
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップ中に形成される半導体集積回路と、
　前記半導体チップ中に形成され、電流経路の一端及び他端が前記半導体集積回路に接続
されるスイッチング素子と、
　前記半導体チップ中に形成され、

　

　

　を特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項２】
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前記電流経路の両端の電圧が前記所定の電圧を超えた
ことを検知してトリガ信号を出力するトリガ回路と、前記トリガ信号に基づいて制御信号
を出力するサイリスタ回路とを備える制御回路とを具備し、

前記電流経路の両端の電圧が所定の電圧値を超えたとき、前記スイッチング素子は、前
記制御回路からの前記制御信号を受け、前記電流経路の一端から他端に向けて、バイポー
ラ動作により電流を流し、

前記電流経路の両端の電圧が前記所定の電圧値を超えないとき、前記制御回路は、前記
スイッチング素子の電流経路を非導通状態とすること

前記サイリスタ回路は、前記電流経路の一端にエミッタ及びコレクタの一方を接続した
第２バイポーラトランジスタと、

前記電流経路の他端にエミッタ及びコレクタの一方を接続し、前記エミッタ及びコレク
タの他方を、前記第２バイポーラトランジスタのベースに接続し、ベースを前記第２バイ
ポーラトランジスタのエミッタ及びコレクタの他方に接続した第３バイポーラトランジス



　

　
【請求項３】
　

　

　
【請求項４】
　

　
【請求項５】
　

　
【請求項６】
　

　

　
【請求項７】
　

　

　
【請求項８】
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タとを備え、
前記トリガ信号は、前記第２バイポーラトランジスタのベースと前記第３バイポーラト

ランジスタのエミッタ及びコレクタとの他方との接続ノードに供給され、前記制御信号は
、前記第２バイポーラトランジスタのエミッタ及びコレクタの他方と前記第３バイポーラ
トランジスタのベースとの接続ノードから出力されること

を特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路装置。

前記サイリスタ回路は、前記電流経路の一端にエミッタ及びコレクタの一方を接続した
第２バイポーラトランジスタと、前記電流経路の他端にソース及びドレインの一方を接続
し、前記ソース及びドレインの他方を、前記第２バイポーラトランジスタのベースに接続
し、バックゲートを前記第２バイポーラトランジスタのエミッタ及びコレクタの他方に接
続した第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタを備え、

前記トリガ信号は、前記第２バイポーラトランジスタのベースと前記第２絶縁ゲート型
電界効果トランジスタのソース及びドレインの他方との接続ノードに供給され、前記制御
信号は、前記第２バイポーラトランジスタのエミッタ及びコレクタの他方と前記第２絶縁
ゲート型トランジスタのバックゲートとの接続ノードから出力されること

を特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路装置。

前記トリガ回路は、前記サイリスタ回路と前記電流経路の他端との間にアノードとカソ
ードとが接続されるダイオードを備え、前記トリガ信号は、前記ダイオードのフォアード
電流であること

を特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路装置。

前記トリガ回路は、前記サイリスタ回路に接続されるソース及びドレインの一方と、前
記電流経路の他端に接続されるソース及びドレインの他方、並びにゲートとを有するダイ
オード接続された第３絶縁ゲート型電界効果トランジスタを備え、前記トリガ信号は、前
記ダイオード接続された絶縁ゲート型電界効果トランジスタのフォアード電流であること

を特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路装置。

前記スイッチング素子の電流経路の一端は、第１導電型の半導体基板に形成される第２
導電型の第１半導体領域であり、前記電流経路の他端は前記半導体基板に形成される第２
導電型の第２半導体領域であり、

前記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソース及びドレインの他方は、前記半導
体基板に形成される第２導電型の第３半導体領域であり、前記ソース及びドレインの一方
は前記第２半導体領域と共有されること

を特徴とする請求項３に記載の半導体集積回路装置。

前記スイッチング素子の電流経路の一端は、第１導電型の半導体基板に形成される第２
導電型の第１半導体領域であり、前記電流経路の他端は前記半導体基板に形成される第２
導電型の第２半導体領域であり、前記第１，第３半導体領域どうしに挟まれた前記半導体
基板の上方に形成されたゲート電極を有し、

前記第２絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソース及びドレインの一方は、前記半導
体基板に形成される第２導電型の第３半導体領域であり、前記ソース及びドレインの他方
は前記半導体基板に形成される第２導電型の第４半導体領域であり、前記第２絶縁ゲート
型電界効果トランジスタのゲート電極は前記スイッチ素子のゲート電極と共有されること

を特徴とする請求項３に記載の半導体集積回路装置。

前記第２バイポーラトランジスタは、前記スイッチング素子の周辺に隣接して形成され
る第２導電型の第１ウェル領域に配置され、前記トリガ回路は、前記第１ウェル領域の周
辺に隣接して形成される第２導電型の第２ウェル領域に配置されること



　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ＩＣ（ Integrated Circuit）やＬＳＩ（ Large Scale Integration）  等の半
導体集積回路装置に関し、特にＥＳＤ（ Electrostatic Discharge；静電気放電）から内
部の回路を保護するＥＳＤ保護回路を有した半導体集積回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般にＥＳＤは、半導体集積回路を人間若しくは機械が運搬する場合等に生じる。ＥＳＤ
が発生すると、数百Ｖ～数千Ｖ程度の高電圧が極短時間に半導体集積回路に印加され、半
導体集積回路が破壊されることがある。そのため、ＩＣやＬＳＩ等の半導体集積回路をＥ
ＳＤから保護するために、種々のＥＳＤ保護回路が提案されている（例えば、特許文献１
、特許文献２、及び非特許文献１参照）。ＥＳＤ保護回路を、半導体集積回路装置に搭載
することでＥＳＤにより内部の回路に印加された高電圧が放電され、半導体集積回路の破
壊を防止するようにしている。
【０００３】
以下、図７又は図８を用いて従来のＥＳＤ保護回路について説明する。
【０００４】
図７は、従来のＥＳＤ保護回路を示す回路図である。図７に示すように、保護すべき内部
回路（半導体集積回路）１０に、パッド１１及びパッド１２が接続される。さらに、ＥＳ
Ｄ保護回路は、過大なＥＳＤ電流を流すためのサイリスタ（ＳＣＲ）回路１３と、サイリ
スタ回路１３のオン／オフを制御する制御回路１５から構成される。
【０００５】
上記サイリスタ回路１３は、パッド１１にアノードが接続され、パッド１２にカソードに
接続される。さらにサイリスタ回路１３は、ＰＮＰ型バイポーラトランジスタ１６、ＮＰ
Ｎ型バイポーラトランジスタ１７、及び抵抗素子１８から構成される。ＰＮＰ型バイポー
ラトランジスタ１６のエミッタはパッド１１に接続され、ベースはＮＰＮ型バイポーラト
ランジスタ１７のコレクタに接続され、コレクタは制御回路１５に接続される。ＮＰＮ型
バイポーラトランジスタ１７のベースは制御回路１５に接続され、エミッタはパッド１２
に接続される。抵抗素子１８の一端は制御回路１５に接続され、他端はパッド１２に接続
される。
【０００６】
上記制御回路１５は、ＧＧＮＭＯＳトランジスタ１９及び抵抗素子２０から構成される。
ＧＧＮＭＯＳトランジスタ１９のドレインはパッド１１に接続され、ゲート及びドレイン
はサイリスタ回路１３に接続される。抵抗素子２０の一端はＮＭＯＳトランジスタ１９の
ゲート及びソースに接続され、他端はパッド１２に接続される。
【０００７】
次に、その動作について図８を用いて説明する。図８は、図７に示すＧＧＮＭＯＳトラン
ジスタ１５の電圧－電流特性を示す図である。図７の横軸はＧＧＮＭＯＳトランジスタ１
９のドレインとソース及びゲートとの間に印加される電圧Ｖ１を示し、縦軸はＧＧＮＭＯ
Ｓトランジスタ１９のドレインとソース及びゲートとの間に流れる電流とサイリスタ回路
１３に流れる電流Ｉ１を示す。
【０００８】
パッド１１とパッド１２との間にＥＳＤによる高電圧が印加されると、ＧＧＮＭＯＳ１９
のドレインにＥＳＤによる高電圧が印加される。すると、図８に示すように、一旦トリガ
電圧Ｖｔ１に達した後、スナップバック特性により電圧がホールド電圧Ｖｈまで降下する
。その後、ＧＧＮＭＯＳトランジスタ１９のドレインと基板の間でブレイクダウンを起こ
して、ＧＧＮＭＯＳトランジスタ１９の寄生ＮＰＮ型バイポーラトランジスタが動作する
ことにより、急激に電流を流せるようになる。そのため、サイリスタ回路１３のＮＰＮ型
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を特徴とする請求項６及び請求項７いずれかに記載の半導体集積回路装置。



バイポーラトランジスタ１７のベースにベース電流が供給され、サイリスタ回路１３がオ
ンし、サイリスタ回路１３のアノードとカソードの間にＥＳＤによる大電流が流れる。以
上の動作により、パッド１１とパッド１２に印加されたＥＳＤ電圧はサイリスタ回路１３
により放電されるためＥＳＤ電圧は内部回路１０に印加されず、内部回路１０は保護され
る。
【０００９】
ここで図８に示すように、サイリスタ回路１３によって大電流を流すためには、内部回路
のＧａｔｅ破壊電圧Ｖｇを超える前に、十分に大きな電流を流す必要がある。しかし、内
部回路１０であるＬＳＩ等の微細化に伴って、上記ＬＳＩ内のＭＯＳトランジスタのＧａ
ｔｅ酸化膜の膜厚も薄くなっている。そのため、Ｇａｔｅ破壊電圧Ｖｇはますます小さく
なっている。
【００１０】
一方、サイリスタ回路１３はＰＮＰ型、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ１６、１７で構
成されているため、動作時のオン抵抗の値は大きい。そのため、十分な大電流を流す前に
Ｇａｔｅ破壊電圧Ｖｇを超えてしまうという事情がある。さらに、Ｇａｔｅ破壊電圧Ｖｇ
を超える前に充分な電流を流すためには、上記バイポーラトランジスタ１６、１７のサイ
ズを増大させオン抵抗を低くする必要があるが、チップサイズが増大し、製造コストが上
昇してしまう。
【００１１】
【特許文献１】
特開平７－２４０５１０号公報　明細書
【００１２】
【特許文献２】
米国特許　６，２４９，４１４号　明細書
【００１３】
【非特許文献１】
EOS/ESD SYMPOSIUM 2001 1A.3 “ GGSCRs: GGNMOS Triggered Silicon Controlled Rectif
iers for ESD Protection in Deep Sub-Micron CMOS Processes”
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
従来のＥＳＤ保護回路には、オン抵抗を低減し、且つチップサイズを縮小することは困難
である、という事情があった。
【００１５】
この発明は上記のような事情に鑑みてなされたもので、オン抵抗を低減し、且つチップサ
イズを低減する、ＥＳＤ保護回路を提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　この発明の一態様に係る半導体集積回路装置は、半導体チップ中に形成される半導体集
積回路と、前記半導体チップ中に形成され、電流経路の一端及び他端が前記半導体集積回
路に接続されるスイッチング素子と、前記半導体チップ中に形成され、

。
【００１７】
上記のような構成によれば、上記スイッチング素子がバイポーラ動作によりＥＳＤ電圧を
放電するため、例えばサイリスタ動作に比較して、オン抵抗を低減することが出来る。さ
らに、スイッチング素子は、１個でもＥＳＤ電圧を放電することが可能である。また、上
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前記電流経路の両
端の電圧が前記所定の電圧を超えたことを検知してトリガ信号を出力するトリガ回路と、
前記トリガ信号に基づいて制御信号を出力するサイリスタ回路とを備える制御回路とを具
備し、前記電流経路の両端の電圧が所定の電圧値を超えたとき、前記スイッチング素子は
、前記制御回路からの前記制御信号を受け、前記電流経路の一端から他端に向けて、バイ
ポーラ動作により電流を流し、前記電流経路の両端の電圧が前記所定の電圧値を超えない
とき、前記制御回路は、前記スイッチング素子の電流経路を非導通状態とする



記制御回路はＥＳＤ電圧を検知してスイッチング素子を導通可能状態とする制御信号を出
力すればよいので、充分な電流を流すようにサイズを大きくする必要もない。そのため、
スイッチング素子及び制御回路のサイズの縮小が可能となり、半導体集積回路装置全体の
サイズの縮小することが可能となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、この説明においては
、全図にわたり共通の部分には共通の参照符号を付す。
【００１９】
まず、図１及び図２を用いてこの発明に係るＥＳＤ保護回路の概略を説明する。図１は、
この発明に係るＥＳＤ保護回路の一例を概略的に説明するためのもので、ＥＳＤ保護回路
の一例を模式的に示す回路図である。
【００２０】
図１に示すように、半導体チップ中には保護すべき内部回路（半導体集積回路）２３が形
成されている。上記内部回路２３には、例えば外部接続端子としての第１パッド２１及び
第２パッド２２が接続されている。第１パッド２１と第２パッド２２との間にＥＳＤ保護
回路２４が接続されている。
【００２１】
ＥＳＤ保護回路２４は、制御回路２５及びスイッチング素子２６を含む。制御回路２５の
一端は第１パッド２１に接続され、他端は第２パッド２２に接続されている。スイッチン
グ素子２６は、電流経路を有し、その一端２７は第１パッド２１に接続され、その他端２
８は第２パッド２２に接続されている。スイッチング素子２６は制御回路２５から供給さ
れる制御信号により、その電流経路の導通可能状態／非導通状態が制御される。
【００２２】
次に、図２を用いて図１に示すＥＳＤ保護回路の動作を説明する。図２は、図１に示すＥ
ＳＤ保護回路２４の電圧－電流特性図である。図２において、横軸はＥＳＤ保護回路２４
に印加される電圧値Ｖを示し、縦軸はＥＳＤ保護回路２４に流れる電流値Ｉを示している
。さらに、図２中の実線３０は図１に示すＥＳＤ保護回路２４の電圧－電流特性であり、
破線３１は図７に示したＥＳＤ保護回路の電圧－電流特性である。
【００２３】
まず、第１パッド２１と第２パッド２２との間に、ＥＳＤによる高電圧が印加されない場
合は、ＥＳＤ保護回路２４は動作しない。このため、ＥＳＤ保護回路２４の動作は、内部
回路２３の動作に影響を与えない。
【００２４】
一方、第１パッド２１と第２パッド２２との間に、ＥＳＤによる高電圧が印加され、所定
の電圧値Ｖｔ１に達すると、制御回路２５が電圧値Ｖｔ１に達したことを検知し、ＥＳＤ
保護回路２４が動作しだす。
【００２５】
電圧値Ｖｔ１は、ＥＳＤ保護回路２４が動作しだすトリガ電圧であり、本例では制御回路
２５が、印加されたＥＳＤ電圧を検知する。制御回路２５は、トリガ電圧Ｖｔ１に達した
後、一旦スナップバック特性により第１パッド２１と第２パッド２２との間の電圧をホー
ルド電圧Ｖｈまで降下させる。その後、スイッチング素子２６の電流経路を導通可能状態
とする制御信号をスイッチング素子２６に出力する。
【００２６】
続いて、上記制御信号によりスイッチング素子２６の電流経路が導通可能状態となる。こ
の導通可能状態において、ＥＳＤによる高い電位がスイッチング素子２６の一端２７及び
他端２８のどちらか印加されるとスイッチング素子２６は完全に導通状態となり、第１パ
ッド２１と第２パッド２２との間にバイポーラ動作による電流を流し、ＥＳＤによる高い
電位を第１パッド２１、第２パッド２２のいずれかに放電する。
【００２７】
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以上の動作によって、ＥＳＤによって生じた高電圧は内部回路２３に印加されずに済む。
また、スイッチング素子２６は、その電流経路にバイポーラ動作によって電流を流す。こ
れにより、第１、第２パッド２１、２２のいずれかに、速やかに放電することができる。
その結果、ＥＳＤによって生じた高電圧から内部回路２３を保護することが出来る。
【００２８】
上記のように、ＥＳＤによって生じた高電圧はスイッチング素子２６のバイポーラ動作に
よる電流を利用することにより放電される。そのため、ＥＳＤ保護回路２４のオン抵抗を
低減することが出来る。この結果、図２に示すようにＧａｔｅ破壊電圧Ｖｇを超えること
なく、大電流を流すことが出来る。従って、微細化された内部回路２３であっても、内部
回路２３中のトランジスタのゲート絶縁膜が破壊されることはない。
【００２９】
さらに、このＥＳＤ保護回路２４は単一のスイッチング素子２６により構成することが出
来る。そのため、ＥＳＤ保護回路２４のチップサイズを縮小することが出来る。
【００３０】
また、制御回路２５はＥＳＤ電圧を検知し、スイッチング素子２６を導通可能状態とする
電流値の低い制御信号を出力するだけでよい。そのため、制御回路２５のチップサイズを
低減できるため、ＥＳＤ保護回路２４の全体のチップサイズを低減することが出来る。尚
、上記制御信号の電流値は、例えば数ｍＡ（ミリアンペア）程度である。
【００３１】
[第１の実施形態 ]
次に、図３を用いてこの発明の第１の実施形態について説明する。以下の実施形態の説明
において、上記の説明と重複する部分の説明を省略し、相違する部分について詳しく説明
する。
【００３２】
図３は、第１の実施形態に係るＥＳＤ保護回路の一例を示す回路図である。図３に示すよ
うに、ＥＳＤ保護回路２４は、スイッチング素子２６及び制御回路２５とで構成されてい
る。
【００３３】
スイッチング素子２６として、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６が適用されている。
ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６のベースは制御回路２５に接続され、エミッタは第
２パッド２２に接続され、コレクタは第１パッド２１に接続される。
【００３４】
制御回路２５は、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６のベース電流を制御するサイリス
タ回路４０と、サイリスタ回路４０を動作させる為のトリガ回路４１とで構成されている
。
【００３５】
上記サイリスタ回路４０はさらに、ＰＮＰ型バイポーラトランジスタ３０、ＮＰＮ型バイ
ポーラトランジスタ３１、及び抵抗素子３４とで構成されている。ＰＮＰ型バイポーラト
ランジスタ３０のベースはＮＰＮ型トランジスタ３１のコレクタに接続され、トランジス
タ３１のベースは、トランジスタ３０のコレクタに接続されている。トランジスタ３０の
エミッタは、第１パッド２１に接続され、トランジスタ３１のエミッタは第２パッド２２
に接続されている。トランジスタ３０のベースとトランジスタ３１のコレクタとノード３
７は、トリガ回路４１を介して第２パッド２２に接続され、トランジスタ３１のベースと
トランジスタ３０のコレクタとのノード３３は、抵抗素子３４を介して第２パッド２２に
接続されている。ノード３３は、スイッチング素子２６であるトランジスタ３６のベース
にも接続されている。
【００３６】
上記トリガ回路４１の一例は、ノード３７と第２パッド２２との間に直列に接続された第
１ダイオード３５－１及び第２ダイオード３５－２により構成される。第１ダイオード３
５－１のアノードはノード３７に接続され、カソードは第２ダイオード３５－２のアノー
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ドに接続される。第２ダイオード３５－２のカソードは第２パッド２２に接続される。
【００３７】
次に、図３に示すＥＳＤ保護回路の動作について説明する。尚、以下の動作の説明におい
てＥＳＤ保護回路の電圧－電流特性については、図２と同様であるためその説明を省略す
る。
【００３８】
まず、第１パッド２１と第２のパッド２２との間にＥＳＤ電圧が印加されない場合は、Ｅ
ＳＤ保護回路２４は動作しない。
【００３９】
一方、第１パッド２１にＥＳＤによる高い電位が印加され、第１パッドを高電位、第２パ
ッドを低電位とした大きな電圧が発生すると、これをトリガ回路４１が検知する。トリガ
回路４１が大きな電圧の発生を検知すると、第２パッド２２に向けてフォア－ド電流を流
す。フォア－ド電流は、サイリスタ回路４０を動作させるためのトリガ信号（電流）であ
る。トリガ信号をサイリスタ回路４０が検知すると、サイリスタ回路４０がオンする。
【００４０】
サイリスタ回路４０がオンすると、制御信号、本例では制御電流を発生する。制御信号は
、ノード３３からトランジスタ３６のベースに供給される。これがベース電流となり、Ｎ
ＰＮ型バイポーラトランジスタ３６は導通可能状態となる。尚、サイリスタ回路４０が発
生させる制御信号の電流値は、トランジスタ３６のベース電流であるから、例えば、数ｍ
Ａ程度の低電流でもよい。
【００４１】
続いて、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６が導通可能状態の場合にコレクタ／エミッ
タ間にＥＳＤ電圧が印加されると、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６のコレクタとエ
ミッタとの間は完全に導通状態となる。従って、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６の
コレクタ～エミッタ間に電流が流れ、第１パッド２１に印加された高電位は、第２バッド
２２に放電される。
【００４２】
以上の動作により、内部回路２３をＥＳＤ電圧から保護することができる。
【００４３】
上記のように、単一のＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６によって、ＥＳＤ電圧を放電
するため、ＥＳＤ保護回路２４のサイズを小さくでき、半導体集積回路装置の製造コスト
を低減することが出来る。
【００４４】
さらに、バイポーラトランジスタ３６のコレクタ～エミッタ間に流れる電流を利用してＥ
ＳＤにより印加された高電位を放電するため、サイリスタに比較してオン抵抗を低減する
ことが出来る。従って、Ｇａｔｅ破壊電圧Ｖｇを超えるような事情も改善することが出来
る。
【００４５】
また、サイリスタ回路４０は、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３６を導通可能状態とす
るためのベース電流を供給する。サイリスタ回路４０は、それ自体が放電能力を有してい
ても良いが、主たる放電はトランジスタ３６が行う。このため、サイリスタ回路４０はベ
ース電流を供給するだけでも良く、電流値を大きくする必要がない。このため、サイリス
タ回路４０のチップ面積を低減でき、チップサイズの増大抑制に有利である。制御信号を
ゲートに出力するために用いられる。その結果、電力値の大きな制御信号を出力する必要
がないため、サイリスタ回路４０のチップサイズ及び製造コストを低減することが出来る
。
【００４６】
尚、上記実施形態においては、トリガ回路４１として第１、第２ダイオード３５－１、３
５－２を用いた例を示した。しかし、トリガ回路４１の実施形態はこれに限らず、例えば
、サイリスタ回路４０に接続されるドレインと、第２パッド２２に接続されるゲート及び
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ソースとを有するダイオード接続されたＮチャンネル型ＭＯＳトランジスタ等であっても
実施可能である。
【００４７】
[第２の実施形態 ]
次にこの発明の第２の実施形態について図４を用いて説明する。以下の説明において、上
記第１の実施形態と重複する部分の説明を省略し相違する部分について詳しく説明する。
【００４８】
図４は、第２の実施形態に係るＥＳＤ保護回路の一例を示す回路図である。図４に示すよ
うに、本例は、スイッチング素子２６として、Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタ内の寄生
バイポーラトランジスタ３６´を利用したものである。上記ＭＯＳトランジスタ４５のド
レインは第１パッド２１に接続され、ゲート及びソースは第２パッド２２に接続され、バ
ックゲートがノード３３に接続されている。
【００４９】
さらに、本例では、サイリスタ回路４０のＮＰＮ型バイポーラトランジスタ３１にも、Ｎ
チャネル型ＭＯＳトランジスタ４６内の寄生バイポーラトランジスタ３１´を利用するよ
うにしている。上記ＭＯＳトランジスタ４６のゲート及びソースは第２パッド２２に接続
され、バックゲートはノード３３に接続され、ドレインはノード３７に接続されている。
【００５０】
第２の実施形態に係るＥＳＤ保護回路２４の動作については、第１の実施形態に係るＥＳ
Ｄ保護回路２４と同様であるので省略する。
【００５１】
第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることが出来る。さらに、ス
イッチング素子２６としてＭＯＳトランジスタ内の寄生バイポーラトランジスタを利用す
る。そのため、ＥＳＤ保護回路２４をＭＯＳ　ＬＳＩのプロセス技術で製造することが可
能となる。従って、製造工程の共通化等を図ることができ、製造コスト及びチップサイズ
を低減することが可能になる。このことについて、以下の変形例１又は変形例２に示すレ
イアウト例を用いてさらに詳しく説明する。
【００５２】
[変形例１ ]
次に変形例１に係るＥＳＤ保護回路について図５を用いて説明する。図５は変形例１に係
るＥＳＤ保護回路のレイアウト例を説明するための平面図であり、図４で示した回路をＬ
ＳＩ上に配置したレイアウト例を示している。以下の変形例の説明において、第２の実施
形態と重複する部分の説明を省略し、相違する部分について詳しく説明する。
【００５３】
図５に示すように、ＬＳＩ上に第１パッド２１を共有するように、第１のＥＳＤ保護回路
２４－１及び第２のＥＳＤ保護回路２４－２が配置されている。保護回路２４－１、２４
－２の一方が図４に示した保護回路に対応する。
【００５４】
まず、第１のＥＳＤ保護回路２４－１のレイアウトについて説明する。第１のＥＳＤ保護
回路２４－１は、Ｐ型基板５０に配置されスイッチング素子２６を構成するＮチャンネル
型ＭＯＳトランジスタ４５と、サイリスタ回路４０を構成するＮチャネル型ＭＯＳトラン
ジスタ４６及びＰＮＰ型バイポーラトランジスタ３０と、トリガ回路４１を構成する第１
、第２ダイオード３５－１、３５－２とを具備している。
【００５５】
上記ＭＯＳトランジスタ４５のＮ＋ 型ドレイン５４はＰ型基板５０に形成されている。ま
た、Ｎ＋ 型ソース５５は第２パッド２２－１に接続されている。ゲートはソース５５に接
続され、Ｐ型基板５０に形成され、ＭＯＳトランジスタ４６のソースはＭＯＳトランジス
タ４５のソース５５と共有され、そのＮ＋ 型ドレイン５７はＰ型基板５０に形成され、Ｎ
型ウェル５１に接続されている。ゲート５８は、ソース５５に接続されている。
【００５６】
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さらに、ＰＮＰ型バイポーラトランジスタ３０は、上記ＭＯＳトランジスタ４６の外周に
設けられたウェル５１に配置されている。ＰＮＰ型バイポーラトランジスタ３０は、Ｎ型
ウェル５１をベースとする。Ｎ型ウェル５１には、トランジスタ３０のコレクタ５９、エ
ミッタ６０が形成される。コレクタ５９は第１パッド２１に接続され、エミッタ６０は、
Ｐ型基板５０、即ち、ＭＯＳトランジスタ４５、４６のバックゲートに接続される。
【００５７】
ダイオード３５－１、３５－２はトランジスタ３０の外周に設けられたＮ型ウェル５２、
５３に配置される。ダイオード３５－１は、Ｎ型ウェル５２をカソードとする。Ｎ型ウェ
ル５２内には、アノード６１が形成されている。アノード６１は、Ｎ型ウェル５１、即ち
トランジスタ３０のベースに接続される。ダイオード３５－２は、Ｎ型ウェル５３をカソ
ードとする。Ｎ型ウェル５３内には、アノード６２が形成される。アノード６２は、ダイ
オード３５－１のカソード、即ちＮ型ウェル５２に接続される。図中、Ｎ型ウェル５２に
形成されたＮ＋ 領域６３は、配線コンタクトするためのコンタクト領域である。ダイオー
ド３５－２のカソード、即ちＮ型ウェル５３は、Ｎ＋ 型のコンタクト領域６４を介して第
２パッド２２－１に接続される。以上の構成は、第２のＥＳＤ保護回路２４－２において
も同様である。
【００５８】
動作については上記第２の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００５９】
変形例１によれば、ＭＯＳトランジスタ４５と、サイリスタ回路を構成するＭＯＳトラン
ジスタ４６とが共通のＰ型基板５０に配置される。そのため、ＭＯＳトランジスタ４５の
ソース及びＭＯＳトランジスタ４６のソースをＮ＋ 型領域５５により共有することが出来
る。その結果、ＥＳＤ保護回路２４（２４－１、２４－２）のレイアウト面積をゲート長
方向に沿って縮小することが出来る。
【００６０】
また、本例では、２つのＥＳＤ保護回路２４－１、２４－２を設ける例を示している。こ
のように２つのＥＳＤ保護回路２４－１、２４－２を設ける場合、ＭＯＳトランジスタ４
５のドレインを共有させる。その結果、２つのＥＳＤ保護回路２４－１、２４－２を隣接
して配置する場合に、レイアウト面積をゲート長方向に沿って低減することが出来る。
【００６１】
[変形例２ ]
次に変形例２に係るＥＳＤ保護回路について図６を用いて説明する。図６は変形例２に係
るＥＳＤ保護回路のレイアウト例を説明するための平面図であり、図４で示した回路をＬ
ＳＩ上に配置したレイアウト例を示している。以下、上記変形例１と重複する部分の説明
は省略し、相違する部分についてさらに詳しく説明する。
【００６２】
図６に示すように、変形例２に係る回路が変形例１に係る回路と異なるところは、ＭＯＳ
トランジスタ４５、４６をゲート長方向ではなく、これに交差するゲート幅方向に沿って
並べたことにある。
【００６３】
上記ＭＯＳトランジスタ４５のゲート及びＭＯＳトランジスタ４６のゲートは、１つのゲ
ート電極６５として共有される。このように、ＭＯＳトランジスタ４５、４６をゲート幅
方向に沿って並べて配置することで、変形例１に比較して、ゲート長方向に沿ったレイア
ウトをさらに詰めることが可能となる。
【００６４】
また、本例では、変形例１と同様に、２つのＥＳＤ保護回路２４－１、２４－２を設ける
例を示している。このような例において、変形例２に従う場合、ＭＯＳトランジスタ４５
は、ドレイン５４ではなくソース５５（５５－１）を共有させる。ＭＯＳトランジスタ４
６においては、ソース５５（５５－２）を共有させる。これにより、２つのＥＳＤ保護回
路を設ける場合に、ＭＯＳトランジスタ４５のソース５５－１、及びＭＯＳトランジスタ
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４６のソース５５－２を共有でき、ゲート長方向に沿ったレイアウト面積を縮小させるこ
とができる。
【００６５】
動作については、上記第２の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
【００６６】
以上、第１、第２の実施形態、及びその変形例を用いて本発明の説明を行ったが、この発
明は上記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲
で種々に変形することが可能である。また、上記各実施形態には種々の段階の発明が含ま
れており、開示される複数の構成要件の適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得
る。例えば各実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発
明が解決しようとする課題の欄で述べた課題の少なくとも１つが解決でき、発明の効果の
欄で述べられている効果の少なくとも１つが得られる場合には、この構成要件が削除され
た構成が発明として抽出され得る。
【００６７】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、オン抵抗を低減し、且つチップサイズを縮小さ
せることが可能なＥＳＤ保護回路を備えた半導体集積回路が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明に係るＥＳＤ保護回路を概略的に示すために、模式的に示した一回路
図。
【図２】　図１に示すＥＳＤ保護回路の電圧－電流特性を示す図。
【図３】　この発明の第１の実施形態に係るＥＳＤ保護回路を示す回路図。
【図４】　この発明の第２の実施形態に係るＥＳＤ保護回路を示す回路図。
【図５】　図４に示すＥＳＤ保護回路を示す第１のレイアウト例。
【図６】　図４に示すＥＳＤ保護回路を示す第２のレイアウト例。
【図７】　従来のＥＳＤ保護回路を示す回路図。
【図８】　図７に示すＥＳＤ保護回路の電圧－電流特性を示す図。
【符号の説明】
２１…第１パッド、２２…第２パッド、２３…内部回路、２４…ＥＳＤ保護回路、２５…
制御回路、２６…スイッチング素子、２７…電流経路の一端、２８…電流経路の他端。

10

20

30

(10) JP 3851893 B2 2006.11.29



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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