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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるスイッチング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
　上記保護素子として、抵抗からなり、直流電源（１３）から上記制御回路部への電流経
路（８）上に配された保護抵抗（４R）を備え、
　上記保護抵抗に、該保護抵抗の絶縁耐圧よりも低い降伏電圧を有する抵抗保護用ツェナ
ーダイオード（５）が並列接続しており、該抵抗保護用ツェナーダイオードは、上記スイ
ッチング素子及び上記保護抵抗と共に上記半導体チップに形成されている、イグナイタ（
１）。
【請求項２】
　点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるスイッチング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
　上記保護素子として、抵抗からなり、直流電源（１３）から上記制御回路部への電流経
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路（８）上に配された保護抵抗（４R）を備え、
　上記スイッチング素子はＩＧＢＴ（２０ｉ）であり、上記半導体チップは、素子分離用
のフィールド酸化膜（２２）を備え、上記ＩＧＢＴのゲート電極（２３）及び上記保護抵
抗はポリシリコンからなり、上記保護抵抗は上記フィールド酸化膜上に形成されており、
　上記保護抵抗に、該保護抵抗の絶縁耐圧よりも低い降伏電圧を有する抵抗保護用ツェナ
ーダイオードが並列接続しており、該抵抗保護用ツェナーダイオードは上記ポリシリコン
からなり、かつ上記フィールド酸化膜上において上記保護抵抗に隣接する位置に形成され
ている、イグナイタ。
【請求項３】
　点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるスイッチング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
　上記保護素子として、抵抗からなり、直流電源（１３）から上記制御回路部への電流経
路（８）上に配された保護抵抗（４R）を備え、
　上記半導体チップを搭載した半導体チップ用リードフレーム（７ｓ）と、上記制御回路
部を搭載した制御回路用リードフレーム（７ｃ）とをさらに備え、上記半導体チップ用リ
ードフレームは上記制御回路用リードフレームよりも厚く形成されている、イグナイタ。
【請求項４】
　点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるスイッチング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
　上記保護素子として、上記制御回路部に加わる電圧を一定に保持する保護ツェナーダイ
オード（４Z）を備え、
　直流電源から上記半導体チップに加えられる印加電圧（ＶS）を検出するための電圧検
出用抵抗（６）と、上記印加電圧が予め定められた値より高くなった場合に上記スイッチ
ング素子を強制的にオフする過電圧保護回路（３１）とを備える、イグナイタ。
【請求項５】
　上記保護素子として、抵抗からなり、直流電源（１３）から上記制御回路部への電流経
路（８）上に配された保護抵抗（４R）をさらに備える、請求項４に記載のイグナイタ。
【請求項６】
　上記直流電源に並列接続されるコンデンサ（１６）を備える、請求項１、２、３、５の
いずれか一項に記載のイグナイタ。
【請求項７】
　上記スイッチング素子はＩＧＢＴ（２０ｉ）であり、上記半導体チップは、素子分離用
のフィールド酸化膜（２２）を備え、上記ＩＧＢＴのゲート電極（２３）及び上記保護抵
抗はポリシリコンからなり、上記保護抵抗は上記フィールド酸化膜上に形成されている、
請求項１又は３に記載のイグナイタ。
【請求項８】
　上記スイッチング素子はＩＧＢＴであり、上記半導体チップは、素子分離用のフィール
ド酸化膜を備え、上記ＩＧＢＴのゲート電極及び上記保護ツェナーダイオードはポリシリ
コンからなり、上記保護ツェナーダイオードは上記フィールド酸化膜上に形成されている
、請求項４に記載のイグナイタ。
【請求項９】
　上記半導体チップは、グランドに接続されたチップ内接地部（２８）を備え、上記保護
ツェナーダイオードの低電位側端子（４８）を上記チップ内接地部に電気接続してある、
請求項４又は８に記載のイグナイタ。
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【請求項１０】
　上記制御回路部は、グランドに接続された制御回路内接地部（３６）を備え、上記保護
ツェナーダイオードの低電位側端子を上記制御回路内接地部に電気接続してある、請求項
４又は８に記載のイグナイタ。
【請求項１１】
　上記電圧検出用抵抗は上記半導体チップに形成されている、請求項４、８～１０のいず
れか一項に記載のイグナイタ。
【請求項１２】
　上記電圧検出用抵抗は、上記半導体チップとは別体に設けられている、請求項４、８～
１０のいずれか一項に記載のイグナイタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、点火コイルの一次巻線に接続したスイッチング素子と、該スイッチング素子
の動作制御をする制御回路部と、該制御回路部を電気的に保護する保護素子とを備えるイ
グナイタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関の点火プラグを点火するためのイグナイタとして、ＩＧＢＴ等のスイッチング
素子と、該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部とを備えたものが知られている
（下記特許文献１参照）。スイッチング素子は、点火コイルの一次巻線に接続している。
また、点火コイルの二次巻線は、上記点火プラグに接続している。上記イグナイタは、制
御回路部によってスイッチング素子をオンオフ動作させることにより、二次巻線に高い電
圧を発生させ、点火プラグを点火するよう構成されている。
【０００３】
　制御回路部には、保護抵抗や保護ツェナーダイオード等の保護素子が接続している。上
記保護抵抗は、直流電源と制御回路部との間の電流経路上に設けられている。保護抵抗は
、いわゆるロードダンプが発生したときに生じる、エネルギーが大きく、かつ電圧が高い
サージを吸収し、このサージから制御回路部を保護する。また、保護ツェナーダイオード
は、制御回路部に並列接続されており、直流電源から制御回路部に加わる電圧を一定に保
持する。これにより、制御回路部に高い電圧が加わることを抑制し、制御回路部を保護し
ている。これら保護抵抗や保護ツェナーダイオード等の保護素子は、比較的熱定格の大き
な素子となるため、上記スイッチング素子や制御回路部とは別体に形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－７４９０５公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記イグナイタは、保護素子を小型化しにくいという問題がある。すな
わち、上記保護抵抗は、エネルギーが大きく、かつ電圧が高いサージを吸収したとき、大
きな熱が発生する。また、保護ツェナーダイオードも、ツェナー電流が流れたときに大き
な熱が発生する。このように、保護素子は発熱量が比較的大きい。そのため、保護素子が
自己の発熱によって破損しないように、保護素子の面積を大きく形成し、単位面積当たり
の発熱量を小さくする必要がある。したがって、従来のイグナイタは、保護素子を小型化
しにくく、イグナイタ全体を小型化しにくい。
【０００６】
　また、上記イグナイタは、保護素子をスイッチング素子や制御回路部とは別体に形成し
てあるため、部品点数が多く、イグナイタの製造コストが上昇しやすい。
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【０００７】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、保護素子を小型化でき、製造コス
トを低減できるイグナイタを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるスイッチ
ング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
　上記保護素子として、抵抗からなり、直流電源（１３）から上記制御回路部への電流経
路（８）上に配された保護抵抗（４R）を備え、
　上記保護抵抗に、該保護抵抗の絶縁耐圧よりも低い降伏電圧を有する抵抗保護用ツェナ
ーダイオード（５）が並列接続しており、該抵抗保護用ツェナーダイオードは、上記スイ
ッチング素子及び上記保護抵抗と共に上記半導体チップに形成されている、イグナイタ（
１）にある。
　また、本発明の第２の態様は、点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるス
イッチング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
　上記保護素子として、抵抗からなり、直流電源（１３）から上記制御回路部への電流経
路（８）上に配された保護抵抗（４R）を備え、
　上記スイッチング素子はＩＧＢＴ（２０ｉ）であり、上記半導体チップは、素子分離用
のフィールド酸化膜（２２）を備え、上記ＩＧＢＴのゲート電極（２３）及び上記保護抵
抗はポリシリコンからなり、上記保護抵抗は上記フィールド酸化膜上に形成されており、
　上記保護抵抗に、該保護抵抗の絶縁耐圧よりも低い降伏電圧を有する抵抗保護用ツェナ
ーダイオードが並列接続しており、該抵抗保護用ツェナーダイオードは上記ポリシリコン
からなり、かつ上記フィールド酸化膜上において上記保護抵抗に隣接する位置に形成され
ている、イグナイタにある。
　また、本発明の第３の態様は、点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるス
イッチング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
　上記保護素子として、抵抗からなり、直流電源（１３）から上記制御回路部への電流経
路（８）上に配された保護抵抗（４R）を備え、
　上記半導体チップを搭載した半導体チップ用リードフレーム（７ｓ）と、上記制御回路
部を搭載した制御回路用リードフレーム（７ｃ）とをさらに備え、上記半導体チップ用リ
ードフレームは上記制御回路用リードフレームよりも厚く形成されている、イグナイタに
ある。
　また、本発明の第４の態様は、点火コイル（１０）の一次巻線（１１）に接続されるス
イッチング素子（２０）と、
　該スイッチング素子の動作制御をする制御回路部（３）と、
　該制御回路部に電気接続し、該制御回路部を電気的に保護する保護素子（４）とを備え
、
　上記スイッチング素子と上記保護素子とを同一の半導体チップ（２）に形成してあり、
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　上記保護素子として、上記制御回路部に加わる電圧を一定に保持する保護ツェナーダイ
オード（４Z）を備え、
　直流電源から上記半導体チップに加えられる印加電圧（ＶS）を検出するための電圧検
出用抵抗（６）と、上記印加電圧が予め定められた値より高くなった場合に上記スイッチ
ング素子を強制的にオフする過電圧保護回路（３１）とを備える、イグナイタにある。
【発明の効果】
【０００９】
　上記イグナイタでは、上記スイッチング素子と保護素子とを同一の半導体チップに形成
してある。
　そのため、保護素子を小型化することができる。すなわち、点火コイルのスイッチング
素子を形成した上記半導体チップは発熱量が大きいため、該半導体チップは、放熱効率が
高い構造とされ、かつ放熱効率が高い環境に設けられる。例えば、スイッチング素子を形
成した半導体チップは、放熱効率が高い、厚めのリードフレームに搭載される。そのため
、異常時に発生するサージを吸収するための保護素子を上記半導体チップに形成すること
により、半導体チップ放熱用のリードフレームを、保護素子の放熱にも利用することがで
き、保護素子の放熱効率を高めることが可能になる。上述したように、保護素子は発熱量
が大きいが、上記半導体チップに搭載することで保護素子の放熱効率を高くでき、保護素
子の単位面積当たりの発熱量が高くなることを許容できる。そのため、保護素子を小型化
できる。これにより、イグナイタ全体の集積度を高めることが可能になる。
【００１０】
　また、上記イグナイタでは、スイッチング素子と保護素子とを同一の半導体チップに形
成してあるため、部品点数を低減することができる。そのため、イグナイタの製造コスト
を低減することができる。
【００１１】
　以上のごとく、本態様によれば、保護素子を小型化でき、製造コストを低減できるイグ
ナイタを提供することができる。
　なお、特許請求の範囲及び課題を解決する手段に記載した括弧内の符号は、後述する実
施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであり、本発明の技術的範囲を限定す
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図２】実施形態１における、イグナイタの一部透視平面図であって、図３のII矢視図。
【図３】図２のIII-III断面図。
【図４】図２のIV-IV断面図。
【図５】実施形態１における、半導体チップの断面図であって、図６のV-V断面図。
【図６】図５のVI矢視図。
【図７】実施形態１における、半導体チップの平面図。
【図８】実施形態２における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図９】実施形態３における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図１０】実施形態４における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図１１】実施形態５における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図１２】実施形態５における、イグナイタの一部透視平面図。
【図１３】実施形態５における、半導体チップの平面図。
【図１４】図１３の要部拡大図。
【図１５】図１４のXV-XV断面図。
【図１６】実施形態６における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図１７】実施形態７における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図１８】実施形態８における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図１９】実施形態９における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
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【図２０】実施形態１０における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図２１】実施形態１０における、イグナイタの一部透視平面図。
【図２２】実施形態１１における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図２３】比較形態における、イグナイタを含む点火装置の回路図。
【図２４】比較形態における、イグナイタの一部透視平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　上記イグナイタは、自動車のエンジンの点火プラグに点火するための、車載用イグナイ
タとすることができる。
【００１４】
（実施形態１）
　上記イグナイタに係る実施形態について、図１～図７を用いて説明する。図１に示すご
とく、本形態のイグナイタ１は、スイッチング素子２０と、制御回路部３と、保護素子４
とを備える。スイッチング素子２０は、点火コイル１０の一次巻線１１に接続されている
。制御回路部３は、スイッチング素子２０の動作制御をする。保護素子４は、制御回路部
３を電気的に保護する。本形態の保護素子４は、抵抗（保護抵抗４R）である。保護抵抗
４Rは、直流電源１３から制御回路部３への電流経路８上に設けられている。直流電源１
３から制御回路部３へ、保護抵抗４Rを介して電力を供給している。
　図５、図７に示すごとく、スイッチング素子２０と保護素子４（保護抵抗４R）とは、
同一の半導体チップ２に形成されている。
【００１５】
　本形態のイグナイタ１は、自動車のエンジンの点火プラグに点火するための、車載用イ
グナイタである。図１に示すごとく、本形態のスイッチング素子２０は、ＩＧＢＴ２０ｉ
である。スイッチング素子２０のコレクタ端子Ｃは点火コイル１０の一次巻線１１に接続
している。点火コイル１０の二次巻線１２は、点火プラグ１４に接続している。
【００１６】
　スイッチング素子２０のゲート端子Ｇは、制御回路部３に接続している。また、スイッ
チング素子２０のエミッタ端子Ｅは、後述する制御回路用リードフレーム７ｃに接続して
いる。制御回路用リードフレーム７ｃは、グランドに接続している。
【００１７】
　直流電源１３と制御回路部３とは、電源用リードフレーム７ｂを介して電気的に接続さ
れている。本形態の制御回路部３は、いわゆるモノリシックＩＣ（monolithic IC）であ
る。また、保護抵抗４Rの２つの端子４１，４２のうち、一方の端子４１は電源用リード
フレーム７ｂに接続し、他方の端子４２は、制御回路部３内の電源ライン３８に接続して
いる。電源ライン３８とグランドとの間には、サージ保護回路３９が設けられている。サ
ージ保護回路３９は、ツェナーダイオード（図示しない）やＭＯＳトランジスタ等によっ
て構成されている。サージ保護回路３９は、後述するＥＳＤ等の高周波サージが入力端子
７１に加わった場合に、電源ライン３８の電圧をクランプする。このクランプ電圧は、電
源ライン３８に加えることが可能な最大電圧よりも低い値、例えば４０Ｖ程度に設定され
ている。
【００１８】
　ロードダンプが発生すると、電圧が１００Ｖ程度のサージが生じる。このサージは、数
１００ｍｓ程度の、比較的長い時間続く。したがって、ロードダンプによって発生したサ
ージは、エネルギーが比較的高い。保護抵抗４Rは、このサージ（以下、エネルギーサー
ジとも記す）から制御回路部３を保護している。
【００１９】
　また、電源用リードフレーム７ｂの入力端子７１には、ＥＳＤ等の高周波サージが加わ
ることがある。高周波サージは電圧が数十ｋＶと高いが、ｎｓオーダー程度の短い時間し
か続かない。そのため、高周波サージのエネルギーは比較的小さい。しかし、数十ｋＶの
電圧が保護抵抗４Rに直接加わると、保護抵抗４Rが破損するおそれがある。そのため本形
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態では、保護抵抗４Rに抵抗保護用ツェナーダイオード５を並列接続してある。抵抗保護
用ツェナーダイオード５の降伏電圧は、保護抵抗４Rの絶縁耐圧よりも低い値、例えば５
００Ｖ程度に設定されている。高周波サージが加わると、抵抗保護用ツェナーダイオード
５が降伏する。これにより、保護抵抗４Rに、絶縁耐圧よりも高い電圧が加わることを防
止している。また、抵抗保護用ツェナーダイオード５が降伏すると、サージ保護回路３９
により、電源ライン３８の電圧がクランプされる。これにより、電源ライン３８に、サー
ジ保護回路３９のクランプ電圧よりも高い電圧が加わることを防止している。
【００２０】
　また、本形態では、電源用リードフレーム７ｂと制御回路用リードフレーム７ｃとの間
に、コンデンサ１６を設けてある。このコンデンサ１６によって、高周波サージの一部を
吸収している。
【００２１】
　また、図１に示すごとく、制御回路部３はＩＧＮ端子７３に接続している。このＩＧＮ
端子７３を介して、図示しないＥＣＵから、制御回路部３に点火信号ＳIGNが入力される
。点火信号ＳIGNが入力されるとスイッチング素子２０がオンし、一次巻線１１に電流が
流れる。また、点火信号ＳIGNが停止すると、スイッチング素子２０がオフし、一次巻線
１１の電流が遮断される。このとき二次巻線１２に発生する高電圧を利用して、点火プラ
グ１４を点火している。
【００２２】
　次に、図２～図４を用いて、イグナイタ１の立体的な構造について説明する。図２に示
すごとく、イグナイタ１は、半導体チップ２を搭載した半導体チップ用リードフレーム７
ｓと、制御回路部３を搭載した制御回路用リードフレーム７ｃと、電源用リードフレーム
７ｂと、ＩＧＮ端子７３とを備える。電源用リードフレーム７ｂは直流電源１３の正電極
に接続している。また、制御回路用リードフレーム７ｃはグランドに接続している。電源
用リードフレーム７ｂと半導体チップ用リードフレーム７ｓとに、点火コイル１０の一次
巻線１１が接続している。また、電源用リードフレーム７ｂと制御回路用リードフレーム
７ｃとの間に、コンデンサ１６が設けられている。これらのリードフレーム７ｓ，７ｂ，
７ｃ、半導体チップ２等は、樹脂製の封止部材１５によって封止されている。
【００２３】
　図３、図４に示すごとく、半導体チップ用リードフレーム７ｓは、制御回路用リードフ
レーム７ｃよりも厚く形成されている。これにより、半導体チップ２から発生する熱を半
導体チップ用リードフレーム７ｓによって吸収し、半導体チップ２の放熱効率を高めてい
る。このように、半導体チップ２は、放熱効率が高い環境に配されており、半導体チップ
用リードフレーム７ｓへ容易に放熱できるようにされている。
【００２４】
　次に、半導体チップ２の構造について説明する。図５に示すごとく、半導体チップ２は
、シリコン基板２４と、該シリコン基板２４上に形成されたゲート電極２３と、配線層２
９と、保護膜２５とを備える。シリコン基板２４には、ｐ、ｎ等の不純物拡散層が形成さ
れている。また、ゲート電極２３の下にはチャネル２６が形成されている。ゲート電極２
３に電圧を加えるとチャネル２６が反転し、スイッチング素子２０（ＩＧＢＴ２０ｉ）が
オンになる。
【００２５】
　半導体チップ２には、素子分離用のフィールド酸化膜２２が形成されている。フィール
ド酸化膜２２は、図７に示すごとく、スイッチング素子２０を形成した領域である素子領
域２１を取り囲むように、枠状に形成されている。図５に示すごとく、このフィールド酸
化膜２２上に、保護抵抗４R及び抵抗保護用ツェナーダイオード５を形成してある。ゲー
ト電極２３、保護抵抗４R、抵抗保護用ツェナーダイオード５は、それぞれポリシリコン
からなる。すなわち本形態では、半導体チップ２の製造時に、ポリシリコン層を成膜形成
し、このポリシリコン層を所定のパターンにエッチング加工することにより、ゲート電極
２３、保護抵抗４R、抵抗保護用ツェナーダイオード５を形成している。ゲート電極２３
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及び保護抵抗４Rには、Ｐ型又はＮ型の不純物が、所定濃度添加されている。
【００２６】
　図６に示すごとく、抵抗保護用ツェナーダイオード５は、保護抵抗４Rに隣り合う位置
に形成されている。保護抵抗４Rと抵抗保護用ツェナーダイオード５とは、配線２９１に
よって並列接続されている。配線２９１は、ワイヤ１７（図２参照）を接続するためのパ
ッドを兼ねている。上記ワイヤ１７を介して、配線２９１を、電源用リードフレーム７ｂ
や制御回路部３に接続してある。
【００２７】
　また、図６に示すごとく、本形態では、ポリシリコンにＰ型の不純物とＮ型の不純物を
交互に添加することにより、互いに直列接続された複数の小ツェナーダイオード５０を形
成している。このように複数の小ツェナーダイオード５０を形成することにより、上述し
たように、抵抗保護用ツェナーダイオード５全体の降伏電圧を５００Ｖ程度に調整してい
る。
【００２８】
　また、図５に示すごとく、シリコン基板２４と半導体チップ用リードフレーム７ｓとの
間には、はんだ層２７が介在している。半導体チップ２から発生した熱は、はんだ層２７
を介して、半導体チップ用リードフレーム７ｓに伝導する。
【００２９】
　次に、制御回路部３の構成について説明する。図１に示すごとく、制御回路部３は、上
記電源ライン３８、サージ保護回路３９の他に、過電圧保護回路３１、サーマルシャット
式ロック防止回路３２、フィルタ回路３３、ドライブ回路３４、過電流保護回路３５等を
備える。フィルタ回路３３は、点火信号ＳIGNに含まれるノイズを除去している。ドライ
ブ回路３４は、点火信号ＳIGNの電圧を増幅する。過電圧保護回路３１は、スイッチング
素子２０を過電圧から保護している。
【００３０】
　また、サーマルシャット式ロック防止回路３２は、半導体チップ２に形成された感温ダ
イオード２９２に接続している。サーマルシャット式ロック防止回路３２は、半導体チッ
プ２の温度が所定値を超えた場合に、スイッチング素子２０を強制的にオフする。また、
過電流保護回路３５は、半導体チップ２のセンスエミッタＳＥに接続している。このセン
スエミッタＳＥを介して、スイッチング素子２０に流れる電流の一部を取り出している。
過電流保護回路３５は、スイッチング素子２０に流れる電流が、予め定められた一定の値
となるように、スイッチング素子２０を制御している。
【００３１】
　次に、本形態の作用効果について説明する。図１、図５に示すごとく、本形態では、ス
イッチング素子２０と保護素子４（保護抵抗４R）とを同一の半導体チップ２に形成して
ある。
　そのため、保護素子４を小型化することができる。すなわち、スイッチング素子２０を
形成した半導体チップ２は発熱量が多いため、該半導体チップ２は、放熱効率が高い構造
とされており、かつ放熱効率の高い環境に配されている。例えば図３に示すごとく、半導
体チップ２は、放熱効率が高い、厚めのリードフレーム（半導体チップ用リードフレーム
７ｓ）に搭載される。そのため、異常時に発生するサージを吸収するための保護素子４を
半導体チップ２に形成することにより、保護素子４の放熱効率を高めることが可能になる
。上述したように保護素子４は発熱量が大きいが、本形態のイグナイタ１は保護素子４の
放熱効率が高いため、保護素子４の単位面積当たりの発熱量が高くなることを許容できる
。そのため、保護素子４を小型化できる。
【００３２】
　また、本形態では、スイッチング素子２０と保護素子４とを同一の半導体チップ２に形
成してあるため、部品点数を低減することができる。そのため、イグナイタ１の製造コス
トを低減することができる。
【００３３】
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　また、本形態では、保護素子４として、抵抗からなり、直流電源１３から制御回路部３
への電流経路８上に配された保護抵抗４Rを備える。
　保護抵抗４Rは、上記エネルギーサージを吸収したときに、特に大きな熱を発生しやす
い。そのため、保護抵抗４Rを、放熱効率の高い半導体チップ２上に形成したことによる
効果は大きい。
【００３４】
　また、図１に示すごとく、本形態では、保護抵抗４Rに、該保護抵抗４Rを保護する抵抗
保護用ツェナーダイオード５を並列接続してある。抵抗保護用ツェナーダイオード５の降
伏電圧は、保護抵抗４Rの絶縁耐圧よりも低く設定されている。
　このようにすると、ＥＳＤ等の高周波サージが加わった場合に、抵抗保護用ツェナーダ
イオード５が降伏するため、保護抵抗４Rに絶縁耐圧よりも高い電圧が加わることを抑制
できる。そのため、保護抵抗４Rを高周波サージから保護できる。
【００３５】
　また、本形態では、直流電源１３に並列接続されたコンデンサ１６を備える。
　そのため、このコンデンサ１６によって、高周波サージの一部を吸収することができる
。したがって、制御回路部３の耐サージ性をより高めることができる。
【００３６】
　図２３、図２４に示すごとく、従来のイグナイタ１では、保護素子４（保護抵抗４R）
を、半導体チップ２とは別体に形成していた。そのため、コンデンサ１６等の他の部品を
さらに搭載しようとすると、イグナイタ１全体が大型化するという問題があった。これに
対して、図１に示すごとく、本形態のように、保護素子４（保護抵抗４R）とスイッチン
グ素子２０とを同一の半導体チップ２に形成すれば、部品点数を低減でき、空いたスペー
スにコンデンサ１６を設けることができる。これにより、イグナイタ１の大型化を抑制し
つつ、制御回路部３の耐サージ性をより高めることが可能になる。
【００３７】
　また、本形態では、図５に示すごとく、保護抵抗４Rをフィールド酸化膜２２上に形成
してある。このようにすると、ＩＧＢＴ２０ｉの素子分離のために形成したフィールド酸
化膜２２を、保護抵抗４Rの絶縁に利用することができる。また、フィールド酸化膜２２
の膜厚は厚いため、保護抵抗４Rの絶縁耐圧を充分に高めることができる。
【００３８】
　また、保護抵抗４Rは、ゲート電極２３と同様に、ポリシリコンによって形成されてい
る。したがって、半導体チップ２の製造時に、ポリシリコン層を形成し、このポリシリコ
ン層をエッチング加工することにより、ゲート電極２３と保護抵抗４Rとを両方とも形成
することができる。つまり、保護抵抗４Rを形成するための専用の層を別途形成する必要
がない。そのため、半導体チップ２の製造コストを低減できる。
【００３９】
　また、本形態では図６に示すごとく、抵抗保護用ツェナーダイオード５を、保護抵抗４

Rに隣接する位置に形成してある。そのため、保護抵抗４Rと抵抗保護用ツェナーダイオー
ド５との間隔Ｌを短くすることができ、これらを接続する配線２９１に寄生するインダク
タンスを低減できる。したがって、保護抵抗４Rを高周波サージから保護しやすくなる。
【００４０】
　また、本形態では、抵抗保護用ツェナーダイオード５を、ゲート電極２３と同様に、ポ
リシリコンによって形成してある。そのため、抵抗保護用ツェナーダイオード５を形成す
るための専用の層を形成する必要がなく、半導体チップ２の製造コストを低減できる。
【００４１】
　また、図３に示すごとく、本形態のイグナイタ１は、半導体チップ２０を搭載した半導
体チップ用リードフレーム７ｓと、制御回路部３を搭載した制御回路用リードフレーム７
ｃとを備える。そして、半導体チップ用リードフレーム７ｓを、制御回路用リードフレー
ム７ｃよりも厚く形成してある。
　そのため、半導体チップ用リードフレーム７ｓをヒートシンクとして利用することがで
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き、半導体チップ２０に形成したスイッチング素子２０及び保護抵抗４Rの放熱効率を高
めることができる。
【００４２】
　以上のごとく、本形態によれば、保護抵抗を小型化でき、製造コストを低減できるイグ
ナイタを提供することができる。
【００４３】
　以下の実施形態においては、図面に用いた符号のうち、実施形態１において用いた符号
と同一のものは、特に示さない限り、実施形態１と同様の構成要素等を表す。
【００４４】
（実施形態２）
　本形態は、図８に示すごとく、コンデンサ１６を設けない例である。本形態では、ＥＳ
Ｄ等の高周波サージが加わった場合に、抵抗保護用ツェナーダイオード５のみによって、
保護抵抗４Rを高周波サージから保護している。
　上記構成にすると、コンデンサ１６を設けないため、部品点数を低減でき、イグナイタ
１を小型化することができる。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００４５】
（実施形態３）
　本形態は、図９に示すごとく、抵抗保護用ツェナーダイオード５を設けない例である。
本形態では、高周波サージが加わった場合に、コンデンサ１６のみによって、保護抵抗４

Rを高周波サージから保護している。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００４６】
（実施形態４）
　本形態は、図１０に示すごとく、半導体チップ２の回路構成を変更した例である。本形
態では、抵抗保護用ツェナーダイオード５の一方の端子５１を保護抵抗４Rに接続し、他
方の端子５２を、スイッチング素子２０のエミッタ端子Ｅに接続している。高周波サージ
が加わった場合には、抵抗保護用ツェナーダイオード５が降伏する。その後、高周波サー
ジは、エミッタ端子Ｅ及び制御回路用リードフレーム７ｃを介してグランドに流れる。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００４７】
 (実施形態５)
　本形態は、複数種類の保護素子４を設けた例である。図１１に示すごとく、本形態のイ
グナイタ１は、保護素子４として、保護ツェナーダイオード４Zを備える。保護ツェナー
ダイオード４Zは、制御回路部３の電源－グランド間に並列接続している。この保護ツェ
ナーダイオード４Zを用いて、制御回路部３に加わる電源電圧を一定に保持している。保
護ツェナーダイオード４Zは、半導体チップ２に形成されている。
【００４８】
　本形態では、現状の車載バッテリーの電圧（約１２Ｖ）よりも高い電源電圧Ｖbを有す
る直流電源１３を用いている。電源電圧Ｖbは、例えば５０Ｖ程度である。また、制御回
路部３の耐電圧ＶMAXは、電源電圧Ｖbよりも低く、例えば３０Ｖ程度である。保護ツェナ
ーダイオード４Zの降伏電圧ＶZは、制御回路部３の耐電圧ＶMAXよりも低い。すなわち、
各電圧の関係は、
Ｖb＞ＶMAX＞ＶZ

となっている。
【００４９】
　電源電圧Ｖbをそのまま制御回路部３に加えると、制御回路部３が破損するおそれがあ
るため、本形態では、保護ツェナーダイオード４Zを用いて、制御回路部３に加わる電圧
を降伏電圧ＶZまで低下させている。
【００５０】
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　図１１、図１２に示すごとく、半導体チップ２は、グランドに接続されたチップ内接地
部２８（エミッタ端子Ｅ）を備える。保護ツェナーダイオード４Zの低電位側端子４８は
、このチップ内接地部２８に電気接続している。また、保護ツェナーダイオード４Zの高
電位側端子４７は、ワイヤ１７を介して、制御回路部３の電源ライン３８に接続している
。
【００５１】
　図１３、図１５に示すごとく、本形態の半導体チップ２は、実施形態１と同様に、素子
分離用のフィールド酸化膜２２を備える。このフィールド酸化膜２２に、保護ツェナーダ
イオード４Zを形成してある。また、本形態では、実施形態１と同様に、保護抵抗４R及び
抵抗保護用ツェナーダイオード５を、フィールド酸化膜２２上に形成してある。
【００５２】
　図１５に示すごとく、本形態のスイッチング素子２０は、ＩＧＢＴである。ＩＧＢＴの
ゲート電極２３は、ポリシリコンからなる。また、保護抵抗４R、保護ツェナーダイオー
ド４Z、抵抗保護用ツェナーダイオード５も、ゲート電極２３と同様に、ポリシリコンか
らなる。
【００５３】
　図１３、図１４に示すごとく、抵抗保護用ツェナーダイオード５と保護抵抗４Rとは、
配線２９１によって互いに並列に接続されている。これらの配線２９１は、ワイヤ１７（
図１２参照）を接続するためのパッドを兼ねている。２本の配線２９１a，２９１bのうち
一方の配線２９１ａは、ワイヤ１７を介して、電源用リードフレーム７ｂ（図１２参照）
に接続している。また、他方の配線２９１bは、ワイヤ１７を介して、制御回路部３に接
続している。
【００５４】
　図１４に示すごとく、抵抗保護用ツェナーダイオード５は、実施形態１と同様に、互い
に直列に接続された複数の小ツェナーダイオード５０からなる。抵抗保護用ツェナーダイ
オード５は、ポリシリコンに、Ｎ型の不純物とＰ型の不純物とを交互に添加することによ
り形成されている。また、保護ツェナーダイオード４Zも同様に、互いに直列に接続され
た複数の小ツェナーダイオード４０からなる。
【００５５】
　図１３、図１４に示すごとく、保護ツェナーダイオード４Zは、保護抵抗４R及び抵抗保
護用ツェナーダイオード５の長手方向（Ｙ方向）に直交する方向（Ｘ方向）に、電流が流
れるよう構成されている。すなわち、保護ツェナーダイオード４Zの小ツェナーダイオー
ド４０は、上記長手方向（Ｙ方向）に直交する方向（Ｘ方向）に積層されている。また、
Ｙ方向における保護ツェナーダイオード４Zの長さＬZは、保護抵抗４R及び抵抗保護用ツ
ェナーダイオード５のＹ方向長さと略等しい。すなわち、本形態では、保護ツェナーダイ
オード４Zの横幅ＬZを長く形成してある。これにより、保護ツェナーダイオード４Zの電
気抵抗を低減している。
【００５６】
　図１４、図１５に示すごとく、保護ツェナーダイオード４Zの高電位側端子４７は、配
線２９１bに接続している。この配線２９１bを介して、保護ツェナーダイオード４Zを、
保護抵抗４R、抵抗保護用ツェナーダイオード５、制御回路部３に電気接続してある。ま
た、保護ツェナーダイオード４Zの低電位側端子４８は、ＩＧＢＴ２０ｉの配線層２９に
接続している。配線層２９は、ＩＧＢＴ２０ｉのエミッタ拡散層２４９に接続している。
また、配線層２９は、図１２、図１３に示すごとく、チップ内接地部２８（エミッタ端子
Ｅ）に接続している。チップ内接地部２８は、ワイヤ１７及び制御回路用リードフレーム
７ｃを介して、グランドに接続している。このように本形態では、保護ツェナーダイオー
ド４Zの低電位側端子４８を、配線層２９、チップ内接地部２８、ワイヤ１７、制御回路
用リードフレーム７ｃを介して、グランドに接続している。
【００５７】
　一方、図１１に示すごとく、本形態の制御回路部３は、実施形態１と同様に、過電圧保
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護回路３１を備える。過電圧保護回路３１は、直流電源１３から半導体チップ２に加えら
れる印加電圧ＶSが何らかの原因で上昇した場合、スイッチング素子２０を強制的にオフ
する。例えば、ロードダンプが発生した場合、１００Ｖ程度のサージが発生し、印加電圧
ＶSが上昇する。このときスイッチング素子２０がオンになっていると、スイッチング素
子２０に大きな電流が流れ、発熱してスイッチング素子２０が破損する可能性が考えられ
る。そのため、この場合、過電圧保護回路３１によって、スイッチング素子２０を強制的
にオフしている。
【００５８】
　上述したように、本形態では、保護ツェナーダイオード４Zを用いて、制御回路部３に
加わる電圧を一定に保持している。そのため、サージが発生し、印加電圧ＶSが上昇して
も、制御回路部３の電源ライン３８の電圧は一定に保持される。したがって、過電圧保護
回路３１を用いて電源ライン３８の電圧を測定しても、印加電圧ＶSが上昇したか否かを
検出できない。そのため本形態では、印加電圧ＶSを検出するための電圧検出用抵抗６を
設けている。
【００５９】
　より詳しくは、本形態では、２個の電圧検出用抵抗６（６ａ，６ｂ）を設けてある。こ
れら２個の電圧検出用抵抗６ａ，６ｂの接続点６９に、過電圧保護回路３１を接続してあ
る。すなわち、上記２個の電圧検出用抵抗６ａ，６ｂによって印加電圧ＶSを分圧し、そ
の分圧値ＶS’を過電圧保護回路３１によって測定している。過電圧保護回路３１は、分
圧値ＶS’が予め定められた上限値よりも高くなった場合に、スイッチング素子２０を強
制的にオフする。これにより、スイッチング素子２０を保護している。
【００６０】
　また、図１１～図１４に示すごとく、本形態では、電圧検出用抵抗６を半導体チップ２
に形成してある。電圧検出用抵抗６は、例えば、上記ポリシリコンによって形成すること
ができる。また、電圧検出用抵抗６は、保護ツェナーダイオード４Z等と共に、上記フィ
ールド酸化膜２２上に形成することができる。
【００６１】
　本形態の作用効果について説明する。図１１に示すごとく、本形態のイグナイタ１は、
保護素子４として、制御回路部３に加わる電圧を一定に保持する保護ツェナーダイオード
４Zを備える。そして、この保護ツェナーダイオード４Zを、上記半導体チップ２に形成し
てある。
　保護ツェナーダイオード４Zは、降伏電流が流れたときに大きな熱が発生しやすい。ま
た、半導体チップ２は、上述したように、放熱効率が高い環境に配される。例えば、半導
体チップ２は、厚いリードフレーム７ｓ上に配されている。そのため、保護ツェナーダイ
オード４Zを半導体チップ２上に形成すれば、半導体チップ放熱用のリードフレーム７ｓ
を、保護ツェナーダイオード４Zの放熱にも利用することができ、保護ツェナーダイオー
ド４Zの放熱効率を高くすることができる。したがって、保護ツェナーダイオード４Zの単
位面積当たりの発熱量が高くなることを許容できる。そのため、保護ツェナーダイオード
４Zを小型化することができ、イグナイタ１を小型化できる。
【００６２】
　また、図１５に示すごとく、本形態の保護ツェナーダイオード４Zは、フィールド酸化
膜２２上に形成されている。
　そのため、保護ツェナーダイオード４Zの絶縁耐圧を充分に確保することができる。
【００６３】
　また、本形態では、スイッチング素子２０（ＩＧＢＴ２０ｉ）のゲート電極２３及び保
護ツェナーダイオード４Zを、ポリシリコンにより形成してある。
　そのため、半導体チップ２を製造する際、ポリシリコン層を成膜形成し、所定のパター
ンにエッチング加工することにより、ゲート電極２３と保護ツェナーダイオード４Zとを
両方とも形成することができる。したがって、保護ツェナーダイオード４Zを形成するた
めの専用の層を形成する必要がなく、半導体チップ２の製造コストを低減することができ
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る。
【００６４】
　また、上記保護ツェナーダイオード４Zの降伏電圧Ｖzは、制御回路部３の耐電圧ＶMAX

よりも低い。
　そのため、制御回路部３を確実に保護することができる。
【００６５】
　また、本形態では、直流電源１３の電源電圧Ｖbを、保護ツェナーダイオード４Zの降伏
電圧ＶZまで下げて、制御回路部３に加えている。そのため、制御回路部３の耐電圧ＶMAX

よりも高い電源電圧Ｖbを有する直流電源１３を用いることが可能になる。また、イグナ
イタ１の開発時に、制御回路部３を変更せず、電源電圧Ｖbのみを変更することができる
。そのため、制御回路部３を複数種類のイグナイタ１に渡って使用でき、制御回路部３の
汎用性を高めることができる。
【００６６】
　また、図１２、図１３に示すごとく、本形態の半導体チップ２は、グランドに接続され
たチップ内接地部２８（エミッタ端子Ｅ）を備える。このチップ内接地部２８に、上記保
護ツェナーダイオード４Zの低電位側端子４８を電気接続してある。
　そのため、イグナイタ１の製造コストを低減できる。すなわち、例えば、制御回路部３
内に、グランドに接続された部分を形成し（図２１参照）、この部分と低電位側端子４８
とをワイヤ１７によって接続することも可能であるが、この場合、低電位側端子４８をグ
ランドに接続するための専用のワイヤ１７が必要となり、イグナイタ１の製造コストが増
加しやすい。これに対して、本形態のように、低電位側端子４８をチップ内接地部２８に
接続すれば、専用のワイヤ１７を用いることなく、低電位側端子４８をグランドに電気接
続できる。そのため、イグナイタ１の製造コストを低減できる。
【００６７】
　また、図１１に示すごとく、本形態の制御回路部３は、直流電源１３から半導体チップ
２に加えられる印加電圧ＶSを検出するための電圧検出用抵抗６を備える。
　そのため、本形態のように、保護ツェナーダイオード４Zによって制御回路部３に加わ
る電圧が一定に保持される場合でも、制御回路部３内に形成した過電圧保護回路３１によ
って、印加電圧ＶSを測定することができる。したがって、印加電圧ＶSが予め定められた
値よりも高くなった場合、過電圧保護回路３１によってスイッチング素子２０を強制的に
オフでき、スイッチング素子２０を保護することができる。
【００６８】
　また、本形態では、電圧検出用抵抗６を半導体チップ２に形成してある。
　そのため、部品点数を低減することができ、イグナイタ１の製造コストを低減すること
ができる。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００６９】
（実施形態６）
　本形態は、電圧検出用抵抗６の配置位置を変更した例である。図１６に示すごとく、本
形態のイグナイタ１は、実施形態５と同様に、２個の電圧検出用抵抗６ａ，６ｂを備える
。これら２個の電圧検出用抵抗６ａ，６ｂの接続点６９に、過電圧保護回路３１が接続し
ている。過電圧保護回路３１は、電圧検出用抵抗６ａ，６ｂによる、印加電圧ＶSの分圧
値ＶS’を測定する。そして、この分圧値ＶS’が予め定められた値より高くなった場合は
、スイッチング素子２０を強制的にオフするよう構成されている。また、本形態では、電
圧検出用抵抗６ａ，６ｂを、半導体チップ２とは別体に形成してある。
【００７０】
　本形態の作用効果について説明する。上述したように、本形態では、電圧検出用抵抗６
ａ，６ｂを、半導体チップ２とは別体に形成してある。そのため、半導体チップ２の構成
を簡素にすることができる。したがって、半導体チップ２の面積を小さくすることができ
、半導体チップ２の製造コストを低減できる。
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　その他、実施形態５と同様の構成および作用効果を備える。
【００７１】
（実施形態７）
　本形態は、複数の保護素子４（４R，４Z）のうち、一部の保護素子４のみ半導体チップ
２に形成した例である。図１７に示すごとく、本形態のイグナイタ１は、保護抵抗４Rと
保護ツェナーダイオード４Zとの、２つの保護素子４を備える。これら２つの保護素子４
（４R，４Z）のうち、一方の保護素子４（保護抵抗４R）は、半導体チップ２とは別体に
形成してある。また、他方の保護素子４（保護ツェナーダイオード４Z）は、半導体チッ
プ２に形成してある。
　その他、実施形態５と同様の構成および作用効果を備える。
【００７２】
　なお、本形態では、２つの保護素子４（４R，４Z）のうち、保護ツェナーダイオード４

Zのみ半導体チップ２に形成したが、本発明はこれに限るものではない。すなわち、保護
ツェナーダイオード４Zを半導体チップ２とは別体に形成し、保護抵抗４Rを半導体チップ
２に形成してもよい。
【００７３】
（実施形態８）
　本形態は、図１８に示すごとく、コンデンサ１６を設けない例である。本形態では、半
導体チップ２に、保護抵抗４Rと、抵抗保護用ツェナーダイオード５と、保護ツェナーダ
イオード４Zとを形成してある。本形態では、ＥＳＤ等の高周波サージが加わった場合に
、抵抗保護用ツェナーダイオード５のみによって、保護抵抗４Rを高周波サージから保護
している。
【００７４】
　上記構成にすると、コンデンサ１６を設けないため、部品点数を低減でき、イグナイタ
１を小型化することができる。
　その他、実施形態５と同様の構成および作用効果を備える。
【００７５】
（実施形態９）
　本形態は、図１９に示すごとく、抵抗保護用ツェナーダイオード５を設けない例である
。半導体チップ２には、保護抵抗４Rと保護ツェナーダイオード４Zとが形成されている。
本形態では、高周波サージが加わった場合に、コンデンサ１６のみによって、保護抵抗４

Rを高周波サージから保護している。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００７６】
（実施形態１０）
　本形態は、保護ツェナーダイオード４Zとグランドとの接続方法を変更した例である。
図２０、図２１に示すごとく、本形態の制御回路部３は、グランドに接続された制御回路
内接地部３６を備える。この制御回路内接地部３６に、保護ツェナーダイオード４Zの低
電位側端子４８を接続してある。図２１に示すごとく、低電位側端子４８は、ワイヤ１７
を介して、制御回路内接地部３６に接続している。
【００７７】
　本形態の作用効果について説明する。図２１に示すごとく、本形態の構成を採用すると
、保護ツェナーダイオード４Zを制御回路部３に直接接続できる。そのため、保護ツェナ
ーダイオード４Zから制御回路部３までの電流経路を短くすることができ、この電流経路
に寄生する抵抗やインダクタンスを低減できる。したがって、保護ツェナーダイオード４

Zによって、制御回路部３に加わる電圧を、正確な値に保持しやすい。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００７８】
　（実施形態１１）
　本形態は、図２２に示すごとく、半導体チップ２の回路構成を変更した例である。本形



(15) JP 6376188 B2 2018.8.22

10

態では実施形態５と同様に、半導体チップ２に、保護抵抗４Rと、抵抗保護用ツェナーダ
イオード５と、保護ツェナーダイオード４Zとを形成してある。また、抵抗保護用ツェナ
ーダイオード５の一方の端子５１を保護抵抗４Rに接続し、他方の端子５２を、スイッチ
ング素子２０のエミッタ端子Ｅ（チップ内接地部２８）に接続している。高周波サージが
加わった場合には、抵抗保護用ツェナーダイオード５が降伏する。その後、高周波サージ
は、エミッタ端子Ｅ及び制御回路用リードフレーム７ｃを介してグランドに流れる。これ
により、保護抵抗４Rを高周波サージから保護している。
　その他、実施形態５と同様の構成及び作用効果を備える。
【符号の説明】
【００７９】
　１　イグナイタ
１０　点火コイル
１１　一次巻線
　２　半導体チップ
２０　スイッチング素子
　３　制御回路部
　４　保護素子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(21) JP 6376188 B2 2018.8.22

【図２３】 【図２４】
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