
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の半導体基板上に形成された第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に選択的に形成された読み出しゲート電極と、
　前記読み出しゲート電極の一端の前記半導体基板の表面に形成された第２導電型の拡散
領域と、
　前記読み出しゲート電極の他端の前記半導体基板の表面に形成された第２導電型の信号
蓄積領域と、
　前記信号蓄積領域の表面に形成された第１導電型の表面シールド領域と、
　シリコン窒化膜と前記シリコン窒化膜上に形成されたシリコン酸化膜とからなり、前記
信号蓄積領域の少なくとも一部を覆うシリサイドブロック層と、
　前記拡散領域上に形成された金属シリサイド層と
　を具備することを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　第１導電型の半導体基板がウェル層またはエピ層であることを特徴とする請求項１記載
の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記拡散領域上に選択エピタキシャル成長させて形成されたエレベーテッド・ソース・
ドレインをさらに具備することを特徴とする請求項２記載の固体撮像装置。
【請求項４】
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　前記金属シリサイド層は、Ｔｉシリサイド膜、Ｃｏシリサイド膜、Ｎｉシリサイド膜、
Ｗシリサイド膜のいずれかの膜であることを特徴とする請求項１又は２記載の固体撮像装
置。
【請求項５】
　前記シリサイドブロック層は、前記信号蓄積領域の少なくとも一部を覆い、かつ前記読
み出しゲート電極の少なくとも一部を覆うパターンであることを特徴とする請求項１又は
２記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記シリサイドブロック層は、前記信号蓄積領域の少なくとも一部を覆い、かつ前記読
み出しゲート電極の少なくとも一部を覆い、さらに前記拡散領域の少なくとも一部を覆う
パターンであることを特徴とする請求項１又は２記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記表面シールド領域の下面は前記読み出しゲート電極の下面と同一の高さに位置して
いることを特徴とする請求項２記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　第１導電型の半導体基板上に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記半導体基板内に素子領域を分離する素子分離領域を選択的に形成する工程と、
　前記素子領域上に前記第１の絶縁膜を介して読み出しゲート電極を形成するとともに前
記素子分離領域上に前記第１の絶縁膜を介してゲート電極を形成する工程と、
　前記読み出しゲート電極の一端の素子領域の表面に第２導電型の拡散領域を形成する工
程と、
　前記読み出しゲート電極の他端の素子領域の表面に第２導電型の信号蓄積領域を形成す
る工程と、
　全面に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜上に形成されたシリコン窒化膜と前記シリコン窒化膜上に形成された
シリコン酸化膜とからなり、前記信号蓄積領域の少なくとも一部を覆うシリサイドブロッ
ク層を形成する工程と、
　前記信号蓄積領域の表面に第１導電型の表面シールド領域を形成する工程と、
　前記拡散領域上の前記第１、第２の絶縁膜を除去し、前記拡散領域の表面を露出する工
程
　前記表面が露出された拡散領域上に金属シリサイド層を形成する工程と
　を含むことを特徴とする固体撮像装置の製造方法。
【請求項９】
　第１導電型の半導体基板がウェル層または であることを特徴とする請求項８記載
の固体撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フォトダイオードとＭＯＳ型電界効果トランジスタを有する固体撮像装置及び
その製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルコンピュータや携帯情報機器端末の急速な普及により、個人が手軽に画
像の取り込み・加工・編集を行う機会が増えている。このため、ＣＣＤが主であった固体
撮像装置に対しても、小型化・低消費電力化・低コスト化のニーズが高まっている。これ
らのニーズを満たすものとして、汎用ＣＭＯＳ半導体技術をベースに作られるＭＯＳ型固
体撮像素子（通称、ＣＭＯＳイメージセンサ）が登場し、普及されつつある。現在、ＣＭ
ＯＳイメージセンサの製品は、０．３５μｍルール以上のＣＭＯＳテクノロジーを用いて
作られている。しかし、今後は固体撮像装置の小型化・低消費電力化のニーズが高まり、
さらなる微細化が進むと予想される。
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【０００３】
図２９は、例えば、特開平１０－１５０１８２号公報に開示されているような従来のＭＯ
Ｓ型固体撮像装置の断面図を示す。図２９において、Ａ領域は画素領域を示し、Ｂ領域は
周辺回路領域を示している。
【０００４】
図２９に示すように、Ｐ型のシリコン基板１１上に、ゲート絶縁膜（シリコン酸化膜）１
２を介して、ポリシリコンからなるゲート電極１３ａ、１３ｂ、１３ｃが選択的に形成さ
れている。ここで、Ａ領域において、１３ａは読み出しゲート電極を示し、１３ｂはリセ
ット又はアドレスゲート電極を示している。また、０．３５μｍテクノロジー以上の非微
細パターンではＬＯＣＯＳ構造が一般的であるため、シリコン基板１１内にＬＯＣＯＳ構
造の素子分離領域（以下、ＬＯＣＯＳと称す）が選択的に形成されている。
【０００５】
Ａ領域において、シリコン基板１１の表面の所望の領域には、Ｎ型ドレイン領域１４ａ、
フォトダイオードのＮ型信号蓄積領域１５が形成されており、このＮ型信号蓄積領域１５
の表面にはＰ +型の表面シールド領域２１が形成されている。これにより、入射光量に応
じた信号電荷を蓄積するＰ +ＮＰ型の埋め込みフォトダイオード３４ａ、３４ｂが形成さ
れている。Ｂ領域において、シリコン基板１１内にＮｗｅｌｌ、Ｐｗｅｌｌが形成されて
おり、このＮｗｅｌｌ、Ｐｗｅｌｌ内にＮ型ＬＤＤ（ Lightly Doped Drain）領域１４ｂ
、Ｐ型ＬＤＤ領域１４ｃがそれぞれ形成されている。
【０００６】
また、全面に第１の層間絶縁膜２５が形成され、この第１の層間絶縁膜２５上に第２の層
間絶縁膜２７が形成され、この第２の層間絶縁膜２７上にＡｌ遮光膜２８が形成されてい
る。このＡｌ遮光膜２８には、フォトダイオード３４ａ、３４ｂに光を入射するための開
口部３０が設けられおりている。また、第２の層間絶縁膜２７内の第１の層間絶縁膜２５
上には信号線や単位画素内の接続配線の役目を果たすＡｌ配線２６が選択的に形成されて
いる。また、最上面には全面を覆うシリコン窒化膜等の表面保護膜２９が形成されている
。尚、Ａｌ配線２６、Ａｌ遮光膜２８の上面、下面には、光反射抑制のために、Ｔｉ、Ｔ
ｉＮ膜等の中間屈折率膜を設ける場合もある（特開平１１－４５９８９号公報）。
【０００７】
このようなＭＯＳ型固体撮像装置において、フォトダイオードの信号蓄積領域１５に蓄積
された信号電荷は、読み出しゲート電極１３ａに正電圧を加えることによりＮ型のドレイ
ン領域１４ａに読み出される。その結果、ドレイン領域１４ａの電位が変調される。ドレ
イン領域１４ａは増幅トランジスタのゲート電極１３ｂと電気的に接続されており、増幅
された電気信号が信号線に出力される。ここで、ドレイン領域１４ａを電気的にリセット
するためのリセットトランジスタとリセットゲート線１３ｂ、前記増幅トランジスタ、増
幅トランジスタをアドレスするためのアドレストランジスタとアドレスゲート線１３ｂが
用いられる。
【０００８】
しかしながら、上記従来の固体撮像装置において、画素の微細化が進んだ場合に生じる問
題の一つは、迷光の影響がより強く現れることである。
【０００９】
迷光とは、例えば、フォトダイオード３４ａ、３４ｂに入射した光の一部がシリコン基板
１１の表面で反射された後にＡｌ配線２６、ドレイン領域１４ａ、ゲート電極１３ｂの表
面において多重反射して遠方まで達する現象を言う。図２９に示す固体撮像装置において
は、ゲート電極１３ａ、１３ｂ、１３ｃの表面やソース・ドレイン領域１４ａ、１４ｂ、
１４ｃの表面は、光反射率が可視光領域において４０％以上となるような光反射率が高い
シリコン材料である。このため、フォトダイオード３４ａの表面で反射した迷光が十分に
減衰せずに隣接するフォトダイオード３４ｂに到達し、その結果、スミヤやブルーミング
等の疑似信号が発生する。
【００１０】
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画素の微細化に伴い、フォトダイオード３４ａ、３４ｂの間隔が短くなれば、当然ながら
より強い迷光が近隣のフォトダイオードに入る。その結果、スミヤやブルーミングなどの
疑似信号が生じやすくなる。さらに、迷光が十分に減衰しないため、この迷光がＢ領域（
周辺回路領域）におけるソース・ドレイン領域１４ｂ、１４ｃ、ゲート電極１３ｃにまで
到達し、トランジスタに誤作動が生じる。従って、今後、画素の微細化に伴い、このよう
な迷光の悪影響がさらに強くなるのは言うまでもない。
【００１１】
ところで、現在、ＣＭＯＳイメージセンサでは、３．３Ｖ以上の電源電圧が用いられてい
る。今後、固体撮像装置の更なる小型化・低消費電力化のニーズに応えるため、上述した
０．３５μｍテクノロジー以下の微細化とともに、３．３Ｖ以下の低電源電圧化の開発が
進むと予想される。
【００１２】
しかしながら、信号蓄積領域は異なる導電型の表面シールド領域をフォトダイオード表面
に形成した埋め込みフォトダイオード構造を用いた場合には、低電源電圧化、即ち読み出
しゲートの低電源化による問題が大きくなる。
【００１３】
図３０（ａ）は、図２９のＡ領域の一部である埋め込みフォトダイオードの断面図を示し
ている。また、図３０（ｂ）、（ｃ）は、低電圧読み出し時（読み出しゲート電極ＯＮ時
）におけるポテンシャル断面図を示し、図３０（ｃ）は、図３０（ｂ）よりも低電圧で読
み出す場合を示している。
【００１４】
図３０（ａ）、（ｂ）に示すように、Ｐ型のシリコン基板１１内には、ＬＯＣＯＳ構造の
素子分離領域が形成され、シリコン基板１１上には、シリコン酸化膜等のゲート絶縁膜１
２を介して読み出しゲート電極１３ａが形成されている。シリコン基板１１の表面には、
イオン注入によりＮ型ドレイン領域１４ａ、Ｎ型信号蓄積領域１５、Ｐ +型表面シールド
領域２１が形成されている。また、シリコン基板１１と表面シールド領域２１は基準電位
に設置されている。
【００１５】
このような固体撮像装置において、フォトダイオード３４ａに光が入射された場合、入射
された光が光電変換されて、信号蓄積領域１５に信号電子が蓄積される。ここで、表面シ
ールド領域２１は、Ｓｉ／ＳｉＯ 2となるゲート絶縁膜１２の界面の空乏層を防いで接合
リーク電流を低減する役割と、表面シールド領域２１とシリコン基板１１に挟まれた信号
蓄積領域１５の電位４２を、読み出しゲート電極１３ａをＯＮすることにより変調される
読み出しゲート電極１３ａ下のチャネル電位４３よりも低く規定する役割を有する。従っ
て、信号蓄積領域１５に蓄積された信号電子をドレイン領域１４ａに原理的には完全転送
させることができる。
【００１６】
しかしながら、図３０（ａ）に示すような従来の固体撮像装置においては、表面シールド
領域２１の全領域がシリコン基板１１内に埋め込まれている。このため、表面シールド領
域２１の上面は、読み出しゲート電極１３ａの下面より下方に位置している。従って、表
面シールド領域２１の端部の電位障壁発生部４０において、図３０（ｂ）に示すような電
位障壁４１が生じる。その結果、残留電荷４４が完全転送されず信号蓄積領域１５内に残
るため、少なからず残像や雑音を生む原因になっていた。
【００１７】
さらに、低電源電圧化の要求に伴い、電源電圧が下がり、即ち読み出しゲート電極１３ａ
のＯＮ時の電圧（読み出し電圧）が下がった場合（例えば、読み出し電圧が従来の３．３
Ｖから２．５Ｖ程度に下がった場合）には、図３０（ｃ）に示すように、電位障壁４１は
さらに高くなり、より多くの残留電荷４５が生じる。その結果、残像や雑音が一層増加し
、かつ感度低下も大きくなるため、実用上大きな問題になっていた。
【００１８】
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【発明が解決しようとする課題】
以上のように、近年、素子の微細化により迷光の影響がより強く現れるようになり、スミ
ヤやブルーミングなどの疑似信号が生じやすくなっていた。また。低電源電圧化により電
位障壁がさらに高まるようになり、残像や雑音が一層増加した。このように、従来の固体
撮像装置では、素子の微細化及び低電源電圧化の要求により、種々の雑音が生じ、素子性
能の低下が生じていた。
【００１９】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、素子
の性能を向上させることが可能な固体撮像装置及びその製造方法を提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記目的を達成するために以下に示す手段を用いている。
【００２１】
　本発明の固体撮像装置は、第１導電型の半導体基板上に形成された第１の絶縁膜と、前
記第１の絶縁膜上に選択的に形成された読み出しゲート電極と、前記読み出しゲート電極
の一端の前記半導体基板の表面に形成された第２導電型の拡散領域と、前記読み出しゲー
ト電極の他端の前記半導体基板の表面に形成された第２導電型の信号蓄積領域と、前記信
号蓄積領域の表面に形成された第１導電型の表面シールド領域と、

前記信号蓄積領域の少なくとも
一部を覆うシリサイドブロック層と、前記拡散領域上に形成された金属シリサイド層とを
具備している。
【００２４】
　 において、前記拡散領域上に選択エピタキシャル成長させて形成さ
れたエレベーテッド・ソース・ドレインをさらに具備してもよい。
【００２５】
　 において、前記金属シリサイド層は、Ｔｉシリサイド膜、Ｃｏシリ
サイド膜、Ｎｉシリサイド膜、Ｗシリサイド膜のいずれかの膜であればよい。
【００２６】
　 において、前記シリサイドブロック層は、前記信号蓄積領域の少な
くとも一部を覆い、かつ前記読み出しゲート電極の少なくとも一部を覆うパターンである
ことが望ましい。また、前記シリサイドブロック層は、前記信号蓄積領域の少なくとも一
部を覆い、かつ前記読み出しゲート電極の少なくとも一部を覆い、さらに前記拡散領域の
少なくとも一部を覆うパターンであってもよい。
【００２９】
　本発明の固体撮像装置の製造方法は、第１導電型の半導体基板上に第１の絶縁膜を形成
する工程と、前記半導体基板内に素子領域を分離する素子分離領域を選択的に形成する工
程と、前記素子領域上に前記第１の絶縁膜を介して読み出しゲート電極を形成するととも
に前記素子分離領域上に前記第１の絶縁膜を介してゲート電極を形成する工程と、前記読
み出しゲート電極の一端の素子領域の表面に第２導電型の拡散領域を形成する工程と、前
記読み出しゲート電極の他端の素子領域の表面に第２導電型の信号蓄積領域を形成する工
程と、全面に第２の絶縁膜を形成する工程と、

前記信号蓄積領
域の少なくとも一部を覆うシリサイドブロック層を形成する工程と、前記信号蓄積領域の
表面に第１導電型の表面シールド領域を形成する工程と、前記拡散領域上の前記第１、第
２の絶縁膜を除去し、前記拡散領域の表面を露出する工程と、前記表面が露出された拡散
領域上に金属シリサイド層を形成する工程とを含んでいる。
【００３３】
　 の製造方法において、前記金属シリサイド層を形成した後に、前記
ブロック層を除去する工程をさらに含んでもよい。
【００３４】

10

20

30

40

50

(5) JP 3782297 B2 2006.6.7

シリコン窒化膜と前記
シリコン窒化膜上に形成されたシリコン酸化膜とからなり

上記の固体撮像装置

上記の固体撮像装置

上記の固体撮像装置

前記第２の絶縁膜上に形成されたシリコン
窒化膜と前記シリコン窒化膜上に形成されたシリコン酸化膜とからなり、

上記の固体撮像装置



【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。以下の実施の形態では、０．２５
μｍ以下の微細テクノロジーを用いて作製したＣＭＯＳイメージセンサの例を示す。従っ
て、従来技術で用いたＬＯＣＯＳの代わりに、微細化に有利なＳＴＩ（ Shallow Trench I
solation）構造の素子分離領域が用いられる。尚、以下に説明する図面において、Ａ領域
は画素領域を示し、Ｂ領域は周辺回路領域を示している。
【００３５】
［第１の実施形態］
第１の実施形態は、ソース・ドレイン領域上にシリサイド膜を形成し、フォトダイオード
上にシリサイドブロック層を形成していることに特徴がある。このような第１の実施形態
による固体撮像装置の製造方法について説明する。
【００３６】
まず、図１に示すように、公知の技術を用いて、Ｐ型のシリコン基板１１上にゲート絶縁
膜（シリコン酸化膜）１２が形成され、シリコン基板１１内にＳＴＩ構造の素子分離領域
（以下、ＳＴＩと称す）が選択的に形成される。次に、Ｂ領域のＰ－ＭＯＳトランジスタ
形成領域にＮｗｅｌｌが形成され、Ｎ－ＭＯＳトランジスタ形成領域にＰｗｅｌｌが形成
される。次に、シリコン基板１１上にポリシリコンからなるゲート電極１３ａ、１３ｂ、
１３ｃが選択的に形成される。ここで、Ａ領域において、素子領域上に形成されたゲート
電極は読み出しゲート電極１３ａを示し、ＳＴＩ上に形成されたゲート電極はリセット又
はアドレスゲート電極１３ｂを示している。また、Ｂ領域において、１３ｃはＭＯＳ電界
効果トランジスタのゲート電極を示している。
【００３７】
次に、光リソグラフィ法とイオン注入法を用いて、Ａ領域における読み出しゲート電極１
３ａ端部のシリコン基板１１の表面にＮ型ドレイン領域１４ａが形成され、Ｂ領域におけ
るＮ－ＭＯＳトランジスタのソース・ドレイン領域にＮ型ＬＤＤ（ Lightly Doped Drain
）領域１４ｂが形成される。次に、Ｂ領域におけるＰ－ＭＯＳトランジスタのソース・ド
レイン領域にＰ型ＬＤＤ領域１４ｃが形成される。次に、Ａ領域における読み出しゲート
電極１３ａ端部のシリコン基板１１の表面にフォトダイオードのＮ型信号蓄積領域１５が
形成される。ここで、Ｎ型ドレイン領域１４ａ、Ｎ型ＬＤＤ領域１４ｂ、Ｎ型信号蓄積領
域１５の形成時に注入されるイオンは、例えばリンイオンが用いられる。また、Ｐ型ＬＤ
Ｄ領域１４ｃの形成時に注入されるイオンは、例えばボロンイオンが用いられる。尚、イ
オン注入法による拡散層領域１４ａ、１４ｂ、１４ｃの形成順は本実施形態と異なっても
構わない。
【００３８】
また、本実施形態では、フォトダイオードの信号蓄積領域１５とＳＴＩ端部（ＳＴＩと素
子領域との境界）とを離間してスペース１１ａが設けられている。このスペース１１ａは
、後述する表面シールド領域とシリコン基板１１とを導通させるために形成されている。
従って、信号蓄積領域１５とＳＴＩ端部との間に大きなスペースを設ける必要はなく、少
なくとも部分的にスペースが設けられていればよい。また、ＳＴＩ端部に微少欠陥が実質
的に存在せず、実質上フォトダイオードの接合リーク電流が増加しない場合には、信号蓄
積領域１５をＳＴＩ端部まで拡大してもよい。
【００３９】
次に、図２に示すように、減圧ＣＶＤ（ Chemical Vapor Deposition）法等を用いて、全
面に例えば１０乃至３０ｎｍの膜厚を有するシリコン酸化膜１６が形成され、このシリコ
ン酸化膜１６上に例えば５０乃至１００ｎｍの膜厚を有するシリコン窒化膜１７が形成さ
れる。更に、シリコン酸化膜１７上に減圧ＣＶＤ法等を用いて５０乃至１００ｎｍの膜圧
を有するシリコン酸化膜１６ｂが形成される。その後、光リソグラフィ法によりフォトダ
イオードの信号蓄積領域１５の上方のシリコン酸化膜１６ｂ上に光レジスト膜１８が選択
的に形成される。
【００４０】
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次に、図３に示すように、この光レジスト膜１８をマスクとして、希フッ酸系のウェット
エッチング液にてシリコン酸化膜１６ｂを除去した後に、ＲＩＥ（ Reactive Ion Etching
）技術を用いて、シリコン窒化膜１７がドライエッチングされ、ゲート電極１３ａ、１３
ｂ、１３ｃの側面にゲート側壁絶縁膜（サイドウォール絶縁膜）２０が形成されるととも
に、フォトダイオードの信号蓄積領域１５上にシリサイドブロック層１９が形成される。
その後、光レジスト膜１８が除去される。
【００４１】
次に、図４に示すように、光リソグラフィ法とイオン注入法及び熱処理法を用いて、Ａ領
域におけるフォトダイオードの信号蓄積領域１５の表面にＰ +型の表面シールド領域２１
が形成される。その結果、入射光量に応じた信号電荷を蓄積するＰ +ＮＰ型の埋め込みフ
ォトダイオード３４が形成される。ここで、表面シールド領域２１は、フォトダイオード
３４の表面にあるＳｉ／ＳｉＯ 2界面をシールドすることにより、信号蓄積領域１５によ
る空乏層がＳｉ／ＳｉＯ 2界面にまで広がることを防ぐ役割を果たす。従って、表面シー
ルド領域２１により、Ｓｉ／ＳｉＯ 2界面準位によるリーク電流の発生を抑えることがで
きる。一方、Ｐ +型の表面シールド領域２１が形成されるとともに、Ｂ領域においては、
素子領域にソース・ドレイン領域２２ａ、２２ｂが形成される。ここで、Ｎ－ＭＯＳ領域
のソース・ドレイン領域２２ａの形成にはＮ +型のイオン注入が行われ、Ｐ－ＭＯＳ領域
のソース・ドレイン領域２２ｂの形成にはＰ +型のイオン注入が行われる。
【００４２】
次に、図５に示すように、フッ酸系のエッチング液を用いて、シリサイドブロック層１９
でカバーされていないゲート電極１３ａ、１３ｂ、１３ｃ上及び素子領域上のシリコン酸
化膜１２、１６が除去され、ゲート電極１３ａ、１３ｂ、１３ｃの表面及びシリコン基板
１１の表面が露出される。次に、後述する金属シリサイド化の前工程としてプリアモルフ
ァス化イオン注入が行われる。このプリアモルファス化のイオン注入は、加速電圧が例え
ば１５乃至５０ｋＶ、ドーズ量が例えば１０ 1 4乃至１０ 1 5ｃｍ - 2の条件で、Ａｓイオンを
用いて行われる。その後、スパッタリング法等により、シリサイド金属膜として、全面に
例えば２０乃至３０ｎｍの膜厚を有するＴｉ膜が形成され、このＴｉ膜上に例えば１０乃
至２０ｎｍの膜厚を有するＴｉＮ膜が形成される。図５の２３は、Ｔｉ膜とＴｉＮ膜から
なるシリサイド金属膜を示している。尚、シリサイド金属はＴｉに限定されず、例えばＣ
ｏ、Ｎｉ、Ｗ等の高融点金属を用いてもよい。
【００４３】
次に、図６に示すように、窒素雰囲気中において、温度が６００乃至７００℃、時間が３
０乃至６０秒間の条件で、ＲＴＡ（ Rapid Thermal Annealing:急速加熱アニール）が行わ
れる。これにより、ゲート電極１３ａ、１３ｂ、１３ｃ及びシリコン基板１１の素子領域
とシリサイド金属膜２３が直に接する領域で、ゲート電極１３ａ、１３ｂ、１３ｃ及びシ
リコン基板１１中のシリコンとシリサイド金属膜２３中のＴｉが反応し、金属がシリサイ
ド化される。その後、Ｈ 2ＳＯ 4やＨＣｌ＋Ｈ 2Ｏ 2溶液を用いて、未反応のシリサイド金属
膜２３が剥離除去され、さらに、温度が７００乃至８００℃、時間が２０乃至３０秒の条
件でＲＴＡ熱処理が行われる。その結果、シリサイドブロック層１９でカバーされていな
いゲート電極１３ａ、１３ｂ、１３ｃの表面及びシリコン基板１１上に金属シリサイド化
されたＴｉシリサイド膜（ＴｉＳｉ 2膜）２４ｂ、２４ａが形成される。
【００４４】
この後、ドライ又はウエットエッチング法により、シリサイドブロック層１９（又はシリ
サイドブロック層１９を構成するシリコン窒化膜１７部分のみ）を除去してもよい。シリ
サイドブロック層１９をフォトダイオード３４上に残す場合の利点は、シリコン窒化膜１
７がシリコンとシリコン酸化膜の間の中間屈折率を有するため、光の多重干渉効果により
フォトダイオード３４表面での光反射率が減少し、感度が向上する点である。一方、フォ
トダイオード３４上のシリサイドブロック層１９をエッチング除去する利点は、シリコン
酸化膜に比べて１０倍程度の高い膜ストレスを有するシリコン窒化膜１７がフォトダイオ
ード３４直下に存在しないため、ストレスにより誘発されるフォトダイオードリーク電流
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を減らすことができる点である。本発明の実施の形態では、シリサイドブロック層１９を
残す場合について以下説明する。
【００４５】
次に、図７に示すように、全面に第１の層間絶縁膜２５が形成された後、この第１の層間
絶縁膜２５がＣＭＰ（ Chemical Mechanical Polish）技術により平坦化される。この平坦
化された第１の層間絶縁膜２５上に、Ａ領域内の信号線や接続配線、Ｂ領域内の接続配線
の役目を果たすＡｌ配線２６が選択的に形成される。次に、全面に第２の層間絶縁膜２７
が形成され、この第２の層間絶縁膜２７がＣＭＰ技術により平坦化される。この平坦化さ
れた第２の層間絶縁膜２７上にＡｌ遮光膜２８が形成され、フォトダイオード３４上方の
Ａｌ遮光膜２８が選択的に除去される。これにより、フォトダイオード３４に光を入射す
るための開口部３０が形成される。また、Ｂ領域の全面はＡｌ遮光膜２８によりカバーさ
れる。その後、全面にシリコン窒化膜等の表面保護膜２９が形成される。
【００４６】
以上のように形成された固体撮像装置において、Ａ領域におけるシリサイドブロック層１
９の平面パターンについて以下に説明する。
【００４７】
図８は、図６のＣ領域の上面図を示している。図８に示すように、読み出しトランジスタ
のゲート電極１３ａの一端と隣接するフォトダイオード３４が形成され、このフォトダイ
オード３４と離間するリセットトランジスタ又はアドレストランジスタのゲート電極１３
ｂが形成されている。また、読み出しトランジスタのゲート電極１３ａの他端と隣接する
ドレイン領域１４ａが形成されている。さらに、フォトダイオード２１、１５全面をカバ
ーし、かつゲート電極１３ａ、１３ｂの両方を部分的にカバーするシリサイドブロック層
１９が形成されている。
【００４８】
図９乃至図１ 1は、フォトダイオード３４の全面をカバーするシリサイドブロック層パタ
ーンの変形例を示している。
【００４９】
図９は、シリサイドブロック層１９がゲート電極１３ａ、１３ｂのいずれか一方のみを部
分的にカバーする場合を示している。図１０は、シリサイドブロック層１９がゲート電極
１３ａ、１３ｂの両方を横断してカバーする場合を示している。図１１は、シリサイドブ
ロック層１９がゲート電極１３ａ、１３ｂの一方を部分的にカバーし、他方を横断してカ
バーする場合を示している。
【００５０】
図１０、１１のように、シリサイドブロック層１９がゲート電極１３ａ、１３ｂを横断し
てカバーしている場合においては、シリサイド化されないゲート電極１３ａ、１３ｂの面
積が広いため、配線抵抗が大きくなる。これは、金属シリサイド化された場合と金属シリ
サイド化されない場合のポリシリコン配線抵抗を比較した場合、通常金属シリサイドされ
た場合の抵抗の方が一桁程度小さいからである。従って、画素信号を高速に駆動する場合
（画素数が多い場合やフレーム周波数が高い場合）には、配線遅延を抑えるためには、図
８、９のようなシリサイドブロック層１９のパターンを用いることが望ましい。
【００５１】
図１２乃至図１５は、フォトダイオード３４を部分的にカバーするシリサイドブロック層
パターンの変形例を示しているが、本発明はこのようなシリサイドブロック層パターンを
用いても有効である。むしろ、フォトダイオード３４の表面の一部が低光反射率であるＴ
ｉＳｉ 2膜のような金属シリサイド膜でおおわれた方が迷光抑圧のために効果的である。
しかしながら、金属シリサイド化されたフォトダイオード部においては接合リーク電流が
増加し、暗時の雑音が増す恐れがある。迷光抑圧と低暗時雑音とのバランスから適切なシ
リサイドブロック層パターンを選ぶ必要があることは言うまでもない。
【００５２】
尚、図１６に示すように、ドレイン領域１４ａの全面がシリサイドブロック層１９で覆わ
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れていてもよい。この場合、ドレイン領域１４ａを金属シリサイド化することによる接合
リーク電流の増加がなくなる。このため、信号電荷がドレイン領域１４ａに転送された場
合、この後に生じる雑音を減らすことができる。
【００５３】
図１７は、本発明において用いた金属シリサイド膜（代表としてＴｉＳｉ 2膜、ＣｏＳｉ 2

膜）と従来のシリコン（Ｓｉ）の表面光反射率を示している。図１７においては、大気中
に試料を設置し、入射角８度で光を入射させた場合に測定した光反射率の値を示している
。
【００５４】
図１７に示すように、波長３００乃至７００ｎｍの可視光域において、従来のシリコンよ
りもＴｉＳｉ 2とＣｏＳｉ 2の光反射率が明らかに小さい。特に、ＣｏＳｉ 2の場合、可視
光域における光反射率を３０％以下と非常に小さくできる。
【００５５】
本発明者等が本発明を実施した結果、ＴｉＳｉ 2膜を用いた場合、隣接画素において迷光
による疑似信号の発生量を従来（シリコン）の約６０％に減少させることができた。さら
に、低反射率のＣｏＳｉ 2を用いた場合には、隣接画素において迷光による疑似信号の発
生量を従来（シリコン）の約３０％にまで減少させることができた。尚、ＮｉＳｉ 2やＷ
Ｓｉ 2を用いた場合にも、ＴｉＳｉ 2やＣｏＳｉ 2と同様の効果が得られる。
【００５６】
上記第１の実施形態によれば、ドレイン領域１４ａ、ソース・ドレイン領域２２ａ、２２
ｂ上に光反射率の低いＴｉシリサイド膜２４ａが形成されている。従って、迷光の反射を
防止することができるため、迷光による疑似信号の発生（スミヤやブルーミング）を十分
に抑制できる。また、周辺回路に迷光が到達することも抑制できるため、トランジスタの
誤動作を防止できる。このように、疑似信号や誤動作を防止でき、素子の性能を向上させ
ることができる。
【００５７】
また、フォトダイオード３４上にシリサイドブロック層１９が形成されている。このシリ
サイドブロック層１９を残した場合、多層薄膜光干渉効果により上方からフォトダイオー
ド３４に入射する光の反射成分を約１０乃至３０％減少させることが可能である。従って
、従来の約１．２倍の高い光感度の固体撮像装置が実現できる。
【００５８】
一方、Ｔｉシリサイド膜２４ａ、２４ｂを形成した後にシリサイドブロック層１９を除去
した場合、シリサイドブロック層１９のシリコン窒化膜１７によって遮断されることなく
、シンター工程によって供給される十分量の水素原子が、フォトダイオード３４にまで到
達できる。従って、十分なシンター効果が得られるため、フォトダイオード３４のリーク
電流の低減に有効である。尚、シンター工程とは、最終工程付近において、水素を多く含
むプラズマ窒化膜を形成した後、４５０℃で３０分程度熱処理をして水素原子をシリコン
基板にまで拡散させる工程であり、主に酸化膜／シリコン界面準位を不活性化させて接合
リーク電流を減らす効果を有する。
【００５９】
また、シリサイドブロック層１９を形成することにより、フォトダイオード３４上に光透
過率が非常に低い（約２０％以下）シリサイド膜が形成されることを防止できる。従って
、フォトダイオード３４に十分な入射光量を供給できるため、シリサイド工程を用いてＣ
ＭＯＳイメージセンサを製造した場合も、高い光感度の固体撮像装置が実現できる。また
、シリサイド化による結晶欠陥がフォトダイオード３４に導入されないため、フォトダイ
オード３４の接合リーク電流が低減できる。従って、歩留まりの低下をもたらす白キズ画
像欠陥出力と画質劣化をもたらすリーク電流のばらつきによる暗時むら出力が低減できる
。
【００６０】
　更に、 シリコン窒化膜１７、及びシリコン酸化膜１６ｂの２
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層構造からなるシリサイドブロック層１９を形成したことにより、下記のような、効果が
得られる。
　まず、シリコン酸化膜１６ｂの効果は、次の通りである。シリコン窒化膜１７上に直接

などの金属膜を堆積してシリサイド化アニールを行うと、シリコン窒化膜
１７表面が僅かではあるが、金属シリサイド化されてしまう。その結果、フォトダイオー
ドへ直接入射する光量が減少するという問題が生じるが、このシリコン酸化膜１６ｂをシ
リコン窒化膜１７上に形成することによりこの問題を解決することができる。
【００６１】
次に、シリコン窒化膜１７の効果は、次の通りである。シリコン窒化膜１７は、シリコン
とシリコン酸化膜の中間の屈折率を有するため、フォトダイオード表面における光反射率
を減らすことができる。その結果、フォトダイオードへ入射する光量が増加し、感度が向
上する。
【００６２】
また、シリコン酸化膜１６の効果は、次の通りである。シリコン窒化膜１７は、シリコン
酸化膜の約１０倍という大きな膜応力を有する。そのため、シリコン酸化膜１６がなけれ
ば、シリコン窒化膜１７が薄いゲート酸化膜１２を介してフォトダイオードに非常に近接
することになり、応力に起因するリーク電流を増加させてしまう。ここで、１０乃至３０
ｎｍ膜圧のシリコン酸化膜１６は応力緩和層として働き、シリコン窒化膜１７の応力によ
るフォトダイオードリーク電流の増加を防止できる。
【００６３】
尚、第１の実施形態では、Ｐ型のシリコン基板を用いた製造工程が示されているが、勿論
、Ｐ型のシリコン基板の代わりにＰ型のウェルが形成されてもよい。
【００６４】
また、Ａｌ配線２６及びＡｌ遮光膜２８の上面、下面には、Ｔｉ、ＴｉＮ膜等の中間屈折
率膜を設けてもよい。この中間屈折率膜を設けることにより、光反射をさらに制御するこ
とができる。
【００６５】
［第２の実施形態］
第２の実施形態は、エピタキシャル成長法を用いて、表面シールド領域及びエレベーテッ
ド・ソース・ドレインを形成していることに特徴がある。尚、第２の実施形態において、
上記第１の実施形態と同様の方法については説明を簡略化し、異なる方法についてのみ詳
細に説明する。以下、第２の実施形態による固体撮像装置の製造方法について説明する。
【００６６】
まず、図１８に示すように、公知の技術を用いて、シリコン基板１１上にゲート絶縁膜（
シリコン酸化膜）１２が形成され、シリコン基板１１内にＳＴＩ構造の素子分離領域（以
下、ＳＴＩと称す）が選択的に形成される。次に、Ｂ領域のＰ－ＭＯＳトランジスタ形成
領域にＮｗｅｌｌが形成され、Ｎ－ＭＯＳトランジスタ形成領域にＰｗｅｌｌが形成され
る。次に、シリコン基板１１上にポリシリコンからなるゲート電極１３ａ、１３ｃが選択
的に形成される。
【００６７】
次に、図１９に示すように、光リソグラフィ法とイオン注入法を用いて、Ａ領域における
ゲート電極１３ａの端部のシリコン基板１１の表面にＮ型ドレイン領域１４ａが形成され
、Ｂ領域におけるＮ－ＭＯＳトランジスタ領域のソース・ドレイン領域にＮ型ＬＤＤ領域
１４ｂが形成される。次に、Ｂ領域におけるＰ－ＭＯＳトランジスタ領域のソース・ドレ
イン領域にＰ型ＬＤＤ領域１４ｃが形成される。次に、Ａ領域におけるゲート電極１３ａ
の端部のシリコン基板１１の表面にフォトダイオードのＮ型信号蓄積領域１５が形成され
る。
【００６８】
次に、図２０に示すように、全面にシリコン酸化膜（又はシリコン窒化膜）が形成される
。このシリコン酸化膜がＲＩＥ技術を用いてドライエッチングされ、ゲート電極１３ａ、
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１３ｃの側面にゲート側壁絶縁膜２０が形成される。その後、フッ酸系のエッチング液に
てゲート絶縁膜１２が除去され、洗浄なシリコン基板１１の表面が露出される。
【００６９】
次に、図２１に示すように、選択エピタキシャル成長により、シリコン基板１１及びゲー
ト電極１３ａ、１３ｃの表面に無ドープの選択成長シリコン層３１ａ、３１ｂ、３１ｃを
選択成長させる。ここで、選択成長シリコン層３１ａ、３１ｂ、３１ｃを選択成長させる
ためには、ジクロルシラン、水素、及び塩酸の混合ガスを原料とした減圧ＣＶＤ法を用い
て、例えば５０Ｔｏｒｒ、基板温度は８５０℃の条件で行えばよい。また、選択成長シリ
コン層３１ａ、３１ｂ、３１ｃの膜厚は２０乃至２００ｎｍの範囲の所望値になるように
成長時間が設定される。
【００７０】
尚、ゲート電極１３ａ、１３ｃ上に選択成長シリコン層３１ｃが形成されている例を示し
たが、選択エピタキシャル成長前にゲート電極１３ａ、１３ｃ上にシリコン酸化膜等の絶
縁膜を残しておけば、当然ながらゲート電極１３ａ、１３ｃ上にシリコン層は形成されな
い。本発明の趣旨のよれば、ゲート電極１３ａ、１３ｃ上にシリコン層が形成される必要
はない。
【００７１】
次に、図２２に示すように、全面に光レジスト膜３２が形成されてパターニングされ、フ
ォトダイオードの信号蓄積領域１５上に開口が形成される。パターニングされた光レジス
ト膜３２をマスクに用いて、加速電圧が例えば３０ｋｅＶ、ドーズ量が例えば４×１０ 1 3

ｃｍ - 2の条件で、信号蓄積領域１５上の選択成長シリコン層３１ａにＢＦ 2イオン等のボ
ロンイオンが注入される。
【００７２】
次に、図２３に示すように、光レジスト膜３２が剥離され、所望の熱処理が行われる。そ
の結果、選択成長シリコン層３１ａがＰ +型化（濃度１０ 1 8乃至１０ 2 0ａｔｍｓ／ｃｍ 3）
され、フォトダイオードの信号蓄積領域１５の表面にシールド領域２１ａが形成される。
その結果、入射光量に応じた信号電荷を蓄積するＰ +ＮＰ型のフォトダイオードが形成さ
れる。
【００７３】
尚、選択成長シリコン層２１ａはファセット面を有するため、ゲート側壁絶縁膜２０端部
やＳＴＩ端部に接する選択成長シリコン層３１ａの膜厚は薄くなっている。このため、ボ
ロンがイオン注入されると（図２２に示す）、選択成長シリコン層３１ａの膜厚の薄くな
っている部分（Ａ部）において、ボロンがより深くイオン注入される。従って、Ａ部にお
いて表面シールド領域２１ａが僅かながらシリコン基板１１の表面下に深く形成されるこ
とになる。勿論、表面シールド領域２１ａ形成時のイオン注入の加速電圧やドーズ量の調
整により、図２３に示す表面シールド領域２１ａの濃度プロファイル形状を任意に設定で
きることは言うまでもない。
【００７４】
図２４（ａ）は、図２３のＡ領域の一部である埋め込みフォトダイオード構造の断面図を
示している。また、図３０（ｂ）、（ｃ）は、低電圧読み出し時（読み出しゲート電極Ｏ
Ｎ時）におけるポテンシャル断面図を示し、図３０（ｃ）は、図３０（ｂ）よりも低電圧
で読み出す場合を示している。ここで、図３０（ｂ）は電圧が３．３Ｖの場合、図３０（
ｃ）は電圧が２．５Ｖの場合を示す。
【００７５】
図２４（ａ）に示すように、表面シールド領域２１ａは、選択成長シリコン層３１ａを母
体にして形成されている。このため、表面シールド領域２１ａの上面はゲート電極１３ａ
の下面よりも上方に位置し、表面シールド領域２１ａの下面はゲート電極１３ａの下面よ
りもやや下方に位置する構造となっている。
【００７６】
従って、図３０（ａ）に示す従来構造よりも、表面シールド領域２１ａを読み出しゲート
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電極１３ａの下面に対して極めて浅く形成することができる。その結果、図２４（ｂ）、
（ｃ）に示すように、信号蓄積領域１５に蓄積された信号電子の読み出し時において、従
来（図３０（ｂ）、（ｃ））に見られたような電位障壁は実効的に消滅し、残留電荷も実
効的に残らないようになる。
【００７７】
上記第２の実施形態によれば、選択エピタキシャル成長法を用いて、シリコン基板１１上
に表面シールド領域２１ａが形成されている。従って、信号読み出し時において、表面シ
ールド領域２１ａの端部及び読み出しゲート電極１３ａの端部に存在する電位障壁が実効
的に消滅し、フォトダイオードの信号蓄積領域１５に残留電荷が実効的に残らないように
なる。このため、信号電子の完全転送が実現する。その結果、従来のような埋め込みフォ
トダイオード構造を用いた場合、特に、低電圧読み出し時において課題になっていた高残
像、高雑音や低感度といった問題を解決することができ、素子の性能を向上できる。
【００７８】
また、選択エピタキシャル成長法を用いることにより、シリコン基板１１上に選択成長シ
リコン層３１ｂが形成されている。従って、ソース・ドレイン領域をエレベーテッド・ソ
ース・ドレインとすることができる。これにより、画素領域においてはリーク電流の発生
を防止でき、周辺回路領域においては低抵抗化が図られる。
【００７９】
さらに、周辺回路領域にエレベーテッド・ソース・ドレインを形成することにより、Ｎ型
ドレイン領域１４ａをシリコン基板１１中に浅く形成した場合でも、金属シリサイド形成
後の接合リーク電流を十分抑制できる。その結果、画素領域においてもＮ型ドレイン領域
を浅く形成することができる。このため、読み出しゲート電極１３ａの長さを短くした場
合に生じる信号蓄積領域１５とドレイン領域１４ａ間のパンチスルーという問題を抑制で
きる。従って、読み出しゲート電極長を短くできるので、画素サイズの微細化を実現でき
る。
【００８０】
尚、第２の実施形態では、表面シールド領域２１ａの形成は、無ドープシリコン層を選択
成長させ（図２１に示す）、ボロンイオン注入（図２２に示す）と熱処理により行われる
例を示してきたが、このような方法に限定されない。
【００８１】
例えば、ボロンが注入されたＰ +型シリコン層を選択成長させることもできる。Ｐ +型シリ
コン層をはじめから選択成長させる場合には、当然ながらボロンイオン注入やイオン注入
後の熱処理を省略することが可能である。このように表面シールド領域２１ａを形成すれ
ば、上記第２の実施形態と同様の効果が得られるだけでなく、さらに以下の効果が得られ
る。
【００８２】
まず、ボロンイオン注入工程による欠陥がフォトダイオードに導入されないのため、フォ
トダイオードの接合リーク電流を低減できる。また、ファセット面の下部領域において、
ボロンがより深く注入されるということがなくなるため、図２５に示すように、前記表面
シールド領域の下面は前記ゲート電極の下面と同一の高さに位置している。つまり、表面
シールド領域２１ｂの下面をより平面状かつより浅く形成できる。このため、信号読み出
し時の電位障壁はさらに低くなり、２Ｖ以下の低電圧読み出し条件でも完全転送を実現で
きる。
【００８３】
［第３の実施形態］
第３の実施形態は、第１の実施形態と同様に、ソース・ドレイン領域上にシリサイド膜を
形成し、フォトダイオード上にシリサイドブロック層を形成していることに特徴がある。
また、第２の実施形態と同様に、エピタキシャル成長法を用いて、表面シールド領域及び
エレベーテッド・ソース・ドレインを形成していることに特徴がある。尚、第３の実施形
態において、上記第２の実施形態と同様の工程については説明を省略し、異なる工程のみ
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説明する。以下、第３の実施形態による固体撮像装置の製造方法について説明する。
【００８４】
まず、図１８乃至図２３に示すように、第２の実施形態と同様に、フォトダイオードの信
号蓄積領域１５の表面にエピタキシャル成長された表面シールド領域２１ａが形成される
。
【００８５】
次に、図２６に示すように、減圧ＣＶＤ法等を用いて、全面に例えば２０乃至５０ｎｍの
膜厚を有するシリコン酸化膜１６が形成され、このシリコン酸化膜１６上に例えば５０乃
至１００ｎｍの膜厚を有するシリコン窒化膜１７が形成される。更に、シリコン窒化膜１
７上に減圧ＣＶＤ法等を用いて、５０乃至１００ｎｍの膜圧を有するシリコン酸化膜１６
ｂが形成される。その後、光リソグラフィ法によりフォトダイオードの信号蓄積領域１５
の上方に光レジスト膜（図示せず）が形成される。この光レジスト膜をマスクとして、Ｒ
ＩＥ技術によりシリコン窒化膜１７及びシリコン酸化膜１６がドライエッチングされ、フ
ォトダイオードの信号蓄積領域１５上にシリサイドブロック層１９が形成される。このシ
リサイドブロック層１９により、後のシリサイド工程において表面シールド領域２１ａの
シリサイド化が防止される。
【００８６】
次に、図２７に示すように、加速電圧が例えば１０乃至５０ｋＶ、ドーズ量が例えば１０
1 3乃至１０ 1 5ｃｍ - 2の条件で、信号蓄積領域１５と同一導電型不純物イオン、例えばＡｓ
イオンが全面に注入される。これにより、シリサイドブロック層１９でカバーされていな
い領域の選択成長シリコン層３１ｂ、３１ｃの少なくとも表面付近が非晶質化される。
【００８７】
次に、図２８に示すように、スパッタリング法等により、全面に例えば２０乃至４０ｎｍ
の膜厚を有するＴｉ膜（図示せず）が形成され、このＴｉ膜上に例えば１０乃至３０ｎｍ
の膜厚を有するＴｉＮ膜（図示せず）が形成される。次に、窒素雰囲気中において、７０
０乃至８００℃の温度条件で、３０秒程度アニールが行われる。その結果、選択成長シリ
コン層３１ｂ、３１ｃ中のシリコンとＴｉ膜中のＴｉが反応し、選択成長シリコン層３１
ｂ、３１ｃとＴｉ膜との界面にＴｉシリサイド膜３３ａ、３３ｂが形成される。その後、
硫酸と過酸化水素水の混合液等を用いて、ＴｉＮ膜及び未反応のＴｉ膜がエッチング除去
される。このようにして、シリサイドブロック層１９でカバーされていない選択成長シリ
コン層３１ｂ、３１ｃ上にＴｉシリサイド膜３３ａ、３３ｂが形成された構造ができる。
【００８８】
上記第３の実施形態によれば、第１の実施形態及び第２の実施形態と同様の効果が得られ
る。
【００８９】
その他、本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することが可能であ
る。
【００９０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、素子の性能を向上させることが可能な固体撮像装置
及びその製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断面図。
【図２】図１に続く、本発明の第１の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断
面図。
【図３】図２に続く、本発明の第１の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断
面図。
【図４】図３に続く、本発明の第１の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断
面図。
【図５】図４に続く、本発明の第１の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断
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面図。
【図６】図５に続く、本発明の第１の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断
面図。
【図７】図６に続く、本発明の第１の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断
面図。
【図８】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを示
す平面図。
【図９】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを示
す平面図。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを
示す平面図。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを
示す平面図。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを
示す平面図。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを
示す平面図。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを
示す平面図。
【図１５】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを
示す平面図。
【図１６】本発明の第１の実施形態に係わるシリサイドブロック層１９の平面パターンを
示す平面図。
【図１７】本発明の第１の実施形態と従来例との光反射率を比較したグラフ。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断面図。
【図１９】図１８に続く、本発明の第２の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示
す断面図。
【図２０】図１９に続く、本発明の第２の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示
す断面図。
【図２１】図２０に続く、本発明の第２の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示
す断面図。
【図２２】図２１に続く、本発明の第２の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示
す断面図。
【図２３】図２２に続く、本発明の第２の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示
す断面図。
【図２４】本発明の第２の実施形態における電位障壁の低下を示す図。
【図２５】本発明の第２の実施形態の変形例を示す断面図。
【図２６】本発明の第３の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示す断面図。
【図２７】図２６に続く、本発明の第３の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示
す断面図。
【図２８】図２７に続く、本発明の第３の実施形態に係わる固体撮像装置の製造工程を示
す断面図。
【図２９】従来技術による固体撮像装置を示す断面図。
【図３０】従来技術の電位障壁の問題を説明するための固体撮像装置の断面図。
【符号の説明】
１…シリコン基板、
１２…ゲート酸化膜、
１３ａ、１３ｂ、１３ｃ…ゲート電極、
１４ａ…Ｎ型ドレイン領域、
１４ｂ…Ｎ型ＬＤＤ領域、
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１４ｃ…Ｐ型ＬＤＤ領域、
１５…フォトダイオードのＮ型信号蓄積領域、
１６…シリコン酸化膜、
１６ｂ…シリコン酸化膜、
１７…シリコン窒化膜、
１８、３２…光レジスト膜、
１９…シリサイドブロック層、
２０…ゲート側壁絶縁膜、
２１、２１ａ、２１ｂ…Ｐ +型表面シールド領域、
２２ａ…Ｐ +型ソース・ドレイン領域、
２２ｂ…Ｎ +型ソース・ドレイン領域、
２３…Ｔｉ／ＴｉＮ膜、
２４ａ、２４ｂ、３３ａ、３３ｂ…Ｔｉシリサイド膜、
２５…第１の層間絶縁膜、
２６…Ａｌ配線、
２７…第２の層間絶縁膜、
２８…Ａｌ遮光膜、
２９…表面保護膜、
３０…開口部、
３１ａ、３１ｂ、３１ｃ…選択成長シリコン層、
３４…フォトダイオード。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

(18) JP 3782297 B2 2006.6.7



【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】
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