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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換により信号を生成する画素と、
　第１の変化率で電位が変化する参照信号と、前記第１の変化率よりも大きい第２の変化
率で電位が変化する参照信号とを生成する参照信号生成回路と、
　前記画素が光電変換によって生成した信号に基づく有効信号と、前記参照信号との比較
を行う比較回路と、
　前記比較の開始から、前記有効信号と前記参照信号との大小関係が逆転するまでの期間
をカウントすることによって、前記有効信号に基づくデジタル信号を生成するカウンタ回
路とを有し、
　前記カウンタ回路は、第１のカウンタと第２のカウンタとを有し、
　前記比較を前記第１の変化率の前記参照信号を用いて行う場合には、前記カウンタ回路
は、前記第１のカウンタにクロックをカウントさせ、前記第２のカウンタに、前記第１の
カウンタの出力をカウントさせることによって前記デジタル信号を生成し、
　前記比較を前記第２の変化率の前記参照信号を用いて行う場合には、前記カウンタ回路
は、前記第１のカウンタを非動作とし、前記第２のカウンタに前記クロックをカウントさ
せることによって前記デジタル信号を生成することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画素がリセットされたことによって基準信号が前記比較回路に入力され、
　前記比較回路は、前記基準信号と、前記第１の変化率で変化する前記参照信号との比較
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である第２の比較を行い、
　前記第２の比較において、前記カウンタ回路は、前記第１のカウンタに前記クロックを
カウントさせ、前記第２のカウンタに前記第１のカウンタの出力をカウントさせることに
よって、前記基準信号に基づくデジタル信号を生成することを特徴とする請求項１に記載
の撮像装置。
【請求項３】
　前記第２の比較において、前記カウンタ回路は、前記第１のカウンタおよび前記第２の
カウンタにアップカウントとダウンカウントの一方を行わせて前記基準信号に基づくデジ
タル信号を生成し、
　前記比較を前記第１の変化率の前記参照信号を用いて行う場合には、前記カウンタ回路
は、前記第１のカウンタおよび前記第２のカウンタにアップカウントとダウンカウントの
他方を行わせて前記有効信号に基づくデジタル信号を生成し、
　前記比較を前記第２の変化率の前記参照信号を用いて行う場合には、前記カウンタ回路
は、前記第２のカウンタにアップカウントとダウンカウントの他方を行わせて前記有効信
号に基づくデジタル信号を生成することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記比較を前記第２の変化率の前記参照信号を用いて行う場合には、前記有効信号に基
づくデジタル信号を、
　前記第２のカウンタにアップカウントとダウンカウントの他方を行わせて得たデジタル
信号に対し、前記第２のカウンタにアップカウントとダウンカウントの他方を行わせて得
たデジタル信号よりも下位のビットに前記基準信号に基づくデジタル信号を挿入して得る
ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第２のカウンタがカウントする前記第１のカウンタの出力が、前記第１のカウンタ
が生成するデジタル信号の桁上げを示す信号であることを特徴とする請求項１～４のいず
れか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第２の変化率は、前記第１の変化率の２のｎ乗倍（ｎは１以上の自然数）であり、
　前記第１のカウンタは、クロックをカウントすることによってｎビットのデジタル信号
を生成することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記比較回路が、比較電圧と前記有効信号との比較である第３の比較を行い、
　前記第３の比較の結果が、前記比較電圧よりも前記有効信号の振幅が小さいことを示す
場合には、前記比較回路は前記比較を、前記第１の変化率の前記参照信号を用いて行い、
　前記第３の比較の結果が、前記比較電圧よりも前記有効信号の振幅が大きいことを示す
場合には、前記比較回路は前記比較を、前記第２の変化率の前記参照信号を用いて行うこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記比較電圧は、前記比較における、前記第１の変化率の参照信号の最終到達電圧より
低いことを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の撮像装置と、
　前記撮像装置が出力する信号を用いて画像を生成する信号処理回路部と
を有することを特徴とする撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、ＣＭＯＳイメージセンサは、センサ素子内で画素信号をアナログデジタル変換（
以下、ＡＤ変換という）している。ここで、高速、高分解能のＡＤ変換処理技術が知られ
ている。特許文献１では、画像信号を複数の比較器に入力し、時間変化が異なる参照信号
と比較し、画素信号のリセットレベル（以下、基準信号という）Ｎと有効信号Ｓのカウン
トデータを、Ｓ－Ｎ処理後に合成する。これにより、多ビット数のＡＤ変換データを取得
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８１９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術では合成したＡＤ変換データに精度の課題がある。特許文献１の技術は、時間
変化が大きい参照信号のＡＤ変換データ（ｉビット）の量子化誤差を含む最下位ビットに
、時間変化が小さい参照信号のＡＤ変換データ（ｊビット）を高精度データとして合成し
ているが、ＡＤ変換精度の向上効果は小さい。また、比較器を各列に２個設けているため
、回路規模が増大することが懸念される。
【０００５】
　本発明の目的は、回路規模の増大を抑制しつつアナログデジタル変換の精度を向上させ
ることができる撮像装置、撮像システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一の態様である撮像装置は、光電変換により信号を生成する画素と、第１の変
化率で電位が変化する参照信号と、前記第１の変化率よりも大きい第２の変化率で電位が
変化する参照信号とを生成する参照信号生成回路と、前記画素が光電変換によって生成し
た信号に基づく有効信号と、前記参照信号との比較を行う比較回路と、前記比較の開始か
ら、前記有効信号と前記参照信号との大小関係が逆転するまでの期間をカウントすること
によって、前記有効信号に基づくデジタル信号を生成するカウンタ回路とを有し、前記カ
ウンタ回路は、第１のカウンタと第２のカウンタとを有し、前記比較を前記第１の変化率
の前記参照信号を用いて行う場合には、前記カウンタ回路は、前記第１のカウンタにクロ
ックをカウントさせ、前記第２のカウンタに、前記第１のカウンタの出力をカウントさせ
ることによって前記デジタル信号を生成し、前記比較を前記第２の変化率の前記参照信号
を用いて行う場合には、前記カウンタ回路は、前記第１のカウンタを非動作とし、前記第
２のカウンタに前記クロックをカウントさせることによって前記デジタル信号を生成する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、回路規模の増大を抑制しつつアナログデジタル変換の精度を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態による撮像素子の構成図である。
【図２】画素信号のＳＮ比の説明図である。
【図３】複数のランプ信号の説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態のＡＤ変換部のブロック図である。
【図５】図４のＡＤ変換部のタイミング図である。
【図６】ＡＤ変換データのビットシフトの説明図である。
【図７】撮像システムの構成図である。
【図８】撮像素子の構成例を示す概念図である。
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【図９】画素の等価回路図である。
【図１０】図８に示す撮像素子の動作例を示すタイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態による撮像素子１００の概略構成図である。１００は
ＣＭＯＳイメージセンサと呼称される撮像素子であり、受光した被写体像を光電変換し、
その電気信号をデジタル信号として出力する。撮像素子１００は、画素部１０、垂直走査
回路１５、増幅部２０、ランプ信号発生回路（参照信号発生回路）２５、比較部３０、カ
ウンタ部４０、メモリ部５０、出力回路６０、水平走査回路６５、タイミング発生回路（
ＴＧ）７０を有する。画素部１０は、２次元行列状に配置された複数の画素１０－１を有
する。画素１０－１は、光電変換により画素信号を生成する。垂直走査回路１５は、駆動
パルスＸ－１，Ｘ－２，・・・を画素部１０に出力する。増幅部２０は、画素部１０から
の画素信号を増幅する。ランプ信号発生回路２５は、画素信号との比較信号として、時間
に対して変化するランプ信号（参照信号）を生成する。比較部３０は、増幅部２０により
増幅された画素信号とランプ信号とを比較する。カウンタ部４０は、比較部３０が比較結
果を出力するまでカウントする。メモリ部（補正部）５０は、カウンタ部４０のカウント
データを保持し、保持データのビットシフト及び演算を行う。水平走査回路６５は、水平
走査により、メモリ部５０からのデータを出力回路６０へ転送する。タイミング発生回路
７０は、上記回路ブロックをそれぞれタイミング制御する。
【００１０】
　画素部１０は複数の画素１０－１がエリア上に配置されているが、図１では簡略して４
画素のみを図示している。各画素１０－１の行は垂直走査回路１５からの駆動パルスＸ－
１，Ｘ－２により順次駆動される。各画素１０－１のリセット状態における画素１０－１
に基づく基準信号（リセット信号）と各画素１０－１の非リセット状態における画素１０
－１に基づく有効信号（光電変換信号）は、垂直出力線Ｖ－１～Ｖ－ｎを経て増幅部２０
へ導かれる。増幅部２０からメモリ部５０までは垂直出力線Ｖ－１～Ｖ－ｎ毎に各回路が
設けられている。増幅部２０の各増幅回路２０－１は画素１０－１からの信号を単に増幅
する機能のみであっても良いし、有効信号から基準信号の差分処理を行うことによりノイ
ズを低減するＣＤＳ処理機能を有しても良い。増幅部２０で増幅することにより、比較部
３０で発生するノイズの影響を小さくすることができる。増幅器部２０にＣＤＳ処理機能
を設けない場合は比較部３０の入力部でＣＤＳ処理を行うことができる。
【００１１】
　比較部３０は、増幅部２０からの画素列に対応した比較回路３０－１と、複数のランプ
信号からの一つを選択する選択回路３０－２とを有する。複数のランプ信号については、
図３で後述する。比較部３０は、増幅回路２０－１からの基準信号と時間に対する変化率
が小さいランプ信号とを比較した後、有効信号のレベルが比較電圧より大きいか、小さい
かを判定し、その結果に応じて有効信号と比較するランプ信号を選択し、比較を行う。上
記の比較電圧は、有効信号のＳＮ比を考慮して設定される。カウンタ部４０は、１つの画
素に対して２回の変換動作を行う。１回目では、比較部３０は基準信号と時間に対する変
化率が小さいランプ信号とを比較し、カウンタ部４０はランプ信号の立ち上がりから比較
部３０の出力信号が反転するまでダウンカウントする。基準信号とは、例えば増幅部２０
の入力をリセットした時に出力される信号であったり、増幅部２０がない構成であれば画
素１０－１の出力をリセットした時に出力される信号である。２回目では、有効信号のレ
ベルが大きい場合は、比較部３０は、有効信号と時間に対する変化率が大きいランプ信号
とを比較し、カウンタ部４０は、ランプ信号の時間に対する変化率が小と大の分解能比を
補正してアップカウントを行う。その結果としての多ビット数のＡＤ変換データは、メモ
リ部５０のメモリ回路５０－１に保持される。有効信号とは、光電変換によって得られる
画素１０－１からの信号を増幅部２０で増幅したものや、増幅部２０がない場合には画素
１０－１からの信号である。有効信号のレベルが小さい場合は、基準信号のダウンカウン



(5) JP 5871531 B2 2016.3.1

10

20

30

40

50

ト結果に引き続き、比較部３０は有効信号と時間に対する変化率が小さいランプ信号とを
比較し、カウンタ部４０はアップカウントを行う。その結果は、ＡＤ変換データとして、
メモリ部５０のメモリ回路５０－１に保持される。メモリ回路５０－１に保持されたＡＤ
変換データは、水平走査回路６５からの走査パルスにより出力回路６０へ転送される。
【００１２】
　以上述べたように、撮像素子１００は、有効信号のレベルによらず、基準信号と時間に
対する変化率が小さいランプ信号と比較するので、高分解能の基準信号のＡＤ変換データ
を取得出来る効果がある。有効信号のＡＤ変換データから基準信号のＡＤ変換データを補
正処理するので、結果的に高精度、多ビット数のＡＤ変換データが得られる。また、１個
の比較回路３０－１が、有効信号のレベルに応じて、ランプ信号と比較するので、少ない
ビット数のＡＤ変換処理を行い、高速化出来る。
【００１３】
　図２は、図１の撮像素子１００の動作原理を説明するための画素信号のＳＮ比説明図で
ある。図２の横軸は画素１０－１への入射光量、縦軸は入射光量に応じて光電変換された
信号レベルをＬＯＧ表示している。実線２０１は信号であり、仮に信号レベル１Ｖを光電
荷Ｎ＝１００００個とする。破線２０２は光ショットノイズであり、ノイズ量は良く知ら
れているように√Ｎで表される。破線２０３はＣＤＳ後の画素系ノイズ（増幅器に起因す
るノイズを含む。ＡＤ変換に起因するノイズは含めていない）である。仮に画素系ノイズ
２０３を０．２ｍＶとすれば、信号レベル１Ｖと画素系ノイズ０．２ｍＶの比であるＳＮ
比は７４ｄＢとなる。このＳＮ比をカバーしてＡＤ変換するためには、量子化ビット誤差
を考慮すると１４ビット程度の分解能が必要となる。高分解能になればなるほどカウンタ
期間が増すために、ＡＤ変換時間を要して、撮像素子としては信号読み出しが低速となり
、結局、高速撮影が出来なくなる。
【００１４】
　そこで、本実施形態は、ＡＤ変換ビット数を少なくして高速読み出しを達成する。例え
ば、大振幅信号レベルを仮に１Ｖとした場合では光ショットノイズ２０２が大きいので、
仮に大振幅信号レベルが電荷１００００個である場合に、光ショットノイズは１００個と
して、そのＳＮ比は４０ｄＢである。また、小振幅信号レベルを仮に１０ｍＶとした場合
では、そのＳＮ比は２０ｄＢである。即ち、ＡＤ変換は信号振幅によらず４０ｄＢ強のＳ
Ｎ比があれば良いことが分かる。
【００１５】
　図２では、信号１Ｖの１／１６（４ビット相当）である６２．５ｍＶを境界に大振幅信
号ＡＤ（Ｈ）と小振幅信号ＡＤ（Ｌ）に分けて１０ビットのＡＤ変換を考える。信号振幅
１Ｖ対するＡＤ変換の分解能を２点鎖線２０４で表し、信号振幅６２．５ｍＶに対するＡ
Ｄ変換の分解能を１点鎖線２０５で表している。そうすると、２つのＡＤ変換はともに１
０ビットのＡＤ変換精度でありながら、光ショットノイズ２０２に量子化誤差を考慮して
も、ＡＤ分解能が小さいことを示している。この２つのＡＤ変換データをビットシフトす
ることで、１０ビットＡＤ変換器で１４ビット精度のＡＤ変換データが得られることにな
る。ただし、大振幅信号ＡＤ（Ｈ）のＡＤ変換データの最下位ビットは量子化誤差がある
ので、実際は１０ビットの精度はなく、また、有効信号と基準信号との差分処理により量
子化誤差は大きくなっている。
【００１６】
　大振幅信号に対する変換と小振幅信号に対する変換とは、それぞれ１０ビットで行うが
、この変換時に供給されるランプ信号（参照信号）の傾き、すなわち参照信号の時間に対
する変化率の比を１６にすることは、２4＝１６で４ビット分の分解能の変化に相当する
。このような関係の両者を合成することで、１Ｖの信号範囲に対して１４ビットの分解能
を出している。ここで、大振幅信号の変換について考える。本実施形態では、信号振幅の
最大値１Ｖの１／１６を境に大振幅信号か否かを判定する。これが１０００ｍＶ／１６＝
６２．５ｍＶになる。したがって、判定の境界は、６２．５ｍＶである。
【００１７】
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　一方、小振幅信号の変換では、境界となっている６２．５ｍＶまでの小振幅信号を、大
振幅信号に対するランプ信号の１／１６の傾きのランプ信号でＡＤ変換を行う。そのため
、小振幅信号のＡＤ変換の分解能２０５は、大振幅信号のＡＤ変換の分解能２０４の１／
１６となる。したがって、信号振幅６２．５ｍＶに対する１０ビットのＡＤ変換の分解能
は、６２．５ｍＶ／１０２４≒０．０６１２ｍＶになる。この０．０６１２ｍＶという分
解能は、上記の画素系ノイズ２０３の０．２ｍＶという値に対して十分に小さな値である
。なお、境界となっている６２．５ｍＶの信号は、大振幅信号又は小振幅信号のいずれと
して取り扱ってもよい。
【００１８】
　図３は、本実施形態に係る複数のランプ信号の説明図である。図３はランプ信号の時間
変化である傾きを示している。図２の６２．５ｍＶ以上の信号振幅に対しては第１のラン
プ信号（第１の参照信号）ＶＨを使い、６２．５ｍＶ未満の信号に対しては第２のランプ
信号（第２の参照信号）ＶＬを使う。第２のランプ信号ＶＬは、第１のランプ信号ＶＨよ
り傾き（時間に対する変化率）が小さい。ランプ信号ＶＨとＶＬの傾き比は１６としてい
る。傾き比を１６に設定すると、４ビット分の分解能を増すことが出来る。上記両方のＡ
Ｄ変換回路は１０ビット変換及び同一最長変換期間であるので、カウンタクロックは同じ
クロック周波数になる。もし、傾き比を８に設定すると３ビット分の分解能を増すことが
出来る。図２では小振幅信号のＡＤ変換分解能はシステムノイズより十分に小さいので９
ビットでも良い。この場合、カウンタの最大クロック周波数ｆｍａｘを変えないとすれば
、９ビットＡＤ変換回路の変換時間は１／２となり、高速化が可能となる。ランプ信号の
傾き比と、ＡＤ変換回路の分解能は画素の飽和電荷数や、システムノイズ、撮像素子１０
０として必要な分解能等から決まる。異なる傾きのランプ信号ＶＨ及びＶＬの傾き比は２
の倍数であることが好ましい。また、ランプ信号ＶＨ及びＶＬに対して、カウンタ部４０
は、同じ周波数のカウンタクロックでカウントしてもよいし、異なる周波数のカウンタク
ロックでカウントしてもよい。
【００１９】
　図４は、本発明の第１の実施形態の比較回路３０－１の入出力回路との接続を説明する
ＡＤ変換部のブロック図であり、図１と同じ機能のブロックは同一符号とし、説明は省略
する。ＡＤ変換部は、光電変換されたアナログ信号を高速にデジタル信号に変換すること
ができる。
【００２０】
　次に、本実施形態の説明を容易にするために、ＡＤ変換器を持たない撮像装置の構成例
とその動作を説明する。図８は、撮像素子内の画素部２１０及び増幅回路２２０－１の構
成例を示す図であり、比較部３０、カウンタ部４０及びメモリ部５０を省略した図である
。ＣＤＳ回路１１９は、増幅回路２２０－１の後段に設けられる。画素部２１０は、複数
列かつ複数行に配列された複数の画素２１０－１を含んで構成される。図８において、左
から数えて奇数列目の画素から出力される信号は、画素部２１０の下方に配置された読み
出し回路によって読み出される。一方、左から数えて偶数列目の画素から出力される信号
は、画素部２１０の上方に配置される不図示の読み出し回路によって読み出される。この
ように、読み出し回路を交互に設けることで、読み出し回路をレイアウトする際に画素部
２１０の２列分の面積を用いることができる。ＣＤＳ回路１１９は、信号をサンプルホー
ルドする機能を有し、差分処理部１１８とともに相関する成分を低減する。
【００２１】
　図９は、１つの画素２１０－１の回路図である。転送スイッチ１０２は、転送パルスＰ
ＴＸによって駆動される。リセットスイッチ１０３は、リセットパルスＰＲＥＳによって
駆動される。行選択スイッチ１０５は、行選択パルスＰＳＥＬによって駆動される。ＰＴ
Ｘは、ＰＴＸ１～ｎ（ｎは、行数）を代表する標記である。ＰＲＥＳは、ＰＲＥＳ１～ｎ
を代表する標記である。ＰＳＥＬは、ＰＳＥＬ１～ｎを代表する標記である。
【００２２】
　図１０は、図８に示す撮像素子の動作例を示すタイミング図である。以下、図８～図１
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０を参照しながら撮像素子の動作例を説明する。読み出し動作に先立って、設定された露
光時間で撮像素子が露光され、フォトダイオード１０１に光電荷が蓄積される。以下の説
明は、垂直走査回路２１５が出力するＰＲＥＳ１、ＰＴＸ１、ＰＳＥＬ１によって駆動さ
れる行が選択されているものとする。
【００２３】
　まず、画素リセットパルスＰＲＥＳがハイレベルからローレベルとなり、増幅ＭＯＳＦ
ＥＴ１０４のゲート電極のリセットが解除される。このとき、該ゲート電極に接続された
浮遊拡散部ＦＤには、リセットを解除したことに対応する電位が保持される。続いて、行
選択パルスＰＳＥＬがハイレベルとなると、増幅ＭＯＳＦＥＴ１０４と定電流源１０７に
よって形成されているソースフォロワ回路によって浮遊拡散部ＦＤの電位に対応する出力
が垂直出力線Ｖ－１に現れる。この状態でクランプパルスＰＣ０Ｒがハイレベルに活性化
されることによって、クランプスイッチ１０９がオンして可変増幅部１３１が電圧フォロ
ワ状態となり、クランプ容量１０８の列アンプ側の電極が電圧ＶＲＥＦとほぼ等しくなる
。その後、クランプパルスＰＣ０Ｒがハイレベルからローレベルに非活性化され、垂直出
力線Ｖ－１上の出力がクランプされる。
【００２４】
　続いて、蓄積パルスＰＴＮがハイレベルに活性化され、増幅回路２２０－１のオフセッ
ト信号が転送ゲート１１０ｎを介して保持容量１１２ｎに記憶される。その後、転送パル
スＰＴＸがハイレベルに活性化されることによって転送スイッチ１０２が一定期間ハイレ
ベルとなり、フォトダイオード１０１に蓄積された光電荷が増幅ＭＯＳＦＥＴ１０４のゲ
ート電極に転送される。ここでは、転送される電荷は電子であり、転送された電荷の量の
絶対値をＱ、浮遊拡散部ＦＤの容量をＣＦＤとすると、ゲート電位はＱ／ＣＦＤだけ低下
する。これに対応して、垂直出力線Ｖ－１の電位が変化する。ソースフォロワゲインをＧ
ｓｆとすると、フォトダイオード１０１からフローティングディフュージョン部ＦＤに電
荷を転送することによる垂直出力線Ｖ－１の電位Ｖｖｌの変化分ΔＶｖｌは、（１）式で
表される。
　　ΔＶｖｌ＝－Ｑ・Ｇｓｆ／ＣＦＤ　　　・・・（１）
【００２５】
　この電位変化ΔＶｖｌは、演算増幅器１２０、クランプ容量１０８及び帰還容量１２１
によって構成される可変増幅部１３１によって電圧増幅され、可変増幅部１３１の出力Ｖ
ｃｔは、（２）式で表される。
　Ｖｃｔ＝ＶＲＥＦ＋Ｑ・（Ｇｓｆ／ＣＦＤ）・（Ｃ０／Ｃｆ）　　　・・・（２）
【００２６】
　ここで、Ｃ０は、クランプ容量１０８の容量、Ｃｆは、感度切り替えパルスｘ１、ｘ２
、ｘ４が活性化されたときにそれぞれ選択される帰還容量１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ
の容量値を示している。例えば、Ｃ０＝１ｐＦである。帰還容量１２１ａが選択されたと
きは、Ｃｆ＝１ｐＦ、帰還容量１２１ｂが選択されたときは、Ｃｆ＝０．５ｐＦ、帰還容
量１２１ｃが選択されたときは、Ｃｆ＝０．２５ｐＦである。－Ｃ０／Ｃｆで表される電
圧増幅率は、それぞれ－１倍、－２倍、－４倍となっている。すなわち、演算増幅器１２
０に対して負帰還をかけている系において、複数の帰還容量１２１ａ～ｃのいずれを選択
するかを切り替えることで、ＣｆとＣ０との分圧比で決まる帰還係数を変化させ、電圧増
幅率を切り替えることができる。なお、電圧増幅率に負の符号がついているのは、反転増
幅回路であることを示している。転送パルスＰＴＸがローレベルになった後に蓄積パルス
ＰＴＳがハイレベルになり、このときの増幅回路２２０－１から出力されているレベルが
転送ゲート１１０ｓを介して保持容量１１２ｓに蓄積される。
【００２７】
　続いて、水平走査回路６５が発生する走査パルスＣＯＬＳＥＬ１、ＣＯＬＳＥＬ２、・
・・によって列選択スイッチ１１４ｓ及び１１４ｎが順番にオンにされる。すると、保持
容量１１２ｓに蓄積されている信号は列の順番に水平出力線１１６ｓに出力され、保持容
量１１２ｎに蓄積されている信号は列の順番に水平出力線１１６ｎに出力される。複数列
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の信号対は、順番に水平出力線１１６ｓ及び１１６ｎに出力される。差分処理部１１８は
、水平出力線１１６ｓ及び１１６ｎに出力された各列の信号対の差分を出力する。これに
より、保持容量１１２ｓに保持された信号に含まれるノイズ成分を低減することができる
。
【００２８】
　図５は、本実施形態の撮像素子１００の駆動方法を示すタイミング図であり、特に図４
のＡＤ変換部のタイミング図である。以下、図４と図５を参照し、ＡＤ変換動作を説明す
る。図５において、期間Ｔａｄは、画素から読み出されたアナログ信号Ｖａの基準信号及
び有効信号のＡＤ変換期間である。期間Ｔｄａｔａは、ＡＤ変換データを転送する転送期
間である。期間Ｔａｄの中で、期間Ｔｄが画素からの基準信号のＡＤ変換期間で、そのた
めの比較信号が基準信号用ランプ信号（基準信号用参照信号）ＶＲである。期間Ｔｊが有
効信号の信号レベル判定期間であり、そのための比較信号が比較電圧ＶＲＥＦである。ま
た、期間Ｔｕが有効信号のＡＤ変換期間で、そのための比較信号が有効信号用ランプ信号
（有効信号用参照信号）ＶＨ又はＶＬである。増幅回路２０－１の出力信号Ｖａは、主に
図示のような基準信号と有効信号とを取り、比較回路３０－１の入力端子へ導かれる。比
較回路３０－１のもう一方の入力端子には信号Ｖａの比較信号であるランプ信号ＶＲＡＭ
Ｐが入力される。ここで、基準信号とは、比較部３０よりも前にＣＤＳ回路を備える場合
には、図１０で信号ＰＴＮによってサンプリングされる信号に相当する。一方、ＣＤＳ回
路を持たない場合には、フローティングディフュージョン部をリセットしたことに対応し
て垂直信号線に出力される信号に相当する。同様に、有効信号とは、比較部３０よりも前
にＣＤＳ回路を備える場合には、図１０で信号ＰＴＳによってサンプリングされる信号に
相当する。一方、ＣＤＳ回路を持たない場合には、フォトダイオードで発生した電荷をフ
ローティングディフュージョン部に転送したことによって垂直信号線に出力される信号に
相当する。
【００２９】
　ランプ信号発生回路２５は、タイミング発生回路７０の制御信号ＣＮＴ２に制御されて
、ランプ信号ＶＨ／比較電圧ＶＲＥＦとランプ信号ＶＬ／ランプ信号ＶＲを生成する。ラ
ンプ信号ＶＨは傾きが大きい上位ビット用のランプ信号であり、ランプ信号ＶＬは傾きが
小さい下位ビット用のランプ信号である。また、比較電圧ＶＲＥＦは有効信号のレベルを
判定するための比較基準信号であり、基準信号用ランプ信号ＶＲは基準信号と比較するラ
ンプ信号である。これら４種のランプ信号は、タイミング発生回路７０の制御信号ＣＮＴ
１により制御される選択回路３０－２により選択され、比較回路３０－１へ入力される。
また、タイミング発生回路７０は、制御信号ＣＮＴ２によりランプ信号発生回路２５を制
御する。
【００３０】
　次に、比較電圧ＶＲＥＦについて説明する。比較電圧ＶＲＥＦは、別の電源回路から発
生させても良いが、ランプ発生回路２５で発生させるのが好ましい。ランプ発生回路２５
は、ランプ信号ＶＨの形成と同様に、発生途中（例えば６０ｍｖ程度）で充電電流を停止
することにより、比較電圧ＶＲＥＦを生成することができる。比較電圧ＶＲＥＦは、ラン
プ信号ＶＨに対して１／１６の期間で発生させることが出来る。この期間をさらに短縮す
るには充電電流を大きくすれば良い。また、比較電圧ＶＲＥＦは、ランプ信号ＶＬの最終
到達電圧ＶＬ（Ｈ）である６７ｍｖより低くする必要がある。このように低くすることで
、有効信号は必ずランプ信号ＶＨ又はＶＬのどちらかで比較処理を行うことが出来る。
【００３１】
　比較回路３０－１は、基準信号のＡＤ変換期間Ｔｄで基準信号と基準信号用ランプ信号
ＶＲとを比較し、基準信号用ランプ信号ＶＲが変化を開始してから基準信号との大小関係
が逆転するまでの期間がＴｒであるとする。カウンタ回路４０－１は、その期間Ｔｒにダ
ウンカウントし、メモリ回路５０－１はそのダウンカウント値（第１のカウント値）を基
準信号デジタルデータとして保持する。基準信号用ランプ信号ＶＲは、ランプ信号ＶＬと
同じ傾きである。同じ傾きにすることで、高分解能な基準信号デジタルデータを得ること
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が出来る。次に、信号振幅判定期間Ｔｊでは、比較回路３０－１は、有効信号と比較電圧
ＶＲＥＦとを比較する。図示の例では、信号振幅判定期間Ｔｊに、比較回路３０－１は、
有効信号が比較電圧ＶＲＥＦより大きいことを表すハイレベルの選択信号ＳＥＬを選択回
路３０－２に出力する。その結果、有効信号ＡＤ変換期間Ｔｕでは、選択回路３０－２は
、傾きが大きいランプ信号ＶＨを選択し、比較回路３０－１へ出力する。比較回路３０－
１は、有効信号とランプ信号ＶＨとを比較し、両者の大小関係が逆転するまでの期間をＴ
ｓとする。カウンタ回路４０－１は、その期間Ｔｓにおいて、上記の基準信号のダウンカ
ウントに続きアップカウントを行う。メモリ回路５０－１は、そのアップカウント値（第
２のカウント値）を有効信号デジタルデータとして保持する。もし、信号レベル判定期間
Ｔｊに比較回路３０－１の出力が逆転しなければ、選択信号ＳＥＬはローレベルのままで
あり、有効信号のレベルは比較電圧ＶＲＥＦよりも小さいということで、選択回路３０－
２は傾きが小さいランプ信号ＶＬを選択する。その場合、比較回路３０－１は、有効信号
とランプ信号ＶＬとを比較する。選択回路３０－２は、増幅部２０により増幅された有効
信号のレベルに応じて異なる傾きのランプ信号ＶＨ又はＶＬを選択する。すなわち、選択
回路３０－２は、画素に基づく有効信号のレベルに応じて、ランプ信号の時間に対する変
化率を設定する。比較回路３０－１は、選択回路３０－２により選択されたランプ信号と
増幅部２０により増幅された有効信号とを比較する。カウンタ回路４０－１は、ランプ信
号の変化の開始から、比較回路３０－１が、有効信号とランプ信号との大小関係が逆転し
たことを示す信号を出力するまでアップカウントする。
【００３２】
　図５において、基準信号用ランプ信号ＶＲとランプ信号ＶＬは、先に述べたように同じ
傾きである。基準信号用ランプ信号ＶＲは基準信号と比較されるが、基準信号は有効信号
の基準信号でもあるので、高精度が必要であり、下位ビットを生成するランプ信号ＶＬと
同じ傾きであるので、同一のランプ発生回路２５を利用できるメリットがある。カウンタ
回路４０－１のダウンカウントモードとアップカウントモード機能は、図６（Ａ）～（Ｃ
）を参照しながら後述する。
【００３３】
　図４の増幅回路２０－１のゲインは、画素部１０からの画素信号が図２で説明した信号
２０１とすれば、１である。しかし、後述の図７で説明する撮像システムには、撮影環境
に適した感度設定がある。例えば、感度設定が１６倍の場合は、図２の信号レベル６２．
５ｍＶを１Ｖに増幅して比較回路３０－１に入力することになる。この時、ＡＤ変換に必
要なＳＮ比は、大振幅信号をランプ信号ＶＨと比較する１０ビットＡＤ変換の分解能で十
分である。従って、感度設定が１６倍以上であれば、選択回路３０－２は、タイミング発
生回路７０からの制御信号ＣＯＮＴ１によりランプ信号ＶＨを選択し、比較回路３０－１
に出力するように制御しても良い。画素部１０のＳＮ比は画素部１０の開口面積の影響が
大きいので、開口面積によってランプ信号ＶＨとランプ信号ＶＬの傾き比や、上記のラン
プ信号ＶＨを選択するための感度設定が変わってくる。
【００３４】
　図６（Ａ）～（Ｃ）は、カウンタ回路（補正部）４０－１の構成例を示す図である。カ
ウンタ回路４０－１は、基準信号と基準信号用ランプ信号ＶＲとの比較、有効信号と有効
信号用ランプ信号ＶＨ又はＶＬとの比較における比較回路３０－１の出力が逆転するまで
をカウントする。比較回路３０－１が基準信号の比較を行うときにはカウンタ回路４０－
１はダウンカウントする。これに対し、比較回路３０－１が有効信号の比較を行うときに
はカウンタ回路４０－１はアップカウントする。そして、メモリ部（補正部）５０は、分
解能比を補正するためのカウントデータのビットシフトを行う。
【００３５】
　図６（Ａ）は、カウンタ回路４０－１の構成例を示す図である。図６（Ｂ）及び（Ｃ）
は、メモリ部（補正部）５０の処理を説明するための図である。図６（Ｂ）は、基準信号
と基準信号用ランプ信号ＶＲとを比較した後、有効信号が比較電圧ＶＲＥＦより大きい場
合であり、有効信号とランプ信号ＶＨとを比較した時のカウントデータを示す図である。
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図６（Ｃ）は、基準信号と基準信号用ランプ信号ＶＲとを比較した後、有効信号が比較電
圧ＶＲＥＦより小さい場合であり、有効信号とランプ信号ＶＬとを比較した時のカウント
データを示す図である。
【００３６】
　カウンタ回路４０－１は、インバータ６０１、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２
、１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３及びスイッチＳＷ１，ＳＷ２を有する。カウ
ントクロック信号ＣＬＫは、スイッチＳＷ１及びＳＷ２に入力される。インバータ６０１
は、選択信号ＳＥＬの論理反転信号を出力する。スイッチＳＷ１は、インバータ６０１の
出力信号により制御される。スイッチＳＷ２は、選択信号ＳＥＬにより制御される。カウ
ンタクロック信号ＣＬＫは、選択信号ＳＥＬに応じて、４ビットアップ／ダウンカウンタ
６０２又は１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３のクロック端子のいずれかに入力さ
れる。
【００３７】
　図６（Ｂ）では、有効信号が比較電圧ＶＲＥＦより大きい場合であり、選択信号ＳＥＬ
がハイレベルになり、比較回路３０－１は有効信号とランプ信号ＶＨとを比較する。期間
Ｔｒでは、選択信号ＳＥＬがローレベルになる。すると、スイッチＳＷ１により、カウン
タクロック信号ＣＬＫは、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２のクロック端子に入力
される。スイッチＳＷ２により、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２の桁上げ出力（
キャリーアウト）ｃｏは、１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３のクロック端子に出
力される。４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２は、カウンタクロック信号ＣＬＫに同
期してダウンカウントを行い、データＤ０～Ｄ３を出力する。１０ビットアップ／ダウン
カウンタ６０３は、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２の桁上げ出力ｃｏに同期して
ダウンカウントを行い、データＤ４～Ｄ６を出力する。基準信号のダウンカウント値（第
１のカウント値）は、データＤ０～Ｄ６になる。次に、期間Ｔｓでは、選択信号ＳＥＬが
ハイレベルになる。すると、スイッチＳＷ１により、カウンタクロック信号ＣＬＫは、４
ビットアップ／ダウンカウンタ６０２のクロック端子に入力されなくなる。スイッチＳＷ
２により、カウンタクロック信号ＣＬＫは、１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３の
クロック端子に出力される。１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３は、カウンタクロ
ック信号ＣＬＫに同期してアップカウントし、そのアップカウント値をメモリ部５０に出
力する。メモリ部５０は、そのアップカウント値を４ビットシフトし、４ビットシフトし
た１０ビットデータＤ４～Ｄ１３をデータＤａ４～Ｄａ１３として記憶する。また、メモ
リ部５０は、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２の出力４ビットデータＤ０～Ｄ３を
データＤａ０～Ｄａ３として記憶する。結果的に、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０
２及び１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３において有効信号と基準信号との差分が
行われたデータがＤａ０～Ｄａ１３になる。１４ビットデータＤａ０～Ｄａ１３は、それ
ぞれデータＤ０～Ｄ１３に対応し、メモリ回路５０－１に記憶される。このように、有効
信号とランプ信号ＶＨとの比較によるＡＤ変換データＤ４～Ｄ１３は、基準信号と基準信
号用ランプ信号ＶＲとの比較によるデータＤ０～Ｄ６に対して、４ビットシフトされて差
分処理される。これにより、高精度の１４ビットＡＤ変換データＤａ０～Ｄａ１３が得ら
れる。
【００３８】
　図６（Ｃ）では、有効信号が比較電圧ＶＲＥＦより小さい場合であり、選択信号ＳＥＬ
がローレベルになり、比較回路３０－１は有効信号とランプ信号ＶＬとを比較する。期間
Ｔｒでは、図６（Ｂ）と同様に、基準信号のダウンカウントが行われる。ダウンカウント
値（第２のカウント値）は、データＤ０～Ｄ６になる。次に、期間Ｔｓでは、選択信号Ｓ
ＥＬがローレベルになる。すると、スイッチＳＷ１により、カウンタクロック信号ＣＬＫ
は、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２のクロック端子に入力される。スイッチＳＷ
２により、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２の桁上げ出力（キャリーアウト）ｃｏ
は、１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３のクロック端子に出力される。４ビットア
ップ／ダウンカウンタ６０２は、カウンタクロック信号ＣＬＫに同期してアップカウント
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を行う。１０ビットアップ／ダウンカウンタ６０３は、４ビットアップ／ダウンカウンタ
６０２の桁上げ出力ｃｏに同期してアップカウントを行い、１０ビットデータＤ０～Ｄ９
をメモリ部５０に出力する。ダミーデータＤ１０～Ｄ１３は、「０」である。データＤ０
～Ｄ９はそれぞれデータＤａ０～Ｄａ９として、ダミーデータＤ１０～Ｄ１３はデータＤ
ａ１０～Ｄａ１３として、１４ビットデータＤａ０～Ｄａ１３がメモリ部５０に記憶され
る。結果的に、４ビットアップ／ダウンカウンタ６０２及び１０ビットアップ／ダウンカ
ウンタ６０３において有効信号と基準信号との差分が行われたデータがＤａ０～Ｄａ９に
なる。ダミーデータＤ１０～Ｄ１３は、データＤａ１０～Ｄａ１３として追加される。１
４ビットデータＤａ０～Ｄａ１３は、メモリ回路５０－１に記憶される。ダミーデータＤ
１０～Ｄ１３は、小振幅データであるので高位ビットがゼロであることを意味している。
【００３９】
　以上のように、有効信号が大振幅信号か小振幅信号かによらず、有効信号と基準信号と
の差分処理する際に、基準信号は基準信号用ランプ信号ＶＲにより高分解能で比較処理し
たカウントデータを利用する。これにより、量子化ノイズの影響を小さくした高精度のＡ
Ｄ変換データを得ることが出来る。また、図６（Ｂ）では、４ビットシフトさせた１０ビ
ットデータＤ４～Ｄ１３を用いることにより、１４ビットのＡＤ変換データＤａ０～Ｄａ
１３を取得することができる。
【００４０】
　比較回路３０－１は、期間Ｔｄで、画素に基づく基準信号と基準信号用ランプ信号ＶＲ
とを比較し、カウンタ回路４０－１は、画素に基づく基準信号と基準信号用ランプ信号Ｖ
Ｒとの大小関係が逆転するまでの期間Ｔｒに第１のカウント値のカウントを行う。その後
、比較回路３０－１は、期間Ｔｕで、画素に基づく有効信号と有効信号用ランプ信号ＶＨ
又はＶＬとを比較し、画素に基づく有効信号と有効信号用ランプ信号ＶＨ又はＶＬとの大
小関係が逆転するまでの期間Ｔｓに第２のカウント値のカウントを行う。カウンタ回路４
０－１及びメモリ部５０の補正部は、基準信号用ランプ信号ＶＲ及び有効信号用ランプ信
号ＶＨ又はＶＬの時間に対する変化率の違いに対応する第１のカウント値及び第２のカウ
ント値の分解能の違いを補正する。そして、メモリ部（補正部）５０は、補正した第１の
カウント値及び第２のカウント値の差分データＤａ０～Ｄａ１３を出力する。具体的には
、メモリ部（補正部）５０は、図６（Ｂ）の場合、第２のカウント値をビットシフトする
ことにより、分解能の違いを補正する。
【００４１】
　上記では、期間Ｔｒで第１のカウント値をダウンカウントし、期間Ｔｓで第２のカウン
ト値をアップカウントする例を説明したが、その逆でもよい。カウンタ回路４０－１は、
期間Ｔｒで第１のカウント値をアップカウントし、期間Ｔｓで第２のカウント値をダウン
カウントすることにより、第１のカウント値及び第２のカウント値の差分データＤａ０～
Ｄａ１３を出力するようにしてもよい。すなわち、カウンタ回路４０－１は、第１のカウ
ント値をダウンカウント又はアップカウントし、第１のカウント値のアップダウン方向と
逆方向になるように第２のカウント値をカウントする。これにより、メモリ部（補正部）
５０は、補正した第１のカウント値及び第２のカウント値の差分データＤａ０～Ｄａ１３
を出力することができる。
【００４２】
　上述の差分処理は、ダウンカウントモードとアップカウントモードのカウント機能を有
するカウンタ回路４０－１により行う例を説明したが、これに限らない。有効信号と基準
信号の差分処理は、基準信号と有効信号のカウンタ結果をメモリに記憶し、メモリ部５０
から出力回路６０へ転送する時、出力回路６０から撮像素子１００の外部へ出力する時、
又は外部回路（例えば図７の映像信号処理回路部８３０）で行っても良い。この際、比較
電圧ＶＲＥＦに対する信号判定レベル（選択信号ＳＥＬ）を認識するフラグデータをＡＤ
変換データに追加すれば、どのようなビットシフト方法にも対応が容易となる。カウンタ
部４０が出力するＡＤ変換データは、有効信号のレベルを示すフラグデータと共に出力さ
れる。
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【００４３】
（第２の実施形態）
　図７は、本発明の第２の実施形態による撮像システムの構成例を示す図である。撮像シ
ステム８００は、例えば、光学部８１０、撮像素子１００、映像信号処理回路部８３０、
記録・通信部８４０、タイミング制御回路部８５０、システムコントロール回路部８６０
、及び再生・表示部８７０を含む。撮像装置８２０は、撮像素子１００及び映像信号処理
回路部８３０を有する。撮像素子１００は、第１の実施形態で説明した撮像素子１００が
用いられる。
【００４４】
　レンズ等の光学系である光学部８１０は、被写体からの光を撮像素子１００の、複数の
画素が２次元状に配列された画素部１０（図１）に結像させ、被写体の像を形成する。撮
像素子１００は、タイミング制御回路部８５０からの信号に基づくタイミングで、画素部
１０に結像された光に応じた信号を出力する。撮像素子１００から出力された信号は、映
像信号処理部である映像信号処理回路部８３０に入力され、映像信号処理回路部８３０が
、プログラム等によって定められた方法に従って信号処理を行う。映像信号処理回路部８
３０は、入力された信号に対して図６のビットシフト処理及び／差分処理等の信号処理を
行ってもよい。映像信号処理回路部８３０での処理によって得られた信号は画像データと
して記録・通信部８４０に送られる。記録・通信部８４０は、画像を形成するための信号
を再生・表示部８７０に送り、再生・表示部８７０に動画や静止画像を再生・表示させる
。記録・通信部８４０は、また、映像信号処理回路部８３０からの信号を受けて、システ
ムコントロール回路部８６０と通信を行うほか、不図示の記録媒体に、画像を形成するた
めの信号を記録する動作も行う。
【００４５】
　システムコントロール回路部８６０は、撮像システムの動作を統括的に制御するもので
あり、光学部８１０、タイミング制御回路部８５０、記録・通信部８４０、及び再生・表
示部８７０の駆動を制御する。また、システムコントロール回路部８６０は、例えば記録
媒体である不図示の記憶装置を備え、ここに撮像システムの動作を制御するのに必要なプ
ログラム等が記録される。また、システムコントロール回路部８６０は、例えばユーザの
操作に応じて駆動モードを切り替える信号を撮像システム内に供給する。具体的な例とし
ては、読み出す行やリセットする行の変更、電子ズームに伴う画角の変更や、電子防振に
伴う画角のずらし等である。タイミング制御回路部８５０は、制御部であるシステムコン
トロール回路部８６０による制御に基づいて撮像素子１００及び映像信号処理回路部８３
０の駆動タイミングを制御する。
【００４６】
　以上のように、第１及び第２の実施形態によれば、画素の有効信号が大振幅信号か小振
幅信号であるかにかかわらず、画素の基準信号は高分解能の基準信号用ランプ信号ＶＲを
利用して比較を行う。有効信号のレベルを判定後、その判定された信号に適したランプ信
号ＶＨ又はＶＬを選択し、有効信号と基準信号の分解能比を補正した差分処理によりＡＤ
変換データを取得することにより、高精度・多ビット化を達成することができる。
【００４７】
　暗い撮影環境では、露光条件にもよるが、画素信号は小振幅信号になり易く、画素信号
を増幅して感度アップすることができる。第１の実施形態では、増幅回路２０－１で信号
を増幅することにより感度をアップさせることができる。画素部１０からの信号を増幅せ
ずに比較回路３０－１へ入力する場合は、ランプ信号の傾きを変えて結果的に感度アップ
を行うことができる。第１及び第２の実施形態は、ランプ信号の傾きを一義的に決めるも
のではなく、求める感度アップに対応してランプ信号の傾きを変えることができ、例えば
感度アップが２倍の場合は、ランプ信号の傾きを１／２に制御することができる。
【００４８】
　なお、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したもの
に過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものであ
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る。すなわち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々
な形で実施することができる。例えば、参照信号として、ランプ信号は時間に対してレベ
ルが直線的に変化するものを説明したが、階段状に変化するものを用いても良い。
【符号の説明】
【００４９】
１０－１　画素、３０－１　比較回路、３０－２　選択回路、４０－１　カウンタ回路、
５０　メモリ部（補正部）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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