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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に順に積層されたゲート絶縁膜及びドーピングされたポリシリコン膜をパターニ
ングして互いに離隔されたトランスファーゲート及びリセットゲートを形成する段階と、
　前記トランスファーゲート及びリセットゲートの間の浮遊拡散層、前記浮遊拡散層に対
向した前記トランスファーゲートの一側の受光素子、及び前記浮遊拡散層に対向した前記
リセットゲートの一側のソース／ドレイン領域を形成する段階と、
　前記基板の全面に保護絶縁膜及びモールド層を順に形成する段階と、
　前記モールド層を前記保護絶縁膜が露出されるまで平坦化させる段階と、
　前記平坦化されたモールド層を除去する段階と、
　前記露出された保護絶縁膜を除去して前記トランスファーゲート及び前記リセットゲー
トの上部面を露出させる段階と、
　ゲート金属膜を利用した選択的シリサイド化工程を実行して前記露出されたトランスフ
ァーゲート及びリセットゲートにゲート金属シリサイドを形成する段階と、
　少なくとも前記浮遊拡散層に隣接した前記トランスファーゲートの一側壁、及び前記リ
セットゲートの両側壁にゲートスペーサを形成して前記浮遊拡散層及び前記ソース／ドレ
イン領域を露出させる段階と、
　前記受光素子及び前記浮遊拡散層を覆うシリサイド防止パターンを形成する段階と、
　ソース／ドレイン金属膜を利用した選択的シリサイド化工程を実行して前記露出された
ソース／ドレイン領域の表面にソース／ドレイン金属シリサイドを形成する段階と、
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を含み、
　前記保護絶縁膜は前記モールド層とエッチング選択比を有することを特徴とするＣＯＭ
Ｓイメージセンサの形成方法。
【請求項２】
　前記平坦化されたモールド層を除去する段階は前記ゲート金属シリサイドを形成する前
に実行されることを特徴とする請求項１に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項３】
　前記平坦化されたモールド層を除去する段階は前記ゲート金属シリサイドを形成した後
に実行されることを特徴とする請求項１に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項４】
　前記ゲート金属シリサイド及び前記ソース／ドレイン金属シリサイドは互いに違う金属
を含むことを特徴とする請求項１に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項５】
　前記ゲートスペーサを形成する段階は、
　前記平坦化されたモールド層が除去され、前記ゲート金属シリサイドを有する基板にス
ペーサ絶縁膜をコンフォーマルに形成する段階と、
　前記スペーサ絶縁膜及び前記保護絶縁膜を全面異方性エッチングして前記トランスファ
ーゲートの両側壁及び前記リセットゲートの両側壁に前記ゲートスペーサを形成する段階
とを含むことを特徴とする請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載のＣＯＭＳイメー
ジセンサの形成方法。
【請求項６】
　前記ゲートスペーサを形成する段階は、
　前記平坦化されたモールド層が除去され、前記ゲート金属シリサイドを有する前記基板
上にスペーサ絶縁膜をコンフォーマルに形成する段階と、
　前記スペーサ絶縁膜及び前記保護絶縁膜を選択的に異方性エッチングして前記受光素子
と前記受光素子に隣接した前記トランスファーゲートの一側壁を順に覆う保護絶縁パター
ン及びスペーサ絶縁パターン、及び前記ゲートスペーサを形成する段階とを含むことを特
徴とする請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方
法。
【請求項７】
　前記保護絶縁膜を形成する前に、
　前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートを有する前記基板に前記モールド層
に比べて遅いエッチング率を有するバッファ酸化膜を形成する段階をさらに含み、前記ト
ランスファーゲート及び前記リセットゲートの上部面を露出させる段階は前記露出された
前記保護絶縁膜及び前記バッファ酸化膜を連続的にエッチングして前記トランスファーゲ
ート及び前記リセットゲートの上部面を露出させる段階を含むことを特徴とする請求項１
乃至４のうちのいずれか一項に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項８】
　前記ゲート金属シリサイドは前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートの側壁
に形成された前記バッファ酸化膜の最上部面を覆うように形成されることを特徴とする請
求項７に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項９】
　抵抗領域及び画素領域を有する基板上にゲート絶縁膜及びアンドープトポリシリコン膜
を順に形成する段階と、
　前記画素領域のアンドープトポリシリコン膜及び前記抵抗領域のアンドープトシリコン
膜から各々第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜を形成する段階と、
　前記第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜をパターニングして各々前記画素領
域の互いに離隔されたトランスファーゲート及びリセットゲートと、前記抵抗領域の抵抗
素子とを形成する段階と、
　前記トランスファーゲート及びリセットゲートの間の浮遊拡散層、前記浮遊拡散層に対
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向した前記トランスファーゲートの一側の受光素子、及び前記浮遊拡散層に対向した前記
リセットゲートの一側のソース／ドレイン領域を形成する段階と、
　前記基板の全面にバッファ酸化膜、保護絶縁膜及びモールド層を順に形成する段階と、
　前記モールド層を前記保護絶縁膜が露出されるまで平坦化させる段階と、
　前記平坦化されたモールド層を除去する段階と、
　前記画素領域の前記露出された保護絶縁膜及びバッファ酸化膜を連続的及び選択的に除
去して前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートの上部面を露出させ、前記抵抗
素子上の露出された保護絶縁膜は残存させる段階と、
　ゲート金属膜を利用した選択的シリサイド化工程を実行して前記露出されたゲートにゲ
ート金属シリサイドを形成する段階と、
　少なくとも前記浮遊拡散層に隣接した前記トランスファーゲートの一側壁、及び前記リ
セットゲートの両側壁にゲートスペーサを形成して前記浮遊拡散層及びソース／ ドレイ
ン領域を露出させる段階と、
　前記受光素子、前記浮遊拡散層及び前記抵抗素子を覆うシリサイド防止パターンを形成
する段階と、
　ソース／ドレイン金属膜を利用した選択的シリサイド化工程を実行して前記露出された
ソース／ドレイン領域の表面にソース／ドレイン金属シリサイドを形成する段階と、
を含み、
　前記保護絶縁膜は前記モールド層とエッチング選択比を有し、
　前記バッファ酸化膜は前記モールド層に比べて遅いエッチング率を有することを特徴と
するＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項１０】
　前記平坦化されたモールド層を除去する段階は前記ゲート金属シリサイドを形成する前
に実行されることを特徴とする請求項９に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項１１】
　前記平坦化されたモールド層を除去する段階は前記ゲート金属シリサイドを形成した後
に実行されることを特徴とする請求項９に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項１２】
　前記ゲート金属シリサイドと前記ソース／ドレイン金属シリサイドは互いに違う金属を
含むことを特徴とする請求項９に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項１３】
　前記ゲートスペーサを形成する段階は、
　前記平坦化されたモールド層が除去され、前記ゲート金属シリサイドを有する基板にス
ペーサ絶縁膜をコンフォーマルに形成する段階と、
　前記スペーサ絶縁膜、前記保護絶縁膜及び前記バッファ酸化膜を全面異方性エッチング
して前記トランスファーゲートの両側壁及び前記リセットゲートの両側壁に前記ゲートス
ペーサ、及び前記抵抗素子の側壁に残余スペーサを形成する段階とを含むことを特徴とす
る請求項９乃至１２のうちのいずれか一項に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項１４】
　前記ゲートスペーサを形成する段階は、
　前記平坦化されたモールド層が除去され、前記ゲート金属シリサイドを有する前記基板
上にスペーサ絶縁膜をコンフォーマルに形成する段階と、
　前記スペーサ絶縁膜、前記保護絶縁膜及び前記バッファ酸化膜を選択的に異方性エッチ
ングして前記受光素子と前記受光素子に隣接した前記トランスファーゲートの一側壁を順
に覆うバッファ酸化パターン、保護絶縁パターン及びスペーサ絶縁パターン、前記ゲート
スペーサ、及び前記抵抗素子の側壁の残余スペーサを形成する段階とを含むことを特徴と
する請求項９乃至１２のうちのいずれか一項に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法
。
【請求項１５】
　前記第１ドーピングされたポリシリコン膜及び前記第２ドーピングされたポリシリコン
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膜は互いに違う不純物濃度を有するように形成されることを特徴とする請求項９乃至１２
のうちのいずれか一項に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項１６】
　前記ゲート金属シリサイドは前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートの側壁
に形成された前記バッファ酸化膜の最上部面を覆うように形成されることを特徴とする請
求項９乃至１２のうちのいずれか一項に記載のＣＯＭＳイメージセンサの形成方法。
【請求項１７】
　基板上に互いに離隔されて配置され、ドーピングされたポリシリコンからなるトランス
ファーゲート及びリセットゲートと、
　前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートと前記基板との間に介在されたゲー
ト絶縁膜と、
　前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートの間に配置された浮遊拡散層と、
　前記浮遊拡散層に対向した前記トランスファーゲートの一側に配置された受光素子と、
　前記浮遊拡散層に対向した前記リセットゲートの一側に配置されたソース／ドレイン領
域と、
　前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートの上部面の全面に配置され、ゲート
金属膜を利用した選択的シリサイド化工程によって形成されたゲート金属シリサイドと、
　前記受光素子及び前記浮遊拡散層を覆うシリサイド防止パターンと、
　前記ソース／ドレイン領域の表面に配置され、ソース／ドレイン金属膜を利用した選択
的シリサイド化工程により形成されたソース／ドレイン金属シリサイドとを含むことを特
徴とするＣＯＭＳイメージセンサ。
【請求項１８】
　前記ゲート金属シリサイド及び前記ソース／ドレイン金属シリサイドは互いに違う金属
を含むことを特徴とする請求項１７に記載のＣＯＭＳイメージセンサ。
【請求項１９】
　前記トランスファーゲートの両側壁及び前記リセットゲートの両側壁に配置されたゲー
トスペーサをさらに含むことを特徴とする請求項１７または１８に記載のＣＯＭＳイメー
ジセンサ。
【請求項２０】
　前記浮遊拡散層に隣接した前記トランスファーゲートの第１側壁、及び前記リセットゲ
ートの両側壁に配置されたゲートスペーサと、
　前記受光素子と、前記受光素子に隣接した前記トランスファーゲートの第２側壁を覆い
、順に積層された保護絶縁パターン及びスペーサ絶縁パターンをさらに含み、前記ゲート
スペーサは前記保護絶縁パターンと同様の物質からなる部分、及び前記スペーサ絶縁パタ
ーンと同様の物質からなる部分を含むことを特徴とする請求項１７または１８に記載のＣ
ＯＭＳイメージセンサ。
【請求項２１】
　前記保護絶縁パターンと前記基板との間、及び前記保護絶縁パターンと前記トランスフ
ァーゲートの第２側壁との間に介在されたバッファ酸化パターンをさらに含み、前記ゲー
トスペーサは前記バッファ酸化パターンと同様の物質からなる部分をさらに含むことを特
徴とする請求項２０に記載のＣＯＭＳイメージセンサ。
【請求項２２】
　前記トランスファーゲート及びリセットゲートはドーピングされたポリシリコンを含む
ことを特徴とする請求項１７に記載のＣＯＭＳイメージセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体素子及びその形成方法に係り、特に、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔ
ａｒｙ Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－ｓｉｌｉｃｏｎ）イメージセンサ及びその形成方法に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＣＭＯＳイメージセンサは光学的映像を電気的信号に変換する素子である。ＣＭＯＳイ
メージセンサは広く公知となっているＣＣＤ(Ｃｈａｒｇｅ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃ
ｅ)イメージセンサに比べて消費電力が低くて、高集積化が有利であり、駆動方式が簡便
な特性を有する。現在、このような特性とともに高度に発達した半導体素子のＣＭＯＳ製
造工程を必要とするＣＭＯＳイメージセンサに対する研究が活発に実行されている。
【０００３】
　通常、ＣＭＯＳイメージセンサの画素は外部の光を受け入れる受光部と、前記受光部に
蓄積された信号電荷を制御するＣＭＯＳ部に区分することができる。前記受光部はフォト
ダイオードからなることができ、前記ＣＭＯＳ部は色々なＭＯＳトランジスタを含むこと
ができる。
【０００４】
　半導体素子の高速化が深化することによって、前記ＣＭＯＳイメージセンサも高速動作
が要求されている。前記ＣＭＯＳイメージセンサの動作速度を向上させるための一方法と
して、ＭＯＳトランジスタに含まれたゲートの抵抗を減少させる方法がある。前記ゲート
の抵抗を低めるため、前記ゲートは低抵抗のタングステンシリサイドを含むことができる
。特許文献１には画素に含まれたＭＯＳトランジスタのゲートがタングステンシリサイド
を含む内容を開示している。特許文献１に開示されたＭＯＳトランジスタの形成方法を簡
略化した図面を参照して説明する。
【０００５】
　図１及び図２は従来のＣＭＯＳイメージセンサの形成方法を説明するための断面図であ
る。
【０００６】
　図１及び図２を参照すると、基板１上にゲート酸化膜２を形成して、前記ゲート酸化膜
２上にポリシリコン膜３及びタングステンシリサイド膜４を順に形成する。
【０００７】
　前記タングステンシリサイド膜４、前記ポリシリコン膜３及び前記ゲート酸化膜２を連
続的にパターニングしてトランスファー（ｔｒａｎｓｆｅｒ）トランジスタのゲート電極
を形成する。前記ゲート電極は順に積層されたポリシリコンパターン３ａ及びタングステ
ンシリサイドパターン４ａを含む。
【０００８】
　前記ゲート電極の一側の前記基板１に選択的に不純物イオンを注入してフォトダイオー
ド５を形成する。前記ゲート電極の他側の前記基板１に選択的に不純物イオンを注入して
不純物ドーピング層６を形成する。続いて、図示しないが、前記ゲート電極の側壁にスペ
ーサを形成する。
【０００９】
　前記タングステンシリサイドパターン４ａは前記ポリシリコンパターン３ａに比べて低
い比抵抗を有する。すなわち、低抵抗の前記タングステンシリサイドパターン４ａによっ
て前記ゲート電極の抵抗が減少することによって、ＣＭＯＳイメージセンサの動作速度を
向上させることができる。
【００１０】
　しかし、上述の従来方法によって形成されたＣＭＯＳイメージセンサは様々な問題点が
発生する可能性がある。例えば、前記タングステンシリサイドパターン４ａを形成した後
及び前記スペーサを形成する前に、前記基板１には多種類の湿式洗浄工程が実行されうる
。前記湿式洗浄工程時、前記タングステンシリサイドパターン４ａの側壁が露出されてい
る。これによって、前記湿式洗浄工程時、前記タングステンシリサイドパターン４ａの露
出された部分によって前記フォトダイオード５が金属汚染される可能性がある。前記金属
汚染によって、前記フォトダイオード５は暗信号（ｄａｒｋ ｓｉｇｎａｌ）が増加する
可能性がある。前記暗信号とは、外部の光が遮断された状態で前記フォトダイオード５か
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ら発生された信号電荷による漏洩電流であると定義することができる。前記暗信号が増加
することによって、前記ＣＭＯＳイメージセンサは外部の光が遮断された状態で映像信号
を伝送する間違いが発生する可能性があり、また、外部の光が入射するとき、歪曲された
映像信号を伝達する可能性もある。
【特許文献１】韓国特許出願公開第２０００-４１４５１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は暗信号を最小化するとともに高速動作が可能なＣＭＯＳイメージセンサ
及びその形成方法を提供することにある。
【００１２】
　本発明の他の課題は最適化された特性を有するＣＭＯＳイメージセンサ及びその形成方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の課題を解決するためにＣＭＯＳイメージセンサの形成方法を提供する。本発明の
一実施例によるＣＭＯＳイメージセンサの形成方法は次の段階を含むことができる。基板
上に順に積層されたゲート絶縁膜及びドーピングされたポリシリコン膜をパターニングし
て互いに離隔されたトランスファーゲート及びリセットゲートを形成する。前記トランス
ファーゲート及びリセットゲートの間の浮遊拡散層、前記浮遊拡散層に対向した前記トラ
ンスファーゲートの一側の受光素子、及び前記浮遊拡散層に対向した前記リセットゲート
の一側のソース／ドレイン領域を形成する。前記基板の全面に保護絶縁膜及びモールド層
を順に形成して、前記モールド層を前記保護絶縁膜が露出されるまで平坦化させる。前記
露出された保護絶縁膜を除去して前記ゲートの上部面を露出させる。ゲート金属膜を利用
した選択的シリサイド化工程を実行して前記露出されたゲートにゲート金属シリサイドを
形成する。この際、前記保護絶縁膜は前記モールド層とエッチング選択比を有する。
【００１４】
　具体的に、前記方法は前記平坦化されたモールド層を除去する段階と、少なくとも前記
浮遊拡散層に隣接した前記トランスファーゲートの一側壁、及び前記リセットゲートの両
側壁にゲートスペーサを形成して前記浮遊拡散層及び前記ソース／ドレイン領域を露出さ
せる段階と、前記受光素子及び前記浮遊拡散層を覆うシリサイド防止パターンを形成する
段階と、ソース／ドレイン金属膜を利用した選択的シリサイド化工程を実行して前記露出
されたソース／ドレイン領域の表面にソース／ドレイン金属シリサイドを形成する段階と
をさらに含むことができる。前記平坦化されたモールド層を除去する段階は、前記ゲート
金属シリサイドを形成する前に実行されることができる。これとは異なり、前記平坦化さ
れたモールド層を除去する段階は前記ゲート金属シリサイドを形成した後に実行されるこ
ともできる。前記ゲート金属シリサイド及び前記ソース／ドレイン金属シリサイドは互い
に違う金属を含むことができる。
【００１５】
　本発明の他の実施例によるＣＭＯＳイメージセンサの形成方法は次の段階を含むことが
できる。抵抗領域及び画素領域を有する基板上にゲート絶縁膜及びアンドープトポリシリ
コン膜を順に形成する。前記画素領域のアンドープトポリシリコン膜及び前記抵抗領域の
アンドープトシリコン膜から各々第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜を形成す
る。前記第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜をパターニングして各々前記画素
領域の互いに離隔されたトランスファーゲート及びリセットゲートと、前記抵抗領域の抵
抗素子とを形成する。前記トランスファーゲート及びリセットゲートの間の浮遊拡散層、
前記浮遊拡散層に対向した前記トランスファーゲートの一側の受光素子、及び前記浮遊拡
散層に対向した前記リセットゲートの一側のソース／ドレイン領域を形成する。前記基板
の全面にバッファ酸化膜、保護絶縁膜及びモールド層を順に形成して、前記モールド層を
前記保護絶縁膜が露出されるまで平坦化させる。前記画素領域の前記露出された保護絶縁
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膜及びバッファ酸化膜を連続的及び選択的に除去して前記ゲートの上部面を露出させる。
この際、前記抵抗素子上の前記保護絶縁膜は残存する。ゲート金属膜を利用した選択的シ
リサイド化工程を実行して前記露出されたゲートにゲート金属シリサイドを形成する。前
記保護絶縁膜は前記モールド層とエッチング選択比を有する。
【００１６】
　上述の課題を解決するためにＣＭＯＳイメージセンサを提供する。このＣＭＯＳイメー
ジセンサは基板上に互いに離隔されて配置され、ドーピングされたポリシリコンからなっ
たトランスファーゲート及びリセットゲートを含むことができる。前記ゲートと前記基板
との間にゲート絶縁膜が介在される。前記トランスファーゲート及び前記リセットゲート
の間に浮遊拡散層が配置され、前記浮遊拡散層に対向した前記トランスファーゲートの一
側に受光素子が配置される。前記浮遊拡散層に対向した前記リセットゲートの一側にソー
ス／ドレイン領域が配置される。前記ゲートの上部面の全面にゲート金属膜を利用した選
択的シリサイド化工程によって形成されたゲート金属シリサイドが配置される。シリサイ
ド防止パターンが前記受光素子及び前記浮遊拡散層を覆う。前記ソース／ドレイン領域の
表面にソース／ドレイン金属膜を利用した選択的シリサイド化工程によって形成されたソ
ース／ドレイン金属シリサイドが配置される。
【００１７】
　具体的に、前記ゲート金属シリサイド及び前記ソース／ドレイン金属シリサイドは互い
に違う金属を含むことができる。
【００１８】
　一実施例において、前記ＣＭＯＳイメージセンサは前記トランスファーゲートの両側壁
及び前記ゲート側壁の両側壁に配置されたゲートスペーサをさらに含むことができる。
【００１９】
　一実施例において、前記ＣＭＯＳイメージセンサは前記浮遊拡散層に隣接した前記トラ
ンスファーゲートの第１側壁、及び前記リセットゲートの両側壁に配置されたゲートスペ
ーサ、及び前記受光素子と、前記受光素子に隣接した前記トランスファーゲートの第２側
壁を覆い、順に積層された保護絶縁パターン及びスペーサ絶縁パターンをさらに含むこと
ができる。前記ゲートスペーサは前記保護絶縁パターンと同様の物質からなる部分、及び
前記スペーサ絶縁パターンと同様の物質からなる部分を含むことができる。この場合に、
前記ＣＭＯＳイメージセンサは前記保護絶縁パターンと前記基板との間、及び前記保護絶
縁パターンと前記トランスファーゲートの第２側壁との間に介在されたバッファ酸化パタ
ーンをさらに含むことができる。この際、前記ゲートスペーサは前記バッファ酸化パター
ンと同様の物質からなる部分をさらに含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、ゲートの形成のためのパターニング工程時、前記ゲートは金属元素を
全然含まない。これにより、前記ゲートを形成した後、多くの湿式洗浄工程が実行される
とき、受光素子及び浮遊拡散層に対する従来の金属汚染を防止することができる。また、
前記ゲートの上部面の全面には自己整列的にゲート金属シリサイドが形成される。この際
、前記受光素子及び前記不純物ドーピング層は保護絶縁膜の単一膜、または保護絶縁膜／
平坦化されたモールド層の複合膜によって保護される。したがって、前記受光素子及び前
記浮遊拡散層に対する金属汚染を防止するとともに前記ゲート上には低抵抗の前記ゲート
金属シリサイドが形成される。結果的に、従来の金属汚染による暗信号の増加が防止され
、かつ高速動作が可能なＣＭＯＳイメージセンサを実現することができる。
【００２１】
　これに加えて、前記ゲート金属シリサイドと、前記浮遊拡散層を除いたソース／ドレイ
ン領域の表面に形成されるソース／ドレイン金属シリサイドは互いに違う金属層を利用し
たシリサイド化工程によって形成される。これによって、前記ゲート金属シリサイド及び
前記ソース／ドレイン金属シリサイドは各々最適化された特性の金属シリサイドで形成さ
れることができる。その結果、最適化された特性のＣＭＯＳイメージセンサを実現するこ
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とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付の図を参照して本発明の望ましい実施例を詳細に説明する。しかし、本発明
はここで説明される実施例に限定されず、他の形態に具体化されることもできる。むしろ
、ここで紹介される実施例は開示された内容が徹底して完全になれるように、そして当業
者に本発明の思想を十分に伝達するために提供されるものである。図において、層（また
は膜）及び領域の厚さは明確性のために誇張されたものである。また、層（または膜）が
他の層（または膜）または基板“上”にあると言及される場合に、それは他の層（または
膜）または基板上に直接形成されることができるもの、またはそれらの間に第３の層（ま
たは膜）が介在されることもできるものである。明細書の全体にわたって同様の参照番号
として表示された部分は同様の構成要素を示す。
【００２３】
　図３は本発明の実施例によるイメージセンサの画素（ｐｉｘｅｌ）構造に対する等価回
路図である。
【００２４】
　図３を参照すると、本発明の実施例によるＣＭＯＳイメージセンサの画素は外部の光を
感知する受光素子１１０及び前記受光素子１１０に貯蔵された電荷の伝送及び／または出
力などを制御するＭＯＳトランジスタを含む。前記画素は複数個のＭＯＳトランジスタを
含むことができる。本実施例では、前記画素が４個のＭＯＳストランジスタを含む場合に
対して説明する。
【００２５】
　前記画素は光を受光する受光素子１１０、トランスファー（ｔｒａｎｓｆｅｒ）トラン
ジスタＴｘ、リセット（ｒｅｓｅｔ）トランジスタＲｘ、ソースフォロア（ｓｏｕｒｃｅ
 ｆｏｌｌｏｗｅｒ）トランジスタＳｘ及びアクセス（ａｃｃｅｓｓ）トランジスタを含
む。前記受光素子１１０はフォトダイオードからなることが望ましい。前記受光素子１１
０に前記トランスファートランジスタＴｘ及び前記リセットトランジスタＲｘが直列に接
続される。前記トランスファートランジスタＴｘのソースは前記受光素子１１０と接続し
て、前記トランスファートランジスタＴｘのドレインは前記リセットトランジスタＳｘの
ソースと接続する。前記リセットトランジスタＳｘのドレインには電源電圧Ｖｄｄが印加
される。
【００２６】
　前記トランスファートランジスタＴｘのドレイン（すなわち、前記リセットトランジス
タＲｘのソース）は浮遊拡散層（Ｆ／Ｄ、ｆｌｏａｔｉｎｇ ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）に該
当する。前記浮遊拡散層Ｆ／Ｄは前記ソースフォロアトランジスタＳｘのゲートに接続さ
れる。前記ソースフォロアトランジスタＳｘ及び前記アクセストランジスタＡxは直列に
接続される。すなわち、前記ソースフォロアトランジスタＳｘのソースと前記アクセスト
ランジスタＡｘのドレインが互いに接続する。前記ソースフォロアトランジスタＳｘのド
レインには前記電源電圧Ｖｄｄが印加される。前記アクセストランジスタＡｘのソースは
出力端Ｏｕｔに該当して、前記アクセストランジスタＡｘのゲートには選択信号Ｒｏｗが
印加される。
【００２７】
　上述の構造の前記画素の動作を簡略に説明する。まず、前記リセットトランジスタＲｘ
をターンオン（ｔｕｒｎ ｏｎ）させて前記浮遊拡散層Ｆ／Ｄの電位を前記電源電圧Ｖｄ
ｄと同様にした後に、前記リセットトランジスタＲｘをターンオフ（ｔｕｒｎ ｏｆｆ）
させる。このような動作をリセット動作であると定義する。
【００２８】
　外部の光が前記受光素子１１０に入射されれば、前記受光素子１１０内に電子ホール対
（ＥＨＰ; ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｈｏｌｅ ｐａｉｒ）が生成されて信号電荷が前記受光素
子１１０内に蓄積される。前記トランスファートランジスタＴｘをターンオンさせて前記
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受光素子１１０内の蓄積された信号電荷を前記浮遊拡散層Ｆ／Ｄに移動させる。これによ
って、前記浮遊拡散層Ｆ／Ｄの電位が変化すると同時に、前記ソースフォロアトランジス
タＳｘのゲートの電位が変わる。この際、選択信号Ｒｏｗによって前記アクセストランジ
スタＡｘがターンオンされれば、データが前記出力端Ｏｕｔに出力される。データが出力
された後に、前記画素は再びリセット動作を実行する。前記画素はこのような過程を繰り
返して光学的映像を電気的信号に変換させて出力する。
【００２９】
　以上では、４個のＭＯＳトランジスタを含む前記画素の構造に対して説明した。しかし
、本発明によるＣＭＯＳイメージセンサの画素に含まれたＭＯＳトランジスタの個数は４
個に限定されない。特に、本発明によるイメージセンサの画素は２個以上のＭＯＳトラン
ジスタを含むことができる。
【００３０】
　図４Ａは本発明の実施例によるイメージセンサを示す断面図である。
【００３１】
　図４Ａを参照すると、画素領域（ａ）及び抵抗領域（ｂ）を有する基板１００の所定領
域に素子分離膜１０２が配置される。前記素子分離膜１０２は前記画素領域（ａ）の活性
領域を限定する。前記素子分離膜１０２は前記抵抗領域（ｂ）にも配置される。
【００３２】
　前記画素領域（ａ）の活性領域上に互いに離隔されたトランスファーゲート１０７ａ及
びリセットゲート１０７ｂが配置され、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂと前記基板１００
との間にゲート絶縁膜１０４が介在される。図示しないが、前記活性領域上に図３のソー
スフォロアトランジスタ及びアクセストランジスタのゲート（図示しない）が互いに離隔
されて配置されることができる。また、前記基板１００上にはＣＭＯＳイメージセンサの
周辺回路領域の周辺回路トランジスタのゲート（図示しない）も配置されることができる
。前記抵抗領域ｂの前記素子分離膜１０２上に抵抗素子１０７ｃが配置される。前記ゲー
ト１０７ａ、１０７ｂは第１ドーピングされたポリシリコンからなり、前記抵抗素子１０
７ｃは第２ドーピングされたポリシリコンからなることができる。
【００３３】
　前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ及び前記抵抗素子１０７ｃは互いに違う不純物濃度でド
ーピングされることができる。この場合に、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの不純物濃度
が前記抵抗素子１０７ｃの不純物濃度に比べて高いことがある。すなわち、前記ゲート１
０７ａ、１０７ｂの比抵抗が前記抵抗素子１０７ｃの比抵抗に比べて低いことがある。こ
れとは異なり、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂと前記抵抗素子１０７ｃとは互いに同様の
不純物濃度を有することもできる。
【００３４】
　前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの上部面上にゲート金属膜を利用した選択的シリサイド
化工程で形成されたゲート金属シリサイド１２４が配置される。前記ゲート金属シリサイ
ド１２４は前記各ゲート１０７ａ、１０７ｂの上部面の全面上に配置される。前記ゲート
金属シリサイド１２４はコバルトシリサイド、ニッケルシリサイドまたはチタンシリサイ
ドでありうる。したがって、前記ゲート金属膜はコバルト、ニッケルまたはチタンなどで
ありうる。
【００３５】
　前記リセットゲート１０７ｂに対向した前記トランスファーゲート１０７ａの一側の前
記活性領域に受光素子１１０が配置される。前記受光素子１１０は前記活性領域の表面か
ら所定の深みを有する第１フォトダイオード１０９ａと、前記第１フォトダイオード１０
９ａの上部（すなわち、前記活性領域の表面）に配置された第２フォトダイオード１０９
ｂを含むことができる。前記第１フォトダイオード１０９ａは第１導電型の不純物でドー
ピングされた領域であり、前記第２フォトダイオード１０９ｂは第２導電型の不純物でド
ーピングされた領域に該当する。例えば、前記第１フォトダイオード１０９ａはｎ型の不
純物でドーピングされ、前記第２フォトダイオード１０９ｂはｐ型の不純物でドーピング
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される。
【００３６】
　前記受光素子１１０に対向した前記トランスファーゲート１０７ａの一側の前記活性領
域、及び前記リセットゲート１０７ｂ両側の前記活性領域に不純物ドーピング層１１２ａ
'、１１２ｂ'が配置される。前記トランスファーゲート１０７ａと前記リセットゲート１
０７ｂとの間の前記不純物ドーピング層１１２ａ'は浮遊拡散層１１２ａ'に該当して、前
記浮遊拡散層１１２ａ'に対向した前記リセットゲート１０７ｂの一側の前記不純物ドー
ピング層１１２ｂ'はリセットトランジスタのソース／ドレイン領域１１２ｂ'に該当する
。すなわち、前記浮遊拡散層１１２ａ'に対向した前記トランスファーゲート１０７ａの
一側に前記受光素子１１０が配置され、前記浮遊拡散層１１２ａ'に対向した前記リセッ
トゲート１０７ｂの一側に前記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'が配置される。前記浮遊
拡散層１１２ａ'及び前記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'はＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ Ｄ
ｏｐｅｄ Ｄｒａｉｎ）構造またはＤＤＤ（Ｄｏｕｂｌｅ Ｄｅｆｕｓｅｄ Ｄｒａｉｎ）
構造でありうる。
【００３７】
　前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの両側壁にゲートスペーサ１２８が配置される。前記ゲ
ートスペーサ１２８は順に積層された第１、第２及び第３側壁パターン１１４ａ、１１６
ａ、１２６ａを含むことができる。前記第１及び第２側壁パターン１１４ａ、１１６ａは
“Ｌ”字形態であり、前記第３側壁パターン１２６ａはスペーサ形態（ｓｐａｃｅｒ－ｓ
ｈａｐｅｄ）でありうる。前記ゲートスペーサ１２８が前記第１側壁パターン１１４ａを
含む場合、前記ゲート金属シリサイド１２４は前記第１側壁パターン１１４ａの最上部面
を覆うことができる。
【００３８】
　前記抵抗素子１０７ｃの側壁に残余スペーサ１２９を配置することができる。前記残余
スペーサ１２９は順に積層された第１、第２及び第３残余パターン１１４ｂ、１１６ｂ、
１２６ｂを含むことができる。前記第１残余パターン１１４ｂは前記第１側壁パターン１
１４ａと同様の物質からなり、前記第２残余パターン１１６ｂは前記第２側壁パターン１
１６ａと同様の物質からなることができる。また、前記第３残余パターン１２６ｂは前記
第３側壁パターン１２６ａと同様の物質からなることができる。
【００３９】
　前記基板１００上に前記受光素子１１０及び前記浮遊拡散層１１２ａ'を覆うシリサイ
ド防止パターン１３２が配置される。また、前記シリサイド防止パターン１３２は前記受
光素子１１０及び前記浮遊拡散層１１２ａ'の間の前記トランスファーゲート１０７ａ上
の前記ゲート金属シリサイド１２４及び前記ゲートスペーサ１２８を覆う。これに加えて
、前記シリサイド防止パターン１３２は横にさらに延長されて、前記浮遊拡散層１１２ａ
'に隣接した前記リセットゲート１０７ｂ側壁の前記ゲートスペーサ１２８と前記リセッ
トゲート１０７ｂ上の前記ゲート金属シリサイド１２４の上部面の少なくとも一部をさら
に覆うことができる。
【００４０】
　前記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'の表面にソース／ドレイン金属シリサイド１３６
が配置される。前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６は前記ソース／ドレイン領域
１１２ｂ'の上部面の中に前記ゲートスペーサ１２８が覆う部分を除いた部分に形成され
る。前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６はソース／ドレイン金属膜を利用した選
択的シリサイド化工程によって形成されたものである。前記ソース／ドレイン金属シリサ
イド１３６はコバルトシリサイド、ニッケルシリサイドまたはチタンシリサイドなどから
なることができる。すなわち、前記ソース／ドレイン金属膜はコバルト、ニッケルまたは
チタンなどでありうる。
【００４１】
　前記ゲート金属シリサイド１２４は前記ゲート金属膜を利用したシリサイド化工程によ
って形成されたものであり、前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６はソース／ドレ



(11) JP 5037816 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

イン金属膜を利用したシリサイド化工程によって形成されたものである。すなわち、前記
ゲート金属シリサイド１２４と前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６とは互いに違
う金属層によって形成されたものである。これによって、前記ゲート金属シリサイド１２
４と前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６とは互いに違う金属を含むことができる
。その結果、前記ゲート金属シリサイド１２４及び前記ソース／ドレイン金属シリサイド
１３６は各々の機能に最適化された金属を含むことができる。
【００４２】
　例えば、ＣＭＯＳイメージセンサの動作速度を向上させるため、前記ゲート金属シリサ
イド１２４はより低い比抵抗を要求する。これによって、前記ゲート金属シリサイド１２
４はコバルトシリサイド、ニッケルシリサイド及びチタンシリサイドのうち相対的に低い
比抵抗を実現することができるコバルトシリサイドまたはニッケルシリサイドからなるこ
とができる。これとは異なり、前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６は前記ソース
／ドレイン領域１１２ａ'と前記ソース／ドレイン領域１１２ａ'に接続するコンタクトプ
ラグ（図示しない）間のコンタクト抵抗を減少させるオーミック層の役割を実行する。し
たがって、前記コンタクトプラグの最下部面がチタンまたは窒化チタンからなる場合、前
記コンタクトプラグとの界面抵抗を減少させるために前記ソース／ドレイン金属シリサイ
ド１３６はチタンシリサイドからなることができる。すなわち、前記ソース／ドレイン金
属シリサイド１３６と前記コンタクトプラグの最下部面が同様の金属を含むことによって
、これら間の界面抵抗が減少する。
【００４３】
　結果的に、前記ゲート金属シリサイド１２４及び前記ソース／ドレイン金属シリサイド
１３６は各々の機能に最適の特性を有することができる。したがって、最適化された特性
のＣＭＯＳイメージセンサを実現することができる。
【００４４】
　上述の構造のＣＭＯＳイメージセンサにおいて、前記トランスファーゲート１０７ａの
両側壁には前記ゲートスペーサ１２８が配置されている。すなわち、前記受光素子１１０
に隣接した前記トランスファーゲート１０７ａの側壁にも前記ゲートスペーサ１２８が配
置される。これとは異なり、前記受光素子１１０に隣接した前記トランスファーゲート１
０７ａの側壁では前記ゲートスペーサ１２８を省略することもできる。これを、図４Ｂを
参照して説明する。
【００４５】
　図４Ｂは本発明の実施例によるイメージセンサの変形例を示す断面図である。
【００４６】
　図４Ｂを参照すると、トランスファーゲート１０７ａの一側の活性領域に受光素子１１
０が配置され、前記トランスファーゲート１０７ａの他側の活性領域に浮遊拡散層１１２
ａ'が配置される。前記受光素子１１０上には順に積層されたバッファ酸化パターン１１
４ｃ、保護絶縁パターン１１６ｃ及びスペーサ絶縁パターン１２６ｃが配置される。前記
保護絶縁パターン１１６ｃは延長されて前記受光素子１１０に隣接した前記トランスファ
ーゲート１０７ａの第１側壁を覆う。前記バッファ酸化パターン１１４ｃも延長されて前
記保護絶縁パターン１１６ｃの延長された部分と前記トランスファーゲート１０７ａの第
１側壁との間に介在することができる。この際、前記トランスファーゲート１０７ａ上の
前記ゲート金属シリサイド１２４は前記バッファ酸化パターン１１４ｃの延長された部分
の最上部面を覆うことができる。前記スペーサ絶縁パターン１２６ｃは延長されて前記ト
ランスファーゲート１０７ａの第１側壁上に配置された前記保護絶縁パターン１１６ｃの
延長された部分を覆う。また、前記スペーサ絶縁パターン１２６ｃはさらに延長されて前
記トランスファーゲート１０７ａ上の前記ゲート金属シリサイド１２４の一部分を覆うこ
とができる。
【００４７】
　前記浮遊拡散層１１２ａ'に隣接した前記トランスファーゲート１０７ａの第２側壁に
ゲートスペーサ１２８が配置される。上述のように、前記ゲートスペーサ１２８は順に積
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層された第１、第２及び第３側壁パターン１１４ａ、１１６ａ、１２６ａを含む。この際
、前記第１側壁パターン１１４ａと前記バッファ酸化パターン１１４ｃとは互いに同様の
物質からなる。前記第２側壁パターン１１６ａ及び前記保護絶縁パターン１１６ｃは互い
に同様の物質からなり、前記第３側壁パターン１２６ａ及び前記スペーサ絶縁パターン１
２６ｃは互いに同様の物質からなる。
【００４８】
　シリサイド防止パターン１３２'が前記受光素子１１０上の前記スペーサ絶縁パターン
１２６ｃ及び前記浮遊拡散層１１２ａ'を覆う。また、前記シリサイド防止パターン１３
２'は前記受光素子１１０及び前記浮遊拡散層１１２ａ'の間の前記トランスファーゲート
１０７ａ上の前記ゲート金属シリサイド１２４及び前記トランスファーゲート１０７ａの
前記第２側壁に形成された前記ゲートスペーサ１２８を覆う。これに加えて、前記シリサ
イド防止パターン１３２'は横にさらに延長されて前記浮遊拡散層１１２ａ'に隣接したリ
セットゲート１０７ｂの一側壁に形成された前記ゲートスペーサ１２８と前記リセットゲ
ート１０７ｂ上の前記ゲート金属シリサイド１２４の上部面の少なくとも一部とをさらに
覆うことができる。勿論、前記シリサイド防止パターン１３２'は抵抗領域ｂの抵抗素子
１０７ｃも覆う。
【００４９】
　上述の構造のＣＭＯＳイメージセンサにおいて、前記トランスファーゲート１０７ａの
第１側壁には前記受光素子１１０を覆う前記バッファ酸化パターン１１４ｃ、保護絶縁パ
ターン１１６ｃ及びスペーサ絶縁パターン１２６ｃが配置されて、前記トランスファーゲ
ート１０７ａの第２側壁には前記ゲートスペーサ１２８が配置される。この際、前記ゲー
トスペーサ１２８の第１、第２及び第３側壁パターン１１４ａ、１１６ａ、１２６ａは各
々前記バッファ酸化パターン１１４ｃ、保護絶縁パターン１１６ｃ及びスペーサ絶縁パタ
ーン１２６ｃと同様の物質からなる。すなわち、前記ゲートスペーサ１２８の形成のため
の異方性エッチング工程時、前記受光素子１１０は前記パターン１１４ｃ、１１６ｃ、１
２６ｃが覆われている。したがって、前記受光素子１１０は前記異方性エッチングによる
エッチング損傷が防止される。その結果、前記受光素子１１０のエッチング損傷による格
子欠陥などで惹起される可能性のある暗信号の増加を防止することができる。
【００５０】
　図５乃至図１２は本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断
面図である。
【００５１】
　図５を参照すると、画素領域（ａ）及び抵抗領域（ｂ）を有する基板１００の所定領域
に素子分離膜１０２を形成する。前記素子分離膜１０２は前記画素領域ａの活性領域を画
定する。また、前記素子分離膜１０２は前記抵抗領域ｂ内にも配置される。図において、
前記画素領域（ａ）は前記活性領域に沿って切断した断面である。
【００５２】
　前記基板１００上にゲート絶縁膜１０４を形成する。前記ゲート絶縁膜１０４は熱酸化
膜で形成することができる。前記ゲート絶縁膜１０４を有する基板１００上に前記画素領
域（ａ）の第１ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａ、及び前記抵抗領域（ｂ）の第
２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ｂを形成する。前記第１ドーピングされたポリ
シリコン膜１０６ａはＣＭＯＳイメージセンサの画素に含まれたＭＯＳトランジスタのゲ
ートに形成され、前記第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ｂは前記ＣＭＯＳイメ
ージセンサの周辺回路領域などの抵抗素子に形成される。図示しないが、前記周辺回路領
域の周辺回路トランジスタが形成される部分に前記第１ドーピングされたポリシリコン膜
１０６ａを形成することができる。この際、前記周辺回路領域の第１ドーピングされたポ
リシリコン膜１０６ａは前記周辺回路トランジスタのゲートに形成されることができる。
【００５３】
　前記第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａ、１０６ｂは互いに違う不
純物濃度を有することができる。特に、前記第１ドーピングされたポリシリコン膜１０６
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ａの不純物濃度は前記第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ｂの不純物濃度に比べ
て高くできる。これとは異なり、前記第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜１０
６ａ、１０６ｂは互いに同様の不純物濃度を有することができる。
【００５４】
　互いに違う不純物濃度を有する前記第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜１０
６ａ、１０６ｂの形成方法を説明する。まず、前記ゲート絶縁膜１０４を有する前記基板
１００の全面上にアンドープトポリシリコン膜を形成する。続いて、前記画素領域（ａ）
の前記アンドープトポリシリコン膜に選択的に第１ドーズの不純物イオンを注入して前記
第１ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａを形成して、前記抵抗領域（ｂ）の前記ア
ンドープトポリシリコン膜に選択的に第２ドーズの不純物イオンを注入して前記第２ドー
ピングされたポリシリコン膜１０６ｂを形成する。前記第１及び第２ドーズ不純物イオン
を注入した後、注入された不純物を活性化するための熱処理を実行することができる。前
記第１及び第２ドーズを調節することによって、前記第１及び第２ドーピングされたポリ
シリコン膜１０６ａ、１０６ｂは互いに違う不純物濃度を有することができる。特に、前
記第１ドーズを前記第２ドーズに比べて高くすることによって、前記第１ドーピングされ
たポリシリコン膜１０６ａの不純物濃度を前記第２ドーピングされたポリシリコン膜１０
６ｂの不純物濃度に比べて高くすることができる。これにより、前記第１ドーピングされ
たポリシリコン膜１０６ａの比抵抗が前記第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ｂ
の比抵抗に比べて低くできる。
【００５５】
　上述の形成方法により、前記第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａ、
１０６ｂは互いに違う比抵抗を有することができる。すなわち、前記第１ドーピングされ
たポリシリコン膜１０６ａは前記画素のＭＯＳトランジスタのゲートが要求する比抵抗及
び不純物濃度を有することができ、前記第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ｂは
前記抵抗素子が要求する比抵抗を有することができる。結果的に、前記基板１００上に単
一層のアンドープトポリシリコン膜を形成した後、選択的に不純物をドーピングすること
によって、前記抵抗素子及びゲートの特性を全部満たすことができる。
【００５６】
　これとは異なり、互いに同様の不純物濃度を有する前記第１及び第２ドーピングされた
ポリシリコン膜１０６ａ、１０６ｂを形成する方法を説明する。まず、前記ゲート絶縁膜
１０４を有する基板１００の全面にアンドープトポリシリコン膜を形成して、前記アンド
ープトポリシリコン膜の全面に所定のドーズで不純物イオンを注入して前記第１及び第２
ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａ、１０６ｂを形成することができる。勿論、注
入された不純物を活性化するための熱処理を実行することができる。互いに同様の不純物
濃度を有する前記第１及び第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａ、１０６ｂの他
の形成方法として、前記ゲート絶縁膜１０４を有する基板１００の全面にインシチュー（
ｉｎ－ｓｉｔｕ）でドーピングされたポリシリコン膜を形成して、前記第１及び第２ドー
ピングされたポリシリコン膜１０６ａ、１０６ｂを形成することができる。
【００５７】
　図６を参照すると、前記第１ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａをパターニング
して前記活性領域上に互いに離隔されたトランスファーゲート１０７ａ及びリセットゲー
ト１０７ｂを形成する。図示しないが、前記トランスファー及びリセットゲート１０７ａ
、１０７ｂが形成されるとき、図３のソースフォロアトランジスタのゲート及びアクセス
トランジスタのゲートも共に形成することができる。前記ソースフォロア及びアクセスト
ランジスタのゲートも前記第１ドーピングされたポリシリコン膜１０６ａをパターニング
して形成される。また、前記周辺回路トランジスタのゲート（図示しない）も前記トラン
スファー及びリセットゲート１０７ａ、１０７ｂと同時に形成することができる。
【００５８】
　前記第２ドーピングされたポリシリコン膜１０６ｂをパターニングして前記抵抗領域ｂ
の素子分離膜１０２上に抵抗素子１０７ｃを形成する。前記抵抗素子１０７ｃは前記ＣＭ
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ＯＳイメージセンサの電圧または電流を調節する機能を実行する。前記ゲート１０７ａ、
１０７ｂ及び前記抵抗素子１０７ｃは同時に形成されることが望ましい。
【００５９】
　前記リセットゲート１０７ｂに対向した前記トランスファーゲート１０７ａの一側の前
記活性領域に受光素子１１０を形成する。前記受光素子１１０はフォトダイオード１０９
ａ、１０９ｂを含むことが望ましい。前記受光素子１１０の形成方法を具体的に説明すれ
ば、前記トランスファーゲート１０７ａの一側の活性領域に第１導電型の不純物イオンを
選択的に注入して第１フォトダイオード１０９ａを形成する。続いて、第２導電型の不純
物イオンを選択的に注入して前記第１フォトダイオード１０９ａの上部に第２フォトダイ
オード１０９ｂを形成する。例えば、前記第１フォトダイオード１０９ａはｎ型不純物で
ドーピングされ、前記第２フォトダイオード１０９ｂはｐ型不純物でドーピングされるこ
とができる。
【００６０】
　前記受光素子１１０に対向した前記トランスファーゲート１０７ａの一側、及び前記リ
セットゲート１０７ｂ両側の前記活性領域に不純物イオンを選択的に注入して不純物ドー
ピング層１１２ａ、１１２ｂを形成する。前記不純物ドーピング層１１２ａ、１１２ｂは
前記第１フォトダイオード１０９ａと同様のタイプの不純物でドーピングされることがで
きる。前記トランスファーゲート１０７ａと前記リセットゲート１０７ｂとの間の前記不
純物ドーピング層１１２ａは浮遊拡散層１１２ａに該当する。前記浮遊拡散層１１２ａに
対向した前記リセットゲート１０７ｂの一側の前記不純物ドーピング層１１２ｂはリセッ
トトランジスタのソース／ドレイン領域１１２ｂに該当する。以下、参照符号“１１２ａ
”は不純物ドーピング層及び浮遊拡散層を混用して使用して、参照符号“１１２ｂ”は不
純物ドーピング層及びソース／ドレイン領域を混用して使用する。
【００６１】
　前記浮遊拡散層１１２ａ及び前記ソース／ドレイン領域１１２ｂが形成されるとき、前
記ソースフォロアトランジスタ及び前記アクセストランジスタのソース／ドレイン領域（
図示しない）も形成することができる。
【００６２】
　前記受光素子１１０及び前記不純物ドーピング層１１２ａ、１１２ｂは順に形成される
ことが望ましい。例えば、前記受光素子１１０をまず形成した後、前記不純物ドーピング
層ドを１１２ａ、１１２ｂを形成することができる。これとは反対に、前記不純物ドーピ
ング層を１１２ａ、１１２ｂをまず形成した後、前記受光素子１１０を形成することがで
きる。
【００６３】
　前記ゲート１０７ａ、１０７ｂを形成した後に、前記基板１００には多種類の湿式洗浄
工程を実行することができる。この際、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂは前記第１ドーピ
ングされたポリシリコン膜１０６ａから形成されることによって、金属元素を全然含まな
い。これによって、前記受光素子１１０に対する従来の金属汚染を防止することができる
。その結果、従来の金属汚染による暗信号増加を防止することができる。
【００６４】
　図７を参照すると、続いて、前記基板１００の全面に保護絶縁膜１１６をコンフォーマ
ルに形成して、前記保護絶縁膜１１６上に十分な厚さのモールド層１１８を形成する。前
記ゲート１０７ａ、１０７ｂの両側に形成された前記モールド層１１８の上部面は前記ゲ
ート１０７ａ、１０７ｂの上部面に比べて高く形成されることが望ましい。
【００６５】
　前記保護絶縁膜１１６は前記モールド層１１８に対してエッチング選択比を有する絶縁
膜である。また、前記保護絶縁膜１１６はシリサイドを防止することができる絶縁膜であ
ることが望ましい。前記モールド層１１８もシリサイドを防止することができる絶縁膜で
形成することができる。例えば、前記モールド層１１８は化学気相蒸着法またはスピン方
式で形成されるシリコン酸化膜で形成することができる。この場合に、前記保護絶縁膜１
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１６はシリコン窒化膜で形成することができる。
【００６６】
　前記保護絶縁膜１１６を形成する前に、前記基板１００の全面にバッファ酸化膜１１４
を形成することができる。前記保護絶縁膜１１６が前記基板１００にストレスを加える場
合、前記バッファ酸化膜１１４を前記基板１００と前記保護絶縁膜１１６との間に形成し
て前記保護絶縁膜１１６と前記基板１００との間のストレスを緩衝させることができる。
前記バッファ酸化膜１１４は前記モールド層１１８に比べて遅いエッチング率を有する酸
化膜で形成することが望ましい。例えば、前記バッファ酸化膜１１４は熱酸化膜で形成す
ることができる。
【００６７】
　図８を参照すると、前記モールド層１１８を前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの上部面の
上に形成された前記保護絶縁膜１１６が露出されるまで平坦化させる。この際、前記抵抗
素子１０７ｃの上部面上に形成された前記保護絶縁膜１１６も露出される。前記モールド
層１１８は化学機械的研磨工程で平坦化させることができる。前記平坦化されたモールド
層１１８ａは前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの両側に形成された前記保護絶縁膜１１６を
覆う。
【００６８】
　続いて、前記基板１００上にマスクパターン１２０を形成する。前記マスクパターン１
２０は感光膜で形成することができる。前記マスクパターン１２０は前記抵抗領域（ｂ）
に形成される。すなわち、前記マスクパターン１２０は前記抵抗素子１０７ｃの上部に露
出された前記保護絶縁膜１１６を覆う。この際、前記画素領域（ａ）には前記マスクパタ
ーン１２０が形成されない。したがって、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ上に露出された
前記保護絶縁膜１１６はそのまま露出される。また、前記ソースフォロアトランジスタ及
びアクセストランジスタのゲート（図示しない）上の前記保護絶縁膜１１６も露出させる
ことができる。これに加えて、前記周辺回路トランジスタのゲート（図示しない）上の前
記保護絶縁膜１１６も露出させることができる。
【００６９】
　図９を参照すると、前記マスクパターン１２０をエッチングマスクとして使用して前記
露出された保護絶縁膜１１６及び前記バッファ酸化膜１１４を連続的及び選択的にエッチ
ングして前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの上部面を露出させる。続いて、前記マスクパタ
ーン１２０を除去する。この際、前記ソースフォロア及びアクセストランジスタのゲート
(図示しない)の上部面及び前記周辺回路トランジスタのゲート（図示しない）の上部面も
露出される。
【００７０】
　前記基板１００に第１選択的シリサイド化工程を実行して前記露出されたゲート１０７
ａ、１０７ｂ上にゲート金属シリサイド１２４を形成する。前記第１選択的シリサイド化
工程を具体的に説明する。
【００７１】
　まず、前記露出されたゲート１０７ａ、１０７ｂを有する前記基板１００の全面にゲー
ト金属膜１２２を蒸着して、第１熱処理工程を実行して前記露出されたゲート１０７ａ、
１０７ｂ上にゲート金属シリサイド１２４を形成する。前記ゲート金属シリサイド１２４
は前記ゲート金属膜１２２の金属元素と前記ゲート１０７ａ、１０７ｂのシリコン元素が
前記熱処理工程によって反応して形成される。この際、前記ゲート金属シリサイド１２４
は前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの側壁に形成された前記バッファ酸化膜１１４の最上部
面を覆うことができる。前記抵抗素子１０７ｃは前記保護絶縁膜１１６によって覆われて
いることによって、前記抵抗素子１０７ｃ上には前記ゲート金属シリサイド１２４が形成
されない。前記ゲート金属シリサイド１２４は前記ソースフォロアトランジスタ及びアク
セストランジスタの露出されたゲート（図示しない）上にも形成させることができ、前記
周辺回路トランジスタの露出されたゲート（図示しない）上にも形成されることができる
。
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【００７２】
　次に、未反応の前記ゲート金属膜１２２を除去する。これによって、前記第１選択的シ
リサイド化工程が完了される。
【００７３】
　前記ゲート金属膜１２２を蒸着する工程及び前記第１熱処理工程はインシチュー（ｉｎ
－ｓｉｔｕ）方式で実行することができる。前記ゲート金属膜１２２はコバルト、ニッケ
ルまたはチタンなどで形成することができる。これによって、前記ゲート金属シリサイド
１２４はコバルトシリサイド、ニッケルシリサイドまたはチタンシリサイドで形成される
ことができる。
【００７４】
　続いて、前記ゲート金属シリサイド１２４を有する基板１００から前記平坦化されたモ
ールド層１１８ａを除去する。前記バッファ酸化膜１１４は前記モールド層１１８に比べ
て遅いエッチング率を有する。したがって、前記平坦化されたモールド層１１８ａを除去
するとき、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの側壁に形成された前記バッファ酸化膜１１４
のエッチングを防止することができる。また、前記ゲート金属シリサイド１２４が前記ゲ
ート１０７ａ、１０７ｂ側壁に形成された前記バッファ酸化膜１１４を覆うように形成さ
れることができる。これによって、前記平坦化されたモールド層１１８ａを除去するとき
、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの側壁に形成されたバッファ酸化膜１１４のエッチング
を防止することができる。
【００７５】
　上述の方法によると、前記ゲート金属シリサイド１２４を形成した後、前記平坦化され
たモールド層１１８ａを除去する。これとは異なり、前記平坦化されたモールド層１１８
ａをまず除去した後、前記ゲート金属シリサイド１２４を形成することもできる。これを
図１３を参照して説明する。
【００７６】
　図１３は本発明の実施例によるイメージセンサのゲート金属シリサイドの他の形成方法
を説明するための断面図である。
【００７７】
　図８及び図１３を参照すると、前記マスクパターン１２０をエッチングマスクとして使
用して前記露出された保護絶縁膜１１６及びバッファ酸化膜１１４を連続的にエッチング
して前記ゲート１０７ａ、１０７ｂの上部面を露出させて、前記マスクパターン１２０を
除去する。続いて、前記平坦化されたモールド層１１８ａを除去して前記ゲート１０７ａ
、１０７ｂ両側の前記保護絶縁膜１１６を露出させる。この際、前記ゲート１０７ａ、１
０７ｂ側壁の前記バッファ酸化膜１１４は前記平坦化されたモールド層１１８ａに比べて
遅いエッチング率を有する。したがって、前記平坦化されたモールド層１１８ａの除去時
、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ側壁の前記バッファ酸化膜１１４のエッチングを防止す
ることができる。続いて、前記第１選択的シリサイド化工程を実行する。すなわち、前記
基板１００の全面にゲート金属膜１２２を蒸着して、シリサイド化のための第１熱処理工
程を実行して前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ上にゲート金属シリサイド１２４を形成した
後、未反応の前記ゲート金属膜１２２を除去する。
【００７８】
　この方法によると、前記平坦化されたモールド層１１８ａをまず除去した後、前記ゲー
ト金属シリサイド１２４を形成することによって、前記ゲート金属シリサイド１２４が前
記モールド層１１８ａを除去する工程による損傷を防止することができる。
【００７９】
　続いて、図１０を参照すると、前記未反応のゲート金属膜１２２及び前記平坦化された
モールド層１１８ａが除去された前記基板１００上にスペーサ絶縁膜１２６をコンフォー
マルに形成する。前記スペーサ絶縁膜１２６はシリコン酸化膜で形成することができる。
【００８０】
　図１１を参照すると、前記スペーサ絶縁膜１２６、前記保護絶縁膜１１６及び前記バッ
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ファ酸化膜１１４を連続的に異方性エッチングして前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ側壁に
ゲートスペーサ１２８を形成する。前記ゲートスペーサ１２８は順に積層された第１、第
２及び第３側壁パターン１１４ａ、１１６ａ、１２６ａを含む。前記第１、第２及び第３
側壁パターン１１４ａ、１１６ａ、１２６ａは各々前記バッファ酸化膜１１４、保護絶縁
膜１１６及びスペーサ絶縁膜１２６で形成される。前記第１及び第２側壁パターン１１４
ａ、１１６ａは“Ｌ”字形態で形成することができる、前記第３側壁パターン１２６ａは
スペーサ形態（ｓｐａｃｅｒ－ｓｈａｐｅｄ）で形成することができる。
【００８１】
　前記ゲートスペーサ１２８が形成されるとき、前記抵抗素子１０７ｃの上部面が露出さ
れ、前記抵抗素子１０７ｃの側壁に残余スペーサ１２９を形成することができる。前記残
余スペーサ１２９は順に積層された第１、第２及び第３残余パターン１１４ｂ、１１６ｂ
、１２６ｂを含むことができる。前記第１、第２及び第３残余パターン１１４ｂ、１１６
ｂ、１２６ｂは各々前記バッファ酸化膜１１４、保護絶縁膜１１６及びスペーサ絶縁膜１
２６で形成される。
【００８２】
　前記ゲートスペーサ１２８を形成した後、前記不純物ドーピング層１１２ａ、１１２ｂ
に選択的に不純物イオンを注入して、前記不純物ドーピング層１１２ａ、１１２ｂをＬＤ
Ｄ（Ｌｉｇｈｔｌｙ Ｄｏｐｅｄ Ｄｒａｉｎ）構造またはＤＤＤ（Ｄｏｕｂｌｅ Ｄｉｆ
ｆｕｓｅｄ Ｄｒａｉｎ）構造の不純物ドーピング層１１２ａ'、１１２ｂ'で形成するこ
とができる。すなわち、ＬＤＤ構造またはＤＤＤ構造の前記浮遊拡散層１１２ａ'及び前
記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'を形成することができる。
【００８３】
　図１２を参照すると、前記ゲートスペーサ１２８を有する基板１００の全面にシリサイ
ド防止膜を形成して、前記シリサイド防止膜をパターニングしてシリサイド防止パターン
１３２を形成する。前記シリサイド防止パターン１３２は前記受光素子１１０及び前記浮
遊拡散層１１２ａ'を覆う。この際、前記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'は露出される。
また、前記ソースフォロア及びアクセストランジスタ（図示しない）及び周辺回路トラン
ジスタのソース／ドレイン領域（図示しない）も露出される。
【００８４】
　前記シリサイド防止パターン１３２は前記受光素子１１０及び前記浮遊拡散層１１２ａ
'の間の前記トランスファーゲート１０７ａを覆うことができる。また、前記シリサイド
防止パターン１３２は前記抵抗領域ａにも形成されて前記抵抗素子１０７ｃの露出された
上部面を覆う。前記シリサイド防止パターン１３２はシリサイドを防止することができる
絶縁膜、例えば、シリコン酸化膜などで形成することができる。
【００８５】
　前記シリサイド防止パターン１３２を有する前記基板１００に第２選択的シリサイド化
工程を実行して前記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'の表面にソース／ドレイン金属シリ
サイド１３６を形成する。
【００８６】
　前記第２選択的シリサイド化工程を具体的に説明すると、前記シリサイド防止パターン
１３２を有する基板１００にソース／ドレイン金属膜１３４を蒸着して、第２熱処理工程
を実行して前記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'の表面にソース／ドレイン金属シリサイ
ド１３６を形成する。続いて、未反応の前記ソース／ドレイン金属膜１３４を除去するこ
とによって、前記第２選択的シリサイド化工程が完了される。これによって、図４ＡのＣ
ＭＯＳイメージセンサを実現することができる。
【００８７】
　前記ソース／ドレイン金属膜１３４を蒸着する工程及び前記第２熱処理工程はインシチ
ュー（ｉｎ－ｓｉｔｕ）方式で実行することが望ましい。前記ソース／ドレイン金属シリ
サイド１３６は前記ソースフォロア及びアクセストランジスタ（図示しない）及び周辺回
路トランジスタの露出されたソース／ドレイン領域（図示しない）の表面にも形成するこ
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とができる。
【００８８】
　前記浮遊拡散層１１２ａ'には前記シリサイド化防止パターン１３２によって前記ソー
ス／ドレイン金属シリサイド１３６が形成されない。これは、前記浮遊拡散層１１２ａ'
の漏洩電流を防止するためである。すなわち、前記浮遊拡散層１１２ａ'は図３を参照し
て説明したように、フローティング状態になる。この際、前記浮遊拡散層１１２ａ'に金
属が含まれている場合、金属による漏洩電流が発生してフローティング状態の前記浮遊拡
散層１１２ａ'の電位が変化してイメージセンサの誤動作が誘発する可能性がある。した
がって、前記浮遊拡散層１１２ａ'上には前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６を
形成させないことが望ましい。
【００８９】
　前記ソース／ドレイン金属膜１３４はコバルト、ニッケルまたはチタンなどで形成する
ことができる。したがって、前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６はコバルトシリ
サイド、ニッケルシリサイドまたはチタンシリサイドなどで形成される。
【００９０】
　前記ゲート金属シリサイド１２４及び前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６は各
々前記ゲート金属膜１２２及びソース／ドレイン金属膜１３４によって形成される。すな
わち、前記ゲート金属シリサイド１２４及びソース／ドレイン金属シリサイド１３６は互
いに違う金属層によって形成される。これによって、前記ゲート金属シリサイド１２４及
び前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６は互いに違うシリサイドで形成することが
できる。その結果、前記ゲート金属シリサイド１２４及び前記ソース／ドレイン金属シリ
サイド１３６を、ＣＭＯＳイメージセンサが要求する最適化された特性を有するように形
成することができる。
【００９１】
　例えば、イメージセンサの速い動作速度のために前記ゲート金属シリサイド１２４はよ
り低い比抵抗が要求される。これによって、前記ゲート金属シリサイド１２４はコバルト
シリサイド、ニッケルシリサイド及びチタンシリサイドのうちで、相対的に低い比抵抗を
実現することができるコバルトシリサイドまたはニッケルシリサイドで形成することがで
きる。これとは異なり、前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６は前記ソース／ドレ
イン領域１１２ｂ'と、前記ソース／ドレイン領域１１２ｂ'に接続するコンタクトプラグ
（図示しない）間のコンタクト抵抗を減少させるためのオーミック層として使用される。
したがって、前記コンタクトプラグの最下部面がチタンまたは窒化チタンで形成される場
合、前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６はチタンシリサイドで形成することがで
きる。前記コンタクトプラグの最下部面と前記ソース／ドレイン金属シリサイド１３６が
同様の金属を含むことによって、これら間の界面抵抗を最小化することができる。
【００９２】
　上述のように、前記ゲート金属シリサイド１２４と前記ソース／ドレイン金属シリサイ
ド１３６とを互いに違う金属層から形成することによって、各々の機能に最適化されたシ
リサイドで形成することができる。その結果、最適化された特性を有するＣＭＯＳイメー
ジセンサを実現することができる。
【００９３】
　次に、図４Ｂに示したＣＭＯＳイメージセンサの形成方法を説明する。この方法は上述
の方法と非常に類似している。特に、この方法は、図５乃至図１０を参照して説明した段
階を含むことができる。
【００９４】
　図１４及び図１５は本発明の実施例によるイメージセンサの変形例の形成方法を説明す
るための断面図である。
【００９５】
　図１０及び図１４を参照すると、基板１００上に形成されたスペーサ絶縁膜１２６上に
感光膜パターン１５０を形成する。前記スペーサ絶縁膜１２６の形成段階、及び前記スペ
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ーサ絶縁膜の形成段階以前の段階は上述の図５乃至図１０を参照して説明したものと同様
に実行することができる。
【００９６】
　前記感光膜パターン１５０は前記受光素子１１０上に形成された前記スペーサ絶縁膜１
２６を覆う。これに加えて、前記感光膜パターン１５０は横に延長されて前記トランスフ
ァーゲート１０７ａの上部に形成された前記スペーサ絶縁膜１２６の一部を覆うことがで
きる。これによって、前記感光膜パターン１５０は受光素子１１０に隣接した前記トラン
スファーゲート１０７ａの第１側壁を覆う。この際、前記浮遊拡散層１１２ａに隣接した
前記トランスファーゲート１０７ｂの第２側壁は前記感光膜パターン１５０によって覆わ
れないことが望ましい。前記抵抗領域（ｂ）のスペーサ絶縁膜１２６は露出されることが
望ましい。
【００９７】
　前記感光膜パターン１５０をマスクとして使用して前記スペーサ絶縁膜１２６、保護絶
縁パターン１１６及びバッファ酸化膜１１４を連続的に異方性エッチングして前記トラン
スファーゲート１０７ａの第２側壁、及び前記リセットゲート１０７ｂの両側壁にゲート
スペーサ１２８を形成する。この際、前記受光素子１１０上には順に積層されたバッファ
酸化パターン１１４ｃ、保護絶縁パターン１１６ｃ及びスペーサ絶縁パターン１２６ｃが
形成される。また、前記ゲートスペーサ１２８が形成されるとき、抵抗素子１０７ｃの側
壁には残余スペーサ１２９が形成される。前記残余スペーサ１２９は図１１に説明したも
のと同様の形態で形成される。
【００９８】
　上述の方法において、前記ゲートスペーサ１２８の形成時、前記受光素子１１０上には
バッファ酸化パターン１１４ｃ、保護絶縁パターン１１６ｃ及びスペーサ絶縁パターン１
２６ｃが形成される。すなわち、前記受光素子１１０の表面は前記ゲートスペーサ１２８
の形成のための異方性エッチングに全然露出されない。これによって、前記受光素子１１
０のエッチング損傷によって惹起する可能性のある暗信号の増加を防止することができる
。その結果、信頼性及び／または特性が向上したＣＭＯＳイメージセンサを実現すること
ができる。
【００９９】
　図１５を参照すると、前記感光膜パターン１５０を前記基板から除去する。続いて、前
記浮遊拡散層１１２ａ及びソース／ドレイン領域１１２ｂに選択的に不純物イオンを注入
してＬＤＤ構造またはＤＤＤ構造の前記浮遊拡散層１１２ａ'及びソース／ドレイン領域
１１２ｂ'を形成することができる。
【０１００】
　続いて、前記基板１００の全面にシリサイド防止膜を形成して、前記シリサイド防止膜
をパターニングして前記受光素子１１０及び前記浮遊拡散層１１２ａ'を覆うシリサイド
防止パターン１３２'を形成する。この際、前記シリサイド防止パターン１３２'は前記受
光素子１１０上の前記スペーサ絶縁パターン１２６ｃを覆う。また、前記シリサイド防止
パターン１３２'は前記受光素子１１０及び前記浮遊拡散層１１２ａ'の間の前記トランス
ファーゲート１０７ａ上の前記ゲート金属シリサイド１２４、前記トランスファーゲート
１０７ａの第１側壁、及び第２側壁のゲートスペーサ１２８を覆う。これに加えて、前記
シリサイド防止パターン１３２'は横にさらに延長されて前記浮遊拡散層１１２ａ'に隣接
した前記リセットゲート１０７ｂ側壁のゲートスペーサ１２８、及び前記リセットゲート
１０７ｂ上の前記ゲート金属シリサイド１２４の少なくとも一部を覆うことができる。
【０１０１】
　前記シリサイド防止パターン１３２'を有する前記基板１００上に上述した第２選択的
シリサイド化工程を実行してソース／ドレイン金属シリサイド１３６を形成する。すなわ
ち、前記シリサイド防止パターン１３２'を有する前記基板１００上にソース／ドレイン
金属膜１３４を蒸着して、シリサイド化のための第２熱処理を実行して前記ソース／ドレ
イン領域１１２ｂ'の表面にソース／ドレイン金属シリサイド１３６を形成する。続いて



(20) JP 5037816 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

、未反応の前記ソース／ドレイン金属膜１３４を除去して前記第２選択的シリサイド化工
程を完了する。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】従来のＣＭＯＳイメージセンサの形成方法を説明するための断面図である。
【図２】従来のＣＭＯＳイメージセンサの形成方法を説明するための断面図である。
【図３】本発明の実施例によるイメージセンサの画素構造に対する等価回路図である。
【図４Ａ】本発明の実施例によるイメージセンサを示す断面図である。
【図４Ｂ】本発明の実施例によるイメージセンサの変形例を示す断面図である。
【図５】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図である
。
【図６】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図である
。
【図７】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図である
。
【図８】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図である
。
【図９】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図である
。
【図１０】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図であ
る。
【図１１】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図であ
る。
【図１２】本発明の実施例によるイメージセンサの形成方法を説明するための断面図であ
る。
【図１３】本発明の実施例によるイメージセンサのゲート金属シリサイドを形成する他の
方法を説明するための断面図である。
【図１４】本発明の実施例によるイメージセンサの変形例の形成方法を説明するための断
面図である。
【図１５】本発明の実施例によるイメージセンサの変形例の形成方法を説明するための断
面図である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１００　基板
　１０２　素子分離膜
　１０４　ゲート絶縁膜
　１０６ａ、１０６ｂ　ポリシリコン膜
　１０７ａ　トランスファーゲート
　１０７ｂ　リセットゲート
　１０７ｃ　抵抗素子
　１０９ａ　フォトダイオード
　１１０　受光素子
　１１２ａ　浮遊拡散層
　１１２ｂ　ソース／ドレイン領域
　１１４　バッファ酸化膜
　１１４ａ、１１６ａ、１２６ａ　側壁パターン
　１１４ｃ　バッファ酸化パターン
　１１４ｂ、１１６ｂ、１２６ｂ　残余パターン
　１１６　保護絶縁膜
　１１８、１１８ａ　モールド層
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　１２０　マスクパターン
　１２２　ゲート金属膜
　１２４　ゲート金属シリサイド
　１２６　スペーサ絶縁膜
　１２６ｃ　スペーサ絶縁パターン
　１２８　ゲートスペーサ
　１２９　残余スペーサ
　１３２　シリサイド防止パターン
　１３４　ソース／ドレイン金属膜
　１３６　ソース／ドレイン金属シリサイド

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】
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【図１０】 【図１１】
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