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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源から投射された繰り返しパルス光が測定対象物によりはね返ってきたときの遅れ時
間に依存した信号を取り出すことにより距離測定を行うセンサにおいて、
半導体基板上に設けられる絶縁層と、
該絶縁層上に近接配置された導電性かつ測定対象の波長の光に対して透過性のある２つ
のフォトゲート電極と、
前記フォトゲート電極のそれぞれに対して、その端部の下層に設けられた第１の浮遊拡
散層とからなり、
前記２つのフォトゲート電極下及び前記２つのフォトゲート電極のギャップ下の半導体
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基板を受光層として用い、
前記絶縁層は、ＣＭＯＳ集積回路製造過程におけるフィールド酸化膜を利用したもので
あり、
前記遅れ時間に依存した信号は、２つの前記第１の浮遊拡散層からの信号であり、該信
号に基づいて距離測定を行う、
ことを特徴とする光飛行時間型距離センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、光源から投射されたパルス光が測定対象物により、はね返ってきたときの
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遅れ時間を測定する距離センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
関連する従来技術としては、以下の文献がある。
(１) Inventer:Cyrus Bamji, Assignee:Canesta Inc.,
"CMOS‑Compatible Three‑dimensional image sensor" , US Patent No. US6323942 B1,
Nov. 27, 2001
(２)R. Lange, P. Seitz, A. Biber, S. Lauxtermann, "Demodulation pixels in CCD an
d CMOS technologies for time‑of‑flight ranging", Proceedings of SPIE, Vol. 3965,
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pp. 177‑ 188, 2000.
(３) Ryohei Miyagawa, Takeo Kanade, "CCD‑based range‑finding sensor", IEEE Trans
.
Electron Devices, vol. 44, no. 10, pp.1648‑1652 (1997).
(４) 距離画像撮像装置, 特開2001‑281336
(５) 固体撮像素子, 特開2003‑51988
【０００３】
(１)の方式は、パルス光を投影し、受光した信号をパルスのピークを検出することでパル
スの波形を整形し、高速なパルスを用いて遅れ時間をディジタル的に計測するものである
。この場合、受光した信号をパルスにできるためには、光の明るさが十分にないと実現で
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きず、用途が限られる。
(２)と(３)は、方式としては近いものである。(２)の方式は、CCDとCMOSと一体化したプ
ロセスで実現するものであり、20MHzの高い周波数の変調光を用いて、CCDの電荷転送を利
用し、変調光と同期して、２つのノードへの電荷の配分比が変調光の遅れ時間に依存する
ことを利用する。CCDとCMOSの混在プロセスが必要であるため、コストが高くなる。
(３)の方式は、CCDの構造を利用し、パルス変調された変調光で発生した電荷を、２つの
ノードに交互に転送し、その配分比が、変調光に遅れ時間に依存することを利用する。こ
れもCCDを利用するため、特殊な工程が必要となる。また1次元センサ（ラインセンサ）の
みが報告されているが、CCDのみで２次元センサ（エリアセンサ）を実現するのは、全画
素を同時に高い周波数で駆動することを考えると困難さを伴うと考えられる。
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(４)(５)の方式は、構造の詳細がかかれていないが、フォトダイオード部で発生した電荷
を２つの転送ゲートで浮遊拡散層に転送する構造を有するものである。しかし、フォトダ
イオードから、２つの浮遊拡散層に電荷を完全転送することができなければ十分な性能が
得られず、このような構造をCMOSで実現するためには、複雑な工程の追加が必要であり、
製作コストが高くなる。また、CCDで実現する場合には、画素の並列駆動回路を集積でき
ないという課題があるため、CCDとCMOSを一体化した工程が必要になる。結局低コストと
、高性能化の両立が難しい。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第６３２３９４２号明細書
【特許文献２】特開２００１−２８１３３６号公報
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【特許文献３】特開２００３−０５１９８８号公報
【非特許文献１】R. Lange, P. Seitz, A. Biber, S. Lauxtermann, Demodulation pixel
s in CCD and CMOS technologies for time‑of‑flight ranging, "Proceedings of SPIE"
, Vol. 3965, pp. 177‑ 188, (2000).
【非特許文献２】Ryohei Miyagawa, Takeo Kanade, CCD‑based range‑finding sensor, "
IEEE Trans. Electron Devices", vol. 44, no. 10, pp.1648‑1652 (1997).
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
低コストでできる限り性能のよい距離センサを得るためには、標準的なCMOSプロセスに
できる限り少ない工程の追加で実現できることが望ましい。本発明は、標準CMOS、または
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簡単な工程の追加により、高性能な距離センサを実現するものである。
【実施例１】
【０００６】
光飛行時間型(Time Of Flight，以下「TOF」という)センサを実現するためには、電荷
の完全転送が行えることが必要である。しかし、従来の標準CMOSでこれを行うことは困難
であると考えられており、そのために、工程の追加がなされている。本発明は、微細加工
と標準CMOSでも実現可能な特殊な構造を用いて、その問題を克服するものである。
図１に本発明の距離センサの１画素の構成を示す。用途によっては、この１画素分を単
独で用いることも可能であるが、これを１次元、または、２次元に配置することで、距離
画像センサが構成される。図１(ａ)が、断面図、図１(ｂ)が、半導体表面側（断面図でい
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えば上から）から見た図である。図２に、その動作を説明するための半導体表面のポテン
シャルの分布を示す。
【０００７】
半導体基板(２０)上に絶縁層(３)を設け、その上に電荷転送用のフォトゲート電極(１
，２)を２つ設ける。絶縁層の縁部には受光層(４)からの電荷取りだし用の浮遊拡散層(５
，６)を設けるとともに、その外側にリセット用ゲート電極及びリセット電位供給用の拡
散層を設ける。半導体基板(２０)としてｐ型シリコン基板、絶縁層(３)としてフィールド
酸化膜、フォトゲート電極(１，２)としてポリシリコン電極を用いるものを例として、以
下説明する。
【０００８】
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図１に示すように、フィールド酸化膜の上に、できるだけ接近して２つのポリシリコン
電極を形成する。それら(TX1，TX2)に互いに逆位相の繰り返しパルス信号を与えて動作さ
せる。ポリシリコン電極は十分に薄く、受信する光の波長に対して十分な透過が可能であ
るものとする。なお、ポリシリコンの上に、シリサイドと呼ばれる金属とシリコンの化合
物が形成されており、受信する光に対して十分な透過力がない場合には、シリサイドが形
成されないようにするか、あるいは形成後除去するために工程が必要になる。なお、図１
は、フィールド酸化膜の形成工程としてLOCOS(Local oxidation of silicon)工程を用い
る場合を想定している。図２では、原理の説明のため、これを簡略化している。
【０００９】
２つのポリシリコン電極の中央部分のみが開口され、それ以外は遮光されるようにする

30

。また、その電極直下の半導体は、できるだけ大きなフリンジ電界が得られるようにする
ため、低濃度であることが望ましい。これは、低濃度のｐ基板を用い、これのｐ型のウェ
ルとｎ型のウェルを形成してCMOSデバイスを構成する工程の場合には、ｐ型のウェルを形
成しないようにして低濃度にする。また、一般にはフィールド酸化膜の下に反転を防ぐた
めのチャネルストップの不純物を導入することがあるが、これが入らないようにする。こ
れは、標準CMOSプロセスに用いるマスクのパターンの変更によってできる場合もあるが、
そうでない場合には、あらたにマスクと工程を追加する必要がある。
【００１０】
このような構造において、例えばTX2に0Ｖ、TX1に3.3Ｖを加えたときのポテンシャルの
分布の例を図２に示す。この場合開口部から入射した光は、殆どすべて、右側の浮遊拡散
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層（ｎ+の領域）に入る。これは、ゲートにこのような電圧を加えることで、半導体表面
のポテンシャル分布が、図２に示したようになり、そのフリンジ電界によって、右側に加
速を受けることによる。なお、図２に示した電圧は、あくまで一例であり、これに限定す
るものではない。
【００１１】
フィールド酸化膜は、比較的厚いので、半導体表面にかかる電界は小さくなるが、その
分フリンジ電界も大きくなることが期待できる。このとき、２つのポリシリコン電極間の
ギャップの部分でポテンシャルの山ができないようにする必要がある。
フォトゲート電極となるポリシリコンにｎ型の不純物が導入されている場合には、半導
体基板とフォトゲート電極側の仕事関数差があり、２つのフォトゲート電極のギャップの
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大きさによっては、TX1に正の高い電圧(例えば3.3V)、TX2の0Vを加えた場合、ギャップ部
にポテンシャルの山ができて、TX2側の電荷がTX1側に転送できない場合もあり得る。その
ような場合には、TX2に、負の電圧（例えば‑1V）を加えることで、ポテンシャルの山をな
くすことができる。TX2側には基板に対して負の電圧を与えることで、このポテンシャル
の山をなくし、左側のポリシリコン電極の直下の半導体で、発生した電子も右側に転送さ
れるようにする。
ポリシリコン電極間のギャップは、小さいほどポテンシャルの山ができにくいが、これ
は微細加工技術によって小さく実現することができる。
なお、基板の構造としては、高濃度のｐ基板上にエピタキシャル成長などの手段により
、低濃度のｐ型シリコン層を形成したものや、ｎ型基板上にエピタキシャル成長などの手
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段により、低濃度のｐ型シリコン層を形成したものを用いることもできる。これらは、半
導体中の深いところで発生し、拡散によってゆっくりと取り込まれる成分を減らし、距離
分解能を改善する意味で効果がある。
【００１２】
図１の画素回路を２次元に配置した距離画像センサのブロック図を図３に示す。また、
その動作タイミング図を図４に示す。
すべての画素の２つの浮遊層に対し、制御信号ＲをすべてHighにしてリセットした後、
パルス光源を発光させ、これに同期して、全ての画素にTX1，TX2の繰り返しパルスをいっ
せいに与えて一定期間動作させる。その後パルス光源の発光を止め、浮遊拡散層の電圧を
外部に読み出す。読み出しは、１水平ライン毎に、カラムのノイズキャンセル回路に読み
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出し、ノイズキャンセルを行った後、水平走査を行う。１水平ラインの選択は、制御信号
Ｓを画素内のバッファアンプの画素選択スイッチに与えることで行い、垂直信号線に当該
水平ラインの信号が現れる。
【００１３】
画素内のバッファアンプが発生する固定パターンノイズと１/ｆノイズの低減のため、
信号レベルと浮遊拡散層をリセットした時のレベルの差を取る回路がノイズキャンセル回
路であり、そのため、図４に示したようにノイズキャンセル回路は、信号レベルとリセッ
ト後のレベルをそれぞれφＳ，φＲでサンプルし、差を求める回路になっている。ノイズ
キャンセル回路自体は本発明の本質とあまり関わりがないので説明を省略する。
【００１４】
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TX1，TX2をＮ回与えて、光パルスにより発生した電荷の取り込みをＮ回行えば、２つの
浮遊拡散層にためられる電荷Q1，Q2は、次式のようになる。
【数１】

【００１５】
【数２】
40
【００１６】
ここで、Ｉpは、受信光により発生する光電流、Ｔoは、光パルスの幅、Ｔdは光パルス
の遅れ時間である。式(１)と(２)の和は、
【数３】

であるので、式(２)，(３)より、受信光の遅れ時間及び対象物までの距離Ｌを次式により
求める。
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【００１７】
【数４】

【００１８】
【数５】
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【００１９】
ここでｃは光速である。浮遊拡散層の信号電圧は、Q1，Q2にそれぞれ比例するので、出
力信号電圧V1，V2を用いて式(５)は次式のように表すことができる。
【数６】
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ｃ，Ｔoが既知であるので、読み出した２つの出力電圧から、式(６)により距離を求め
ることができる。
【実施例２】
【００２０】
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図２の構成では、背景光がある場合には、その影響を受けやすい。つまり、図２では、
信号読み出し時にも、背景光による電荷が含まれ、しかも行ごとにその背景光による読み
出し時間が異なるため、背景光除去処理が困難になる。これを避けるためには、読み出し
をTOFの動作期間に対して十分短くする必要があり、高速読み出しが必要になる。
【００２１】
信号読み出し時の背景光の影響を受けないようにした画素回路の構成を図５に示す。ま
た、背景光のみによる信号を読み出して、背景光の影響を除去するためのタイミング図を
図６に示す。
右側、左側それぞれに２つの浮遊拡散層を分離するためのMOSトランジスタ(９，１０)
を設け、そのゲートを信号ＳＨによって制御する。パルス光を受信している間はＳＨをHi
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ghにしておき、２つの拡散層を接続しておく、パルス光受信が完了した後、ＳＨをLowに
し、２つの拡散層を分離する。これによって受光部から分離されたほうの拡散層の電圧を
読み出すことで、読み出し時に追加される背景光による電荷の影響をなくすことができる
。
【００２２】
パルス光を、背景光下で受信しているときに、背景光の影響を除去してから距離の計算
を行う必要がある。そのため背景光のみによる画素ごとの信号が必要になる。これは、パ
ルス光を受信して得た信号を読み出す期間に蓄積される信号を用いて、背景信号とすれば
効率がよい。そこで、当該水平行のパルス光による信号を読み出した直後、浮遊拡散層を
リセットし、一定時間蓄積して、同じ信号読み出しの動作を行う。
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この蓄積時間としては、全画素の信号読み出しに要する時間に合わせる。検出感度を同
じにするため、ＳＨはHighにしておく。図６は、ある一水平行の読み出しを示しているが
、これをすべての水平行の信号の読み出しに対して行う。それらの背景光の蓄積時間は、
同じになる。パルス光照射時の蓄積時間(TL)と全画素を読み出す時間(TLR)が異なる場合
は、背景光の除去の際にはそのことを考慮する必要がある。
【００２３】
この背景光の除去は、対象物が静止している場合には問題ないが、動いているものに対
して計測するときは、その除去処理に用いる背景光の取り出しが、パルス光照射時の違う
タイミングで行われているため、誤差が生じる。これを少なくするためには、図６の１サ
イクル（TL+TLR+TBR）を高速化する。
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または、信号量を増やすため、このサイクルを繰り返して、外部において、信号の積分
を行うか、あるいは、サイクル毎に距離計算を行い、これを多数回に繰り返して、その平
均値処理を行うことで軽減できる。この平均値処理は、距離分解能を高める上でも効果が
ある。
なお、２つの画素出力の和は、撮像対象の明暗画像情報に相当するので、本発明では、
距離画像情報とともに、明暗画像情報を同時に取得することができる。これによって、明
暗画像と距離画像を組み合わせて、明暗画像を3次元的に表示するなどといった応用も可
能である。
【実施例３】
【００２４】
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図１において、フィールド酸化膜の下にｎ型の別の拡散層を形成することができる工程
を有する場合は、図７のようにｎ層を介して、MOSトランジスタのソース（またはドレイ
ン）の浮遊拡散層と接続する構造をとることもできる。十分な受光面積の確保のために、
受光部のゲートの幅（奥行き方向）を広く取る場合、MOSトランジスタのソースまたはド
レインの高濃度層の面積を広げると暗電流が増加するとともに、容量が大きくなって電圧
感度が低下する。そこで、図７に示すように、まず別のｎ層によって受光部で発生した電
子を捕獲するようにする。
なお、フィールド酸化膜の下に形成するｎ型拡散層としてｎ−wellを用いることもでき
る。
【実施例４】
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【００２５】
図８に、２つのフォトゲート電極を櫛形にし、互いに入れ子構造にしたTOF画素構造の
レイアウト図をしめす。図中、３１は、フォトゲート電極、３２は、その内側が、光の入
射する開口部であり、その外側は遮光される部分を示す境界、３３は、フィールド酸化膜
下にもぐりこませたｎ型拡散層、３４は、その外側にｐウェル領域、その内側は、基板の
ｐ型半導体であることを示す境界、３５は、MOSトランジスタのソースまたはドレイン領
域（n+拡散層）、３６は、拡散層または、フォトゲート電極に接続するための金属配線を
示す。
このように、櫛形電極を入れ子にしたことによって、TOF距離センサにおいて、パルス
の遅れ量によって、２つの電荷検出部に電荷を振り分ける際の電荷の分離性を高くするこ
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とができ、距離分解能をより高くすることができる。
単に２つのフォトゲート電極を、対向させただけの構造では、図９のように、遮光部に
も一部光が漏れこむため、これによって生じた信号電荷(Ｅ)が、本来右側の電荷検出部に
転送されるべきはずが、左側の電荷検出部に転送されることになる。これは、２つの信号
の分離性を低下させることになり、距離分解能を悪くする。これをさけるためには、光の
開口部を減らし中央部分だけに入るようにすれば良いが、その場合は、開口率の低下によ
り感度が低下する。
図８のようにくし型電極を入れ子の構造にした場合の、図８のA‑A線の断面に沿った表
面電位の分布を図１０に示す。このように、櫛形電極を入れ子の構造にすれば、電荷の転
送の方向が電荷検出部と直交する方向であるため、櫛形電極の歯の部分を長くし、開口を
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十分にとったとしても、２つの電荷検出部への電荷の流入の分離性を高くすることができ
、また、各櫛の歯の部分の電極の幅を十分小さくできるので、フリンジ電界を有効に利用
でき、分解能が向上する。
【実施例５】
【００２６】
さらに、ポリシリコンの電極の幅を大きくしすぎるとフリンジ電界が小さくなり、電荷
の転送が十分に行えない可能性がある。そこで、図１１に示すように電極を３つ用意し、
それらに図１３に示したタイミングで、制御信号を加える方法も考えられる。これは、図
１２のように動作する。信号を、右側の拡散層に転送する場合には、まずTX1及び中央の
電極の制御電圧であるTX3にともに正の高い電圧を加え、TX2に０Ｖを加える(図１２(ａ))
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。これによって、TX1の電極下の電荷は右側の浮遊拡散層に転送され、TX3の直下の電荷は
、TX3の電極の下に一時的にためられる。
【００２７】
転送を左側に変更する直前に、短時間TX3を０Ｖに変化して、TX3の電極下の電荷を右側
に転送する(図１２(ｂ))。その後、TX1を０Ｖに変化し、TX2とTX3に正の電圧を加えるこ
とで、電荷の転送を左側に切り替える(図１２(ｃ))。図１３には描いていないが、転送を
右側に切り替える直前に短時間TX3を０Ｖに変化して、TX3の電極下の電荷を左側に転送す
る。これらの動作を繰り返す。このようにすることで、十分な受光面積を確保しながら、
十分なフリンジ電界を利用して電荷の転送を高速に行うことができる。
【００２８】
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単一の受光層で２次元画像を得るためには、受光層に入力される光を、回転するポリゴ
ンミラー(多角形鏡体)や、振動ミラーなどにより２次元の面上から走査する光ビーム走査
手段を設けることにより行う。受光層を１次元上に配置した距離センサにおいても同様の
走査手段と組み合わせることにより２次元画像を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
以上に示した構造図は、実際のフィールド酸化膜の部分の構造としてLOCOS（Local Oxi
dation of Silicon）を想定しているが、STI(Shallow Trench Isolation)となどの別の構
造を用いる場合でも同様に実現できる。例えば、図７と同様の構造をSTIを用いたCMOSイ
メージセンサの工程により実現する場合の例を図１４に示す。
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図１、図５、図８の構造に対してもSTI分離の場合でも同様に実現可能である。
これらの場合を含め、CMOS集積回路あるいは、CMOSイメージセンサとして用いられるあ
らゆる構造に対して、本発明の構造及び考え方を、一般性を失うことなく適用することが
できる。つまり、フィールド酸化膜上に形成した受光部となる隣接した２つの光透過性電
極（一般的にはポリシリコン）に２つの浮遊拡散層となるｎ型領域がそれぞれ結合され、
それらに電荷が伝送される構造を採用すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】TOFセンサの画素部の構造図
【図２】TOFセンサの動作を説明するポテンシャル分布図
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【図３】TOF距離画像センサのブロック図
【図４】図３の回路の動作タイミング図
【図５】サンプル＆ホールド機能を設けた画素回路構成図
【図６】図５の回路を用いた距離画像センサのタイミング図(背景光読み出しを含む)
【図７】図１に対してフィールド酸化膜の下のｎ型拡散層を用いた構造図（(ａ)は断面図
、(ｂ)は上面図）
【図８】櫛形電極構造を用いたTOF画素構造図
【図９】光の漏れこみによる信号電荷の混合を説明する図
【図１０】櫛形電極構造の場合の動作を示す図
【図１１】電極を３つ備えたTOFセンサの構造図
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【図１２】図１１の画素回路の動作説明図
【図１３】図１１の画素回路の制御信号の動作タイミング図
【図１４】STI分離によるフィールド酸化膜を用いたTOFセンサの画素構造図
【符号の説明】
【００３１】
１，２

フォトゲート電極

３

絶縁層

４

受光層

５，６

第１の浮遊拡散層

７，８

第１のＭＯＳトランジスタ

９，１０

第２のＭＯＳトランジスタ

１１，１２

第２の浮遊拡散層

１３，１４

拡散層

２０
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半導体基板

【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図６】

【図４】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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