
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

導体基板にマトリックス状に配置された複数の画素セルと、
各画素セルを駆動するために設けられた駆動手段とを具備しており、
各画素セルは、入射光を信号電荷に変換して蓄積するフォトダイオードと、
前記フォトダイオードに蓄積された前記信号電荷を読み出すために設けられた１個以上の
ＭＯＳトランジスタと、
前記フォトダイオードと前記ＭＯＳトランジスタとを分離するように前記半導体基板を掘
り込んだＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）によって形成さ
れた素子分離部と、
前記フォトダイオードから前記ＭＯＳトランジスタへの電荷の流出を阻止するために前記
素子分離部の下側に形成された深部分離注入層とを含んでおり、
前 導体基板は、

前記フォトダイオードと前記素子分離部と前記深部分離注入層と
の側面および下面を囲むように形成された第１のＰ型ウェルと、

前記第１のＰ型ウェル の に形成され、前記第１のＰ型ウェルの不純物
濃度よりも高い不純物濃度を有する第２のＰ型ウェルとを含んでいることを特徴とする固
体撮像装置。
【請求項２】
前記ＭＯＳトランジスタは、前記 に形成されたソースとドレインとを有
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しており、
前記深部分離注入層には、前記ＭＯＳトランジスタの前記ソースおよび前記ドレインと反
対導電型の不純物が注入されている、請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項３】
前記素子分離部は、前記フォトダイオードと、前記フォトダイオードが含まれる前記画素
セルに隣接する画素セルに含まれるフォトダイオードとを分離するように形成されており
、
前記深部分離注入層は、前記フォトダイオードから、前記フォトダイオードが含まれる前
記画素セルに隣接する画素セルに含まれるフォトダイオードへの電荷の流出を阻止するよ
うに形成されている、請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項４】
前記深部分離注入層は、前記フォトダイオードよりも深い位置まで形成されている、請求
項１記載の固体撮像装置。
【請求項５】
前記深部分離注入層は、前 導体基板の表面から約０．３マイクロメートル（μｍ）の
深さの位置から約１．０マイクロメートル（μｍ）の深さの位置まで形成されている、請
求項１記載の固体撮像装置。
【請求項６】
前記フォトダイオードは、前 導体基板の表面に形成された表面シールド層と、
前記表面シールド層の下側に形成された蓄積フォトダイオード層とを含んでおり、
前記深部分離注入層の濃度は、前記蓄積フォトダイオード層の濃度よりも濃くなっている
、請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項７】
前記１個以上のＭＯＳトランジスタは、１個以上のＮ型ＭＯＳトランジスタである、請求
項１記載の固体撮像装置。
【請求項８】
前記深部分離注入層は、前記第２のＰ型ウェルと接するように形成されている、請求項１
記載の固体撮像装置。
【請求項９】
前記深部分離注入層の不純物濃度は、前記第２のＰ型ウェルの不純物濃度よりも濃くなっ
ている、請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
前記駆動手段は、前記複数の画素セルを行方向に沿って駆動する垂直駆動回路と、
前記複数の画素セルを列方向に沿って駆動する水平駆動回路とを含んでいる、請求項１記
載の固体撮像装置。
【請求項１１】
請求項１記載の固体撮像装置の製造方法であって、
前記素子分離部を形成するために前 導体基板を掘り込んで溝を形成する溝形成工程と
、
前記フォトダイオードから前記ＭＯＳトランジスタへの電荷の流出を阻止するための前記
深部分離注入層を形成するために前記溝の底から不純物を注入する不純物注入工程と、
前記不純物注入工程の後で、前記溝に前記素子分離部を形成する素子分離部形成工程と、
前記素子分離部形成工程の後で、前記フォトダイオードと前記１個以上のＭＯＳトランジ
スタとを形成するフォトダイオードトランジスタ形成工程とを包含しており、
前 導体基板は、

前記フォトダイオードと前記素子分離部と前記深部分離注入層と
の側面および下面を囲むように形成された第１のＰ型ウェルと、

前記第１のＰ型ウェル の に形成され、前記第１のＰ型ウェルの不純物
濃度よりも高い不純物濃度を有する第２のＰ型ウェルとを含んでいることを特徴とする固
体撮像装置の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体基板を掘り込んだＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａ
ｔｉｏｎ）によって形成された素子分離部を備えた固体撮像装置およびその製造方法およ
びインターライン転送型ＣＣＤイメージセンサに関する。
【０００２】
【従来の技術】
増幅型ＭＯＳトランジスタが設けられた固体撮像装置が近年注目されている。この固体撮
像装置は、各画素ごとに、フォトダイオードによって検出された信号をＭＯＳトランジス
タによって増幅するものであり、高感度という特徴を有している。
【０００３】
図６は、従来の固体撮像装置９０の構成を示す回路図である。固体撮像装置９０は、半導
体基板１０にマトリックス状に配置された複数の画素セル９９を備えている。各画素セル
９９は、入射光を信号電荷に変換して蓄積するフォトダイオード９３をそれぞれ有してい
る。各画素セル９９には、フォトダイオード９３に蓄積された信号電荷を読み出すための
転送トランジスタ９４がそれぞれ設けられている。
【０００４】
各画素セル９９は、増幅トランジスタ１２を有している。増幅トランジスタ１２は、転送
トランジスタ９４によって読み出された信号電荷を増幅する。各画素セル９９には、リセ
ットトランジスタ１１が設けられている。リセットトランジスタ１１は、転送トランジス
タ９４によって読み出された信号電荷をリセットする。
【０００５】
固体撮像装置９０は、垂直駆動回路１５を備えている。垂直駆動回路１５には、複数のリ
セットトランジスタ制御線１１１が接続されている。各リセットトランジスタ制御線１１
１は、水平方向に沿って配置された各画素セル９９に設けられたリセットトランジスタ１
１と接続するように、それぞれが所定の間隔を空けて互いに平行に水平方向に沿って配置
されている。垂直駆動回路１５には、複数の垂直選択トランジスタ制御線１２１がさらに
接続されている。各垂直選択トランジスタ制御線１２１は、水平方向に沿って配置された
各画素セル９９に設けられた垂直選択トランジスタと接続するように、それぞれが所定の
間隔を空けて互いに平行に水平方向に沿って配置されており、信号を読み出す行を決定す
る。
【０００６】
垂直選択トランジスタのソースは、垂直信号線６１に接続されている。各垂直信号線６１
の一端には、負荷トランジスタ群２７が接続されている。各垂直信号線６１の他端は、行
信号蓄積部２８に接続されている。行信号蓄積部２８は、１行分の信号を取り込むための
スイッチトランジスタを含んでいる。行信号蓄積部２８には、水平駆動回路１６が接続さ
れている。
【０００７】
図７は、従来の固体撮像装置９０の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【０００８】
垂直選択トランジスタ制御線１２１をハイレベルにするための行選択パルス１０１－１が
印加されると、選択された行における垂直選択トランジスタがオンし、選択された行にお
ける増幅トランジスタ１２と負荷トランジスタ群２７とによってソースフォロワ回路が構
成される。
【０００９】
そして、行選択パルス１０１－１がハイレベルの間に、リセットトランジスタ制御線１１
１をハイレベルにするためのリセットパルス１０２－１を印加することによって、増幅ト
ランジスタ１２のゲートが接続されている浮遊拡散層の電位をリセットする。次に、行選
択パルス１０１－１がハイレベルの間に、転送トランジスタ制御線をハイレベルにするた
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めに転送パルス１０３－１を印加することによって、フォトダイオード９３に蓄積された
信号電荷を浮遊拡散層へ転送する。
【００１０】
この時、浮遊拡散層に接続された増幅トランジスタ１２のゲート電圧は、浮遊拡散層の電
位と等しくなり、このゲート電圧と実質的に等しい電圧が垂直信号線６１に現れる。そし
て、フォトダイオード９３に蓄積された信号電荷に基づく信号を行信号蓄積部２８へ転送
する。
【００１１】
次に、水平駆動回路１６は、列選択パルス１０６－１－１、１０６－１－２、・・・を順
次発生し、行信号蓄積部２８へ転送された信号を１行分の出力信号１０７－１として取り
出す。
【００１２】
図８は従来の固体撮像装置９０に設けられたフォトダイオード９３と転送トランジスタ９
４との構成を説明するための平面図であり、図９は図８に示す面ＡＡに沿った断面図であ
る。
【００１３】
フォトダイオード９３は、半導体基板１０の表面に形成された表面シールド層８５と、表
面シールド層８５の下側に形成された蓄積フォトダイオード層８６とを含んでいる埋め込
み型ｐｎｐフォトダイオードである。表面シールド層８５は半導体基板１０と反対導電型
になっており、蓄積フォトダイオード層８６は半導体基板１０と同じ導電型になっている
。蓄積フォトダイオード層８６は、深さ約１マイクロメータ（μｍ）の位置に形成されて
いる。
【００１４】
転送トランジスタ９４は、フォトダイオード９３に隣接するように形成されており、半導
体基板１０の上に形成されたゲート電極５３と、ゲート電極５３の両側にそれぞれ形成さ
れたソース８７およびドレイン８８とを有している。
【００１５】
近年トランジスタにおけるサイズの微細化が急速に進展している。それに伴ってソース８
７およびドレイン８８の深さも急速に浅くなり、現在約０．１マイクロメートル（μｍ）
である。
【００１６】
フォトダイオード９３と転送トランジスタ９４との間には、フォトダイオード９３と転送
トランジスタ９４とを分離するように半導体基板１０を掘り込んだＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏ
ｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）によって素子分離部２が形成されている。
【００１７】
フォトダイオード９３と、フォトダイオード９３が含まれる画素セル９９に隣接する画素
セル９９に含まれるフォトダイオード９３とを分離するように素子分離部２Ａが形成され
ている。
【００１８】
素子分離部２および素子分離部２Ａは、約３００ナノメータ（ｎｍ）の深さまで形成され
ている。トランジスタのサイズの微細化に伴って素子分離部２および素子分離部２Ａも浅
くなってきている。その理由は、微細化に伴い素子分離部の幅も急速に狭くなり深く掘っ
ていくとそのアスペクト比が大きくなり酸化膜で埋めることができなくなるからである。
【００１９】
このように、フォトダイオード９３の蓄積フォトダイオード層８６は、素子分離部２およ
び素子分離部２Ａよりも深い位置に形成されている。
【００２０】
図１０は、従来の他の固体撮像装置に設けられたフォトダイオードとＭＯＳトランジスタ
との構成を説明するための図８に示す面ＡＡに沿った断面図である。図９を参照して前述
した構成要素と同一の構成要素には同一の参照符号を付している。従って、これらの構成
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要素の詳細な説明は省略する。
【００２１】
ｎ型半導体基板２０１上にｐ型ウェル２０２が形成されている。ｎ型半導体基板２０１と
ｐ型ウェル２０２との間の界面の深さは、約２．８マイクロメートル（μｍ）になってい
る。ｎ型半導体基板２０１の濃度は約２×１０１ ４ ｃｍ－ ３ になっており、ｐ型ウェル２
０２の濃度は約１×１０１ ５ ｃｍ－ ３ になっている。
【００２２】
フォトダイオード９３に蓄積された電荷は、矢印２０３に示すように半導体基板２０１へ
直接排出される。基板の深部で発生する電荷もこのウェル構造によってフォトダイオード
９３および転送トランジスタ９４へ届かないようにすることが可能である。
【００２３】
【特許文献１】
特開２００１－３４５４３９号公報
【００２４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら前述した図９に示す構成では、フォトダイオード９３が入射光を信号電荷に
変換して蓄積フォトダイオード層８６に蓄積すると、蓄積フォトダイオード層８６に蓄積
された信号電荷は、矢印８１に示すように素子分離部２を越えて転送トランジスタ９４の
ソース８７へ流れ込む。このため、フォトダイオード９３の飽和電荷量が減少するという
問題がある。
【００２５】
また、蓄積フォトダイオード層８６に蓄積された信号電荷は、矢印８２に示すように素子
分離部２Ａを越えて隣接するフォトダイオード９３へ流れ込む。このため、撮像デバイス
の色の再現性が悪くなる混色という現象が発生するという問題がある。
【００２６】
さらに入射光によって半導体基板１０の深部において発生した信号電荷７９が、矢印８３
に示すように隣接するフォトダイオード９３に入り、または矢印８４に示すように隣接す
るトランジスタ５３のソース８７に入ると、混色および感度の低下が生じるという問題が
ある。
【００２７】
また前述した図１０に示す構成によっても、フォトダイオードの飽和電荷量が減少し、混
色および感度の低下という問題が発生することは避けられない。
【００２８】
ｐ型ウェル２０２の下端と蓄積フォトダイオード層８６の下端との間のほぼ中央の深さ約
１．８マイクロメータ（μｍ）の位置に形成される分水嶺２０４よりも浅い位置において
発生した電荷はフォトダイオード９３に届くけれども、分水嶺２０４よりも深い位置にお
いて発生した電荷はフォトダイオード９３に届かないので、感度が劣化する。
【００２９】
ここで、分水嶺２０４とは、熱拡散で確率的に表面側に流れる電子と、基板深部に流れる
電子との仮想的境界線を表している。
【００３０】
前述した半導体基板２０１への電荷の排出についてさらに詳しく説明する。フォトダイオ
ード９３から半導体基板２０１へ電荷を排出する時には、フォトダイオード９３側からｐ
型ウェル２０２内を半導体基板２０１へ向かって伸びる空乏層とｎ型半導体基板２０１か
らｐ型ウェル２０２内をフォトダイオード９３へ向かって伸びる空乏層とが分水嶺２０４
においてくっ付いている状態になっている。
【００３１】
この場合、フォトダイオード９３を飽和して溢れた電荷は、電界のかかった空乏層内を通
るため、ランダムに動くことなく電界に沿ってｎ型半導体基板２０１へ排出される。これ
は、フォトダイオードと垂直ＣＣＤとを画素単位セル内に有する周知のインターライン転
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送型の垂直オーバーフロードレイン構造と同じ動作である。このような排出方法をジャン
クションＦＥＴモードと呼ぶ。
【００３２】
本発明の目的は、高性能な固体撮像装置およびその製造方 提供することにある。
【００３３】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る固体撮像装置は、半導体基板にマトリックス状に配置された複数の画素セル
と、各画素セルを駆動するために設けられた駆動手段とを具備しており、各画素セルは、
入射光を信号電荷に変換して蓄積するフォトダイオードと、前記フォトダイオードに蓄積
された前記信号電荷を読み出すために設けられた１個以上のＭＯＳトランジスタと、前記
フォトダイオードと前記ＭＯＳトランジスタとを分離するように前記半導体基板を掘り込
んだＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）によって形成された
素子分離部と、前記フォトダイオードから前記ＭＯＳトランジスタへの電荷の流出を阻止
するために前記素子分離部の下側に形成された深部分離注入層とを含んでいることを特徴
とする。
【００３５】
本発明に係る固体撮像装置の製造方法は、本発明に係る固体撮像装置の製造方法であって
、前記素子分離部を形成するために前記半導体基板を掘り込んで溝を形成する溝形成工程
と、前記フォトダイオードから前記ＭＯＳトランジスタへの電荷の流出を阻止するための
前記深部分離注入層を形成するために前記溝の底から不純物を注入する不純物注入工程と
、前記不純物注入工程の後で、前記溝に前記素子分離部を形成する素子分離部形成工程と
、前記素子分離部形成工程の後で、前記フォトダイオードと前記１個以上のＭＯＳトラン
ジスタとを形成するフォトダイオードトランジスタ形成工程とを包含することを特徴とす
る。
【００３７】
【発明の実施の形態】
本実施の形態に係る固体撮像装置においては、フォトダイオードからＭＯＳトランジスタ
への電荷の流出を阻止するために深部分離注入層が素子分離部の下側に形成されている。
このため、フォトダイオードからＭＯＳトランジスタへの電荷の流出が阻止される。その
結果、感度が良好な固体撮像装置を得ることができる。
【００３８】
この実施の形態では、前記ＭＯＳトランジスタは、前記半導体基板に形成されたソースと
ドレインとを有しており、前記深部分離注入層には、前記ＭＯＳトランジスタの前記ソー
スおよび前記ドレインと反対導電型の不純物が注入されていることが好ましい。
【００３９】
前記素子分離部は、前記フォトダイオードと、前記フォトダイオードが含まれる前記画素
セルに隣接する画素セルに含まれるフォトダイオードとを分離するように形成されており
、前記深部分離注入層は、前記フォトダイオードから、前記フォトダイオードが含まれる
前記画素セルに隣接する画素セルに含まれるフォトダイオードへの電荷の流出を阻止する
ように形成されていることが好ましい。
【００４０】
前記深部分離注入層は、前記フォトダイオードよりも深い位置まで形成されていることが
好ましい。
【００４１】
前記深部分離注入層は、前記半導体基板の表面から約０．３マイクロメートル（μｍ）の
深さの位置から約１．０マイクロメートル（μｍ）の深さの位置まで形成されていること
が好ましい。
【００４２】
前記フォトダイオードは、前記半導体基板の表面に形成された表面シールド層と、前記表
面シールド層の下側に形成された蓄積フォトダイオード層とを含んでおり、前記深部分離
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注入層の濃度は、前記蓄積フォトダイオード層の濃度よりも濃くなっていることが好まし
い。
【００４３】
前記１個以上のＭＯＳトランジスタは、１個以上のＮ型ＭＯＳトランジスタであることが
好ましい。
【００４４】
前記半導体基板は、前記フォトダイオードと前記素子分離部と前記深部分離注入層との側
面および下面を囲むように形成された第１のＰ型ウェルと、前記第１のＰ型ウェルの下側
に形成され、前記第１のＰ型ウェルの不純物濃度よりも高い不純物濃度を有する第２のＰ
型ウェルとを含んでいることが好ましい。
【００４５】
前記深部分離注入層は、前記第２のＰ型ウェルと接するように形成されていることが好ま
しい。
【００４６】
前記深部分離注入層の不純物濃度は、前記第２のＰ型ウェルの不純物濃度よりも濃くなっ
ていることが好ましい。
【００４７】
前記駆動手段は、前記複数の画素セルを行方向に沿って駆動する垂直駆動回路と、前記複
数の画素セルを列方向に沿って駆動する水平駆動回路とを含んでいることが好ましい。
【００４８】
本実施の形態に係る他の固体撮像装置においては、フォトダイオードから、フォトダイオ
ードが含まれる画素セルに隣接する画素セルに含まれるフォトダイオードへの電荷の流出
を阻止するために深部分離注入層が素子分離部の下側に形成されている。このため、フォ
トダイオードから、フォトダイオードが含まれる画素セルに隣接する画素セルに含まれる
フォトダイオードへの電荷の流出が阻止される。その結果、感度が良好な固体撮像装置を
得ることができる。
【００４９】
本実施の形態に係る固体撮像装置の製造方法においては、フォトダイオードからＭＯＳト
ランジスタへの電荷の流出を阻止するための深部分離注入層を形成するために溝の底から
不純物を注入する。このため、形成された深部分離注入層によって、フォトダイオードか
らＭＯＳトランジスタへの電荷の流出が阻止される。その結果、感度が良好な固体撮像装
置を製造することができる。
【００５０】
本実施の形態に係るインターライン転送型ＣＣＤイメージセンサにおいては、フォトダイ
オードから転送ゲートへの電荷の流出を阻止するために深部分離注入層が素子分離部の下
側に形成されている。このため、フォトダイオードからＭＯＳトランジスタへの電荷の流
出が阻止される。その結果、感度が良好なインターライン転送型ＣＣＤイメージセンサを
得ることができる。
【００５１】
この実施の形態では、前記半導体基板は、前記フォトダイオードと前記素子分離部と前記
深部分離注入層との側面および下面を囲むように形成された第１のＰ型ウェルと、前記第
１のＰ型ウェルの下側に形成され、前記第１のＰ型ウェルの不純物濃度よりも高い不純物
濃度を有する第２のＰ型ウェルとを含んでいることが好ましい。
【００５２】
前記深部分離注入層は、前記第２のＰ型ウェルと接するように形成されていることが好ま
しい。
【００５３】
前記深部分離注入層の不純物濃度は、前記第２のＰ型ウェルの不純物濃度よりも濃くなっ
ていることが好ましい。
【００５４】
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以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００５５】
図１は、本実施の形態に係る固体撮像装置１００の構成を示す回路図である。
【００５６】
固体撮像装置１００は、半導体基板１０にマトリックス状に配置された複数の画素セル９
を備えている。各画素セル９は、入射光を信号電荷に変換して蓄積するフォトダイオード
３をそれぞれ有している。各画素セル９には、フォトダイオード３に蓄積された信号電荷
を読み出すための転送トランジスタ４がそれぞれ設けられている。
【００５７】
各画素セル９は、増幅トランジスタ１２を有している。増幅トランジスタ１２は、転送ト
ランジスタ４によって読み出された信号電荷を増幅する。各画素セル９には、リセットト
ランジスタ１１が設けられている。リセットトランジスタ１１は、転送トランジスタ４に
よって読み出された信号電荷をリセットする。
【００５８】
固体撮像装置１００は、垂直駆動回路１５を備えている。垂直駆動回路１５には、複数の
リセットトランジスタ制御線１１１が接続されている。各リセットトランジスタ制御線１
１１は、水平方向に沿って配置された各画素セル９に設けられたリセットトランジスタ１
１と接続するように、それぞれが所定の間隔を空けて互いに平行に水平方向に沿って配置
されている。垂直駆動回路１５には、複数の垂直選択トランジスタ制御線１２１がさらに
接続されている。各垂直選択トランジスタ制御線１２１は、水平方向に沿って配置された
各画素セル９に設けられた垂直選択トランジスタと接続するように、それぞれが所定の間
隔を空けて互いに平行に水平方向に沿って配置されており、信号を読み出す行を決定する
。
【００５９】
垂直選択トランジスタのソースは、垂直信号線６１に接続されている。各垂直信号線６１
の一端には、負荷トランジスタ群２７が接続されている。各垂直信号線６１の他端は、行
信号蓄積部２８に接続されている。行信号蓄積部２８は、１行分の信号を取り込むための
スイッチトランジスタを含んでいる。行信号蓄積部２８には、水平駆動回路１６が接続さ
れている。
【００６０】
図２は本実施の形態に係る固体撮像装置１００に設けられたフォトダイオード３とＭＯＳ
トランジスタ４との構成を説明するための平面図であり、図３は図２に示す面ＡＡに沿っ
た断面図である。
【００６１】
フォトダイオード３は、半導体基板１０の表面に形成された表面シールド層５と、表面シ
ールド層５の下側に形成された蓄積フォトダイオード層６とを含んでいる埋め込み型ｐｎ
ｐフォトダイオードである。表面シールド層５は半導体基板１０と反対導電型になってお
り、蓄積フォトダイオード層６は半導体基板１０と同じ導電型になっている。表面シール
ド層５は深さ約０．２マイクロメータ（μｍ）の位置まで形成されており、蓄積フォトダ
イオード層６は深さ約０．８マイクロメータ（μｍ）の位置まで形成されている。
【００６２】
転送トランジスタ４は、フォトダイオード３に隣接するように形成されており、半導体基
板１０の上に形成されたゲート電極５３と、ゲート電極５３の両側にそれぞれ形成された
ソース７およびドレイン８とを有している。
【００６３】
近年急速に進展しているトランジスタのサイズの微細化に伴ってソース７およびドレイン
８の深さも急速に浅くなっており、現在約０．１マイクロメートル（μｍ）である。
【００６４】
フォトダイオード３と転送トランジスタ４との間には、フォトダイオード３と転送トラン
ジスタ４とを分離するように半導体基板１０を掘り込んだＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒ
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ｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）によって素子分離部２が形成されている。
【００６５】
フォトダイオード３と、フォトダイオード３が含まれる画素セル９に隣接する画素セル９
に含まれるフォトダイオード３とを分離するように素子分離部２Ａが形成されている。
【００６６】
素子分離部２および素子分離部２Ａは、約３００ナノメータ（ｎｍ）の深さまで形成され
ている。トランジスタのサイズの微細化に伴って素子分離部２および素子分離部２Ａも浅
くなってきている。その理由は、微細化に伴って素子分離部の幅も急速に狭くなり深く掘
っていくとそのアスペクト比が大きくなり酸化膜で埋めることができなくなるからである
。
【００６７】
素子分離部２および素子分離部２Ａの下には、フォトダイオード３から転送トランジスタ
４への電荷の流出、およびフォトダイオード３からフォトダイオード３が含まれる画素セ
ル９に隣接する画素セル９に含まれるフォトダイオード３への電荷の流出をそれぞれ阻止
するために、深部分離注入層１が半導体基板１０の表面に対して垂直な方向に沿って形成
されている。
【００６８】
深部分離注入層１には、転送トランジスタ４のソース７およびドレイン８と反対導電型の
不純物が注入されている。深部分離注入層１は、半導体基板１０の表面から約０．３マイ
クロメートル（μｍ）の深さの位置から約１．０マイクロメートル（μｍ）以上の深さの
位置まで形成されている。このように、深部分離注入層１は、フォトダイオード３の蓄積
フォトダイオード層６よりも深い位置まで形成されている。
【００６９】
深部分離注入層１の濃度は、１×１０１ ６ ｃｍ－ ３ 以上になっている。フォトダイオード
３の表面シールド層５の濃度は約１×１０１ ９ ｃｍ－ ３ になっており、蓄積フォトダイオ
ード層６の濃度は約１×１０１ ７ ｃｍ－ ３ になっている。半導体基板の濃度は、１×１０
１ ５ ｃｍ－ ３ になっている。このように、深部分離注入層１の濃度は、蓄積フォトダイオ
ード層６の濃度よりも濃くなっている。
【００７０】
このように構成された固体撮像装置の製造方法を説明する。
【００７１】
まず、素子分離部２および２Ａを形成するために半導体基板１０をエッチングによって掘
り込んで溝を形成する。そして、深部分離注入層１を形成するために、３００キロエレク
トロンボルト（ｋｅＶ）以上１メガエレクトロンボルト（ＭｅＶ）以下の加速電圧と、５
×１０１ １ ｃｍ－ ２ 以上１×１０１ ２ ｃｍ－ ２ 以下のドーズ量とによってボロンＢ＋ １ １

を、形成した溝の底から注入する。その結果、不純物密度１×１０１ ６ ｃｍ－ ３ 以上の深
部分離注入層１が溝の下側に形成される。
【００７２】
次に、素子分離部２および２Ａを形成するために、ＣＶＤ法に従ってＳｉＯ２ によって溝
を埋める。その後、フォトダイオード３と転送トランジスタ４とを半導体基板１０に形成
する。
【００７３】
このような固体撮像装置１００においては、フォトダイオード３が入射光を信号電荷に変
換して蓄積フォトダイオード層６に蓄積すると、蓄積フォトダイオード層６に蓄積された
信号電荷は、転送トランジスタ４および隣接するフォトトランジスタ３への流出を深部分
離注入層１によって阻止される。
【００７４】
蓄積フォトダイオード層６に蓄積された信号電荷が転送トランジスタ４へ流出することが
阻止されるので、フォトダイオード３の飽和信号電荷が増大する。また、蓄積フォトダイ
オード層６に蓄積された信号電荷が隣接するフォトトランジスタ３へ流出することが阻止
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されるので、混色を抑圧することができ、色再現性のよい固体撮像素子を得ることができ
る。
【００７５】
さらに、半導体基板１０の深部において光電変換された生成電荷７９も深部分離注入層１
によって反射されるので、隣接する転送トランジスタ４へ流れ込まなくなる。その結果、
固体撮像装置１００の感度が向上する。
【００７６】
なお、深部分離注入層１はフォトダイオード３の周りの素子分離部の下にのみ形成するだ
けでなく、固体撮像装置に形成されたすべての素子分離部の下に形成してもよい。
【００７７】
また、固体撮像装置がｎＭＯＳトランジスタのみで構成されるｎＭＯＳセンサに本発明を
適応することは、素子分離部が１種類しかないので特に有効である。
【００７８】
以上のように本実施の形態によれば、フォトダイオード３からＭＯＳトランジスタ４への
電荷の流出を阻止するために深部分離注入層１が素子分離部２の下側に形成されている。
このため、フォトダイオード３からＭＯＳトランジスタ４への電荷の流出が阻止される。
その結果、感度が良好な固体撮像装置を得ることができる。
【００７９】
図４は、本実施の形態に係る他の固体撮像装置に設けられたフォトダイオード３と転送ト
ランジスタ４との構成を説明するための断面図である。図３を参照して前述した構成要素
と同一の構成要素には同一の参照符号を付している。従って、これらの構成要素の詳細な
説明は省略する。
【００８０】
半導体基板１０Ａには、フォトダイオード３と素子分離部２および２Ａと深部分離注入層
１との側面および下面を囲むように形成された第１のＰ型ウェル２１と、第１のＰ型ウェ
ル２１の下側に形成され、第１のＰ型ウェル２１の不純物濃度よりも高い不純物濃度を有
する第２のＰ型ウェル２２とが設けられている。
【００８１】
ｎ型半導体基板１０Ａの不純物濃度は、１×１０１ ４ ｃｍ－ ３ になっている。第１のＰ型
ウェル２１の不純物濃度は、１×１０１ ５ ｃｍ－ ３ になっており、第２のＰ型ウェル２２
の不純物濃度は、３×１０１ ５ ｃｍ－ ３ 以上になっている。深部分離注入層１の不純物濃
度は、１×１０１ ６ ｃｍ－ ３ 以上になっている。このように、深部分離注入層１の不純物
濃度は、第２のＰ型ウェル２２の不純物濃度よりも濃くなっている。また、第２のＰ型ウ
ェル２２の不純物濃度は、第１のＰ型ウェル２１の不純物濃度よりも十分に高くなってい
る。
【００８２】
第１のＰ型ウェル２１は半導体基板１０Ａの表面から深さ約２．６マイクロメートル（μ
ｍ）の位置まで形成されており、第２のＰ型ウェル２２は深さ約２．６マイクロメートル
（μｍ）の位置から深さ約３．０マイクロメートル（μｍ）の位置まで形成されている。
【００８３】
第１のＰ型ウェル２１の不純物濃度よりも第２のｐ型ウェル２２の不純物濃度が十分に高
くなっていれば、電荷の分水嶺２０４は第２のｐ型ウェル２２のほぼ中央に形成される。
従って、従来の技術において図９を参照して前述した分水嶺よりも深い位置に分水嶺２０
４が形成される。すなわちフォトダイオード３によって変換された信号電荷が蓄積される
領域が広くなる。このような構造に対して深部分離注入層１を設けると、フォトダイオー
ド３から転送トランジスタ４への電荷の流出を阻止することができる。このため、フォト
ダイオード３の飽和信号電荷が増大する。図３を参照して前述した構成に比べて、さらに
、半導体基板１０の深部において光電変換された生成電荷７９による混色を抑圧すること
ができ、色再現性のよい固体撮像素子を実現することができる。
【００８４】
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図４に示す電荷排出方法についてさらに詳しく説明する。この電荷排出方法は前述した図
９に示す電荷排出方法とは異なっている。
【００８５】
第２のＰ型ウェル２２の不純物濃度はｎ型半導体基板１０Ａの不純物濃度よりも高いため
、ｎ型半導体基板１０Ａからフォトダイオード３側に向かって伸びる空乏層は第２のＰ型
ウェル２２において止まる。このため、フォトダイオード３側からｎ型半導体基板１０Ａ
側へ向かって伸びる空乏層とくっ付くことができない。
【００８６】
すなわち、フォトダイオード３から溢れた電荷（電子）は正孔が多数存在するｐ型中性領
域へ放出される。フォトダイオード３からｐ型中性領域へ放出された電子は、寿命が長く
、正孔と再結合することはなく、電界が作用しない領域をランダムに酔漢運動する。
【００８７】
フォトダイオード３からｐ型中性領域へ放出された電子の一部はｎ型基板に流れ込むけれ
ども、放出された電子の他の一部は隣接するフォトダイオード３または転送トランジスタ
４へ流れ込む。ｎ型基板と隣接するフォトダイオード３または転送トランジスタ４とのい
ずれへ流れ込むかは確率の問題である。このような電荷排出方法をバイポーラアクション
モードと呼んでいる。
【００８８】
隣接するフォトダイオード３または転送トランジスタ４へ流れ込む確率を小さくするため
に深部分離注入層１が必要になってくる。この確率を小さくするには深部分離注入層１の
不純物濃度が第２のＰ型ウェル２２の不純物濃度よりも濃い方が望ましい。また、深部分
離注入層１が第２のＰ型ウェル２２とくっ付いていることが好ましい。
【００８９】
図１～図４を参照して前述した構成は、インターライン転送型ＣＣＤイメージセンサに対
しても適用することができる。図５は、本実施の形態に係るインターライン転送型ＣＣＤ
イメージセンサ１５０の構成を説明するための平面図である。
【００９０】
インターライン転送型ＣＣＤイメージセンサ１５０は、半導体基板１０Ａにマトリックス
状に配置された複数の画素セル９Ａを備えている。各画素セル９Ａは、入射光を信号電荷
に変換して蓄積するフォトダイオード３Ａと、フォトダイオード３Ａに蓄積された信号電
荷を読み出すために設けられた転送ゲート３１と、フォトダイオード３Ａと転送ゲート３
１とを分離するように半導体基板１０Ａを掘り込んだＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎ
ｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）によって形成された素子分離部２Ｂと、転送ゲート３１によ
ってフォトダイオード３Ａから読み出された信号電荷を垂直方向に沿って転送するために
、垂直方向に配置された各画素セル９Ａに隣接して互いに所定の間隔を空けて垂直方向に
沿って配置された垂直転送ＣＣＤ２２とを有している。
【００９１】
素子分離部２Ｂの下側には、フォトダイオード３Ａから転送ゲート３１への電荷の流出を
阻止するための深部分離注入層が形成されている。
【００９２】
このように前述した構成と同様の構成によって、素子分離部２Ｂの下側に深部分離注入層
を形成すると、図１～図４を参照して前述した効果と同様の効果を奏するインターライン
転送型ＣＣＤイメージセンサを得ることができる。
【００９３】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、高性能な固体撮像装置およびその製造方 提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態に係る固体撮像装置の構成を示す回路図
【図２】本実施の形態に係る固体撮像装置に設けられたフォトダイオードとＭＯＳトラン
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ジスタとの構成を説明するための平面図
【図３】図２に示す面ＡＡに沿った断面図
【図４】本実施の形態に係る他の固体撮像装置に設けられたフォトダイオードとＭＯＳト
ランジスタとの構成を説明するための図２に示す面ＡＡに沿った断面図
【図５】本実施の形態に係るインターライン転送型ＣＣＤイメージセンサの構成を説明す
るための平面図
【図６】従来の固体撮像装置の構成を示す回路図
【図７】従来の固体撮像装置の動作を説明するためのタイミングチャート
【図８】従来の固体撮像装置に設けられたフォトダイオードとＭＯＳトランジスタとの構
成を説明するための平面図
【図９】図８に示す面ＡＡに沿った断面図
【図１０】従来の他の固体撮像装置に設けられたフォトダイオードとＭＯＳトランジスタ
との構成を説明するための図７に示す面ＡＡに沿った断面図
【符号の説明】
１　深部分離注入層
２　素子分離部
３　フォトダイオード
４　ＭＯＳトランジスタ
５　表面シールド層
６　蓄積フォトダイオード層
７　ソース
８　ドレイン
９　画素セル
１０　半導体基板
２１　Ｐ型ウェル
２２　Ｐ型ウェル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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