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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｋ（Ｋは２以上の整数）個の画素が設けられたセルと、
　前記Ｋ個の画素で共有されるように前記セルに設けられ、前記画素から読み出された信
号を増幅する増幅トランジスタと、
　前記Ｋ個の画素で共有されるように前記セルに設けられ、前記画素から読み出された信
号をリセットするリセットトランジスタと、
　リセットトランジスタのドレイン電源と増幅トランジスタのドレイン電源を別電源とし
つつ、前記リセットトランジスタのドレインを異なる行間で別駆動する行走査回路とを備
え、
　前記リセットトランジスタのドレイン拡散層は第１縦方向に隣接するセルと共有され、
前記増幅トランジスタのドレイン拡散層は、前記第１縦方向と異なる第２縦方向に隣接す
るセルと共有されていることを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記セルには縦方向に配列された２個の画素が設けられ、前記セルにおける前記画素、
前記増幅トランジスタおよび前記リセットトランジスタは、縦方向の隣接セル間で鏡像関
係になるように配置されていることを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　奇数列のセルは偶数列のセルに対して、前記増幅トランジスタおよび前記リセットトラ
ンジスタが２画素分だけずらされていることを特徴とする請求項２に記載の固体撮像装置
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。
【請求項４】
　前記セルには縦方向に配列された４個の画素が設けられ、奇数列のセルは偶数列のセル
に対して点対称になるように配置されていることを特徴とする請求項１に記載の固体撮像
装置。
【請求項５】
　前記セルには縦方向に配列された４個の画素が設けられ、奇数列の第１のセルのリセッ
トトランジスタのドレイン拡散層は、横方向に隣接する偶数列の第２のセルのリセットト
ランジスタのドレイン拡散層と共有され、前記第１のセルの増幅トランジスタのドレイン
拡散層は、前記第２のセルと縦方向に隣接する偶数列の第３のセルの増幅トランジスタの
ドレイン拡散層と共有されていることを特徴とする請求項４に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記第１のセルは前記第２のセルに対して縦方向に２画素分だけずらされていることを
特徴とする請求項５に記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は固体撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数画素共有構造を採用して画素の微細化を図るＣＭＯＳイメージセンサにおいて、Ｃ
ＭＯＳイメージセンサのリセットトランジスタおよび増幅トランジスタの各ドレイン電源
を別電源として、画素の駆動負荷を低減させる方法がある。
【０００３】
　この方法では、リセットトランジスタのドレイン電源と増幅トランジスタのドレイン電
源を同駆動とする場合に比べ、垂直信号線の容量負荷が小さくなり、高速動作を行うこと
ができる。ただし、この方法では、全ての画素のリセットトランジスタにパルスが入り同
時に駆動されるため、リセットトランジスタのドレイン電源の負荷が大きかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０３６６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の一つの実施形態の目的は、リセットトランジスタのドレイン電源と増幅トラン
ジスタのドレイン電源を別電源としつつ、前記リセットトランジスタのドレインを異なる
行間で別駆動する事によりリセットトランジスタのドレイン電源の負荷を低減し、更に従
来よりもレイアウト面積の削減が可能な固体撮像装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の固体撮像装置によれば、セルと、増幅トランジスタと、リセットトランジス
タと、行走査回路とが設けられている。セルは、Ｋ（Ｋは２以上の整数）個の画素が設け
られている。増幅トランジスタは、前記Ｋ個の画素で共有され、前記画素から読み出され
た信号を増幅する。リセットトランジスタは、前記Ｋ個の画素で共有され、前記画素から
読み出された信号をリセットする。行走査回路は、前記リセットトランジスタのドレイン
を異なる行間で別駆動する。前記リセットトランジスタのドレイン拡散層は第１縦方向に
隣接するセルと共有され、前記増幅トランジスタのドレイン拡散層は、前記第１縦方向と
異なる第２縦方向に隣接するセルと共有されている。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】図１は、第１実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、図１の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートである。
【図３】図３は、図１の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面図であ
る。
【図４】図４は、第２実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、図４の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートである。
【図６】図６は、図４の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面図であ
る。
【図７】図７は、第３実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図８】図８は、図７の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートである。
【図９】図９は、図７の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面図であ
る。
【図１０】図１０は、第４実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図１１】図１１は、図１０の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートで
ある。
【図１２】図１２は、図１０の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施形態に係る固体撮像装置について図面を参照しながら説明する。なお、これ
らの実施形態により本発明が限定されるものではない。
【０００９】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
　図１において、この固体撮像装置には、セルＵＣ１が行方向および列方向にマトリック
ス状に配置されている。ここで、各セルＵＣ１には、２個のフォトダイオードＰＤ１、Ｐ
Ｄ２、２個の読み出しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、１個のリセットトランジスタＴｃ、
１個のフローティングディフュージョンＦＤおよび１個の増幅トランジスタＴｂが設けら
れている。
【００１０】
　ここで、各フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２は、撮像対象からの光を画素単位で電気信
号に変換することができる。読み出しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２は、フォトダイオード
ＰＤ１、ＰＤ２にて光電変換された信号をそれぞれ読み出すことができる。リセットトラ
ンジスタＴｃは、フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２にて共有され、フォトダイオードＰＤ
１、ＰＤ２から読み出された信号をリセットすることができる。フローティングディフュ
ージョンＦＤは、フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２にて共有され、フォトダイオードＰＤ
１、ＰＤ２から読み出された信号を検出させることができる。増幅トランジスタＴｂは、
フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２にて共有され、フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２から読
み出された信号を増幅することができる。
【００１１】
　そして、フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２は、縦方向に並べて配置され、フォトダイオ
ードＰＤ１はＭ（Ｍは正の整数）行目、フォトダイオードＰＤ２はＭ＋１行目に配置する
ことができる。また、フローティングディフュージョンＦＤは、読み出しトランジスタＴ
ｄ１、Ｔｄ２のドレインと共有されている。また、読み出しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２
のソースはフォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２にそれぞれ接続されている。リセットトラン
ジスタＴｃのソースは、フローティングディフュージョンＦＤに接続されている。
【００１２】
　また、セルＵＣ１は縦方向の隣接セル間で鏡像関係になるように配置されている。そし
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て、セルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃのドレインおよび増幅トランジスタＴｂのド
レインは、縦方向の異なる隣接セル間で共有されている。例えば、リセットトランジスタ
Ｔｃのドレインは、セルＵＣ１の上側の隣接セルと共有させることができ、増幅トランジ
スタＴｂのドレインは、セルＵＣ１の下側の隣接セルと共有させることができる。
【００１３】
　また、この固体撮像装置には、行ごとに画素を走査する行走査回路１が設けられるとと
もに、各画素から読み出された信号を列ごとに伝送する垂直信号線ＶＬが設けられている
。そして、行走査回路１には、ドレイン電源線ＨＤ、リセット制御線ＨＳ、読み出し制御
線ＨＲ１、ＨＲ２が接続されている。ここで、読み出し制御線ＨＲ１、ＨＲ２は行ごとに
設けられ、読み出しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２のゲートにそれぞれ接続されている。リ
セット制御線ＨＳは、２行に対して１本の割合で設けられ、リセットトランジスタＴｃの
ゲートに接続されている。なお、リセット制御線ＨＳは、縦方向の４画素分おきに２本づ
つ隣接させて配置することができる。ドレイン電源線ＨＤは、４行に対して１本の割合で
設けられ、リセットトランジスタＴｃのゲートに接続されている。なお、ドレイン電源線
ＨＤは、隣接して配置された２本のリセット制御線ＨＳの間に配置することができる。こ
こで、行走査回路１は、リセットトランジスタＴｃのドレインを異なる行間で別駆動する
ことができる。また、行走査回路１は、リセットトランジスタＴｃのドレインと増幅トラ
ンジスタＴｂのドレインとを別駆動することができる。例えば、行走査回路１は、リセッ
トトランジスタＴｃのドレインを各行ごとに駆動することができる。ただし、リセットト
ランジスタＴｃのドレインが縦方向の２個の隣接画素間で共有されている場合には、リセ
ットトランジスタＴｃのドレインを２行ごとに駆動することができる。また、リセットト
ランジスタＴｃのドレインが縦方向の４個の隣接画素間で共有されている場合には、リセ
ットトランジスタＴｃのドレインを４行ごとに駆動することができる。
【００１４】
　増幅トランジスタＴｂのゲートはフローティングディフュージョンＦＤに接続され、増
幅トランジスタＴｂのソースは垂直信号線ＶＬに接続され、増幅トランジスタＴｂのドレ
インはドレイン電源ＡＶＤＤに接続されている。
【００１５】
　なお、ドレイン電源ＡＶＤＤは、この固体撮像装置の全てのセルＵＣ１の増幅トランジ
スタＴｂのドレインに共通に接続することができる。また、ドレイン電源ＡＶＤＤの電圧
は固定値に設定することができる。
【００１６】
　図２は、図１の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートである。
　図２において、例えば、Ｍ行目の画素から信号を読み出すものとすると、リセット制御
線ＨＳにリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、リセットトランジスタＴｃがオ
ンし、フローティングディフュージョンＦＤの電荷がリセットされる。そして、フローテ
ィングディフュージョンＦＤのリセットレベルに応じた電圧が増幅トランジスタＴｂのゲ
ートにかかり、増幅トランジスタＴｂのゲートに印加された電圧にＮ（Ｎは正の整数）列
目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、リセットレベルの画素信号ＶＳｉｇ１がＮ
列目の垂直信号線ＶＬに出力される。なお、増幅トランジスタＴｂは、垂直信号線ＶＬに
接続された負荷トランジスタとソースフォロアを構成することができる。
【００１７】
　次に、読み出し制御線ＨＲ１にリード信号ＲＥＡＤ３が与えられることで、読み出しト
ランジスタＴｄ１がオンし、フォトダイオードＰＤ１で検出された電荷がフローティング
ディフュージョンＦＤに転送される。そして、フローティングディフュージョンＦＤの信
号レベルに応じた電圧が増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、増幅トランジスタＴｂ
のゲートに印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、信号レベ
ルの画素信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００１８】
　次に、リセット制御線ＨＳにリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、リセット
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トランジスタＴｃがオンする。この時、Ｍ行目のドレイン電源線ＨＤにドレインパルスＤ
ＲＡＩＮ１が与えられることで、フローティングディフュージョンＦＤの電位がＬレベル
に設定される。
【００１９】
　ここで、フローティングディフュージョンＦＤの電位がＬレベルに設定されると、増幅
トランジスタＴｂがオフし、各画素が垂直信号線ＶＬから切り離される。このため、各画
素から信号を読み出した後、セルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤの電位を
電源電位に設定することにより、読み出し対象となる画素以外の画素からの信号に基づい
て垂直信号線ＶＬが駆動されるのを防止することができる。
【００２０】
　ここで、ドレイン電源線ＨＤを異なる行間で別駆動することにより、リセットトランジ
スタＴｃのドレイン電源の負荷を低減することが可能となる。
【００２１】
　また、ドレイン電源線ＨＤをドレイン電源ＡＶＤＤと分離することにより、垂直信号線
ＶＬの容量負荷を小さくすることができ、高速動作化を実現することが可能となるととも
に、増幅トランジスタＴｂのドレイン電位を固定することができ、垂直信号線ＶＬの電位
の揺れを少なくしてノイズを低減させることができる。
【００２２】
　また、セルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃのドレインおよび増幅トランジスタＴｂ
のドレインは、縦方向の異なる隣接セル間で共有させることにより、横方向および縦方向
にそれぞれ画素を等間隔に配置することを可能としつつ、レイアウト面積を削減すること
が可能となる。
【００２３】
　また、セルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃのドレインを縦方向の隣接セル間で共有
させることにより、縦方向の隣接セル間でドレイン電源線ＨＤを共有させることができ、
ドレイン電源線ＨＤの本数を半減させることができる。
【００２４】
　図３は、図１の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面図である。
　図３において、半導体基板には、２個のフォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２がセルＵＣ１
単位で縦方向に並べて配置されている。そして、フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２に隣接
するようにフローティングディフュージョンＦＤが配置されている。
【００２５】
　そして、フォトダイオードＰＤ１とフローティングディフュージョンＦＤとの間にはゲ
ート電極Ｇ１が配置され、フォトダイオードＰＤ２とフローティングディフュージョンＦ
Ｄとの間にはゲート電極Ｇ２が配置されている。なお、ゲート電極Ｇ１、Ｇ２は、読み出
しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２をそれぞれ構成することができる。
【００２６】
　また、上側に隣接するセルとの境界には不純物拡散層Ｆ１が配置され、フローティング
ディフュージョンＦＤと不純物拡散層Ｆ１との間にはゲート電極Ｇ０が配置されている。
なお、ゲート電極Ｇ０は、リセットトランジスタＴｃを構成することができる。
【００２７】
　また、フローティングディフュージョンＦＤと縦方方向に隣接するように不純物拡散層
Ｆ２が配置され、不純物拡散層Ｆ２と縦方方向に隣接するように不純物拡散層Ｆ３が配置
されている。そして、不純物拡散層Ｆ２、Ｆ３間にはゲート電極Ｇ３が配置されている。
なお、ゲート電極Ｇ３は、増幅トランジスタＴｂを構成することができる。
【００２８】
　また、セルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃおよび増幅トランジスタＴｂは、Ｎ列目
のフォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２と、Ｎ＋１列目のフォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２と
の間に配置されている。
【００２９】
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　そして、フローティングディフュージョンＦＤは配線Ｈ１を介してゲート電極Ｇ３に接
続されている。不純物拡散層Ｆ２は配線Ｈ２を介して垂直信号線ＶＬに接続されている。
ドレイン電源線ＨＤは、不純物拡散層Ｆ１に接続されている。
【００３０】
　リセット制御線ＨＳは、ゲート電極Ｇ０に接続されている。読み出し制御線ＨＲ１、Ｈ
Ｒ２は、ゲート電極Ｇ１、Ｇ２にそれぞれ接続されている。電源線ＶＤは、不純物拡散層
Ｆ３に接続されている。この電源線ＶＤは、ドレイン電源ＡＶＤＤを供給することができ
る。
【００３１】
　なお、読み出しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、リセットトランジスタＴｃ、フローティ
ングディフュージョンＦＤおよび増幅トランジスタＴｂは半導体基板の表面側に配置し、
フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２は、半導体基板の裏面側に配置することができる。この
様な裏面照射型の場合、リセット制御線ＨＳ、読み出し制御線ＨＲ１、ＨＲ２および電源
線ＶＤなどの配線をフォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２と重なるように配置することができ
、配線のレイアウトの自由度を向上させることができる。
【００３２】
　なお、読み出しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２、リセットトランジスタＴｃ、フローティ
ングディフュージョンＦＤおよび増幅トランジスタＴｂとともにフォトダイオードＰＤ１
、ＰＤ２も、半導体基板の表面側に配置するようにしてもよい。この様な表面照射型の場
合、フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２への光の入射が妨げられないようにするために、フ
ォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２を避けるようにして、リセット制御線ＨＳ、読み出し制御
線ＨＲ１、ＨＲ２および電源線ＶＤなどの配線を配置することができる。
【００３３】
　ここで、セルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃのドレイン拡散層を上側の隣接セルの
リセットトランジスタＴｃのドレイン拡散層と共有させ、セルＵＣ１の増幅トランジスタ
Ｔｂのドレイン拡散層を下側の隣接セルの増幅トランジスタＴｂのドレイン拡散層と共有
させることにより、横方向および縦方向にそれぞれ画素を等間隔に配置することを可能と
しつつ、レイアウト面積を削減することが可能となる。
【００３４】
（第２実施形態）
　図４は、第２実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
　図４において、この固体撮像装置には、セルＵＣ１が行方向および列方向にマトリック
ス状に配置されている。なお、図４のセルＵＣ１の構成は図１のセルＵＣ１の構成と同様
である。ただし、図４のＮ＋１列目のセルＵＣ１´は、Ｎ列目のセルＵＣ１に対して縦方
向上側に１画素分だけずらされて配置され、図４のＮ＋１列目のセルＵＣ１´´は、Ｎ列
目のセルＵＣ１に対して縦方向下側に１画素分だけずらされて配置されている。
【００３５】
　また、Ｎ＋１列目のセルＵＣ１´には、ドレイン電源線ＨＤ´およびリセット制御線Ｈ
Ｓ´が、Ｎ列目のセルＵＣ１のドレイン電源線ＨＤおよびリセット制御線ＨＳと別個に設
けられている。また、Ｎ＋１列目のセルＵＣ１´´には、ドレイン電源線ＨＤ´およびリ
セット制御線ＨＳ´´が、Ｎ列目のセルＵＣ１のドレイン電源線ＨＤ１およびリセット制
御線ＨＳ１と別個に設けられている。なお、ドレイン電源線ＨＤ´は、セルＵＣ１´、Ｕ
Ｃ１´´間で共有されている。
【００３６】
　ここで、リセット制御線ＨＳ´は、Ｎ＋１列目のセルＵＣ１´のリセットトランジスタ
Ｔｃのゲートに接続されている。リセット制御線ＨＳ´´は、Ｎ＋１列目のセルＵＣ１´
´のリセットトランジスタＴｃのゲートに接続されている。ドレイン電源線ＨＤ´は、Ｎ
＋１列目のセルＵＣ１´、ＵＣ１´´のリセットトランジスタＴｃのドレインに接続され
ている。
【００３７】
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　また、Ｎ＋１列目のセルＵＣ１´では、読み出し制御線ＨＲ１は、読み出しトランジス
タＴｄ２のゲートに接続され、読み出し制御線ＨＲ２は、トランジスタＴｄ１のゲートに
接続されている。
【００３８】
　また、この固体撮像装置には、図１の行走査回路１の代わりに行走査回路２が設けられ
ている。この行走査回路２には、ドレイン電源線ＨＤ、ＨＤ´、リセット制御線ＨＳ、Ｈ
Ｓ´、ＨＳ´´、読み出し制御線ＨＲ１、ＨＲ２が接続されている。ここで、行走査回路
２は、増幅トランジスタＴｂのドレインとは別個にリセットトランジスタＴｃのドレイン
を行ごとに駆動することができる。この時、Ｍ行目の画素から信号を読み出す時は、ドレ
イン電源線ＨＤ、ＨＤ´を組として駆動することができる。
【００３９】
　図５は、図４の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートである。
　図５において、例えば、Ｎ列目かつＭ行目の画素から信号を読み出すものとすると、リ
セット制御線ＨＳにリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、セルＵＣ１のリセッ
トトランジスタＴｃがオンし、セルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤの電荷
がリセットされる。そして、セルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤのリセッ
トレベルに応じた電圧がセルＵＣ１の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ
１の増幅トランジスタＴｂのゲートに印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が
追従することで、リセットレベルの画素信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力
される。
【００４０】
　この時、リセット制御線ＨＳ´にリセット信号ＲＥＳＥＴ３が与えられることで、セル
ＵＣ１´のリセットトランジスタＴｃがオンし、セルＵＣ１´のフローティングディフュ
ージョンＦＤの電荷がリセットされる。そして、セルＵＣ１´のフローティングディフュ
ージョンＦＤのリセットレベルに応じた電圧がセルＵＣ１´の増幅トランジスタＴｂのゲ
ートにかかり、セルＵＣ１´の増幅トランジスタＴｂのゲートに印加された電圧にＮ＋１
列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、リセットレベルの画素信号ＶＳｉｇ２が
Ｎ＋１列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００４１】
　次に、読み出し制御線ＨＲ１にリード信号ＲＥＡＤ３が与えられることで、セルＵＣ１
の読み出しトランジスタＴｄ１がオンし、セルＵＣ１のフォトダイオードＰＤ１で検出さ
れた電荷がセルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤに転送される。そして、セ
ルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤの信号レベルに応じた電圧がセルＵＣ１
の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ１の増幅トランジスタＴｂのゲート
に印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、信号レベルの画素
信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００４２】
　また、読み出し制御線ＨＲ１にリード信号ＲＥＡＤ３が与えられると、セルＵＣ１´の
読み出しトランジスタＴｄ２がオンし、セルＵＣ１´のフォトダイオードＰＤ２で検出さ
れた電荷がセルＵＣ１´のフローティングディフュージョンＦＤに転送される。そして、
セルＵＣ１´のフローティングディフュージョンＦＤの信号レベルに応じた電圧がセルＵ
Ｃ１´の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ１´の増幅トランジスタＴｂ
のゲートに印加された電圧にＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、信号
レベルの画素信号ＶＳｉｇ２がＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００４３】
　次に、リセット制御線ＨＳにリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、セルＵＣ
１のリセットトランジスタＴｃがオンする。この時、ドレイン電源線ＨＤにドレインパル
スＤＲＡＩＮ１が与えられることで、セルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤ
の電位がＬレベルに設定される。
【００４４】
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　また、リセット制御線ＨＳ´にリセット信号ＲＥＳＥＴ３が与えられることで、セルＵ
Ｃ１´のリセットトランジスタＴｃがオンする。この時、ドレイン電源線ＨＤ´にドレイ
ンパルスＤＲＡＩＮ２が与えられることで、セルＵＣ１´のフローティングディフュージ
ョンＦＤの電位がＬレベルに設定される。
【００４５】
　次に、Ｎ列目かつＭ＋１行目の画素から信号を読み出すものとすると、リセット制御線
ＨＳにリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、セルＵＣ１のリセットトランジス
タＴｃがオンし、セルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤの電荷がリセットさ
れる。そして、セルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤのリセットレベルに応
じた電圧がセルＵＣ１の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ１の増幅トラ
ンジスタＴｂのゲートに印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従すること
で、リセットレベルの画素信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００４６】
　この時、リセット制御線ＨＳ´´にリセット信号ＲＥＳＥＴ４が与えられることで、セ
ルＵＣ１´´のリセットトランジスタＴｃがオンし、セルＵＣ１´´のフローティングデ
ィフュージョンＦＤの電荷がリセットされる。そして、セルＵＣ１´´のフローティング
ディフュージョンＦＤのリセットレベルに応じた電圧がセルＵＣ１´´の増幅トランジス
タＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ１´´の増幅トランジスタＴｂのゲートに印加された
電圧にＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、リセットレベルの画素信号
ＶＳｉｇ２がＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００４７】
　次に、読み出し制御線ＨＲ２にリード信号ＲＥＡＤ４が与えられることで、セルＵＣ１
の読み出しトランジスタＴｄ２がオンし、セルＵＣ１のフォトダイオードＰＤ２で検出さ
れた電荷がセルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤに転送される。そして、セ
ルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤの信号レベルに応じた電圧がセルＵＣ１
の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ１の増幅トランジスタＴｂのゲート
に印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、信号レベルの画素
信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００４８】
　また、読み出し制御線ＨＲ２にリード信号ＲＥＡＤ４が与えられると、セルＵＣ１´´
の読み出しトランジスタＴｄ１がオンし、セルＵＣ１´´のフォトダイオードＰＤ１で検
出された電荷がセルＵＣ１´´のフローティングディフュージョンＦＤに転送される。そ
して、セルＵＣ１´´のフローティングディフュージョンＦＤの信号レベルに応じた電圧
がセルＵＣ１´´の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ１´´の増幅トラ
ンジスタＴｂのゲートに印加された電圧にＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従する
ことで、信号レベルの画素信号ＶＳｉｇ２がＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００４９】
　次に、リセット制御線ＨＳにリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、セルＵＣ
１のリセットトランジスタＴｃがオンする。この時、ドレイン電源線ＨＤにドレインパル
スＤＲＡＩＮ１が与えられることで、セルＵＣ１のフローティングディフュージョンＦＤ
の電位がＬレベルに設定される。
【００５０】
　また、リセット制御線ＨＳ´´にリセット信号ＲＥＳＥＴ４が与えられることで、セル
ＵＣ１´´のリセットトランジスタＴｃがオンする。この時、ドレイン電源線ＨＤ´にド
レインパルスＤＲＡＩＮ２が与えられることで、セルＵＣ１´´のフローティングディフ
ュージョンＦＤの電位がＬレベルに設定される。
【００５１】
　以下、次の行から信号を読み出す場合についても同様に動作される。
【００５２】
　ここで、Ｎ列目とＮ＋１列目とでセルを縦方向にずらして配置することにより、グリー
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ン同士でレイアウトを対称化することができ、色のばらつきを低減させることができる。
【００５３】
　図６は、図４の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面図である。
　図６において、固体撮像装置のセルＵＣ１のレイアウト構成は、図３のレイアウト構成
と同様である。ただし、Ｎ＋１列目のセルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃ、フローテ
ィングディフュージョンＦＤおよび増幅トランジスタＴｂは、Ｎ列目のセルＵＣ１のリセ
ットトランジスタＴｃ、フローティングディフュージョンＦＤおよび増幅トランジスタＴ
ｂに対して２画素分だけ縦方向にずらして配置されている。
【００５４】
　これにより、セルＵＣ１を千鳥配置した場合においても、セルＵＣ１のリセットトラン
ジスタＴｃのドレイン拡散層を上側の隣接セルのリセットトランジスタＴｃのドレイン拡
散層と共有させ、セルＵＣ１の増幅トランジスタＴｂのドレイン拡散層を下側の隣接セル
の増幅トランジスタＴｂのドレイン拡散層と共有させることができ、横方向および縦方向
にそれぞれ画素を等間隔に配置することを可能としつつ、レイアウト面積を削減すること
が可能となる。
【００５５】
　なお、図６の例では、裏面照射型ＣＭＯＳセンサの配線レイアウトを例に取ったが、表
面照射型ＣＭＯＳセンサに適用するようにしてもよい。
【００５６】
（第３実施形態）
　図７は、第３実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
　図７において、この固体撮像装置には、セルＵＣ２が行方向および列方向にマトリック
ス状に配置されている。ここで、各セルＵＣ２には、４個のフォトダイオードＰＤ１～Ｐ
Ｄ４、４個の読み出しトランジスタＴｄ１～Ｔｄ４、１個のリセットトランジスタＴｃ、
１個のフローティングディフュージョンＦＤおよび１個の増幅トランジスタＴｂが設けら
れている。
【００５７】
　ここで、各フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４は、撮像対象からの光を画素単位で電気信
号に変換することができる。読み出しトランジスタＴｄ１～Ｔｄ４は、フォトダイオード
ＰＤ１～ＰＤ４にて光電変換された信号をそれぞれ読み出すことができる。リセットトラ
ンジスタＴｃは、フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４にて共有され、フォトダイオードＰＤ
１～ＰＤ４から読み出された信号をリセットすることができる。フローティングディフュ
ージョンＦＤは、フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４にて共有され、フォトダイオードＰＤ
１～ＰＤ４から読み出された信号を検出させることができる。増幅トランジスタＴｂは、
フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４にて共有され、フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４から読
み出された信号を増幅することができる。
【００５８】
　そして、フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４は、縦方向に並べて配置され、フォトダイオ
ードＰＤ１はＭ行目、フォトダイオードＰＤ２はＭ＋１行目、フォトダイオードＰＤ３は
Ｍ＋２行目、フォトダイオードＰＤ４はＭ＋３行目に配置することができる。また、フロ
ーティングディフュージョンＦＤは、読み出しトランジスタＴｄ１、Ｔｄ２のドレインと
共有されている。また、読み出しトランジスタＴｄ１～Ｔｄ４のソースはフォトダイオー
ドＰＤ１～ＰＤ４にそれぞれ接続されている。リセットトランジスタＴｃのソースは、フ
ローティングディフュージョンＦＤに接続されている。
【００５９】
　また、Ｎ列目のセルＵＣ２は、Ｎ＋１列目のセルＵＣ２´に対して点対称になるように
配置されている。そして、Ｎ列目のセルＵＣ２のリセットトランジスタＴｃのドレインは
、Ｎ＋１列目のセルＵＣ２´のリセットトランジスタＴｃのドレインと共有されている。
また、Ｎ列目のセルＵＣ２の増幅トランジスタＴｂのドレインは、Ｎ＋１列目のセルＵＣ
２´に縦方向に隣接するセルの増幅トランジスタＴｂのドレインと共有されている。
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【００６０】
　また、この固体撮像装置には、行ごとに画素を走査する行走査回路３が設けられるとと
もに、各画素から読み出された信号を列ごとに伝送する垂直信号線ＶＬが設けられている
。そして、行走査回路３には、ドレイン電源線ＨＤ、リセット制御線ＨＳ１、ＨＳ２、読
み出し制御線ＨＲ１～ＨＲ４が接続されている。ここで、読み出し制御線ＨＲ１～ＨＲ４
は行ごとに設けられ、読み出しトランジスタＴｄ１～Ｔｄ４のゲートにそれぞれ接続され
ている。リセット制御線ＨＳ１、ＨＳ２は、４行に対して１本の割合で設けられ、リセッ
ト制御線ＨＳ１は、Ｎ列目のセルＵＣ２のリセットトランジスタＴｃのゲートに接続され
、リセット制御線ＨＳ２は、Ｎ＋１列目のセルＵＣ２´のリセットトランジスタＴｃのゲ
ートに接続されている。ドレイン電源線ＨＤは、４行に対して１本の割合で設けられ、リ
セットトランジスタＴｃのゲートに接続されている。ここで、行走査回路３は、リセット
トランジスタＴｃのドレインを異なる行間で別駆動することができる。また、行走査回路
３は、リセットトランジスタＴｃのドレインと増幅トランジスタＴｂのドレインとを別駆
動することができる。例えば、リセットトランジスタＴｃのドレインが縦方向の４個の隣
接画素間で共有されている場合には、リセットトランジスタＴｃのドレインを４行ごとに
駆動することができる。また、行走査回路３は、Ｎ列目のセルＵＣ２のリセット制御線Ｈ
Ｓ１と、Ｎ＋１列目のセルＵＣ２´のリセット制御線ＨＳ２とを組として駆動することが
できる。
【００６１】
　増幅トランジスタＴｂのゲートはフローティングディフュージョンＦＤに接続され、増
幅トランジスタＴｂのソースは垂直信号線ＶＬに接続され、増幅トランジスタＴｂのドレ
インはドレイン電源ＡＶＤＤに接続されている。
【００６２】
　なお、ドレイン電源ＡＶＤＤは、この固体撮像装置の全てのセルＵＣ２の増幅トランジ
スタＴｂのドレインに共通に接続することができる。また、ドレイン電源ＡＶＤＤの電圧
は固定値に設定することができる。
【００６３】
　図８は、図７の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートである。
　図８において、例えば、Ｍ＋２行目の画素から信号を読み出すものとすると、リセット
制御線ＨＳ１、ＨＳ２にリセット信号ＲＥＳＥＴ１、ＲＥＳＥＴ２がそれぞれ与えられる
ことで、セルＵＣ２、ＵＣ２´のリセットトランジスタＴｃがそれぞれオンし、セルＵＣ
２、ＵＣ２´のフローティングディフュージョンＦＤの電荷がそれぞれリセットされる。
そして、セルＵＣ２のフローティングディフュージョンＦＤのリセットレベルに応じた電
圧がセルＵＣ２の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ２の増幅トランジス
タＴｂのゲートに印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、リ
セットレベルの画素信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００６４】
　次に、読み出し制御線ＨＲ３にリード信号ＲＥＡＤ３が与えられることで、読み出しト
ランジスタＴｄ３がオンし、フォトダイオードＰＤ３で検出された電荷がフローティング
ディフュージョンＦＤに転送される。そして、フローティングディフュージョンＦＤの信
号レベルに応じた電圧が増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、増幅トランジスタＴｂ
のゲートに印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、信号レベ
ルの画素信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００６５】
　次に、リセット制御線ＨＳ１、ＨＳ２にリセット信号ＲＥＳＥＴ１、ＲＥＳＥＴ２がそ
れぞれ与えられることで、セルＵＣ２、ＵＣ２´のリセットトランジスタＴｃがそれぞれ
オンする。この時、ドレイン電源線ＨＤにドレインパルスＤＲＡＩＮ１が与えられること
で、フローティングディフュージョンＦＤの電位がＬレベルに設定される。
【００６６】
　以下、次の行から信号を読み出す場合についても同様に動作される。
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【００６７】
　ここで、ドレイン電源線ＨＤを異なる行間で別駆動することにより、４画素共有構造に
おいても、リセットトランジスタＴｃのドレイン電源の負荷を低減することが可能となる
。
【００６８】
　また、Ｎ列目のセルＵＣ２は、Ｎ＋１列目のセルＵＣ２´に対して点対称になるように
配置することにより、縦方向および横方向でのフローティングディフュージョンＦＤの配
置の対称性を確保しつつ、セルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃのドレインおよび増幅
トランジスタＴｂのドレインを異なる隣接セル間で共有させることができる。このため、
フローティングディフュージョンＦＤ間の寄生容量が互いに等しくなるようにレイアウト
設定することができ、セルＵＣ２間で段差状のノイズが発生するのを防止することができ
る。
【００６９】
　図９は、図７の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面図である。
　図９において、半導体基板には、４個のフォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４がセルＵＣ２
単位で縦方向に並べて配置されている。そして、フォトダイオードＰＤ１、ＰＤ２に隣接
するように不純物拡散層Ｆ３が配置され、フォトダイオードＰＤ３、ＰＤ４に隣接するよ
うにフローティングディフュージョンＦＤが配置されている。
【００７０】
　そして、フォトダイオードＰＤ１と不純物拡散層Ｆ３フとの間にはゲート電極Ｇ１１が
配置され、フォトダイオードＰＤ２と不純物拡散層Ｆ３との間にはゲート電極Ｇ１２が配
置され、フォトダイオードＰＤ３とフローティングディフュージョンＦＤとの間にはゲー
ト電極Ｇ１３が配置され、フォトダイオードＰＤ４とフローティングディフュージョンＦ
Ｄとの間にはゲート電極Ｇ１４が配置されている。なお、ゲート電極Ｇ１１～Ｇ１４は、
読み出しトランジスタＴｄ１～Ｔｄ４をそれぞれ構成することができる。
【００７１】
　また、横方向に隣接するセルＵＣ２´との境界には不純物拡散層Ｆ１が配置され、フロ
ーティングディフュージョンＦＤと不純物拡散層Ｆ１との間にはゲート電極Ｇ１０が配置
されている。なお、ゲート電極Ｇ１０は、リセットトランジスタＴｃを構成することがで
きる。
【００７２】
　フローティングディフュージョンＦＤに縦方向に隣接するように不純物拡散層Ｆ２が配
置され、セルＵＣ２´と縦方向に隣接するセルＵＣ２´´との境界には不純物拡散層Ｆ４
が配置されている。そして、不純物拡散層Ｆ２、Ｆ４間にはゲート電極Ｇ１５が配置され
ている。なお、ゲート電極Ｇ１５は、増幅トランジスタＴｂを構成することができる。こ
こで、セルＵＣ２のフローティングディフュージョンＦＤとセルＵＣ２´のフローティン
グディフュージョンＦＤは、不純物拡散層Ｆ１に対して互いに点対称になるように配置さ
れている。また、セルＵＣ２のフローティングディフュージョンＦＤとセルＵＣ２´´の
フローティングディフュージョンＦＤは、不純物拡散層Ｆ４に対して互いに点対称になる
ように配置されている。
【００７３】
　また、セルＵＣ２、ＵＣ２´、ＵＣ２´´のリセットトランジスタＴｃおよび増幅トラ
ンジスタＴｂは、Ｎ列目のフォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４と、Ｎ＋１列目のフォトダイ
オードＰＤ１～ＰＤ４との間に配置されている。
【００７４】
　そして、フローティングディフュージョンＦＤは配線Ｈ１１を介して不純物拡散層Ｆ３
に接続されている。また、フローティングディフュージョンＦＤは配線Ｈ１２を介してゲ
ート電極Ｇ１５に接続されている。不純物拡散層Ｆ２は配線Ｈ１３を介して垂直信号線Ｖ
Ｌに接続されている。ドレイン電源線ＨＤは、不純物拡散層Ｆ１に接続されている。
【００７５】
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　リセット制御線ＨＳ１は、セルＵＣ２のゲート電極Ｇ１０に接続され、リセット制御線
ＨＳ２は、セルＵＣ２´のゲート電極Ｇ１０に接続されている。読み出し制御線ＨＲ１～
ＨＲ４は、ゲート電極Ｇ１１～Ｇ１４にそれぞれ接続されている。電源線ＶＤは、不純物
拡散層Ｆ４に接続されている。この電源線ＶＤは、ドレイン電源ＡＶＤＤを供給すること
ができる。
【００７６】
　なお、読み出しトランジスタＴｄ１～Ｔｄ４、リセットトランジスタＴｃ、フローティ
ングディフュージョンＦＤおよび増幅トランジスタＴｂは半導体基板の表面側に配置し、
フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４は、半導体基板の裏面側に配置することができる。この
様な裏面照射型の場合、リセット制御線ＨＳ１、ＨＳ２、読み出し制御線ＨＲ１～ＨＲ４
および電源線ＶＤなどの配線をフォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４と重なるように配置する
ことができ、配線のレイアウトの自由度を向上させることができる。
【００７７】
　なお、読み出しトランジスタＴｄ１～Ｔｄ４、リセットトランジスタＴｃ、フローティ
ングディフュージョンＦＤおよび増幅トランジスタＴｂとともにフォトダイオードＰＤ１
～ＰＤ４も、半導体基板の表面側に配置するようにしてもよい。この様な表面照射型の場
合、フォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４への光の入射が妨げられないようにするために、フ
ォトダイオードＰＤ１～ＰＤ４を避けるようにして、リセット制御線ＨＳ１、ＨＳ２、読
み出し制御線ＨＲ１～ＨＲ４および電源線ＶＤなどの配線を配置することができる。
【００７８】
　ここで、横方向に隣接するセルＵＣ２、ＵＣ２´間でリセット制御線ＨＳ１、ＨＳ２を
分けることにより、セルＵＣ１のリセットトランジスタＴｃのドレイン拡散層および増幅
トランジスタＴｂのドレイン拡散層を異なる隣接セル間で共有させた場合においても、フ
ローティングディフュージョンＦＤ間の寄生容量が互いに等しくなるようにレイアウト設
定することができる。
【００７９】
（第４実施形態）
　図１０は、第４実施形態に係る固体撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
　図１０において、この固体撮像装置には、セルＵＣ２が行方向および列方向にマトリッ
クス状に配置されている。なお、図１０のセルＵＣ２の構成は図７のセルＵＣ２の構成と
同様である。ただし、図１０のＮ＋１列目のセルＵＣ２´は、Ｎ列目のセルＵＣ２に対し
て縦方向上側に２画素分だけずらされて配置され、図１０のＮ＋１列目のセルＵＣ２´´
は、Ｎ列目のセルＵＣ２に対して縦方向下側に２画素分だけずらされて配置されている。
【００８０】
　図７の固体撮像装置では、リセットトランジスタＴｃと増幅トランジスタＴｂとの縦方
向の配置関係がＮ列目のセルＵＣ２とＮ＋１列目のセルＵＣ２´とで互いに逆になってい
るのに対し、図１０の固体撮像装置では、リセットトランジスタＴｃと増幅トランジスタ
Ｔｂとの縦方向の配置関係がＮ列目のセルＵＣ２とＮ＋１列目のセルＵＣ２´とで互いに
等しくなっている。
【００８１】
　また、この固体撮像装置には、図７の行走査回路３の代わりに行走査回路４が設けられ
ている。この行走査回路４には、ドレイン電源線ＨＤ１、ＨＤ２、リセット制御線ＨＳ１
、ＨＳ２、読み出し制御線ＨＲ１～ＨＲ４が接続されている。ここで、行走査回路４は、
リセットトランジスタＴｃのドレインを異なる行間で別駆動することができる。また、行
走査回路３は、リセットトランジスタＴｃのドレインと増幅トランジスタＴｂのドレイン
とを別駆動することができる。例えば、リセットトランジスタＴｃのドレインが縦方向の
４個の隣接画素間で共有されている場合には、リセットトランジスタＴｃのドレインを４
行ごとに駆動することができる。また、行走査回路４は、Ｎ列目のセルＵＣ２のリセット
制御線ＨＳ１と、Ｎ＋１列目のセルＵＣ２´´のリセット制御線ＨＳ２とを組として駆動
することができる。
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【００８２】
　図１１は、図１０の固体撮像装置の読み出し動作を示すタイミングチャートである。
　図１１において、例えば、Ｎ列目かつＭ＋２行目の画素から信号を読み出すものとする
と、リセット制御線ＨＳ１にリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、セルＵＣ２
のリセットトランジスタＴｃがオンし、セルＵＣ２のフローティングディフュージョンＦ
Ｄの電荷がリセットされる。そして、セルＵＣ２のフローティングディフュージョンＦＤ
のリセットレベルに応じた電圧がセルＵＣ２の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、
セルＵＣ２の増幅トランジスタＴｂのゲートに印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬ
の電圧が追従することで、リセットレベルの画素信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線Ｖ
Ｌに出力される。
【００８３】
　この時、リセット制御線ＨＳ２にリセット信号ＲＥＳＥＴ３が与えられることで、セル
ＵＣ２´´のリセットトランジスタＴｃがオンし、セルＵＣ２´´のフローティングディ
フュージョンＦＤの電荷がリセットされる。そして、セルＵＣ２´´のフローティングデ
ィフュージョンＦＤのリセットレベルに応じた電圧がセルＵＣ２´´の増幅トランジスタ
Ｔｂのゲートにかかり、セルＵＣ２´´の増幅トランジスタＴｂのゲートに印加された電
圧にＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、リセットレベルの画素信号Ｖ
Ｓｉｇ２がＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００８４】
　次に、読み出し制御線ＨＲ３にリード信号ＲＥＡＤ３が与えられることで、セルＵＣ２
の読み出しトランジスタＴｄ３がオンし、セルＵＣ２のフォトダイオードＰＤ３で検出さ
れた電荷がセルＵＣ２のフローティングディフュージョンＦＤに転送される。そして、セ
ルＵＣ２のフローティングディフュージョンＦＤの信号レベルに応じた電圧がセルＵＣ２
の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ２の増幅トランジスタＴｂのゲート
に印加された電圧にＮ列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従することで、信号レベルの画素
信号ＶＳｉｇ１がＮ列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００８５】
　また、読み出し制御線ＨＲ３にリード信号ＲＥＡＤ３が与えられると、セルＵＣ２´´
の読み出しトランジスタＴｄ１がオンし、セルＵＣ２´´のフォトダイオードＰＤ１で検
出された電荷がセルＵＣ２´´のフローティングディフュージョンＦＤに転送される。そ
して、セルＵＣ２´´のフローティングディフュージョンＦＤの信号レベルに応じた電圧
がセルＵＣ２´´の増幅トランジスタＴｂのゲートにかかり、セルＵＣ２´´の増幅トラ
ンジスタＴｂのゲートに印加された電圧にＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬの電圧が追従する
ことで、信号レベルの画素信号ＶＳｉｇ２がＮ＋１列目の垂直信号線ＶＬに出力される。
【００８６】
　次に、リセット制御線ＨＳ１にリセット信号ＲＥＳＥＴ２が与えられることで、セルＵ
Ｃ２のリセットトランジスタＴｃがオンする。この時、ドレイン電源線ＨＤ１にドレイン
パルスＤＲＡＩＮ１が与えられることで、セルＵＣ２のフローティングディフュージョン
ＦＤの電位がＬレベルに設定される。
【００８７】
　また、リセット制御線ＨＳ２にリセット信号ＲＥＳＥＴ３が与えられることで、セルＵ
Ｃ２´´のリセットトランジスタＴｃがオンする。この時、ドレイン電源線ＨＤ２にドレ
インパルスＤＲＡＩＮ２が与えられることで、セルＵＣ２´´のフローティングディフュ
ージョンＦＤの電位がＬレベルに設定される。
【００８８】
　以下、次の行から信号を読み出す場合についても同様に動作される。
【００８９】
　図１２は、図１０の固体撮像装置の画素アレイ部のレイアウト構成を示す平面図である
。
　図１２において、固体撮像装置のセルＵＣ２のレイアウト構成は、図９のレイアウト構
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フュージョンＦＤとを接続する配線Ｈ１１が、Ｎ＋１列目では２行分だけ縦方向にずらさ
れることで、セルＵＣ２、ＵＣ２´、ＵＣ２´´が千鳥配置されている。
【００９０】
　これにより、セルＵＣ２、ＵＣ２´、ＵＣ２´´を千鳥配置した場合においても、縦方
向および横方向でのフローティングディフュージョンＦＤの配置の対称性を確保しつつ、
セルＵＣ２のリセットトランジスタＴｃのドレイン拡散層および増幅トランジスタＴｂの
ドレイン拡散層を異なる隣接セル間で共有させることができる。
【００９１】
　なお、図１２の例では、裏面照射型ＣＭＯＳセンサの配線レイアウトを例に取ったが、
表面照射型ＣＭＯＳセンサに適用するようにしてもよい。
【００９２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００９３】
　ＵＣ１、ＵＣ２、ＵＣ２´、ＵＣ２´´　セル、Ｔｂ　増幅トランジスタ、Ｔｃ　リセ
ットトランジスタ、Ｔｄ１～Ｔｄ４　読み出しトランジスタ、ＰＤ１～ＰＤ４　フォトダ
イオード、ＦＤ　フローティングディフュージョン、ＶＬ　垂直信号線、ＨＤ　ドレイン
電源線、ＨＳ、ＨＳ１、ＨＳ２　リセット制御線、ＨＲ１～ＨＲ４　読み出し制御線、１
～４　行走査回路、Ｇ０～Ｇ３　ゲート電極、Ｈ１、Ｈ２　配線、Ｆ１～Ｆ４　不純物拡
散層
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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