてもよい。いずれの場合においても、副抵抗は、このようなトランジ
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スタの未補正ベース・エミッタＣＴＡＴ電圧と、ＴｌｎＴ温度曲率補正を有する補正ＰＴ
ＡＴ電圧との合算を容易化するように構成されることが構想される。
【０１３６】
　第１および第２トランジスタスタックの第１および第２トランジスタは、それらのコレ
クタが共通電圧レベルに保持されるものとして説明されたが、或る場合において、これは
必ずしも必要ではないことが構想される。しかしながら、第１および第２トランジスタス
タックの第１および第２トランジスタのコレクタを共通電圧レベルに保持することにより
、本発明によるバンドギャップ基準電圧回路は、とりわけＣＭＯＳプロセスでの製造に適
する。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】温度的に安定なＴｌｎＴ温度曲率補正された基準電圧を発生させるための本発明
によるバンドギャップ基準電圧回路の回路図である。
【図２】温度的に安定なＴｌｎＴ温度曲率補正された基準電圧を発生されるための本発明
の他の実施形態によるバンドギャップ基準電圧回路の回路図である。
【図３】図２のバンドギャップ基準電圧回路のシミュレーション上で実行されるテストの
結果得られる波形を示す図である。
【図４】図２の回路のＣＭＯＳ実施上で実行されるテストの結果得られる波形を示す図で
ある。
【図５】温度的に安定なＴｌｎＴ温度曲率補正された基準電圧を発生させるための本発明
の他の実施形態によるバンドギャップ基準電圧回路の回路図である。
【符号の説明】
【０１３８】
　１，２０，４０　バンドギャップ基準電圧回路
　７　バンドギャップセル
　８　第１トランジスタスタック
　９　第２トランジスタスタック
　１０　第１カレントミラー回路
　１２　ＣＴＡＴ電流発生回路
　１５　第２カレントミラー回路
　２１　第１較正回路
　２２　第２較正回路
　２３　第１プログラマブル電流デジタル／アナログ変換器
　２４　第２プログラマブル電流デジタル／アナログ変換器
　Ａ１　演算増幅器
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