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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素ユニットが複数の行及び複数の列を構成するように配された画素アレイと、
　それぞれが前記複数の列の１つに対応して配され、前記画素アレイから信号を読み出す
ための複数の列信号線と、
　それぞれが前記複数の列信号線の１つに対応して配され、それぞれが備える制御端子の
電位に応じた電流を前記対応する１つの列信号線に流す複数の電流源と、を備える固体撮
像装置であって、
　第１電位を生成する第１電位生成部と、
　前記第１電位とは異なる電位の第２電位を生成する第２電位生成部と、
　前記画素アレイから信号の読み出しを行う第１モードでは、前記第１電位生成部の出力
を前記制御端子に接続して前記制御端子の電位を前記第１電位にし、前記信号の読み出し
を休止する第２モードでは、前記第２電位生成部の出力を前記制御端子に接続して前記制
御端子の電位を前記第２電位にするスイッチ部と、を備え、
　前記制御端子に前記第２電位が供給されたときに前記電流源が前記列信号線に流す電流
は、前記制御端子に前記第１電位が供給されたときに前記電流源が前記列信号線に流す電
流よりも小さく、
　前記第１電位生成部は、前記制御端子に接続された電気経路に電流を供給するための第
１トランジスタを含んでおり、前記制御端子の電位が前記第２電位から前記第１電位に遷
移するときに該第１トランジスタの電流供給量を変化させ、
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　前記第２電位生成部は、前記制御端子に接続された電気経路に電流を供給するための第
２トランジスタを含んでおり、前記制御端子の電位が前記第１電位から前記第２電位に遷
移するときに該第２トランジスタの電流供給量を変化させる
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記複数の電流源の前記制御端子のそれぞれは共通の制御信号線に接続されており、
　前記第１電位生成部は、前記制御信号線の一方の端に配されており、前記第２電位生成
部は、前記制御信号線の他方の端に配されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記第１電位生成部及び前記第２電位生成部のうち一方は、ＰＭＯＳトランジスタ及び
電流源で構成され、前記第１電位生成部及び前記第２電位生成部のうち他方は、ＮＭＯＳ
トランジスタ及び電流源で構成されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記画素アレイ、前記複数の電流源、前記第１電位生成部及び前記第２電位生成部を構
成するトランジスタは、ＰＭＯＳトランジスタ及びＮＭＯＳトランジスタのうちのいずれ
か一方を用いて構成されている、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記第１電位生成部及び前記第２電位生成部のそれぞれは増幅回路を含む、
　ことを特徴とする請求項４に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記第１電位生成部はソースフォロワ回路を構成し、前記第２電位生成部はソース接地
回路を構成している、
　ことを特徴とする請求項５に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記第１電位生成部及び前記第２電位生成部のそれぞれは、定電流源と抵抗素子とを用
いて前記第１電位及び前記第２電位のそれぞれを生成する、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記スイッチ部は、前記第１電位生成部と前記制御端子とを接続する第１スイッチ部と
、前記第２電位生成部と前記制御端子とを接続する第２スイッチ部とを含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記複数の電流源のそれぞれは、複数のＭＯＳトランジスタのカスコード接続によって
構成されており、前記制御端子は前記複数のＭＯＳトランジスタのうちの少なくとも１つ
が備えるゲート端子を含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記複数の電流源のそれぞれは１つのＭＯＳトランジスタによって構成されており、前
記制御端子は前記ＭＯＳトランジスタが備えるゲート端子を含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記固体撮像装置は、前記複数の列信号線に対応して配され、前記画素アレイから読み
出した信号を増幅するための複数の列アンプをさらに備え、
　前記複数の列アンプのそれぞれは、差動増幅回路と、前記差動増幅回路に電流を供給す
るための第２電流源と、を有し、
　前記第２電流源は、前記スイッチ部を介して供給された前記第１電位又は前記第２電位
に応じた量の電流を流す、
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　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　前記画素アレイから読み出される信号は、ノイズ成分を含む第１信号と、ノイズ成分及
び前記画素ユニットに入射した光に応じた成分を含む第２信号と、を含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　前記第１電位生成部および前記第２電位生成部は、いずれも第１電源電圧と第２電源電
圧との間の電気経路に配され、
　前記第１電源電圧と前記第２電源電圧との間には、互いに電気的に分離可能な第１経路
と第２経路とが設けられており、前記第１トランジスタは前記第１経路上に配され且つ前
記第２トランジスタは前記第２経路上に配された
　ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の固体撮像装置と、
　前記固体撮像装置から出力される信号を処理する処理部と、
　を備えることを特徴とするカメラ。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置及びそれを搭載したカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像装置は、複数の画素が配された画素アレイと、この画素アレイの各列に対応し
て配された複数の列信号線とを備えうる。また、各画素には信号を読み出すためのトラン
ジスタが配され、各列信号線には電流源が接続されうる。該トランジスタ及び該電流源に
よってソースフォロワ回路が構成され、このソースフォロワ回路によって各画素から読み
出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－０３２５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　画素アレイからの信号の読み出しを休止している間においても、信号の読み出しを行う
際と同様にして電流源が電流を流す構成では、電力を消費してしまう。そこで、動作モー
ド（画素アレイからの信号の読み出しを行うモードおよび当該読み出しを休止するモード
）に応じて当該電流源の電流量を制御する構成が採られうる。しかしながら、画素数の増
大に伴って当該電流源を制御するための配線の容量も増大するため制御の応答性が低下す
る。
【０００５】
　本発明の目的は、固体撮像装置の画素信号の読み出しモードおよび休止モードの制御に
有利な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一つの側面は固体撮像装置にかかり、前記固体撮像装置は、複数の画素ユニッ
トが複数の行及び複数の列を構成するように配された画素アレイと、それぞれが前記複数
の列の１つに対応して配され、前記画素アレイから信号を読み出すための複数の列信号線
と、それぞれが前記複数の列信号線の１つに対応して配され、それぞれが備える制御端子
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の電位に応じた電流を前記対応する１つの列信号線に流す複数の電流源と、を備える固体
撮像装置であって、第１電位を生成する第１電位生成部と、前記第１電位とは異なる電位
の第２電位を生成する第２電位生成部と、前記画素アレイから信号の読み出しを行う第１
モードでは、前記第１電位生成部の出力を前記制御端子に接続して前記制御端子の電位を
前記第１電位にし、前記信号の読み出しを休止する第２モードでは、前記第２電位生成部
の出力を前記制御端子に接続して前記制御端子の電位を前記第２電位にするスイッチ部と
、を備え、前記制御端子に前記第２電位が供給されたときに前記電流源が前記列信号線に
流す電流は、前記制御端子に前記第１電位が供給されたときに前記電流源が前記列信号線
に流す電流よりも小さく、前記第１電位生成部は、前記制御端子に接続された電気経路に
電流を供給するための第１トランジスタを含んでおり、前記制御端子の電位が前記第２電
位から前記第１電位に遷移するときに該第１トランジスタの電流供給量を変化させ、前記
第２電位生成部は、前記制御端子に接続された電気経路に電流を供給するための第２トラ
ンジスタを含んでおり、前記制御端子の電位が前記第１電位から前記第２電位に遷移する
ときに該第２トランジスタの電流供給量を変化させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、固体撮像装置の画素信号の読み出しモードおよび休止モードの制御に
有利である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態の構成例を説明する図。
【図２】第１実施形態の構成の具体例を説明する図。
【図３】第１実施形態の構成の具体例を説明する図。
【図４】第２実施形態の構成の具体例を説明する図。
【図５】第３実施形態の構成の具体例を説明する図。
【図６】他の構成例を説明する図。
【図７】他の構成の具体例を説明する図。
【図８】第４実施形態の構成の具体例を説明する図。
【図９】第５実施形態の構成の具体例を説明する図。
【図１０】第６実施形態の構成の具体例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　　＜第１実施形態＞
　図１乃至３を参照しながら、第１実施形態の固体撮像装置１０１を説明する。図１は、
固体撮像装置１０１の構成を説明するブロック図である。固体撮像装置１０１は、画素ア
レイ１と、垂直走査回路２と、増幅部１３と、電位生成部１４と、と備えうる。画素アレ
イ１からの信号は、垂直走査回路２からの制御信号にしたがって、列信号線ＮＶを介して
増幅部１３に入力される。その後、該信号は、増幅部１３によって増幅され、水平走査回
路２２に出力される。ここで、増幅部１３は、図１に例示されるように、画素アレイ１か
らの信号を増幅するための構成の一部として定電流源２０を有する。
【００１０】
　ここで、増幅部１３は、例えば、制御端子２１を有しており、定電流源２０は制御端子
２１の電位に応じて電流量を調整する構成になっている。制御端子２１には、互いに異な
る第１電位ＶＣＮＴ１及び第２電位ＶＣＮＴ２の一方が供給され、これらの電位は、電位
生成部１４から供給される。ここでは、電位生成部１４の構成例として、スイッチ部１５
、第１電位生成部１６及び第２電位生成部１７を示している。より具体的には、例えば、
第１電位生成部１６は第１電位ＶＣＮＴ１を出力し、第２電位生成部１７は第２電位ＶＣ

ＮＴ２を出力する。スイッチ部１５は、制御信号ＰＳＡＶＥに応じて、第１電位生成部１
６の出力（第１電位ＶＣＮＴ１）及び第２電位生成部１７の出力（第２電位ＶＣＮＴ２）
の一方を選択的に制御端子２１に接続するように構成される。
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【００１１】
　固体撮像装置１０１は、画素アレイ１から信号の読み出しを行う第１モードでは、電位
生成部１４が第１電位ＶＣＮＴ１を制御端子２１に供給する。また、固体撮像装置１０１
は、画素アレイ１からの信号の読み出しを休止する第２モードでは、電位生成部１４が第
２電位ＶＣＮＴ２を制御端子２１に供給する。このようにして、定電流源２０の電流が、
第１モードのときの値よりも第２モードのときの値の方が小さくなるように、固体撮像装
置１０１が構成されうる。固体撮像装置１０１は、このような構成を採ることによって、
消費電力を低減することができる。
【００１２】
　以下、図２を参照しながら、具体的な構成例を説明する。図２は、固体撮像装置１０１
の具体的な構成例を説明する回路図である。画素アレイ１は、複数の行及び複数の列を構
成するように配された複数の画素ユニットＰＵを有する。ここでは、簡易化のため、３行
×３列の画素ユニットＰＵを示しているが、例えば、実際の列の数は数千や数万の規模で
ある。例えば、第１行目、第１列目の画素ユニットＰＵは、光電変換部Ｄ１１（例えば、
フォトダイオード）、転送トランジスタＭ１１１、リセットトランジスタＭ２１１、ソー
スフォロワトランジスタＭ３１１、選択トランジスタＭ４１１を含む。これらのトランジ
スタＭ１１１乃至Ｍ４１１には、例えば、ＮＭＯＳトランジスタが用いられうる。転送ト
ランジスタＭ１１１のゲート端子には、制御信号ＰＴＸ１が与えられる。制御信号ＰＴＸ
１が活性化されると、光電変換部Ｄ１１において受光によって発生し蓄積された電荷が、
転送トランジスタＭ１１１によって転送され、ソースフォロワトランジスタＭ３１１のゲ
ート端子の電位が変動する。ソースフォロワトランジスタＭ３１１に流れる電流量は、こ
の電位の変動に応じて変化しうる。選択トランジスタＭ４１１のゲート端子には、制御信
号ＰＳＥＬ１が与えられる。制御信号ＰＳＥＬ１が活性化されると、選択トランジスタＭ
４１１は、ソースフォロワトランジスタＭ３１１の電流量に応じた信号を列信号線ＮＶに
出力する。また、リセットトランジスタＭ２１１のゲート端子には、制御信号ＰＲＥＳ１
が与えられる。制御信号ＰＲＥＳ１が活性化されると、リセットトランジスタＭ２１１は
ソースフォロワトランジスタＭ３１１のゲート端子の電位をリセットしうる。他の画素ユ
ニットＰＵについても同様である。
【００１３】
　複数の列信号線ＮＶ（ＮＶ１乃至ＮＶ３）は、画素アレイ１の各列に対応してそれぞれ
配されている。また、固体撮像装置１０１は、複数の電流源３ｃが各列信号線ＮＶに対応
してそれぞれ配された列電流源３を備える。電流源３ｃのそれぞれは、例えば、複数のＭ
ＯＳトランジスタのカスコード接続によって構成されうる。ここでは、ＭＯＳトランジス
タＭ３１及びＭＯＳトランジスタＭ３２によって電流源３ｃが構成されており、ＭＯＳト
ランジスタＭ３２のゲート端子が、図１の制御端子２１に対応する。ＭＯＳトランジスタ
Ｍ３２のゲート端子のそれぞれは、共通の制御信号線３０に接続されている（ノードＮｇ
）。各電流源３ｃは、各々が備える制御端子２１の電位（即ち、制御信号線３０の電位）
に応じた電流を、対応する列信号線ＮＶのそれぞれに流す。また、固体撮像装置１０１は
、複数の列アンプ７ｃが各列信号線ＮＶに対応してそれぞれ配された列アンプ群７を備え
る。各列アンプ７ｃは、例えば、差動増幅器Ａｍと入力容量Ｃｉと帰還容量Ｃｆとによっ
て構成され、対応する列信号線ＮＶの電位の変化を増幅して出力する。列アンプ群７は、
図１の増幅部１３に含まれる定電流源２０に対応する。その後、列アンプ群７で増幅され
た画素信号のそれぞれは、ラインメモリ８に格納され、水平シフトレジスタ９から入力さ
れた制御信号ＰＳ１乃至ＰＳ３に応じて、出力部１０に水平転送される。ラインメモリ８
、水平シフトレジスタ９及び出力部１０は、図１の水平走査回路２２に対応する。
【００１４】
　また、画素ユニットＰＵのそれぞれから信号を読み出す際に、まず、各列アンプ７ｃの
入力容量Ｃｉにおいて、リセットトランジスタＭ２１１等によってリセットが為されたと
きの出力がノイズ成分（第１信号）として予めクランプされる。その後、電荷の転送に応
じて読み出された信号（第２信号）とこのノイズ成分との差分が各列アンプ７ｃから出力
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され、結果、ノイズ成分が除去された信号が、画素信号として処理されうる。このように
して、画素ユニットＰＵのそれぞれに入射した光の量にしたがう画素信号が画素アレイ１
から読み出される。
【００１５】
　固体撮像装置１０１は、電位生成部１４として、第１電位生成部１６に対応するユニッ
ト４と、第２電位生成部１７に対応するユニット５を含む。また、ここでは、ＭＯＳトラ
ンジスタＭ３１（カスコード接続されたＭＯＳトランジスタの一つ）のゲート端子のそれ
ぞれ（ノードＮｂ）に電位を供給するため、ユニット６が第３電位生成部として配されて
いる。
【００１６】
　ユニット４は、例えば、カレントミラーを構成するＭＯＳトランジスタＭ４１乃至Ｍ４
３を含み、バイアス電流源Ｉｂ１から定電流（例えば、５０乃至２００μＡ程度）がＭＯ
ＳトランジスタＭ４１に供給されている。これにより、ユニット４は、ノードＮ１におい
て、第１電位ＶＣＮＴ１（例えば、２Ｖ程度）を生成する。ノードＮ１は、スイッチＳＷ
１（第１スイッチ部）を介して、ノードＮｇに接続されている。ユニット５は、例えば、
ＭＯＳトランジスタＭ５１と、スイッチＳＷ３及びＳＷ４とを含み、バイアス電流源Ｉｂ
２から定電流（例えば、５０乃至２００μＡ程度）がスイッチＳＷ３を介してＭＯＳトラ
ンジスタＭ５１に供給されている。バイアス電流源Ｉｂ２の電流量とＭＯＳトランジスタ
Ｍ５１との関係から、ノードＮ２において、第２電位ＶＣＮＴ２（例えば、０．８Ｖ程度
）が生成される。ノードＮ２は、スイッチＳＷ２（第２スイッチ部）を介して、ノードＮ
ｇに接続されている。また、ユニット６は、例えば、ＭＯＳトランジスタＭ６１及びＭ６
２を含み、バイアス電流源Ｉｂ３から定電流（例えば、５０乃至２００μＡ程度）がＭＯ
ＳトランジスタＭ６２に供給されている。ＭＯＳトランジスタＭ６２のゲート端子（ノー
ドＮ３）は、スイッチＳＷ５を介して、ノードＮ１に接続されている。また、ＭＯＳトラ
ンジスタＭ６１のゲート端子は、各電流源３ｃのＭＯＳトランジスタＭ３１のそれぞれの
ゲート端子と接続されている（ノードＮｂ）。ユニット４乃至６の構成は、本実施形態に
限定されず、所望の電位が生成されるように構成されればよい。第１電位ＶＣＮＴ１及び
第２電位ＶＣＮＴ２の値は、例えば、固体撮像装置に印加される電源電圧ＶＤＤを３乃至
５Ｖ程度として、例えば、第１電位ＶＣＮＴ１が２Ｖ程度、第２電位ＶＣＮＴ２が０．８
Ｖ程度になるようにすればよい。
【００１７】
　第１モードにおいては、スイッチＳＷ１、ＳＷ４及びＳＷ５が導通状態になり、スイッ
チＳＷ２及びＳＷ３が非導通状態になる。これにより、ノードＮｇの電位、及びＭＯＳト
ランジスタＭ６２のゲート端子の電位は、それぞれ第１電位ＶＣＮＴ１になる。また、こ
れに応じて、ユニット６に流れる電流量に応じた電位が、ノードＮｂに供給される。その
結果、各電流源３ｃは、対応する列信号線ＮＶに、第１電位ＶＣＮＴ１に応じた量の電流
を供給する。例えば、バイアス電流源Ｉｂ３の電流値が１００μＡであり、ＭＯＳトラン
ジスタＭ３１及びＭ３２のゲート幅がＭＯＳトランジスタＭ６１及びＭ６２のゲート幅の
２０分の１であるとすると、各電流源３ｃに流れる電流量は５μＡになる。ここで、スイ
ッチＳＷ１とスイッチＳＷ５とは、スイッチＳＷ１が導通状態になった後にスイッチＳＷ
５が導通状態になるとよい。スイッチＳＷ１とスイッチＳＷ５とが導通状態になるタイミ
ングをずらすことにより、スイッチＳＷ１が導通状態になった直後のノードＮ１の電位が
変動することによるユニット６（ノードＮ３の電位）への影響を低減することができる。
このことは、他の対策として、例えば、ノードＮ３に１０乃至１００ｐＦ程度の容量を接
地電位に対して接続し、ノードＮ３の電位の変動を抑制してもよい。一方で、上述のユニ
ット６への影響が十分に小さい場合は、スイッチＳＷ５を用いずに、ノードＮ１とノード
Ｎ３とは短絡されてもよい。
【００１８】
　第２モードにおいては、スイッチＳＷ２及びＳＷ３が導通状態になり、スイッチＳＷ１
、ＳＷ４及びＳＷ５が非導通状態になる。これによりノードＮｇとノードＮ２とが接続さ
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れ、ノードＮｇの電位は第２電位ＶＣＮＴ２になる。ここで、ノードＮｇの負荷容量（制
御信号線３０の配線容量、及び複数のＭＯＳトランジスタＭ３２のゲート容量等）は、数
十ｐＦ以上である。よって、ノードＮ２の電位は、スイッチＳＷ２が導通状態になった直
後は、ノードＮｇの負荷容量によって、第１電位ＶＣＮＴ１と同じ程度まで変動する。こ
れにより、ＮＭＯＳトランジスタＭ５１は、ゲート端子（ノードＮ２）の電位と第２電位
ＶＣＮＴ２との差分に応じた量の電流を流し、その結果、ノードＮｇの電位は第２電位Ｖ

ＣＮＴ２になる。このようにして、各電流源３ｃに流れる電流量は、例えば、５μＡから
０．５μＡ程度になる。ここで、第２モードにおいては、各電流源３ｃに流れる電流量を
０μＡではなく、０．５μＡ程度にし、各電流源３ｃに微小のアイドリング電流を流して
いる。これにより、第２モードのときの各列信号線ＮＶの電位と、第１モードのときの各
列信号線ＮＶの電位との差を小さくし、第１モードから第２モードへの遷移を高速に行う
ことができる。
【００１９】
　また、本実施形態においては、ユニット４（第１電位生成部１６に対応）とユニット５
（第２電位生成部１７に対応）とを、列電流源３を基準に、互いに反対側の位置になるよ
うに配置している。即ち、制御端子２１のそれぞれが接続された制御信号線３０の一方の
端に、ユニット４が配されており、制御信号線３０の他方の端にユニット５が配されてい
る。これにより、占有面積が他のロジック回路に対して比較的大きくなるユニット４及び
ユニット５を分散して配置することが可能になり、レイアウト設計が容易である。また、
ノードＮｇとノードＮｂとの間に生じる配線容量が小さくなるようにレイアウト設計をす
ることにより、ＭＯＳトランジスタＭ３１のゲート端子の電位変動を抑制し、各電流源３
ｃは、対応する列信号線ＮＶに安定した電流を供給することができる。
【００２０】
　本実施形態によると、互いに異なる電位を制御信号線３０に供給するユニット４および
ユニット５がそれぞれ個別に配置される。本実施形態では、ユニット４は、カレントミラ
ー構成による電流源とＮＭＯＳトランジスタとを用いたソースフォロワ回路を含む構成に
なっている。ユニット５は、バイアス電流源Ｉｂ２とＮＭＯＳトランジスタとを用いたソ
ース接地回路を含む構成になっている。ユニット４及びユニット５は、固体撮像装置１０
１の動作モードを切り替えるための電位を生成できればよく、増幅回路を含む他の構成を
採ってもよい。スイッチ部（スイッチＳＷ１及びＳＷ２）は、ユニット４及びユニット５
の一方の出力を選択的に制御信号線３０に接続する。
【００２１】
　このようにして、画素アレイ１から信号の読み出しを行う第１モードのときよりも、該
信号の読み出しを休止する第２モードのときの方が、各電流源３ｃの電流の値が小さくな
るように、固体撮像装置１０１を構成する。これにより、固体撮像装置１０１の消費電力
を低減することができる。以上、本実施形態によると、固体撮像装置１０１は、消費電力
を効果的に低減することができ、動作モードの制御に有利である。
【００２２】
　以下では、図３に例示されたタイミングチャートを参照しながら、固体撮像装置１０１
の駆動方法を説明する。タイミングチャートには、各制御信号ＰＳＥＬ１乃至３、ＰＲＥ
Ｓ１乃至３、ＰＴＸ１乃至３、ＰＳＡＶＥ、及びＰＳ１乃至ＰＳ３の状態が示されている
。
【００２３】
　時刻ｔ０においては、ＰＳＥＬ１がＨｉ状態になる。これにより、選択トランジスタＭ
４１１、Ｍ４１２及びＭ４１３が導通状態になり、画素アレイ１の第１行目の画素ユニッ
トＰＵのそれぞれが選択された状態になる。また、時刻ｔ０においては、ＰＳＡＶＥはＬ
ｏｗ状態であり、画素アレイ１から信号の読み出しを行う第１モードになっている。
【００２４】
　時刻ｔ１においては、ＰＲＥＳ１がＬｏｗ状態になり、リセットトランジスタＭ２１１
、Ｍ２１２及びＭ２１３は非導通状態になる。その後、ソースフォロワトランジスタＭ３
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１１、Ｍ３１２及びＭ３１３のゲート端子のリセット後の電位に応じたＮ信号（前述の第
１信号）が読み出される。
【００２５】
　時刻ｔ２においては、ＰＴＸ１がＨｉ状態になり、転送トランジスタＭ１１１、Ｍ１１
２及びＭ１１３は導通状態になる。これにより、光電変換部Ｄ１１、Ｄ１２及びＤ１３に
おいて蓄積された電荷が転送され、ソースフォロワトランジスタＭ３１１、Ｍ３１２及び
Ｍ３１３のゲート端子の電位が変化する。
【００２６】
　時刻ｔ３においては、ＰＴＸ１はＬｏｗ状態になり、転送トランジスタＭ１１１、Ｍ１
１２及びＭ１１３が非導通状態になる。これにより、前述の電荷の転送が終了する。また
、ソースフォロワトランジスタＭ３１１、Ｍ３１２及びＭ３１３のゲート端子の電位の変
化分に応じたＳ信号（前述の第２信号）が読み出される。
【００２７】
　時刻ｔ４においては、画素アレイ１の第１行目の画素ユニットＰＵのそれぞれからの信
号の読み出しを終了し、ＰＳＡＶＥがＨｉ状態になり、前述のようにして、読み出しを休
止する第２モードに遷移する。読み出された各列の画素信号のそれぞれは、前述のように
して、ラインメモリ８に格納される。また、時刻ｔ４においては、ＰＲＥＳ１がＨｉ状態
になる。
【００２８】
　時刻ｔ５において、ＰＳ１がＨｉ状態になる。これにより、読み出された第１列目につ
いての画素信号は、ラインメモリ８から出力部１０に水平転送される。時刻ｔ６において
、ＰＳ２がＨｉ状態になる。これにより、読み出された第２列目についての画素信号は、
ラインメモリ８から出力部１０に水平転送される。時刻ｔ７において、ＰＳ３がＨｉ状態
になる。これにより、読み出された第３列目についての画素信号は、ラインメモリ８から
出力部１０に水平転送される。このようにして、第１行目の画素ユニットＰＵの画素信号
のそれぞれは、出力部１０を介して、例えば、次段の信号を処理する処理部（不図示）に
出力されうる。
【００２９】
　時刻ｔ８以降においては、ＰＳＡＶＥがＬｏｗ状態になり、第２行目の画素ユニットＰ
Ｕの画素信号の読み出しが、時刻ｔ０～ｔ８における第１行目の画素ユニットＰＵの画素
信号の読み出しと同様にして、為される。
【００３０】
　以上のようにして、固体撮像装置１０１は、画素アレイ１から信号の読み出しを行う第
１モードのときよりも、該信号の読み出しを休止する第２モードのときの方が、各電流源
３ｃの電流の値が小さくなるように駆動されうる。また、以上においては、電位生成部１
４は、信号ＰＳＡＶＥがＬｏｗ状態のときに第１電位ＶＣＮＴ１を供給し、Ｈｉ状態のと
きに第２電位ＶＣＮＴ２を供給するものとして述べたが、これらの関係が逆になるように
構成されてもよい。
【００３１】
　　＜第２実施形態＞
　図４を参照しながら、第２実施形態の固体撮像装置１０２を説明する。第２実施形態は
、ＰＭＯＳトランジスタＭ４１ｐを用いてユニット４（第１電位生成部１６に対応）を構
成している点で第１実施形態と異なる。本実施形態のユニット４は、バイアス電流源Ｉｂ
１とユニット４との関係から、ノードＮ１において、第１電位ＶＣＮＴ１を生成する。こ
の構成によると、ノードＮ１の電位が第１電位ＶＣＮＴ１より下がると、ＰＭＯＳトラン
ジスタＭ４１ｐのゲート端子‐ソース端子間の電位差ＶＧＳが大きくなり、ＰＭＯＳトラ
ンジスタＭ４１ｐに流れる電流の量が増加する。このように、本実施形態によると、第１
実施形態と同様の効果が得られ、第２モードから第１モードへの遷移を高速に行うことが
できる。
【００３２】
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　　＜第３実施形態＞
　図５を参照しながら、第３実施形態の固体撮像装置１０３を説明する。第３実施形態は
、固体撮像装置１０３を構成するトランジスタにＰＭＯＳトランジスタを用いている点で
第１実施形態と異なる。この場合、固体撮像装置１０３の動作は、第１実施形態の固体撮
像装置１０１とは極性が逆になり、例えば、画素アレイ１に蓄積される電荷はホール（正
孔）となる。図５において、ＰＭＯＳトランジスタを用いたものについては、記号に「ｐ
」を付して示している。ユニット４乃至６は、適切な第１電位ＶＣＮＴ１及び第２電位Ｖ

ＣＮＴ２（電源電圧ＶＤＤ＝５Ｖとして、例えば、ＶＣＮＴ１＝３Ｖ、第２電位ＶＣＮＴ

２＝４．２Ｖ）を供給するように設計されればよい。本実施形態のように、各トランジス
タにＰＭＯＳトランジスタを用いて構成される態様によっても、ＮＭＯＳトランジスタで
構成される第１実施形態と同様の効果が得られる。
【００３３】
　以下では、図６及び７を参照しながら、ＮＭＯＳトランジスタおよびＰＭＯＳトランジ
スタのいずれも用いる態様として固体撮像装置１０４を例示する。固体撮像装置１０４の
構成によると、電位生成部１４が１つの機能ブロックで２種類の電位を生成する点で各実
施形態と異なる。図６は、固体撮像装置１０４の構成を説明するブロック図である。電位
生成部１４は、切り替え部１８（スイッチ部）と電位生成部１９とを有しうる。切り替え
部１８は、例えば、第１モードでは電位生成部１９が第１電位ＶＣＮＴ１を生成し、第２
モードでは電位生成部１９が第２電位ＶＣＮＴ２を生成するように、ノードＮ９を介して
、電位生成部１９が生成する電位を切り替える。
【００３４】
　以下、図７を参照しながら、具体的な構成例を説明する。図７は、固体撮像装置１０４
の具体的な構成例を説明する回路図である。切り替え部１８は、ＰＭＯＳトランジスタＭ
８１ｐ及びＭ８５ｐと、スイッチＳＷ８ｐ及びＳＷ９ｐを含む。ＰＭＯＳトランジスタＭ
８１ｐはゲート端子とドレイン端子とが接続され、また、バイアス電流源Ｉｂ５と接続さ
れうる（ノードＮ４）。また、ＰＭＯＳトランジスタＭ８１ｐはゲート端子とドレイン端
子とが接続され（ノードＮ１０）、また、スイッチＳＷ９ｐを介して電源電位に接続され
うる。ノードＮ４とノードＮ１０とは、スイッチＳＷ８ｐを介して接続されうる。
【００３５】
　電位生成部１９は、ＮＭＯＳトランジスタＭ８１、Ｍ８２、Ｍ８３及びＭ８４と、ＰＭ
ＯＳトランジスタＭ８２ｐ、Ｍ８３ｐ及びＭ８４ｐとを含む。また、ゲート端子とドレイ
ン端子とが接続されたＮＭＯＳトランジスタＭ８１には、バイアス電流源Ｉｂ５から定電
流が供給されている。ＮＭＯＳトランジスタＭ８１とＮＭＯＳトランジスタＭ８２とは、
カレントミラーを構成している（ノードＮ５）。ノードＮ５の電位は、ＮＭＯＳトランジ
スタＭ８１とバイアス電流源Ｉｂ４との関係から、例えば、１Ｖ程度になる。ＮＭＯＳト
ランジスタＭ８２には、これに応じた量の電流が流れる。ＮＭＯＳトランジスタＭ８２は
、ドレイン側に、ＰＭＯＳトランジスタＭ８２ｐと、ＮＭＯＳトランジスタＭ８３と、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＭ８３ｐとが直列に接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭ８２ｐ
は、ゲート端子が、ＰＭＯＳトランジスタＭ８１ｐはゲート端子及びドレイン端子に接続
されており、ＰＭＯＳトランジスタＭ８１ｐとの間でカレントミラーを構成している（ノ
ードＮ４）。ＮＭＯＳトランジスタＭ８４とＰＭＯＳトランジスタＭ８４ｐとは直列に接
続されている。また、ＮＭＯＳトランジスタＭ８３とＮＭＯＳトランジスタＭ８４とはカ
レントミラーを構成し（ノードＮ６）、ＰＭＯＳトランジスタＭ８３ｐとＰＭＯＳトラン
ジスタＭ８４ｐとはカレントミラーを構成している（ノードＮ７）。ＮＭＯＳトランジス
タＭ８４とＰＭＯＳトランジスタＭ８４ｐとは、ともにソースフォロアになっており、こ
れらのソース端子はノードＮｇに接続されている。
【００３６】
　第１モード（ＰＳＡＶＥがＬｏｗ状態）においては、スイッチＳＷ９ｐは導通状態にな
っており、スイッチＳＷ８ｐは非導通状態になっており、ノードＮ１０の電位は、電源電
圧ＶＤＤ（例えば、５Ｖ）と同電位である。一方、ノードＮ４の電位は、ＰＭＯＳトラン
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ジスタＭ８１ｐとバイアス電流源Ｉｂ５との関係から、例えば、３．５Ｖ程度になる。こ
れに応じて、ＰＭＯＳトランジスタＭ８２ｐのオン抵抗値が小さくなり、ノードＮ６の電
位は、例えば、３．０Ｖ程度に上昇し、ノードＮ７の電位は、例えば、１．３Ｖ程度に上
昇する。その結果、ＮＭＯＳトランジスタＭ８４のオン抵抗値が小さくなり、ＰＭＯＳト
ランジスタＭ８４ｐのオン抵抗値が大きくなり、ノードＮｇの電位は、例えば、２Ｖ程度
（第１電位ＶＣＮＴ１）になる。
【００３７】
　一方、第２モード（ＰＳＡＶＥがＨｉ状態）においては、スイッチＳＷ９ｐは非導通状
態になっており、スイッチＳＷ８ｐは導通状態になる。これにより、切り替え部１８から
電流が供給され、ＰＭＯＳトランジスタＭ８１ｐに流れる電流量が減少し、ノードＮ４（
及びノードＮ１０）の電位は、例えば、４Ｖ程度になる。これに応じて、ＰＭＯＳトラン
ジスタＭ８２ｐの抵抗値が大きくなり、ノードＮ６の電位は、例えば、１．８Ｖ程度に降
下し、ノードＮ７の電位は、例えば、０．１Ｖ程度に降下する。その結果、ＮＭＯＳトラ
ンジスタＭ８４のオン抵抗値が大きくなり、ＰＭＯＳトランジスタＭ８４ｐのオン抵抗値
が小さくなり、ノードＮｇの電位は、例えば、０．８Ｖ程度（第２電位ＶＣＮＴ２）にな
る。
【００３８】
　ところで、第２モードにおいて、ＮＭＯＳトランジスタＭ８４及びＰＭＯＳトランジス
タＭ８４ｐには、例えば、２０μＡ程度の電流が流れている。第２モードから第１モード
に遷移するとき（ノードＮｇの電位を０．８Ｖから２Ｖに変化させるとき）は、ノードＮ
６及びＮ７の電位が上昇し、ＮＭＯＳトランジスタＭ８４は、例えば、３００μＡ程度の
大電流を流しうる。よって、ノードＮｇの電位は短い時間で上昇し、第２モードから第１
モードに遷移させることができる。一方で、第１モードから第２モードに遷移するとき（
ノードＮｇの電位を２Ｖから０．８Ｖに変化させるとき）は、ノードＮ６及びＮ７の電位
が降下し、ＰＭＯＳトランジスタＭ８４ｐは、例えば、３００μＡ程度の大電流を流しう
る。よって、ノードＮｇの電位は短い時間で降下し、第１モードから第２モードに遷移さ
せることができる。ここで、ＰＭＯＳトランジスタＭ８４ｐは、バックゲート（バルク）
端子がノードＮｇに接続されるとよい。これにより、基板バイアス効果によるＰＭＯＳト
ランジスタＭ８４ｐの閾値電位の変動を抑制し、ノードＮｇの電位が変化する範囲（の下
限）を広くすることができる。
【００３９】
　以上、固体撮像装置１０４によると、ＰＭＯＳトランジスタおよびＮＭＯＳトランジス
タを用いて１つの機能ブロックで２種類の電位を生成することが可能であり、動作モード
の制御を切り替え部１８（スイッチ部）により行うことができる。このような構成によっ
ても、前述の各実施形態と同様の効果が得られ、第１モードと第２モードとの切り替えを
高速に行うことができる。
【００４０】
　　＜第４実施形態＞
　図８を参照しながら、第４実施形態の固体撮像装置１０５を説明する。第４実施形態は
、ユニット４及び５において抵抗素子を用いて第１電圧ＶＣＮＴ１及び第２電圧ＶＣＮＴ

２を生成している点で、第１実施形態と異なる。抵抗素子には、例えば、ポリシリコン等
を用いればよい。例えば、電源電圧ＶＤＤを５Ｖとして、バイアス電流源Ｉｂ１の電流量
を１００μＡとしたとき、ユニット４の第１抵抗素子Ｒ１は、その抵抗値が、例えば、３
０ｋΩになるように設けられればよい。これにより、ユニット４は、ノードＮ１において
、第１電圧ＶＣＮＴ１（ここでは、２Ｖ）を生成することができる。ここで、第２モード
から第１モードに切り替えた直後は、ノードＮ１の電位は、第１電圧ＶＣＮＴ１より低く
なり、第１抵抗素子Ｒ１には、それに応じた量の電流が流れる。例えば、ノードＮ１の電
位が１Ｖのときは、第１抵抗素子Ｒ１には、２００μＡの電流が流れる。その結果、ノー
ドＮ１の電位は、第１電圧ＶＣＮＴ１（ここでは、２Ｖ）に戻りうる。
【００４１】
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　また、例えば、バイアス電流源Ｉｂ２の電流量を５０μＡとしたとき、ユニット５の第
２抵抗素子Ｒ２は、その抵抗値が、例えば、１６ｋΩになるように設けられればよい。こ
れにより、ユニット５は、ノードＮ２において、第２電位ＶＣＮＴ２（ここでは、０．８
Ｖ）を生成することができる。ここで、第１モードから第２モードに切り替えた直後は、
ノードＮ２の電位は、第２電圧ＶＣＮＴ２より高くなり、第２抵抗素子Ｒ２には、それに
応じた量の電流が流れる。例えば、ノードＮ２の電位が２Ｖのときは、第２抵抗素子Ｒ２
には、１２５μＡの電流が流れる。その結果、ノードＮ２の電位は、第２電圧ＶＣＮＴ２

（ここでは、０．８Ｖ）に戻りうる。このように、本実施形態によっても、第１実施形態
と同様の効果が得られ、第１モードと第２モードとの切り替えを行うことができ、また、
ＭＯＳトランジスタに代替して抵抗素子を用いているため、製造ばらつきが低減されうる
。
【００４２】
　　＜第５実施形態＞
　図９を参照しながら、第５実施形態の固体撮像装置１０６を説明する。本実施形態は、
列電流源１１の構成が第１実施形態と異なる。第１実施形態では、列電流源３は、各列に
対応して配された電流源３ｃが複数のＭＯＳトランジスタのカスコード接続によって構成
されていたが、本実施形態のように、カスコード接続による構成を採用しなくてもよい。
ユニット４は第１電圧ＶＣＮＴ１として、例えば、１．５Ｖ程度を生成し、ユニット５は
第２電圧ＶＣＮＴ２として、例えば、１Ｖ程度を生成する。このように、本実施形態によ
っても第１実施形態と同様の効果が得られ、上記の構成を採ることによってユニット６を
設けずにレイアウト面積を抑制してもよい。
【００４３】
　　＜第６実施形態＞
　図１０を参照しながら、第６実施形態を説明する。図１０に例示されるように、列アン
プ群７の各列アンプ７ｃにおいて、差動増幅回路と接続される電流源（第２電流源）は、
複数のＭＯＳトランジスタのカスコード接続によって構成されてもよい。各列アンプ７ｃ
においてもカスコード接続によって構成された電流源を用いることによって、電流値の変
動を抑えることができ、スミアの抑制やリニアリティの確保に有利である。ここでは、各
列アンプ７ｃの電流源は、ＭＯＳトランジスタＭ７１及びＭ７２を用いたカスコード接続
によって構成している。ＭＯＳトランジスタＭ７１のゲート端子をノードＮｂに接続し、
ＭＯＳトランジスタＭ７２のゲート端子をノードＮｇに接続し、第１モードと第２モード
とで、電流を調整できるように設けられている。また、第２モードにおいては、列アンプ
７ｃに流れる電流値は０μＡではなく、例えば、０．５μＡ程度のアイドリング電流を流
すとよく、これにより、第２モードから第１モードへの遷移が速やかに為されうる。第１
モードにおいては、列アンプ７ｃに流れる電流値は、例えば、２．５乃至１０μＡ程度で
ある。
【００４４】
　このように、本実施形態によると、各列に列アンプ７ｃのためのスイッチトランジスタ
を設けることなく、第２モードにおいて待機電流を抑制することが可能であり、さらに消
費電力の低減を図ることができる。また、上述の構成は、列アンプ７ｃの他、水平転送期
間において読出しを行うパイプライン動作のためのサンプル信号バッファアンプに適用し
てもよい。
【００４５】
　以上の６つの実施形態を述べたが、本発明はこれらに限られるものではなく、目的、状
態、用途、機能、およびその他の仕様の変更が適宜可能であり、他の実施形態によっても
実施されうることは言うまでもない。例えば、以上では、画素アレイがＣＭＯＳイメージ
センサとして構成された場合を示したが、その他のセンサを用いてもよい。また、上記の
各機能ブロックの動作制御は、コンピュータ上で稼動しているＯＳ等が、コントローラと
共に、または、コントローラに代わって、その一部または全部を行ってもよい。
【００４６】
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　また、以上の実施形態は、カメラに含まれる固体撮像装置について述べたが、カメラの
概念には、撮影を主目的とする装置のみならず、撮影機能を補助的に備える装置（例えば
、パーソナルコンピュータ、携帯端末）も含まれる。カメラは、上記の実施形態として例
示された本発明に係る固体撮像装置と、この固体撮像装置から出力される信号を処理する
処理部とを含みうる。この処理部は、例えば、Ａ／Ｄ変換器、および、このＡ／Ｄ変換器
から出力されるデジタルデータを処理するプロセッサを含みうる。

【図１】 【図２】



(13) JP 6174901 B2 2017.8.2

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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