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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光量に応じた光電荷を発生して内部に蓄積する埋込型フォトダイオードを有する画
素を備える固体撮像装置において、
　前記画素が、
　前記埋込型フォトダイオードに蓄積された電荷を転送する転送ゲートと、
　該転送ゲートを介して前記埋込型フォトダイオードより転送される電荷を蓄積する第１
浮遊拡散層と、
　前記第１浮遊拡散層と接続されて該第１浮遊拡散層をリセットするリセットゲートと、
　前記第１浮遊拡散層に接続された増幅器と、
　前記増幅器で増幅された出力信号を読み出すための読み出し用スイッチと、
を備え、
　前記転送ゲートを制御電極とし、前記第１浮遊拡散層を第１電極とし、前記埋込型フォ
トダイオードを第２電極としてトランジスタを構成し、
　前記トランジスタが非導通状態となる第１電圧値と、前記トランジスタが導通状態とな
る第３電圧値と、前記第１及び第３電圧値の間の第２電圧値との３値の電圧値で切り換え
られる電圧を前記転送ゲートに印加する電圧印加回路を備え、
　前記リセットゲートがＯＮの状態で、前記電圧印加回路が前記転送ゲートに前記第２電
圧値の電圧を印加し、前記入射光量に応じた光電荷が前記埋込型フォトダイオードに蓄積
されるとともに、前記埋込型フォトダイオードへの入射光の少なくとも一部の輝度範囲に
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対して、前記トランジスタがサブスレッショルド領域で動作することにより、前記埋込型
フォトダイオードおよび前記トランジスタの光電変換動作を、所定の入射光量までにおい
ては線形変換動作をさせ、前記所定の入射光量以上においては対数変換動作をさせ、
　前記リセットゲートがＯＦＦの状態で、前記電圧印加回路が前記転送ゲートに前記第３
電圧値の電圧を印加し、前記埋込型フォトダイオードに蓄積された電荷を前記第１浮遊拡
散層に転移し、
　前記リセットゲートがＯＦＦの状態で、前記電圧印加回路が前記転送ゲートに前記第１
電圧値の電圧を印加し、前記埋込型フォトダイオードからの電荷転移を禁止するとともに
、前記第１浮遊拡散層に転移された電荷に応じた電圧信号を出力することを特徴とする固
体撮像装置。
【請求項２】
　前記第３電圧値が、前記埋込型フォトダイオードに蓄積された光電荷を前記第１浮遊拡
散層に完全に転移することのない電圧値であ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】
　前記第３電圧値が、前記埋込型フォトダイオードに蓄積された光電荷を前記第１浮遊拡
散層に完全に転移する電圧値であ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４】
　前記画素を複数備えるとともに、
　複数の前記画素全てにおいて前記トランジスタを駆動させて、複数の前記画素全てが同
時に撮像動作を行うことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の固体撮像装
置。
【請求項５】
　撮像動作終了後に、
　複数の前記画素全てが同時に、前記転送ゲートを介して前記埋込型フォトダイオードに
蓄積した電荷を前記第１浮遊拡散層へ転移す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】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の固体撮像装置と、
　前記画素への光の入射及び遮光を制御する機械的なシャッターと、
　を備え、
　前記固体撮像装置は前記画素を複数備えるものであり、
　前記シャッターを開いた状態とするとともに複数の前記画素全てにおいて前記トランジ
スタを駆動させて、複数の前記画素全てが同時に撮像動作を行うことを特徴とするカメラ
。
【請求項７】
　前記リセットゲートを通じてリセットされた前記第１浮遊拡散層の電位に応じた信号を
前記読み出し用スイッチを通じて出力することを特徴とする請求項１～請求項５のいずれ
かに記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記リセットゲートを通じてリセットされた前記第１浮遊拡散層の電位に応じた信号を
前記読み出し用スイッチを通じて出力することを特徴とする請求項６に記載のカメラ。
【請求項９】
　前記画素での撮像動作を垂直ブランク期間で行うことを特徴とする請求項１～請求項５
、請求項７のいずれかに記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記画素での撮像動作を垂直ブランク期間で行うことを特徴とする請求項６または請求
項８に記載のカメラ。
【請求項１１】
　前記画素からの信号の読み出し動作を水平ブランク期間で行うことを特徴とする請求項
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１～請求項５、請求項７、請求項９のいずれかに記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　前記画素からの信号の読み出し動作を水平ブランク期間で行うことを特徴とする請求項
６、請求項８、請求項１０のいずれかに記載のカメラ。
【請求項１３】
　請求項１～請求項５、請求項７、請求項９、請求項１１のいずれかに記載の固体撮像装
置と、
　該固体撮像装置に被写体を導くための光学系と、
　前記固体撮像装置の制御を行うための制御部と、
　前記固体撮像装置からの出力に信号処理を施すための信号処理部と、
　該信号処理部からの出力を外部に出力するための出力部と、
　を備えることを特徴とするカメラ。
【請求項１４】
　前記固体撮像装置に被写体を導くための光学系と、
　前記固体撮像装置の制御を行うための制御部と、
　前記固体撮像装置からの出力に信号処理を施すための信号処理部と、
　該信号処理部からの出力を外部に出力するための出力部と、
　を備えることを特徴とする請求項６、請求項８、請求項１０、請求項１２のいずれかに
記載のカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入射光に対する電気信号を出力する画素を備える固体撮像装置及びこれを備
えたカメラに関するもので、特に構成される各画素がトランジスタによって構成される固
体撮像装置及びこれを備えたカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の用途に供されている固体撮像装置は光電変換素子で発生した光電荷を読み出す（
取り出す）手段によってＣＣＤ型とＣＭＯＳ型に大きく分けられる。ＣＣＤ型は光電荷を
ポテンシャルの井戸に蓄積しつつ、転送するようになっており、ダイナミックレンジが狭
いという欠点がある。一方、ＣＭＯＳ型はフォトダイオードのｐｎ接合容量に蓄積した電
荷をＭＯＳトランジスタを通して直接読み出すようになっており、更に増幅用のＭＯＳト
ランジスタを画素内に取り入れたものとなっている。
【０００３】
　又、従来のＣＭＯＳ型の固体撮像素子として、入射光量に対して対数変換する対数変換
動作を行うものがある（特許文献１参照）。この固体撮像素子においては、そのダイナミ
ックレンジが５～６桁と広いため、少々広い輝度範囲の輝度分布を構成する被写体を撮像
しても、輝度分布内の全輝度情報を電気信号に変換して出力することができる。しかしな
がら、被写体の輝度分布に対してその撮像可能領域が広くなるので、撮像可能領域内の低
輝度領域又は高輝度領域において、輝度データの無い領域ができやすいという問題があっ
た。
【０００４】
　これらに対して、本出願人は、入射光量に対して線形的に変化する電気信号を生成する
線形変換動作と上述の対数変換動作とを切り換えることが可能なＣＭＯＳ型の固体撮像装
置を提案している（特許文献２参照）。又、本出願人は、このような線形変換動作と対数
変換動作とを自動的に切り換えるために、光電変換を行うフォトダイオードに接続された
トランジスタのポテンシャル状態を適当な状態に設定するＣＭＯＳ型の固体撮像装置を提
案している（特許文献３参照）。この特許文献３による固体撮像装置は、トランジスタの
ポテンシャル状態を変更することにより、その光電変換動作が線形変換動作から対数変換
動作に切りかわる変極点の位置を変えることができる。
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【０００５】
　又、従来の固体撮像装置として、図１のような埋込型フォトダイオードＰＤが用いられ
た画素を備える固体撮像装置が提供されている。この図１の画素は、Ｐ型ウェル層又はＰ
型サブストレートに対して、Ｐ型層１０とＮ型埋込層１１とから構成される埋込型フォト
ダイオードＰＤと、埋込型フォトダイオードＰＤが構成される領域に隣接する領域表面に
絶縁膜１２を介して構成されたゲート電極１３を備える転送ゲートＴＧと、転送ゲートＴ
Ｇが構成される領域と隣接する領域に形成されるＮ型浮遊拡散層ＦＤと、を備える。
【０００６】
　埋込型フォトダイオードＰＤにおいては、Ｎ型埋込層１１の表面に高濃度のＰ型層１０
が形成される。又、Ｎ型埋込層１１とＮ型浮遊拡散層ＦＤと転送ゲートＴＧとによってＮ
チャネルのＭＯＳトランジスタＴ１が構成される。そして、このように埋込型フォトダイ
オードＰＤを画素内に構成することで、埋込型フォトダイオードＰＤを構成するＰ型層１
０の表面における電位が、この埋込型フォトダイオードＰＤ周囲のＰ型層より成るチャン
ネルストッパ層と同一の電位に固定される。
【０００７】
　更に、図１の画素は、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤにソースが接続されるとともに直流電圧ＶPD
がドレインに印加されたＮチャネルのＭＯＳトランジスタＴ２と、ＭＯＳトランジスタＴ
２のソースにゲートが接続されるとともに直流電圧ＶPDがドレインに印加されたＮチャネ
ルのＭＯＳトランジスタＴ３と、ＭＯＳトランジスタＴ３のソースにドレインが接続され
るとともにソースに出力信号線４が接続されたＮチャネルのＭＯＳトランジスタＴ４と、
を備える。更に、転送ゲートＴＧ及びＭＯＳトランジスタＴ２，Ｔ４のゲートそれぞれに
、信号φＴＸ、φＲＳ、φＶそれぞれが与えられる。
【０００８】
　図１に示す画素は、図２９に示すタイミングチャートに従って信号φＴＸ、φＲＳ、φ
Ｖを切り換えて動作させることで、線形変換された撮像信号とノイズ信号とをそれぞれ出
力することができる。即ち、まず、ハイのパルス信号φＲＳを与えて、ＭＯＳトランジス
タＴ２をＯＮとしてＭＯＳトランジスタＴ２のソースと接続されるＮ型浮遊拡散層ＦＤを
リセットする。その後、ハイのパルス信号φＶが与えられてＭＯＳトランジスタＴ４がＯ
Ｎとなり、リセット直後のノイズ信号が出力される。
【０００９】
　そして、ハイのパルス信号φＴＸが与えられて転送ゲートＴＧがＯＮとされると、Ｎ型
浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰＤで蓄積された光電荷が移動する。よって、
Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルが埋込型フォトダイオードＰＤへの入射光量に応じた
値となるため、ＭＯＳトランジスタＴ３のゲートには、埋込型フォトダイオードＰＤへの
入射光量の積分値に応じた電圧が現れる。その後、ハイのパルス信号φＶが与えられてＭ
ＯＳトランジスタＴ４がＯＮとなり、線形変換された映像信号が出力される。
【００１０】
【特許文献１】特開平１１－３１３２５７号公報
【特許文献２】特開２００２－７７７３３号公報
【特許文献３】特開２００２－３００４７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従来のフォトダイオードを用いたＣＭＯＳ型の固体撮像装置に対して、図１のような画
素内に埋込型フォトダイオードＰＤを構成する固体撮像装置は、埋込型フォトダイオード
ＰＤの表面で発生する暗電流を抑圧することができるため、画素内で発生する暗電流を低
減することができる。そのため、図１のような構成の画素を備える固体撮像装置は、画素
毎の信号のバラツキを抑制することができる。
【００１２】
　又、図１のような構成の画素を備える固体撮像装置は、サンプリングを行うＮ型浮遊拡
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散層ＦＤが光電変換部を兼ねるものではないために、その大きさを小さくすることができ
、電荷電圧変化率を大きくすることができる。更に、図２９のように映像信号とノイズ信
号とを出力して相関二重サンプリング法を用いることにより、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤにおけ
るＫＴＣ雑音を除去することができる。
【００１３】
　しかしながら、図１のような構成の画素を備え図２９に示されるタイミングチャートに
基づいて駆動を行う固体撮像装置は、ＣＣＤ型の固体撮像装置と同様、線形変換された映
像信号が出力される。このように、埋込型フォトダイオードＰＤで発生した光電荷の電荷
量に比例した出力が出力されるため、ダイナミックレンジが狭いという欠点がある。又、
特許文献１～特許文献３に記載されるＣＭＯＳ型の固体撮像装置においては浮遊拡散層を
構成することについて記載がなく、各画素の撮像動作を同時に行う同時シャッター機能を
持たせた場合、この同時シャッター機能を実現するためのＭＯＳトランジスタが各画素毎
に必要となる。そのため、各画素の回路構成が複雑化するとともに、画素サイズが増大し
て開口率が低下する。
【００１４】
　このような問題を鑑みて、本発明は、埋込型フォトダイオードを備えるとともに、低雑
音、高感度で広ダイナミックレンジを備える固体撮像装置を提供することを目的とする。
又、本発明は、埋込型フォトダイオードを用いて、同時シャッター機能を実現するととも
に各画素の画素サイズを小さくすることができる固体撮像装置を提供することを別の目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の固体撮像装置は、入射光量に応じた光電荷を発生
して内部に蓄積する埋込型フォトダイオードを有する画素を備える固体撮像装置において
、前記画素が、前記埋込型フォトダイオードに蓄積された電荷を転送する転送ゲートと、
該転送ゲートを介して前記埋込型フォトダイオードより転送される電荷を蓄積する第１浮
遊拡散層と、前記第１浮遊拡散層と接続されて該第１浮遊拡散層をリセットするリセット
ゲートと、前記第１浮遊拡散層に接続された増幅器と、前記増幅器で増幅された出力信号
を読み出すための読み出し用スイッチと、を備え、前記転送ゲートを制御電極とし、前記
第１浮遊拡散層を第１電極とし、前記埋込型フォトダイオードを第２電極としてトランジ
スタを構成し、前記トランジスタが非導通状態となる第１電圧値と、前記トランジスタが
導通状態となる第３電圧値と、前記第１及び第３電圧値の間の第２電圧値との３値の電圧
値で切り換えられる電圧を前記転送ゲートに印加する電圧印加回路を備え、前記リセット
ゲートがＯＮの状態で、前記電圧印加回路が前記転送ゲートに前記第２電圧値の電圧を印
加し、前記入射光量に応じた光電荷が前記埋込型フォトダイオードに蓄積されるとともに
、前記埋込型フォトダイオードへの入射光の少なくとも一部の輝度範囲に対して、前記ト
ランジスタがサブスレッショルド領域で動作することにより、前記埋込型フォトダイオー
ドおよび前記トランジスタの光電変換動作を、所定の入射光量までにおいては線形変換動
作をさせ、前記所定の入射光量以上においては対数変換動作をさせ、前記リセットゲート
がＯＦＦの状態で、前記電圧印加回路が前記転送ゲートに前記第３電圧値の電圧を印加し
、前記埋込型フォトダイオードに蓄積された電荷を前記第１浮遊拡散層に転移し、前記リ
セットゲートがＯＦＦの状態で、前記電圧印加回路が前記転送ゲートに前記第１電圧値の
電圧を印加し、前記埋込型フォトダイオードからの電荷転移を禁止するとともに、前記第
１浮遊拡散層に転移された電荷に応じた電圧信号を出力することを特徴とする。
【００２０】
　このとき、前記第３電圧値が、前記埋込型フォトダイオードに蓄積された光電荷を前記
第１浮遊拡散層に完全に転移することのない電圧値、又は、前記埋込型フォトダイオード
に蓄積された光電荷を前記第１浮遊拡散層に完全に転移する電圧値のいずれであっても構
わない。
【００２２】
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　上述の固体撮像装置それぞれにおいて、ローリングシャッター方式で動作するものとし
ても構わない。
【００２３】
　又、上述の固体撮像装置それぞれにおいて、前記画素を複数備えるとともに、複数の前
記画素全てにおいて前記トランジスタを駆動させて、複数の前記画素全てが同時に撮像動
作を行うものとしても構わない。即ち、グローバルシャッター方式で動作するものとして
も構わない。
【００２４】
　このとき、撮像動作終了後に、複数の前記画素全てが同時に、前記転送ゲートを介して
前記埋込型フォトダイオードに蓄積した電荷を前記第１浮遊拡散層へ転移した後、前記転
送ゲートによる前記埋込型フォトダイオードから前記第１浮遊拡散層への電荷の転移を禁
止する。
【００３０】
　又、上述の固体撮像装置それぞれにおいて、前記リセットゲートを通じてリセットされ
た前記第１浮遊拡散層の電位に応じた信号を前記読み出し用スイッチを通じて出力するも
のとしても構わない。
【００３１】
　又、上述の固体撮像装置それぞれにおいて、前記画素での撮像動作を垂直ブランク期間
で行うものとしても構わないし、更に、前記画素からの信号の読み出し動作を水平ブラン
ク期間で行うものとしても構わない。
【００３２】
　又、上述の固体撮像装置それぞれにおいて、前記埋込型ダイオード及び前記転送ゲート
及び前記リセットゲート及び前記第１浮遊拡散層が同一の極性の第１ウェル層に設けられ
るものとしても構わない。又、前記増幅器及び前記読み出し用スイッチがトランジスタで
あり、前記第１ウェル層に設けられるとともに、前記埋込型フォトダイオードが前記第２
電極に接続される前記トランジスタと同一極性のトランジスタであっても構わない。又、
前記増幅器及び前記読み出し用スイッチがトランジスタであり、前記第１ウェル層と逆極
性の第２ウェル層に設けられるとともに、前記埋込型フォトダイオードが前記第２電極に
接続される前記トランジスタと逆極性のトランジスタであっても構わない。
【００３３】
　本発明のカメラは、上述の固体撮像装置と、該固体撮像装置に被写体を導くための光学
系と、前記固体撮像装置の制御を行うための制御部と、前記固体撮像装置からの出力に信
号処理を施すための信号処理部と、該信号処理部からの出力を外部に出力するための出力
部と、を備えることを特徴とする。
【００３４】
　又、本発明のカメラは、上述の固体撮像装置と、前記画素への光の入射及び遮光を制御
する機械的なシャッターと、を備え、前記固体撮像装置は前記画素を複数備えるものであ
り、前記シャッターを開いた状態とするとともに複数の前記画素全てにおいて前記トラン
ジスタを駆動させて、複数の前記画素全てが同時に撮像動作を行うものとしても構わない
。即ち、グローバルリセット方式で動作するものとしても構わない。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によると、少なくとも被写体輝度範囲の一部においてトランジスタをサブスレッ
ショルド領域で動作させるため、埋込型フォトダイオードを用いた固体撮像装置において
、そのダイナミックレンジを広くすることができる。よって、固体撮像装置を高感度な固
体撮像装置とすることができる。又、埋込型フォトダイオードと転送ゲートと第１浮遊拡
散層とリセットゲートにおける動作タイミングに基づいて埋込型フォトダイオード又は浮
遊拡散層で撮像後の電荷を保持することができるため、同時撮像動作を行うことができる
。よって、同時撮像動作を行うための同時シャッター機能用の素子を必要とせず、同時シ
ャッター機能用の素子を設けたときの開口率の低下を防ぐことができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　＜カメラの構成＞
　まず、本発明の各実施形態における固体撮像装置を備えるカメラについて、図２８を参
照して説明する。図２８は、本実施形態におけるカメラの内部構成を概略的に示すブロッ
ク図である。
【００３８】
　図２８に示すカメラは、複数のレンズから構成される光学系１００と、光学系１００を
通じて入射される光の入射光量を電気信号に変換する固体撮像装置１０１と、固体撮像装
置１０１から出力される電気信号を増幅する出力アンプ１０２と、出力アンプ１０２で増
幅された電気信号をデジタル信号に変換するＡＤ変換回路１０３と、ＡＤ変換回路１０３
からのデジタル信号に対して最低レベルを設定する黒基準補正処理、自動露出制御（ＡＥ
制御）やホワイトバランス処理（ＷＢ処理）を行うための評価値を検出するＡＥ・ＷＢ評
価値検出処理、ＷＢ処理、色補間処理、色補正処理、階調変換処理、コアリング処理など
の各種の信号処理を施すための信号処理回路１０４と、各ブロックの制御を行う全体制御
部１０５と、信号処理回路１０４で信号処理が施されて得られた映像信号を記憶するメモ
リ１０６と、外部へ出力するためのインターフェース１０７と、光学系１００に備えられ
る絞りによる露光量を制御する絞り制御部１０８と、光学系１００と固体撮像装置１０１
との間に配置される機械的なメカシャッター１０９と、このメカシャッター１０９を制御
するメカシャッター制御部１１０と、を備える。尚、このように構成されるカメラにおい
て、固体撮像装置１０１内で電子的にシャッター動作を行うことができる場合は、メカシ
ャッター１０９及びメカシャッター制御部１１０を省略することができる。
【００３９】
　＜固体撮像装置の構成＞
　次に、上述のカメラに備えられる本発明の各実施形態における固体撮像装置１０１につ
いて、図２を参照して説明する。図２は、本発明の実施形態である二次元のＣＭＯＳ型固
体撮像装置の一部の構成を概略的に示している。
【００４０】
　図２において、Ｇ11～Ｇmnは行列配置（マトリクス配置）された画素を示している。１
は垂直走査回路であり、各画素に信号φＶを与える行（ライン）３－１、３－２、・・・
、３－ｎを順次走査していく。２は水平走査回路であり、画素から出力信号線４－１、４
－２、・・・、４－ｍに導出された光電変換信号を画素ごとに水平方向に順次読み出す。
５は電源ラインである。各画素に対し、上記ライン３－１～３－ｎや出力信号線４－１～
４－ｍ、電源ライン５だけでなく、他のライン（例えば、クロックラインやバイアス供給
ライン等）も接続されるが、図２ではこれらについて省略する。
【００４１】
　又、出力信号線４－１～４－ｍのそれぞれには、定電流源６－１～６－ｍが接続される
とともに、信号線４－１～４－ｍのそれぞれを介して与えられる画素Ｇ11～Ｇmnから与え
られる映像信号とノイズ信号をサンプルホールドする選択回路７－１～７－ｍが設けられ
る。そして、補正回路８に選択回路７－１～７－ｍから映像信号及びノイズ信号が順に送
出されると、この補正回路８で補正処理が行われて、ノイズ除去された映像信号が外部に
出力される。尚、定電流源６－１～６－ｍの一端に直流電圧ＶPSが印加される。
【００４２】
　更に、垂直走査回路１及び水平走査回路２にはタイミングジェネレータ９が接続されて
おり、タイミングジェネレータ９からの指示に基づいて垂直走査回路１、水平走査回路２
、選択回路７－１～７－ｍ、及び補正回路８がそれぞれ所定のタイミングで動作する。こ
のタイミングジェネレータ９は、ＣＭＯＳプロセスにより画素部と同じチップ上に形成さ
れていてもよい。又、図示しない、各部へ所定の電圧を供給する電圧制御部や電圧レギュ
レータが更に形成されていてもよい。そして、タイミングジェネレータ９や電圧制御部や
電圧レギュレータなどを固体撮像装置１０１と別体としても構わない。
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【００４３】
　このような固体撮像装置１０１において、画素Ｇab（ａ：１≦ａ≦ｍの自然数、ｂ：１
≦ｂ≦ｎの自然数）からの出力となる映像信号及びノイズ信号が、それぞれ、出力信号線
４－ａを介して出力されるとともに、この出力信号線４－ａに接続された定電流源７－ａ
によって増幅される。そして、画素Ｇabから出力された映像信号及びノイズ信号が順番に
選択回路７－ａに送出されるとともに、この選択回路７－ａにおいて、送出された映像信
号及びノイズ信号がサンプルホールドされる。
【００４４】
　その後、選択回路７－ａより、サンプルホールドされた映像信号が補正回路８に送出さ
れた後、同じくサンプルホールドされたノイズ信号が補正回路８に送出される。補正回路
８では、選択回路７－ａより与えられた映像信号を、同じく選択回路７－ａより与えられ
たノイズ信号に基づいて補正処理して、ノイズ除去した映像信号を外部に出力する。尚、
選択回路７－１～７－ｍ及び補正回路８それぞれの構成の一例として、本出願人が特開平
２００１－２２３９４８号公報において提示した構成などが挙げられる。又、選択回路７
－１～７－ｍの構成位置に、補正回路を設けるようにしても構わない。
【００４５】
　尚、上述した構成及び動作は、以下に示す各実施形態で共通の構成及び動作である。
【００４６】
　＜第１の実施形態＞
　図２に示した構成の固体撮像装置１０１内に設けられる画素に適用される第１の実施形
態について、図面を参照して説明する。図３は、本実施形態における固体撮像装置の画素
の構成を示す回路図である。尚、図３の構成において、図１の画素構成と同一の部分及び
素子については同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。
【００４７】
　図３に示す画素は、Ｐ型層１０とＮ型埋込層１１とによって構成される埋込型フォトダ
イオードＰＤに隣接する領域の表面に絶縁膜１４を介してゲート電極１５を形成して制御
ゲートＣＧが構成されるとともに、更にこの制御ゲートＣＧの構成された領域に隣接した
領域にＮ型浮遊拡散層ＦＤ１が構成される。即ち、Ｐ型ウェル層又はＰ型サブストレート
において、埋込型フォトダイオードＰＤを中心として、転送ゲートＴＧと制御ゲートＣＧ
とが対照な位置に形成されるとともに、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤ，ＦＤ１が対照な位置に形成
される。
【００４８】
　そして、浮遊拡散層ＦＤ１に直流電圧ＶPDが印加されるとともに、制御ゲートＣＧに直
流電圧ＶPDよりも低い直流電圧ＶＭが常に印加される。この直流電圧ＶＭが印加されるこ
とによって、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤ１と埋込フォトダイオードＰＤのＮ型埋込層１１と制御
ゲートＣＧとによって構成されるＮチャネルのＭＯＳトランジスタＴ５に、埋込型フォト
ダイオードＰＤにより発生する光電荷量がある値より大きくなるときに、サブスレッショ
ルド領域で動作させることができる。即ち、所定の入射光量までは線形変換動作させ、そ
れ以上の入射光量になると対数変換動作に切り換えることができる。そして、直流電圧Ｖ
Ｍの値を変化させることによって、埋込型フォトダイオードＰＤとＭＯＳトランジスタＴ
５とによる光電変換動作が線形変換動作から対数変換動作に切りかわる変極点の位置を変
えることができる。このように構成される画素の動作例について、以下に説明する。
【００４９】
１．第１の動作例
　図３のような構成の画素の第１の動作例について、図４～図６を参照して説明する。図
４は、本実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動作例を説明するための各信号の
状態を示すタイミングチャートである。又、図５及び図６は、本実施形態の画素における
各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。尚、本動作例においては、１行ごとに
順次撮像動作（露光動作）を行うローリングシャッター方式を採用する。
【００５０】
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　まず、信号φＲＳ、φＶがローとされてＭＯＳトランジスタＴ２，Ｔ４がＯＦＦとされ
る。このとき、信号φＴＸをローとすることで、図５（ａ）のように、転送ゲートＴＧの
ポテンシャル（電位）を低い値とする。又、制御ゲートＣＧには、埋込型フォトダイオー
ドＰＤのポテンシャルと転送ゲートＴＧのポテンシャルの間の適切な値（ここではＶＭ）
を印加する。そして、埋込型フォトダイオードＰＤにおいて光が入射されると、その入射
光量に応じた光電荷が発生して、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積されて、埋込型フォ
トダイオードＰＤのポテンシャルが変化する。
【００５１】
　ここで、被写体の輝度が低いとき、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷量
に応じてポテンシャルが低くなる。即ち、埋込型フォトダイオードＰＤに現れるポテンシ
ャルが、入射光量の積分値に対して線形的に比例した値となる。又、被写体の輝度が高い
とき、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルが低くなって制御ゲートＣＧのポテン
シャルとの差が閾値に近づくと、図５（ｂ）のように、制御ゲートＣＧを含むＭＯＳトラ
ンジスタＴ５がサブスレッショルド領域で動作し、電流が流れる。よって、埋込型フォト
ダイオードＰＤに現れるポテンシャルが光電変換で発生する電流の対数値に比例するよう
に変化する。
【００５２】
　このようにして埋込型フォトダイオードＰＤにおいて光電変換動作が行われる間、信号
φＲＳをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ２をＯＮとすると、ＭＯＳトランジスタＴ２の
ゲート領域で構成されるリセットゲートＲＧのポテンシャルが高くなり、図５（ｃ）のよ
うに、直流電圧ＶPDの値と同等となる。よって、ＭＯＳトランジスタＴ１のドレインとな
るＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルがリセットされる。
【００５３】
　このようにして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのリセットを行うと、信号φＲＳをローとしてＭ
ＯＳトランジスタＴ２をＯＦＦとする。そして、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳトラ
ンジスタＴ４のゲートに与えて、ＭＯＳトランジスタＴ４をＯＮとする。そして、ＭＯＳ
トランジスタＴ３によって、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに現れるポテンシャルに応じた電流が増
幅され、ＭＯＳトランジスタＴ４を介して出力信号線４に出力される。このとき、出力信
号線４には、このＭＯＳトランジスタＴ３が定電流源６－ｋ（ｋは、１≦ｋ≦ｍの自然数
）とでソースフォロア回路を構成するため、ＭＯＳトランジスタＴ３を流れる電流に応じ
た電圧信号がノイズ信号として現れる。そして、このノイズ信号が選択回路７－ｋに格納
される。
【００５４】
　そして、信号φＶをローとしてＭＯＳトランジスタＴ４をＯＦＦとした後、信号φＴＸ
をハイとして、ＭＯＳトランジスタＴ１をＯＮとする。即ち、転送ゲートＴＧのポテンシ
ャルを図６（ａ）のように高くして、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷を
Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに転移させる。よって、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルが低くな
って、埋込型フォトダイオードＰＤで発生して蓄積された光電荷（埋込型フォトダイオー
ドＰＤにおけるポテンシャル）に応じた値に変化する。
【００５５】
　その後、信号φＴＸをローとすることで図６（ｂ）のように転送ゲートＴＧのポテンシ
ャルを低くして、埋込型フォトダイオードＰＤからの光電荷の転移を禁止するとともに、
Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰＤにおけるポテンシャルを保持させる。
このようにして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを埋込型フォトダイオードＰＤでの
入射光量に応じたポテンシャルに変化させた後、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳトラ
ンジスタＴ４のゲートに与えることで、入射光量に応じた電圧信号を映像信号として出力
信号線４に出力する。
【００５６】
　即ち、ＭＯＳトランジスタＴ３のゲートに、入射光量に対して線形変換又は対数変換さ
れた電圧が与えられ、この電圧に応じた電流がＭＯＳトランジスタＴ３よりＭＯＳトラン



(10) JP 4581792 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

ジスタＴ４を介して出力信号線４を通じて流れることで、入射光量に対して線形変換又は
対数変換された映像信号が出力される。又、信号φＴＸをローとして図６（ｂ）のような
ポテンシャル状態とすることで、埋込型フォトダイオードＰＤの光電荷がＮ型浮遊拡散層
ＦＤへの転移が禁止されて次の撮像動作が開始され、埋込型フォトダイオードＰＤで発生
した光電荷が蓄積される。
【００５７】
　以上の動作は各行に含まれる複数画素に対して同時に行われ、この動作を順次各行に対
して行うことで１フレームの画像を得ることができる。本例では、映像信号を読み出す前
にノイズ信号を読み出すようにしているため、両者の差をとることによりＫＴＣ雑音の除
去された映像信号を得ることができる。
【００５８】
２．第２の動作例
　図３のような構成の画素の第２の動作例について、図５～図７を参照して説明する。図
７は、本実施形態の固体撮像装置における画素の第２の動作例を説明するための各信号の
状態を示すタイミングチャートである。尚、本動作例においては、１フレーム全ての画素
を同時に露光動作させるグローバルシャッター方式を採用する。
【００５９】
　まず、図７（ａ）によって全画素を垂直ブランク期間で同時に撮像動作させる際の各信
号の変遷について説明する。このとき、図７（ａ）における信号φＲＳ、φＴＸのタイミ
ングを、固体撮像装置を構成する全画素に対して同一のタイミングとする。そして、まず
、信号φＴＸ、φＲＳをローとして、ＭＯＳトランジスタＴ１，Ｔ２をＯＦＦとして、埋
込型フォトダイオードＰＤでの露光動作を開始する。よって、フォトダイオードＰＤでは
、入射光量に応じて光電荷を蓄積し、そのポテンシャルが図５（ａ）又は図５（ｂ）のよ
うに変化する。
【００６０】
　その後、信号φＴＸをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ１をＯＮとすると、転送ゲート
ＴＧを介して、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷がＮ型浮遊拡散層ＦＤに
転移し、図６（ａ）のように、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルが入射光量に応じたポ
テンシャルに変化する。そして、信号φＴＸをローとすることで図６（ｂ）のように転送
ゲートＴＧのポテンシャルを低くして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰ
Ｄにおけるポテンシャルを保持させる。又、信号φＴＸをローとすることで、埋込型フォ
トダイオードＰＤの光電荷がＮ型浮遊拡散層ＦＤへの転移が禁止され、埋込型フォトダイ
オードＰＤで露光動作が開始し、次の撮像動作が開始される。
【００６１】
　このようにして、垂直ブランク期間で全画素の撮像動作が行われ、図６（ｂ）のように
してＮ型浮遊拡散層ＦＤにおいて入射光量に応じたポテンシャルが保持されると、固体撮
像装置の各行毎に与える信号φＲＳ、φＶを水平ブランク期間毎に図７（ｂ）のように変
遷することで、映像信号とノイズ信号が各行毎に順次出力される。尚、この映像信号及び
ノイズ信号の読み出しを行うとき、信号φＴＸはローのままである。このとき、まず、ハ
イとなるパルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲートに与えることで、入射光量に
応じた電圧信号を映像信号として出力信号線４に出力する。
【００６２】
　その後、信号φＶをローとした後、信号φＲＳをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ２を
ＯＮとして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに蓄積された電荷を再結合し、図５（ｃ）のように、Ｎ
型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを初期化する。そして、信号φＲＳをローとした後に、
パルス信号φＶをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ４をＯＮとすることで、初期化された
Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルに応じた電圧信号をノイズ信号として出力信号線４に
出力する。このように本例においては、メカシャッター１０９などの機械的手段を用いる
ことなく電子的にグローバルシャッターを実現することができる。
【００６３】



(11) JP 4581792 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

３．第３の動作例
　図３のような構成の画素の第３の動作例について、図５、図８、及び図９を参照して説
明する。図８は、本実施形態の固体撮像装置における画素の第３の動作例を説明するため
の各信号の状態を示すタイミングチャートである。又、図９は、本実施形態の画素におけ
る各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【００６４】
　尚、本動作例においては、機械的なメカシャッター１０９（図２９）を併用して１フレ
ーム全ての画素を同時に露光動作させるグローバルリセット方式を採用する。即ち、本動
作例では、メカシャッター制御部１１０によってメカシャッター１０９を開閉制御するこ
とで、固体撮像装置への光の入射及び遮光を切り換えるように制御することができる。又
、本動作例では、上述の第１及び第２の動作例と異なり、制御ゲートＣＧに信号φＣＸが
与えられる。この信号φＣＸは、２値の電圧値であり、他の信号のローと等しい電圧値Ｖ
Ｌと、上述の電圧値ＶＭとの間で切り換えられる。
【００６５】
　まず、図８（ａ）によって全画素を垂直ブランク期間で同時に撮像動作させる際の各信
号の変遷について説明する。このとき、図８（ａ）における信号φＣＸ、φＴＸのタイミ
ングを、固体撮像装置を構成する全画素に対して同一のタイミングとする。そして、まず
、信号φＴＸをローとするとともに信号φＣＸの電圧値をＶＬとして、ＭＯＳトランジス
タＴ１，Ｔ５をＯＦＦとする。そして、メカシャッター１０９を開いて固体撮像装置に外
部から光を入射すると同時に、信号φＣＸの電圧値をＶＬからＶＭに切り換えて、埋込型
フォトダイオードＰＤでの露光動作を開始する。よって、フォトダイオードＰＤでは、入
射光量に応じて光電荷を蓄積し、そのポテンシャルが図５（ａ）又は図５（ｂ）のように
変化する。
【００６６】
　その後、露光動作が行われて所定期間が経過すると、メカシャッター１０９を閉じて固
体撮像装置に光が入射しないように遮光すると同時に、信号φＣＸの電圧値をＶＭからＶ
Ｌに切り換えて、埋込型フォトダイオードＰＤで発生した光電荷がＮ型浮遊拡散層ＦＤ１
に転移することを禁止させる。このようにすることで、図９（ａ）のように、埋込型フォ
トダイオードＰＤにおいて、メカシャッター１０９が開いた期間に露光された入射光量に
応じたポテンシャルを保持する。
【００６７】
　このようにして、垂直ブランク期間で全画素の撮像動作が行われ、図９（ａ）のように
埋込型フォトダイオードＰＤに入射光量に応じたポテンシャルが保持されると、固体撮像
装置の各行毎に与える信号φＴＸ、φＲＳ、φＶを水平ブランク期間毎に図８（ｂ）のよ
うに変遷することで、映像信号とノイズ信号が各行毎に順次出力される。即ち、まず、信
号φＲＳをハイとし、ＭＯＳトランジスタＴ２をＯＮとして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに蓄積
された電荷を再結合し、図９（ｂ）のように、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを初期
化する。
【００６８】
　このようにＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを初期化すると、信号φＲＳをローとし
た後に、パルス信号φＶを与えてＭＯＳトランジスタＴ４をＯＮとすることで、初期化さ
れたＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルに応じた電圧信号をノイズ信号として出力信号線
４に出力する。その後、信号φＴＸをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ１をＯＮとして、
埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷をＮ型浮遊拡散層ＦＤに転移させて、図
９（ｃ）のように、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを入射光量に応じたポテンシャル
へと変化させる。
【００６９】
　そして、信号φＴＸをローとすることで図９（ｄ）のように転送ゲートＴＧのポテンシ
ャルを低くして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰＤにおけるポテンシャ
ルを保持させる。このようにしてＮ型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰＤにお
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けるポテンシャルを保持させると、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４
のゲートに与えることで、入射光量に応じた電圧信号を映像信号として出力信号線４に出
力する。
【００７０】
　本実施形態のように構成することで、１つのＭＯＳトランジスタを追加した構成とする
ことで、簡単に線形変換動作と対数変換動作とを切り換えて撮像動作を行うことができる
固体撮像装置を構成することができる。よって、回路構成を大きく変更することなく、そ
のダイナミックレンジの広い固体撮像装置を構成することができる。
【００７１】
　＜第２の実施形態＞
　図２に示した構成の固体撮像装置１０１内に設けられる画素に適用される第２の実施形
態について、図面を参照して説明する。このとき、本実施形態における固体撮像装置の画
素の構成は、図１のような構成である。即ち、本実施形態における固体撮像装置の画素構
成では、第１の実施形態の画素構成から、制御ゲートＣＧを構成する絶縁膜１４及びゲー
ト電極１５と、直流電圧ＶPDが印加されたＮ型浮遊拡散層ＦＤ１とが省かれた構成となる
。
【００７２】
　本実施形態における固体撮像装置を構成する各画素では、図２９に示したタイミングチ
ャートとは異なり、転送ゲートＴＧに与える信号φＴＸが、ハイ、ローの２値でなく３値
の電圧値の間で変化させる信号である。尚、本実施形態において、第１の実施形態におけ
るハイ、ローに相当する電圧値をＶＨ、ＶＬとし、又、この電圧値ＶＨ、ＶＬの間となる
電圧値をＶＭとする。この電圧値ＶＭは、第１の実施形態における制御ゲートＣＧに与え
る電圧値ＶＭと同一である。よって、信号φＴＸの電圧値ＶＭを適切な値に設定すること
で入射光量に応じて光電変換動作を線形変換動作と対数変換動作とに切りかわるようにす
ることができる。又、信号φＴＸの電圧値ＶＭを変化させることで、埋込型フォトダイオ
ードＰＤとＭＯＳトランジスタＴ１とによる光電変換動作が線形変換動作から対数変換動
作に切りかわる変極点の位置を変えることができる。以下に、本実施形態の固体撮像装置
における画素の動作例を説明する。
【００７３】
１．第１の動作例
　本実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動作例について、図１０～図１２を参
照して説明する。図１０は、本実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動作例を説
明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。又、図１１及び図１２は、
本実施形態の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。尚、本動作
例においては、１行ごとに露光動作を行うローリングシャッター方式を採用する。
【００７４】
　まず、第１の実施形態と同様、信号φＶがローとされてＭＯＳトランジスタＴ４がＯＦ
Ｆとされる。そして、信号φＴＸの電圧値をＶＭとし、更に、信号φＲＳをハイとする。
このようにすることで、転送ゲートＴＧのポテンシャルを埋込型フォトダイオードＰＤに
おけるポテンシャルよりも低い値とするとともに、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを
リセットゲートＲＧを通じて直流電圧ＶPDと同等のポテンシャルとする。尚、転送ゲート
ＴＧに現れるポテンシャルは、第１の実施形態における制御ゲートＣＧに現れるポテンシ
ャルと同等の値であり、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルとリセットゲートＲ
Ｇのポテンシャルの間の値となる。
【００７５】
　そして、埋込型フォトダイオードＰＤにおいて光が入射されると、第１の実施形態と同
様、その入射光量に応じた光電荷が発生して、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積されて
、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルが変化する。ここで、被写体の輝度が低い
とき、埋込型フォトダイオードＰＤに光電荷が蓄積されて、図１１（ａ）のように、埋込
型フォトダイオードＰＤのポテンシャルが入射光量の積分値に対して線形的に変化する。
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又、被写体の輝度が高いとき、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルが低くなって
転送ゲートＴＧのポテンシャルとの差が閾値に近づくと、図１１（ｂ）のように、転送ゲ
ートＴＧを含むＭＯＳトランジスタＴ１がサブスレッショルド領域で動作し、電流が流れ
る。よって、埋込型フォトダイオードＰＤに現れるポテンシャルが光電変換で発生する電
流の対数値に比例するように変化する。
【００７６】
　このようにして埋込型フォトダイオードＰＤにおいて光電変換動作が行われるとともに
信号φＲＳをハイとしている間に、ハイとなるパルス信号φＶがＭＯＳトランジスタＴ４
のゲートに与えられて、ＭＯＳトランジスタＴ４がＯＮとされる。このとき、ＭＯＳトラ
ンジスタＴ２がＯＮであるため、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルが初期化されている
。よって、ＭＯＳトランジスタＴ４がＯＮとされることで、初期化されたＮ型浮遊拡散層
ＦＤのポテンシャルに応じた電圧信号をノイズ信号として出力信号線４に出力する。
【００７７】
　そして、信号φＶをローとした後に、信号φＲＳをローとしてＭＯＳトランジスタＴ４
をＯＦＦとして、図１１（ｃ）のように、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを浮遊状態
にする。その後、信号φＴＸの電圧値をＶＨに切り換えることによって、図１２（ａ）の
ように、転送ゲートＴＧのポテンシャルを高くして、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積
された光電荷をＮ型浮遊拡散層ＦＤに転移させる。よって、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテン
シャルが、埋込型フォトダイオードＰＤにおけるポテンシャルに応じた値に変化する。
【００７８】
　そして、信号φＴＸの電圧値をＶＬに切り換えることによって、図１２（ｂ）のように
、転送ゲートＴＧのポテンシャルを低くして、埋込型フォトダイオードＰＤからの光電荷
の転移を禁止するとともに、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰＤにおける
ポテンシャルを保持させる。その後、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ
４のゲートに与えることで、入射光量に応じた電圧信号を映像信号として出力信号線４に
出力する。
【００７９】
　このように映像信号を出力した後、信号φＶをローとする。そして、信号φＴＸの電圧
値をＶＭに切り換えた後に、信号φＲＳをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ２をＯＮとす
る。このようにして、埋込型フォトダイオードＰＤ及び転送ゲートＴＧ及びＮ型浮遊拡散
層ＦＤそれぞれのポテンシャル状態を図１１（ａ）のような関係とすることで、次の撮像
動作が開始される。
【００８０】
２．第２の動作例
　本実施形態の固体撮像装置における画素の第２の動作例について、図１１～図１４を参
照して説明する。図１３は、本実施形態の固体撮像装置における画素の第２の動作例を説
明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。又、図１４は、本実施形態
の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。尚、本動作例において
は、１フレーム全ての画素を同時に露光動作させるグローバルシャッター方式を採用する
。
【００８１】
　まず、図１３（ａ）によって全画素を垂直ブランク期間で同時に撮像動作させる際の各
信号の変遷について説明する。このとき、図１３（ａ）における信号φＲＳ、φＴＸのタ
イミングを、固体撮像装置を構成する全画素に対して同一のタイミングとする。そして、
まず、信号φＴＸの電圧値をＶＬとするとともに信号φＲＳをローとして、ＭＯＳトラン
ジスタＴ１，Ｔ２をＯＦＦとした状態から、信号φＲＳをハイとしてＭＯＳトランジスタ
Ｔ２をＯＮとする。よって、図１４（ａ）のように、リセットゲートＲＧのポテンシャル
を高くすることで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを初期化する。
【００８２】
　その後、信号φＴＸの電圧値をＶＨに切り換えることで、図１４（ｂ）のように転送ゲ
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ートＴＧのポテンシャルを高くして、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルを初期
化する。このようにＮ型浮遊拡散層ＦＤ及び埋込型フォトダイオードＰＤそれぞれの初期
化を行った後、信号φＴＸの電圧値をＶＭに切り換えて、埋込型フォトダイオードＰＤ、
Ｎ型浮遊拡散層ＦＤ、転送ゲートＴＧ及びリセットゲートＲＧそれぞれのポテンシャル状
態を図１１（ａ）のような関係にして、埋込型フォトダイオードＰＤでの露光動作を開始
する。よって、フォトダイオードＰＤでは、入射光量に応じて光電荷を蓄積し、そのポテ
ンシャルが蓄積電荷に応じて図１１（ａ）又は図１１（ｂ）のように変化する。
【００８３】
　このようにして露光動作が行われて所定期間が経過すると、信号φＲＳをローとしてＭ
ＯＳトランジスタＴ２をＯＦＦとして、図１１（ｃ）のようにリセットゲートＲＧのポテ
ンシャルを低くし、更に、信号φＴＸの電圧値をＶＨとして、図１２（ａ）のように転送
ゲートＴＧのポテンシャルを高くする。よって、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積され
た光電荷がＮ型浮遊拡散層ＦＤに転移し、図１２（ａ）のように、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤの
ポテンシャルが入射光量に応じたポテンシャルに変化する。そして、信号φＴＸの電圧値
をＶＬとすることで図１２（ｂ）のように転送ゲートＴＧのポテンシャルを低くして、Ｎ
型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰＤにおけるポテンシャルを保持させる。
【００８４】
　このようにして、垂直ブランク期間で全画素の撮像動作が行われ、図１２（ｂ）のよう
にしてＮ型浮遊拡散層ＦＤに入射光量に応じたポテンシャルが保持されると、固体撮像装
置の各行毎に与える信号φＲＳ、φＶを水平ブランク期間毎に図１３（ｂ）のように変遷
することで、映像信号とノイズ信号が各行毎に順次出力される。尚、この映像信号及びノ
イズ信号の読み出しを行うとき、信号φＴＸの電圧値はＶＬのままである。このとき、第
１の実施形態における第２の動作例と同様（図７（ｂ）参照）、まず、ハイとなるパルス
信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲートに与えて映像信号を出力する。そして、信号
φＲＳをハイとしてＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを初期化した後、再びハイとなる
パルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲートに与えてノイズ信号を出力する。
【００８５】
３．第３の動作例
　本実施形態の固体撮像装置における画素の第３の動作例について、図１１、図１２、図
１４、及び図１５を参照して説明する。図１５は、本実施形態の固体撮像装置における画
素の第３の動作例を説明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。尚、
本動作例においては、機械的なメカシャッター１０９（図２９）を併用して１フレーム全
ての画素を同時に露光動作させるグローバルリセット方式を採用する。
【００８６】
　まず、図１５（ａ）によって全画素を垂直ブランク期間で同時に撮像動作させる際の各
信号の変遷について説明する。このとき、図１５（ａ）における信号φＲＳ、φＴＸのタ
イミングを、固体撮像装置を構成する全画素に対して同一のタイミングとする。そして、
まず、信号φＴＸの電圧値をＶＬとするとともに信号φＲＳをローとして、ＭＯＳトラン
ジスタＴ１，Ｔ２をＯＦＦとするとともに、メカシャッター１０９を閉じた状態とする。
その後、信号φＲＳをハイとして、図１４（ａ）のようにリセットゲートＲＧのポテンシ
ャルを高くした後、信号φＴＸの電圧値をＶＨとして、図１４（ｂ）のように転送ゲート
ＴＧのポテンシャルを高くする。このようにすることで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤ及び埋込型
フォトダイオードＰＤそれぞれの初期化を行う。
【００８７】
　そして、信号φＴＸの電圧値をＶＭとして埋込型フォトダイオードＰＤ、Ｎ型浮遊拡散
層ＦＤ、転送ゲートＴＧ及びリセットゲートＲＧそれぞれのポテンシャル状態を図１１（
ａ）のような関係にするとともにメカシャッター１０９を開く。このようにして、メカシ
ャッター１０９を開いて固体撮像装置に外部から光を入射すると同時に、信号φＴＸの電
圧値をＶＭに切り換えて埋込型フォトダイオードＰＤでの露光動作を開始する。よって、
フォトダイオードＰＤでは、入射光量に応じて光電荷を蓄積し、そのポテンシャルが蓄積
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電荷に応じて図１１（ａ）又は図１１（ｂ）のように変化する。そして、露光動作が行わ
れて所定期間が経過すると、メカシャッター１０９を閉じて固体撮像装置に光が入射しな
いように遮光し、それとともに信号φＴＸの電圧値をＶＬとする。
【００８８】
　このようにして、垂直ブランク期間で全画素の撮像動作が行われると、固体撮像装置の
各行毎に与える信号φＴＸ、φＲＳ、φＶを水平ブランク期間毎に図１５（ｂ）のように
変遷することで、映像信号とノイズ信号が各行毎に順次出力される。即ち、まず、ハイと
なるパルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲートに与えてノイズ信号を出力する。
尚、信号φＶをハイとするまで、信号φＲＳはハイのままであり、又、信号φＴＸの電圧
値はＶＬとされたままである。その後、信号φＲＳをローとして、図１４（ｃ）のように
、リセットゲートＲＧのポテンシャルを低くする。
【００８９】
　次に、信号φＴＸの電圧値をＶＨとして、図１２（ａ）のように、転送ゲートＴＧのポ
テンシャルを高くすることで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを入射光量に応じたポ
テンシャルに変化させる。そして、信号φＴＸの電圧値をＶＬとして、図１２（ｂ）のよ
うに、転送ゲートＴＧのポテンシャルを低くすることで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに入射光量
に応じたポテンシャルを保持させる。このようにＮ型浮遊拡散層ＦＤに入射光量に応じた
ポテンシャルを保持させると、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲ
ートに与えて映像信号を出力する。
【００９０】
　本実施形態のように構成することで、固体撮像装置内の各画素をＭＯＳトランジスタＴ
１～Ｔ４の４つのＭＯＳトランジスタで構成することができる。よって、その回路構成を
小型化することができ、開口率を向上することができる。
【００９１】
　＜第３の実施形態＞
　図２に示した構成の固体撮像装置１０１内に設けられる画素に適用される第３の実施形
態について、図面を参照して説明する。このとき、本実施形態における固体撮像装置の画
素の構成は、第２の実施形態と同様、図１のような構成である。
【００９２】
　本実施形態における固体撮像装置を構成する各画素において、第２の実施形態と同様、
転送ゲートＴＧに与える信号φＴＸが３値の電圧値の間で変化させる信号である。しかし
ながら、第２の実施形態とは異なり、転送動作を行うときに与える信号φＴＸの値が、電
圧値ＶＨ，ＶＭの間の電圧値となるＶＨｘとされる。即ち、第２の実施形態においては、
埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷をＮ型浮遊拡散層ＦＤに転送させるとき
、図１２（ａ）のように、転送ゲートＴＧのポテンシャルを十分に高くして、埋込型フォ
トダイオードＰＤに蓄積された光電荷をＮ型浮遊拡散層ＦＤに完全に転送させる。それに
対して、本実施形態では、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに完全に転送させるのではなく、埋込型フ
ォトダイオードＰＤに光電荷を残留させた状態で転送動作を行う。以下に、本実施形態の
固体撮像装置における画素の動作例を説明する。尚、以下の各動作例において、転送動作
以外は第２の実施形態と同様の動作を行う。よって、以下では、この転送動作について詳
細に説明する
【００９３】
１．第１の動作例
　本実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動作例について、図１１、図１６、図
１７を参照して説明する。図１６は、本実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動
作例を説明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。又、図１７は、本
実施形態の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。尚、本動作例
においては、１行ごとに露光動作を行うローリングシャッター方式を採用している。
【００９４】
　まず、第２の実施形態と同様、信号φＴＸの電圧値をＶＭとするとともに信号φＲＳを
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ハイとした状態として、図１１（ａ）のように、転送ゲートＴＧのポテンシャルを埋込型
フォトダイオードＰＤにおけるポテンシャルよりも低い値とするとともに、Ｎ型浮遊拡散
層ＦＤのポテンシャルをリセットゲートＲＧを通じて直流電圧ＶPDと同等のポテンシャル
とする。このとき、転送ゲートＴＧのポテンシャルＶｔｇ１は、転送ゲートＴＧの閾値に
応じて各画素毎にばらついた値となる。
【００９５】
　この状態で埋込型フォトダイオードＰＤに光が入射されるため、埋込型フォトダイオー
ドＰＤにおいて光電荷が発生する。よって、低輝度の光が入射されたときは、図１１（ａ
）のように、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルが入射光量の積分値に対して線
形的に変化し、又、高輝度の光が入射されたときは、図１１（ｂ）のように、埋込型フォ
トダイオードＰＤに現れるポテンシャルが光電変換で発生する電流の対数値に比例するよ
うに変化する。このとき、ハイとなるパルス信号φＶが与えられて、ＭＯＳトランジスタ
Ｔ４がＯＮとされることで、初期化されたＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルに応じた電
圧信号をノイズ信号として出力信号線４に出力する。
【００９６】
　その後、信号φＲＳをローとしてＭＯＳトランジスタＴ４をＯＦＦとすることで、図１
１（ｃ）のように、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを浮遊状態にした後、信号φＴＸ
の電圧値をＶＭからＶＨｘに切り換える。このように、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘとす
ることによって、図１７（ａ）のように、転送ゲートＴＧのポテンシャルを高くして、埋
込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷をＮ型浮遊拡散層ＦＤに転移させる。よっ
て、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルが、埋込型フォトダイオードＰＤにおけるポテン
シャルに応じた値に変化する。このとき、第２の実施形態において与える電圧値ＶＨと比
べて低い電圧値ＶＨｘが、信号φＴＸの電圧値として与えられる。
【００９７】
　そのため、図１７（ａ）に示す転送ゲートＴＧのポテンシャルが、第２の実施形態にお
ける図１２（ａ）に示す光電荷を完全に転移したときの埋込型フォトダイオードＰＤのポ
テンシャルよりも低い値に設定される。よって、図１７（ａ）のように、埋込型フォトダ
イオードＰＤは、転送ゲートＴＧのポテンシャルまで光電荷を蓄積した状態となる。そし
て、このときの転送ゲートＴＧのポテンシャルＶｔｇ２は、撮像動作を行うために信号φ
ＴＸの電圧値をＶＭとしたときのポテンシャルＶｔｇ１と同様、転送ゲートＴＧの閾値に
応じて各画素毎にばらついた値となる。
【００９８】
　即ち、撮像時の転送ゲートＴＧのポテンシャルＶｔｇ１の各画素におけるバラツキと、
転送時の転送ゲートＴＧのポテンシャルＶｔｇ２の各画素におけるバラツキとが等しく現
れるため、転送時と撮像時との転送ゲートＴＧのポテンシャルの差が全画素Ｇ11～Ｇmnで
等しい値となる。その結果、画素Ｇ11～Ｇmnそれぞれに入射される光の輝度値が同一とな
るとき、画素Ｇ11～Ｇmnそれぞれにおいて、埋込型フォトダイオードＰＤより浮遊拡散層
ＦＤに転移される光電荷量が等しくなる。そのため、各画素の転送ゲートＴＧにおける閾
値バラツキに基づく固定パターンノイズ（ＦＰＮ）を、浮遊拡散層ＦＤへの転送動作時に
解消することができる。
【００９９】
　このようにして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを、埋込型フォトダイオードＰＤ
におけるポテンシャルに応じた値に変化させると、信号φＴＸの電圧値をＶＬに切り換え
て、図１７（ｂ）のように、転送ゲートＴＧのポテンシャルを低くして、埋込型フォトダ
イオードＰＤからの光電荷の転移を禁止するとともに、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォ
トダイオードＰＤにおけるポテンシャルを保持させる。その後、ハイとなるパルス信号φ
ＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲートに与えることで、入射光量に応じた電圧信号を映像
信号として出力信号線４に出力する。
【０１００】
２．第２の動作例
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　本実施形態の固体撮像装置における画素の第２の動作例について、図１１、図１４、図
１７～１９を参照して説明する。図１８は、本実施形態の固体撮像装置における画素の第
２の動作例を説明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。又、図１９
は、本実施形態の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。尚、本
動作例においては、１フレーム全ての画素を同時に露光動作させるグローバルシャッター
方式を採用する。
【０１０１】
　まず、図１８（ａ）によって全画素を垂直ブランク期間で同時に撮像動作させる際の各
信号の変遷について説明する。このとき、図１８（ａ）における信号φＲＳ、φＴＸのタ
イミングを、固体撮像装置を構成する全画素に対して同一のタイミングとする。そして、
まず、信号φＴＸの電圧値をＶＬとするとともに信号φＲＳをローとした状態から、信号
φＲＳをハイとして、図１４（ａ）のように、リセットゲートＲＧのポテンシャルを高く
することで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを初期化する。
【０１０２】
　その後、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘに切り換えることで、図１９のように転送ゲート
ＴＧのポテンシャルを高くして、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルを初期化す
る。このとき、第１の動作例と同様、信号φＴＸの電圧値がＶＨｘであるため、このとき
の転送ゲートＴＧのポテンシャルＶｔｇ２が、各画素毎の閾値バラツキに応じた値となる
。よって、埋込型フォトダイオードＰＤにはこの転送ゲートＴＧのポテンシャルＶｔｇ２
まで光電荷が蓄積された状態となる。このようにＮ型浮遊拡散層ＦＤ及び埋込型フォトダ
イオードＰＤそれぞれの初期化を行った後、信号φＴＸの電圧値をＶＭに切り換えること
で、図１１（ａ）のようなポテンシャル状態として、埋込型フォトダイオードＰＤでの露
光動作を開始する。よって、埋込型フォトダイオードＰＤでは、入射光量に応じて光電荷
を蓄積し、そのポテンシャルが蓄積電荷に応じて図１１（ａ）又は図１１（ｂ）のように
変化する。
【０１０３】
　このようにして露光動作が行われて所定期間が経過すると、信号φＲＳをローとして図
１１（ｃ）のようにリセットゲートＲＧのポテンシャルを低くし、更に、信号φＴＸの電
圧値をＶＨｘとして、図１７（ａ）のように転送ゲートＴＧのポテンシャルを高くするこ
とで、第１の動作例と同様、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷をＮ型浮遊
拡散層ＦＤに転移させる。よって、図１７（ａ）のように、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテン
シャルが入射光量に応じたポテンシャルに変化する。
【０１０４】
　そして、信号φＴＸの電圧値をＶＬとすることで図１７（ｂ）のように転送ゲートＴＧ
のポテンシャルを低くして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに埋込型フォトダイオードＰＤにおける
ポテンシャルを保持させる。このとき、転送動作時の転送ゲートＴＧのポテンシャルＶｔ
ｇ２が転送ゲートＴＧの閾値に応じた値とされるため、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに保持される
埋込型フォトダイオードＰＤにおけるポテンシャルは、第１の動作例で説明したように、
各画素毎の閾値バラツキが解消された値となる。
【０１０５】
　このようにして、垂直ブランク期間で全画素の撮像動作が行われ、図１７（ｂ）のよう
にしてＮ型浮遊拡散層ＦＤに入射光量に応じたポテンシャルが保持されると、固体撮像装
置の各行毎に与える信号φＲＳ、φＶを水平ブランク期間毎に図１８（ｂ）のように変遷
させて、映像信号とノイズ信号が出力される。この各行毎に映像信号及びノイズ信号が順
次出力されるときの動作については、第２の実施形態と同様であるため、その詳細な説明
については省略する。
【０１０６】
３．第３の動作例
　本実施形態の固体撮像装置における画素の第３の動作例について、図１１、図１４、図
１７、図１９、図２０を参照して説明する。図２０は、本実施形態の固体撮像装置におけ
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る画素の第３の動作例を説明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。
尚、本動作例においては、機械的なメカシャッター１０９（図２９）を併用して１フレー
ム全ての画素を同時に露光動作させるグローバルリセット方式を採用する。
【０１０７】
　まず、図２０（ａ）によって全画素を垂直ブランク期間で同時に撮像動作させる際の各
信号の変遷について説明する。このとき、図２０（ａ）における信号φＲＳ、φＴＸのタ
イミングを、固体撮像装置を構成する全画素に対して同一のタイミングとする。そして、
まず、信号φＴＸの電圧値をＶＬとするとともに信号φＲＳをローとするとともにメカシ
ャッター１０９を閉じた状態とした後、信号φＲＳをハイとして、図１４（ａ）のように
リセットゲートＲＧのポテンシャルを高くすることで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャ
ルを初期化する。
【０１０８】
　その後、第２の動作例と同様、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘとして、図１９のように転
送ゲートＴＧのポテンシャルを高くすることで、埋込型フォトダイオードＰＤの初期化を
行う。そして、信号φＴＸの電圧値をＶＭに切り換えることで、図１１（ａ）のようなポ
テンシャル状態とするとともに、メカシャッター１０９を開いて固体撮像装置に外部から
光を入射する。よって、埋込型フォトダイオードＰＤでの露光動作を開始し、埋込型フォ
トダイオードＰＤのポテンシャルが蓄積電荷に応じて図１１（ａ）又は図１１（ｂ）のよ
うに変化する。
【０１０９】
　そして、露光動作が行われて所定期間が経過すると、メカシャッター１０９を閉じて固
体撮像装置に光が入射しないように遮光し、それとともに信号φＴＸの電圧値をＶＬとし
、撮像動作を終了する。その後、第２の実施形態と異なり、信号φＲＳをローに切り換え
ることによって、図１４（ｃ）のように、リセットゲートＲＧのポテンシャルを低くする
。このようにして、垂直ブランク期間で全画素の撮像動作が行われると、固体撮像装置の
各行毎に与える信号φＴＸ、φＲＳ、φＶを水平ブランク期間毎に図２０（ｂ）のように
変遷することで、映像信号とノイズ信号が各行毎に順次出力される。
【０１１０】
　このとき、第２の実施形態と異なり、信号φＲＳがローのままとされる。そして、まず
、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲートに与えてノイズ信号を出
力する。その後、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘとして、図１７（ａ）のように、転送ゲー
トＴＧのポテンシャルを高くすることで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを入射光量
に応じたポテンシャルに変化させる。そして、信号φＴＸの電圧値をＶＬとして、図１７
（ｂ）のように、転送ゲートＴＧのポテンシャルを低くすることで、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤ
に入射光量に応じたポテンシャルを保持させると、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳト
ランジスタＴ４のゲートに与えて映像信号を出力する。
【０１１１】
　本実施形態によると、転送動作を行うときやリセット動作を行うときにおいて、埋込型
フォトダイオードＰＤの光電荷が完全に転移されないようなポテンシャル状態に、転送ゲ
ートＴＧのポテンシャル状態が設定される。即ち、転送ゲートＴＧのポテンシャル状態が
、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷がわずかに残るようなポテンシャル状
態となるように設定される。このようにすることで、撮像動作時における転送ゲートＴＧ
のポテンシャル状態に対して、転送ゲートＴＧの閾値に基づいて生じる画素毎のバラツキ
が、転送時における転送ゲートＴＧのポテンシャルについても同様にバラツキが生じるた
めに、解消されることとなる。その結果、第１及び第２の実施形態の固体撮像装置におい
て生じていた出力される映像信号における画素バラツキをキャンセルすることができる。
【０１１２】
　＜第４の実施形態＞
　図２に示した構成の固体撮像装置１０１内に設けられる画素に適用される第４の実施形
態について、図面を参照して説明する。図２１は、本実施形態における固体撮像装置の画
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素の構成を示す回路図である。尚、図２１の構成において、図１の画素構成と同一の部分
及び素子については同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。
【０１１３】
　本実施形態における固体撮像装置を構成する各画素では、第２の実施形態と異なり、転
送ゲートＴＧに与える信号φＴＸが、ハイ、ローの２値で変化させる信号であるとともに
、リセットゲートＲＧに与える信号φＲＳが、ハイ、ローの２値でなく３値の電圧値ＶＨ
、ＶＭ、ＶＬで変化させる信号である。尚、本実施形態における電圧値ＶＨ、ＶＭ、ＶＬ
がそれぞれ、第２の実施形態における電圧値ＶＨ、ＶＭ、ＶＬと同等の電圧値である。又
、ＭＯＳトランジスタＴ２のドレインには、第２の実施形態（図１）と異なり、図２１の
ように、信号φＶRSが与えられる。その他の構成については、第２の実施形態と同一であ
る。
【０１１４】
　このような信号φＴＸ、φＲＳが与えられるとき、第１及び第２の実施形態と異なり、
ＭＯＳトランジスタＴ２のポテンシャル状態によって、各画素の光電変換動作が設定され
る。よって、信号φＲＳの電圧値ＶＭを適切な値に設定することで入射光量に応じて光電
変換動作を線形変換動作と対数変換動作とに切りかわるようにすることができる。又、信
号φＲＳの電圧値ＶＭを変化させることで、埋込型フォトダイオードＰＤとＭＯＳトラン
ジスタＴ１，Ｔ２とによる光電変換動作が線形変換動作から対数変換動作に切りかわる変
極点を切り換えることができる。以下に、本実施形態の固体撮像装置における画素の動作
例を説明する。
【０１１５】
　図２１のような構成の画素の動作例について、図２２及び図２３を参照して説明する。
図２２は、本実施形態の固体撮像装置における画素の動作例を説明するための各信号の状
態を示すタイミングチャートである。又、図２３は、本実施形態の画素における各チャン
ネルのポテンシャル状態を示す図である。尚、本動作例においては、１フレーム全ての画
素を同時に露光動作させるグローバルシャッター方式を採用する。
【０１１６】
　まず、図２２（ａ）によって全画素を垂直ブランク期間で同時に撮像動作させる際の各
信号の変遷について説明する。このとき、図２２（ａ）における信号φＲＳ、φＶRS、φ
ＴＸのタイミングを、固体撮像装置を構成する全画素に対して同一のタイミングとする。
そして、まず、信号φＴＸをローとするとともに信号φＲＳの電圧値をＶＬとして、ＭＯ
ＳトランジスタＴ１，Ｔ２をＯＦＦとする。そして、信号φＶRSをハイとして、直流電圧
ＶPDと同等の電圧をＭＯＳトランジスタＴ２のドレインに与える。
【０１１７】
　そして、信号φＲＳの電圧値をＶＨとしてＭＯＳトランジスタＴ２をＯＮとした後、信
号φＴＸをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ１をＯＮとする。尚、信号φＲＳの電圧値を
ＶＨとしてＯＮとされたＭＯＳトランジスタＴ２は、導通状態となる。その後、信号φＶ
RSをローとすることによって、埋込型フォトダイオードＰＤ及びＮ型浮遊拡散層ＦＤに電
荷を蓄積させて、埋込型フォトダイオードＰＤ及びＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを
、最大輝度となる光が入射された状態のときと同様の値（以下、「白基準の値」とする）
に強制的に変化させる。
【０１１８】
　その後、信号φＶRSをハイとすることによって、ＭＯＳトランジスタＴ１，Ｔ２のゲー
ト領域となる転送ゲートＴＧ及びリセットゲートＲＧを通じて、埋込型フォトダイオード
ＰＤ及びＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを初期化し、光の入射されていない状態の時
と同様の値（以下、「黒基準の値」とする）に変化させる。そして、信号φＲＳの電圧値
をＶＭとして、リセットゲートＲＧにおけるポテンシャルを低くする。即ち、図２３（ａ
）のように、リセットゲートＲＧにおけるポテンシャルを、埋込型フォトダイオードＰＤ
、転送ゲートＴＧ及びＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルよりも低い値とする。
【０１１９】
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　このようにすることによって、被写体の輝度が低いとき、埋込型フォトダイオードＰＤ
で発生した光電荷が、埋込型フォトダイオードＰＤ、転送ゲートＴＧ及びＮ型浮遊拡散層
ＦＤに蓄積されて、図２３（ａ）のように、埋込型フォトダイオードＰＤ、転送ゲートＴ
Ｇ及びＮ型浮遊拡散層ＦＤそれぞれのポテンシャルが低くなる。このとき、埋込型フォト
ダイオードＰＤで発生した光電荷がそのまま蓄積されるため、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテ
ンシャルが入射光量の積分値に対して線形的に変化する。又、被写体の輝度が高いとき、
Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルが低くなって、リセットゲートＲＧのポテンシャルと
の差が閾値に近づくと、図２３（ｂ）のように、ＭＯＳトランジスタＴ２がサブスレッシ
ョルド領域で動作し、電流がリセットゲートＲＧを流れる。よって、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤ
のポテンシャルが光電変換で発生する電流の対数値に比例するように変化する。
【０１２０】
　このようにして埋込型フォトダイオードＰＤにおいて光電変換動作が行われて、Ｎ型浮
遊拡散層ＦＤのポテンシャルが入射光量に応じて線形的又は自然対数的に変化すると、信
号φＴＸをローとするとともに信号φＲＳの電圧値をＶＬとする。よって、図２３（ｃ）
のように、転送ゲートＴＧとリセットゲートＲＧのポテンシャルを低くして、Ｎ型浮遊拡
散層ＦＤに入射光量に応じたポテンシャルを保持させる。
【０１２１】
　このようにして、垂直ブランク期間で全画素の撮像動作が行われるとき、図２３（ｃ）
のようにしてＮ型浮遊拡散層ＦＤにおいて入射光量に応じたポテンシャルが保持されると
、固体撮像装置の各行毎に与える信号φＲＳ、φＶRS、φＶを水平ブランク期間毎に図２
２（ｂ）のように変遷することで、映像信号とノイズ信号が各行毎に順次出力される。尚
、この映像信号及びノイズ信号の読み出しを行うとき、信号φＴＸはローのままである。
即ち、まず、ハイとなるパルス信号φＶをＭＯＳトランジスタＴ４のゲートに与えること
で、入射光量に応じた電圧信号を映像信号として出力信号線４に出力する。尚、信号φＶ
をハイとするまで信号φＶRSはハイのままであり、又、信号φＲＳの電圧値はＶＬとされ
たままである。
【０１２２】
　その後、信号φＶをローとすると、信号φＲＳの電圧値をＶＨとしてＭＯＳトランジス
タＴ２を導通状態とした後、信号φＶRSをローとして、埋込型フォトダイオードＰＤ及び
Ｎ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを白基準の値に強制的に変化させる。そして、信号φ
ＶRSを再びハイとすると、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤに蓄積された電荷を再結合し、Ｎ型浮遊拡
散層ＦＤのポテンシャルを初期化する。このようにＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルを
初期化すると、信号φＲＳをローとした後に、パルス信号φＶを与えてＭＯＳトランジス
タＴ４をＯＮとすることで、初期化されたＮ型浮遊拡散層ＦＤのポテンシャルに応じた電
圧信号をノイズ信号として出力信号線４に出力する。
【０１２３】
　このように、本実施形態では、第１及び第２の実施形態と異なり、ＭＯＳトランジスタ
Ｔ２のゲートに与える信号φＲＳの電圧値ＶＭにより、入射光量に応じた電気信号を発生
する光電変換動作を設定することができる。そして、このＭＯＳトランジスタＴ２のゲー
トに与える信号φＲＳを３値の電圧値で変化させることで、第１及び第２の実施形態と同
様、従来の線形変換動作を行う固体撮像装置と同等の回路構成で同時シャッター機能を達
成することができる。
【０１２４】
　尚、本実施形態における図２１の構成の画素によって構成される固体撮像装置において
、第２又は第３の実施形態と同様、転送ゲートＴＧに与える信号φＴＸを３値の電圧値で
変化させるものとしても構わない。このときの動作について、第３の実施形態のように、
信号φＴＸをＶＨｘ、ＶＭ、ＶＬの３値の電圧値で変化させる信号としたときの動作を例
に挙げて、以下に説明する。尚、以下で説明する動作は、ローリングシャッター方式、グ
ローバルシャッター方式、グローバルリセット方式の３方式による動作である。又、以下
で説明する各動作について、第３の実施形態と同一の部分については、その詳細な説明を
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省略する。
【０１２５】
１．第１の動作例
　本例における第１の動作例を図２４のタイミングチャートに示す。第３の実施形態と同
様、信号φＴＸの電圧値をＶＭとすることで埋込型フォトダイオードＰＤにおいて撮像動
作を行う。このとき、信号φＲＳをハイとしてＭＯＳトランジスタＴ２をＯＮとした状態
で、ハイとなる信号φＶを与えてＭＯＳトランジスタＴ４をＯＮとして、ノイズ信号を出
力する。尚、このように、埋込型フォトダイオードＰＤにおいて撮像動作を行うとともに
、ノイズ信号の出力動作を行っている際、ＭＯＳトランジスタＴ２のドレインに与えられ
る信号φＶRSがハイとされている。
【０１２６】
　そして、信号φＲＳをローとした後に、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘとすることによっ
て、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷を転送ゲートＴＧに転移させる。こ
のようにして、転送ゲートＴＧのポテンシャルを埋込型フォトダイオードＰＤへの入射光
量に応じたポテンシャルに変化させると、信号φＴＸの電圧値をＶＬとした後、ハイとな
るパルス信号φＶを与えることによって、映像信号を出力する。
【０１２７】
　この映像信号を出力すると、第３の実施形態と異なり、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘと
するとともに、信号φＲＳをハイとする。その後、信号φＶRSをローとすることによって
、埋込型フォトダイオードＰＤ及びＮ型浮遊拡散層ＦＤに電荷を蓄積させて、埋込型フォ
トダイオードＰＤのポテンシャルを、白基準の値に強制的に変化させる。そして、信号φ
ＶRSをハイとして、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルを初期化し、黒基準の値
に変化させる。そして、信号φＴＸの電圧値をＶＭとして、埋込型フォトダイオードＰＤ
における撮像動作を開始する。
【０１２８】
２．第２の動作例
　本例における第２の動作例を図２５のタイミングチャートに示す。第３の実施形態と同
様、信号φＴＸの電圧値をＶＭとすることで埋込型フォトダイオードＰＤにおいて撮像動
作を行う。図２５（ａ）のように垂直ブランク期間において全画素同時に撮像動作させる
とき、信号φＶRSがハイの状態において、信号φＲＳをローからハイに切り換えた後、信
号φＴＸの電圧値をＶＬからＶＨｘに切り換える。その後、まず、信号φＶRSをローとす
ることによって、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルを白基準の値に強制的に変
化させる。そして、次に、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘとするとともに信号φＲＳをハイ
としたままで、信号φＶRSをハイに切り換えることで、埋込型フォトダイオードＰＤのポ
テンシャルを初期化し、黒基準の値に変化させる。
【０１２９】
　その後、信号φＴＸの電圧値をＶＭとすることで埋込型フォトダイオードＰＤの撮像動
作を行った後、信号φＲＳをローとすると、信号φＴＸの電圧値をＶＨｘに切り換えるこ
とで、埋込型フォトダイオードＰＤに蓄積された光電荷をＮ型浮遊拡散層ＦＤに転移する
。そして、信号φＴＸの電圧値をＶＬとして、Ｎ型浮遊拡散層ＦＤへの転送動作を終了さ
せる。その後、第３の実施形態における図１８（ｂ）と同一のタイミングとなる図２５（
ｂ）のタイミングで、信号φＲＳ、φＶを切り換えるとともに、信号φＶRSを常にハイと
することによって、水平ブランク期間毎に、固体撮像装置の映像信号及びノイズ信号が各
行毎に出力される。
【０１３０】
３．第３の動作例
　本例における第３の動作例を図２６のタイミングチャートに示す。第３の実施形態と同
様、信号φＴＸの電圧値をＶＭとすることで埋込型フォトダイオードＰＤにおいて撮像動
作を行う。図２６（ａ）のように垂直ブランク期間において全画素同時に撮像動作させる
とき、信号φＶRSがハイの状態において、信号φＲＳをローからハイに切り換えた後、信
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号φＴＸの電圧値をＶＬからＶＨｘに切り換える。その後、第２の動作例と同様、まず、
信号φＶRSをローとして、埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャルを白基準の値に強
制的に変化させた後、次に、信号φＶRSをハイに切り換えることで、埋込型フォトダイオ
ードＰＤのポテンシャルを黒基準の値に変化させる。
【０１３１】
　そして、信号φＴＸの電圧値をＶＭとするとともにシャッターを開くことで埋込型フォ
トダイオードＰＤの撮像動作を行った後、信号φＴＸの電圧値をＶＬとするとともにシャ
ッターを閉じることで撮像動作を終了し、更に、信号φＲＳをローとする。その後、第３
の実施形態における図２０（ｂ）と同一のタイミングとなる図２６（ｂ）のタイミングで
、信号φＲＳ、φＴＸ、φＶを切り換えるとともに、信号φＶRSを常にハイとすることに
よって、水平ブランク期間毎に、固体撮像装置の映像信号及びノイズ信号が各行毎に出力
される。
【０１３２】
　尚、このように、図２１の構成の画素によって構成される固体撮像装置において、第３
の実施形態と同様、信号φＴＸをＶＨｘ、ＶＭ、ＶＬの３値の電圧値で変化させる信号と
したものを例にして説明したが。第２の実施形態と同様、信号φＴＸをＶＨ、ＶＭ、ＶＬ
の３値の電圧値で変化させる信号とした場合においても、信号φＴＸをＶＨとするととも
に信号φＲＳをハイとしたときに、信号φＶRSをローとした後にハイとすることで、撮像
動作前に埋込型フォトダイオードＰＤのポテンシャル状態を強制的に白基準値とした後に
黒基準値とする。このようにすることで、各画素の埋込型フォトダイオードＰＤのポテン
シャル状態を撮像開始前に常に同一のポテンシャル状態にリセットさせることができる。
【０１３３】
　上述の各実施形態において、ＭＯＳトランジスタＴ１～Ｔ５それぞれをＮチャネルのＭ
ＯＳトランジスタによって構成されるものとした。このように、ＭＯＳトランジスタＴ１
～Ｔ５それぞれがＮチャネルのＭＯＳトランジスタで構成されるとき、Ｐ型ウェル層又は
Ｐ型サブストレートに構成される。
【０１３４】
　尚、各実施形態において、ＭＯＳトランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ５をＮチャネルのＭＯＳ
トランジスタに構成するとともに、ＭＯＳトランジスタＴ３、Ｔ４をＰチャネルのＭＯＳ
トランジスタに構成するものとしても構わない。このとき、例えば、図２７のようにＭＯ
ＳトランジスタＴ１～Ｔ４（第２の実施形態の画素構成に相当する）で構成されるとき、
ＰチャネルのＭＯＳトランジスタで構成されるＭＯＳトランジスタＴ３、Ｔ４が、Ｎウェ
ル層５０に構成されるものとしても構わない。又、このＰチャネルのＭＯＳトランジスタ
で構成されるＭＯＳトランジスタＴ３のドレインに、直流電圧ＶPSが印加される。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】は、固体撮像装置に備えられる画素の構成例を示す図である。
【図２】は、本発明の各実施形態における固体撮像装置の構成を示す図である。
【図３】は、第１の実施形態の固体撮像装置に備えられる画素の構成を示す図である。
【図４】は、第１の実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動作例を説明するため
の各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図５】は、図３の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図６】は、図３の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図７】は、第１の実施形態の固体撮像装置における画素の第２の動作例を説明するため
の各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図８】は、第１の実施形態の固体撮像装置における画素の第３の動作例を説明するため
の各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図９】は、図３の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図１０】は、第２の実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動作例を説明するた
めの各信号の状態を示すタイミングチャートである。
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【図１１】は、図１の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図１２】は、図１の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図１３】は、第２の実施形態の固体撮像装置における画素の第２の動作例を説明するた
めの各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図１４】は、図１の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図１５】は、第２の実施形態の固体撮像装置における画素の第３の動作例を説明するた
めの各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図１６】は、第３の実施形態の固体撮像装置における画素の第１の動作例を説明するた
めの各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図１７】は、図１の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図１８】は、第３の実施形態の固体撮像装置における画素の第２の動作例を説明するた
めの各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図１９】は、図１の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図２０】は、第３の実施形態の固体撮像装置における画素の第３の動作例を説明するた
めの各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図２１】は、第４の実施形態の固体撮像装置に備えられる画素の構成を示す図である。
【図２２】は、第４の実施形態の固体撮像装置における画素の動作例を説明するための各
信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図２３】は、図２１の画素における各チャンネルのポテンシャル状態を示す図である。
【図２４】は、第３の実施形態の固体撮像装置の画素を図２１の構成としたときの第１の
動作例を説明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図２５】は、第３の実施形態の固体撮像装置の画素を図２１の構成としたときの第２の
動作例を説明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図２６】は、第３の実施形態の固体撮像装置の画素を図２１の構成としたときの第３の
動作例を説明するための各信号の状態を示すタイミングチャートである。
【図２７】は、固体撮像装置に備えられる画素の別の構成例を示す図である。
【図２８】は、図２の固体撮像装置を備えるカメラの内部構成を示す図である。
【図２９】は、従来の固体撮像装置における画素の動作を説明するための各信号の状態を
示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０１３６】
　　　１　　垂直走査回路
　　　２　　水平走査回路
　　　３－１～３－ｎ　　ライン
　　　４－１～４－ｍ　　出力信号線
　　　５　　電源ライン
　　　６－１～６－ｍ　　定電流源
　　　７－１～７－ｍ　　選択回路
　　　８　　補正回路
　　　９　　タイミングジェネレータ
　　　１０　　Ｐ型層
　　　１１　　Ｎ型埋込層
　　　１２，１４　　絶縁膜
　　　１３，１５　　ゲート電極
　　　ＦＤ，ＦＤ１　　Ｎ型浮遊拡散層
　　　ＰＤ　　埋込型フォトダイオード
　　　Ｔ１～Ｔ５　　ＭＯＳトランジスタ
　　　ＴＧ　　転送ゲート
　　　ＲＧ　　リセットゲート
　　　ＣＧ　　制御ゲート
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