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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の基板に形成されてダイオード領域及び活性領域を限定する素子分離膜と、
前記ダイオード領域に形成され、前記基板の表面から所定の深さを有する第２導電型のフ
ォトダイオードと、
　前記第２導電型のフォトダイオードと前記基板の表面との間に介在された第１導電型の
フォトダイオードと、
　前記ダイオード領域と隣接した前記活性領域上に配置された第１ゲートと、
　前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの他の側の活性領域内に形成された浮遊
拡散層と、
　前記ダイオード領域、第１ゲート及び浮遊拡散層を覆うシリサイド防止パターンと、
　前記シリサイド防止パターン上に配置されたシリコン窒化膜と、を含み
　前記シリコン窒化膜の厚さを調節することで色比を調節し、ブルー／グリーンの色比と
レッド／グリーンの色比との間の差を最小化するような厚さとし、
　前記シリサイド防止パターンと前記第２導電型のフォトダイオードとの間に介在された
ブロッキングパターンをさらに含み、前記ブロッキングパターンはシリコン酸化膜に比べ
て金属元素の拡散係数が低い絶縁膜であり、
　前記第１ゲートと所定の間隔で離隔されて前記活性領域上に形成され、互いに離隔され
て順次に形成された第２ゲート及び第３ゲートと、
　前記第３ゲートの両側の活性領域の表面に形成された金属シリサイド膜と、をさらに含
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み、
　前記シリコン窒化膜は延長されて前記第２ゲート、第３ゲート及び金属シリサイド膜を
覆っており、
　前記ブロッキングパターンは、前記金属シリサイド膜の形成の時に、発生する可能性が
ある金属元素の汚染から前記フォトダイオードを保護する
　ことを特徴とするイメージセンサ。
【請求項２】
　前記ブロッキングパターンと前記基板との間に介在された酸化膜をさらに含むことを特
徴とする請求項１に記載のイメージセンサ。
【請求項３】
　前記ブロッキングパターンはシリコン窒化膜からなることを特徴とする請求項１に記載
のイメージセンサ。
【請求項４】
　前記ブロッキングパターンと前記シリサイド防止パターンのとの間に介在された絶縁パ
ターンと、
　前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの他の側に配置され、「Ｌ」字形態の第
１スペーサ及び前記第１スペーサ上に配置された第２スペーサで構成された側壁スペーサ
と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のイメージセンサ。
【請求項５】
　前記絶縁パターン及び前記第２スペーサは同一の物質からなることを特徴とする請求項
４に記載のイメージセンサ。
【請求項６】
　前記ブロッキングパターンと前記シリサイド防止パターンとの間に介在された絶縁パタ
ーンと、
　前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの他の側と前記第２及び第３ゲートの両
側壁とに配置された側壁スペーサと、をさらに含み、
　前記側壁スペーサは「Ｌ」字形の第１スペーサ及び前記第１スペーサ上に配置された第
２スペーサで構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のイメージセンサ。
【請求項７】
　前記絶縁パターン及び前記第２スペーサは同一の物質からなることを特徴とする請求項
６に記載のイメージセンサ。
【請求項８】
　前記シリコン窒化膜と前記シリサイド防止パターンとの間、前記シリコン窒化膜と前記
金属シリサイド膜との間、並びに前記シリコン窒化膜と前記第２及び第３ゲートとの間に
介在されたバッファ絶縁膜をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のイメージセン
サ。
【請求項９】
　前記シリコン窒化膜上に形成された少なくとも一つの層間絶縁膜と、
前記層間絶縁膜上に形成されたパッシベーション膜と、をさらに含むことを特徴とする請
求項１に記載のイメージセンサ。
【請求項１０】
　第１導電型の基板にダイオード領域及び活性領域を限定する素子分離膜を形成する段階
と、
　前記ダイオード領域に前記基板の表面から所定の深さを有する第２導電型のフォトダイ
オード、及び前記第２導電型のフォトダイオードと前記基板の表面との間に介在された第
１導電型のフォトダイオードを形成する段階と、
　前記ダイオード領域に隣接した前記活性領域上に第１ゲートを形成する段階と、
　前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの他の側の活性領域に浮遊拡散層を形成
する段階と、
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　前記ダイオード領域、第１ゲート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、
　前記シリサイド防止パターンを有する基板の全面上にシリコン窒化膜を形成する段階と
、を含み、
　前記シリコン窒化膜の厚さを調節することで色比を調節し、ブルー／グリーンの色比と
レッド／グリーンの色比との間の差を最小化するような厚さとし、
　前記第１ゲートと所定の間隔で離隔されて前記活性領域上に配置され、互いに離隔され
て順次に配置された第２ゲート及び第３ゲートを、前記第１ゲートを形成する段階で形成
し、
　前記シリサイド防止パターンを形成した後に、
　前記第３ゲートの両側の前記活性領域の表面に金属シリサイド膜を形成する段階をさら
に含み
　前記シリサイド防止パターンを形成する前に、
　前記ダイオード領域上にブロッキングパターンを形成する段階をさらに含み、
　前記ブロッキングパターンはシリコン酸化膜に比べて金属元素の拡散係数が低い絶縁膜
で形成するとともに、
　前記ブロッキングパターンは、前記金属シリサイド膜の形成の時に、発生する可能性が
ある金属元素の汚染から前記フォトダイオードを保護する
　ことを特徴とするイメージセンサの形成方法。
【請求項１１】
　前記ブロッキングパターンを形成する前に、
前記第１ゲートを有する基板に酸化膜を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求
項１０に記載のイメージセンサの形成方法。
【請求項１２】
　前記ブロッキングパターンはシリコン窒化膜で形成することを特徴とする請求項１０に
記載のイメージセンサの形成方法。
【請求項１３】
　前記ブロッキングパターン上に配置されたスペーサ絶縁パターンと、前記ダイオード領
域に対向した前記第１ゲートの他の側に第１及び第２スペーサで構成された側壁スペーサ
とを形成する段階を含み、
　前記第１スペーサは「Ｌ」字形態であり、前記第２スペーサは前記第１スペーサ上に形
成し、
　前記第１スペーサと前記ブロッキングパターンとは同時に形成する
　ことを特徴とする請求項１０に記載のイメージセンサの形成方法。
【請求項１４】
　前記シリコン窒化膜を形成する前に、
　前記シリサイド防止パターンを有する基板の全面上にバッファ絶縁膜を形成する段階を
さらに含むことを特徴とする請求項１０に記載のイメージセンサの形成方法。
【請求項１５】
　前記シリコン窒化膜を形成した後に、
　前記基板の全面上に、少なくとも一つの層間絶縁膜を形成する段階と、
　前記層間絶縁膜上にパッシベーション膜を形成する段階と、をさらに含むことを特徴と
する請求項１０に記載のイメージセンサの形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は半導体素子及びその製造方法に関するものであり、特に、イメージセンサ（ＣＭ
ＯＳ　ｉｍａｇｅ　ｓｅｎｓｏｒ）及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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半導体素子のうちイメージセンサ（ｉｍａｇｅ　ｓｅｎｓｏｒ）は光学的イメージを電気
的信号に変換する素子である。前記イメージセンサは大きく二つに区分することができる
。ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｉｌｉｃｏｎ）イ
メージセンサ及びＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセン
サがそれである。前記ＣＣＤイメージセンサは前記ＣＭＯＳイメージセンサに比べて、光
感度（ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）及びノイズに対する特性が優れている。高集積化に困難
があり、電力消耗が高い。一方、前記ＣＭＯＳイメージセンサはＣＣＤイメージセンサに
比べて、工程が単純であり、高集積化に適し、電力消耗が低い。
【０００３】
最近、半導体素子の製造技術が高度に発展することによって、ＣＭＯＳ素子の製造技術及
び特性が大きく向上している。したがって、前記ＣＭＯＳイメージセンサに対する研究が
活発に進められている。
【０００４】
通常、前記ＣＭＯＳイメージセンサの画素（ｐｉｘｅｌ）は光を受け入れるフォトダイオ
ードと前記フォトダイオードから入力された映像信号を制御するＣＭＯＳ素子とで構成さ
れる。
【０００５】
図１は典型的なＣＭＯＳイメージセンサの画素を示す等価回路図である。
【０００６】
図１を参照すれば、ＣＭＯＳイメージセンサはフォトダイオードＰＤ、移送トランジスタ
（ＴＴ；ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、リセットトランジスタ（ＴＲ；ｒ
ｅｓｅｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、選択トランジスタ（ＴＳ；ｓｅｌｅｃｔ　ｔｒａｎ
ｓｉｓｔｏｒ）及びアクセストランジスタ（ＴＡ；ａｃｃｅｓｓ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
）を具備する。前記フォトダイオードＰＤに前記移送トランジスタＴＴ及びリセットトラ
ンジスタＴＲが直列に接続され、前記リセットトランジスタＴＲのドレインに印加電圧Ｖ
ｄｄが接続される。前記移送トランジスタＴＴのドレイン（リセットトランジスタのソー
ス）は浮遊拡散層（Ｆ／Ｄ；ｆｏａｔｉｎｇ　ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）に該当する。前記浮
遊拡散層Ｆ／Ｄは前記選択トランジスタＴＳのゲートに接続される。前記選択トランジス
タＴＳ及び前記アクセストランジスタＴＡは直列に接続され、前記選択トランジスタＴＳ
のドレインに印加電圧Ｖｄｄが接続される。前記アクセストランジスタＴＡのゲートは入
力フォト（Ｐｉ；ｉｎｐｕｔ　ｐｏｒｔ）に接続され、前記アクセストランジスタＴＡの
ソースは出力フォト（Ｐｏ；ｏｕｔｐｕｔ　ｐｏｒｔ）に接続される。
【０００７】
上述の構造のＣＭＯＳイメージセンサの動作は、先に、前記リセットトランジスタＴＲを
ターンオンし、前記浮遊拡散層Ｆ／Ｄに前記印加電圧を印加した後に、前記リセットトラ
ンジスタＴＲをオフする。したがって、前記浮遊拡散層Ｆ／Ｄには所定の電位が印加され
、また前記選択トランジスタＴＳのゲートにも所定の電位が印加される。その結果、前記
選択トランジスタＴＳのソースには所定の電位が印加される。この状態をリセット状態と
いう。
【０００８】
前記リセット状態で、前記フォトダイオードＰＤに光が入射されれば、電子ホール対（Ｅ
ＨＰ：ｅｌｅｃｔｒｉｃ－ｈｏｌｅｐａｉｒｓ）が生成されて信号電荷が発生し、前記信
号電荷は前記フォトダイオードＰＤに蓄積される。この時に、前記移送トランジスタＴＴ
をターンオンすれば、前記蓄積された信号電荷が前記浮遊拡散層Ｆ／Ｄに移動して前記浮
遊拡散層Ｆ／Ｄの電位が変化する。これによって、前記選択トランジスタＴＳのゲート電
位も変化する。その結果、前記選択トランジスタＴＳのソースに印加された電位も変化す
る。前記入力フォトＰｉに印加されるアクセス信号によって、前記出力フォトＰｏにデー
タが出力される。前記データを出力した後に、前記イメージセンサは前記リセット状態に
再転換される。このような過程を繰り返して映像信号を出力する。
【０００９】
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前記トランジスタＴＴ、ＴＲ、ＴＳ、ＴＡのソース／ドレインのうちの一部はオーミック
コンタクトまたは抵抗を減少させるためにそれらの表面に金属シリサイド膜を形成するこ
とができる。
【００１０】
図２は従来のＣＭＯＳイメージセンサの製造方法を説明するための概略的な断面図である
。図面において、参照符号「ａ」及び「ｂ」は各々受光素子領域及びＣＭＯＳ素子領域を
示す。
【００１１】
図２を参照すれば、受光素子領域ａ及びＣＭＯＳ素子領域ｂを有するｐ型の半導体基板１
に素子分離膜２を形成して活性領域を限定する。前記受光素子領域ａはフォトダイオード
ＰＤが形成される領域であり、前記ＣＭＯＳ素子領域ｂはＣＭＯＳ素子が形成される領域
である。前記素子分離膜２を有する半導体基板１の全面にゲート酸化膜３及びゲート電極
膜を順次に形成し、前記ゲート電極膜及び前記ゲート酸化膜３を連続してパターニングし
てゲートパターン５を形成する。前記ゲートパターン５は前記ＣＭＯＳ素子領域ｂに形成
される。前記ゲートパターン５は積層されたゲート酸化膜３及びゲート電極４で構成され
る。
【００１２】
前記受光素子領域ａに配置された活性領域であるダイオード領域内にｎ型のフォトダイオ
ード６を形成する。前記ｎ型のフォトダイオード６と前記活性領域の表面との間にｐ型の
フォトダイオード７を形成する。
【００１３】
前記ゲートパターン５の両側に隣接した活性領域に低濃度不純物拡散層８を形成する。前
記低濃度不純物拡散層８を有する半導体基板１の全面上にスペーサ膜９を形成する。前記
スペーサ膜９を選択的に等方性エッチングして前記ゲートパターン５の両側にスペーサ９
ａを形成する。この時に、前記フォトダイオード６、７の上部にはスペーサ膜９がそのま
ま残る。
【００１４】
前記スペーサ９ａの両側の活性領域に高濃度不純物拡散層８ａを形成する。前記高濃度不
純物拡散層８ａを有する半導体基板１の全面に金属膜１０を形成し、前記金属膜１０をシ
リサイド化して金属シリサイド膜１０ａを形成する。前記金属シリサイド膜１０ａは前記
高濃度不純物拡散層８ａの表面にだけ選択的に形成される。すなわち、前記フォトダイオ
ード６、７の上部の前記スペーサ膜９は前記フォトダイオード６、７の上部に前記金属シ
リサイド膜１０ａが形成されることを防止する役割を果たす。
【００１５】
前記シリサイド化工程時に、前記フォトダイオード６、７の上部の前記金属膜１０はその
まま残る。したがって、前記シリサイド化工程時に、前記金属膜１０の金属元素が前記フ
ォトダイオード６、７上の前記スペーサ膜９を通過して前記フォトダイオード６、７内に
浸透する可能性がある。前記浸透した金属元素によって、前記フォトダイオード６、７は
ダーク電流（ｄａｒｋ　ｃｕｒｒｅｎｔ）の量を増加させる可能性がある。前記ダーク電
流とは、前記フォトダイオード６、７に光が入射しない状態の画素に流れる電流を言う。
前記ダーク電流は光が入射しない画素が動作するダーク欠陷（ｄａｒｋ　ｄｅｆｅｃｔ）
を増加させる可能性がある。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、ダーク欠陷を最小化することができるイメージセンサ及びその製造方法
を提供することにある。
【００１７】
本発明の他の課題は、映像の色の鮮明度（ｃｏｌｏｒ　ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎ）を向上
させることができるイメージセンサ及びその製造方法を提供することにある。
【００１８】
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【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決するためのイメージセンサを提供する。本発明の一実施形態によるイメ
ージセンサは第１導電型の基板に形成されてダイオード領域及び活性領域を限定する素子
分離膜を含むことができる。前記ダイオード領域に前記基板の表面から所定の深さを有す
る第２導電型のフォトダイオードが配置される。前記第２導電型のフォトダイオードと前
記基板の表面との間に第１導電型のフォトダイオードが介在される。前記ダイオード領域
と隣接した前記活性領域上に第１ゲートが配置される。少なくとも前記ダイオード領域に
対向した前記第１ゲートの一側壁に側壁スペーサが配置される。前記側壁スペーサは「Ｌ
」字形態の第１スペーサと前記第１スペーサ上に配置された第２スペーサとで構成される
。前記ダイオード領域上に順次に積層されたブロッキングパターン及び絶縁パターンが配
置される。前記ブロッキングパターンはシリコン酸化膜に比べて、金属元素の拡散係数が
低い絶縁膜からなる。
【００１９】
本発明の他の実施形態によるイメージセンサは第１導電型の基板に形成されてダイオード
領域及び活性領域を限定する素子分離膜を含むことができる。前記ダイオード領域に前記
基板の表面から所定の深さを有する第２導電型のフォトダイオードが配置される。前記第
２導電型のフォトダイオードと前記基板の表面との間に第１導電型のフォトダイオードが
介在される。前記ダイオード領域と隣接した前記活性領域上に第１ゲートが配置され、前
記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの一側の活性領域内に浮遊拡散層が配置され
る。前記ダイオード領域、第１ゲート及び浮遊拡散層を覆うシリサイド防止パターンが配
置され、前記シリサイド防止パターン上に色比調節膜が配置される。
【００２０】
本発明のまた他の実施形態によるイメージセンサは第１導電型の基板に形成されてダイオ
ード領域及び活性領域を限定する素子分離膜を含むことができる。前記ダイオード領域に
前記基板の表面から所定の深さを有する第２導電型のフォトダイオードが配置され、前記
第２導電型のフォトダイオードと前記基板の表面との間に第１導電型のフォトダイオード
が介在される。前記ダイオード領域と隣接した前記活性領域上に第１ゲートが配置され、
前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの一側の活性領域内に浮遊拡散層が配置さ
れる。前記ダイオード領域上にブロッキングパターンが配置され、前記ブロッキングパタ
ーン、第１ゲート及び浮遊拡散層を覆うシリサイド防止パターンが配置される。前記シリ
サイド防止パターン上に色比調節膜が配置される。この時に、前記ブロッキングパターン
はシリコン酸化膜に比べて、金属元素の拡散係数が低い絶縁膜からなる。
【００２１】
上述の課題及び他の課題を解決するためのイメージセンサの製造方法を提供する。本発明
の一実施形態によるイメージセンサの形成方法は、第１導電型の基板にダイオード領域及
び活性領域を限定する素子分離膜を形成する段階を含むことができる。前記ダイオード領
域に前記基板の表面から所定の深さを有する第２導電型のフォトダイオードと、前記第２
導電型のフォトダイオードと前記基板の表面との間に介在された第１導電型のフォトダイ
オードとを形成する。前記ダイオード領域に隣接した前記活性領域上に第１ゲートを形成
する。前記ダイオード領域上に積層されたブロッキングパターン及びスペーサ絶縁パター
ンと、少なくとも前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの一側壁に第１及び第２
スペーサで構成された側壁スペーサとを形成する。この時に、前記ブロッキングパターン
はシリコン酸化膜に比べて、金属元素の拡散係数が低い絶縁膜で形成し、前記第１スペー
サは「Ｌ」字形態であり、前記第２スペーサは前記第１スペーサ上に形成する。
【００２２】
本発明の他の実施形態によるイメージセンサの形成方法は、第１導電型の基板にダイオー
ド領域及び活性領域を限定する素子分離膜を形成する段階を含むことができる。前記ダイ
オード領域に前記基板の表面から所定の深さを有する第２導電型のフォトダイオードと、
前記第２導電型のフォトダイオードと前記基板の表面との間に介在された第１導電型のフ
ォトダイオードとを形成する。前記ダイオード領域に隣接した前記活性領域上に第１ゲー
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トを形成し、前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの一側の活性領域に浮遊拡散
層を形成する。前記ダイオード領域、第１ゲート及び前記浮遊拡散層を覆うシリサイド防
止パターンを形成し、前記シリサイド防止パターンを有する基板の全面上に色比調節膜を
形成する。
【００２３】
本発明のまた他の実施形態によるイメージセンサの形成方法は第１導電型の基板にダイオ
ード領域及び活性領域を限定する素子分離膜を形成する段階を含むことができる。前記ダ
イオード領域に前記基板の表面から所定の深さを有する第２導電型のフォトダイオードと
、前記第２導電型のフォトダイオードと前記基板の表面との間に介在された第１導電型の
フォトダイオードとを形成する。前記ダイオード領域に隣接した前記活性領域上に第１ゲ
ートを形成し、前記ダイオード領域に対向した前記第１ゲートの一側の活性領域に浮遊拡
散層を形成する。前記ダイオード領域上にブロッキングパターンを形成し、前記ブロッキ
ングパターン、第１ゲート及び浮遊拡散層を覆うシリサイド防止パターンを形成する。前
記シリサイド防止パターンを有する基板の全面上に色比調節膜を形成する。前記ブロッキ
ングパターンはシリコン酸化膜に比べて、金属元素の拡散係数が低い絶縁膜で形成する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。しかし、本
発明はここで説明される実施形態に限定されず、他の形態で具体化することもできる。む
しろ、ここで紹介される実施は開示された内容が徹底で、完全になることができるように
、そして当業者に本発明の思想が充分に伝達されるようにするために提供されるものであ
る。図面において、層及び領域の厚さは明確性のために誇張されるものである。また、層
が他の層または基板「上」にあると言及される場合に、それは他の層または基板上に直接
形成され得るもの、またはそれらの間に第３の層が介在され得るものである。明細書の全
体にわたって同一の参照番号は同一の構成要素を示す。
【００２５】
図３は本発明の望ましい実施形態によるイメージセンサを示す図面であり、図４は図３の
Ｉ－Ｉ′に沿って切断した断面図であり、図５は図４のイメージセンサのうち色比調節膜
の厚さによる色比を示すシミュレーショングラフである。
【００２６】
図３及び図４を参照すれば、本発明の望ましい実施形態によるイメージセンサは第１導電
型の半導体基板１０１を含む。前記半導体基板１０１の所定の領域には素子分離膜１０３
が配置されてダイオード領域８０及び活性領域９０を限定する。前記ダイオード領域８０
はフォトダイオードが形成される領域である。前記活性領域９０は前記ダイオード領域８
０の一側と接続される。前記活性領域９０上に第１、第２及び第３ゲート１０７ａ、１０
７ｂ、１０７ｃが順次に所定の間隔で離隔されて配置される。前記第１、第２及び第３ゲ
ート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃは各々図１の移送トランジスタＴＴのゲート、リセッ
トトランジスＴＲのゲート及び選択トランジスタＴＳのゲートに該当する。前記第１ゲー
ト１０７ａは前記ダイオード領域８０に隣接した前記活性領域９０上に配置される。前記
活性領域９０上には前記第３ゲート１０７ｃと所定の間隔で離隔された第４ゲート（図示
しない）が配置され得る。前記第４ゲートは図１のアクセストランジスタＴＡのゲートに
該当する。前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃ及び前記半導体基板１０１の間にゲ
ート絶縁膜１０５が介在される。
【００２７】
前記ダイオード領域８０内に前記半導体基板１０１の表面から所定の深さを有する第２導
電型のフォトダイオード１１３が配置される。前記第２導電型のフォトダイオード１１３
と前記半導体基板１０１の表面との間に第１導電型のフォトダイオード１１４が配置され
る。前記第１導電型のフォトダイオード１１４の一側は前記基板１０１と接続される。前
記素子分離膜１０３を囲む第１導電型のウェル１１１がさらに配置され得る。前記第１導
電型のウェル１１１が配置される場合に、前記第１導電型のフォトダイオード１１４の一
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側は延長されて前記第１導電型のウェル１１１と接続することができる。これによって、
前記第１導電型のフォトダイオード１１４は前記第１導電型のウェル１１１を経由して前
記半導体基板１０１と接続される。前記第１導電型はｐ型であり、前記第２導電型はｎ型
であることができる。一方、前記第２導電型がｎ型であり、前記第１導電型がｐ型である
可能性もある。
【００２８】
前記第２導電型のフォトダイオード１１３は前記第１導電型の基板１０１とＰＮ接合を成
し、前記ＰＮ接合面を基準に空乏層が形成される。被写体から発生した光は前記空乏層に
入射されて前記空乏層から電子ホール対ＥＨＰが形成される。したがって、信号電荷が前
記第２導電型のフォトダイオード１１３内に蓄積される。
【００２９】
前記第１導電型のフォトダイオード１１４は前記半導体基板１０１の表面に分布するデン
グリングボンドなどにより惹起される暗電流を抑制する役割を果たす。すなわち、前記デ
ングリングボンドなどによって電子ホール対が発生して暗電流が発生する可能性がある。
前記第１導電型のフォトダイオード１１４は前記デングリングボンドなどによって発生し
た電子及びホールのうちから一つを前記半導体基板１０１に放出し、他の一つを自体的に
再結合（ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）させて消滅させる。例えば、前記第１導電型がｐ
型であり、前記第２導電型がｎ型の場合に、前記デングリングボンドなどによって発生し
た電子は前記ｐ型フォトダイオード１１４内のホールと再結合して消滅し、前記デングリ
ングボンドなどによって発生したホールは前記ｐ型ウェル１１１を経由して前記半導体基
板１０１に放出される。これに加えて、前記第１導電型のフォトダイオード１１４は前記
第２導電型のフォトダイオード１１３とＰＮ接合を成して空乏層を形成する。これによっ
て、前記ダイオード領域８０内の空乏層が増加してイメージセンサの性能を向上させるこ
とができる。
【００３０】
前記第１及び第２ゲート１０７ａ、１０７ｂの間の活性領域９０内に浮遊拡散層１１９が
配置される。前記浮遊拡散層１１９は第１低濃度拡散層１１７ａ及び第１高濃度拡散層１
１８ａで構成することができる。前記浮遊拡散層１１９は前記第１低濃度拡散層１１７ａ
が前記第１高濃度拡散層１１８ａを囲むＤＤＤ構造からなることができる。これと異なり
、ＬＤＤ構造からなることもできる。これとはまた異なり、前記浮遊拡散層１１９は前記
第１高濃度拡散層１１８ａが省略されて前記第１低濃度拡散層１１７ａだけで構成するこ
ともできる。前記第３ゲート１０７ｃの両側の活性領域９０内に不純物拡散層１２０が配
置される。前記不純物拡散層１２０は第２低濃度拡散層１１７ｂ及び第２高濃度拡散層１
１８ｂで構成することができる。前記不純物拡散層１２０もやはり、前記ＤＤＤ構造また
はＬＤＤ構造からなることができる。これと異なり、前記不純物拡散層１２０は前記第２
高濃度拡散層１１８ｂが省略されて前記第２低濃度拡散層１１７ｂだけで構成することも
できる。前記浮遊拡散層１１９及び前記不純物拡散層１２０は第２導電型でドーピングさ
れる。前記浮遊拡散層１１９及び前記不純物拡散層１２０は同一の濃度でドーピングされ
得る。前記浮遊拡散層１１９と前記第２導電型のフォトダイオード１１３との間の活性領
域９０の表面（第１ゲートのチャンネル領域）にチャンネル拡散層１０４が配置され得る
。前記チャンネル拡散層１０４は前記第２導電型のフォトダイオード１１３及び前記浮遊
拡散層１１９と同一の第２導電型の不純物でドーピングすることができる。勿論、前記チ
ャンネル拡散層１０４は省略することもできる。前記浮遊拡散層１１９及び前記第３ゲー
トは配線（図示しない）によって電気的に接続される。
【００３１】
前記フォトダイオード１１３、１１４上にブロッキングパターン１２５ａが配置される。
前記ブロッキングパターン１２５ａはシリコン酸化膜に比べて金属元素の拡散係数が低い
絶縁膜である。例えば、前記ブロッキングパターン１２５ａはシリコン窒化膜からなるこ
とが望ましい。前記ブロッキングパターン１２５ａは前記金属シリサイド膜１３５の形成
の時に、発生する可能性がある金属元素の汚染から前記フォトダイオード１１３、１１４
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を保護する。これによって、従来の金属元素の汚染から惹起されるダーク欠陷を最小化す
ることができる。前記ブロッキングパターン１２５ａは延長されて前記第１ゲート１０７
ａの上面のうち一部分を覆うことができる。前記ブロッキングパターン１２５ａと前記半
導体基板１０１との間に酸化膜１０９を介在させることが望ましい。前記酸化膜１０９は
前記ブロッキングパターン１２５ａと前記半導体基板１０１との間のストレスを緩衝する
役割を果たす。前記酸化膜１０９は熱酸化膜からなることができる。前記ブロッキングパ
ターン１２５ａ上にスペーサ絶縁パターン１２７ａが配置され得る。前記スペーサ絶縁パ
ターン１２７ａはＣＶＤシリコン酸化膜からなることができる。
【００３２】
続けて、図３及び図４を参照すれば、前記浮遊拡散層１１９と隣接した前記第１ゲート１
０７ａの一側壁、前記第２ゲート１０７ｂの両側壁、及び前記第３ゲート１０７ｃの両側
壁に側壁スペーサ１２９が配置される。前記側壁スペーサ１２９は積層された第１及び第
２スペーサ１２５ｂ、１２７ｂで構成することができる。前記第１スペーサ１２５ｂは「
Ｌ」字形態として前記ブロッキングパターン１２５ａと同一の物質からなることができる
。前記第２スペーサ１２７ｂは典型的なスペーサであり、前記スペーサ絶縁パターン１２
７ａと同一の物質からなることができる。
【００３３】
前記スペーサ絶縁パターン１２７ａ及び前記第２スペーサ１２７ｂは省略することもでき
る。この時に、前記側壁スペーサ１２９は前記ブロッキングパターン１２５ａと同一の物
質からなる単一層の典型的なスペーサ形態であり得る。
【００３４】
前記ブロッキングパターン１２５ａ上の前記スペーサ絶縁パターン１２７ａ、前記第１ゲ
ート１０７ａ及び前記浮遊拡散層１１９を覆うシリサイド防止パターン１３１が配置され
る。前記シリサイド防止パターン１３１はＣＶＤシリコン酸化膜からなることができる。
前記不純物拡散層１２０の表面に金属シリサイド膜１３５が配置される。前記金属シリサ
イド膜１３５はコバルトシリサイド膜、ニッケルシリサイド膜またはチタンシリサイド膜
からなることができる。前記シリサイド防止パターン１３１は前記浮遊拡散層１１９の表
面に前記金属シリサイド膜１３５が形成されるのを防止する役割を果たす。これによって
、前記浮遊拡散層１１９の表面が損傷されるのを防止することができる。前記シリサイド
防止パターン１３１と前記浮遊拡散層１１９との間に前記酸化膜１０９を介在させること
ができる。
【００３５】
前記シリサイド防止パターン１３１上に順に積層されたバッファ絶縁膜１４８及び色比調
節膜１５０が配置される。前記バッファ絶縁膜１４８及び色比調節膜１５０は延長されて
前記第２及び第３ゲート１０７ｂ、１０７ｃ、側壁スペーサ１２９及び金属シリサイド膜
１３５を覆うことが望ましい。前記色比調節膜１５０はイメージセンサに入射される光の
うち色光の３原色であるブルー、グリーン及びレッドの感度間の比率である色比を調節す
ることができる絶縁膜である。前記色の感度とは、入射される色の強度によるイメージセ
ンサの反応程度を言う。前記色比調節膜１５０はシリコン窒化膜からなることが望ましい
。前記バッファ絶縁膜１４８はＣＶＤシリコン酸化膜からなることができる。前記バッフ
ァ絶縁膜１４８は前記色比調節膜１５０と前記金属シリサイド膜１３５との間のストレス
を緩衝する役割を果たすことができる。
【００３６】
イメージセンサにおいて、入射される被写体の色を実現する方法は、前記色光の３原色間
の加算混合（ａｄｄｉｔｉｖｅ　ｃｏｌｏｒ　ｍｉｘｔｕｒｅ）を利用する。すなわち、
前記フォトダイオード１１３、１１４を有する複数個の画素の上部に各々所定のフィルタ
を配置させる。前記フィルタはブルーフィルタ、グリーンフィルタ及びレッドフィルタに
区分することができる。前記ブルーフィルタは入射される光のうちブルーを偏光させ、前
記グリーンフィルタは入射される光のうちグリーンを偏光させ、前記レッドフィルタは入
射される光のうちレッドを偏光させる。前記ブルーフィルタを有する画素、前記グリーン
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フィルタを有する画素、及び前記レッドフィルタを有する画素は隣接に配置される。これ
によって、前記偏光された色の強度によって、前記画素は電気的信号を発生し、前記電気
的信号はディスプレー手段（図示しない）に伝達される。前記ディスプレー手段は前記伝
達された電気的信号から色を再生し、前記再生された色を前記加算混合して映像をディス
プレーする。
【００３７】
前記色比調節膜１５０が調節する色比はブルー／グリーンの色比及びレッド／グリーンの
色比であることが望ましい。
【００３８】
前記色比調節膜１５０は厚さによって前記色比を変化させることができる。これを図５の
グラフを参照して説明する。図５のグラフに示したデータはシミュレーションデータであ
る。
【００３９】
図４及び図５を参照すれば、図５のグラフにおいて、ｘ軸は前記色比調節膜１５０の厚さ
を示し、ｙ軸は色比を示す。曲線２００は前記色比調節膜１５０の厚さによるレッド／グ
リーンの色比を示し、曲線２２０は前記色比調節膜１５０の厚さによるブルー／グリーン
の色比を示す。曲線２１０は前記色比調節膜１５０の厚さによるグリーン／グリーンの色
比であり、前記色比調節膜１５０のすべての厚さに対して１である。前記曲線２００及び
前記曲線２２０は前記色比調節膜１５０の厚さによって変化する。この時に、前記色比調
節膜１５０は前記レッド／グリーンの色比と前記ブルー／グリーンの色比との間の差が最
小である厚さからなることが望ましい。すなわち、入射される前記ブルーに対する前記画
素の感度と前記入射されるレッドに対する前記画素の感度との間の差を最小化することに
よって、イメージセンサに実現される映像の色の鮮明度を向上させることができる。図５
のグラフにおいて、前記色比調節膜１５０が１０００Åである場合に、前記曲線２００及
び前記曲線２２０の差が最小である。勿論、図５のデータはシミュレーションデータであ
るので、実質的なイメージセンサに適用される前記色比調節膜１５０の厚さは変更するこ
とができる。
【００４０】
続けて、図３及び図４を参照すれば、前記色比調節膜１５０上に少なくとも一つの層間絶
縁膜１５２、１５４が積層される。図４には、第１及び第２層間絶縁膜１５２、１５４が
示されている。前記第１及び第２層間絶縁膜１５２、１５４の間に前記浮遊拡散層１１９
及び前記第３ゲート１０７ｃを電気的に接続する配線（図示しない）が配置され得る。前
記層間絶縁膜１５２、１５４はＣＶＤシリコン酸化膜からなることができる。
【００４１】
前記層間絶縁膜１５２、１５４上にパッシベーション膜１５６が配置される。前記パッシ
ベーション膜１５６は外部の水分のような汚染源からイメージセンサを保護する絶縁膜と
して、シリコン窒化膜からなることができる。
【００４２】
図６は図４のイメージセンサのダーク欠陷を説明するためのグラフである。グラフにおい
て、ｘ軸はダーク欠陷の数を示し、ｙ軸はチップの数を示す。
【００４３】
図６を参照すれば、グラフＡは従来のイメージセンサチップのダーク欠陥画素の数を示す
グラフであり、グラフＢは図４のイメージセンサチップのダーク欠陥画素の数を示すグラ
フである。従来のチップ及び本発明によるチップの総数は各々４７個であり、ダーク欠陥
画素は光が全く入射されない状態で５ｍＶ／ｓｅｃ以上の信号電荷を出力する画素として
定義した。従来チップの画素数及び本発明によるチップの画素数は同一に３０万個である
。
【００４４】
前記グラフＡに示したように、従来のチップは４７個全部ダーク欠陥画素の数が８００個
以上である。このうちダーク欠陷画素数が１０００個乃至１２００個であるチップの数が
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１８個として一番多い。一方、前記グラフＢに示したように、本発明によるチップは４７
個全部ダーク欠陥画素の数が６００個以下であり、このうちダーク欠陥画素数が０個乃至
２００個であるチップの数が３９個として一番多い。
【００４５】
結果的に、本発明によるイメージセンサは図４のブロッキングパターン１２５ａによって
、フォトダイオード１１３、１１４が従来の金属元素の汚染から保護されることが分かる
。
【００４６】
次に、上述の構造のイメージセンサの色比特性を図７のグラフを参照して説明する。
【００４７】
図７は図４のイメージセンサの色比特性を示すグラフである。図面において、ｘ軸は入射
される光の波長を示し、ｙ軸は色比を示す。
【００４８】
図４及び図７を参照すれば、曲線２５０ａ、２５０ｂ、２５０ｃは各々ブルーフィルタを
有する第１画素、グリーンフィルタを有する第１画素、及びレッドフィルタを有する第１
画素の色比を示す。曲線３００ａ、３００ｂ、３００ｃは各々ブルーフィルタを有する第
２画素、グリーンフィルタを有する第２画素、及びレッドフィルタを有する第２画素の色
比を示す。前記第１画素は熱酸化膜１０９、ブロッキングパターン１２５ａ、スペーサ絶
縁パターン１２７ａ及びシリサイド防止パターン１３１の厚さを各々１００Å、４００Å
、１３００Å及び１０００Åで形成し、色比調節膜１５０は具備しない。前記第２画素は
前記熱酸化膜１０９、前記ブロッキングパターン１２５ａ、前記スペーサ絶縁パターン１
２７ａ、前記シリサイド防止パターン１３１及び前記色比調節膜１５０の厚さを各々１０
０Å、４００Å、１３００Å、１０００Å及び１０００Åで形成した。
【００４９】
図示したように、前記第１画素の最高ブルー／グリーンの色比は入射される光の波長が４
８０ｎｍである時に、約０．６２であり、前記第１画素の最高レッド／グリーンの色比は
入射される光の波長が６４０ｎｍである時に、約１．２である。これと異なり、前記第２
画素の最高ブルー／グリーンの色比は入射される光の波長が４８０ｎｍである時に、約０
．７３であり、前記第２画素のレッド／グリーンの色比は入射される光の波長が６４０ｎ
ｍである時に、約１である。すなわち、前記色比調節膜１５０はブルー／グリーンの色比
を増加させ、レッド／グリーンの色比を減少させることによって、前記ブルー／グリーン
の色比と前記レッド／グリーンの色比との間の差を最小化させる。その結果、前記色比調
節膜１５０が具備された前記第２画素を有するイメージセンサは映像の色の鮮明度が向上
する。
【００５０】
結果的に、上述の構造のイメージセンサは前記ブロッキングパターン１２５ａによって、
金属元素の汚染源からフォトダイオード１１３、１１４を保護することができる。したが
って、従来の金属元素の汚染から惹起されるダーク欠陷を最小化することができる。これ
に加えて、前記イメージセンサは前記色比調節膜１５０を具備することによって、イメー
ジの色の鮮明度を向上させることができる。
【００５１】
図８乃至図１１は図４のイメージセンサの製造方法を説明するための断面図である。
【００５２】
図３及び図８を参照すれば、第１導電型の半導体基板１０１の所定の領域に素子分離膜１
０３を形成してダイオード領域８０及び活性領域９０を限定する。前記活性領域９０は前
記ダイオード領域８０の一側と接続する。前記素子分離膜１０３を有する半導体基板１０
１に不純物イオンを選択的に注入して前記素子分離膜１０３を囲む第１導電型のウェル１
１１を形成する。この時に、前記活性領域９０内にもウェル（図示しない）を形成するこ
とができる。
【００５３】
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前記ダイオード領域８０に前記半導体基板１０１の表面から所定の深さを有する第２導電
型のフォトダイオード１１３、及び前記第２導電型のフォトダイオード１１３と前記半導
体基板１０１の表面との間に介在された第１導電型のフォトダイオード１１４を形成する
。
【００５４】
前記第１導電型のフォトダイオード１１４は前記第１導電型のウェル１１１と一側が接続
されるように形成することができる。前記ダイオード領域８０と隣接した活性領域９０に
チャンネル拡散層１０４を形成する。前記チャンネル拡散層１０４を有する基板１０１の
全面上にゲート絶縁膜１０５及びゲート膜を順次に形成し、前記ゲート膜及びゲート絶縁
膜１０５を連続してパターニングして前記活性領域９０上に順次に所定間隔離隔された第
１、第２及び第３ゲート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃを形成する。前記第１ゲート１０
７ａは前記チャンネル拡散層１０４上に形成する。前記第１及び第２ゲート１０７ａ、１
０７ｂの間の活性領域９０内に第１低濃度拡散層１１７ａ、及び前記第３ゲート１０７ｃ
の両側の活性領域９０内に第２低濃度拡散層１１７ｂを形成する。
【００５５】
前記フォトダイオード１１３、１１４、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃの形成
順序は、先に、前記フォトダイオード１１３、１１４を形成し、後に前記ゲート１０７ａ
、１０７ｂ、１０７ｃを形成することができる。これと異なり、前記ゲート１０７ａ、１
０７ｂ、１０７ｃを先に形成した後に、前記フォトダイオード１１３、１１４を形成する
ことができる。
【００５６】
前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃの両側の活性領域９０及び前記ダイオード領域
８０の表面に酸化膜１０９を形成する。前記酸化膜１０９は熱酸化膜で形成することがで
きる。すなわち、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃを有する半導体基板１０１に
熱酸化工程を進行して前記酸化膜１０９を形成する。この時に、前記熱酸化工程は前記ゲ
ート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃのエッチング損傷を治癒する役割も果たす。したがっ
て、前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃの表面にも熱酸化膜（図示しない）が形成
され得る。
【００５７】
図９及び図１０を参照すれば、前記酸化膜１０９、前記フォトダイオード１１３、１１４
及び前記ゲート１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃを有する半導体基板１０１の全面にブロッ
キング膜１２５及びスペーサ絶縁膜１２７を順次に形成する。前記ブロッキング膜１２５
はシリコン酸化膜に比べて、金属元素の拡散係数が低い絶縁膜で形成する。例えば、前記
ブロッキング膜１２５はシリコン窒化膜で形成することが望ましい。前記スペーサ絶縁膜
１２７はＣＶＤシリコン酸化膜で形成することができる。
【００５８】
前記スペーサ絶縁膜１２７上に感光膜パターン１３０を形成する。前記感光膜パターン１
３０は少なくとも前記ダイオード領域８０を覆う。前記感光膜パターン１３０は前記第１
ゲート１０７ａの一部分を覆うこともできる。
【００５９】
前記感光膜パターン１３０をマスクとして使って全面異方性エッチングして前記感光膜パ
ターン１３０の下部に順次に積層されたブロッキングパターン１２５ａ及びスペーサ絶縁
パターン１２７ａを形成し、前記第１低濃度拡散層１１７ａに隣接した前記第１ゲート１
０７ａの一側壁、及び第２及び第３ゲート１０７ｂ、１０７ｃの側壁に側壁スペーサ１２
９を形成する。前記側壁スペーサ１２９は積層された第１及び第２スペーサ１２５ｂ、１
２７ｂで構成することができる。前記第１スペーサ１２５ａは前記ブロッキング膜１２５
の一部分として「Ｌ」字形態であり、前記第２スペーサ１２７ｂは前記スペーサ絶縁膜１
２７の一部分として典型的なスペーサ形態である。前記スペーサ絶縁膜１２７は前記側壁
スペーサ１２９の下部幅を調節する役割を果たすことができる。すなわち、前記スペーサ
絶縁膜の厚さを調節することによって、前記側壁スペーサ１２９を要求される下部幅を有



(13) JP 4541666 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

するように形成することができる。前記スペーサ絶縁膜１２７は省略することもできる。
この場合に、前記側壁スペーサ１２９は前記ブロッキング膜１２５の一部分だけで形成す
ることができる。
【００６０】
続けて、前記感光膜パターン１３０をエッシング工程を利用して除去する。
【００６１】
前記ブロッキングパターン１２５ａ、スペーサ絶縁パターン１２７ａ及び側壁スペーサ１
２９をマスクとして使って不純物イオンを注入して第１高濃度拡散層１１８ａ及び第２高
濃度拡散層１１８ｂを形成する。前記第１高濃度拡散層１１８ａは前記第１及び第２ゲー
ト１０７ａ、１０７ｂの間の活性領域９０内に形成され、前記第２高濃度拡散層１１８ｂ
は前記第３ゲート１０７ｃの両側の活性領域９０内に形成される。前記第１低濃度及び第
１高濃度拡散層１１７ａ、１１８ａは浮遊拡散層１１９を構成し、前記第２低濃度及び第
２高濃度拡散層１１７ｂ、１１８ｂは不純物拡散層１２０を構成する。前記浮遊拡散層１
１９及び前記不純物拡散層１２０はＤＤＤ構造またはＬＤＤ構造で形成することができる
。他の方法では、前記第１高濃度拡散層１１８ａ及び前記第２高濃度拡散層１１８ｂが省
略され、前記第１低濃度拡散層１１７ａが前記浮遊拡散層１１９を構成し、前記第２低濃
度拡散層１１７ｂが前記不純物拡散層１２０を構成することもできる。
【００６２】
前記浮遊拡散層１１９及び前記不純物拡散層１２０を有する半導体基板１０１の全面にシ
リサイド防止膜（図示しない）を形成し、前記シリサイド防止膜をパターニングして前記
スペーサ絶縁パターン１２９ａ、第１ゲート１０７ａ及び浮遊拡散層１１９を覆うシリサ
イド防止パターン１３１を形成する。前記シリサイド防止パターン１３１はＣＶＤシリコ
ン酸化膜で形成することができる。
【００６３】
続けて、前記シリサイド防止パターン１３１を有する半導体基板１０１の全面上に金属膜
１３３を形成する。前記金属膜１３３を有する半導体基板１０１に金属シリサイド化工程
を進行して前記不純物拡散層１２０の表面に金属シリサイド膜１３５を形成する。前記金
属膜１３３を蒸着する工程及び前記金属シリサイド化工程はインシチュ（ｉｎ－ｓｉｔｕ
）に実行することができる。
【００６４】
前記金属シリサイド化工程の時に、前記ブロッキングパターン１２５ａは前記シリサイド
防止パターン１３１上の金属膜１３３によって発生する可能性がある金属元素の汚染から
前記フォトダイオード１１３、１１４を保護する。その結果、従来の金属元素の汚染によ
り惹起されるダーク欠陷を最小化することができる。前記シリサイド防止パターン１３１
は前記浮遊拡散層１１９の表面に前記金属シリサイド膜１３５が形成されるのを防止する
役割を果たす。前記浮遊拡散層１１９の表面には金属シリサイド膜が形成されないことが
望ましい。これは、前記金属シリサイド膜１３５によって前記浮遊拡散層１１９の表面が
損傷されるのを防止することによって、イメージセンサの性能が向上するからである。
【００６５】
図１１を参照すれば、前記金属膜１３３のうち未反応の部分をエッチング工程で除去する
。続けて、前記半導体基板１０１の全面上にバッファ絶縁膜１４８及び色比調節膜１５０
を順次に形成する。前記色比調節膜１５０はイメージセンサに入射される光のうち色光の
３原色であるブルー、グリーン及びレッドの感度間の比率である色比を調節することがで
きる絶縁膜で形成する。例えば、シリコン窒化膜で形成することが望ましい。前記色比調
節膜１５０はブルー／グリーンの色比とレッド／グリーンの色比との間の差が最小化され
た厚さで形成することが望ましい。前記バッファ絶縁膜１４８は前記色比調節膜１５０と
前記金属シリサイド膜１３５との間のストレスを緩衝する役割を果たすことができる。前
記バッファ絶縁膜１４８は省略することができる。
【００６６】
前記色比調節膜１５０によって、イメージセンサに実現される映像の色の鮮明度を向上さ
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せることができる。
【００６７】
前記色比調節膜１５０上に少なくとも一つの層間絶縁膜１５２、１５４を形成する。図１
１では、第１及び第２層間絶縁膜１５２、１５４が示されている。第２層間絶縁膜１５４
を形成する前に、前記第１層間絶縁膜１５２上に前記浮遊拡散層１１９及び前記第３ゲー
ト１０７ｃを電気的に接続する配線（図示しない）を形成することができる。前記配線の
一部分は前記第１層間絶縁膜１５２、前記色比調節膜１５０、前記バッファ絶縁膜１４８
、前記シリサイド防止パターン１２７ａ及び前記酸化膜１０９を貫通して前記浮遊拡散層
１１９に接続することができる。前記配線の他の部分は前記第１層間絶縁膜１５２、前記
色比調節膜１５０及び前記場バッファ絶縁膜１４８を貫通して前記第３ゲート１０７ｃと
接続することができる。
【００６８】
前記第２層間絶縁膜１５４上に図４のパッシベーション膜１５６を形成する。前記パッシ
ベーション膜１５６は前記イメージセンサを外部の水分などのような汚染源から保護する
役割を果たす。前記パッシベーション膜１５６はシリコシ窒化膜で形成することができる
。
【００６９】
【発明の効果】
上述のように、本発明によるイメージセンサはフォトダイオードの上部にブロッキングパ
ターンが配置される。前記ブロッキングパターンは金属元素の汚染から前記フォトダイオ
ードを保護する。したがって、従来の金属汚染源により惹起されるダーク欠陷を最小化す
ることができる。
【００７０】
また、本発明によるイメージセンサは前記フォトダイオードの上部に色比調節膜を具備す
る。前記色比調節膜は色光３原色であるブルー、グリーン及びレッドの感度間の色比を調
節する。特に、前記色比調節膜はブルー／グリーンの色比とレッド／グリーンの色比との
間の差を最小化することができる。その結果、前記イメージセンサで実現される映像の色
の鮮明度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　典型的なＣＭＯイメージセンサの画素を示す等価回路図である。
【図２】　従来のイメージセンサの製造方法を説明するための概略的な断面図である。
【図３】　本発明の望ましい実施形態によるイメージセンサを示す平面図である。
【図４】　図３のＩ－Ｉ′に沿って切断した断面図である。
【図５】　図４のイメージセンサのうち色比調節膜の厚さによる色比を示すシミュレーシ
ョングラフである。
【図６】　図４のイメージセンサのダーク欠陷を説明するためのグラフである。
【図７】　図４のイメージセンサの色比特性を示すグラフである。
【図８】　図４のイメージセンサの製造方法を説明するための断面図である。
【図９】　図４のイメージセンサの製造方法を説明するための断面図である。
【図１０】　図４のイメージセンサの製造方法を説明するための断面図である。
【図１１】　図４のイメージセンサの製造方法を説明するための断面図である。
【符号の説明】
８０　　　ダイオード領域
９０　　　活性領域
１０１　　　半導体基板
１０３　　　素子分離膜
１０７ａ　　　第１ゲート
１０７ｂ　　　第２ゲート
１０７ｃ　　　第３ゲート
１０９　　　酸化膜
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１１３，１１４　　　フォトダイオード
１１９　　　浮遊拡散層
１２５ａ　　　ブロッキングパターン
１２５ｂ　　　第１スペーサ
１２７　　　スペーサ絶縁膜
１２７ａ　　　スペーサ絶縁パターン
１２７ｂ　　　第２スペーサ
１２９　　　側壁スペーサ
１３１　　　シリサイド防止パターン
１３５　　　金属シリサイド膜
１４８　　　バッファ絶縁膜
１５０　　　色比調節膜
１５２、１５４　　　層間絶縁膜
１５６　　　パッシベーション膜

【図１】 【図２】



(16) JP 4541666 B2 2010.9.8

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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