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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイポーラトランジスタを用いたＥＳＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ　Ｄｉｓｃｈａ
ｒｇｅ）保護素子において、
　第１端子と、
　前記第１端子に接続されるコレクタ領域と、
　第２端子と、
　第１電流制御抵抗と、
　第２電流制御抵抗と、
　ベース領域と、
　前記ベース領域の表面に設けられた第１エミッタ拡散層と、
　前記ベース領域の表面に設けられた第２エミッタ拡散層と、
　前記ベース領域の表面に設けられた第１ベース拡散層と、
　前記ベース領域の表面に設けられた第２ベース拡散層と
　を有し、
　前記第１エミッタ拡散層の表面に設けられた第１エミッタコンタクトと前記第１ベース
拡散層の表面に設けられた第１ベースコンタクトは、第１金属配線にて互いに接続され、
　当該第１金属配線は、前記第１電流制御抵抗を介して前記第２端子に接続され、
　前記第２エミッタ拡散層の表面に設けられた第２エミッタコンタクトと前記第２ベース
拡散層の表面に設けられた第２ベースコンタクトは、第２金属配線にて互いに接続され、
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　当該第２金属配線は、前記第２電流制御抵抗を介して前記第２端子に接続され、
　前記第１エミッタ拡散層と前記第２エミッタ拡散層は、前記ベース領域表面で素子分離
領域により分離され、
　前記第２ベース拡散層と前記第２ベース拡散層は、前記ベース領域表面で前記素子分離
領域により分離される
　ＥＳＤ保護素子。
【請求項２】
　請求項１に記載のＥＳＤ保護素子において、
　前記バイポーラトランジスタは、
　第１電流調整抵抗を介して前記第１端子に共通接続される前記第１エミッタ拡散層及び
前記第１ベース拡散層を備える第１バイポーラトランジスタと、
　第２電流調整抵抗を介して前記第２端子に共通接続される前記第２エミッタ拡散層及び
前記第２ベース拡散層を備える第２バイポーラトランジスタと
　を具備し、
　前記第１バイポーラトランジスタと前記第２バイポーラトランジスタは、コレクタ領域
を介して接続され、
　前記第１電流調整抵抗は、前記第１端子から第１エミッタ拡散層を介して前記コレクタ
領域に至る複数の電流経路上のそれぞれに設けられ、
　前記第２電流調整抵抗は、前記第２端子から第１エミッタ拡散層を介して前記コレクタ
領域に至る複数の電流経路上のそれぞれに設けられる
　ＥＳＤ保護素子。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のＥＳＤ保護素子において、
　前記バイポーラトランジスタは縦型ＮＰＮバイポーラトランジスタである
　ＥＳＤ保護素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電気放電（ＥＳＤ：Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）
から内部回路を保護するためのＥＳＤ保護素子に関し、特にバイポーラトランジスタを用
いたＥＳＤ保護素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な分野で使用され半導体集積回路（ＩＣ：Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ）に対して信頼性の向上が要求されている。例えば、車載カーナビ用や医療用の液
晶モニタ用のドライバ回路のように、故障が発生することで人命に影響を及ぼす製品に利
用されるＩＣに対しては、特に高い信頼性が要求される。このような、製品の高信頼性を
実現するためには、外部からの過電圧（静電気放電）に対して強くする必要がある。すな
わち、ＥＳＤ耐量の高いＩＣが求められている。
【０００３】
　ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｔｅｇｒａｔｉｏｎ）のＥＳＤ耐性を高めるため
、ＬＳＩチップの内部回路と外部（入出力パッド）との間にＥＳＤに対する保護素子（Ｅ
ＳＤ保護素子）が設けられる。ＥＳＤ保護素子は、静電気放電（ＥＳＤ）によって発生す
るサージ電流の経路を変更し、ＬＳＩの内部回路が破壊されることを防止する。
【０００４】
　一般に、ＥＳＤ保護素子として、ＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃ
ｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ－Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、バイポーラト
ランジスタ、サイリスタが用いられている。例えば、ＮＰＮバイポーラトランジスタを利
用したＥＳＤ保護素子が、“ＥＳＤ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏ
ｎｓ　ｉｎ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｈｉｇｈ－Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
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　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ”（非特許文献１参照）や、ＩＥＥＥ　ＪＯＵＲＮＡＬ
　ＯＦ　ＳＯＬＩＤ－ＳＴＡＴＥ　ＣＩＲＣＵＩＴＳ，　ＶＯＬ．４０，　ＮＯ．８，Ｐ
．１７５１　ＡＵＧＵＳＴ　２００５（非特許文献２参照）に記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】“ＥＳＤ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ　ｉ
ｎ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｈｉｇｈ－Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ｆｏｒ
　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ”，　ＥＯＳ／ＥＳＤ　ＳＹＭＰＯＳＩＵＭ　２００６，　Ｐ．
５４
【非特許文献２】ＩＥＥＥ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＳＯＬＩＤ－ＳＴＡＴＥ　ＣＩＲＣ
ＵＩＴＳ，　ＶＯＬ．４０，　ＮＯ．８，　Ｐ．　１７５１　ＡＵＧＵＳＴ　２００５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１から図３を参照して、従来技術によるバイポーラトランジスタを用いたＥＳＤ保護
素子を説明する。図１は、従来技術によるＥＳＤ保護素子の構造を示す図２におけるＡ－
Ａ’断面図である。図２は、従来技術によるＥＳＤ保護素子の構造を示す平面図である。
図３は、従来技術によるＥＳＤ保護素子の等価回路を示す図である。
【０００７】
　図１を参照して、従来技術によるＥＳＤ保護素子は、Ｚ軸方向下層からＰ型基板１０１
（Ｐ－ｓｕｂ）、Ｎ型埋め込み層１０２（ＮＢＬ）が形成され、そのＺ軸方向上層にＮ－

コレクタ領域１０３及びＮ型引き出し領域１０５が形成される。Ｎ－コレクタ領域１０３
のＺ軸方向上層にベース領域として機能するＰ－ベース領域１０４が形成される。Ｐ－ベ
ース領域１０４上にはベース端子Ｂ２０として機能する高濃度Ｐ型拡散層８７（以下、Ｐ
＋ベース拡散層８７と称す）及びコンタクト８４と、エミッタ端子Ｅ１０として機能する
高濃度Ｎ型拡散層８８（以下、Ｎ＋エミッタ拡散層８８と称す）及びコンタクト８５とが
設けられている。又、Ｎ型引き出し領域１０５上には、コレクタ端子Ｃ１０として機能す
る高濃度Ｎ型拡散層８９（以下、Ｎ＋コレクタ拡散層８９と称す）及びコンタクト８６が
設けられている。Ｐ＋ベース拡散層８７、Ｎ＋エミッタ拡散層８８、Ｎ＋コレクタ拡散層
８９のそれぞれの間は、素子分離領域１０６によって分離されている。
【０００８】
　図２を参照して、Ｐ＋ベース拡散層８７はベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に複数設けられ
たコンタクト８４を介して、接地された金属配線８１に接続される。又、Ｎ＋エミッタ拡
散層８８はベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に複数設けられたコンタクト８５を介して、接地
された金属配線８１に接続される。同様に、Ｎ＋コレクタ拡散層８９はベース幅Ｗ方向（
Ｙ軸方向）に複数設けられたコンタクト８６及び金属配線８２を介してパッド（Ｐａｄ）
に接続される。パッドは、図示しない内部回路に接続されている。
【０００９】
　図１から図３を参照して、ベースとして機能するＰ型ウェル１０４において、Ｎ＋エミ
ッタ拡散層８８の直下の領域をベース領域Ｂ１０とする。当初、ＥＳＤによる高電圧がパ
ッドに印加されると、ベース領域Ｂ１０とコレクタ端子Ｃ１０との間のジャンクションで
ブレークダウンが起き、ジャンクション付近で発生したホールがベース端子Ｂ２０に流れ
、ジャンクション付近で発生した電子がコレクタ端子Ｃ１０に流れる。この際、ベース領
域Ｂ１０とベース端子Ｂ２０との間の寄生抵抗ＲＢによる電圧降下によって、ベース領域
Ｂ１０の電圧（ベース電位）が上昇する。ベース電位が上昇すると、エミッタ端子Ｅ１０
とベース領域Ｂ１０との間に形成されたダイオードがオン状態となり、ＥＳＤによるサー
ジ電流がコレクタ端子Ｃ１０とエミッタ端子Ｅ１０との間に流れ始める。これにより、Ｅ
ＳＤによるサージ電流が内部回路に流れることを防止することができる。
【００１０】
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　ＥＳＤサージ電流が、バイポーラトランジスタのコレクタ端子Ｃ１０からエミッタ端子
Ｅ１０に流れる際、ジャンクションブレークダウン領域（コレクタとベースとの接合領域
付近、又はコレクタの埋め込み層とベースの境界付近）に生じる空乏層に存在する電界や
、エミッタ端子Ｅ１０から空乏層に流れ込む電子による電流によって発熱し、電流経路の
温度が上昇する。一方、コンタクト８５、８６は、ベース幅Ｗ方向（図２に示すＹ軸方向
）に複数配置されているため、コレクタ－エミッタ間の電流経路は複数存在する。この複
数の電流経路の電流量は均一ではなくベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に対してばらつきがあ
る。すなわち、コレクタ－エミッタ間に流れるサージ電流が大きい領域と小さい領域が出
現する。電流量が大きい領域は、電流量が小さい領域に比べて温度が高くなるため、キャ
リアが増加して抵抗が減少し、より大きな電流が流れるようになる。例えば、図２を参照
して、電流量及び温度が局所的に上昇した領域には、他の領域よりも大きなサージ電流が
流れてしまう。このように、局所的に電流が集中すると、その領域は素子破壊し易くなっ
てしまい、ＥＳＤ保護素子全体のＥＳＤ耐量の低下の原因となる。
【００１１】
　以上のように、従来技術によるＥＳＤ保護素子は、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）におけ
る電流密度のゆらぎに起因する電流集中（熱暴走）によって素子破壊が起こるため、ＥＳ
Ｄ耐量が低下していた。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以下に、［発明を実施するための形態］で使用される番号・符号を括弧付きで用いて、
［課題を解決するための手段］を説明する。この番号・符号は、［特許請求の範囲］の記
載と［発明を実施するための形態］の記載との対応関係を明らかにするために付加された
ものであるが、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いては
ならない。
【００１３】
　本発明によるＥＳＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）保護素子は
、バイポーラトランジスタを用いたＥＳＤ保護素子である。バイポーラトランジスタは、
第１端子（Ｐａｄ）に接続されるコレクタ拡散層（７）とエミッタ端子とを備えるバイポ
ーラトランジスタと、第２端子（ＧＮＤ）からエミッタ拡散層（４）を介してコレクタ拡
散層（７）に至る複数の電流経路上のそれぞれに設けられた電流制御抵抗（１１）とを具
備する。
【００１４】
　このように、エミッタ拡散層（４）とＥＳＤサージが印加される第２端子との間の電流
経路は分離され、それぞれの経路上に電流制御抵抗（１１）が配置されている。これによ
り、エミッタ拡散層（４）に流れ込むサージ電流の電流密度のゆらぎに起因する電流集中
は抑制され、従来技術で低下していたＥＳＤ耐量は向上する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によるＥＳＤ保護素子によれば、ＥＳＤ耐量を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、従来技術によるＥＳＤ保護素子の構造を示す図２におけるＡ－Ａ’断面
図である。
【図２】図２は、従来技術によるＥＳＤ保護素子の構造を示す平面図である。
【図３】図３は、従来技術によるＥＳＤ保護素子の等価回路を示す図である。
【図４】図４は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第１の実施の形態における構造を示す平
面図である。
【図５】図５は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第１の実施の形態における構造を示す図
４におけるＢ－Ｂ’断面図である。
【図６】図６は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第１の実施の形態における等価回路を示
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す図である。
【図７】図７は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第２の実施の形態における構造を示す平
面図である。
【図８】図８は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第２の実施の形態における構造を示す図
７におけるＣ－Ｃ’断面図である。
【図９】図９は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第２の実施の形態における等価回路を示
す図である。
【図１０】図１０は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における構造を示
す平面図である。
【図１１】図１１は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における構造を示
す図１０におけるＤ－Ｄ’断面図である。
【図１２】図１２は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における等価回路
を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における構造の変
形例を示す平面図である。
【図１４】図１４は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における構造の変
形例を示す図１３におけるＥ－Ｅ’断面図である。
【図１５】図１５は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４の実施の形態における構造を示
す平面図である。
【図１６】図１６は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４の実施の形態における構造を示
す図１５におけるＨ－Ｈ’断面図である。
【図１７】図１７は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４から第７の実施の形態における
等価回路を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第５の実施の形態における構造を示
す平面図である。
【図１９】図１９は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第５の実施の形態における構造を示
す図１８におけるＩ－Ｉ’断面図である。
【図２０】図２０は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第６の実施の形態における構造を示
す平面図である。
【図２１】図２１は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第６の実施の形態における構造を示
す図２０におけるＪ－Ｊ’断面図である。
【図２２】図２２は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第７の実施の形態における構造を示
す平面図である。
【図２３】図２３は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第７の実施の形態の変形例を示す平
面図である。
【図２４】図２４は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４の実施の形態における構成の変
形例を示す平面図である。
【図２５】図２５は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第８の実施の形態における構造を示
す断面図である。
【図２６】図２６は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第９の実施の形態における構造を示
す断面図である。
【図２７】図２７は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態の変形例における
構造を示す平面図である。
【図２８】図２８は、図２７に示すＥＳＤ保護素子の変形例における構造を示す平面図で
ある。
【図２９】図２９は、図２８におけるＩ－Ｉ’断面図である。
【図３０】図３０は、第３の実施の形態の他の変形例おける構造を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の実施の形態を説明する。本
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実施の形態では、図示しない内部回路に対するＥＳＤ破壊を防止するためのバイポーラト
ランジスタを利用したＥＳＤ保護素子について説明する。
【００１８】
　１．第１の実施の形態
　図４から図６を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の第１の実施の形態における構
成及び動作を説明する。図４は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第１の実施の形態におけ
る構造を示す平面図である。図５は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第１の実施の形態に
おける構造を示す図４におけるＢ－Ｂ’断面図である。図６は、本発明によるＥＳＤ保護
素子の第１の実施の形態における等価回路を示す図である。
【００１９】
　図４を参照して、第１の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、バイポーラトランジス
タのベースとして機能する高濃度Ｐ型拡散層１（以下、Ｐ＋ベース拡散層１と称す）と、
エミッタとして機能する高濃度Ｎ型拡散層４（以下、Ｎ＋エミッタ拡散層４と称す）と、
コレクタとして機能するＮ＋拡散層７（以下、Ｎ＋コレクタ拡散層７と称す）を備える。
【００２０】
　Ｐ＋ベース拡散層１は、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に沿って設けられた複数のコンタ
クト２を介して、共通の金属配線３に接続される。金属配線３は抵抗Ｒ２を介して電源（
ＧＮＤ）に接続されている。これにより、複数のコンタクト２は、共通の抵抗Ｒ２を介し
て接地されたベース端子Ｂ１として機能する。
【００２１】
　Ｎ＋エミッタ拡散層４は、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に沿って設けられた複数のコン
タクト５を介して複数の金属配線６に接続される。複数の金属配線６は、複数のコンタク
ト１０を介して複数の電流制御抵抗１１（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）の一端に接続される。複数の
電流制御抵抗１１（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）の他端は、複数のコンタクト１２を介して共通の金
属配線１３に接続される。金属配線１３は電源（ＧＮＤ）に接続されている。これにより
、複数のコンタクト５は、それぞれが異なる電流制御抵抗１１（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）を介し
て接地されたエミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎとして機能する。電流制御抵抗１１は、例えば
ポリシリコンや拡散層を利用することが好適である。
【００２２】
　Ｎ＋コレクタ拡散層７は、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に沿って設けられた複数のコン
タクト８及び金属配線９を介して、パッド（Ｐａｄ）に接続される。パッドは、図示しな
い内部回路に接続されている。これにより、複数のコンタクト８は、パッドに共通接続さ
れたコレクタ端子Ｃ１として機能する。
【００２３】
　第１の実施の形態におけるＰ＋ベース拡散層１及びＮ＋エミッタ拡散層４のそれぞれは
、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に連続して形成されている。
【００２４】
　図５は、図４に示されたＥＳＤ素子のＢ－Ｂ’における断面構造を示す図である。ただ
し、図５では、配線層の構造は省略されている。図５を参照して、第１の実施の形態にお
けるＥＳＤ保護素子は、Ｚ軸方向下層から順にＰ型基板２０１（Ｐ－ｓｕｂ）、Ｎ型埋め
込み層２０２が形成され、そのＮ型埋め込み層２０２上にＮ型引き出し領域２０５、２０
６、及びＮ－コレクタ領域２０３が形成される。Ｎ－コレクタ領域２０３は、Ｎ型引き出
し領域２０５とＮ型引き出し領域２０６との間に形成され、そのＺ軸方向上層にベース領
域として機能するＰ－ベース領域２０４が形成される。
【００２５】
　Ｐ－ベース領域２０４上にはベース端子Ｂ１として機能するＰ＋ベース拡散層１及びコ
ンタクト２と、エミッタ端子Ｅ１ｉとして機能する高濃度Ｎ型拡散層４（以下、Ｎ＋エミ
ッタ拡散層４と称す）及びコンタクト５とが設けられている。又、Ｎ型引き出し領域２０
５上には、コレクタ端子Ｃ１として機能する高濃度Ｎ型拡散層７（以下、Ｎ＋コレクタ拡
散層７と称す）及びコンタクト８が設けられている。更に、Ｎ型引き出し領域２０６上に
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は、高濃度Ｎ型拡散層２０７が設けられている。Ｎ＋拡散層２０７、Ｐ＋ベース拡散層１
、Ｎ＋エミッタ拡散層４、Ｎ＋コレクタ拡散層７のそれぞれの間は、素子分離領域２０８
（例えば酸化絶縁膜）によって分離されている。
【００２６】
　ベース端子Ｂ１は、同じＰ＋ベース拡散層１上に設けられた他のベース端子Ｂ１（Ｐ＋

ベース拡散層１及びコンタクト２）とともに、共通の金属配線３を介して抵抗Ｒ２に接続
される。同様に、コレクタ端子Ｃ１は、同じＮ型引き出し領域２０５上に設けられた他の
コレクタ端子Ｃ１（Ｎ＋コレクタ拡散層７及びコンタクト８）とともに、共通の金属配線
９を介してパッドに接続される。一方、エミッタ端子Ｅ１ｉは、同じＰ＋ベース拡散層１
上に設けられた他のエミッタ端子（Ｎ＋エミッタ拡散層４及びコンタクト５）とは異なる
金属配線６及び電流制御抵抗１１に接続される。
【００２７】
　又、パッド（Ｐａｄ）に高電圧が印加され、Ｐ－ベース領域２０４とＮ－コレクタ領域
２０３との接合部分がブレークダウンした場合、ブレークダウンにより発生したホール電
流が、エミッタ端子Ｅ１ｉの直下のベース領域（ベース領域Ｂ２ｉ）に流れ込み、コンタ
クト２を介して電源（ＧＮＤ）へと流れ出す。この際、ベース領域Ｂ２ｉからＰ＋ベース
拡散層１（ベース端子Ｂ１ｉ）に至るベース領域（Ｐ－ベース領域２０４）の抵抗成分（
抵抗Ｒｂｉ）が、ベース電位（ベース領域Ｂ２ｉの電圧）を引き上げるための抵抗として
機能する。
【００２８】
　図６は本実施例の等価回路である。図６の等価回路では、本実施例の動作の説明を適切
行うために、ＥＳＤ保護素子を複数のバイポーラトランジスタから構成されるものとして
記載した。図６を参照して説明すると、第１の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、エ
ミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎ、ベース領域Ｂ２１～Ｂ２ｎ、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎを
有する複数のＮＰＮバイポーラトランスタで構成される。
【００２９】
　図４及び図６を参照して、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎは、共通のＮ＋エミッタ拡散層
領域上に配置されており、拡散層抵抗で繋がっている。このため、エミッタ端子Ｅ１１～
Ｅ１ｎのそれぞれの間には、Ｎ＋エミッタ拡散層４による抵抗ＲＬｅ１～ＲＬｅｎが形成
される。同様に、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎの直下の領域であるベース領域Ｂ２１～Ｂ
２ｎのそれぞれの間には、Ｐ－ベース領域２０４による抵抗ＲＬｂ１～ＲＬｂｎが形成さ
れる。又、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎは、共通のＮ型埋め込み層２０２、Ｎ型引き出し
領域２０５、２０６で接続されている。このため、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎのそれぞ
れの間は、Ｎ型埋め込み層２０２、Ｎ型引き出し領域２０５、２０６による抵抗ＲＬＣ１
～ＲＬＣｎが形成される。更に、ベース領域Ｂ２１～Ｂ２ｎと、それぞれに直近のベース
端子Ｂ１１～Ｂ１ｎとの間にはＰ－ベース領域２０４による抵抗Ｒｂ１～Ｒｂｎが形成さ
れる。
【００３０】
　上述のように複数のトランジスタは、抵抗ＲＬＣ１～ＲＬＣｎ、抵抗ＲＬｂ１～ＲＬｂ
ｎ、抵抗ＲＬｅ１～ＲＬｅｎによって相互に分離されている。これにより、複数のトラン
ジスタを流れるサージ電流の電流経路は相互に分離される。又、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ
１ｎのそれぞれには、電流調整抵抗Ｒ１１～Ｒ１ｎが接続されている。以上のことから、
電源（ＧＮＤ）から流れ込む電子による電流（サージ電流）は、電流調整抵抗Ｒ１１～Ｒ
１ｎに分散して流れるため、特定のエミッタ端子Ｅ１ｉに対する電流集中を回避すること
ができる。
【００３１】
　次に、第１の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子の動作を説明する。
【００３２】
　当初、ＥＳＤによる高電圧パルスがパッドに印加されると、Ｎ＋コレクタ拡散層７及び
Ｎ型引き出し領域２０５の電位が急激に上昇する。この際、Ｐ－ベース領域２０４とＮ－
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コレクタ領域２０３との接合部分がブレークダウンし、ブレークダウンで発生したホール
電流がコレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎからベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｎ及び抵抗Ｒ２を介して
電源（ここではＧＮＤ）に流れる。そして、抵抗Ｒ２及び抵抗Ｒｂ１～Ｒｂｎによる電圧
降下により、ベース領域Ｂ２１～Ｂ２ｎの電圧（ベース電位）が上昇する。ベース電位が
上昇すると、Ｎ＋エミッタ拡散層４とＰ－ベース領域２０４との間に形成されたダイオー
ドがオン状態となり、電子がエミッタ端子Ｅ１ｉ～Ｅ１ｎ、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎ
、及び電流制御抵抗１１（Ｒ１ｉ～Ｒ１ｎ）を介して、電源（ＧＮＤ）とパッド（Ｐａｄ
）との間に流れることにより、ＥＳＤによる電流（サージ電流）が流れ始める。これによ
り、ＥＳＤによるサージ電流が内部回路に流れることを防止することができる。
【００３３】
　ＥＳＤサージ電流がバイポーラトランジスタのコレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎからエミッ
タ端子Ｅ１ｉに流れる際、ジャンクションブレークダウン領域（Ｐ－ベース領域２０４と
コレクタ側のＮ－コレクタ領域２０３との境界付近）に生じる空乏層に存在する電界と、
エミッタ端子Ｅ１ｉから空乏層に流れ込む電子電流によって発熱し、電流経路（特に電界
の高い空乏層領域）の温度が上昇する。一方、従来と同様にコンタクト５、８は、ベース
幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に複数配置されているため、コレクタ－エミッタ間の電流経路は複
数存在する。一般的には、この複数の電流経路のそれぞれの電流量は均一であるという保
障はなくベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に対してばらつきがある。
【００３４】
　本発明では、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎを形成するコンタクト５から、電源（ＧＮＤ
）に至る電流経路は、複数の金属配線６によって分離しており、それぞれの経路上に電流
制御抵抗１１が存在する。このため、エミッタからコレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎに流れる
電流が局所的に増大（集中）することを抑制することができる。本発明では、電流制御抵
抗１１（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）による電圧降下によって、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎとコレ
クタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎとの間の電流は抑制されるため、電流が集中したコレクタ－エミ
ッタ間の電流量も抑制される。例えば、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎからエミッタ端子Ｅ
１ｉへのサージ電流が集中した場合、エミッタ端子Ｅ１ｉとコレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎ
との間の電流量は局所的に増大するが、電流制御抵抗Ｒ１ｉによる電圧降下によって、そ
の電流量は抑制される。これにともない、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎから流れ込む電流
は、電流制御抵抗Ｒ１ｉがなければ電流の集中が起きるはずであったエミッタ端子Ｅ１ｉ
と異なる他のエミッタ端子を介して、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎに流れはじめる。この
結果、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎとエミッタＥ１１～Ｅ１ｎのそれぞれの間に流れる電
流量は、均一化される。
【００３５】
　以上のように、本発明では、複数のエミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎのそれぞれと電源（Ｇ
ＮＤ）との間の電流経路を分離し、それぞれの経路上に電流制御抵抗Ｒ１１を配置してい
る。これにより、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）における電流密度のゆらぎに起因する電流
集中が抑制され、従来技術で低下していたＥＳＤ耐量を向上させることができる。
【００３６】
　２．第２の実施の形態
　第１の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子のベース端子は、外部に設けられた抵抗Ｒ２
を介して接地されていたが、第２の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子のベース端子は、
電流制御抵抗Ｒ１１～Ｒ１ｎを介して接地される。以下では、第１の実施の形態と異なる
構成及び動作について第２の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子について説明する。
【００３７】
　図７から図９を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の第２の実施の形態における構
成及び動作を説明する。図７は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第２の実施の形態におけ
る構造を示す平面図である。図８は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第２の実施の形態に
おける構造を示す図７におけるＣ－Ｃ’断面図である。ただし、図８では、配線層の構造
は省略されている。図９は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第２の実施の形態における等
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価回路を示す図である。
【００３８】
　図７を参照して、Ｐ＋ベース拡散層１は、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に沿って設けら
れた複数のコンタクト１４を介して、複数の金属配線１５に接続される。複数の金属配線
１５は、複数のコンタクト１０を介して複数の電流制御抵抗１１（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）の一
端に接続される。複数の電流制御抵抗１１（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）の他端は、複数のコンタク
ト１２を介して共通の金属配線１３に接続される。金属配線１３は電源（ＧＮＤ）に接続
されている。これにより、複数のコンタクト１４は、それぞれが異なる電流制御抵抗１１
（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）を介して接地されたベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｎとして機能する。
【００３９】
　Ｎ＋エミッタ拡散層４は、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に沿って設けられた複数のコン
タクト５を介して複数の金属配線１５に接続される。これにより、複数のコンタクト５は
、それぞれが異なる電流制御抵抗１１（Ｒ１１～Ｒ１ｎ）を介して接地されたエミッタ端
子Ｅ１１～Ｅ１ｎとして機能する。
【００４０】
　第２の実施の形態におけるＰ＋ベース拡散層１及びＮ＋エミッタ拡散層４のそれぞれは
、第１の実施の形態と同様にベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に連続して形成されている。
【００４１】
　図８は、図７に示されたＥＳＤ素子のＣ－Ｃ’における断面構造を示す図である。図８
を参照して、第２の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、Ｐ－ベース領域２０４上には
ベース端子Ｂ１ｉとして機能するＰ＋ベース拡散層１及びコンタクト１４と、エミッタ端
子Ｅ１ｉとして機能するＮ＋エミッタ拡散層４及びコンタクト５とが設けられている。ベ
ース端子Ｂ１ｉはエミッタ端子Ｅ１ｉとは、共通の金属配線１５及び電流制御抵抗１１（
Ｒ１ｉ）を介して電源（ＧＮＤ）に接続される。その他の構造は、第１の実施の形態と同
様である。
【００４２】
　以上のように、第２の実施の形態におけるＥＳＤ素子では、ベース電位を引き上げる抵
抗として、第１の実施の形態で示される抵抗Ｒ２を使用していない。第２の実施の形態で
は、バイポーラ動作させるための抵抗素子（抵抗Ｒ２）を必要としないため、回路面積を
小さくすることができる。又、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎと電流制御抵抗Ｒ１１～Ｒ１
ｎとを接続する配線は、ベースを接地するための配線として兼用されるため、更に回路面
積を小さくすることができる。
【００４３】
　以上のような構成により本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、図９に示される等価
回路で表される。図９を参照して、第２の実施の形態では、ベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｎと
エミッタ端子Ｅ１１～１ｎは、それぞれ共通の電流調整抵抗Ｒ１１～Ｒ１ｎを介して電源
（ＧＮＤ）に接続される。例えばベース端子Ｂ１１とエミッタ端子Ｅ１１は電流調整抵抗
Ｒ１１を介して接地される。その他の回路構成は、第１の実施の形態と同様であるので説
明は省略する。
【００４４】
　次に、第２の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子の動作を説明する。
【００４５】
　当初、ＥＳＤによる高電圧パルスがパッドに印加されると、Ｎ＋コレクタ拡散層７及び
Ｎ型引き出し領域２０５の電位が急激に上昇する。この際、Ｐ－ベース領域２０４とＮ－

コレクタ領域２０３との接合部分がブレークダウンし、ブレークダウンで発生したホール
電流がＰ－ベース領域２０４に流れ込み、ベース端子Ｂ１ｉ～Ｂ１ｎ及び電流制御抵抗１
１（Ｒ１ｉ～Ｒ１ｎ）を介して電源（ここではＧＮＤ）に流れる。そして、抵抗Ｒｂ１～
Ｒｂｎによる電圧降下により、ベース端子Ｂ２ｉ～Ｂ２ｎの電圧（ベース電位）が上昇す
る。ベース電位が上昇すると、Ｎ＋エミッタ拡散層４とＰ－ベース領域２０４との間に形
成されたダイオードがオン状態となり、ＥＳＤによるサージ電流がエミッタ端子Ｅ１１～
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Ｅ１ｎ、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎ、及び電流制御抵抗１１（Ｒ１ｉ）を介して、電源
（ＧＮＤ）とパッド（Ｐａｄ）との間に流れ始める。これにより、ＥＳＤによるサージ電
流が内部回路に流れることを防止することができる。
【００４６】
　ベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｎ及びコレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎは、それぞれベース幅Ｗ方
向（Ｙ軸方向）に複数配置されているため、コレクタ－ベース間の電流経路となり得る領
域は複数存在する。一方、プロセスのばらつきや３次元的なレイアウトの影響により、ブ
レークダウンは局所的に起こる場合がある。このため、ＥＳＤによるジャンクションブレ
ークダウンは、局所的にあるいは広域的に発生する。ブレークダウンが局所的に発生した
ときと、広域的に発生したときのブレークダウンで発生した電流量を比較すると広域的に
発生したときの電流の方が、局所的に発生した時の電流量より多くなる。このため、第１
の実施の形態のようにベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｎと電源（ＧＮＤ）との間の電流経路に抵
抗Ｒｂ１～Ｒｂｎに加えて共通の抵抗Ｒ２が存在する場合、ブレークダウンの発生領域に
よって抵抗Ｒ２を流れる電流量は変動し、結果としてブレークダウンの起こり方によりベ
ース電位の上昇量が変動する。この場合、ブレークダウンの発生領域が小さいと、ベース
電圧の上昇量は小さくなるため、抵抗Ｒ２を大きくしなければＥＳＤ保護素子がバイポー
ラ動作を確実に行なうことができなくなる。
【００４７】
　第２の実施の形態では、ブレークダウンが局所的に生じても、それによるベース電流は
、ブレークダウンが生じた領域の近傍の抵抗Ｒｂ１～Ｒｂｎと、その近傍のベース抵抗に
金属配線１５を介して接続される電流制御抵抗１１を流れる。このため、ベース電流の電
流密度が同等の場合には、ブレークダウンの範囲が広くても狭くてもベースの電位の上昇
は同等のものになる。従って、第２の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子では、ブレーク
ダウンの発生領域の大きさや位置に関わらず安定的にバイポーラ動作が行なわれるため、
ベース電位を引き上げるために利用する電流制御抵抗１１の大きさを大きくする必要がな
い。
【００４８】
　ベース電位を引き上げてバイポーラ動作させるための抵抗値（ベース領域Ｂ２１～Ｂ２
ｎ～電源（ＧＮＤ）間の抵抗値）を大きくすると、ベースに対してノイズ耐性が低下する
場合がある。ここで、図５を参照して、ノイズによる動作不良が生じるメカニズムを説明
する。コレクタ（Ｎ型埋め込み層２０２）とベース（Ｐ－ベース領域２０４）と間に寄生
のジャンクション容量（Ｃｃｂ）があるため、コレクタにノイズが入ってきた場合、ノイ
ズによる電流は、ジャンクション容量（Ｃｃｂ）に流れ込み、ベースを通ってＧＮＤまで
流れる。このとき、ノイズによる電流は、ベース抵抗Ｒｂｉ及び抵抗Ｒ２を通り、電圧降
下を生じさせてベースＢ２ｉの電位（ベース電位）を変動させる。このときのベースＢ２
ｉにおける電位の変動値は、（ノイズによる電流）×（Ｒ２＋Ｒｂｉ）となり、Ｒ２が大
きくなるほど大きくなる。又、このときのベースＢ２ｉの電位（ベース電位）の変動が継
続する時間は、（Ｒ２＋Ｒｂｉ）×Ｃｃｂで決まる時間となる。このときノイズによって
ベース電位がエミッタ電位より高い電位になる時間が、バイポーラトランジスタが動作す
るために必要な時間以上発生した場合、バイポーラトランジスタが導通してしまう。この
ようなノイズによるバイポーラ動作を避けるためには、抵抗Ｒ２の大きさを小さくして、
電圧の伝わる時間の遅れを、バイポーラトランジスタの動作するために必要な時間やノイ
ズの周波数から決まる所望の時間より小さくしなければならない。
【００４９】
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態（図４、図５、図６）のＥＳＤ保護素子が備
えるベース－ＧＮＤ間の抵抗Ｒ２を配置する必要がないため、上述のようなノイズによる
バイポーラ動作を回避することができる。すなわち、第２の実施の形態におけるＥＳＤ保
護素子によれば、ＥＳＤ耐量のみならずノイズ耐性も向上される。
【００５０】
　３．第３の実施の形態
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　図１０から図１２を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態を説明
する。第１及び第２の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子では、Ｐ＋ベース拡散層１やＮ
＋エミッタ拡散層４は、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に連続して形成されている。一方、
図１０及び図１１を参照して、第３の実施の形態おけるＥＳＤ保護素子では、ベース端子
を形成するＰ＋ベース拡散層１６やエミッタ端子を形成するＮ＋エミッタ拡散層１７は、
コンタクトが形成された領域毎に、ベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に分割されて形成される
。以下では、第２の実施の形態と異なる構成及び動作について第３の実施の形態における
ＥＳＤ保護素子について説明する。
【００５１】
　図１０は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における構造を示す平面図
である。図１１は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における構造を示す
図１０におけるＤ－Ｄ’断面図である。ただし、図１１では、配線層の構造は省略されて
いる。図１２は、第３の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子の等価回路を示す。
【００５２】
　図１０を参照して、第３の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子には、ベース幅Ｗ方向（
Ｙ軸方向）に配置された素子分離領域２０８によって分離された複数のＰ＋ベース拡散層
１６と、複数のＮ＋エミッタ拡散層１７が形成される。詳細には、図１１を参照して、複
数のＮ＋エミッタ拡散層１７のそれぞれは、素子分離領域２０８によって分離され、複数
のコンタクト５のそれぞれに対応してＰ－ベース領域２０４上に形成される。同様に、複
数のＰ＋ベース拡散層１６のそれぞれは、素子分離領域２０８によって分離され、複数の
コンタクト１４のそれぞれに対応してＰ－ベース領域２０４上に形成される。その他の構
造は、第２の実施の形態と同様である。
【００５３】
　本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子では、複数のコンタクト５、１４及び金属配線１
５（サージ電流の電流経路）に対応した複数のＰ＋ベース拡散層１６及び複数のＮ＋エミ
ッタ拡散層１７が形成されている。複数のＰ＋ベース拡散層１６及びＮ＋エミッタ拡散層
１７はそれぞれベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に分離しているため、サージ電流が分離され
たＮ＋エミッタ拡散層１７やＰ＋ベース拡散層１６を伝わって、一箇所に集中することは
ない。第２の実施の形態のようにＰ＋ベース拡散層及びＮ＋エミッタ拡散層がベース幅Ｗ
方向（Ｙ軸方向）に分離していない場合、電流がＮ＋エミッタ拡散層１７やＰ＋ベース拡
散層１６を伝わって特定の箇所に電流が集中し、素子が破壊されることがある。しかし、
本実施の形態では、素子分離領域２０８によって、電流経路となり得る領域が分離されて
いるため、温度上昇の局所的な偏りや、その他の電流の集中を助長する要因が抑制される
ため、特定箇所への電流の集中は抑制される。
【００５４】
　以上のような構成により本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、図１２に示される等
価回路で表される。図１２を参照して、第３の実施の形態では、図９に示すＥＳＤ保護回
路からエミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎ間に形成された抵抗ＲＬｅ１～ＲＬｅｎが削除された
形態の等価回路となる。その他の回路構成は、第２の実施の形態と同様であるので説明は
省略する。
【００５５】
　エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎは相互に分離されているため、エミッタ端子間における電
流の電流経路が遮断される。又、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎのそれぞれには、電流制御
抵抗Ｒ１１～Ｒ１ｎが接続されている。このため、電源（ＧＮＤ）に流れ出す電流は、電
流調整抵抗Ｒ１１～Ｒ１ｎに分散して流れ、サージ電流の集中を回避することができる。
以上のことから、第３の実施の形態ではブレークダウン箇所に電流が集中することが第２
の実施の形態よりも軽減され、ＥＳＤ耐量が更に向上される。
【００５６】
　図１０及び図１１に示すＥＳＤ保護素子では、複数のＰ＋ベース拡散層１６や複数のＮ
＋エミッタ拡散層１７のそれぞれは、素子分離領域によって互いに分離しているが、図１
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３及び図１４に示すように、ポリシリコンゲート１８によって分離されても良い。図１３
及び図１４を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における構成の
変形例を説明する。図１３は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施の形態における
構造の変形例を示す平面図である。図１４は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第３の実施
の形態における構造の変形例を示す図１３におけるＥ－Ｅ’断面図である。ただし、図１
４では、配線層の構造は省略されている。
【００５７】
　図１３及び図１４を参照して、複数のＮ＋エミッタ拡散層１７のそれぞれは、ポリシリ
コンゲート１８によって分離され、複数のコンタクト５のそれぞれに対応してＰ－ベース
領域２０４上に形成される。同様に、複数のＰ＋ベース拡散層１６のそれぞれは、ポリシ
リコンゲート１８によって分離され、複数のコンタクト１４のそれぞれに対応してＰ－ベ
ース領域２０４上に形成される。ポリシリコンゲート１８は、Ｎ＋エミッタ拡散層１７（
又はＰ＋拡散層１６）の間におけるＰ－ベース領域２０４上に形成された酸化絶縁膜１９
の上に形成される。
【００５８】
　本変形例では、ポリシリコンゲート１８によって、電流経路となり得る領域が分離され
ているため、ブレークダウン箇所近傍の電流経路に、他の領域から流れ込むサージ電流量
が少なくなる（あるいはなくなる）。このため、ブレークダウン箇所に電流が集中するこ
とが第２の実施の形態よりも軽減され、ＥＳＤ耐量が更に向上される。
【００５９】
　第３の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子では、バイポーラトランジスタが形成された
領域の外部に設けられた電流制御抵抗Ｒ１１～Ｒ１ｎを用いてサージ電流の集中を回避し
ていたが、電流制御抵抗Ｒ１１～Ｒ１ｎはバイポーラトランジスタが形成された領域に設
けても良い。例えば、エミッタ－接地間の電流経路に沿った方向におけるエミッタ拡散層
の幅を広くすることで、エミッタ拡散層又はエミッタ拡散層上に形成されたシリサイド膜
による抵抗成分を電流制御抵抗Ｒ１１として利用できる。以下、バイポーラトランジスタ
が形成された領域に電流制御抵抗を設けた形態を、第４から第７の実施の形態として説明
する。
【００６０】
　４．第４の実施の形態
　図１５から図１７を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４の実施の形態におけ
る構成及び動作を説明する。以下では、第３の実施の形態と異なる部分について説明する
。図１５は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４の実施の形態における構造を示す平面図
である。図１６は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４の実施の形態における構造を示す
図１５におけるＨ－Ｈ’断面図である。図１７は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第４の
実施の形態における等価回路を示す図である。ただし、図１５ではシリサイド膜４１が省
略され、図１６では、配線層の構造は省略されている。又、本発明の他の実施例について
は、シリサイドがある場合、又はシリサイドがない場合の両方に付いて適用が可能である
が、シリサイドに関する説明は省略している。
【００６１】
　図１５及び図１６を参照して、第４の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子には、ベース
幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に配置され、素子分離領域２０８によって分離された複数のＮ＋エ
ミッタ拡散層３１と複数のＰ＋ベース拡散層３２が形成される。複数のＮ＋エミッタ拡散
層３１と複数のＰ＋ベース拡散層３２は、ベース幅方向に対して垂直な方向（Ｘ軸方向）
に隣接している。第４の実施の形態では、エミッタ拡散層上にシリサイド膜が形成され、
シリサイド膜における抵抗成分（抵抗Ｒｅ１～Ｒｅｎ）がサージ電流の電流集中を抑制す
る電流制御抵抗として利用される。詳細には、Ｎ＋エミッタ拡散層３１及びＰ＋ベース拡
散層３２上にシリサイド膜４１が形成される。Ｐ＋ベース拡散層３２上のシリサイド膜４
１にはコンタクト４２が形成され、Ｐ＋ベース拡散層３２は、コンタクト４２を介して金
属配線３４に接続される。金属配線３４は電源（ここではＧＮＤ）に接続される。Ｎ＋コ
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レクタ拡散層７上、Ｎ＋拡散層２０７上のそれぞれにはシリサイド膜４３、４５が形成さ
れる。Ｎ＋コレクタ拡散層７上のシリサイド膜４３には複数のコンタクト４４が形成され
、Ｎ＋コレクタ拡散層７はコンタクト４４を介して金属配線９（パッド）に接続される。
【００６２】
　図１６を参照して、Ｎ＋エミッタ拡散層３１とＰ＋ベース拡散層３２は、ベース領域と
なるＰ－ベース領域２０４上に形成される。Ｎ＋エミッタ拡散層３１は、Ｐ＋ベース拡散
層３２とＮ＋コレクタ拡散層７との間に形成され、ベース幅方向に対して垂直な方向（Ｙ
軸方向）の幅が所定の長さに設定される。これにより、Ｎ＋エミッタ拡散層３１における
Ｐ＋ベース拡散層３２側（ベース端子Ｂ１ｉ側）の端部領域（エミッタ端子Ｅ１ｉ）と、
Ｎ＋コレクタ拡散層７側（コレクタ端子Ｃ１ｉ側）の端部領域（エミッタ領域Ｅ２ｉ）と
が所定の距離だけ離隔する。
【００６３】
　図１６を参照して、パッド（Ｐａｄ）に高電圧が印加され、ＥＳＤ保護素子がバイポー
ラ動作する際、電源（ＧＮＤ）とコレクタ端子Ｃ１ｉとの間に流れる電流（サージ電流）
を電子の流れとして記載すれば、電子の流れはコンタクト４２（エミッタ端子Ｅ１ｉ）か
らシリサイド膜４１を介してコレクタ側（Ｎ型引き出し領域２０５）に流れる。このとき
、サージによる電子の流れは、コンタクト４２（エミッタ端子Ｅ１ｉ）からシリサイド膜
４１に流れ込み、コレクタ側（Ｎ型引き出し領域２０５）におけるＮ＋エミッタ拡散層３
１の端部領域（エミッタ領域Ｅ２ｉ）から流れ出る。このため、コンタクト４２（エミッ
タ端子Ｅ１ｉ）からコレクタ側のエミッタ領域Ｅ２ｉ近傍に至るシリサイド膜４１の抵抗
成分（抵抗Ｒｅｉ）が、サージ電流の電流量を制御する電流制御抵抗として機能する。こ
れにより、サージ電流が、エミッタ端子Ｅ１ｉに集中することを防ぐことができる。
【００６４】
　又、パッド（Ｐａｄ）に高電圧が印加され、Ｐ－ベース領域２０４とＮ－コレクタ領域
２０３との接合部分がブレークダウンした場合、エミッタ領域Ｅ２ｉの直下のベース領域
Ｂ２ｉに流れ込んだホール電流は、コンタクト４２を介して電源（ＧＮＤ）へ電流として
流れ出す。このとき、コンタクト４２（ベース端子Ｂ１ｉ）から、エミッタ領域Ｅ２ｉの
直下のベース領域Ｂ２ｉに至るベース領域（Ｐ－ベース領域２０４）の抵抗成分（抵抗Ｒ
ｂｉ）が、ベース領域Ｂ２ｉの電圧（ベース電位）を引き上げるための抵抗として機能す
る。
【００６５】
　ベースとコレクタを結ぶ方向におけるＮ＋エミッタ拡散層３１の幅（エミッタ端子Ｅ１
ｉからエミッタ領域Ｅ２ｉまでの長さ）は、電流制御抵抗（Ｒｅｉ）が、サージ電流の電
流集中を防止するような大きさに設定されることが好ましい。又、Ｎ＋エミッタ拡散層３
１の幅は、抵抗Ｒｂｉが、バイポーラ動作が可能となる電位までベース電位を引き上げ得
る大きさに設定されることが好ましい。
【００６６】
　以上のような構成により本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、図１７に示される等
価回路で表される。図１７を参照して、第４の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子には、
エミッタ領域Ｅ２１～Ｅ２ｎ、ベース領域Ｂ２１～Ｂ２ｎ、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎ
を有する複数のＮＰＮバイポーラトランスタが形成される。
【００６７】
　図１５及び図１７を参照して、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎは素子分離領域２０８によ
って分離されている。又、エミッタ領域Ｅ２１～Ｅ２ｎと、それぞれに直近のエミッタ端
子Ｅ１１～Ｅ１ｉとの間にはシリサイド膜４１による抵抗Ｒｅ１～Ｒｅｎが形成される。
一方、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎの直下の領域であるベース領域Ｂ２１～Ｂ２ｎのそれ
ぞれの間には、Ｐ－ベース領域２０４による抵抗ＲＬｂ１～ＲＬｂｎが形成される。又、
コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎは、共通のＮ型埋め込み層２０２及びＮ型引き出し領域２０
５上に形成されている。このため、コレクタ端子Ｃ１１～Ｃ１ｎのそれぞれの間は、Ｎ型
埋め込み層２０２及びＮ型引き出し領域２０５による抵抗ＲＬＣ１～ＲＬＣｎが形成され
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る。更に、ベース領域Ｂ２１～Ｂ２ｎと、それぞれに直近のベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｉと
の間にはＰ－ベース領域２０４による抵抗Ｒｂ１～Ｒｂｎが形成される。
【００６８】
　上述のように複数のトランジスタのエミッタ間は、素子分離領域によって相互に分離さ
れている。これにより、複数のトランジスタを流れるサージ電流の電流経路は相互に分離
される。又、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｎのそれぞれには、電流調整抵抗として機能する
抵抗Ｒｅ１～Ｒｅｎが接続されている。以上のことから、電源（ＧＮＤ）から流れ込む電
子電流（サージ電流）は、複数の抵抗Ｒｅ１～Ｒｅｎに分散して流れるため、特定のエミ
ッタ端子Ｅ１ｉに対する電流集中を回避することができる。
【００６９】
　又、ベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｎとベース領域Ｂ２１～２１ｎとの間のＰ－ベース領域２
０４によって抵抗Ｒｂ１～Ｒｂｎが形成される。パッド（Ｐａｄ）に高電圧が印加される
と抵抗Ｒｂ１～Ｒｂｎによって、ベース領域Ｂ２１～Ｂ２ｎの電位は上昇し、ＥＳＤ保護
素子はバイポーラ動作を開始する。
【００７０】
　以上のように、本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子では、サージ電流の電流集中を回
避するための電流制御抵抗（抵抗Ｒｅ１～Ｒｅｎ）がシリサイド膜４１によって形成され
、ベース電位を引き上げるための抵抗Ｒｂ１～ＲｂｎがＰ－ベース領域２０４によって形
成される。このため、デバイスの外部に電流制御用の抵抗やベース電位を引き上げるため
の抵抗を設ける必要がないため、ＥＳＤ保護素子の配線量や素子数を減じることができる
。
【００７１】
　５．第５の実施の形態
　図１８及び図１９を参照して、第４の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子の変形例（第
５の実施の形態）を説明する。図１８は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第５の実施の形
態における構造を示す平面図である。図１９は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第５の実
施の形態における構造を示す図１８におけるＩ－Ｉ’断面図である。以下では、第４の実
施の形態と異なる部分について説明する。ただし、図１８ではシリサイド膜４１が省略さ
れ、図１９では配線層の構造が省略されている。
【００７２】
　第４の実施の形態では、Ｐ＋ベース拡散層３２の上層に形成されたコンタクトを介して
サージ電流（コレクタ電流）がＮ＋エミッタ拡散層３１（エミッタ端子Ｅ１ｉ）に流れる
。一方、第５の実施の形態では、Ｎ＋エミッタ拡散層３１上の領域に形成されたコンタク
トを介して、サージ電流が流れる。
【００７３】
　詳細には、Ｎ＋エミッタ拡散層３１上のシリサイド膜４１に、コンタクト４６が形成さ
れる。シリサイド膜４１は、コンタクト４６を介して金属配線３５に接続される。尚、金
属配線３５は電源（ＧＮＤ）に接続されている。コンタクト４６は、Ｐ＋ベース拡散層３
２上のコンタクト４２の近傍に設けられることが好ましい。
【００７４】
　図１９を参照して、パッド（Ｐａｄ）に高電圧が印加され、ＥＳＤ保護素子がバイポー
ラ動作する際、電源（ＧＮＤ）とコレクタ端子Ｃ１との間に流れる電流（サージ電流）は
、電子の流れとして記載するとコンタクト４６からシリサイド膜４１を介してコレクタ側
（Ｎ型引き出し領域２０５）に流れる。このとき、電子の流れは、コンタクト４６（エミ
ッタ端子Ｅ１ｉ）からシリサイド膜４１に流れ込み、コレクタ側（Ｎ型引き出し領域２０
５）におけるＮ＋エミッタ拡散層３１の端部領域（エミッタ領域Ｅ２ｉ）から流れ出る。
このため、コンタクト４６（エミッタ端子Ｅ１ｉ）からコレクタ側のエミッタ領域Ｅ２ｉ
近傍に至るシリサイド膜４１の抵抗成分（抵抗Ｒｅｉ）と、コンタクト４６による抵抗成
分（図１７では省略）が、コレクタ電流の電流量を制御する電流制御抵抗として機能する
。これにより、サージ電流が、エミッタ端子Ｅ１ｉに集中することを防ぐことができる。
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その他の構成及び動作は、第４の実施の形態と同様である。
【００７５】
　第５の実施の形態では、コンタクト４６の抵抗成分を電流制御抵抗として利用できるた
め、Ｎ＋エミッタ拡散層３１の幅（エミッタ端子Ｅ１ｉからエミッタ領域Ｅ２ｉまでの長
さ）を第４の実施の形態よりも小さくすることができる。ただし、Ｎ＋エミッタ拡散層３
１の幅は、抵抗Ｒｅｉが、バイポーラ動作が可能となる電位までベース電位を引き上げ得
る大きさに設定されることは言うまでもない。
【００７６】
　以上のような構成により本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、図１７に示される等
価回路で表される。
【００７７】
　６．第６の実施の形態
　図２０及び図２１を参照して、第５の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子の変形例（第
６の実施の形態）を説明する。図２０は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第６の実施の形
態における構造を示す平面図である。図２１は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第６の実
施の形態における構造を示す図２０におけるＪ－Ｊ’断面図である。以下では、第５の実
施の形態と異なる部分について説明する。ただし、図２０ではシリサイド膜４１が省略さ
れ、図２１では配線層の構造が省略されている。
【００７８】
　第６の実施の形態では、Ｎ－エミッタ拡散層３１とＰ＋ベース拡散層３２とが分離して
形成され、Ｎ－エミッタ拡散層３１、Ｐ＋ベース拡散層３２、Ｎ＋コレクタ拡散層７のそ
れぞれの上層にはシリサイド膜は形成されずコンタクト３３、３６、８が設けられる。本
実施の形態におけるＥＳＤ素子では、Ｎ＋エミッタ拡散層３１上に形成されたコンタクト
３６を介して、サージ電流が流れる。
【００７９】
　詳細には、Ｎ－エミッタ拡散層３１とＰ＋ベース拡散層３２とは素子分離領域４７（例
えば酸化絶縁膜）によって分離されている。Ｎ＋エミッタ拡散層３１上に、コンタクト３
６が形成される。Ｎ＋エミッタ拡散層３１は、コンタクト３６を介して金属配線３４に接
続される。コンタクト３６は、Ｐ＋ベース拡散層３２上のコンタクト３３の近傍に設けら
れることが好ましい。
【００８０】
　図２１を参照して、パッド（Ｐａｄ）に高電圧が印加され、ＥＳＤ保護素子がバイポー
ラ動作する際、電源（ＧＮＤ）とコレクタ端子Ｃ１ｉとの間に流れる電流（サージ電流）
は電子の流れとして記載すると、コンタクト３６（エミッタ端子Ｅ１ｉ）からＮ＋エミッ
タ拡散層３１を介してコレクタ側（Ｎ型引き出し領域２０５）に流れる。このとき、電子
の流れは、コンタクト３６（エミッタ端子Ｅ１ｉ）からＮ＋エミッタ拡散層３１に流れ込
み、コレクタ側（Ｎ型引き出し領域２０５）におけるＮ＋エミッタ拡散層３１の端部（エ
ミッタ領域Ｅ２ｉ）からコレクタ側に流れ出る。このため、コンタクト３６（エミッタ端
子Ｅ１ｉ）からコレクタ側のエミッタ領域Ｅ２ｉ近傍に至るＮ＋エミッタ拡散層３１の抵
抗成分（抵抗Ｒｅｉ）が、コレクタ電流の電流量を制御する電流制御抵抗として機能する
。これにより、サージ電流が、エミッタ端子Ｅ１ｉに集中することを防ぐことができる。
その他の構成及び動作は、第５の実施の形態と同様である。
【００８１】
　第６の実施の形態では、第５の実施の形態と同様にコンタクト３３の抵抗成分（図１７
では省略）を電流制御抵抗として利用できるため、Ｎ＋エミッタ拡散層３１の幅（エミッ
タ端子Ｅ１ｉからエミッタ領域Ｅ２ｉまでの長さ）を第４の実施の形態よりも小さくする
ことができる。ただし、Ｎ＋エミッタ拡散層３１の幅は、抵抗Ｒｅｉが、バイポーラ動作
が可能となる電位までベース電位を引き上げ得る大きさに設定されることは言うまでもな
い。
【００８２】
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　以上のような構成により本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、図１７に示される等
価回路で表される。
【００８３】
　７．第７の実施の形態
　図２２は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第７の実施の形態における構成を示す平面図
である。上述のように、エミッタ拡散層がベース幅方向（Ｙ軸方向）に分離していれば、
サージ電流の集中を防ぐことができる。しかし、ベース拡散層は必ずしもベース幅方向（
Ｙ軸方向）に分離していなくても良い。
【００８４】
　図２２を参照して、第７の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子を説明する。第７の実施
の形態におけるＥＳＤ保護素子では、第４の実施の形態におけるＰ＋ベース拡散層３２が
ベース幅方向（Ｙ軸方向）に連続的に（分離せずに）形成される。その他の構成は、第４
の実施の形態と同様である。従って、Ｎ＋エミッタ拡散層３１は、第４の実施の形態と同
様に素子分離領域２０８によって分離している。第７の実施の形態におけるＥＳＤ保護素
子のＨ－Ｈ’断面は、図１６に示す構造と同様である。
【００８５】
　図２３は、第７の実施の形態の変形例を示す平面図である。図２２に示すＥＳＤ保護素
子においてＮ＋エミッタ拡散層３１は、ベース幅方向（Ｙ軸方向）に完全に分離していた
が、一部が隣接していても良い。図２３に示すＥＳＤ保護素子は、図２２に示すＥＳＤ保
護素子のＮ＋エミッタ拡散層３１に替えて、くし型形状のＮ＋エミッタ拡散層を備える。
このＮ＋エミッタ拡散層は、ベース幅方向（Ｙ軸方向）に対して一部が連続的に形成され
、一部が分離されている。
【００８６】
　詳細には、本変形例のＮ＋エミッタ拡散層におけるベース端子Ｂ１１～Ｂ１ｉの近傍領
域はベース幅方向（Ｙ軸方向）に連続的に形成され、コンタクト端子Ｃ１１～Ｃ１ｉ側の
領域は素子分離領域２０８によって分離している。ここで、分離される幅Ｌ（ベース幅方
向に垂直な方向（Ｘ軸方向）の幅）は、サージ電流の集中を回避できる程度の大きさに設
定されることが好ましい。
【００８７】
　図２３に示すＥＳＤ保護素子のＨ－Ｈ’断面は、図１６に示す構造と同様である。
【００８８】
　以上のような構成でも、エミッタ端子Ｅ１１～Ｅ１ｉは分離されているためサージ電流
の経路は分離され、シリサイド膜４１による抵抗成分（抵抗Ｒｅ１）が電流制御抵抗とし
て利用される。これにより、サージ電流の集中を防ぐことができる。尚、第７の実施の形
態では、シリサイド膜による抵抗成分を電流調整抵抗した場合を一例に説明したが、シリ
サイド膜を設けずエミッタ拡散層上にコンタクトを設けることで、拡散層の抵抗成分を電
流制御抵抗として利用した場合（第６の実施の形態）にも適用できる。
【００８９】
　本実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、図１７に示される等価回路で表される。
【００９０】
　第４から第７の実施の形態におけるエミッタ拡散層、又はベース拡散層は、ベース幅方
向（Ｙ軸方向）に対して、素子分離領域２０８によって分離されていたが、他の方法によ
って分離されても良い。例えば、図２４に示すように、第４の実施の形態において、素子
分離領域のかわりにポリシリコンゲート５０によって各拡散層が分離されても良い。ポリ
シリコンゲート５０による素子分離の方法は、第３の実施の形態と同様であるので説明は
省略する。
【００９１】
　以下では、パッドにプラスの電圧のみならずマイナスの高電圧が印加され場合、通常動
作時には電流は流さないが、ＥＳＤ印加時にはサージ電流を電源（ＧＮＤ）に流して内部
回路を保護するＥＳＤ保護回路の例を第８及び第９の実施の形態として説明する。
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【００９２】
　８．第８の実施の形態
　図２５を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の第８の実施の形態における構成及び
動作を説明する。図２５は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第８の実施の形態における構
造を示す断面図である。
【００９３】
　第８の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子には、第１の実施の形態におけるＥＳＤ保護
素子（トランジスタ構造）が、電源（ＧＮＤ）側とパッド側に対称的に配置されている。
【００９４】
　図２５を参照して、第８の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子の構造を説明する。第８
の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子は、Ｚ軸方向下層から順にＰ型基板３０１（Ｐ－ｓ
ｕｂ）、Ｎ型埋め込み層３０２が形成され、そのＮ型埋め込み層３０２上にＮ型引き出し
領域３０５、３１６、３２６、及びＮ－コレクタ領域３１３、３２３が形成される。Ｎ－

コレクタ領域３１３は、Ｎ型引き出し領域３０５とＮ型引き出し領域３１６との間に形成
され、そのＺ軸方向上層にベース領域として機能するＰ－ベース領域３１４が形成される
。Ｎ－コレクタ領域３２３は、Ｎ型引き出し領域３０５とＮ型引き出し領域３２６との間
に形成され、そのＺ軸方向上層にベース領域として機能するＰ－ベース領域３２４が形成
される。
【００９５】
　Ｐ－ベース領域３１４上には、バイポーラ動作の際ベース端子Ｂ１１０として機能する
Ｐ＋ベース拡散層５１及びコンタクト５７と、エミッタ端子Ｅ１１ｉとして機能するＮ＋

エミッタ拡散層５２及びコンタクト５８とが設けられている。又、Ｎ型引き出し領域３１
６上には、コレクタ端子Ｃ１１０として機能するＮ＋コレクタ拡散層５３が設けられてい
る。更に、Ｎ型引き出し領域３０５上には、Ｎ＋拡散層２０７が設けられている。Ｎ＋拡
散層２０７、Ｐ＋ベース拡散層５１、Ｎ＋エミッタ拡散層５２、Ｎ＋コレクタ拡散層５３
のそれぞれの間は、素子分離領域３０８（例えば酸化絶縁膜）によって分離されている。
【００９６】
　Ｐ－ベース領域３２４上には、バイポーラ動作の際ベース端子Ｂ１２０として機能する
Ｐ＋ベース拡散層５４及びコンタクト６０と、エミッタ端子Ｅ１２ｉとして機能するＮ＋

エミッタ拡散層５５及びコンタクト６１とが設けられている。又、Ｎ型引き出し領域３２
６上には、コレクタ端子Ｃ１２０として機能するＮ＋コレクタ拡散層５６が設けられてい
る。Ｎ＋拡散層２０７、Ｐ＋ベース拡散層５４、Ｎ＋エミッタ拡散層５５、Ｎ＋コレクタ
拡散層５６のそれぞれの間は、素子分離領域３０８（例えば酸化絶縁膜）によって分離さ
れている。
【００９７】
　Ｐ＋ベース拡散層５１は、コンタクト５７を介して抵抗Ｒ２１０の一端に接続される。
Ｎ＋エミッタ拡散層５２は、コンタクト５８を介して電流調整抵抗Ｒ１１ｉの一端に接続
される。抵抗Ｒ２１０の他端と電流制御抵抗Ｒ１１ｉの他端は電源（ＧＮＤ）に共通接続
される。一方、Ｐ＋ベース拡散層５４は、コンタクト６０を介して抵抗Ｒ２２０の一端に
接続される。Ｎ＋エミッタ拡散層５５は、コンタクト６１を介して電流調整抵抗Ｒ１２ｉ
の一端に接続される。抵抗Ｒ２２０の他端と電流Ｒ１２ｉの他端はパッド（Ｐａｄ）に共
通接続される。
【００９８】
　以上のような構成により、パッド（Ｐａｄ）側に接続されたトランジスタのエミッタ端
子Ｅ１１ｉは電流制御抵抗Ｒ１１ｉを介してパッドに接続され、ベース端子Ｂ１１０は抵
抗Ｒ２１０を介してパッド（Ｐａｄ）に接続される。
【００９９】
　電源（ＧＮＤ）側に接続されたトランジスタのエミッタ端子Ｅ１２ｉは電流制御抵抗Ｒ
１２ｉを介して接地され、ベース端子Ｂ１２０は抵抗Ｒ２２０を介して接地され、コレク
タ端子Ｃ１２０は、Ｎ型埋め込み層３０２を介してパッド側のトランジスタのコレクタ端
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子Ｃ１１０に接続される。
【０１００】
　上述の構造は、第１の実施の形態と同様に複数あるため、ＥＳＤ保護素子を流れるサー
ジ電流の電流経路は分散される。
【０１０１】
　パッドにプラスの電圧が印加されると、Ｐ－ベース領域３１４とＮ－コレクタ領域３１
３で形成されるダイオードは順方向バイアスされ、Ｐ－ベース領域３２４とＮ－コレクタ
領域３２３で形成されるダイオードは逆方向バイアスされる。ここで、Ｐ－ベース領域３
２４とＮ－コレクタ領域３２３で形成されるダイオードの耐圧以上のプラスの電圧がパッ
ドに印加されると、電流がパッドから抵抗Ｒ２１０、Ｒ２２０を介して電源（ＧＮＤ）に
流れる。これにより、抵抗Ｒ２２０の電圧降下によってベース端子Ｂ１２０の電圧が上昇
し、電源（ＧＮＤ）側のトランジスタが動作してパッドと電源（ＧＮＤ）との間にサージ
電流が流れ始める。この際、サージ電流は、パッドからＮ－コレクタ領域３２３、Ｐ－ベ
ース領域３２４、Ｎ＋エミッタ拡散層５５、及び電流調整抵抗Ｒ１２ｉを介して電源（Ｇ
ＮＤ）に流れる。
【０１０２】
　一方、パッドにマイナスの電圧が印加されると、Ｐ－ベース領域３１４とＮ－コレクタ
領域３１３で形成されるダイオードは逆方向にバイアスされ、Ｐ－ベース領域３２４とＮ
－コレクタ領域３２３で形成されるダイオードは順方向にバイアスされる。ここで、Ｐ－

ベース領域３１４とＮ－コレクタ領域３１３で形成されるダイオードの耐圧以下のマイナ
スの電圧がパッドに印加されると、電流が電源（ＧＮＤ）から抵抗Ｒ２１０、Ｒ２２０を
介してパッドに流れる。これにより、抵抗Ｒ２１０の電圧降下によってベース端子Ｂ１１
０の電圧が上昇し、パッド側のトランジスタが動作してパッドと電源（ＧＮＤ）との間に
サージ電流が流れ始める。この際、サージ電流は、電源（ＧＮＤ）からＮ－コレクタ領域
３１３、Ｐ－ベース領域３１４、Ｎ＋エミッタ拡散層５２、及び電流調整抵抗Ｒ１１ｉを
介して電源（ＧＮＤ）に流れる。
【０１０３】
　以上のように、電源側のトランジスタを介して流れるサージ電流（ＥＳＤ電流）は、複
数の電流調整抵抗Ｒ１２ｉを介して流れるため、トランジスタ内の素子への電流集中を回
避することができる。これはパッド側のトランジスタでも同様である。
【０１０４】
　９．第９の実施の形態
　図２６を参照して、本発明によるＥＳＤ保護素子の第９の実施の形態における構成及び
動作を説明する。図２６は、本発明によるＥＳＤ保護素子の第９の実施の形態における構
造を示す断面図である。
【０１０５】
　第９の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子では、第２の実施の形態におけるＥＳＤ保護
素子（トランジスタ構造）が、電源（ＧＮＤ）側とパッド側に対称的に配置されている。
【０１０６】
　図２６を参照して、第９の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子の構造を説明する。Ｐ＋

ベース拡散層５１及びコンタクト５７はベース端子Ｂ１１ｉとして機能し、電流調整抵抗
Ｒ１１ｉに接続される。Ｐ＋ベース拡散層５４及びコンタクト６０はベース端子Ｂ１２ｉ
として機能し、電流調整抵抗Ｒ１２ｉに接続される。その他の構造は、第８の実施の形態
と同様である。上述の構造は、第２の実施の形態と同様に複数あるため、ＥＳＤ保護素子
を流れるサージ電流の電流経路は分散される。
【０１０７】
　パッドにプラスの電圧が印加されると、Ｐ－ベース領域３１４とＮ－コレクタ領域３１
３で形成されるダイオードは順方向バイアスされ、Ｐ－ベース領域３２４とＮ－コレクタ
領域３２３で形成されるダイオードは逆方向バイアスされる。ここで、Ｐ－ベース領域３
２４とＮ－コレクタ領域３２３で形成されるダイオードの耐圧以上のプラスの電圧がパッ
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ドに印加されると、電流がパッドから抵抗Ｒ１１ｉ、抵抗Ｒ１２ｉを介して電源（ＧＮＤ
）に流れる。これにより、電流調整抵抗Ｒ１２ｉの電圧降下によってベース端子Ｂ１２０
の電圧が上昇し、電源側のトランジスタが動作してパッドから電源（ＧＮＤ）にサージ電
流が流れ始める。この際、サージ電流は、パッドからＮ－コレクタ領域３２３、Ｐ－ベー
ス領域３２４、Ｎ＋エミッタ拡散層５５、及び電流調整抵抗Ｒ１２ｉを介して電源（ＧＮ
Ｄ）に流れる。
【０１０８】
　一方、パッドにマイナスの電圧が印加されると、Ｐ－ベース領域３１４とＮ－コレクタ
領域３１３で形成されるダイオードは逆方向にバイアスされ、Ｐ－ベース領域３２４とＮ
－コレクタ領域３２３で形成されるダイオードは順方向にバイアスされる。ここで、Ｐ－

ベース領域３１４とＮ－コレクタ領域３１３で形成されるダイオードの耐圧以下のマイナ
スの電圧がパッドに印加されると、電流が電源（ＧＮＤ）から抵抗Ｒ１２ｉ、抵抗Ｒ１１
ｉを介してパッドに流れる。これにより、電流調整抵抗Ｒ１１ｉの電圧降下によってベー
ス端子Ｂ１１０の電圧が上昇し、パッド側のトランジスタが動作して電源（ＧＮＤ）から
パッドにサージ電流が流れ始める。
【０１０９】
　以上のように、電源側のトランジスタを介して流れるサージ電流（ＥＳＤ電流）は、複
数の電流調整抵抗Ｒ１２ｉを介して流れるため、トランジスタにおける素子への電流集中
を回避することができる。これはパッド側のトランジスタでも同様である。又、本実施の
形態では、ハイレベル又はローレベルの高電圧が印加され場合でも、ＥＳＤ保護回路内の
トランジスタに高電圧が印加されることがなく素子破壊を回避することができる。
【０１１０】
　図２７を参照して、第３の実施の形態の変形例を説明する。図２７は、本発明によるＥ
ＳＤ保護素子の第３の実施の形態の変形例における構造を示す平面図である。第３の実施
の形態におけるＥＳＤ保護素子においてベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に相互に分離されて
いた複数のＰ＋ベース拡散層１６を、図２７に示すＥＳＤ保護素子では、同じＰ＋ベース
拡散層７６によって接続する。Ｐ＋ベース拡散層１６、７６によって、くし型形状のＰ＋

ベース拡散層が形成される。その他の構造は、第３の実施の形態と同様である。
【０１１１】
　詳細には、本一例におけるＰ＋ベース拡散層１６は、素子分離領域２０８によって分離
された幅Ｌ３の領域と、Ｐ＋ベース拡散層７６によってベース幅方向に垂直な方向（Ｘ軸
方向）に拡散層が連続して形成される幅Ｌ２の領域を有する。ここで、幅Ｌ２、Ｌ３はベ
ース幅方向に垂直な方向（Ｘ軸方向）の幅を示し、Ｐ＋ベース拡散層１６全体のＸ軸方向
の幅Ｌ１に対し、幅Ｌ２は小さいことが好ましい。又、幅Ｌ３は、サージ電流の集中を回
避できる程度の大きさに設定されることが好ましい。このため、幅Ｌ３は、幅Ｌ２より大
きいことが好ましい。
【０１１２】
　次に、図２８及び図２９を参照して、図２７に示すＥＳＤ保護素子の変形例を説明する
。図２８は、図２７に示すＥＳＤ保護素子の変形例における構造を示す平面図である。図
２９は、図２８におけるＩ－Ｉ’断面図である。図２７に示すＥＳＤ保護素子では、Ｎ＋

エミッタ拡散層１７とＰ＋ベース拡散層１６は、素子分離領域２０８によってＸ軸方向に
対して分離しているが、図２８に示すＥＳＤ保護素子では、これらを接触させる。すなわ
ち、本一例のＥＳＤ保護素子では、Ｘ軸方向に対するＮ＋エミッタ拡散層１７とＰ＋ベー
ス拡散層１６との間の素子分離領域２０８が削除され、両者がヘテロ接合されたバッティ
ング構造を示す。
【０１１３】
　コレクタにノイズが入ってきた場合、ノイズによる電流は、ジャンクション容量（Ｃｃ
ｂ）に流れ込み、ベースを通ってＧＮＤまで流れる。このとき、ノイズによる電流は、ベ
ース抵抗Ｒｂｉを通り、電圧降下を生じさせてベースＢ２ｉの電位（ベース電位）を変動
させる。このときのベースＢ２ｉにおける電位の変動値は、（ノイズによる電流）×Ｒｂ
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ｉとなり、Ｒｂｉが大きいほど大きくなる。又、このときのベースＢ２ｉの電位（ベース
電位）の変動が継続する時間は、Ｒｂｉ×Ｃｃｂで決まる時間となる。エミッタとベース
で構成されるダイオードがオンしなければ、エミッタには電流は流れないが、このときノ
イズによってベース電位がエミッタ電位より高い電位になる時間が、バイポーラトランジ
スタが動作するために必要な時間以上発生した場合、バイポーラトランジスタが導通して
しまう。このようなノイズによるバイポーラ動作を避けるため、本一例では、Ｎ＋エミッ
タ拡散層１７とＰ＋ベース拡散層１６との距離が第３の実施の形態に比べて近いため、Ｐ
－ベース領域２０４を介したＮ＋エミッタ拡散層１７とＰ＋ベース拡散層１６との間の電
流経路は短くなり、Ｐ－ベース領域２０４における抵抗成分Ｒｂｉは小さくなる。この結
果、（ノイズによる電流）×ＲｂｉやＲｂｉ×Ｃｃｂは小さくなり、ノイズに起因したバ
イポーラ動作の発生が抑制される。
【０１１４】
　このように、Ｎ＋エミッタ拡散層１７とＰ＋ベース拡散層１６との距離を短くすること
で、ノイズによるバイポーラトランジスタが動作するリスクを低減できる。尚、このよう
な効果を奏するためには、必ずしもＮ＋エミッタ拡散層１７とＰ＋ベース拡散層１６とを
接合しなくても良い。例えば、第３の実施の形態において、エミッターベース間における
素子分離領域２０８の幅を短くすることで、上記の効果を奏することができる。
【０１１５】
　図３０を参照して、第３の実施の形態の他の変形例を説明する。図３０は、第３の実施
の形態の他の変形例おける構造を示す平面図である。
【０１１６】
　又、図３０に示すＥＳＤ保護素子では、第３の実施の形態におけるＥＳＤ保護素子にお
いてベース幅Ｗ方向（Ｙ軸方向）に相互に分離されていた複数の金属配線１５を、Ｎ＋エ
ミッタ拡散層１７上において金属配線７５によって接続する。その他の構造は、第３の実
施の形態と同様である。
【０１１７】
　図３０に示すＥＳＤ保護素子では、エミッタ上でＹ軸方向に接続するメタル配線７５は
、ＥＳＤパルス電流によって発生した熱を吸収する熱容量として機能するため、ＥＳＤ保
護性能を高める効果を奏する。
【０１１８】
　以上、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は上記実施の形態に限られ
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更があっても本発明に含まれる。第
１から第９の実施の形態は、技術的矛盾がない範囲内で組み合せることが可能である。例
えば、第１の実施の形態におけるベース拡散層やエミッタ拡散層を第３の実施の形態と同
様に分離しても良い。又、電源は接地電位と異なる他の電位に設定しても構わない。更に
、本発明は、ラテラルＰＮＰバイポーラトランジスタや、ラテラルＮＰＮバイポーラトラ
ンジスタを用いたＥＳＤ保護素子にも適用できる。
【符号の説明】
【０１１９】
　１、１６、３２、５１：Ｐ＋ベース拡散層
　２、５、８、１０、１２、１４、３３、３６、４２、４４、４６、５７、５８、６０、
６１：コンタクト
　３、６、９、１３、１５、３４、３５：金属配線
　４、１７、３１、５２：Ｎ＋エミッタ拡散層
　７、５３、５６：Ｎ＋コレクタ拡散層
　１１、Ｒ１１～Ｒ１ｎ、Ｒｅ１～Ｒｅｎ、Ｒ１１ｉ：電流制御抵抗
　１８、５０：ポリシリコンゲート
　１９：酸化絶縁膜
　４１、４３：シリサイド膜
　２０１、３０１：Ｐ型基板
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　２０２、３０２：Ｎ型埋め込み層
　２０３、３１３、３２３：Ｎ－コレクタ領域
　２０４、３１４、３２４：Ｐ－ベース領域
　２０５、２０６、３０５、３１６、３２６：Ｎ型引き出し領域
　２０７：Ｎ＋拡散層
　４７、２０８、３０８：素子分離領域
　Ｂ１、Ｂ１１～Ｂ１ｎ、Ｂ１１０、Ｂ１２０、Ｂ１１ｉ、Ｂ１２ｉ：ベース端子
　Ｂ２１～Ｂ２ｎ：ベース端子（ベース領域）
　Ｃ１、Ｃ１１～Ｃ１ｎ、Ｃ１１０、Ｃ１２０：コレクタ端子
　Ｅ１１～Ｅ１ｎ、Ｅ２ｉ、Ｅ１１ｉ、Ｅ１２ｉ：エミッタ端子
　Ｅ２１～Ｅ２ｎ：エミッタ領域
　Ｒ２、ＲＬｂ１～ＲＬｂｎ、ＲＬｅ１～ＲＬｅｎ、ＲＬＣ１～ＲＬＣｎ、Ｒｂ１～Ｒｂ
ｎ、Ｒｅ１～Ｒｅｎ：抵抗

【図１】 【図２】

【図３】
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