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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該半導体集積回路の外部から該半導
体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積回路から該半導体集積回路の外部
への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回路を保護する静電気保護装置であ
って、
　該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有するサイリスタを含み、該トリガーダイ
オードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
　該サイリスタは、
　ｐ型基板と、
　該ｐ型基板の中に形成されたｎ型ウェルと、
　該ｎ型ウェルの表面に形成されたｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲ
ート高濃度不純物領域と、
　該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に形成されたｐ型カソードゲート高濃度不純
物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
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表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介して接続されたそ
れぞれのメタルと、
　を含み、
　該トリガーダイオードは、
　ｐ型高濃度不純物領域と、
　該ｐ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、
　ｎ型高濃度不純物領域と、
　該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、
　該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域上に形成された
ゲート部分と、
　該ゲート部分の表面に形成されたシリサイド層と、
　該ゲート部分の側壁に形成されたゲート側壁絶縁体と
　を含み、
　該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の表
面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイ
ド層とが電気的に絶縁されるように構成されており、
　該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高
濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオード
の該ｐ型高濃度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｎ型ウェルの表面に形成されて
おり、
　該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｐ型
基板の表面に形成されている、静電気保護装置。
【請求項２】
　半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該半導体集積回路の外部から該半導
体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積回路から該半導体集積回路の外部
への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回路を保護する静電気保護装置であ
って、
　該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有するサイリスタを含み、該トリガーダイ
オードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
　該サイリスタは、
　ｐ型基板と、
　該ｐ型基板の中に形成されたｎ型ウェルと、
　該ｎ型ウェルの表面に形成されたｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲ
ート高濃度不純物領域と、
　該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に形成されたｐ型カソードゲート高濃度不純
物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介して接続されたそ
れぞれのメタルと、
　を含み、
　該トリガーダイオードは、
　ｐ型高濃度不純物領域と、
　該ｐ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、
　ｎ型高濃度不純物領域と、
　該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、
　該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域上に形成された
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ゲート部分と、
　該ゲート部分の表面に形成されたシリサイド層と、
　該ゲート部分の側壁に形成されたゲート側壁絶縁体と
　を含み、
　該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の表
面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイ
ド層とが電気的に絶縁されるように構成されており、
　該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高
濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオード
の該ｎ型高濃度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に形成されてお
り、
　該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｎ型
ウェルの表面に形成されている、静電気保護装置。
【請求項３】
　半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該半導体集積回路の外部から該半導
体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積回路から該半導体集積回路の外部
への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回路を保護する静電気保護装置であ
って、
　該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有するサイリスタを含み、該トリガーダイ
オードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
　該サイリスタは、
　ｐ型基板と、
　該ｐ型基板の中に形成されたｎ型ウェルと、
　該ｎ型ウェルの表面に形成されたｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲ
ート高濃度不純物領域と、
　該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に形成されたｐ型カソードゲート高濃度不純
物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介して接続されたそ
れぞれのメタルと、
　を含み、
　該トリガーダイオードは、
　ｐ型高濃度不純物領域と、
　該ｐ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、
　ｎ型高濃度不純物領域と、
　該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、
　該ｐ型高濃度不純物領域と該ｎ型高濃度不純物領域とを分離するための素子分離絶縁体
と
　を含み、
　該トリガーダイオードは、該素子分離絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の表面
に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイド
層とが電気的に絶縁されるように構成されており、
　該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高
濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオード
の該ｐ型高濃度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｎ型ウェルの表面に形成されて
おり、
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　該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｐ型
基板の表面に形成されている、静電気保護装置。
【請求項４】
　半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該半導体集積回路の外部から該半導
体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積回路から該半導体集積回路の外部
への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回路を保護する静電気保護装置の製
造方法であって、該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有するサイリスタを含み、
該トリガーダイオードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
　該静電気保護装置の製造方法は、
　ｐ型基板の中にｎ型ウェルを形成する工程と、
　該ｎ型ウェル上にゲート部分を形成する工程と、
　該ｎ型ウェルの表面に、該サイリスタのｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノ
ードゲート高濃度不純物領域を形成し、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に、該
サイリスタのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域
を形成し、該トリガーダイオードのｐ型高濃度不純物領域およびｎ型高濃度不純物領域を
形成する工程であって、該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域と、該トリガー
ダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、
該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｎ型ウェ
ルの表面に形成されており、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の他の一部
は、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に形成されている、工程と、
　該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成する工程と、
　該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成した後に、高融点金属を堆積し、熱処理
を加えることにより、該ゲート側壁絶縁体の表面にはシリサイド層を形成しない一方で、
該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面
、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表
面、該ゲート部分の側壁以外の表面、該ｐ型高濃度不純物領域の表面、該ｎ型高濃度不純
物領域の表面のそれぞれにシリサイド層を形成する工程と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介してそれぞれのメ
タルを接続する工程と
　を包含し、
　該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の表
面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイ
ド層とが電気的に絶縁されるように構成されている、静電気保護装置の製造方法。
【請求項５】
　半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該半導体集積回路の外部から該半導
体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積回路から該半導体集積回路の外部
への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回路を保護する静電気保護装置の製
造方法であって、該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有するサイリスタを含み、
該トリガーダイオードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
　該静電気保護装置の製造方法は、
　ｐ型基板の中にｎ型ウェルを形成する工程と、
　該ｎ型ウェル上にゲート部分を形成する工程と、
　該ｎ型ウェルの表面に、該サイリスタのｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノ
ードゲート高濃度不純物領域を形成し、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に、該
サイリスタのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域
を形成し、該トリガーダイオードのｐ型高濃度不純物領域およびｎ型高濃度不純物領域を
形成する工程であって、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域と、該トリガー
ダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、
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該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｐ型基板
の表面に形成されており、該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域の他の一部は
、該サイリスタの該ｎ型ウェルの表面に形成されている、工程と、
　該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成する工程と、
　該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成した後に、高融点金属を堆積し、熱処理
を加えることにより、該ゲート側壁絶縁体の表面にはシリサイド層を形成しない一方で、
該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面
、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表
面、該ゲート部分の側壁以外の表面、該ｐ型高濃度不純物領域の表面、該ｎ型高濃度不純
物領域の表面のそれぞれにシリサイド層を形成する工程と、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介してそれぞれのメ
タルを接続する工程と
　を包含し、
　該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の表
面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイ
ド層とが電気的に絶縁されるように構成されている、静電気保護装置の製造方法。
【請求項６】
　半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該半導体集積回路の外部から該半導
体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積回路から該半導体集積回路の外部
への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回路を保護する静電気保護装置の製
造方法であって、該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有するサイリスタを含み、
該トリガーダイオードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
　該静電気保護装置の製造方法は、
　ｐ型基板の中にｎ型ウェルを形成する工程と、
　該ｎ型ウェルの中に素子分離絶縁体を形成する工程と、
　該ｎ型ウェルの表面に、該サイリスタのｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノ
ードゲート高濃度不純物領域を形成し、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に、該
サイリスタのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域
を形成し、該トリガーダイオードのｐ型高濃度不純物領域およびｎ型高濃度不純物領域を
形成する工程であって、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高
濃度不純物領域は、該素子分離絶縁体によって互いに分離され、該トリガーダイオードの
該ｎ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ
型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域
の一部とは、該サイリスタの該ｎ型ウェルの表面に形成されており、該トリガーダイオー
ドの該ｐ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に形成され
ている、工程と、
　該素子分離絶縁体を形成した後に、高融点金属を堆積し、熱処理を加えることにより、
該素子分離絶縁体の表面にはシリサイド層を形成しない一方で、該ｐ型アノード高濃度不
純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート
高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面、該ｐ型高濃度不純物
領域の表面、該ｎ型高濃度不純物領域の表面のそれぞれにシリサイド層を形成する工程と
、
　該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介してそれぞれのメ
タルを接続する工程と
　を包含し、
　該トリガーダイオードは、該素子分離絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の表面
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に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイド
層とが電気的に絶縁されるように構成されている、静電気保護装置の製造方法。
【請求項７】
　半導体集積回路の入出力端子から流入する静電気サージを基準電圧線へ迂回させる静電
気保護回路であって、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の静電気保護装置と、
　保護ダイオードとを備えており、
　該静電気保護装置と該保護ダイオードとは、該半導体集積回路の入／出力信号線と基準
電圧線との間に並列に配置されており、
　該静電気保護装置に備えられたサイリスタのアノードとアノードゲートと該保護ダイオ
ードのカソードとは、該入／出力信号線に接続されており、
　該サイリスタのカソードとカソードゲートと該保護ダイオードのアノードとは、該基準
電圧線に接続されており、
　該静電気保護装置は、該サイリスタの該アノードと該保護ダイオードの該カソードとの
間に基板と異なる導電型のウェル中に形成された抵抗器をさらに備えている、静電気保護
回路。
【請求項８】
　半導体集積回路の入出力部から流入する静電気サージを電源供給線へ迂回させる静電気
保護回路であって、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の静電気保護装置と、
　ｎ型基板もしくはｎ型ウェル中に形成された保護ダイオードとを備えており、　該静電
気保護装置と該保護ダイオードとは、半導体集積回路の入／出力信号線と電源供給線との
間に並列に配置されており、
　該静電気保護装置に備えられたサイリスタのアノードとアノードゲートと該保護ダイオ
ードのカソードとは、該半導体集積回路の電源供給線に接続されており、
　該サイリスタのカソードと該保護ダイオードのアノードとは、該入／出力信号線に接続
されており、
　該サイリスタのカソードゲートは、該基準電圧線に接続されており、
　該静電気保護装置は、該サイリスタの該カソードと該保護ダイオードの該アノードとの
間に基板と異なる導電型のウェル中に形成された抵抗器をさらに備えている、静電気保護
回路。
【請求項９】
　半導体集積回路の電源供給線から流入する静電気サージを基準電圧線へ迂回させる静電
気保護回路であって、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の静電気保護装置を備えており、
　該静電気保護装置は、該半導体集積回路の電源供給線と基準電圧線との間に配置されて
おり、
　該静電気保護装置に備えられたサイリスタのアノードとアノードゲートとは、該電源供
給線に接続されており、
　該サイリスタのカソードとカソードゲートとは、該基準電圧線に接続されている、静電
気保護回路。
【請求項１０】
　半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子から流入する静電気
サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子へ逃がす静電気保護回路
であって、請求項７に記載の静電気保護回路と、請求項８に記載の静電気保護回路と、請
求項９に記載の静電気保護回路を備えており、請求項７に記載の静電気保護回路は該半導
体集積回路の入／出力信号線と基準電圧線間に形成されており、請求項８に記載の静電気
保護回路は該半導体集積回路の入／出力信号線と電源供給線間に形成されており、請求項
９に記載の静電気保護回路が該半導体集積回路の電源供給線と基準電圧線間に形成されて
いる、静電気保護回路。
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【請求項１１】
　半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子から流入する静電気
サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子へ逃がす静電気保護回路
であって、請求項１～３のいずれか一項に記載の静電気保護装置を三つ備えており、第一
の該静電気保護装置に備えられた第一のサイリスタのアノードとアノードゲートは、該半
導体集積回路の電源供給線に接統し、該第一のサイリスタのカソードは該半導体集積回路
の入／出力信号線に接続し、該第一のサイリスタのカソードゲートは該半導体集積回路の
基準電圧線に接続し、該第二の静電気保護装置に備えられた第二のサイリスタのアノード
とアノードゲートは該半導体集積回路の入／出力信号線に接続し、該第二のサイリスタの
カソードとカソードゲートは基準電圧線に接続し、該第三の静電気保護装置に備えられた
第三のサイリスタのアノードとアノードゲートは該半導体集積回路の電源供給線に接続し
、該第三のサイリスタのカソードとカソードゲートは基準電圧線に接続する、静電気保護
回路。
【請求項１２】
　半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子から流入する静電気
サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子へ逃がす静電気保護回路
であって、請求項７に記載の静電気保護回路と、請求項９に記載の静電気保護回路を備え
ており、請求項７に記載の静電気保護回路は該半導体集積回路の入／出力信号線と基準電
圧線間に形成されており、請求項９に記載の静電気保護回路が該半導体集積回路の電源供
給線と基準電圧線間に形成されている、静電気保護回路。
【請求項１３】
　半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子から流入する静電気
サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源供給端子へ逃がす静電気保護回路
であって、請求項１～３のいずれか一項に記載の静電気保護装置である第一の静電気保護
装置を該半導体集積回路の基準電圧線と入／出力信号線間に備えており、該第一の静電気
保護装置に備えられた第一のサイリスタのアノードとアノードゲートは、該半導体集積回
路の入／出力信号線に接続し、該第一のサイリスタのカソードとカソードゲートは該半導
毎集積回路の基準電圧線に接続し、請求項１～３のいずれか一項に記載の静電気保護装置
である第二の静電気保護装置を該半導体集積回路の基準電圧線と電源供給線間に備えてお
り、該第二の静電気保護装置に備えられた第二のサイリスタのアノードとアノードゲート
は、該半導体集積回路の電源供給線に接続し、該第二のサイリスタのカソードとカソード
ゲートは、該半導体集積回路の基準電圧線に接続する、静電気保護回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路において、外部からの静電気流入または帯電した半導体集積回
路から外部への静電気放出現象によって半導体集積回路が破壊されることから保護する静
電気保護装置、その製造方法および静電気保護装置を用いた静電気保護回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体集積回路で問題とされる静電気放電は、半導体集積回路の取り扱い時に、帯電した
人体や機械装置等から静電気が半導体集積回路に流入したり、摩擦などで半導体集積回路
自体が帯電し、外部の導体に静電気を放出する現象である。静電気放電現象によって、瞬
時に静電気が半導体集積回路に流入、または半導体集積回路から流出するため、半導体集
積回路装置の内部に過大な電流が流れ、また、過電流によって過大な電圧が内部回路に印
加され、半導体集積回路内で接合破壊、配線溶断、酸化膜絶縁破壊等が生じ、半導体集積
回路が破壊される。
【０００３】
静電気放電現象によって半導体集積回路が破壊されるのを防ぐために、一般に、半導体集
積回路の外部端子と内部回路の間に静電気保護装置が設けられており、静電気の迂回回路
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が形成されている。この静電気保護装置は半導体集積回路を形成する製造工程を用いて形
成される。半導体集積回路の製造コストを増加させないため、半導体集積回路の製造工程
以外に特別な製造工程を付加せずに静電気保護装置が形成されることが望ましい。
【０００４】
静電気保護装置としては、半導体集積回路の内部を過渡的に流れる電流を制限する、拡散
抵抗、ポリシリコン抵抗といった電流制限素子や、内部回路に印加される電圧を抑制する
、ダイオード、サイリスタ、ＭＯＳトランジスタ、バイポーラトランジスタといった電圧
クランプ素子で構成される保護回路が一般に用いられる。
【０００５】
サイリスタは、電圧クランプ素子として、過大な放電電流を流すことに長けている。しか
し、サイリスタがオン状態となるトリガ電圧は、本来、２５～４０Ｖと高電圧であるため
、サイリスタ動作前に半導体集積回路が破壊されやすく、トリガ電圧を低電圧化下するた
め特別な工夫がされてきた。
【０００６】
図２４は、従来の静電気保護装置の断面図を示す。図２４には低電圧でトリガするサイリ
スタの一例が示されている（日本国特許番号第２５０５６５２号）。
【０００７】
図２４を参照して、ｐ型基板１にｎ型不純物拡散層で形成されたるｎ型ウェル２が形成さ
れている。ｎ型ウェル２の中には、ｐ型アノード高濃度不純物領域４とｎ型アノードゲー
ト高濃度不純物領域５が形成されている。ｎ型ウェル２とｐ型基板１の境界には、ｐ型高
濃度不純物領域５５が形成されており、ｐ型高濃度不純物領域５５の一部はｎ型ウェル２
に囲まれ、一部はｐ型基板１に囲まれている。ｎ型ウェル２から離れたｐ型基板１の領域
には、ｎ型カソード高濃度不純物領域６とｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７とが形
成されている。ｐ型アノード高濃度不純物領域４とｎ型アノードゲート高濃度不純物領域
５とはコンタクト１６とメタル１８とを介してアノード端子３６に接続されている。ｎ型
カソード高濃度不純物領域６とｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７とはコンタクト１
６とメタル５３とを介してカソード端子５４に接続されている。
【０００８】
図２５を参照して、図１９で説明した低電圧サイリスタは、一例として半導体集積回路の
電源供給線と基準電圧線との間に配置される。静電気保護装置５６のアノード端子３６は
、電源供給線５２に接続され、静電気保護装置５６のカソード端子５４は基準電圧線４５
に接続される。静電気放電による過電圧が電源供給線５２に加わり、静電気保護装置５６
内のサイリスタのトリガ電圧に達すると、サイリスタがオン状態になり、低抵抗経路が電
源供給線５２と基準電圧線４５との間に形成される。この低抵抗経路によって、電源供給
端子５１から流入する静電気を基準電圧端子４４へ逃がし、電源供給線５２と基準電圧線
４５に接続された半導体集積回路５７の破壊を防ぐ。
【０００９】
ｐ型高濃度不純物領域５５が形成されていない場合には、サイリスタのトリガ電圧は、ｐ
型基板１とｎ型ウェル２とのブレークダウン電圧で決まり、一般のＣＭＯＳ半導体集積回
路の製造工程では、２５Ｖから４０Ｖと高電圧となる。このような高電圧では、サイリス
タがオン状態になる前に半導体集積回路５７の内部回路が破壊されてしまう。図２４に示
されるサイリスタのトリガ電圧は、ｐ型高濃度不純物領域５５とｎ型ウェル２のブレーク
ダウン電圧によって決まり、ｐ型高濃度不純物領域５５の存在によって、ブレークダウン
電圧は、ｐ型基板１とｎ型ウェル２とのブレークダウン電圧よりも低くすることができる
。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
半導体集積回路の最小加工寸法が微細になり、集積回路の高速動作が望まれるようになる
と、ＭＯＳトランジスタのソース／ドレイン拡散抵抗やゲート配線抵抗を低減するために
、サリサイド工程（自己整合シリサイド）が使われるようになった。サリサイド工程では



(9) JP 4256544 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

、低抵抗化するシリコン基板表面およびポリシリコン表面を露出させておき、チタンやコ
バルト等の高融点金属を堆積した後、熱処理を加えることで、シリコン表面とポリシリコ
ン表面にシリコンと高融点金属の合金（シリサイド）を形成するものである。
【００１１】
ＣＭＯＳプロセスでのサリサイド工程では、ＭＯＳトランジスタのゲート酸化膜または素
子分離絶縁体で被われていないシリコン表面はシリサイド層が形成される。図２０の低電
圧でトリガーされるサイリスタにおいて、トリガーとなるｐ型高濃度不純物領域５５とｎ
型ウェル２のシリコン表面は、共にシリサイド層が形成される。すると、ｐ型高濃度不純
物領域５５とｎ型ウェル２は電気的に短絡してしまい、ｐ型高濃度不純物領域５５とｎ型
ウェル２間でブレークダウンが生じなくなるという問題がある。また、ｐ型高濃度不純物
領域５５とｎ型ウェル２が電気的に短絡することにより、ｎ型アノードゲート高濃度不純
物領域５、ｎ型ウェル２、ｐ型高濃度不純物領域５５，ｐ型基板１、ｐ型カソードゲート
高濃度不純物領域７が短絡し、アノード端子３６とカソード端子５４とが短絡するという
間題が生じる。
【００１２】
ｐ型高濃度不純物領域５５とｎ型ウェル２が電気的に短絡することを避ける手段として、
シリサイド工程の前に、半導体集積回路を形成する工程とは別に、ｐ型高濃度不純物領域
５５とｎ型ウェル２のｐｎ接合部のシリコン表面上にシリサイド化を阻害する絶縁体を形
成しておく方法がある。しかしこの方法では、半導体集積回路の工程に新たな工程やフォ
トマスクを加えることになるので、半導体集積回路の製造コストが上昇するという問題が
ある。
【００１３】
本発明は、半導体集積回路の製造でサリサイド工程が用いられた場合であっても、半導体
集積回路の製造工程に何等特別な工程やフォトマスクを追加しないで形成できる静電気保
護装置、その製造方法および静電気保護装置を用いた静電気保護回路を提供することを目
的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の静電気保護装置は、半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該半導
体集積回路の外部から該半導体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積回路
から該半導体集積回路の外部への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回路を
保護する静電気保護装置であって、該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有するサ
イリスタを含み、該トリガーダイオードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、該サ
イリスタは、ｐ型基板と、該ｐ型基板の中に形成されたｎ型ウェルと、該ｎ型ウェルの表
面に形成されたｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲート高濃度不純物領
域と、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に形成されたｐ型カソードゲート高濃度
不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域と、該ｐ型アノード高濃度不純物領域の
表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純
物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成されたそれぞれ
のシリサイド層と、該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃
度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高
濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介
して接続されたそれぞれのメタルと、を含み、該トリガーダイオードは、ｐ型高濃度不純
物領域と、該ｐ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、ｎ型高濃度不純
物領域と、該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、該ｐ型高濃度不
純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域上に形成されたゲート部分と、該
ゲート部分の表面に形成されたシリサイド層と、該ゲート部分の側壁に形成されたゲート
側壁絶縁体とを含み、該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ型高
濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形
成された該シリサイド層とが電気的に絶縁されるように構成されており、該トリガーダイ
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オードの該ｎ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域お
よび該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不
純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｎ型ウェルの表面に形成されており、該トリガー
ダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に
形成されており、そのことにより上記目的が達成される。
　本発明の他の静電気保護装置は、半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該
半導体集積回路の外部から該半導体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積
回路から該半導体集積回路の外部への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回
路を保護する静電気保護装置であって、該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有す
るサイリスタを含み、該トリガーダイオードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
該サイリスタは、ｐ型基板と、該ｐ型基板の中に形成されたｎ型ウェルと、該ｎ型ウェル
の表面に形成されたｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲート高濃度不純
物領域と、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に形成されたｐ型カソードゲート高
濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域と、該ｐ型アノード高濃度不純物領
域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度
不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成されたそれ
ぞれのシリサイド層と、該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート
高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソー
ド高濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクト
を介して接続されたそれぞれのメタルと、を含み、該トリガーダイオードは、ｐ型高濃度
不純物領域と、該ｐ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、ｎ型高濃度
不純物領域と、該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、該ｐ型高濃
度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域上に形成されたゲート部分と
、該ゲート部分の表面に形成されたシリサイド層と、該ゲート部分の側壁に形成されたゲ
ート側壁絶縁体とを含み、該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ
型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面
に形成された該シリサイド層とが電気的に絶縁されるように構成されており、該トリガー
ダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領
域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオードの該ｎ型高濃
度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に形成されており、該トリガ
ーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｎ型ウェルの表
面に形成されており、そのことにより上記目的が達成される。
　本発明の他の静電気保護装置は、半導体集積回路の入力部または出力部に設けられ、該
半導体集積回路の外部から該半導体集積回路への静電気サージの流入または該半導体集積
回路から該半導体集積回路の外部への静電気サージの放出から該半導体集積回路の内部回
路を保護する静電気保護装置であって、該静電気保護装置は、トリガーダイオードを有す
るサイリスタを含み、該トリガーダイオードは、該サイリスタを低電圧でオン状態にし、
該サイリスタは、ｐ型基板と、該ｐ型基板の中に形成されたｎ型ウェルと、該ｎ型ウェル
の表面に形成されたｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲート高濃度不純
物領域と、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に形成されたｐ型カソードゲート高
濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域と、該ｐ型アノード高濃度不純物領
域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度
不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成されたそれ
ぞれのシリサイド層と、該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート
高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソー
ド高濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクト
を介して接続されたそれぞれのメタルと、を含み、該トリガーダイオードは、ｐ型高濃度
不純物領域と、該ｐ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、ｎ型高濃度
不純物領域と、該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成されたシリサイド層と、該ｐ型高濃
度不純物領域と該ｎ型高濃度不純物領域とを分離するための素子分離絶縁体とを含み、該
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トリガーダイオードは、該素子分離絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の表面に形
成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイド層と
が電気的に絶縁されるように構成されており、該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純
物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領
域の間にある領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の一部とは、該サ
イリスタの該ｎ型ウェルの表面に形成されており、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度
不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に形成されており、そのこと
により上記目的が達成される。
　本発明の静電気保護装置の製造方法は、半導体集積回路の入力部または出力部に設けら
れ、該半導体集積回路の外部から該半導体集積回路への静電気サージの流入または該半導
体集積回路から該半導体集積回路の外部への静電気サージの放出から該半導体集積回路の
内部回路を保護する静電気保護装置の製造方法であって、該静電気保護装置は、トリガー
ダイオードを有するサイリスタを含み、該トリガーダイオードは、該サイリスタを低電圧
でオン状態にし、該静電気保護装置の製造方法は、ｐ型基板の中にｎ型ウェルを形成する
工程と、該ｎ型ウェル上にゲート部分を形成する工程と、該ｎ型ウェルの表面に、該サイ
リスタのｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲート高濃度不純物領域を形
成し、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に、該サイリスタのｐ型カソードゲート
高濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域を形成し、該トリガーダイオード
のｐ型高濃度不純物領域およびｎ型高濃度不純物領域を形成する工程であって、該トリガ
ーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物
領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高
濃度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｎ型ウェルの表面に形成されており、該ト
リガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｐ型基板の
表面に形成されている、工程と、該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成する工程
と、該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成した後に、高融点金属を堆積し、熱処
理を加えることにより、該ゲート側壁絶縁体の表面にはシリサイド層を形成しない一方で
、該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表
面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の
表面、該ゲート部分の側壁以外の表面、該ｐ型高濃度不純物領域の表面、該ｎ型高濃度不
純物領域の表面のそれぞれにシリサイド層を形成する工程と、該ｐ型アノード高濃度不純
物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高
濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成された
それぞれのシリサイド層にコンタクトを介してそれぞれのメタルを接続する工程とを包含
し、該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領域の
表面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサ
イド層とが電気的に絶縁されるように構成されており、そのことにより上記目的が達成さ
れる。
　本発明の他の静電気保護装置の製造方法は、半導体集積回路の入力部または出力部に設
けられ、該半導体集積回路の外部から該半導体集積回路への静電気サージの流入または該
半導体集積回路から該半導体集積回路の外部への静電気サージの放出から該半導体集積回
路の内部回路を保護する静電気保護装置の製造方法であって、該静電気保護装置は、トリ
ガーダイオードを有するサイリスタを含み、該トリガーダイオードは、該サイリスタを低
電圧でオン状態にし、該静電気保護装置の製造方法は、ｐ型基板の中にｎ型ウェルを形成
する工程と、該ｎ型ウェル上にゲート部分を形成する工程と、該ｎ型ウェルの表面に、該
サイリスタのｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲート高濃度不純物領域
を形成し、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に、該サイリスタのｐ型カソードゲ
ート高濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域を形成し、該トリガーダイオ
ードのｐ型高濃度不純物領域およびｎ型高濃度不純物領域を形成する工程であって、該ト
リガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不
純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の間にある領域と、該トリガーダイオードの該ｎ
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型高濃度不純物領域の一部とは、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に形成されており、該
トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｎ型ウェ
ルの表面に形成されている、工程と、該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成する
工程と、該ゲート部分の側壁にゲート側壁絶縁体を形成した後に、高融点金属を堆積し、
熱処理を加えることにより、該ゲート側壁絶縁体の表面にはシリサイド層を形成しない一
方で、該ｐ型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域
の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領
域の表面、該ゲート部分の側壁以外の表面、該ｐ型高濃度不純物領域の表面、該ｎ型高濃
度不純物領域の表面のそれぞれにシリサイド層を形成する工程と、該ｐ型アノード高濃度
不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲー
ト高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面のそれぞれに形成さ
れたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介してそれぞれのメタルを接続する工程とを
包含し、該トリガーダイオードは、該ゲート側壁絶縁体によって、該ｐ型高濃度不純物領
域の表面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に形成された該シ
リサイド層とが電気的に絶縁されるように構成されており、そのことにより上記目的が達
成される。
　本発明の他の静電気保護装置の製造方法は、半導体集積回路の入力部または出力部に設
けられ、該半導体集積回路の外部から該半導体集積回路への静電気サージの流入または該
半導体集積回路から該半導体集積回路の外部への静電気サージの放出から該半導体集積回
路の内部回路を保護する静電気保護装置の製造方法であって、該静電気保護装置は、トリ
ガーダイオードを有するサイリスタを含み、該トリガーダイオードは、該サイリスタを低
電圧でオン状態にし、該静電気保護装置の製造方法は、ｐ型基板の中にｎ型ウェルを形成
する工程と、該ｎ型ウェルの中に素子分離絶縁体を形成する工程と、該ｎ型ウェルの表面
に、該サイリスタのｐ型アノード高濃度不純物領域およびｎ型アノードゲート高濃度不純
物領域を形成し、該ｎ型ウェルから離れた該ｐ型基板の表面に、該サイリスタのｐ型カソ
ードゲート高濃度不純物領域およびｎ型カソード高濃度不純物領域を形成し、該トリガー
ダイオードのｐ型高濃度不純物領域およびｎ型高濃度不純物領域を形成する工程であって
、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域は、該
素子分離絶縁体によって互いに分離され、該トリガーダイオードの該ｎ型高濃度不純物領
域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域および該ｎ型高濃度不純物領域の
間にある領域と、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純物領域の一部とは、該サイリ
スタの該ｎ型ウェルの表面に形成されており、該トリガーダイオードの該ｐ型高濃度不純
物領域の他の一部は、該サイリスタの該ｐ型基板の表面に形成されている、工程と、該素
子分離絶縁体を形成した後に、高融点金属を堆積し、熱処理を加えることにより、該素子
分離絶縁体の表面にはシリサイド層を形成しない一方で、該ｐ型アノード高濃度不純物領
域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｐ型カソードゲート高濃度
不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面、該ｐ型高濃度不純物領域の
表面、該ｎ型高濃度不純物領域の表面のそれぞれにシリサイド層を形成する工程と、該ｐ
型アノード高濃度不純物領域の表面、該ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域の表面、該
ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域の表面、該ｎ型カソード高濃度不純物領域の表面の
それぞれに形成されたそれぞれのシリサイド層にコンタクトを介してそれぞれのメタルを
接続する工程とを包含し、該トリガーダイオードは、該素子分離絶縁体によって、該ｐ型
高濃度不純物領域の表面に形成された該シリサイド層と該ｎ型高濃度不純物領域の表面に
形成された該シリサイド層とが電気的に絶縁されるように構成されており、そのことによ
り上記目的が達成される。
　本発明の静電気保護回路（すなわち、第一の静電気保護回路）は、半導体集積回路の入
出力端子から流入する静電気サージを基準電圧線へ迂回させる静電気保護回路であって、
上述した静電気保護装置のうちのいずれかの静電気保護装置と、保護ダイオードとを備え
ており、該静電気保護装置と該保護ダイオードとは、該半導体集積回路の入／出力信号線
と基準電圧線との間に並列に配置されており、該静電気保護装置に備えられたサイリスタ
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のアノードとアノードゲートと該保護ダイオードのカソードとは、該入／出力信号線に接
続されており、該サイリスタのカソードとカソードゲートと該保護ダイオードのアノード
とは、該基準電圧線に接続されており、該静電気保護装置は、該サイリスタの該アノード
と該保護ダイオードの該カソードとの間に基板と異なる導電型のウェル中に形成された抵
抗器をさらに備えており、そのことにより上記目的が達成される。
　本発明の他の静電気保護回路（すなわち、第二の静電気保護回路）は、半導体集積回路
の入出力部から流入する静電気サージを電源供給線へ迂回させる静電気保護回路であって
、上述した静電気保護装置のうちのいずれかの静電気保護装置と、ｎ型基板もしくはｎ型
ウェル中に形成された保護ダイオードとを備えており、該静電気保護装置と該保護ダイオ
ードとは、半導体集積回路の入／出力信号線と電源供給線との間に並列に配置されており
、該静電気保護装置に備えられたサイリスタのアノードとアノードゲートと該保護ダイオ
ードのカソードとは、該半導体集積回路の電源供給線に接続されており、該サイリスタの
カソードと該保護ダイオードのアノードとは、該入／出力信号線に接続されており、該サ
イリスタのカソードゲートは、該基準電圧線に接続されており、該静電気保護装置は、該
サイリスタの該カソードと該保護ダイオードの該アノードとの間に基板と異なる導電型の
ウェル中に形成された抵抗器をさらに備えており、そのことにより上記目的が達成される
。
　本発明の他の静電気保護回路（すなわち、第三の静電気保護回路）は、半導体集積回路
の電源供給線から流入する静電気サージを基準電圧線へ迂回させる静電気保護回路であっ
て、上述した静電気保護装置のうちのいずれかの静電気保護装置を備えており、該静電気
保護装置は、該半導体集積回路の電源供給線と基準電圧線との間に配置されており、該静
電気保護装置に備えられたサイリスタのアノードとアノードゲートとは、該電源供給線に
接続されており、該サイリスタのカソードとカソードゲートとは、該基準電圧線に接続さ
れており、そのことにより上記目的が達成される。
　本発明の他の静電気保護回路は、半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または
電源供給端子から流入する静電気サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源
供給端子へ逃がす静電気保護回路であって、上述した第一の静電気保護回路と、上述した
第二の静電気保護回路と、上述した第三の静電気保護回路を備えており、上述した第一の
静電気保護回路は該半導体集積回路の入／出力信号線と基準電圧線間に形成されており、
上述した第二の静電気保護回路は該半導体集積回路の入／出力信号線と電源供給線間に形
成されており、上述した第三の静電気保護回路が該半導体集積回路の電源供給線と基準電
圧線間に形成されており、そのことにより上記目的が達成される。
　本発明の他の静電気保護回路は、半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または
電源供給端子から流入する静電気サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源
供給端子へ逃がす静電気保護回路であって、上述した静電気保護装置のうちのいずれかの
静電気保護装置を三つ備えており、第一の該静電気保護装置に備えられた第一のサイリス
タのアノードとアノードゲートは、該半導体集積回路の電源供給線に接統し、該第一のサ
イリスタのカソードは該半導体集積回路の入／出力信号線に接続し、該第一のサイリスタ
のカソードゲートは該半導体集積回路の基準電圧線に接続し、該第二の静電気保護装置に
備えられた第二のサイリスタのアノードとアノードゲートは該半導体集積回路の入／出力
信号線に接続し、該第二のサイリスタのカソードとカソードゲートは基準電圧線に接続し
、該第三の静電気保護装置に備えられた第三のサイリスタのアノードとアノードゲートは
該半導体集積回路の電源供給線に接続し、該第三のサイリスタのカソードとカソードゲー
トは基準電圧線に接続し、そのことにより上記目的が達成される。
　本発明の他の静電気保護回路は、半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または
電源供給端子から流入する静電気サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源
供給端子へ逃がす静電気保護回路であって、上述した第一の静電気保護回路と、上述した
第三の静電気保護回路を備えており、上述した第一の静電気保護回路は該半導体集積回路
の入／出力信号線と基準電圧線間に形成されており、上述した第三の静電気保護回路が該
半導体集積回路の電源供給線と基準電圧線間に形成されており、そのことにより上記目的
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が達成される。
　本発明の他の静電気保護回路は、半導体集積回路の入出力端子、基準電圧端子、または
電源供給端子から流入する静電気サージを、他の入出力端子、基準電圧端子、または電源
供給端子へ逃がす静電気保護回路であって、上述した静電気保護装置のうちのいずれかの
静電気保護装置である第一の静電気保護装置を該半導体集積回路の基準電圧線と入／出力
信号線間に備えており、該第一の静電気保護装置に備えられた第一のサイリスタのアノー
ドとアノードゲートは、該半導体集積回路の入／出力信号線に接続し、該第一のサイリス
タのカソードとカソードゲートは該半導毎集積回路の基準電圧線に接続し、上述した静電
気保護装置のうちのいずれかの静電気保護装置である第二の静電気保護装置を該半導体集
積回路の基準電圧線と電源供給線間に備えており、該第二の静電気保護装置に備えられた
第二のサイリスタのアノードとアノードゲートは、該半導体集積回路の電源供給線に接続
し、該第二のサイリスタのカソードとカソードゲートは、該半導体集積回路の基準電圧線
に接続し、そのことにより上記目的が達成される。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、実施の形態に基づいて、本発明について詳細に説明する。
【００３７】
本発明の実施の形態では、半導体基板に低濃度のボロンを含有したｐ型半導体を用いた例
を説明するが、他の不純物を含有する半導体基板やｎ型半導体基板でも以下の説明は適用
できるのはもちろんである。
【００３８】
図１は、本発明による一実施の形態であり、静電気保護装置であるトリガーダイオードを
有するサイリスタの構造を説明する断面図である。
【００３９】
ｐ型基板１中には、ｎ型ウェル２が形成されている。ｎ型ウェル２の表面には、ｐ型アノ
ード高濃度不純物領域４とｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５とが形成されている、
ｎ型ウェル２から離れたｐ型基板２の表面には、ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７
とｎ型カソード高濃度不純物領域６とが形成されている。ｐ型アノード高濃度不純物領域
４，ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５，ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、
およびｎ型カノード高濃度不純物領域６のそれぞれの表面には、シリサイド層１０が形成
されており、コンタクト１６を介してメタル１７、１８および１９に接続している。
【００４０】
サイリスタ動作のトリガーを与えるトリガーダイオードＡは、トリガーダイオードＡのア
ノードとなるｐ型高濃度不純物領域８、カソードとなるｎ型高濃度不純物領域９およびｎ
型ウェル２で構成されている。トリガーダイオードＡのアノードとなるｐ型高濃度不純物
領域８、カソードとなるｎ型高濃度不純物領域９の上部には、半導体集積回路のＭＯＳト
ランジスタのゲート部分を構成するゲート酸化膜１３、ポリシリコン１４、ゲート側壁絶
縁体１２が存在する。ポりシリコン１４の上には、半導体集積回路のサリサイド工程で、
シリコン上のシリサイド層１０と同時に形成されたシリサイド層１１が有る。ゲート側壁
絶縁体１２の表面にはシリサイド層が形成されないので、トリガーダイオードＡのｐ型高
濃度不純物領域８とカソードとなるｎ型高濃度不純物領域９とがシリサイド層によって短
絡することがない。
【００４１】
トリガーダイオードＡがないサイリスタの場合は、サイリスタ動作のトリガー電圧は、ｎ
型ウェル２とｐ型基板１の間のブレークダウン電圧で決まり、ＣＭＯＳ半導体集積回路の
製造工程では、一般に、２５ボルトから４０ボルトの高電圧となる。これに対し、本発明
によるサイリスタのトリガー電圧は、トリガーダイオードのｐ型高濃度不純物領域８とｎ
型ウェルのブレークダウン電圧で決まるので、低電圧でオン状態となるサイリスタを形成
することができる。
【００４２】
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図２は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の他の例の断面図を示す。図２のサイ
リスタ構造では、トリガーダイオードＡのアノードとなるｐ型高濃度不純物領域８、カソ
ードとなるｎ型高濃度不純物領域９の間には、半導体集積回路のＭＯＳトランジスタの素
子分離絶縁体３が存在する。素子分離絶縁体３には、シリサイド層１０が形成されないの
で、トリガーダイオードのｐ型高濃度不純物領域８、カソードとなるｎ型高濃度不純物領
域９が、シリサイド層の形成によって短絡しない構造となっている。
【００４３】
図３は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置のさらに他の例の断面図を示す。図１
および図２の実施例では、トリガーダイオードＡのアノードとなるｐ型高濃度不純物領域
８とｎ型ウェル２との間のブレークダウンをサイリスタ動作のトリガーとする静電気保護
装置の構造を示したが、トリガーダイオードのカソードとなるｎ型高濃度不純物領域９と
ｐ基板間１のブレークダウンをトリガーとする、図３に示す構造によっても、低電圧でト
リガーし、トリガーダイオードＡのアノードとカソードがシリサイド層の形成によって短
絡しないサイリスタ構造を与えることができる。図３では、トリガーダイオードのカソー
ドとなるｎ型高濃度不純物領域９の一部がｐ型基板１に含まれ、一部がｎ型ウェル２に含
まれる構造となっている。
【００４４】
図４は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置のさらに他の例の断面図を示す。ＣＭ
ＯＳ半導体集積回路の製造では、一般に、ｐ型基板１上のｎ型ウェル２の領域以外に、ｐ
型基板１よりも高濃度な不純物濃度を持つｐ型ウェルが形成される。図４は、図１の実施
の形態に対して、ｐ型ウェル２０が形成された例である。図４の構造においても、低電圧
でトリガーするサイリスタが得られる。
【００４５】
以下、図５から図１１を参照して、図１の本発明による静電気保護装置の製造方法を説明
する。図５から図１０は、主要な工程断面図を示している。図１１は、静電気保護装置の
製造工程を表すフローチャートを示している。
【００４６】
図５は、素子分離絶縁体３を形成する工程を表す断面図を示す。図６は、ｎ型ウェル２を
形成する工程を表す断面図を示す。図７は、ゲート側壁絶縁体１２を形成する工程を表す
断面図を示す。図８は、フォトレジスト２６をパターニングする工程を表す断面図を示す
。図９は、高融点金属２７を堆積する工程を表す断面図を示す。図１０は、シリサイド層
１０、１１を形成する工程を表す断面図を示す。
【００４７】
ここで例示した工程は、図１の静電気保護装置の製造に対応するが、図２の静電気保護装
置も同じ工程で製造することができる。何故なら、図２の静電気保護装置では、トリガー
ダイオード部ＡにＭＯＳトランジスタのゲート部と同じ構造体を形成する代わりに、素子
分離絶縁体３を形成すれば良いからである。
【００４８】
図１１および図５～図１０を参照して、先ず、図５に示すように、ｐ型基板１に素子分離
絶縁体３を形成する（Ｓ１０１）。素子分離絶縁体３の形成方法としては、シリコンの局
部酸化処理（local oxidation of silicon；LOCOS）による方法や浅いトレンチ（sharrow
 trench isolation）形成による方法が一般に用いられているが、いかなる方法でもかま
わない。素子分離絶縁体３で被われない領域は、薄い酸化膜２２が被う。
【００４９】
次に、図６に示すように、フォトレジストをウェハー全面に塗布し、ｎ型ウェル形成フォ
トマスクを用いて、フォトリソグラフィー工程によって、ｎ型ウェル注入用のフォトレジ
ス卜２１をパターニングし、ｎ型不純物を注入する。この後ｐ型ウェル形成のため、ｐ型
ウェル注入マスクを用いてｐ型不純物を注入してもよい。フォトレジストを除去し、熱処
理を加え、ｎ型不純物を拡散してｎ型ウェル２を形成する（Ｓ１０２）。
【００５０】
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次に、図７に示すように、薄い酸化膜２２をエッチングで除去し、酸化処理によって、Ｍ
ＯＳトランジスタのゲート酸化膜１３をシリコン基板上に形成する（Ｓ１０３）。ポリシ
リコンをウェハー全面に堆積させ、フォトレジストを全面に塗布した後、ゲート形成フォ
トマスクを用いて、フォトリソグラフィー工程でゲート用レジストをパターニングし、ポ
リシリコンエッチングによって、ポリシリコン１４をゲート酸化膜１３上にパターニング
する（Ｓ１０４）。フォトレジストを除去し、酸化工程で、薄い酸化膜を全面に成長させ
、フォトレジストをウェハー全面に塗布し、ＮＭＯＳトランジスタのＬＤＤ注入マスクを
用いて、フォトレジスト工程によって、ＮＭＯＳトランジスタのＬＤＤ注入用レジストを
パターニングし、ＮＭＯＳトランジスタのソース／ドレイン領域にｎ型不純物を注入する
（Ｓ１０５）。同時に、ＮＭＯＳトランジスタの短チャネル効果を抑制するためにｐ型不
純物を注入してもよい。このとき、図１または図２の静電気保護装置のｎ型アノードゲー
ト高濃度不純物領域５、ｎ型カソード高濃度不純物領域６およびｎ型高濃度不純物領域９
に不純物を注入してもよい。
【００５１】
フォトレジストを除去し、再度、フォトレジストを全面に塗布する。ＰＭＯＳトランジス
タのＬＤＤ注入マスクを用いて、フォトレジスト工程によって、ＰＭＯＳトランジスタの
ＬＤＤ注入用レジストをパターニングし、ＰＭＯＳトランジスタのソース／ドレイン領域
にｐ型不純物を注入する（Ｓ１０６）。同時に、ＰＭＯＳトランジスタの短チャネル効果
を抑制するためにｎ型不純物を注入してもよい。このとき、図１または図２の静電気保護
装置のｐ型高濃度不純物領域４、ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７およびｐ型高濃
度不純物領域８に不純物を注入してもよい。
【００５２】
フォトレジストを除去し、酸化膜を全面に堆積し、全面を異方性酸化膜エッチングするこ
とによって、ポリシリコン１４の側壁にゲート側壁絶縁体１２を形成する（Ｓ１０７）。
薄い酸化膜２４、２５を堆積し、フォトレジストを全面に塗布する。ＮＭＯＳトランジス
タのソース／ドレイン注入マスクを用いて、フォトレジスト工程によって、ＮＭＯＳトラ
ンジスタのソース／ドレイン注入用のフォトレジスト２３をパターニングし、ｎ型不純物
を注入する。この工程で、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５、ｎ型カソード高濃度
不純物領域６およびｎ型高濃度不純物領域９にｎ型不純物が注入される（Ｓ１０８）。フ
ォトレジストを除去し、フォトレジストを全面に塗布する。
【００５３】
図８に示すように、ＰＭＯＳトランジスタのソース／ドレイン注入マスクを用いて、フォ
トレジスト工程によって、ＰＭＯＳトランジスタのソース／ドレイン注入用のフォトレジ
スト２６をパターニングし、ｐ型不純物を注入する（Ｓ１１０）。この工程で、図１また
は図２の静電気保護装置のｐ型アノード高濃度不純物領域４、ｐ型カソードゲート高濃度
不純物領域７およびｐ型高濃度不純物領域８にｐ型不純物が注入される（Ｓ１０９）。
【００５４】
図９に示すように、フォトレジストを除去し、シリコンの活性領域上の酸化膜とポリシリ
コン上面の酸化膜を除去し、高融点金属２７を堆積する（Ｓ１１０）。
【００５５】
図１０に示すように、熱処理を加えて、シリコン基板の表面およびポリシリコン１４の表
面にシリサイド層１０、１１をそれぞれ形成し、未反応の高融点金属をはくりする（Ｓ１
１１）。素子分離絶縁体３の表面とゲート側壁絶縁体１２の表面にはシリサイド層は形成
されない。ゲート側壁絶縁体１２にはシリサイド層が形成されないので、トリガーダイオ
ードを構成するｐ型高濃度不純物領域８とｎ型高濃度不純物領域９は、電気的に短絡する
ことはない。その後、層間絶縁体を全面に堆積し、平坦化し、フォトレジストを全面に塗
布し、コンタクトホール形成フォトマスクを用いて、コンタクトホール開口用レジストを
パターニングする。層間絶縁体をエッチングして、コンタクトホールを開口し、メタルを
ウェハー全面に堆積させ、メタル用フォトマスクを用いて、メタルのパターニングを行う
と図１または図２の静電気保護装置の形成が完了する。
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【００５６】
以下、図１２から図１４を用いて、本発明による静電気保護装置のトリガーダイオードを
構成するｐ型高濃度不純物領域とｎ型高濃度不純物領域に不純物を注入をする際の、フォ
トマスクのレイアウト位置を説明する。ここで説明するレイアウト位置は、静電気保護装
置のトリガーダイオード部に対応しているが、後述の静電気保護回路を構成する保護ダイ
オードの製造にも適用できる。
【００５７】
図１２は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の形成時に回避すべき製造工程の不
具合を説明する断面図を示す。この断面図は、図１の静電気保護装置のトリガーダイオー
ド部Ａを抜粋し、拡大した断面図である。トリガーダイオードのアノードであるｐ型高濃
度不純物領域８の一部に、ｎ型高濃度不純物が注入され、ｎ型不純物領域９ａが形成され
ている。これは、半導体集積回路のＮＭＯＳトランジスタのソース／ドレイン注入の際に
、ＮＭＯＳソース／ドレイン注入用フォトマスクがアライメントずれを起こし、ゲートポ
リシリコン１４の端２９よりもアノード側の位置２８にフォトマスク端が設定されたため
である。ｎ型不純物濃度がｐ型不純物濃度よりも僅かでも高濃度であれば、ｎ型不純物領
域９ａが形成される。サリサイド工程では、ｐ型高濃度不純物領域８とｎ型不純物領域９
ａの表面は、シリサイド層１０が形成されるので、ｐ型高濃度不純物領域８とｎ型不純物
領域９ａは電気的に短絡することになる。ｎ型不純物領域９ａとｎ型ウェル２とｎ型不純
物領域９とは、同じ導電型であるので、トリガーダイオードのアノードとカソードが短絡
する。アノードとカソードが短絡すると、トリガーダイオードの逆方向ブレークダウンが
生じなくなるばかりか、トリガーダイオードを含んでいる静電気保護装置であるサイリス
ターのアノードゲートとカソードゲートが短絡し、通常、高電位にあるアノードゲートか
ら基準電位にあるカソードゲートへリーク電流が生じ、半導体集積回路の通常動作を阻害
することになる。
【００５８】
図１３は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の形成方法を示す断面図を示す。こ
の断面図は、トリガーダイオードのアノードとカソード間に短絡路が形成されない良好な
場合について、ＮＭＯＳソース／ドレイン注入用フォトマスクのレイアウト位置を説明す
る断面図である。半導体集積回路の製造工程において、ＮＭＯＳソース／ドレイン注入用
フォトマスクがゲートポリシリコンに対して、最大のアライメントずれを起こす距離ＤＭ
ＡＸだけ、ＮＭＯＳソース／ドレイン注入用のフォトマスク端の位置３０を不純物注入領
域端であるゲートポリシリコン端２９に対してカソード側のポリシリコン領域上にレイア
ウトしておく。このことによって、アノード側にｎ型高濃度不純物が注入されることが回
避できる。
【００５９】
なお、図１６で後述するｎ型基板またはｎ型ウェル中に形成される保護ダイオードの製造
過程においても、本レイアウト手法は適用できる、また、トリガーダイオードのアノード
とカソードが図２のように素子分離絶縁体３で絶縁される構造の場合は、ＮＭＯＳソース
／ドレイン注入用フォトマスクを素子分離絶縁体に対して、最大のアライメントずれを起
こす距離だけ、ＮＭＯＳソース／ドレイン注入用のフォトマスク端の位置３０を素子分離
領域絶縁体端に対してカソード側にレイアウトしておけばよい。
【００６０】
図１４は、トリガーダイオードのカソードとなるｎ型高濃度不純物領域９とｐ型基板１の
ブレークダウンをトリガーとする、図３の静電気保護装置のトリガーダイオード部を抜粋
し、拡大した図である。ＰＭＯＳソース／ドレイン注入時にｐ型高濃度不純物がカソード
であるｎ型高濃度不純物領域９に注入されると、ｐ型不純物濃度がｎ型不純物濃度よりも
僅かでも高い場合に、ｎ型高濃度不純物領域９のゲート１４側にｐ型不純物領域が形成さ
れる。すると、シリサイド層によってｎ型高濃度不純物領域９とｐ型基板１、ｐ型高濃度
不純物領域８が短絡し、トリガーダイオードのアノードとカソードが短絡してしまう。
【００６１】
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図１４は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の他の例の形成方法を示す断面図を
示す。この断面図は、トリガーダイオードのアノードとカソード間に短絡路が形成されな
いＰＭＯＳソース／ドレイン注入用フォトマスクの位置を説明する断面図である。
【００６２】
半導体集積回路の製造工程において、ＰＭＯＳソース／ドレイン注入用フォトマスクがポ
リシリコン１４に対して、最大のアライメントずれを起こす距離ＤＭＡＸだけ、ＰＭＯＳ
ソース／ドレイン注入用のフォトマスク端の位置３４を不純物注入領域端であるゲートポ
リシリコン端３３に対してカソード側のポリシリコン領域上にレイアウトしておくことに
よって、カソード側にｐ型高濃度不純物が注入されることが回避できる。本レイアウト手
法は、ｐ型基板またはｐ型ウェル中に形成される図１５の保護ダイオードの製造過程にも
適用できる。また、トリガーダイオードのアノードとカソードが、図２のように、素子分
離絶縁体３を用いて電気的に絶縁されるトリガーダイオード構造の場合には、ＰＭＯＳソ
ース／ドレイン注入用フォトマスクを素子分離絶縁体３に対して、最大のアライメントず
れを起こす距離ＤＭＡＸだけ、ＰＭＯＳソース／ドレイン注入用のフォトマスク端の位置
３４を不純物注入領域端である素子分離絶縁体３の端部に対してアノード側にレイアウト
しておけばよい。
【００６３】
図１５、図１８および図１９は、請求項１に記載の静電気保護装置で構成される静電気保
護回路の実施例であり、その詳細を説明する。
【００６４】
図１５は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置で構成される静電気保護回路を表す
模式図を示す。この模式図は、請求項１に記載した静電気保護装置を入／出力信号線と基
準電圧線との間に用いて静電気保護回路を構成した実施例を示している。
【００６５】
静電気保護回路は、請求項１に記載の静電気保護装置３９、保護ダイオード４１、そして
ウェル抵抗器４６で構成されている。静電気保護装置のアノード端子３６は、入／出力信
号線４３に接続し、カソード端子３７およびカソードゲート端子３８は基準電圧線４５に
接続する。入／出力信号線と基準電圧線間には、静電気から保護されるべき半導体集積回
路４０ａが接続する。ウェル抵抗器４６は、半導体基板がｐ型の場合はｎ型ウェルで形成
され、半導体基板がｎ型の場合はｐウェルで形成できる。保護ダイオード４１は、静電気
保護装置３９と同一の製造工程で形成され、ｐ型もしくはｎ型ウェル中に形成されたｐ型
アノード高濃度不純物領域８とｎ型カソード高濃度不純物領域９で構成される。
【００６６】
図１６は、本発明の静電気保護回路を構成する保護ダイオードの構造を表す断面図を示す
。図１７は、本発明の静電気保護回路を構成する保護ダイオードの他の例の構造を表す断
面図を示す。図１６および図１７は、ｐ型基板１上に形成された保護ダイオード４１の構
造例を示している。　保護ダイオード４１においても、静電気保護装置のトリガーダイオ
ードと同じく、ｐ型アノード高濃度不純物領域８とｎ型カソード高濃度不純物領域９がシ
リサイド層で短絡しないように、ゲート側壁絶縁体１２、ゲート酸化膜１３およびポリシ
リコン１４で構成されるゲート構造体を用いてアノードとカソードは絶縁されている。ｐ
型アノード高濃度不純物領域８とｎ型カソード高濃度不純物領域９との絶縁は、図２のト
リガーダイオードＡのように、素子分離絶縁体３を用いても可能である。保護ダイオード
４１のｎ型カソード高濃度不純物領域９は、入／出力信号線４３に接続し、アノード８は
基準電圧線４５に接続する。
【００６７】
図１５の静電気保護回路において、入／出力端子４２に正の静電気が流入してきた場合、
保護ダイオード４１のＰＮ接合でブレークダウンが生じ、保護ダイオード４１にブレーク
ダウン電流が流れる。保護ダイオード４１にブレークダウン電流が流れると、ウェル抵抗
器４６によってアノード端子３６が高電圧になるので、保護ダイオード４１のブレークダ
ウン電圧よりもターンオン電圧が僅かに大きい静電気保護装置３９がターンオンし、入／
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出力信号線４３と基準電圧線４５間に低抵抗の迂回路が形成され、入／出力端子４２から
流入する静電気を静電気保護装置３９を通して基準電圧線４５に逃がすことができる。ま
た、基準電圧端子４４から正の静電気が流入する場合は、静電気保護装置３９のｐ型カソ
ードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウェル２、ｎ型アノードゲート高濃度
不純物領域５で形成されるダイオードが順方向となり、また、保護ダイオード４１も順方
向となるので、基準電圧端子４４から流入する正の静電気を入／出力信号線４３、入出力
端子４２へ逃がすことができる。
【００６８】
図１８は、本発明の実施の形態に係る静電気保護装置で構成される静電気保護回路の他の
例を表す模式図を示す。この模式図は、請求項１に記載した静電気保護装置を用いて、電
圧供給線と入／出力信号線間の静電気保護回路を構成した実施例を示す模式図である。
【００６９】
静電気保護回路は、請求項１に記載の静電気保護装置３９、保護ダイオード４１、そして
ウェル抵抗器４６で構成されている。静電気保護装置のアノード端子３６は電源供給線５
２に接続し、カソード端子３７は入／出力信号線４３に接続し、カソードゲート端子３８
は基準電圧線４５に接続されている。電源供給線５２と入／出力信号線４３の間には、静
電気から保護されるべき半導体集積回路４０ｂが接続されている。
【００７０】
保護ダイオード４１は、静電気保護装置３９と同一の製造工程で形成され、ｎ型ウェル中
に形成されたｐ型アノード高濃度不純物領域８とｎ型カソード高濃度不純物領域９で構成
される。図１７は、ｐ型基板１上のｎ型ウェル２に形成された保護ダイオード４１の構造
例である。保護ダイオード４１のｎ型カソード高濃度不純物領域９は、電源供給線５２に
接続され、ｐ型アノード高濃度不純物領域８は入／出力信号線４３に接続されている。
【００７１】
図１８の静電気保護回路において、電源供給端子５１に正の静電気が流入する場合、保護
ダイオード４１のＰＮ接合に逆方向電圧が印加され、ブレークダウンが生じ、保護ダイオ
ード４１にブレークダウン電流が流れる。保護ダイオード４１にブレークダウン電流が流
れると、ウェル抵抗器４６によってアノード端子３６が高電圧になるので、静電気保護装
置３９がターンオンし、電源供給線５２と入／出力信号線４３間に低抵抗の迂回路が形成
され、電源供給端子５１から流入する静電気を静電気保護装置３９を通して入／出力信号
線４３に逃がすことができる。また、入／出力端子４２から正の静電荷が流入する場合は
、保護ダイオード４１が順方向となるので、入／出力端子４２から流入する正の静電気を
電源供給線５２へ迂回させることができる。
【００７２】
図１９は、請求項１に記載した静電気保護装置を用いて、電圧供給線と基準電圧線間の静
電気保護回路を構成した実施例を示す図である。
【００７３】
静電気保護装置のアノード端子３６は、電源供給線５２に接続され、カソード端子３７と
カソードゲート端子３８は基準電圧線４５に接続されている。電源供給線５２と基準電圧
線４５との間には、静電気から保護されるべき半導体集積回路４０ｃが接続されている。
【００７４】
図１９の静電気保護回路において、電源供給端子５１に正の静電荷が流入してきた場合、
静電気保護装置３９のトリガーダイオードに逆方向電圧が印加され、静電気保護装置３９
がターンオンし、電源供給線５２と基準電圧線４５間に低抵抗の迂回路が形成され、電源
供給端子５１から流入する静電荷を静電気保護装置３９を通して基準電圧線４５へ逃がす
ことができる。また、基準電圧端子４４から正の静電気が流入する場合は、静電気保護装
置のｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウェル２、およびｎ型ア
ノードゲート高濃度不純物領域５で形成されるダイオードが順方向になるので、基準電圧
端子４４から流入する正の静電気を電源供給線５２、電源供給端子５１へ迂回させること
ができる。
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【００７５】
図２０は、請求項１に記載した静電気保護装置を用いて、半導体集積回路の入出力端子、
電源供給端子、基準電圧端子のあらゆる端子対間で静電気を迂回させることができる回路
を構成した静電気保護回路の実施例を示す図である。
【００７６】
静電気保護回路は、請求項１に記載の静電気保護装置３９ａ、３９ｂ、３９ｃ、保護ダイ
オード４１ａ、４１ｂ、そしてウエル抵抗器４６で構成されている。静電気保護装置３９
ａのアノード端子３６ａは電源供給線５２に接続し、カソード端子３７ａは入／出力信号
線４３に接続し、カソードゲート端子３８ａは基準電圧線４５に接続している。静電気保
護装置３９ｂのアノード端子３６ｂは入／出力信号線４３に接続し、カソード端子３７ｂ
およびカソードゲート端子３８ｂは基準電圧線４５に接続している。静電気保護装置３９
ｃのアノード端子３６ｃは電源供給線５２に接続し、カソード端子３７ｃおよびカソード
ゲート端子３８ｃは基準電圧線４５に接続している。電源供給線５２と基準電圧線４５と
の間には、静電気から保護されるべき半導体集積回路４０ｄが接続している。保護ダイオ
ード４１ａ、４１ｂは、静電気保護装置３９ａ、３９ｂ、３９ｃと同一の製造工程で形成
される。保護ダイオード４１ａは、ｐ型アノード高濃度不純物領域８とｎ型カソード高濃
度不純物領域９で構成され、図１７に示されるｐ型基板１上のｎ型ウエル２に形成された
保護ダイオードは一構造例である。保護ダイオード４１ａのｐ型アノード高濃度不純物領
域８は入／出力信号線４３に接続し、ｎ型カソード高濃度不純物領域９は電源供給線５２
に接続している。保護ダイオード４１ｂは、ｐ型アノード高濃度不純物領域とｎ型カソー
ド高濃度不純物領域９で構成され、図１６に示されるｐ型基板１上に形成された保護ダイ
オードは一構造例である。保護ダイオード４１ｂのｐ型アノード高濃度不純物領域８は基
準電圧線４５に接続し、ｎ型カソード高濃度不純物領域９は入／出力信号線４３に接続し
ている。
【００７７】
図２０の静電気保護回路において、電源供給端子５１に正の静電気が流入する場合、保護
ダイオード４１ａのＰＮ接合に逆方向電圧が印加され、ダイオード４１ａに逆方向電流が
流れると、ウエル抵抗器４６によって、カソード端子３７ａに対してアノード端子３６ａ
が高電圧になるので、静電気保護装置３９ａがターンオンし、電源供給線５２と入／出力
信号線４３間に低抵抗の迂回路が形成され、電源供給線５２から流入する静電気を静電気
保護装置３９ａを通して入／出力信号線４３に逃がすことができる。また、入／出力信号
線から正の静電気が流入する場合は、保護ダイオード４１ａが順方向となって、入／出力
端子４２から流入する正の静電気を電源供給線５２へ迂回させることができる。また、入
／出力端子４２に正の静電気が流入してきた場合、保護ダイオード４１ｂのＰＮ接合で逆
方向電圧が印加され、また、保護ダイオード４１ａが順方向になり、保護ダイオード４１
ａもしくは４１ｂに電流が流れることによって、ウエル抵抗器４６によってアノード端子
３６ｂがカソード端子３７ｂよりも高電圧になるので、静電気保護装置３９ａがターンオ
ンし、入／出力端子４３と基準電圧線４５間に低抵抗の迂回路が形成され、入／出力端子
４２から流入する静電気を静電気保護装置３９ｂを通して基準電圧線４５に逃がすことが
できる。基準電圧端子４４から正の静電気が流入する場合は、静電気保護装置３９ｂのｐ
型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル２、ｎ型アノードゲート
高濃度不純物領域５で形成されるダイオードが順方向となり、また、保護ダイオード４１
ｂも順方向となるので、基準電圧端子４４から流入する正の静電気を低抵抗の迂回路を通
して、入／出力信号線４３に逃がすことができる。また、電源供給端子５１に正の静電気
が流入してきた場合、電源供給線が基準電源線に対して高電圧になり、静電気保護装置３
９ｃがターンオンし、電源供給線５２と基準電圧線４５間に低抵抗の迂回路が形成され、
電源供給端子から流入する静電気を静電気保護装置３９ｃを通して基準電圧線４５へ逃が
すことができる。また、基準電圧端子４４から正の静電気が流入する場合は、静電気保護
装置３９ｃのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル２、ｎ型
アノードゲート高濃度不純物領域５で形成されるダイオ一ドが順方向になり、また、保護
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ダイオード４１ａと４１ｂが順方向で直列につながるので、基準電圧端子４４から流入す
る正の静電気を電源供給線５２、電源供給端子５１へ低抵抗の迂回路を通して逃がすこと
ができる。
【００７８】
図２１は、請求項１に記載した静電気保護装置を用いて、半導体集積回路の入／出力端子
、電源供給端子、基準電圧端子間のあらゆる端子対間で静電気を迂回させることができる
静電気保護回路を構成した他の実施例を示す図である。
【００７９】
図２１は、図２０に記載の静電気保護回路中の保護ダイオード４１ａと４１ｂを省いた静
電気保護回路となっている。保護ダイオード４１ａと４１ｂを省略することによって、入
／出力端子４２から正の静電気が流入した場合、半導体集積回路４０ｄに保護ダイオード
４１ａと４１ｂのブレークダウン電圧以上の電圧が半導体集積回路４０ｄに印加される可
能性があるが、静電気保護装置３９ａと３９ｂのターンオン電圧程度の電圧印加に対して
半導体集積回路４０ｄが破壊されない場合は、図２１に記載の静電気保護回路を用いるこ
とによって、以下に記述するように、半導体集積回路の入／出力端子、電源供給端子、基
準電圧端子間のあらゆる端子間で静電気を迂回させることができる静電気保護回路を構成
することができる。
【００８０】
図２１で入／出力端子４２から流入する正の静電気を電源供給端子に迂回させる場合は、
入／出力端子４２から入／出力信号線４３、静電気保護装置３９ｂ、基準電圧線４５、静
電気保護装置３９ｃのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル
２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオード、電源供給線
５２を経て電源供給端子５１へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２
２で入／出力端子４２から流入する正の静電気を基準電圧端子４４に迂回させる場合は、
入／出力端子４２から、入／出力信号線４３、静電気保護装置３９ｂ、基準電圧線４５を
経て基準電圧端子４４へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２１で、
電源供給端子５１から流入する正の静電気を入／出力端子４２に迂回させる場合は、電源
供給端子５１、電源供給線５２、静電気保護装置３９ａ、入／出力信号線４３を経て入／
出力信号端子４２へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２１で、電源
供給端子５１から流入する正の静電気を基準電圧端子４４へ迂回させる場合は、電源供給
端子５１、電源供給線５２、静電気保護装置３９ｃ、基準電圧線４５を経て基準電圧端子
４４へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２１で、基準電圧端子４４
から流入する正の静電気を入／出力端子４２へ迂回させる場合は、基準電圧端子４４、静
電気保護装置３９ｂのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル
２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオード、入／出力信
号線４３、入／出力端子４２という低抵抗の静電気の迂回路が形成される。さらに、図２
１で、基準電圧端子４４から流入する正の静電気を電源供給端子５１へ迂回させる場合は
、基準電圧端子４４、基準電圧線４５、静電気保護装置３９ｃのｐ型カソードゲート高濃
度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で
形成される順方向ダイオード、電源供給線５２、電源供給端子５１で形成される低抵抗の
静電気の迂回路が形成される。図２１の静電気保護回路では、保護ダイオード４１ａと４
１ｂのブレークダウン電圧以上の電圧印加に対して半導体集積回路４０ｄが破壊されない
場合、保護ダイオードの省略によって静電気保護回路のレイアウト面積を縮小することが
でき、半導体集積回路が形成されるチップ面積を縮小することができるので、ウエハー上
に作り込まれる半導体集積回路のチップの数が増え、半導体集積回路のチップのコストが
低減する効果がある。ウエル抵抗４６は、半導体集積回路４０ｄに流れ込む静電気を制限
するものであるが、半導体集積回路４０ｄの静電気耐性に応じて、ウエル抵抗４６を省略
することも可能である。
【００８１】
図２２は、請求項１に記載した静電気保護装置を用いて、半導体集積回路の入／出力端子
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、電源供給端子、基準電圧端子間のあらゆる端子対間で静電気を迂回させることができる
静電気保護回路を構成した他の実施例を示す図である。
【００８２】
図２２では、図２０に記載の静電気保護回路において、静電気保護装置３９ａと保護ダイ
オード４１ａを省いた静電気保護回路構成となっている。
【００８３】
図２２静電気保護回路においても、以下に記述するように、半導体集積回路の入／出力端
子、電源供給端子、基準電圧端子間のあらゆる端子間で静電気を迂回させることができる
静電気保護回路が形成される。
【００８４】
図２２で入／出力端子４２から流入する正の静電気を電源供給端子に迂回させる場合は、
入／出力端子４２から入／出力信号線４３、静電気保護装置３９ｂ、基準電圧線４５、静
電気保護装置３９ｃのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル
２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオード、電源供給線
５２を経て電源供給端子５１へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２
２で入／出力端子４２から流入する正の静電気を基準電圧端子４４に迂回させる場合は、
入／出力端子４２から、入／出力信号線４３、静電気保護装置３９ｂ、基準電圧線４５を
経て基準電圧端子４４へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２２で、
電源供給端子５１から流入する正の静電気を入／出力端子４２に迂回させる場合は、電源
供給端子５１、電源供給線５２、静電気保護装置３９ｃ、基準電圧線４５、保護ダイオー
ド４１ｂおよび静電気保護装置３９ｂのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基
板１、ｎ型ウエル２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオ
ード、入／出力信号線４３を経て入／出力信号端子４２へという低抵抗の静電気の迂回路
が形成される。また、図２２で、電源供給端子５１から流入する正の静電気を基準電圧端
子４４へ迂回させる場合は、電源供給端子５１、電源供給線５２、静電気保護装置３９ｃ
、基準電圧線４５を経て基準電圧端子４４へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される
。また、図２２で、基準電圧端子４４から流入する正の静電気を入／出力端子４２へ迂回
させる場合は、基準電圧端子４４、静電気保護装置３９ｂのｐ型カソードゲート高濃度不
純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成
される順方向ダイオードと、保護ダイオード４１ｂ、入／出力信号線４３、入／出力端子
４２という低抵抗の静電気の迂回路が形成される。さらに、図２２で、基準電圧端子４４
から流入する正の静電気を電源供給端子５１へ迂回させる場合は、基準電圧端子４４、基
準電圧線４５、静電気保護装置３９ｃのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基
板１、ｎ型ウエル２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオ
ード、電源供給線５２、電源供給端子５１で形成される低抵抗の静電気の迂回路が形成さ
れる。
【００８５】
図２２の静電気保護回路では、図２０の静電気保護回路と比べて、半導体集積回路４０ｄ
の電源供給線５２との接点５８と半導体集積回路４０ｄの入／出力信号線４３との接点５
９間で、保護ダイオード４１ａのブレークダウン電圧以上の過電圧が半導体集積回路４０
ｄに短時間印加される可能性があるが、半導体集積回路４０ｄが静電気保護装置３９ｂま
たは静電気保嘩装置３９ｃのターンオン電圧程度の短時間の過電圧に対して十分な耐性が
ある場合、図２０の静電気保護装置３９ａと保護ダイオード４１ａを省略することによっ
て静電気保護回路のレイアウト面積を縮小することができ、半導体集積回路が形成される
チップ面積を縮小することができ、半導体集積回路のチップのコストが低減する効果があ
る。ウエル抵抗４６は、半導体集積回路４０ｄに流れ込む静電気を制限するものであるが
、半導体集積回路４０ｄの静電気耐性に応じて、ウエル抵抗４６を省略することも可能で
ある。
【００８６】
図２３は、請求項１に記載した静電気保護装置を用いて、半導体集積回路の入／出力端子
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、電源供給端子、基準電圧端子間のあらゆる端子対間で静電気を迂回させることができる
静電気保護回路を構成した他の実施例を示す図である。
【００８７】
図２３では、図２２に記載の静電気保護回路中の保護ダイオード４１ｂを省いた静電気保
護回路構成となっている。
【００８８】
図２３で入／出力端子４２から流入する正の静電気を電源供給端子に迂回させる場合は、
入／出力端子４２がら入／出力信号線４３、静電気保護装置３９ｂ、基準電圧線４５、静
電気保護装置３９ｃのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル
２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオード、電源供給線
５２を経て電源供給端子５１へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２
３で入／出力端子４２から流入する正の静電気を基準電圧端子４４に迂回させる場合は、
入／出力端子４２から、入／出力信号線４３、静電気保護装置３９ｂ、基準電圧線４５を
経て基準電圧端子４４へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２３で、
電源供給端子５１から流入する正の静電気を入／出力端子４２に迂回させる場合は、電源
供給端子５１、電源供給線５２、静電気保護装置３９ｃ、基準電圧線４５、静電気保護装
置３９ｂのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１、ｎ型ウエル２、ｎ型ア
ノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオード、入／出力信号線４３を
経て入／出力信号４２へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２３で、
電源供給端子５１から流入する正の静電気を基準電圧端子４４へ迂回させる場合は、電源
供給端子５１、電源供給線５２、静電気保護装置３９ｃ、基準電圧線４５を経て基準電圧
端子４４へという低抵抗の静電気の迂回路が形成される。また、図２３で、基準電圧端子
４４から流入する正の静電気を入／出力端子４２へ迂回させる場合は、基準電圧端子４４
、静電気保護装置３９ｂのｐ型カソードゲート高濃度不純物領域７、ｐ型基板１，ｎ型ウ
エル２、ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域５で形成される順方向ダイオード、入／出
力信号線４３、入／出力端子４２という低抵抗の静電気の迂回路が形成される。さらに、
図２３で、基準電圧端子４４から流入する正の静電気を電源供給端子５１へ迂回させる場
合は、基準電圧端子４４、基準電圧線４５、静電気保護装置３９ｃのｐ型カソードゲート
高濃度不純物領域７，ｐ型基板ｒ，ｎ型ウエル２，ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域
５で形成される順方向ダイオード、電源供給線５２、電源供給端子５１で形成される低抵
抗の静電気の迂回路が形成される。
【００８９】
図２３の静電気保護回路では、図２２の静電気保護回路と比べて、半導体集積回路４０ｄ
の基準電圧線４５との接点６０と半導体集積回路４０ｄの入／出力信号線４３との接点５
９間で、保護ダイオード４１ａのプレークダウン電圧以上の過電圧が半導体集積回路４０
ｄに短時間印加される可能性があるが、半導体集積回路４０ｄが静電気保護装置３９ｂの
ターンオン電圧程度の短時間の過電圧に対して十分な耐性がある場合、図２２の保護ダイ
オード４１ｂの省略によって静電気保護回路のレイアウト面積を縮小することができ、半
導体集積回路が形成されるチップ面積を縮小することができ、半導体集積回路のチップの
コストが低減する効果がある。ウエル抵抗４６は、半導体集積回路４０ｄに流れ込む静電
気を制限するものであるが、半導体集積回路４０ｄの静電気耐性に応じてウエル抵抗４６
を省略することも可能である。
【００９０】
【発明の効果】
本発明によるトリガーダイオードを備えたサイリスタ構造を用いれば、ｎ型ウェルとｐ型
基板（もしくはｐ型ウェル）、または、ｐ型ウェルとｎ型基板（もしくはｎ型ウェル）の
ブレークダウン電圧以下の低電圧でオン状態になる静電気保護装置が形成でき、静電気放
電現象による半導体集積回路の破壊に対して、より耐性のある静電気保護装置を得ること
ができる。また、半導体集積回路の製造工程で、サリサイド工程が用いられる場合でも、
トリガーダイオードを構成するｐ型高濃度不純物領域とｎ型高濃度不純物領域が電気的に



(24) JP 4256544 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

絶縁され、サイリスタのアノードとカソードが電気的に短絡して半導体集積回路の動作が
阻害されるという問題を回避できる。
【００９１】
また、トリガーダイオードまたは保護ダイオードの製造において、本発明によるｐ型高濃
度イオン注入またはｎ型高濃度イオン注入マスクのレイアウト手法を用いれば、半導体集
積回路の製造工程でサリサイド工程が用いられる場合に、ダイオードのカソードとアノー
ドが電気的に短絡し、半導体集積回路にリーク電流が生じるという問題を回避することが
できる。
【００９２】
本発明によるサイリスタのトリガーダイオード形成の製造方法を用いれば、半導体集積回
路の製造工程でシリサイド工程が用いられても、何等特別な工程やフォトマスクを追加す
ることなく、また、半導体集積回路の製造コストを増加させずに、静電気保護装置を製造
することができる。
【００９３】
本発明の静電気保護装置を含んだ静電気保護回路を用いれば、電源供給線と入／出力信号
線間、基準電圧線と入／出力信号線間、および電源供給線と基準電圧線間で、静電気の迂
回路を形成することができ、電源供給線と入／出力信号線間、基準電圧線と入／出力信号
線間、および電源供給線と基準電圧線間に接続する半導体集積回路を静電気放電現象によ
る破壊から保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の他の例の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置のさらに他の例の断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置のさらに他の例の断面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の製造工程において素子分離絶縁体３
を形成する工程を表す断面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の製造工程においてｎ型ウェル２を形
成する工程を表す断面図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の製造工程においてゲート側壁絶縁体
１２を形成した後、ｎ型不純物を注入する工程を表す断面図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の製造工程においてフォトレジスト２
６をパターニングした後、Ｐ型不純物を注入する工程を表す断面図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の製造工程において高融点金属２７を
堆積する工程を表す断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の製造工程においてシリサイド層１
０、１１を形成した後、未反応の高融点金属をはくりした工程を表す断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の製造工程を表すフローチャートで
ある。
【図１２】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の形成時に回避すべき製造工程の不
具合を説明する断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の形成方法を示す断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置の他の例の形成方法を示す断面図で
ある。
【図１５】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置で構成される静電気保護回路を表す
模式図である。
【図１６】本発明の静電気保護回路を構成する保護ダイオードの構造を表す断面図である
。
【図１７】本発明の静電気保護回路を構成する保護ダイオードの他の例の構造を表す断面
図である。
【図１８】本発明の実施の形態に係る静電気保護装置で構成される静電気保護回路の他の
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例を表す模式図である。
【図１９】本発明の実施の形態に係る静電気保護回路のさらに他の例を表す模式図である
。
【図２０】　本発明の実施の形態に係る静電気保護回路の一例を表す模式図である。
【図２１】　本発明の実施の形態に係る静電気保護回路の一例を表す模式図である。
【図２２】　本発明の実施の形態に係る静電気保護回路の一例を表す模式図である。
【図２３】　本発明の実施の形態に係る静電気保護回路の一例を表す模式図である。
【図２４】従来の静電気保護装置の断面図である。
【図２５】従来の静電気保護装置で構成される静電気保護回路の模式図である。
【符号の説明】
１　ｐ型基板
２　ｎ型ウェル
３　素子分離絶縁体
４　ｐ型アノード高濃度不純物領域
５　ｎ型アノードゲート高濃度不純物領域
６　ｎ型カソード高濃度不純物領域
７　ｐ型カソードゲート高濃度不純物領域
８　ｐ型高濃度不純物領域
９　ｎ型高濃度不純物領域
１０　シリコン基板上に形成されたシリサイド層
１１　ポリシリコン上に形成されたシリサイド層
１２　ゲート側壁絶縁体
１３　ゲート酸化膜
１４　ポリシリコン
１５　層間絶縁体
１６　コンタクト
１７　メタル
１８　メタル
１９　メタル
２０　ｐ型ウェル
２１　フォトレジスト
２２　薄い酸化膜
２３　フォトレジスト
２４　薄い酸化膜
２５　薄い酸化膜
２６　フォトレジスト
２７　高融点金属堆積層
２８　ＮＭＯＳソース／ドレイン注入用のフォトマスク端の位置
２９　ゲートポリシリコン端
３０　ＮＭＯＳソース／ドレイン注入用のフォトマスク端の位置
３２　ＰＮ接合
３３　ゲートポリシリコン端
３４　ＰＭＯＳソース／ドレイン注入用のフォトマスク端の位置
３５　ＰＮ接合
３６　静電気保護装置（サイリスタ）のアノード端子
３７　静電気保護装置（サイリスタ）のカソード端子
３８　静電気保護装置（サイリスタ）のカソードゲート端子
３９　静電気保護装置
４０ａ、４０ｂ、４０ｃ　半導体集積回路
４１　保護ダイオード
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４２　入出力端子
４３　入／出力信号線
４４　基準電圧端子
４５　基準電圧線
４６　ウェル抵抗器
４７　カソード端子
４８　アノード端子
４９　アノード端子
５０　カソード端子
５１　電源供給端子
５２　電源供給線
５３　メタル
５４　カソード端子
５５　ｐ型高濃度不純物領域
５６　静電気保護装置
５７　半導体集積回路
３６ａ、３６ｂ、３６ｃ　静電気保護装置（サイリスタ）のアノード端子
３７ａ、３７ｂ、３７ｃ　静電気保護装置（サイリスタ）のカソード端子
３８ａ、３８ｂ、３８ｃ　静電気保護装置（サイリスタ）のカソードゲート端子
３９ａ、３９ｂ、３９ｃ　静電気保護回路
４０ｄ　半導体集積回路
４１ａ、４１ｂ　保護ダイオード
５８　半導体集積回路と電源供給線との接点
５９　半導体集積回路と入／出力信号線との接点
６０　半導体集積回路と基準信号線との接点
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】



(31) JP 4256544 B2 2009.4.22

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  21/332    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/90    　　　Ｄ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/866    (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

(74)代理人  100078282
            弁理士　山本　秀策
(72)発明者  川添　豪哉
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  青木　英治
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  藤井　克正
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  シェン　テン　スー
            アメリカ合衆国　ワシントン　９８６０７，　カマス，　エヌダブリュー　トラウト　コート　２
            ２１６

    審査官  池渕　立

(56)参考文献  特開平０９－０４５８６２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２９３８８１（ＪＰ，Ａ）
              特表平０７－５０６２１６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２４１４５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１２９７４９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－１９６３５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０３７２３８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  27/04
              H01L  21/822
              H01L  27/092
              H01L  21/8238
              H01L  27/06
              H01L  21/8249
              H01L  29/74
              H01L  27/088
              H01L  21/28
              H01L  29/49


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

