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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電圧が印加される第１の電源端子と、
　前記第１の電圧と異なる第２の電圧が印加される第２の電源端子と、
　前記第２の電圧を調整し、調整した前記第２の電圧を出力電圧として出力端子に出力す
るレギュレータ回路と、
　前記出力端子に発生したＥＳＤを放電させるためのＥＳＤ保護回路と、
　前記第１の電圧を前記第２の電圧にシフトさせ、前記第１及び第２の電圧の印加の有無
に応じて前記レギュレータ回路と前記ＥＳＤ保護回路とに対する制御信号を出力するレベ
ルシフト回路と、
　を具備し、
　前記ＥＳＤ保護回路は、抵抗素子とキャパシタとから形成される第１の回路、及び、グ
ランド端子と前記出力端子との間に接続された第１の電流経路と、第１のゲートとを有す
る第１のトランジスタ、及び、前記第１の回路の出力ノードと前記第１のトランジスタの
第１のゲートとの間に接続された第２の回路、を含み、
　前記レギュレータ回路は、前記制御信号が入力される第１の制御ユニット、及び、前記
第１の制御ユニットに接続された第２のゲートと、前記第２の電源端子に接続される第２
の電流経路の一端と、前記第１の制御ユニット及び前記出力端子に接続される前記第２の
電流経路の他端とを有する第２のトランジスタ、を含み、
　前記第２の回路は、前記抵抗素子と前記キャパシタとの接続点に接続される入力ノード
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と、前記第１のトランジスタの第１のゲートに接続される出力ノードとを有するインバー
タ、及び、前記制御信号が供給される第１の制御線に接続される第１の制御端子と、前記
出力端子に接続される第２の制御線と前記インバータの前記入力ノードとの間に接続され
た第３の電流経路とを有する第１の制御スイッチ、及び、前記第１の制御線に接続される
第２の制御端子と、前記インバータの前記出力ノードと前記グランド端子との間に接続さ
れた第４の電流経路とを有する第２の制御スイッチ、を含み、
　前記制御信号に基づいて、前記第１の制御ユニットが、前記第２のトランジスタのオン
及びオフを制御し、
　前記第１及び第２の電圧が印加されないときに前記出力端子に前記ＥＳＤが発生した場
合、前記第１の回路から前記インバータに供給された入力信号に基づいて、前記第１のト
ランジスタをオンさせる出力信号を、前記インバータが前記第１のトランジスタに出力す
る、
　前記第１及び第２の電圧が印加され、前記出力端子に前記出力電圧が印加された場合に
、前記制御信号に基づいて、前記第１及び第２の制御スイッチがオンされ、オン状態の前
記第１の制御スイッチの前記第３の電流経路からの前記インバータに供給された入力信号
に基づいて、前記第１のトランジスタをオフさせる信号を、前記インバータが前記第１の
トランジスタに出力する、
　ことを特徴とする半導体回路。
【請求項２】
　第１の電圧が印加される第１の電源端子と、
　前記第１の電圧と異なる第２の電圧が印加される第２の電源端子と、
　前記第２の電圧を調整し、調整した前記第２の電圧を出力電圧として出力端子に出力す
るレギュレータ回路と、
　前記出力端子に発生したＥＳＤを放電させるためのＥＳＤ保護回路と、
　前記第１の電圧の大きさを前記第２の電圧の大きさにシフトし、前記第１及び第２の電
圧の印加の有無に応じて前記レギュレータ回路と前記ＥＳＤ保護回路とに対する制御信号
を出力するレベルシフト回路と、
　前記ＥＳＤ保護回路内に設けられ、グランド端子と前記出力端子との間に接続された第
１の電流経路、及び、前記ＥＳＤ保護回路から第１又は第２の信号が供給される第１のゲ
ートを有する第１のトランジスタと、
　を具備し、
　前記第１及び第２の電圧が印加されないときに前記出力端子に前記ＥＳＤが発生した場
合、前記ＥＳＤ保護回路は、発生した前記ＥＳＤに基づいて、前記第１の信号を、前記第
１のトランジスタに供給し、前記第１のトランジスタをオンさせ、
　前記第１及び第２の電圧が印加され、前記出力端子に前記出力電圧が印加された場合、
前記レベルシフト回路は、前記制御信号を出力し、前記ＥＳＤ保護回路は、前記制御信号
に基づいて、前記第２の信号を、前記第１のトランジスタに供給し、前記第１のトランジ
スタをオフさせる、
　ことを特徴とする半導体回路。
【請求項３】
　前記ＥＳＤ保護回路は、
　　抵抗素子とキャパシタとから形成される第１の回路と、
　　前記第１の回路の出力ノードと前記第１のトランジスタの前記第１のゲートとの間に
接続された第２の回路とを、含み、
　前記第２の回路は、前記出力端子から前記第１の回路に供給された前記ＥＳＤに基づい
て、前記第１の信号を、前記第１のトランジスタに出力し、
　前記第２の回路は、前記制御信号に基づいて、前記第２の信号を、前記第１のトランジ
スタに出力する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の半導体回路。
【請求項４】
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　前記レギュレータ回路は、
　　前記制御信号が入力される第１の制御ユニットと、
　　前記第１の制御ユニットに接続された第２のゲート、前記第２の電源端子に接続され
る第２の電流経路の一端、及び、前記第１の制御ユニット及び前記出力端子に接続される
前記第２の電流経路の他端を有する第２のトランジスタと、を含み、
　前記制御信号に基づいて、前記第１の制御ユニットが、前記第２のトランジスタのオン
及びオフを制御する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の半導体回路。
【請求項５】
　前記第２の回路は、
　　前記抵抗素子と前記キャパシタとの接続点に接続される入力ノード、及び、前記第１
のトランジスタの第１のゲートに接続される出力ノードを有するインバータと、
　　前記制御信号が供給される第１の制御線に接続される第１の制御端子、及び、前記出
力端子に接続される第２の制御線と前記インバータの前記入力ノードとの間に接続された
第３の電流経路、を有する第１の制御スイッチと、
　　前記第１の制御線に接続される第２の制御端子、及び、前記インバータの前記出力ノ
ードと前記グランド端子との間に接続された第４の電流経路、を有する第２の制御スイッ
チと、
　を含み、
　前記第１及び第２の電圧が印加されないときに前記出力端子に前記ＥＳＤが発生した場
合、前記ＥＳＤに起因して前記第１の回路から前記インバータに供給された入力信号に基
づいて、前記第１の信号を、前記インバータが前記第１のトランジスタに出力し、
　前記第１及び第２の電圧が印加され、前記出力端子に前記出力電圧が印加された場合に
、前記制御信号に基づいて、前記第１及び第２の制御スイッチがオンされ、オン状態の前
記第１の制御スイッチの前記第３の電流経路から前記インバータに供給された入力信号に
基づいて、前記第２の信号を、前記インバータが前記第１のトランジスタに出力する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の半導体回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＳＤによる半導体回路の破壊を防ぐために、ＥＳＤ保護回路が、半導体回路内に設け
られている。
【０００３】
　ＥＳＤ保護回路は、半導体回路に電源電圧が印加されていない時、ＥＳＤから半導体回
路を保護する。半導体回路に電源電圧が印加され、半導体回路が駆動されている時、ＥＳ
Ｄ保護回路は、駆動されない。
【０００４】
　半導体回路が駆動されている時、ＥＳＤ保護回路にリーク電流が供給された場合やＥＳ
Ｄ保護回路が接続された配線の電位が上昇した場合、ＥＳＤ保護回路が誤動作する可能性
がある。ＥＳＤ保護回路の誤動作が、半導体回路の動作不良を引き起こす可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５３４８４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　半導体回路の動作不良を抑制する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本実施形態の半導体回路は、第１の電圧が印加される第１の電源端子と、前記第１の電
圧と異なる第２の電圧が印加される第２の電源端子と、前記第２の電圧を調整し、調整し
た前記第２の電圧を出力電圧として出力端子に出力するレギュレータ回路と、前記出力端
子に発生したＥＳＤを放電させるためのＥＳＤ保護回路と、前記第１の電圧の大きさを前
記第２の電圧の大きさにシフトし、前記第１及び第２の電圧の印加の有無に応じて前記レ
ギュレータ回路と前記ＥＳＤ保護回路とに対する制御信号を出力するレベルシフト回路と
、前記ＥＳＤ保護回路内に設けられ、グランド端子と前記出力端子との間に接続された第
１の電流経路、及び、前記ＥＳＤ保護回路から第１又は第２の信号が供給される第１のゲ
ートを有する第１のトランジスタと、を含み、前記第１及び第２の電圧が印加されないと
きに前記出力端子に前記ＥＳＤが発生した場合、前記ＥＳＤ保護回路は、発生した前記Ｅ
ＳＤに基づいて、前記第１の信号を、前記第１のトランジスタに供給し、前記第１のトラ
ンジスタをオンさせ、前記第１及び第２の電圧が印加され、前記出力端子に前記出力電圧
が印加された場合、前記レベルシフト回路は、前記制御信号を出力し、前記ＥＳＤ保護回
路は、前記制御信号に基づいて、前記第２の信号を、前記第１のトランジスタに供給し、
前記第１のトランジスタをオフさせる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態の半導体回路を示す模式図。
【図２】実施形態の半導体回路の内部構成を示す等価回路図。
【図３】実施形態の半導体回路の動作を説明するための図。
【図４】実施形態の半導体回路の動作を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［実施形態］　
　以下、図面を参照しながら、本実施形態について詳細に説明する。以下の説明において
、同一の機能及び構成を有する要素については、同一符号を付し、重複する説明は必要に
応じて行う。
【００１０】
　図１乃至図４を参照して、実施形態の半導体回路について説明する。
【００１１】
　（１）　構成　
　図１及び図２を用いて、実施形態の半導体回路の構成について、説明する。
【００１２】
　図１は、本実施形態の半導体回路の基本構成を模式的に示す図である。本実施形態の半
導体回路は、電源回路１００を含む。
【００１３】
　図１に示されるように、本実施形態の電源回路１００は、レベルシフト回路１、レギュ
レータ回路２、及び、ＥＳＤ保護回路６を含む。
【００１４】
　電源回路１００は、第１の電源系統に接続される端子ＶＤＤ１，ＶＳＳ１と、第２の電
源系統に接続される端子ＶＤＤ２，ＶＳＳ２と、を含む。
【００１５】
　第１の電源系統は、第１の電源電圧（駆動電圧ともよぶ）ＶＤＤ１と第１のグランド電
圧ＶＳＳ１とから形成されている。第２の電源系統は、第２の電源電圧ＶＤＤ２と第２の
グランド電圧ＶＳＳ２とから形成されている。　
　第１の電源電圧ＶＤＤ１と第２の電源電圧ＶＤＤ２とは互いに異なる電圧値を有し、例
えば、第１の電源電圧ＶＤＤ１は、第２の電源電圧ＶＤＤ２より低い。第１及び第２のグ
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ランド電圧ＶＳＳ１，ＶＳＳ２は、例えば、同じ大きさの電圧（例えば、０Ｖ）である。
【００１６】
　レベルシフト回路１は、第１及び第２の電源系統に接続されている。　
　レベルシフト回路１は、第１の電源系統ＶＤＤ１，ＶＳＳ１と第２の電源系統ＶＤＤ２
，ＶＳＳ２との間の電圧の違いを、調整する。例えば、レベルシフト回路１は、第１の電
源系統の電源電圧ＶＤＤ１をレベルシフトして、第２の電源系統の電源電圧ＶＤＤ２を出
力する。但し、レベルシフト回路１は、第２の電源系統の電源電圧ＶＤＤ２のレベルをシ
フトして、電源電圧ＶＤＤ１を出力する場合もある。また、第１及び第２の電源電圧ＶＤ
Ｄ１，ＶＤＤ２の両方が電源回路１００に印加された場合、レベルシフト回路１は、電源
回路１００に接続される回路間の仕様に応じて、電源電圧の違いを調整する。
【００１７】
　レベルシフト回路１を経由して、又は、電源端子から直接、第２の電源系統の電源電圧
ＶＤＤ２が印加される配線７０のことを、以下では、電源線７０とよぶ。グランド電圧が
印加される配線のことを、以下では、グランド線７１とよぶ。
【００１８】
　レギュレータ回路２は、電源線７０を介して、レベルシフト回路１に接続される。レギ
ュレータ回路２の入力ノードに、電源線７０の電源電圧ＶＤＤ２が、印加されている。レ
ギュレータ回路２の出力ノードに、電源回路１００の出力端子９０が接続されている。出
力端子９０に、電源回路１００とともに半導体装置を形成する回路２００が、接続される
。回路（以下では、駆動回路ともよぶ）２００は、レギュレータ回路２の出力電圧ＶＲＥ

Ｇ及びグランド電圧ＶＳＳ１によって、駆動される。駆動回路２００には、パッド８１が
接続されている。パッド８１は、駆動回路２００の内部の配線を経由して、電源回路２の
出力端子（レギュレータ回路２の出力ノード）９０に接続されている。
【００１９】
　例えば、回路２００は、電源回路１００と同一チップ内に設けられている回路でもよい
し、電源回路１００と異なるチップ内に形成された回路でもよい。
【００２０】
　レギュレータ回路２は、電源線７０の電源電圧ＶＤＤ２の大きさを調整する。調整され
た電圧ＶＲＥＧが出力ＯｕｔＲＥＧとして、出力端子９０から電源回路１００の外部に出
力される。これによって、電源回路１００の出力（例えば、一定の電圧／電流）が、電源
回路１００に接続される他の回路へ印加される。
【００２１】
　ＥＳＤ保護回路６は、電源線７０及びグランド線７１間に接続されている。ＥＳＤ保護
回路６は、レギュレータ回路２に接続されている。レギュレータ回路２を介して電源線７
０に接続されている。また、ＥＳＤ保護回路６は、出力端子９０に接続されている。
【００２２】
　ＥＳＤ保護回路６は、出力端子９０に印加されたＥＳＤ（Electro Static Discharge）
によって、電源回路１００内のレベルシフト回路１及びレギュレータ回路２、及び、出力
端子９０を介して電源回路１００に接続された他の回路が、破壊されるのを防止する。
【００２３】
　ＥＳＤ保護回路６は、例えば、キャパシタを回路の構成素子として含む。より具体的な
一例としては、ＥＳＤ保護回路６は、抵抗素子とキャパシタとから形成される遅延回路を
含む。以下では、遅延回路を含むＥＳＤ保護回路のことを、遅延回路型ＥＳＤ保護回路と
よぶ。
【００２４】
　本実施形態において、制御信号ＣＮＴが、レギュレータ回路２に供給される。また、制
御信号ＣＮＴは、ＥＳＤ保護回路６に供給される。
【００２５】
　制御信号ＣＮＴによって、電源回路１００に対する電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２の投入
時（電源回路の駆動時）に、レギュレータ回路２がアクティブ状態にされ、ＥＳＤ保護回
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路６が、非アクティブ状態にされる。
【００２６】
　これによって、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２，ＶＳＳ１，ＶＳＳ２が電源回路１００に
印加された時、ＥＳＤ保護回路６が、レギュレータ回路２から電気的に分離される。それ
ゆえ、電源回路１００の駆動時に、レギュレータ回路２が出力する電圧／電流が、ＥＳＤ
保護回路６内にリークし、電源回路１００内に大きな貫通電流（ラッシュ電流）が発生す
るのを防止できる。
【００２７】
　図２を用いて、本実施形態の電源回路１００の内部構成について説明する。
【００２８】
　図２は、本実施形態の電源回路１００の内部構成の一例を示す等価回路図である。
【００２９】
　図２に示されるように、電源回路１００の出力を調整するためのレギュレータ回路２は
、制御ユニット２０と電界効果トランジスタ２５とを含んでいる。
【００３０】
　制御ユニット２０は、入力される制御信号ＣＮＴに基づいて、電界効果トランジスタ２
５のオン／オフを制御する。電界効果トランジスタ２５は、レギュレータ回路２の出力ノ
ードを形成している。
【００３１】
　電界効果トランジスタ２５は、ｐチャネル型のＭＯＳトランジスタ（以下、ｐ型トラン
ジスタ）である。ＭＯＳトランジスタは、高い絶縁耐圧を有する高耐圧トランジスタ（厚
膜トランジスタ又はＨＶトランジスタともよばれる）である。
【００３２】
　電界効果トランジスタ２５のゲートは、制御ユニット２０に接続されている。電界効果
トランジスタ２５の電流経路の一端（例えば、ソース）は、電源線７０に接続されている
。電界効果トランジスタ２５の電流経路の他端（例えば、ドレイン）は、出力端子９０に
接続されている。また、電界効果トランジスタ２５の電流経路の他端は、制御ユニット２
０を経由して、電界効果トランジスタ２５のゲートに接続されている。
【００３３】
　本実施形態では、説明の明確化のため、レギュレータ回路２内の出力ノードを形成して
いる電界効果トランジスタ２５のことを、レギュレータトランジスタ２５とよぶ。
【００３４】
　制御ユニット２０は、レギュレータトランジスタ２５の電流経路の他端の電位をモニタ
リングし、レギュレータトランジスタ２５のゲートに印加される電圧を調整する。これに
よって、レギュレータトランジスタ２５の駆動力及び出力が制御される。レギュレータ回
路２内において、制御ユニット２０は、電源回路１００から所定の電圧／電流が出力され
るように、レギュレータトランジスタ２５の出力電圧／出力電流ＯｕｔＲＥＧを制御する
。　
　このレギュレータ回路２の制御によって、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が印加される電
源回路１００は、所定の電圧／電流を出力できる。
【００３５】
　例えば、電源電圧ＶＤＤ２が２．８Ｖである場合、レギュレータ回路２は、出力電圧Ｏ
ｕｔＲＥＧが１．２Ｖ程度になるように、電源回路１００の出力を調整する。
【００３６】
　尚、レギュレータトランジスタ２５の電流経路の他端が、レギュレータトランジスタ２
５のゲートに直接接続されてもよい。
【００３７】
　図２のＥＳＤ保護回路６は、遅延回路ＤＣ、制御回路６０及び電界効果トランジスタ１
７を含んでいる。
【００３８】
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　遅延回路ＤＣは、電源回路１００の出力端子９０に生じたＥＳＤに起因したパルス（電
圧／電流）を、遅延させて、その遅延されたパルスを、制御回路６０に出力する。　
　遅延回路ＤＣは、１つの抵抗素子１０と１つのキャパシタ１１とによって形成されてい
る。抵抗素子１０の一端は、レギュレータトランジスタ２５に接続されている。抵抗素子
１０の他端は、キャパシタ１１の一端に接続され、接続ノードｃｄを形成している。キャ
パシタ１１の他端は、グランド線７１に接続されている。接続ノードｃｄは、遅延回路Ｄ
Ｃの出力ノードとなる。
【００３９】
　制御回路６０は、制御信号ＣＮＴに基づいて、ＥＳＤ保護回路６をオフ（非アクティブ
）状態にする。　
　制御回路６０は、複数のインバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ及び複数の制御スイッチ１
２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂを含んでいる。
【００４０】
　遅延回路ＤＣの出力ノードｃｄと電界効果トランジスタ１７との間に、複数のインバー
タ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃが直列に接続されている。
【００４１】
　本実施形態において、奇数個（例えば、３個）のインバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃが
、直列に接続されている。
【００４２】
　１段目のインバータ１５Ａの入力ノードｎｄ１は、遅延回路ＤＣの接続ノードｃｄに接
続されている。１段目のインバータ１５Ａの出力ノードは、２段目のインバータ１５Ｂの
入力ノードｎｄ２に接続されている。２段目のインバータ１５Ｂの出力ノードは、３段目
のインバータ１５Ｃの入力ノードｎｄ３に接続されている。３段目のインバータ１５Ｃの
出力ノードｎｄ４は、ＭＯＳトランジスタ１７のゲートに接続されている。
【００４３】
　直列接続されたインバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃの出力に基づいて、ＭＯＳトランジ
スタ１７がオン、又は、オフする。
【００４４】
　制御スイッチ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂが、インバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ
の入出力ノードｎｄ１，ｎｄ２，ｎｄ３，ｎｄ４に、それぞれ接続されている。制御スイ
ッチ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂは、電界効果トランジスタ（ＭＯＳトランジスタ）
を用いて、形成されている。
【００４５】
　遅延回路ＤＣの出力ノードｃｄ側から１番目の電界効果トランジスタ１２Ａの電流経路
の一端は、配線（以下では、制御線ともよぶ）７９に接続されている。電界効果トランジ
スタ１２Ａの電流経路の他端は、インバータ１５Ａの入力ノードｎｄ１に、接続されてい
る。電界効果トランジスタ１２Ａの電流経路の他端は、遅延回路ＤＣの出力ノードｃｄに
接続されている。
【００４６】
　２番目の電界効果トランジスタ１３Ａの電流経路の一端は、インバータ１５Ｂの入力ノ
ード（インバータ１５Ａの出力ノード）ｎｄ２に接続され、電界効果トランジスタ１３Ａ
の電流経路の他端は、グランド線７１に接続されている。
【００４７】
　３番目の電界効果トランジスタ１２Ｂの電流経路の一端は、配線７９に接続され、電界
効果トランジスタ１２Ｂの電流経路の他端は、インバータ１５Ｃの入力ノード（インバー
タ１５Ｂの出力ノード）ｎｄ３に接続されている。
【００４８】
　４番目（最終段）の電界効果トランジスタ１３Ｂの電流経路の一端は、インバータ１５
Ｂの出力ノードｎｄ４及び電界効果トランジスタ１７のゲートに接続されている。電界効
果トランジスタ１３Ａの電流経路の他端は、グランド線７１に接続されている。
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【００４９】
　制御スイッチとしての電界効果トランジスタ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂのゲート
は、制御信号線７５Ｂに接続されている。電界効果トランジスタ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ
，１３Ｂは、制御信号ＣＮＴの信号レベルに応じて、オン、又は、オフする。
【００５０】
　インバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃは、例えば、絶縁耐圧が低い低耐圧トランジスタ（
薄膜トランジスタ又はＬＶトランジスタともよばれる）によって形成されている。低耐圧
トランジスタのゲート絶縁膜の膜厚は、高耐圧トランジスタのゲート絶縁膜の膜厚より薄
い。そのため、低耐圧トランジスタの絶縁耐圧は、高耐圧トランジスタの絶縁耐圧より低
い。
【００５１】
　制御スイッチとしての電界効果トランジスタ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂは、例え
ば、ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタである。電界効果トランジスタ１２Ａ，１２Ｂ，１
３Ａ，１３Ｂは、高耐圧トランジスタによって形成されている。
【００５２】
　本実施形態では、説明の明確化のため、制御回路６０のことを、オフ制御回路６０とよ
ぶ。また、以下では、本実施形態において、制御スイッチとしての電界効果トランジスタ
のことを、制御トランジスタ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂともよぶ。
【００５３】
　オフ制御回路６０の出力ノードにゲートが接続されたゲートを有する電界効果トランジ
スタ１７がｎ型トランジスタである場合、オフ制御回路６０のインバータの個数は、奇数
個であれば、１個でもよいし、５個以上でもよい。但し、遅延回路ＤＣの出力ノード（オ
フ制御回路の入力ノード）側から奇数番目の制御トランジスタの電流経路が奇数番目のイ
ンバータの入力ノードと配線（出力端子）７９との間に接続され、偶数番目の制御トラン
ジスタの電流経路が奇数番目のインバータの出力ノードとグランド線７１との間に接続さ
れている。　
　また、直列接続された複数（例えば、３個以上）のインバータに関して、奇数番目と偶
数番目のインバータは、制御トランジスタを共有している。
【００５４】
　ＥＳＤ保護回路６内の電界効果トランジスタ１７の電流経路は、レギュレータ回路２の
出力ノードとグランド線７１との間に接続されている。　
　電界効果トランジスタ１７の電流経路の一端（例えば、ドレイン）が、レギュレータ回
路２の出力ノード（レギュレータトランジスタ２５の電流経路）に接続され、電界効果ト
ランジスタ１７の電流経路の他端（例えば、ソース）が、グランド線７１に接続されてい
る。電界効果トランジスタ１７のゲートは、オフ制御回路６０の出力ノード（インバータ
１５Ｃの出力ノード）ｎｄ４に接続されている。レギュレータトランジスタ２５の電流経
路とＥＳＤ保護トランジスタ１７の電流経路との接続ノード（出力端子）９０に、駆動回
路２００を経由してパッド端子８１が接続されている。
【００５５】
　電界効果トランジスタ１７は、ｎチャネル型の低耐圧ＭＯＳトランジスタから形成され
ている。本実施形態において、説明の明確化のため、電界効果トランジスタ１７のことを
、放電トランジスタ１７ともよぶ。
【００５６】
　ＥＳＤがパッド８１（もしくは、ノード９０）で発生した時に、ＥＳＤパルス（ＥＳＤ
電圧ＶＥＳＤ／ＥＳＤ電流）によって、ノード９０とＥＳＤ保護回路６のオフ制御回路６
０とを接続する配線７９の電位が、上昇する。この配線７９の電位上昇がＥＳＤ保護回路
６のトリガとなって、オフ制御回路６０が駆動する。そして、オフ制御回路６０が、放電
トランジスタ１７をオン状態にする。　
　ノード９０に印加されたＥＳＤパルスは、オン状態の放電トランジスタ１７によって、
グランドに放電される。これによって、電源回路１００及び電源回路１００に接続された
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他の回路が、ＥＳＤから保護される。
【００５７】
　ＥＳＤ保護回路６は、例えば、オフ制御回路６０内のインバータの駆動力又は個数を制
御することによって、電源電圧（レギュレータ回路の出力）の立ち上がり直前でオフにな
るように設計されていることが好ましい。
【００５８】
　尚、ＥＳＤパルスは、正の極性又は負の極性を有する。負の極性のＥＳＤパルスを放電
させるために、レギュレータ回路２の出力ノード（出力端子）９０とグランド線７１との
間に、ダイオードがＥＳＤ保護回路６０と並列に接続されてもよい。例えば、ダイオード
のカソードが、出力端子に接続され、ダイオードのアノードが、グランド線に接続されて
いる。
【００５９】
　レベルシフト回路１は、第１の電源系統ＶＤＤ１，ＶＳＳ１に接続される。電源電圧Ｖ
ＤＤ１，ＶＳＳ１が、レベルシフト回路１に印加される。レベルシフト回路１は、第２の
電源系統ＶＤＤ２，ＶＳＳ２と同じレベルになるように、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＳＳ１を
、昇圧（又は、降圧）する。
【００６０】
　例えば、第１の電源系統ＶＤＤ１，ＶＳＳ１側の他の回路からの信号（例えば、ロジッ
ク信号）Ｓｇが、インバータ３を経由して、レベルシフト回路１に入力される。レベルシ
フト回路１は、例えば、第１の電源系統に対応する外部からの信号Ｓｇの信号レベルを、
第２の電源系統に対応するように、シフトする。
【００６１】
　インバータ（バッファ）３は、第１の電源系統ＶＤＤ１，ＶＳＳ１側（レベルシフト回
路１側）に設けられ、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＳＳ１によって駆動される。
【００６２】
　レベルシフト回路１は、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＳＳ１，ＶＤＤ２，ＶＳＳ２の印加及び
他の回路から信号Ｓｇの入力の少なくとも１つを検知して、制御信号ＣＮＴを、レギュレ
ータ回路２及びＥＳＤ保護回路６に出力する。電源電圧ＶＤＤ１，ＶＳＳ１，ＶＤＤ２，
ＶＳＳ２が印加された時、制御信号ＣＮＴによって、レギュレータ回路２がアクティブ状
態にされ、ＥＳＤ保護回路６が非アクティブ状態にされる。これによって、レギュレータ
回路２が出力電圧ＯｕｔＲＥＧの出力を開始したとき、ＥＳＤ保護回路６を、レギュレー
タ回路２の出力ノード（電源回路の出力端子）から実質的に電気的に分離できる。
【００６３】
　例えば、レベルシフト回路１は、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＳＳ１，ＶＤＤ２，ＶＳＳ２の
印加及び他の回路から信号Ｓｇの入力の検知結果に基づいて、レギュレータ回路２及びＥ
ＳＤ保護回路６の動作を制御する制御信号ＣＮＴを生成する制御信号生成ユニット１９を
有している。
【００６４】
　レベルシフト回路１から出力された制御信号ＣＮＴは、インバータ（バッファ）５Ａ，
５Ｂを介して、レギュレータ回路２及びＥＳＤ保護回路６に供給される。　
　インバータ５Ａ，５Ｂは、電源線７０に印加された電源電圧ＶＤＤ２及びグランド電圧
ＶＳＳ２によって、駆動する。電源電圧ＶＤＤ２及びグランド電圧ＶＳＳ２が印加された
とき、インバータ５Ａ，５Ｂは、アクティブ状態になる。アクティブ状態のインバータ５
Ａ，５Ｂは、入力された制御信号ＣＮＴを、制御信号線７５Ａ，７５Ｂを経由して、レギ
ュレータ回路７５及びＥＳＤ保護回路６内のオフ制御回路６０へ転送する。
【００６５】
　電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が電源回路１００に印加されていない場合、制御信号ＣＮ
Ｔは、“Ｌ”レベルに設定され、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が電源回路１００に印加さ
れている場合、制御信号ＣＮＴは、“Ｈ”レベルに設定されている。
【００６６】



(10) JP 5752659 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

　例えば、インバータ３は、低耐圧トランジスタから形成され、インバータ５Ａ，５Ｂは
、高耐圧トランジスタから形成されている。
【００６７】
　制御信号線７５Ａ，７５Ｂとグランド線７１との間に、抵抗素子７が接続されている。
抵抗素子７は、電源回路１００の動作の安定化のために、制御信号線７５Ａ，７５Ｂとグ
ランド線７１との間に、設けられている。制御信号線７５Ａ，７５Ｂの電位が上昇した際
に、レベルシフト回路１又はＥＳＤ保護回路６がフローティング状態になるのを、抵抗素
子７によって、抑制される。
【００６８】
　（２）　動作　
　図３及び図４を参照して、実施形態の半導体回路（電源回路）５０の動作について、説
明する。ここでは、図３及び図４に加えて、図１及び図２も用いて、実施形態の電源回路
５０の動作について、説明する。
【００６９】
　図３を用いて、ＥＳＤが電源回路１００に印加された場合における図２の電源回路の動
作（以下では、ＥＳＤ保護動作ともよぶ）を説明する。
【００７０】
　図３は、ＥＳＤ保護動作時における電源回路内の各ノードの電圧値又は電流値に対応す
る信号レベルを示すタイミングチャートである。
【００７１】
　電源回路１００が駆動されていないときに、電源回路５０においてＥＳＤが発生する場
合がある。
【００７２】
　図３に示されるように、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が電源回路１００に印加されてい
ないとき、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２のレベル（電圧、信号レベル）は、“Ｌ”レベル
である。また、外部から電源回路１０に対する信号Ｓｇの入力もない。
【００７３】
　電源回路５０が非駆動状態であるので、制御信号線７５Ａ，７５Ｂの電位は、“Ｌ”レ
ベルである。この結果として、制御信号ＣＮＴの信号レベルは、“Ｌ”レベルである。　
　“Ｌ”レベルの信号ＣＮＴが、レギュレータ回路２及びＥＳＤ保護回路６内のオフ制御
回路６０に、供給される。
【００７４】
　制御信号ＣＮＴが“Ｌ”レベルである場合、レギュレータ回路２は非アクティブ状態で
あり、レギュレータトランジスタ２５は、制御ユニット２０の制御によって、オフしてい
る。
【００７５】
　電源回路１００及び駆動回路２００が動作していない時にＥＳＤがパッド８１に発生し
た場合、パッド８１に回路２００を経由して接続される出力ノード９０（ＯｕｔＲＥＧ）
の電位が、印加されたＥＳＤパルスに起因して、上昇する。図３に示されるように、ＥＳ
Ｄ発生時において、レギュレータ回路２の出力ノード９０（ＯｕｔＲＥＧ）に、ＥＳＤパ
ルスに起因した電圧（以下では、ＥＳＤ電圧とよぶ）ＶＥＳＤが印加され、その電圧に応
じた大きさを有する電流（以下では、ＥＳＤ電流とよぶ）が発生する。ＥＳＤパルスの電
圧値ＶＥＳＤは、例えば、数Ｖ～数ｋＶであって、電源回路１００に用いられる電源電圧
ＶＤＤ１，ＶＤＤ２より大きい。
【００７６】
　ＥＳＤにより配線（オフ制御線）７９の電位が上昇する結果として、オフ制御回路６０
内のインバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃが駆動される。配線７９を経由して、ＥＳＤパル
スＶＥＳＤが、遅延回路ＤＣに供給される。　
　図３に示されるように、ＥＳＤパルスは、遅延回路ＲＣによって遅延され、且つ、電圧
降下されて、オフ制御回路６０の入力ノード（インバータ１５Ａの入力ノード）ｎｄ１に
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入力される。“Ｈ”レベルのＥＳＤパルスがオフ制御回路６０内に入力される前に、オフ
制御回路６０は駆動状態（信号出力状態）となっている。または、インバータ１５Ａに入
力される電圧は、インバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃに対して“Ｈ”レベルを示す電圧値
より小さくなっている。
【００７７】
　このため、ＥＳＤ発生の直後（インバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃの駆動開始時）にお
いて、オフ制御回路６０の入力ノードとなる初段のインバータ１５Ａに、遅延回路ＤＣか
らの“Ｌ”レベルの信号が入力されているのと、等価になる。入力された“Ｌ”レベルの
信号は、３つのインバータ１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃを経由することによって、“Ｈ”レベ
ルの信号に遷移し、“Ｈ”レベルの信号が、オフ制御回路６０から出力される。
【００７８】
　オフ制御回路６０の出力ノードｎｄ２からの“Ｈ”レベルの信号が、放電トランジスタ
（ｎ型ＭＯＳトランジスタ）１７のゲートに入力され、放電トランジスタ１７はＥＳＤの
発生とほぼ同時にオンする。　
　ＥＳＤ電流が、オン状態の放電トランジスタ１７のチャネルを流れ、放電トランジスタ
１７の出力ノードＯＴｒからグランド線７１に放出される。これによって、パッド８１に
発生したＥＳＤパルスが、放電される。
【００７９】
　尚、オフ制御回路６０内の各Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂ
のゲートに、制御信号線７５の“Ｌ”レベルの信号（電位）が印加され、各トランジスタ
１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂは、実質的にオフしている。それゆえ、ＥＳＤの発生時
、インバータの入力ノードｎｄ１，ｎｄ２，ｎｄ３は、制御トランジスタ１２Ａ，１２Ｂ
の電流経路を経由して、“Ｈ”レベルの配線７９に接続されない。
【００８０】
　以上のように、図３に示される動作によって、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が投入され
ていないとき、発生したＥＳＤから、ＥＳＤ保護回路６によって、電源回路１００及びそ
れに接続された他の回路が、保護される。
【００８１】
　図４を用いて、電源回路１００及び電源回路１００に接続された他の回路に電源電圧が
投入され、各回路が所定の機能を実行する場合（以下、通常動作とよぶ）における、電源
回路１００の動作について説明する。
【００８２】
　図４は、電源電圧が投入された電源回路１００の通常動作時における電源回路１００内
の各ノードの電圧値又は電流値に対応する信号レベルを示すタイミングチャートである。
【００８３】
　電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が電源回路１００に投入された場合、電源電圧ＶＤＤ１，
ＶＤＤ２のレベル（電圧、信号レベル）が、“Ｈ”レベルになる。レベルシフト回路１は
、電源電圧ＶＤＤ１を調整して、電源電圧ＶＤＤ２を出力する。例えば、電源電圧ＶＤＤ
２は、レベルシフト回路１が電源電圧ＶＤＤ１をレベルシフトさせた電圧Ｖｒｓを電源線
７０に出力することによって、生成される。
【００８４】
　電源電圧ＶＤＤ１，ＶＳＳ１の投入とともに、例えば、インバータ（バッファ）３を経
由して、外部からの信号（ロジック信号）Ｓｇが、レベルシフト回路１に入力される。
【００８５】
　レベルシフト回路１は、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２の印加又は外部からの信号の入力
を検知し、“Ｈ”レベルの信号を、制御信号生成ユニット１９に生成させる。生成された
“Ｈ”レベルの信号が、制御信号ＣＮＴとして、レベルシフト回路１から出力される。“
Ｈ”レベルの制御信号ＣＮＴは、２つのインバータ５Ａ，５Ｂを経由して、制御信号線７
５Ａ，７５Ｂに供給される。
【００８６】
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　制御信号ＣＮＴによって、制御信号線７５Ａ，７５Ｂの電位は、“Ｈ”レベル（例えば
、電圧ＶＤＤ２）に遷移する。
【００８７】
　“Ｈ”レベルの制御信号ＣＮＴが、制御信号線７５Ａを経由して、レギュレータ回路２
内の制御ユニット２０に供給される。この制御信号ＣＮＴに基づいて、制御ユニット２０
は、レギュレータトランジスタ（ｐ型ＭＯＳトランジスタ）２５を、オン状態にする。レ
ギュレータ回路２がアクティブ状態になり、その出力ノード９０の電位ＯｕｔＲＥＧは、
上昇する。
【００８８】
　“Ｈ”レベルの制御信号ＣＮＴが、制御信号線７５Ｂを経由して、オフ制御回路６０内
の各制御トランジスタ（ｎ型トランジスタ）１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂのゲートに
、供給される。これによって、制御トランジスタ１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂは、オ
ン状態になる。　
　レギュレータ回路２の駆動によるレギュレータトランジスタ２５の出力ノードの電位の
上昇により、配線（制御線）７９の信号レベルは、レギュレータ回路２の出力ノードＯｕ
ｔＲＥＧ（９０）の電位の上昇に追従して、上昇する。　
　そして、配線７９の電位の上昇に伴って、配線７９に接続されたオン状態の制御トラン
ジスタ１２Ａ，１２Ｂのチャネルを経由して、インバータ１５Ａ，１５Ｃの入力ノードの
電位は、上昇する。
【００８９】
　レギュレータトランジスタ２５の駆動力に応じた所定の期間が経過すると、レギュレー
タ回路２の出力ノード９０から一定の出力電圧ＶＲＥＧが出力される。
【００９０】
　オフ制御回路６０の初段のインバータ１５Ａの入力ノードｎｄ１（又は、最終段のイン
バータ１５Ｃの入力ノードｎｄ１）に、“Ｈ”レベルに対応する電位（例えば、出力電圧
ＶＲＥＧの２分の１以上の電位）が印加されると、オフ制御回路６０の最終段のインバー
タ１５Ｃは、“Ｌ”レベルの信号を出力する。
【００９１】
　このように、オフ制御回路６０内において、“Ｌ”レベルの信号が、ＥＳＤ保護回路６
内の放電トランジスタとしてのｎ型ＭＯＳトランジスタ１７のゲートに、供給されるため
、放電トランジスタ１７は、オフする。
【００９２】
　これによって、レギュレータ回路２の駆動開始時、ＥＳＤ保護回路６は、レギュレータ
回路２の出力ノード９０から実質的に電気的に分離される。それゆえ、レギュレータ回路
２の出力ＯｕｔＲＥＧが、ＥＳＤ保護回路６にリークすることは、ほとんどない。
【００９３】
　そして、電源回路１００がオフされ、電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２の印加が停止される
と、制御信号ＣＮＴは、“Ｌ”レベルにされる。レギュレータ回路２が非アクティブ状態
にされ、出力ノードＯｕｔＲｅｇの電位が下降し、“Ｌ”レベル（ゼロ）になる。これに
よって、電源回路１００の動作が、停止される。
【００９４】
　尚、信号線７９の電位レベルが、“Ｈ”レベルになるまでの期間（レギュレータ回路２
が定格電圧ＶＲＥＧ／定格電流を出力するまでの期間）において、“Ｌ”レベルの信号に
相当する電位が、オフ制御回路２０に印加される。それゆえ、“Ｌ”レベルから放電トラ
ンジスタ１７のしきい値電圧に相当する電位に上昇するまでの期間において、放電トラン
ジスタ１７がオン状態になり、放電トランジスタ１７の出力ノードＯＴｒに、電圧／電流
が生じる可能性がある。　
　但し、出力トランジスタ１７がオン状態になっている期間は、レギュレータ回路２の駆
動が開始されて所定の電圧を出力するまでの期間内に収まり、出力トランジスタ１７がオ
ン状態になっている期間は短い。また、レギュレータ回路２の駆動が開始されて所定の電
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圧を出力するまでの期間において、出力ノード（出力端子）９０とグランド線７１との間
の電位差も、小さい。それゆえ、レギュレータ回路２の駆動が開始されて所定の電圧を出
力するまでの期間内において、オン状態になる出力トランジスタ１７による悪影響は、ほ
とんど無い。信号線７９の電位レベルが、“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルになるまでの期
間においても、これと同様である。
【００９５】
　以上のように、本実施形態の電源回路１００は、レベルシフト回路１が、出力を調整す
るレギュレータ回路２及びＥＳＤを放電させるＥＳＤ保護回路（例えば、遅延回路型ＥＳ
Ｄ保護回路）６のアクティブ／非アクティブ状態を制御する制御信号ＣＮＴを、出力する
。
【００９６】
　電源回路１００に電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が投入されない場合に、発生したＥＳＤ
から電源回路１００を保護できる。
【００９７】
　本実施形態の電源回路１００に電源電圧ＶＤＤ１，ＶＤＤ２が投入され、電源回路１０
０が起動された場合、レベルシフト回路１からの制御信号ＣＮＴに基づいて、ＥＳＤ保護
回路６を非アクティブ状態とし、ＥＳＤ保護回路１をレギュレータ回路２（電源回路１０
０の出力端子９０）から電気的に分離される。
【００９８】
　それゆえ、本実施形態の電源回路１００は、電源回路１００に対する電源電圧ＶＤＤ１
，ＶＤＤ２の投入時、ＥＳＤ保護回路６内にリーク電流（ラッシュ電流）が流れるのを防
止でき、リーク電流に起因したレギュレータ回路２の動作不良を抑制でき、電源回路１０
０を安定に起動できる。
【００９９】
　したがって、本実施形態の半導体回路によれば、ＥＳＤ保護回路の誤動作に起因した半
導体回路の動作不良を、抑制できる。
【０１００】
　［その他］　
　上述において、図２に、本実施形態の半導体回路が含むＥＳＤ保護回路の内部構成が示
されている。しかし、本実施形態の半導体回路が含むＥＳＤ保護回路は、レベルシフト回
路からの制御信号に基づいて、半導体回路が含むレギュレータ回路と電気的に分離できる
内部構成を有していれば、図２の内部構成に限定されない。
【０１０１】
　実施形態の半導体回路は、例えば、ロジック回路、イメージセンサ、フラッシュメモリ
及びそれらを含むシステムＬＳＩに用いることができる。
【０１０２】
　例えば、本実施形態の半導体回路（電源回路）は、ＣＭＯＳイメージセンサ（又はＣＣ
Ｄセンサ及びイメージセンサからの信号を処理する信号処理回路（ＤＳＰ：Digital Sign
al Processor）に接続される。
【０１０３】
　例えば、イメージセンサのセンサ部（画素アレイ）及びＡＤ変換回路は、厚膜トランジ
スタを用いて形成され、例えば、ＤＳＰのようなロジック回路は、薄膜トランジスタを用
いて形成されている。
【０１０４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
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【符号の説明】
【０１０５】
　１：レベルシフト回路、２：レギュレータ回路、６：ＥＳＤ保護回路、１７，２５：電
界効果トランジスタ、１００：電源回路。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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