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Lidar用eGaN FET：
レーザー・ドライバのEPC9126 
を最大限に活用する EFFICIENT POWER CONVERSION

John S. Glaser、アプリケーション・エンジニアリング部門ディレクタ、Efficient Power Conversion Corporation

図1　基本的なLidarシステム。

図2.　TOF Lidarに使われる一般的なレーザー・ダイオードの例。

Lidar（光による検出と距離の測定）は、電磁
放射がたまたま光帯域内にあるレーダーの
一種です [1,2]。ここ数年、Lidarの1つの特別
な形である飛行時間（TOF：time-of-flight）距
離測定が一般的になってきています。光源
としてレーザーを使えば、たとえ遠くても
小さな点の距離を測定できます。可動光学
系と組み合わせると、その点の距離の測定
値を掃引して、3次元空間に対象物をマッピ
ングできます。

EPCは、LidarシステムにおけるeGaN FETの
特性を実証し、Lidar技術をさらに進化させ
るために、レーザー・ドライバのEPC9126と
EPC9126HCを開発しました[3,4]。EPC9126
とEPC9126HCには、どちらもクイック・スタ
ート・ガイド（QSG）を用意しています。この
クイック・スタート・ガイドには、回路図や
部品表（BOM）と共に、起動と動作に関す
る基本的な情報が含まれています。ドライ
バのレイアウト・ファイルも無料で入手でき
ます。

レーザー・ドライバの基本原理は簡単に思
えますが、高速、高電圧、大電流のために、
多くの技術者が無視したり設計時に考慮し
なかったりしていた寄生要素が支配的にな
ります。この資料は、ユーザーが自分のドラ
イバを最大限に活用できるように、一般的
な質問に答え、レーザー・ドライバの設計を
より深く理解するためにまとめました 

このアプリケーション・ノートは、クイック・
スタート・ガイドを補完するためのもので
あり、ユーザーがEPC9126とEPC9126HCを
採用し、それについて理解しようとするとき
に、この両方を見ると便利なはずです。

レーザーとパルスの要件 

TOF Lidarは通常、側面発光型エピタキシャル・レーザーまたは垂直共振器型面発光レーザ
ー（VCSEL）のいずれかの近赤外（NIR）半導体レーザー・ダイオードを使います。一般的
なレーザー・ダイオードの例が図2です [5,6]。電気的には、レーザー・ダイオードは整流器
として振る舞います。あるしきい値電流を超えて順方向にバイアスされると、順方向電流
にほぼ比例した光出力パワーでレーザー光を放射します。したがって、電流のパルスで駆
動すると、レーザー光のパルスが得られます [7]。レーザー光のパルスには、パルス幅とエ
ネルギーという２つの主なパラメータがあります。これら2つの要素は、それぞれ距離の分
解能と測定範囲に大きく影響します。
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送信される光信号のパルス幅は、Lidarシステ
ムの距離の分解能に大きく影響します[8,9]。
図3は、これが事実である理由を示すことに
役立ちます。一番上の場合を見ると、Lidarか
ら狭いパルスの光が出ています。光パルス
は、対象物に到達し、反射され、そして戻ら
なければならないので、距離dの対称物に
対して、パルスの送信と受信との間の時間td
は、

td = 2d/c

となります。ここで、cは空気中の光速で約
30 cm / ns（米国の国内重視の人には約1フィ
ート / ns）です。時間tdを測定することで、
距離を計算できます。さて、下図の例にお
いて、より長い持続時間のパルスを送信す
るとします。パルスの長さが十分に長くなる
と、反射パルスが重なり始め、環境内の特
徴を区別することが難しくなることが分か
ります。

実際には、どの程度の長さのパルスが望ま
しいのかを考えるために、レーザー・ダイオ
ードを駆動する電流のパルス幅1 nsを考えま
す。これは30 cmの長さの光パルスに相当し
ます。対象物が15 cmに近づくと、受信したパ
ルスが重なり始め、区別が難しくなります。
さまざまな信号処理技術によって、与えられ
たパルス幅に対する分解能を改善できます
が、より短いパルスは、本質的により高い精
度が得られ、数ナノ秒以下のオーダーのパル
スが人間の大きさの分解能に対して望まし
いことは明らかです。
パルス・エネルギーがLidarの範囲を決めま
す。より高い分解能に対する要求が、より狭
いパルスを実現する設計に拍車を掛けるの
で、十分なパルス・エネルギーを維持するた
めにはダイオードの電流を増やさなければ
なりません。一般的なパルス電流は、数Aか
ら数100 Aの範囲になります。レーザー・ダ
イオードの中には、公称パルス電流の仕様

が数10 A程度のものがあります。一般的な
データシートのテスト条件の下、すなわち、
パルスの繰り返し周波数（PRF）＝ 1 kHz、パ
ルス幅tw ＝ 100 ns、ピーク電流IDLpk ＝ 30 A、
動作温度TOP ＝ 23～25℃において、入力の
ピーク電力は、トリプル・ジャンクションの
端面発光レーザーで300 W近くになります。
レーザー・チップの過熱を防ぐために、テス
トにおける平均デューティ比は、しばしば 
0.1％以下にします。これによって、より短い
パルス幅、より大きな電流でこれらのレーザ
ー・ダイオードを動作させ、より大きなピー
ク光パワーを得ることができます。
要約すると、Lidarシステムに適した市販のレ
ーザー・ダイオードに対する標準的な要件
は、パルス幅1 ns～10 nsで、所望のピーク・
パルス電流が数A～数100 Aの範囲となりま
す。次のセクションでは、これらの極端なパ
ルスを得る方法についてみてみましょう。 
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図3.　Lidarのパルス幅が分解能に与える影響。上図：狭いパルスは反射を簡単に区別できます。下図：幅の広いパ
ルスは重なり合う可能性があるため、区別しにくくなったり、距離の分解能が低くなったりします。
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レーザー・ドライバ
Lidar向けの一般的なパルス・レーザー・ドラ
イバは、レーザーや電気エネルギー源と直
列に接続した半導体スイッチを使います。特
性は、浮遊インダクタンスと半導体パワー・
スイッチの速度によって制限されます。この
10年間で、費用対効果の高い窒化ガリウム
（GaN）・パワーFETが市販されるようにな
り、これは、同等のシリコンMOSFETに比べ
て、非常に小さいインダクタンスと最大10倍
優れたとスイッチング性能指数（FOM：figures 
of merit）を実現しました [10]。図4にFETである
EPC2016Cを示します。75 Aのパルス動作が
可能な100 VのeGaN FETです [11]。
従来のシリコンMOSFET技術と比べて、eGaN 
FETの特性が大幅に向上しているため、与え
られたピーク電流能力に対して、はるかに高
速のスイッチングが可能となり、100 A以上の
電流と2 ns以下のパルス幅を負荷のレーザー

に供給できます[13,14]。ただし、（まだ！）同
時にこの2つを満たすことがありませんが。
レーザー・ドライバの回路構成にはさまざま
な種類がありますが、大出力向けには2つの
主な候補があります：最先端の制御された
共振型レーザー・ドライバと電流を制限した
デュアル・エッジ制御ドライバです。共振型レ
ーザー・ドライバが高速アプリケーションに
対して最も一般的なので、このタイプのドライ
バについて、説明の大部分を費やします。

レーザー・ダイオード・ドライバの
EPC9126とEPC9126HC

レーザー・ドライバのEPC9126は、eGaN FETと
レーザー・ダイオードの特性をテストするた
めの汎用プラットフォームです。EPC9126と
EPC9126HCのプリント回路基板は同じです。
この2つのドライバには部品の違いがいくつ
かあります。その結果、市販のEPC9126はピー

ク電流が小さく、パルスが短くなっています
が、EPC9126HCでは、パルスの持続時間が長
くなるにつれて出力電流が大きくなります。主
な違いを表1にまとめました。これらの違いを
除けば、この2つの基板は同じであり、特に明
記されていない限り、このノートのすべてが
両方の基板に適用され、まとめてEPC9126xxと
呼ぶことにします。
出荷時には、いずれも共振型レーザー・ドライ
バとして構成されています。これらのドライバ
の基本的な動作とそれに対応する設計方程
式について、次のセクションで説明します。 

共振容量放電型レーザー・ドライバの
設計
図5は共振容量放電型レーザー・ドライバの簡
略化した回路図、図6はその主な波形です。

部品 EPC9126 EPC9126HC
  

FET EPC2016C / EPC2212 EPC2001C

FETのパルス電流定格 75 A 150 A

電流シャント 102 mΩ 94 mΩ

共振コンデンサ 1.1 nF 2.8 nF

図4.　100 V、75 A、16 mΩのeGaN FETであ
るEPC2016Cの面積は2.1 mm×1.6 mm。 

EPC2212は、同じ実装面積で同等の定格の
自動車認定（AEC-Q101）部品 [12]。

図5.　共振容量放電型ドライバ。

図6.　図5の共振容量放電型ドライバの主な波形。

表1.　EPC9126とEPC9126HCの違い
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Q1を理想的なスイッチ、DLは順方向電圧降
下VDLFが一定の理想的なダイオードと仮定
すると、このドライバは次のように動作しま
す：Q1はオフ状態で起動するので、iDL ＝ 0で
す。コンデンサの電圧v1 ＝ VINで、R1を介して
充電されています。t ＝ t0で、vcommandがゲー
ト駆動をトリガーし、t ＝ t1でQ1を完全にオ
ンし、レーザーDLとコイルL1を介してC1を放
電します。C1とL1は共振網を構成し、このた
め、iDLとvC1は正弦波でリンギングします。レ
ーザー・ダイオードの順方向降下によって、
コンデンサの実効的な初期電圧は、VC1,0 ＝ 
VIN ― VDLFになります。t ＝ t2において、iDLは
ゼロに戻り、vC1 ＝ 2 VDLF ― VINになります。
この時点で、DLは電流の反転を防ぎ、C1はR1
を介して再充電されます。t ＝ t3でv1がゼロ
を横切る前にスイッチQ1がオフします。 

コンデンサの充電時定数τchrgと共振周期tres 
は次のようになります。

τchrg = R1C1

tres = 2π√(L1C1) = 2twb

通常、τchrg >> tresなので、R1は、L1–C1の共
振にほとんど影 響しません。この共 振の
特性インピーダンスR0とパルスの半値全幅
（FWHM）tw は 、

となります。このレーザー・ドライバの回路
構成には、以下の利点があります。 

● この回路構成は浮遊インダクタンスを利用 

● 安定したパルス形状 

● パルス・エネルギーはVIN の値で設定 

● スイッチは駆動を単純化するために接 
 地基準

● ゲートのオン時だけ正確な制御（シング 
 ル・エッジ制御）が必要

● レーザー電流パルスの幅をゲート駆動の 
 最小パルス幅よりも短くすることが可能

浮遊インダクタンスの影響
以下の式を使ってレーザー・ダイオードのピ
ーク電流IDLpk を計算できます：
 

このインダクタンスは設計に大きく影響しま
す。（3）、（4）、（5）、（6）から、VINについて
解くと以下になります。

 
図（7）は、レーザー・ダイオードの順方向電
圧降下9 Vで、30 A、4 nsのパルスに対して、 
（7）から計算された電圧VIN対L1の関係を示
しています。所望のレーザーおよびパルス形
状に対して、必要なVINがL1と共に線形に増
加することがはっきりと分かります。

ドライバのスイッチ特性
上記の解析では理想的なスイッチと仮定して
いますが、実際の半導体スイッチは、スイッ
チング時間がゼロではなく、飽和電流の制
限があります。加えて、スイッチとそのパッケ
ージには、大きなインダクタンスがあり、所
望のパルス形状に必要な電圧を大きくして
しまうだけでなく、スイッチのオンを遅くしま
す。
過去において、選 択されたスイッチ技 術
は、シリコン・パワーMOSFETでした。ただ
し、Lidarシステムの設計者が高性能化を目
指すとき、2つの理由からシリコン・パワー

MOSFETが主な制限要因となっています。第
1は、電流と電圧の要件を満たすために必要
なチップ・サイズが大きいため、ゲート電荷
が大きいことです。これはMOSFETのオンを非
常に遅くします[15]。第2に、大型MOSFETは、
チップの両面に接続部がある縦型デバイス
だからです。このため、パッケージに収めな
ければならなくなり、電力ループとゲート駆
動ループの両方に、余分なインダクタンスが
追加されます[16]。前者は、必要な電圧を大
きくするので、さらに大きなチップになってし
まい、後者は、デバイスのオンを一段と遅くし
ます。
ここ数年で、GaNに基づく新しいパワーFET
が市販されるようになりました。GaN FET
は、Lidar 用途に対して、シリコンMOSFETと比
べて、いくつかの圧倒的な長所があります。
まず、GaN FETは、同等の電流定格のMOSFET
よりも入力容量CISSが最小で1/10と小さいの
で[17]、はるかに高速にオンすることができ
ます。次に、GaN FETは横型デバイスなので、
ウエハー・レベルのチップスケール・パッケ
ージ（WLCSP：wafer level chip scale package）を使う
ことができます。WLCSPは、極めて低いイン
ダクタンス、優れた熱特性、高い信頼性を実
現でき、最小限の追加コストで済みます。最
後に、GaN FETのチップは、電圧・電流定格が
同等のシリコン・パワーMOSFETよりも、はる
かに小型なので、さらにインダクタンスが小
さくなり、マルチチャネルのLidarなどの用途で
は、隣接するレーザー同士の間隔を狭くする
ことができます[18]。

図7.　 IDLpk = 30 A 、tw = 4 ns、VDLF = 9 Vの場合のバス電圧VINとインダクタンスL1の関係。
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基本的な設計プロセス
これで、Lidarの共振型ドライバを設計するた
めに上記の情報を利用することができます。
システム設計から一般的に要求されるレー
ザー・パルスに関するいくつかの仕様から始
めます。これらの要求には：
● パルスのピーク振幅 IDLpk

● パルスの全幅半値幅 (FWHM) tw

● パルス繰り返し周波数 PRF

● レーザー・ダイオードの電圧降下 VDLF

があります。基本的なパルス要件を選択する
と、設計を完成するために必要な次の要素
は、電力ループのインダクタンスL1です。L1の
決定は、セクション3.4で説明されています
が、ここでは、良い推定値を持っていると仮
定します。
共振コンデンサC1の値を決定するために、
（4）と（6）を使って次式が得られます。

 

再充電抵抗R1の値は（2）で決められるた
め、

となり、τchrg >> tresなので、十分大きなτchrg
を選択するだけで済みます。一般的には、パ
ルスのデューティ比を1％程度以下にするこ
とを強制する熱的制限のため、R1の値は通
常、正確に決める必要はありません。より大
きなデューティ比で動作させる必要がある
人たちのために、セクション6.4でさらに説明
します。
最後に、必要なバス電圧VINは（7）で決めら
れます。これはIDLpkと共にFETのQ1の適切な
部品の選択に使われます。設計を完成させ
るために、（7）、（8）、（9）を合わせて残りの
値を決めます。

電力ループのインダクタンスの決定
必要な入力電圧は、レーザーのインダクタ
ンスに応じてほぼ線形に増加し、入力電圧
がFETとコンデンサの定格を決めることは
すでに説明しました。さらに、レーザー・ド
ライバのバス電圧は、どこか、おそらく回路
内の別の昇圧コンバータによって決めなけ
ればなりません。L1が小さいほど、残りの設
計は、よりシンプルでより低コストになりま
す。プリント回路基板のインダクタンスを最
小化するための中心的な原則は、[19]に詳
しく説明されています。これは、レイアウト
のインダクタンスを減らすためのさまざま
な有用な技術を網羅しています。この論文
では、eGaN FETのチップスケール・パッケー
ジによって、FET、プリント回路基板、バス・
コンデンザ、および（必要に応じて）電流検
出シャントで構成される電力ループ・インダ
クタンスの寄与を1 nHよりも十分小さく保
ち、500 pH以下の値に近づけることができ
ることを示します。EPC9126xxの浮遊インダ
クタンスは、FETと負荷の実装位置にもより
ますが、1 nHのオーダーです。この値は、設
計の汎用性、特にレーザーの各種パッケー
ジを搭載する能力を高めるために実施した
トレードオフだったので、達成可能な最良の
値よりも大きくなります。
さて、インダクタンスの他の要素をみてみま
しょう。その主なものはレーザーです。これ
までにみてきたように、スルーホールのレー
ザーの寄与は、最良の場合で約5 nHで、これ
よりもはるかに大きいこともあります。表面
実装のレーザーは、1～3 nHに近い値です。し
たがって、レーザーが支配的なインダクタン
スになります。レーザーのインダクタンスの
大部分は、ワイヤー・ボンドを含めたパッケ

ージによることに注意してください。レーザ
ー・メーカーは、レーザー・パッケージのイン
ダクタンスが特性を左右する可能性がある
ことを認識しているので、近い将来、この分
野における進展が期待できます。
残念ながら、L1の値は設計を初めるときに正
確に知ることは困難です。これは、何らかの
反復が必要になる可能性が高いことを意味
します。初期の設計では、FETにある程度の
余分な電圧マージンを与えるように考慮して
ください。これによって、予想外のインダク
タンスをある程度克服することができます。 

ハードウエア・ドライバEPC9126xxの設計
レーザー・ドライバEPC9126xxの一般的な接
続図が図8です。接続と動作の完全な解説
は、クイック・スタート・ガイド [20,21] に記載
されていますが、ここで、構成を確認するこ
とは有益です。 

すべての信号のI/OにはSMAコネクタを使っ
ています。この設計には、出力J3、J7、J9、J10
での組み込み伝送線路プローブなどの電圧
テスト・ポイントが用意されています。電流
測定シャントの出力はJ6です。この設計の詳
細は、ガーバー・レイアウト・ファイルと完全
な回路図などの[3,4]にあります。このレイア
ウトは、[19]の原則に従って全インダクタンス
を最小化するように設計されています。

(8)

(9)

C1 = L1
IDLpk 2

VIN –VDLF

R1 = 
τchrg

C1
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図8.

図9.　実験的検証のためのGaN FET搭載レーザー・ドライバEPC9126。

設計の重要な部分の拡大図と共にドライバの写真を図8に示します。インダクタンスL1を最小化するために、エネルギー蓄積コンデンサ C1（プリ
ント回路基板上の(C11、C12、C13、C14、C15）と電流測定シャント抵抗（R12、R13、R14、R15、R16）は、並列に接続された5個の0402サイズの表面実装
パッケージで構成されています。表面と接地面の間隔は、インダクタンスを最小化するために250 µm（10ミル）です。コストを最小限に抑えるた
めに、ブラインド・ビア、埋め込みビア、マイクロビアは使っていません。

電流測定で優れたシャント特性を得るためには、シャント抵抗を裏返して実装する必要がありました。これによって、シャント等価直列インダ
クタンスが200 pHから40 pHに減少し、シャント帯域幅が、それに対応して4倍に増加しました[13]。これについては、「電流検出」（9ページ）のセ
クションで詳しく説明します。

V7in

極性に注意 

+

信号発生器
オシロスコープ
（50Ω入力）

レーザー・
ダイオード

+

VBUS

EPC2016C FET

Rshunt

C1

ゲート・ドライバ

レーザー用マウント
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実験結果
EPC9126とEPC9126HCは、いずれも米エクセ
リタス・テクノロジーズの表面実装レーザー
TPGAD1S09Hを使ってテストされています。
これを執筆している時点では、簡単に入手
できる最も低インダクタンスの表面実装の
大出力パルス・レーザーです。いずれの場合
も、回路のテスト結果は、入力電圧を75 Vと
しています。

EPC9126

電力ループのインダクタンスＬ1は2.3 nHと見
積もりました。IDLpk ＝ 35 A、パルス幅3.5 nsで
設計した場合、C1 ＝ 1.2 nF、VIN ＝ 60 Vとなり
ます。使用したコンデンサの値はC1 ＝ 1.1 nF
で、標準部品の値で得られる最も近い値で
す。容量値が安定し、損失が小さいセラミ
ック・コンデンサNP0 / C0Gを使いました。 
VIN ＝ 75 Vに対するテスト結果が図10です。ピ

ーク電流IDLpk ＝ 35 Aは、tw ＝ 3.4 nsで実現で
きます。これは、レーザーへのピーク入力電力
PDLpk ＞ 300 Wに相当します。この結果と計算
結果との不一致は、異なる容量値、インダク
タンスの見積もり誤差、シャントでの余分な
電圧降下、およびレーザー・ダイオードの電
圧降下が実際には一定でなかったからです。 

EPC9126HC

電力ループのインダクタンスL1は、2.0 nH
と見積もりましたが、EPC20016Cと比べて
EPC2001Cの実装面積が広いため、小さくなり
ます。IDLpk ＝ 70 A、パルス幅5 nsで設計する
と、C1 ＝ 2.85 nF、VIN ＝ 78 Vになります。標準
部品の値で得られる最も近いコンデンサ値
C1 ＝ 2.8 nFを使いました。容量値が安定し、
損失が小さいセラミック・コンデンサNP0 /
C0Gを使いました。VIN ＝ 75 Vに対するテス
ト結果が図10です。ピーク電流IDLpk ＝ 63 A

は、tw ＝ 5.0 nsで実現できます。これは、レー
ザーへのピーク入力電力PDLpk ＞ 1300 Wに
相当します。この結果と計算結果との不一致
は、わずかに異なる容量値、インダクタンス
の見積もり誤差、シャントでの余分な電圧降
下、およびレーザー・ダイオードの電圧降下
が実際には一定でなかったからです。 

9126に関するヒントとコツ
EPC9126xxは、非常に柔軟性が高く、高速の
大電流のパルスに対して、新しいアイデアを
試したり、実際の部品の動作をより深く理解
したりするための基盤として使うことができ
ます。このセクションでは、さらに詳しく説
明するために、さまざまな方向からの提案と
共に設計に関する詳細を紹介します。図12
は、EPC9126xxの回路ブロック図で、このセク
ションのために有効な参考として示します。

iLASER, 5 A/div

voptical , 2 mV/div

vDS, 10 V/div 2 ns/div

3.8 ns 

30 A

iLASER, 10 A/div

voptical , 4 mV/div

vDS, 10 V/div

5 ns/div

5.0 ns 

63 A

図10.　VIN ＝ 75 VにおいてGaN FET（EPC2016C）を搭載したレーザー・ドライ
バEPC9126の実験結果。tw ＝ 3.4 nsでピーク電流IDLpk ＝ 35 Aに達します。

図12.　EPC9126xxの回路ブロック図。

図11.　 VIN  ＝ 75 VにおいてGaN FET（EPC2001C）を搭載したレーザー・ドライ
バEPC9126HCの実験結果。tw ＝ 5.0 nsでピーク電流IDLpk ＝ 63 Aに達します。
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入力と出力
レーザー・パルスのドライバは高速なの
で、RF技術の使用、特に、制御されたインピ
ーダンスの利用、そしてケーブルと測定のた
めの50 Ωの標準インピーダンスの使用が必
須になります。これが意味することがよく分
からない場合は、始めるためのよい参考文
献がいくつかあります。これに関する詳しい
説明は、この記事の範囲を超えています。こ
の話に不慣れな人への良い参考文献は[22] 
です。

この入力は、低インダクタンスの50 Ωの抵抗
（100 Ωの抵抗2個を並列接続）で終端され、
しきい電圧2.5 Vのコンパレータに直接供給
されます。50 Ωケーブルでパルス発生器に接
続すれば、最小のリンギングと反射で済み
ます。この基板をロジック・ゲートで直接駆
動したい場合は、多くのロジック・ゲートの
出力インピーダンスが数100 Ωであることに

注意してください。つまり、入力を十分に高
い電圧で駆動することはできません。この場
合、入力終端抵抗は除去できますが、任意の
リンギングやパルスの反射を最小化する方法
でロジック・ゲートに接続しなければなりま
せん。これに馴染みがないようであれば、上
記の参考文献を見直してください。

すべての出力は、50 Ω負荷で正しく動作する
ように設計されています。したがって、内部に
50 Ωの入力を備えたオシロスコープに50 Ωケ
ーブルで接続すると最もうまく機能します。ス
コープ入力を1 MΩに設定して、スコープ入力
に外部で50 Ω終端を使うことはできますが、
帯域幅は1 MΩ入力の接続部の標準的な入
力容量によって制限されます。この容量は測
定帯域幅を200 MHz以下に制限することが多
く、最小の立ち上がり時間の測定は1 nsのオ
ーダーになります。これは、波形が実際より
も、かなり遅く見えることになります。

レーザーの実装
EPC9126xxは、レーザーなどの負荷のパッケ
ージと実装の自由度を考慮して設計されて
います。レーザー・ダイオードのリード付きパ
ッケージを実装するための100ミル間隔のス
ルーホールを備えています。加えて、エクセ
リタスの表面実装レーザー・ダイオード向け
のフットプリントもあります。最後に、異なる
パッケージ、あるいは、ベアのレーザー・チッ
プでさえも柔軟な実装を可能にするベア・パ
ッドを備えています。図13は、レーザーの実
装方法の例です。

共振コンデンサ
いったん、このインダクタンスが最小化され
ると、設計者が管理できる主なパラメータ
は、電圧と共振コンデンサになります。共振
コンデンサは、NP0 / C0Gセラミック誘電体、
または、磁器、ガラス、マイカなどの低損失、
線形で安定した誘電体を備えたコンデンサ
にしなければなりません。 

図13.　EPC9126xxにレーザーなどの負荷を実装するさまざまな方法。左上：従来のスルーホール実装の例。右上：プリント回路基板の表面にレーザーのアノー
ド・リード、裏面にカソード・リードを実装した例。左下：表面にレーザーの両方のリードを実装した例。右下：表面実装レーザーの実装例。
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充電抵抗
こ の 共 振 コ ン デ ン サ は 、充 電 抵 抗 R 1
（EPC9126xx上のR2、R3、R5、R6の並列接続
によって構成）を通して、（1）で与えられる
時定数τchrgで充電されます。共振コンデン
サを最終値の99％以上に充電するには、 
t ＝ 5τchrgかかるので、パルスの繰り返しの最
大周波数をPRF ＝ 1/5・τchrgに設定します。
設計者がより高い値のPRFにしたい場合、レ
ーザー出力のドループをある程度許容する
か、R1の値を小さくすることになります。R1を
小さくすると、オン時に、Q1に余分な電流が
流れるようになりますが、これは5τchrg >> tw
に対して許容できるでしょう。
図5に示す理想的な共振システムと図6のそ
れに関連する波形では、コンデンサC1が初
めて充電されるときを除いて、コンデンサの
初期状態はVC1(t2) ＝ VIN ― 2 VDFLであること
が分かります。再充電中は、すべての消費電
力がR1で発生し、R1で消費されるエネルギー
は次のように近似できます。

これはR1と独立であることに注意してくださ
い。消費電力は以下になります。

 

高いPRFでは、この消費電力は、相当なもの
になる可能性があり、レーザー自体の消費
電力に追加されます。この消費電力が大き
すぎる場合は、昇圧コンバータなどのさま
ざまな再充電方法を検討する必要がありま
す。これらは、この記事の範囲外です。
伝送線路プローブ
シャント測定を除く、すべての検出測定の
SMAは、伝送線路の電圧プローブの原理を
使って、ns以下の時間スケールで波形の忠
実度が得られます。そのようなプローブは、
一般には500～5 k程度の比較的低いプロー
ブ・インピーダンスを持っていますが、この
インピーダンスは、ほぼ純粋に抵抗性であ
り、帯域幅は非常に広く、すなわち数GHzに
もなることがあります。これらのプローブは、
プリント回路基板に搭載されているため、
目的のノードにほぼ理想的に接続できるの
で、波形の忠実度と再現性が向上します。そ
れらは、測定ポイントから滑って外れること
もありません。これは、回路内の高電圧を測
定するときに考慮しなければならない重要
な事項です。そのようなプローブの基本原理
は、[23] に説明されています。

内蔵プローブで有効な測定値を得るために
は、以下の3つの特性を考慮しなければな
りません。まず第1に、オシロスコープの入
力を50 Ωに設定して、スコープに接続しま
す。50 Ωのターミネータを付けた1 MΩの入
力を使うと、ほとんどすべてのスコープで帯
域幅が大幅に制限されるため、推奨しませ
ん。第2に、各内蔵プローブには、考慮しなけ
ればならない独自の減衰係数があります。
第3に、プローブのインピーダンスが低いとい
うことは、平均直流電圧が大きい測定ポイン
ト、例えばドレイン電圧では、かなりの電力
損失が生じる可能性があることを意味しま
す。この損失を防ぐために、高電圧測定用の
測定ポイントには、直流ブロッキング・コン
デンサを備えています。これは高域通過フィ
ルタを形成しますが、目的の標準的な波形
にはほとんど影響しません。ただし、パルス
幅を長くすると、これらの測定ポイントで誤
った結果が生じる可能性があるため、外部プ
ローブを使ってください。内蔵の伝送線路プ
ローブは、米テクトロニクスのP9158、すなわ
ち3 GHzの伝送線路プローブとほぼ同じ結果
が得られることが確認されているため[24]、
その推定帯域幅は、3 GHz以上となります。

電流検出
ああ、電流検出 ―― パワー・エレクトロニク
スの悩みのタネです！
パルス・レーザー・ドライバの電流検出には
長所と短所があります。長所には、動作の検
証、レーザー・パルスのタイミング決定、目
の安全性を維持しながら範囲を最大化する
ための光パワーの制御などがあります。ただ
し、電流検出には、余計なインダクタンスの
追加、消費電力の増加、波形精度の劣化、
コスト増、およびインダクタンスを克服する
ためのレーザー駆動電圧の低下など、さまざ
まな短所があります。
余計な電力ループ・インダクタンスを最小限
に抑えるために、5個の0402抵抗で構成され
た抵抗性の電流シャントの形で電流測定機
能がEPC9126xxに搭載されています。レーザ
ー・ドライバのデューティ比が小さいことに
よって、非常に大きな電流でもそのような小
さな抵抗を使うことができます。特性への

悪影響を最小限に抑えたまま、手頃な電流
検出を搭載するために、電流シャントに関す
る妥協がいくつかありました。これらの妥協
は、電流波形にかなりの歪みをもたらすこと
があります。
通常、大きなピーク電流による電圧降下を最
小化するために、シャントの抵抗値は非常に
小さくすることが望まれます。残念ながら、
並列接続した5個の0402サイズの抵抗のイン
ダクタンスが非常に小さくても、シャント・イ
ンピーダンス、したがって測定自体に大きく
影響する可能性があります。エッジの遷移時
間がtt ＝ 2 nsの矩形パルスを仮定することに
よって、この影響を控えめに見積もることが
できます。パルスの最大3 dB帯域幅は、次式
で概算できます。
 

L1shuntで表されるシャントの部分的なインダ
クタンスの寄与は、レーザー・ダイオードを
プリント回路基板上に平らに実装した銅箔
で置き換え、Q1をオンしたときの発振周波数
を調べることによって見積もれました。これ
によって、L1shunt ＝ 1.21 nHが得られました。
このとき、裏返して実装したシャント抵抗で
インダクタンスを見積もり、最後にシャント
抵抗を銅箔に置き換えて測定しました。この
結果が表２です。
表2から、シャントなしの場合と比べて、正しく
実装したシャント抵抗のLshunt,A ＝ 200 pH、裏
返して実装したシャント抵抗のLshunt,B ＝ 40 pH
と推定できます。fw ＝ 175 MHzでは、Lshunt,A の
誘導性リアクタンスは次式になります。

 

シャントの 抵 抗値は、誘 導 性リアクタン
スを少なくとも5倍 にする必 要 があり、 
Rshunt,A ≥ 1.1 Ωとなります。これによって、ピ
ーク電流で39 Vの電圧降下が生じ、トラン
ジスタの定格電圧の40％となります。シャン
ト抵抗を裏返して実装することによって、 
Rshunt,B ≥ 0.22 Ωとなり、1/5に減すことができ
ます。部品の入手可能性に基づいて、最終的
にRshunt ＝ 0.20Ωを選択しました。

ケース テスト条件 リンギング周波数 (MHz) 推定したL1値 (nH)
  

A 普通に実装したシャント 138 1.21

B 裏返して実装したシャント 148 1.05

C 箔で置き換えたシャント 151 1.01

表2.　シャント・インダクタンスの測定

(10)

(12)

(13)

(11)

ER1chrg = 2C1(VBUS –VDFL )2

PR1chrg =  PRF  ER1chrg

fw = 175 MHztt

 0.35

|ZshuntA | = 2πfwLshunt,A=0.176 Ω

https://epc-co.com/epc/jp


アプリケーション・ノート: AN027 Lidar用eGaN  FET：レーザー・ドライバのEPC9126を最大限に活用する

EPC：電力変換技術のリーダー   |   EPC-CO.COM/EPC/JP   |   ©2022   | |    10

これが波形に与える影響を見るために、図14
は、上記の3つのケースで、tw ＝ 3.3 nsの場合
のシャントの簡単なシミュレーションの回路
図を示し、図15はその結果です。（プリント回
路基板上の0402抵抗5個の並列接続に対し
て）200 pHという小さな値でも、短いパルス
に対して実質的な誤差を生じるには十分で
あることが分かります。このインダクタンス
の影響は、波形の最初の部分やピークを大
きく見せるので、電流信号の一部が違ってい
ることです。パルスが短くなるにつれて、この
誤差は悪化します。 

残念ながら、費用対効果の高い方法で抵抗
を裏返して実装することは困難です。このた
め、出荷された基板はケースAになります。も
し商業的に十分な動機があれば、これを実
施してくれるベンダーを見つけることができ
るかもしれません。あるメーカーは、すでに
これを実施していますが、残念ながら、利用
可能な最大値は、これを執筆している時点で
は、良い測定を実施するには小さすぎます 
[27]。より正確な電流測定が必要な場合は、
抵抗を裏返して再実装するか、より大きい値
を使用するか、またはその両方を行います。
オシロスコープに、プログラム可能な周波数
とカットオフが単極の低域通過フィルタの機
能がある場合、より正確な結果を得るため
に、同じ周波数での極を持つ電流シャントの
応答のゼロ点でキャンセルできるかもしれま
せん。
デュアル・エッジ制御
これまで説明したように、共振容量放電レ
ーザー・ドライバは、有用な特性をいくつか
備えています。ただし、それらには大きな制
限があります。つまり、与えられた電力ループ
のインダクタンスでは、パルスの高さを適切
に制御できますが、パルス幅は制御できませ
ん。パルス幅は、パルスの全エネルギーを制
御するためにも使え、特に、個々のパルスに
対してそのような制御をしたい場合、パルス
の振幅よりも簡単に制御できます。さらに、
場合によっては、レーザー・ダイオードなど
の負荷をプリント回路基板から外さなけれ
ばなりません。これは、インダクタンスをかな
り増やすと思われるある種の相互接続が必
要になります。これらの制限の中で動作させ
るために、デュアル・エッジ制御（周波数変
調）が使えます。すなわち、駆動FETのオン／
オフの両方を使ってパルス形状を制御するこ
とができます。

EPC9126xxをデュアル・エッジ制御に使うに
は、最初にゲート駆動のUCC27611の制限を
認識する必要があります。これは、約6 nsの最
小パルス幅を持つように見えますが、仕様で
はありません。パルスをどれだけ短くできる
かを制限しています。 

一般的なデュアル・エッジ制御のアプリケー
ションでは、共振コンデンサと充電抵抗を
変える必要があるでしょう。電流を制限しな
ければならないときは、プリント回路基板へ
のバス電圧入力に余分なバス容量があるた
め、この目的で充電抵抗が使えるでしょう。
最後に、スイッチがオフするとき、電力ルー
プのインダクタンスの電流が遮断されるこ
とを考慮しなければなりません。これによっ
て、FETのドレイン端子とレーザー・ダイオー
ドなどの負荷にリンギングやオーバーシュー
トが発生します。このリンギングは、インダ
クタンス、オフ時の電流、および、レーザー
や、FET、プリント回路基板の容量に依存しま
す。電圧オーバーシュートを制御するために
クランプ・ダイオードをいくつか追加するとい
う対策があります。
適切なクランプ・ダイオードを見つけること
は非常に困難です。ほとんどのダイオードに
は、電力ループのインダクタンスと同程度の
パッケージ・インダクタンスがあり、これが

応答速度を制限します。さらに、このクラン
プの電流が大きいと、これを処理するダイオ
ードが大きくなり、容量も大きくなるので、余
計にリンギングを大きくして、場合によって
は、望ましくないレーザー・パルスが繰り返
される可能性があります。残念ながら、著者
は現時点で、適切なクランプ・ダイオードを
推奨できません。
デュアル・エッジ制御のアプリケーションに
EPC9126xxを使うときは、注意深いシミュレー
ションと実験の両方を実施することを推奨し
ます。後者が特に重要です。著者の経験上、
必要な電圧定格と電流定格を持つように選
択したダイオードでは、利用可能なモデル
は、Lidar用途で見られる極端に短い遷移に対
するダイオードの動作を正確にモデル化して
いないからです。
狭パルス発生器
EPC9126xxには、狭パルス発生器も含まれてお
り、これは、古典的なJim Williamsの設計に基づ
いています[25]。デフォルトでは、この回路は
動作せず、パルス入力がゲート駆動ICに直接
送られます。ただし、0 Ωのジャンパを変更す
ることによって、非常に短いパルスを発生さ
せるために、この回路を利用できます。この
回路を使いたい読者は、Williamsのアプリケー
ション・ノートを参照してください。

図14.　一般的なシャント等価回路のシミュレーション・モデル

図15.　シャント直列インダクタンス3種に対する図14のシミュレーション・モデルの結果。
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結論
GaNパワー・トランジスタの優れた特性は、レーザー・ドライバの画期的な特性を実現可能にします。数平方ミリメートルから数100 Wを供給する
ために1桁のナノ秒で大電流のパルスを発生する能力は、本当に驚くべきことです。これは、手頃な価格で高性能のLidarを小型の形状で実現可能
にする主な要因の1つであり、Lidar革命に拍車を掛けます。

参考文献

[1] J. Glaser, “How GaN Power Transistors Drive High-Performance Lidar: Generating ultrafast pulsed power with GaN FETs,” IEEE Power Electronics Magazine, vol. 4, Mar. 2017, 
 pp. 25–35.

[2] P. McManamon, Field Guide to Lidar, SPIE, 2015.

[3] EPC9126 Lidar デモ・ボード (https://epc-co.com/epc/jp/製品/デモ・ボード/EPC9126.aspx)

[4] EPC9126HC Lidar デモ・ボード (https://epc-co.com/epc/jp/製品/デモ・ボード/EPC9126.aspx)

[5] OSRAM Opto Semiconductors Inc., “SPL PL90_3 Datasheet,” 2015.

[6] Excelitas Technologies, “Surface Mount 905 nm Pulsed Semiconductor Lasers Datasheet,” 2016.

[7] S. Morgott, “Range Finding Using Pulse Lasers,” Regensberg, Germany: Osram Opto Semiconductors, 2004.

[8] S.A. Hovanessian, Radar System Design and Analysis, Norwood: Artech House, Inc, 1984.

[9] M. Andersson and J. Kjörnsberg, “Design of Lidar-system,” Lund University, 2014.

[10] A. Lidow, J. Strydom, M. de Rooij, and D. Reusch, GaN Transistors for Efficient Power Conversion, Wiley, 2015.

[11] Efficient Power Conversion Corp., “EPC2016C data sheet,” 2018.

[12] Efficient Power Conversion Corp., “EPC2022 data sheet,” 2018.

[13]  J. Glaser, “ High Power Nanosecond Pulse Laser Driver using a GaN FET”, PCIM Europe 2018 Proceedings, 2018.

[14]  J.Glaser, “ Kilowatt Laser Driver with 120 A, sub-10 nanosecond pulses in < 3 cm2 using a GaN FET”, PCIM Asia 2018 Proceedings, 2018.

[15] R.W. Erickson and D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, Springer, 2001.

[16] M. Pavier, A. Woodworth, A. Sawle, R. Monteiro, C. Blake, and J. Chiu, “Understanding the Effect of Power MOSFET Package Parasitics on VRM Circuit Efficiency at Frequencies 
 above 1 MHz,” PCIM Europe 2003 Proceedings, 2003.

[17] D. Reusch, J. Strydom, and A. Lidow, “A new family of GaN transistors for highly efficient high frequency DC-DC converters,” 2015 IEEE Applied Power Electronics Conference and 
 Exposition (APEC), 2015, pp. 1979–1985.

[18] Velodyne Lidar Inc., “Velodyne Lidar Puck VLP-16 data sheet,” 2017.

[19] D. Reusch and J. Strydom, “Understanding the effect of PCB layout on circuit performance in a high frequency gallium nitride based point of load converter,” 2013 Twenty-Eighth 
 Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2013, pp. 649–655.

[20] Efficient Power Conversion Corp., “EPC9126 Lidar Development Board Quick Start Guide, Rev. 2.5,” 2016.

[21] Efficient Power Conversion Corp., “EPC9126HC Lidar Development Board Quick Start Guide, Rev. 1.0,” 2017.

[22] H. Johnson and M. Graham, High-Speed Digital Design – A Handbook of Black Magic, Prentice Hall PTR, 1993.

[23] J. Weber, Oscilloscope Probe Circuits, Tektronix Inc., 1969.

[24] テクトロニクス、「低インピーダンス（Z0）プローブ：P6158 Datasheet」 (https://download.tek.com/datasheet/P6158-Datasheet-60W120263_0.pdf)

[25] J. Williams, “AN98 Signal Sources, Conditioners, and Power Circuitry – Circuits of the Fall, 2004: Nanosecond Pulse Width Generator,” Linear Technology Corporation, 2004. 

[26]  http://ucanr.edu/blogs/green//blogfiles/11605_original.png

[27]  進工業の製品情報、電流検出用面実装抵抗器 (https://www.susumu.co.jp/product/category.php?cid=9)

https://epc-co.com/epc/jp
https://epc-co.com/epc/jp/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%83%87%E3%83%A2%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89/EPC9126.aspx
https://epc-co.com/epc/Products/DemoBoards/EPC9126.aspx
http://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2016c_datasheet.pdf
http://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2022_datasheet.pdf
https://download.tek.com/datasheet/P6158-Datasheet-60W120263_0.pdf
http://ucanr.edu/blogs/green//blogfiles/11605_original.png
https://www.susumu.co.jp/product/category.php?cid=9

