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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素回路が行列状に配された画素回路領域と、
　前記画素回路領域の周辺に位置し周辺回路が配され、画素回路を有さない周辺回路領域
と、を備える撮像装置であって、
　前記画素回路領域と前記周辺回路領域との間に位置して、直接的または間接的に画像を
形成するための信号を出力する能動素子を有さず、前記画素回路領域および前記周辺回路
領域と境界を成す中間領域をさらに備え、
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、半導体層と、前記半導
体層の上に位置する第１配線層と、前記第１配線層よりも前記半導体層から離れて位置す
る第２配線層とが設けられ、前記中間領域において前記画素回路と前記周辺回路とが少な
くとも前記第１配線層および前記第２配線層の一方の配線層を介して接続されており、
　前記中間領域における前記一方の配線層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率
は、前記画素回路領域における前記一方の配線層の前記画素回路領域の総面積に対する面
積占有率の０．５倍以上１．５倍以下であることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記中間領域には、前記画素回路の基準電位を供給するためのコンタクトが設けられて
いる、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記一方の配線層は、前記中間領域から前記画素回路領域に渡って延在し、前記基準電
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位を供給する配線を含む、請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記一方の配線層は前記第２配線層である、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮
像装置。
【請求項５】
　前記中間領域における前記第２配線層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率は
、前記中間領域における前記第１配線層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率よ
りも低い、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記中間領域における前記第１配線層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率は
、前記画素回路領域における前記第１配線層の前記画素回路領域の総面積に対する面積占
有率の０．７倍以上１．３倍以下である、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装
置。
【請求項７】
　前記第１配線層および前記第２配線層の他方の配線層は、前記中間領域から前記画素回
路領域に渡って延在し、前記基準電位を供給する配線を含む、請求項２または３に記載の
撮像装置。
【請求項８】
　前記中間領域において、前記第１配線層が構成する配線と、前記第２配線層が構成する
配線とが、複数の箇所で交差する、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記複数の画素回路の少なくとも１つの画素回路を包含する前記画素回路領域の区域を
第１の区域とし、前記第１の区域の輪郭と合同な輪郭を有する前記中間領域の区域を第２
の区域として、
　前記第１の区域および前記第２の区域には前記一方の配線層が位置し、前記第２の区域
における前記一方の配線層のパターンと前記第１の区域における前記一方の配線層のパタ
ーンとの一致率が５０％以上である、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記中間領域に位置する前記一方の配線層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有
率は、前記周辺回路領域における前記一方の配線層の前記周辺回路領域の総面積に対する
面積占有率よりも低い、請求項１乃至９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記第１配線層と前記
半導体層との間に位置し、前記半導体層に接続された導電体部材が貫通した絶縁体膜が設
けられており、
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記絶縁体膜と前記半
導体層の間に位置する電極層が設けられ、前記電極層は、前記画素回路領域において前記
画素回路の電極を構成し、前記周辺回路領域において前記周辺回路の電極を構成し、
　前記中間領域に位置する前記電極層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率は、
前記画素回路領域に位置する前記電極層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率の
０．５倍以上１．５倍以下である、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記第１配線層と前記
半導体層との間に位置し、前記半導体層に接続された導電体部材が貫通した絶縁体膜が設
けられており、
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記絶縁体膜と前記半
導体層の間に位置する電極層が設けられ、前記電極層は、前記画素回路領域において前記
画素回路の電極を構成し、前記周辺回路領域において前記周辺回路の電極を構成し、
　前記第１の区域および前記第２の区域には前記電極層が位置し、前記第２の区域におけ
る前記電極層のパターンと、前記第１の区域における前記電極層のパターンとの一致率は
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５０％以上である、請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記一方の配線層と前
記半導体層との間に位置し、前記半導体層に接続された導電体部材が貫通した絶縁体膜が
設けられており、
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記絶縁体膜と前記半
導体層の間に位置する素子分離層が設けられ、
　前記中間領域に位置する前記素子分離層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率
は、前記画素回路領域に位置する前記素子分離層の、前記画素回路領域の総面積に対する
面積占有率の０．５倍以上１．５倍以下である、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載
の撮像装置。
【請求項１４】
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記一方の配線層と前
記半導体層との間に位置し、前記半導体層に接続された導電体部材が貫通した絶縁体膜が
設けられており、
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記絶縁体膜と前記半
導体層の間に位置する素子分離層が設けられ、
　前記複数の画素回路の少なくとも１つの画素回路を包含する前記画素回路領域の区域を
第１の区域とし、前記第１の区域の輪郭と合同な輪郭を有する前記中間領域の区域を第２
の区域として、
　前記第１の区域および前記第２の区域には前記素子分離層が位置し、前記中間領域にお
ける前記素子分離層と、前記画素回路領域における前記素子分離層のパターンとの一致率
は５０％以上である、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記中間領域に位置する前記導電体部材の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率
は、前記画素回路領域に位置する前記導電体部材の、前記画素回路領域の総面積に対する
面積占有率の０．５倍以上１．５倍以下である、請求項１１乃至１４のいずれか１項に記
載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記画素回路領域および前記中間領域には、前記半導体層の上に位置する絶縁体層を貫
通する誘電体部材が設けられており、
　前記中間領域に位置する前記誘電体部材の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率
は、前記画素回路領域に位置する前記誘電体部材の、前記中間領域の総面積に対する面積
占有率の０．５倍以上１．５倍以下である、請求項１１乃至１５のいずれか１項に記載の
撮像装置。
【請求項１７】
　前記絶縁体層は前記第１配線層と前記第２配線層との間に位置し、前記誘電体部材の誘
電率が前記絶縁体層の誘電率よりも高い、請求項１６に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　複数の画素回路が行列状に配された画素回路領域と、
　前記画素回路領域の周辺に位置し周辺回路が配され、画素回路を有さない周辺回路領域
と、
　を備える撮像装置であって、
　前記画素回路領域と前記周辺回路領域との間に位置して、直接的または間接的に画像を
形成するための信号を出力する能動素子を有さず、前記画素回路領域および前記周辺回路
領域と境界を成す中間領域をさらに備え、
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、半導体層の上に位置し
、前記半導体層に接続された導電体部材が貫通した絶縁体膜が設けられており、
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記絶縁体膜と前記半
導体層の間に位置する電極層が設けられ、前記電極層は、前記画素回路領域において前記
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画素回路の電極を構成し、前記周辺回路領域において前記周辺回路の電極を構成し、前記
中間領域においてダミー電極を構成し、
　前記画素回路領域および前記中間領域には、前記導電体部材を介して前記半導体層に基
準電位を供給するためのコンタクトが設けられており、前記画素回路領域における前記コ
ンタクトの数は前記画素回路領域に設けられた画素の数の１／３以下であって、
　前記中間領域における前記ダミー電極の数に対する前記コンタクトの数の比が、前記画
素回路領域における前記電極の数に対する前記コンタクトの数の比よりも大きく、
　前記中間領域における前記電極層の面積占有率は、前記画素回路領域における前記電極
層の面積占有率の０．５倍以上１．５倍以下であることを特徴とする撮像装置。
【請求項１９】
　前記画素回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記絶縁体膜と前記半
導体層の間に位置する素子分離層が設けられ、
　前記中間領域における前記素子分離層の面積占有率は、前記画素回路領域における前記
素子分離層の面積占有率の０．５倍以上１．５倍以下である請求項１８に記載の撮像装置
。
【請求項２０】
　前記中間領域を介した前記画素回路領域と前記周辺回路領域との間の距離は１０μｍ以
上１００μｍ以下である請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＭＯＳイメージセンサなどの撮像装置は、画素回路が配された画素回路領域と、周辺
回路が配された周辺回路領域とを備える。撮像領域と周辺回路領域とでは異なった回路レ
イアウトが採用される。よって、電極や配線と同じ高さあるいはそれらより高い位置に配
された絶縁体層には、画素回路領域と周辺回路領域で、電極や配線の粗密に応じた高低差
が生じる場合がある。さらに絶縁体層に平坦化処理を施すと、画素回路領域の中央部と周
辺部に高低差を生じるという問題がある。画素回路領域の中央部と周辺部の絶縁体層の高
低差は、画素回路領域の中央部と周辺部で信号出力に差を生じさせ、画質の低下の一因に
なる。
【０００３】
　この問題に対して、特許文献１では、画素領域に、電極層および配線層の少なくとも一
層と同一の階層に、透明材料からなる第１の層を形成することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－９４２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のように画素領域に第１の層を形成すると、第１の層の形成時に生じるダメ
ージや、第１の層の存在による光の損失が生じ、画質が低下する可能性がある。したがっ
て、より良好な画像が得られる撮像装置を提供することが要求される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための手段は、複数の画素回路が行列状に配された画素回路領域と
、前記画素回路領域の周辺に位置し周辺回路が配され、画素回路を有さない周辺回路領域
と、を備える撮像装置であって、前記画素回路領域と前記周辺回路領域との間に位置して
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、直接的または間接的に画像を形成するための信号を出力する能動素子を有さず、前記画
素回路領域および前記周辺回路領域と境界を成す中間領域をさらに備え、前記画素回路領
域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、半導体層と、前記半導体層の上に位置す
る第１配線層と、前記第１配線層よりも前記半導体層から離れて位置する第２配線層とが
設けられ、前記中間領域において前記画素回路と前記周辺回路とが少なくとも前記第１配
線層および前記第２配線層の一方の配線層を介して接続されており、前記中間領域におけ
る前記一方の配線層の、前記中間領域の総面積に対する面積占有率は、前記画素回路領域
における前記一方の配線層の前記画素回路領域の総面積に対する面積占有率の０．５倍以
上１．５倍以下であることを特徴とする。
【０００７】
　また、上記課題を解決するための手段は、複数の画素回路が行列状に配された画素回路
領域と、前記画素回路領域の周辺に位置し周辺回路が配され、画素回路を有さない周辺回
路領域と、を備える撮像装置であって、前記画素回路領域と前記周辺回路領域との間に位
置して、直接的または間接的に画像を形成するための信号を出力する能動素子を有さず、
前記画素回路領域および前記周辺回路領域と境界を成す中間領域をさらに備え、前記画素
回路領域、前記周辺回路領域および前記中間領域には、半導体層の上に位置し、前記半導
体層に接続された導電体部材が貫通した絶縁体膜が設けられており、前記画素回路領域、
前記周辺回路領域および前記中間領域には、前記絶縁体膜と前記半導体層の間に位置する
電極層が設けられ、前記電極層は、前記画素回路領域において前記画素回路の電極を構成
し、前記周辺回路領域において前記周辺回路の電極を構成し、前記中間領域においてダミ
ー電極を構成し、前記画素回路領域および前記中間領域には、前記導電体部材を介して前
記半導体層に基準電位を供給するためのコンタクトが設けられており、前記画素回路領域
における前記コンタクトの数は前記画素回路領域に設けられた画素の数の１／３以下であ
って、前記中間領域における前記ダミー電極の数に対する前記コンタクトの数の比が、前
記画素回路領域における前記電極の数に対する前記コンタクトの数の比よりも大きく、前
記中間領域における前記電極層の面積占有率は、前記画素回路領域における前記電極層の
面積占有率の０．５倍以上１．５倍以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、良好な画像が得られる撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】撮像装置の一例の平面ブロック図。
【図２】占有率と一致率を説明する模式図。
【図３】撮像装置の一例の断面模式図。
【図４】撮像装置の一例の平面模式図。
【図５】撮像装置の一例の平面模式図。
【図６】撮像装置の一例の断面模式図、平面模式図。
【図７】撮像装置の一例の断面模式図。
【図８】撮像装置の一例の平面模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態を説明する。なお、以下の説明お
よび図面において、複数の図面を相互に参照する場合がある。複数の図面に渡って共通の
構成については共通の符号を付しており、共通の符号を付した構成については適宜説明を
省略する。
【００１１】
　図１は撮像装置１０００の平面ブロック図である。撮像装置１０００は、画素回路が配
された画素回路領域１と、周辺回路が配された周辺回路領域２と、を備える。周辺回路領
域２は画素回路領域１の周辺に設けられている。本実施形態では、周辺回路領域２は画素
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回路領域１から離れており、画素回路領域１と周辺回路領域２との間には、中間領域３が
位置している。図１において、画素回路領域１は一点鎖線で囲まれた領域、周辺回路領域
２は二点鎖線と実線の間の領域、中間領域３は一点鎖線と二点鎖線との間の領域である。
中間領域３は、画素回路領域１の縁よりも周辺回路領域２側に位置し、その一端が画素回
路領域１の縁と境界（図１の一点鎖線に対応）を成す。また、中間領域３は、周辺回路領
域２の縁（内縁）よりも画素回路領域１側に位置し、その他端が周辺回路領域２と境界（
図１の二点鎖線に対応）を成す。これら境界を示す一点鎖線と二点鎖線はほかの図にも記
載している。画素回路領域１の縁は、画素回路領域１の画素回路を構成する半導体素子の
活性領域の縁を含み、周辺回路領域２の縁は、周辺回路領域２の周辺回路を構成する半導
体素子の活性領域の縁を含む。中間領域３の一端は、画素回路領域１の画素回路を構成す
る半導体素子の活性領域に隣接する、素子分離領域の縁を含む。中間領域３の他端は、周
辺回路領域２の周辺回路を構成する半導体素子の活性領域に隣接する、素子分離領域の縁
を含む。中間領域３の範囲については、後で詳細に説明する。
【００１２】
　画素回路領域１に配された画素回路は、光電変換部と、電気信号を生成する信号生成部
を有する。光電変換部は画素毎に設けられている。画素回路の信号生成部は、転送ゲート
やフローティングノード、増幅トランジスタ、リセットトランジスタなどを含む。信号生
成部は複数の画素で共有されていてもよい。画素回路領域１には複数の画素回路が行列状
に配列されている。また、画素回路領域１には、複数の画素回路の信号生成部を、列毎あ
るいは行毎に接続する配線（グローバル配線）が設けられている。図１には、グローバル
配線として、行方向に延びる行配線４と列方向に延びる列配線５とを示している。行方向
とは、同じ行に属する画素が並ぶ方向であり、複数の列が並ぶ方向である。列方向とは、
同じ列に属する画素が並ぶ方向であり、複数の行が並ぶ方向である。図１では行方向をＸ
方向として、列方向をＹ方向としている。
【００１３】
　画素回路領域１は受光画素領域１０１を少なくとも含む。受光画素領域１０１には受光
画素１０１０が配列される。受光画素１０１０は、受光可能な光電変換部と、当該光電変
換部の電荷に基づく信号を生成する信号生成部とを有する。受光画素１０１０の信号生成
部で生成された信号は画像を形成する。画素回路領域１は受光画素領域１０１に加えて、
第１基準画素領域１０２および第２基準画素領域１０３の少なくとも一方を含みうる。第
１基準画素領域１０２には第１基準画素１０２０が配列される。第１基準画素１０２０は
、遮光された光電変換部と、当該光電変換部の電荷に基づく信号生成する信号生成部とを
有する。第１基準画素１０２０は遮光画素やオプティカルブラック（ＯＢ）画素、黒基準
画素などと呼ばれる。第２基準画素領域１０３には第２基準画素１０３０が配列される。
第２基準画素１０３０は、光電変換部を有さず、信号生成部を有する。第１基準画素１０
２０あるいは第２基準画素１０３０の信号生成部で生成された信号は、受光画素１０１０
で得られた信号のノイズ除去などのための参照信号として用いられる。受光画素１０１０
は直接的に画像を形成する画素であるのに対し、基準画素１０２０、１０３０から出力さ
れた信号は間接的に画像を形成する画素である。受光画素領域１０１を有効画素回路領域
と称し、受光画素１０１０を有効画素と称することができる。第１基準画素領域１０２お
よび第２基準画素領域１０３を非有効画素回路領域と総称し、第１基準画素１０２０およ
び第２基準画素１０３０を非有効画素と総称することができる。
【００１４】
　周辺回路領域２に配された周辺回路は、画素回路からの信号を処理するための信号処理
回路２０１や、画素回路を駆動するための駆動回路（垂直駆動回路）２０２、信号処理回
路を駆動するための駆動回路（水平駆動回路）２０３、出力回路２０４を含む。信号処理
回路２０１は、定電流源などを含む読み出し回路や、ＣＤＳ回路、ＡＤＣ回路、増幅回路
などを含みうる。周辺回路として、ＡＤＣ回路により生成されたデジタル信号を処理する
デジタル信号処理回路を設けることもできる。
【００１５】
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　中間領域３には、例えば、画素回路と周辺回路を接続する配線が設けられる。また、中
間領域３には、例えば、画素回路および周辺回路のいずれの構成要素でもないダミー部材
が設けられる。また、中間領域３には、例えば画素回路に基準電位を付与するための導電
体部材（コンタクトプラグ）が設けられる。
【００１６】
　上述したように、第１基準画素１０２０や第２基準画素１０３０は画素回路領域１に含
まれるのであって、中間領域３には、受光画素１０１０、第１基準画素１０２０および第
２基準画素１０３０は存在しない。後述するように、中間領域３には、画素回路領域１に
配された画素である有効画素または非有効画素と類似の構造物を設けることが好ましい。
しかしその類似の構造物は画素を成すものではなく、直接的または間接的に画像を形成す
るための信号を出力しない。また、その類似の構造物が実際に能動素子として動作可能で
あったとしても、その能動素子は、直接的または間接的に画像を形成するための信号を出
力しない。言い換えれば、中間領域３には、直接的または間接的に画像を形成するための
信号を出力する能動素子は設けられていない。
【００１７】
　図１において、中間領域３は、第１基準画素領域１０２と垂直駆動回路２０２との間の
左部領域３０１と、第１基準画素領域１０２と信号処理回路２０１との間の下部領域３０
２とを含む。また中間領域３は、受光画素領域１０１に対して垂直駆動回路２０２とは反
対側の右部領域３０３と、第２基準画素領域１０３と垂直駆動回路２０２との間の上部領
域３０４とを含む。このように、中間領域３は、左部領域３０１と下部領域３０２と右部
領域３０３と上部領域３０４とで画素回路領域１の四方を囲んだ形状を有している。この
ように、好ましい中間領域３の形状は四角形（ロの字型）であるが、中間領域３がＵ字型
（コの字型）やＬ字型の領域、あるいは複数か単数のＩ字型の領域であってもよい。
【００１８】
　撮像装置１０００は、半導体層や絶縁体層、導電体層などを含む複数の層により形成さ
れた積層体である。これらの層は、画素回路領域１、周辺回路領域２および中間領域３に
設けられている。本実施形態は、これらの層の内の或る層（以下、特定層ともいう）に着
目して、その層のレイアウトを検討したものである。撮像装置１０００を構成する層や特
定層の具体例については、後述する。
【００１９】
　中間領域３は、画素回路領域１と周辺回路領域２との比較における、特定層の粗密（密
度）の違いを調整するための領域に用いることができる。具体的には、画素回路領域１に
配置された特定層を、中間領域３にも配置することで、中間領域３における特定層の密度
を画素回路領域１に配置された特定層の密度に近づける。以下、画素回路領域１、周辺回
路領域２および中間領域３の内の或る領域を特定領域と呼ぶ。
【００２０】
　ここで、特定層の粗密、すなわち密度は、特定層の「占有率」で定義することができる
。特定領域における特定層の占有率は、特定領域における特定層の占有面積を、上記特定
領域の面積で割った値の百分率である。つまり、ここでいう占有率は面積占有率である。
特定領域の面積は、光電変換部の受光面を構成する半導体層の表面に平行であり、特定層
と同じ高さに位置する仮想平面内で、特定領域が占める面積であり、特定領域の総面積で
ある。特定層の占有面積は、上記特定領域内で、特定層が存在する面積である。特定層の
占有面積は、半導体層への特定層の正射影の面積に対応する。上記特定領域の面積は、特
定層の占有面積と、特定層と同じ高さに位置するそれ以外の層（非特定層）の占有面積と
の和である。なお、非特定層は１層とは限らず複数種類の層であってもよい。
【００２１】
　特定層の占有面積を求めるには、例えば次のような手法を採用することができる。
【００２２】
　まず、特定層が位置する仮想平面に正方格子座標を適用し、各座標に対応する区画にお
ける特定層の有無を二値化して割り当てる。正方格子座標のピッチは、例えば特定層のパ
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ターンの最小幅の半分程度とすればよい。二値化の手法としては、閾値法を用いて、例え
ば区画の面積の半分以上の範囲に特定層が位置していれば、特定層が存在し、そうでなけ
れば特定層が存在しない、と判断すればよい。二値化の手法としては、誤差拡散法やオー
ダードディザ法などを用いることもできる。
【００２３】
　図２（ａ）に示した例は、画素回路領域１において、特定層が位置する仮想平面を１０
×１０の１００個の区画に分けて、各区画における特定層の有無を二値化した結果である
。図２（ａ）の例の特定層は、各々が蛇行した３本の連続線からなるパターンであり、黒
塗りのマスで示されている。白抜きのマスは非特定層が存在していることを意味している
。同様に図２（ｂ１）、（ｂ２）に示した例は、それぞれが中間領域３において、特定層
が位置する仮想平面を１０×１０の１００個の区画に分けて、各区画における特定層の有
無を二値化した結果である。特定領域の全体をこのような区画に分けて二値化することで
特定領域における特定層の占有率を算出することができる。なお、図２（ｂ１）は例えば
中間領域３の下部領域３０２の一部での特定層のパターンであり、図２（ｂ２）は中間領
域３の別の部分、例えば中間領域３の上部領域の一部での特定層のパターンである。
【００２４】
　画素回路領域１における特定層の占有率は図２（ａ）から理解されるように５３％であ
り、中間領域３における特定層の占有率は図２（ｂ１）、（ｂ２）で示されるパターンか
ら理解されるように５２％である。従って、中間領域３における特定層の占有率は、画素
回路領域１における特定層の占有率の０．９８倍である。
【００２５】
　中間領域３における特定層の占有率は、画素回路領域１における特定層の占有率の０．
５倍以上１．５倍以下であることが好ましい。この時、中間領域３における特定層の密度
は、画素回路領域１における特定層の密度に類似しているということができる。これによ
り特定層の上層あるいは特定層と同じ高さに位置する非特定層の画素回路領域１における
平坦性を、撮像装置１０００に要求される高い光学的特性を満足するレベルに高めること
ができる。中間領域３における占有率が、画素回路領域１における占有率の０．５倍を下
回るか１．５倍を超える特定層は、その密度が、画素回路領域１と中間領域３とで類似し
ていないことを意味する。画素回路領域１と中間領域３とで密度が類似しない特定層の存
在は、非特定層の平坦性を著しく低下させ、撮像装置１０００の光学的特性が低下する要
因となる。
【００２６】
　また、中間領域３における特定層の占有率は、画素回路領域１における特定層の占有率
の０．７倍以上１．３倍以下であることが好ましい。この時、中間領域３における特定層
の密度は、画素回路領域１における特定層の密度に近似しているということができる。ま
た、中間領域３における特定層の占有率は、画素回路領域１における特定層の占有率の０
．９倍以上１．１倍以下であることが好ましい。この時、中間領域３における特定層の密
度は、画素回路領域１における特定層の密度に酷似しているということができる。中間領
域３における特定層の占有率が、画素回路領域１における特定層の占有率の１．０倍であ
ると、中間領域３における特定層の密度は、画素回路領域１における特定層の密度に一致
しているということができる。
【００２７】
　上述したように、中間領域３における特定層の占有率を画素回路領域１における特定層
の占有率の０．５倍以上１．５倍以下とする上では、特定層の平面レイアウトは任意の形
状（パターン）を採用することができる。しかしながら、特定層は、それぞれ画素回路領
域１と中間領域３とで類似の平面レイアウトを有することが好ましい。これにより特定層
の上層あるいは特定層と同じ高さに位置する非特定層の、画素回路領域１における平坦性
を向上することができる。各特定層の平面レイアウトの類似度は、パターンの「一致率」
により定義することができる。一致率の算出の仕方を以下に説明する。
【００２８】
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　まず一致率を算出する対象である２つの特定領域において、それぞれ特定層と同じ高さ
の仮想平面の適当な区域に、正方格子座標を適用して、複数の区画に区分する。各特定領
域に適用される区域は輪郭が合同である必要がある。そして、各座標に対応する区画にお
ける特定層の有無を、特定層の面積の値を二値化して割り当てる。この手法は、上述した
占有率の算出と同様であるので説明を省略する。
【００２９】
　次に、画素回路領域１における特定層のパターンと中間領域３における特定層のパター
ンとを重ね、区域内での相対的位置が等価な区画（座標）ごとに、パターンが重なるか否
かを判定する。全区画のうち、画素回路領域１において特定層が存在し、かつ中間領域３
において特定層が存在する区画の数（ＮＯ）をカウントする。また、画素回路領域１にお
いて特定層が存在せず、かつ中間領域３において特定層が存在しない区画の数（ＮＸ）も
カウントする。一致率は、これらの和（ＮＯ＋ＮＸ）を、全区画（ＮＴ）の数で割った値
の百分率であり、（１００×（ＮＯ＋ＮＸ）／ＮＴ）％で示される。なお、画素回路領域
１および中間領域３の一方の区画において特定層が存在し、他方の区画において特定層が
存在しない区画の数はＮＴ－ＮＯ－ＮＸである。
【００３０】
　特定層のパターンの一致率を算出するために比較される２つの区域は、比較される２つ
の区域で特定層のパターンの一致率が最大化されるように選択される。例えば、以下のよ
うに選択を行う。まず、比較される２つの特定領域の一方の領域の区域（第１の区域）を
選択する。次いで、比較される２つの特定領域の他方の領域から、上記第１の区域におけ
る特定層パターンとの一致率が最も高い区域（第２の区域）を選択する。典型的には、第
１の区域に対して一致率が最大となる第２の区域は、第１の区域を行方向または列方向に
平行移動した位置かその近傍に存在する。
【００３１】
　図２（ｃ１）は、図２（ａ）のパターンと図２（ｂ１）のパターンの組み合わせの類似
度を、図２（ｃ２）は図２（ａ）のパターンと図２（ｂ２）のパターンの組み合わせの類
似度を、それぞれ視覚的に示している。画素回路領域１において特定層が存在し、かつ中
間領域３において特定層が存在する区画には「Ｏ」を示している。画素回路領域１におい
て特定層が存在せず、かつ中間領域３において特定層が存在しない区画には「Ｘ」を示し
ている。画素回路領域１において特定層が存在し、かつ中間領域３において特定層が存在
しない区画には「Ａ」を示している。画素回路領域１において特定層が存在せず、かつ中
間領域３において特定層が存在する区画には「Ｂ」を示している。上述したように、「Ｏ
」と「Ｘ」が多いほど、一致率が高く、類似度が高いと理解することができる。図２（ｃ
１）では、Ｏが２７区画、Ｘが２２区画、Ａが２８区画、Ｂが２３区画であり、一致率は
４９％である。一方、図２（ｃ２）では、Ｏが４３区画、Ｘが２８区画、Ａが１２区画、
Ｂが７区画であり、一致率は９１％である。
【００３２】
　特定層に関して、画素回路領域１におけるパターンと、中間領域３におけるパターンと
の一致率は高ければ高い方がよい。一致率が５０％以上であれば、パターンは類似してい
ると云うことができ、一致率が７０％以上であれば、パターンは近似していると云うこと
ができる。さらに、一致率が９０％以上であればパターンは酷似していると云うことがで
き、一致率が１００％であればパターンが一致していると云うことができる。画素回路領
域１と中間領域３とで、特定層のパターンの一致率が類似していることは、特定層の占有
率が近似している可能性が高いことを意味する。一方、図２（ａ）に対する図２（ｂ１）
と図２（ｂ２）の比較から理解されるように、画素回路領域１と中間領域３とで、特定層
の占有率が類似していることは、必ずしも特定層のパターンが類似することを意味しない
。また、画素回路領域１におけるパターンと中間領域３におけるパターンとが、幾何学的
な相似の関係にあることは、占有率や一致率の高さに直結しない。
【００３３】
　なお、上記した占有率や一致率の算出手法は一例である。現実的には、撮像装置の製造
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時に用いられるフォトマスクの設計のためのＣＡＤシステムにより、容易に占有率や一致
率を算出することができる。また、画像解析等の手法により占有率や一致率を算出するこ
ともできる。
【００３４】
　中間領域３の幅、すなわち列方向あるいは行方向における画素回路領域１と周辺回路領
域２の距離は、１μｍ以上１０００μｍ以下である。距離が極端に小さいと中間領域３に
特定層を設ける効果が小さくなり、距離が極端に大きいと撮像装置１０００の不要な大型
化を招く。中間領域３の幅の好ましい範囲は１０μｍ以上１００μｍ以下である。列方向
における中間領域３の幅は、少なくとも画素回路領域１における画素の配列の２行のピッ
チ分を確保すること、つまり画素の２行分以上とすることが望ましい。典型的な画素の配
列ピッチは０．５μｍ以上５μｍ以下である。行方向における中間領域３の幅としては、
少なくとも画素回路領域１における画素の配列の複数列のピッチ分を確保すること、つま
り中間領域３の幅は画素の２列分の幅以上とすることが望ましい。例えば、中間領域３の
幅は画素の１０列分の幅以上１００列分の幅以下とすることができる。
【００３５】
　上述した、一致率の算出の対象となる特定領域内の区域は、画素回路領域１において、
１つの画素回路を包含するような範囲にするべきである。より好ましくは、繰り返しパタ
ーンの最小単位以上とするべきである。この最小単位は例えば１つの画素分のレイアウト
となるが、画素共有構造を採用する場合には複数画素にわたるレイアウトとなる。ここで
、比較対象となる各領域の区域の輪郭は合同である必要がある。一方の領域の区域の輪郭
を四角形にして、他方の領域の区域の輪郭を円形にしては、正確な一致率が算出できない
。また、一致率の算出の対象となる画素回路領域１内の区域の幅は、中間領域３の幅を超
えない。例えば、中間領域３の幅を基準にして、中間領域３の幅を四辺とする正方形の区
域より小さい範囲とする。つまり、中間領域３の幅をＷとして、縦Ｗ×横Ｗの区域と同じ
かそれより小さい区域を、適当な数の区画に分けて、区画毎に一致の当否を判定すればよ
い。例えば、中間領域３の幅が６０μｍであり、特定層のパターンの幅が１００ｎｍとす
る。その場合、１区画を５０ｎｍ四方として、縦１０００×横１０００の計１００万区画
に分けた５０μｍ四方の区域を、画素回路領域１および中間領域３に適用して、一致率を
算出すればよい。画素回路領域１と類似したパターンを有する区域、すなわち５０％以上
の一致率を示す区域は、中間領域３に極力多いことが望ましい。例えば、特定層は、中間
領域３の全面積の５０％以上において、画素回路領域１に類似したパターンを有すること
が好ましい。中間領域３が画素回路領域１を取り囲み、行方向と列方向のそれぞれにおい
て、画素回路領域１から中間領域３にかけて、画素回路領域１のパターンが繰り返されて
いることが好ましい。
【００３６】
　以上、撮像装置１０００を構成する層の占有率や一致率について説明を行った。撮像装
置１０００は層だけでなく、層を貫通する部材を含みうる。層を貫通する部材とは、例え
ば上述した導電体部材１５や後述する誘電体部材が挙げられる。これらの部材（以下、特
定部材ともいう）についても、層と同様に占有率や一致率を定義することができる。その
場合、特定部材が貫通する層が非特定層となる。一つの層のみを貫通する種類の特定部材
ものもあれば、複数の層を貫通する種類の特定部材もある。
【００３７】
　次に、撮像装置１０００の構造を、断面図および平面図を参照して詳細に説明する。
【００３８】
　撮像装置１０００の第１実施形態にかかる断面構造を詳細に説明する。図３（ａ）は、
図１のＡ－Ｂ線における断面図であり、中間領域３と、その近傍の画素回路領域１の一部
および周辺回路領域２の一部を示している。画素回路領域１の一部には第１基準画素領域
１０２が含まれている。図３（ｂ）は、図１のＣ－Ｄ線における断面図であり、中間領域
３と、その近傍の画素回路領域１の一部および周辺回路領域２の一部を示している。画素
回路領域１の一部には第２基準画素領域１０３が含まれている。
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【００３９】
　撮像装置１０００は、画素回路領域１から周辺回路領域２に渡って複数の層が積層され
た積層体である。撮像装置１０００は、素子部１０と配線部３０と透光部５０を含む。
【００４０】
　素子部１０は、半導体層１１、素子分離層１２、電極層１３、絶縁体膜１４、導電体部
材１５を含む。絶縁体膜１４は半導体層１１を覆うように設けられ、半導体層１１に接続
された導電体部材１５が絶縁体膜１４を貫通して設けられている。典型的な導電体部材１
５はコンタクトプラグである。コンタクトプラグの主たる材料は例えばタングステンであ
り、チタンや窒化チタンなどのバリアメタルを含むことができる。絶縁体膜１４は光電変
換部１１１上に設けられた反射防止層１４１や、導電体部材１５を形成する際のエッチン
グストッパ層（不図示）を含む多層膜でありうる。
【００４１】
　受光画素１０１０は光電変換部１１１と上述した転送ゲートのゲート電極である転送ゲ
ート電極１３１と、上述したフローティングノードを構成する浮遊拡散領域１１４（フロ
ーティングディフュージョン：ＦＤ）を有する。典型的な光電変換部１１１は、半導体層
１１内に形成されたフォトダイオードである。
【００４２】
　同様に第１基準画素１０２０も光電変換部１１１と転送ゲート電極１３１を有する。こ
こでは転送ゲート電極１３１のみを示しているが、半導体層１１の上には信号生成部の他
のトランジスタのゲート電極も設けられる。半導体層１１は画素回路領域１から中間領域
３に渡って延在するウェル１１３を有する。ウェル１１３には後述する基準コンタクト１
５０を介して、画素回路の基準電位が供給される。ウェル１１３は例えばＰ型ウェルであ
る。半導体層１１は周辺回路領域２にウェル１１２を有する。ウェル１１２には周辺回路
の基準電位が供給される。ウェル１１２は例えばＮ型ウェルであるが、周辺回路領域２に
はＰ型ウェル（不図示）も設けられる。
【００４３】
　ゲート電極は、ゲート絶縁膜を介して半導体層１１の上に設けられる。そのため、ゲー
ト電極の上面は半導体層１１の表面に対して突出しており、ゲート電極の有無により凹凸
が生じる。電極層１３は、これらのゲート電極を構成する導電体層（例えばポリシリコン
層）である。電極層１３は半導体層１１と絶縁体膜１４との間に位置する。電極層１３は
、ゲート電極と同じ材料（ポリシリコン）で構成された、ゲート電極以外の部材を含みう
る。この部材は配線部材、抵抗部材、あるいは密度調整用のダミー部材などとして用いる
ことができる。半導体層１１の表面に沿って、ＬＯＣＯＳやＳＴＩ、ＥＤＩなど、絶縁体
からなる既知の素子分離層１２が設けられている。半導体層１１と電極層１３との間には
、ゲート絶縁膜または素子分離層１２が位置する。素子分離層１２は、ゲート絶縁膜より
も厚い絶縁体で構成される。複数の導電体部材１５の一部は、電極層１３に接続されうる
。
【００４４】
　図１、３の一点鎖線は画素回路領域１の縁を示し、画素回路領域１と中間領域３の境界
を示す。画素回路領域１の縁は、複数の画素回路の内で、画素回路領域１の端に位置する
画素回路を全て包含する。ｍ行ｎ列の画素回路を有する画素回路領域１において、端に位
置する画素回路とは、画素回路領域１の一端の行（第１行）を成す画素回路群と、他端の
行（第ｍ行）を成す画素回路群と、一端の列（第１列）を成す画素回路群と、他端の列（
第ｎ列）である。画素回路領域１の縁は、画素回路領域１の端に位置する４つの画素回路
群の各々の画素回路を構成する半導体素子の活性領域の縁に外接する、４本の仮想的な直
線で規定することができる。この時、画素回路領域１は第１の四角形を成す。
【００４５】
　周辺回路領域２の縁は、周辺回路の内で、画素回路領域１側の端に位置する複数の半導
体素子の各々の活性領域の縁に外接する、仮想的な直線で規定することができる。この仮
想的な直線は、画素回路領域１の縁を画定する直線に平行な４本の直線でありうる。この



(12) JP 6226683 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

時、周辺回路領域２の内縁は第２の四角形を成す。
【００４６】
　画素回路や周辺回路の半導体素子の活性領域は、素子分離層１２によって形成された素
子分離領域と接する。従って、中間領域３の両端には、素子分離層１２の縁が位置する。
そして、中間領域３の内縁と仮定された第１の四角形と中間領域３の外縁として仮定され
た第２の四角形とで挟まれた領域が中間領域３であると仮定される。ただし、第１の四角
形と第２の四角形との間に画素回路や周辺回路が存在する場合には、その部分は中間領域
３ではなく、画素回路領域１または周辺回路領域２である。従って、中間領域３として仮
定された領域から、画素回路領域１または周辺回路領域２に該当する部分を除いた部分が
、中間領域３として確定される。
【００４７】
　画素回路領域１の行方向または列方向における縁において、実効的な幅を持った中間領
域３を介さずに、画素回路領域１が周辺回路領域２と近接している部分があってもよい。
中間領域３の実効的な幅は１μｍ以上であり、画素回路領域１と周辺回路領域２との間の
距離が１μｍ未満である部分は、画素回路領域１と周辺回路領域２とが近接しているとみ
なされる。
【００４８】
　配線部３０は、素子部１０の上に位置する。配線部３０は、素子部の上の第１配線層３
１、第２配線層３２、第３配線層３３を含む。第１配線層３１、第２配線層３２および第
３配線層３３のそれぞれが導電体層である。配線部３０は、第１絶縁体層２１、第２絶縁
体層２２、第３絶縁体層２３、第４絶縁体層２４を有する層間絶縁膜２０を含む。また、
配線部３０はパッシベーション膜２６を含む。
【００４９】
　また、配線部３０は、第１配線層３１と第２配線層３２を接続するビアプラグ３４と、
第２配線層３２と第３配線層３３を接続するビアプラグ３５を含む。受光画素領域１０１
においては、第３配線層３３を格子状に配置することで、受光画素１０１０における光路
を画定するための遮光体として用いることができる。また、第１基準画素領域１０２にお
いては、第３配線層３３が光電変換部を遮光する遮光体として機能する。第１配線層３１
、第２配線層３２および第３配線層３３は例えばアルミニウム層や銅層である。配線層３
１、３２、３３はバリアメタルを含むことができる。ビアプラグ３４，３５はタングステ
ンや銅からなり、第２配線層３２、第３配線層３３と同じ材料で一体的に形成されていて
もよいし、第２配線層３２、第３配線層３３と別の材料で別体として形成されてもよい。
【００５０】
　第１絶縁体層２１は第１配線層３１と同じ高さに位置する。第２絶縁体層２２は、第１
配線層３１と第２配線層３２との間に位置する。第４絶縁体層２４は、第２配線層３２と
第３配線層３３との間に位置する。層間絶縁膜２０はこれら第１～４絶縁体層の他に、銅
などの配線材料の拡散を防止する拡散防止層を含むことができる。
【００５１】
　パッシベーション膜２６は、例えば窒化シリコン層を含み、必要に応じて、酸窒化シリ
コン層などで構成された反射防止層をさらに含む。パッシベーション膜２６は、表面をレ
ンズ形状に加工することで、層内レンズとしてのレンズ機能を有するように構成すること
もできる。
【００５２】
　透光部５０は、第１平坦化層５１、カラーフィルタ層５２、第２平坦化層５３、トップ
レンズ層５４を含む。カラーフィルタ層５２は複数色のカラーフィルタがベイヤー方式な
どで配列されたマルチカラーフィルタ層であるが、モノクロフィルタ層であってもよい。
第１平坦化層５１および第２平坦化層５３は、例えば樹脂層で構成される。
【００５３】
　次に、撮像装置１０００の平面構造を、詳細に説明する。
【００５４】
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　図４（ａ）は、撮像装置１０００の第１実施形態における、図１（ａ）において点線Ｅ
で囲んだ区域の、素子分離層１２および電極層１３の平面レイアウトの一例である。図４
（ｂ）は、撮像装置１０００の第１実施形態における、図１（ａ）において点線Ｅで囲ん
だ区域の、第１配線層３１および第２配線層３２の平面レイアウトの一例である。
【００５５】
　図４（ａ）において、半導体層１１の素子分離層１２の開口から露出した領域である半
導体領域１１０を斜線のハッチングで示している。また、電極層１３を半導体層１１のハ
ッチングとは異なる向きの斜線のハッチングで示している。電極層１３と半導体領域１１
０とが重なる部分は、互いに異なる向きの斜線が交差するようなハッチングで示している
。半導体領域１１０は活性領域でありうるが、そうでない場合もある。半導体領域１１０
の内、電極層１３と半導体領域１１０とが重なる部分は、トランジスタのチャネルが形成
される部分でありうる。
【００５６】
　図４（ａ）には、半導体層１１または電極層１３と第１配線層３１とを接続するコンタ
クトの位置を示している。コンタクトの位置は、導電体部材１５の位置に対応する。コン
タクトは、基準コンタクト１５０と非基準コンタクト１５１に区別できる。基準コンタク
ト１５０は、半導体層１１に接続され、基準電位を半導体層１１に供給するコンタクトで
ある。基準コンタクト１５０については後述する。非基準コンタクト１５１は、トランジ
スタのソース・ドレインに接続された第１種コンタクトと、トランジスタのゲートに接続
された第２種コンタクトを含む。また、非基準コンタクトは、半導体層１１と電極層１３
とを、第１配線層３１を経由せずに直接的に接続する第３種コンタクトを含む。この第３
種コンタクトは、いわゆるシェアードコンタクトである。
【００５７】
　図４（ｂ）において、第１配線層３１を斜線のハッチングで示している。また、第２配
線層３２を第１配線層３１のハッチングとは異なる向きの斜線のハッチングで示している
。第１配線層３１と第２配線層３２とが重なる部分は、互いに異なる向きの斜線が交差す
るようなハッチングで示している。このように第１配線層３１と第２配線層３２とが重な
る部分は、第１配線層３１と第２配線層３２とが接続されるビアプラグ３４が存在しうる
部分である。
【００５８】
　図４（ｂ）には、第１配線層３１と第２配線層３２とを接続するビア３４０の位置を示
している。ビア３４０の位置は、図３で示した、第１配線層３１と第２配線層３２とを接
続するビアプラグ３４の位置に対応する。図４（ｂ）には、半導体層１１または電極層１
３と第１配線層３１とを接続する基準コンタクト１５０または非基準コンタクト１５１の
位置も示している。
【００５９】
　図４（ａ）におけるコンタクトと、図４（ｂ）におけるコンタクトの位置はそれぞれ対
応しており、このコンタクトの対応関係から配線層３１、３２と素子分離層１２および電
極層１３との位置関係を理解することが可能である。
【００６０】
　図４（ａ）を用いて、図３にて説明した素子分離層１２，電極層１３、導電体部材１５
の構成を説明する。
【００６１】
　画素回路領域１に設けられた素子分離層１２は、半導体層１１の半導体領域１１０を露
出させるパターンを有している。素子分離層１２のパターンは、光電変換部１１１が設け
られた活性領域を、半導体層１１に画定するための、第１種開口１２１を含む。また、素
子分離層１２のパターンは、画素回路のトランジスタのソース、ドレイン、チャネルが設
けられた活性領域を、半導体層１１に画定するための、第２種開口１２２を含む。第１種
開口１２１は、第２種開口１２２よりも面積が大きい。なお、本例では、転送トランジス
タは第１種開口１２１と第２種開口１２２で画定された活性領域にまたがって形成されて
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いる。リセットトランジスタは第２種開口１２２で確定された活性領域に形成されている
。一方、増幅トランジスタは、別の画素のリセットトランジスタの活性領域を画定する第
２種開口１２２で画定された活性領域に形成されている。ここでは、各画素において、第
１種開口１２１と第２種開口１２２が連続して１つの開口を形成する形態を挙げた。しか
し、各画素において、第１種開口と第２種開口が分離した複数の開口を含む形態でもよい
。また、１つの連続した開口が複数の画素に渡って設けられていてもよい。
【００６２】
　中間領域３に設けられた素子分離層１２は、半導体層１１の半導体領域１１０を露出さ
せるパターンを有している。素子分離層１２のパターンは、半導体層１１に第１種領域を
画定する、第１種開口１２１３を含む。また、素子分離層１２のパターンは、半導体層１
１に第１種領域より面積の小さい第２種領域を画定する第２種開口１２２３を有する。図
４（ａ）に示す第１実施形態では、第２種領域より面積の小さい第３種領域を半導体層１
１に画定する、第３種開口１２３３をさらに含む。第１実施形態（図４（ａ））では、中
間領域３の第１種開口１２１３と第３種開口１２３３との面積の和が、画素回路領域１の
第１種開口１２１の面積と同程度になっている。本例では、第２種開口１２２の形状と第
２種開口１２２３の形状は一致する（合同である）。
【００６３】
　また、中間領域３における第１種開口１２１３と第２種開口１２２３の相互の位置関係
は、画素回路領域１における第１種開口１２１と第２種開口１２２との相互の位置関係と
類似している。本例ではこれらの位置関係は一致している。また、中間領域３には第１種
開口１２１３と第２種開口１２２３からなる開口群が複数設けられている。これら開口群
と画素回路領域１における開口群の相互の位置関係（配列周期）は類似している。本例で
はこれらの位置関係（配列周期）は画素回路領域１と中間領域３とで一致している。
【００６４】
　周辺回路領域２に設けられた素子分離層１２は、周辺回路を構成するトランジスタの活
性領域を画定する開口１２４、１２５、１２６を含むパターンを有する。周辺回路領域２
における素子分離層１２のパターンは、画素回路領域１における素子分離層１２や中間領
域３における素子分離層１２のパターンとは類似しない。
【００６５】
　画素回路領域１に設けられた電極層１３は、ゲート電極群を有し、ゲート電極群は、転
送ゲート電極１３１、増幅ゲート電極１３２およびリセットゲート電極１３３を含む。増
幅ゲート電極１３２は増幅トランジスタのゲート電極、リセットゲート電極１３３はリセ
ットトランジスタのゲート電極である。ゲート電極群が画素回路領域１に複数設けられて
いる。これらのゲート電極群が、画素回路領域１において光電変換部毎に信号生成部を構
成している。
【００６６】
　中間領域３に設けられた電極層１３は、第１種ダミー電極１３１３、第２種ダミー電極
１３２３、第３種ダミー電極１３３３を構成している。第１種ダミー電極１３１３は画素
回路領域１の転送ゲート電極１３１と類似した形状を有している。なお、第１種ダミー電
極１３１３は図３（ａ）にも示している。図４（ａ）に示すように、本例、第１種ダミー
電極１３１３の形状と転送ゲート電極１３１の形状は一致する（合同である）。第２種ダ
ミー電極１３２３は画素回路領域１の増幅ゲート電極１３２と類似した形状を有している
。本例では、第２種ダミー電極１３２３の形状と増幅ゲート電極１３２の形状は一致する
（合同である）。本例では、第３種ダミー電極１３３３の形状とリセットゲート電極１３
３の形状は一致する（合同である）。また、中間領域３における第１～３種ダミー電極１
３１３、１３２３、１３３３の相互の位置関係は、画素回路領域１におけるゲート電極１
３１、１３２、１３３との相互の位置関係と類似している。本例ではこれらの位置関係は
一致している。また、中間領域３には第１～３種ダミー電極１３１３、１３２３、１３３
３からなるダミー電極群が複数設けられている。これら複数のダミー電極群と複数のゲー
ト電極群の相互の位置関係は類似している。本例ではこれらの位置関係は一致している。
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【００６７】
　周辺回路領域２に設けられた電極層１３は、周辺回路を構成するトランジスタのゲート
電極１３４を構成している。ゲート電極１３４は例えばＣＭＯＳ回路のゲートを構成する
。ゲート電極１３４は、ＮＭＯＳトランジスタのゲート電極とＰＭＯＳトランジスタのゲ
ート電極と、これらを接続する配線と、を兼ねた一体的な部材として形成することもでき
る。また周辺回路領域２にける電極層１３は画素回路領域１や中間領域３と、異なった構
造を有していてもよい。例えば、周辺回路領域２にける電極層１３は、下部がポリシリコ
ンで、上部がシリサイドで構成されたポリサイド構造を有していてもよい。
【００６８】
　次に、図４（ｂ）を用いて、図３にて説明した配線層３１，３２の構成を説明する。
【００６９】
　まずは、画素回路領域１における導電体層の構成を説明する。第１配線層３１および第
２配線層３２は、画素回路領域１を横断するグローバル配線を構成する。画素回路領域１
のグローバル配線としては、各々が行方向に延長する転送線３１１およびリセット線３１
２が挙げられる。また、各々が列方向に延長する基準線３２１、奇数列出力線３２２、電
源線３２３および偶数列出力線３２４が挙げられる。電源線と基準線を除く、転送線３１
１、リセット線３１２、奇数列出力線３２２および偶数列出力線３２４を信号線と総称す
る。
【００７０】
　転送線３１１は画素回路領域１において転送ゲートのＯＮとＯＦＦを制御する転送信号
（ＴＸ）を伝達する。リセット線３１２は画素回路領域１においてリセットトランジスタ
のＯＮとＯＦＦを制御するためのリセット信号（ＲＳ）を伝達する。基準線３２１は画素
回路領域１において半導体層１１に付与される基準電位（ＧＮＤ）を伝達する。奇数列出
力線３２２は奇数列の画素信号生成部からの信号（ＰＸ１）を伝達する。電源線３２３は
半導体層１１のウェル領域に付与される電源電位（ＶＤＤ）を伝達する。偶数列出力線３
２４は偶数列の画素の信号生成部からの信号（ＰＸ２）を伝達する。
【００７１】
　画素回路領域１において、グローバル配線である転送線３１１およびリセット線３１２
は主に第１配線層３１で構成されている。また、画素回路領域１において、グローバル配
線である基準線３２１、奇数列出力線３２２、電源線３２３および偶数列出力線３２４は
主に第２配線層３２で構成されている。画素回路領域１には第２配線層３１で構成された
グローバル配線を半導体層１１と接続するためのローカル配線が第１配線層３１で構成さ
れている。
【００７２】
　第１配線層３１で構成されたグローバル配線（行配線）は、転送線３１１およびリセッ
ト線３１２が蛇行形状であり、両者は画素に対して略対称形を有している。また、第１配
線層３１で構成されたグローバル配線は、転送線３１１とリセット線３１２がこの順で繰
り返し配列された位置関係になっている。
【００７３】
　第２配線層３２で構成されたグローバル配線は、基準線３２１、奇数列出力線３２２お
よび偶数列出力線３２４が略直線状であり、電源線３２３が蛇行形状である。基準線３２
１と奇数列出力線３２２と電源線３２３と偶数列出力線３２４とがこの順で繰り返し配列
された位置関係になっている。
【００７４】
　次に、周辺回路領域２における配線層の構成を説明する。周辺回路領域２では、転送線
３１１およびリセット線３１２は、画素回路領域１と同様に第１配線層３１で構成されて
いる。垂直駆動回路において行毎に設けられた回路のローカル配線３１３には第１配線層
３１が用いられている。これら行毎に設けられた回路を接続するグローバル配線３２６、
３２７には第２配線層３２が用いられている。
【００７５】



(16) JP 6226683 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

　周辺回路領域２では、基準線３２１に接続する基準線３１６、奇数列出力線３２２に接
続する奇数列出力線３１７、電源線３２３に接続する電源線３１８、および、偶数列出力
線３２４に接続する偶数列出力線３１９が設けられている。基準線３１６、奇数列出力線
３１７、電源線３１８および偶数列出力線３１９は、画素回路領域１とは異なり、第１配
線層３１で構成されている。また、信号処理回路において列毎に設けられた回路のローカ
ル配線３１４には第１配線層３１が用いられている。これら列毎に設けられた回路を接続
するグローバル配線３２８には第２配線層３２が用いられている。
【００７６】
　次に、中間領域３における、第１配線層３１や第２配線層３２などの導電体層の構成を
説明する。ここで、中間領域３を、画素回路領域１と水平駆動回路との間の部分である左
部領域３０１と、は、画素回路領域１と垂直駆動回路との間の部分である下部領域３０２
とに分けて説明する。
【００７７】
　左部領域３０１には、垂直駆動回路からの信号（ＴＸ、ＲＳ）を伝送するために、転送
線３１１、リセット線３１２が延在している。中間領域３では、画素回路領域１と同様に
、転送線３１１やリセット線３１２は第１配線層３１で構成されている。ただし、第１実
施形態においては、左部領域３０１の転送線３１１およびリセット線３１２は、画素回路
領域１のような蛇行形状ではなく、直線形状になっている。
【００７８】
　また、左部領域３０１には、各々が列方向に延長して中間領域３を横断するグローバル
配線として、第１種基準線３２１３、第２種基準線３２２３、第３種基準線３２３３およ
び第４種基準線３２４３の４種類の基準線が設けられている。第１種基準線３２１３と第
２種基準線３２２３と第３種基準線３２３３と第４種基準線３２４３は、それぞれ、図３
（ａ）、（ｂ）の断面図で示した第２配線層３２で構成されている。
【００７９】
　第１種基準線３２１３は画素回路領域１の基準線３２１と類似の形状および等価な位置
関係で設けられている。第２種基準線３２２３は画素回路領域１の奇数列出力線３２２と
類似の形状および等価な位置関係で設けられている。第３種基準線３２３３は画素回路領
域１の電源線３２３と類似の形状および等価な位置関係で設けられている。第４種基準線
３２４３は画素回路領域１の偶数列出力線３２４と類似の形状および等価な位置関係で設
けられている。具体的には、第１種基準線３２１３と第２種基準線３２２３と第４種基準
線３２４３は直線形状で、第３種基準線３２３３は蛇行形状である。そして、第１種基準
線３２１３と第２種基準線３２２３と第３種基準線３２３３と第４種基準線３２４３がこ
の順で配列された位置関係になっている。そのため、画素回路領域１と中間領域３では、
第２配線層３２の密度は類似しており、第２配線層３２の平面レイアウトも類似している
。
【００８０】
　中間領域３において、第２配線層３２で構成された第１種基準線３２１３と第２種基準
線３２２３は、それぞれ、周辺回路領域２において、第１配線層３１で構成された第１種
基準線３１６２と第２種基準線３１７２に接続されている。中間領域３において、第２配
線層３２で構成された第３種基準線３２３３と第４種基準線３２４３は、それぞれ、周辺
回路領域２において、第１配線層３１で構成された第３種基準線３１８２と第４種基準線
３１９２に接続されている。左部領域３０１において、第２配線層３２で構成された第１
種基準線３２１３と第２種基準線３２２３と第３種基準線３２３３と第４種基準線３２４
３は、第１配線層３１で構成された転送線３１１やリセット線３１２と複数の箇所で交差
する。
【００８１】
　第１種基準線３２１３、第２種基準線３２２３、第３種基準線３２３３および第４種基
準線３２４３は、いずれも中間領域３の左部領域３０１において半導体層１１に基準電位
を付与するための基準信号（ＧＮＤ）を伝達する。
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【００８２】
　下部領域３０２には、水平駆動回路からの信号（ＧＮＤ、ＶＤＤ，ＰＸ１，ＰＸ２）を
伝送するために、基準線３２１、奇数列出力線３２２、電源線３２３および偶数列出力線
３２４が延在している。中間領域３では、画素回路領域１と同様に、基準線３２１、奇数
列出力線３２２、電源線３２３および偶数列出力線３２４第２配線層３２で構成されてい
る。第１実施形態においては、下部領域３０２の電源線３２３は、画素回路領域１と同様
に蛇行形状になっている。
【００８３】
　下部領域３０２において第２配線層３２で構成された基準線３２１と奇数列出力線３２
２は、それぞれ、周辺回路領域２において第１配線層３１で構成された基準線３１６と奇
数列出力線３１７に接続されている。下部領域３０２において第２配線層３２で構成され
た電源線３２３と偶数列出力線３２４は、それぞれ、周辺回路領域２において電源線３１
８と偶数列出力線３１９に接続されている。
【００８４】
　また、下部領域３０２には、各々が行方向に延長して中間領域３を縦断するグローバル
配線として、第５種基準線３１１３および第６種基準線３１２３の２種類の基準線が設け
られている。第５種基準線３１１３は、画素回路領域１の転送線３１１の間隔と等価な間
隔で設けられており、第６種基準線３１２３は、画素回路領域１のリセット線３１２の間
隔と等価な間隔で設けられている。画素回路領域１において転送線３１１およびリセット
線３１２が蛇行形状であるのに対し、第５種基準線３１１３および第６種基準線３１２３
は直線形状である。下部領域３０２において、第１配線層３１で構成された第５種基準線
３１１３および第６種基準線３１２３は、第１配線層３１で構成された基準線３１６、奇
数列出力線３１７、電源線３１８および偶数列出力線３１９と複数の箇所で交差する。ま
た、左部領域３０１と下部領域３０２との接続部では、第１配線層３１で構成された各種
基準線３１１３、３１２３が、第２配線層３２で構成された各種基準線３２１３、３２２
３、３２３３、３２４３と複数の箇所で交差する。
【００８５】
　第５種基準線３１１３および第６種基準線３１２３は、いずれも中間領域３の下部領域
３０２において半導体層１１を基準電位にするための基準信号（ＧＮＤ）を伝達する。
【００８６】
　画素回路領域１および中間領域３には、半導体層１１に基準電位を付与するための基準
コンタクト１５０を設けることができる。基準電位は、ウェル電位やボディ電位とも呼ば
れ、典型的には接地電位である。図３（ａ）、（ｂ）に示すように、基準コンタクト１５
０は中間領域３に設けられたコンタクトプラグなどの導電体部材１５によって形成され、
この導電体部材１５に基準電位を供給する配線を接続することで達成できる。ここでは、
遮光体として広範囲に渡って広がる第３配線層３３を配線として用い、第２配線層３２お
よび第１配線層３１を介して、基準電位を導電体部材１５に付与している。図４（ａ）に
示すように、画素回路領域１を囲む中間領域３に基準コンタクト１５０を多数設けること
で、画素回路領域１を囲むように基準コンタクト１５０を多数設けることができる。その
ため、画素回路領域１の中央部と周辺部とでの基準電位に違いが生じることを抑制して、
シェーディングを低減することができる。基準コンタクト１５０は、第２配線層３２で構
成された第１種基準線３２１３や第３種基準線３２３３に接続された、第１配線層３１で
構成されたローカル配線３１５３を介して設けられている。また、第２種基準線３２２３
や第４種基準線３２４３に接続されたローカル配線３１６３を介して設けられている。
【００８７】
　なお、画素回路領域１にも基準コンタクト１５０を設けることができる。しかしながら
、基準コンタクト１５０はノイズ源となりうるため、画素回路領域１の基準コンタクト１
５０の数は少ない方がよい。例えば３個以上の画素に１個の割合で基準コンタクト１５０
を設けるとよい。このことは、赤色、緑色、青色などの３原色の光をそれぞれ受光する３
種類の画素に対して、少なくともいずれか２種類の画素の近傍には対応する基準コンタク
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ト１５０が設けられないことを意味しうる。例えば、第１の波長の光を受光する画素Ｂか
ら、当該画素Ｂに最近接する基準コンタクト１５０までの距離をＬＢとする。第２の波長
の光を受光する画素Ｇから、当該画素Ｇに最近接する基準コンタクト１５０までの距離を
ＬＧとする。第３の波長の光を受光する画素Ｒから、当該画素Ｒに最近接する基準コンタ
クト１５０までの距離をＬＲとする。ここで、画素Ｒと画素Ｇと画素Ｂは互いに隣り合う
ものとする。互いに隣り合う３個以上の画素に１個の割合で基準コンタクト１５０を設け
ると、ＬＢ＜ＬＲおよびＬＢ＜ＬＧを満たし得る。ＬＢ＝０であってもよい。
【００８８】
　また、４個以上の画素に１個の割合で基準コンタクト１５０を設けることがより好まし
い。例えば、第２の波長の光を受光する画素Ｇ１に最近接する基準コンタクト１５０まで
の距離をＬＧ１、第２の波長の光を受光する画素Ｇ２に最近接する基準コンタクト１５０
までの距離をＬＧ２とする。画素Ｒと画素Ｇ１と画素Ｇ２と画素Ｂは互いに隣り合うもの
とする。互いに隣り合う４個以上の画素に１個の割合で基準コンタクト１５０を設けると
、ＬＢ＜ＬＧ１、ＬＢ＜ＬＧ２およびＬＢ＜ＬＲを満たし得る。これは、ベイヤー配列を
成す２×２の画素配列の範囲内には、対応する基準コンタクト１５０が１個しか設けられ
ないことを意味しうる。
【００８９】
　さらに、５個以上の画素に１個の割合で基準コンタクト１５０を設けることがより好ま
しく、８個以上の画素に１個の割合で基準コンタクト１５０を設けることがより好ましい
。さらには、１０～１０００画素に一つの割合で基準コンタクト１５０を配置するとよい
。Ｍ個の画素に１個の割合で基準コンタクト１５０を設けることは、画素回路領域１にお
ける基準コンタクト１５０の数をＭＲＣ、画素回路領域１に設けられた画素の数をＭＰと
して、ＭＲＣ／ＭＰが１／Ｍと一致するか、１／Ｍに近似できることを意味する。つまり
、画素回路領域１における基準コンタクト１５０の数は画素回路領域１に設けられた画素
の数の１／Ｍ以下である。Ｍは３以上であることが好ましく、５以上、４以上、８以上、
１０以上、１０００以下で有り得る。もちろん、Ｍ＝１、２であってもよい。
【００９０】
　一方、中間領域３では画素回路領域１における基準コンタクト１５０の密度よりも高い
密度で基準コンタクト１５０を配置することが好ましい。
【００９１】
　中間領域３と画素回路領域１での基準コンタクト１５０の密度の違いは、電極層１３で
構成された部材の数ＮＥＬに対する基準コンタクト１５０の数ＮＲＣの比ＮＲＣ／ＮＥＬ

で比較することができる。中間領域３におけるダミー電極の数ＮＥＬ３に対する基準コン
タクト１５０の数ＮＲＣ３の比をＮＲＣ３／ＮＥＬ３とする。画素回路領域１における電
極の数ＮＥＬ１に対する基準コンタクト１５０の数ＮＲＣ１の比をＮＲＣ１／ＮＥＬ１と
する。ここで、比ＮＲＣ３／ＮＥＬ３が比ＮＲＣ１／ＮＥＬ１よりも大きくなるようにす
ることができる。電極層１３の占有率が中間領域３と画素回路領域１とで類似している場
合にＮＲＣ３／ＮＥＬ３＞ＮＲＣ１／ＮＥＬ１を満たすことは、基準コンタクト１５０の
密度を画素回路領域１よりも中間領域３で高くすることを意味しうる。電極層１３の占有
率が中間領域３と画素回路領域１とで類似している場合とは、上述したように、中間領域
３における電極層１３の占有率が画素回路領域１における電極層１３の占有率の０．５倍
以上１．５倍以下の場合である。第１実施形態では、４画素に１つの割合で基準コンタク
ト１５０が設けられているから、画素回路領域１の４画素分の区域において、ゲート電極
の数ＮＥＬ１＝１２であり、ＮＲＣ１＝１、ＮＲＣ１／ＮＥＬ１＝１／１２である。一方
、中間領域３の同じ面積の区域において、ダミー電極の数ＮＥＬ３＝１２であり、ＮＲＣ

３＝４６、ＮＲＣ１／ＮＥＬ１＝４６／１２である。したがって、ＮＲＣ３／ＮＥＬ３＞
ＮＲＣ１／ＮＥＬ１を満たす。
【００９２】
　このように、中間領域３の基準コンタクト１５０を画素回路領域１の基準コンタクト１
５０よりも高密度で配する一方で、中間領域３の導電体部材１５を画素回路領域１の導電
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体部材１５と同程度の密度で配することが好ましい。画素回路領域１には基準コンタクト
１５０以外に非基準コンタクト１５１が設けられる。例えば、１つの光電変換部に対応す
る信号生成部では、基準コンタクト１５０以外に５つの非基準コンタクト１５１が用いら
れる。トランジスタを設ける必要のない中間領域３では、非基準コンタクト１５１の占有
面積を中間領域３では信号生成部における５つ分のコンタクトの占有面積の少なくとも一
部を、基準コンタクト１５０に置き換えることが可能となる。
【００９３】
　次に、その他の構成について説明を行う。図３、図４に示すように、画素回路領域１お
よび中間領域３には、絶縁体からなる素子分離層１２が位置している。中間領域３におけ
る素子分離層１２はダミー部材として用いることができる。ここで素子分離層１２の画素
回路領域１における占有率をＤＦＬ１とし、素子分離層１２の中間領域３における占有率
をＤＦＬ３とする。特定層は素子分離層１２であり、非特定層は半導体層１１に該当する
。例えばＤＦＬ１は２０％である。本例では、上記ＤＦＬ１、ＤＦＬ３に関して、０．９
≦ＤＦＬ３／ＤＦＬ１≦１．１の関係を満足している。
【００９４】
　また、画素回路領域１および中間領域３には、電極層１３が位置している。中間領域３
における電極層１３はダミー部材として用いることができる。ここで電極層１３の画素回
路領域１における占有率をＤＥＬ１とし、電極層１３の中間領域３における占有率をＤＥ

Ｌ３とする。この場合、特定層は電極層１３であり、非特定層は絶縁体膜１４に該当する
。例えばＤＥＬ１は２５％である。本例ではＤＥＬ１、ＤＥＬ３に関して０．９≦ＤＥＬ

３／ＤＥＬ１≦１．１の関係を満足している。
【００９５】
　また、画素回路領域１および中間領域３には、複数の導電体部材１５が位置している。
ここで導電体部材１５の画素回路領域１における占有率をＤＣＰ１とし、導電体部材１５
の中間領域３における占有率をＤＣＰ３とする。この場合、特定層は導電体部材１５であ
り、非特定層は絶縁体膜１４に該当する。本例では、上記ＤＣＰ１、ＤＣＰ３に関して、
０．８≦ＤＣＰ３／ＤＣＰ１≦１．２の関係を満足している。
【００９６】
　また、画素回路領域１および中間領域３には、第１配線層３１が位置している。中間領
域３における第１配線層３１は画素回路と周辺回路とを接続する配線として用いることが
できる。ここで第１配線層３１の画素回路領域１における占有率をＤＭ１１とし、第１配
線層３１の中間領域３における占有率をＤＭ１３とする。この場合、特定層は第１配線層
３１であり、非特定層は第２絶縁体層２２に該当する。例えばＤＭ１１は２５％である。
本例では、上記ＤＭ１１、ＤＭ１３に関して、０．８≦ＤＣＰ３／ＤＣＰ１≦１．２の関
係を満足している。
【００９７】
　また、画素回路領域１および中間領域３には、第２配線層３２が位置している。中間領
域３における第２配線層３２は画素回路と周辺回路とを接続する配線として用いることが
できる。ここで第２配線層３２の画素回路領域１における占有率をＤＭ２１とし、第２配
線層３２の中間領域３における占有率をＤＭ２３とする。この場合、特定層は第２配線層
３２であり、非特定層は第３絶縁体層２３に該当する。例えばＤＭ２１は２０％である。
本例では、上記ＤＭ２１、ＤＭ２３に関して、０．８≦ＤＭ２３／ＤＭ２１≦１．２の関
係を満足している。
【００９８】
　このように、素子分離層１２、電極層１３、第１配線層３１および第２配線層３２は、
画素回路領域１と中間領域３との密度差を小さくする対象である特定層でありうる。また
、導電体部材１５も同様に画素回路領域１と中間領域３との密度差を小さくすることが好
ましい。そのためには、上述したように特定層としての各層の占有率が、画素回路領域１
と中間領域３とで、類似、近似、酷似あるいは一致していることが好ましい。さらに、特
定層としての各層の画素回路領域１におけるパターンと中間領域３におけるパターンの一
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致率が、類似、近似、酷似あるいは一致していることが好ましい。
【００９９】
　素子分離層１２、電極層１３、第１配線層３１および第２配線層３２を特定層とするこ
ととで、これら特定層と同じ高さに位置する非特定層、あるいは、特定層の上層の平坦性
を向上することが可能となる。これに対して、以下の参考形態で説明するように、特定層
の占有率が画素回路領域１と中間領域３とで、大きく異なる場合には、特定層と同じ高さ
に位置する非特定層、あるいは、非特定層の上層の平坦性が低下する。
【０１００】
　撮像装置１０００の参考形態にかかる断面、平面構造について説明する。図７（ａ）は
、撮像装置１０００の参考形態に関する図１のＡ－Ｂ線における断面図であり、図４（ａ
）に対応している。図７（ｂ）は、撮像装置１０００の参考形態に関する図１のＣ－Ｄ線
における断面図であり、図４（ｂ）に対応している。図８（ａ）は、撮像装置１０００の
参考形態に関する図１（ａ）において点線Ｅで囲んだ区域の、素子分離層１２および電極
層１３の平面レイアウトの一例である。図８（ｂ）は、撮像装置１０００の参考形態に関
する、図１（ａ）において点線Ｅで囲んだ区域の、第１配線層３１および第２配線層３２
の平面レイアウトの一例である。第１実施形態と共通の部材には共通の符合をつけており
、詳細な説明を省略する。
【０１０１】
　参考形態では、中間領域３には、開口１２３４、１２３５を画定する以外は、素子分離
層１２が大部分を占め、ＤＦＬ３＝８０％であり、画素回路領域１における占有率と類似
の関係にない。また、中間領域３には、周辺回路の電極１３４の一部を除いては電極層１
３が設けられておらず、ＤＥＬ３≒０であり、画素回路領域１における占有率と類似の関
係にない。また、中間領域３には、導電体部材１５が画素回路領域１よりも高密度に設け
られており、例えば、ＤＣＰ３／ＤＣＰ１＞１．５となり、画素回路領域１における占有
率と類似の関係にない。導電体部材１５は、開口１２３４、１２３５で画定された半導体
領域に設けられた基準コンタクト１５０を構成する。
【０１０２】
　このように、画素回路領域１に比べて中間領域３で素子分離層１２および／または電極
層１３が低密度であると、それらと同レベルあるいは上層に形成される絶縁体膜１４の上
面が中間領域３よりも画素回路領域１において高くなり、傾斜が生じうる。これは、素子
分離層１２や電極層１３の上面が半導体層１１の表面よりも高いためである。このような
絶縁体膜１４の傾斜は、絶縁体膜１４にリフロー法やエッチバック法、ＣＭＰ法などの平
坦化処理を施しても、完全に解消することが難しい。また、画素回路領域１に比べて中間
領域３で導電体部材１５が高密度であると、それらと同レベルあるいは上層に形成される
絶縁体膜１４の上面が中間領域３よりも画素回路領域１において高くなりがちである。こ
れは、絶縁体膜１４に形成されたコンタクトホールに埋め込む、タングステンなどの導電
体部材１５の材料をＣＭＰ法で除去する際に、コンタクトホールの密度の高いところで、
エロージョンが生じやすいためである。当然、このように上面が傾斜した絶縁体膜１４の
上方に成膜される絶縁体層も、その傾斜に応じて傾斜した上面を有してしまう。
【０１０３】
　また、中間領域３には、第１配線層３１が画素回路領域１よりも高密度に設けられてい
る。具体的には、下部領域３０２に設けられた第１配線層３１は、基準線３１６、奇数列
出力線３１７、電源線３１８、および、偶数列出力線３１９を構成している。さらに、第
１配線層３１は下部領域３０２において、基準コンタクト１５０に接続されるローカル配
線３１７３を構成している。上部領域３０４でも下部領域３０２の第１配線層３１と同様
に、第１配線層３１が設けられている。このように、下部領域３０２や上部領域３０４に
設けられた第１配線層３１が、中間領域３における第１配線層３１の占有率を画素回路領
域１よりも高くする要因となっている。もちろん、左部領域３０１の第１配線層３１とし
てのローカル配線３１５３も同様である。その結果、例えばＤＭ１３＝４０％であり、Ｄ

Ｍ１３／ＤＭ１１＝１．６となるため画素回路領域１における占有率と類似の関係にない
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。また、中間領域３には、グローバル配線である基準線３２０３を構成する第２配線層３
２が画素回路領域１よりも高密度に設けられており、例えばＤＭ２３＝８０％であり、Ｄ

Ｍ２３／ＤＭ２１＝４．０となるため画素回路領域１における占有率と類似の関係にない
。
【０１０４】
　ここで、第１配線層３１および／または第２配線層３１がアルミニウム層である場合に
ついて説明する。アルミニウム層が画素回路領域１に比べて中間領域３で高密度であると
、そのアルミニウム層を覆って、アルミニウム層と同レベルあるいは上層に形成される絶
縁体層の上面が画素回路領域１よりも中間領域３において高くなり、傾斜が生じうる。こ
れは、エッチング法によってパターニングされるアルミニウム層の上面が、下層の絶縁体
層の表面よりも高いためである。このようなアルミニウム層を覆う絶縁体層の傾斜は、そ
の絶縁体層にリフロー法やエッチバック法、ＣＭＰ法などの平坦化処理を施しても、完全
に解消することが難しい。
【０１０５】
　また、第１配線層３１および／または第２配線層３１が銅層である場合について説明す
る。銅層が画素回路領域１に比べて中間領域３で高密度であると、その銅層を覆って、銅
層と同レベルあるいは上層に形成される絶縁体層の上面が画素回路領域１よりも中間領域
３において低くなり、傾斜が生じ得る。これは、ダマシン法によってパターニングされる
銅層の上面が、配線密度の高いところで、エロージョンが生じやすいためである。このよ
うな銅層を覆う絶縁体層の傾斜は、その絶縁体層にリフロー法やエッチバック法、ＣＭＰ
法などの平坦化処理を施しても、完全に解消することが難しい。
【０１０６】
　したがって、結果として、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、絶縁体膜１４や層間絶縁
膜２０の各絶縁体層の上面には傾斜が生じる。このような傾斜が生じると、様々な要因に
より、画素回路領域１の中央部と周辺部とで、出力信号に差が生じる。主な要因としては
例えば、絶縁体膜１４と半導体層１１との界面での反射光と、層間絶縁膜２０とパッシベ
ーション膜２６との界面での反射光の干渉が、画素回路領域１の中央部と周辺部とで異な
ることが一因として挙げられる。一般的な半導体製造プロセスによって生じる、画素回路
領域１の中央部と周辺部とでの高低差は１００ｎｍである。しかし、可視光の干渉条件は
、波長や媒質の屈折率にもよるが、４００～６００ｎｍの波長域で１．５～２．０の屈折
率の範囲では５０～１５０ｎｍ程度の高低差により、干渉の強弱が逆転する。この干渉の
強弱は画素回路領域１の出力をばらつかせる。さらに、この干渉が生じる波長が異なるこ
とで、色むらが生じうる。そのため、画素回路領域１に設けられる層の上面の高低差は５
０ｎｍ以下にすることが望ましい。さらなる高画質化のためには、画素回路領域１に設け
られる層の上面の高低差は２５ｎｍ以下とすることが望まれる。
【０１０７】
　このような構成に対して、上述したように、画素回路領域１に設けられた特定層に類似
した占有率で、特定層を中間領域３にも配することで、その上層の平坦性を向上すること
ができ、高画質な撮像を実現することができる。
【０１０８】
　次に、第２実施形態を説明する。
【０１０９】
　図５（ａ）は、撮像装置１０００の第２実施形態における、図１（ａ）において点線Ｅ
で囲んだ区域の、素子分離層１２および電極層の平面レイアウトの一例である。図５（ｂ
）は、撮像装置１０００の第２実施形態における、図１（ａ）において点線Ｅで囲んだ区
域の、第１配線層３１および第２配線層３２の平面レイアウトの一例である。
【０１１０】
　第２実施形態を示す図５（ａ）、（ｂ）は、それぞれ第１実施形態を示す図４（ａ）、
（ｂ）と対応関係にあり、共通の事項については、詳細な説明を省略する。また、第２実
施形態における撮像装置１０００の断面構造は、第１実施形態を示す図２（ａ）、（ｂ）
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と同様であるので、説明を省略する。
【０１１１】
　第２実施形態では、左部領域３０１の転送線３１１およびリセット線３１２は、画素回
路領域１と同様に蛇行形状になっている。さらに、左部領域３０１では、第１実施形態に
おけるローカル配線３１５３、３１６３がなく、画素回路領域１と同じパターンの第１配
線層３１のみで基準コンタクト１５０が提供されている。また、下部領域３０２の第５種
基準線３１１３および第６種基準線３１２３は、画素回路領域１の転送線３１１およびリ
セット線３１２と同様に蛇行形状となっている。従って、本実施形態では、第１配線層３
１のパターンが、画素回路領域１と中間領域３とで類似している。
【０１１２】
　第２実施形態（図５（ａ））では、第１種開口１２１の形状と第１種開口１２１３の形
状は一致する（合同である）。また、中間領域３の第２種開口１２２３は画素回路領域１
の第２種開口１２２と類似した形状を有している。
【０１１３】
　第２実施形態では、画素回路領域１の４画素分の区域において、ゲート電極の数ＮＥＬ

１＝１２であり、ＮＲＣ１＝１、ＮＲＣ１／ＮＥＬ１＝１／１２である。一方、中間領域
３の同じ面積の区域において、ダミー電極の数ＮＥＬ３＝１２であり、ＮＲＣ３＝１６、
ＮＲＣ１／ＮＥＬ１＝１６／１２である。したがって、ＮＲＣ３／ＮＥＬ３＞ＮＲＣ１／
ＮＥＬ１を満たす。また、４画素分の区域の導電体部材１５の数は、画素回路領域１で２
６個（うち、基準コンタクト１５０用が２個）である。これに対して、中間領域３では、
４画素分の区域と同形状、同面積の区域に導電体部材１５が２４個（うち、基準コンタク
ト１５０用が１６個）ある。したがって、０．８≦ＤＣＰ３／ＤＣＰ１≦１．２の関係を
満足している。
【０１１４】
　撮像装置１０００の第３実施形態にかかる断面構造について説明する。第３実施形態で
は、画素回路領域１に、複数の導光路（光導波路）が設けられている点が第１～３実施形
態と異なる。以下の説明において言及しない点は、第１～３実施形態と同様にすることが
できる。図６（ａ）は、図１のＡ－Ｂ線における断面図であり、図４（ａ）に対応してい
る。第１実施形態と共通の部材には共通の符合をつけてある。
【０１１５】
　画素回路領域１には各々が層間絶縁膜２０を貫通する複数の導光部４１が、光電変換部
１１１に対応して配列されている。各導光部４１が、透光部５０から光電変換部１１１へ
の導光路を成す。導光部４１は、誘電体部材４０で構成される。導光部４１としての誘電
体部材４０は、少なくともその一部が層間絶縁膜２０の絶縁体層で囲まれた、誘電体から
なる部材である。導光部４１に入射した光は、導光部４１と層間絶縁膜２０の界面におけ
る反射によって光電変換部１１１に導かれる。これは、導光部４１を構成する誘電体部材
４０として、絶縁体層とは異なる屈折率および誘電率を有する誘電体を用いることで実現
できる。特に、絶縁体層よりも高い屈折率を有する誘電体を用いて導光部４１を構成する
ことは、絶縁体層と導光部４１との間に全反射を生じさせることができるので好適である
。例えば、誘電体部材４０を構成する誘電体としては、ポリイミドやアクリル、シロキサ
ンなどの樹脂や窒化シリコンや酸窒化シリコン、酸化シリコンなどのシリコン化合物を用
いることができる。あるいは、導光部４１に入射した光は、導光部４１と層間絶縁膜２０
の間に設けられた領域と導光部４１との界面における反射によって光電変換部１１１に導
かれる。上記領域を構成する物質としては、気体やポーラス材料など、導光部４１を構成
する誘電体より低い屈折率を有する材料や金属光沢を有する金属材料が挙げられる。金属
光沢による金属反射を用いる場合には、誘電体部材４０の屈折率は、誘電体部材４０を囲
む絶縁体層の屈折率と異ならなくてもよい。
【０１１６】
　導光部４１の上には、層間絶縁膜２０の上に設けられ、複数の導光部４１を連結する連
結部４２が設けられている。導光部４１と連結部４２は同じ材料で構成された誘電体であ
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り、導光部４１と連結部４２が一体となった誘電体部材４０が複数の画素に渡って連続的
に配置されている。連結部４２を無くして、各々が導光部４１をなす複数の誘電体部材４
０を画素毎に孤立して配置することもできる。
【０１１７】
　誘電体部材４０の上には、第５絶縁体層２５が設けられている。第５絶縁体層２５はパ
ッシベーション膜２６と誘電体部材４０の間に位置する。第５絶縁体層２５はパッシベー
ション膜２６よりも低い屈折率を有しており、パッシベーション膜２６から第５絶縁体層
２５へ入射した光は、スネルの法則に従って集光されて誘電体部材４０に入射する。
【０１１８】
　画素回路領域１においては、受光画素領域１０１に加えて、第１基準画素領域１０２に
および第２基準画素領域１０３にも導光部４１と同じ誘電体で構成されたダミー導光部４
１１が配されている。第１基準画素領域１０２と第２基準画素領域１０３のダミー導光部
４１１は導光部４１と同じ深さまで設けられている。そのため、ダミー導光部４１１は、
受光画素領域１０１の導光部４１が貫通する絶縁体層をすべて貫通している。本来、導光
する必要のない第１基準画素領域１０２や第２基準画素領域１０３にダミー導光部４１１
を設けることで、信号処理に用いる参照信号のノイズレベルをより受光画素領域１０１の
ノイズレベルに近似することができる。
【０１１９】
　本実施形態においては、画素回路領域１に加えて、中間領域３にも導光部４１と同じ誘
電体で構成されたダミー導光部４１３が設けられている。中間領域３のダミー導光部４１
３は導光部４１と同じ深さまで設けられている。そのため、ダミー導光部４１３は、画素
回路領域１の導光部４１が貫通する絶縁体層をすべて貫通している。
【０１２０】
　したがって、画素回路領域１および中間領域３には、任意の絶縁体層を貫通する誘電体
部材４０が位置している。ここで導光部４１やダミー導光部４１１、４１３を構成する、
絶縁体層を貫通する誘電体部材４０の画素回路領域１における占有率をＤＬＧ１とし、誘
電体部材４０の中間領域３における占有率をＤＬＧ３とする。この場合、特定層は誘電体
部材４０であり、非特定層は導光部４１が貫通する絶縁体層に該当する。
【０１２１】
　上記ＤＬＧ１、ＤＬＧ３に関して、
０．５０≦ＤＬＧ３／ＤＬＧ１≦１．５０・・・（６ａ）
の関係を満足することが好ましい。さらに、
０．９０≦ＤＬＧ３／ＤＬＧ１≦１．１０・・・（６ｂ）
の関係を満足することがより好ましい。
【０１２２】
　また、導光部４１やダミー導光部４１１、４１３を構成する誘電体部材４０の画素回路
領域１における平面レイアウトと、中間領域３における平面レイアウトとの一致率は、５
０％以上であることが好ましい。これらの一致率は７５％以上であることがより好ましく
、一致率が９０％以上であるとさらに好ましく、一致率が１００％であることが最も好ま
しい。
【０１２３】
　導光部４１３およびダミー導光部４１１、４１３はそれぞれ、次のような工程を経て形
成される。まず、層間絶縁膜２０にその複数の絶縁体層を貫通する孔を複数形成する。誘
電体部材４０は、その孔に誘電体材料を埋め込むことで形成される。孔に埋め込まれた誘
電体部材４０の上面には、必要に応じて平坦化処理が施される。
【０１２４】
　図６（ｂ）は、撮像装置１０００の第３実施形態における、図１（ａ）において点線Ｅ
で囲んだ区域の、ダミー導光部４１１（または導光部４１）およびダミー導光部４１３を
成す誘電体部材４０の平面レイアウトの一例である。図６（ｂ）には、第１配線層３１、
第２配線層３２のレイアウトと合わせて記載している。ダミー導光部４１１、４１３を構
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平面レイアウトとのは一致している。ダミー導光部４１１（および導光部４１）とダミー
導光部４１３の寸法や形状は一致しており、また、複数のダミー導光部４１１の配列ピッ
チと複数のダミー導光部４１３の配列ピッチは一致している。このような形態は、第２実
施形態や第３実施形態にて説明したように、第１配線層３１や第２配線層３２のパターン
を、画素回路領域１と中間領域３とで類似、近似、酷似あるいは一致させることで可能と
なる。これにより、中間領域３においてダミー導光部４１３が第１配線層３１や第２配線
層３２に干渉することがない。したがって、ダミー導光部４１３の配置を、導光部４１１
やダミー導光部４１３に類似、近似、酷似あるいは一致させることが可能となる。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　画素回路領域
　２　周辺回路領域
　３　中間領域
　１１　半導体層
　１２　素子分離層
　１３　電極層
　１４　絶縁体膜
　１５　導電体部材
　３１　第１配線層
　３２　第２配線層
　４０　誘電体部材
　１０００　撮像装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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