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(57)【要約】
デバイスは、トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応
答して電源電圧をクランプするように構成されたスナッ
プバッククランプ回路を含む。少なくとも１つの実施形
態では、スナップバッククランプ回路は、クランプトラ
ンジスタと、トリガ電圧レベルを較正するための制御信
号に応答するプログラム可能な抵抗部分とを含む。代替
的には、または加えて、スナップバッククランプ回路は
、クランプトランジスタのゲート端子をバイアスするこ
とによってトリガ電圧レベルを較正するように構成され
たプログラム可能なバイアスデバイスを含むことができ
る。別の特定の実施形態では、スナップバッククランプ
回路を較正する方法が開示される。別の特定の実施形態
では、集積回路を動作させる方法が開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成
されたスナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、クランプトランジスタと、前記トリガ電圧レベル
を較正するための制御信号に応答するプログラム可能な抵抗部分とを含む、デバイス。
【請求項２】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタのボディ端子に結合され
ている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
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前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に各々
結合された複数の抵抗器を含む、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
前記複数の抵抗器のうちの第１の抵抗器が、さらに、第１のスイッチに結合されており
、前記複数の抵抗器のうちの第２の抵抗器が、さらに、第２のスイッチに結合されている
、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
前記制御信号が、マルチビットコードであり、前記第１のスイッチが、前記マルチビッ
トコードの第１のビット値によってゲートされる第１のトランジスタを含み、さらに、前
記マルチビットコードの第２のビット値によってゲートされる第２のトランジスタを含み
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、前記第２のスイッチが、前記第１のビット値の補数によってゲートされる第３のトラン
ジスタ、前記第２のビット値の補数によってゲートされる第４のトランジスタ、またはそ
れらの組み合わせを含む、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第３のスイッチに結合された低抵抗経路をさらに含
む、請求項４に記載のデバイス。
【請求項７】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第１の幅対長さ比を有する第１のトランジスタを含
み、さらに、第２の幅対長さ比を有する第２のトランジスタを含み、前記第２の幅対長さ
比が、前記第１の幅対長さ比よりも大きい、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項８】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記第１のトランジスタが前記制御信号の第１のビ
ット値によって活性化されたときに、第１の抵抗を有し、前記プログラム可能な抵抗部分
が、前記第２のトランジスタが前記第１のビット値の補数によって活性化されたときに、
第２の抵抗を有し、前記第１の抵抗が、前記第２の抵抗よりも大きい、請求項７に記載の
デバイス。
【請求項９】
前記第２の幅対長さ比が、前記第１の幅対長さ比の約２倍である、請求項７に記載のデ
バイス。
【請求項１０】
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前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタのボディ端子に結合され
た少なくとも１つのポリシリコン抵抗器を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
前記トリガ電圧レベルが、前記電源電圧を提供する回路網に関連付けられたトレースイ
ンダクタンスに基づいてプログラムされる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路に関連付けられた寄生バイ
ポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項１３】
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前記クランプトランジスタのゲート端子をバイアスすることによって前記トリガ電圧レ
ベルをさらに較正するように構成されたプログラム可能なバイアスデバイスをさらに備え
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１４】
前記トリガ電圧レベルが、前記プログラム可能なバイアスデバイスによってバイアスさ
れた前記クランプトランジスタのゲート−ソース間電圧に基づいてさらに決定される、請
求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、ダイオードデバイスに結合されたプログラ
ム可能な電流源を含む、請求項１３に記載のデバイス。
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【請求項１６】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、電流源に結合されたプログラム可能な抵抗
を含む、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１７】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、ダイオードデ
バイスとを含み、前記ダイオードデバイスが、抵抗器に結合されている、請求項１３に記
載のデバイス。
【請求項１８】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、プログラム可
能な抵抗とを含む、請求項１３に記載のデバイス。
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【請求項１９】
トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成
されたスナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、クランプトランジスタと、前記クランプトランジ
スタのゲート端子をバイアスすることによって前記トリガ電圧レベルを較正するように構
成されたプログラム可能なバイアスデバイスとを含む、デバイス。
【請求項２０】
前記トリガ電圧レベルが、前記プログラム可能なバイアスデバイスによってバイアスさ
れた前記クランプトランジスタのゲート−ソース間電圧に基づいて決定される、請求項１
９に記載のデバイス。
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【請求項２１】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、ダイオードデバイスに結合されたプログラ
ム可能な電流源を含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２２】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、電流源に結合されたプログラム可能な抵抗
を含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２３】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、抵抗器に結合されたプログラム可能な電流
源を含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２４】
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前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、プログラム可
能な抵抗とを含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２５】
前記スナップバッククランプ回路が、前記トリガ電圧レベルをさらに較正するように構
成されたプログラム可能な抵抗部分をさらに含み、前記プログラム可能な抵抗部分が、前
記クランプトランジスタのボディ端子に結合されている、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２６】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に各々
結合された複数の抵抗器を含む、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
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前記複数の抵抗器のうちの第１の抵抗器が、さらに、第１のスイッチに結合されており
、前記複数の抵抗器のうちの第２の抵抗器が、さらに、第２のスイッチに結合されている
、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
前記第１のスイッチが、マルチビットコードの第１のビット値によってゲートされる第
１のトランジスタを含み、さらに、前記マルチビットコードの第２のビット値によってゲ
ートされる第２のトランジスタを含み、前記第２のスイッチが、前記第１のビット値の補
数によってゲートされる第３のトランジスタ、前記第２のビット値の補数によってゲート
される第４のトランジスタ、またはそれらの組み合わせを含む、請求項２７に記載のデバ
イス。
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【請求項２９】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第３のスイッチに結合された低抵抗経路をさらに含
む、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項３０】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第１の幅対長さ比を有する第１のトランジスタを含
み、さらに、第２の幅対長さ比を有する第２のトランジスタを含み、前記第２の幅対長さ
比が前記第１の幅対長さ比よりも大きい、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項３１】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記第１のトランジスタが第１のビット値によって
ゲートされたとき、第１の抵抗に関連付けられ、前記プログラム可能な抵抗部分が、前記
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第２のトランジスタが前記第１のビット値の補数によってゲートされたとき、第２の抵抗
に関連付けられ、前記第１の抵抗が、前記第２の抵抗よりも大きい、請求項３０に記載の
デバイス。
【請求項３２】
前記第２の幅対長さ比が、前記第１の幅対長さ比の約２倍である、請求項３０に記載の
デバイス。
【請求項３３】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に結合
された少なくとも１つのポリシリコン抵抗器を含む、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項３４】
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前記トリガ電圧レベルが、前記電源電圧を提供する回路網に関連付けられたトレースイ
ンダクタンスに基づいてプログラムされる、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項３５】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路に関連付けられた寄生バイ
ポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項１９に記載のデバ
イス。
【請求項３６】
スナップバッククランプ回路を較正する方法であって、
制御信号を介してクランプトランジスタに関連付けられたボディ−接地間抵抗を変更す
ることによって、スナップバッククランプ回路に関連付けられたトリガ電圧レベルを較正
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することと、
前記トリガ電圧レベルをさらに較正するように前記クランプトランジスタのゲート端子
をバイアスするために、前記スナップバッククランプ回路のプログラム可能なバイアスデ
バイスをプログラムすることとを備える、方法。
【請求項３７】
前記ボディ−接地間抵抗を変更することが、前記制御信号に基づいて複数のトランジス
タをゲートすることを含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
プログラム可能な電流源でダイオードデバイスをバイアスすることによって、前記クラ
ンプトランジスタの前記ゲート端子をバイアスすることをさらに備える、請求項３６に記
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載の方法。
【請求項３９】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路を電源電圧に結合した後、
較正される、請求項３６に記載の方法。
【請求項４０】
トリガ電圧レベルに基づいて電源電圧をクランプするための手段と、
前記トリガ電圧レベルを較正するための手段とを備え、前記トリガ電圧レベルを較正す
るための前記手段が、
前記電源電圧をクランプするための前記手段の入力ノードをバイアスするための手段と
10

、
前記電源電圧をクランプするための前記手段に関連付けられたボディ−接地間抵抗を変
更するための手段とを備える、装置。
【請求項４１】
前記電源電圧をクランプするための前記手段が、クランプトランジスタを備え、前記入
力ノードが、前記クランプトランジスタのゲート端子を備える、請求項４０に記載の装置
。
【請求項４２】
スナップバッククランプ回路のプログラム可能な抵抗部分を較正するための制御信号を
生成することによって、前記スナップバッククランプ回路のトリガ電圧レベルを較正する
ためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体。
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【請求項４３】
前記制御信号が、マルチビットコードであり、前記マルチビットコードのビット値の第
１の組み合わせが、前記プログラム可能な抵抗部分の複数のトランジスタの第１のサブセ
ットを活性化し、前記マルチビットコードのビット値の第２の組み合わせが、前記複数の
トランジスタの第２のサブセットを活性化する、請求項４２に記載の非一時的なコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項４４】
スナップバッククランプ回路のプログラムされたバイアスデバイス、前記スナップバッ
ククランプ回路のプログラムされたボディ−接地間抵抗、またはそれらの組み合わせに基
づいて決定されたトリガ電圧レベルを有する前記スナップバッククランプ回路を備え、
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前記スナップバッククランプ回路が、静電放電（ＥＳＤ）イベント中に、前記トリガ電
圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成されており
、
前記スナップバッククランプ回路が、集積回路のグリッチ抑制とＥＳＤ保護とを可能に
する、集積回路。
【請求項４５】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のクランプトランジスタの
寄生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項４４に記
載の集積回路。
【請求項４６】
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集積回路の動作中に電源電圧をクランプする方法であって、
静電放電（ＥＳＤ）イベント中に、トリガ電圧レベルを超える前記電源電圧に応答して
、前記集積回路のスナップバッククランプ回路によって前記電源電圧をクランプすること
を備え、
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のプログラムされたバイア
スデバイス、前記スナップバッククランプ回路のプログラムされたボディ−接地間抵抗、
またはそれらの組み合わせに応答して決定され、
前記スナップバッククランプ回路が、前記集積回路のグリッチ抑制とＥＳＤ保護とを可
能にする、方法。
【請求項４７】
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前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のクランプトランジスタの
寄生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項４６に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
[0001]

本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる２０１３年３月１１

日に出願された米国特許出願第１３／７９４，２６８号の利益を主張するものである。
【０００２】
[0002]
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本開示は、全体的には、電子デバイスに関し、より具体的には、スナップバッ

ククランプ回路を含む電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
[0003]

技術の進歩は、より小さく、より強力な電子デバイスをもたらした。たとえば

、現在、小型で、軽量で、ユーザによって容易に搬送され得る、携帯ワイヤレス電話と、
携帯情報端末（ＰＤＡ）と、ページングデバイスとを含む、様々な携帯電子デバイスが存
在する。セルラ電話およびワイヤレスインターネットプロトコル（ＩＰ）電話のような特
定の電子デバイスは、ワイヤレスネットワークを介して、音声と、データパケットとを通
信することができる。さらに、多くのそのような電子デバイスは、その中に組み込まれて
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いる他のタイプのデバイスを含む。たとえば、ワイヤレス電話は、また、デジタルスチル
カメラと、デジタルビデオカメラと、デジタルレコーダと、オーディオファイルプレーヤ
とを含むことができる。また、ワイヤレス電話は、インターネットにアクセスするために
使用され得るウェブブラウザアプリケーションのようなソフトウェアアプリケーションを
含む、実行可能な命令を処理することができる。そのように、ワイヤレス電話および他の
電子デバイスは、集積回路を使用して実現され得る重要なコンピューティング能力を含む
ことができる。
【０００４】
[0004]

電子デバイスに関連付けられた電源電圧の変動は、電子デバイスを損傷する、

または電子デバイスの動作を変更する可能性がある。たとえば、電源電圧に関連付けられ
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た「グリッチ（glitch）」は、集積回路のような電子デバイスの構成要素を潜在的に破損
する可能性がある電源電圧の「スパイク」を引き起こす可能性がある。別の例として、静
電放電（ＥＳＤ）は、物体または人から電子デバイスへの電荷の移動に起因して発生する
可能性がある。ＥＳＤは、集積回路の動作をひどく変化させる可能性があり、または、（
たとえば、集積回路のトランジスタのゲート酸化層を破損することによって）集積回路に
損傷を引き起こす可能性があり、それによって、集積回路を利用する電子デバイスに損傷
を与える。
【発明の概要】
【０００５】
[0005]

特定のデバイスは、トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して、電源電圧
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を「クランプ」することによって、特定の動作範囲内に電源電圧を維持するために、クラ
ンプ回路を利用することができる。たとえば、「大きなＦＥＴ」クランプ回路のような電
界効果トランジスタ（ＦＥＴ）クランプ回路は、トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応
答して、導電性になることができ、電流を分散させることができる。しかしながら、大き
なＦＥＴクランプ回路は、遅い応答時間に関連付けられ得、したがって、特定の用途での
電源グリッチ保護に適していない可能性がある。クランプ回路の別の例として、「スナッ
プバック」クランプ回路は、スナップバッククランプ回路に関連付けられたトリガ電圧レ
ベルを超える電源電圧に応答して、電流を分散させるために、ＦＥＴに関連付けられた寄
生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果を利用することができる。特定の回路構成
要素は、スナップバッククランプ回路に関連付けられた比較的大きな保持電圧（たとえば
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、クランプ動作中にスナップバック回路が「スナップバック」する電圧）に耐えるように
設計され得ないので、スナップバッククランプ回路は、いくつかの用途での静電放電（Ｅ
ＳＤ）保護に適していない可能性がある。
【０００６】
[0006]

本開示の少なくとも１つの実施形態によるスナップバッククランプ回路は、較

正され得るトリガ電圧レベルを有するスナップバッククランプ回路を含む。スナップバッ
ククランプ回路の動作は、適切な範囲内（たとえば、ＥＳＤイベント中に特定の回路構成
要素に損傷を与えないように十分に低い）に較正（たとえば低く）され得るトリガ電圧レ
ベルに応答してクランプしつつ、スナップバッククランプ回路に関連付けられた高速応答
時間を有利に組み込むことができ、したがって、電源グリッチ抑制とＥＳＤ保護の両方を

10

可能にする。たとえば、トリガ電圧レベルは、スナップバッククランプ回路に関連付けら
れた選択されたボディ−接地間抵抗に基づいて、スナップバッククランプ回路に印加され
るゲート−ソース間電圧に基づいて、またはそれらの組み合わせで較正され得る。特定の
例示的な実施形態では、スナップバッククランプ回路は、集積回路内に含まれ、トリガ電
圧レベルは、以下にさらに説明されているように、集積回路（または、その一部）に供給
する電源電圧に関連付けられたオフチップトレースインダクタンスによって引き起こされ
る電源グリッチに基づいて較正される。
【０００７】
[0007]

例示するために、デバイスは、スピーカを駆動するＤ級増幅器を有する集積回

路を含むことができる。Ｄ級増幅器は、高周波方形波信号（たとえば、オーディオ信号を
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符号化する６００キロヘルツ（ｋＨｚ）方形波信号）を生成するように構成され得る。Ｄ
級増幅器は、方形波信号を生成するために、すばやくオンとオフに「スイッチング」され
得る。より高速のスイッチングは、より良好な性能（たとえば、より良好な信号解像度、
より少ない高調波歪み、またはそれらの組み合わせ）に関連付けられ得る。しかしながら
、高周波方形波信号を生成するために、トランジスタをすばやくオンとオフにスイッチン
グすることは、Ｄ級増幅器によって引き出される電流の量の変化に応答して、オフチップ
トレースインダクタンスに電圧を出力させることなどによって、増幅器電源にスパイクま
たは「グリッチ」を引き起こす可能性がある。電源電圧グリッチは、デバイスに、弱い損
傷（たとえば、増加された高調波歪みのような、低下された性能）または強い損傷（たと
えば、電源グリッチに関連して動作するように設計されていない低電力構成要素への損傷
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のような、ハードウェアの損傷）を引き起こす可能性がある。少なくとも１つの実施形態
では、プログラム可能なスナップバッククランプ回路は、以下にさらに説明されているよ
うに、増幅器電源でのグリッチを抑制するために、トレースインダクタンスに基づいて（
たとえば、スナップバッククランプ回路のトリガ電圧レベルを較正することによって）較
正され得る。
【０００８】
[0008]

特定の実施形態では、デバイスは、トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答

して電源電圧をクランプするように構成されたスナップバッククランプ回路を含む。スナ
ップバッククランプ回路は、クランプトランジスタと、プログラム可能な抵抗部分とを含
む。プログラム可能な抵抗部分は、トリガ電圧レベルを較正するための制御信号に応答す
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る。
【０００９】
[0009]

別の特定の実施形態では、デバイスは、トリガ電圧レベルを超える電源電圧に

応答して電源電圧をクランプするように構成されたスナップバッククランプ回路を含む。
スナップバッククランプ回路は、クランプトランジスタと、プログラム可能なバイアスデ
バイスとを含む。プログラム可能なバイアスデバイスは、クランプトランジスタのゲート
端子をバイアスすることによって、トリガ電圧レベルを較正するように構成されている。
【００１０】
[0010]

別の特定の実施形態では、スナップバッククランプ回路を較正する方法が開示

される。方法は、トリガ電圧レベルをさらに較正するための制御信号を介してクランプト
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ランジスタに関連付けられたボディ−接地間抵抗を変更し、プログラム可能なバイアスデ
バイスに基づいてクランプトランジスタのゲート端子をバイアスすることによって、スナ
ップバッククランプ回路に関連付けられたトリガ電圧レベルを較正することを含む。
【００１１】
[0011]

別の特定の実施形態では、装置は、トリガ電圧レベルに基づいて電源電圧をク

ランプするための手段を含む。装置は、トリガ電圧レベルを較正するための手段をさらに
含む。トリガ電圧レベルを較正するための手段は、電源電圧をクランプするための手段の
入力ノードをバイアスするための手段と、電源電圧をクランプするための手段に関連付け
られたボディ−接地間抵抗を変更するための手段とを含む。
10

【００１２】
[0012]

別の特定の実施形態では、非一時的なコンピュータ可読媒体は、プロセッサに

よって実行可能な命令を記憶している。命令は、スナップバッククランプ回路のプログラ
ム可能な抵抗部分を較正するための制御信号を生成することによって、スナップバックク
ランプ回路のトリガ電圧レベルを較正するために、プロセッサによって実行可能である。
【００１３】
[0013]

別の特定の実施形態では、集積回路は、トリガ電圧レベルを有するスナップバ

ッククランプ回路を含む。トリガ電圧レベルは、スナップバッククランプ回路のプログラ
ムされたバイアスデバイス、スナップバッククランプ回路のプログラムされたボディ−接
地間の抵抗、またはそれらの組み合わせに基づいて決定される。スナップバッククランプ
回路は、静電放電（ＥＳＤ）イベント中に、トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答し
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て、電源電圧をクランプするように構成される。スナップバッククランプ回路は、集積回
路のグリッチ抑制とＥＳＤ保護とを可能にする。
【００１４】
[0014]

別の特定の実施形態では、集積回路を動作させる方法が開示される。方法は、

静電放電（ＥＳＤ）イベント中のトリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して、集積回
路のスナップバッククランプ回路によって電源電圧をクランプすることを含む。トリガ電
圧レベルは、スナップバッククランプ回路のプログラムされたバイアスデバイス、スナッ
プバッククランプ回路のプログラムされたボディ−接地間の抵抗、またはそれらの組み合
わせに応答して決定される。スナップバッククランプ回路は、集積回路のグリッチ抑制と
ＥＳＤ保護とを可能にする。

30

【００１５】
[0015]

開示された実施形態のうちの少なくとも１つによって提供される１つの特定の

利点は、電源電圧グリッチ抑制および静電放電（ＥＳＤ）保護が、特定の用途に基づいて
較正され得ることである。たとえば、以下にさらに説明されているように、スナップバッ
ククランプ回路のトリガ電圧レベルは、スナップバッククランプ回路を含む集積回路に結
合されたオフチップ部分に関連付けられたトレースインダクタンスに基づいて較正され得
る。したがって、トリガ電圧レベルは、各用途のためのトリガ電圧レベルを別々にあらか
じめ較正する、または、様々な用途のための単一のトリガ電圧レベルをあらかじめ較正す
る代わりに、集積回路の製造後に較正され得る。加えて、以下にさらに説明されているよ
うに、トリガ電圧レベルは、スナップバッククランプが、電源電圧グリッチを抑制するこ
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とと、ＥＳＤイベントに対して回路網を保護することの両方を可能にするように較正され
得る。本開示の他の態様、利点、および特徴は、以下のセクション、すなわち、図面の簡
単な説明と、発明を実施するための形態と、特許請求の範囲とを含む本出願全体の再検討
の後に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】[0016]

スナップバッククランプ回路のトリガ電圧レベルを較正するための制御

信号に応答するスナップバッククランプ回路を有するデバイスを含むシステムの図。
【図２】[0017]

図１のスナップバッククランプ回路の特定の例示的な実施形態の図。

【図３】[0018]

図１のスナップバッククランプ回路の別の特定の例示的な実施形態の図
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。
【図４】[0019]

図１のスナップバッククランプ回路の別の特定の例示的な実施形態の図

。
【図５】[0020]

図１のスナップバッククランプ回路の別の特定の例示的な実施形態の図

。
【図６】[0021]

図１のスナップバッククランプ回路の別の特定の例示的な実施形態の図

。
【図７】[0022]

図１のスナップバッククランプ回路の別の特定の例示的な実施形態の図

。
【図８】[0023]

図１のスナップバッククランプ回路の一部の特定の例示的な実施形態の

10

図。
【図９】[0024]

スナップバッククランプ回路を較正し、動作させる方法の特定の例示的

な実施形態のフローチャート。
【図１０】[0025]

スナップバッククランプ回路を含む通信デバイスのブロック図。

【発明を実施するための形態】
【００１７】
[0026]

図１は、デバイス１００と較正回路網１６０（たとえば、コンピュータ）とを

含むシステムの特定の例示的な実施形態を示す。較正回路網１６０は、プロセッサ１６４
に結合されたメモリ１６２（たとえば、コンピュータ可読メモリ）を含む。メモリ１６２
は、以下にさらに説明されているように、制御信号１１６を生成するためにプロセッサ１

20

６４によって実行可能なトリガ電圧レベル較正命令１６６を記憶することができる。本明
細書で使用される場合、メモリ１６２のようなメモリは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用
メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気
的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、レジスタ
、ハードディスク、リムーバブルディスク、または任意の他の形態の非一時的な記憶媒体
を含むことができる。
【００１８】
[0027]

デバイス１００は、オンチップ部分１５０（たとえば、集積回路）とオフチッ

プ部分１５２（たとえば、デバイス１００に関連付けられた電源回路網）とを含むことが
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できる。オンチップ部分１５０は、スナップバッククランプ回路１１０を含む。図１のス
ナップバッククランプ回路１１０は、クランプトランジスタ１１２とプログラム可能な抵
抗部分１１４とを含む。以下にさらに説明されているように、プログラム可能な抵抗部分
１１４は、クランプトランジスタ１１２に関連付けられたボディ−接地間抵抗を変更する
ために較正され得る構成要素を含むことができる。代替的には、またはプログラム可能な
抵抗部分１１４に加えて、スナップバッククランプ回路１１０は、以下にさらに説明され
ているように、クランプトランジスタ１１２をバイアスするために１つまたは複数のプロ
グラム可能なバイアスデバイスを含むことができる。
【００１９】
[0028]

スナップバッククランプ回路１１０は、電源電圧１０４（たとえば、約５．５
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ボルトの直流（ＤＣ）電圧を有する電源電圧）に応答する。スナップバッククランプ回路
１１０は、「トリガ電圧レベル」に関連付けられ得る。たとえば、トリガ電圧レベルを超
える電源電圧１０４の大きさに応答して、クランプトランジスタ１１２は、スナップバッ
ククランプ回路１１０の動作に関連して以下にさらに説明されているように、電源電圧１
０４の大きさが「保持」電圧まで下げられるまで、クランプトランジスタ１１２のボディ
端子を介してグランドに電流をシャントすることによって、電源電圧１０４を「クランプ
する」（たとえば、制限する）ことを開始することができる。
【００２０】
[0029]

オンチップ部分１５０は、さらに、電源電圧１０４によって給電される１つま

たは複数の追加の構成要素を含むことができる。特定の実施形態では、オンチップ部分１
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５０は、さらに、電源電圧１０４によって給電される負荷１２４を含む。オンチップ部分
１５０は、オンチップトレースインダクタンス１１８、１２０として図１に示されている
ように、トレースインダクタンス（たとえば、導電性チャネルの長さのような物理的な回
路特性に起因する寄生インダクタンス）に関連付けられ得る。
【００２１】
[0030]

オフチップ部分１５２は、デカップリングキャパシタ１４０（たとえば、電源

電圧１０４の特定の周波数をフィルタリングするためのキャパシタ）のような、電源電圧
１０４を生成するための回路網を含むことができる。デカップリングキャパシタ１４０は
、それぞれ、ＥＳＬ１４２とＥＳＲ１４４として図１に例示的に示されている、等価直列
インダクタンス（ＥＳＬ）と等価直列抵抗（ＥＳＲ）とに関連付けられ得る。オフチップ
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部分１５２は、オフチップトレースインダクタンス１２８、１３２として図１に例示的に
示されている追加のトレースインダクタンスに関連付けられ得る。オフチップ部分１５２
は、図１に示されているＩ／Ｏ構成要素１２５、１２６、１２７のような１つまたは複数
の入力／出力（Ｉ／Ｏ）構成要素（たとえば、ピン）を介してオンチップ部分１５０に結
合され得る。スナップバッククランプ回路１１０は、シリアルバス（図１には示されてい
ない）のようなＩ／Ｏ構成要素を介して制御信号１１６に応答することができる。
【００２２】
[0031]

スナップバッククランプ回路１１０の較正中のような動作中に、プロセッサ１

６４は、スナップバッククランプ回路１１０に関連付けられたトリガ電圧レベルを較正す
るための制御信号１１６を生成するために、トリガ電圧レベル較正命令１６６を実行する
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ことができる。たとえば、プロセッサ１６４は、以下にさらに説明されているように、ク
ランプトランジスタ１１２に関連付けられたボディ−接地間抵抗を変更することなどによ
ってトリガ電圧レベルを較正するための制御信号１１６を生成するために、トリガ電圧レ
ベル較正命令１６６を実行することができる。
【００２３】
[0032]

プログラム可能な抵抗部分１１４は、制御信号１１６に応答するので、トリガ

電圧レベルは、１つまたは複数のトレースインダクタンス１１８、１２０、１２８、１３
２を補償するために、少なくとも部分的に較正され得る。たとえば、スナップバッククラ
ンプ回路１１０は、オンチップ部分１５０がオフチップ部分１５２に結合された後に較正
され得るので、スナップバッククランプ回路１１０は、（たとえば、電源電圧１０４の変
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動に応答して電流を出力することによって）電源電圧１０４に「グリッチ」を引き起こす
可能性があり、（たとえば、オンチップ部分１５０，オフチップ部分１５２、またはそれ
らの組み合わせに関連付けられたプロセス変動に起因して）オフチップ部分１５２にオン
チップ部分１５０を結合したのちにのみ知られるオフチップトレースインダクタンス１２
８、１３２のような、オフチップ寄生トレースインダクタンスを考慮してプログラム可能
であり得る。特定の例では、電源電圧１０４の値は、電源電圧１０４と、したがってトレ
ースインダクタンス１１８、１２０、１２８、１３２の大きさとに関連付けられた電源グ
リッチを検出するために、デバイス１００の動作中に観察され得る。トリガ電圧レベルは
、電源グリッチを補償するように調整され得る。したがって、トリガ電圧レベルは、有利
には、（たとえば、制御信号１１６が１つまたは複数のトレースインダクタンス１１８、
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１２０、１２８、１３２の大きさに基づいてトリガ電圧レベルを較正するように、トリガ
電圧レベル較正命令１６６を調整することによって）オフチップトレースインダクタンス
１２８、１３２の大きさに基づいて較正され得る。加えて、トリガ電圧レベルが決定され
た後に、メモリ１６２は、トリガ電圧レベルに対応するデータを記憶することができる。
データは、デバイス１００に加えてさらなるデバイス（図１には示されていない）を較正
するために、較正回路網１６０によってアクセスされ得る。
【００２４】
[0033]

さらに説明するために、デカップリングキャパシタ１４０の位置（たとえば、

オフチップ部分１５２の残りの部分に対するデカップリングキャパシタ１４０の位置）は
、オフチップトレースインダクタンス１２８、１３２のインダクタンス値に影響を与える
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可能性があることが留意されるべきである。たとえば、デカップリングキャパシタ１４０
をオンチップ部分１５０の比較的近くに配置することは、オフチップトレースインダクタ
ンス１２８、１３２によって引き起こされる電源グリッチを減少させる可能性がある。し
かしながら、デカップリングキャパシタ１４０の位置は、設計仕様（たとえば、デカップ
リングキャパシタ１４０とオンチップ部分１５０との間に配置されるべき他の構成要素に
よって決定され得るオフチップ部分１５２のレイアウト）によって制約される可能性があ
る。したがって、少なくとも１つの実施形態では、スナップバッククランプ回路１１０を
使用するデバイス１００の較正は、オンチップ部分１５０を含む集積回路の「テープアウ
ト」製造段階の後、オフチップ部分１５２にオンチップ部分１５０を接続した後、プリン
ト回路基板（ＰＣＢ）とのデバイス１００の統合の後、またはそれらの組み合わせの後な

10

どにデカップリングキャパシタ１４０の位置に基づいて決定されるトレースインダクタン
ス（たとえば、オフチップトレースインダクタンス１２８、１３２）に基づく動的な（た
とえば、「組立後」または「現場での」）較正を可能にすることができる。
【００２５】
[0034]

本明細書で使用される場合、「較正」および「プログラミング」は、デバイス

の製造中に発生する可能性がある（たとえば、制御信号１１６を介する）ワンタイムプロ
グラマブル（ＯＴＰ）ロジックを使用するような、不揮発性メモリ記憶および／または回
路網のワンタイムプログラミングを指すことができる。本明細書で使用される「較正」お
よび「プログラミング」は、また、「動的な」較正を可能にするために、制御信号１１６
のような制御信号が（たとえば、集積回路のピンを介して、または別のデバイス構成要素
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を介して）デバイス動作中にアサートされることを示すことができる。特定の較正の例は
、以下にさらに説明されている。
【００２６】
[0035]

図２は、図１のスナップバッククランプ回路１１０の特定の例示的な実施形態

を示す。図２のスナップバッククランプ回路１１０の特定の構成要素および動作は、図１
を参照して説明されているようなものであり得る。たとえば、図２のスナップバッククラ
ンプ回路１１０は、電源電圧１０４に応答し、クランプトランジスタ１１２を含む。クラ
ンプトランジスタ１１２は、プログラム可能な抵抗部分１１４に結合されている。プログ
ラム可能な抵抗部分１１４は、制御信号１１６のような制御信号に応答する。
【００２７】
[0036]
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図２の特定の例では、スナップバッククランプ回路１１０は、さらに、電流２

６０を生成するように構成された電流源２０４と、電流２６０に応答するダイオードデバ
イス２０８（たとえば、ダイオード構成のトランジスタ）と、接地ノード２２２とを含む
。図２に示されているように、クランプトランジスタ１１２は、ドレイン端子２１４と、
ソース端子２１６と、ゲート端子２１８と、ボディ端子２２０とを含むことができる。ボ
ディ端子２２０は、以下にさらに説明されているように、プログラム可能な抵抗部分１１
４を介して接地ノード２２２に選択的に結合され得る。ゲート端子２１８は、ダイオード
デバイス２０８に結合されている。ドレイン端子２１４は、電源電圧１０４に応答する。
ソース端子２１６は、接地ノード２２２に結合されている。
【００２８】
[0037]

40

図２の例では、プログラム可能な抵抗部分１１４は、示されているように、複

数の抵抗器と、対応する複数のスイッチ（たとえば、トランジスタ）とを含む。プログラ
ム可能な抵抗部分１１４の複数の抵抗器は、クランプトランジスタ１１２のボディ端子２
２０に結合されている。複数の抵抗器のうちの第１の抵抗器は、第１のスイッチに結合さ
れており、複数の抵抗器のうちの第２の抵抗器は、第２のスイッチに結合されている。加
えて、複数の抵抗器のうちの第３の抵抗器は、示されているように、第３のスイッチに結
合されている。３つの抵抗器と、３つの対応するスイッチとが示されているが、３つより
も多くまたは３つ未満の抵抗器およびスイッチが、プログラム可能な抵抗部分１１４に含
まれ得ることが理解されるべきである。
【００２９】
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プログラム可能な抵抗部分１１４は、さらに、示されているように第４のスイ

ッチに結合されている低抵抗経路（たとえば、「地絡（short‑to‑ground）」経路）を含
むことができる。第４のスイッチは、ボディ端子２２０から接地ノード２２２までの「短
絡」回路経路を作成するために有効にされ得る。第４のスイッチは、低抵抗経路を「開く
」ために無効にされ得る（すなわち、低抵抗経路は、第４のスイッチが無効にされたとき
、無効にされ得る）。したがって、低抵抗経路は、プログラム可能な抵抗部分１１４の抵
抗を変更するために使用され得る。
【００３０】
[0039]

動作中、プログラム可能な抵抗部分１１４は、制御信号１１６に応答する。た

とえば、制御信号１１６に応答して、プログラム可能な抵抗部分１１４のスイッチのうち

10

の１つまたは複数は、選択され得る。選択された各スイッチは、スイッチに対応する特定
の抵抗器に基づいて、プログラム可能な抵抗部分１１４に関連付けられた抵抗の増加、ま
たは、プログラム可能な抵抗部分１１４の抵抗の減少を可能にする。たとえば、第１のス
イッチを有効にすることは、第１の抵抗器をボディ端子２２０と接地ノード２２２とに接
続するように第１の抵抗器を切り替える。同様に、制御信号１１６は、第２の抵抗器をボ
ディ端子２２０と接地ノード２２２との間に接続するように第２のスイッチ選択すること
ができる。同様に、第３のスイッチは、第３の抵抗器をボディ端子２２０と接地ノード２
２２との間に選択的に接続するように選択され得る。したがって、１つまたは複数の抵抗
器は、ボディ端子２２０と接地ノード２２２との間に選択的に接続され得る。したがって
、プログラム可能な部分１１４は、１つまたは複数の抵抗レベルに較正（すなわち、プロ
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グラム）され得る、ボディ端子２２０と接地ノード２２２との間のボディ−接地間抵抗を
有する。複数の抵抗の各々の特定の抵抗値の選択と、並列の抵抗器の数と、有効にされる
または無効にされるスイッチの特定の配置は、特定のボディ−接地間抵抗を選択するため
に組み合わされ得る。
【００３１】
[0040]

プログラム可能な抵抗部分１１４の選択された抵抗に基づいて、特定のトリガ

電圧は、クランプトランジスタ１１２のために較正され得る。すなわち、プログラム可能
な抵抗部分１１４のボディ−接地間抵抗は、（たとえば、クランプトランジスタ１１２の
寄生バイポーラ動作中にどれくらい多くの電流がボディ端子２２０から接地ノード２２２
に消散され得るのかを決定することによって）クランプトランジスタ１１２のトリガ電圧

30

レベルに影響を与えるので、プログラム可能な抵抗部分１１４のボディ−接地間抵抗を較
正またはプログラムすることは、クランプトランジスタ１１２に関連付けられたトリガ電
圧レベルを変更することができる。
【００３２】
[0041]

図２を参照して説明されているように、クランプトランジスタ１１２のトリガ

電圧レベルを較正することは、「低すぎる」または「高すぎる」トリガ電圧レベルを設定
することを回避しながら、電源グリッチ抑制とＥＳＤ保護の両方を可能にすることができ
る。たとえば、クランプ回路は、典型的には、電流を消散することによって動作し、した
がって、エネルギーを消費するので、トリガ電圧レベルを特定のレベルに較正することは
、過剰にトリガしない、したがって、大量のエネルギーを消費しないのに十分な高さであ
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ると同時に、ＥＳＤイベントに対して保護するのに十分な低さのトリガ電圧レベルを提供
することができる。したがって、スナップバッククランプ回路１１０の信頼性および効率
は、調整され得る。さらに、（図９を参照してさらに説明されている）クランプトランジ
スタ１１２に関連付けられた寄生バイポーラ動作は、２０〜３０ピコ秒（ｐｓ）内のよう
な電源グリッチに応答して比較的迅速に開始し、図２のスナップバッククランプ回路１１
０は、電源グリッチだけでなくＥＳＤイベントに対して有利に保護することができる。
【００３３】
[0042]

代替的には、またはプログラム可能な抵抗部分１１４に加えて、トリガ電圧レ

ベルは、クランプトランジスタ１１２に印加されるゲート−ソース間電圧に基づいて決定
または調整され得る。クランプトランジスタ１１２のゲート−ソース間電圧は、図３を参

50

(13)

JP 2016‑517629 A 2016.6.16

照するなどして以下にさらに説明されているように、プログラム可能なバイアスデバイス
によってバイアスされ得る。
【００３４】
[0043]

図３は、図１のスナップバッククランプ回路１１０の別の特定の例示的な実施

形態を示す。図３のスナップバッククランプ回路１１０の特定の構成要素および動作は、
図１と図２とを参照して説明されているようなものであり得る。たとえば、図３のクラン
プトランジスタ１１２は、電源電圧１０４に応答する。クランプトランジスタ１１２は、
ゲート端子２１８とボディ端子２２０とを含む。プログラム可能な抵抗部分１１４は、制
御信号１１６とダイオードデバイス２０８とに応答する。
【００３５】
[0044]

10

加えて、図３の特定の例では、スナップバッククランプ回路１１０は、プログ

ラム可能なバイアスデバイスを含む。図３の例では、プログラム可能なバイアスデバイス
は、電流３６０（たとえば、プログラム可能な電流源３０４を制御することによって較正
され得る電流）を生成するように構成されたプログラム可能な電流源３０４（たとえば、
可変電流源）を含む。本明細書で説明されているように、プログラム可能なバイアスデバ
イスは、制御信号１１６、別の制御信号、またはそれらの組み合わせのような、１つまた
は複数の制御信号に応答することができる。図３のスナップバッククランプ回路１１０は
、さらに、ダイオードデバイス２０８に結合された抵抗器３１６を含むことができる。
【００３６】
[0045]

動作中、プログラム可能な電流源３０４は、電流３６０を介してダイオードデ
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バイス２０８をバイアスすることができる。ダイオードデバイス２０８は、電流３６０に
応答してクランプトランジスタ１１２のゲート端子２１８をバイアスすることができる。
クランプトランジスタ１１２のゲート端子２１８でのバイアス状態（たとえば、ゲート−
ソース間電圧）は、クランプトランジスタ１１２に関連付けられたトリガ電圧レベルに影
響を与えるので、プログラム可能な電流源３０４は、トリガ電圧レベルを較正するように
プログラムされ得る。
【００３７】
[0046]

したがって、電流３６０の大きさは、トリガ電圧レベルを較正するために、特

定のゲート−ソース間電圧にしたがってゲート端子２１８をバイアスするようにプログラ
ムされ得る。加えて、トリガ電圧レベルは、さらに、プログラム可能な抵抗部分１１４に
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関連付けられたボディ−接地間抵抗をプログラムすることによって較正され得る。少なく
とも１つの実施形態では、プログラム可能な抵抗部分１１４に関連付けられたボディ−接
地間抵抗を増加させながら、クランプトランジスタ１１２のゲート−ソース間電圧を上昇
させることによって、トリガ電圧レベルは、ＥＳＤイベントがスナップバッククランプ回
路１１０によって消散され得るように低下され得る。
【００３８】
[0047]

プログラム可能なバイアスデバイスおよびプログラム可能な抵抗部分１１４は

、たとえば、特定の用途に応じて、別々に制御可能であり得、プログラム可能なバイアス
デバイスとプログラム可能な抵抗部分１１４とのうちの一方または両方は、スナップバッ
ククランプ回路１１０を較正するために利用可能であり得ることが理解されるべきである
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。特定の例示的な実施形態では、プログラム可能なバイアスデバイスとプログラム可能な
抵抗部分１１４とのうちの一方は、トリガ電圧レベルの「粗い」調整として使用され、プ
ログラム可能なバイアスデバイスとプログラム可能な抵抗部分１１４とのうちの他方は、
トリガ電圧レベルの「細かい」調整として使用される。したがって、図３の特定の例は、
「粗い」および「細かい」調整によってなどの、スナップバッククランプ回路１１０のト
リガ電圧レベルのさらなる較正を可能にすることができる。
【００３９】
[0048]

図４は、図１のスナップバッククランプ回路１１０の別の特定の例示的な実施

形態を示す。図４のスナップバッククランプ回路１１０の特定の構成要素および動作は、
図１〜図３を参照して説明されているようなものであり得る。たとえば、図４のスナップ
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バッククランプ回路１１０は、電源電圧１０４に応答し、クランプトランジスタ１１２と
、ダイオードデバイス２０８と、電流源２０４と、制御信号１１６に応答するプログラム
可能な抵抗部分１１４とを含む。クランプトランジスタ１１２は、ゲート端子２１８を含
む。
【００４０】
[0049]

加えて、図４の特定の例では、スナップバッククランプ回路１１０は、プログ

ラム可能なバイアスデバイスを含む。図４の例では、プログラム可能なバイアスデバイス
は、プログラム可能な抵抗器４１６（たとえば、可変抵抗器のような、変更され得る抵抗
を有する抵抗器）を含む。
【００４１】
[0050]
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動作中、電流源２０４は、電流４６０を生成することによってダイオードデバ

イス２０８をバイアスすることができる。ダイオードデバイス２０８は、電流４６０に応
答してクランプトランジスタ１１２のゲート端子２１８をバイアスすることができる。た
とえば、プログラム可能な抵抗器４１６の選択された抵抗値に基づいて、ダイオードデバ
イス２０８がゲート端子２１８をバイアスするバイアス電流は、決定または調整され得る
。したがって、クランプトランジスタ１１２のゲート端子２１８は、プログラム可能な抵
抗器４１６の選択された抵抗値に基づいてバイアスされ得る。
【００４２】
[0051]

ゲート端子２１８でのバイアス状態は、クランプトランジスタ１１２に関連付

けられたトリガ電圧レベルに影響を与えるので、プログラム可能な抵抗器４１６の抵抗値
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の選択は、有利には、スナップバッククランプ回路１１０のスナップバック動作の較正を
可能にすることができる。少なくとも１つの実施形態では、トリガ電圧レベルは、図８を
参照してさらに説明されているように、スナップバッククランプ回路１１０を形成するた
めに使用される基板の抵抗率の変動のような、プロセス変動を考慮して較正され得る。
【００４３】
[0052]

図５は、図１のスナップバッククランプ回路１１０の別の特定の例示的な実施

形態を示す。図５のスナップバッククランプ回路１１０の特定の構成要素および動作は、
図１〜図４を参照して説明されているようなものであり得る。たとえば、図５のスナップ
バッククランプ回路１１０は、電源電圧１０４に応答し、クランプトランジスタ１１２と
、プログラム可能な電流源３０４と、ダイオードデバイス２０８と、プログラム可能な抵
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抗器４１６と、制御信号１１６に応答するプログラム可能な抵抗部分１１４とを含む。ク
ランプトランジスタ１１２は、ゲート端子２１８を含む。
【００４４】
[0053]

加えて、図５の特定の例では、スナップバッククランプ回路１１０は、プログ

ラム可能なバイアスデバイスを含む。図５のプログラム可能なバイアスデバイスは、プロ
グラム可能な電流源３０４とプログラム可能な抵抗器４１６とを含む。
【００４５】
[0054]

動作中、プログラム可能な電流源３０４とプログラム可能な抵抗器４１６の各

々は、電流５６０を生成することによってクランプトランジスタ１１２のゲート端子を選
択的にバイアスするために較正され得る。たとえば、プログラム可能な電流源３０４とプ

40

ログラム可能な抵抗器４１６とをプログラムすることによって、特定の値の電流５６０が
提供され得る。電流５６０は、クランプトランジスタ１１２のゲート端子２１８をバイア
スすることができるダイオードデバイス２０８をバイアスすることができる。スナップバ
ッククランプ回路１１０のトリガ電圧レベルは、クランプトランジスタ１１２のゲート−
ソース間電圧に関連するので、プログラム可能な電流源３０４とプログラム可能な抵抗４
１６とを制御することは、スナップバッククランプ回路１１０のスナップバック動作のさ
らなる制御を可能にすることができる。
【００４６】
[0055]

図６は、図１のスナップバッククランプ回路１１０の別の特定の例示的な実施

形態を示す。図６のスナップバッククランプ回路１１０の特定の構成要素および動作は、
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図１〜図５を参照するように説明され得る。たとえば、図５のスナップバッククランプ回
路１１０は、電源電圧１０４に応答し、クランプトランジスタ１１２と、ダイオードデバ
イス２０８と、電流源２０４と、接地ノード２２２と、制御信号１１６に応答するプログ
ラム可能な抵抗部分１１４とを含む。クランプトランジスタ１１２は、ゲート端子２１８
とボディ端子２２０とを含む。
【００４７】
[0056]

図６に示されているように、図６のプログラム可能な抵抗部分１１４は、複数

のトランジスタを含む。図６の特定の例では、複数のトランジスタは、４対のトランジス
タを含み、トランジスタの対の各々は、制御信号１１６の特定の対応する値によって活性
化される。特定の実施形態では、制御信号１１６は、マルチビットコード（たとえば、デ

10

ジタルコード）を含む。たとえば、制御信号１１６は、第１のビットｂ０と第２のビット
ｂ１とを有する２ビットコードであり得る。
【００４８】
[0057]

トランジスタの第１の対は、各々が論理的に高い値を有する第１のビット値ｂ

０と第２のビット値ｂ１とによって活性化され得る。トランジスタの第２の対は、論理的
に高い値を有する第１のビット値ｂ０と、論理的に低い値を有する第２のビット値ｂ１（
すなわち、論理的に高い値を有する第２のビット値ｂ１の補数）とによって活性化され得
る。さらに、トランジスタの第３の対は、論理的に高い値を有する第１のビット値ｂ０の
補数と、論理的に高い値を有する第２のビット値ｂ１とによって活性化され得る。図６に
示されているように、トランジスタの第４の対は、第１のビット値ｂ０の補数、および第
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２のビット値ｂ１の補数が、各々、論理的に高い値を有するとき、活性化され得る。した
がって、少なくとも１つの実施形態では、制御信号１１６のビット値の特定の組み合わせ
は、プログラム可能な抵抗部分１１４の複数のトランジスタの対応するサブセットを活性
化する。図６の特定の例は、４対のトランジスタを示しているが、図６は、例示であり、
他の構成は、本開示の範囲内であることが理解されるべきである。
【００４９】
[0058]

加えて、図６の特定の例では、トランジスタの対の各々は、それぞれの幅対長

さ（Ｗ／Ｌ）比に関連付けられている。たとえば、図６の特定の実施形態では、トランジ
スタの第１の対は、トランジスタの第４の対に関連付けられた幅対長さ比の約８倍のそれ
ぞれの幅対長さ比に関連付けられている。別の例として、トランジスタの第２の対は、ト
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ランジスタの第３の対に関連付けられたそれぞれの幅対長さ比の約２倍で、トランジスタ
の第４の対のそれぞれの幅対長さ比の約４倍であるそれぞれの幅対長さ比に関連付けられ
ている。図６の特定の例は、特定の幅対長さ比を示しているが、図６は、例示であり、他
の構成は、本開示の範囲内であることが理解されるべきである。
【００５０】
[0059]

動作中、制御信号１１６の特定の値は、ボディ端子２２０と接地ノード２２２

との間の特定の抵抗を達成するために、プログラム可能な抵抗部分１１４のトランジスタ
の特定の対を活性化することができる。たとえば、トランジスタの第１の対は、トランジ
スタの第２の対よりも大きい幅対長さ比を有するので、トランジスタの第１の対は、トラ
ンジスタの第２の対に関連付けられた第２の抵抗よりも大きい第１の抵抗に関連付けられ
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得る。トランジスタの第１の対を選択することは、したがって、トランジスタの第２の対
の選択と比較してより大きい電流がクランプトランジスタ１１２のボディ端子２２０から
接地ノード２２２に流れることを可能にすることができる。したがって、クランプトラン
ジスタ１１２に関連付けられたボディ−接地間抵抗は、プログラム可能な抵抗部分１１４
と制御信号１１６とを介して制御され得る。したがって、スナップバッククランプ回路１
１０のスナップバック動作に関連付けられたトリガ電圧レベルは、制御信号１１６を使用
して較正され得る。
【００５１】
[0060]

図７は、図１のスナップバッククランプ回路１１０の別の特定の例示的な実施

形態を示す。図７のスナップバッククランプ回路１１０の特定の構成要素および動作は、

50

(16)

JP 2016‑517629 A 2016.6.16

図１〜図６を参照して説明されているようなものであり得る。たとえば、図７のスナップ
バッククランプ回路１１０は、電源電圧１０４に応答し、クランプトランジスタ１１２と
、制御信号１１６に応答するプログラム可能な抵抗部分とを含む。加えて、図７の特定の
例では、スナップバッククランプ回路１１０は、プログラム可能な電流源３０４を含むプ
ログラム可能なバイアスデバイスを含む。
【００５２】
[0061]

さらに、図７の例では、プログラム可能な抵抗部分１１４は、各々がトランジ

スタのそれぞれの対に対応する３つの抵抗器を含む。プログラム可能な抵抗部分１１４の
トランジスタの動作は、図６を参照して説明されているようなものであり得る。加えて、
特定の用途に応じて、図７のプログラム可能な抵抗部分１１４の抵抗器は、示されている

10

ように抵抗器を含まない図６のプログラム可能な抵抗部分１１４に比べて、より大きいボ
ディ−接地間抵抗のプログラミングを可能にすることができる。さらに、図７のプログラ
ム可能な抵抗部分１１４は、「低抵抗」経路を含む。「低抵抗」経路の動作は、一般的に
、図２を参照して説明されているようなものであり得る。
【００５３】
[0062]

動作中、プログラム可能なバイアスデバイス（たとえば、プログラム可能な電

流源３０４）は、電流７６０を決定または調整するためにプログラムされ得る。電流７６
０は、ダイオードデバイス２０８をバイアスすることができ、ダイオードデバイス２０８
は、クランプトランジスタ１１２に関連付けられたゲート−ソース間電圧を決定すること
ができ、したがって、スナップバッククランプ回路１１０に関連付けられたスナップバッ
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ク動作の較正を可能にする。図７は、プログラム可能なバイアスデバイスがプログラム可
能な電流源３０４を含むことを示しているが、さらなる実施形態によれば、プログラム可
能なバイアスデバイスは、「固定」電流源、プログラム可能な抵抗器、「固定」抵抗を有
する抵抗器、またはそれらの組み合わせを含むことができる。プログラム可能な抵抗部分
１１４は、トリガ電圧レベルを（たとえば、クランプトランジスタ１１２の特定のボディ
−接地間抵抗を可能にするようにトランジスタの１つまたは複数の対を選択することによ
って）さらに調整するようにプログラムされ得る。
【００５４】
[0063]

図８を参照すると、図１のスナップバッククランプ回路１１０の一部（たとえ

ば、断面）の特定の例示的な実施形態が示されており、一般的に８００と指定されている
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。図８に示されているように、クランプトランジスタ１１２の特定の構成要素および動作
は、図１〜図７を参照して説明されているようなものであり得る。たとえば、スナップバ
ッククランプ回路１１０の部分８００は、クランプトランジスタ１１２と接地ノード２２
２とを含む。クランプトランジスタ１１２は、ドレイン端子２１４と、ソース端子２１６
と、ゲート端子２１８と、ボディ端子２２０とを含む。ドレイン端子２１４は、電源電圧
１０４に応答する。ソース端子２１６は、接地ノード２２２に結合されている。
【００５５】
[0064]

図８の例では、スナップバッククランプ回路１１０の部分８００は、抵抗器８

０８（たとえば、ポリシリコン抵抗）とスイッチ８１６（たとえば、トランジスタ）とを
含む。抵抗器８０８は、ボディ端子２２０に結合されており、以下にさらに説明されてい

40

るように、ビット８１２（たとえば、論理的に高い値または論理的に低い値）がアサート
され（たとえば、論理的に高い値である）、スイッチ８１６を活性化したとき、接地ノー
ド２２２に選択的に結合され得る。少なくとも１つの実施形態では、抵抗器８０８は、図
２を参照して説明されている複数の抵抗器のうちの抵抗器のような、プログラム可能な抵
抗部分１１４の抵抗器に対応する。ビット８１２は、制御信号１１６に、または、制御信
号１１６の特定のビット値（たとえば、第１のビット値ｂ０もしくは第２のビット値ｂ１
）に対応することができる。
【００５６】
[0065]

動作中、クランプトランジスタ１１２は、クランプトランジスタ１１２に関連

付けられたトリガ電圧レベルに到達したゲート端子２１８とソース端子２１６との間のゲ
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ート−ソース間電圧に応答して、スナップバッククランプモードの動作に入ることができ
る。すなわち、クランプトランジスタ１１２は、ゲート−ソース間電圧がトリガ電圧レベ
ルに到達したとき、（寄生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）８０４として図８に例
示的に示されている）寄生バイポーラ動作を開始することができる。クランプトランジス
タ１１２の寄生バイポーラ動作は、また、本明細書では「寄生バイポーラ接合トランジス
タ（ＢＪＴ）効果」と呼ばれる。
【００５７】
[0066]

ビット８１２がアサートされたとき、ボディ端子２２０は、（たとえば、スイ

ッチ８１６を活性化することによって）抵抗器８０８を介して接地ノード２２２に結合さ
れる。したがって、寄生バイポーラ動作の間、ボディ端子２２０は、ビット８１２がアサ

10

ートされたとき、接地ノード２２２に電流を放電することができる。ボディ端子２２０を
介して接地ノード２２２に放電される電流の量は、抵抗器８０８の抵抗値によって較正さ
れ得る（すなわち、クランプトランジスタ１１２のトリガ電圧レベルは、ビット８１２の
アサーションに基づいて調整され得る）。
【００５８】
[0067]

ボディ端子２２０を介して放電される電流の量は、スナップバッククランプ回

路１１０の部分８００を含む集積回路に関連付けられた１つまたは複数のプロセス変動に
よって影響を与えられ得る。たとえば、集積回路に関連付けられた（基板抵抗率８２０と
して図８に例示的に示されている）基板抵抗率は、集積回路の設計仕様から逸脱する可能
性がある。図８に例示的に示されているように、基板抵抗率８２０は、クランプトランジ
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スタ１１２のボディ−接地間抵抗に影響を与える可能性があり、したがって、クランプト
ランジスタ１１２のトリガ電圧レベルと動作とを、設計仕様から逸脱させる可能性があり
、電源グリッチ、ＥＳＤイベント、またはそれらの組み合わせに対する集積回路の感受性
を潜在的に引き起こす。ビット８１２に基づいてスイッチ８１６を選択的に活性化するこ
とによって、クランプトランジスタ１１２のボディ−接地間抵抗（および、トリガ電圧レ
ベル）は、設計仕様から逸脱する基板抵抗率８２０のようなプロセス変動を補償するよう
に調整され得る。理解されることになるように、本明細書で説明されている他の較正技術
は、また、そのようなプロセス変動を補償するためにトリガ電圧レベルを調整するために
使用され得る。
【００５９】
[0068]

30

図８の特定の例は、単一の抵抗器（すなわち、抵抗器８０８）に結合されたボ

ディ端子２２０を示しているが、ボディ端子２２０は、１つまたは複数の追加の抵抗器、
（たとえば、図６および図７を参照して説明されているように）１つまたは複数のトラン
ジスタ、またはそれらの組み合わせに結合され得ることが理解されるべきである。１つも
しくは複数の抵抗器および／または１つもしくは複数のトランジスタのいずれかは、ビッ
ト８１２に、図８には示されていない１つもしくは複数の追加のビットに、制御信号１１
６に、別の信号に、または、それらの組み合わせに応答することができる。
【００６０】
[0069]

抵抗器８０８の特定の抵抗を選択すること、プログラム可能なバイアスデバイ

スを使用してゲート端子２１８をバイアスすること、および／または、ビット８１２を（
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たとえば、制御信号１１６を介して）アサートすることによって、クランプトランジスタ
１１２のクランプ動作は、較正され得る。クランプ動作は、スナップバッククランプ回路
１１０の部分８００の製造後（たとえば、スナップバッククランプ回路１１０の部分８０
０を含む集積回路の製造後）にのみ知られる電源電圧１０４に関連付けられたトレースイ
ンダクタンスだけでなく、静電放電（ＥＳＤ）イベントを考慮して較正され得る。
【００６１】
[0070]

図９を参照すると、方法の特定の例示的な実施形態が示されており、一般的に

９００で指定されている。方法９００は、図１〜図７を参照して説明されているスナップ
バッククランプ回路１１０の特定の実施形態のいずれかで、もしくはそれによって、図８
を参照して説明されているスナップバッククランプ回路１１０の部分８００で、またはそ
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れらの組み合わせで実行され得る。
【００６２】
[0071]

方法９００は、９１０で、制御信号を介してクランプトランジスタに関連付け

られたボディ−接地間抵抗を変更することによって、スナップバッククランプ回路１１０
に関連付けられたトリガ電圧レベルを較正することを含む。クランプトランジスタは、ク
ランプトランジスタ１１２に対応することができる。制御信号は、制御信号１１６、ビッ
ト８１２、またはそれらの組み合わせに対応することができる。
【００６３】
[0072]

方法９００は、さらに９２０で、トリガ電圧レベルをさらに較正するように、

（たとえば、ダイオードデバイス２０８のようなダイオードデバイスを介して）クランプ

10

トランジスタのゲート端子をバイアスするために、スナップバッククランプ回路１１０の
プログラム可能なバイアスデバイスをプログラムすることを含む。ゲート端子は、ゲート
端子２１８に対応することができる。プログラム可能なバイアスデバイスは、プログラム
可能な電流源３０４、プログラム可能な抵抗器４１６、またはそれらの組み合わせを含む
ことができる。
【００６４】
[0073]

方法９００は、さらに９３０で、スナップバッククランプ回路１１０を含み、

静電放電（ＥＳＤ）イベント中にトリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答する集積回路
の動作中、スナップバッククランプ回路１１０によって電源電圧をクランプすることを含
む。トリガ電圧レベルは、プログラム可能なバイアスデバイス、プログラムされたボディ
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−接地間抵抗、またはそれらの組み合わせに応答して決定される。スナップバッククラン
プ回路は、グリッチ抑制（たとえば、図１を参照して説明されているように、電源電圧１
０４に関連付けられたグリッチの抑制）と、集積回路のＥＳＤ保護とを可能にする。
【００６５】
[0074]

トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して電源電圧をクランプすることは

、グリッチ抑制と集積回路の静電放電（ＥＳＤ）保護とを可能にすることができる。たと
えば、図１を再び参照すると、トレースインダクタンス１２８が電圧を出力するときのよ
うな、電源電圧１０４のグリッチに応答して、スナップバッククランプ回路１１０は、電
源電圧１０４に関連付けられた電源グリッチを抑制するために、スナップバックモードの
動作に入ることができる。トリガ電圧レベルは、トレースインダクタンス１１８、１２０
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、１２８、１３２のいずれかに少なくとも部分的に基づいて較正され得る。
【００６６】
[0075]

図１０を参照すると、通信デバイスの特定の例示的な実施形態のブロック図が

示されており、一般的に１０００で指定されている。図１０の例では、通信デバイス１０
００は、スナップバッククランプ回路１１０を含む。図１０のスナップバッククランプ回
路１１０は、一般的に１０６４で指定されている、プログラムされたバイアスデバイス、
プログラムされた抵抗部分、またはそれらの組み合わせを含む。プログラムされたバイア
スデバイスは、プログラミング後の１つまたは複数のプログラム可能な電流源３０４、プ
ログラミング後のプログラム可能な抵抗器４１６、またはそれらの組み合わせに対応する
ことができる。プログラムされた抵抗部分は、プログラミング後のプログラム可能な抵抗
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部分１１４、ビット８１２がアサートされたときの抵抗器８０８、またはそれらの組み合
わせに対応することができる。スナップバッククランプ回路１１０は、通信デバイス１０
００の構成要素のいずれかに結合され得る。たとえば、通信デバイス１０００の１つまた
は複数の構成要素は、スナップバッククランプ回路１１０に結合され得、図１の負荷１２
４に対応することができる。
【００６７】
[0076]

図１０のスナップバッククランプ回路１１０は、電源電圧１０４に応答する。

電源電圧１０４は、電源回路網１０４８に結合された電源１０４４によって生成され得る
。電源回路網１０４８は、図１のデカップリングキャパシタ１４０を含むことができる。
電源１０４４および電源回路網１０４８は、図１のオフチップ部分１５２に対応すること
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ができる。
【００６８】
[0077]

通信デバイス１０００は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）のようなプロセ

ッサ１０１０を含むことができる。プロセッサ１０１０は、メモリ１０３２（たとえば、
非一時的なコンピュータ可読媒体）に結合され得る。メモリ１０３２は、プロセッサ１０
１０によって実行可能な命令１０５８を記憶することができる。メモリ１０３２は、プロ
セッサ１０１０にアクセス可能なデータ１０５６を記憶することができる。
【００６９】
[0078]

図１０は、また、プロセッサ１０１０とディスプレイ１０１６とに結合された

ディスプレイコントローラ１０２６を示す。符号器／復号器（コーデック）および／また

10

はスピーカドライバ（たとえば、図１の負荷１２４に対応することができるＤ級スピーカ
ドライバ）のようなオーディオ処理回路網１０３４は、また、プロセッサ１０１０に結合
され得る。スピーカ１０３６およびマイクロフォン１０３８は、オーディオ処理回路網１
０３４に結合され得る。図１０は、また、ワイヤレスコントローラ１０４０がプロセッサ
１０１０に結合され得、さらに、無線周波数（ＲＦ）インターフェース１０４６（たとえ
ば、トランシーバ）を介してアンテナ１０４２に結合され得ることを示している。
【００７０】
[0079]

特定の実施形態では、スナップバッククランプ回路１１０、プロセッサ１０１

０、ディスプレイコントローラ１０２６、メモリ１０３２、オーディオ処理回路網１０３
４、およびワイヤレスコントローラ１０４０は、図９を参照して説明されている集積回路

20

に対応することができるシステムインパッケージまたはシステムオンチップデバイス１０
２２のような、集積回路に含まれ得る。図１０の例では、スナップバッククランプ回路１
１０は、グリッチ抑制（たとえば、電源１０４４に関連付けられたトレースインダクタン
スによって引き起こされるグリッチのような、電源１０４４に関連付けられたグリッチの
抑制）と、システムオンチップデバイス１０２２のＥＳＤ保護とを可能にする。
【００７１】
[0080]

入力デバイス１０３０は、システムオンチップデバイス１０２２に結合され得

る。さらに、特定の実施形態では、図１０に例示されているように、ディスプレイ１０１
６、入力デバイス１０３０、スピーカ１０３６、マイクロフォン１０３８、アンテナ１０
４２、電源回路網１０４８、ＲＦインターフェース１０４６、および電源１０４４は、シ
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ステムオンチップデバイス１０２２の外部にある。しかしながら、ディスプレイ１０１６
、入力デバイス１０３０、スピーカ１０３６、マイクロフォン１０３８、アンテナ１０４
２、電源回路網１０４８、ＲＦインターフェース１０４６、および電源１０４４の各々は
、インターフェースまたはコントローラのような、システムオンチップデバイス１０２２
の構成要素に結合され得る。特定の例として、図１０は、スピーカ１０３６が図１のＩ／
Ｏ構成要素１２６を介してオーディオ処理回路網１０３４に結合され得ることを示してい
る。さらに、図１０のスナップバッククランプ回路１１０は、別のＩ／Ｏ構成要素（たと
えば、ピン）を介してアサートされ得る制御信号１１６を介して較正され得る。たとえば
、制御信号１１６は、スナップバッククランプ回路１１０をプログラムするために、（た
とえば、通信デバイス１０００の製造中に）一度アサートされ得る。特定の実施形態では

40

、本明細書で説明されているスイッチ、トランジスタ、および／またはプログラム可能な
デバイスは、１回較正され得るワンタイムプログラマブル（ＯＴＰ）ロジックを含むこと
ができる。代替的には、制御信号１１６は、通信デバイス１０００の動作中にアサートさ
れ得る。たとえば、デバイスの動作中、プロセッサ１０１０は、スナップバッククランプ
回路１１０のスイッチ、トランジスタ、および／またはプログラム可能なデバイスをプロ
グラムする（たとえば、活性化する、不活性化する、または較正する）ための制御信号１
１６を生成するために、データ１０５６、命令１０５８、またはそれらの組み合わせにア
クセスすることができる。
【００７２】
[0081]

説明されている実施形態に関連して、トリガ電圧レベルに基づいて電源電圧（
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たとえば、電源電圧１０４）をクランプするための手段（たとえば、クランプトランジス
タ１１２）を含む装置が開示されている。装置は、さらに、トリガ電圧レベルを較正する
ための手段を含む。トリガ電圧レベルを較正するための手段は、電源電圧をクランプする
ための手段の入力ノード（たとえば、ゲート端子２１８）をバイアスするための手段（た
とえば、プログラム可能な電流源３０４、プログラム可能な抵抗器４１６、またはそれら
の組み合わせ）を含む。トリガ電圧レベルを較正するための手段は、さらに、電源電圧を
クランプするための手段に関連付けられたボディ−接地間抵抗を修正するための手段（た
とえば、プログラム可能な抵抗部分１１４、ビット８１２がアサートされたときの抵抗８
０８、またはそれらの組み合わせ）を含む。
【００７３】
[0082]

10

前述の開示されているデバイスおよび機能は、コンピュータ可読媒体に記憶さ

れたコンピュータファイル（たとえば、ＲＴＬ、ＧＤＳＩＩ、ＧＥＲＢＥＲ、など）に設
計および構成され得る。いくつかまたはすべてのそのようなファイルは、そのようなファ
イルに基づいてデバイスを製造するために、製造者（fabrication handler）に提供され
得る。得られる製造物は、半導体ウェハを含み、半導体ウェハは、次いで、半導体ダイに
切断され、半導体チップにパッケージ化される。そのような半導体チップは、プリント回
路組立品（ＰＣＡ）を形成するために、プリント回路基板（ＰＣＢ）を使用するなどして
、通信可能に結合され得る。ＰＣＡは、ワイヤレス電話のような電子デバイス内に統合さ
れ得る。
【００７４】
[0083]

20

当業者は、さらに、本明細書で開示されている実施形態に関連して説明されて

いる様々な例示的な論理ブロック、構成、モジュール、回路、およびアルゴリズムステッ
プが、電子ハードウェア、プロセッサによって実行されるコンピュータソフトウェア、ま
たは両方の組み合わせとして実現され得ることを理解するであろう。様々な例示的な構成
要素、ブロック、構成、モジュール、回路、およびステップは、それらの機能性の点から
一般的に上記で説明されている。そのような機能性が、ハードウェアかプロセッサ実行可
能命令のどちらで実現されるのかは、特定の用途と、システム全体に課される設計制約と
に依存する。当業者は、説明されている機能性を各々の特定の用途のために様々な方法で
実現することができるが、そのような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こ
すと解釈されるべきではない。
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【００７５】
[0084]

本明細書で開示されている実施形態に関連して説明されている方法またはアル

ゴリズムのステップは、直接ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェ
アモジュールで、またはそれら２つの組み合わせで具体化され得る。ソフトウェアモジュ
ールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ（
ＲＯＭ）、プログラム可能な読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能でプログラム可
能な読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能でプログラム可能な読み出し
専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、また
は、当該技術分野で公知の任意の他の形態の非一時的な記憶媒体内に存在することができ
る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ることができ、記憶媒
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体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合されている。代替案では、記
憶媒体は、プロセッサと一体であり得る。プロセッサおよび記憶媒体は、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）内に存在することができる。ＡＳＩＣは、コンピューティングデバイ
スまたはユーザ端末内に存在することができる。代替案では、プロセッサおよび記憶媒体
は、コンピューティングデバイスまたはユーザ端末内の個別の構成要素として存在するこ
とができる。
【００７６】
[0085]

開示されている実施形態の上記の説明は、当業者が開示されている実施形態を

製作または使用することを可能にするために提供されている。これらの実施形態に対する
様々な修正は、当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義されている原理は、本開
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示の範囲から逸脱することなく、他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、
本明細書に示されている実施形態に限定されることを意図されておらず、以下の特許請求
の範囲によって定義される原理および新規な特徴と一致する可能な最も広い範囲を与えら
れるべきである。

【図１】

【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月5日(2016.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成
されたスナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、クランプトランジスタと、前記クランプトランジ
スタのボディ−接地間抵抗を調整するように構成され、かつ前記トリガ電圧レベルを較正
するための制御信号に応答する、プログラム可能な抵抗部分とを含む、デバイス。
【請求項２】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタのボディ端子に結合され
ている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に各々
結合された複数の抵抗器を含む、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
前記複数の抵抗器のうちの第１の抵抗器が、さらに、第１のスイッチに結合されており
、前記複数の抵抗器のうちの第２の抵抗器が、さらに、第２のスイッチに結合されている
、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
前記制御信号が、マルチビットコードであり、前記第１のスイッチが、前記マルチビッ
トコードの第１のビット値によってゲートされる第１のトランジスタを含み、さらに、前
記マルチビットコードの第２のビット値によってゲートされる第２のトランジスタを含み
、前記第２のスイッチが、前記第１のビット値の補数によってゲートされる第３のトラン
ジスタ、前記第２のビット値の補数によってゲートされる第４のトランジスタ、またはそ
れらの組み合わせを含む、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第３のスイッチに結合された低抵抗経路をさらに含
む、請求項４に記載のデバイス。
【請求項７】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第１の幅対長さ比を有する第１のトランジスタを含
み、さらに、第２の幅対長さ比を有する第２のトランジスタを含み、前記第２の幅対長さ
比が、前記第１の幅対長さ比よりも大きい、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記第１のトランジスタが前記制御信号の第１のビ
ット値によって活性化されたときに、第１の抵抗を有し、前記プログラム可能な抵抗部分
が、前記第２のトランジスタが前記第１のビット値の補数によって活性化されたときに、
第２の抵抗を有し、前記第１の抵抗が、前記第２の抵抗よりも大きい、請求項７に記載の
デバイス。
【請求項９】
前記第２の幅対長さ比が、前記第１の幅対長さ比の約２倍である、請求項７に記載のデ
バイス。
【請求項１０】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタのボディ端子に結合され
た少なくとも１つのポリシリコン抵抗器を含む、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項１１】
前記トリガ電圧レベルが、前記電源電圧を提供する回路網に関連付けられたトレースイ
ンダクタンスに基づいてプログラムされる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路に関連付けられた寄生バイ
ポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項１３】
前記クランプトランジスタのゲート端子をバイアスすることによって前記トリガ電圧レ
ベルをさらに較正するように構成されたプログラム可能なバイアスデバイスをさらに備え
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１４】
前記トリガ電圧レベルが、前記プログラム可能なバイアスデバイスによってバイアスさ
れた前記クランプトランジスタのゲート−ソース間電圧に基づいてさらに決定される、請
求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、ダイオードデバイスに結合されたプログラ
ム可能な電流源を含む、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１６】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、電流源に結合されたプログラム可能な抵抗
を含む、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１７】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、ダイオードデ
バイスとを含み、前記ダイオードデバイスが、抵抗器に結合されている、請求項１３に記
載のデバイス。
【請求項１８】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、プログラム可
能な抵抗とを含む、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１９】
トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成
されたスナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、クランプトランジスタと、前記クランプトランジ
スタのゲート端子をバイアスすることによって前記トリガ電圧レベルを較正するように構
成されたプログラム可能なバイアスデバイスとを含み、
前記トリガ電圧レベルが前記プログラム可能なバイアスデバイスによってバイアスされ
た前記クランプトランジスタのゲート−ソース間電圧に基づいて決定される、
デバイス。
【請求項２０】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、ダイオードデバイスに結合されたプログラ
ム可能な電流源を含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２１】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、電流源に結合されたプログラム可能な抵抗
を含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２２】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、抵抗器に結合されたプログラム可能な電流
源を含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２３】
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、プログラム可
能な抵抗とを含む、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２４】
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前記スナップバッククランプ回路が、前記トリガ電圧レベルをさらに較正するように構
成されたプログラム可能な抵抗部分をさらに含み、前記プログラム可能な抵抗部分が、前
記クランプトランジスタのボディ端子に結合されている、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２５】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第３のスイッチに結合された低抵抗経路をさらに含
む、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に結合
された少なくとも１つのポリシリコン抵抗器を含む、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２７】
前記プログラム可能な抵抗部分が、第１の幅対長さ比を有する第１のトランジスタを含
み、さらに、第２の幅対長さ比を有する第２のトランジスタを含み、前記第２の幅対長さ
比が前記第１の幅対長さ比よりも大きい、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２８】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記第１のトランジスタが第１のビット値によって
ゲートされたとき、第１の抵抗に関連付けられ、前記プログラム可能な抵抗部分が、前記
第２のトランジスタが前記第１のビット値の補数によってゲートされたとき、第２の抵抗
に関連付けられ、前記第１の抵抗が、前記第２の抵抗よりも大きい、請求項２７に記載の
デバイス。
【請求項２９】
前記第２の幅対長さ比が、前記第１の幅対長さ比の約２倍である、請求項２７に記載の
デバイス。
【請求項３０】
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に各々
結合された複数の抵抗器を含む、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項３１】
前記複数の抵抗器のうちの第１の抵抗器が、さらに、第１のスイッチに結合されており
、前記複数の抵抗器のうちの第２の抵抗器が、さらに、第２のスイッチに結合されている
、請求項３０に記載のデバイス。
【請求項３２】
前記第１のスイッチが、マルチビットコードの第１のビット値によってゲートされる第
１のトランジスタを含み、さらに、前記マルチビットコードの第２のビット値によってゲ
ートされる第２のトランジスタを含み、前記第２のスイッチが、前記第１のビット値の補
数によってゲートされる第３のトランジスタ、前記第２のビット値の補数によってゲート
される第４のトランジスタ、またはそれらの組み合わせを含む、請求項３１に記載のデバ
イス。
【請求項３３】
前記トリガ電圧レベルが、前記電源電圧を提供する回路網に関連付けられたトレースイ
ンダクタンスに基づいてプログラムされる、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項３４】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路に関連付けられた寄生バイ
ポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項１９に記載のデバ
イス。
【請求項３５】
前記トリガ電圧レベルを較正するように前記クランプトランジスタのボディ−接地間抵
抗を調整するように構成されるプログラム可能な抵抗部分をさらに備える、請求項１９に
記載のデバイス。
【請求項３６】
スナップバッククランプ回路を較正する方法であって、
制御信号を介してクランプトランジスタに関連付けられたボディ−接地間抵抗を変更す
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ることによって、スナップバッククランプ回路に関連付けられたトリガ電圧レベルを較正
することと、
前記トリガ電圧レベルをさらに較正するように前記クランプトランジスタのゲート端子
をバイアスするために、前記スナップバッククランプ回路のプログラム可能なバイアスデ
バイスをプログラムすることと
を備える、方法。
【請求項３７】
前記ボディ−接地間抵抗を変更することが、前記制御信号に基づいて複数のトランジス
タをゲートすることを含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
プログラム可能な電流源でダイオードデバイスをバイアスすることによって、前記クラ
ンプトランジスタの前記ゲート端子をバイアスすることをさらに備える、請求項３６に記
載の方法。
【請求項３９】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路を電源電圧に結合した後、
較正される、請求項３６に記載の方法。
【請求項４０】
トリガ電圧レベルに基づいて電源電圧をクランプするための手段と、
前記トリガ電圧レベルを較正するための手段と
を備え、前記トリガ電圧レベルを較正するための前記手段が、
前記電源電圧をクランプするための前記手段の入力ノードをバイアスするための手段
と、
前記電源電圧をクランプするための前記手段に関連付けられたボディ−接地間抵抗を
変更するための手段と
を備える、装置。
【請求項４１】
前記電源電圧をクランプするための前記手段が、クランプトランジスタを備え、前記入
力ノードが、前記クランプトランジスタのゲート端子を備える、請求項４０に記載の装置
。
【請求項４２】
スナップバッククランプ回路のプログラム可能な抵抗部分を較正するための制御信号を
生成することによって、前記スナップバッククランプ回路のトリガ電圧レベルを較正する
ためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体で
あって、前記スナップバッククランプ回路は、クランプトランジスタを備え、前記プログ
ラム可能な抵抗部分は、前記クランプトランジスタのボディ−接地間抵抗を調整するよう
に構成される、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４３】
前記制御信号が、マルチビットコードであり、前記マルチビットコードのビット値の第
１の組み合わせが、前記プログラム可能な抵抗部分の複数のトランジスタの第１のサブセ
ットを活性化し、前記マルチビットコードのビット値の第２の組み合わせが、前記複数の
トランジスタの第２のサブセットを活性化する、請求項４２に記載の非一時的なコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項４４】
スナップバッククランプ回路のプログラムされたバイアスデバイス、前記スナップバッ
ククランプ回路のプログラムされたボディ−接地間抵抗、またはそれらの組み合わせに基
づいて決定されたトリガ電圧レベルを有する前記スナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、静電放電（ＥＳＤ）イベント中に、前記トリガ電
圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成されており
、
前記スナップバッククランプ回路が、集積回路のグリッチ抑制とＥＳＤ保護とを可能に
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する、集積回路。
【請求項４５】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のクランプトランジスタの
寄生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項４４に記
載の集積回路。
【請求項４６】
集積回路の動作中に電源電圧をクランプする方法であって、
静電放電（ＥＳＤ）イベント中に、トリガ電圧レベルを超える前記電源電圧に応答して
、前記集積回路のスナップバッククランプ回路によって前記電源電圧をクランプすること
を備え、
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のプログラムされたバイア
スデバイス、前記スナップバッククランプ回路のプログラムされたボディ−接地間抵抗、
またはそれらの組み合わせに応答して決定され、
前記スナップバッククランプ回路が、前記集積回路のグリッチ抑制とＥＳＤ保護とを可
能にする、方法。
【請求項４７】
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のクランプトランジスタの
寄生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、請求項４６に記
載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
[0085]

開示されている実施形態の上記の説明は、当業者が開示されている実施形態を

製作または使用することを可能にするために提供されている。これらの実施形態に対する
様々な修正は、当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義されている原理は、本開
示の範囲から逸脱することなく、他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、
本明細書に示されている実施形態に限定されることを意図されておらず、以下の特許請求
の範囲によって定義される原理および新規な特徴と一致する可能な最も広い範囲を与えら
れるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
［書類名］特許請求の範囲
［Ｃ１］
トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成
されたスナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、クランプトランジスタと、前記トリガ電圧レベル
を較正するための制御信号に応答するプログラム可能な抵抗部分とを含む、デバイス。
［Ｃ２］
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタのボディ端子に結合され
ている、Ｃ１に記載のデバイス。
［Ｃ３］
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に各々
結合された複数の抵抗器を含む、Ｃ２に記載のデバイス。
［Ｃ４］
前記複数の抵抗器のうちの第１の抵抗器が、さらに、第１のスイッチに結合されており
、前記複数の抵抗器のうちの第２の抵抗器が、さらに、第２のスイッチに結合されている
、Ｃ３に記載のデバイス。
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［Ｃ５］
前記制御信号が、マルチビットコードであり、前記第１のスイッチが、前記マルチビッ
トコードの第１のビット値によってゲートされる第１のトランジスタを含み、さらに、前
記マルチビットコードの第２のビット値によってゲートされる第２のトランジスタを含み
、前記第２のスイッチが、前記第１のビット値の補数によってゲートされる第３のトラン
ジスタ、前記第２のビット値の補数によってゲートされる第４のトランジスタ、またはそ
れらの組み合わせを含む、Ｃ４に記載のデバイス。
［Ｃ６］
前記プログラム可能な抵抗部分が、第３のスイッチに結合された低抵抗経路をさらに含
む、Ｃ４に記載のデバイス。
［Ｃ７］
前記プログラム可能な抵抗部分が、第１の幅対長さ比を有する第１のトランジスタを含
み、さらに、第２の幅対長さ比を有する第２のトランジスタを含み、前記第２の幅対長さ
比が、前記第１の幅対長さ比よりも大きい、Ｃ１に記載のデバイス。
［Ｃ８］
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記第１のトランジスタが前記制御信号の第１のビ
ット値によって活性化されたときに、第１の抵抗を有し、前記プログラム可能な抵抗部分
が、前記第２のトランジスタが前記第１のビット値の補数によって活性化されたときに、
第２の抵抗を有し、前記第１の抵抗が、前記第２の抵抗よりも大きい、Ｃ７に記載のデバ
イス。
［Ｃ９］
前記第２の幅対長さ比が、前記第１の幅対長さ比の約２倍である、Ｃ７に記載のデバイ
ス。
［Ｃ１０］
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタのボディ端子に結合され
た少なくとも１つのポリシリコン抵抗器を含む、Ｃ１に記載のデバイス。
［Ｃ１１］
前記トリガ電圧レベルが、前記電源電圧を提供する回路網に関連付けられたトレースイ
ンダクタンスに基づいてプログラムされる、Ｃ１に記載のデバイス。
［Ｃ１２］
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路に関連付けられた寄生バイ
ポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、Ｃ１に記載のデバイス。
［Ｃ１３］
前記クランプトランジスタのゲート端子をバイアスすることによって前記トリガ電圧レ
ベルをさらに較正するように構成されたプログラム可能なバイアスデバイスをさらに備え
る、Ｃ１に記載のデバイス。
［Ｃ１４］
前記トリガ電圧レベルが、前記プログラム可能なバイアスデバイスによってバイアスさ
れた前記クランプトランジスタのゲート−ソース間電圧に基づいてさらに決定される、Ｃ
１３に記載のデバイス。
［Ｃ１５］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、ダイオードデバイスに結合されたプログラ
ム可能な電流源を含む、Ｃ１３に記載のデバイス。
［Ｃ１６］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、電流源に結合されたプログラム可能な抵抗
を含む、Ｃ１３に記載のデバイス。
［Ｃ１７］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、ダイオードデ
バイスとを含み、前記ダイオードデバイスが、抵抗器に結合されている、Ｃ１３に記載の
デバイス。
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［Ｃ１８］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、プログラム可
能な抵抗とを含む、Ｃ１３に記載のデバイス。
［Ｃ１９］
トリガ電圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成
されたスナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、クランプトランジスタと、前記クランプトランジ
スタのゲート端子をバイアスすることによって前記トリガ電圧レベルを較正するように構
成されたプログラム可能なバイアスデバイスとを含む、デバイス。
［Ｃ２０］
前記トリガ電圧レベルが、前記プログラム可能なバイアスデバイスによってバイアスさ
れた前記クランプトランジスタのゲート−ソース間電圧に基づいて決定される、Ｃ１９に
記載のデバイス。
［Ｃ２１］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、ダイオードデバイスに結合されたプログラ
ム可能な電流源を含む、Ｃ１９に記載のデバイス。
［Ｃ２２］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、電流源に結合されたプログラム可能な抵抗
を含む、Ｃ１９に記載のデバイス。
［Ｃ２３］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、抵抗器に結合されたプログラム可能な電流
源を含む、Ｃ１９に記載のデバイス。
［Ｃ２４］
前記プログラム可能なバイアスデバイスが、プログラム可能な電流源と、プログラム可
能な抵抗とを含む、Ｃ１９に記載のデバイス。
［Ｃ２５］
前記スナップバッククランプ回路が、前記トリガ電圧レベルをさらに較正するように構
成されたプログラム可能な抵抗部分をさらに含み、前記プログラム可能な抵抗部分が、前
記クランプトランジスタのボディ端子に結合されている、Ｃ１９に記載のデバイス。
［Ｃ２６］
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に各々
結合された複数の抵抗器を含む、Ｃ２５に記載のデバイス。
［Ｃ２７］
前記複数の抵抗器のうちの第１の抵抗器が、さらに、第１のスイッチに結合されており
、前記複数の抵抗器のうちの第２の抵抗器が、さらに、第２のスイッチに結合されている
、Ｃ２６に記載のデバイス。
［Ｃ２８］
前記第１のスイッチが、マルチビットコードの第１のビット値によってゲートされる第
１のトランジスタを含み、さらに、前記マルチビットコードの第２のビット値によってゲ
ートされる第２のトランジスタを含み、前記第２のスイッチが、前記第１のビット値の補
数によってゲートされる第３のトランジスタ、前記第２のビット値の補数によってゲート
される第４のトランジスタ、またはそれらの組み合わせを含む、Ｃ２７に記載のデバイス
。
［Ｃ２９］
前記プログラム可能な抵抗部分が、第３のスイッチに結合された低抵抗経路をさらに含
む、Ｃ２５に記載のデバイス。
［Ｃ３０］
前記プログラム可能な抵抗部分が、第１の幅対長さ比を有する第１のトランジスタを含
み、さらに、第２の幅対長さ比を有する第２のトランジスタを含み、前記第２の幅対長さ
比が前記第１の幅対長さ比よりも大きい、Ｃ２５に記載のデバイス。
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［Ｃ３１］
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記第１のトランジスタが第１のビット値によって
ゲートされたとき、第１の抵抗に関連付けられ、前記プログラム可能な抵抗部分が、前記
第２のトランジスタが前記第１のビット値の補数によってゲートされたとき、第２の抵抗
に関連付けられ、前記第１の抵抗が、前記第２の抵抗よりも大きい、Ｃ３０に記載のデバ
イス。
［Ｃ３２］
前記第２の幅対長さ比が、前記第１の幅対長さ比の約２倍である、Ｃ３０に記載のデバ
イス。
［Ｃ３３］
前記プログラム可能な抵抗部分が、前記クランプトランジスタの前記ボディ端子に結合
された少なくとも１つのポリシリコン抵抗器を含む、Ｃ２５に記載のデバイス。
［Ｃ３４］
前記トリガ電圧レベルが、前記電源電圧を提供する回路網に関連付けられたトレースイ
ンダクタンスに基づいてプログラムされる、Ｃ１９に記載のデバイス。
［Ｃ３５］
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路に関連付けられた寄生バイ
ポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、Ｃ１９に記載のデバイス
。
［Ｃ３６］
スナップバッククランプ回路を較正する方法であって、
制御信号を介してクランプトランジスタに関連付けられたボディ−接地間抵抗を変更す
ることによって、スナップバッククランプ回路に関連付けられたトリガ電圧レベルを較正
することと、
前記トリガ電圧レベルをさらに較正するように前記クランプトランジスタのゲート端子
をバイアスするために、前記スナップバッククランプ回路のプログラム可能なバイアスデ
バイスをプログラムすることとを備える、方法。
［Ｃ３７］
前記ボディ−接地間抵抗を変更することが、前記制御信号に基づいて複数のトランジス
タをゲートすることを含む、Ｃ３６に記載の方法。
［Ｃ３８］
プログラム可能な電流源でダイオードデバイスをバイアスすることによって、前記クラ
ンプトランジスタの前記ゲート端子をバイアスすることをさらに備える、Ｃ３６に記載の
方法。
［Ｃ３９］
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路を電源電圧に結合した後、
較正される、Ｃ３６に記載の方法。
［Ｃ４０］
トリガ電圧レベルに基づいて電源電圧をクランプするための手段と、
前記トリガ電圧レベルを較正するための手段とを備え、前記トリガ電圧レベルを較正す
るための前記手段が、
前記電源電圧をクランプするための前記手段の入力ノードをバイアスするための手段と
、
前記電源電圧をクランプするための前記手段に関連付けられたボディ−接地間抵抗を変
更するための手段とを備える、装置。
［Ｃ４１］
前記電源電圧をクランプするための前記手段が、クランプトランジスタを備え、前記入
力ノードが、前記クランプトランジスタのゲート端子を備える、Ｃ４０に記載の装置。
［Ｃ４２］
スナップバッククランプ回路のプログラム可能な抵抗部分を較正するための制御信号を
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生成することによって、前記スナップバッククランプ回路のトリガ電圧レベルを較正する
ためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４３］
前記制御信号が、マルチビットコードであり、前記マルチビットコードのビット値の第
１の組み合わせが、前記プログラム可能な抵抗部分の複数のトランジスタの第１のサブセ
ットを活性化し、前記マルチビットコードのビット値の第２の組み合わせが、前記複数の
トランジスタの第２のサブセットを活性化する、Ｃ４２に記載の非一時的なコンピュータ
可読媒体。
［Ｃ４４］
スナップバッククランプ回路のプログラムされたバイアスデバイス、前記スナップバッ
ククランプ回路のプログラムされたボディ−接地間抵抗、またはそれらの組み合わせに基
づいて決定されたトリガ電圧レベルを有する前記スナップバッククランプ回路を備え、
前記スナップバッククランプ回路が、静電放電（ＥＳＤ）イベント中に、前記トリガ電
圧レベルを超える電源電圧に応答して前記電源電圧をクランプするように構成されており
、
前記スナップバッククランプ回路が、集積回路のグリッチ抑制とＥＳＤ保護とを可能に
する、集積回路。
［Ｃ４５］
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のクランプトランジスタの
寄生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、Ｃ４４に記載の
集積回路。
［Ｃ４６］
集積回路の動作中に電源電圧をクランプする方法であって、
静電放電（ＥＳＤ）イベント中に、トリガ電圧レベルを超える前記電源電圧に応答して
、前記集積回路のスナップバッククランプ回路によって前記電源電圧をクランプすること
を備え、
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のプログラムされたバイア
スデバイス、前記スナップバッククランプ回路のプログラムされたボディ−接地間抵抗、
またはそれらの組み合わせに応答して決定され、
前記スナップバッククランプ回路が、前記集積回路のグリッチ抑制とＥＳＤ保護とを可
能にする、方法。
［Ｃ４７］
前記トリガ電圧レベルが、前記スナップバッククランプ回路のクランプトランジスタの
寄生バイポーラ接合トランジスタ（ＢＪＴ）効果に関連付けられている、Ｃ４６に記載の
方法。
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