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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のガリウム窒化物電界効果トランジスタ（ＧａＮ　ＦＥＴ）と、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのゲートに結合される第１のドライバと、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるアノードを有するキャパシタと、
　前記キャパシタのカソードに結合されるカソードを有するダイオードと、
　ブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣＣ）コントローラと、
　を含む装置であって、
　前記ＢＣＣコントローラが、
　前記ダイオードのアノードに結合される電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）と、
　前記ＦＥＴのゲートに結合されるコンパレータと、
　を含み、
　前記コンパレータが、
　（ａ）前記ＦＥＴに印加される入力電圧（ＶＤＲＶ）を表わす信号と、
　（ｂ）接地（ＧＮＤ）と、
　（ｃ）前記キャパシタの前記カソードの電圧を表わすブート信号（Ｂｏｏｔ）と、
　（ｄ）前記第１のＧａＮ　ＦＥＴの前記ソースの電圧を表わす信号（ＳＷ）と、
　を入力として受信するように構成され、
　前記ＢＣＣコントローラが、
　（ａ）第１の比較信号を生成するための（ｉ）前記ＶＤＲＶと前記ＳＷとの差を、
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　（ｂ）第２の比較信号を生成するための（ｉｉ）前記Ｂｏｏｔと前記ＧＮＤとの差、
　と比較するように構成され、
　前記ＢＣＣコントローラが、前記比較に基づいて前記第１の比較信号と前記第２の比較
信号との間の関係を保つように更に構成され、
　前記ＢＣＣコントローラが、この関係を保つため前記第１のＧａＮ　ＦＥＴへのゲート
出力信号を駆動するように更に構成される、装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記ＦＥＴのドレインが、前記ダイオードの前記アノードに結合される、装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるドレインを有する第２のＧａＮ　ＦＥ
Ｔを更に含み、前記第１のＧａＮ　ＦＥＴがハイサイドＧａＮ　ＦＥＴであり、前記第２
のＧａＮ　ＦＥＴがローサイドＧａＮ　ＦＥＴである、装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置であって、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴの前記ソースに結合されるインダクタを更に含む、装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置であって、
　前記装置がハーフブリッジ電圧整流器内に含まれる、装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記関係が、（ｉ）前記ＶＤＲＶと前記ＳＷとの間と（ｉｉ）前記Ｂｏｏｔと前記ＧＮ
Ｄとの間の電圧降下比較に等しい、装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合される第２のＧａＮ　ＦＥＴと、
　前記第２のＧａＮ　ＦＥＴのゲートに結合される第２のドライバと、
　前記第１のドライバの入力と前記第２のドライバの入力とに結合されるデッドタイム制
御回路と、
　を含む、装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記第１のドライバの上側レールが前記キャパシタのカソードに結合され、前記第１の
ドライバの下側レールが前記第１のＧａＮ　ＦＥＴの前記ソースに結合される、装置。
【請求項９】
　（ａ）ＧａＮ　ＦＥＴと、
　（ｂ）前記ＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるブートストラップキャパシタクランプ
（ＢＣＣ）コントローラと、
　を含むシステムであって、
　前記ＢＣＣコントローラが、
　コンパレータと、
　そのゲートが前記コンパレータの出力に結合されるＦＥＴと、
　前記コンパレータの正の入力に結合される第１の隔離スイッチであって、前記第１の隔
離スイッチのドレインが第１のレジスタと第２のレジスタとの間に結合され、前記第１の
レジスタがキャパシタのカソード（ＢＯＯＴ）に更に結合され、前記第２のレジスタが接
地（ＧＮＤ）に結合される、前記第１の隔離スイッチと、
　前記コンパレータの負の入力に結合される第２の隔離スイッチであって、前記第２の隔
離スイッチのドレインが第３のレジスタと第４のレジスタとの間に結合され、前記第３の
レジスタが信号電圧（ＶＤＲＶ）を表わす信号に更に結合され、前記第４のレジスタが前
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記ＧａＮ　ＦＥＴのソース（ＳＷ）に更に結合される、前記第２の隔離スイッチと、
　を含む、システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記第１の隔離スイッチと前記第２の隔離スイッチとが、ローサイドＧａＮ　ＦＥＴオ
ン（ＬＳ＿ＯＮ）信号を受け取るときにイネーブルされる、システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のシステムであって、
　前記ＢＯＯＴの電圧とＧＮＤ電圧との間の差が前記ＶＤＲＶと前記ＳＷの電圧との間の
差より大きいときに、前記コンパレータが前記ＦＥＴをオフにする、システム。
【請求項１２】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記ＢＣＣコントローラと前記キャパシタの前記カソードとの間に結合されるダイオー
ドを更に含む、システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のシステムであって、
　前記キャパシタが前記ダイオードと前記ＧａＮ　ＦＥＴのソースとの間に結合される、
システム。
【請求項１４】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記コンパレータにより前記ＦＥＴをオフに駆動することにより、前記キャパシタの電
圧を浮遊させ、それにより、前記ＧａＮ　ＦＥＴのゲートとソースとの間の差を過駆動さ
せない、システム。
【請求項１５】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記ＢＣＣコントローラが、前記コンパレータの正の入力と前記コンパレータの負の入
力との間の電圧差を一定に保つように構成される、システム。
【請求項１６】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記システムが集積回路上に組み込まれる、システム。
【請求項１７】
　第１のガリウム窒化電界効果トランジスタ（ＧａＮ　ＦＥＴ）と、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのゲートに結合される第１のドライバと、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるアノードを有するキャパシタと、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるインダクタと、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるドレインを有する第２のＧａＮ　ＦＥ
Ｔと、
　前記キャパシタのカソードに結合されるカソードを有するダイオードと、
　ブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣＣ）コントローラと、
　を含むシステムであって、
　前記ＢＣＣコントローラが、
　前記ダイオードのアノードに結合される電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）と、
　前記ＦＥＴのゲートに結合されるコンパレータであって、
　前記ＦＥＴのソースに印加される入力電圧（ＶＤＲＶ）を表す信号と、
　接地（ＧＮＤ）と、
　前記キャパシタの前記カソード（Ｂｏｏｔ）の電圧を表すブート信号と、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソース（ＳＷ）の電圧を表す信号と、
　を入力として受けるように構成される、前記コンパレータと、
　前記Ｂｏｏｔと前記ＧＮＤとの間に直列に結合される第１及び第２の抵抗器と、
　前記ＶＤＲＶと前記ＳＷとの間に直列に結合される第３及び第４の抵抗器と、
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　前記コンパレータの正の入力に結合されるソースと前記第１の抵抗器と前記第２の抵抗
器との間に結合されるドレインとを有する第１の隔離スイッチと、
　前記コンパレータの負の入力に結合されるソースと前記第３の抵抗器と前記第４の抵抗
器との間に結合されるドレインとを有する第２の隔離スイッチと、
　を含み、
　前記ＢＣＣコントローラが、
　第１の比較信号を発生するため前記ＶＤＲＶと前記ＳＷとの差を、
　第２の比較信号を発生するため前記Ｂｏｏｔと前記ＧＮＤとの差、
　と比較するように構成され、
　前記ＢＣＣコントローラが、前記比較に基づいて前記第１の比較信号と前記第２の比較
信号との間の関係を維持するように構成され、
　前記ＢＣＣコントローラが、前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合される前記第２
のＧａＮ　ＦＥＴへのゲート出力信号を駆動するように更に構成される、システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記コンパレータにより前記ＦＥＴをオフに駆動することが、前記キャパシタの電圧を
浮遊させ、それにより、前記第１のＧａＮ　ＦＥＴのゲートとソースとの間の差を過駆動
させない、システム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記ＢＣＣコントローラが、前記コンパレータの正の入力と前記コンパレータの負の入
力との間の電圧差を一定に保つように構成される、システム。
【請求項２０】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記システムがハーフブリッジ電圧整流器内に含まれる、システム。
【請求項２１】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記第１のＧａＮ　ＦＥＴがハイサイドＧａＮ　ＦＥＴであり、前記第２のＧａＮ　Ｆ
ＥＴがローサイドＧａＮ　ＦＥＴである、システム。
【請求項２２】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記システムが集積回路上に組み込まれる、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、概して電圧クランピング回路に関し、更に具体的には、ガリウム窒化物電界効
果トランジスタ（ＧａＮ　ＦＥＴ）のための電圧クランピング回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　概して、ガリウム窒化物技術は、飽和（ｒｄｓｏｎ）におけるＦＥＴの同じ抵抗に対す
る金属酸化物半導体ＦＥＴ（ＭＯＳＦＥＴ）などの最新のシリコンＦＥＴに比して、低い
ゲート静電容量（Ｃｇ）及びゲートチャージ（Ｑｇ）を備えた電力電界効果トランジスタ
（ＦＥＴ）の製造を可能にしている。
【０００３】
　現在、ガリウム窒化物ＦＥＴ（ＧａＮ　ＦＥＴ）は、ＭＯＳＦＥＴより４から５倍良好
であり得（即ち、これらの種々の値がシリコンＦＥＴのものの１／４～１／５である）、
ＧａＮ　ＦＥＴは潜在的にＭＯＳＦＥＴより数１００倍良好となり得ると考えられている
。これは、ＧａＮ　ＦＥＴが、同等の電力損失で更に一層高いスイッチング周波数でスイ
ッチングされ得ることを意味する。言い換えると、これは、動作周波数の変更なしにＭＯ
ＳＦＥＴの代わりにＧａＮ　ＦＥＴが用いられる場合、ＧａＮ　ＦＥＴが、電力回路にお
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いて一層高い効率に達する際の助けとなり得ることを意味する。
【０００４】
　ＧａＮ　ＦＥＴはしばらくの間利用可能であったが、２０１０年のＧａＮ　ＦＥＴの製
造における新たな進歩により、ＧａＮ　ＦＥＴがシリコン基板上に実装されるようになっ
てきており、そのため、業界では次の数年における用途の少なくとも一部においてＭＯＳ
ＦＥＴの代わりにＧａＮ　ＦＥＴが採用され得ると考えるようになっている。
【０００５】
　ＧａＮ　ＦＥＴに関する更なる情報については、ステファン　エル　コリノらによるEf
ficient Power Conversion Corporationの「アプリケーションノート：ガリウム窒化物パ
ワートランジスタの基礎」を参照されたく、これは全般的に参照として本明細書に組み込
まれている。また、エム　カナムラらによるIEEE Electron Device Letters Vol.31. No.
3の「ｎ－ＧａＮ／ｉ－ＡｌＮ／ｎ－ＧａＮトリプルキャップ層及び高ｋゲート誘電体を
備えたエンハンスメントモードＧａＮ　ＭＩＳ－ＨＥＭＴ」を参照されたく、これも全般
的に参照として本明細書に組み込まれている。
【非特許文献１】"Application Note: Fundamentals of Gallium Nitride Power Transis
tors" by Stephen L. Colino, et al, Efficient Power Conversion Corporation, Copyr
ight 2011
【非特許文献２】"Enhancement-Mode GaN MIS-HEMTs With n-GaN/i-AlN/n-GaN Triple Ca
p Layer and High-k Gate Dielectrics", by M. Kanamura., et al, IEEE Electron Devi
ce Letters, Vol. 31. No. 3, March 2010, pages 189-191
【０００６】
　しかし、ＧａＮ　ＦＥＴに関連する欠点がある。ＧａＮ　ＦＥＴは、シリコンＭＯＳＦ
ＥＴより高い性能を有するが、より感度が高く、それらの使用要件を要する。この感度の
一例は、電圧エクスカーションに対するＧａＮ　ＦＥＴのゲート及びソース（Ｖｇｓ）感
度である。例えば、効率的な電力変換（ＥＰＣ）エンハンスメントモードＧａＮ　ＦＥＴ
は、典型的に、飽和を達成するために５ボルトの駆動信号を要するが、この駆動電圧は、
如何なる状況下でも６ボルトを超えるべきではない。というのは、それがＧａＮ　ＦＥＴ
の「ソフトダメージ」（ｒｄｓｏｎの増大）を引き起こすためである。更に悪いことには
、シリコンＭＯＳＦＥＴとは異なり、ＧａＮ　ＦＥＴはボディダイオードを有さず、従っ
て、ＧａＮ　ＦＥＴがオフであるとき、Ｖｄｓが負に向かうと、ＭＯＳＦＥＴの場合に生
じ得るようなボディダイオードドロップ電圧の代わりに、ドレイン及びソース間－３ボル
ト又は－４ボルトの差でＧａＮ　ＦＥＴがオンとなる。
【０００７】
　従って、ＧａＮ　ＦＥＴに関連する問題の少なくとも幾つかに対処することが当業界に
おいて必要とされている。
【発明の概要】
【０００８】
　第１の態様が或る装置を提供する。この装置は、第１のガリウム窒化物電界効果トラン
ジスタ（ＧａＮ　ＦＥＴ）、第１のＧａＮ　ＦＥＴのゲートに結合される第１のドライバ
、第１のドライバの出力及び第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるキャパシタのア
ノード、及びキャパシタのカソードに結合されるカソードを有するダイオードを含む。第
１の態様は更にブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣＣ）コントローラを提供し、
ＢＣＣコントローラは、ダイオードのアノードに結合される電界効果トランジスタ（ＦＥ
Ｔ）と、ＦＥＴのゲートに結合されるコンパレータとを含む。コンパレータは、（ａ）Ｆ
ＥＴに印加される入力電圧（ＶＤＲＶ）を表わす信号、（ｂ）接地、（ｃ）キャパシタの
アノードの電圧を表わすブート信号（Ｂｏｏｔ）、及び（ｄ）第１のＧａＮ　ＦＥＴのソ
ースの電圧を表わす信号を入力として受信するように構成される。ＢＣＣコントローラは
、（ａ）第１の比較信号を生成するための（ｉ）ＶＤＲＶ及びＧＮＤの差を、（ｂ）第２
の比較信号を生成するための（ｉｉ）Ｂｏｏｔ及びＧａＮ　ＦＥＴのソースの差と比較す
るように構成される。ＢＣＣコントローラは更に、この比較に基づいて第１の比較信号と
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第２の比較信号との間の関係を保つように構成される。ＢＣＣコントローラは更に、この
関係を保つため第１のＧａＮ　ＦＥＴへのゲート出力信号を駆動するように構成される。
【０００９】
　第２の態様が或るシステムを提供する。このシステムは、（ａ）ＧａＮ　ＦＥＴ、及び
（ｂ）ＧａＮ　ＦＥＴのゲートに結合されるブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣ
Ｃ）コントローラを含む。ＢＣＣコントローラは、コンパレータと、そのゲートが、コン
パレータの出力に結合されるＦＥＴとを含む。ＢＣＣコントローラは更に、コンパレータ
の正の入力に結合される第１の隔離スイッチであって、第１の隔離スイッチのドレインが
第１のレジスタと第２のレジスタとの間に結合され、第１のレジスタが更にキャパシタの
アノードに結合され、第２のレジスタが接地に結合される、第１の隔離スイッチと、コン
パレータの負の入力に結合される第２の隔離スイッチであって、第２の隔離スイッチのド
レインが第３のレジスタと第４のレジスタとの間に結合され、第３のレジスタが更に信号
電圧（ＶＤＲV）を表わす信号に結合され、第４のレジスタが更にＧａＮ　ＦＥＴのソー
スに結合される、第２の隔離スイッチとを含む。
【００１０】
　第３の態様が或るシステムを提供する。このシステムは、この装置は、第１のガリウム
窒化物電界効果トランジスタ（ＧａＮ　ＦＥＴ）、第１のＧａＮ　ＦＥＴのゲートに結合
される第１のドライバ、第１のドライバの出力及び第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合
されるキャパシタのアノード、及びキャパシタのカソードに結合されるカソードを有する
ダイオード、及びブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣＣ）コントローラを含む。
ＢＣＣコントローラは、ダイオードのアノードに結合される電界効果トランジスタ（ＦＥ
Ｔ）と、ＦＥＴのゲートに結合されるコンパレータとを含む。コンパレータは、（ａ）Ｆ
ＥＴに印加される入力電圧（ＶＤＲＶ）を表わす信号、（ｂ）接地、（ｃ）キャパシタの
アノードの電圧を表わすブート信号、及び（ｄ）第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースの電圧を
表わす信号を入力として受信するように構成される。第３の態様において、ブートストラ
ップキャパシタクランプコントローラは、（ａ）第１の比較信号を生成するための（ｉ）
ＶＤＲＶ及びＧＮＤの差を、（ｂ）第２の比較信号を生成するための（ｉｉ）Ｂｏｏｔ及
びＧａＮ　ＦＥＴのソースの差と比較するように構成される。ＢＣＣコントローラは、こ
の比較に基づいて第１の比較信号と第２の比較信号との間の関係を保つように構成される
。ＢＣＣコントローラは更に、第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合される第２のＧａＮ
　ＦＥＴのドレイン、第１のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合されるインダクタ、及び第１
のＧａＮ　ＦＥＴのソースに結合される第２のＧａＮ　ＦＥＴのドレインへのゲート出力
信号を駆動するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、ローサイドＭＯＳＦＥＴ及びハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ両方を用いる従
来技術のハーフブリッジ電力段を図示する。
【００１２】
【図２】図２は、トランスフォーマを用いる従来技術のＧａＮ　ＦＥＴドライバシステム
を図示する。
【００１３】
【図３】図３は、本願の原理に従って構成されたドライバ回路要素を備えたローサイド及
びハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ両方を用いるハーフブリッジ電力段の一例を図示する。
【００１４】
【図４】図４は、図３のハーフブリッジパワーアンプと共に用いることが可能なものなど
、ＧａＮ　ＦＥＴのためのブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣＣ）コントローラ
の一例である。
【００１５】
【図５】図５は、図３のドライバ回路要素及び図４のＢＣＶ回路要素を備えたローサイド
及びハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ両方を用いるハーフブリッジ電力段の、過渡入力電圧、及
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び異なるノードにおける種々の結果の電圧の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１に移ると、図示されているのは、ローサイドＭＯＳＦＥＴ１１０及びハイサイドＧ
ａＮ　ＦＥＴ１２０両方を用いる従来技術のハーフブリッジ電力段１００である。電力段
１００の（ＳＷ）スイッチノード１３０が、ＧａＮ　ＦＥＴ１２０のソースとＭＯＳＦＥ
Ｔ１１０のドレインとの両方に結合される。インダクタ１４０がＳＷノード１３０に結合
される。ＶＩＮがＧａＮ　ＦＥＴ１２０のドレインに結合され、ＧＮＤが、ＭＯＳＦＥＴ
１１０のソース及びゲート両方に結合される。図１において、ＭＯＳＦＥＴ１１０は負の
チャネルＦＥＴ（ＮＦＥＴ）である。
【００１７】
　これにより、ＳＷノード１３０がそのボディダイオード（図示せず）を介してＧＮＤを
上回って１電圧降下より大きいとき、ＮＦＥＴ１１０がドレイン・ソースを導通し得るこ
とが確実になる。しかし、ＮＦＥＴ１１０は、ローサイドＮＦＥＴ１１０固有ボディダイ
オードがドレインからソースへ向いているため、ＳＷノード１３０がＧＮＤより大きいと
き導通せず、そのためそれは導通しない。
【００１８】
　ブートキャパシタ１５０のアノードがＳＷノード１３０に結合される。ドライバ１６０
の出力がＧａＮ　ＦＥＴ１２０のゲートに結合され、ドライバ１６０の負のレールもＳＷ
ノード１３０に結合される。ドライバ１６０の正のレールが、キャパシタ１５０のカソー
ドに結合される。例えば、５０Ｖから６００Vまでの処理能力の、高電圧ダイオード１７
０のカソードが、キャパシタ１５０のカソードに結合される。５．７ボルトなどのソース
基準電圧が、高電圧ダイオード１７０のアノードに結合される。
【００１９】
　回路１００において、ＶＩＮ電圧は、ＳＷノード１３０のための上側レールとして用い
られ、５．７VはＶＤＲとして用いられる。概して、回路１００において、ブートストラ
ップは、ＮＭＯＳ１２０のゲートにＶＩＮより高い電圧を提供するためのものである。Ｖ
ＤＲは、キャパシタに充電され、その後、ＶＤＲ+ＶＩＮをハイサイドＦＥＴ１２０のゲ
ートに提供するためブートアップされる。ブートストラップに関する更なる情報について
は、Fairchild Corporationによる「アプリケーションノートＡＮ－６０７６：高電圧ゲ
ート駆動ＩＣのためのブートストラップ回路の設計及びアプリケーションガイド」を参照
されたく、これは全般的に参照として本明細書に組み込まれている。
【非特許文献３】"Application Note AN-6076: Design and Application Guide of Boots
trap Circuit for High- Voltage Gate -Drive IC." By Fairchild Corporation, Rev 1.
0.0, Copyright 2008
【００２０】
　図１Ａに関し、ハーフブリッジ電力段１００などのハーフブリッジ電力段を、バック回
路、ブースト回路、及び隔離されたバック回路など、多数の電力回路と共に用いることが
できる。しかし、電流限界状態において、即ち、コントローラが、高電流がシステムを通
過することを検出し、ハーフブリッジを「トライステート」又は同様の欠陥状態にすると
き、ハーフブリッジはトライステートに向かい得、導体にまだハーフブリッジ１００から
出る電流がある場合、電流がローサイドＮＦＥＴ１１０から引かれる。これは、ＮＦＥＴ
１１０の固有ボディダイオードを介し得る。「トライステート」に関する更なる情報につ
いては、２０１２年２月２日時点のWikipedia、The Free Encyclopedia、「Three-stage 
logic」を参照されたく、これは全般的に参照として本明細書に組み込まれている。
【非特許文献４】Wikipedia, The Free Encyclopedia, "Three-stage logic", as of Feb
ruary 2, 2012
【００２１】
　しかし、ローサイドＭＯＳＦＥＴ１１０及びハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ１２０両方を用
いる図１のハーフブリッジ電力段１００などの、「混合」システムに関連する問題がある
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。例えば、ＮＦＥＴ１１０は、同じ動作周波数のＧａＮ　ＦＥＴ１２０に比べたときその
一層高いｒｄｓｏｎのこのような要因に起因してハーフブリッジ電力段１００の動作特性
を抑制し、それにより、ＧａＮ　ＦＥＴ技術の利用の種々の利点の多くに対する、ハーフ
ブリッジ回路１００のオペレーションに役立たない。
【００２２】
　概して、本願発明者により理解されるように、混合設計に関する問題の１つは、ＧａＮ
のあり得る利点の全てを用いることができない点である。言い換えると、スイッチング損
失が両方のＦＥＴで起こる。システムにおいてＧａＮを備えた１つのＦＥＴのみが高周波
数で動作する場合、これは非能率的である。また、著しい集積（integration）の問題が
ある。
【００２３】
　図２は、キャパシタ２５０の出力電圧を駆動するためにＧａＮ　ＦＥＴ２１０、２２０
、２３０、２４０を用いる、従来技術のフローティングトランスフォーマシステム２００
を図示する。しかし、トランスフォーマシステム２００は、これらの目的を達成すること
を助けるためにトランスフォーマ２６０を用いる。トランスフォーマは典型的に、大きく
、嵩張り、高価であり、典型的に集積回路内に集積され得ず、また、性能パラメータにお
ける著しい変動性を有しがちである。
【００２４】
　図３は、ブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣＣ）コントローラ３８０を含み、
ドライバ回路要素を備えた、ローサイドＧａＮ　ＦＥＴ３１０及びハイサイドＧａＮ　Ｆ
ＥＴ３２０両方を用いるハーフブリッジ電力段３００の一例を図示する。
【００２５】
　電力段３００のＳＷノード３３０が、ＧａＮ　ＦＥＴ３２０のソース及びＧａＮ　ＦＥ
Ｔ３１０のドレイン双方に結合される。インダクタ３４０がＳＷノード３３０に結合され
る。ＶＩＮがＧａＮ　ＦＥＴ３２０のドレインに結合され、ＧＮＤがＧａＮ　ＦＥＴ１１
０のソースに結合される。
【００２６】
　ブートキャパシタ３５０のアノードがＳＷノード３３０に結合される。ドライバ３６０
の出力がＧａＮ　ＦＥＴ３２０のゲートに結合され、ハイサイドドライバ３６０の負のレ
ールもＳＷノード３３０に結合される。ハイサイドドライバ３６０の正のレールが、キャ
パシタ１５０のカソードに結合される。高電圧ダイオード３７０のカソードが、キャパシ
タ３５０のカソードに結合される。
【００２７】
　ハーフブリッジ電力段３００において、ブートストラップキャパシタクランプ（ＢＣＣ
）コントローラ３８０が、ブートノード３５５においてダイオード３７０のアノードに結
合される。ＢＣＣコントローラ３８０は、コンパレータ３８３及びＰＦＥＴなどのＭＯＳ
ＦＥＴ３８６両方を含む。ＭＯＳＦＥＴ３８６のドレインは、そのソースで基準電圧ＶＤ
ＲＶを受け取る。概して、ＶＤＲＶは、ドライバ３６０、及びそのためハイサイドＧａＮ
　ＦＥＴ３２０のゲート、に対する（ダイオード３７０のドロップを引いた）「理想的な
」高電圧レールとみなされ得る。
【００２８】
　ＢＣＣコントローラ３８０は、コンパレータ３８３の入力において、ＶＤＲV、ＧＮＤ
、ブートノード３５５からの信号、及びＳＷノード３３０からの信号を含む。コンパレー
タ３８３の出力が、ＭＯＳＦＥＴ３８６のゲートに結合される。図４に関して更に詳細に
説明するように、ＢＣＣコントローラ３８０は更にＬＳ＿ＯＮ信号を用いる。
【００２９】
　ハーフブリッジ電力段３００は、ドライバ３６０の入力に結合される電圧レベルシフタ
（ＶＬＳ）３９２、及びローサイドドライバ３９５の入力に結合されるＶＬＳ３９８を更
に含む。ローサイドドライバ３９５の出力が、ローサイドＧａＮ　ＦＥＴ３１０のゲート
に結合される。ローサイドドライバ３９５の高電圧レールが、高電圧ダイオード３９７を
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介してＶＤＲＶに結合され、ローサイドドライバ３９５の低電圧レールがＧＮＤに結合さ
れる。幾つかのアプローチにおいて、ＰＧＮＤ及びＧＮＤは、スイッチングノイズ効果を
最小化するためにシングルポイントで接続される。
【００３０】
　回路３００において、デッドタイム制御回路３９９が、ハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ３２
０がＨＳ＿ＯＮ信号を介してオンにされるべきときドライバ３６０を、及びローサイドＧ
ａＮ　ＦＥＴ３２０がＬＳ＿ＯＮ信号を介してオンにされるべきときドライバ３９５を駆
動する。
【００３１】
　ハーフブリッジ電力段３００において、ＶＩＮ電圧は、ＳＷノード３３０の上側電圧範
囲として用いられ、ＢＣＣ３８０は、ブートキャパシタ１５０をパワーアップするために
用いられる。概して、回路１００のローサイドＭＯＳＦＥＴの代わりにローサイドＧａＮ
　ＦＥＴを利用することに関し、電流を導通するためのＧａＮ　ＦＥＴ内のボディダイオ
ードがない。電流限界状態又は同様の欠陥状態において、ハーフブリッジから出る電流が
インダクタにまだある場合、ハーフブリッジがトライステートに向かい得、電流はローサ
イドＧａＮ　ＦＥＴから引かれ得る。
【００３２】
　しかし、エンハンスメントモード（ＥＭ）ＧａＮ　ＦＥＴがボディダイオードを有さな
いため、これは従来技術の構成における問題を生じさせ、ＳＷノードに結合されるドレイ
ンが電流に応じて－３ボルト又は－４ボルトであるとき、ＥＭ　ＧａＮ　ＦＥＴがソース
・ドレインを導通し始め得る。ハーフブリッジ及びフルブリッジの幾つかのスイッチング
期間であり得る、この電圧のこの時間の間、数百ミリ秒程度使い得る。
【００３３】
　概して、ブートストラップキャパシタが、スイッチピンがローサイドＦＥＴオフ期間の
間遭遇する駆動電圧ＶＤと大抵の負の電圧との差まで充電される。例えば、ＧａＮケース
における５ボルトの駆動電圧及び－３Ｖに向かい得るＳＷノードでは、ブートストラップ
キャパシタは５－（－３V）=８Vまで充電される。次のサイクルにおいてブートストラッ
プキャパシタ電圧は、８ＶでそれにストレスをかけるハイサイドＧａＮ　ＦＥＴをオンに
するために用いられ、これは、デバイスを損傷させ得る。従って、検討中のドレインから
ソースへのＧａＮ　ＦＥＴの電圧降下は８ボルトである。
【００３４】
　しかし、さらに問題なのは、従来技術の構成のハイサイドドライバがハイサイドオン（
ＨＳ＿ＯＮ）信号を受け取るとき、ハイサイドＧａＮ　ＦＥＴは、５ボルトであり得るな
どの、ブートストラップキャパシタのカソードの電圧である、上側レールに駆動されるこ
とである。しかし、ＳＷノードは恐らく－３ボルト又は－４ボルトであり、これは、ハイ
サイドＧａＮ　ＦＥＴ内で起こる著しい信頼性問題なしに対処するＧａＮ　ＦＥＴ能力を
超えて、８又は９ボルトがハイサイドＧａＮ　ＦＥＴのＶｇｓとして印加されていること
を意味する。これらの問題には、増大されたｒｄｓｏｎ抵抗、ＧａＮ　ＦＥＴの寿命の短
縮、及び、恐らくＧａＮ　ＦＥＴを完全に機能停止させることが含まれ得る。
【００３５】
　回路３００は、これらの欠点の少なくとも幾つかに対処し、有利にはＳＷノード３３０
の低電圧限界を測定し、それにより、ハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ３２０ゲートソース電圧
過駆動を避ける。一態様において、ＢＣＣコントローラ３８０は、増幅器３８５の第１の
入力電圧と増幅器３８５の第２の入力との間の電圧差を実質的に一定を保つように構成さ
れる。
【００３６】
　概して、ＢＣＣコントローラ３８０は、ＶＤＲV、ＧＮＤ、ブートノード３５５、及び
ＳＷノード３３０の電圧を感知し、或る閾値に達するか、又は、ＶＤＲＶ、ＧＤＮ、ＳＷ
ノード３３０、及びブートノード３５５間の或る関係に達する場合、ＭＯＳＦＥＴ３８６
をオフにする。一実装例において、ブートノード３５５の電圧からＳＷノード３３０にお
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ける電圧を減じたものが、ＶＤＲＶ電圧からＧＮＤ電圧を減じたものより大きい場合、Ｂ
ＣＣコントローラ３８０内のコンパレータ３８３は、ＭＯＳＦＥＴ３８０をオンにする。
これは、ブートノード３５５とＳＷノード３３０との間、又は言い換えると、ハイサイド
ＧａＮ　ＦＥＴ３２０のゲートとハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ３２０のソースとの間、の電
圧差の過充電を防ぐことを助け、それにより、Ｖｇｓ　ＧａＮ　ＦＥＴ３２０過充電に関
する問題を緩和するか又は完全に防止する。
【００３７】
　ハーフブリッジ電力段３００の利用の一例において、過電流状態又は他の状態が生じ始
め、またＳＷノード３３０が電圧を下げ始め、及び別の状況でローサイドＧａＮ　ＦＥＴ
３１０が、ＳＷノード３３０において－３又は－４逆導通電圧に届いて又は近接して、下
がり始めると、ＢＣＣコントローラ３８０はＭＯＳＦＥＴ３８６を開き、これにより、キ
ャパシタ３５０における電圧がＳＷノード３３０における電圧のドロップと共に浮遊する
ことが可能となり、そのためＳＷノード３３０がドロップし、上側駆動３６０の上側レー
ルがブートノード３５５に結合されると上側ドライバ３６０の上側レールも同様となる。
上側ドライバ３６０の上側レールがドロップするため、上側側ＧａＮ　ＦＥＴ３６０の駆
動されたゲート電圧も同様となる。
【００３８】
　従って、ＧａＮ　ＦＥＴ３２０のゲートの駆動電圧は、ブートノード３５５電圧からＳ
Ｗノード３３０電圧を減じたものなど、特定の関係を超えず、それにより、Ｖｇｓ　Ｇａ
Ｎ　ＦＥＴ３２０過充電に関する問題を軽減するか又は完全に無くす。
【００３９】
　ブートキャパシタ３５０に関連したＢＣＣコントローラ３８０の利用は、図２のフロー
ティングトランスフォーマシステム２００、又はハイサイド駆動をつくるためのブートス
トラップの代わりの直接的にゲートとハイサイドＧａＮ　ＦＥＴのソースとの間のツェナ
ーダイオードの利用におけるような、種々の従来技術のアプローチと比べ多数の利点を提
供する。
【００４０】
　ハーフブリッジコントローラ３００において、この実装は、特に、低電圧から中間電圧
範囲（例えば中間範囲：６０ボルト～１００ボルト）実装では、ダイオードに比して低コ
ストであり得る。また、ブートキャパシタ３５０に関連したＢＣＣコントローラ３８０の
利用により、電圧を種々のツェナーダイオードの種々の固有逆バイアス電圧）辺りに設計
することを必要とするのではなく、ハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ３２０のための「保護」（
即ち、Ｖｇｓ）の幅広い選択肢を生成することが可能となり、また、ＢＣＣコントローラ
３８０はＧａＮ　ＦＥＴ３２０のハイサイドのＶｇｓの過充電を防ぐので、そのＦＥＴ３
８６をオフするため一層電力効率的であるが、一方、ツェナーは、電力を常に消費してお
り、さらには、ローサイドＧａＮ　ＦＥＴのローサイドドライバを電流限界まで向かわせ
得る。
【００４１】
　また、６０～１００VのＶＩＮでの高電圧用途において、トランジスタのゲートを駆動
するためにローカルサプライが５～１０Vを供給し（６０／１００Vトランジスタは６０／
１００のＶｄｓｍａｘを有するが、Ｖｇｓｍａｘは５～１０Ｖである）、従って、５～１
０Vをつくるために低ドロップアウト（ＬＤＯ）又はバックレギュレータが典型的に用い
られる。通常、駆動要件は数十ミリアンペアであり、必要とされるＬＤＯ又はバックレギ
ュレータは、５０～１００ｍＡの最大電流限界の非常に小さなバックである。しかし、ク
ランプキャパシタが従来技術のＭＯＳＦＥＴ回路要素と共に用いられる場合、それは、こ
れらの回路からくるＬＤＯ／バック電流限界より多い電流を生じさせ得、それらの出力電
圧をドロップさせる。
【００４２】
　有利には、ハーフブリッジコントローラ３００及びＢＣＣコントローラ３８０は単一の
集積回路内に埋め込まれ得、これは、一層低いコスト、及び一層小さなエリアにつながり
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得る。
【００４３】
　図４は、ＢＣＣ３８０コントローラを更に詳細に図示する。ＢＣＣコントローラ３８０
内で、第１のレジスタ４０１がブートノード３５５に結合される。第１のレジスタ４０１
は更に、ノード４０５において第２のレジスタ４０２に結合され、第２のレジスタ４０２
はＧＮＤに結合される。ＢＣＣコントローラ３８０内で、第３のレジスタ４０３がＶＤＲ
Ｖに結合される。第３のレジスタ４０３は更に、ノード４１０において第４のレジスタ４
０４に結合され、第４のレジスタ４１０はＳＷノード３３０に結合される。
【００４４】
　ノード４０５及びノード４１０は、それぞれ、高電圧隔離スイッチ４２０、４２５に結
合され、高電圧ＭＯＳが、ＳＷ及びＢＯＯＴピンに見られる高電圧に対して低電圧回路を
カスケードするようにスイッチする。第１及び第２の隔離スイッチ４２０、４２５は、コ
ンパレータ３８３の正及び負の入力に結合される。コンパレータ３８３の出力はＭＯＳＦ
ＥＴ３８６に結合される。図示される例において、スイッチ４２０、４２５は、それぞれ
、第１の比較信号及び第２の比較信号をつくるためにＬＳ＿ＯＮ信号がこれらのスイッチ
において受け取られるときオンに駆動される。
【００４５】
　ＢＣＣコントローラ３８０は次のように機能し得る。
【００４６】
　ブート電圧及び接地電圧を比較するＲ４０１及び４０２の値の比率に応じて、ターゲッ
トブート電圧に比例する重み付け値を生成するようにこれら２つの間の重み付け平均が生
成され、仮想の電圧がハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ３２０のゲートに印加される。ＶＤＲＶ
電圧及びＳＷ電圧を比較するＲ４０３及び４０４値の比率に応じて、上側範囲ＶＤＲＶタ
ーゲット電圧に比例する重み付け値を生成するようにこれら２つの間の重み付け平均が生
成され、電圧がＧａＮ　ＦＥＴ３２０のゲートに印加される。
【００４７】
　コンパレータ３８３内で、ブートノードがＶＤＲＶノードよりわずかに低いがＧＮＤ及
びＳＷが同じである場合、コンパレータ３８３は、負の又は接地電圧を、図示される態様
においてＰＦＥＴであるＭＯＳＦＥＴ３８６のゲートに印加する。従って、Ｖｇｓが閾値
値に達し得るため、ＰＦＥＴがオンとなり得る。しかし、ブートノードが接地より高い場
合、それがＰＦＥＴのゲートに印加される正の信号であり得るため、コンパレータ３８３
はＭＯＳＦＥＴ３８６をオフとし、それにより、ブートノード３５５電圧を浮遊させ、ハ
イサイドＧａＮ　ＦＥＴ３２０のゲートを保護する。ＢＣＣコントローラ３８０において
、ＶＤＲＶ及びＧＮＤはいずれも実質的に固定であり、そのためブート電圧が上がるため
、ＭＯＳＦＥＴ３８６がオフとなる。また、ＳＷノード３３０電圧がその設定ポイントを
過ぎて下がるため、ＭＯＳＦＥＴ３８６もオフとなる。これにより、図３のハイサイドＧ
ａＮ　ＦＥＴ３２０のＶｇｓが、ブートノード３５５を浮遊させることを介して保護され
る。
【００４８】
　更なる態様において、隔離スイッチ４２０、４２５が用いられる。これらの隔離スイッ
チは、ＬＳ＿ＯＮ信号が図３のデッドタイム制御３９９から受信されるときイネーブルさ
れる。従って、ＢＣＣ３８０のコンパレータ３８３は、ＬＳ＿ＯＮ信号が高として受け取
られるときその出力のみを変える。ＬＳ＿ＯＮ信号が高でないとき、隔離スイッチ４２０
、４２５はそれらの最後の値を出力し続ける。
【００４９】
　しかし、この態様において、ＭＯＳＦＥＴ３８６がオンであり、ＶＤＲVが高電圧ダイ
オード３７０、及びそのため高電圧ダイオード３７０の電圧降下を引いたブート３５５に
印加されるとしても、これは問題ではない。というのは、デッドタイム制御３９９が、ド
ライバ３６０にＧａＮ　ＦＥＴ３２０のゲートへ低信号を出力するように指令し、それに
より、ＧａＮ　ＦＥＴ３２０のＶｇｓがそれにもかかわらず許容パラメータ内であること
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【００５０】
　図５は、種々の状況下での回路３００の種々のノードの同時電圧シミュレーションの３
つのグラフ５１０、５２０、５３０を図示する。
【００５１】
　図５において、５１０はブートキャパシタ３５０の電圧である。５２０は、図３のＳＷ
及びＢＯＯＴノードを示す。５３０の頂部グラフはＨＳ＿ＯＦＦ（ＬＳ＿ＯＮと同等）で
あり、グラフ５３０の底部はＰＦＥＴ３８６のゲートである。
【００５２】
　図５の図示した例において、ＶＤＲＶは約６Ｖに設定される。この実験において、ハイ
サイドＦＥＴがオフであるときＶＳＷは－１．４Ｖまで上がり得る（この例の波形ではロ
ーサイドＧａＮ　ＦＥＴ３１０は常にオフであり、欠陥状態を示す）。５１０の波形は、
ＨＳ＿ＯＦＦがゼロになるときブートキャパシタ３５０電圧がハイサイドＧａＮ　ＦＥＴ
３２０をオンにするために放電することを示す。ＨＳ＿ＯＦＦが再び「１」になるとき、
ＰＭＯＳ３９６のゲートは２０ナノ秒間「ゼロ」となり、ブートキャパシタ３５０を６Ｖ
　ＶＤＲＶ－ＧＮＤターゲットまで充電させる。ブートキャパシタ３５０が６Ｖまで充電
されると、ＰＭＯＳ３８０がオフとなり、回路３００、又は本願の原理を用いる他の回路
、が用いられない場合に生じ得る７．５Vまで過充電しないようにする。
【００５３】
　当業者であれば、本発明の特許請求の範囲内で、説明した例示の実施例に変形が成され
得ること、及び多くの他の実施例が可能であることが分かるであろう。

【図１】

【図２】

【図２Ａ】
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【図４】

【図５】
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