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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光電変換素子と、第１の方向において前記第１の光電変換素子に隣接する第２の
光電変換素子と、前記第１の方向と直交する第２の方向において前記第１の光電変換素子
に隣接する第３の光電変換素子と、前記第１の方向とは反対の方向において、前記第１の
光電変換素子に隣接する第４の光電変換素子とを含む複数の光電変換素子と、
　複数の転送トランジスタと、複数の増幅トランジスタと、複数のリセットトランジスタ
とが半導体基板に配された光電変換装置において、
　前記複数の転送トランジスタの各々は、前記光電変換素子で生じた信号電荷を前記増幅
トランジスタのゲートに転送するトランジスタであり、
　前記複数のリセットトランジスタの各々は前記増幅トランジスタの前記ゲートの前記信
号電荷をリセットするトランジスタであり、
　前記第１の光電変換素子と前記第２の光電変換素子との間、および、前記第１の光電変
換素子と前記第４の光電変換素子との間の各々に、前記第１の方向に第１の幅を持つ、前
記信号電荷が少数キャリアとなる第１導電型の複数の第１の半導体領域の各々が配され、
　前記第１の光電変換素子と前記第３の光電変換素子との間に、前記第２の方向に、前記
第１の幅より狭い第２の幅を持つ、前記第１導電型の第２の半導体領域が配され、
　前記複数の第１の半導体領域の各々の下部に、前記第１の方向に第３の幅を持つ、前記
第１導電型の複数の第３の半導体領域の各々が配され、
　前記第２の半導体領域の下部に、前記第２の方向に前記第３の幅を持つ、前記第１導電
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型の第４の半導体領域が配され、
　前記リセットトランジスタが、前記複数の第１の半導体領域のうちの、前記第１の光電
変換素子と前記第２の光電変換素子との間の前記第１の半導体領域の上部に配され、前記
増幅トランジスタが前記複数の第１の半導体領域のうちの、前記第２の光電変換素子と前
記第４の光電変換素子との間の前記第１の半導体領域の上部に配されていることを特徴と
する光電変換装置。
【請求項２】
　前記複数の第１の半導体領域の各々と、前記第２の半導体領域と、前記複数の第３の半
導体領域の各々と、前記第４の半導体領域は、前記信号電荷に対してポテンシャルバリア
として機能することを特徴とする請求項１に記載の光電変換装置。
【請求項３】
　前記複数の光電変換素子の各々は、前記第１導電型とは逆導電型である第２導電型の半
導体領域を有し、
　前記複数の第３の半導体領域の各々の上面は、前記第２導電型の半導体領域の底面と等
しいかあるいは深い位置に配されていることを特徴とする請求項１あるいは２に記載の光
電変換装置。
【請求項４】
　前記複数の第１の半導体領域の各々と前記第２の半導体領域とが互いに等しい深さまで
配されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項５】
　前記複数の第１の半導体領域あるいは前記第２の半導体領域の上部に、絶縁体を含む素
子分離構造が設けられていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の光
電変換装置。
【請求項６】
　前記複数の光電変換素子の上部にカラーフィルタが配されたことを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光電変換装置と、
　前記光電変換装置から出力される信号を処理する信号処理部とを有する撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は光電変換装置の分離の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＣＤ型やＣＭＯＳ型の光電変換装置は多くのデジタルスチルカメラやデジタルカムコ
ーダに用いられている。近年、光電変換装置は画素の縮小化がなされており、それによっ
て生じる隣接の画素への電荷の混入（クロストーク）への対策が検討されている。
【０００３】
　特許文献１では、隣接する画素間での電荷の混入を防ぐための素子分離用のバリアとな
るＰ型ウエル領域を、光電変換素子のＮ型ウエル領域に合わせて深い領域に形成する構成
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２５８２３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されているＰ型ウエル領域であっても、電荷の漏れを
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十分に抑制することが困難な場合がある。
【０００６】
　また、一般的に光電変換装置では、光電変換素子の周辺に光電変換素子の電荷を読み出
すためのトランジスタなどが設けられている。この時、光電変換素子同士を分離する素子
分離領域として機能する半導体領域の幅が異なってしまう場合がある。本発明者らは、こ
のような場合に、特許文献１に記載の光電変換素子の素子分離となりうるＰ型ウエル領域
からの電荷の漏れ量が、素子分離領域の幅によって異なってしまう場合があることを見出
した。隣接する光電変換素子への信号電荷の漏れ量がばらついてしまうと、画質が低下し
、画像信号において補正が困難となってしまう。
【０００７】
　そこで、本発明においては、隣接する光電変換素子（画素）へ混入する電荷のばらつき
の低減が可能な光電変換装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の光電変換装置は、第１の光電変換素子と、第１の方向において前記第１の光電
変換素子に隣接する第２の光電変換素子と、前記第１の方向と直交する第２の方向におい
て前記第１の光電変換素子に隣接する第３の光電変換素子と、前記第１の方向とは反対の
方向において、前記第１の光電変換素子に隣接する第４の光電変換素子とを含む複数の光
電変換素子と、複数の転送トランジスタと、複数の増幅トランジスタと、複数のリセット
トランジスタとが半導体基板に配された光電変換装置において、前記複数の転送トランジ
スタの各々は、前記光電変換素子で生じた信号電荷を前記増幅トランジスタのゲートに転
送するトランジスタであり、前記複数のリセットトランジスタの各々は前記増幅トランジ
スタの前記ゲートの前記信号電荷をリセットするトランジスタであり、前記第１の光電変
換素子と前記第２の光電変換素子との間、および、前記第１の光電変換素子と前記第４の
光電変換素子との間の各々に、前記第１の方向に第１の幅を持つ、前記信号電荷が少数キ
ャリアとなる第１導電型の複数の第１の半導体領域の各々が配され、前記第１の光電変換
素子と前記第３の光電変換素子との間に、前記第２の方向に、前記第１の幅より狭い第２
の幅を持つ、前記第１導電型の第２の半導体領域が配され、前記複数の第１の半導体領域
の各々の下部に、前記第１の方向に第３の幅を持つ、前記第１導電型の複数の第３の半導
体領域の各々が配され、前記第２の半導体領域の下部に、前記第２の方向に前記第３の幅
を持つ、前記第１導電型の第４の半導体領域が配され、前記リセットトランジスタが、前
記複数の第１の半導体領域のうちの、前記第１の光電変換素子と前記第２の光電変換素子
との間の前記第１の半導体領域の上部に配され、前記増幅トランジスタが前記複数の第１
の半導体領域のうちの、前記第２の光電変換素子と前記第４の光電変換素子との間の前記
第１の半導体領域の上部に配されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によって、隣接する光電変換素子へ混入する電荷のばらつきを低減させることが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態を説明する光電変換装置の断面模式図。
【図２】第１の実施形態を説明する光電変換装置の回路図と平面レイアウト図。
【図３】第１の実施形態を説明する、比較のための光電変換装置の断面模式図。
【図４】第２の実施形態を説明する光電変換装置の断面模式図。
【図５】第２の実施形態を説明する光電変換装置の断面模式図。
【図６】第３の実施形態を説明する光電変換装置の断面模式図。
【図７】第４の実施形態を説明する光電変換装置の断面模式図。
【図８】撮像システムを説明するブロック図。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　本発明の光電変換装置は、第１および第２の光電変換素子との間の素子分離領域に配さ
れた信号電荷に対して障壁となりうる（ポテンシャルバリアとなりうる）第１の半導体領
域を有する。そして、第１および第３の光電変換素子との間の素子分離領域に配された信
号電荷に対して障壁となる第２の半導体領域を有する。第２の半導体領域は、第１の半導
体領域と同じ深さであり、第１の半導体領域よりも幅が狭い。そして、第１の半導体領域
と第２の半導体領域の下部に信号電荷に対して障壁となる第３の半導体領域を有する。こ
のような構成によって、第１の光電変換素子にて生じた信号電荷が隣接する第２、第３の
光電変換素子へ偏って混入することを抑制することが可能となる。つまり、クロストーク
量を均一化することが可能となり、得られる画質が向上する。更に、補正を行う場合にお
いても、画像信号を容易に補正することが可能となるため、必要な画像処理部の構成も簡
易な構成にすることが可能となる。
【００１２】
　以下、図面を用いて詳細に本実施形態について説明する。
【００１３】
　（画素回路の一例）
　図２（Ａ）に本発明が適用されうる画素回路の一例を示し、図２（Ｂ）および図２（Ｃ
）にその画素回路の平面レイアウトを示す。図２（Ａ）は２つの光電変換素子を含む画素
セルを示している。光電変換装置には、このような画素セルが１次元もしくは２次元に配
列し、撮像領域を構成している。画素を、光電変換素子を１つ含む構成とした場合、図２
（Ａ）に示す画素セルは２画素を含むといえる。
【００１４】
　まず、図２（Ａ）を用いて画素セルについて説明する。１００は光電変換素子であるフ
ォトダイオード、１０１は転送ＭＯＳトランジスタ、１０２はリセットＭＯＳトランジス
タ、１０３は増幅ＭＯＳトランジスタである。１０４は転送ＭＯＳトランジスタと、リセ
ットＭＯＳトランジスタと、増幅ＭＯＳトランジスタのゲート電極との交点のノードであ
る。１０５は選択ＭＯＳトランジスタ、１０６は出力線である。本実施形態では、２つの
光電変換素子１００ａ、１００ｅを含み、２つの転送ＭＯＳトランジスタ１０１ａ、１０
１ｅを有している。転送ＭＯＳトランジスタ１０１ａは光電変換素子１００ａにて生じた
電荷をノード１０４へ転送する。転送ＭＯＳトランジスタ１０１ｅは光電変換素子１００
ｅにて生じた電荷をノード１０４へ転送する。増幅ＭＯＳトランジスタ１０３はノード１
０４の電位に応じた出力を、選択ＭＯＳトランジスタ１０５を介して出力線１０６へ出力
する。増幅ＭＯＳトランジスタ１０３はソースフォロワ回路の一部であり、そのゲート電
極はノード１０４と接続されている。リセットＭＯＳトランジスタ１０２は、増幅ＭＯＳ
トランジスタ１０３のゲート電極のノード１０４を規定の電位（リセット電位）にリセッ
トする。転送ＭＯＳトランジスタ１０１ａには転送制御信号ＴＸ１が、転送ＭＯＳトラン
ジスタ１０１ｅには転送制御信号ＴＸ２が供給される。リセットＭＯＳトランジスタには
リセット制御信号ＲＥＳが、選択ＭＯＳトランジスタ１０５には選択制御信号ＳＥＬが供
給される。各制御信号によって信号電荷の読み出しが制御される。本実施形態では２つの
光電変換素子は１つの増幅ＭＯＳトランジスタ１０３、リセットＭＯＳトランジスタ１０
２、選択ＭＯＳトランジスタ１０５を共有化している。
【００１５】
　図２（Ｂ）を用いて、光電変換装置の平面レイアウトを示す。図２（Ｂ）において、２
００は光電変換素子であるフォトダイオード、２０１は転送ＭＯＳトランジスタのゲート
電極、２０２はリセットＭＯＳトランジスタのゲート電極を示す。２０３は増幅ＭＯＳト
ランジスタのゲート電極、２０４は浮遊拡散部、２０５は選択ＭＯＳトランジスタのゲー
ト電極を示す。浮遊拡散部２０４はノード１０４を構成する。更に、２０６は増幅ＭＯＳ
トランジスタのソース領域であり、２０７は増幅ＭＯＳトランジスタのドレイン領域であ
る。２０８は選択ＭＯＳトランジスタのソース領域であり、出力線１０６と接続されてい
る。ここで、光電変換素子２００ａと光電変換素子２００ｅとが増幅ＭＯＳトランジスタ
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２０６、選択ＭＯＳトランジスタ、およびリセットＭＯＳトランジスタ２０２を共有して
いる。
【００１６】
　更に、２０９は半導体領域や半導体基板に電圧を供給するための半導体領域であり、ウ
エルコンタクトと称する場合もある。２１０は各素子を分離する素子分離領域である。素
子分離領域２１０には、ＬＯＣＯＳやＳＴＩなどの絶縁体を含む素子分離構造や信号電荷
に対して障壁となるような半導体領域が配されている。以下、説明のため、図２（Ｂ）中
の複数の光電変換素子２００を、それぞれ２００ａ～２００ｇとする。そして、光電変換
素子２００ａに対応する転送ＭＯＳトランジスタのゲート電極を２０１ａ、浮遊拡散部を
２０４ａとする。光電変換素子２００ｂに対応する転送ＭＯＳトランジスタのゲート電極
を２０１ｂ、浮遊拡散部を２０４ｂとする。その他の光電変換素子２００ｃ～２００ｇに
ついても同様に記載する。
【００１７】
　更に、図２（Ｃ）を用いて、光電変換装置の平面レイアウトを説明する。図２（Ｃ）は
図２（Ｂ）の構成を更に説明するための簡略化された平面レイアウトである。図２（Ｃ）
において、光電変換素子２００ａと光電変換素子２００ｄあるいは２００ｅとの間には第
１の素子分離領域２２０が配される。光電変換素子２００ａと光電変換素子２００ｂある
いは２００ｃとの間には第２の素子分離領域２２１が配される。ここで、第１の素子分離
領域２２０は第１の幅Ｗ１を有し、第２の素子分離領域２２１は第２の幅Ｗ２を有し、Ｗ
１＞Ｗ２である。この第１の幅Ｗ１は、光電変換素子２００ａの重心と光電変換素子２０
０ｄあるいは２００ｅの重心との間を結ぶ線分における幅である。また、第２の幅Ｗ２は
、光電変換素子２００ａの重心と光電変換素子２００ｂあるいは２００ｃの重心との間を
結ぶ線分における幅である。この第１の素子分離領域２２０と第２の素子分離領域２２１
は、光電変換素子を囲って格子状に配置されている。図２（Ｃ）に示した第１の素子分離
領域２２０と第２の素子分離領域２２１は、図２（Ｂ）に配されている。なお、素子分離
領域によって規定される光電変換素子２００を含む活性領域には浮遊拡散部２０４も配さ
れている。本実施形態においては、第１の本実施形態の光電変換装置において光電変換素
子は２次元に配置されている。
【００１８】
　なお、光電変換装置は、図２（Ａ）に示したような回路に限定されるものではなく、更
に多くの光電変換素子が増幅ＭＯＳトランジスタを共有化するような構成であっても、選
択ＭＯＳトランジスタを有していない構成であってもよい。また、画素セルが光電変換素
子を１つのみ有する場合であってもよく、図２（Ｂ）に示したような平面レイアウトでな
くてもよい。以下、図面を用いて本発明の実施形態を説明する。
【００１９】
　（第１の実施形態）
　本実施形態の光電変換装置について、図１を用いて説明する。図１（Ａ）は図２（Ｂ）
のＡＢ線における断面模式図であり、図１（Ｂ）は図２（Ｂ）のＣＤ線における断面模式
図である。図１（Ａ）と図１（Ｂ）において、図２（Ｂ）と対応する構成については、同
一の符号を付し説明を省略する。本実施形態では信号電荷が電子である場合について説明
する。また、本実施形態においては、光電変換素子、即ち画素が第１の方向Ｙおよび第２
の方向Ｘに沿って行列状に配されている。なお、第２の方向Ｘと第１の方向Ｙとは直交す
るものとする。
【００２０】
　図１において、２１６は半導体領域であり、２１８は下地基板である。半導体領域２１
６と下地基板２１８とを含む構成を半導体基板２１９とする。半導体領域２１６は下地基
板２１８の中もしくは下地基板２１８の上に形成される。具体的には、半導体領域２１６
は、例えば下地基板２１８にイオン注入によって形成される場合や、下地基板２１８の上
にエピタキシャル層を設けることによって形成される。本実施形態では半導体領域２１６
をＰ型（第１導電型）の半導体領域とし、下地基板２１８をＮ型（第２導電型）とする。
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なお、半導体領域２１６や下地基板２１８の導電型はＮ型でもＰ型であってもよい。２１
７は半導体基板２１９の主表面である。本実施形態では、主表面２１７は、光電変換素子
の受光面を含む面である。光電変換素子２００は、表面保護層として機能しうるＰ型の半
導体領域２１１と、電荷蓄積部として機能しうるＮ型の半導体領域２１２とを含む。浮遊
拡散部２０４はＮ型の半導体領域からなる。光電変換素子２００ａに対応するＰ型の半導
体領域を２１１ａ、Ｎ型の半導体領域を２１２ａとする。光電変換素子２００ｂに対応す
るＰ型の半導体領域を２１１ｂ、Ｎ型の半導体領域を２１２ｂとする。以下、その他の光
電変換素子２００ｃ～２００ｅについても同様である。ここで、光電変換素子２００ａを
第１の光電変換素子とし、光電変換素子２００ｄあるいは２００ｅを第２の光電変換素子
とする。そして、光電変換素子２００ｂあるいは２００ｃを第３の光電変換素子とし、光
電変換素子２００ｆあるいは２００ｇを第４の光電変換素子とする。なお、本実施形態に
おいて、ゲート絶縁膜は省略している。
【００２１】
　上述のような光電変換装置において、第１の素子分離領域２２０と第２の素子分離領域
２２１における半導体基板の主表面には素子分離構造（ここでは、ＬＯＣＯＳ）２１５が
配されている。そして、素子分離構造２１５の下部には、Ｐ型の半導体領域２１６と比べ
て高い不純物濃度の、信号電荷に対してポテンシャルバリアとなりうるＰ型の第１の半導
体領域１１３および第２の半導体領域１１４が配されている。信号電荷に対してポテンシ
ャルバリアとなりうる半導体領域とは、例えば信号電荷が少数キャリアとなるような導電
型の半導体領域である。本実施形態において、第１の半導体領域１１３は第１の素子分離
領域２２０の幅Ｗ１と等しい幅を有し、第２の半導体領域１１４は第２の素子分離領域２
２１の幅Ｗ２と等しい幅を有しているが、これに限らない。第１の半導体領域１１３およ
び第２の半導体領域１１４は素子分離構造２１５の下部から等しい第１の深さＤ１まで配
置されている。第１の半導体領域１１３および第２の半導体領域１１４は等しい不純物濃
度を有する。ここで、第１の光電変換素子２００ａに対応する浮遊拡散部は第１の光電変
換素子２００ａと第３の光電変換素子２００ｂあるいは２００ｃとの間に配され、本実施
形態においては、第１の光電変換素子２００ａと第２の半導体領域との間に配されている
。また、第１あるいは第２の半導体領域の上部に、トランジスタなどの他の素子（２０８
、２０９）が配されていてもよい。なお、第１の半導体領域１１３と第２の半導体領域１
１４とは、各光電変換素子を格子状に囲んでいる。
【００２２】
　本実施形態では、第１の半導体領域１１３および第２の半導体領域１１４の下部に、第
３の半導体領域１１５をそれぞれ有している。第３の半導体領域１１５は、第３の幅Ｗ３
を有し、第１および第２の半導体領域の下部から第２の深さＤ２まで配されている。この
ような第３の半導体領域１１５を有することで、光電変換素子２００ａの半導体基板１１
９の深部にて生じた電荷が、隣接する光電変換素子の間で偏って混入することを抑制する
ことが可能となる。
【００２３】
　第１～第３の半導体領域１１３～１１５は、以下の方法で形成される。半導体基板の第
１および第２の素子分離領域に素子分離構造２１５を形成する。その後、第１および第２
の半導体領域１１３および１１４を形成すべき領域の半導体基板２１９上に、幅Ｗ１とＷ
２の開口を有する、フォトレジスト等の第１のマスクを設ける。第１のマスクを用いてＰ
型の半導体領域を形成するための不純物イオンを第１のドーズ量および第１のエネルギー
で半導体基板２１９へ注入する。このイオン注入によって、第１の半導体領域１１３と第
２の半導体領域１１４が形成される。次に、第１のマスクを除去した後、第３の半導体領
域１１５を形成すべき領域の半導体基板２１９上に、幅Ｗ３の開口を有する、フォトレジ
スト等の第２のマスクを設ける。第２のマスクを用いてＰ型の半導体領域を形成するため
の不純物イオンを第２のドーズ量および第２のエネルギーで半導体基板２１９へ注入する
。このイオン注入によって、第３の半導体領域１１５が形成される。本実施形態では、第
１のドーズ量と第２のドーズ量とは等しく、第１のエネルギーは第２のエネルギーよりも
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小さい。なお、第１および第２の半導体領域１１３および１１４は別別に形成してもよく
、第３の半導体領域１１５を第１および第２の半導体領域よりも先に形成するなど順番も
任意に選択することが出来る。
【００２４】
　次に、図３を用いて、本実施形態との比較を行う。図３は、図１と対応した光電変換装
置の断面模式図である。図３において、図１や図２と対応する構成については同一の符号
を付しており、説明を省略する。光電変換装置の平面レイアウトにおいて、光電変換素子
の間に配された素子分離領域の幅が異なる場合がある。図３において、信号電荷に対して
ポテンシャルバリアとなる半導体領域（３１３、３１４）は、光電変換装置の全面に同時
に形成される。よって、信号電荷に対して障壁となる半導体領域（３１３、３１４）の深
さ（Ｄ３）や不純物濃度は等しくなるが、幅が異なる（Ｗ１、Ｗ２）。このような構成に
おいて、図３に示したように光電変換素子２００ａにおいて半導体基板２１９の深部にて
信号電荷が存在した場合には、隣接する複数の光電変換素子２００ｂ、２００ｃ、２００
ｄ、２００ｅに対して信号電荷の混入量が異なってしまう。なぜなら、信号電荷がランダ
ムに移動するため、また、信号電荷が消滅する確率が一定であるため、信号電荷が隣接す
る光電変換素子へ混入する量が、Ｐ型の半導体領域の幅および第１、第２の領域の幅によ
って変化してしまうためである。よって、信号電荷は光電変換素子２００ａからの距離が
大きい光電変換素子２００ｅに混入し難く、光電変換素子２００ａからの距離が小さい光
電変換素子２００ｃに混入しやすい。例え、光電変換素子と光電変換素子との間に浮遊拡
散部があったとしても、深部にて生じた電荷の大部分が光電変換素子に混入してしまう場
合がある。このように、光電変換素子の配置によって信号電荷が混入する量にバラツキが
あると、例えば、ホワイトバランス情報を得るために補正が必要となってしまう。
【００２５】
　一方、図１に示した光電変換装置においては、光電変換素子２００ａの半導体基板２１
９の深くに電荷が生じた場合、電荷はいずれの方向においても幅Ｗ３の第３の半導体領域
１１５によって阻まれることになる。よって、光電変換素子間の電荷の移動を均一にする
ことが可能となる。
【００２６】
　本実施形態においては、素子分離領域に素子分離構造２１５が設けられているが、Ｐ型
の第１および第２の半導体領域１１３及び１１４のみが設けられている構造であってもよ
い。ここで、半導体領域の境界とは、不純物濃度プロファイルにおいて、Ｐ型の半導体領
域２１６の不純物濃度になった地点をいう。もし半導体領域２１６がＮ型であった場合に
は、不純物濃度プロファイルにおいてｎｅｔ濃度がゼロになる地点を言う。また、半導体
領域や領域の幅とは、半導体領域や領域を半導体基板の主表面２１７に投影した時の主表
面２１７における長さを示している。例えば、半導体基板の主表面２１７に投影した時の
主表面２１７における、光電変換素子の重心同士を結ぶ線分上における長さである。半導
体領域の深さとは、半導体基板の主表面２１７から半導体基板の中へ向った方向における
半導体領域の長さである。
【００２７】
　（第２の実施形態）
　本実施形態の光電変換装置を図４を用いて説明する。図４は図１と対応した光電変換装
置の断面模式図であり、同様な機能を有する構成については同一の符号を付し説明を省略
する。
【００２８】
　本実施形態では、第１の実施形態と比べて第１～第３の半導体領域の構造が異なる。図
４において、第１の半導体領域４１３は深さＤ４まで配されており、２つの半導体領域か
ら構成されている。第２の半導体領域４１４は深さＤ４まで配されており、２つの半導体
領域から構成されている。そして、第３の半導体領域４１５は第１および第２の半導体領
域の下部から深さＤ５まで配されており、２つの半導体領域から構成されている。つまり
、本実施形態においては信号電荷に対して障壁となるような半導体領域は複数の半導体領
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域から構成されている。
【００２９】
　また、深さＤ４は光電変換素子のＮ型の半導体領域２１２の底面と等しい深さとなって
いる。このような構成によって、光電変換素子の半導体領域２１２よりも半導体基板深部
にて生じた電荷は、図４（Ａ）および図４（Ｂ）においても等しい幅Ｗ４の第３の半導体
領域４１５によって分離されうる。もし、Ｎ型の半導体領域２１２よりも浅い部分に第３
の半導体領域４１５を設けた場合には、隣接する光電変換素子の分離を十分に行うことが
難しくなってしまう。つまり、等しい幅の第３の半導体領域４１５を設ける場合には、そ
の上面が光電変換素子の電荷蓄積部として機能するＮ型の半導体領域２１２の底面と等し
いあるいは深い位置に設けることが好ましい。例えば、第１の半導体領域４１３および第
２の半導体領域４１４が半導体基板深部方向にもう１つの半導体領域を含む構成にし、第
３の半導体領域４１５の上面が深さＤ４よりも深い位置にある構成にしてもよい。なお、
第１の半導体領域４１３の幅はＷ１、第２の半導体領域４１４の幅はＷ２、第３の半導体
領域４１５の幅はＷ４であり、それらは第１の実施形態と同様にＷ１＞Ｗ２＞Ｗ４の関係
である。
【００３０】
　また、図５に本実施形態の変形例を示した。図５は図４と対応した光電変換装置の断面
模式図であり、同様な機能を有する構成については同一の符号を付し説明を省略する。図
５において図４と異なる構成は、第３の半導体領域５１５の幅Ｗ５である。図４において
、第１～３の半導体領域の幅は、Ｗ１＞Ｗ２＞Ｗ４の関係であったが、図５ではＷ１＞Ｗ
５＞Ｗ２となっている。ここで、図５（Ａ）および図５（Ｂ）において、半導体基板深部
において生じた電荷に対して等しい幅のポテンシャルバリアとなるような半導体領域が設
けられている。よって、隣接する光電変換素子の間で偏って混入することを抑制すること
が可能となる。このように、第１および第２の半導体領域の幅と第３の半導体領域の幅の
関係は任意に設定可能である。
【００３１】
　（第３の実施形態）
　本実施形態の光電変換装置を、図６を用いて説明する。図６は図１と対応した光電変換
装置の断面模式図であり、同様な機能を有する構成については同一の符号を付し説明を省
略する。
【００３２】
　本実施形態と第１の実施形態とは、第１～第３の半導体領域の構造が異なる。図６（Ａ
）では、第２の半導体領域６１４が幅Ｗ２であり、深さＤ７まで配置されている。図６（
Ｂ）では、第１の半導体領域６１３が幅Ｗ１で深さＤ６まで配置されている。ここで、幅
Ｗ２で深さＤ７まで配された第３の半導体領域が第１の半導体領域６１３の下部にのみ配
されている。言い換えると、図６（Ａ）において、第２の半導体領域６１４が第３の半導
体領域６１５を含んで一体となっている。このような構成においても、光電変換素子２０
０ａの半導体基板１１９の深部にて生じた電荷が、隣接する光電変換素子の間で偏って混
入することを抑制することが可能となる。
【００３３】
　本実施形態では第２の半導体領域６１４が第３の半導体領域６１５を含んで一体となっ
ている構成を示した。しかし、第３の半導体領域６１５の幅がＷ１と等しく、第１の半導
体領域６１３が第３の半導体領域６１５を含んで一体となり、第２の半導体領域６１４の
下部に第３の半導体領域が配される構成であってもよい。
【００３４】
　（第４の実施形態）
　本実施形態の光電変換装置を図７を用いて説明する。図７（Ａ）は図１（Ａ）と、図７
（Ｂ）は図１（Ｂ）と対応した光電変換装置の断面模式図であり、図７（Ｃ）は図２（Ｂ
）のＥＦ線に対応する光電変換装置の断面模式図である。図７において、図１と同様な機
能を有する構成については同一の符号を付し説明を省略する。
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【００３５】
　本実施形態の光電変換装置はカラーフィルタを有する。本実施形態のカラーフィルタは
ベイヤー配列である。第１の光電変換素子２００ａの上部には赤のカラーフィルタ（Ｒ）
が設けられる。第２の光電変換素子２００ｄおよび２００ｅ、第３の光電変換素子２００
ｂおよび２００ｃの上部には緑のカラーフィルタ（Ｇ）が配される。第４の光電変換素子
２００ｆおよび２００ｇの上部には青のカラーフィルタ（Ｂ）が設けられる。以下、２０
０ａ（Ｒ）、２００ｂ（Ｇ）、２００ｆ（Ｂ）等と記す。ここで、光電変換素子２００ａ
（Ｒ）に入射する光は、波長が長いため半導体基板の深部にまで到達し、半導体基板の深
部において電荷を発生させる。また、光電変換素子２００ｂ（Ｇ）や２００ｆ（Ｂ）に入
射する光は、光電変換素子２００ａ（Ｒ）に入射する光に比べて波長が短く、半導体基板
の浅い部分において電荷を発生させる。よって、本実施形態においては、光電変換素子２
００ａ（Ｒ）に近接して設けられている半導体領域の基板深部の幅を等しくすることで、
各光電変換素子へと混入する電荷のばらつきを低減している。
【００３６】
　図７（Ａ）において、第２の素子分離領域２２１には、深さＤ８まで配された幅Ｗ２の
Ｐ型の半導体領域７１４と、その下面から深さＤ９まで幅Ｗ３のＰ型の半導体領域７１５
とが設けられている。図７（Ｂ）において、第１の素子分離領域２２０には、深さＤ８ま
で配された幅Ｗ１のＰ型の半導体領域７１３と、その下面から深さＤ９まで配された幅Ｗ
３のＰ型の半導体領域７１５とが設けられている。そして、図７（Ｃ）においては、第１
の素子分離領域２２０に、深さＤ９まで配された幅Ｗ１のＰ型の半導体領域７１６が設け
られている。このように、少なくとも光電変換素子２００ａ（Ｒ）に近接した第１の素子
分離領域２２０および第２の素子分離領域２２１には、等しい深さに等しい幅Ｗ３のＰ型
の半導体領域７１６を配置する。このような構成によっても、信号電荷が隣接する光電変
換素子へ混入する量を均一とすることが可能となる。
【００３７】
　本実施形態の図７（Ｃ）の光電変換素子２００ａ（Ｒ）に近接しない第１の素子分離領
域２２０については、以下のような構造であってもよい。例えば、幅Ｗ１の第１の半導体
領域７１３を配置し、その下部に幅がＷ１よりも狭いＰ型の半導体領域を配置してもよい
。また、幅Ｗ１の第１の半導体領域７１３を配置し、その下部にＰ型の半導体領域を配置
しなくても良い。好ましくは、他の実施形態のように幅Ｗ３のＰ型の半導体領域を配置す
る構成である。
【００３８】
　なお、幅Ｗ３が幅Ｗ２や幅Ｗ１よりも大きくてもよい。また、信号電荷に対して障壁と
なりうるＰ型の半導体領域は、複数の半導体領域によって構成されていてもよい。また、
本実施形態においてはベイヤー配列のカラーフィルタを用いた構成を説明したが、カラー
フィルタはベイヤー配列に限らず、また補色のカラーフィルタなどであってもよい。少な
くとも、最も長い波長の光に対応したカラーフィルタが配された光電変換素子に近接して
設けられている半導体領域の基板深部の幅を等しくすればよい。
【００３９】
　（撮像システムへの応用）
　本実施形態では、第１の実施形態から第４の実施形態までで説明してきた光電変換装置
を撮像システムに適用した場合について、図８を用いて説明する。撮像システムとは、デ
ジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラや携帯電話用デジタルカメラである。
【００４０】
　図８はデジタルスチルカメラの構成図である。被写体の光学像は、レンズ８０２等を含
む光学系によって光電変換装置８０４の撮像面に結像される。レンズ８０２の外側には、
レンズ８０２のプロテクト機能とメインスイッチを兼ねるバリア８０１が設けられうる。
レンズ８０２には、それから出射される光の光量を調節するための絞り８０３が設けられ
うる。光電変換装置８０４から複数チャンネルで出力される撮像信号は、撮像信号処理回
路８０５によって、各種の補正、クランプ等の処理が施される。撮像信号処理回路８０５
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から複数チャンネルで出力される撮像信号は、Ａ／Ｄ変換器８０６でアナログ－ディジタ
ル変換される。Ａ／Ｄ変換器８０６から出力される画像データは、信号処理部（画像処理
部）８０７によって各種の補正、データ圧縮などがなされる。光電変換装置８０４、撮像
信号処理回路８０５、Ａ／Ｄ変換器８０６および信号処理部８０７は、タイミング発生部
８０８が発生するタイミング信号にしたがって動作する。各ブロックは、全体制御・演算
部８０９によって制御される。その他、画像データを一時的に記憶するためのメモリ部８
１０、記録媒体への画像の記録又は読み出しのための記録媒体制御インターフェース部８
１１を備える。記録媒体８１２は、半導体メモリ等を含んで構成され、着脱が可能である
。さらに、外部コンピュータ等と通信するための外部インターフェース（Ｉ／Ｆ）部８１
３を備えてもよい。ここで、８０５から８０８は、光電変換装置８０４と同一チップ上に
形成されてもよい。
【００４１】
　このようにして、本発明の光電変換装置は撮像システムに適用される。本発明の光電変
換装置を用いることによって、画素間での信号電荷の混入量が均一化されるため、偏りが
あった場合に比べて信号処理回路での画像処理が容易となる。よって、撮像システムの信
号処理部などの構成を簡易なものにすることが可能となる。
【００４２】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明してきた。本発明は各実施形態に限定
されるものではなく、適宜変更可能である。例えば、半導体領域の配置は説明してきた形
態に限らず、複数の領域に分割しても、１つの領域にまとめて形成してもよい。電荷の極
性、半導体領域の極性およびトランジスタの極性についても、適宜変更可能である。画素
配列についても、行列状に限定されない。また、各実施形態の構成は適宜組み合わせるこ
とが可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１００　光電変換素子
　１０１　転送ＭＯＳトランジスタ
　１０２　リセットＭＯＳトランジスタ
　１０３　増幅ＭＯＳトランジスタ
　１０４　浮遊拡散部
　１０５　選択ＭＯＳトランジスタ
　１０６　出力線
　２００　光電変換素子
　２０１　転送ＭＯＳトランジスタのゲート電極
　２０２　リセットＭＯＳトランジスタのゲート電極
　２０３　増幅ＭＯＳトランジスタのゲート電極
　２０４　浮遊拡散部
　２０５　選択ＭＯＳトランジスタのゲート電極
　２０６　増幅ＭＯＳトランジスタのソース領域
　２０７　増幅ＭＯＳトランジスタのドレイン領域
　２０８　選択ＭＯＳトランジスタのソース領域
　２０９　半導体領域や半導体基板に電圧を供給するための半導体領域
　１１３　第１の半導体領域
　１１４　第２の半導体領域
　１１５　第３の半導体領域
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