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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間に対して一定の割合で電位が単調変化するランプ信号を生成するランプ信号生成回
路と、
　入力されたアナログ信号の電位と前記ランプ信号の電位との比較処理を行い、前記ラン
プ信号の電位が前記アナログ信号の電位に対して予め定められた条件を満たしているとき
に、該条件を満たしていることを表す比較器出力信号を出力する比較回路と、
　前記ランプ信号生成回路が前記ランプ信号を出力する予め定めたランプ期間を予め定め
た分割数ｎ（ｎは２以上の整数）の複数の分割ランプ期間に分割し、該分割したそれぞれ
の分割ランプ期間毎に、時間の計数を停止させる計数停止信号を出力するカウント制御回
路と、
　前記比較器出力信号が入力されたときから、前記計数停止信号が最初に入力されるまで
の前記分割ランプ期間内の時間を計数し、該計数した時間の計数値を出力するカウンタ回
路と、
　前記計数値に対応するデジタル値と、前記カウンタ回路が時間の計数を開始したいずれ
か１つの前記分割ランプ期間に対応するデジタル値とに基づいて、入力された前記アナロ
グ信号に応じたデジタル信号を生成し、該生成したデジタル信号を出力するデコーダ回路
と、
　を備えることを特徴とするアナログデジタル変換器。
【請求項２】
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　前記計数値に対応するデジタル値は、
　前記計数値をデコードしたデジタル値であり、
　前記カウンタ回路が時間の計数を開始したいずれか１つの前記分割ランプ期間に対応す
るデジタル値は、
　前記カウンタ回路が時間の計数を開始したときから、前記ランプ期間が終了するまでの
時間を計数した計数値をデコードしたデジタル値に相当するオフセット値である、
　ことを特徴とする請求項１に記載のアナログデジタル変換器。
【請求項３】
　前記オフセット値は、
　前記分割数ｎと、前記カウンタ回路が時間の計数を開始した前記分割ランプ期間を表す
情報と、前記ランプ期間内の全ての時間を計数した計数値をデコードしたデジタル値とに
基づいて算出されるデジタル値である、
　ことを特徴とする請求項２に記載のアナログデジタル変換器。
【請求項４】
　前記分割数ｎは、
　２の累乗であり、
　前記カウンタ回路が時間の計数を開始した前記分割ランプ期間を表す情報は、２を底と
する前記分割数ｎの対数となるビット数のデジタル値である、
　ことを特徴とする請求項３に記載のアナログデジタル変換器。
【請求項５】
　前記分割数ｎは、
　２であり、
　前記カウンタ回路が時間の計数を開始した前記分割ランプ期間を表す情報は、１ビット
のデジタル値である、
　ことを特徴とする請求項４に記載のアナログデジタル変換器。
【請求項６】
　入射した光量に応じた画素信号を出力する画素が、二次元の行列状に複数配置された画
素アレイ部と、
　前記画素アレイ部の１列毎または複数列毎に配置され、前記画素のリセット期間および
信号読み出し期間のそれぞれの期間で出力されるそれぞれの画素信号をアナログデジタル
変換する、請求項１から請求項５のいずれか１の項に記載の複数のアナログデジタル変換
器と、
　を備え、
　前記アナログデジタル変換器の前記比較回路と前記カウンタ回路とのそれぞれは、前記
画素アレイ部の１列毎または複数列毎に配置され、前記アナログデジタル変換器の前記ラ
ンプ信号生成回路は、全ての前記比較回路に共通して１つ配置され、前記アナログデジタ
ル変換器の前記カウント制御回路は、全ての前記カウンタ回路に共通して１つ配置され、
　複数の前記比較回路のそれぞれは、
　対応する列の前記画素から出力された前記画素信号に応じた前記アナログ信号が、前記
画素アレイ部の行毎に入力され、該入力された前記アナログ信号の電位と前記ランプ信号
の電位との前記比較処理を行った前記比較器出力信号をそれぞれ出力し、
　複数の前記カウンタ回路のそれぞれは、
　対応する前記比較回路から前記比較器出力信号が入力されたときから、前記計数停止信
号が最初に入力されるまでの前記分割ランプ期間内の時間を計数した時間の計数値のそれ
ぞれを、前記画素アレイ部の行毎に出力し、
　前記デコーダ回路は、
　前記画素アレイ部の列毎に、前記カウンタ回路が出力した前記計数値に対応するデジタ
ル値と、該計数値を出力した前記カウンタ回路が時間の計数を開始したいずれか１つの前
記分割ランプ期間に対応するデジタル値とに基づいた、前記アナログ信号に応じたデジタ
ル信号を生成し、該生成したデジタル信号を前記画素アレイ部の列毎に順次出力する、
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　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項７】
　前記アナログデジタル変換器の前記デコーダ回路は、全ての前記カウンタ回路に共通し
て１つ配置される、
　ことを特徴とする請求項６に記載の固体撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アナログデジタル変換器および固体撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、固体撮像装置としてＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘ
ｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：相補型金属酸化膜半導体）イメージセンサが注目
され、実用化されている。このＣＭＯＳイメージセンサは、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏ
ｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ：電荷結合素子）イメージセンサが専用の製造プロセスによっ
て製造されるのに対し、一般的な半導体の製造プロセスを用いて製造することが可能であ
る。このことから、ＣＭＯＳイメージセンサは、例えば、ＳＯＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｏｎ　
Ｃｈｉｐ）のように、センサ内に種々の機能回路を組み込むことによって、多機能化を実
現することが可能となっている。
【０００３】
　そして、近年では、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラや内視鏡などに搭載する固
体撮像装置として、アナログデジタル変換器（以下、「Ａ／Ｄ変換回路」という）を内蔵
した固体撮像装置を使用する例が増えている。このような固体撮像装置に内蔵されるＡ／
Ｄ変換回路には、ランプ波を用いたシングルスロープ型Ａ／Ｄ変換回路を用いる場合があ
る。そして、このシングルスロープ型Ａ／Ｄ変換回路を固体撮像装置の列毎に備えること
によって、シングルスロープ型カラムＡ／Ｄ変換回路を実現している（特許文献１参照）
。なお、以下の説明においてＡ／Ｄ変換回路といった場合には、シングルスロープ型Ａ／
Ｄ変換回路のことを示すものとする。
【０００４】
　図９は、従来の固体撮像装置の概略構成を示したブロック図である。図９に示した従来
の固体撮像装置６００は、垂直走査回路６０１と、画素アレイ部６０２と、アナログ信号
処理回路６０３と、ランプ信号生成回路（以下、「ＤＡＣ」という）６０４と、カラムＡ
／Ｄ変換回路６０５と、水平走査回路６０６と、制御回路６０７と、を備えている。
【０００５】
　固体撮像装置６００は、画素アレイ部６０２内の各画素６１から出力されたそれぞれの
画素信号から雑音（ノイズ）を除去し、ノイズ除去後のそれぞれのアナログ信号Ｖｉｎを
、カラムＡ／Ｄ変換回路６０５内に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路６０９によってアナ
ログデジタル変換して、デジタル信号Ｄｏｕｔとして順次出力する。
【０００６】
　垂直走査回路６０１は、制御回路６０７から入力された制御信号に応じて、画素アレイ
部６０２内の画素６１を画素アレイ部６０２の行単位で選択し、選択した行の各画素６１
で生成された画素信号をアナログ信号処理回路６０３に出力させる。なお、以下の説明に
おいては、画素アレイ部６０２のある行が選択されてから、次の行が選択されるまでの期
間を「水平期間」という。
【０００７】
　画素アレイ部６０２は、複数の画素６１を行方向および列方向の二次元的に配置した画
素アレイである。画素６１のそれぞれは、フォトダイオードを備え、それぞれの画素６１
に備えたフォトダイオードは、一定の蓄積時間内に入射した光量に応じた画素信号を発生
する。そして、画素アレイ部６０２は、垂直走査回路６０１からの選択に応じて、選択さ
れた画素６１が発生した画素信号を、アナログ信号処理回路６０３に出力する。
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【０００８】
　アナログ信号処理回路６０３は、制御回路６０７から入力された制御信号に応じて、画
素アレイ部６０２から入力された画素信号からリセット雑音と１／ｆ雑音とを除去するノ
イズ除去を行った後、ノイズ除去後の画素信号を増幅する。アナログ信号処理回路６０３
は、増幅した画素信号を、アナログ信号ＶｉｎとしてカラムＡ／Ｄ変換回路６０５に出力
する。
【０００９】
　ＤＡＣ６０４は、制御回路６０７から入力された制御信号に応じて、それぞれの水平期
間において、時間に対して一定の割合で電位が減少するアナログ信号であるランプ波Ｖｒ
ａｍｐを生成し、生成したランプ波ＶｒａｍｐをカラムＡ／Ｄ変換回路６０５に出力する
。
【００１０】
　制御回路６０７は、垂直走査回路６０１と、アナログ信号処理回路６０３と、ＤＡＣ６
０４と、水平走査回路６０６との駆動を制御するための制御信号を出力する。
【００１１】
　カラムＡ／Ｄ変換回路６０５は、コンパレータ（比較器）６２およびカウンタやメモリ
などで構成されるデータ処理回路６３を備えた同じ構成のＡ／Ｄ変換回路６０９を、画素
アレイ部６０２に配置された画素６１の列の数だけ複数備えている。
【００１２】
　画素アレイ部６０２の各列に対応したそれぞれのＡ／Ｄ変換回路６０９では、それぞれ
の水平期間において、コンパレータ６２が、入力されたアナログ信号Ｖｉｎの電位とラン
プ波Ｖｒａｍｐの電位との比較（以下、「比較処理」という）を行う。また、それぞれの
Ａ／Ｄ変換回路６０９では、データ処理回路６３内のカウンタが、ランプ波Ｖｒａｍｐの
初期値のタイミングからコンパレータ６２の比較処理が完了したタイミングまでの時間（
クロック数）を計数する。そして、それぞれのＡ／Ｄ変換回路６０９は、データ処理回路
６３内のカウンタが計数した時間を表すデジタル信号を、Ａ／Ｄ変換回路６０９に入力さ
れたアナログ信号Ｖｉｎの大きさに応じて生成したデジタル信号Ｄｏｕｔとして出力する
。
【００１３】
　水平走査回路６０６は、制御回路６０７から入力された制御信号に応じて、カラムＡ／
Ｄ変換回路６０５内に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路６０９によってアナログデジタル
変換されたデジタル信号Ｄｏｕｔを、画素アレイ部６０２の列単位で選択し、選択した列
のデジタル信号Ｄｏｕｔを固体撮像装置６００の出力として順次出力する。
【００１４】
　このようにして、従来の固体撮像装置６００では、画素アレイ部６０２の各画素６１で
生成されたそれぞれの画素信号からノイズを除去した後のアナログ信号Ｖｉｎを、カラム
Ａ／Ｄ変換回路６０５によってそれぞれアナログデジタル変換したデジタル信号Ｄｏｕｔ
を出力する。
【００１５】
　ここで、従来の固体撮像装置６００に備えたＡ／Ｄ変換回路６０９の動作について説明
する。図１０は、従来の固体撮像装置６００に備えたＡ／Ｄ変換回路６０９の動作を示し
たタイミングチャートである。図１０には、固体撮像装置６００の１つの水平期間におい
て、Ａ／Ｄ変換回路６０９に備えたコンパレータ６２に入力されるアナログ信号Ｖｉｎお
よびランプ波Ｖｒａｍｐの波形と、コンパレータ６２が比較処理した結果として出力する
比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴとを示している。
【００１６】
　Ａ／Ｄ変換回路６０９によるアナログデジタル変換の動作では、リセット期間と信号読
み出し期間とのそれぞれの期間で、Ａ／Ｄ変換回路６０９に備えたコンパレータ６２が、
入力されたアナログ信号Ｖｉｎの電位とランプ波Ｖｒａｍｐの電位との比較処理を行う。
より具体的には、コンパレータ６２は、リセット期間で、リセットレベルのアナログ信号
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Ｖｉｎに対する比較処理を行い、信号読み出し期間で、信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎ
に対する比較処理を行う。そして、コンパレータ６２は、図１０に示したように、それぞ
れの期間において、ランプ波Ｖｒａｍｐの電位が、アナログ信号Ｖｉｎの電位以下の電位
となったときに、比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴを出力する。
【００１７】
　このとき、Ａ／Ｄ変換回路６０９に備えたデータ処理回路６３は、リセット期間と信号
読み出し期間とのそれぞれの期間で、ランプ波Ｖｒａｍｐの初期値のタイミングからコン
パレータ６２から比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが出力されるタイミングまでの時間（クロ
ック数）を計数する。より具体的には、データ処理回路６３内のカウンタが、リセット期
間においてランプ波Ｖｒａｍｐの初期値のタイミングからコンパレータ６２の比較処理が
完了したタイミングまでの、図１０に示した期間ｔｒの時間（クロック数）を計数する。
これにより、図１０に示したように、アナログ信号Ｖｉｎのリセットレベルの大きさ（画
素６１のリセット信号の値）に応じたデジタル信号（＝デジタル値Ｄｒ）を得る。また、
データ処理回路６３内のカウンタが、信号読み出し期間においてランプ波Ｖｒａｍｐの初
期値のタイミングからコンパレータ６２の比較処理が完了したタイミングまでの、図１０
に示した期間ｔｓの時間（クロック数）を計数する。これにより、図１０に示したように
、アナログ信号Ｖｉｎのリセットレベルと信号レベルとを合わせた大きさ（画素６１のリ
セット信号の値と画素信号の値との合計）の大きさに応じたデジタル信号（＝デジタル値
Ｄｒ＋デジタル値Ｄｓ）を得る。
【００１８】
　そして、データ処理回路６３は、リセット期間と信号読み出し期間とのそれぞれの期間
においてカウンタが計数した時間（クロック数）を表すデジタル信号に基づいて、Ａ／Ｄ
変換回路６０９に入力されたアナログ信号Ｖｉｎの大きさに応じたデジタル信号Ｄｏｕｔ
として出力する。より具体的には、信号読み出し期間で得たデジタル信号（＝デジタル値
Ｄｒ＋デジタル値Ｄｓ）から、リセット期間で得たデジタル信号（＝デジタル値Ｄｒ）を
減算する、デジタルＣＤＳ（Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ：
相関二重サンプリング）処理を行って、画素６１に入射した光量に応じた画素信号の値（
＝デジタル値Ｄｓ）のデジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【００１９】
　このように、従来の固体撮像装置６００では、各列に配置されたそれぞれのＡ／Ｄ変換
回路６０９に備えたデータ処理回路６３内のカウンタが、それぞれの水平期間においてラ
ンプ波Ｖｒａｍｐの初期値のタイミングからコンパレータ６２の比較処理が完了したタイ
ミングまでの時間（クロック数）を計数することによって、画素６１に入射した光量に応
じた画素信号の値（＝デジタル値Ｄｓ）のデジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】特許第４６５５５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　ところで、固体撮像装置６００においては、画素アレイ部６０２に備えたそれぞれの画
素６１に入射した光量に応じて、アナログ信号Ｖｉｎの電位が変わってくる。より具体的
には、入射した光量が少ない画素６１に対応したＡ／Ｄ変換回路６０９には、高い電位の
アナログ信号Ｖｉｎが入力され、入射した光量が多い画素６１に対応したＡ／Ｄ変換回路
６０９には、低い電位のアナログ信号Ｖｉｎが入力される。
【００２２】
　そして、Ａ／Ｄ変換回路６０９内のカウンタの駆動期間（図１０に示した期間ｔｒおよ
び期間ｔｓ）は、アナログ信号処理回路６０３から入力されたアナログ信号Ｖｉｎの電位
に依存して変わってくる。すなわち、高い電位のアナログ信号Ｖｉｎが入力されたＡ／Ｄ
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変換回路６０９内のカウンタの駆動期間は短くなり、アナログ信号Ｖｉｎの電位が低くな
るほど、カウンタの駆動期間は長くなる。より具体的には、固体撮像装置６００では、Ｄ
ＡＣ６０４が、時間に対して一定の割合で電位が減少するランプ波Ｖｒａｍｐを出力する
ため、Ａ／Ｄ変換回路６０９に高い電位のアナログ信号Ｖｉｎが入力された場合には、Ａ
／Ｄ変換回路６０９内のコンパレータ６２が“Ｈｉｇｈ”レベルの比較器出力信号ＣＭＰ
ＯＵＴをランプ波Ｖｒａｍｐの前半のタイミングで出力することになり、カウンタの駆動
期間が短くなる。しかし、Ａ／Ｄ変換回路６０９に低い電位のアナログ信号Ｖｉｎが入力
された場合には、コンパレータ６２が比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴを出力するタイミング
がランプ波Ｖｒａｍｐの後半となるため、カウンタの駆動期間が長くなってしまう。この
ため、Ａ／Ｄ変換回路６０９では、単調に電位が下降するランプ波ＶｒａｍｐをＤＡＣ６
０４が出力している期間内の多くの期間で、カウンタが駆動していることになる。
【００２３】
　このことから、Ａ／Ｄ変換回路６０９では、カウンタの消費電力が駆動期間に応じて増
大し、カラムＡ／Ｄ変換回路６０５内に配置されたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路６０９の消
費電力の増大に伴って、固体撮像装置６００の消費電力も増大してしまう、という問題が
ある。
【００２４】
　本発明は、上記の課題認識に基づいてなされたものであり、従来よりも消費電力を低減
することができるアナログデジタル変換器および固体撮像装置を提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記の課題を解決するため、本発明のアナログデジタル変換器は、時間に対して一定の
割合で電位が単調変化するランプ信号を生成するランプ信号生成回路と、入力されたアナ
ログ信号の電位と前記ランプ信号の電位との比較処理を行い、前記ランプ信号の電位が前
記アナログ信号の電位に対して予め定められた条件を満たしているときに、該条件を満た
していることを表す比較器出力信号を出力する比較回路と、前記ランプ信号生成回路が前
記ランプ信号を出力する予め定めたランプ期間を予め定めた分割数ｎ（ｎは２以上の整数
）の複数の分割ランプ期間に分割し、該分割したそれぞれの分割ランプ期間毎に、時間の
計数を停止させる計数停止信号を出力するカウント制御回路と、前記比較器出力信号が入
力されたときから、前記計数停止信号が最初に入力されるまでの前記分割ランプ期間内の
時間を計数し、該計数した時間の計数値を出力するカウンタ回路と、前記計数値に対応す
るデジタル値と、前記カウンタ回路が時間の計数を開始したいずれか１つの前記分割ラン
プ期間に対応するデジタル値とに基づいて、入力された前記アナログ信号に応じたデジタ
ル信号を生成し、該生成したデジタル信号を出力するデコーダ回路と、を備えることを特
徴とする。
【００２６】
　また、本発明のアナログデジタル変換器における前記計数値に対応するデジタル値は、
前記計数値をデコードしたデジタル値であり、前記カウンタ回路が時間の計数を開始した
いずれか１つの前記分割ランプ期間に対応するデジタル値は、前記カウンタ回路が時間の
計数を開始したときから、前記ランプ期間が終了するまでの時間を計数した計数値をデコ
ードしたデジタル値に相当するオフセット値である、ことを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明のアナログデジタル変換器における前記オフセット値は、前記分割数ｎと
、前記カウンタ回路が時間の計数を開始した前記分割ランプ期間を表す情報と、前記ラン
プ期間内の全ての時間を計数した計数値をデコードしたデジタル値とに基づいて算出され
るデジタル値である、ことを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明のアナログデジタル変換器における前記分割数ｎは、２の累乗であり、前
記カウンタ回路が時間の計数を開始した前記分割ランプ期間を表す情報は、２を底とする
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前記分割数ｎの対数となるビット数のデジタル値である、ことを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明のアナログデジタル変換器における前記分割数ｎは、２であり、前記カウ
ンタ回路が時間の計数を開始した前記分割ランプ期間を表す情報は、１ビットのデジタル
値である、ことを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の固体撮像装置は、入射した光量に応じた画素信号を出力する画素が、二
次元の行列状に複数配置された画素アレイ部と、前記画素アレイ部の１列毎または複数列
毎に配置され、前記画素のリセット期間および信号読み出し期間のそれぞれの期間で出力
されるそれぞれの画素信号をアナログデジタル変換する、上記本発明の複数のアナログデ
ジタル変換器と、を備え、前記アナログデジタル変換器の前記比較回路と前記カウンタ回
路とのそれぞれは、前記画素アレイ部の１列毎または複数列毎に配置され、前記アナログ
デジタル変換器の前記ランプ信号生成回路は、全ての前記比較回路に共通して１つ配置さ
れ、前記アナログデジタル変換器の前記カウント制御回路は、全ての前記カウンタ回路に
共通して１つ配置され、複数の前記比較回路のそれぞれは、対応する列の前記画素から出
力された前記画素信号に応じた前記アナログ信号が、前記画素アレイ部の行毎に入力され
、該入力された前記アナログ信号の電位と前記ランプ信号の電位との前記比較処理を行っ
た前記比較器出力信号をそれぞれ出力し、複数の前記カウンタ回路のそれぞれは、対応す
る前記比較回路から前記比較器出力信号が入力されたときから、前記計数停止信号が最初
に入力されるまでの前記分割ランプ期間内の時間を計数した時間の計数値のそれぞれを、
前記画素アレイ部の行毎に出力し、前記デコーダ回路は、前記画素アレイ部の列毎に、前
記カウンタ回路が出力した前記計数値に対応するデジタル値と、該計数値を出力した前記
カウンタ回路が時間の計数を開始したいずれか１つの前記分割ランプ期間に対応するデジ
タル値とに基づいた、前記アナログ信号に応じたデジタル信号を生成し、該生成したデジ
タル信号を前記画素アレイ部の列毎に順次出力する、ことを特徴とする。
【００３１】
　また、本発明の固体撮像装置における前記アナログデジタル変換器の前記デコーダ回路
は、全ての前記カウンタ回路に共通して１つ配置される、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、従来よりもアナログデジタル変換器および固体撮像装置の消費電力を
低減することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１の実施形態における固体撮像装置の概略構成を示したブロック図で
ある。
【図２】本第１の実施形態の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路の動作における第１の
具体例を示したタイミングチャートである。
【図３】本第１の実施形態の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路における停止信号値に
対応したオフセット値をまとめた表である。
【図４】本第１の実施形態の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路の動作における第２の
具体例を示したタイミングチャートである。
【図５】本第１の実施形態の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路に入力されるアナログ
信号とカウンタの駆動期間との関係を示した図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路の動作における
第３の具体例を示したタイミングチャートである。
【図７】本第２の実施形態の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路における停止信号値に
対応したオフセット値をまとめた表である。
【図８】本第２の実施形態の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路に入力されるアナログ
信号とカウンタの駆動期間との関係を示した図である。



(8) JP 6188451 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

【図９】従来の固体撮像装置の概略構成を示したブロック図である。
【図１０】従来の固体撮像装置に備えたＡ／Ｄ変換回路の動作を示したタイミングチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
＜第１の実施形態＞
　以下、本発明の第１の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本第１の
実施形態における固体撮像装置の概略構成を示したブロック図である。図１に示した固体
撮像装置１００は、垂直走査回路１０１と、画素アレイ部１０２と、アナログ信号処理回
路１０３と、ランプ信号生成回路（以下、「ＤＡＣ」という）１０４と、カラムＡ／Ｄ変
換回路１０５と、水平走査回路１０６と、制御回路１０７と、を備えている。
【００３５】
　固体撮像装置１００は、画素アレイ部１０２内の各画素１１から出力されたそれぞれの
画素信号を、アナログ信号処理回路１０３によって雑音（ノイズ）を除去し、ノイズ除去
後のそれぞれのアナログ信号Ｖｉｎを、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５内に備えたそれぞれ
のＡ／Ｄ変換回路（アナログデジタル変換器）１０９によってアナログデジタル変換して
、デジタル信号Ｄｏｕｔとして順次出力する。
【００３６】
　垂直走査回路１０１は、制御回路１０７から入力された制御信号に応じて、画素アレイ
部１０２内の画素１１を画素アレイ部１０２の行単位で選択し、選択した行の各画素１１
で生成された画素信号をアナログ信号処理回路１０３に出力させる。なお、以下の説明に
おいては、画素アレイ部１０２のある行が選択されてから、次の行が選択されるまでの期
間を「水平期間」という。
【００３７】
　画素アレイ部１０２は、複数の画素１１を行方向および列方向の二次元的に配置した画
素アレイである。画素１１のそれぞれは、フォトダイオードを備え、それぞれの画素１１
に備えたフォトダイオードは、一定の蓄積時間内に入射した光量に応じた画素信号を発生
する。そして、画素アレイ部１０２は、垂直走査回路１０１からの選択に応じて、選択さ
れた画素１１が発生した画素信号を、アナログ信号処理回路１０３に出力する。
【００３８】
　アナログ信号処理回路１０３は、制御回路１０７から入力された制御信号に応じて、画
素アレイ部１０２から入力された画素信号からリセット雑音と１／ｆ雑音とを除去するノ
イズ除去を行った後、ノイズ除去後の画素信号を増幅する。アナログ信号処理回路１０３
は、増幅した画素信号を、アナログ信号ＶｉｎとしてカラムＡ／Ｄ変換回路１０５に出力
する。
【００３９】
　ＤＡＣ１０４は、制御回路１０７から入力された制御信号に応じて、それぞれの水平期
間において、時間に対して一定の割合で電位が減少するアナログ信号であるランプ波Ｖｒ
ａｍｐを生成する。そして、ＤＡＣ１０４は、ランプ波Ｖｒａｍｐの出力する予め定めた
期間（以下、「ランプ期間」という）において、生成したランプ波ＶｒａｍｐをカラムＡ
／Ｄ変換回路１０５に出力する。
【００４０】
　制御回路１０７は、垂直走査回路１０１と、アナログ信号処理回路１０３と、ＤＡＣ１
０４と、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５と、水平走査回路１０６との駆動を制御するための
制御信号を出力する。なお、制御回路１０７による垂直走査回路１０１と、アナログ信号
処理回路１０３と、ＤＡＣ１０４と、水平走査回路１０６との駆動制御の方法は、従来の
制御方法と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００４１】
　また、制御回路１０７は、予め定めたランプ期間を予め定めた分割数ｎ（ｎは２以上の
整数）の複数の期間（以下、分割したそれぞれの期間を「分割ランプ期間」という）に分
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割する。そして、制御回路１０７は、それぞれの分割ランプ期間が終了するタイミングの
ときに、Ａ／Ｄ変換回路１０９がアナログデジタル変換する際に行う時間の計数を停止さ
せるための計数停止信号ＣＮＴＳＴＰを、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５に備えたそれぞれ
のＡ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３に出力する。
【００４２】
　また、制御回路１０７は、それぞれの分割ランプ期間を判別するＮ（＝ｌｏｇ２ｎ）ビ
ットの情報を、Ａ／Ｄ変換回路１０９が計数停止信号ＣＮＴＳＴＰに応じて時間の計数を
停止した分割ランプ期間を判別するための停止位置信号ＳＴＰＮＯとして、カラムＡ／Ｄ
変換回路１０５に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９内のメモリ１４に出力する。こ
のように、制御回路１０７においては、分割数ｎと停止位置信号ＳＴＰＮＯのビット数Ｎ
とは、ｎ＝２Ｎが成り立つ関係である。なお、制御回路１０７が出力する計数停止信号Ｃ
ＮＴＳＴＰと停止位置信号ＳＴＰＮＯとに関する詳細な説明は、後述する。
【００４３】
　カラムＡ／Ｄ変換回路１０５は、コンパレータ（比較器）１２、カウンタ１３、および
メモリ１４を備えた同じ構成のＡ／Ｄ変換回路１０９を、画素アレイ部１０２の列の数だ
け複数備えている。また、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５は、それぞれのＡ／Ｄ変換回路１
０９に共通のデコーダ１１０を備えている。画素アレイ部１０２の各列に対応したそれぞ
れのＡ／Ｄ変換回路１０９は、制御回路１０７から入力された制御信号に応じて、それぞ
れの水平期間において入力されたアナログ信号Ｖｉｎをアナログデジタル変換し、アナロ
グ信号Ｖｉｎの大きさに応じたデジタル値Ｄｏを出力する。
【００４４】
　コンパレータ１２は、アナログ信号処理回路１０３から入力されたアナログ信号Ｖｉｎ
の電位と、ＤＡＣ１０４から入力されたランプ波Ｖｒａｍｐの電位との比較（以下、「比
較処理」という）を行う。コンパレータ１２による比較処理では、ランプ波Ｖｒａｍｐの
電位が、アナログ信号Ｖｉｎの電位以下の電位になったときに、このことを表す比較器出
力信号ＣＭＰＯＵＴを、比較処理した結果としてカウンタ１３とメモリ１４とに出力する
。
【００４５】
　カウンタ１３は、ランプ期間においてコンパレータ１２から比較器出力信号ＣＭＰＯＵ
Ｔが入力されたタイミング、すなわち、コンパレータ１２による比較処理が完了したタイ
ミングから、制御回路１０７から計数停止信号ＣＮＴＳＴＰが入力されたタイミングまで
の時間を計数する。これにより、カウンタ１３は、ランプ期間の内、いずれか１つの分割
ランプ期間内の時間を計数することになる。この分割ランプ期間内の時間の計数は、基準
のクロック信号の数（クロック数）を計数することによって行われる。カウンタ１３は、
計数した分割ランプ期間の計数値（カウント値＝クロック数）を表すデジタル値を、メモ
リ１４に出力する。
【００４６】
　メモリ１４は、カウンタ１３から入力された分割ランプ期間のカウント値（クロック数
）を表すデジタル値を保持する。また、メモリ１４は、ランプ期間においてコンパレータ
６２から比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力されたタイミングのときに、制御回路１０７
から入力された停止位置信号ＳＴＰＮＯのＮビットの情報を保持する。これにより、メモ
リ１４は、ランプ期間の内、カウンタ１３が時間を計数した分割ランプ期間の情報を保持
することになる。そして、メモリ１４は、保持したカウンタ１３からのデジタル値と、停
止位置信号ＳＴＰＮＯのＮビットの情報とを、アナログ信号処理回路１０３から入力され
たアナログ信号Ｖｉｎの大きさに応じて生成したデジタル値Ｄｏとして出力する。
【００４７】
　水平走査回路１０６は、制御回路１０７から入力された制御信号に応じて、カラムＡ／
Ｄ変換回路１０５内に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９によってアナログデジタル
変換されたデジタル値Ｄｏを、画素アレイ部１０２の列単位で選択し、選択した列のデジ
タル値Ｄｏをデコーダ１１０に順次出力させる。
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【００４８】
　デコーダ１１０は、それぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９から順次入力されたカウンタ１３
からのデジタル値と、停止位置信号ＳＴＰＮＯの情報とが含まれたデジタル値Ｄｏに基づ
いて、アナログ信号処理回路１０３が出力した画素アレイ部１０２の各列のアナログ信号
Ｖｉｎの大きさに応じたデジタル信号を生成し、生成したデジタル信号を固体撮像装置１
００に入射した光量に応じたデジタル信号Ｄｏｕｔとして順次出力する。なお、デコーダ
１１０におけるデジタル信号Ｄｏｕｔの生成方法に関する詳細な説明は、後述する。
【００４９】
＜第１の具体例＞
　ここで、固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９の動作について説明する。
Ａ／Ｄ変換回路１０９によるアナログデジタル変換の動作でも、従来のＡ／Ｄ変換回路６
０９の動作と同様に、リセット期間と信号読み出し期間とのそれぞれの期間で、入力され
たアナログ信号Ｖｉｎに対するアナログデジタル変換の動作を行う。このとき、制御回路
１０７は、上述したように、ランプ期間を分割数ｎの複数の分割ランプ期間に分割する。
本第１の具体例では、ランプ期間を２等分した場合、すなわち、分割数ｎ＝２である場合
におけるＡ／Ｄ変換回路１０９のアナログデジタル変換の動作について説明する。なお、
本第１の具体例では、説明を容易にするため、信号読み出し期間のみを２等分した場合に
ついて説明する。
【００５０】
　図２は、本第１の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９の動作
における第１の具体例を示したタイミングチャートである。図２に示した第１の具体例の
タイミングチャートは、信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電位が、アナロ
グ信号Ｖｉｎの最大電位Ｖｍａｘと最小電位Ｖｍｉｎとの中間の電位である中間電位Ｖｍ
（Ｖｍ＝（Ｖｍａｘ＋Ｖｍｉｎ）／２）よりも低い場合（Ｖｉｎ＜Ｖｍ）のタイミングチ
ャートの一例である。
【００５１】
　図２には、固体撮像装置１００の１つの水平期間において、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備
えたコンパレータ１２に入力されるアナログ信号Ｖｉｎおよびランプ波Ｖｒａｍｐの波形
と、コンパレータ１２が比較処理した結果として出力する比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴと
、制御回路１０７がＡ／Ｄ変換回路１０９の駆動を制御するために出力する計数停止信号
ＣＮＴＳＴＰおよび停止位置信号ＳＴＰＮＯとを示している。また、図２には、Ａ／Ｄ変
換回路１０９に備えたカウンタ１３の駆動期間と、図９に示した従来の固体撮像装置６０
０内のＡ／Ｄ変換回路６０９に備えたカウンタの駆動期間とを示している。
【００５２】
　なお、本第１の具体例では、図２に示したように、リセット期間内の時刻ｔｒ０～時刻
ｔｒ１までのランプ期間Ｔｒｒにおけるクロック数は１５である、すなわち、ランプ期間
Ｔｒｒの全ての期間を計数したときのカウント値＝１５であるものとする。従って、ラン
プ期間Ｔｒｒにおけるデジタル値の最大値＝１５である。また、本第１の具体例では、図
２に示したように、信号読み出し期間内の時刻ｔｓ０～時刻ｔｓ２までのランプ期間Ｔｒ
ｓにおけるクロック数は１２７である、すなわち、ランプ期間Ｔｒｓの全ての期間を計数
したときのカウント値＝１２７であるものとする。従って、ランプ期間Ｔｒｓにおけるデ
ジタル値の最大値＝１２７である。
【００５３】
　制御回路１０７は、読み出し期間におけるランプ期間Ｔｒｓを、時刻ｔｓ０～時刻ｔｓ
１までの分割ランプ期間Ｔｒｓ１と、時刻ｔｓ１～時刻ｔｓ２までの分割ランプ期間Ｔｒ
ｓ２とに２等分する。そして、制御回路１０７は、図２に示したように、それぞれの分割
ランプ期間が終了するタイミングのとき、すなわち、分割ランプ期間Ｔｒｓ１と分割ラン
プ期間Ｔｒｓ２とのそれぞれが終了するタイミングのときに、“Ｈｉｇｈ”レベルの計数
停止信号ＣＮＴＳＴＰを、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回
路１０９内のカウンタ１３に出力する。
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【００５４】
　また、制御回路１０７は、それぞれの分割ランプ期間を判別する、すなわち、分割ラン
プ期間Ｔｒｓ１であるか分割ランプ期間Ｔｒｓ２であるかを判別するための停止位置信号
ＳＴＰＮＯを、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９内
のメモリ１４に出力する。なお、本第１の具体例では、ランプ期間Ｔｒｓを２等分する、
すなわち、分割数ｎ＝２であるため、図２に示したように、停止位置信号ＳＴＰＮＯはＮ
＝ｌｏｇ２ｎ＝ｌｏｇ２２＝１ビットの情報である。
【００５５】
　Ａ／Ｄ変換回路１０９によるアナログデジタル変換の動作では、まず、リセット期間に
おいて、コンパレータ１２が、ランプ期間Ｔｒｒの開始のタイミングである時刻ｔｒ０か
ら、アナログ信号処理回路１０３から入力されたリセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの
電位と、ＤＡＣ１０４から入力されたランプ波Ｖｒａｍｐの電位との比較処理を行う。そ
して、コンパレータ１２は、ランプ波Ｖｒａｍｐの電位が、リセットレベルのアナログ信
号Ｖｉｎの電位以下の電位になった時刻ｔｒｉｎのときから、“Ｈｉｇｈ”レベルの比較
器出力信号ＣＭＰＯＵＴをカウンタ１３とメモリ１４とに出力する。
【００５６】
　そして、カウンタ１３は、ランプ期間Ｔｒｒの期間において、比較器出力信号ＣＭＰＯ
ＵＴが入力された時刻ｔｒｉｎのタイミングから時間の計数を開始し、その後、制御回路
１０７から計数停止信号ＣＮＴＳＴＰが入力された時刻ｔｒ１のタイミングで時間の計数
を停止する。このようにして、カウンタ１３は、図２に示した期間ｔｒｎの期間の基準の
クロック信号の数（クロック数）を計数したデジタル値、すなわち、アナログ信号処理回
路１０３から入力されたリセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさ（画素１１のリセ
ット信号の値）に応じたデジタル値を得る。図２には、リセットレベルのアナログ信号Ｖ
ｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒｎとして、デジタル値Ｄｒｎ＝５を得る場合を示して
いる。
【００５７】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、カウンタ１３は、ランプ波Ｖｒａｍｐ
の初期値のタイミングから比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力されたタイミングまでの時
間を計数する。すなわち、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、図２に示した時刻ｔ
ｒ０から時刻ｔｒｉｎまでの期間ｔｒｏの期間の基準のクロック信号の数（クロック数）
を計数し、リセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒｏとして
、デジタル値Ｄｒｏ＝１０を得ることになる。
【００５８】
　続いて、Ａ／Ｄ変換回路１０９によるアナログデジタル変換の動作では、信号読み出し
期間において、コンパレータ１２が、ランプ期間Ｔｒｓの開始のタイミングである時刻ｔ
ｓ０から、アナログ信号処理回路１０３から入力されたリセット＋信号レベルのアナログ
信号Ｖｉｎの電位と、ＤＡＣ１０４から入力されたランプ波Ｖｒａｍｐの電位との比較処
理を行う。そして、コンパレータ１２は、ランプ波Ｖｒａｍｐの電位が、リセット＋信号
レベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位以下の電位になった時刻ｔｓｉｎのときから、“Ｈｉ
ｇｈ”レベルの比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴをカウンタ１３とメモリ１４とに出力する。
【００５９】
　そして、カウンタ１３は、ランプ期間Ｔｒｓの期間において、比較器出力信号ＣＭＰＯ
ＵＴが入力された時刻ｔｓｉｎのタイミングから時間の計数を開始する、すなわち、分割
ランプ期間Ｔｒｓ２になってから時間の計数を開始する。その後、カウンタ１３は、時間
の計数を開始した後で、制御回路１０７から計数停止信号ＣＮＴＳＴＰが最初に入力され
た時刻ｔｓ２のタイミングのときに、時間の計数を停止する。このようにして、カウンタ
１３は、図２に示した分割ランプ期間Ｔｒｓ２内の期間ｔｓｎの時間（クロック数）を計
数したデジタル値、すなわち、アナログ信号処理回路１０３から入力されたリセット＋信
号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさ（画素１１のリセット信号の値と画素信号の値と
の合計）に応じたデジタル値を得る。図２には、リセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖ
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ｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｓｎとして、デジタル値Ｄｓｎ＝４６を得る場合を示し
ている。
【００６０】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、カウンタ１３は、ランプ波Ｖｒａｍｐ
の初期値のタイミングから比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力されたタイミングまでの時
間を計数するため、図２に示した時刻ｔｓ０から時刻ｔｓｉｎまでの期間ｔｓｏの期間の
基準のクロック信号の数（クロック数）を計数する。これにより、従来のＡ／Ｄ変換回路
６０９の動作では、図２に示したように、リセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの
大きさを表すデジタル値Ｄｓｏとして、デジタル値Ｄｓｏ＝８１を得ることになる。
【００６１】
　その後、カウンタ１３は、リセット期間と信号読み出し期間とのそれぞれの期間で得た
デジタル値Ｄｒｎとデジタル値Ｄｓｎとに基づいてデジタルＣＤＳ処理を行い、Ａ／Ｄ変
換回路１０９に入力されたアナログ信号Ｖｉｎの大きさに応じたデジタル値Ｄｃｎｔを算
出する。より具体的には、カウンタ１３は、リセット期間で得たデジタル値Ｄｒｎから、
信号読み出し期間で得たデジタル値Ｄｓｎを減算するデジタルＣＤＳ処理によってデジタ
ル値Ｄｃｎｔを算出する。そして、カウンタ１３は、算出したデジタル値Ｄｃｎｔをメモ
リ１４に出力する。図２に示した一例では、デジタル値Ｄｒｎ＝５であり、デジタル値Ｄ
ｓｎ＝４６であるため、カウンタ１３は、下式（１）に示したようなデジタル値Ｄｃｎｔ
を算出してメモリ１４に出力する。
【００６２】
　Ｄｃｎｔ＝Ｄｒｎ－Ｄｓｎ＝５－４６＝－４１　・・・（１）
【００６３】
　これにより、メモリ１４は、カウンタ１３から入力されたデジタル値Ｄｃｎｔを保持す
る。また、メモリ１４は、比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力された時刻ｔｓｉｎのタイ
ミングのときに、制御回路１０７から入力された停止位置信号ＳＴＰＮＯの１ビットの情
報を、停止信号値Ｄｓｔｐとして保持する。図２に示した一例では、停止信号値Ｄｓｔｐ
＝１を保持する。
【００６４】
　そして、メモリ１４は、保持したデジタル値Ｄｃｎｔと停止信号値Ｄｓｔｐとを、アナ
ログ信号処理回路１０３から入力されたアナログ信号Ｖｉｎの大きさに応じてＡ／Ｄ変換
回路１０９が生成したデジタル値Ｄｏとして、デコーダ１１０に出力する。
【００６５】
　デコーダ１１０は、Ａ／Ｄ変換回路１０９から入力されたデジタル値Ｄｏに含まれる停
止信号値Ｄｓｔｐに基づいて、デジタル値Ｄｃｎｔを補正するためのオフセット値Ｄｏｆ
ｆを決定する。なお、オフセット値Ｄｏｆｆは、下式（２）によって算出される値である
。
【００６６】
　Ｄｏｆｆ＝（Ｄｓｍａｘ＋１）×（Ｄｓｔｐ＋１）／ｎ－（Ｄｒｍａｘ＋１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００６７】
　上式（２）において、Ｄｓｍａｘはランプ期間Ｔｒｓにおけるデジタル値の最大値、Ｄ
ｒｍａｘはランプ期間Ｔｒｒにおけるデジタル値の最大値であり、Ａ／Ｄ変換回路１０９
において予め定められた値である。図２に示した一例では、デジタル値Ｄｓｍａｘはラン
プ期間Ｔｒｓの全ての期間を計数したときのカウント値の最大値＝１２７であり、デジタ
ル値Ｄｒｍａｘはランプ期間Ｔｒｒの全ての期間を計数したときのカウント値の最大値＝
１５である。また、上式（２）において、ｎは分割数であり、図２に示した一例では、分
割数ｎ＝２である。また、図２に示した一例では、停止信号値Ｄｓｔｐ＝１である。従っ
て、デコーダ１１０は、上式（２）から、下式（３）に示したようなオフセット値Ｄｏｆ
ｆを算出する。
【００６８】
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　Ｄｏｆｆ＝（１２７＋１）×（１＋１）／２－（１５＋１）＝１２８×１－１６
　　　　　＝１１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（３）
【００６９】
　なお、オフセット値Ｄｏｆｆは、停止信号値Ｄｓｔｐのそれぞれに対して事前に算出し
ておくこともできる。この場合、事前に算出したオフセット値Ｄｏｆｆを、デコーダ１１
０に設定または記憶しておく構成であってもよい。例えば、図２に示した一例においては
、それぞれの停止信号値Ｄｓｔｐに対応する図３に示したようなオフセット値Ｄｏｆｆを
事前に算出し、算出したそれぞれのオフセット値Ｄｏｆｆを、デコーダ１１０のテーブル
として設定または記憶しておく構成にすることもできる。
【００７０】
　そして、デコーダ１１０は、決定したオフセット値Ｄｏｆｆを、Ａ／Ｄ変換回路１０９
から入力されたデジタル値Ｄｏに含まれるデジタル値Ｄｃｎｔに加算して、Ａ／Ｄ変換回
路１０９がアナログデジタル変換した、画素１１に入射した光量に応じたデジタル信号Ｄ
ｏｕｔとして出力する。図２に示した一例では、下式（４）に示したようなデジタル信号
Ｄｏｕｔを、デジタル信号Ｄｏｕｔとして出力する。
【００７１】
　Ｄｏｕｔ＝Ｄｃｎｔ＋Ｄｏｆｆ＝－４１＋１１２＝７１　・・・（４）
【００７２】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、データ処理回路６３が、リセット＋信
号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｓｏから、リセットレベルの
アナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒｏを減算するデジタルＣＤＳ処理を行
って、デジタル信号Ｄｏｕｔとして出力する。図２に示した一例では、デジタル値Ｄｓｏ
＝８１であり、デジタル値Ｄｒｏ＝１０であるため、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９も、下
式（５）に示したようなデジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【００７３】
　Ｄｏｕｔ＝Ｄｓｏ－Ｄｒｏ＝８１－１０＝７１　・・・（５）
【００７４】
　このようにして、Ａ／Ｄ変換回路１０９では、第１の具体例で示した動作によって、従
来のＡ／Ｄ変換回路６０９と同じ結果のデジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【００７５】
　ここで、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３のビット数について説明する。図
２に示した第１の具体例では、ランプ期間Ｔｒｓの全ての期間を計数したときのカウント
値＝１２７であるため、カウンタに必要とされる通常のビット数は、７ビットである。こ
の通常のビット数（７ビット）は、従来の固体撮像装置６００においてＡ／Ｄ変換回路６
０９内のデータ処理回路６３に備えたカウンタに必要とされるビット数である。
【００７６】
　しかし、固体撮像装置１００内のＡ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３は、上述
したように、制御回路１０７が分割したランプ期間Ｔｒｓの内、いずれか１つの分割ラン
プ期間内の時間を計数する。より具体的には、図２に示したように、カウンタ１３は、制
御回路１０７がランプ期間Ｔｒｓを２等分した２つの分割ランプ期間の内、１つの分割ラ
ンプ期間Ｔｒｓ２内の時間を計数する。このため、カウンタ１３が計数する分割ランプ期
間の最大のカウント値は、カウント値＝６３であり、カウンタ１３に必要とされるビット
数は、６ビットとなる。
【００７７】
　このように、固体撮像装置１００では、制御回路１０７がランプ期間Ｔｒｓを分割する
ことによって、分割数ｎに応じたビット数だけ、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ
１３のビット数を削減することができる。より具体的には、２を底とする分割数ｎの対数
（＝ｌｏｇ２ｎ）のビット数だけ、つまり、制御回路１０７が出力する停止位置信号ＳＴ
ＰＮＯのビット数Ｎ（＝ｌｏｇ２ｎ）と同じビット数だけ、カウンタ１３のビット数を削
減することができる。これにより、固体撮像装置１００では、カラムＡ／Ｄ変換回路１０
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５に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３のビット数を削減すること
ができる。
【００７８】
　そして、固体撮像装置１００内のカラムＡ／Ｄ変換回路１０５では、それぞれのＡ／Ｄ
変換回路１０９に共通のデコーダ１１０が、制御回路１０７が出力した停止位置信号ＳＴ
ＰＮＯ（メモリ１４が保持した停止信号値Ｄｓｔｐ）に基づいてオフセット値Ｄｏｆｆを
決定し、ビット数が削減されたカウンタ１３が出力するデジタル値Ｄｃｎｔにオフセット
値Ｄｏｆｆを加算することによって、出力するデジタル信号の値を補正する。これにより
、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５を備えた固体撮像装置１００は、従来の固体撮像装置６０
０と同じ結果のデジタル値を、最終的なデジタル信号Ｄｏｕｔとして出力することができ
る。
【００７９】
＜第２の具体例＞
　次に、固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９の別の動作について説明する
。　図４は、本第１の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９の動
作における第２の具体例を示したタイミングチャートである。図４に示した第２の具体例
のタイミングチャートは、信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電位が、アナ
ログ信号Ｖｉｎの中間電位Ｖｍよりも高い場合（Ｖｉｎ＞Ｖｍ）のタイミングチャートの
一例である。
【００８０】
　図４にも、図２に示した第１の具体例のタイミングチャートと同様に、固体撮像装置１
００の１つの水平期間におけるアナログ信号Ｖｉｎおよびランプ波Ｖｒａｍｐの波形と、
比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴと、計数停止信号ＣＮＴＳＴＰおよび停止位置信号ＳＴＰＮ
Ｏとを示している。また、図４にも、図２に示した第１の具体例のタイミングチャートと
同様に、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３と、図９に示した従来の固体撮像装
置６００内のＡ／Ｄ変換回路６０９に備えたカウンタとの駆動期間を示している。
【００８１】
　なお、図４に示した第２の具体例のタイミングチャートは、図２に示した第１の具体例
のタイミングチャートが信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電位が、アナロ
グ信号Ｖｉｎの中間電位Ｖｍよりも低い場合（Ｖｉｎ＜Ｖｍ）であったのに対して、アナ
ログ信号Ｖｉｎの中間電位Ｖｍよりも高い場合（Ｖｉｎ＞Ｖｍ）であることのみが異なる
。従って、以下の説明においては、図２に示した第１の具体例のタイミングチャートと異
なる動作について説明し、図２に示した第１の具体例のタイミングチャートと同じ動作に
関する詳細な説明は省略する。
【００８２】
　まず、図４に示したＡ／Ｄ変換回路１０９による第２の具体例のアナログデジタル変換
の動作では、リセット期間において、コンパレータ１２が、図２に示した第１の具体例と
同様に、ランプ期間Ｔｒｒの開始のタイミングである時刻ｔｒ０から、アナログ信号処理
回路１０３から入力されたリセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位と、ＤＡＣ１０４
から入力されたランプ波Ｖｒａｍｐの電位との比較処理を行う。そして、コンパレータ１
２は、ランプ波Ｖｒａｍｐの電位が、リセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位以下の
電位になった時刻ｔｒｉｎのときから、“Ｈｉｇｈ”レベルの比較器出力信号ＣＭＰＯＵ
Ｔをカウンタ１３とメモリ１４とに出力する。
【００８３】
　そして、カウンタ１３は、図２に示した第１の具体例と同様に、ランプ期間Ｔｒｒの期
間において、比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力された時刻ｔｒｉｎのタイミングから時
間の計数を開始し、その後、制御回路１０７から計数停止信号ＣＮＴＳＴＰが入力された
時刻ｔｒ１のタイミングで時間の計数を停止する。このようにして、カウンタ１３は、図
４に示した期間ｔｒｎの期間の基準のクロック信号の数（クロック数）を計数し、アナロ
グ信号処理回路１０３から入力されたリセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさ（画
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素１１のリセット信号の値）に応じたデジタル値を得る。図４には、リセットレベルのア
ナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒｎとして、デジタル値Ｄｒｎ＝１４を得
る場合を示している。
【００８４】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、図４に示した時刻ｔｒ０から時刻ｔｒ
ｉｎまでの期間ｔｒｏの期間の基準のクロック信号の数（クロック数）を計数し、リセッ
トレベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒｏとして、デジタル値Ｄｒ
ｏ＝１を得ることになる。
【００８５】
　続いて、図４に示したＡ／Ｄ変換回路１０９による第２の具体例のアナログデジタル変
換の動作では、信号読み出し期間において、コンパレータ１２が、図２に示した第１の具
体例と同様に、ランプ期間Ｔｒｓの開始のタイミングである時刻ｔｓ０から、アナログ信
号処理回路１０３から入力されたリセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位と、
ＤＡＣ１０４から入力されたランプ波Ｖｒａｍｐの電位との比較処理を行う。そして、コ
ンパレータ１２は、ランプ波Ｖｒａｍｐの電位が、リセット＋信号レベルのアナログ信号
Ｖｉｎの電位以下の電位になった時刻ｔｓｉｎのときから、“Ｈｉｇｈ”レベルの比較器
出力信号ＣＭＰＯＵＴをカウンタ１３とメモリ１４とに出力する。
【００８６】
　そして、カウンタ１３は、ランプ期間Ｔｒｓの期間において、比較器出力信号ＣＭＰＯ
ＵＴが入力された時刻ｔｓｉｎのタイミングから時間の計数を開始する。すなわち、本第
２の具体例では、分割ランプ期間Ｔｒｓ１のときに時間の計数を開始する。その後、カウ
ンタ１３は、時間の計数を開始した後で、制御回路１０７から計数停止信号ＣＮＴＳＴＰ
が最初に入力された時刻ｔｓ１のタイミングのときに、時間の計数を停止する。このよう
にして、カウンタ１３は、図４に示した分割ランプ期間Ｔｒｓ１内の期間ｔｓｎの時間（
クロック数）を計数し、アナログ信号処理回路１０３から入力されたリセット＋信号レベ
ルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさ（画素１１のリセット信号の値と画素信号の値との合計
）に応じたデジタル値を得る。図４には、リセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの
大きさを表すデジタル値Ｄｓｎとして、デジタル値Ｄｓｎ＝９を得る場合を示している。
【００８７】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、図４に示した時刻ｔｓ０から時刻ｔｓ
ｉｎまでの期間ｔｓｏの期間の基準のクロック信号の数（クロック数）を計数し、リセッ
ト＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｓｏとして、デジタル
値Ｄｓｏ＝５４を得ることになる。
【００８８】
　その後、カウンタ１３は、図２に示した第１の具体例と同様に、リセット期間と信号読
み出し期間とのそれぞれの期間で得たデジタル値Ｄｒｎとデジタル値Ｄｓｎとに基づいた
デジタルＣＤＳ処理によって、Ａ／Ｄ変換回路１０９に入力されたアナログ信号Ｖｉｎの
大きさに応じたデジタル値Ｄｃｎｔを算出し、算出したデジタル値Ｄｃｎｔをメモリ１４
に出力する。図４に示した一例では、デジタル値Ｄｒｎ＝１４であり、デジタル値Ｄｓｎ
＝９であるため、カウンタ１３は、下式（６）に示したようなデジタル値Ｄｃｎｔを算出
してメモリ１４に出力する。
【００８９】
　Ｄｃｎｔ＝Ｄｒｎ－Ｄｓｎ＝１４－９＝５　・・・（６）
【００９０】
　これにより、メモリ１４は、図２に示した第１の具体例と同様に、カウンタ１３から入
力されたデジタル値Ｄｃｎｔを保持する。また、メモリ１４は、図２に示した第１の具体
例と同様に、比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力された時刻ｔｓｉｎのタイミングのとき
に、制御回路１０７から入力された停止位置信号ＳＴＰＮＯの１ビットの情報を、停止信
号値Ｄｓｔｐとして保持する。図４に示した一例では、停止信号値Ｄｓｔｐ＝０を保持す
る。
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【００９１】
　そして、メモリ１４は、図２に示した第１の具体例と同様に、保持したデジタル値Ｄｃ
ｎｔと停止信号値Ｄｓｔｐとを、アナログ信号処理回路１０３から入力されたアナログ信
号Ｖｉｎの大きさに応じてＡ／Ｄ変換回路１０９が生成したデジタル値Ｄｏとして、デコ
ーダ１１０に出力する。
【００９２】
　デコーダ１１０は、図２に示した第１の具体例と同様に、Ａ／Ｄ変換回路１０９から入
力されたデジタル値Ｄｏに含まれる停止信号値Ｄｓｔｐに基づいて、上式（２）によって
、デジタル値Ｄｃｎｔを補正するためのオフセット値Ｄｏｆｆを決定する。図４に示した
一例では、デジタル値Ｄｓｍａｘ＝１２７、デジタル値Ｄｒｍａｘ＝１５、分割数ｎ＝２
である。また、図４に示した一例では、停止信号値Ｄｓｔｐ＝０である。従って、デコー
ダ１１０は、下式（７）に示したようなオフセット値Ｄｏｆｆを算出する。なお、ここで
デコーダ１１０が算出するオフセット値Ｄｏｆｆは、図３において停止信号値Ｄｓｔｐ＝
０に対応するオフセット値Ｄｏｆｆと同じ値である。
【００９３】
　Ｄｏｆｆ＝（１２７＋１）×（０＋１）／２－（１５＋１）＝１２８×１／２－１６
　　　　　＝４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（７）
【００９４】
　そして、デコーダ１１０は、図２に示した第１の具体例と同様に、決定したオフセット
値Ｄｏｆｆを、Ａ／Ｄ変換回路１０９から入力されたデジタル値Ｄｏに含まれるデジタル
値Ｄｃｎｔに加算して、Ａ／Ｄ変換回路１０９がアナログデジタル変換した、画素１１に
入射した光量に応じたデジタル信号Ｄｏｕｔとして出力する。図４に示した一例では、下
式（８）に示したようなデジタル信号Ｄｏｕｔを、デジタル信号Ｄｏｕｔとして出力する
。
【００９５】
　Ｄｏｕｔ＝Ｄｃｎｔ＋Ｄｏｆｆ＝５＋４８＝５３　・・・（８）
【００９６】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、デジタル値Ｄｓｏ＝５４であり、デジ
タル値Ｄｒｏ＝１であるため、データ処理回路６３によるデジタルＣＤＳ処理によって、
下式（９）に示したようなデジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【００９７】
　Ｄｏｕｔ＝Ｄｓｏ－Ｄｒｏ＝５４－１＝５３　・・・（９）
【００９８】
　このようにして、Ａ／Ｄ変換回路１０９では、第２の具体例で示した動作によっても、
従来のＡ／Ｄ変換回路６０９と同じ結果のデジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【００９９】
　このように、固体撮像装置１００では、制御回路１０７が、予め定めたランプ期間Ｔｒ
ｓを分割数ｎの複数の分割ランプ期間に分割し、固体撮像装置１００内のＡ／Ｄ変換回路
１０９に備えたカウンタ１３は、制御回路１０７が分割したランプ期間の内、いずれか１
つの分割ランプ期間内の時間を計数する。これにより、固体撮像装置１００では、それぞ
れのＡ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３のビット数を削減することができるとともに
、信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電位がアナログ信号Ｖｉｎの中間電位
Ｖｍよりも低い場合（Ｖｉｎ＜Ｖｍ）におけるカウンタ１３の駆動期間を、従来の固体撮
像装置６００においてＡ／Ｄ変換回路６０９内のデータ処理回路６３に備えたカウンタの
駆動期間以下にすることができる。このことにより、固体撮像装置１００では、固体撮像
装置１００自体の回路規模を削減することができるとともに、固体撮像装置１００内のＡ
／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３の消費電力を削減することができる。より具体
的には、信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電位がアナログ信号Ｖｉｎの中
間電位Ｖｍよりも低い場合（Ｖｉｎ＜Ｖｍ）、すなわち、図２に示したような第１の具体
例の動作では、カウンタ１３の駆動期間（＝期間ｔｓｎ）が、従来のＡ／Ｄ変換回路６０
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９の動作におけるカウンタ１３の駆動期間（＝期間ｔｓｏ）と等しいか、必ず短くなるた
め、カウンタ１３の消費電力を削減することができる。
【０１００】
　ここで、固体撮像装置１００内のＡ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３の消費電
力について説明する。図５は、本第１の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変
換回路１０９に入力されるアナログ信号Ｖｉｎとカウンタの駆動期間との関係を示した図
である。図５には、第１の具体例および第２の具体例において、固体撮像装置１００に備
えたＡ／Ｄ変換回路１０９に入力される信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの
電位が、最小電位Ｖｍｉｎから最大電位Ｖｍａｘまで一様に分布している場合におけるカ
ウンタの駆動期間を示している。なお、図５（ａ）には、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９に
おけるアナログ信号Ｖｉｎとカウンタの駆動期間ｔｓｏとの関係を示し、図５（ｂ）には
、Ａ／Ｄ変換回路１０９におけるアナログ信号Ｖｉｎとカウンタの駆動期間ｔｓｎとの関
係を示している。
【０１０１】
　図５（ａ）に示したように、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９に最小電位Ｖｍｉｎから最大
電位Ｖｍａｘまで一様に分布しているアナログ信号Ｖｉｎが入力されると、Ａ／Ｄ変換回
路６０９内のデータ処理回路６３に備えたカウンタの駆動期間は、ランプ期間Ｔｒｓの全
ての期間から駆動期間＝０まで一様に分布することになる。より具体的には、アナログ信
号Ｖｉｎの電位が最小電位Ｖｍｉｎのときのカウンタの駆動期間はランプ期間Ｔｒｓから
、アナログ信号Ｖｉｎの電位が高くなるにつれてカウンタの駆動期間が短くなり、アナロ
グ信号Ｖｉｎの電位が最大電位Ｖｍａｘのときに、カウンタの駆動期間＝０になる。この
ため、従来の固体撮像装置６００に備えたＡ／Ｄ変換回路６０９におけるカウンタの消費
電力は、図５（ａ）に示した領域Ａ、領域Ｂ、および領域Ｃで示されたカウンタの駆動期
間の面積の合計に相当する消費電力となる。
【０１０２】
　しかし、固体撮像装置１００では、図５（ｂ）に示したように、制御回路１０７が、ア
ナログ信号Ｖｉｎの電位が中間電位Ｖｍである位置でランプ期間Ｔｒｓを２等分し、Ａ／
Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３は、いずれか１つの分割ランプ期間内の時間を計
数する。このため、Ａ／Ｄ変換回路１０９に最小電位Ｖｍｉｎから最大電位Ｖｍａｘまで
一様に分布しているアナログ信号Ｖｉｎが入力された場合でも、カウンタ１３の駆動期間
は、図５（ｂ）に示したように、中間電位Ｖｍのときに一旦、駆動期間＝０になる。
【０１０３】
　より具体的には、アナログ信号Ｖｉｎの電位が最小電位Ｖｍｉｎのときのカウンタの駆
動期間＝０から、アナログ信号Ｖｉｎの電位が高くなるにつれてカウンタの駆動期間が長
くなり、アナログ信号Ｖｉｎの電位が中間電位Ｖｍのときに、カウンタ１３の駆動期間が
分割ランプ期間Ｔｒｓ２となる。その後、アナログ信号Ｖｉｎの電位が中間電位Ｖｍより
も高くなると、一旦カウンタの駆動期間＝０となり、さらに、アナログ信号Ｖｉｎの電位
が高くなるにつれて駆動期間＝０からカウンタの駆動期間が再び長くなり、アナログ信号
Ｖｉｎの電位が最大電位Ｖｍａｘのときに、カウンタ１３の駆動期間が分割ランプ期間Ｔ
ｒｓ１となる。
【０１０４】
　このため、固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９におけるカウンタ１３の
消費電力は、図５（ｂ）に示した領域Ａおよび領域Ｂで示されたカウンタの駆動期間の面
積の合計に相当する消費電力となる。これは、図５（ａ）と図５（ｂ）と比較してわかる
ように、固体撮像装置１００では、図５（ａ）に示した領域Ｃで示されたカウンタの駆動
期間の面積に相当する消費電力を削減していることになる。ここで、領域Ｃで示されたカ
ウンタの駆動期間の面積に相当する消費電力は、従来の固体撮像装置６００の消費電力の
半分に相当する。つまり、固体撮像装置１００では、従来の固体撮像装置６００の１／２
（＝１／ｎ）に、それぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３の消費電力を低
減することができる。
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【０１０５】
　上記に述べたとおり、本第１の実施形態の固体撮像装置１００では、予め定めたランプ
期間Ｔｒｓを２つの分割ランプ期間に分割し、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１
３は、分割したいずれか１つの分割ランプ期間内の時間を計数する。これにより、Ａ／Ｄ
変換回路１０９に備えたカウンタ１３がそれぞれの分割ランプ期間において計数する最大
のカウント値が小さくなり、カウンタ１３に必要とされるビット数を１ビット（＝ｌｏｇ

２ｎビット）のビット数だけ、削減することができる。このことにより、Ａ／Ｄ変換回路
１０９（より詳細には、カウンタ１３）の回路規模および回路面積を削減することができ
、Ａ／Ｄ変換回路１０９を画素アレイ部１０２の列の数だけ複数備えている本第１の実施
形態の固体撮像装置１００では、より顕著に固体撮像装置１００自体の回路規模および回
路面積の削減の効果を得ることができる。
【０１０６】
　また、本第１の実施形態の固体撮像装置１００では、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカ
ウンタ１３が分割ランプ期間内の時間を計数する動作や、カウンタ１３のビット数の削減
に伴って、Ａ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３の駆動期間が短くなり、カウンタ１３
の消費電力を低減することができる。このことにより、Ａ／Ｄ変換回路１０９（より詳細
には、カウンタ１３）の消費電力を低減することができ、Ａ／Ｄ変換回路１０９を画素ア
レイ部１０２の列の数だけ複数備えている本第１の実施形態の固体撮像装置１００では、
より顕著に固体撮像装置１００自体の消費電力の低減の効果を得ることができる。
【０１０７】
　なお、本第１の実施形態の固体撮像装置１００では、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカ
ウンタ１３のビット数の削減に伴って少なくなる最終的に出力するデジタル信号Ｄｏｕｔ
のビット数は、固体撮像装置１００内のカラムＡ／Ｄ変換回路１０５において、それぞれ
のＡ／Ｄ変換回路１０９に共通のデコーダ１１０が、ビット数が削減されたカウンタ１３
が出力するデジタル値Ｄｃｎｔにオフセット値Ｄｏｆｆを加算することによって補正する
。このため、本第１の実施形態の固体撮像装置１００では、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９
をカラムＡ／Ｄ変換回路６０５内に備えた従来の固体撮像装置６００と同じ結果のデジタ
ル値を、最終的なデジタル信号Ｄｏｕｔとして出力することができ、固体撮像装置１００
の性能を低下させずに、回路規模および回路面積の削減の効果と、消費電力の低減の効果
とを得ることができる。
【０１０８】
　なお、本第１の実施形態の固体撮像装置１００では、制御回路１０７が予め定めたラン
プ期間Ｔｒｓを分割ランプ期間Ｔｒｓ１と分割ランプ期間Ｔｒｓ２とに２等分する、分割
数ｎ＝２の場合の動作について説明した。しかし、固体撮像装置１００における分割数ｎ
は、分割数ｎ＝２に限定されるものではない。
【０１０９】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本第２の実施形態の固体撮像装置は
、制御回路１０７が読み出し期間におけるランプ期間を分割する分割数ｎのみが、第１の
実施形態の固体撮像装置１００と異なる。なお、本第２の実施形態における固体撮像装置
の構成は、第１の実施形態の固体撮像装置１００と同様の構成である。従って、本第２の
実施形態の説明においては、第１の実施形態の固体撮像装置１００に備えた制御回路１０
７が、ランプ期間を異なる分割数ｎに分割するものとし、本第２の実施形態における固体
撮像装置の構成要素に関する詳細な説明は省略する。
【０１１０】
　なお、以下の説明においては、本第２の実施形態の固体撮像装置の動作を、図１に示し
た第１の実施形態の固体撮像装置１００の構成要素と同一の符号を用いて説明する。例え
ば、本第２の実施形態の固体撮像装置も、固体撮像装置１００として説明する。
【０１１１】
＜第３の具体例＞
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　ここで、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９の動作
について説明する。本第３の具体例では、制御回路１０７が、ランプ期間を４等分した場
合、すなわち、分割数ｎ＝４である場合におけるＡ／Ｄ変換回路１０９のアナログデジタ
ル変換の動作について説明する。なお、本第３の具体例でも、説明を容易にするため、信
号読み出し期間のみを４等分した場合について説明する。
【０１１２】
　図６は、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９の動作
における第３の具体例を示したタイミングチャートである。図６に示した第３の具体例の
タイミングチャートは、アナログ信号Ｖｉｎの最大電位Ｖｍａｘと最小電位Ｖｍｉｎとの
電位差を、電位Ｖｍ１（Ｖｍ１＝３×（Ｖｍａｘ＋Ｖｍｉｎ）／４）、電位Ｖｍ２（Ｖｍ
２＝２×（Ｖｍａｘ＋Ｖｍｉｎ）／４）、および電位Ｖｍ３（Ｖｍ３＝（Ｖｍａｘ＋Ｖｍ
ｉｎ）／４）で４つに分けたときに、信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電
位が、電位Ｖｍ３と電位Ｖｍ２との間にある場合（Ｖｍ３≦Ｖｉｎ＜Ｖｍ２）のタイミン
グチャートの一例である。
【０１１３】
　なお、図６に示した第３の具体例のタイミングチャートにおけるアナログ信号Ｖｉｎの
電位は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例におけるアナ
ログ信号Ｖｉｎの電位と同じ電位である。従って、本第３の具体例においても、Ａ／Ｄ変
換回路１０９は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例と同
じデジタル値のデジタル信号Ｄｏｕｔを出力することになる。
【０１１４】
　図６にも、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例のタイミ
ングチャートと同様に、本第２の実施形態の固体撮像装置１００の１つの水平期間におけ
るアナログ信号Ｖｉｎおよびランプ波Ｖｒａｍｐの波形と、比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴ
と、計数停止信号ＣＮＴＳＴＰおよび停止位置信号ＳＴＰＮＯとを示している。また、図
６にも、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例のタイミング
チャートと同様に、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３と、図９に示した従来の
固体撮像装置６００内のＡ／Ｄ変換回路６０９に備えたカウンタとの駆動期間を示してい
る。
【０１１５】
　なお、本第３の具体例でも、図６に示したように、リセット期間内の時刻ｔｒ０～時刻
ｔｒ１までのランプ期間Ｔｒｒにおけるクロック数は１５であり、すなわち、ランプ期間
Ｔｒｒにおけるデジタル値の最大値＝１５であり、信号読み出し期間内の時刻ｔｓ０～時
刻ｔｓ２までのランプ期間Ｔｒｓにおけるクロック数は１２７である、すなわち、ランプ
期間Ｔｒｓにおけるデジタル値の最大値＝１２７であるものとする。
【０１１６】
　制御回路１０７は、読み出し期間におけるランプ期間Ｔｒｓを、時刻ｔｓ０～時刻ｔｓ
１までの分割ランプ期間Ｔｒｓ１と、時刻ｔｓ１～時刻ｔｓ２までの分割ランプ期間Ｔｒ
ｓ２と、時刻ｔｓ２～時刻ｔｓ３までの分割ランプ期間Ｔｒｓ３と、時刻ｔｓ３～時刻ｔ
ｓ４までの分割ランプ期間Ｔｒｓ４とに４等分する。そして、制御回路１０７は、図６に
示したように、それぞれの分割ランプ期間が終了するタイミングのとき、すなわち、分割
ランプ期間Ｔｒｓ１～分割ランプ期間Ｔｒｓ４のそれぞれが終了するタイミングのときに
、“Ｈｉｇｈ”レベルの計数停止信号ＣＮＴＳＴＰを、カラムＡ／Ｄ変換回路１０５に備
えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３に出力する。
【０１１７】
　また、制御回路１０７は、それぞれの分割ランプ期間（分割ランプ期間Ｔｒｓ１～分割
ランプ期間Ｔｒｓ４）を判別するための停止位置信号ＳＴＰＮＯを、カラムＡ／Ｄ変換回
路１０５に備えたそれぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９内のメモリ１４に出力する。なお、本
第３の具体例では、ランプ期間Ｔｒｓを４等分する、すなわち、分割数ｎ＝４であるため
、図６に示したように、停止位置信号ＳＴＰＮＯはＮ＝ｌｏｇ２ｎ＝ｌｏｇ２４＝２ビッ
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トの情報である。
【０１１８】
　なお、図６に示した第３の具体例でも、ランプ期間Ｔｒｓの全ての期間を計数したとき
のカウント値＝１２７であるため、カウンタに必要とされる通常のビット数は、７ビット
であるが、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９内のカ
ウンタ１３は、上述したように、制御回路１０７が分割したランプ期間Ｔｒｓの内、いず
れか１つの分割ランプ期間内の時間を計数する。すなわち、図６に示した第３の具体例で
は、カウンタ１３は、制御回路１０７がランプ期間Ｔｒｓを４等分したそれぞれの分割ラ
ンプ期間（分割ランプ期間Ｔｒｓ１～分割ランプ期間Ｔｒｓ４）の内、１つの分割ランプ
期間内の時間を計数する。従って、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／
Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３のビット数は、制御回路１０７が出力する停止位置信
号ＳＴＰＮＯのビット数Ｎと同じ２ビットだけ削減され、５ビットとなる。つまり、第１
の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３よりも
、さらに１ビット削減することができる。このため、カウンタ１３が計数する分割ランプ
期間の最大のカウント値は、カウント値＝３１である。
【０１１９】
　本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９によるアナログ
デジタル変換の動作では、まず、リセット期間において、コンパレータ１２が、図２に示
した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例と同様に、ランプ期間Ｔｒｒの
開始のタイミングである時刻ｔｒ０から、アナログ信号処理回路１０３から入力されたリ
セットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位と、ＤＡＣ１０４から入力されたランプ波Ｖｒ
ａｍｐの電位との比較処理を行う。そして、コンパレータ１２は、ランプ波Ｖｒａｍｐの
電位が、リセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位以下の電位になった時刻ｔｒｉｎの
ときから、“Ｈｉｇｈ”レベルの比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴをカウンタ１３とメモリ１
４とに出力する。
【０１２０】
　そして、カウンタ１３は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の
具体例と同様に、ランプ期間Ｔｒｒの期間において、比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力
された時刻ｔｒｉｎのタイミングから時間の計数を開始し、その後、制御回路１０７から
計数停止信号ＣＮＴＳＴＰが入力された時刻ｔｒ１のタイミングで時間の計数を停止する
。このようにして、カウンタ１３は、図６に示した期間ｔｒｎの期間の基準のクロック信
号の数（クロック数）を計数し、アナログ信号処理回路１０３から入力されたリセットレ
ベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさ（画素１１のリセット信号の値）に応じたデジタル値
を得る。図６には、リセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒ
ｎとして、デジタル値Ｄｒｎ＝５を得る場合を示している。
【０１２１】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、図６に示した時刻ｔｒ０から時刻ｔｒ
ｉｎまでの期間ｔｒｏの期間の基準のクロック信号の数（クロック数）を計数し、リセッ
トレベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒｏとして、デジタル値Ｄｒ
ｏ＝１０を得ることになる。
【０１２２】
　続いて、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９による
アナログデジタル変換の動作では、信号読み出し期間において、コンパレータ１２が、図
２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例と同様に、ランプ期間Ｔ
ｒｓの開始のタイミングである時刻ｔｓ０から、アナログ信号処理回路１０３から入力さ
れたリセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位と、ＤＡＣ１０４から入力された
ランプ波Ｖｒａｍｐの電位との比較処理を行う。そして、コンパレータ１２は、ランプ波
Ｖｒａｍｐの電位が、リセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの電位以下の電位にな
った時刻ｔｓｉｎのときから、“Ｈｉｇｈ”レベルの比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴをカウ
ンタ１３とメモリ１４とに出力する。
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【０１２３】
　そして、カウンタ１３は、ランプ期間Ｔｒｓの期間において、比較器出力信号ＣＭＰＯ
ＵＴが入力された時刻ｔｓｉｎのタイミングから時間の計数を開始する、すなわち、本第
３の具体例では、分割ランプ期間Ｔｒｓ３になってから時間の計数を開始する。その後、
カウンタ１３は、時間の計数を開始した後で、制御回路１０７から計数停止信号ＣＮＴＳ
ＴＰが最初に入力された時刻ｔｓ３のタイミングのときに、時間の計数を停止する。この
ようにして、カウンタ１３は、図６に示した分割ランプ期間Ｔｒｓ３内の期間ｔｓｎの時
間（クロック数）を計数し、アナログ信号処理回路１０３から入力されたリセット＋信号
レベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさ（画素１１のリセット信号の値と画素信号の値との
合計）に応じたデジタル値を得る。図６には、リセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉ
ｎの大きさを表すデジタル値Ｄｓｎとして、デジタル値Ｄｓｎ＝１４を得る場合を示して
いる。
【０１２４】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、図６に示した時刻ｔｓ０から時刻ｔｓ
ｉｎまでの期間ｔｓｏの期間の基準のクロック信号の数（クロック数）を計数し、リセッ
ト＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｓｏとして、デジタル
値Ｄｓｏ＝８１を得ることになる。
【０１２５】
　その後、カウンタ１３は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の
具体例と同様に、リセット期間と信号読み出し期間とのそれぞれの期間で得たデジタル値
Ｄｒｎとデジタル値Ｄｓｎとに基づいたデジタルＣＤＳ処理によって、Ａ／Ｄ変換回路１
０９に入力されたアナログ信号Ｖｉｎの大きさに応じたデジタル値Ｄｃｎｔを算出し、算
出したデジタル値Ｄｃｎｔをメモリ１４に出力する。図６に示した一例では、デジタル値
Ｄｒｎ＝５であり、デジタル値Ｄｓｎ＝１４であるため、カウンタ１３は、下式（１０）
に示したようなデジタル値Ｄｃｎｔを算出してメモリ１４に出力する。
【０１２６】
　Ｄｃｎｔ＝Ｄｒｎ－Ｄｓｎ＝５－１４＝－９　・・・（１０）
【０１２７】
　これにより、メモリ１４は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１
の具体例と同様に、カウンタ１３から入力されたデジタル値Ｄｃｎｔを保持する。また、
メモリ１４は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例と同様
に、比較器出力信号ＣＭＰＯＵＴが入力された時刻ｔｓｉｎのタイミングのときに、制御
回路１０７から入力された停止位置信号ＳＴＰＮＯの２ビットの情報を、停止信号値Ｄｓ
ｔｐとして保持する。図６に示した一例では、停止信号値Ｄｓｔｐ＝２を保持する。
【０１２８】
　そして、メモリ１４は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具
体例と同様に、保持したデジタル値Ｄｃｎｔと停止信号値Ｄｓｔｐとを、アナログ信号処
理回路１０３から入力されたアナログ信号Ｖｉｎの大きさに応じてＡ／Ｄ変換回路１０９
が生成したデジタル値Ｄｏとして、デコーダ１１０に出力する。
【０１２９】
　デコーダ１１０は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例
と同様に、Ａ／Ｄ変換回路１０９から入力されたデジタル値Ｄｏに含まれる停止信号値Ｄ
ｓｔｐに基づいて、上式（２）によって、デジタル値Ｄｃｎｔを補正するためのオフセッ
ト値Ｄｏｆｆを決定する。図６に示した一例では、デジタル値Ｄｓｍａｘ＝１２７、デジ
タル値Ｄｒｍａｘ＝１５、分割数ｎ＝４である。また、図６に示した一例では、停止信号
値Ｄｓｔｐ＝２である。従って、デコーダ１１０は、下式（１１）に示したようなオフセ
ット値Ｄｏｆｆを算出する。
【０１３０】
　Ｄｏｆｆ＝（１２７＋１）×（２＋１）／４－（１５＋１）＝１２８×３／４－１６
　　　　　＝８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１１）
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【０１３１】
　なお、上述したように、オフセット値Ｄｏｆｆは、停止信号値Ｄｓｔｐのそれぞれに対
して事前に算出しておくこともできる。例えば、図６に示した一例においては、それぞれ
の停止信号値Ｄｓｔｐに対応する図７に示したようなオフセット値Ｄｏｆｆを事前に算出
する。そして、上述したように、事前に算出したそれぞれのオフセット値Ｄｏｆｆを、デ
コーダ１１０のテーブルとして設定または記憶しておく構成にすることもできる。
【０１３２】
　そして、デコーダ１１０は、図２に示した第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１
の具体例と同様に、決定したオフセット値Ｄｏｆｆを、Ａ／Ｄ変換回路１０９から入力さ
れたデジタル値Ｄｏに含まれるデジタル値Ｄｃｎｔに加算して、Ａ／Ｄ変換回路１０９が
アナログデジタル変換した、画素１１に入射した光量に応じたデジタル信号Ｄｏｕｔとし
て出力する。図６に示した一例では、下式（１２）に示したようなデジタル信号Ｄｏｕｔ
を、デジタル信号Ｄｏｕｔとして出力する。
【０１３３】
　Ｄｏｕｔ＝Ｄｃｎｔ＋Ｄｏｆｆ＝－９＋８０＝７１　・・・（１２）
【０１３４】
　なお、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９の動作では、デジタル値Ｄｓｏ＝８１であり、デジ
タル値Ｄｒｏ＝１０であるため、データ処理回路６３によるデジタルＣＤＳ処理によって
、下式（１３）に示したようなデジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【０１３５】
　Ｄｏｕｔ＝Ｄｓｏ－Ｄｒｏ＝８１－１０＝７１　・・・（１３）
【０１３６】
　このようにして、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０
９では、第３の具体例で示した動作によって、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９と同じ結果の
デジタル信号Ｄｏｕｔを出力する。
【０１３７】
　なお、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９による他
の電位のアナログ信号Ｖｉｎのアナログデジタル変換の動作は、図２および図４に示した
第１の実施形態の固体撮像装置１００の第１の具体例および第２の具体例の動作や、図６
に示した第３の具体例に基づいて同様に考えることができるため、詳細な説明は省略する
。
【０１３８】
　このように、本第２の実施形態の固体撮像装置１００でも、制御回路１０７が、予め定
めたランプ期間Ｔｒｓを分割数ｎの複数の分割ランプ期間に分割することによって、本第
２の実施形態の固体撮像装置１００内のＡ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３のビ
ット数を削減することができる。これにより、本第２の実施形態の固体撮像装置１００で
は、信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電位が電位Ｖｍ１よりも低い場合（
Ｖｉｎ＜Ｖｍ１）におけるカウンタ１３の駆動期間を、従来の固体撮像装置６００におい
てＡ／Ｄ変換回路６０９内のデータ処理回路６３に備えたカウンタの駆動期間以下にする
ことができる。このことにより、本第２の実施形態の固体撮像装置１００でも、固体撮像
装置１００自体の回路規模を削減することができるとともに、固体撮像装置１００内のＡ
／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３の消費電力を削減することができる。より具体
的には、信号読み出し期間におけるアナログ信号Ｖｉｎの電位が電位Ｖｍ１よりも低い場
合（Ｖｉｎ＜Ｖｍ１）の動作では、カウンタ１３の駆動期間（＝期間ｔｓｎ）が、従来の
Ａ／Ｄ変換回路６０９の動作におけるカウンタ１３の駆動期間（＝期間ｔｓｏ）と等しい
か、必ず短くなるため、カウンタ１３の消費電力を削減することができる。
【０１３９】
　ここで、本第２の実施形態の固体撮像装置１００内のＡ／Ｄ変換回路１０９に備えたカ
ウンタ１３の消費電力について説明する。図８は、本第２の実施形態の固体撮像装置１０
０に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９に入力されるアナログ信号Ｖｉｎとカウンタの駆動期間
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との関係を示した図である。図８には、第３の具体例に示したような本第２の実施形態の
固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９の動作において、本第２の実施形態の
固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９に入力される信号読み出し期間におけ
るアナログ信号Ｖｉｎの電位が、最小電位Ｖｍｉｎから最大電位Ｖｍａｘまで一様に分布
している場合におけるカウンタの駆動期間を示している。なお、図８（ａ）には、従来の
Ａ／Ｄ変換回路６０９におけるアナログ信号Ｖｉｎとカウンタの駆動期間ｔｓｏとの関係
を示し、図８（ｂ）には、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回
路１０９におけるアナログ信号Ｖｉｎとカウンタの駆動期間ｔｓｎとの関係を示している
。
【０１４０】
　図８（ａ）に示したように、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９に最小電位Ｖｍｉｎから最大
電位Ｖｍａｘまで一様に分布しているアナログ信号Ｖｉｎが入力されると、Ａ／Ｄ変換回
路６０９内のデータ処理回路６３に備えたカウンタの駆動期間は、ランプ期間Ｔｒｓの全
ての期間から駆動期間＝０まで一様に分布することになる。より具体的には、アナログ信
号Ｖｉｎの電位が最小電位Ｖｍｉｎのときのカウンタの駆動期間はランプ期間Ｔｒｓから
、アナログ信号Ｖｉｎの電位が、電位Ｖｍ３→電位Ｖｍ２→電位Ｖｍ１と高くなるにつれ
てカウンタの駆動期間が短くなり、アナログ信号Ｖｉｎの電位が最大電位Ｖｍａｘのとき
に、カウンタの駆動期間＝０になる。このため、従来の固体撮像装置６００に備えたＡ／
Ｄ変換回路６０９におけるカウンタの消費電力は、図８（ａ）に示した領域Ａ～領域Ｊで
示されたカウンタの駆動期間の面積の合計に相当する消費電力となる。
【０１４１】
　しかし、本第２の実施形態の固体撮像装置１００では、図８（ｂ）に示したように、制
御回路１０７が、アナログ信号Ｖｉｎの電位を、電位Ｖｍ３、電位Ｖｍ２、および電位Ｖ
ｍ１の位置でランプ期間Ｔｒｓを４等分し、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３
は、いずれか１つの分割ランプ期間内の時間を計数する。このため、Ａ／Ｄ変換回路１０
９に最小電位Ｖｍｉｎから最大電位Ｖｍａｘまで一様に分布しているアナログ信号Ｖｉｎ
が入力された場合でも、カウンタ１３の駆動期間は、図８（ｂ）に示したように、電位Ｖ
ｍ３、電位Ｖｍ２、および電位Ｖｍ１のときに一旦、駆動期間＝０になる。
【０１４２】
　より具体的には、アナログ信号Ｖｉｎの電位が最小電位Ｖｍｉｎのときのカウンタの駆
動期間＝０から、アナログ信号Ｖｉｎの電位が高くなるにつれてカウンタの駆動期間が長
くなり、アナログ信号Ｖｉｎの電位が電位Ｖｍ３のときに、カウンタ１３の駆動期間が分
割ランプ期間Ｔｒｓ４となる。その後、アナログ信号Ｖｉｎの電位が電位Ｖｍ３よりも高
くなると、一旦カウンタの駆動期間＝０となり、さらに、アナログ信号Ｖｉｎの電位が高
くなるにつれて駆動期間＝０からカウンタの駆動期間が再び長くなり、アナログ信号Ｖｉ
ｎの電位が電位Ｖｍ２のときに、カウンタ１３の駆動期間が分割ランプ期間Ｔｒｓ３とな
る。その後、アナログ信号Ｖｉｎの電位が電位Ｖｍ２よりも高くなると、一旦カウンタの
駆動期間＝０となり、さらに、アナログ信号Ｖｉｎの電位が高くなるにつれて駆動期間＝
０からカウンタの駆動期間が再び長くなり、アナログ信号Ｖｉｎの電位が電位Ｖｍ１のと
きに、カウンタ１３の駆動期間が分割ランプ期間Ｔｒｓ２となる。その後、アナログ信号
Ｖｉｎの電位が電位Ｖｍ１よりも高くなると、一旦カウンタの駆動期間＝０となり、さら
に、アナログ信号Ｖｉｎの電位が高くなるにつれて駆動期間＝０からカウンタの駆動期間
が再び長くなり、アナログ信号Ｖｉｎの電位が最大電位Ｖｍａｘのときに、カウンタ１３
の駆動期間が分割ランプ期間Ｔｒｓ１となる。
【０１４３】
　このため、本第２の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９にお
けるカウンタ１３の消費電力は、図８（ｂ）に示した領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃ、および領
域Ｄで示されたカウンタの駆動期間の面積の合計に相当する消費電力となる。これは、図
８（ａ）と図８（ｂ）と比較してわかるように、本第２の実施形態の固体撮像装置１００
では、図８（ａ）に示した領域Ｅ～領域Ｊで示されたカウンタの駆動期間の面積に相当す
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る消費電力を削減していることになる。ここで、領域Ｅ～領域Ｊで示されたカウンタの駆
動期間の面積に相当する消費電力は、従来の固体撮像装置６００の消費電力の３／４に相
当する。つまり、本第２の実施形態の固体撮像装置１００では、従来の固体撮像装置６０
０の１／４（＝１／ｎ）に、それぞれのＡ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３の消
費電力を低減することができる。
【０１４４】
　上記に述べたとおり、本第２の実施形態の固体撮像装置１００では、予め定めたランプ
期間Ｔｒｓを４つの分割ランプ期間に分割し、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１
３は、分割したいずれか１つの分割ランプ期間内の時間を計数する。これにより、本第２
の実施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３がそれ
ぞれの分割ランプ期間において計数する最大のカウント値が小さくなり、カウンタ１３に
必要とされるビット数を２ビット（＝ｌｏｇ２ｎビット）のビット数だけ、削減すること
ができる。このことにより、本第２の実施形態の固体撮像装置１００では、Ａ／Ｄ変換回
路１０９（より詳細には、カウンタ１３）の回路規模および回路面積を、第１の実施形態
の固体撮像装置１００よりもさらに削減することができ、Ａ／Ｄ変換回路１０９を画素ア
レイ部１０２の列の数だけ複数備えている本第２の実施形態の固体撮像装置１００では、
さらに顕著に固体撮像装置１００自体の回路規模および回路面積の削減の効果を得ること
ができる。
【０１４５】
　また、本第２の実施形態の固体撮像装置１００では、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカ
ウンタ１３が分割ランプ期間内の時間を計数する動作や、カウンタ１３のビット数のさら
なる削減に伴って、Ａ／Ｄ変換回路１０９内のカウンタ１３の駆動期間がさらに短くなり
、カウンタ１３の消費電力をさらに低減することができる。このことにより、本第２の実
施形態の固体撮像装置１００に備えたＡ／Ｄ変換回路１０９（より詳細には、カウンタ１
３）の消費電力をさらに低減することができ、Ａ／Ｄ変換回路１０９を画素アレイ部１０
２の列の数だけ複数備えている本第２の実施形態の固体撮像装置１００では、さらに顕著
に固体撮像装置１００自体の消費電力の低減の効果を得ることができる。
【０１４６】
　なお、本第２の実施形態の固体撮像装置１００でも、第１の実施形態の固体撮像装置１
００と同様に、Ａ／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３のビット数の削減に伴って少
なくなる最終的に出力するデジタル信号Ｄｏｕｔのビット数を、それぞれのＡ／Ｄ変換回
路１０９に共通のデコーダ１１０が補正する。このため、本第２の実施形態の固体撮像装
置１００でも、従来のＡ／Ｄ変換回路６０９をカラムＡ／Ｄ変換回路６０５内に備えた従
来の固体撮像装置６００と同じ結果のデジタル値を、最終的なデジタル信号Ｄｏｕｔとし
て出力することができ、固体撮像装置１００の性能を低下させずに、回路規模および回路
面積の削減の効果と、消費電力の低減の効果とを得ることができる。
【０１４７】
　上記に述べたとおり、本発明を実施するための形態によれば、固体撮像装置に備えたＡ
／Ｄ変換回路がアナログデジタル変換する予め定めたランプ期間を、分割数ｎの複数の分
割ランプ期間に分割し、Ａ／Ｄ変換回路に備えたカウンタは、分割したいずれか１つの分
割ランプ期間内の時間を計数する。これにより、本発明を実施するための形態では、Ａ／
Ｄ変換回路に備えたカウンタがそれぞれの分割ランプ期間において計数する最大のカウン
ト値を小さくすることができ、カウンタに必要とされるビット数を２を底とする分割数ｎ
の対数（＝ｌｏｇ２ｎ）のビット数だけ、削減することができる。このことにより、本発
明を実施するための形態では、Ａ／Ｄ変換回路の特にカウンタの回路規模および回路面積
を削減することができ、Ａ／Ｄ変換回路を画素アレイ部の列の数だけ複数備えている固体
撮像装置では、固体撮像装置自体の回路規模および回路面積のより顕著な削減効果を得る
ことができる。
【０１４８】
　また、本発明を実施するための形態では、Ａ／Ｄ変換回路に備えたカウンタが分割ラン
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プ期間内の時間を計数する動作や、カウンタのビット数の削減に伴って、Ａ／Ｄ変換回路
内のカウンタの駆動期間が短くなり、カウンタの消費電力を低減することができる。この
ことにより、本発明を実施するための形態では、Ａ／Ｄ変換回路の特にカウンタの消費電
力を低減することができ、Ａ／Ｄ変換回路を画素アレイ部の列の数だけ複数備えている固
体撮像装置では、固体撮像装置自体の消費電力のより顕著な低減効果を得ることができる
。
【０１４９】
　また、本発明を実施するための形態では、ビット数が削減されたカウンタが出力するデ
ジタル値にオフセット値を加算することによって、最終的に出力するデジタル信号を補正
し、出力するデジタル信号のビット数を、従来のＡ／Ｄ変換回路が出力するデジタル信号
のビット数と同じにする。これにより、本発明を実施するための形態では、Ａ／Ｄ変換回
路の性能を低下させずに、Ａ／Ｄ変換回路の特にカウンタの回路規模および回路面積の削
減と、消費電力の低減とをすることができる。このことにより、本発明を実施するための
形態では、Ａ／Ｄ変換回路を画素アレイ部の列の数だけ複数備えている固体撮像装置にお
いても、従来のＡ／Ｄ変換回路をカラムＡ／Ｄ変換回路内に備えた従来の固体撮像装置と
同じ結果のデジタル値を最終的なデジタル信号として出力することができ、固体撮像装置
自体の性能を低下させずに、回路規模および回路面積の削減の効果と、消費電力の低減の
効果とを得ることができる。
【０１５０】
　なお、本実施形態においては、ＤＡＣ１０４が、時間に対して一定の割合で電位が減少
する（単調変化する）ランプ波Ｖｒａｍｐを生成する場合について説明した。しかし、Ｄ
ＡＣ１０４が生成するランプ波Ｖｒａｍｐは、本発明を実施するための形態に限定される
ものではない。例えば、時間に対して一定の割合で電位が増加する（単調変化する）ラン
プ波ＶｒａｍｐをＤＡＣ１０４が生成した場合であっても同様に、本発明の考え方を適用
することができる。この場合には、ＤＡＣ１０４が生成するランプ波Ｖｒａｍｐに応じて
、オフセット値Ｄｏｆｆを算出する方法を適宜変更する。
【０１５１】
　また、本実施形態においては、カウンタ１３が分割ランプ期間内の時間を計数する際に
、カウントアップするアップカウンタの構成について説明した。しかし、カウンタ１３が
時間を計数する動作は、本発明を実施するための形態に限定されるものではない。例えば
、カウンタ１３は、時間を計数する際にカウントダウンするダウンカウンタであってもよ
く、また、例えば、条件に応じてカウントアップまたはカウントダウンするアップダウン
カウンタであってもよい。この場合には、カウンタ１３の動作に応じて、オフセット値Ｄ
ｏｆｆを算出する方法を適宜変更する。
【０１５２】
　また、本実施形態においては、Ａ／Ｄ変換回路１０９によるアナログデジタル変換の動
作の説明において、制御回路１０７が、信号読み出し期間内のランプ期間Ｔｒｓをｎ分割
（より具体的には、２分割または４分割）する場合について説明した。しかし、制御回路
１０７が分割する期間は、本発明を実施するための形態に限定されるものではない。例え
ば、リセット期間内のランプ期間Ｔｒｒを、分割数ｍ（ｍは２以上の整数）の複数の期間
に分割し、それぞれの分割ランプ期間が終了するタイミングのときに、Ａ／Ｄ変換回路１
０９がリセットレベルのアナログ信号Ｖｉｎをアナログデジタル変換する際に行う時間の
計数を停止させるための計数停止信号ＣＮＴＳＴＰを、Ａ／Ｄ変換回路１０９内のカウン
タ１３に出力する構成にしてもよい。これにより、リセット期間におけるカウンタ１３の
消費電力も削減することができ、Ａ／Ｄ変換回路１０９を画素アレイ部１０２の列の数だ
け複数備えている固体撮像装置１００では、固体撮像装置１００自体の消費電力をさらに
低減することができる。この場合には、リセット期間内のランプ期間Ｔｒｒの分割数ｍお
よび信号読み出し期間内のランプ期間Ｔｒｓの分割数ｎに応じて、オフセット値Ｄｏｆｆ
を算出する方法を適宜変更する。
【０１５３】
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　また、本実施形態においては、デコーダ１１０が、メモリ１４から入力されたデジタル
値Ｄｃｎｔと停止信号値Ｄｓｔｐとを含むデジタル値Ｄｏに基づいて、オフセット値Ｄｏ
ｆｆの決定と、最終的なデジタル信号Ｄｏｕｔの算出とを行う構成について説明した。し
かし、オフセット値Ｄｏｆｆの決定と最終的なデジタル信号Ｄｏｕｔの算出とを行う構成
要素は、本発明を実施するための形態に限定されるものではない。例えば、それぞれのＡ
／Ｄ変換回路１０９に備えたカウンタ１３やメモリ１４が、オフセット値Ｄｏｆｆの決定
や最終的なデジタル信号Ｄｏｕｔの算出を行う構成であってもよい。
【０１５４】
　また、本実施形態においては、Ａ／Ｄ変換回路１０９において予め定められたランプ期
間Ｔｒｓにおける最大のデジタル値Ｄｓｍａｘ、およびランプ期間Ｔｒｒにおける最大の
デジタル値Ｄｒｍａｘと、停止信号値Ｄｓｔｐとに基づいてオフセット値Ｄｏｆｆを算出
する場合について説明した。しかし、オフセット値Ｄｏｆｆを算出する方法は、本発明を
実施するための形態に限定されるものではない。例えば、それぞれの分割ランプ期間にお
ける最大のデジタル値を使用して、オフセット値Ｄｏｆｆを算出することもできる。より
具体的には、分割ランプ期間における最大のデジタル値を、デジタル値Ｄｄｍａｘとして
、下式（１４）によって上式（２）で算出するオフセット値Ｄｏｆｆと同じオフセット値
Ｄｏｆｆを算出する方法が考えられる。
【０１５５】
　Ｄｏｆｆ＝（Ｄｄｍａｘ＋１）×（Ｄｓｔｐ＋１）－（Ｄｒｍａｘ＋１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１４）
【０１５６】
　つまり、例えば、第３の具体例においては、カウンタ１３が計数する分割ランプ期間の
最大のカウント値は、カウント値＝３１であるため、上式（１４）によって算出するオフ
セット値Ｄｏｆｆは、下式（１５）に示すように、上式（１１）で算出したオフセット値
Ｄｏｆｆと同じ値を算出することができる。
　Ｄｏｆｆ＝（３１＋１）×（２＋１）－（１５＋１）＝３２×３－１６
　　　　　＝８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１５）
【０１５７】
　また、本実施形態においては、カウンタ１３がデジタルＣＤＳ処理を行う構成について
説明したが、デジタルＣＤＳ処理を行う構成要素は、本発明を実施するための形態に限定
されるものではない。例えば、カウンタ１３から入力されたリセット期間のデジタル値Ｄ
ｒｎと、信号読み出し期間のデジタル値Ｄｓｎとに基づいて、メモリ１４がデジタルＣＤ
Ｓ処理を行う構成であってもよい。
【０１５８】
　また、本実施形態においては、カウンタ１３がデジタルＣＤＳ処理を行ったデジタル値
Ｄｃｎｔに対して、デコーダ１１０が算出したオフセット値Ｄｏｆｆを加算することによ
って、最終的なデジタル信号Ｄｏｕｔを算出する構成について説明した。しかし、オフセ
ット値Ｄｏｆｆを適用する位置は、本発明を実施するための形態に限定されるものではな
い。例えば、リセット期間におけるオフセット値と信号読み出し期間におけるオフセット
値とをそれぞれ算出しておく。そして、リセット期間においてカウンタ１３が計数したリ
セットレベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさを表すデジタル値Ｄｒｎと、信号読み出し期
間においてカウンタ１３が計数したリセット＋信号レベルのアナログ信号Ｖｉｎの大きさ
を表すデジタル値Ｄｓｎとのそれぞれに対して、対応するオフセット値を適用した後に、
デジタルＣＤＳ処理を行う構成にすることもできる。
【０１５９】
　また、本実施形態においては、アナログ信号処理回路１０３が、画素アレイ部１０２か
ら入力された画素信号に対してノイズ除去を行った後の画素信号を増幅し、アナログ信号
ＶｉｎとしてカラムＡ／Ｄ変換回路１０５に出力する構成を、固体撮像装置１００の構成
の一例として説明した。しかし、固体撮像装置の構成は、本発明を実施するための形態に
限定されるものではなく、例えば、画素アレイ部１０２がノイズ除去を行って増幅した画
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撮像装置であっても、本発明の考え方を適用することができる。
【０１６０】
　なお、本実施形態においては、画素アレイ部１０２の各列（カラム）にＡ／Ｄ変換回路
１０９を配置した固体撮像装置１００について説明したが、固体撮像装置内のＡ／Ｄ変換
回路の配置は、本発明を実施するための形態に限定されるものではない。例えば、画素ア
レイ部の複数の列（カラム）に対して１つのＡ／Ｄ変換回路を配置した構成にすることも
できる。
【０１６１】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の
変更も含まれる。
【符号の説明】
【０１６２】
１００・・・固体撮像装置
１０１・・・垂直走査回路
１０２・・・画素アレイ部
１１・・・画素
１０３・・・アナログ信号処理回路
１０４・・・ＤＡＣ（ランプ信号生成回路，アナログデジタル変換器）
１０５・・・カラムＡ／Ｄ変換回路（アナログデジタル変換器）
１０９・・・Ａ／Ｄ変換回路（アナログデジタル変換器）
１２・・・コンパレータ（比較回路，アナログデジタル変換器）
１３・・・カウンタ（カウンタ回路，アナログデジタル変換器）
１４・・・メモリ（カウンタ回路，アナログデジタル変換器）
１１０・・・デコーダ（デコーダ回路，アナログデジタル変換器）
１０６・・・水平走査回路
１０７・・・制御回路（カウント制御回路，アナログデジタル変換器）
６００・・・固体撮像装置
６０１・・・垂直走査回路
６０２・・・画素アレイ部
６１・・・画素
６０３・・・アナログ信号処理回路
６０４・・・ＤＡＣ
６０５・・・カラムＡ／Ｄ変換回路
６０６・・・水平走査回路
６０７・・・制御回路
６０９・・・Ａ／Ｄ変換回路
６２・・・コンパレータ
６３・・・データ処理回路
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