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概要

この資料は、ESD保護アーキテクチャに関する混
乱をなくし、高信頼性システムの設計に確信を持っ
て取り組めるようにすることを目的としています。
主な内容は、ESD保護デバイスの原理、ESD保護デ
バイスの選択時に重視すべきポイント、従来のESD
保護対策の弱点です。最後に、オン・セミコンダク
ターが開発した画期的なESD保護アーキテクチャを
紹介します。

TECHNICAL NOTE
従来のESDアーキテクチャでは、ESD保護性能の
強化と静電容量レベルの低減には相反する関係が存
在します。ESD保護性能を強化すれば通常は静電容
量が増えます。静電容量が増えればシグナル・イン
テグリティに影響が及ぶため、ESD保護とシグナル
・インテグリティのバランスを慎重に見極めなけれ
ばなりません。高速シリアル・データ・インタフェ
ースの登場により、このような微妙なバランスを維
持するのは一段と難しくなりました。

はじめに

2つの重要なトレンドが、システム設計レベルでの
ESD保護対策を根本的に変えようとしています。1つ
は、プロセス・テクノロジ・ノードの進化に伴って
システムICがESDに対して脆弱になっていること。
もう1つは、データ・レートの高速化に伴ってシグ
ナル・インテグリティに対する要件がますます厳し
くなっていることです。
データ・レートの高速化に対して、従来はESD保
護デバイスの静電容量を下げるという方法で対処し
てきましたが、この方法では、ESD保護デバイスの
ESD保護能力が低下する傾向があります。そのた
め、システムの信頼性とシグナル・インテグリティ
の間でトレードオフを図る必要があります。
従来のESDアーキテクチャは、このような新しい
システムICの脆弱さを保護するように設計されてい
なかったため、適切な保護を提供できません。旧世
代のASICに対してなら許容できたクランプ電圧や残
留電流であっても、最新の半導体デバイスを破壊す
るおそれがあります。さらに、USB 2.0、HDMI® 、
Display Portなどの高速データ・インタフェースの普
及により、堅牢なESD保護を確保しながら高レベル
のシグナル・インテグリティの維持することがます
ます複雑になっています。
アプリケーション環境の変化も、ESDに対する脆
弱性を高める要因となっています。急増したラップ
トップ・コンピュータや携帯電話、MP3プレイヤ、
デジタル・カメラ、その他のモバイル機器などのハ
ンドヘルド機器が、静電気を制御できない環境(すな
わち、リスト接地ストラップや導電性の接地テーブ
ル面がない)で使用されています。このような環境で
は、ケーブルを抜き差しする際にI/Oコネクタ・ピン
に指が触れてしまいます。またハンドヘルド機器
は、バッグに入れて持ち運ぶような通常の使用時に
帯電するおそれがあります。帯電した電荷は、コン
ピュータやテレビなどの他の機器に接続したときに
放電することがあります。
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紛らわしい仕様、規格、試験基準
どれが最も強力なESD保護デバイスかを判断する
のは難しくなる一方です。多くの設計者は、信頼性
を確保するのに何を最も重視してESD保護デバイス
を選択すればよいのか知りません。その答えは、
多くのESD保護デバイス・データシートの仕様でも
明確でなく、まったく記載されていないこともしば
しばです。重要なESDの電気的仕様が不明確なだけ
でなく、工業規格の解釈や十分な保護を実施する方
法、試験の合格基準についても混乱があります。
また、電圧レベル(クランプ電圧)とASICで観測され
る電流(残留電流)についても十分な検討が必要で
す。シグナル・インテグリティを高めるのに、静電
容量を減らすことが確かに重要ですが、レイアウ
ト、キャパシタンス・マッチング、インピーダンス
・マッチングなどの問題についても相当な検討が必
要です。
ESD保護デバイスの動作

ESDイベントとは静電電位が異なる2つの物体間で
のエネルギーの移動のことです。このエネルギーの
移動は、接触放電、イオン化気中放電(スパーク)の
いずれかによって発生します。この移動は、被放電
デバイスの適合性を試験するための各種標準回路モ
デルでモデル化されます。通常、これらのモデルは
特定電圧に充電されたキャパシタを使用し、次に何
らかの電流制限抵抗(または周囲空気条件)を介し
て、ターゲット・デバイスにエネルギー・パルスを
与えます。ESD保護デバイスは、敏感な回路からこ
の危険な電荷を遮る働きをし、システムが恒久的な
損傷を受けないよう保護します(Figure 1を参照)。
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Figure 1に示すように、従来型のシングル・ステー
ジESD保護デバイスはESDストライク発生時には以
下のとおり動作します。
1. 電圧はより低い電圧に「クランプ」され、
ASICでの電圧を最小限に抑えます。
2. 保護デバイスは電流をグラウンドに逃がし、
保護対象ASICに流れないようにします。

3. ESDストライクが完全に放電すると、ESD保
護デバイスはハイ・インピーダンス状態に復
帰しようとします。デバイスの中には、ハイ
・インピーダンス状態に復帰するのに24時間
以上かかるものもあるので、この特性を理解
することが重要です。

Figure 1. ESD Protection Devices Attempt to Divert a Potentially Damaging Charge Away from Sensitive
Circuitry and Protect the System from Permanent Damage

今やほとんどの高速データ・ポートは、伝送線路の
静電容量を1〜2 pFしか増やさないようなESD保護デ
バイスを必要としています。
大部分のICは、HBM (人体モデル)から放電される
1〜2 kVのパルスにしか耐えられない、限定された内
部ESD保護性能で設計されています。PCB組み立て
時にはそれで十分ICを保護できますが、エンド・ユ
ーザ納入時にICを保護するようには意図されていま
せん。

ASICでのクランプ電圧および残留電流は、ESD保
護デバイスの絶縁破壊電圧と動的抵抗の関数となり
ます。VCLAMPは、ESD回路の動的抵抗値にストライ
クの電流(ESDストライクが8 kVの場合は30 A)を乗じ
た値を絶縁破壊電圧に加えることで概算できます。
ESDデバイスの中には、動的抵抗が大きいためクラ
ンプ電圧が非常に高くなるものがあります。また動
的抵抗が大きいと、グラウンドに逃げる電流が小さ
くなり、ASICに達する電流が増えます。残留電流
(ASICまで達する電流)は、ESDデバイスのR dyn と
ASICのRdynとの比に反比例するため、ESD保護回路
の動的抵抗を極力小さくすることが重要です。

既存のESDアーキテクチャの限界

ESD保護デバイスにはいくつか種類があります
が、最も一般的にはポリマ、バリスタ/サプレッサ、
ダイオードの3つに分類されます。ESD保護デバイス
を選択するときに最も難しい作業は、実は一番簡単
なことです。すなわちどのデバイスが最強の保護を
提供するかを見つけることです。多くの場合、シス
テム・ベンダはデータシートのESDレベル定格を使
ってESD保護デバイスを比較します。しかし実際
は、これらの定格値を見てもどの程度システムを保
護するのかは分かりません。例えば、デバイスXが
8 kV、デバイスYが15 kVの場合、デバイスYの方が
優れていると言えるでしょうか。保護デバイスの
ESD定格は、そのデバイス自体の耐圧を示している
だけで、システムがどこまで耐えられるかは説明し
ていません。多くの場合、他のダイオード特性にも
よりますが、8 kVデバイスのほうが15 kVデバイスよ
りも強固な保護を実現します。

ESD損傷の原理：回路の微細化が進むほどESDに弱くな
る理由

ICメーカは回路の微細化を進めているため、デバ
イス内のトランジスタ、相互配線、シリコン層の寸
法も縮小する一方です。これによって、高速デバイ
ス向けの小さなアーキテクチャを実現しています
が、低いエネルギー・レベルで絶縁破壊が起こりや
すくなっています。ESD発生時にシリコン層が破断
しやすく、また金属トレースがオープンまたはショ
ートしやすくなります。
従来は、10〜100 pFという適度な静電容量を持つ
デバイスを使用することにより、ESD電流がICに流
れないようにしていました。しかし信号周波数が高
くなった今では、このようなデバイスを使用すれ
ば、認識も検出もできないほど信号が歪みます。
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は、10〜20回のESDストライクを受けると故障しま
す。

保護デバイスのESD定格レベルだけでなく、ASIC
における電圧レベル(クランプ電圧)および電流(残留
電流)の大きさも重要な検討事項です。ESD保護デバ
イスは、大部分の電流をグラウンドに流し、ASICか
ら見た電圧をストライク電圧よりも低い値にクラン
プする働きをします。
クランプ電圧と残留電圧を求めるのは、簡単な作
業ではありません。大半のESD保護デバイスのデー
タシートにはクランプ電圧が記載されていますが、
たとえ記載されていても誤解を招きがちです。
一方、残留電流は、保護デバイス自体によって決ま
る値ではなく、システム・レイアウトによって決ま
る値なので、データシートに記載されることはあり
ません。代わりに､保護回路の動的抵抗(Rdyn)を使用
すれば、複数のデバイスを比較するのに便利です。
動的抵抗が小さいほど、大きな電流を分流させるこ
とができるからです。残念ながら､この値は通常､
保護デバイスのデータシートには記載もされていま
せん。

半導体ダイオード
ESD保護にはもう1つ、半導体ダイオードによる方
法があります。ESD保護ダイオードには、低クラン
プ電圧、低抵抗、高速ターンオン時間、高信頼性、
という特性があります。一般に、半導体ダイオード
が最良のESD保護を提供し、現在は静電容量1 pF以
下のものも入手可能なため、信頼できるESD保護と
良好なシグナル・インテグリティを実現するには最
高の選択です。
クランプ電圧の比較

現在、立ち上がり時間8ms、オン時間20 msのパル
ス波形を基準としてクランプ電圧を公開するのが業
界の慣例となっています。ほとんどのデータシート
には、1 Aのパルス、および場合によってはさらに高
い電流パルスを使用したクランプ電圧が記載されて
います。このパルスはESDパルスと同じではないこ
とに注意してください。ESDパルスは、立ち上がり
時 間 が1ns 、 オ ン 時 間 が60 ns で す 。 ま た ､
IEC 61000−4−2 (レベル4)に規定されるESDの発生時
に観測されるピーク電流30 Aのクランプ電圧は、1 A
パルス時に観測されるクランプ電圧とは大きく異な
ります。しかしデータシートを見てもこれ以外にデ
ータのないことが多いため、様々なESD保護デバイ
スを比較するための取り掛かりにはふさわしいデー
タです。
一般に、ピーク・クランプ電圧が最も低いのは半
導体ダイオードです。サプレッサやポリマのクラン
プ電圧はそれよりもかなり高くなっています。前述
した標準的な1 Aパルスを使用した場合、ほとんどの
半導体ESD保護ダイオードの定格クランプ電圧は
8〜15 Vです。これらのダイオードは、IEC 61000-4-2
に規定される8 kVのESDを受けた場合､動的抵抗など
他のダイオード特性によって異なりますが、
一般にピーク・クランプ電圧は50〜100 Vの範囲にな
ります。
それに比べると、サプレッサのクランプ電圧は数
倍高く、代表的な低静電容量サプレッサの場合、ク
ランプ電圧が150〜500 Vの範囲になることがありま
す。ポリマ・デバイスは、トリガ電圧が必要なた
め、さらにクランプ電圧が高くなります。一般的な
ポリマ保護デバイスのトリガ電圧は500 Vにもなるこ
とがあります。このようにポリマは高いトリガ電圧
を必要とするため、ポリマのターンオン時間が禁止
され、保護されたデバイスが損傷する可能性が高く
なります。一般に、半導体ダイオードのほうがクラ
ンプ電圧が低く、ターンオン時間も短いため、ポリ
マやバリスタによるソリューションよりも優れた
ESD保護を提供します。

ポリマ・デバイス
ポリマは、静電容量が1 pF以下(0.05〜1.0 pF)なの
で、高周波数アプリケーションには魅力的に思えま
すが、この小容量には欠点となる副作用がありま
す。
ポリマは、ダイオードとは異なり、クランプ電圧
よりもはるかに高いトリガ電圧に達するまでブレー
クダウンしません。代表的なポリマ系のESD保護デ
バイスは、500 Vもの高電圧に達するまでブレークダ
ウンしません。500 Vに達した後、瞬時に最大150 V
のクランプ電圧に戻ります。ポリマは電荷を逃がし
た後でハイ・インピーダンス状態に戻るはずです。
しかしこれには数時間から1日という長い時間がか
かるため、民生用製品には好ましくありません。
ポリマは、特性を正確な揃えて製造することが困難
なため、データシートには、保証された最小値およ
び最大値がなく、代表値しか記載されていない場合
がよくあります。またポリマは、物理的弾性がある
ため、印加されるESDパルス数に応じて性能が低下
します。
バリスタおよびサプレッサ
バリスタおよびサプレッサは非線形の可変抵抗で
す。サプレッサは比較的安価ではありますが、一般
に高トリガ電圧、高クランプ電圧、高抵抗という欠
点があるため、エネルギーの大半は、グラウンドに
分流されずに、保護対象デバイスに到達します。
代表的な低静電容量サプレッサのクランプ電圧は
150〜500 Vです。低静電容量サプレッサの動的抵抗
は標準で20〜40 Wです｡このように動的抵抗が高い
ため、ほぼすべてのESDストライク電流がグラウン
ドに分流されずに、保護対象デバイスに流れていき
ます。
サプレッサのもう1つの欠点は、使用するに伴って
劣化することです。1回のESDストライクが発生した
だけで静電容量が変化するなど、電気的特性に変化
が生じます。ほとんどのバリスタおよびサプレッサ

残留電流と動的抵抗
ASICに流れる電流量は、保護回路の動的抵抗と
ASICの動的抵抗との比によって決まります。保護回
路の動的抵抗が大きいほど、保護対象デバイスを通
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過する電流が大きくなり、ESD破壊を起こす可能性
も高まります。
可能な限り多くの電流を分流でき、ASICで観測さ
れる残留電流を最小限に抑えるようなESD保護デバ
イスを選択しなければなりません。残留電流はシス
テムによって異なるため、ESD保護デバイスのデー
タシートには通常は規定されません。残念ながら、
動的抵抗について規定しているESD保護デバイス・
メーカもほとんどありませんが、これらの概算値を
求める方法はあります。
大部分のダイオード・メーカは電流対電圧の特性
グラフを公表しています。これらのグラフは、通常
はIEC 61000−4−2 で規定 される パルス ではなく 、
8/20 msのパルスを使用しますが、グラフを見れば保
護回路の動的抵抗は大まかに把握できます。8/20 ms
のパルスの場合、電流と電圧の関係はおおむね線形

であり、ラインの傾きが動的抵抗(Rdyn)に相当しま
す。代表的なESDダイオードのRdyn は1未満〜3 Wの
範囲です。ポリマ・デバイスもトリガした後、動的
抵抗が非常に小さくなります。
対照的に、低静電容量のバリスタやサプレッサ
は、どちらも電気的特性、ESD性能は類似していま
すが、一般に動的抵抗が20 W以上と非常に大きい
ため、保護対象ASICでの電流がかなり大きくなりま
す。Figure 2は、実際のHDMI ASICで観測された残
留電流値を比較したシステム試験の結果です。一方
は、低静電容量のバリスタまたはサプレッサで保護
した場合、もう一方は低静電容量のダイオードで保
護した場合です。試験はIEC 61000−4−2で規定される
4 kVパルスで実施しました。パルスがオンのときに
ASICデバイスを通過した電流を示しています。

Figure 2. Residual Current in Suppressor vs Diode

レートは高速化する一方なので、高速信号に干渉す
ることなく必要な保護レベルを達成するには、新た
なESD保護対策を開発しなければなりません。

この試験では、残留電流のピーク値はバリスタで
保護したときが10.6 A (左)、半導体ダイオードで保
護したときが3.2 A (右)でした。IEC 61000−4−2で規
定 さ れ る4 kV の ス ト ラ イ ク は 最 大 ピ ー ク 電 流 が
15.0 Aなので、バリスタ/サプレッサはESD発生時に
は電流の1/3すら分流できなかったことが分かりま
す。また、これも同様に重要な点ですが、ESDスト
ライキの発生から終了までにASICで観測された電流
は、バリスタ系回路のほうがはるかに大きな値でし
た。これはESD保護デバイスを選択するときは、動
的抵抗を比較することが大切なことを示していま
す。
半導体の微細化が進み、モバイル電子機器の民生
用途も増える一方であり、ESD保護の重要性がます
ます高まっています。従来の保護手段および試験方
法は限界に近づいており、もはや最新世代のASICに
は不十分です。データ・レートを高速化するには、
静電容量が低い回路が必要です。一般的に、静電容
量が減少するとRdyn が増加し、クランプ電圧も残留
電流も大きくなり、ESD保護性能が低下します。
半導体の微細化はとどまることを知らず、データ・

XtremeESD保護：優れた保護性能、卓越したシグナル・
インテグリティ

オン・セミコンダクターは、現在のESD要件を満
たすには根本的に新しいアプローチが必要であるこ
とを認識し、PicoGuard XPを発表しました。これは
ESD保護デバイス「XtremeESDシリーズ」の最初の
メンバです。PicoGuard XPは、従来のESD保護デバ
イスに比べてESD性能が大幅に向上しています。
続 い てPicoGuard XS が 登 場 す る 予 定 で す が 、
PicoGuard XSはESD保護性能を向上させるととも
に、高速データ・インタフェースに対応可能な卓越
したシグナル・インテグリティを提供するように設
計されています。設計者はこれらの新しいオプショ
ンを使用して、妥協なしで信頼性とシグナル・イン
テグリティの両方に関する目標を確実に達成できま
す。

http://onsemi.com
4

TND412/D
PicoGuard XPで確実にESDから保護

オン・セミコンダクターは、ESD保護に対する斬
新なアプローチとしてPicoGuard XPを発表しまし
た。PicoGuard XPは、画期的な「ダブルクランプ」
アーキテクチャを使用して、デジタル家電やコンピ
ュータに対して優れたESD保護を提供しながら、
低静電容量および卓越したシグナル・インテグリテ
ィを提供します。PicoGuard XPは、コンパクトなフ
ットプリントで卓越したシグナル・インテグリティ
を備えた業界最高水準のESD保護を提供します。
PicoGuard XPは、ESDストライク発生時にクラン
プ電圧と残留電流を大幅に低減するため、従来の
ESD保護ダイオードに比べて、保護対象チップに到
達 す る 電 力 は65 パ ー セ ン ト 以 上 減 少 し ま す 。
PicoGuard XPは、USB、HDMI 1.3、DisplayPortなど
の高速アプリケーション用に設計されているので、
市販されているどのESDダイオード・アレイよりも
はるかに優れた性能を実現しています。

Figure 3. ESD Protection vs Signal Integrity
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