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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感光撮像素子であって、該素子は、
　実質的に平面的な表面と、少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域とを有
する半導体基板であって、電磁放射が、該実質的に平面的な表面の方向から該素子に入射
するように構成されている、半導体基板と、
　該実質的に平面的な表面の反対側の表面上で該半導体基板に結合されたテクスチャ加工
領域であって、該半導体基板内で該電磁放射の複数の通過が生じるように、入射する該電
磁放射を拡散すること、該電磁放射を再指向すること、及び該電磁放射を吸収することの
うちの少なくとも１つを行うように配置されたテクスチャ加工領域と、
　該実質的に平面的な表面に隣接する該半導体基板の表面上に配置された付加的テクスチ
ャ加工領域と、
　該実質的に平面的な表面において形成された集積回路と、
　該半導体基板に結合された電気伝導要素であって、該少なくとも１つの接合部から電気
信号を伝導するように動作可能である電気伝導要素と
　を備える、素子。
【請求項２】
　前記伝導要素は、トランジスタ、感知ノード、伝導ゲート、それらの組み合わせから成
る群から選択される、請求項１に記載の素子。
【請求項３】
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　前記半導体基板に結合された反射層をさらに備え、該反射層は、前記電磁放射を該半導
体基板内に保持するように配置されている、請求項１に記載の素子。
【請求項４】
　前記テクスチャ加工領域は、電磁放射を前記半導体基板内へ向けるように、または、電
磁放射を該半導体基板から外へ向けるように動作可能な表面形態を有する、請求項１に記
載の素子。
【請求項５】
　前記半導体基板に対する前記テクスチャ加工領域の表面形態は、傾斜状、ピラミッド状
、逆ピラミッド状、球状、放物線状、非対称状、対称状、それらの組み合わせから成る群
から選択される要素である、請求項４に記載の素子。
【請求項６】
　前記テクスチャ加工領域は、ミクロンサイズ、ナノサイズ、それらの組み合わせから成
る群から選択されるサイズを有する表面特徴を含む、請求項１に記載の素子。
【請求項７】
　表面特徴は、円錐、柱、ピラミッド、マイクロレンズ、量子ドット、逆ピラミッド、そ
れらの組み合わせから成る群から選択される要素を含む、請求項６に記載の素子。
【請求項８】
　レンズをさらに備え、該レンズは、前記半導体基板に光学的に結合され、入射電磁放射
を該半導体基板内へと集束させるように配置されている、請求項１に記載の素子。
【請求項９】
　請求項１に記載の少なくとも２つの感光撮像素子を備える、感光撮像素子アレイ。
【請求項１０】
　少なくとも１つのトレンチ分離をさらに備え、該少なくとも１つのトレンチ分離は、前
記少なくとも２つの感光撮像素子の間に配置されている、請求項９に記載のアレイ。
【請求項１１】
　感光撮像素子を作製する方法であって、該方法は、
　半導体基板上にテクスチャ加工領域を形成することであって、該半導体基板は、該テク
スチャ加工領域の反対側の実質的に平面的な表面と、少なくとも１つの接合部を形成する
複数のドープ領域とを有し、電磁放射が、該実質的に平面的な表面の方向から該素子に入
射するように構成されており、該テクスチャ加工領域は、該半導体基板内で該電磁放射の
複数の通過が生じるように、入射する該電磁放射を拡散すること、該電磁放射を再指向す
ること、及び該電磁放射を吸収することのうちの少なくとも１つを行う位置に形成される
、ことと、
　該実質的に平面的な表面に隣接する該半導体基板の表面上に付加的テクスチャ加工領域
を形成することと、
　該実質的に平面的な表面上に集積回路を形成することと、
　電気伝導要素を該半導体基板に結合することであって、それにより、該電気伝導要素が
該少なくとも１つの接合部から電気信号を伝導するように動作可能である、ことと
　を含む、方法。
【請求項１２】
　前記テクスチャ加工領域を形成することは、レージング、化学エッチング、それらの組
み合わせから成る群から選択されるプロセスによる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記テクスチャ加工領域を形成することは、レーザ放射によって標的領域を照射するこ
とにより、ミクロンサイズ、ナノサイズ、それらの組み合わせから成る群から選択される
サイズを有する表面特徴を形成することを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記標的領域を照射することは、前記レーザ放射をドーパントに曝露することにより、
該照射が該ドーパントを前記テクスチャ加工領域の中に組み込むことを含む、請求項１３
に記載の方法。
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【請求項１５】
　前記照射は、フェムト秒レーザ、ピコ秒レーザ、ナノ秒レーザ、それらの組み合わせか
ら成る群から選択される要素を含むパルスレーザを使用して行われる、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記テクスチャ加工領域の寸法、該テクスチャ加工領域の定置、該テクスチャ加工領域
の材料の種類、該テクスチャ加工領域の厚さ、該テクスチャ加工領域のドーパントの種類
、該テクスチャ領域のドーピングプロファイル、前記半導体基板のドーピングプロファイ
ル、該基板の厚さ、それらの組み合わせから成る群から選択される少なくとも１つの特性
を変更することによって、該電磁放射の具体的波長または波長の範囲が該感光撮像素子に
より吸収可能となり、或いは該電磁放射の具体的波長または波長の範囲がフィルタリング
されるように該感光撮像素子の電気応答を同調させることをさらに含む、請求項１１に記
載の方法。
【請求項１７】
　前記感光撮像素子の電気応答を同調させることは、所望の波長の電磁放射を選択的に拡
散する寸法、または、所望の波長の電磁放射を選択的に吸収する寸法を有する表面特徴を
形成するために前記テクスチャ加工領域を変更することを含む、請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記伝導要素は、トランジスタ、感知ノード、伝導ゲート、それらの組み合わせから成
る群から選択される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記半導体基板を約３００℃乃至約１１００℃の温度にアニーリングすることをさらに
含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　感光撮像素子であって、該素子は、
　実質的に平面的な表面と、少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域とを有
する半導体基板であって、電磁放射が、該実質的に平面的な表面の方向から該素子に入射
するように構成されている、半導体基板と、
　該実質的に平面的な表面の反対側の表面上で該半導体基板に結合されたテクスチャ加工
領域であって、該半導体基板内で入射する該電磁放射を拡散すること、該電磁放射を再指
向すること、及び該電磁放射を吸収することのうちの少なくとも１つを行うように配置さ
れたテクスチャ加工領域と、
　該実質的に平面的な表面に隣接する該半導体基板の表面上に配置された付加的テクスチ
ャ加工領域と、
　該実質的に平面的な表面において形成された少なくとも４つのトランジスタであって、
該トランジスタのうちの少なくとも１つは、該少なくとも１つの接合部に電気的に結合さ
れている、少なくとも４つのトランジスタと
　を備える、素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／２４３，４３４号（２００９年９月１７日出願）、米
国仮特許出願第６１／３１１，００４号（２０１０年３月５日出願）、および米国仮特許
出願第６１／３１１，１０７号（２０１０年３月５日出願）の利益を主張し、これらの出
願の各々は、本明細書に参照によって援用される。
【背景技術】
【０００２】
　（背景）
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　光と半導体材料の相互作用は、重要な革新となっている。シリコン撮像素子は、デジタ
ルカメラ、光学マウス、ビデオカメラ、携帯電話等の種々の技術において使用されている
。電荷結合素子（ＣＣＤ）は、デジタル撮像において広く使用され、後に、性能が向上し
た相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）撮像素子によって改良された。ＣＭＯＳセンサは
、一般的には、シリコンから製造され、可視入射光を光電流に変換し、最終的には、デジ
タル画像に変換することができる。しかしながら、シリコンは、約１．１ｅＶのバンドギ
ャップを有する間接バンドギャップ半導体であるため、赤外線入射電磁放射を検出するた
めのシリコンベースの技術は、問題となっている。したがって、約１１００ｎｍ超の波長
を有する電磁放射の吸収は、シリコン内では非常に低い。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示は、感光素子および関連方法を提供する。一側面では、例えば、感光撮像素子は
、少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域と、半導体基板に連結され、電磁
放射と相互作用するように設置される、テクスチャ加工領域と、半導体基板に連結され、
少なくとも１つの接合部から電気信号を伝導するように動作可能な電気伝導要素とを有す
る、半導体基板を含むことができる。一側面では、テクスチャ加工領域は、赤外線電磁放
射の検出から電気信号の発生を促進するように動作可能である。別の側面では、電磁放射
と相互作用するステップはさらに、テクスチャ加工領域を欠いている半導体基板と比較し
て、半導体基板の有効吸収長を増加させるステップを含む。一具体的側面では、伝導要素
は、トランジスタ、感知ノード、伝導ゲート、およびそれらの組み合わせから成る群から
選択される。
【０００４】
　テクスチャ加工領域は、ドープ領域に対して、種々の場所に設置することができる。一
側面では、例えば、テクスチャ加工領域は、複数のドープ領域の反対側の半導体基板の表
面上に設置される。一具体的側面では、テクスチャ加工領域は、半導体基板内へまたはそ
こから、電磁放射を向けるように動作可能な表面形態を有する。半導体基板に対するテク
スチャ加工領域の表面形態は、それらの組み合わせを含め、傾斜、ピラミッド、逆ピラミ
ッド、球状、放物線、非対称、対称等を含むが、それらに限定されない、種々の構成を含
むことができる。
【０００５】
　別の側面では、テクスチャ加工領域は、複数のドープ領域に隣接する、半導体基板の表
面上に設置することができる。より具体的側面では、付加的テクスチャ加工領域は、複数
のドープ領域の反対側の半導体基板の表面に設置することができる。したがって、このよ
うに、テクスチャ加工領域は、複数のドープ領域に隣接し、および複数のドープ領域と反
対に設置することができる。
【０００６】
　テクスチャ加工領域の種々の側面は、素子の所望の構成に応じて、可変である可能性が
ある。しかしながら、一側面では、テクスチャ加工領域は、ミクロンサイズ、ナノサイズ
、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、サイズを有する、表面特徴を含
む。多数の表面特徴形態が想定され、その非限定的実施例は、円錐、柱、ピラミッド、マ
イクロレンズ、量子ドット、反転特徴、およびそれらの組み合わせを含む。加えて、テク
スチャ加工領域は、種々のプロセスによって形成することができる。そのようなテクスチ
ャ加工プロセスの非限定的実施例は、レージング、化学エッチング（例えば、異方性エッ
チング、等方性エッチング）、ナノインプリンティング、材料蒸着、およびそれらの組み
合わせを含むことができる。
【０００７】
　付加的層および／または構造は、本開示の側面に従って、種々の素子内に含めることが
できる。一側面では、例えば、反射層は、半導体基板に連結され、半導体基板内に電磁放
射を保持するように設置することができる。別の側面では、レンズは、半導体基板に光学
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的に連結され、半導体基板内へ入射電磁放射を集束させるように設置することができる。
【０００８】
　本開示の別の側面では、感光撮像素子を作製する方法が提供される。そのような方法は
、少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域を有する、半導体基板上にテクス
チャ加工領域を形成するステップであって、テクスチャ加工領域は、電磁放射と相互作用
する位置に形成される、ステップと、電気伝導要素が、少なくとも１つの接合部から電気
信号を伝導するように動作可能であるように、電気伝導要素を半導体基板に連結するステ
ップとを含むことができる。
【０００９】
　一側面では、感光撮像素子は、具体的電磁放射波長をフィルタリングするように選択す
るように同調することができる。一具体的側面では、同調ステップは、所望の波長の電磁
放射を選択的に拡散させる、または選択的に吸収させる、寸法を有する表面特徴を形成す
るステップを含む。別の側面では、同調ステップは、テクスチャ加工領域の定置、テクス
チャ加工領域の材料の種類および／または厚さ、テクスチャ加工領域のドーパントの種類
、テクスチャ領域のドーピングプロファイル、半導体基板のドーパントプロファイル、半
導体基板の材料の種類および／または厚さ、およびそれらの組み合わせから成る群から選
択される、要因を通して達成される。
【００１０】
　本開示の別の側面では、感光撮像素子が提供される。そのような素子は、少なくとも１
つの接合部を形成する複数のドープ領域を有する、半導体基板と、半導体基板に連結され
、電磁放射と相互作用するように設置される、テクスチャ加工領域と、半導体基板に連結
され、トランジスタのうちの少なくとも１つが、少なくとも１つの接合部に電気的に連結
される、少なくとも４つのトランジスタとを含むことができる。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　感光撮像素子であって、
　少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域を有する半導体基板と、
　該半導体基板に連結され、電磁放射と相互作用するように設置されるテクスチャ加工領
域と、
　該半導体基板に連結され、該少なくとも１つの接合部から電気信号を伝導するように動
作可能である電気伝導要素と
　を備える、素子。
（項目２）
　前記テクスチャ加工領域は、赤外線電磁放射の検出から電気信号の発生を促進するよう
に動作可能である、項目１に記載の素子。
（項目３）
　電磁放射と相互作用することは、テクスチャ加工領域を欠いている半導体基板と比較し
て、該半導体基板の有効吸収長を増加させることをさらに含む、項目１に記載の素子。
（項目４）
　前記伝導要素は、トランジスタ、感知ノード、伝導ゲート、およびそれらの組み合わせ
から成る群から選択される、項目１に記載の素子。
（項目５）
　前記半導体基板に連結される反射層をさらに備え、該反射層は、前記電磁放射を該半導
体基板内に保持するように設置される、項目１に記載の素子。
（項目６）
　前記テクスチャ加工領域は、前記複数のドープ領域の反対側の前記半導体基板の表面上
に設置される、項目１に記載の素子。
（項目７）
　前記テクスチャ加工領域は、電磁放射を前記半導体基板内へまたはそれから外へ向ける
ように動作可能な表面形態を有する、項目６に記載の素子。
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（項目８）
　前記半導体基板に対する前記テクスチャ加工領域の表面形態は、傾斜状、ピラミッド状
、逆ピラミッド状、球状、放物線状、非対称状、対称状、およびそれらの組み合わせから
成る群から選択される部材である、項目７に記載の素子。
（項目９）
　前記テクスチャ加工領域は、前記複数のドープ領域に隣接する前記半導体基板の表面上
に設置される、項目１に記載の素子。
（項目１０）
　付加的テクスチャ加工領域をさらに備え、該付加的テクスチャ加工領域は、前記複数の
ドープ領域の反対側の前記半導体基板の表面上に設置される、項目９に記載の素子。
（項目１１）
　前記テクスチャ加工領域は、前記複数のドープ領域のうちの少なくとも１つに直接連結
される、項目１に記載の素子。
（項目１２）
　前記テクスチャ加工領域は、ミクロンサイズ、ナノサイズ、およびそれらの組み合わせ
から成る群から選択されるサイズを有する表面特徴を含む、項目１に記載の素子。
（項目１３）
　表面特徴は、円錐、柱、ピラミッド、マイクロレンズ、量子ドット、逆特徴、およびそ
れらの組み合わせから成る群から選択される部材を含む、項目１２に記載の素子。
（項目１４）
　前記テクスチャ加工領域は、レージング、化学エッチング、ナノインプリンティング、
材料蒸着、およびそれらの組み合わせから成る群から選択されるプロセスによって形成さ
れる、項目１に記載の素子。
（項目１５）
　レンズをさらに備え、該レンズは、前記半導体基板に光学的に連結され、入射電磁放射
を該半導体基板内へと集束させるように設置される、項目１に記載の素子。
（項目１６）
　項目１に記載の少なくとも２つの感光撮像素子を備える、感光撮像素子アレイ。
（項目１７）
　少なくとも１つのトレンチ分離をさらに備え、該少なくとも１つのトレンチ分離は、前
記少なくとも２つの感光撮像素子の間に設置される、項目１６に記載のアレイ。
（項目１８）
　感光撮像素子を作製する方法であって、
　半導体基板上にテクスチャ加工領域を形成することであって、該半導体基板は、少なく
とも１つの接合部を形成する複数のドープ領域を有し、該テクスチャ加工領域は、電磁放
射と相互作用する位置に形成される、ことと、
　電気伝導要素を該半導体基板に連結することであって、それにより、該電気伝導要素が
該少なくとも１つの接合部から電気信号を伝導するように動作可能である、ことと
　を含む、方法。
（項目１９）
　前記テクスチャ加工領域を形成することは、レージング、化学エッチング、ナノインプ
リンティング、材料蒸着、およびそれらの組み合わせから成る群から選択されるプロセス
による、項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　前記テクスチャ加工領域を形成することは、レーザ放射によって標的領域を照射するこ
とにより、ミクロンサイズ、ナノサイズ、およびそれらの組み合わせから成る群から選択
されるサイズを有する表面特徴を形成することを含む、項目１８に記載の方法。
（項目２１）
　前記標的領域を照射することは、前記レーザ放射をドーパントに曝露、該照射が該ドー
パントを前記テクスチャ加工領域の中に組み込むことを含む、項目２０に記載の方法。
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（項目２２）
　前記照射は、フェムト秒レーザ、ピコ秒レーザ、ナノ秒レーザ、およびそれらの組み合
わせから成る群から選択される部材を含むパルスレーザを使用して行われる、項目２０に
記載の方法。
（項目２３）
　前記感光撮像素子の電気応答を同調させることをさらに含む、項目１８に記載の方法。
（項目２４）
　同調させることは、所望の波長の電磁放射を選択的に拡散させるか、または選択的に吸
収する寸法を有する表面特徴を形成することを含む、項目２３に記載の方法。
（項目２５）
　同調させることは、前記テクスチャ加工領域の定置、該テクスチャ加工領域の材料の種
類、該テクスチャ加工領域の厚さ、該テクスチャ加工領域のドーパントの種類、該テクス
チャ領域のドーピングプロファイル、前記半導体基板のドーピングプロファイル、該基板
の厚さ、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される要因によって達成される、
項目２３に記載の方法。
（項目２６）
　前記伝導要素は、トランジスタ、感知ノード、伝導ゲート、およびそれらの組み合わせ
から成る群から選択される、項目１８に記載の方法。
（項目２７）
　前記半導体基板を約３００℃乃至約１１００℃の温度にアニーリングすることをさらに
含む、項目１８に記載の方法。
（項目２８）
　感光撮像素子であって、
　少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域を有する半導体基板と、
　該半導体基板に連結され、電磁放射と相互作用するように設置されるテクスチャ加工領
域と、
　該半導体基板に連結される少なくとも４つのトランジスタであって、該トランジスタの
うちの少なくとも１つが少なくとも１つの接合部に電気的に連結される、少なくとも４つ
のトランジスタと
　を備える、素子。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本開示の一側面による、感光素子の概略図である。
【図２】図２は、本開示の別の側面による、感光素子の概略図である。
【図３】図３は、本開示のなおも別の側面による、感光素子の概略図である。
【図４】図４は、本開示のさらなる側面による、感光素子の概略図である。
【図５】図５は、本開示のなおもさらなる側面による、感光素子の概略図である。
【図６】図６は、本開示の別の側面による、感光素子の概略図である。
【図７】図７は、本開示のなおも別の側面による、感光画素素子の概略図である。
【図８】図８は、本開示のさらなる側面による、感光画素素子の概略図である。
【図９】図９は、本開示のなおもさらなる側面による、感光画素素子の概略図である。
【図１０】図１０は、本開示の別の側面による、感光画素素子の概略図である。
【図１１】図１１は、本開示のなおも別の側面による、感光画素素子の概略図である。
【図１２】図１２は、本開示のさらなる側面による、感光画素素子の概略図である。
【図１３】図１３は、本開示の別の側面による、感光画素素子の概略図である。
【図１４】図１４は、本開示のなおも別の側面による、感光撮像素子の概略図である。
【図１５】図１５は、本開示のさらなる側面による、感光画素素子の概略図である。
【図１６】図１６は、本開示の別の側面による、感光画素素子の概略図である。
【図１７】図１７は、本開示のなおも別の側面による、感光撮像素子を作製する方法の描
写である。



(8) JP 5961332 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本開示が本明細書で説明される前に、本開示は、本明細書に開示される特定の構造、プ
ロセスステップ、または材料に限定されず、当業者によって認識されるであろうそれらの
均等物にも拡大されることを理解されたい。また、本明細書で採用される用語は、特定の
実施形態を説明する目的のためだけに使用され、限定を意図するものではないことを理解
されたい。
【００１３】
　（定義）
　以下の用語は、以下に記載される定義に従って使用されるであろう。
【００１４】
　本明細書および添付の請求項で使用されるように、単数形「ａ」および「ｔｈｅ」とは
、文脈上、そうでないとする明確な指示がない限り、複数参照を含むことに留意されたい
。したがって、例えば、「ドーパント」という言及は、そのようなドーパントのうちの１
つ以上を含み、「層」という言及は、そのような層のうちの１つ以上の言及を含む。
【００１５】
　本明細書で使用されるように、用語「低酸素含有量」とは、約６０ｐｐｍ原子以下の格
子間酸素含有量を有する、任意の材料を指す。
【００１６】
　本明細書で使用されるように、用語「不規則表面」および「テクスチャ加工表面」とは
、互換可能に使用することができ、レーザパルスの照射によって形成される、ナノからミ
クロンサイズの表面変動を伴う、トポロジを有する表面を指す。そのような表面の特色は
、採用される材料および技法に応じて、可変である可能性があるが、一側面では、そのよ
うな表面は、数百ナノメートル厚であって、ナノ結晶（例えば、約１０乃至約５０ナノメ
ートル）およびナノ細孔乃至成ることができる。別の側面では、そのような表面は、ミク
ロンサイズ構造（例えば、約２μｍ乃至約６０μｍ）を含むことができる。なおも別の側
面では、表面は、約５ｎｍ乃至約５００μｍのナノサイズおよび／またはミクロンサイズ
構造を含むことができる。
【００１７】
　本明細書で使用されるように、用語「フルエンス」とは、単位面積を通過する、レーザ
放射の単一パルスからのエネルギーの量を指す。言い換えると、「フルエンス」とは、１
つのレーザパルスのエネルギー密度として説明することができる。
【００１８】
　本明細書で使用されるように、用語「表面修飾ステップ」および「表面修飾」とは、レ
ーザ放射を使用した、半導体材料の表面の改質を指す。一具体的側面では、表面修飾は、
主に、レーザ放射またはレーザ放射とドーパントの組み合わせを使用するプロセスを含む
ことができ、それによって、レーザ放射は、ドーパントの半導体材料の表面内への組み込
みを促進する。故に、一側面では、表面修飾は、半導体材料のドーピングを含む。
【００１９】
　本明細書で使用されるように、用語「標的領域」とは、ドープされることが意図される
半導体材料の面積またはレーザ放射を使用して修飾された表面を指す。半導体材料の標的
領域は、表面修飾プロセスが進行するのに伴って、可変である可能性がある。例えば、第
１の標的領域がドープまたは表面修飾された後、第２の標的領域が、同一半導体材料上に
選択されてもよい。
【００２０】
　本明細書で使用されるように、用語「検出」とは、電磁放射の感知、吸収、および／ま
たは収集を指す。
【００２１】
　本明細書で使用されるように、用語「実質的に」とは、作用、特色、特性、状態、構造
、物品、または結果の完全あるいは略完全な範囲もしくは程度を指す。例えば、「実質的
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に」封入される物体は、物体が完全に封入される、または略完全に封入されるかのいずれ
かであることを意味するであろう。絶対的完全性からの正確に許容可能な逸脱の程度は、
ある場合には、具体的状況に依存してもよい。しかしながら、概して、完全性の類似は、
絶対的および総合的完全性が得られた場合と同じ全体的結果を有するようになるであろう
。「実質的に」の使用は、作用、特色、特性、状態、構造、物品、または結果の完全性ま
たは略完全性の欠如を指す、否定的な意味合いで使用されるときにも等しく適用可能であ
る。例えば、「実質的に粒子がない組成物は、粒子を完全に欠いているか、または粒子を
略完全に欠いているため、その結果が、粒子を完全に欠いている場合と同じとなるかのい
ずれかとなるであろう。言い換えると、成分または要素が「実質的にない」組成物は、実
際には、その測定可能な影響が存在しない限り、依然として、そのような物品を含有して
いてもよい。
【００２２】
　本明細書で使用されるように、用語「約」とは、所与の値が、終点を「若干上回る」ま
たは「若干下回っても」よいことを前提とすることによって、数値範囲の終点に柔軟性を
提供するために使用される。
【００２３】
　本明細書で使用されるように、複数の物品、構造要素、組成元素、および／または材料
は、便宜上、共通リストとして提示されてもよい。しかしながら、これらのリストは、リ
ストの各部材が、別個および一意の部材として個々に識別されるように解釈されるべきで
ある。したがって、そのようなリストのいずれの個々の部材も、事実上、そうでないとす
る指示を伴うことなく、共通群内のそれらの提示のみに基づいて、同じリストの任意の他
の部材の均等物であると解釈されるべきではない。
【００２４】
　濃度、量、および他の数値データは、本明細書では、範囲形式において表現または提示
されてもよい。そのような範囲形式は、単に、便宜上および簡潔にするために使用され、
したがって、範囲の限界値として明示的に列挙される数値だけではなく、また、各数値お
よび下位範囲が、明示的に列挙される場合と同様の範囲内に包含される個々の数値および
下位範囲のすべても含むように、柔軟に解釈されるべきであることを理解されたい。例示
として、「約１乃至約５」の数値範囲は、約１乃至約５の明示的に列挙された値だけでは
なく、また、示された範囲内の個々の値および下位範囲も含むように解釈されるべきであ
る。したがって、本数値範囲には、２、３、および４と、１－３、２－４、および３－５
等の下位範囲、ならびに１、２、３、４、および５等の個々の値が別個に含まれる。
【００２５】
　この同一の原理は、最小値または最大値として唯一の数値を列挙する範囲にも適用され
る。さらに、そのような解釈は、範囲の全幅または説明される特色に関わらず、適用され
るべきである。
【００２６】
　（開示）
　電磁放射は、可視範囲波長（約３５０ｎｍ乃至８００ｎｍ）および非可視波長（約８０
０ｎｍより長いか、または３５０ｎｍより短い）を含む広い波長範囲にわたって存在する
ことができる。赤外線スペクトルは、多くの場合、約８００乃至１３００ｎｍの波長を含
む、スペクトルの近赤外線部分、約１３００ｎｍ乃至３マイクロメートルの波長を含む、
スペクトルの短波赤外線部分、および約３マイクロメートル超乃至約３０マイクロメート
ルの波長を含む、スペクトルの中波から長波赤外線（また、熱赤外線）部分を含むように
説明される。これらは、概して、および集合的に、そうでないとする指示がない限り、本
明細書では、電磁スペクトルの「赤外線」部分と称される。
【００２７】
　従来のシリコン光検出撮像素子は、光吸収／検出特性が限定されている。例えば、赤外
線光は、そのようなシリコンベースの検出器に対して、ほとんど透過性である。他の材料
（例えば、ＩｎＧａＡｓ）が、約１０００ｎｍ超の波長を有する赤外線電磁放射を検出す
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るために使用することができるが、シリコンは、比較的に製造が安価であって、可視スペ
クトル（すなわち、可視光、３５０ｎｍ－８００ｎｍ）内の波長を検出するために使用す
ることができるため、依然として、一般的に使用される。従来のシリコン材料は、約７０
０ｎｍ超の波長を有する光子を検出するための実質的吸収深度を必要とする。可視光は、
シリコン内の比較的に浅い深度で吸収することができるが、標準的ウエハ深度（例えば、
約７５０μｍ）のシリコン内のより長い波長波長（例えば、９００ｎｍ）の吸収は、全く
ではないにしても、不良である。本開示の素子は、従来の材料と比較して、有効吸収長を
より長い波長に短縮することによって、半導体材料の吸収を増加させる。例えば、シリコ
ンの吸収深度は、これらのより長い波長が、約８５０μｍ以下の深度で吸収されることが
できるように、減少させることができる。言い換えると、有効吸収長を短縮させることに
よって、これらの素子は、薄い半導体材料内でより長い波長（例えば、シリコンの場合、
＞１０００ｎｍ）を吸収することが可能である。有効吸収長を増加させることに加え、応
答率または応答速度もまた、より薄い半導体材料を使用することによって、増加させるこ
とができる。
【００２８】
　加えて、本開示は、可視ならびに赤外線電磁放射を検出可能な広帯域感光ダイオード、
画素、および撮像素子を提供し、そのような素子を作製する関連方法を含む。感光ダイオ
ードは、少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域を有する、半導体基板と、
半導体基板に連結され、電磁放射と相互作用するように設置される、少なくとも１つのテ
クスチャ加工領域とを含むことができる。一側面では、複数のドープ領域は、少なくとも
１つのカソード領域と、少なくとも１つのアノード領域とを含むことができる。いくつか
の側面では、ドープ領域は、後述のように、ｎ－型ドーパントおよび／またはｐ－型ドー
パントを含むことができ、それによって、ｐ－ｎ接合部を生成する。他の側面では、感光
素子は、ｉ－型領域を含み、ｐ－ｉ－ｎ接合部を形成することができる。
【００２９】
　感光画素は、少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域を有する、半導体基
板と、少なくとも１つの半導体基板に連結され、電磁放射と相互作用するように設置され
る、テクスチャ加工領域と、半導体基板に連結され、少なくとも１つの接合部から電気信
号を伝導するように動作可能な電気伝導要素とを含むことができる。感光撮像素子は、複
数の感光画素を含むことができる。加えて、電気伝導要素は、トランジスタ、感知ノード
、伝導ゲート、伝導電極等を含むが、それらに限定されない、種々の素子を含むことがで
きる。
【００３０】
　感光または光検出撮像素子は、所与の波長範囲内の電磁放射を吸収可能な光ダイオード
あるいは画素を含む。そのような撮像素子は、受動的画素センサ（ＰＰＳ）、能動的画素
センサ（ＡＰＳ）、デジタル画素センサ撮像素子（ＤＰＳ）等である可能性があるが、そ
の差異の１つは、画像センサが構造を読み出すことである。例えば、半導体感光撮像素子
は、３つまたは４つのトランジスタ能動的画素センサ（３Ｔ　ＡＰＳまたは４Ｔ　ＡＰＳ
）である可能性がある。種々の付加的構成要素もまた、想定され、当然ながら、特定の構
成および意図された結果に応じて、可変であるであろう。実施例として、４Ｔ構成は、加
えて、とりわけ、伝導ゲート、リセット、ソースフォロアー、および行選択トランジスタ
を含むことができる。加えて、４つを超えるトランジスタを有する素子もまた、本範囲内
である。
【００３１】
　感光撮像素子は、正面照射（ＦＳＩ）または裏面照射（ＢＳＩ）素子であることができ
、両構造タイプに対して、利点および不利点が存在する。一般的ＦＳＩ撮像素子では、入
射光は、最初に、トランジスタおよび金属回路を通過することによって、半導体素子に入
る。しかしながら、光は、撮像素子の光感知部分に入る前に、トランジスタおよび回路か
ら散乱し、したがって、光学損失および雑音を生じさせる可能性がある。レンズは、ＦＳ
Ｉ画素の上側に配置され、入射光を素子の光感知能動的領域に指向および集束させ、した
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がって、部分的に、回路を回避することができる。一側面では、レンズは、Ｕ形レンズで
ある可能性がある。一方、ＢＳＩ撮像素子は、素子の反対側に延在する接合部の空乏領域
を有するように構成される。一側面では、例えば、入射光は、光感知部分を介して、素子
に入り、回路に到達する前にほとんど吸収される。ＢＳＩ設計は、撮像素子に対して、よ
り小さい画素構造および高曲線因子を可能にする。前述のように、本開示は、いずれの構
成にも適応することができる。また、本開示の側面による素子は、相補型金属酸化膜半導
体（ＣＭＯＳ）撮像素子構造または電荷結合素子（ＣＣＤ）撮像素子構造内に組み込むこ
とができることを理解されたい。
【００３２】
　一側面では、図１に示されるように、感光ダイオード１０は、少なくとも１つの接合部
を形成する複数のドープ領域１４、１６を有する、半導体基板１２と、半導体基板に連結
され、電磁放射と相互作用するように設置される、少なくとも１つのテクスチャ加工領域
１８とを含むことができる。異なるドープ領域は、素子に応じて、同一ドーピングプロフ
ァイルまたは異なるドーピングプロファイルを有することができる。そのような構造は、
光が複数のドープ領域の方向から半導体基板に入る、ＦＳＩ設計である。図１に示される
素子は、３つのドープ領域を含有するが、１つ以上のドープ領域を含有する側面も、本範
囲内で検討されることに留意されたい。加えて、いくつかの側面では、半導体基板は、ド
ープされることができ、したがって、ドープ領域であると見なされることができる。また
、感光ダイオードは、ＢＳＩ構造とともに構成されることができる、したがって、電磁放
射は、テクスチャ加工領域の方向から半導体基板に入るであろうことに留意されたい。
【００３３】
　本開示の側面による種々の素子は、従来の感光素子に勝る増加した量子効率を呈するこ
とができる。量子効率のいかなる増加も、信号対雑音比に大きな差異をもたらす。より複
雑な構造は、増加した量子効率だけではなく、また、画素毎の良好な均一性を提供するこ
とができる。加えて、本開示の素子は、従来の感光素子と比較して、増加した応答性を呈
する。例えば、一側面では、応答性は、１００μｍ未満厚の半導体基板の場合、１０００
ｎｍ超の波長に対して、０．８Ａ／Ｗ以上となることができる。
【００３４】
　感光撮像素子は、一定条件（固定電圧または電流）下に保持され、向上した線形性およ
び均一性を提供することができる。撮像素子と下層素子層との間の接続は、タングステン
またはタンタル等の耐熱金属から加工されたビアを使用して達成することができる。撮像
素子下に記憶要素を定置することによって、種々の光効果を提供してもよい。例えば、画
素アレイ全体が、信号処理専用であってもよい。これは、低レベル画素信号へのアクセス
を許可することによって、より高い性能を可能にする場合がある。さらに、超並列動作を
画素プロセッサによって行うことができる。例えば、アナログ／デジタル変換、騒音減少
（すなわち、真の相関二重サンプリング）、電力調整、最近傍画素処理、圧縮、融合、お
よびカラー多重化動作を行うことができる。
【００３５】
　種々の半導体材料は、本開示の側面による、素子および方法併用するために想定される
。そのような半導体材料の非限定的実施例は、第ＩＶ族材料、第ＩＩ族および第ＶＩ族か
らの材料から成る化合物および合金、第ＩＩＩおよび第Ｖ族からの材料から成る化合物お
よび合金、ならびにそれらの組み合わせを含むことができる。より具体的には、例示的第
ＩＶ族材料は、シリコン、炭素（例えば、ダイヤモンド）、ゲルマニウム、およびそれら
の組み合わせを含むことができる。第ＩＶ族材料の種々の例示的組み合わせは、炭化ケイ
素（ＳｉＣ）およびシリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）を含むことができる。一具体的側
面では、半導体材料は、シリコンである、またはそれを含むことができる。例示的シリコ
ン材料は、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）、微結晶シリコン、多晶質シリコン、およびナノ
結晶シリコン、ならびに他の結晶タイプを含むことができる。別の側面では、半導体材料
は、シリコン、炭素、ゲルマニウム、窒化アルミニウム、窒化ガリウム、ヒ化インジウム
ガリウム、ヒ化アルミニウムガリウム、およびそれらの組み合わせのうちの少なくとも１
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つを含むことができる。
【００３６】
　第ＩＩ－ＶＩ族材料の例示的組み合わせは、セレン化カドミウム（ＣｄＳｅ）、硫化カ
ドミウム（ＣｄＳ）、テルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、セレン化
亜鉛（ＺｎＳｅ）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、テルル化亜鉛（ＺｎＴｅ）、テルル化カドミウ
ム亜鉛（ＣｄＺｎＴｅ、ＣＺＴ）、テルル化水銀カドミウム（ＨｇＣｄＴｅ）、テルル化
水銀亜鉛（ＨｇＺｎＴｅ）、セレン化水銀亜鉛（ＨｇＺｎＳｅ）、およびそれらの組み合
わせを含むことができる。
【００３７】
　第ＩＩＩ－Ｖ族材料の例示的組み合わせは、アンチモン化アルミニウム（ＡｌＳｂ）、
ヒ化アルミニウム（ＡｌＡｓ）、窒化アルミニウム（ΑｌΝ）、リン化アルミニウム（Ａ
ｌＰ）、窒化ホウ素（ＢＮ）、リン化ホウ素（ＢＰ）、ヒ化ホウ素（ＢＡｓ）、アンチモ
ン化ガリウム（ＧａＳｂ）、ヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）、ガリ
ウムリン（ＧａＰ）、アンチモン化インジウム（ＩｎＳｂ）、ヒ化インジウム（ＩｎＡｓ
）、窒化インジウム（ＩｎＮ）、リン化インジウム（ＩｎＰ）、ヒ化アルミニウムガリウ
ム（ＡｌＧａＡｓ、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ）、ヒ化インジウムガリウム（ＩｎＧａＡｓ、
ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ）、リン化インジウムガリウム（ＩｎＧａＰ）、ヒ化アルミニウム
インジウム（ＡｌＩｎＡｓ）、アンチモン化アルミニウムインジウム（ＡｌｌｎＳｂ）、
ヒ化チッ化ガリウム（ＧａＡｓＮ）、ヒ化リン化ガリウム（ＧａＡｓＰ）、窒化アルミニ
ウムガリウム（ＡｌＧａＮ）、リン化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＰ）、窒化インジ
ウムガリウム（ＩｎＧａＮ）、ヒ化アンチモン化インジウム（ＩｎＡｓＳｂ）、アンチモ
ン化インジウムガリウム（ＩｎＧａＳｂ）、リン化アルミニウムガリウムインジウム（Ａ
ｌＧａｌｎＰ）、ヒ化リン化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＡｓＰ）、ヒ化リン化イン
ジウムガリウム（ＩｎＧａＡｓＰ）、ヒ化リン化アルミニウムインジウム（ＡｌＩｎＡｓ
Ｐ）、ヒ化窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＡｓＮ）、ヒ化窒化インジウムガリウム
（ＩｎＧａＡｓＮ）、ヒ化窒化インジウムアルミニウム（ＩｎＡｌＡｓＮ）、ヒ化アンチ
モン化窒化ガリウム（ＧａＡｓＳｂＮ）、窒化ヒ化アンチモン化ガリウムインジウム（Ｇ
ａｌｎＮＡｓＳｂ）、ヒ化アンチモン化リン化ガリウムインジウム（ＧａｌｎＡｓＳｂＰ
）、およびそれらの組み合わせを含むことができる。
【００３８】
　半導体材料は、電磁放射検出および変換機能を可能にする任意の厚さであることができ
、したがって、半導体材料の任意のそのような厚さは、本範囲内であると見なされる。い
くつかの側面では、半導体のレーザ処置された領域は、半導体材料が、以前に可能であっ
たものより薄くあることができるように、素子の効率性を増加させる。半導体の厚さの減
少は、そのような素子を作製するために必要とされる半導体材料の量を削減する。一側面
では、例えば、半導体材料は、約５００ｎｍ乃至約５０μｍの厚さを有する。別の側面で
は、半導体材料は、約５００μｍ以下の厚さを有する。なおも別の側面では、半導体材料
は、約１μｍ乃至約１０μｍの厚さを有する。さらなる側面では、半導体材料は、約５μ
ｍ乃至約７５０μｍの厚さを有することができる。なおもさらなる側面では、半導体材料
は、約５μｍ乃至約１００μｍの厚さを有することができる。
【００３９】
　加えて、種々の種類の半導体材料が想定され、電磁放射検出素子内に組み込むことがで
きる任意のそのような材料は、本範囲内であると見なされる。一側面では、例えば、半導
体材料は、単結晶性である。別の側面では、半導体材料は、多晶質である。なおも別の側
面では、半導体材料は、微結晶性である。また、半導体材料は、非晶質である可能性も想
定される。具体的非限定的実施例は、非晶質シリコンまたは非晶質セレンを含む。
【００４０】
　本開示の半導体材料はまた、種々の製造プロセスを使用して作製することができる。あ
る場合には、製造手順は、素子の効率性に影響を及ぼすことができ、所望の結果を達成す
るために考慮されてもよい。例示的製造プロセスは、チョクラルスキー（Ｃｚ）プロセス
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、磁気チョクラルスキー（ｍＣｚ）プロセス、浮遊帯（ＦＺ）プロセス、エピタキシャル
成長または蒸着プロセス等を含むことができる。低酸素含有量が素子内で所望されるかど
うかもまた、半導体材料のための製造プロセスの選択に影響を及ぼす可能性がある。種々
のプロセスは、可変量の酸素を含有する半導体材料を生産し、したがって、酸素レベルに
対してより厳密な公差を有するいくつかの用途は、他と比較して具体的製造手順からより
利益を享受する場合がある。例えば、ＣＺ結晶成長の際、格納容器（通常、石英るつぼ）
からの酸素は、引き込みに伴って結晶中に組み込まれることができる。加えて、他の酸素
汚染源もまた、ＣＺプロセスによって可能である。しかしながら、そのような汚染は、非
酸素含有るつぼ材料の使用ならびにるつぼを利用しない他の結晶成長方法の開発を通して
、低減されてもよい。そのようなプロセスの１つは、ＦＺプロセスである。
【００４１】
　ＣＺ方法による材料成長もまた、磁場の存在下結晶を成長させる等の結晶成長プロセス
（すなわち、ｍＣｚプロセス）への改良を通して、低酸素濃度を有するように行うことが
できる。また、ゲッタリング技法を採用して、完成した素子に及ぼす酸素または他の不純
物の影響を低減させることができる。これらのゲッタリング技法は、不純物を遊離または
核形成するための熱循環、または不純物のためのゲッタリングサイトとしての役割を果た
す種の選択的イオン注入を含むことができる。例えば、半導体中に濃縮された酸素は、炉
循環を行い、枯渇帯を形成することによって、除去することができる。不活性ガスによる
加熱の際、半導体の表面近傍の酸素は、材料から拡散する。炉循環の際、但し、枯渇ステ
ップ後、核形成および成長ステップが行われてもよい。沈殿物のための核形成サイトは、
核形成ステップの際に形成され、沈殿物は、成長ステップの際、核形成サイトから成長さ
れる。沈殿物は、半導体材料のバルク内および枯渇帯の下の格子間酸素から形成される。
半導体材料のバルク内の酸素の沈殿物は、そのような沈殿物が、ゲッタリングサイトとし
て作用することができるため、所望される可能性がある。そのような沈殿物形成はまた、
格子間酸素を沈殿物内に「閉じ込め」、そのような酸素が半導体材料のバルクから枯渇帯
内へと移動する可能性を低減するように行われることができる。
【００４２】
　素子の低酸素含有量が所望されるそれらの側面では、半導体材料のさらなる処理が、酸
素の導入を最小にするように行われることができる。酸素は、半導体が受けた熱処理に応
じて、異なる状態において、またはシリコン等の半導体内の異なるサイト（例えば、介在
的または置換的）に存在する可能性がある。半導体が、例えば、約１０００℃より高い温
度に曝される場合、酸素は、結晶格子内の欠陥サイトとしての役割を果たす、集合体また
は凝集体を形成する可能性がある。これらのサイトは、捕捉状態をもたらす場合があり、
半導体材料および素子内の担体寿命の短縮が生じる可能性がある。より低い温度（例えば
、約４００℃乃至７００℃）では、酸素は、電気的に能動的である熱ドナーとして挙動す
る可能性がある。したがって、酸素は、担体寿命および担体移動度に負の影響を及ぼす可
能性がある。光伝導利得を有するように加工された素子では、担体寿命の短縮を生じさせ
る酸素の存在は、光伝導利得のレベルの低減をもたらす場合がある。
【００４３】
　したがって、低酸素含有量が取得または保持されるように、半導体素子を生産すること
は、有益となる場合がある。これは、半導体格子内への酸素の吸収を最小にするように材
料を処理することから開始される、その中に含有される低レベルの酸素を有する半導体の
使用、および半導体中に存在し得る酸素を排除または低減させる技法の利用を含む、種々
の方法で達成することができる。そのようなプロセスおよび技法は、例えば、以前のアニ
ーリング手順と比較して、より低い温度に半導体材料および任意のレーザ処理された領域
をアニーリングするステップを含むことができる。アニーリングプロセスは、以下でより
完全に論じられる。
【００４４】
　加えて、半導体材料のテクスチャ処理および／または任意のアニーリングプロセスは、
半導体内への酸素の導入を最小にするために、実質的に、酸素欠乏環境において行うこと



(14) JP 5961332 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

ができる。酸素欠乏または実質的酸素欠乏環境は、種々の環境を含むことができる。一側
面では、例えば、酸素欠乏環境は、空気または他の源からの酸素が、酸素を殆どまたは全
く含有しないガスまたは他の流体と交換された環境である可能性がある。別の側面では、
処理は、真空環境で生じることができ、したがって、酸素を殆どまたは全く含有しない。
加えて、酸素含有材料、または、例えば、石英るつぼ等の半導体内に酸素を導入する材料
は、回避される可能性がある。実際に、用語「酸素欠乏環境」とは、低レベルの酸素を伴
う環境を説明するために使用することができるが、但し、半導体材料は、所望の公差内に
おいて、その中で処理されることができることを前提とする。したがって、低酸素を有す
る、あるいは酸素を殆どまたは全く有していない環境は、半導体が、低酸素含有量半導体
として処理することができる一方、本開示の公差内の酸素レベルを保持する環境である。
一側面では、酸素欠乏環境は、無酸素環境である可能性がある。低酸素含有量半導体材料
に関するさらなる詳細は、２０１０年４月３０日出願の米国特許出願第１２／７７１８４
８号に見出すことができ、参照することによって本明細書に組み込まれる。
【００４５】
　半導体材料は、素子の所望の有効性に応じて、可変レベルの格子間酸素を有することが
できる。いくつかの側面では、酸素含有量は、問題ではない場合があり、したがって、格
子内の任意のレベルの酸素が許容可能である。他の側面では、低酸素含有量が所望される
。一側面では、半導体材料は、約５０ｐｐｍ原子以下の酸素含有量を有することができる
。別の側面では、半導体材料は、約３０ｐｐｍ原子以下の酸素含有量を有することができ
る。なおも別の側面では、半導体材料は、約１０ｐｐｍ原子以下の酸素含有量を有するこ
とができる。別の側面では、半導体は、約５ｐｐｍ原子未満の酸素含有量を有することが
できる。なおも別の側面では、半導体は、約１ｐｐｍ原子未満の酸素含有量を有すること
ができる。
【００４６】
　前述のように、テクスチャ加工領域は、電磁放射を拡散させ、電磁放射を再指向し、電
磁放射を吸収し、したがって、素子の量子効率を増加させる機能を果たすことができる。
テクスチャ加工領域は、感光画素の有効吸収長を増加させる表面特徴を含むことができる
。表面特徴は、円錐、ピラミッド、柱、突起、マイクロレンズ、量子ドット、反転特徴等
である可能性がある。特徴サイズ、寸法、材料タイプ、ドーパントプロファイル、テクス
チャ場所等の操作のような要因は、拡散領域を具体的波長に対して同調可能にすることを
可能にする。一側面では、素子を同調するステップは、具体的波長または波長の範囲を吸
収可能にする。別の側面では、素子を同調するステップは、具体的波長または波長の範囲
を、フィルタリングを介して、低減または排除可能にする。
【００４７】
　同調はまた、素子内のテクスチャ領域の場所、素子内の領域のドーパントプロファイル
の修飾、ドーパント選択等を通して、達成することができる。加えて、テクスチャ加工領
域近傍の材料組成物は、波長特有光感知画素素子を生成することができる。波長特有光感
知画素は、ある画素から次の画素で異なる可能性があり、撮像アレイ内に組み込むことが
できることに留意されたい。例えば、４ｘ４アレイは、青色画素、緑色画素、赤色画素、
および赤外線光吸収画素、または青色画素、２つの緑色画素、および赤色画素を含むこと
ができる。
【００４８】
　本開示の側面による、テクスチャ加工領域は、感光素子に、特に、より長い波長（すな
わち、赤外線）において、素子内で入射電磁放射の複数の通過に触れさせることを可能に
する。そのような内部反射は、半導体基板の厚さを上回る有効吸収長を増加させる。本吸
収長の増加は、素子の量子効率を増加させ、信号対雑音比の改善につながる。
【００４９】
　テクスチャ加工領域は、レージング、化学エッチング（例えば、異方性エッチング、等
方性エッチング）、ナノインプリンティング、付加的材料蒸着等を含む、種々の技法によ
って形成することができる。例えば、柱特徴は、深いトレンチ分離およびエッチング技法
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を使用することによって、ＦＳＩ半導体基板の背面から材料を薄化または除去することに
よって、画素内に組み込むことができる。一側面では、材料は、約２０μｍの厚さまで除
去することができる。異方性エッチングは、傾斜背面ピラミッド構造、球状構造、放物線
構造、反射体を伴うレンズ構造等を生産するために使用することができる。柱の背面上の
そのような特徴もまた、電磁放射を拡散し、反射させる役割を果たすであろう。
【００５０】
　一側面では、テクスチャ加工プロセスは、感光素子の製造の際に行うことができる。別
の側面では、テクスチャ加工プロセスは、前もって作製された感光素子上で行うことがで
きる。例えば、ＣＭＯＳ、ＣＣＤ、または他の感光要素は、製造後、テクスチャ加工を行
うことができる。この場合、材料層は、テクスチャ加工領域が形成され得る半導体基板ま
たはバルク材料を露出させるために、感光要素から除去されてもよい。
【００５１】
　テクスチャ加工領域を生産する有効な方法の１つは、レーザ処理を通したものである。
そのようなレーザ処理は、半導体基板の離散場所をテクスチャ加工させることを可能にす
る。テクスチャ加工領域を形成するためのレーザ処理の種々の技法が想定され、そのよう
な領域を形成可能な任意の技法は、本範囲にあると見なされるべきである。レーザ処置ま
たは処理は、とりわけ、吸収特性を向上させ、したがって、電磁放射集束および検出を増
加させることを可能にする。レーザ処置された領域は、衝突電磁放射の最も近傍の表面と
関連付けられることができる、またはレーザ処置された表面は、衝突電磁放射に対して反
対側の表面と関連付けられ、それによって、レーザ処置された領域に衝打する前に、放射
を半導体材料に通過させることを可能にする。
【００５２】
　一側面では、例えば、半導体材料の標的領域は、レーザ放射によって照射され、テクス
チャ加工領域を形成することができる。そのような処理の実施例は、米国特許第７，０５
７，２５６号、第７，３５４，７９２号、第７，４４２，６２９号にさらに詳細に説明さ
れており、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。要約すると、半
導体材料の表面が、レーザ放射によって照射され、テクスチャ加工または表面修飾領域を
形成する。そのようなレーザ処理は、ドーパント材料の有無を問わず、生じることができ
る。ドーパントが使用されるそれらの側面では、レーザは、ドーパント担体を通して、半
導体表面上に指向されることができる。このように、ドーパント担体からのドーパントは
、半導体材料の標的領域内へと導入される。半導体材料内に組み込まれるそのような領域
は、本開示の側面による、種々の効果を有する可能性がある。例えば、標的領域は、一般
的には、レーザ処置された領域の表面積を増加させ、本明細書に説明される機構を介して
、放射吸収の確率を増加させる、テクスチャ加工表面を有する。一側面では、そのような
標的領域は、レーザテクスチャ加工によって生成されたミクロンサイズおよび／またはナ
ノサイズの表面特徴を含む、実質的テクスチャ加工表面である。別の側面では、半導体材
料の表面を照射するステップは、照射がドーパントを半導体内に組み込むように、レーザ
放射をドーパントに曝露するステップを含む。種々のドーパント材料は、当技術分野にお
いて周知であって、本明細書においてより詳細に論じられる。
【００５３】
　したがって、半導体材料の表面は、レーザ処置によって、化学的および／または構造的
に改質され、いくつかの側面では、表面上のマイクロ構造またはパターン化された面積と
しての表面特徴の形成、およびドーパントが使用される場合、半導体材料内へのそのよう
なドーパントの組み込みをもたらし得る。いくつかの側面では、特徴またはマイクロ構造
は、約５０ｎｍ乃至２０μｍのサイズであることができ、電磁放射の吸収を補助すること
ができる。言い換えると、テクスチャ加工表面は、半導体材料によって吸収される入射放
射の確率を増加させることができる。
【００５４】
　半導体材料を表面修飾するために使用されるレーザ放射の種類は、材料および意図され
た修飾に応じて、可変であることができる。当技術分野において周知の任意のレーザ放射
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は、本開示の素子および方法と併用することができる。しかしながら、レーザ放射の波長
、パルス幅、パルスフルエンス、パルス周波数、偏光、半導体材料に対するレーザ伝播方
向等を含むが、それらに限定されない、表面修飾プロセスおよび／または結果として生じ
る生成物に影響を及ぼす可能性のある、いくつかのレーザ特色が存在する。一側面では、
レーザは、半導体材料のパルス状レージングを提供するように構成することができる。短
パルスレーザは、フェムト秒、ピコ秒、および／またはナノ秒パルス持続時間を生産する
ことが可能なものである。レーザパルスは、約１０ｎｍ乃至約８μｍ、およびより具体的
には、約２００ｎｍ乃至約１２００ｎｍの範囲内の中心波長を有することができる。レー
ザ放射のパルス幅は、約十フェムト秒乃至約数百ナノ秒の範囲内である可能性がある。一
側面では、レーザパルス幅は、約５０フェムト秒乃至約５０ピコ秒の範囲内である可能性
がある。別の側面では、レーザパルス幅は、約５０ピコ秒乃至１００ナノ秒の範囲である
可能性がある。別の側面では、レーザパルス幅は、約５０乃至５００フェムト秒の範囲で
ある可能性がある。
【００５５】
　標的領域を照射するレーザパルスの数は、約１乃至約２０００の範囲内である可能性が
ある。一側面では、半導体標的領域を照射するレーザパルスの数は、約２乃至約１０００
である可能性がある。さらに、パルスの反復率または周波数は、約１０Ｈｚ乃至約１０μ
Ｈｚの範囲、または約１ｋＨｚ乃至約１ＭＨｚの範囲、または約１０Ｈｚ乃至約１ｋＨｚ
の範囲となるように選択することができる。さらに、各レーザパルスのフルエンスは、約
１ｋＪ／ｍ２乃至約２０ｋＪ／ｍ２の範囲、または約３ｋＪ／ｍ２乃至約８ｋＪ／ｍ２の
範囲となる可能性がある。
【００５６】
　種々のドーパント材料が想定され、本開示の側面による、半導体材料を表面修飾するた
めのレーザ処置プロセスにおいて使用することができる任意のそのような材料は、本範囲
内であると見なされる。利用される特定のドーパントは、レーザ処置される半導体材料な
らびに結果として生じる半導体材料の意図された使用に応じて、可変であることができる
ことに留意されたい。例えば、潜在的ドーパントの選択は、感光素子の同調が所望される
かどうかに応じて異なる場合がある。
【００５７】
　ドーパントは、電子供与または正孔供与のいずれかである可能性がある。一側面では、
ドーパント材料の非限定的実施例は、Ｓ、Ｆ、Ｂ、Ｐ、Ｎ、Ａｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｇｅ、Ａ
ｒ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｂ、およびそれらの組み合わせを含むことができる。ドーパント材料
の範囲は、ドーパント材料自体だけではなく、また、そのようなドーパントを送達する形
態にある材料（すなわち、ドーパント担体）も含むべきであることに留意されたい。例え
ば、Ｓドーパント材料は、Ｓだけではなく、また、例えば、それらの組み合わせを含め、
Ｈ２Ｓ、ＳＦ６、ＳＯ２等、標的領域にＳをドープするために使用可能な任意の材料を含
む。一具体的側面では、ドーパントは、Ｓである可能性がある。硫黄は、約５ｘ１０１４

と約１ｘ１０１６イオン／ｃｍ２との間のイオン用量レベルで存在することができる。フ
ッ素含有化合物の非限定的実施例は、それらの組み合わせを含め、ＣｌＦ３、ＰＦ５、Ｆ

２ＳＦ６、ＢＦ３、ＧｅＦ４、ＷＦ６、ＳｉＦ４、ＨＦ、ＣＦ４、ＣＨＦ３、ＣＨ２Ｆ２

、ＣＨ３Ｆ、Ｃ２Ｆ６、Ｃ２ＨＦ５、Ｃ３Ｆ８、Ｃ４Ｆ８、ＮＦ３等を含むことができる
。ホウ素含有化合物の非限定的実施例は、それらの組み合わせを含め、Ｂ（ＣＨ３）３、
ＢＦ３、ＢＣｌ３、ＢＮ、Ｃ２Ｂ１０Ｈ１２、ホウケイ酸塩、Ｂ２Ｈ６等を含むことがで
きる。リン含有化合物の非限定的実施例は、それらの組み合わせを含め、ＰＦ５、ＰＨ３

等を含むことができる。塩素含有化合物の非限定的実施例は、それらの組み合わせを含め
、Ｃｌ２、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＨＣｌ、ＳｉＣｌ４等を含むことができる。ドーパントはま
た、ＡｓＨ３等のヒ素含有化合物、ならびにアンチモン含有化合物等を含むことができる
。加えて、ドーパント材料は、ドーパント群、すなわち、塩素含有化合物と混合された硫
黄含有混合物にわたって、混合物または組み合わせを含むことができる。一側面では、ド
ーパント材料は、空気を上回る密度を有することができる。一具体的側面では、ドーパン
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ト材料は、Ｓｅ、Ｈ２Ｓ、ＳＦ６、またはそれらの混合物を含むことができる。なおも別
の具体的側面では、ドーパントは、ＳＦ６である可能性があり、約５．０ｘ１０－８ｍｏ
ｌ／ｃｍ３乃至約５．０ｘ１０－４ｍｏｌ／ｃｍ３の所定の濃度範囲を有することができ
る。ＳＦ６ガスは、半導体材料に有意な悪影響を及ぼすことなく、レーザプロセスを介し
て、半導体材料に硫黄を組み込むための良好な担体である。加えて、ドーパントはまた、
水、アルコール、あるいは酸性または塩基性溶液等の溶液中に溶解されたｎ－型またはｐ
－型ドーパント材料の液体溶液である可能性があることに留意されたい。ドーパントはま
た、ウエハ上に乾燥された粉末または懸濁液として適用される固体材料である可能性があ
る。
【００５８】
　半導体基板は、ドーパント活性化、半導体材料の損傷修理等を含む、種々の理由のため
にアニーリングされることができる。レーザテクスチャ加工領域を含む、それらの側面で
は、半導体材料は、レーザ処置に先立って、レーザ処置後、レーザ処置の際、またはレー
ザ処置の前後の両方において、アニーリングされることができる。アニーリングは、半導
体材料の光応答特性を増加させることを含め、素子の半導体特性を向上させることができ
る。加えて、アニーリングは、レージングプロセスによって生じる損傷を低減させること
ができる。いずれの既知のアニーリングも有益である可能性があり、本範囲内であると見
なされるが、より低温でのアニーリングは、特に、有用である可能性がある。そのような
「低温」アニーリングは、そのような材料を利用する素子の光伝導利得および外部量子効
率を大幅に向上させることができる。一側面では、例えば、半導体材料は、約３００℃乃
至約１１００Ｃ°の温度にアニーリングされることができる。別の側面では、半導体材料
は、約５００℃乃至約９００℃の温度にアニーリングされることができる。なおも別の側
面では、半導体材料は、約７００℃乃至約８００℃の温度にアニーリングされることがで
きる。さらなる側面では、半導体材料は、約８５０℃以下の温度にアニーリングされるこ
とができる。
【００５９】
　アニーリング手順の持続時間は、行われている具体的種類のアニーリングに従って、な
らびに使用されている材料に従って、可変であることができる。例えば、高速アニーリン
グプロセスを使用することができ、したがって、アニーリングの持続時間は、他の技法と
比較して、より短くてもよい。種々の高速熱アニーリング技法が周知であって、そのすべ
ては、本範囲内であると見なされるべきである。一側面では、半導体材料は、約１μｓ以
上の持続時間の間、高速アニーリングプロセスによって、アニーリングされることができ
る。別の側面では、高速アニーリングプロセスの持続時間は、約１μｓ乃至約１ｍｓであ
る可能性がある。別の実施例として、焼成または炉アニーリングプロセスを使用すること
ができ、これは、高速アニーリングと比較して、より長くあり得る、持続時間を有する。
一側面では、例えば、半導体材料は、約１ｍｓ乃至数時間以上の持続時間の間、焼成アニ
ーリングプロセスによって、アニーリングされることができる。前述のように、低酸素含
有量半導体材料が使用される場合、実質的に、酸素欠乏環境において、そのような材料を
アニーリングするのに有益となる場合がある。
【００６０】
　前述のように、アニーリングは、半導体基板に固有の欠陥を低減させ、および別様に、
電子／正孔の再結合を低減させるのに有用である可能性がある。言い換えると、アニーリ
ングは、望ましくない再結合プロセスを効果的に低減させる、電子状態を生成するのに有
用である可能性がある。半導体材料のアニーリングはまた、素子の応答性または光伝導利
得を改善する場合がある。光伝導素子は、担体を捕捉することができるエネルギーレベル
を導入することが可能なドーパント、不純物、または欠陥を有する可能性がある。担体を
捕捉し、光担体の再結合を低減させることは、素子の光伝導利得を増加させることにつな
がる可能性がある。光伝導利得および捕捉時間の関係は、式（Ｉ）によって表すことがで
きる。
【００６１】
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　　利得＝「τＬ／τｔ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｉ）
式中、「τＬ」は、過剰な担体の寿命であって、「τｔ」は、素子にわたる担体の遷移時
間である。過剰な担体の寿命は、担体種を捕捉し、再結合率を低減させることによって、
延長させることができることを理解されたい。利得の増加は、室温でミリ秒の捕捉時間と
、薄層化低濃度ドープウエハ中で短遷移時間を有する、半導体の中心を捕捉することによ
って達成することができる。これらの捕捉場所は、担体の再結合を低減させ、したがって
、再結合させることなく、より多くの電子を異なる領域に横断させることによって、素子
の光伝導利得を改善または増加させることができる。
【００６２】
　図２を参照すると、反射層２０は、半導体基板１２に連結することができる。反射層は
、電磁放射を素子内へと後方反射させるために、半導体基板の任意の側または部分に連結
させることができる。故に、一側面では、反射層は、入射電磁放射の反対側の半導体基板
上に位置することができる。したがって、図２に示されるように、半導体基板およびテク
スチャ加工領域１６を通過する電磁放射は、半導体基板中に後方反射することができる。
加えて、保護層２２は、半導体基板に連結することができる。保護層は、入射電磁放射に
面する半導体基板の側に連結されて示されるが、しかしながら、保護層は、素子上のいず
れの場所にも位置することができ、依然として、本範囲内である。
【００６３】
　前述のように、テクスチャ加工領域の場所を使用して、入射電磁放射の向上および／ま
たはフィルタリングを提供することができる。例えば、感光素子内への電磁放射の入口点
に位置するテクスチャ加工領域は、電磁放射、特に、青色波長を屈曲させる傾向がある。
故に、あるレベルの同調は、入射電磁放射に隣接する表面上にテクスチャ加工領域を位置
付け、青色波長のフィルタリングを意図的に生じさせることによって達成することができ
る。加えて、電磁放射の特定の波長の吸収は、半導体層および／またはテクスチャ加工領
域内の異なる深度で生じる。例えば、緑色波長に対する吸収を増加させることによって、
緑色波長の結果としての電気信号は、ダイオードまたは画素を増加させることができる。
ある従来の４画素撮像素子は、１つの赤色、１つの青色、および２つの緑色画素を有し、
より多くの数の緑色画素によって、緑色に対して、ヒトの眼の感度を向上させることを考
慮した。したがって、一側面では、４画素撮像素子は、１つの青色、１つの赤色、および
緑色波長吸収が向上した１つの緑色画素を有することができる。第４の画素は、撮像素子
の所望の用途に応じて、ＩＲまたは他の波長選択的画素のために使用することができる。
【００６４】
　図３は、半導体基板１２の両側に位置するテクスチャ加工領域３０を有する、感光素子
を示す。そのような構成は、通常、素子の両側を通して出る電磁放射を半導体基板内でさ
らに拡散および吸収可能にする。テクスチャ加工領域は、１つ以上の側に位置し、吸収の
向上を促進することができる。
【００６５】
　図４は、半導体基板１２に対して非平行表面を有するテクスチャ加工領域４０を有する
、感光素子を示す。したがって、テクスチャ加工領域の全体的構成は、さらに吸収を向上
させ、および／または選択的に、素子を同調させるように設計することができる。前述の
ように、非平行表面は、非平行傾斜、ピラミッド、逆ピラミッド、凹面形状、凸形状等で
あるが、それらに限定されない、種々の構成を有することができる。ある場合には、テク
スチャ加工領域の構成は、半導体基板中に電磁放射を指向または集束させる機能を果たす
ことができ、他の場合には、テクスチャ加工領域の構成は、半導体基板から離れるように
電磁放射を指向または集束させる機能を果たすことができる。
【００６６】
　図５に示されるように、レンズ５０は、入射電磁放射に面する側の半導体基板１２に連
結することができる。したがって、レンズは、半導体基板内へ電磁放射を集束させること
ができる。入射電磁放射表面上に配置される回路または他の構造を有するそれらの側面で
は、レンズはさらに、そのような構造の周囲に光を集束させ、それによって、光学散乱お
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よび雑音を低減させることができる。
【００６７】
　図６に示されるように、テクスチャ加工領域６０は、複数のドープ領域１４、１６に隣
接する半導体基板１２上に位置する。テクスチャ加工領域は、示されるように、ドープ領
域のうちの少なくとも１つと関連付けられることができ、またはテクスチャ加工領域は、
ドープ領域（図示せず）と区別されることもできる。電磁放射は、ドープ領域に隣接する
側、または代替として、ドープ領域の反対側の感光素子に入ることができる。
【００６８】
　図７－１１は、本開示の側面による、感光画素の製造における種々のステップを示す。
図７は、正面照射（ＦＳＩ）感光画素素子の断面を示す。感光画素素子は、半導体基板７
２を含むことができ、バルク半導体材料と称される可能性がある。半導体基板は、電子供
与または正孔供与種によってドープされ、半導体基板と比較して、領域をより正または負
極性にさせることができる、少なくとも１つのドープ領域７４を含む。一側面では、例え
ば、ドープ領域は、ｐドープされることができる。別の側面では、ドープ領域は、ｎドー
プされることができる。高濃度ドープ領域７６は、ドープ領域上またはその近傍に形成さ
れ、ピンダイオードを生成することができる。一実施例では、半導体基板は、極性が負で
ある可能性があって、ドープ領域および高濃度ドープ領域は、それぞれ、ｐ＋およびｎ－
ドーパントによってドープされることができる。いくつかの側面では、領域のｎ（－－）
、ｎ（－）、ｎ（＋）、ｎ（＋＋）、ｐ（－－）、ｐ（－）、ｐ（＋）、またはｐ（＋＋
）型ドーピングの変動を使用することができる。一側面では、高濃度ドープ領域は、テク
スチャ加工領域である可能性があることに留意されたい。言い換えると、テクスチャ加工
表面特徴は、高濃度ドープ領域上またはその中に形成することができる。
【００６９】
　図７の素子はさらに、種々の金属領域７８、少なくとも１つのビア８０、保護層８２、
トレンチ分離８４、および電気伝導要素８６を含むことができる。トレンチ分離要素は、
光学および電気クロストークを低減させることによって、画素間の均一性を保持すること
ができる。トレンチ分離は、浅い（図７）または深い（図１２）トレンチ分離である可能
性がある。トレンチ分離は、誘電材料、反射材料、伝導材料、光拡散特徴等を含むが、そ
れらに制限されない、種々の材料を含むことができる。これらのトレンチ分離領域は、吸
収されるまで、入射光を反射させるように構成され、それによって、素子の有効吸収長を
増加させることができる。
【００７０】
　図８に示されるように、担体基板または担体ウエハ８８は、光感知画素に連結すること
ができる。一側面では、担体基板は、保護層８２上に配置されることができるが、担体基
板は、素子の任意の表面に配置されることができる。一側面では、例えば、担体基板は、
半導体基板（図示せず）上に配置されることができる。担体基板は、種々の技法によって
、光感知画素に連結されることができ、任意のそのような連結機構は、本範囲内である。
一側面では、例えば、連結は、素子上、例えば、保護層上に配置される、接合層または接
着層によって行われることができる。支持基板は、支持が除去されるかどうかに応じて、
製造の際および製造後の両方において、半導体素子に支持を提供することができる。担体
基板は、バルク半導体材料と同一または類似半導体材料から成ることが可能である、また
は異なる材料から成ることもできる。
【００７１】
　図９に示されるように、テクスチャ加工領域９０は、ドープ領域７４、７６の反対側の
半導体基板７２に連結される。したがって、ドープ領域の方向から入る光は、テクスチャ
加工領域に接触する前に、半導体基板を通過する。テクスチャ加工領域は、図９に示され
るように、半導体基板の表面全体にわたって配置されることができ、または１つ以上の離
散領域（図示せず）上に配置することもできる。
【００７２】
　図１０に示されるように、付加的担体支持基板１００は、担体支持基板８８の反対側に
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おいて、素子に連結することができる。付加的担体支持基板は、素子に付加的支持を提供
する、第１の担体支持基板の除去を促進する等、種々の目的のために利用することができ
る。反射層１０２は、テクスチャ加工領域９０と担体支持基板との間に配置することがで
きる。したがって、反射層は、テクスチャ加工領域を通過する電磁放射を半導体基板７２
に向かって後方に反射させ、したがって、光学損失および後方散乱を低減させることがで
きる。したがって、いくつかの側面では、反射層は、素子の量子効率を増加させることが
できる。反射層材料は、そのような素子に組み込むことができる、任意の反射材料である
可能性がある。非限定的実施例は、銀、アルミニウム等の材料を含むことができる。
【００７３】
　図１１に示されるように、担体支持基板は、保護層８２または担体支持基板によって前
もって被覆された任意の他の材料層を露出させるように除去することができる。付加的担
体基板１００は、素子の意図される使用に応じて、素子内に保持される、素子から除去さ
れる、または基板の厚さを減少させるように薄層化することができる。担体支持基板およ
び付加的担体基板を含む、素子からの材料の除去は、エッチング、化学機械的研磨、イオ
ン注入（すなわち、スマートカット）等を含むが、それらに限定されない、種々の方法に
よって達成することができる。
【００７４】
　種々の種類のトレンチ分離が想定され、任意のそのような分離は、本範囲内であると見
なされる。前述のように、トレンチ分離は、浅い（図７、８４）または深い（図１２、１
２０）トレンチ分離である可能性がある。トレンチ分離はまた、素子設計に応じて、浅い
から深い深度を含むことができる。トレンチ分離は、テクスチャ加工領域および他の光拡
散特徴を含む、誘電材料、反射材料、伝導材料、およびそれらの組み合わせを含むことが
できる。したがって、トレンチ分離層は、ある場合には、吸収されるまで、入射電磁放射
を反射させるように構成され、それによって、素子の有効吸収長を増加させることができ
る。加えて、いくつかの側面では、柱特徴は、深いトレンチ分離およびエッチング技法を
使用して、半導体基板から材料を薄層化または除去することによって、画素に組み込むこ
とができる。図１３に示されるように、テクスチャ加工領域１３０は、前述のように、半
導体基板７２に対して、非平行表面を有することができる。本非平行形態は、深いトレン
チ分離１２０を伴って含まれると、複数の側から半導体基板内へ電磁放射を効果的に集束
させることができる。
【００７５】
　また、非バルク材料は、素子内のドープ領域の近傍に形成または配置されることができ
ることが想定される。非バルク材料の追加は、電磁放射拡散特徴を非バルク材料上または
その中に形成可能にする。本開示の一側面では、開口を画定する金属層もまた、含めるこ
とができる。金属層は、ドープ領域近傍に形成されることができ、開口を画定する領域に
入る光を有することができる。本領域に入る光はまた、反射防止材料を含むことができる
。
【００７６】
　図１４は、２つの感光画素１４０を備える、感光撮像素子を示す。各感光画素は、金属
回路を含むことができる境界領域１４２と、テクスチャ加工領域１４４とを含む。各感光
画素は、少なくとも１つのトランジスタ１４６または他の電気伝導要素を含むことができ
る。付加的読取および回路要素１４８は、両感光画素によって利用および共有することが
できる。
【００７７】
　図１５を参照すると、本開示の一側面による、背面照射（ＢＳＩ）感光画素が提供され
る。レンズ１５０および反射防止コーティング１５２は、薄層化およびトレンチ分離後、
画素の背面に配置される。カラーフィルタ１５４は、レンズに光学的に連結され、電磁放
射の具体的波長フィルタリングを可能にする。テクスチャ加工領域１５６は、画素の正面
側を通過する入射電磁放射の拡散散乱および反射を提供するために、レンズの反対側の半
導体基板７２に連結することができる。したがって、電磁放射は、半導体基板内において
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とができる。
【００７８】
　図１６は、本開示の別の側面による、正面照射（ＦＳＩ）撮像素子を示す。レンズ１６
０および６２上の反射防止保護層は、画素の正面側に連結される。テクスチャ加工領域９
０および反射層１０２は、半導体基板を通過する入射電磁放射の拡散散乱および反射を提
供するために、レンズの反対側の半導体基板７２に連結される。金属または他の反射材料
層１６６内に形成される開口１６４は、光学空洞の有効性を増加させることができる。し
たがって、レンズは、開口を通して電磁放射を集束させる。
【００７９】
　本開示の他の側面では、感光ダイオード、画素、および撮像素子を作製する種々の方法
が想定される。一側面では、図１７に示されるように、感光撮像素子を作製する方法は、
少なくとも１つの接合部を形成する複数のドープ領域を有する、半導体基板上にテクスチ
ャ加工領域を形成するステップを含むことができ、テクスチャ加工領域は、電磁放射と相
互作用する位置に形成される１７０。方法はまた、電気伝導要素が、少なくとも１つの接
合部から電気信号を伝導するように動作可能であるように、電気伝導要素を半導体基板に
連結するステップを含む１７２。一側面では、複数の画素は、撮像素子を形成するように
、ともに関連付けることができる。保護層はまた、素子を保護し、および／または暗電流
を低減させるために、感光撮像素子上に配置することができる。
【００８０】
　本開示の別の側面では、感光ダイオードを作製する方法が提供される。そのような方法
は、半導体基板の表面上に、少なくとも１つのカソードおよび少なくとも１つのアノード
を形成するステップと、テクスチャ加工領域を半導体基板に連結するステップと、支持基
板を半導体基板に連結するステップとを含むことができる。テクスチャ加工領域は、アノ
ードおよびカソードに隣接して、アノードおよびカソードの反対に、またはアノードおよ
びカソードに隣接して、およびその反対側の両方に、位置することができる。電気伝導は
、アノードおよびカソードのうちの少なくとも１つに電気的に連結され、感光画素を形成
することができる。別の側面では、半導体基板は、素子の応答率および／または速度を改
善するために、薄層化することができる。保護層はまた、感光ダイオード上に配置され、
素子を保護および／または暗電流を低減させることができる。付加的支持基板は、付加的
支持を提供するために、素子に取着することができる。一側面では、付加的支持基板は、
支持基板から感光ダイオードの反対側に位置することができる。続いて、支持基板は、さ
らなる処理を可能にするように除去することができる。
【００８１】
　当然ながら、前述の配設は、本開示の原理の用途の例示にすぎないことを理解されたい
。多数の修正および代替配設が、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、当業者
によって考案されてもよく、添付の請求項は、そのような修正および配設を網羅すること
を意図する。したがって、本開示は、本開示の最も実践的実施形態と現在見なされている
ものと関連した特異性および詳細とともに説明されているが、当業者には、サイズ、材料
、形状、形態、動作の機能および態様、組立、ならびに使用における変動を含むが、それ
らに限定されない、多数の修正が、本明細書に記載される原理および概念から逸脱するこ
となく、成されてもよいことが明白となるであろう。
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