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(57)【要約】
【課題】トレンチ型パワーＭＯＳＦＥＴにおいて、ソー
ス電極膜とゲート電極を制御よく絶縁し、かつソース電
極膜のボイドの発生を防止する。
【解決手段】パワーＭＯＳＦＥＴは、ドレインを構成す
る半導体基板１，３、半導体基板３の表面に形成された
トレンチ５、トレンチ５内にゲート絶縁膜７を介して形
成されたポリシリコンからなるゲート電極９、半導体基
板３の表面側に形成されたボディ拡散層１１、半導体基
板３の表面にソース拡散層１３、ゲート電極９上に形成
された層間絶縁膜１８、半導体基板３上に形成されたソ
ース電極膜１９を備えている。ゲート電極９の上面及び
層間絶縁膜１８の上面はトレンチ５内で半導体基板３の
表面よりも落ち込んで形成されており、トレンチ５の半
導体基板表面部分５ａがテーパ形状に形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドレインを構成する半導体基板と、前記半導体基板の表面に形成されたトレンチと、前
記トレンチ内にゲート絶縁膜を介して形成されたポリシリコンからなるゲート電極と、前
記半導体基板の表面側に前記トレンチに隣接して前記トレンチよりも浅く形成されたボデ
ィ拡散層と、前記半導体基板の表面に前記トレンチ及び前記ボディ拡散層に隣接して前記
ボディ拡散層よりも浅く形成されたソース拡散層と、前記ゲート電極上に形成された層間
絶縁膜と、前記ゲート電極とは絶縁され前記ボディ拡散層及び前記ソース拡散層と電気的
に接続されて前記半導体基板上に形成された金属材料からなるソース電極膜をもつパワー
ＭＯＳＦＥＴを備えた半導体装置において、
　前記ゲート電極の上面及び前記層間絶縁膜の上面は前記トレンチ内で前記半導体基板の
表面よりも落ち込んで形成されており、
　前記トレンチの半導体基板表面部分がテーパ形状に形成されていることを特徴とする半
導体装置。
【請求項２】
　前記ゲート電極のポリシリコンは一部分が前記半導体基板上に引き出されており、前記
半導体基板上に引き出された前記ポリシリコン部分の上で前記層間絶縁膜と前記ソース電
極膜の間に第２層間絶縁膜が形成されている請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記層間絶縁膜はシリコン窒化膜を含んでいる請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記層間絶縁膜は前記ゲート電極上から前記トレンチの半導体基板表面部分にわたって
配置されて表面に凹部が形成されており、その凹部に金属材料が埋め込まれている請求項
１から３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　ドレインを構成する半導体基板と、前記半導体基板の表面に形成されたトレンチと、前
記トレンチ内にゲート絶縁膜を介して形成されたポリシリコンからなるゲート電極と、前
記半導体基板の表面側に前記トレンチに隣接して前記トレンチよりも浅く形成されたボデ
ィ拡散層と、前記半導体基板の表面に前記トレンチ及び前記ボディ拡散層に隣接して前記
ボディ拡散層よりも浅く形成されたソース拡散層と、前記ゲート電極上に形成された層間
絶縁膜と、前記ゲート電極とは絶縁され前記ボディ拡散層及び前記ソース拡散層と電気的
に接続されて前記半導体基板上に形成された金属材料からなるソース電極膜をもつパワー
ＭＯＳＦＥＴを備えた半導体装置の製造方法において、
　半導体基板に、半導体基板表面部分にテーパ形状をもつトレンチを形成するトレンチ形
成工程と、
　前記トレンチ内にポリシリコンを埋め込んだ後、前記ポリシリコンの上面側の一部分を
エッチング除去して、上面が前記半導体基板の表面よりも落ち込んでいる前記ポリシリコ
ンからなるゲート電極を形成するゲート電極形成工程と、
　前記ゲート電極上に、上面が前記半導体基板の表面よりも落ち込んでいる前記層間絶縁
膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
　前記半導体基板上及び前記層間絶縁膜上にソース電極膜を形成するソース電極膜形成工
程と、をその順に含むことを特徴とする製造方法。
【請求項６】
　前記ゲート電極形成工程で、前記ポリシリコンの一部分を前記半導体基板上に引き出し
て残存させておき、
　前記層間絶縁膜形成工程と前記ソース電極膜形成工程の間に、前記半導体基板上に引き
出された前記ポリシリコン部分の上の前記層間絶縁膜上に第２層間絶縁膜を形成する第２
層間絶縁膜形成工程を含み、
　前記ソース電極膜形成工程で前記半導体基板上、前記層間絶縁膜上及び前記第２層間絶
縁膜上に前記ソース電極膜を形成する請求項５に記載の製造方法。
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【請求項７】
　前記層間絶縁膜形成工程で前記層間絶縁膜としてシリコン窒化膜を含んでいるものを形
成する請求項５又は６に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記層間絶縁膜形成工程で前記層間絶縁膜を前記ゲート電極上から前記トレンチの半導
体基板表面部分にわたって配置して前記層間絶縁膜の表面に凹部を形成し、
　前記層間絶縁膜形成工程と前記ソース電極膜形成工程の間に、前記凹部に金属材料を埋
め込む工程を含む請求項５から７のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記トレンチ形成工程は、前記半導体基板にトレンチを形成した後、熱酸化処理を施し
て前記トレンチの半導体基板表面部分をテーパ形状にする工程を含む請求項５から８のい
ずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記トレンチ形成工程は、等方性エッチングにより前記半導体基板のトレンチ形成予定
領域に凹部を形成した後、その凹部よりも小さい幅でその凹部よりも深くトレンチを形成
する工程を含む請求項５から８のいずれか一項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置及びその製造方法に関し、特に、ドレインを構成する半導体基板と
、半導体基板の表面に形成されたトレンチと、そのトレンチ内にゲート絶縁膜を介して形
成されたポリシリコンからなるゲート電極と、半導体基板の表面側にトレンチに隣接して
トレンチよりも浅く形成されたボディ拡散層と、半導体基板の表面にトレンチ及びボディ
拡散層に隣接してボディ拡散層よりも浅く形成されたソース拡散層と、ゲート電極上に形
成された層間絶縁膜と、ゲート電極とは絶縁されボディ拡散層及びソース拡散層と電気的
に接続されて半導体基板上に形成された金属材料からなるソース電極膜をもつパワーＭＯ
ＳＦＥＴを備えた半導体装置及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パワーＭＯＳＦＥＴは大電流、高耐圧のパワーエレクトロニクス分野で使用されている
が、近年、移動体通信機器の電池のパワーマネージメント用として、低Ｒｏｎの要求が強
まり、トレンチゲート型のパワーＭＯＳＦＥＴが脚光を浴びている。
　図１８は従来のパワーＭＯＳＦＥＴのセル部を示す断面図である。
【０００３】
　Ｎ型単結晶シリコン基板（Ｎ＋）１の一表面にエピタキシャル成長によって形成された
Ｎ型エピタキシャル層（Ｎ－）３が形成されている。Ｎ型単結晶シリコン基板１及びＮ型
エピタキシャル層３はドレインを構成する。Ｎ型エピタキシャル層３表面に形成されてい
るトレンチ５の内壁にゲート絶縁膜７が形成されている。トレンチ５内にゲート絶縁膜７
を介してポリシリコンからなるゲート電極９が形成されている。
【０００４】
　Ｎ型エピタキシャル層３の表面側にトレンチ５に隣接してＰ型ボディ拡散層（Ｐ－）１
１が形成されている。Ｐ型ボディ拡散層１１の表面側にトレンチ５に隣接してＮ型ソース
拡散層１３が形成されている。Ｎ型エピタキシャル層３の表面にトレンチ５とは間隔をも
ってＰ型ボディ拡散層１１に達する深さでＰ型コンタクト拡散層（Ｐ＋）１５が形成され
ている。
【０００５】
　ゲート電極９上に例えばシリコン酸化膜からなる層間絶縁膜１８が形成されている。層
間絶縁膜１８はＮ型エピタキシャル層３の表面よりも突出して形成されており、ソース拡
散層１３のトレンチ５に隣接する部分も覆っている。ソース拡散層１３上、Ｐ型コンタク
ト拡散層１５上及び層間絶縁膜１８上にソース電極膜１９が形成されている。
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　このようなパワーＭＯＳＦＥＴは例えば特許文献１に記載されている。
【０００６】
　図１８に示したパワーＭＯＳＦＥＴでは、ゲート電極９とソース電極膜１９を絶縁する
ための層間絶縁膜１８は、写真製版技術及びエッチング技術によってパターニングする必
要があるため、写真製版時のマスクの位置合わせズレを考慮し、トレンチ５の幅に対して
パターン幅を広くする必要がある。そのため、メサ幅（トレンチ－トレンチ間距離）をあ
る一定限度以上縮小することができず、素子の微細化の妨げになっていた。
【０００７】
　この対策として、ゲート電極－ソース電極膜間の層間絶縁膜をトレンチの幅のみに残す
構造が開示されている（特許文献２を参照）。
　図１９は従来の他のパワーＭＯＳＦＥＴのセル部を示す断面図である。
【０００８】
　図１９に示すように、層間絶縁膜１８はトレンチ５内のみに形成されている。層間絶縁
膜１８の上面はエピタキシャル層３表面よりも落ち込んで形成されている。
　この構造だとメサ幅（トレンチ－トレンチ間距離）を狭くしても、図１８に示した構造
以上のソース拡散層１３とソース電極膜１９の接触面積を確保することができる。
【０００９】
　しかし、層間絶縁膜１８の膜厚を制御よく加工することが困難であるという問題があっ
た。層間絶縁膜１８の変動を考慮すると、ゲート電極９表面をエピタキシャル層３表面よ
りも膜厚の変動分だけ下げる必要がある。そうすると、ボディ拡散層１１、ソース拡散層
１３及びトレンチ５の深さをより深くする必要があり、製造時間がかかる上、低容量化を
阻むという問題があった。
【００１０】
　また、図１８及び図１９に示した従来技術では、トレンチ５近傍のエピタキシャル層３
表面の凹凸が大きく、ソース電極膜１９のカバレッジが悪くなり、図２０に示すように、
ソース電極膜１９にボイド４９が発生するという不具合があった。
　この不具合より、ソース電極膜１９の電流の流れを妨げるという問題や、ワイヤーボン
ディング時の衝撃を吸収できない問題があった。
【００１１】
　また、バンプ接続用にソース電極膜１９上にメッキを形成する場合、ソース電極膜１９
のカバレッジが悪いとソース電極膜１９の薄い部分がメッキ形成時にダメージを受け、そ
の下のＮ型ソース拡散層１３及びＰ型ボディ拡散層１１にもダメージを与えて、ソース電
極膜１９とＮ型エピタキシャル層３が短絡する不具合が発生しやすくなるという問題があ
った。
【００１２】
【特許文献１】特開２００２－２６３２４号公報
【特許文献２】特開２００１－８５６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　このような理由により、ソース電極膜の下部構造は、平坦化させることが好ましい。
　本発明はかかる課題に鑑み、トレンチ型パワーＭＯＳＦＥＴを備えた半導体装置及びそ
の製造方法において、ソース電極膜とゲート電極を制御よく絶縁し、かつソース電極膜の
ボイドの発生を防止することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明にかかる半導体装置は、ドレインを構成する半導体基板と、上記半導体基板の表
面に形成されたトレンチと、上記トレンチ内にゲート絶縁膜を介して形成されたポリシリ
コンからなるゲート電極と、上記半導体基板の表面側に上記トレンチに隣接して上記トレ
ンチよりも浅く形成されたボディ拡散層と、上記半導体基板の表面に上記トレンチ及び上
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記ボディ拡散層に隣接して上記ボディ拡散層よりも浅く形成されたソース拡散層と、上記
ゲート電極上に形成された層間絶縁膜と、上記ゲート電極とは絶縁され上記ボディ拡散層
及び上記ソース拡散層と電気的に接続されて上記半導体基板上に形成された金属材料から
なるソース電極膜をもつパワーＭＯＳＦＥＴを備え、上記ゲート電極の上面及び上記層間
絶縁膜の上面は上記トレンチ内で上記半導体基板の表面よりも落ち込んで形成されており
、上記トレンチの半導体基板表面部分がテーパ形状に形成されている。
　本願特許請求の範囲及び本明細書において、半導体基板の単語にはエピタキシャル成長
層も含む。
【００１５】
　本発明の半導体装置において、上記ゲート電極のポリシリコンは一部分が上記半導体基
板上に引き出されており、上記半導体基板上に引き出された上記ポリシリコン部分の上で
上記層間絶縁膜と上記ソース電極膜の間に第２層間絶縁膜が形成されているようにしても
よい。
　また、上記層間絶縁膜はシリコン窒化膜を含んでいるようにしてもよい。
【００１６】
　また、上記層間絶縁膜は上記ゲート電極上から上記トレンチの半導体基板表面部分にわ
たって配置されて表面に凹部が形成されており、その凹部に金属材料が埋め込まれている
ようにしてもよい。
【００１７】
　本発明にかかる半導体装置の製造方法は、パワーＭＯＳトランジスタを備えた半導体装
置の製造方法であって、半導体基板に、半導体基板表面部分にテーパ形状をもつトレンチ
を形成するトレンチ形成工程と、上記トレンチ内にポリシリコンを埋め込んだ後、上記ポ
リシリコンの上面側の一部分をエッチング除去して、上面が上記半導体基板の表面よりも
落ち込んでいる上記ポリシリコンからなるゲート電極を形成するゲート電極形成工程と、
上記ゲート電極上に、上面が上記半導体基板の表面よりも落ち込んでいる上記層間絶縁膜
を形成する層間絶縁膜形成工程と、上記半導体基板上及び上記層間絶縁膜上にソース電極
膜を形成するソース電極膜形成工程と、をその順に含む。
　ここで、ボディ拡散層とソース拡散層を形成する工程は、トレンチを形成する前であっ
てもよいし、トレンチを形成した後であってもよい。
【００１８】
　本発明の製造方法において、上記ゲート電極形成工程で、上記ポリシリコンの一部分を
上記半導体基板上に引き出して残存させておき、上記層間絶縁膜形成工程と上記ソース電
極膜形成工程の間に、上記半導体基板上に引き出された上記ポリシリコン部分の上の上記
層間絶縁膜上に第２層間絶縁膜を形成する第２層間絶縁膜形成工程を含み、上記ソース電
極膜形成工程で上記半導体基板上、上記層間絶縁膜上及び上記第２層間絶縁膜上に上記ソ
ース電極膜を形成するようにしてもよい。
　また、上記層間絶縁膜形成工程で上記層間絶縁膜としてシリコン窒化膜を含んでいるも
のを形成するようにしてもよい。
【００１９】
　また、上記層間絶縁膜形成工程で上記層間絶縁膜を上記ゲート電極上から上記トレンチ
の半導体基板表面部分にわたって配置して上記層間絶縁膜の表面に凹部を形成し、上記層
間絶縁膜形成工程と上記ソース電極膜形成工程の間に、上記凹部にタングステン等の金属
材料を埋め込むようにしてもよい。
【００２０】
　また、上記トレンチ形成工程は、上記半導体基板にトレンチを形成した後、熱酸化処理
を施して上記トレンチの半導体基板表面部分をテーパ形状にする工程を含む例を挙げるこ
とができる。
　また、上記トレンチ形成工程は、等方性エッチングにより上記半導体基板のトレンチ形
成予定領域に凹部を形成した後、その凹部よりも小さい幅でその凹部よりも深くトレンチ
を形成する工程を含む例を挙げることができる。
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【発明の効果】
【００２１】
　本発明の半導体装置では、ゲート電極の上面、及びゲート電極－ソース電極膜間の層間
絶縁膜の上面は、トレンチ内で半導体基板の表面よりも落ち込んで形成されており、トレ
ンチの半導体基板表面部分がテーパ形状に形成されているようにした。
　本発明の製造方法では、半導体基板に、半導体基板表面部分にテーパ形状をもつトレン
チを形成するトレンチ形成工程と、トレンチ内に上面が上記半導体基板の表面よりも落ち
込んでいるポリシリコンからなるゲート電極を形成するゲート電極形成工程と、ゲート電
極上に上面が上記半導体基板の表面よりも落ち込んでいる上記層間絶縁膜を形成する層間
絶縁膜形成工程と、半導体基板上及び上記層間絶縁膜上にソース電極膜を形成するソース
電極膜形成工程と、をその順に含むようにした。
　本発明の半導体装置及び製造方法によれば、トレンチは半導体基板表面部分にテーパ形
状をもつので、ソース電極膜のカバレッジを良好にすることができ、ソース電極膜のボイ
ドの発生を防止することができる。そして、カバレッジが良くなることにより、ワイヤー
ボンディング、バンプメッキのダメージが小さくなる。さらに、層間絶縁膜の上面は半導
体基板の表面よりも落ち込んでいるので、ゲート電極上でソース電極膜厚が厚くなり、ソ
ース電極膜の抵抗を下げることができる。
　さらに、トレンチの半導体基板表面部分をテーパ形状にすることにより、ゲート電極－
ソース電極膜間の層間絶縁膜をカバレッジ良く安定した膜厚で形成することができ、ゲー
ト電極とソース電極膜を安定して絶縁できる。また、層間絶縁膜の膜厚を安定させること
により、ゲート電極とソース電極膜間の寄生容量を安定させることができる。
【００２２】
　本発明の半導体装置において、ゲート電極のポリシリコンは一部分が半導体基板上に引
き出されており、半導体基板上に引き出されたポリシリコン部分の上で層間絶縁膜とソー
ス電極膜の間に第２層間絶縁膜が形成されているようにしてもよい。
　本発明の製造方法において、ゲート電極形成工程で、ポリシリコンの一部分を半導体基
板上に引き出して残存させておき、層間絶縁膜形成工程とソース電極膜形成工程の間に、
半導体基板上に引き出されたポリシリコン部分の上の層間絶縁膜上に第２層間絶縁膜を形
成する第２層間絶縁膜形成工程を含み、ソース電極膜形成工程で半導体基板上、層間絶縁
膜上及び第２層間絶縁膜上にソース電極膜を形成するようにしてもよい。
　このようにすれば、第２層間絶縁膜を層間絶縁膜とは膜厚を異ならせて別途形成するこ
とができ、ポリシリコン引出し部の大きな段差を厚い第２層間絶縁膜で覆うことができ、
ゲート電極とソース電極膜の絶縁性を向上させることができる。
【００２３】
　本発明の半導体装置において、層間絶縁膜はシリコン窒化膜を含んでいるようにしても
よい。
　本発明の製造方法において、層間絶縁膜形成工程で層間絶縁膜としてシリコン窒化膜を
含んでいるものを形成するようにしてもよい。
　このようにすれば、例えば上述の第２層間絶縁膜としてＢＰＳＧ（Boro-Phospho Silic
ate glass）を形成する場合等、層間絶縁膜の上層から水分や水素、不純物イオン等がゲ
ート電極へ侵入するのを防止することができ、パワーＭＯＳＦＥＴのしきい値電圧の経時
変動を少なくすることができる。
【００２４】
　本発明の半導体装置において、層間絶縁膜はゲート電極上からトレンチの半導体基板表
面部分にわたって配置されて表面に凹部が形成されており、その凹部に金属材料が埋め込
まれているようにしてもよい。
　本発明の製造方法において、層間絶縁膜形成工程で層間絶縁膜をゲート電極上からトレ
ンチの半導体基板表面部分にわたって配置して層間絶縁膜の表面に凹部を形成し、層間絶
縁膜形成工程とソース電極膜形成工程の間に、凹部に金属材料を埋め込む工程を含むよう
にしてもよい。
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　これにより、ゲート電極上の凹凸をさらに小さくすることができ、ソース電極膜のカバ
レッジを良好にすることができる。
【００２５】
　本発明の製造方法において、トレンチ形成工程は、半導体基板にトレンチを形成した後
、熱酸化処理を施してトレンチの半導体基板表面部分をテーパ形状にする工程を含むよう
にし、又は、等方性エッチングにより半導体基板のトレンチ形成予定領域に凹部を形成し
た後、その凹部よりも小さい幅でその凹部よりも深くトレンチを形成する工程を含むよう
にすれば、半導体基板表面部分にテーパ形状をもつトレンチを形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は半導体装置の一実施例のセル部分を示す断面図である。図２はこの実施例のセル
部を示す平面図である。図３はこの実施例のポリシリコン引出し部を含む断面図である。
図４はこの実施例の全体を示す平面図である。図１の断面図は図２のＡ－Ａ’位置に対応
している。
　まず、この実施例のセル部について図１及び図２を参照して説明する。
【００２７】
　Ｎ型単結晶シリコン基板（Ｎ＋）１の一表面にエピタキシャル成長によって形成された
Ｎ型エピタキシャル層（Ｎ－）３が形成されている。例えば、Ｎ型単結晶シリコン基板１
は抵抗率が６.０×１０-3Ω・ｃｍ、厚みが６２５μｍ（マイクロメートル）であり、Ｎ
型エピタキシャル層３は抵抗率が０.２Ω・ｃｍ、厚みが４.０～５.０μｍである。Ｎ型
単結晶シリコン基板１及びＮ型エピタキシャル層３は半導体基板を構成する。また、Ｎ型
単結晶シリコン基板１及びＮ型エピタキシャル層３はドレインとなる。
【００２８】
　Ｎ型単結晶シリコン基板１とは反対側のＮ型エピタキシャル層３表面にトレンチ５が形
成されている。図２に示すように、トレンチ５はＮ型エピタキシャル層３表面を格子状に
分断するように形成されている。例えばトレンチ５の幅は０.５μｍ、深さは１.５μｍで
ある。トレンチ５の肩部（半導体基板表面部分）５ａがテーパ形状に形成されている（図
１を参照）。
【００２９】
　トレンチ５の内壁に例えばシリコン酸化膜からなるゲート絶縁膜７（図２での図示は省
略）が形成されている。ゲート絶縁膜７を構成するシリコン酸化膜の膜厚は例えば３０ｎ
ｍ（ナノメートル）である。
　トレンチ５内にゲート絶縁膜７を介してポリシリコンからなるゲート電極９が形成され
ている。ゲート電極９の上面はトレンチ５内でＮ型エピタキシャル層３の表面よりも落ち
込んで形成されている。ここで、リセス深さ（Ｎ型エピタキシャル層３の表面からのエッ
チング深さ）は例えば０.４μｍである。
【００３０】
　Ｎ型エピタキシャル層３の表面側にトレンチ５に隣接してＰ型ボディ拡散層（Ｐ－）１
１が形成されている。Ｐ型ボディ拡散層１１はトレンチ５よりも浅く形成されている。Ｐ
型ボディ拡散層１１の形成深さは例えば１.１μｍである。
　Ｎ型エピタキシャル層３の表面にトレンチ５に隣接してＮ型ソース拡散層１３が形成さ
れている。Ｎ型ソース拡散層１３の形成深さはＰ型ボディ拡散層１１よりも浅く、リセス
より深くする必要がある。例えば０.５μｍである。
【００３１】
　トレンチ５とは間隔をもってＮ型エピタキシャル層３の表面にソーストレンチ１４が形
成されている。ソーストレンチ１４はＮ型ソース拡散層１３よりも深く形成されてＰ型ボ
ディ拡散層１１に達する深さで形成されており、その形成深さは例えば０.６μｍである
。
　Ｐ型ボディ拡散層１１にソーストレンチ１４の底部を囲ってトレンチ５とは間隔をもっ
てＰ型コンタクト拡散層（Ｐ＋）１５が形成されている。
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【００３２】
　ソーストレンチ１４の内壁にバリアメタル１６が形成されている。ソーストレンチ１４
内にバリアメタル１６を介してタングステンが埋め込まれてタングステンプラグ１７が形
成されている。
　ソーストレンチ１４、バリアメタル１６及びタングステンプラグ１７の図２での図示は
省略している。
【００３３】
　ゲート電極９上に例えば下層側がシリコン酸化膜１８ａ、上層側がシリコン窒化膜１８
ｂからなる層間絶縁膜１８が形成されている。層間絶縁膜１８はトレンチ５の肩部及びソ
ース拡散層１３上も覆っており、ソーストレンチ１４の形成領域には形成されていない。
シリコン酸化膜１８ａの膜厚は例えば２５０ｎｍ程度、シリコン窒化膜１８ｂの膜厚は例
えば３０ｎｍ程度である。
【００３４】
　ソーストレンチ１４上及び層間絶縁膜１８上に例えばアルミニウム系金属などの金属膜
からなるソース電極膜１９が形成されている。ソース電極膜１９の厚みは例えば４～６μ
ｍである。
　層間絶縁膜１８及びソース電極膜１９の図２での図示は省略している。
　Ｎ型単結晶シリコン基板１の反対側のＮ型エピタキシャル層３とは反対側の面に例えば
銀などの金属膜からなるドレイン電極（図示は省略）が形成されている。
【００３５】
　次に図３及び図４を参照してゲート電極９の引き出し部及び全体構造について説明する
。
　Ｎ型エピタキシャル層３の周縁部近傍に例えばシリコン酸化膜からなるフィールド酸化
膜２１が枠状に形成されている。ゲート電極９の引き出し部は、上方から見てフィールド
酸化膜２１よりも中央側に設けられている。Ｎ型エピタキシャル層３に、フィールド酸化
膜２１下からゲート電極９の引き出し部近傍にわたってＰ型ウエル（Ｐ－ｗｅｌｌ）２３
が形成されている。Ｎ型エピタキシャル層３の周縁部にＮ型ソース拡散層（Ｎ＋）１３が
形成されている。
【００３６】
　ゲート電極９はセル部周縁部近傍でＮ型エピタキシャル層３上に引き出されてフィール
ド酸化膜２１上に延伸して形成されている。セル部と同様に、Ｎ型エピタキシャル層３上
に引き出されたゲート電極９上にもシリコン酸化膜１８ａ及びシリコン窒化膜１８ｂから
なる層間絶縁膜１８が形成されている。
【００３７】
　Ｎ型エピタキシャル層３上に引き出されたゲート電極９上で層間絶縁膜１８とソース電
極膜１９の間に例えばシリコン酸化膜からなる第２層間絶縁膜２７が形成されている。第
２層間絶縁膜２７はフィールド酸化膜２１上に配置されたゲート電極９上にも形成されて
いる。フィールド酸化膜２１上に配置されたゲート電極９上で層間絶縁膜１８及び第２層
間絶縁膜２７に接続孔２９が形成されている。図示は省略するが、接続孔２９内にソース
トレンチ１４内のバリアメタル１６及びタングステンプラグ１７と同時に形成されたバリ
アメタル及びタングステンプラグが形成されている。接続孔２９は幅がソーストレンチ１
４に比べて広いので、接続孔２９内のタングステンプラグはエッチバック処理によって接
続孔２９の側壁に薄く残っている程度である。第２層間絶縁膜２７上及び接続孔２９内に
、ソース電極膜１９と同時に形成され、ソース電極膜１９とは絶縁されたゲート電極用金
属膜３１が形成されている。図４に示すように、ゲート電極用金属膜３１は枠状に設けら
れ、ゲートパッド３３に接続されている。
【００３８】
　このような構造のパワーＭＯＳＦＥＴでは、Ｎ型エピタキシャル層３とソース電極膜１
９との間に高電圧を印加した状態で、ゲート電極９とソース拡散層１３との間にしきい値
電圧以上の電圧を印加すると、ゲート絶縁膜７とＰ型ボディ拡散層１１の界面に反転層が
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形成され、その反転層を通ってドレインからソースに電流が流れる。
【００３９】
　この実施例では、ゲート電極９の上面及び層間絶縁膜１８の上面は、トレンチ５内でＮ
型エピタキシャル層３の表面よりも落ち込んで形成されており、トレンチ５の肩部５ａが
テーパ形状に形成されているようにしたので、ソース電極膜１９のカバレッジを良好にす
ることができ、ソース電極膜１９のボイドの発生を防止することができる。そして、ソー
ス電極膜１９のカバレッジが良くなることにより、ワイヤーボンディング、バンプメッキ
のダメージが小さくなる。さらに、層間絶縁膜１８の上面はトレンチ５内でＮ型エピタキ
シャル層３の表面よりも落ち込んでいるので、セル部でのゲート電極９上でソース電極膜
１９の膜厚が厚くなり、ソース電極膜１９の抵抗を下げることができる。
【００４０】
　さらに、トレンチ５の肩部５ａをテーパ形状にすることにより、層間絶縁膜１８をカバ
レッジ良く安定した膜厚で形成することができ、ゲート電極９とソース電極膜１９を安定
して絶縁できる。さらに、層間絶縁膜１８の膜厚を安定させることにより、ゲート電極９
とソース電極膜１９間の寄生容量を安定させることができる。
【００４１】
　さらに、Ｎ型エピタキシャル層３に引き出されたゲート電極９の上で層間絶縁膜１８と
ソース電極膜１９の間に第２層間絶縁膜２７が形成されているので、第２層間絶縁膜２７
を層間絶縁膜１８とは膜厚を異ならせて別途形成することができ、ゲート電極９のポリシ
リコン引出し部の大きな段差を厚い第２層間絶縁膜２７で覆うことができ、ゲート電極９
とソース電極膜１９の絶縁性を向上させることができる。
【００４２】
　さらに、層間絶縁膜１８はシリコン窒化膜１８ｂを含んでいるので、例えば第２層間絶
縁膜２７としてＢＰＳＧ（Boro-Phospho Silicate glass）を形成する場合等、層間絶縁
膜１８の上層から水分や水素、不純物イオン等がゲート電極９へ侵入するのを防止するこ
とができ、パワーＭＯＳＦＥＴのしきい値電圧の経時変動を少なくすることができる。
【００４３】
　図５から図１２は、図１から図４に示した半導体装置を製造するための製造工程を製造
方法の一実施例として説明するための工程断面図である。図５から図１２のかっこ数字は
以下に説明する製造工程に対応している。
　図１及び図５から図１２を参照して製造方法の一実施例を説明する。
【００４４】
（１）例えば抵抗率が６.０×１０-3Ω・ｃｍ、厚みが６２５μｍのＮ型単結晶シリコン
基板１上に、例えば抵抗率が０.２Ω・ｃｍ、厚みが４.０～５.０μｍのＮ型エピタキシ
ャル層３を形成する。Ｎ型エピタキシャル層３の表面に熱酸化膜処理を施して５００ｎｍ
程度のシリコン酸化膜を形成する。写真製版技術及びエッチング技術により、Ｎ型エピタ
キシャル層３のセル部周縁部近傍のシリコン酸化膜を枠状に除去した後、熱酸化膜２５ｎ
ｍを追加形成し、イオン注入技術によりシリコン酸化膜をマスクにしてＮ型エピタキシャ
ル層３にボロンイオンを注入する。その後、熱処理を施して、セル部周辺にＰ型ウエル２
３を形成する（図３を参照）。再度、５００ｎｍ程度の熱酸化膜処理を施した後、写真製
版技術及びエッチング技術によりセル部のＮ型エピタキシャル層３表面のシリコン酸化膜
を除去する。これにより、Ｎ型エピタキシャル層３のセル部周縁部近傍にフィールド酸化
膜２１を形成する（図３を参照）。次に、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法によ
り、Ｎ型エピタキシャル層３上及びフィールド酸化膜２１上に厚いシリコン酸化膜３５を
形成する。写真製版技術及びエッチング技術により、トレンチ形成予定領域のシリコン酸
化膜３５をエッチング除去する。
【００４５】
（２）異方性エッチング技術により、シリコン酸化膜３５をマスクにしてＮ型エピタキシ
ャル層３をエッチングして、幅が０.５μｍ程度で断面が矩形のトレンチ５を形成する。
トレンチ５の深さは、その底部が、後工程で形成するＰ型ボディ拡散層の深さよりも深い
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位置になるように、ここでは１.５μｍとする。
（３）シリコン酸化膜３５を除去する。
【００４６】
（４）例えば、酸素雰囲気、約１１００℃で高温熱酸化処理を施してＮ型エピタキシャル
層３の表面に熱酸化膜３７を形成する。これにより、トレンチ５の肩部５ａと底の角部を
まるめ、肩部５ａをテーパ形状にする。この高温熱酸化処理はトレンチ５の側面及び底部
のドライクリーニングもかねる。肩部５ａをまるめるのは、周辺部のポリシリコン引出し
部の肩部での絶縁性を向上させる効果がある（図３を参照）。また、トレンチ５の底部の
角をまるめるのは、後工程で形成するゲート絶縁膜の絶縁性を向上させる効果がある。高
温熱酸化処理の他の方法として、例えば、水素雰囲気、約９５０℃で熱処理を行なっても
よい。
（５）熱酸化膜３７を除去する。
【００４７】
（６）セル部のＮ型エピタキシャル層３が露出されている状態で、熱酸化処理を施してシ
リコン酸化膜からなるゲート絶縁膜７を形成する。ここではゲート絶縁膜７上は膜厚３０
ｎｍに形成した。
（７）ＣＶＤ法により、ゲート絶縁膜７上にリンをドープしたポリシリコン膜３９を形成
する。トレンチ５内部はポリシリコン膜３９で充填される。ここではリンドープポリシリ
コン膜３９を形成したが、ノンドープポリシリコン膜を形成した後にリンをドープするよ
うにしてもよい。
【００４８】
（８）写真製版技術により、ポリシリコン引出し部（図３を参照）になる箇所を覆うレジ
ストパターンを形成する。そのレジストパターンをマスクにして、ポリシリコン膜３９に
対してエッチング処理を施して、セル部のトレンチ５外のポリシリコン膜３９を除去して
トレンチ５内にポリシリコンからなるゲート電極９を形成する。ここで、セル部のトレン
チ５外のポリシリコン膜３９を完全に除去する上で、ウエハ面内のポリシリコン膜３９の
膜厚差、エッチングレート差を考慮し、なおかつ変動も考慮して、セル部のトレンチ５外
のポリシリコン膜３９を除去した後もエッチングを継続し、トレンチ５を充填している上
部部分のポリシリコン膜３９も一部除去する程度の時間でエッチングする必要がある。こ
こでは、ゲート電極９のリセス深さ（Ｎ型エピタキシャル層３表面からのエッチング深さ
）を０.４μｍとする。この段階で、Ｎ型エピタキシャル層３上及びトレンチ５の肩部５
ａ上にゲート絶縁膜７上が残存している。
【００４９】
（９）Ｎ型エピタキシャル層３上及びトレンチ５の肩部５ａ上のゲート絶縁膜７を除去す
る。熱酸化処理を施して、Ｎ型エピタキシャル層３表面及びゲート電極９上面にキャップ
酸化膜４１を２５ｎｍ程度の膜厚に形成する。ここで、ゲート絶縁膜７を除去せずに追加
酸化処理によってキャップ酸化膜４１を形成してもよい。
【００５０】
（１０）写真製版技術により、セル部に開口部をもつレジストパターン（図示はしない）
を形成する。イオン注入技術により、そのレジストパターンをマスクにして、Ｎ型エピタ
キシャル層３にボロンイオンを注入する。レジストパターンを除去した後、熱拡散処理を
施してＰ型ボディ拡散層１１を形成する。例えば、ボロンイオンを３０～８０ｋｅＶのエ
ネルギー、５.０×１０12～５.０×１０13／ｃｍ2のドーズ量の条件で注入し、１０５０
～１１００℃、数十分の熱拡散処理を行なうことで、Ｐ型ボディ拡散層１を０.６～１.４
μｍ程度の深さに形成することができる。Ｐ型ボディ拡散層１１の深さは、トレンチ５よ
り浅く、ポリシリコンゲート上部より深くなるように形成する。ここでは、１.１μｍと
する。
【００５１】
（１１）写真製版技術により、セル部に開口部をもつレジストパターン（図示はしない）
を形成する。キャップ酸化膜４１を除去する。
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（１２）イオン注入技術により、そのレジストパターンをマスクにして、Ｎ型エピタキシ
ャル層３にリン又はヒ素を注入する。レジストパターンを除去した後、熱拡散処理を施し
てＮ型ソース拡散層１３を形成する。例としてヒ素を注入する場合で説明すると、ヒ素を
３０～１００ｋｅＶのエネルギー、１.０×１０15～５.０×１０16／ｃｍ2のドーズ量の
条件で注入し、１０００～１１００℃で数十分の熱拡散処理を行なうことで、Ｎ型ソース
拡散層１３を０.４５～０.７μｍ程度の深さに形成することができる。そして、熱拡散処
理に引き続き、Ｎ型エピタキシャル層３表面及びゲート電極９上面に２５ｎｍ程度の熱酸
化膜４３を形成する。Ｎ型ソース拡散層１３の形成深さは、トレンチ５より浅く、ゲート
電極９上面より深く、かつＰ型ボディ拡散層１１より浅くなるように形成する。ここでは
、Ｎ型ソース拡散層１３の形成深さは０.５μｍとする。
【００５２】
（１３）ＣＶＤ法により、熱酸化膜４３上全面にＮＳＧ（Non-dope Silicon Glass）膜を
２５０ｎｍ程度の膜厚に形成し、熱酸化膜４３とＮＳＧ膜の積層膜からなるシリコン酸化
膜１８ａを形成する。
（１４）ＣＶＤ法により、シリコン酸化膜１８ａ上にシリコン窒化膜１８ｂを３０ｎｍ程
度の膜厚に形成する。これにより、シリコン酸化膜１８ａとシリコン窒化膜１８ｂの積層
膜からなる層間絶縁膜１８が形成される。
（１５）ＣＶＤ法により、シリコン窒化膜１８ｂ上にＮＳＧ膜とＢＰＳＧ膜の積層膜から
なるシリコン酸化膜４５を８００ｎｍ程度の膜厚に形成する。シリコン酸化膜４５は第２
層間絶縁膜２７（図３を参照）となる膜である。
【００５３】
（１６）写真製版技術により、ゲート電極９の引出し部を覆うレジストパターン（図示せ
ず）を形成する。例えばＢＨＦ等を用いたウエットエッチングにより、そのレジストパタ
ーンをマスクにしてシリコン酸化膜４５をエッチング除去して、ゲート電極９の引出し部
を覆う第２層間絶縁膜２７（図３を参照）を形成する。この状態で、ゲート電極９上には
層間絶縁膜１８が残っている。上記レジストパターンを除去する。写真製版技術によりソ
ーストレンチ形成予定領域に開口部をもつレジストパターン（図示せず）を形成する。エ
ッチング技術により、そのレジストパターンをマスクにして層間絶縁膜１８を除去し、層
間絶縁膜１８にソーストレンチ形成予定領域に対応する開口部を形成する。その後、レジ
ストパターンを除去する。
【００５４】
（１７）反応性イオンエッチング等の異方性エッチング技術により、層間絶縁膜１８をマ
スクにしてＮ型エピタキシャル層３の表面側の一部分を除去してソーストレンチ１４を形
成する。ソーストレンチ１４の形成深さはＮ型ソース拡散層１３よりも深くなるようにす
る。ここでは、ソーストレンチ１４の形成深さは０.６μｍとする。
【００５５】
（１８）イオン注入技術により、層間絶縁膜１８をマスクにして、ソーストレンチ１４の
底部のＰ型ボディ拡散層１１に例えばＢＦ2イオンを注入する。例えば、注入エネルギー
は３０～６０ｋｅＶ、ドーズ量は１.０×１０15～３.０×１０15程度の条件で注入し、好
ましくは０度の注入角度でイオン注入を行なう。例えば、８５０～９５０℃で数十分程度
の条件で熱拡散処理を施して、Ｐ型ボディ拡散層１１のオーミック接合がとれるように、
Ｐ型コンタクト拡散層１５を形成する。
【００５６】
（１９）図３を参照して説明すると、ゲート電極９の引出し部で、ゲート電極９が後工程
で形成するゲート電極用金属膜３１とコンタクトが取れるように、フィールド酸化膜２１
上でゲート電極９上の第２層間絶縁膜２７及び層間絶縁膜１８に接続孔２９を形成する。
スパッタ法により例えばＴｉとＴｉＮからなるバリアメタル１６を堆積した後、ＲＴＡ（
Rapid Thermal Annealing）法によりシリサイド化する。
（２０）ＣＶＤ法等により、タングステンを堆積する。そして、タングステン及びバリア
メタル１６に対してエッチバックすることにより、ソーストレンチ１４内にタングステン
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プラグ１７を形成する（図３も参照）。
【００５７】
　スパッタ法により、例えばＡｌＳｉやＡｌＳｉＣｕなどのアルミニウム系金属膜を堆積
する。そのアルミニウム系金属膜をパターニングして、ソース電極膜１９及びゲート電極
用金属膜３１を形成する（図１及び図３を参照）。ソース電極膜１９及びゲート電極用金
属膜３１の抵抗成分を減らすためには膜厚が厚いほど好ましく、例えば４～６μｍ程度に
形成する。その後、ソース電極膜１９及びゲート電極用金属膜３１の保護として、ＰＳＧ
や窒化膜などのカバー膜を堆積し、写真製版技術及びエッチング技術により、パッド開口
部を形成する（図示は省略）。最後に、Ｎ型単結晶シリコン基板１の裏面を所望の厚さ分
だけ研削し、数種類のメタルを蒸着することで、ドレイン電極を形成する（図示は省略）
。
【００５８】
　図１３は半導体装置の他の実施例のセル部分を示す断面図である。図１と同じ部分には
同じ符号を付し、それらの部分の説明は省略する。
　この実施例が図１に示した実施例と異なる点は、トレンチ５内のゲート電極９上に形成
された層間絶縁膜１９の凹部にバリアメタル１６及びタングステンプラグ１７（金属材料
）が残存している点である。この実施例は、図１及び図５から図１２を参照して説明した
上記製造方法の実施例の上記工程（２０）で、タングステン及びバリアメタル１６に対す
るエッチバック量を調整することにより形成することができる。
【００５９】
　トレンチ５内のゲート電極９上に形成された層間絶縁膜１８上の凹部にバリアメタル１
６及びタングステンプラグ１７が残存していることにより、平坦性が増し、ソース電極膜
１９のカバレッジが向上する。さらに、バリアメタル１６及びタングステンプラグ１７も
含めてトレンチ５上のソース電極膜１９の厚みが増し、ソース抵抗が改善される。
【００６０】
　図１４は図１３の実施例の断面構造を示すＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）写真である。従
来技術では図２０に示したようにボイド４９がソース電極膜１９内に発生していたが、図
１４に示すように、この実施例ではソース電極膜１９内にボイドは発生していないの
がわかる。
【００６１】
　図１及び図５から図１２を参照して説明した上記製造方法の実施例では、トレンチ５の
肩部５ａにテーパ形状を形成するために熱酸化処理を用いている（上記工程（４）を参照
）が、本発明の製造方法はこれに限定されるものではない。
　図１５は製造方法の他の実施例の工程の一部を説明するための断面図である。
【００６２】
（１）図５（１）を参照して説明した上記工程（１）と同じ工程により、トレンチ形成予
定領域に開口部をもつシリコン酸化膜３５を形成する。
（２）ケミカルドライエッチング等の等方性エッチング技術により、シリコン酸化膜３５
をマスクにしてＮ型エピタキシャル層３をエッチングして、トレンチ用の凹部５ｂを形成
する。
（３）異方性エッチング技術により、シリコン酸化膜３５をマスクにしてＮ型エピタキシ
ャル層３をエッチングして、トレンチ５を形成する。これにより、肩部５ａにテーパ形状
をもつトレンチ５を形成することができる。
【００６３】
　その後、図１及び図５から図１２を参照して説明した上記製造方法の工程（４）以降と
同じ工程を行なうことによりパワーＭＯＳＦＥＴを形成する。ただし、トレンチ５の角部
をまるめるための工程（４）及び（５）は行なう。
【００６４】
　また、上記工程（９）で、図１６に示すように、Ｎ型エピタキシャル層３表面及びゲー
ト電極９上面にキャップ酸化膜４１を形成した後、シリコン酸化膜の堆積及びエッチバッ
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ク処理を施して、図１６に示すように、サイドウォール４７を形成する工程を含むように
してもよい。
【００６５】
　このように、上記工程（１０）でＰ型ボディ拡散層１１を形成する前に、トレンチ５の
肩部５ａの側壁にサイドウォール４７を形成しておくことにより、上記工程（１０）でＰ
型ボディ拡散層１１を形成するためのボロン注入時にゲート電極９に肩部５ａからのボロ
ンが入らないようにすることができる。これにより、ゲート電極９の深さ方向の不純物濃
度分布を均一にすることができる。
【００６６】
　以上、本発明の実施例を説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、
寸法、形状、材料、配置、製造工程条件などは一例であり、特許請求の範囲に記載された
本発明の範囲内で種々の変更が可能である。
　例えば、上記実施例ではＮチャネル型のパワーＭＯＳＦＥＴに本発明を適用しているが
、Ｐ型半導体基板を用い、実施例とは反対導電型でパワーＭＯＳＦＥＴを作成するように
すれば、Ｐチャネル型パワーＭＯＳＦＥＴにも本発明を適用できる。そして、シリコン基
板とエピタキシャル成長層が互いに異なる導電型のものを使用すれば、ＩＧＢＴ（Insula
ted gate bipolar mode transistor）にも適用できる。
【００６７】
　また、セルの配置は、図２に示したように格子状に配置したものに限定されるものでは
なく、図１７に示すように千鳥配置であってもよいし、ストライプ構造であってもよい。
ストライプ構造の場合、ソーストレンチ１４は、ホール形状でもストライプ形状でもよい
。また、セルの平面形状は、矩形のみではなく、円形でもよい。
【００６８】
　また、上述した実施例では各絶縁膜は１例のみしか例示していないが、他の種類の絶縁
膜を使用してもよい。
【００６９】
　また、バリアメタル１６、タングステンプラグ１７、ソース電極膜１９、ゲート電極用
金属膜３１等の金属材料も各種の導電性材料を使用することができる。
　また、Ｐ型ボディ拡散層１１とＮ型ソース拡散層１３は、トレンチ５の形成前に形成し
てもよい。
　また、接続孔２９のホールはストライプ形状であってもよい。接続孔２９の径又はスト
ライプ幅をソーストレンチ幅とほぼ同じにして、タングステンプラグが十分残るようにし
てもよい。その場合は、チップ面積縮小の効果が得られ、さらにゲート電極用金属膜の平
坦性が向上する。
【００７０】
　また、半導体基板としてシリコン基板１上にエピタキシャル成長層３を形成したものを
用いているが、半導体基板はシリコン基板表面に不純物拡散層を形成したものであっても
よい。また、シリコン基板のみならず、ＳｉＣ基板等の半導体基板も用いることができる
。
　また、トレンチ５の底部の形状は、Ｕ字型の形状のものを例示したが、矩形でも、Ｖ字
でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】半導体装置の一実施例のセル部分を示す断面図である。
【図２】同実施例のセル部を示す平面図である。
【図３】同実施例のポリシリコン引出し部を含む断面図である。
【図４】同実施例の全体を示す平面図である。
【図５】製造方法の一実施例を説明するための工程断面図の最初である。
【図６】同実施例の続きの工程を説明するための断面図である。
【図７】同実施例のさらに続きの工程を説明するための断面図である。
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【図８】同実施例のさらに続きの工程を説明するための断面図である。
【図９】同実施例のさらに続きの工程を説明するための断面図である。
【図１０】同実施例のさらに続きの工程を説明するための断面図である。
【図１１】同実施例のさらに続きの工程を説明するための断面図である。
【図１２】同実施例のさらに続きの工程を説明するための断面図である。
【図１３】半導体装置の他の実施例のセル部分を示す断面図である。
【図１４】同実施例の断面構造を示す顕微鏡写真である。
【図１５】製造方法の他の実施例の工程の一部を説明するための断面図である。
【図１６】製造方法のさらに他の実施例の工程の一部を説明するための断面図である。
【図１７】半導体装置のさらに他の実施例のセル部を示す平面図である。
【図１８】半導体装置の従来例のセル部分を示す断面図である。
【図１９】半導体装置の他の従来例のセル部分を示す断面図である。
【図２０】図１８に示した従来例の断面構造を示す顕微鏡写真である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　　Ｎ型単結晶シリコン基板
　３　　Ｎ型エピタキシャル層
　５　　トレンチ
　７　　ゲート絶縁膜
　９　　ゲート電極
１１　　Ｐ型ボディ拡散層
１３　　Ｎ型ソース拡散層
２３　　Ｐウエル

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図１８】

【図１９】
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【図１４】
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【図２０】



(21) JP 2008-98593 A 2008.4.24

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５８Ｇ          　　　　　

(72)発明者  竹森　俊之
            埼玉県飯能市南町１０番１３号　新電元工業株式会社工場内
(72)発明者  渡辺　祐司
            埼玉県飯能市南町１０番１３号　新電元工業株式会社工場内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

