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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素信号を出力する画素部、および、前記画素信号をディジタル信号に変換する変換部
を各々が有する複数の組と、
　第一の信号線と、第二の信号線と、
　第一の参照信号を前記第一の信号線に供給し、第二の参照信号を前記第二の信号線に供
給する参照信号発生部とを有し、
　前記複数の組の各々の変換部は、
　比較部と、
　負荷と、
　前記比較部に接続する信号線として、前記第一の信号線と前記第二の信号線の一方を選
択し、前記比較部に接続せずに前記負荷に接続する信号線として、前記第一の信号線と前
記第二の信号線の他方を選択する選択部とを有し、
　前記比較部は、前記選択部によって選択される前記第一の信号線あるいは前記第二の信
号線の前記参照信号と、前記画素信号との比較を行うことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記負荷は、前記比較部の入力に存在する静電容量値に等しい静電容量値を有する請求
項1に記載された固体撮像装置。
【請求項３】
　前記負荷は、前記比較部の入力に設けられたトランジスタとサイズが同じトランジスタ
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である請求項1に記載された固体撮像装置。
【請求項４】
　さらに、前記選択部が選択した信号線の参照信号はバッファ回路を経て前記比較部に入
力される請求項1に記載された固体撮像装置。
【請求項５】
　少なくとも、前記比較部が前記参照信号のレベルと前記画素信号のレベルを比較する期
間に、前記バッファ回路が動作する請求項4に記載された固体撮像装置。
【請求項６】
　前記負荷は前記バッファ回路と略等しいバッファ回路であり、前記比較部に接続される
バッファ回路の駆動電流よりも、前記負荷として機能するバッファ回路の駆動電流が小さ
い請求項5に記載された固体撮像装置。
【請求項７】
　前記選択部は、
　前記画素信号を前記ディジタル信号に変換する期間の前に、前記第一の信号線と前記第
二の信号線のうち前記参照信号発生部から前記参照信号の代わりに判定基準電圧が供給さ
れる信号線を、前記比較部の入力に接続するように選択し、
　前記比較部による前記判定基準電圧と前記画素信号のレベルの比較の結果に基づいて、
前記比較部に接続する信号線として、前記第一の信号線と前記第二の信号線の一方を選択
することを特徴とする請求項1から請求項6の何れか一項に記載された固体撮像装置。
【請求項８】
　複数行および複数列に亘って配され、各々が画素信号を出力する複数の画素と、前記複
数の画素が配された複数列の各列に各々が対応して配され、各々が前記画素信号をディジ
タル信号に変換する複数の変換部と、
　第一の信号線と、第二の信号線と、
　第一の参照信号を前記第一の信号線に供給し、第二の参照信号を前記第二の信号線に供
給する参照信号発生部とを有し、
　前記複数の変換部の各々は、
　比較部と、
　前記比較部に接続された第一のバッファ回路と、
　前記比較部には接続されない第二のバッファ回路と、
　前記第一の信号線と前記第二の信号線の一方を前記第一のバッファ回路に接続し、前記
第一の信号線と前記第二の信号線の他方を前記第二のバッファ回路に接続する接続部とを
有し、
　前記比較部は、前記第一のバッファ回路から出力される参照信号と、前記画素信号との
比較を行うことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項９】
　前記第一のバッファ回路と前記第二のバッファ回路の各々は、電流源と、前記接続部と
前記電流源とに接続されたMOSトランジスタとを有し、
　前記第二のバッファ回路の前記電流源によって前記MOSトランジスタに供給される電流
値は、前記第一のバッファ回路の前記電流源によって前記MOSトランジスタに供給される
電流値より小さいことを特徴とする請求項8に記載された固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記第一のバッファ回路と前記第二のバッファ回路の各々は、前記MOSトランジスタと
前記電流源との間にスイッチを有し、
　前記第一のバッファ回路の前記スイッチと、前記第二のバッファ回路の前記スイッチと
が同じ信号で制御されることを特徴と請求項9に記載された固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記第一の参照信号の電位の傾きは、前記第二の参照信号の電位の傾きよりも小さく、
　前記比較部は、前記第一のバッファ回路から出力される前記参照信号と、前記画素信号
との前記比較である第一の比較を比較期間に行い、
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　前記比較期間に先立って、前記第一の信号線と前記第二の信号線の一方が、前記第一の
参照信号あるいは前記第二の参照信号の代わりに判定基準電圧を供給し、前記接続部は、
前記判定基準電圧が前記第一のバッファ回路に供給されるように、前記第一の信号線と前
記第二の信号線の一方を前記第一のバッファ回路に接続し、
　前記比較部は、前記画素信号と前記判定基準電圧との比較である第二の比較を行い、
　前記第二の比較の結果が、前記画素信号が前記判定基準電圧よりも大きいことを示す場
合、前記接続部は、前記第二の信号線を前記第一のバッファ回路に接続し、前記第一の信
号線を前記第二のバッファ回路に接続して、前記比較部が前記第一の比較を行い、
　前記第二の比較の結果が、前記画素信号が前記判定基準電圧以下を示す場合、前記接続
部は、前記第一の信号線を前記第一のバッファ回路に接続し、前記第二の信号線を前記第
二のバッファ回路に接続して、前記比較部が前記第一の比較を行うことを特徴とする請求
項8から請求項10の何れか一項に記載された固体撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アナログ-ディジタル変換部を有する固体撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像装置として、行列状に配列された単位画素の列ごとにアナログ-ディジタル(A/
D)変換を行うA/D変換器（以下、カラムADC）を搭載したCMOSイメージセンサが用いられる
。このA/D変換の手法として、複数の比較器を用いて、時間に対する変化率が異なる参照
信号と画素信号を比較し、その比較時間に基づきA/D変換を行う方法がある（特許文献1参
照）。
【０００３】
　また、画素信号のレベル判定結果に基づき、電圧が傾斜状に変換する複数の参照信号の
中から画素信号に適した参照信号を選択し、選択した参照信号と画素信号を比較し、その
比較時間に基づきA/D変換を行う方法がある（特許文献2参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2007-281987号公報
【特許文献２】特開2006-352597号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、複数の比較器を用いる特許文献1の方法は回路規模が大きくなる。また、電圧
が傾斜状に変化する複数の参照信号の中から選択した参照信号と画素信号を比較する場合
に、複数の参照信号の供給方法について、特許文献2には記載がない。
【０００６】
　本発明は、回路規模の増大を抑えて、異なる参照信号と画素信号を比較し、画素信号を
ディジタル信号に高精度に変換することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前記の目的を達成する一手段として、以下の構成を備える。
【０００８】
本発明にかかる固体撮像装置は、画素信号を出力する画素部、および、前記画素信号をデ
ィジタル信号に変換する変換部を各々が有する複数の組と、第一の信号線と、第二の信号
線と、第一の参照信号を前記第一の信号線に供給し、第二の参照信号を前記第二の信号線
に供給する参照信号発生部とを有し、前記複数の組の各々の変換部は、比較部と、負荷と
、前記比較部に接続する信号線として、前記第一の信号線と前記第二の信号線の一方を選
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択し、前記比較部に接続せずに前記負荷に接続する信号線として、前記第一の信号線と前
記第二の信号線の他方を選択する選択部とを有し、前記比較部は、前記選択部によって選
択される前記第一の信号線あるいは前記第二の信号線の前記参照信号と、前記画素信号と
の比較を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、回路規模の増大を抑えて、異なる参照信号と画素信号を比較し、画素
信号をディジタル信号に高精度に変換することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例の固体撮像装置である撮像素子の構成例を説明するブロック図。
【図２】一般的な選択回路の構成例を説明するブロック図。
【図３】一般的な比較器の構成例を示す図。
【図４】実施例1の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図５】実施例1の選択回路の動作を説明するタイミングチャート。
【図６】実施例2の選択回路の動作を説明するタイミングチャート。
【図７】実施例3の選択回路の動作を説明するタイミングチャート。
【図８】実施例4の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図９】実施例5の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図１０】実施例6の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図１１】実施例6の選択回路の動作を説明するタイミングチャート。
【図１２】実施例7の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図１３】実施例7の選択回路の動作を説明するタイミングチャート。
【図１４】実施例8の選択回路と比較器の構成例を示すブロック図。
【図１５】実施例8の選択回路と比較器の動作を説明するタイミングチャート。
【図１６】実施例9の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図１７】実施例10の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図１８】実施例11の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図１９】実施例12の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図２０】実施例12の選択回路の動作を説明するタイミングチャート。
【図２１】実施例13の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図２２】実施例14の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図２３】実施例15の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図２４】実施例16の選択回路と比較器の構成例を示すブロック図。
【図２５】実施例17の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図２６】実施例18の選択回路の構成例を示すブロック図。
【図２７】実施例19の固体撮像装置である撮像素子の構成例を説明するブロック図。
【図２８】バックゲート制御部の構成例を示す回路図。
【図２９】実施例19の選択回路の構成例を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明にかかる実施例の固体撮像装置およびそのアナログ-ディジタル(A/D)変換
方法を図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
［装置の構成］
　図1のブロック図により実施例の固体撮像装置である撮像素子100の構成例を説明する。
撮像素子100は、CMOSイメージセンサと呼称され、受光した被写体像を光電変換し、その
電気信号をディジタル信号として出力する。撮像素子100は、次の主要な回路ブロックか
ら構成される。
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【００１３】
　画素部10は、光電変換領域である。垂直走査回路11は、画素部10を走査する。増幅部20
は、画素部10から出力されるアナログの画素信号を増幅する。参照信号源12は、電圧が傾
斜状に変化する参照信号などを発生する参照信号発生部である。
【００１４】
　比較部30は、画素信号と参照信号を比較する。カウンタ40は、詳細は後述する比較部30
の比較期間をカウントする。メモリ部50は、カウント値を保持し、保持データのビットシ
フトと演算を行う。比較部30、カウンタ40、メモリ部50は、アナログ-ディジタル変換部(
ADC)の主要部を構成する。
【００１５】
　水平走査回路60は、メモリ部50が保持するデータを出力回路61に転送するためにメモリ
部50を走査する。タイミング発生回路(TG)13は、上記の回路ブロックそれぞれの動作タイ
ミングを制御する。
【００１６】
　画素部10には複数の単位画素10-1が配置されているが、簡略化して、図1には四画素の
みを示す。単位画素10-1の構成は一般的であり、その詳細説明を省略する。なお、単位画
素10-1は、光電変換素子、画素アンプ、光電変換素子が発生した光電荷を画素アンプのゲ
ート電極へ転送制御する転送スイッチ、光電変換素子やゲート電極上の残留電荷をリセッ
トするリセットスイッチなどを備える。そして各画素行は垂直走査回路11が出力する駆動
パルスX-1、X-2、…によって順次駆動され、各画素のリセット信号と光電変換信号である
有効信号は複数の列信号線V-1～V-nを経て増幅部20へ導かれる。
【００１７】
　増幅部20からメモリ部50までは、列信号線ごとに設けられた、列信号線の数に相当する
複数の回路を有する。なお、各列信号線に対応する一連の回路を以下では「列」と呼ぶ場
合がある。
【００１８】
　増幅部20は、列にそれぞれ対応する複数の増幅回路21を有する。増幅回路21は、画素か
ら入力される信号を単に増幅する機能のみでもよいし、有効信号からリセット信号の差分
処理を行う相関二重サンプリング(CDS)機能を有していてもよい。なお、増幅部20を設け
ない場合、CDS処理は、比較部30の入力部において行われる。また、増幅部20は必須では
ないが、信号を増幅することによって、比較部30で発生するノイズの影響が低減する効果
がある。
【００１９】
　参照信号源12は、ディジタル-アナログ変換器(DAC)を有し、電圧が傾斜状に増加する参
照信号、または、所定電圧の参照信号（以下、判定基準信号）を生成し、複数の参照信号
または判定基準信号を参照信号線15を介して全列に供給する。あるいは、参照信号線15に
定電流を供給して、各列の静電容量を充電することにより参照信号や判定基準信号を発生
させてもよい。
【００２０】
　比較部30は、列それぞれに対応する、選択回路31と比較器32の組を複数有する。比較器
32は、対応する列の画素のリセット信号と参照信号を比較処理した後、当該画素の有効信
号と参照信号を選択する際の基準になる判定基準信号を比較処理する。この比較処理結果
に基づき選択回路31は参照信号を選択する選択部であり、比較器32は当該画素の有効信号
と選択された参照信号を比較処理する。
【００２１】
　カウンタ40は、TG13から供給されるクロックの計数部である、列それぞれに対応する複
数のカウント回路41を有する。カウント回路41は、対応する比較器32による画素の有効信
号と選択された参照信号の比較処理の開始からクロックの計数を開始し、当該比較器32の
出力信号が反転（比較処理の終了）するとクロックの計数を終了する。
【００２２】
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　メモリ部50は、列それぞれに対応する複数のメモリ回路51を有する。メモリ回路51は、
対応するカウント回路41の計数結果を、A/D変換結果として保持する。メモリ部50は、水
平走査回路60から入力される走査パルスに従い、各メモリ回路51が保持するデータ（A/D
変換結果）を出力回路61に転送する。
【００２３】
●選択回路
　図2のブロック図により選択回路31の構成例を説明する。
【００２４】
　選択回路31は、判定回路101、および、スイッチ111、112を有する。判定回路101は、TG
13から入力される制御信号に従いスイッチ111と112の開閉状態を制御し、比較器32による
画素の有効信号と判定基準信号の比較処理結果に基づきスイッチ111と112を切り替えて参
照信号1または2を比較器32に入力する。なお、スイッチの閉状態において信号または電流
は当該スイッチを通過することができ、スイッチの開状態において信号または電流は当該
スイッチを通過することができない。
【００２５】
　比較器32内に記す静電容量201は、参照信号接続ノード103の負荷として働く静電容量（
以下、負荷容量）である。つまり、負荷容量201は、比較器32の入力に存在するキャパシ
タンス（以下、入力キャパシタンス）の静電容量値や配線などの漂遊キャパシタンスの静
電容量値を等価的に表す。
【００２６】
　図3により比較器32の構成例を示す。参照信号接続ノード103は、MOSトランジスタのゲ
ートに接続される。MOSトランジスタのゲートと他の端子の間には静電容量（ゲート容量
）が存在する。さらに、参照信号接続ノード103には漂遊キャパシタンスも存在する。そ
れらキャパシタンスをまとめて参照信号接続ノード103の負荷容量201とする。
【００２７】
　図2に示すように選択回路31を構成すると、参照信号線15-1、15-2に接続される負荷容
量201の数は、A/D変換周期ごとに、列と参照信号線15-1または15-2の接続数によって変化
する。言い換えれば、各参照信号線の負荷は、A/D変換周期ごとに変動する。参照信号線1
5-1、15-2の負荷が変動すると、各列における参照信号レベルが変化してA/D変換の精度を
損う虞がある。
【００２８】
　本実施例においては、比較器32に接続されない参照信号線にも接続された場合と同等の
負荷を与えて、参照信号線の負荷変動を抑制する。また、二つの参照信号を切り替える例
を説明するが、三つ以上の参照信号であっても、比較器32に接続されない参照信号線にも
接続された場合と同等の負荷を与えることで、負荷変動を抑制することができる。また、
各参照信号の電圧ランプの傾きは同じでも異なっていてもよい。
【００２９】
　図4のブロック図により実施例1の選択回路31の構成例を示す。
【００３０】
　選択回路31は、判定回路101、および、スイッチ111、112、113、114を有する。判定回
路101は、TG13から入力される制御信号に従いスイッチ111～114の開閉状態を制御し、比
較器32による画素の有効信号と判定基準信号の比較処理結果に基づきスイッチ111～114を
切り替えて参照信号1または2を比較器32に入力する。
【００３１】
　スイッチ111と112の一端は参照信号接続ノード103に接続され、スイッチ111の他端は参
照信号線15-1に接続される。また、スイッチ112の他端は参照信号線15-2に接続される。
スイッチ113とスイッチ114の一端は静電容量102を介してグランド電位GNDに接続され、ス
イッチ113の他端は参照信号線15-2に接続される。また、スイッチ114の他端は参照信号線
15-1に接続される。静電容量102は、負荷容量201とほぼ等しい静電容量値を有する。詳細
には、参照信号線からみた場合に、比較器32の入力に接続した場合の静電容量値と、静電
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容量102に接続した場合の静電容量値がほぼ等しくなるように、静電容量102の静電容量値
を決定する。
【００３２】
　判定回路101は、比較器32の画素の有効信号と判定基準信号の比較処理結果に基づきス
イッチ111-114の開閉状態を制御する。それにより、参照信号線15-1または15-2が選択的
に参照信号接続ノード103に接続され、非選択の参照信号線が静電容量102を接続される。
つまり、スイッチ111-114は、選択された参照信号線を参照信号接続ノード103に接続し、
非選択の参照信号線を静電容量102に接続する接続部120として機能する。
【００３３】
　図5のタイミングチャートにより実施例1の選択回路31の動作を説明する。
【００３４】
　選択回路31は、まず、比較器32に参照信号1を入力するため、スイッチ111を閉状態、ス
イッチ114を開状態にして、参照信号線15-1を参照信号接続ノード103に接続する。同時に
、スイッチ112を開状態、スイッチ113を閉状態にして、参照信号線15-2に静電容量102を
接続する。このとき、画素はリセット信号を出力している。ノイズレベルの変換（N変換
）期間、比較器32は、電圧が傾斜状に変化する参照信号1と画素のリセット信号を比較し
、参照信号1と画素のリセット信号が同レベルになると比較器32の出力が反転する。
【００３５】
　画素信号Vxが有効信号に切り替わった後の判定期間において、参照信号1は判定基準信
号として判定基準電圧Vrを維持し、列ごとに、比較が行われる。つまり、判定期間、参照
信号源12は、電圧が傾斜状に変化する参照信号の代わりに判定基準電圧Vrの判定基準信号
を供給する。
【００３６】
　画素の有効信号Vxと判定基準信号Vrの比較処理結果が有効信号Vxが判定基準信号Vrより
大きい（Vx＞Vr）を示す列においては、スイッチ111と113が開状態になり、スイッチ112
と114が閉状態になる。その結果、参照信号線15-2と参照信号接続ノード103が接続され、
参照信号線15-1に静電容量102が接続される。言い替えれば、有効信号との比較に参照信
号2が選択されたことになる。比較処理結果がVx≦Vrを示す列においては、スイッチの切
り替えは行われない（スイッチ111と113が閉状態、スイッチ112と114が開状態のまま）。
言い替えれば、有効信号との比較に参照信号1が選択されたことになる。
【００３７】
　信号レベルの変換（S変換）期間、比較器32は、電圧が傾斜状に変化する参照信号1また
は2と画素の有効信号Vxを比較し、参照信号1または2と画素の有効信号Vxが同レベルにな
ると比較器32の出力が反転する。なお、参照信号1と参照信号2は、初期電圧が同レベルVm
inで、電圧ランプの傾きが異なる信号である。
【００３８】
　カウンタ40の各カウント回路41は、N変換期間またはS変換期間の開始から、対応する列
の比較器32の出力信号Voutが反転するまでの期間をでカウントし、カウント結果を対応す
るメモリ回路51に格納する。そして、有効信号との比較に参照信号2が選択された列のメ
モリ回路51は、カウント結果に、参照信号2と参照信号1の傾きの比に比例したビットシフ
トを施す。
【００３９】
　このように、Vx≦Vrの場合は傾きが小さい参照信号1を用いて高い分解能のA/D変換を行
い、Vx＞Vrの場合は傾きが大きい参照信号2を用いて低い分解能のA/D変換を行って変換時
間を短縮する。その際、参照信号線の負荷は、当該信号線の参照信号が比較に用いられる
か否かにかかわらずほぼ一定であり、画素信号に依存する参照信号線の負荷変動が抑制さ
れ、その結果、A/D変換の精度低下を防ぐことができる。
【実施例２】
【００４０】
　以下、本発明にかかる実施例2の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
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、実施例2において、実施例1と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳細説
明を省略する。
【００４１】
　図6のタイミングチャートにより実施例2の選択回路31の動作を説明する。
【００４２】
　選択回路31は、まず、比較器32に参照信号1を入力するため、スイッチ111を閉状態、ス
イッチ114を開状態にして、参照信号線15-1を参照信号接続ノード103に接続する。同時に
、スイッチ112を開状態、スイッチ113を閉状態にして、参照信号線15-2に静電容量102を
接続する。このとき、画素はリセット信号を出力している。N変換期間、比較器32は、電
圧が傾斜状に変化する参照信号1と画素のリセット信号を比較し、参照信号1と画素のリセ
ット信号が同レベルになると比較器32の出力が反転する。
【００４３】
　画素信号Vxが有効信号に切り替わった後の判定期間において、スイッチ111を開状態、
スイッチ114を閉状態にして、参照信号線15-1に静電容量102を接続する。同時に、スイッ
チ112を閉状態、スイッチ113を開状態にして、参照信号線15-2を参照信号接続ノード103
に接続する。参照信号2の初期レベルはVrであり、参照信号1に対してVoff(=Vr-Vmin)分オ
フセットされた信号である。従って、判定期間において、比較器32は、判定基準信号Vrと
画素の有効信号Vxの比較処理を行う。
【００４４】
　そして、比較処理結果がVx＞Vrを示す列においては、スイッチの切り替えは行われない
（スイッチ111と113が開状態、スイッチ112と114が閉状態のまま）。その結果、有効信号
との比較に参照信号2が選択されたことになる。比較処理結果がVx≦Vrを示す列において
は、スイッチ111と113が閉状態になり、スイッチ112と114が開状態になる。その結果、参
照信号線15-1と参照信号接続ノード103が接続され、参照信号線15-2に静電容量102が接続
される。言い替えれば、有効信号との比較に参照信号1が選択されたことになる。
【００４５】
　S変換期間、比較器32は、電圧が傾斜状に変化する参照信号1または2と画素の有効信号V
xを比較し、参照信号1または2と画素の有効信号Vxが同レベルになると比較器32の出力が
反転する。なお、参照信号1はVminからVrまでランプ状に電圧が遷移する信号であり、参
照信号2はVrからVr+Voffまでランプ状に電圧が遷移する信号であり、両参照信号の電圧ラ
ンプの傾きは同じである。
【００４６】
　カウンタ40の各カウント回路41は、N変換期間またはS変換期間の開始から、対応する列
の比較器32の出力信号Voutが反転するまでの期間をでカウントし、カウント結果を対応す
るメモリ回路51に格納する。そして、有効信号との比較に参照信号2が選択された列のメ
モリ回路51は、カウント結果に、参照信号1と参照信号2のオフセットVoff分のカウント値
を加算する。
【００４７】
　このように、有効信号との比較に用いる参照信号を、画素の有効信号に応じて、オフセ
ットされた二つの参照信号から選択することで、一つの参照信号を用いてA/D変換する場
合よりも変換期間を短縮することができる。その際、参照信号線の負荷は、当該信号線の
参照信号が比較に用いられるか否かにかかわらずほぼ一定であり、画素信号に依存する参
照信号線の負荷変動が抑制され、その結果、A/D変換の精度低下を防ぐことができる。
【実施例３】
【００４８】
　以下、本発明にかかる実施例3の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
、実施例3において、実施例1、2と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳
細説明を省略する。
【００４９】
　図7のタイミングチャートにより実施例3の選択回路31の動作を説明する。
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【００５０】
　選択回路31は、まず、比較器32に参照信号1を入力するため、スイッチ111を閉状態、ス
イッチ114を開状態にして、参照信号線15-1を参照信号接続ノード103に接続する。同時に
、スイッチ112を開状態、スイッチ113を閉状態にして、参照信号線15-2に静電容量102を
接続する。このとき、画素はリセット信号を出力している。N変換期間、比較器32は、電
圧が傾斜状に変化する参照信号1と画素のリセット信号を比較し、参照信号1と画素のリセ
ット信号が同レベルになると比較器32の出力が反転する。
【００５１】
　画素信号Vxが有効信号に切り替わった後の判定期間において、スイッチ111を開状態、
スイッチ114を閉状態にして、参照信号線15-1に静電容量102を接続する。同時に、スイッ
チ112を閉状態、スイッチ113を開状態にして、参照信号線15-2を参照信号接続ノード103
に接続する。参照信号2の初期レベルはVrである。従って、判定期間において、比較器32
は、判定基準信号Vrと画素の有効信号Vxの比較処理を行う。
【００５２】
　そして、Vx＞Vrを示す列においては、スイッチの切り替えは行われない（スイッチ111
と113が開状態、スイッチ112と114が閉状態のまま）。言い替えれば、有効信号との比較
に参照信号2が選択されたことになる。比較処理結果がVx≦Vrを示す列においては、スイ
ッチ111と113が閉状態になり、スイッチ112と114が開状態になる。その結果、参照信号線
15-1と参照信号接続ノード103が接続され、参照信号線15-2に静電容量102が接続される。
言い替えれば、有効信号との比較に参照信号1が選択されたことになる。
【００５３】
　S変換期間、比較器32は、電圧が傾斜状に変化する参照信号1または2と画素の有効信号V
xを比較し、参照信号1または2と画素の有効信号Vxが同レベルになると比較器32の出力が
反転する。なお、参照信号1はVminからVrまでランプ状に電圧が遷移する信号であり、参
照信号2はVrからVmaxまでランプ状に電圧が遷移する信号であり、両参照信号の電圧ラン
プの傾きは異なる。
【００５４】
　カウンタ40の各カウント回路41は、N変換期間またはS変換期間の開始から、対応する列
の比較器32の出力信号Voutが反転するまでの期間をでカウントし、カウント結果を対応す
るメモリ回路51に格納する。そして、有効信号との比較に参照信号2が選択された列のメ
モリ回路51は、カウント結果に、参照信号2と参照信号1の傾きの比に比例したビットシフ
トを施す。さらに、ビットシフト後のカウント値に、参照信号1と参照信号2のオフセット
Voff(=Vr-Vmin)分のカウント値を加算する。
【００５５】
　このように、有効信号との比較に用いる参照信号を、画素の有効信号に応じて、オフセ
ットされ、かつ、電圧ランプの傾きが異なる二つの参照信号から選択することで、一つの
参照信号を用いてA/D変換する場合よりも変換期間を短縮することができる。その際、参
照信号線の負荷は、当該信号線の参照信号が比較に用いられるか否かにかかわらずほぼ一
定であり、画素信号に依存する参照信号線の負荷変動が抑制され、その結果、A/D変換の
精度低下を防ぐことができる。
【実施例４】
【００５６】
　以下、本発明にかかる実施例4の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
、実施例4において、実施例1～3と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳
細説明を省略する。
【００５７】
　図8のブロック図により実施例4の選択回路31の構成例を示す。図4に示す実施例1の構成
と異なるのは、参照信号線15-1とスイッチ111の間の静電容量104が接続され、参照信号線
15-2とスイッチ112の間に静電容量105が接続されている点である。なお、図には示さない
が、変換期間や判定期間以外の期間に、各静電容量に蓄えられた電荷を放電するためのス
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イッチなどの構成が備わる。
【００５８】
　実施例3の参照信号源12は、参照信号として定電流を供給する。従って、供給される定
電流と参照信号線の負荷容量により参照信号線上の電圧が傾斜状に遷移する。言い替えれ
ば、実施例3において、参照信号の傾きは電流値と参照信号線の負荷容量によって決まる
。また、参照信号接続ノード103の電圧は、参照信号線上の電圧を静電容量104の静電容量
値と負荷容量201の静電容量値、または、静電容量105の静電容量値と負荷容量201の静電
容量値で分圧した値になる。それら静電容量値が等しいとすれば、参照信号接続ノード10
3の電圧は参照信号線上の電圧の1/2である。
【００５９】
　実施例4において、参照信号の電圧と傾が定電流の値、負荷容量、の静電容量値の比に
よって決まる以外の動作は実施例1～3と同様であり、それら実施例と同様の効果が得られ
る。
【実施例５】
【００６０】
　以下、本発明にかかる実施例5の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
、実施例5において、実施例1～4と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳
細説明を省略する。
【００６１】
　図9のブロック図により実施例5の選択回路31の構成例を示す。なお、実施例5において
は、選択回路31の一部構成が比較器32内に含まれる。
【００６２】
　比較器32の入力トランジスタM1は、ゲート端が参照信号接続ノード103に、ソース端が
トランジスタM3のドレイン端に、ドレイン端がトランジスタM5のドレイン端にそれぞれ接
続される。
【００６３】
　入力トランジスタM2は、トランジスタM1と等価な特性を有するトランジスタである。ト
ランジスタM2のゲート端はスイッチ113と114の接続部に、ソース端はトランジスタM3のド
レイン端にそれぞれ接続され、ドレイン端はフローティングである。従って、トランジス
タM2は動作しない、ダミーのトランジスタである。なお、トランジスタM1とM2は、等価な
特性を示すように、サイズが同じ（ゲート幅が同じ、かつ、ゲート長が同じ）である。
【００６４】
　トランジスタM4のゲート端は画素信号Vxが入力され、ソース端はトランジスタM3のドレ
イン端に接続され、ドレイン端はトランジスタM6のドレイン端と、比較器32の出力として
判定回路101の入力に接続される。
【００６５】
　実施例5において、各列における参照信号線の負荷は等価な特性を有するトランジスタM
1とM2の何れかであり、負荷は常に同等になり、画素信号に依存する参照信号線の負荷変
動が抑制される。つまり、トランジスタM2は実施例1～3における静電容量102と同様の機
能を果たす。従って、判定回路101、接続部120、トランジスタM2は選択回路31を構成する
。勿論、等価なトランジスタM1とM2は、複数の参照信号線の電圧変動や負荷のばらつきに
対しても同様に振る舞う。
【００６６】
　実施例5において、静電容量102の代わりにダミートランジスタM2を用いる以外の動作は
実施例1～3と同様であり、それら実施例と同様の効果が得られる。
【実施例６】
【００６７】
　以下、本発明にかかる実施例6の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
、実施例6において、実施例1～5と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳
細説明を省略する。
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【００６８】
　図10のブロック図により実施例6の選択回路31の構成例を示す。図8に示す実施例4の構
成と異なるのは次の点である。第一に、参照信号線が一本である。第二に、スイッチ112
と静電容量105の接続点とGNDの間に静電容量106が接続される。第三に、判定回路101がス
イッチ111と113の開閉状態とスイッチ112と114の開閉状態を独立に制御することができる
。
【００６９】
　図11のタイミングチャートにより実施例6の選択回路31の動作を説明する。
【００７０】
　まず、判定回路101は、スイッチ111～114をすべて閉状態にし、参照信号S1と参照信号S
2を同レベルにリセットする。次にスイッチ111と113を開状態にして、参照信号S2を参照
信号接続ノード103に接続する。この時、画素はリセット信号を出力している。N変換期間
、参照信号線15-1からの充電により参照信号S2の電圧は傾斜状に変化し、比較器32は画素
のリセット信号と参照信号S2の比較処理を行う。
【００７１】
　画素信号Vxが有効信号に切り替わった後の判定期間の開始時、参照信号源12により参照
信号S2の電圧は判定基準信号Vrまで増加される。画素の有効信号Vxと判定基準信号Vrの比
較処理結果がVx＞Vrを示す列においては、スイッチ111と113が閉状態になり、スイッチ11
2と114が開状態になる。その結果、参照信号S1が参照信号接続ノード103に接続され、参
照信号S2は静電容量102に接続される。比較処理結果がVx≦Vrを示す列においては、スイ
ッチの切り替えは行われない（スイッチ111と113が開状態、スイッチ112と114が閉状態の
まま）。
【００７２】
　S変換期間、比較器32は、電圧が傾斜状に変化する参照信号S1またはS2と画素の有効信
号Vxを比較し、参照信号S1またはS2と画素の有効信号Vxが同レベルになると比較器32の出
力が反転する。なお、例えば静電容量102、104、105、106がそれぞれ負荷容量201と同じ
静電容量値を有する場合、参照信号S1の分圧比は1/2、参照信号S2の分圧比は1/3になる。
従って、参照信号S1と参照信号S2は、初期電圧は同レベルで、電圧ランプの傾きが異なる
信号になる。つまり、参照信号S1の傾きは、参照信号S2の傾きより大きい。
【００７３】
　カウンタ40の各カウント回路41は、N変換期間またはS変換期間の開始から、対応する列
の比較器32の出力信号Voutが反転するまでの期間をでカウントし、カウント結果を対応す
るメモリ回路51に格納する。そして、有効信号との比較に参照信号2が選択された列のメ
モリ回路51は、カウント結果に、参照信号2と参照信号1の傾きの比に比例したビットシフ
トを施す。このように、実施例1と同様の効果が得られる。
【実施例７】
【００７４】
　以下、本発明にかかる実施例7の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
、実施例7において、実施例1～6と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳
細説明を省略する。
【００７５】
　図12のブロック図により実施例7の選択回路31の構成例を示す。なお、実施例7において
は、選択回路31の一部構成が比較器32内に含まれる。
【００７６】
　比較器32の入力トランジスタM1は、ゲート端（第一の参照信号入力部）が参照信号線15
-1に、ソース端がトランジスタM3のドレイン端に、ドレイン端がスイッチ115を介してト
ランジスタM5のドレイン端にそれぞれ接続される。入力トランジスタM2は、ゲート端（第
二の参照信号入力部）が参照信号線15-2に、ソース端がトランジスタM3のドレイン端に、
ドレイン端がスイッチ116を介してトランジスタM5のドレイン端にそれぞれ接続される。
トランジスタM1とＭ2は等価な特性を有するトランジスタである。
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【００７７】
　トランジスタM4のゲート端（画素信号入力部）は画素信号Vxが入力され、ソース端はト
ランジスタM3のドレイン端に接続され、ドレイン端はトランジスタM6のドレイン端と、比
較器32の出力として判定回路101の入力に接続される。
【００７８】
　図13のタイミングチャートにより実施例7の選択回路31の動作を説明する。
【００７９】
　まず、判定回路101は、スイッチ115を閉状態にし、スイッチ116を開状態にする。従っ
て、トランジスタM1のドレイン端はM5のドレイン端に接続され、トランジスタM1とトラン
ジスタM4は差動対を構成し、比較器32は参照信号1を入力として動作する（トランジスタM
1の動作が有効）。一方、トランジスタM2のドレイン端はフローティングされる（トラン
ジスタM2の動作は無効）。この時、画素はリセット信号を出力している。N変換期間、参
照信号1の電圧は傾斜状に変化し、比較器32は画素のリセット信号と参照信号1の比較処理
を行う。
【００８０】
　画素信号Vxが有効信号に切り替わった後の判定期間の開始時、判定回路101は、スイッ
チ115を開状態にし、スイッチ116を閉状態にする。従って、トランジスタM2のドレイン端
はM5のドレイン端に接続され、トランジスタM2とトランジスタM4は差動対を構成し、比較
器32は参照信号2を入力として動作する（トランジスタM2の動作が有効）。参照信号2の初
期レベルはVrであり、参照信号1に対してVoff(=Vr-Vmin)分オフセットされた信号である
。従って、判定期間において、比較器32は、判定基準信号Vrと画素の有効信号Vxの比較処
理を行う。
【００８１】
　そして、比較処理結果がVx＞Vrを示す列においては、スイッチの切り替えは行われない
（スイッチ115が開状態、スイッチ116が閉状態のまま）。その結果、有効信号との比較対
象に参照信号2が選択されたことになる。比較処理結果がVx≦Vrを示す列においては、ス
イッチ115が閉状態になり、スイッチ116が開状態になる。その結果、有効信号との比較対
象に参照信号1が選択されたことになる。つまり、判定回路101およびスイッチ115と116は
選択回路31を構成する。
【００８２】
　S変換期間、比較器32は、傾斜状に変化する参照信号1または2と画素の有効信号Vxを比
較し、参照信号1または2と画素の有効信号Vxが同レベルになると比較器32の出力が反転す
る。なお、参照信号1はVminからVrまでランプ状に電圧が遷移する信号であり、参照信号2
はVrからVr+Voffまでランプ状に電圧が遷移する信号であり、両参照信号の電圧ランプの
傾きは同じである。
【００８３】
　カウンタ40の各カウント回路41は、N変換期間またはS変換期間の開始から、対応する列
の比較器32の出力信号Voutが反転するまでの期間をでカウントし、カウント結果を対応す
るメモリ回路51に格納する。そして、有効信号との比較に参照信号2が選択された列のメ
モリ回路51は、カウント結果に、参照信号1と参照信号2のオフセットVoff分のカウント値
を加算する。
【００８４】
　このように、実施例2と同様の効果が得られる。また、参照信号線には常に同一の負荷
として等価な特性を有するトランジスタM1とM2が接続され、等価な特性を有するトランジ
スタM1とM2は、複数の参照信号線の電圧変動や負荷のばらつきに対しても同様に振る舞う
。
【００８５】
　ここでは、参照信号1と参照信号2として、オフセットが異なる信号を用いて実施例2と
同様の効果を得る例を説明した。勿論、傾きが異なる信号、または、傾きとオフセットが
異なる信号を用いれば、実施例1または実施例3と同様の効果を得ることができる。
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【実施例８】
【００８６】
　以下、本発明にかかる実施例8の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
、実施例8において、実施例1～7と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳
細説明を省略する。
【００８７】
　図14のブロック図により実施例8の選択回路31と比較器32の構成例を示す。実施例8にお
いては、選択回路31の一部は比較器32と構成を共にする。実施例8において、参照信号線
は一本であり、トランジスタM1、M2、M4のゲートの接続先が、図12に示す実施例7の構成
と異なる。
【００８８】
　トランジスタM1のゲートは、静電容量105を介して参照信号線15-1に接続され、静電容
量106を介して接地電位GNDに接続され、スイッチ117を介してトランジスタM5のドレイン
およびゲートに接続される。トランジスタM2のゲートは、静電容量104を介して参照信号
線15-1に接続され、スイッチ118を介してトランジスタM5のドレインおよびゲートに接続
される。トランジスタM1とM2は等価な特性を有するトランジスタである。
【００８９】
　トランジスタM4のゲートには、静電容量107を介して増幅器21から画素信号Vxが入力さ
れ、さらに、スイッチ119を介してトランジスタM6のドレインに接続される。スイッチ117
、118、119は、TG13から出力される信号RS1、RS2、RS3によってそれぞれ開閉状態が制御
される。
【００９０】
　図15のタイミングチャートにより実施例8の選択回路31と比較器32の動作を説明する。
【００９１】
　N変換KI間の前に、次に説明するリセット動作により、トランジスタM1のゲートに入力
される参照信号S1と、トランジスタM2のゲートに入力される参照信号S2がリセットされる
。リセット動作前、スイッチ115は閉状態にあり、スイッチ116～119は開状態にある。判
定回路101は、スイッチ116を閉状態にし、スイッチ115を開状態にする。この状態で、TG1
3がスイッチ118と119を一時的に閉状態にする信号RS1とRS3を出力し、トランジスタM2の
ゲートに入力される参照信号S2がリセットされる。
【００９２】
　続いて、判定回路101は、スイッチ116を開状態にし、スイッチ115を閉状態にする。こ
の状態で、TG13がスイッチ117と119を一時的に閉状態にする信号RS2とRS3を出力し、トラ
ンジスタM1のゲートに入力される参照信号S1がリセットされる。この時、画素は、画素信
号Vxとしてリセット信号を出力している。
【００９３】
　リセット動作後に、N変換、有効信号レベル判定、S変換が順次行われる。N変換期間に
おいて、画素は画素信号Vxとしてリセット信号を出力したままであり、スイッチ115は閉
状態、スイッチ116～119は開状態である。そして、参照信号線15-1からの充電により参照
信号S1の電圧は傾斜状に変化し、比較器32は画素のリセット信号と参照信号S1の比較処理
を行う。
【００９４】
　画素信号Vxが有効信号に切り替わった後の判定期間の開始時までに、参照信号源12によ
り参照信号S1は判定基準信号Vrまで増加される。画素の有効信号Vxと判定基準信号Vrの比
較処理に基づきスイッチ115とスイッチ116の開閉状態が各列独立に制御される。つまり、
判定期間の比較結果がVx≦Vrを示す列においてはスイッチ115は閉状態のまま、スイッチ1
16は開状態のままである。一方、判定期間の比較結果がVx＞Vrを示す列においては、スイ
ッチ115が開状態に、スイッチ116が閉状態になる。
【００９５】
　S変換期間に、比較器32は、電圧が傾斜状に変化する参照信号S1またはS2と画素の有効
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信号Vxを比較処理する。Vx≦Vrを示した列はスイッチ115が閉状態、スイッチ116が開状態
であり、参照信号S1と画素の有効信号Vxが比較される。一方、Vx＞Vrを示した列はスイッ
チ115が開状態、スイッチ116が閉状態であり、参照信号S2と画素の有効信号Vxが比較され
る。そして、参照信号S1またはS2と画素の有効信号Vxが同レベルになると比較器32の出力
が反転する。
【００９６】
　例えば静電容量104、105、106がそれぞれ負荷容量201と同じ静電容量値Cxを有する場合
、参照信号S1の分圧比はCx/3Cx=1/3であり、参照信号S2の分圧比はCx/2Cx=1/2になる。従
って、参照信号S1とS2として、初期電圧が同レベルで、電圧ランプの傾きが異なる参照信
号を得ることができ、参照信号S1の電圧の傾きは、参照信号S2の電圧の傾きより小さい。
【００９７】
　その際、各列の画素信号レベルに関わらず、参照信号線15-1の負荷はほぼ変動しない。
その結果、実施例6と同様の効果が得られる。
【実施例９】
【００９８】
　以下、本発明にかかる実施例9の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。なお
、実施例9において、実施例1～8と略同様の構成については、同一符号を付して、その詳
細説明を省略する。
【００９９】
　図16のブロック図により実施例9の選択回路31の構成例を示す。以下では、実施例1～3
と異なる部分を説明する。実施例9の構成は、参照信号線15-1、15-2とスイッチ111、112
の間にバッファ回路（以下、バッファ）を配置する点で、実施例1～3の構成と異なる。
【０１００】
　バッファ121は、入力が参照信号線15-1に接続され、出力がスイッチ111を介して参照信
号接続ノード103（比較器32の入力）に接続され、参照信号線15-1から供給される参照信
号S1をバッファリングする。また、バッファ122は、入力が参照信号線15-2に接続され、
出力がスイッチ112を介して参照信号接続ノード103に接続され、参照信号線15-2から供給
される参照信号S2をバッファリングする。
【０１０１】
　このように、選択回路31は、参照信号線15-1、15-2から供給される参照信号S1、S2をバ
ッファ121、122を介して比較器32の入力に供給する。その他の構成要素については、実施
例1～3と同様の動作を行う。
【０１０２】
　バッファ121と122の入力に存在する入力キャパシタンスや漂遊キャパシタンスを含む静
電容量は、バッファ121と122の出力の接続先に関わらずほぼ一定である。従って、各列の
画素信号レベルに関わらず、参照信号線15-1、15-2の負荷は変動しない。その結果、実施
例1～3と同様の効果が得られる。
【０１０３】
　さらに、参照信号線15-1、15-2と比較器32の入力の間にバッファ121、122が介在するた
め、比較器32が判定結果Voutを出力する際の参照信号源12の出力への影響も抑制され、A/
D変換の精度の低下をさらに防ぐ効果が得られる。
【０１０４】
　また、バッファ121は、少なくとも、比較器32が画素信号Vxと参照信号S1を比較する期
間、動作させればよい。同様に、バッファ122は、少なくとも、比較器32が画素信号Vxと
参照信号S2を比較する期間、動作させればよい。また、バッファ121と122を同時に動作さ
せる場合、その出力が比較器32の入力に接続されていないバッファの駆動電流は、容量性
の負荷が接続されない分、その出力が比較器32の入力に接続されたバッファの駆動電流よ
りも小さくなる。
【実施例１０】
【０１０５】
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　以下、本発明にかかる実施例10の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例10において、実施例1～9と略同様の構成については、同一符号を付して、その
詳細説明を省略する。
【０１０６】
　図17のブロック図により実施例10の選択回路31の構成例を示す。以下では、実施例1～3
と異なる部分を説明する。実施例10の構成は、参照信号接続ノード103と比較器32の入力
の間にバッファ123が介在し、静電容量102に代えてバッファ124を配置する点で、実施例1
～3の構成と異なる。
【０１０７】
　バッファ123は、入力が参照信号接続ノード103に接続され、出力が比較器32の入力に接
続されて、参照信号接続ノード103の信号をバッファリングする。また、バッファ124は、
入力がスイッチ113と114の接続点に接続され、出力が何処にも接続されないダミー回路で
ある。バッファ124は、バッファ123と同等または略等しい入力特性を有する。その他の構
成要素については、実施例1～3と同様の動作を行う。
【０１０８】
　バッファ123と124の入力に存在する入力キャパシタンスや漂遊キャパシタンスを含む静
電容量は、バッファ121と122の出力の接続先に関わらずほぼ一定である。従って、各列の
画素信号レベルに関わらず、参照信号線15-1、15-2の負荷はほぼ変動しない。その結果、
実施例1～3と同様の効果が得られる。
【０１０９】
　さらに、バッファ124には容量性の負荷が接続されない分、バッファ124の駆動電流は、
バッファ123の駆動電流よりも小さくなる。
【実施例１１】
【０１１０】
　以下、本発明にかかる実施例11の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例11において、実施例1～10と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１１１】
　図18のブロック図により実施例11の選択回路31の構成例を示す。実施例11において、参
照信号線15-1からスイッチ111、112の間の構成が、図10に示す実施例6の構成と異なる。
【０１１２】
　増幅器131は、入力が参照信号線15-1に接続され、出力がスイッチ111を介して参照信号
接続ノード103に接続され、参照信号線15-1を介して入力される参照信号源12の出力信号
をゲインG1で増幅する。一方、増幅器132は、入力が参照信号線15-1に接続され、出力が
スイッチ112を介して参照信号接続ノード103に接続され、参照信号線15-1を介して入力さ
れる参照信号源12の出力信号をゲインG2で増幅する。その他の構成要素については、実施
例6と同様の動作を行う。
【０１１３】
　ここで、ゲインG1を1倍、ゲインG2を1/2n倍（nは正の整数）に設定する。つまり、増幅
器131は、参照信号源12の出力信号のレベルを維持した参照信号S1を出力し、バッファと
して機能する。一方、増幅器132は、参照信号源12の出力信号のレベルを1/2n倍に減衰し
た参照信号S2を出力し、減衰器として機能する。その結果、参照信号S2のレベルは参照信
号S1のレベルに対して1/2n倍になり、参照信号源12から電圧が傾斜状に変化する信号が出
力されると、参照信号S1とS2として図11に示すような電圧の傾きが異なる傾斜状信号を得
ることができる。
【０１１４】
　増幅器131と132の入力における入力キャパシタンスや漂遊キャパシタンスを含む静電容
量は、増幅器131と132の出力の接続先に関わらずほぼ一定である。従って、各列の画素信
号レベルに関わらず、参照信号線15-1の負荷はほぼ変動しない。その結果、実施例6と同
様の効果が得られる。
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【０１１５】
　さらに、参照信号線15-1と比較器32の入力の間に増幅器131、132が介在するため、比較
器32が判定結果Voutを出力する際の参照信号源12の出力への影響も抑制され、A/D変換の
精度の低下をさらに防ぐ効果が得られる。
【０１１６】
　上記では、ゲインG1を1倍、ゲインG2を1/2n倍とする例を説明したが、ゲイン設定はこ
れに限るものではない。例えば、ゲインG1を2n倍、ゲインG2を1倍として、増幅器131が参
照信号源12の出力信号のレベルを2n倍した参照信号S1を出力し、増幅器132が参照信号源1
2の出力信号のレベルを維持した参照信号S2を出力するようにしてもよい。
【実施例１２】
【０１１７】
　以下、本発明にかかる実施例12の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例12において、実施例1～11と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１１８】
　図19のブロック図により実施例12の選択回路31の構成例を示す。
【０１１９】
　増幅器126において、非反転入力端子（以下、＋端子）は静電容量141を介して参照信号
線15-1に接続され、反転入力端子（以下、－端子）は基準電圧Vrefに接続され、出力端子
は参照信号接続ノード103に接続される。増幅器126の＋端子と出力端子の間には、スイッ
チ151、静電容量142、静電容量143とスイッチ152の直列接続の三つの要素が並列に接続さ
れる。
【０１２０】
　なお、静電容量143とスイッチ152の接続順序に制限はなく、図19に示すように静電容量
143を＋端子側に接続してもよいし、スイッチ152を＋端子側に接続してもよい。また、ス
イッチ151の開閉状態はTG13から出力される信号RS4によって制御され、スイッチ152の開
閉状態は判定回路101によって制御される。
【０１２１】
　図20のタイミングチャートにより実施例12の選択回路31の動作を説明する。
【０１２２】
　N変換期間の前に、スイッチ152は閉状態にあり、スイッチ151は開状態にある。この状
態で、TG13がスイッチ151を一時的に閉状態にする信号RS4を出力し、増幅器126の出力電
圧（参照信号）を基準電圧Vrefにリセットする。
【０１２３】
　リセット動作後に、N変換、有効信号レベル判定、S変換が順次行われる。N変換期間に
おいて、画素は画素信号Vxとしてリセット信号を出力したままであり、スイッチ152は閉
状態にあり、参照信号線15-1からの充電により参照信号の電圧は傾斜状に変化し、比較器
32は画素のリセット信号と参照信号の比較処理を行う。例えば、静電容量141、142、143
の静電容量値をCxとすると、静電容量141の充電電圧V141とゲインCx/2Cx=1/2の乗算結果
に基準電圧Vrefを加算した電圧が増幅器126から参照信号として出力される。
【０１２４】
　画素信号Vxが有効信号に切り替わった後の判定期間の開始までに、参照信号源12により
参照信号は判定基準信号Vrまで増加される。画素の有効信号Vxと判定基準信号Vrの比較処
理に基づきスイッチ152の開閉状態が各列独立に制御される。つまり、判定期間の比較結
果がVx≦Vrを示す列はスイッチ152は閉状態のまま、判定期間の比較結果がVx＞Vrを示す
列はスイッチ152が開状態になる。
【０１２５】
　S変換期間に、比較器32は、電圧が傾斜状に変化する参照信号と画素の有効信号Vxを比
較処理する。Vx≦Vrを示した列はスイッチ152が閉状態にあり、静電容量141の充電電圧V1
41とゲイン1/2の乗算結果に基準電圧Vrefを加算した参照信号と画素信号Vxの比較処理が
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行われる。一方、Vx＞Vrを示した列はスイッチ152が開状態にあり、静電容量141の充電電
圧V141とゲインCx/Cx=1の乗算結果に基準電圧Vrefを加算した参照信号と画素信号Vxの比
較処理が行われる。そして、参照信号と画素の有効信号Vxが同レベルになると比較器32の
出力が反転する。
【０１２６】
　つまり、静電容量141、142、143が同じ静電容量値Cxを有する場合、ゲインは1または1/
2になり、初期電圧は同レベルで、電圧ランプの傾きが異なる参照信号が得られる。なお
、参照信号として適切な傾斜状信号を得ることができれば、静電容量141、142、143の静
電容量値は同一である必要はない。静電容量141、142、143の静電容量値がそれぞれC1、C
2、C3の場合、スイッチ152が閉状態のゲインはC1/(C2+C3)であり、スイッチ152が開状態
のゲインはC1/C2である。
【０１２７】
　静電容量141は、参照信号線15-1に対して並列に設けられているため、各列の静電容量1
41を充電する充電電流が共通になることから、各列の画素信号レベルに関わらず、参照信
号線15-1の負荷は変動しない。その結果、実施例6と同様の効果が得られる。
【実施例１３】
【０１２８】
　以下、本発明にかかる実施例13の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例13において、実施例1～12と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１２９】
　図21のブロック図により実施例13の選択回路31の構成例を示す。実施例13は、参照信号
線15-1からスイッチ111、112の間の構成が、図18に示す実施例11の構成と異なる。
【０１３０】
　バッファ133は、入力が参照信号線15-1に接続され、出力がスイッチ111を介して参照信
号接続ノード103に接続されるとともに増幅器132の入力に接続される。バッファ133は、
参照信号線15-1から供給される参照信号源12の出力信号をバッファリングして、参照信号
S1を出力する。
【０１３１】
　増幅器132は、入力がバッファ133の出力に接続され、出力がスイッチ112を介して参照
信号接続ノード103に接続される。増幅器132は、バッファ133から入力される参照信号S1
をゲインG2（例えば1/2n）で増幅した参照信号2を出力する。その他の構成要素について
は、実施例11と同様の動作を行う。
【０１３２】
　つまり、バッファ133は参照信号源12の出力信号のレベルを維持した参照信号S1を出力
し、増幅器132は参照信号S1のレベルを1/2n倍に減衰した参照信号S2を出力する。その結
果、参照信号S2のレベルは参照信号S1のレベルに対して1/2n倍になり、参照信号源12によ
り電圧が傾斜状に変化する信号が出力されると、参照信号S1とS2として図11に示すような
電圧の傾きが異なる傾斜状信号を得ることができる。
【０１３３】
　バッファ133が設けられているため、各列の画素信号レベルに関わらず、参照信号線15-
1の負荷は変動しない。その結果、実施例11と同様の効果が得られる。
【０１３４】
　上記では、増幅器132のゲインG2を1/2n倍とする例を説明したが、ゲイン設定はこれに
限るものではない。例えば、ゲインG2を2n倍として、参照信号源12の出力信号のレベルを
変更し、スイッチ111と112の開閉状態を反転しても同様の効果を得ることができる。
【実施例１４】
【０１３５】
　以下、本発明にかかる実施例14の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例14において、実施例1～13と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
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の詳細説明を省略する。
【０１３６】
　図22のブロック図により実施例14の選択回路31の構成例を示す。実施例14の構成は、バ
ッファ133の出力に増幅器132の代わりに静電容量144、145が接続される点で、図21に示す
実施例13と異なる。
【０１３７】
　バッファ133の出力は、静電容量144を介して参照信号接続ノード103に接続される。参
照信号接続ノード103は、スイッチ153を介して接地電位GNDに接続され、スイッチ154を介
して静電容量145の一端に接続される。静電容量145の他端は接地電位GNDに接続される。
【０１３８】
　N変換期間の前に、スイッチ153は開状態にあり、スイッチ154は閉状態にある。この状
態で、TG13がスイッチ153を一時的に閉状態にする信号RS5を出力し、参照信号接続ノード
103の電位をリセットする。
【０１３９】
　バッファ133は、参照信号線15-1を介して供給される参照信号源12の出力信号のレベル
を維持した信号を出力する。静電容量144と145が負荷容量201と同じ静電容量値を有する
とすると、スイッチ154が開状態の参照信号接続ノード103における参照信号のレベルは、
バッファ133が出力する信号のレベルの1/2に分圧される。また、スイッチ154が閉状態の
参照信号接続ノード103における参照信号のレベルは、バッファ133が出力する信号のレベ
ルの1/3に分圧される。つまり、参照信号として電圧の傾きが異なる傾斜状信号を得るこ
とができる。
【０１４０】
　なお、参照信号として適切な傾斜状信号を得ることができれば、静電容量144、145と負
荷容量201の静電容量値は異なってもよい。静電容量144、145の静電容量値がそれぞれC1
、C2、負荷容量201の静電容量値がCxの場合、スイッチ154が開状態の分圧比はC1/Cxであ
り、スイッチ154が閉状態の分圧比はC1/(C2+Cx)である。
【０１４１】
　実施例13と同様に、バッファ133が設けられているため、各列の画素信号レベルに関わ
らず、参照信号線15-1の負荷は変動しない。その結果、実施例11と同様の効果が得られる
。
【実施例１５】
【０１４２】
　以下、本発明にかかる実施例15の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例15において、実施例1～14と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１４３】
　図23のブロック図により実施例15の選択回路31の構成例を示す。実施例15の構成は、バ
ッファ133の出力に増幅器132の代わりに静電容量146、147が接続される点で、図21に示す
実施例13と異なる。
【０１４４】
　バッファ133の出力は、静電容量146を介して参照信号接続ノード103に接続され、スイ
ッチ155の一端に接続される。スイッチ155の他端はスイッチ156の一端に接続され、スイ
ッチ156の他端は接地電位GNDに接続される。さらに、参照信号接続ノード103は、静電容
量147を介してスイッチ155と156の接続点に接続される。その他の構成要素については実
施例13と同様の動作をする。
【０１４５】
　N変換前に、スイッチ153は開状態、スイッチ155は開状態、スイッチ156は閉状態にある
。この状態で、TG13がスイッチ153を一時的に閉状態にする信号RS5を出力し、参照信号接
続ノード103の電位をリセットする。
【０１４６】
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　バッファ133は、参照信号線15-1を介して供給される参照信号源12の出力信号のレベル
を維持した信号を出力する。静電容量146と147が負荷容量201と同じ静電容量値を有する
とすると、スイッチ155が開状態かつスイッチ156が閉状態の参照信号接続ノード103にお
ける参照信号のレベルは、バッファ133が出力する信号のレベルの1/3に分圧される。また
、スイッチ155が閉状態かつスイッチ156が開状態の参照信号接続ノード103における参照
信号のレベルは、バッファ133が出力する信号のレベルの2/3に分圧される。つまり、参照
信号として電圧の傾きが異なる傾斜状信号を得ることができる。
【０１４７】
　なお、参照信号として適切な傾斜状信号を得ることができれば、静電容量146、147と負
荷容量201の静電容量値は異なってもよい。静電容量146、147の静電容量値がそれぞれC1
、C2、負荷容量201の静電容量値がCxの場合、スイッチ155が開状態かつスイッチ156が閉
状態の分圧比はC1/(C1+C2+Cx)である。また、スイッチ155が閉状態かつスイッチ156が開
状態の分圧比は(C1+C2)/(C1+C2+Cx)である。
【０１４８】
　実施例13と同様に、バッファ133が設けられているため、各列の画素信号レベルに関わ
らず、参照信号線15-1の負荷は変動しない。その結果、実施例11と同様の効果が得られる
。
【実施例１６】
【０１４９】
　以下、本発明にかかる実施例16の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例16において、実施例1～15と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１５０】
　図24のブロック図により実施例16の選択回路31と比較器32の構成例を示す。実施例16に
おいては、選択回路31の一部は比較器32と構成を共にする。実施例16の構成は、静電容量
104、105の接続点と参照信号線15-1の間にバッファ134が配置されている点で、図14に示
す実施例8の構成と異なる。
【０１５１】
　バッファ134は、参照信号源12の出力信号をバッファリングする。その他の構成要素に
ついては実施例8と同様の動作をする。
【０１５２】
　バッファ134が設けられているため、各列の画素信号レベルに関わらず、参照信号線15-
1の負荷は変動しない。その結果、実施例8と同様の効果が得られる。
【０１５３】
　さらに、参照信号線15-1と比較器32の入力の間にバッファ134が介在するため、比較器3
2が判定結果Voutを出力する際の参照信号源12の出力への影響も抑制され、A/D変換の精度
の低下をさらに防ぐ効果が得られる。
【実施例１７】
【０１５４】
　以下、本発明にかかる実施例17の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例17において、実施例1～16と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１５５】
　図25のブロック図により実施例17の選択回路31の構成例を示す。実施例17は、図16に示
す実施例9におけるバッファ121と122の具体的な構成例を示す。以下では、バッファ121と
122について説明する。
【０１５６】
　バッファ121は、トランジスタM7、電流源161、スイッチ162から構成される。トランジ
スタM7のソースはスイッチ162を介して一端が電源に接続された可変電流源161に接続され
、トランジスタM7のドレインは接地電位GNDに接続される。そして、トランジスタM7のゲ
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ートはバッファ121の入力端子であり、トランジスタM7のソースはバッファ121の出力端子
である。
【０１５７】
　同様に、バッファ122は、トランジスタM8、電流源163、スイッチ164から構成される。
トランジスタM8のソースはスイッチ164を介して一端が電源に接続された可変電流源163に
接続され、トランジスタM8のドレインは接地電位GNDに接続される。そして、トランジス
タM8のゲートはバッファ122の入力端子であり、トランジスタM7のソースはバッファ122の
出力端子である。
【０１５８】
　スイッチ162と164の開閉状態は、TG13が出力する信号RS6により制御され、リセット期
間からS変換が終了するまでの期間に、スイッチ162と164はともに閉状態になる。スイッ
チ162と164が閉状態の期間に、トランジスタM7とM8はソースフォロアを形成し、バッファ
121と122のバッファ機能が有効になる。
【０１５９】
　リセット期間からS変換が終了するまでの期間を除く期間に、スイッチ162と164はとも
に開状態になり、バッファ121と122のバッファ機能が無効になる。従って、バッファ121
と122分の消費電流が低減される。さらに、スイッチ162と164を独立に制御して、判定期
間中に、バッファ122の動作を停止することもできる。
【０１６０】
　可変電流源161の出力電流I1と、可変電流源162の出力電流I2は、判定回路101により、
スイッチ111と112の開閉に同期して制御される。スイッチ111が閉状態かつスイッチ112が
開状態の場合、バッファ121の出力は参照信号接続ノード103に接続され、バッファ122の
出力は参照信号接続ノード103と未接続になる。その際、バッファ121の出力には静電容量
108と負荷容量201が直列接続された容量性負荷が接続されるため、可変電流源161の電流I
1を、容量性負荷を充電するのに充分な電流値に設定する。一方、可変電流源163の電流I2
は、バッファ122の出力が無負荷であるから電流I1より小さい値に設定する（I1＞I2）。
【０１６１】
　一方、スイッチ111が開状態かつスイッチ112が閉状態の場合、バッファ121の出力は無
負荷、バッファ122の出力の接続先は容量性負荷に切り替わる。従って、電流I2は、容量
性負荷を充電するのに充分な電流値に設定し、電流I1は電流I2より小さい値に設定する（
I1＜I2）。
【０１６２】
　ただし、無負荷に対する電流I1、I2を過度に小さな値に設定すると、スイッチ111、112
の開閉状態の切り替えによりバッファ121と122の入力の静電容量に大きな変動が生じ、参
照信号線15-1、15-2に対する負荷変動として現われる。従って、電流I1、I2の増減は、要
求A/D変換精度を満たすように設定する必要がある。
【０１６３】
　また、スイッチ117と119は、比較器32の入力の電位をリセットするために、N変換前の
リセット動作において、TG13の制御により一時的に閉状態にされるスイッチである。
【実施例１８】
【０１６４】
　以下、本発明にかかる実施例18の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例18において、実施例1～17と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１６５】
　図26のブロック図により実施例18の選択回路31の構成例を示す。実施例18は、図17に示
す実施例11におけるバッファ123と124の具体的な構成例を示す。以下では、バッファ123
と124について説明する。
【０１６６】
　バッファ123は、トランジスタM9、電流源165、スイッチ166から構成される。トランジ
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スタM9のソースはスイッチ166を介して一端が電源に接続された電流源165に接続され、ト
ランジスタM9のドレインは接地電位GNDに接続される。そして、トランジスタM9のゲート
はバッファ123の入力端子であり、トランジスタM9のソースはバッファ123の出力端子であ
る。
【０１６７】
　同様に、バッファ124は、トランジスタM10、電流源167、スイッチ168から構成される。
トランジスタM10のソースはスイッチ168を介して一端が電源に接続された電流源167に接
続され、トランジスタM10のドレインは接地電位GNDに接続される。そして、トランジスタ
M10のゲートはバッファ124の入力端子である。トランジスタM10のソースはスイッチ168以
外には接続されず、実施例11で説明したように、バッファ124は、参照信号線15-1、15-2
の負荷変動を抑制するためのダミー回路として機能する。
【０１６８】
　スイッチ166と168の開閉状態は、TG13が出力する信号RS7により制御され、リセット期
間からS変換が終了するまでの期間に、スイッチ166と168はともに閉状態になる。スイッ
チ166が閉状態の期間に、トランジスタM9はソースフォロアを形成し、バッファ123のバッ
ファ機能が有効になる。一方、スイッチ168が閉状態の期間に、トランジスタM10はソース
フォロアを形成し、バッファ124のダミー機能が有効になる。
【０１６９】
　リセット期間からS変換が終了するまでの期間を除く期間に、スイッチ166と168はとも
に開状態になり、バッファ123と124のバッファ機能が無効になる。従って、バッファ123
と124分の消費電流が低減される。さらに、スイッチ166と168を独立に制御して、判定期
間中に、バッファ124の動作を停止することもできる。
【０１７０】
　バッファ123の出力には、静電容量108と負荷容量201が直列接続された容量性負荷が接
続されるため、電流源165の電流I3を、容量性負荷を充電するのに充分な電流値に設定す
る。一方、電流源167の電流I4は、バッファ124の出力には負荷が接続されないため電流I3
より小さい値に設定する（I3＞I4）。
【０１７１】
　ただし、電流I4を過度に小さい値に設定すると、バッファ123の入力の静電容量とバッ
ファ124の入力の静電容量の差が大きくなり、参照信号線15-1、15-2に対する負荷変動と
して現われる。従って、電流I4の値は、要求A/D変換精度を満たすように設定する必要が
ある。
【実施例１９】
【０１７２】
　以下、本発明にかかる実施例19の固体撮像装置およびそのA/D変換方法を説明する。な
お、実施例19において、実施例1～18と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【０１７３】
　図27のブロック図により実施例19の固体撮像装置である撮像素子100の構成例を説明す
る。実施例19の撮像素子100は、参照信号線15-1の信号を入力して信号VBを出力するバッ
クゲート制御部14が配置される点で、図1に示す撮像素子100の構成と異なる。
【０１７４】
　図28の回路図によりバックゲート制御部14の構成例を示す。
【０１７５】
　バックゲート制御部14は、トランジスタM11、電流源169、スイッチ170から構成される
。トランジスタM11のゲートは、参照信号線15-1に接続され、参照信号1が入力される。ト
ランジスタM11のドレインは、接地電位GNDに接続される。トランジスタM11のソースとバ
ックゲート（またはバルク）は、スイッチ170を介して一端が電源に接続された電流源169
に接続される。
【０１７６】
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　スイッチ170の開閉状態は、TG13が出力する信号RS8により制御され、リセット期間から
S変換が終了するまでの期間、スイッチ170は閉状態になる。スイッチ170が閉状態の期間
、トランジスタM11はソースフォロアを形成し、バックゲート制御部14は、参照信号1をバ
ッファリングした信号VBを出力する。
【０１７７】
　図29のブロック図により実施例19の選択回路31の構成例を示す。実施例19の選択回路31
は、図22に示す実施例14におけるバッファ133の具体的な構成例を示す。以下、バッファ1
33について説明する。
【０１７８】
　バッファ133は、トランジスタM12、電流源171、スイッチ172から構成される。トランジ
スタM12のソースはスイッチ172を介して一端が電源に接続された電流源171に接続され、
トランジスタM12のドレインは接地電位GNDに接続される。そして、トランジスタM12のゲ
ートはバッファ133の入力端子であり、トランジスタM12のソースはバッファ133の出力端
子である。さらに、トランジスタM12のバックゲートには信号VBが入力される。
【０１７９】
　スイッチ172の開閉状態は、TG13が出力する信号RS8により制御され、リセット期間から
S変換が終了するまでの期間、スイッチ172は閉状態になる。スイッチ172が閉状態の期間
、トランジスタM12はソースフォロアを形成し、バッファ133のバッファ機能が有効になる
。
【０１８０】
　バッファ機能が有効の場合、凡そ参照信号1よりもトランジスタM12の閾値電圧分高い電
圧がトランジスタM12のソース電圧として出力される。また、トランジスタM12のバックゲ
ートには、凡そ参照信号1よりもバックゲート制御部14のトランジスタM11の閾値電圧分高
い電圧が信号VBとして入力される。
【０１８１】
　ここで、トランジスタM11とM12の閾値電圧を同値に設定する。その結果、トランジスタ
M12のバックゲート電位とソース電位を同電位に制御することが可能になり、ソースフォ
ロアの基板バイアス効果を避け、バッファ挿入によるリニアリティ劣化を低減することが
できる。
【０１８２】
　以上では、図22に示す実施例14のバッファ133について説明したが、実施例13、15、16
についても、同様のバッファ構成を用い、バックゲート制御部14を追加することができる
。
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