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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に形成された第１導電型の第１の半導体領域と、
　前記第１の半導体領域に形成された互いに隣り合う第１の光電変換部及び第２の光電変
換部と、
　前記基板の上面に対する平面視において前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部
との間に配され、第１の電位が与えられる前記第１導電型の第１部分と、
　前記第１の半導体領域と接触し且つ前記平面視における前記第１の光電変換部と前記第
２の光電変換部との間において前記第１部分を覆う前記第１導電型の第２部分であって、
該第２部分を介して前記第１部分から前記第１の半導体領域に前記第１の電位を与える第
２部分と、
　前記第１の電位とは異なる第２の電位が与えられる第２導電型の第２の半導体領域と、
を備え、
　前記第２の半導体領域は、前記平面視において、前記第１部分及び前記第２部分と前記
第１の光電変換部との間および前記第１部分及び前記第２部分と前記第２の光電変換部と
の間にそれぞれ配されている
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記第１部分に電気的に接続され、前記第１の電位を前記第１部分に供給するための第
１電極と、
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　前記第２の半導体領域に電気的に接続され、前記第２の電位を前記第２の半導体領域に
供給するための第２電極と、をさらに備えており、
　前記第２電極は、前記平面視において、前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換
部の各々と前記第１電極との間に配されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部の少なくとも１つを含む画素を備え、
　前記画素は、前記第１の半導体領域に形成された少なくとも１つのＭＯＳトランジスタ
を有し、
　前記第２の半導体領域は、前記少なくとも１つのＭＯＳトランジスタのドレインである
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのＭＯＳトランジスタは、
　　前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部の前記少なくとも１つで生じた電荷
量に基づく信号を増幅するための増幅トランジスタと、
　　前記画素を初期化するためのリセットトランジスタと、
　の少なくとも一方を含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部からの信号を読み出すためのユニット
をさらに備え、
　前記ユニットを形成する少なくとも１つのＭＯＳトランジスタのソース及びドレインは
前記第２導電型で形成されており、
　前記第２の半導体領域は、該ソース及びドレインよりも不純物濃度が低い
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記第２の半導体領域は、前記平面視において前記第１部分を取り囲むように形成され
ている
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記第１の半導体領域は、前記第２の半導体領域の下の領域を介して、前記第１の光電
変換部及び前記第２の光電変換部まで延在している
　ことを特徴とする請求項６に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記第１部分と前記第２の半導体領域との間に絶縁材料で形成された素子分離部をさら
に備える
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記第１の半導体領域は、前記素子分離部の下の領域を介して、前記第１の光電変換部
または前記第２の光電変換部まで延在している
　ことを特徴とする請求項８に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記第２の半導体領域は、前記第１の光電変換部および前記第２の光電変換部よりも深
い位置まで形成されている
　ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部のそれぞれは、前記第１の半導体領域
とＰＮ接合を構成する前記第２導電型の第３の半導体領域を含む
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
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　前記第２の電位は、電源電位である
　ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　前記第１の電位は、グランド電位である
　ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１４】
　基板に形成された第１導電型の第１の半導体領域と、
　前記第１の半導体領域に形成された互いに隣り合う第１の光電変換部及び第２の光電変
換部と、
　前記基板の上面に対する平面視において前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部
との間に配され、第１の電位が与えられる前記第１導電型の第１部分と、
　前記第１の半導体領域と接触し且つ前記平面視における前記第１の光電変換部と前記第
２の光電変換部との間において前記第１部分を覆う前記第１導電型の第２部分であって、
該第２部分を介して前記第１部分から前記第１の半導体領域に前記第１の電位を与える第
２部分と、
　前記第１の電位とは異なる第２の電位が与えられる第２導電型の第２の半導体領域と、
を備え、
　前記第２の半導体領域は、前記平面視において、前記第１部分及び前記第２部分と前記
第１の光電変換部との間および前記第１部分及び前記第２部分と前記第２の光電変換部と
の間に、前記第１部分及び前記第２部分を取り囲むように配されている
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項１５】
　基板に形成された第１導電型の第１の半導体領域と、
　前記第１の半導体領域に配列された互いに隣り合う第１の光電変換部及び第２の光電変
換部と、
　第１の電位が与えられる前記第１導電型の第１部分と、
　前記第１の半導体領域と接触し且つ前記第１部分を覆う前記第１導電型の第２部分であ
って、該第２部分を介して前記第１部分から前記第１の半導体領域に前記第１の電位を与
える第２部分と、
　前記第１の電位とは異なる第２の電位が与えられる第２導電型の第２の半導体領域と、
を備え、
　前記基板の上面に対する平面視において、
　　前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部は、行列状に配列された複数の光電
変換部の一部であり、
　　前記第１部分及び前記第２部分は、前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部
の各々から前記複数の光電変換部の配列の周期よりも小さい距離だけ離れた位置に配され
、
　　前記第１部分と前記第２の半導体領域との間の最短距離は、前記第１の光電変換部と
前記第１部分との間の最短距離より小さく、前記第２の光電変換部と前記第１部分との間
の最短距離より小さい
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項１６】
　前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部の少なくとも１つを含む画素を備えて
おり、
　前記平面視において、
　　前記第１の光電変換部と前記第２の光電変換部とは、行方向および列方向の一方で隣
り合っており、
　　前記画素は、前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部の前記少なくとも１つ
で生じた電荷量に基づく信号を読み出すためのＭＯＳトランジスタであって、前記第１の
光電変換部と前記第２の光電変換部との間に配されたＭＯＳトランジスタを有しており、
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　　前記第１部分は、前記ＭＯＳトランジスタから、前記行方向および列方向の他方にず
れた位置に配されている
　ことを特徴とする請求項１５に記載の固体撮像装置。
【請求項１７】
　前記平面視において、
　　前記画素は、前記第１の光電変換部及び前記第２の光電変換部の前記少なくとも１つ
から、前記行方向および列方向の前記他方にずれた位置に配されたフローティングディフ
ュージョンをさらに有しており、
　　前記第１部分及び前記第２部分と前記フローティングディフュージョンとは、前記行
方向および列方向の前記一方で隣り合っている
　ことを特徴とする請求項１６に記載の固体撮像装置。
【請求項１８】
　前記第２の半導体領域は、前記第１の光電変換部と前記第１部分及び前記第２部分との
間、及び、前記第２の光電変換部と前記第１部分及び前記第２部分との間にそれぞれ配さ
れている
　ことを特徴とする請求項１５乃至１７のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１９】
　前記第１の光電変換部と前記第１部分及び前記第２部分との間に位置する前記第２の半
導体領域と、前記第２の光電変換部と前記第１部分及び前記第２部分との間に位置する前
記第２の半導体領域とは互いに繋がっている
　ことを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項２０】
　前記第２部分は、前記第１導電型の不純物濃度が前記第１部分より低い
　ことを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項２１】
　請求項１乃至２０のいずれか１項に記載の固体撮像装置と、
　前記固体撮像装置から出力される信号を処理する処理部と、を備える
　ことを特徴とするカメラ。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置及びカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像装置は、例えば、半導体基板に形成されたウエルと、該ウエルに該ウエルとは
異なる導電型の不純物を注入して形成された光電変換部と、を備える。ウエルには、該ウ
エルに電位が与えるためのコンタクトプラグが電気的に接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２１０８３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１によると、コンタクトプラグを介してウエルに流入される少数キャリアが光
電変換部に到達すると、固体撮像装置により得られる画像の品質低下をもたらしうる。ま
た、特許文献１には、上記少数キャリアが光電変換部に到達することを防ぐため、ウエル
のコンタクトプラグとの接続部分と光電変換部との間に、ウエルよりも不純物濃度の高い
領域が形成された構造が開示されている。この構造によると、該領域は、上記少数キャリ
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アに対するポテンシャル障壁として機能する。しかしながら、このポテンシャル障壁より
も大きいエネルギーを得た少数キャリアは、光電変換部に到達してしまう。
【０００５】
　本発明の目的は、光電変換部への少数キャリアの流入を防ぐのに有利な技術を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一つの側面は固体撮像装置にかかり、前記固体撮像装置は、基板に形成された
第１導電型の第１の半導体領域と、前記第１の半導体領域に形成された互いに隣り合う第
１の光電変換部及び第２の光電変換部と、前記基板の上面に対する平面視において前記第
１の光電変換部と前記第２の光電変換部との間に配され、第１の電位が与えられる前記第
１導電型の第１部分と、前記第１の半導体領域と接触し且つ前記平面視における前記第１
の光電変換部と前記第２の光電変換部との間において前記第１部分を覆う前記第１導電型
の第２部分であって、該第２部分を介して前記第１部分から前記第１の半導体領域に前記
第１の電位を与える第２部分と、前記第１の電位とは異なる第２の電位が与えられる第２
導電型の第２の半導体領域と、を備え、前記第２の半導体領域は、前記平面視において、
前記第１部分及び前記第２部分と前記第１の光電変換部との間および前記第１部分及び前
記第２部分と前記第２の光電変換部との間にそれぞれ配されていることを特徴とする。
　
　
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、光電変換部への少数キャリアの流入を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】固体撮像装置の構成例を説明する図。
【図２】画素のレイアウトおよび断面構造の参考例を説明する図。
【図３】画素のレイアウトおよび断面構造の例を説明する図。
【図４】画素のレイアウトおよび断面構造の例を説明する図。
【図５】画素のレイアウトおよび断面構造の例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　　（１．　　　　固体撮像装置の全体構成例）
　図１は、固体撮像装置Ｉの全体構成例を示している。固体撮像装置Ｉは、複数の画素Ｐ
が配列された画素アレイと、垂直走査回路ＶＳＣと、読出部ＵＲＯと、水平走査回路ＨＳ
Ｃと、出力部ＵＯＵＴと、を備えている。
【００１０】
　複数の画素Ｐは、ここでは説明を容易にするため、４行×４列に配列された構成を例示
する。なお、図中において、第Ｍ行目・第Ｎ列目の画素を「ＰＭＮ」と示す。図中に例示
されるように、画素Ｐ１１は、光電変換部ＰＤ（例えば、フォトダイオード）、転送トラ
ンジスタＴＴＸ、フローティングディフュージョン容量ＦＤ、リセットトランジスタＴＲ

ＥＳ、増幅トランジスタＴＳＦ、選択トランジスタＴＳＥＬを含んでいる。他の画素Ｐ１

２～Ｐ４４についても同様である。
【００１１】
　転送トランジスタＴＴＸのゲート端子には、信号線ＬＴＸを介して制御信号ＴＸが与え
られる。制御信号ＴＸが活性化されたことに応答して、転送トランジスタＴＴＸは、光電
変換部ＰＤにおいて受光によって生じた電荷を、フローティングディフュージョン容量Ｆ
Ｄに転送する。増幅トランジスタＴＳＦはソースフォロワ動作を行い、増幅トランジスタ
ＴＳＦのソース電位は、フローティングディフュージョン容量ＦＤに転送された電荷量の
変動に応じて変化する。選択トランジスタＴＳＥＬのゲート端子には、信号線ＬＳＥＬを
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介して制御信号ＳＥＬが与えられる。制御信号ＳＥＬが活性化されたことに応答して、選
択トランジスタＴＳＥＬは、増幅トランジスタＴＳＦのソース電位に応じた画素信号を、
対応する列信号線ＬＣに出力する。また、リセットトランジスタＴＲＥＳのゲート端子に
は、信号線ＬＲＥＳを介して制御信号ＲＥＳが与えられる。制御信号ＲＥＳが活性化され
たことに応答して、リセットトランジスタＴＲＥＳは画素Ｐを初期化する。本構成では、
リセットトランジスタＴＲＥＳは、フローティングディフュージョン容量ＦＤを電源ノー
ドに接続し、フローティングディフュージョン容量ＦＤの電位をリセットする。画素Ｐの
初期化の他の例としては、光電変換部ＰＤの電位をリセットしてもよい。
【００１２】
　垂直走査回路ＶＳＣは、各画素Ｐから画素信号を読み出すための上記制御信号ＴＸ等を
各画素Ｐに行ごとに出力する。読出部ＵＲＯは、各画素Ｐからの画素信号を列ごとに読み
出す。なお、読出部ＵＲＯは、読み出された画素信号に所定の処理を行ってもよい。水平
走査回路ＨＳＣは、スイッチＳＷを列ごとに駆動して、読出部ＵＲＯにより列ごとに読み
出された画素信号を順に水平転送する。出力部ＵＯＵＴは、水平転送された画素信号を外
部に出力する。
【００１３】
　　（２．　　　　画素構造の参考例）
　図２は、単位画素Ｐ’の構造の参考例を示す模式図である。図２（ａ）は、画素Ｐ’の
レイアウト配置を示している。図２（ｂ）は、カットラインＸ－Ｘ’の断面構造を示して
いる。なお、図２（ａ）において、前述のトランジスタＴＴＸ、ＴＲＥＳ、ＴＳＦ、ＴＳ

ＥＬのゲート電極を、それぞれ、「ＧＴＸ」、「ＧＲＥＳ」、「ＧＳＦ」、「ＧＳＥＬ」
と示している。
【００１４】
　光電変換部ＰＤやトランジスタＴＴＸ等の各素子（以下、単に「各素子」と記す）は、
基板上のＰ型（第１導電型）のウエルＷＰに形成されている。なお、ここでは、各素子が
Ｐ型のウエルＷＰに形成された構造を例示したが、各素子は、Ｐ型の半導体基板の上に形
成されてもよいし、Ｐ型のエピタキシャル成長層等の半導体領域の上に形成されてもよい
。
【００１５】
　各素子は、ウエルＷＰ表面に形成された素子分離部ＰＩＳＯによって互いに電気的に分
離されている。素子分離部ＰＩＳＯは、例えばＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　
Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）法やＬＯＣＯＳ（ＬＯＣａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｉｌ
ｉｃｏｎ）法により形成される。
【００１６】
　光電変換部ＰＤは、ウエルＷＰに、Ｎ型（第２導電型）の不純物を注入してＮ型領域Ｒ
１を形成することにより形成される。Ｎ型領域Ｒ１は、ウエルＷＰとの間でＰＮ接合を形
成する。光電変換部ＰＤは、領域Ｒ１の上（ウエルＷＰ表面）にＰ型の不純物をさらに注
入してＰ型領域Ｒ２を形成することにより、いわゆる埋め込み型で形成されてもよい。な
お、ここでは、ウエルＷＰにＮ型の不純物を注入して光電変換部ＰＤを形成する方法を例
示したが、光電変換部ＰＤは、ウエルＷＰの隣にウエルＷＰに接するようにＮ型領域Ｒ１
を形成することによって形成されてもよい。
【００１７】
　トランジスタＴＴＸ等のソース及びドレインは、例えばゲート電極ＧＴＸ等を自己整合
マスクとして用いて、Ｎ型の不純物を注入することにより形成される。
【００１８】
　コンタクトＣＴＶＤＤは、トランジスタＴＲＥＳ及びＴＳＦのドレインに電位を供給す
る。トランジスタＴＲＥＳ及びＴＳＦのドレインには固定電位ないし電源電位（本実施形
態では、電源電圧ＶＤＤ）が供給される。ただし、固定電位であっても、電流の変化など
の過渡的な応答によりその電位は変動することがある。本明細書において、固定電位が供
給されているとは、過渡的な電位変動が生じても所定の電位に収束することを意味する。
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【００１９】
　コンタクトＣＴＧＮＤは、ウエルＷＰに電気的に接続されており、ウエルＷＰを接地す
る（ウエルＷＰをグランド電位ないし基準電位に固定する）。領域Ｒ３は、ウエルＷＰよ
りもＰ型不純物濃度が高いＰ型領域であり、ウエルＷＰとコンタクトＣＴＧＮＤとのオー
ミック接触を形成している（第１部分）。
【００２０】
　なお、コンタクトＣＴＶＤＤ及びＣＴＧＮＤは、「コンタクトプラグ」と称されてもよ
いし、「電極」と称されてもよい。
【００２１】
　ここで、図２（ｂ）に例示されるように、基板の上面に対する平面視おいて、光電変換
部ＰＤとコンタクトＣＴＧＮＤとの間には、ウエルＷＰよりもＰ型不純物濃度が高いＰ型
領域Ｒ４が形成されている。領域Ｒ４は、ウエルＷＰにおいて、コンタクトＣＴＧＮＤか
ら流入した少数キャリア（電子）に対するポテンシャル障壁として機能しうる。しかしな
がら、図中に矢印で示されるように、該少数キャリアが、その拡散によって光電変換部Ｐ
Ｄに到達する虞がある。このことは、画素信号を取得する際の暗電流成分として、画像の
品質の低下をもたらしうる。
【００２２】
　　（３．　　　　本発明にかかる画素構造の例）
　　　（３－１．　第１実施形態）
　図３は、画素アレイの構造の一部の領域を例示する模式図である。図３（ａ）は、主に
、４つの画素Ｐの各々の光電変換部ＰＤと、それらの間に配されたトランジスタＴＳＦ及
びＴＳＥＬと、のレイアウト配置を示している。図３（ｂ）は、カットラインＹ－Ｙ’の
断面構造を示している。なお、ここでは説明を容易にするため、各素子の接続関係を示す
配線パターンは不図示としている。
【００２３】
　ここで、基板の上面に対する平面視において、上下方向または左右方向を「対辺方向」
と称し、斜め方向を「対角方向」と称する。複数の光電変換部ＰＤで構成された画素アレ
イは、対辺方向、対角方向などの方向について周期性を有する。例えば、複数の光電変換
部ＰＤのうちの２０個が、対辺方向に沿った約１００マイクロメートルの距離に配列され
ていれば、当該複数の光電変換部ＰＤの対辺方向の周期は約５マイクロメートルである。
また、２０個の光電変換部ＰＤが、対角方向に沿った約１４１．４マイクロメートルの距
離に配列されていれば、当該２０個の光電変換部ＰＤの対角方向の周期は約７．１マイク
ロメートルである。
【００２４】
　本実施形態では、図３（ａ）に例示されるように、対角方向で互いに隣接する光電変換
部ＰＤ間に、ウエルＷＰの電位を接地するためのコンタクトＣＴＧＮＤが形成されている
。なお、図３（ｂ）に例示されるように、ウエルＷＰとコンタクトＣＴＧＮＤとのオーミ
ック接触を形成するＰ型領域Ｒ３の下には、領域Ｒ３を覆うように、Ｐ型不純物濃度が領
域Ｒ３と同等または領域Ｒ３よりも低いＰ型領域Ｒ３’が形成されてもよい。領域Ｒ３か
ら図示された光電変換部ＰＤまでの距離は、複数の光電変換部の配列する周期よりも短い
。
【００２５】
　なお、ここでは、領域Ｒ３及びＲ３’並びにコンタクトＣＴＧＮＤを、対角方向での隣
接画素間に配置した場合について例示したが、対辺方向での隣接画素間に配置した場合に
ついても同様である。即ち、対辺方向および対角方向において、間に他の画素が存在しな
い２つの画素は「隣接画素」と称され、該２つの画素の関係は「互いに隣接する」と表現
される。複数の光電変換部の所定の方向に沿った周期は、その方向において隣接する２つ
の隣接画素の光電変換部ＰＤの中心どうしの距離にほぼ等しい。
【００２６】
　領域Ｒ３及びＲ３’と光電変換部ＰＤとの間には、Ｎ型領域Ｒ５が形成されている。領
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域Ｒ５には、コンタクトＣＴＶＤＤにより電源電圧ＶＤＤが供給される。
【００２７】
　なお、領域Ｒ３及びＲ３’と領域Ｒ５との間と、領域Ｒ５と光電変換部ＰＤとの間とに
は、絶縁材料で形成された素子分離部ＰＩＳＯがそれぞれ形成されてもよい。
【００２８】
　上記構成によると、図中に矢印で示されるように、コンタクトＣＴＧＮＤから流入した
少数キャリアは、領域Ｒ５に電界拡散によって導かれ、光電変換部ＰＤに到達しない。そ
のため、画素信号を取得する際の暗電流成分が抑制され、固体撮像装置Ｉにより得られる
画像の品質が向上する。領域Ｒ５の電位が領域Ｒ１の電位よりも高く維持されることによ
って、少数キャリアがより効果的に領域Ｒ５に導かれる。また、コンタクトＣＴＧＮＤか
らの少数キャリアに限らず、半導体領域とその上の絶縁膜との界面の界面トラップや半導
体領域の格子欠陥に起因する少数キャリアについても同様である。
【００２９】
　Ｎ型領域Ｒ５は、その不純物濃度が、画素アレイ外の各ユニット（垂直走査回路ＶＳＣ
、読出部ＵＲＯ、水平走査回路ＨＳＣ、出力部ＵＯＵＴ等）を形成するＮＭＯＳトランジ
スタのソース及びドレインの不純物濃度よりも低くなるように形成されてもよい。これに
より、例えば電源ノイズ等の過電圧に対する耐圧が向上しうる。
【００３０】
　また、領域Ｒ５に電気的に接続されるコンタクトＣＴＶＤＤは、平面視において、４つ
の光電変換部ＰＤの各々と領域Ｒ３及びＲ３’との間に配されるとよい。特に、コンタク
トＣＴＶＤＤは、４つの光電変換部ＰＤの各々とコンタクトＣＴＧＮＤとの間に配される
とよく、これらを結ぶ直線上に配されると更によい。
【００３１】
　また、領域Ｒ３及びＲ３’並びにコンタクトＣＴＧＮＤは、４つの光電変換部ＰＤの各
々からの距離が最短かつ実質的に等しい位置に配されるとよい。これにより、各光電変換
部ＰＤに対する暗電流成分が均一に抑制され、画素間の特性ばらつきが効果的に抑制され
る。
【００３２】
　なお、領域Ｒ３、Ｒ３’及びＲ５並びにコンタクトＣＴＧＮＤ及びＣＴＶＤＤは、各画
素間に配されてもよいし、画素アレイの中の隣接画素間に所定の間隔で（例えば、所定行
ないし所定列ごとに）配されてもよい。
【００３３】
　以上、本実施形態によると、光電変換部への少数キャリアの流入が防止され、その結果
、画素信号を取得する際の暗電流成分が抑制されるため、画質の向上に有利である。
【００３４】
　なお、本実施形態では、電源電圧ＶＤＤがトランジスタＴＲＥＳ及びＴＳＦのドレイン
に供給されるため、該電源電圧ＶＤＤをコンタクトＣＴＶＤＤに供給して領域Ｒ５に固定
電位を与える構造を例示した。しかしながら、領域Ｒ５には、固体撮像装置Ｉが適切に動
作する範囲で、他の固定電位が供給されてもよい。
【００３５】
　　　（３－２．　第２実施形態）
　図４は、画素アレイの構造の一部の領域を、前述の第１実施形態（図３）と同様に例示
しており、図４（ａ）はレイアウト配置を示し、図３（ｂ）はカットラインＹ－Ｙ’の断
面構造を示している。
【００３６】
　本実施形態は、主に、基板の上面に対する平面視において、Ｎ型領域Ｒ５がＰ型領域Ｒ
３及びＲ３’を取り囲むように形成されている、という点で前述の第１実施形態と異なる
。この構造によると、コンタクトＣＴＧＮＤからの少数キャリアが、より効果的に領域Ｒ
５に導かれる。
【００３７】
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　領域Ｒ５の下には、領域Ｒ５を覆うように、Ｎ型不純物濃度が領域Ｒ５と同等または領
域Ｒ５よりも低いＮ型領域Ｒ５’が形成されてもよい。なお、ここでは、領域Ｒ３’とＲ
５’とが互いに接するように形成された構造を示したが、これらは互いに離れていてもよ
い。
【００３８】
　領域Ｒ５’は、光電変換部ＰＤよりも、ウエルＷＰ表面から深い位置まで形成されると
よい。この構造によると、コンタクトＣＴＧＮＤからの少数キャリアは領域Ｒ５及びＲ５
’に効果的に導かれる。同様の理由で、領域Ｒ５’は、領域Ｒ３’よりもウエルＷＰ表面
から深い位置まで形成されてもよいし、さらに、ウエルＷＰと領域Ｒ３及びＲ３’とが電
気的に分離されないように、領域Ｒ３’の下の領域の一部まで延在してもよい。
【００３９】
　また、領域Ｒ３及びＲ３’を取り囲む領域Ｒ５及びＲ５’には、電源電圧ＶＤＤが供給
され、領域Ｒ５及びＲ５’は、例えばトランジスタＴＲＥＳ及びＴＳＦのドレインに電気
的に接続されてもよいし、該ドレインと一体に形成されてもよい。この構造によると、画
素Ｐのレイアウト効率が向上する。
【００４０】
　一方、トランジスタＴＲＥＳ及びＴＳＦのドレインは、領域Ｒ５及びＲ５’の機能を兼
ねることが可能である。そのため、領域Ｒ３及びＲ３’と、ある画素（「画素ＰＡ」とす
る）の光電変換部ＰＤとの間に、画素ＰＡのトランジスタＴＲＥＳ及びＴＳＦが配される
場合には、領域Ｒ３及びＲ３’と画素ＰＡとの間には領域Ｒ５及びＲ５’は形成されなく
てもよい。
【００４１】
　また、例えば固体撮像装置Ｉの仕様によっては、コンタクトＣＴＧＮＤからの少数キャ
リアに起因するノイズを考慮しなくてよい場合もある。そのため、該仕様によっては、領
域Ｒ３及びＲ３’と、一部の画素の光電変換部ＰＤとの間に、トランジスタＴＲＥＳ及び
ＴＳＦ並びに領域Ｒ５のいずれもが形成されていなくてもよい。例えば、ノイズの影響を
相対的に受けにくい画素（ベイヤ配列等のカラー対応の画素アレイにおいてノイズの影響
が相対的に小さい色の画素）や、領域Ｒ３までの距離が他の画素よりも相対的に大きい画
素等が挙げられる。また、例えば、他の画素に比べて開口が小さい焦点検出用の画素では
、光電変換部からコンタクトまでの距離を相対的に大きくすることができる。
【００４２】
　よって、本実施形態によると、前述の第１実施形態と同様の効果が得られる他、レイア
ウト効率の向上にも有利である。
【００４３】
　図５は、本実施形態にかかる画素アレイの構造の一部の領域の変形例を、図４と同様に
示しており、図５（ａ）はレイアウト配置を示し、図５（ｂ）はカットラインＹ－Ｙ’の
断面構造を示している。前述の図４では、領域Ｒ３’とＲ５’とが互いに接するように形
成された構造を示したが、図５に例示されるように、領域Ｒ３’とＲ５’との間に素子分
離部ＰＩＳＯが形成されてもよい。
【００４４】
　　（４．　　　　その他）
　以上、２つの好適な実施形態を例示したが、本発明はこれらに限られるものではないこ
とは言うまでもなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、その一部を目的等に応じて変更
してもよい。例えば、上記各実施形態では、第１導電型をＰ型とし、第２導電型をＮ型と
して述べたが、各半導体領域の導電型の極性を反対にした場合も同様である。
【００４５】
　また、上述の各実施形態では、カメラ等に代表される撮像システムに含まれる固体撮像
装置について述べた。撮像システムの概念には、撮影を主目的とする装置のみならず、撮
影機能を補助的に備える装置（例えば、パーソナルコンピュータ、携帯端末）も含まれる
。撮像システムは、上述の各実施形態で例示された固体撮像装置と、該固体撮像装置から
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出力される信号を処理する処理部とを含みうる。処理部は、例えば、Ａ／Ｄ変換部や該Ａ
／Ｄ変換部からのデジタルデータを処理するプロセッサを含みうる。

【図１】 【図２】
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