
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直ブランキング期間と水平ブランキング期間の少なくとも片方に黒基準信号を持った
イメージセンサと、
　前記イメージセンサからの出力信号に対するノイズ除去を行う相関二重サンプリング回
路と、
　前記相関二重サンプリング回路の出力信号を増幅するゲインコントロールアンプと、
　前記黒基準信号の期間に対応する前記ゲインコントロールアンプの出力値を所定の基準
値に一致させるクランプ回路とを具備した固体撮像装置において、
　前記クランプ回路は、ゲインコントロールアンプを出力信号に基づいてフィードバック
制御するためのフィードバックループと、前記フィードバックループによってフィードバ
ックされた出力信号を前記基準値と比較してクランプ信号を出力する演算手段と、前記黒
基準信号の期間に対応して前記フィードバックループを開閉するスイッチとを有し、
　さらに、前記ゲインコントロールアンプに供給されるクランプ信号のゲインを

制御するゲイン制御手段を有する、
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記相関二重サンプリング回路と、前記ゲインコントロールアンプと、前記クランプ回
路の少なくともフィードバックループ、スイッチおよびゲイン制御手段が同一ＩＣチップ
内に設けられていることを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
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【請求項３】
　前記ゲイン制御手段は、電流電圧変換回路、電圧電流変換回路、電流電流変換回路、ま
たは電圧電圧変換回路であることを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記ゲイン制御手段は、前記フィールドバックループによるクランプ信号の電圧変動値
△Ｖｏｕｔよりも小さな電圧値△Ｖｆｂ（△Ｖｆｂ＜△Ｖｏｕｔ）を前記ゲインコントロ
ールアンプに供給することを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　垂直ブランキング期間と水平ブランキング期間の少なくとも片方に黒基準信号を持った
イメージセンサと、
　前記イメージセンサからの出力信号に対するノイズ除去を行う相関二重サンプリング回
路と、
　前記相関二重サンプリング回路の出力信号を増幅するゲインコントロールアンプと、
　前記黒基準信号の期間に対応する前記ゲインコントロールアンプの出力値を所定の基準
値に一致させるクランプ回路とを具備した固体撮像装置において、
　前記クランプ回路は、ゲインコントロールアンプを出力信号に基づいてフィードバック
制御するためのフィードバックループと、前記フィードバックループによってフィードバ
ックされた出力信号を前記基準値と比較してクランプ信号を出力する演算手段と、前記黒
基準信号の期間に対応して前記フィードバックループを開閉するスイッチとを有し、
　さらに、フィールドバッククランプ期間以外

電圧変動を抑制するための第１の容量素子を接続する少なくとも１つ
のノードを

前記ノードがクランプ期間以外でフローティング状態にならないよ
うにした、
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項６】
　前記第１の容量素子を前記クランプ回路が設けられる同一チップ内に設けたことを特徴
とする請求項５記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記第１の容量素子を前記クランプ回路が設けられる同一チップ外に設け、前記ノード
を前記第１の容量素子が接続される外部端子に接続したことを特徴とする請求項５記載の
固体撮像装置。
【請求項８】
　前記演算手段に対して出力信号をフィードバック入力する入力端子に第２の容量素子を
接続したことを特徴とする請求項７記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　垂直ブランキング期間と水平ブランキング期間の少なくとも片方に黒基準信号を持った
イメージセンサと、
　前記イメージセンサからの出力信号に対するノイズ除去を行う相関二重サンプリング回
路と、
　前記相関二重サンプリング回路の出力信号を増幅するゲインコントロールアンプと、
　前記黒基準信号の期間に対応する前記ゲインコントロールアンプの出力値を所定の基準
値に一致させるクランプ回路とを具備し、
　前記クランプ回路は、ゲインコントロールアンプを出力信号に基づいてフィードバック
制御するためのフィードバックループと、前記フィードバックループによってフィードバ
ックされた出力信号を前記基準値と比較してクランプ信号を出力する演算手段と、前記黒
基準信号の期間に対応して前記フィードバックループを開閉するスイッチとを有する固体
撮像装置のクランプ制御方法であって、
　前記ゲインコントロールアンプに供給されるクランプ信号のゲインを前記演算手段とは
別のゲイン制御手段によって 制御するようにした、
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　ことを特徴とする固体撮像装置のクランプ制御方法。
【請求項１０】
　前記フィールドバックループによるクランプ信号の電圧変動値△Ｖｏｕｔよりも小さな
電圧値△Ｖｆｂ（△Ｖｆｂ＜△Ｖｏｕｔ）を前記ゲインコントロールアンプに供給してゲ
インを抑制することを特徴とする請求項９記載の固体撮像装置のクランプ制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、イメージセンサで撮像した画像信号をフィードバックして制御信号に用いる固
体撮像装置およびそのクランプ制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１５は、従来の固体撮像装置に設けられるアナログフロントエンドプロセッサ（以下、
アナログＦＥという）の一例を示すブロック図である。
このアナログＦＥ１は、入力端子２から入力される入力信号Ｖｉｎに対する相関二重サン
プリング処理を複数のサンプルホールド（ＳＨ）回路によって実行するＣＤＳ（相関二重
サンプリング）回路３と、そのゲインを制御するオートゲインコントロール（ＡＧＣ）回
路４と、このＡＧＣ回路４の出力をローパスするローパスフィルタ（ＬＰＦ）回路５と、
このＬＰＦ回路５を増幅して出力端子７より出力するドライブ（ＤＲＶ）アンプ６と、こ
のＤＲＶアンプ６の出力信号ＤＲＶｏｕｔを所定の基準値にクランプするクランプ回路１
８等を有しており、撮像素子の黒基準信号期間に出力信号ＤＲＶｏｕｔをクランプ回路１
８によってクランプするものである。
【０００３】
クランプ回路１８は、ＤＲＶアンプ６の出力信号ＤＲＶｏｕｔをフィードバックするフィ
ードバックループ１８Ａと、このフィードバックループ１８Ａを外部入力されるクランプ
制御信号ＣＬＰＯＢに基づいて開閉するスイッチ１８Ｂと、出力信号ＤＲＶｏｕｔの電圧
値と所定の基準電圧源１１による基準電圧値Ｖｒｅｆとを比較し、その差分信号を出力す
るＯＰアンプ１２とを有し、ＯＰアンプ１２からの差分信号△ＶｏｕｔによってＡＧＣ回
路４を制御することにより、出力信号ＤＲＶｏｕｔの電圧値と基準電圧値Ｖｒｅｆが同一
の電圧になるようにして出力信号のクランプを行う。
なお、フィードバックループ１８Ａのスイッチ１８ＢとＡＧＣ回路４との間には、アナロ
グＦＥ１の外部接続端子１４を通して外部のフィードバックループ用コンデンサ１５に接
続されるノード１８Ｃが設けられている。
また、ＯＰアンプ１２および基準電圧源１１は、アナログＦＥ１の外部接続端子８を通し
て基準電源用コンデンサ９に接続されている。
また、クランプ制御信号ＣＬＰＯＢは外部接続端子１９より入力される。
【０００４】
このようなアナログＦＥ１を構成するＩＣは、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージ
センサなどの固体撮像装置の出力信号の信号処理ＩＣとしてよく使用される。
そして、従来のＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサでは、一般に垂直ブラン
キング期間と水平ブランキング期間の少なくとも片方に黒基準信号を持っており、フレー
ム周期あるいは１水平周期の黒基準信号出力期間の間に、外部入力によるクランプ制御信
号ＣＬＰＯＢを“ＯＮ”し、フィードバックループ１８Ａのスイッチ１８Ｂを動作させ、
出力信号ＤＲＶｏｕｔの電圧値と基準電圧値Ｖｒｅｆが同一の電圧になるように制御する
。
これにより、入力信号の黒基準信号電圧の変動があっても、常に一定の基準電圧値Ｖｒｅ
ｆを基準にして出力信号ＤＲＶｏｕｔを出力することができる。
【０００５】
図１６は、他の従来例による固体撮像装置に設けられるアナログＦＥ２を示すブロック図
である。なお、この図１６において図１５と共通の要素については同一符号を付している
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。
この図１６に示すアナログＦＥ２は、上述した図１５に示すクランプ回路１８のうち基準
電圧源１１をＩＣの外部（図示せず）に設けたものであり、基準電圧値Ｖｒｅｆは外部接
続端子１７から入力される。
また、クランプ回路１８のフィードバックループ１８Ａ、スイッチ１８Ｂ、およびＯＰア
ンプ１２等はＩＣの内部に設けられている。ただし、図示のように、フィードバックする
信号としてＤＲＶアンプ６の出力でなく、ＬＰＦ回路５の出力を用いる。
なお、この種のアナログＦＥとしては、ＣＤＳ機能およびＡＧＣ機能だけでなく、ＡＤ機
能やイメージセンサを駆動するＴＧ機能を含んだ１チップ回路などに使用される。さらに
これらの機能チップ内部に取り込んだＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサなどの固体撮像素
子にも広く使用される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の回路構成では、電源電圧やＧＮＤから混入する雑音の影響を防
ぐことが困難であった。
図１７は、上述のように電源に混入する雑音電圧の具体例を示す説明図であり、縦軸は雑
音電圧、横軸は周波数を示している。
上述したＩＣチップからの出力信号ＤＲＶｏｕｔは、次段の信号処理ボード（あるいは信
号処理ＩＣ）に引き渡されるが、この信号処理ボード（あるいは信号処理ＩＣ）からの雑
音混入の問題が存在する。
図示のように、画像に混入する雑音としては、次段の信号処理ボード（あるいは信号処理
ＩＣ）から混入するフレーム周波数に相当する３０Ｈｚの雑音と、その高調波周波数雑音
、ならびに電源から混入する５０Ｈｚの雑音と、その高調波周波数の雑音が存在する。
したがって、このような電源から混入する雑音と、次段の信号処理ボード（あるいは信号
処理ＩＣ）から混入する雑音を抑圧することが必要である。
【０００７】
さらに、フィードバック期間以外の外部端子電圧のゆれを防ぐために、フィードバックル
ープ１８Ａの少なくとも１つのノード１８Ｃを外部端子接続用１４として引き出し、上述
したコンデンサ１５に大きな容量値の素子を接続しておく必要があった（図１５参照）。
この容量値は、０．１μＦ～１０μＦ程度と大きく、大きな部品体積が必要であり、上述
のようなＩＣチップを用いたカメラシステムを小型化することが困難であった。
【０００８】
本発明は、このような実状に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ＣＤ
Ｓ機能やＡＧＣ機能等を設けたアナログフロントエンドＩＣチップにおいて、黒基準信号
期間に出力信号をクランプするためのクランプ回路に電源や外部回路等から混入する雑音
の影響を抑制することができ、また、ＩＣチップの簡素化を図ることが可能な固体撮像装
置およびそのクランプ制御方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、垂直ブランキング期間と水平ブランキング期間の少なくとも片方に黒基準信
号を持ったイメージセンサと、前記イメージセンサからの出力信号に対するノイズ除去を
行う相関二重サンプリング回路と、前記相関二重サンプリング回路の出力信号を増幅する
ゲインコントロールアンプと、前記黒基準信号の期間に対応する前記ゲインコントロール
アンプの出力値を所定の基準値に一致させるクランプ回路とを具備した固体撮像装置にお
いて、前記クランプ回路は、ゲインコントロールアンプを出力信号に基づいてフィードバ
ック制御するためのフィードバックループと、前記フィードバックループによってフィー
ドバックされた出力信号を前記基準値と比較してクランプ信号を出力する演算手段と、前
記黒基準信号の期間に対応して前記フィードバックループを開閉するスイッチとを有し、
さらに、前記ゲインコントロールアンプに供給されるクランプ信号のゲインを

制御するゲイン制御手段を有することを特徴とする。
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【００１０】
　また本発明は、垂直ブランキング期間と水平ブランキング期間の少なくとも片方に黒基
準信号を持ったイメージセンサと、前記イメージセンサからの出力信号に対するノイズ除
去を行う相関二重サンプリング回路と、前記相関二重サンプリング回路の出力信号を増幅
するゲインコントロールアンプと、前記黒基準信号の期間に対応する前記ゲインコントロ
ールアンプの出力値を所定の基準値に一致させるクランプ回路とを具備した固体撮像装置
において、前記クランプ回路は、ゲインコントロールアンプを出力信号に基づいてフィー
ドバック制御するためのフィードバックループと、前記フィードバックループによってフ
ィードバックされた出力信号を前記基準値と比較してクランプ信号を出力する演算手段と
、前記黒基準信号の期間に対応して前記フィードバックループを開閉するスイッチとを有
し、さらに、フィールドバッククランプ期間以外

電圧変動を抑制するための第１の容量素子を接続する少なくとも１
つのノードを

前記ノードがクランプ期間以外でフローティング状態にならない
ようにしたことを特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、垂直ブランキング期間と水平ブランキング期間の少なくとも片方に黒基
準信号を持ったイメージセンサと、前記イメージセンサからの出力信号に対するノイズ除
去を行う相関二重サンプリング回路と、前記相関二重サンプリング回路の出力信号を増幅
するゲインコントロールアンプと、前記黒基準信号の期間に対応する前記ゲインコントロ
ールアンプの出力値を所定の基準値に一致させるクランプ回路とを具備し、前記クランプ
回路は、ゲインコントロールアンプを出力信号に基づいてフィードバック制御するための
フィードバックループと、前記フィードバックループによってフィードバックされた出力
信号を前記基準値と比較してクランプ信号を出力する演算手段と、前記黒基準信号の期間
に対応して前記フィードバックループを開閉するスイッチとを有する固体撮像装置のクラ
ンプ制御方法であって、前記ゲインコントロールアンプに供給されるクランプ信号のゲイ
ンを前記演算手段とは別のゲイン制御手段によって 制御するようにした
ことを特徴とする。
【００１２】
本発明の固体撮像装置およびクランプ制御方法によれば、黒基準信号の期間に対応するゲ
インコントロールアンプの出力値を所定の基準値に一致させるクランプ回路に、ゲインコ
ントロールアンプに供給されるクランプ信号のゲインを制御するゲイン制御手段を設けた
ことから、このクランプ回路に電源や外部回路等から各種の雑音が混入した場合にも、こ
れをゲイン制御手段によって抑制し、ゲインコントロールアンプに対する影響を小さくす
ることが可能となり、撮像信号への雑音の影響を抑制することができる。
また、本発明の固体撮像装置によれば、フィードバッククランプ期間以外の電圧変動を抑
制するための第１の容量素子を接続するノードをクランプ期間以外でフローティング状態
にならないようにしたことにより、クランプ期間以外の期間でクランプ回路の状態を安定
化でき、ハム雑音等の影響を抑制することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態例について図面を参照して説明する。
図１は、本発明の実施の形態で用いる動作原理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。
このタイミングチャートは、本実施の形態による固体撮像装置における水平タイミング期
間（Ｈタイミング）３０と、アナログＦＥの出力信号（ＤＲＶｏｕｔ）３１と、アナログ
ＦＥにクランプ動作を実行させるためのクランプ制御信号（ＣＬＰＯＢ）３２と、アナロ
グＦＥのＡＧＣ回路のクランプ時の電圧状態であるＡＧＣＣＬＰ信号３３と、２つの雑音
対策Ａ、Ｂのタイミング３４－１、３４－２とを示している。
【００１４】
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ここで、ＤＲＶｏｕｔ信号３１は、１Ｈ期間の前にある黒基準期間（前ＯＰＢ部）３１－
１と、１Ｈ期間の後ろにある黒基準期間（後ろＯＰＢ部）３１－２と、その間の有効期間
３１－３に出力される信号である。
そして、この例では、前にある黒基準期間の信号３１－１の領域の一部について、第１の
ＣＬＰＯＢ信号３２－１によってクランプ動作を行う。
つまり、このＣＬＰＯＢ期間３２－１にのみアナログＦＥのフィードバックループ回路を
動作させ、ＤＲＶｏｕｔ３１の出力を前ＯＰＢ部３１－１の一部の期間による黒基準期間
の電圧を後述の基準信号電圧Ｖｒｅｆと一致させている。
このようなフィードバック動作により、同一ＩＣにおいて温度変動によりＤＲＶｏｕｔ電
圧３１の前ＯＰＢ期間３１－１の電圧レベルが変動しても、一定のＶｒｅｆ電圧に強制的
に設定することが可能である。
つまり、温度変動によらず、出力電圧ＤＲＶｏｕｔの基準信号電圧３１－１を常に一定値
の電圧出力値Ｖｒｅｆに設定している。
このように、第１のＣＬＰＯＢ期間３２－１に出力電圧ＤＲＶｏｕｔ３１－１をフィード
バック動作をさせることにより、温度変化の影響をなくすことができる。
【００１５】
そして、本例では、雑音対策として、上述のようなフィードバッククランプ期間中３３－
１のフィードバックループのゲインを所定の大きさに調整するための電流電圧変換回路を
設けることにより、フィードバック時に電源やＧＮＤで発生する雑音を抑圧するものであ
る（雑音対策３４－１Ａ）。
また、フィードバッククランプ期間以外の期間３３－２で、ＩＣ外に大容量の外部コンデ
ンサ（第１の容量素子）を接続した構成において、この外部コンデンサを接続する外部接
続端子から外部雑音が混入しない経路を提供するものである（雑音対策３４－１Ｂ）。
【００１６】
以下、上述のような本実施の形態による特徴を実現するための具体的実施例について順次
発明する。なお、以下の各実施例において、上述した従来例と共通の構成については同一
符号を用いて説明する。
図２は、本発明の第１実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
このアナログＦＥ１は、上述した図１５の従来例に電圧電流変換回路（減衰アンプ）３６
を追加したものであり、ＣＤＳ回路３、ＡＧＣ回路４、ＬＰＦ回路５、ＤＲＶアンプ６等
は図１５に示す例と同様である。また、アナログＦＥ１に外部接続されたコンデンサ９、
１５等も同様である。なお、この場合、外部コンデンサ９が上述した第１の容量素子に相
当する。
【００１７】
また、クランプ回路１８は、図１５に示す例と同様に、フィードバックループ１８Ａ、ス
イッチ１８Ｂ、基準電圧源１１、およびＯＰアンプ（演算手段）１２を有しており、フィ
ードバックループ１８Ａのスイッチ１８ＢとＡＧＣ回路４との間にゲイン制御手段として
の電圧電流変換回路３６が設けられている。
このクランプ回路１８では、ＯＰアンプ１２によって出力された差分信号の電圧変動値△
Ｖｏｕｔを電圧電流変換することにより、この電圧変動値△Ｖｏｕｔよりも小さい電圧値
△Ｖｆｂ（△Ｖｆｂ＜△Ｖｏｕｔ）をＡＧＣ回路４にゲイン制御信号として出力するもの
である。
【００１８】
ここで、ＯＰアンプ１２は入力信号差（ＤＲＶｏｕｔ－Ｖｒｅｆ）を大きな電圧出力△Ｖ
ｏｕｔとしてＡＧＣ回路４に供給するので、アナログＦＥ１の出力電圧ＤＲＶｏｕｔを基
準電圧Ｖｒｅｆに一致させるには効果がある。
しかし、例えばＯＰアンプ１２の電源やＧＮＤから混入する雑音も、ＯＰアンプ１２の大
きな増幅率により増幅されるため、雑音も増幅されてしまう。
そのため、この雑音の影響を抑圧するために、フィードバックループ１８Ａの内部にフィ
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ードバックループゲインを制御する回路が不可欠になる。
そのため本例では、電圧を電流に変換する電圧電流変換回路３６を挿入し、この回路によ
ってフィードバックループゲインをコントロールするようにした。
ここで電圧電流変換回路３６の出力は電流変動量△ｉｆｂとして得られるが、図２には、
この電流変動量に相当する電圧変動量△Ｖｆｂとして示している。
【００１９】
なお、本例では、フィードバックループゲインのゲイン制御手段に電圧電流変換回路３６
を用いたが、同様に電流電圧変換回路、電流電流変換回路、または電圧電圧変換回路を用
いることも可能であり、フィードバックループゲインを抑制し得る手段であればよい。
要は、出力信号を基準信号と比較するＯＰアンプ１２以外に、フィードバックループゲイ
ンを制御できる手段がフィードバックループ内に挿入されていることが本例の特徴点であ
る。
【００２０】
図３は、上述した図２に示す第１実施例の構成におけるゲイン制御手段の制御動作の具体
例を示す説明図であり、ＯＰアンプ１２の入力である出力信号ＤＲＶｏｕｔの変化（横軸
）に対する電圧電流変換回路３６の制御電圧△Ｖｆｂの変化（縦軸）を示している。
図中の実線Ｃで示すように、フィードバックループのゲインが大きい場合には、出力電圧
ＤＲＶｏｕｔの小さな変動に対してフィードバックされる電圧変動△Ｖｏｕｔも大きくな
り、ＯＰアンプ１２などの電源やＧＮＤの雑音変動に対して弱いものとなる。
そこで、図中の破線Ｄで示すように、電圧電流変換回路３６の挿入により、フィードバッ
クループゲインを所定の大きさ以下にすることで、雑音変動に対する特性を改善すること
が可能である。
すなわち、△Ｖｆｂ＜△Ｖｏｕｔとすることにより、ＯＰアンプ１２や電圧電流変換回路
３６の電源やＧＮＤから混入する雑音の影響を抑圧することが可能となる。これは、フィ
ードバックループが動作している期間（図１のＣＬＰＯＢ期間３２－１）の雑音対策Ａに
相当する。
【００２１】
図４は、本発明の第２実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
基本的には、図２に示す構成と同様であるが、本例は、フィードバックループ１８Ａの電
圧を保持するためのコンデンサ（第２の容量素子）４１をＯＰアンプ１２に入力されるフ
ィードバックループ１８Ａ上に設け、その上流側（出力端子７側）にスイッチ１８Ｂを設
けたものである。
すなわち、本例では、スイッチ１８Ｂが“ＯＦＦ”状態となっても、外部接続端子１４に
接続しているコンデンサ１５がフローティング状態になることがないので、外部接続端子
１４に接続されているコンデンサ１５から混入する各種雑音（ハム雑音、外部の飛び込み
雑音、電源・ＧＮＤ雑音）の影響を抑えることができる。これは、図１の雑音対策Ｂ（３
４－２）の対策に相当する。
なお、その他は図２に示す例と同様であるので説明は省略する。
【００２２】
図５は、本発明の第３実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
本例は、図２において外部接続端子１４に接続されるコンデンサ１５の代わりにアナログ
ＦＥ１の内部にコンデンサ４２を設けたものである。
このような回路構成とすることにより、外部接続端子を設けることが不要となり、以下の
ような効果を得ることができる。
第１は、外部接続端子を引き出してしまうと、どうしてもその外部端子から雑音の混入が
避けられないため、このような雑音の混入を防止できる。
第２は、外部端子に０．１μＦ～１０μＦ程度の大きな容量値の容量素子を取り付けると
、容量素子の体積が大きくなり、システム全体の小型化が困難になるが、これをＩＣ内に
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設けることで、小型化を図ることが可能となる。
なお、その他は図２に示す例と同様であるので説明は省略する。
【００２３】
図６は、本発明の第４実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
本例は、アナログＦＥ１の内部に、新たにＯＰアンプ１２の入力を切り換えるスイッチ４
４、４５と、内部コンデンサ４６と、その接続を切り換えるスイッチ４７を設けたもので
ある。
すなわち、本例において、フィードバックループ１８Ａには、ＯＰアンプ１２の両方の入
力端側から出力端側に直接接続される２つのパス１８Ｄ、１８Ｅが設けられている。そし
て、非反転入力端子（基準電圧源１１）側のパス１８Ｅに内部コンデンサ４６とスイッチ
４７が設けられている。
【００２４】
そして、ＯＰアンプ１２の反転入力端子に設けられたスイッチ４４をクランプ制御信号Ｃ
ＬＰＯＢ２によって切り換えることにより、ＯＰアンプ１２の反転入力端子をパス１８Ｄ
を通して電圧電流変換回路３６側に接続するか、出力信号ＤＲＶｏｕｔ側に接続するかを
選択する。
また、ＯＰアンプ１２の非反転入力端子に設けられたスイッチ４５をクランプ制御信号Ｃ
ＬＰＯＢ２によって切り換えることにより、ＯＰアンプ１２の非反転入力端子をパス１８
Ｅを通して内部コンデンサ４６及びスイッチ４７側に接続するか、基準電圧源１１側に接
続するかを選択する。
また、スイッチ４７をクランプ制御信号ＣＬＰＯＢ３によって切り換えることにより、内
部コンデンサ４６を電圧電流変換回路３６側に接続するか否かを選択する。
【００２５】
本例の構成は、図１の雑音対策３４－２Ｂを目的とするものである。つまり、従来は外部
コンデンサ１５がフローティング状態になり雑音の混入が不可避だったが、本例では、外
部コンデンサ１５がフローティング状態にならないようにして雑音対策をとったことであ
る。
すなわち、図６の構成において、フィードバック動作が“ＯＮ”している期間は、スイッ
チ４４、４５、４７は“実線”で示すような状態となっている。つまり、ＯＰアンプ１２
が動作し、ＯＰアンプ１２からの差動出力電圧は内部コンデンサ４６に書き込まれる。
また、クランプ期間が終了すると、スイッチ４４、４５、４７は“破線”で示すような状
態に切り換わる。
これにより、内部コンデンサ４６に書き込まれた電圧は、外部接続端子１４側にも出力さ
れるので、外部コンデンサ１５がフローティング状態にならず、外部雑音の影響をなくす
ことができる。
このようにして、クランプ用のスイッチ４４が“ＯＦＦ”となっても外部コンデンサ１５
がフローティング状態にならない構成を得ることが可能となる。
なお、図６の例では、外部コンデンサ１５が記載されているが、内部コンデンサ４６とマ
ージ可能である。
つまり削減することができる。同様に外部コンデンサ９もチップ内部に形成し削減できる
。
【００２６】
図７は、本発明の第５実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
本例のアナログＦＥ１は、基準電圧Ｖｒｅｆ１１の電圧を変更できるように、微少電圧可
変回路５２を取り付けたものである。この微少電圧可変回路５２は外部からのオフセット
信号ＯＦＦＳＥＴによって所望の値に可変制御されるものである。
この微少電圧可変回路５２によって微少電圧△Ｖｒｅｆを発生させることにより、フィー
ドバッククランプ期間中の出力信号ＤＲＶｏｕｔを、Ｖｒｅｆ＋△Ｖｒｅｆ電圧に一致さ
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せることが可能となる。
【００２７】
図８は、本発明の第６実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
本実施例は、図４に示す第２実施例の変形例であり、図４の構成で外部接続端子１４に接
続されていた外部コンデンサ１５の代わりに、図５の第３実施例と同様の内部コンデンサ
４２を設けたものである。
なお、内部コンデンサ４２は、半導体基板内部に形成されているものとする。このような
回路構成により、外部接続端子から混入する雑音の影響を抑圧することが可能となる。
【００２８】
図９は、本発明の第７実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
本例は、外部接続端子１４に接続するコンデンサ１５の他方の電極とＯＰアンプ１２の基
準電圧Ｖｒｅｆを保持するためのコンデンサ９の他方の電極とをショートさせ、共通ＧＮ
Ｄ（あるいは共通ＶＤＤ）５３に接続したものである。
これは、外部基板上で共通ＧＮＤ化（あるいは共通ＶＤＤ化）させることで、外部端子か
ら混入する雑音の影響を２つのコンデンサに同時に発生させ、同相入力雑音除去比を高め
、雑音の影響を抑圧するものである。
【００２９】
図１０は、本発明の第８実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック
図である。
本例では、図１６に示した構成のアナログＦＥ２に本発明を適用したものであり、図１６
に示す構成における外部コンデンサの代わりに、内部コンデンサ５４をＩＣチップ内に設
けたものである。これにより、外部接続端子１４をなくし、外部接続端子から混入する雑
音の影響を抑圧することが可能となる。
【００３０】
図１１は、本発明の第９実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック
図である。
本例では、図１０に示す構成において、さらにフィードバックループ１８ＡのＯＰアンプ
１２とスイッチ１８Ｂの後に、ゲイン制御手段としてのゲイン変換回路５７を設けたもの
である。
このような回路構成にすることによって、ＯＰアンプ１２の大きなゲインをコントロール
することが可能となり、フィードバックループゲインを所定の大きさ以下にすることによ
り、ＯＰアンプ１２の電源やＧＮＤから混入する雑音の影響を抑圧することが可能となる
。
【００３１】
図１２は、本発明の第１０実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロッ
ク図である。
本例では、図１６に示した構成のアナログＦＥ２において、外部コンデンサ１５をフロー
ティング状態にしないように、クランプ用のスイッチ５９とコンデンサ６０をＯＰアンプ
１２のフィードバックループ側の入力端子（反転入力端子）に設けたものである。
すなわち、図１２において、スイッチ５９は、クランプ制御信号ＣＬＰＯＢに基づいて開
閉動作し、ＯＰアンプ１２の反転入力端子とフィードバックループとの接続、遮断を切り
換えるものである。
このような構成において、フィードバッククランプ動作時は、ローパスフィルタ５の出力
信号を内部コンデンサ６０に書き込む。
したがって、スイッチ５９を“ＯＦＦ”しても、内部コンデンサ６０には以前の信号が書
き込まれているので、外部コンデンサ１５はフローティング状態にはならない。このため
、外部端子から混入する雑音の影響を抑圧することが可能となる。
【００３２】
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図１３は、本発明の第１１実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロッ
ク図である。
本例は、図６に示した原理を図１０に示す構成のアナログＦＥ２に適用したもので、フィ
ードバッククランプ動作時のＯＰアンプ１２の出力電圧を書き込む内部コンデンサ６２を
設け、この書き込み動作を実行するためのスイッチ６３、６４、６５を設けたものである
。
スイッチ６３は、クランプ制御信号ＣＬＰＯＢ２に基づいて、ＯＰアンプ１２の非反転入
力端子を内部コンデンサ６２または基準電圧Ｖｒｅｆに接続する。また、スイッチ６４は
、クランプ制御信号ＣＬＰＯＢ２に基づいて、ＯＰアンプ１２の反転入力端子をＯＰアン
プ１２の出力端子またはＬＦＰ回路５の出力端子に接続する。
また、スイッチ６５は、クランプ制御信号ＣＬＰＯＢ３に基づいて、内部コンデンサ６２
とＯＰアンプ１２の出力端子との間を接続、遮断するものである。
このような構成において、図１のＣＬＰＯＢ期間以外３２－２の間に、スイッチ６３、６
４、６５を“実線”の状態から“点線”の状態に切り換える。
これにより、内部コンデンサ６２に書きこまれた電圧を常に出力するようにできる。
【００３３】
図１４は、上述のような本発明の各実施例によるアナログＦＥ（ＡＦＥ１、ＡＦＥ２）が
搭載された固体撮像装置（ＣＭＯＳ型イメージセンサ）の全体構成例を示すブロック図で
ある。
図中のアナログＦＥ７４が、上述したアナログＦＥ１またはアナログＦＥ２のいずれかに
よって構成されるブロックである。
この固体撮像装置は、半導体基板６８上に、イメージセンサ領域６９、垂直レジスタ７０
、水平レジスタ７１、出力アンプ７３、タイミングジェネレータＴＧ７２、アナログＦＥ
７４の各ブロックを搭載したものであり、アナログＦＥ７４がイメージセンサと同一チッ
プ上に形成された例である。
【００３４】
このような固体撮像装置では、垂直ブランキング期間と水平ブランキング期間の少なくと
も片方に黒基準信号を持っているが、実際の使用条件下においては、デバイス温度が時々
刻々変動するため、上述したフィードバックループクランプ回路による黒基準電圧のクラ
ンプ動作により、イメージセンサ６９の出力信号ＤＲＶｏｕｔの基準電圧を一定に維持す
ることが可能となる。
したがって、本発明の固体撮像装置は、図示のようなＣＭＯＳ型イメージセンサ用途に広
く採用することができる。
また、ＣＣＤイメージセンサなどでは、上述した各実施例のアナログＦＥを別チップ構成
で設けることができる。
すなわち、本発明は、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサに広く採用できる
ものである。
【００３５】
以上のような本発明の各実施例による固体撮像装置およびクランプ制御方法では、以下の
ような効果を得ることが可能である。
１．フィードバックループのゲインを減少させたため、チップ内部、およびチップ外部か
ら混入する雑音の影響を抑圧することができる。
２．各種雑音が混入しやすい外部端子のフローティング状態がなくなるため、ハム雑音な
どの影響を削減できる。
３．外部容量素子をチップ内部に作成することが可能となるため、このＩＣを使用したシ
ステムの小型化が可能である。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の固体撮像装置およびクランプ制御方法によれば、黒基準信号
の期間に対応するゲインコントロールアンプの出力値を所定の基準値に一致させるクラン
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プ回路に、ゲインコントロールアンプに供給されるクランプ信号のゲインを制御するゲイ
ン制御手段を設けたことから、このクランプ回路に電源や外部回路等から各種の雑音が混
入した場合にも、これをゲイン制御手段によって抑制し、ゲインコントロールアンプに対
する影響を小さくすることが可能となり、撮像信号への雑音の影響を抑制することができ
る効果がある。
また、本発明の固体撮像装置によれば、フィールドバッククランプ期間以外の電圧変動を
抑制するための第１の容量素子を接続するノードをクランプ期間以外でフローティング状
態にならないようにしたことにより、クランプ期間以外の期間でクランプ回路の状態を安
定化でき、ハム雑音等の影響を抑制することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態で用いる動作原理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２】本発明の第１実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
【図３】図２に示す第１実施例の構成におけるゲイン制御手段の制御動作の具体例を示す
説明図である。
【図４】本発明の第２実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
【図５】本発明の第３実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
【図６】本発明の第４実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
【図７】本発明の第５実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
【図８】本発明の第６実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
【図９】本発明の第７実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック図
である。
【図１０】本発明の第８実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック
図である。
【図１１】本発明の第９実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロック
図である。
【図１２】本発明の第１０実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロッ
ク図である。
【図１３】本発明の第１１実施例による固体撮像装置のアナログＦＥの構成を示すブロッ
ク図である。
【図１４】本発明の各実施例によるアナログＦＥが搭載された固体撮像装置（ＣＭＯＳ型
イメージセンサ）の全体構成例を示すブロック図である。
【図１５】従来の固体撮像装置に設けられるアナログＦＥの第１の構成例を示すブロック
図である。
【図１６】従来の固体撮像装置に設けられるアナログＦＥの第２の構成例を示すブロック
図である。
【図１７】従来の固体撮像装置において電源に混入する雑音電圧の具体例を示す説明図で
ある。
【符号の説明】
１、２……アナログＦＥ、３……ＣＤＳ回路、４……ＡＧＣ回路、５……ＬＰＦ回路、６
……ＤＲＶアンプ、９、１５……コンデンサ、１１……基準電圧源、１２……ＯＰアンプ
、１８……クランプ回路、１８Ａ……フィードバックループ、１８Ｂ……スイッチ、３６
……電圧電流変換回路。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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