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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板に複数の画素回路を二次元状に配置してなる固体撮像装置であって、
　入射した光により電荷を発生する光電変換部と、
　前記光電変換部と接続され、前記電荷を転送する第１の転送部と、
　前記第１の転送部を介して前記電荷を蓄積する第１の蓄積部と、
　前記第１の蓄積部と接続され、前記第１の転送部と直列に接続された第２の転送部と、
　前記第２の転送部を介して前記電荷の量に応じた信号電圧を出力する出力部と
　を備え、
　前記第１の転送部および前記第２の転送部はそれぞれＭＯＳトランジスタで構成されて
おり、
　前記第１の転送部のドレインと前記第２の転送部のソースとが接続されており、
　前記第１の転送部は、複数の期間に入射した光により前記光電変換部で発生したそれぞ
れの電荷を前記第１の蓄積部に転送し、
　前記第１の蓄積部は、前記転送された電荷を加算して蓄積する固体撮像装置。
【請求項２】
　前記固体撮像装置は、さらに、前記第２の転送部と前記出力部との接続点をリセット用
の電圧に設定する第２のリセット部を備え、
　前記出力部は、さらに、前記接続点が前記リセット用の電圧に接続された状態で基準電
圧を出力する
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　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記光電変換部、前記転送部、前記第１の蓄積部、前記第２の転送部、前記出力部、お
よび前記第２のリセット部は、前記複数の画素回路のそれぞれに設けられている
　請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記第２の転送部はＭＯＳトランジスタで構成されている
　請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記第１の蓄積部には金属材料が接触していない
　請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記複数の画素回路における前記第１の転送部は、各画素回路で共通に定められる期間
に入射した光により前記光電変換部で発生した電荷を前記第１の蓄積部に転送する
　請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記複数の画素回路における前記第１の転送部は、各画素回路で共通に定められかつ長
さが互いに異なる複数の期間に入射した光により前記光電変換部で発生したそれぞれの電
荷を前記第１の蓄積部に転送し、
　前記第１の蓄積部は、前記転送された全ての電荷を加算して蓄積する
　請求項６に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記固体撮像装置は、さらに、前記信号電圧と前記基準電圧との差分を検出する差分回
路を備え、
　前記差分回路は、
　直列に接続された第１のキャパシタおよび第２のキャパシタと、
　前記第１のキャパシタおよび第２のキャパシタの接続点を所定の初期化用の電圧に接続
する初期化スイッチとを有し、
　前記接続点が前記初期化用の電圧に接続された状態で、前記第１のキャパシタで前記信
号電圧と前記初期化用の電圧との差電圧を保持し、かつ前記第２のキャパシタで前記初期
化用の電圧を保持した後、
　前記第１のキャパシタおよび前記第２のキャパシタで、前記基準電圧を分圧する
　請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記第２のキャパシタは、いずれか１つを択一的に前記第１のキャパシタと直列に接続
可能で、かつ全てを並列に結合可能な複数の個別キャパシタからなり、
　前記差分回路は、前記第１のキャパシタと前記複数の個別キャパシタのそれぞれとで前
記基準電圧を分圧してから、前記個別キャパシタを全て並列に結合する
　請求項８に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記固体撮像装置は、さらに、
　前記第２の転送部と前記出力部との接続点に接続され、前記第２の転送部を介して前記
電荷を蓄積する第２の蓄積部と、
　前記第１の蓄積部に蓄積された電荷を排出する第１のリセット部と、
　前記第２の蓄積部に蓄積された電荷を排出する第２のリセット部と
　を備え、
　前記出力部は、さらに、前記第２の蓄積部に蓄積された電荷が排出された状態で基準電
圧を出力する
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
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　前記第１のリセット部は前記第１の蓄積部に第１の電圧を印加し、
　前記第２のリセット部は前記第２の蓄積部に第２の電圧を印加し、
　前記第１の電圧の最大値は、前記第２の電圧の最大値以下である
　請求項１０に記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　前記光電変換部の容量は、前記第１の蓄積部の容量よりも小さい
　請求項１０に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　前記第１の蓄積部の容量は、前記第２の蓄積部の容量以下である
　請求項１０または請求項１２に記載の固体撮像装置。
【請求項１４】
　前記第１の蓄積部には、金属材料が接触していない
　請求項１０に記載の固体撮像装置。
【請求項１５】
　前記出力部は、アンプトランジスタを有している
　請求項１０に記載の固体撮像装置。
【請求項１６】
　前記光電変換部は、
　前記半導体基板の表面近傍に形成された第１導電型の第１領域と、
　前記第１領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異なる第２導電型の第２
領域とからなり、
　前記半導体基板の前記第１領域が形成された部分の表面に、前記第２導電型の第３領域
が形成されている
　請求項１０に記載の固体撮像装置。
【請求項１７】
　前記第１の蓄積部は、
　前記半導体基板の表面近傍に形成された第１導電型の第４領域と、
　前記第４領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異なる第２導電型の第５
領域とからなり、
　前記半導体基板の前記第４領域が形成された部分の表面に、前記第２導電型の第６領域
が形成されている
　請求項１０または請求項１６に記載の固体撮像装置。
【請求項１８】
　前記光電変換部は、
　前記半導体基板の表面近傍に形成された第１導電型の第１領域と、
　前記第１領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異なる第２導電型の第２
領域とからなり、
　前記第１の蓄積部は、
　前記半導体基板の表面近傍に形成された第１導電型の第４領域と、
　前記第４領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異なる第２導電型の第５
領域とからなり、
　前記第１領域の不純物濃度は、前記第４領域の不純物濃度以下である
　請求項１０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、デジタルカメラなどに用いられる固体撮像装置に関し、特に固体撮像装置の
ダイナミックレンジを広げる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、各画素を構成するフォトダイオードに蓄積された電荷を、ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　
Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）トランジスタを含む増幅回路によって読み出
すＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ＭＯＳ）型の固体撮像装置が実用化されてい
る。
【０００３】
　ＣＭＯＳ型の固体撮像装置は、低電圧および低消費電力駆動が可能で、特に携帯機器の
画像入力装置として広く利用されており、近年では、さらに、監視カメラおよび車載カメ
ラにも搭載されつつある。
【０００４】
　ＣＭＯＳ型の固体撮像装置のダイナミックレンジ（出力が応答可能な入射光の最大強度
と最小強度との比）は一般的に６０ｄＢから８０ｄＢ程度であり、肉眼や銀塩フィルムに
匹敵する１００ｄＢから１２０ｄＢ程度に拡大させることが望まれている。特に、部分ご
とに明るさに大きな差がある被写体の全体を識別可能に撮影する必要がある車載カメラや
監視カメラ等の用途では、ダイナミックレンジをさらに拡大させることが望まれている。
【０００５】
　このような要求に応えるため、受光素子で発生した電荷を大容量のキャパシタに蓄積す
ることでダイナミックレンジを拡大するいくつかの技術が周知となっている（例えば、特
許文献１、特許文献２を参照）。
【０００６】
　図１１は、特許文献１に開示される固体撮像素子の画素回路を示す回路図である。
　図１１に示す画素回路は、フォトダイオードＰＤ、フォトダイオードＰＤの寄生容量ま
たは意図的に形成されたキャパシタＣ１、リセットトランジスタＭ１、転送スイッチＭ２
、選択スイッチＭ４、ソースフォロワトランジスタＭ６、ソースフォロワトランジスタＭ
６のゲート－ソース容量であるキャパシタＣ２、転送スイッチＭ３、選択スイッチＭ５、
ソースフォロワトランジスタＭ７、ソースフォロワトランジスタＭ７のゲート－ソース容
量であるキャパシタＣ３から構成される。
【０００７】
　この構成において、フォトダイオードＰＤおよびキャパシタＣ１に蓄積された電荷は、
ソースフォロワトランジスタＭ６を介する第１の経路とソースフォロワトランジスタＭ７
を介する第２の経路の２つの経路を介して出力できるようになっている。
【０００８】
　図１１に示す画素回路では、以下のようにしてダイナミックレンジを拡大することがで
きる。
【０００９】
　まず、フォトダイオードＰＤ、キャパシタＣ１に蓄積されている電荷をリセットトラン
ジスタＭ１を介してリセット電圧Ｖｒの供給源へ排出する。
【００１０】
　蓄積期間にフォトダイオードＰＤに光が入射することで発生した電荷はフォトダイオー
ドＰＤおよびキャパシタＣ１に溜められる。
【００１１】
　転送スイッチＭ２および転送スイッチＭ３をＯＮすることで、それぞれキャパシタＣ２
およびキャパシタＣ３の電圧は、フォトダイオードＰＤおよびキャパシタＣ１に溜められ
た電荷の量に応じて変化する。
【００１２】
　一例として、ソースフォロワトランジスタＭ６のゲートサイズをＷ＝１μｍ、Ｌ＝１μ
ｍとし、ソースフォロワトランジスタＭ７のゲートサイズをＷ＝１０μｍ、Ｌ＝１０μｍ
とすると、ソースフォロワトランジスタＭ７のゲート－ソース容量はソースフォロワトラ
ンジスタＭ６のゲート－ソース容量の１０倍となる。すなわち、キャパシタＣ３の容量は
キャパシタＣ２の容量の１０倍となる。
【００１３】
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　したがって、転送スイッチＭ３をＯＮすることにより、転送スイッチＭ２をＯＮした場
合と比べて、ダイナミックレンジが１０倍に拡大される。
【００１４】
　図１２は、特許文献２に開示される固体撮像装置の画素回路を示す回路図である。
　図１２に示す画素回路は、入射光量に応じた電荷を発生させる光電変換部（以降はＰＤ
部と記載する。）３７１と、ＰＤ部３７１に隣接して設けられた光電荷を転送する転送ト
ランジスタ３７２と、転送トランジスタ３７２を介してＰＤ部３７１に接続して設けられ
た拡散領域（以降は、ＦＤ部と記載する。）３７３と、電荷蓄積動作時に前記ＰＤ部３７
１から溢れる電荷を蓄積する第１キャパシタ３７４および第２キャパシタ３７５と、第１
キャパシタ３７４に接続して形成され、第１キャパシタ３７４および第２キャパシタ３７
５およびＦＤ部３７３内の信号電荷を排出するためのリセットトランジスタ３７６と、Ｆ
Ｄ部３７３と第１キャパシタ３７４の間に設けられた第１蓄積トランジスタ３７７と、第
１キャパシタ３７４と第２キャパシタ３７５の間に設けられた第２蓄積トランジスタ３７
８と、ＦＤ部３７３の信号電荷、またはＦＤ部３７３と第１キャパシタ３７４の信号電荷
、またはＦＤ部３７３と第１キャパシタ３７４と第２キャパシタ３７５の信号電荷を、電
圧変動として読み出す増幅トランジスタ３７９と、増幅トランジスタ３７９に接続して設
けられ前記画素または前記画素を含む画素ブロックを選択するための選択トランジスタ３
８０とから構成されている。
【００１５】
　図１２に示す画素回路では、以下のようにして、ダイナミックレンジを拡大することが
できる。
【００１６】
　まず、電荷蓄積前に、第１蓄積トランジスタ３７７および第２蓄積トランジスタ３７８
をオン状態にして、転送トランジスタ３７２とリセットトランジスタ３７６をオフ状態に
する。続いて、リセットトランジスタ３７６と転送トランジスタ３７２をオン状態にして
、ＦＤ部３７３と第１キャパシタ３７４および第２キャパシタ３７５のリセットを行う。
【００１７】
　続いて、リセットトランジスタ３７６をオフ状態にした後に取り込まれるＦＤ部３７３
、第１キャパシタ３７４、および第２キャパシタ３７５内の第１ノイズ電荷Ｎ１を読み出
す。この際、第１ノイズ電荷Ｎ１には、増幅トランジスタ３７９の閾値電圧に起因する固
定パターンノイズ成分が含まれる。
【００１８】
　続いて、第２蓄積トランジスタ３７８をオフ状態として、ＦＤ部３７３、第１キャパシ
タ３７４、および第２キャパシタ３７５内に蓄積されていた信号電荷は、ＦＤ部３７３、
第１キャパシタ３７４、および第２キャパシタ３７５の容量比に応じて分配される。
【００１９】
　分配された電荷のうち、ＦＤ部３７３および第１キャパシタ３７４に分配された第２ノ
イズ電荷Ｎ２を読み出す。この際、第２ノイズ電荷Ｎ２にも、増幅トランジスタ３７９の
閾値電圧に起因する固定パターンノイズ成分が含まれる。
【００２０】
　続いて、電荷蓄積期間中においては、第１蓄積トランジスタ３７７をオン状態、第２蓄
積トランジスタ３７８とリセットトランジスタ３７６と選択トランジスタ３８０をオフ状
態として、ＰＤ部３７１に電荷が蓄積され、ＰＤ部３７１の最大蓄積電荷量を超えた発生
電荷は、転送トランジスタ３７２および第１蓄積トランジスタ３７７を介して、ノイズ電
荷Ｎ２に加算されてＦＤ部３７３および第１キャパシタ３７４に蓄積される。
【００２１】
　さらに、ＰＤ部３７１および第１キャパシタ３７４の最大蓄積電荷量を超えた発生電荷
は、第２蓄積トランジスタ３７８を介して、第２キャパシタ３７５に蓄積される。
【００２２】
　この動作により、ＰＤ部３７１から溢れた電荷を別のキャパシタで蓄積可能となり、ダ
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イナミックレンジが拡大される。
【００２３】
　続いて、蓄積期間終了後、選択トランジスタ３８０をオン状態にして第１蓄積トランジ
スタ３７７をオフ状態にすると、ＦＤ部３７３および第１キャパシタ３７４に蓄積された
電荷は、ＦＤ部３７３と第１キャパシタ３７４の容量比に応じて分配される。
【００２４】
　続いて、ＦＤ部３７３に分配された信号電荷Ｎ３を読み出す。この際に、信号電荷Ｎ３
にも増幅トランジスタ３７９の閾値電圧に起因する固定パターンノイズ成分が含まれる。
【００２５】
　続いて、転送トランジスタ３７２をオン状態にして、ＰＤ部３７１に蓄積された電荷を
ＦＤ部３７３へ転送されて、信号電荷Ｎ３にＦＤ部３７３の信号電荷Ｓ１が加算され、読
み出される。
【００２６】
　続いて、第１蓄積トランジスタ３７７をオン状態として、ＦＤ部３７３の信号電荷Ｓ１
と第１キャパシタ３７４の信号電荷Ｓ２が混合され、読み出される。続いて、第２蓄積ト
ランジスタ３７８をオン状態にして、ＦＤ部３７３の信号電荷Ｓ１と第１キャパシタ３７
４の信号電荷Ｓ２と第２キャパシタ３７５の信号電荷Ｓ３が混合され、読み出される。
【００２７】
　次に、リセットトランジスタ３７６をオフ状態にして、ＦＤ部３７３と第１キャパシタ
３７４と第２キャパシタ３７５がリセットされる。
【００２８】
　特許文献２に開示される固体撮像装置では、以上の動作を繰り返して各画素からの信号
電荷を検出することにより、高い開口率を維持した画素回路で、ダイナミックレンジを拡
大している。
【特許文献１】特開２００３－１３４３９６号公報
【特許文献２】特開２００６－２４５５２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　しかしながら、特許文献１の技術では、ソースフォロワトランジスタＭ６、Ｍ７のゲー
ト－ソース容量を大きくすることでダイナミックレンジを拡大している。そのため、ダイ
ナミックレンジを拡大するためにはゲート寸法を大きくする必要があり、結果的に固体撮
像装置のチップサイズが大きくなるという課題がある。
【００３０】
　また、特許文献２の技術では、次のような課題が生じる。
　ＰＤ部３７１の電荷蓄積期間中に、ＦＤ部３７３は所定の電圧の印加状態である。また
、ＦＤ部３７３の構造は、ＰＤ部３７１を形成するｎ型不純物濃度より高濃度であり、増
幅トランジスタ３７９のゲート部とＦＤ部３７３の拡散層とを接続するコンタクトが形成
されている。よって、電荷蓄積期間中に、ＦＤ部３７３はリーク電流による保持電圧の低
下が発生して、ＰＤ部３７１からＦＤ部３７３へ完全な蓄積電荷の転送が困難となり、残
像現象が発生する課題がある。
【００３１】
　また、ＰＤ部３７１から漏れる電荷を溜め込むＦＤ部３７３、第１キャパシタ３７４、
および第２キャパシタ３７５にも所定の電圧が印加され、またＦＤ部３７３にはｎ型高濃
度不純物で拡散層が形成され、メタル材料によるコンタクトが接続されていることから、
リーク電流による電荷流入のために、ＦＤ部３７３、第１キャパシタ３７４、および第２
キャパシタ３７５がＰＤ部３７１からの電荷を蓄積するための容量が減少する。よって、
ダイナミックレンジの拡大が十分でないという課題がある。
【００３２】
　また、ＰＤ部３７１からの漏れ電荷をＦＤ部３７３、第１キャパシタ３７４、および第
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２キャパシタ３７５で蓄積する構造であるため、これらのキャパシタの容量つまり蓄積可
能な電荷量でダイナミックレンジが決定されるため、ダイナミックレンジの拡大が十分で
ないという課題がある。
【００３３】
　また、１画素内に、ＦＤ部３７３、第１キャパシタ３７４、および第２キャパシタ３７
５の３つのキャパシタを必要とするため、ＰＤ部３７１の面積である開口面積を大きく取
ることができず感度低下の課題があると共に、画素サイズの微細化も困難であるため、チ
ップサイズの小型化および高解像度画像撮像素子の形成が困難であるという課題がある。
【００３４】
　本発明は、これらの課題を解決するためになされたものであり、ダイナミックレンジの
拡大に適した小型に構成可能な固体撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　上記目的を達成するために、本発明の固体撮像装置は、半導体基板に複数の画素回路を
二次元状に配置してなる固体撮像装置であって、入射した光により電荷を発生する光電変
換部と、前記光電変換部と接続され、前記電荷を転送する第１の転送部と、前記第１の転
送部を介して前記電荷を蓄積する第１の蓄積部と、前記第１の蓄積部と接続され、前記第
１の転送部と直列に接続された第２の転送部と、前記第２の転送部を介して前記電荷の量
に応じた信号電圧を出力する出力部とを備える。
【００３６】
　また、前記第１の転送部および前記第２の転送部はそれぞれＭＯＳトランジスタで構成
されており、前記第１の転送部のドレインと前記第２の転送部のソースとが接続されてい
るとしてもよい。
【００３７】
　また、前記固体撮像装置は、さらに、前記第２の転送部と前記出力部との接続点をリセ
ット用の電圧に設定する第２のリセット部を備え、前記出力部は、さらに、前記接続点が
前記リセット用の電圧に接続された状態で基準電圧を出力してもよい。
【００３８】
　また、前記光電変換部、前記転送部、前記第１の蓄積部、前記第２の転送部、前記出力
部、および前記第２のリセット部は、前記複数の画素回路のそれぞれに設けられていても
よい。
【００３９】
　これにより、長さが異なる複数の蓄積時間に光電変換部に蓄積された電荷を第１の蓄積
部へ連続して転送し、第１の蓄積部で加算した結果を第２の転送部を介して出力すること
ができるので、固体撮像素子外部に信号を加算するための回路を必要とせず、画素回路内
部で光信号電荷の加算によるダイナミックレンジの拡大が実現される。
【００４０】
　また、前記第２の転送部はＭＯＳトランジスタで構成され、前記第１の蓄積部には金属
材料が接触していないことが好ましい。
【００４１】
　これにより、第１の蓄積部のリーク電流の減少が実現できる。
　また、前記複数の画素回路における前記第１の転送部は、各画素回路で共通の期間に入
射した光により前記光電変換部で発生した電荷を前記第１の蓄積部に転送してもよい。
【００４２】
　これにより、グローバルシャッター動作が可能となる。
　また、前記複数の画素回路における前記第１の転送部は、各画素回路で共通に定められ
かつ長さが互いに異なる複数の期間に入射した光により前記光電変換部で発生したそれぞ
れの電荷を前記第１の蓄積部に転送し、前記第１の蓄積部は、前記転送された全ての電荷
を加算して蓄積してもよい。
【００４３】
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　これにより、広いダイナミックレンジの映像信号を得ることができる。
　また、前記固体撮像装置は、さらに、前記信号電圧と前記基準電圧との差分を検出する
差分回路を備え、前記差分回路は、直列に接続された第１のキャパシタおよび第２のキャ
パシタと、前記第１のキャパシタおよび第２のキャパシタの接続点を所定の初期化用の電
圧に接続する初期化スイッチとを有し、前記接続点が前記初期化用の電圧に接続された状
態で、前記第１のキャパシタで前記信号電圧と前記初期化用の電圧との差電圧を保持し、
かつ前記第２のキャパシタで前記初期化用の電圧を保持した後、前記第１のキャパシタお
よび前記第２のキャパシタで、前記基準電圧を分圧してもよい。
【００４４】
　また、好ましくは、前記第２のキャパシタは、いずれか１つを択一的に前記第１のキャ
パシタと直列に接続可能で、かつ全てを並列に結合可能な複数の個別キャパシタからなり
、前記差分回路は、前記第１のキャパシタと前記複数の個別キャパシタのそれぞれとで前
記基準電圧を分圧してから、前記個別キャパシタを全て並列に結合してもよい。
【００４５】
　これにより、ノイズが少なく、出力レベルの高い映像信号を得ることができる。
　また、前記固体撮像装置は、さらに、前記第２の転送部と前記出力部との接続点に接続
され、前記第２の転送部を介して前記電荷を蓄積する第２の蓄積部と、前記第１の蓄積部
に蓄積された電荷を排出する第１のリセット部と、前記第２の蓄積部に蓄積された電荷を
排出する第２のリセット部とを備え、前記出力部は、さらに、前記第２の蓄積部に蓄積さ
れた電荷が排出された状態で基準電圧を出力してもよい。
【００４６】
　また、好ましくは、前記第１のリセット部は前記第１の蓄積部に第１の電圧を印加し、
前記第２のリセット部は前記第２の蓄積部に第２の電圧を印加し、前記第１の電圧の最大
値は、前記第２の電圧の最大値以下である。
【００４７】
　これにより、第１の蓄積部への印加電圧と第２の蓄積部への印加電圧とを個別に調整で
き、第１の蓄積部から第２の蓄積部へ完全に電荷転送が可能で、第１の蓄積部の面積を縮
小しても印加電圧増加で大容量となり蓄積電荷量を増加でき、高解像度および広ダイナミ
ックレンジの固体撮像装置を小型に実現できる。
【００４８】
　また、好ましくは、前記光電変換部の容量は、前記第１の蓄積部の容量よりも小さい。
　これにより、光電変換部で蓄積される電荷は、すべて第１の蓄積部へ転送可能となるた
め、高解像度および広ダイナミックレンジの固体撮像装置を実現できる。
【００４９】
　また、好ましくは、前記第１の蓄積部の容量は、前記第２の蓄積部の容量以下である。
　これにより、第１の蓄積部に蓄積される電荷は、すべて第２の蓄積部へ転送可能となる
ため、高解像度および広ダイナミックレンジの固体撮像装置を実現できる。
【００５０】
　また、前記出力部は、アンプトランジスタを有している。
　これにより、画素回路内にある光電変換部から蓄積された電荷を固体撮像装置の外部へ
出力可能となり、画像を得ることができる。
【００５１】
　また、前記光電変換部は、前記半導体基板の表面近傍に形成された第１導電型の第１領
域と、前記第１領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異なる第２導電型の
第２領域とからなり、前記半導体基板の前記第１領域が形成された部分の表面に、前記第
２導電型の第３領域が形成されていてもよい。
【００５２】
　これにより、光電変換部のリーク電流が減少し、光電変換部で発生した電荷をリークに
よる損失を抑えて第１の蓄積部へ転送できるため、高感度および広ダイナミックレンジの
固体撮像装置を実現できる。
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【００５３】
　また、前記第１の蓄積部は、前記半導体基板の表面近傍に形成された第１導電型の第４
領域と、前記第４領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異なる第２導電型
の第５領域とからなり、前記半導体基板の前記第４領域が形成された部分の表面に、前記
第２導電型の第６領域が形成されていてもよい。
【００５４】
　これにより、第１の蓄積部のリーク電流が減少し、第１の蓄積部に蓄積された電荷をリ
ークによる損失を抑えて第２の蓄積部へ転送できるため、高感度および広ダイナミックレ
ンジの固体撮像装置を実現できる。
【００５５】
　また、前記光電変換部は、前記半導体基板の表面近傍に形成された第１導電型の第１領
域と、前記第１領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異なる第２導電型の
第２領域とからなり、前記第１の蓄積部は、前記半導体基板の表面近傍に形成された第１
導電型の第４領域と、前記第４領域の下方および側方を取り囲む前記第１導電型とは異な
る第２導電型の第５領域とからなり、前記第１領域の不純物濃度は、前記第４領域の不純
物濃度以下であるとしてもよい。
【００５６】
　これにより、第１の蓄積部のリーク電流が減少し、高感度および広ダイナミックレンジ
の固体撮像装置を実現できる。
【００５７】
　また、本発明は、このような固体撮像装置として実現できるだけでなく、差分回路とし
ても実現できる。
【発明の効果】
【００５８】
　本発明の固体撮像装置は、入射した光により電荷を発生する光電変換部と、前記光電変
換部と接続され、前記電荷を転送する第１の転送部と、前記第１の転送部を介して前記電
荷を蓄積する第１の蓄積部と、前記第１の蓄積部と接続され、前記第１の転送部と直列に
接続された第２の転送部とを備えるので、長さが異なる複数の蓄積時間において光電変換
部に蓄積された電荷を第１の蓄積部へ連続して転送し、第１の蓄積部で加算した結果を第
２の転送部を介して出力することにより、固体撮像素子外部に信号を加算するための回路
を必要とせず、画素回路内部で光信号電荷の加算によるダイナミックレンジの拡大が可能
な固体撮像装置が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００６０】
　（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態にかかる固体撮像装置について説明する。
【００６１】
　図１は、第１の実施形態にかかる固体撮像装置の主要部の構成を示す回路図である。
　図１に示される固体撮像素子は、フォトダイオード１０１と、ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏ
ｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）トランジスタ１０２、１０４、１０５、１０６
、１０７、１１０、１１２、１１３、１１４、１１５、および１１６と、キャパシタ１１
１、１１７、１１８、１１９、および１２０と、垂直共通信号線１０８と、浮遊拡散領域
１０３とを備える。
【００６２】
　フォトダイオード１０１は、受光強度および露光時間に応じた光信号電荷を発生する受
光素子である。
【００６３】
　ＭＯＳトランジスタ１０２は、第１の転送部の一例であり、フォトダイオード１０１で
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発生した信号電荷を浮遊拡散領域１０３へ転送する電荷転送ゲートである。ＭＯＳトラン
ジスタ１０２が導通すると、フォトダイオード１０１に発生した電荷が浮遊拡散領域１０
３に転送される。転送された電荷量および浮遊拡散領域１０３の容量に応じた電圧が発生
する。
【００６４】
　ＭＯＳトランジスタ１０４は、第２の転送部の一例であり、浮遊拡散領域１０３で発生
した電圧をＭＯＳトランジスタ１０６のゲートに伝えるスイッチである。
【００６５】
　ＭＯＳトランジスタ１０５は、第１のリセット部の一例であり、ＭＯＳトランジスタ１
０６のゲートの電圧を電圧ＶＲＳＴに設定するリセットトランジスタである。
【００６６】
　ＭＯＳトランジスタ１０７は、浮遊拡散領域１０３の電圧に応じてＭＯＳトランジスタ
１０６から得られた電圧を垂直共通信号線１０８に伝える行選択トランジスタである。
【００６７】
　ＭＯＳトランジスタ１１０、１１２、１１３、１１４、１１５、および１１６、ならび
にキャパシタ１１１、１１７、１１８、１１９、１２０はノイズキャンセラ回路を構成し
ている。
【００６８】
　固体撮像装置においてアレイ状に配置される複数の画素のそれぞれに、点線で囲った画
素回路１２１が設けられる。
【００６９】
　図２は、固体撮像装置の変形例を示す回路図である。この変形例にかかる固体撮像装置
では、各画素からの信号を垂直共通信号線１０８に出力した後、増幅器１０９で信号を増
幅してノイズキャンセラ回路に伝える。その他の点については、上記説明と同様である。
【００７０】
　図３は、画素回路１２１の主要部の断面模式図である。
　フォトダイオード１０１として、ｐ型半導体で構成される基板１５１内にｎ－型不純物
領域１５２を設け、かつｎ－型不純物領域１５２の上方の基板１５１表面にはｐ型不純物
領域１５３が設けられている。また、ｎ－型不純物領域１５２の側方および下方はｐ型不
純物領域で取り囲まれている。これにより、基板１５１表面の欠陥が多いリーク電流発生
要因箇所からの発生電荷が、フォトダイオード１０１に蓄積されることを妨げて、高感度
化できる。
【００７１】
　また、浮遊拡散領域１０３として、ｎ型不純物領域１５４が基板１５１内に設けられ、
ｎ型不純物領域１５４の上方の基板１５１表面はｐ型不純物領域１５５が設けられている
。これにより、基板１５１表面の欠陥が多いリーク電流発生要因箇所からの発生電荷が浮
遊拡散領域１０３に蓄積されることを妨げて、信号電荷として浮遊拡散領域１０３に蓄積
可能な電荷量を十分に確保できる。
【００７２】
　ｎ－型不純物領域１５２、ｎ型不純物領域１５４、およびゲート電極１６３により、Ｍ
ＯＳトランジスタ１０２が形成されている。ＭＯＳトランジスタ１０２のゲート電極１６
３に電圧を印加することで、フォトダイオード１０１に蓄積されているすべての電荷を浮
遊拡散領域１０３へ転送できる。
【００７３】
　ｎ型不純物領域１５４、ｎ＋型不純物領域１５６、およびゲート電極１６８により、Ｍ
ＯＳトランジスタ１０４が形成されている。ＭＯＳトランジスタ１０４のゲートに電圧を
印加することで、浮遊拡散領域１０３の電圧がｎ＋型不純物領域１５６および図示しない
コンタクトを介してＭＯＳトランジスタ１０６のゲートに伝達される。
【００７４】
　ＭＯＳトランジスタ１０６、１０７は、浮遊拡散領域１０３の電圧に応じた電圧を垂直
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共通信号線１０８に出力する。
【００７５】
　ｎ＋型不純物領域１５６、ｎ＋型不純物領域１７１、およびゲート電極１７０により、
ＭＯＳトランジスタ１０５が形成されている。
【００７６】
　この構成において、ｎ－型不純物領域１５２は、１Ｅ１３～１Ｅ１６／ｃｍ3の濃度で
形成され、ｎ型不純物領域１５４は、１Ｅ１４～１Ｅ１８／ｃｍ3の濃度で形成され、ｎ
＋型不純物領域１５６は、１Ｅ１５～１Ｅ２０／ｃｍ3の濃度で形成されている。また、
ｐ型不純物領域１５３、１５５は、１Ｅ１５～１Ｅ２０／ｃｍ3の濃度で形成されている
。なお、リーク電流は一般に不純物濃度を高めることで増大するため、浮遊拡散領域１０
３としてのｎ型不純物領域１５４は低濃度に形成されることが好ましい。
【００７７】
　また、浮遊拡散領域１０３の容量がフォトダイオード１０１の容量の例えば３倍以上と
なるように、例えばｎ型不純物領域１５４の面積を大きくし、不純物濃度を高くし、また
印加する電圧を高くするといった設計を行う。これにより、例えば長さが異なる３種類の
蓄積時間にフォトダイオード１０１に蓄積されたそれぞれの量の電荷をすべて浮遊拡散領
域１０３に転送して加算することができ、後で詳しく説明するように、画素回路のダイナ
ミックレンジを拡大できる。
【００７８】
　以上のように構成された固体撮像装置の動作について説明する。
　図４は、固体撮像装置の駆動タイミングの一例を示すタイミングチャートである。
【００７９】
　ＲＳＴはリセットトランジスタ５のゲートに印加する制御信号、ＲＥＡＤは開閉部のＭ
ＯＳトランジスタ１０４のゲートに印加する制御信号、ＴＲＡＮは転送部のＭＯＳトラン
ジスタ１０２のゲートに印加する制御信号、ＳＨＮＣはＭＯＳトランジスタ１１０のゲー
トに印加する制御信号、ＣＬＤＣＮＣはＭＯＳトランジスタ１１２のゲートに印加する制
御信号、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４はそれぞれＭＯＳトランジスタ１１３、１１４、１１５
、１１６のゲートに印加する制御信号、ＳＥＬはＭＯＳトランジスタ１０７のゲートに印
加する制御信号である。
【００８０】
　まず時点ｔ１では転送部のＭＯＳトランジスタ１０２を導通して蓄積時間Ｔ１で発生し
たフォトダイオード１０１の電荷を浮遊拡散領域１０３に転送する。この動作は全画素ほ
ぼ同時に行われる。
【００８１】
　時点ｔ４で制御信号ＲＳＴをＭＯＳトランジスタ１０５のゲートに印加してＭＯＳトラ
ンジスタ１０６のゲートを含む図１中の部分回路Ａの電圧をＶＲＳＴに設定する。
【００８２】
　次に時点ｔ５では制御信号ＲＥＡＤ、ＳＥＬ、ＳＨＮＣ、ＣＬＤＣＮＣ、Ｓ１、Ｓ２、
Ｓ３、Ｓ４が印加される。制御信号ＲＥＡＤを印加したＭＯＳトランジスタ１０４は導通
し、浮遊拡散領域１０３の電圧をＭＯＳトランジスタ１０６のゲートに伝える。時点ｔ１
でフォトダイオード１０１から転送された電荷を浮遊拡散領域１０３の容量で割った電圧
ＶＳＩＧがＭＯＳトランジスタ１０６のゲートに伝わる。実際には部分回路Ａには浮遊容
量が存在するため、ＭＯＳトランジスタ１０６のゲートには、浮遊拡散領域１０３と浮遊
容量による分圧の結果としての電圧が伝わる。
【００８３】
　制御信号ＳＥＬが印加されたＭＯＳトランジスタ１０７は導通して、ＭＯＳトランジス
タ１０６から出力された電圧を垂直共通信号線１０８に伝える。制御信号ＳＨＮＣが印加
されたＭＯＳトランジスタ１１０は導通してキャパシタ１１１の上電極（図面内で上側に
示される電極を言う、以下図面内に示される位置に応じて上電極、下電極と表記する）に
ＶＳＩＧに応じた電圧ＶＳＩＧ１を伝える。また、制御信号ＣＬＮＣＤＣが印加されたＭ
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ＯＳトランジスタ１１２は導通してキャパシタ１１１の下電極に電圧ＶＣＬＤＣを伝える
。この時点でキャパシタ１１１は電圧（ＶＳＩＧ１－ＶＣＬＤＣ）に充電される。また、
制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４の印加によってＭＯＳトランジスタ１１３、１１４、１
１５、１１６が導通することにより、キャパシタ１１７、１１８、１１９、１２０は電圧
ＶＣＬＤＣに初期化される。
【００８４】
　時点ｔ６では制御信号ＲＳＴがＭＯＳトランジスタ１０５のゲートに印加されるととも
に、制御信号Ｓ１がＭＯＳトランジスタ１１３のゲートに印加され、部分回路Ａは電圧Ｖ
ＲＳＴに設定される。すなわち、時点ｔ５ではＶＳＩＧであった部分回路Ａの電圧は、時
点ｔ６ではＶＲＳＴとなる。
【００８５】
　その結果、時点ｔ５ではＶＳＩＧ１であったキャパシタ１１１の上電極の電圧は、時点
ｔ６ではＶＲＳＴに応じたＶＲＳＴ０に変化し、電圧（ＶＳＩＧ１－ＶＣＬＤＣ－ＶＲＳ
Ｔ０）がキャパシタ１１７に設定される。また、簡明のためキャパシタ１１１の容量がキ
ャパシタ１１７～１２０の１つの容量よりも十分に大きいとして、時点ｔ７、ｔ８、ｔ９
においても時点ｔ６同様に、電圧（ＶＳＩＧ１－ＶＣＬＤＣ－ＶＲＳＴ０）がそれぞれキ
ャパシタ１１８、１１９、１２０に設定される。
【００８６】
　時点ｔ１０では制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４がそれぞれＭＯＳトランジスタ１１３
、１１４、１１５、１１６に印加されキャパシタ１１７、１１８、１１９、１２０が並列
接続される。図１の点Ｂの電圧はＶＣＬＤＣを基準にすると（ＶＳＩＧ１－ＶＣＬＤＣ－
ＶＲＳＴ０）＋ＶＣＬＤＣとなり、電圧（ＶＳＩＧ１－ＶＲＳＴ０）が映像信号として読
み出される。
【００８７】
　このようにフォトダイオード１０１で発生した電荷を時点ｔ１で全画素ほぼ同時に浮遊
拡散領域１０３に転送することで、全画素のフォトダイオードにおける電荷の蓄積開始と
蓄積終了が同じとなり、グローバルシャッター動作が可能になる。
【００８８】
　図５は、固体撮像装置の駆動タイミングの他の一例を示すタイミングチャートである。
　制御信号ＴＲＡＮ以外の各制御信号は図４と同じである。異なるところは時点ｔ１に加
えて、時点ｔ２、時点ｔ３において、制御信号ＴＲＡＮをパルス状にハイレベルにするこ
とである。これにより、各画素のフォトダイオード１０１にて電荷を蓄積するための３種
類の蓄積時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３が設けられる。蓄積時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３の長さはそれぞ
れ異なり、たとえば蓄積時間Ｔ１が３０ｍ秒、蓄積時間Ｔ２が３００μ秒、蓄積時間Ｔ３
が３μ秒とすると、蓄積時間Ｔ１を基準として、基準の１／１００の長さの蓄積時間Ｔ２
および基準の１／１００００の長さの蓄積時間Ｔ３が追加される。
【００８９】
　フォトダイオード１０１の出力（発生する電荷量）は入射光の強度と蓄積時間の積に比
例するため、出力が飽和せずに応答できる入射光の強度は、蓄積時間が１／１００になる
と１００倍となり、蓄積時間が１／１００００になると１００００倍となる。
【００９０】
　その結果、時点ｔ１では基準の強度までの入射光、時点ｔ２では基準の１００倍までの
強度の入射光、時点ｔ３では基準の１００００倍の強度までの入射光にそれぞれ応答した
量の信号電荷が浮遊拡散領域１０３に転送され加算され、時点ｔ３には浮遊拡散領域１０
３に基準の１００００倍までの強度の入射光に応答した量の電荷が存在することになる。
【００９１】
　これは、画素回路のダイナミックレンジが８０ｄＢ（２０＊ｌｏｇ（１００００））拡
大されることを意味する。したがって、基準のダイナミックレンジを一般的な６０ｄＢと
すると、１４０ｄＢのダイナミックレンジが得られることになる。
【００９２】
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　図５に示される時点ｔ４以降の動作は図４と同様であり、グローバルシャッター動作で
、しかも、ダイナミックレンジが拡大された映像信号が得られる。図５の例では３種類の
蓄積時間で説明したが、蓄積時間の比率や種類の数はこの例に限ることはない。
【００９３】
　以上のように構成された固体撮像装置によると、下記に述べる効果が得られる。
　第１の効果は、異なる蓄積時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３として、蓄積時間Ｔ１を３０ｍｓｅｃ
、蓄積時間Ｔ２を３００μｓｅｃ、蓄積時間Ｔ３を３μｓｅｃに設定することで、基準と
なる蓄積時間Ｔ１に対し、１／１００の蓄積時間３００μｓｅｃ、１／１００００の蓄積
時間３μｓｅｃの出力を加算しているので、基準の１００００倍のダイナミックレンジが
得られる。なお、この例では３種の蓄積時間で説明しているがこの３種に限ることはなく
、通常の蓄積時間と、より短い蓄積時間とを組み合わせて用いることにより、同様の効果
が得られる。
【００９４】
　第２の効果は、図６に示すようにキャパシタ１１１とキャパシタ１２２の２つのキャパ
シタで構成した一般的なノイズキャンセラ回路と比べて、点Ｂにおいて高い電圧が得られ
ることである。この効果は、図１に示すように、ノイズキャンセラ回路をキャパシタ１１
１とキャパシタ１１７、１１８、１１９、１２０とで構成することで得られる。
【００９５】
　具体例として、キャパシタ１１１の容量を３ｐＦ、キャパシタ１２２の容量を２ｐＦと
すると、点Ｂには垂直共通信号線１０８から得られる電圧の０．６倍（３ｐＦ／（３ｐＦ
＋２ｐＦ））の電圧が得られる。これに対し本発明では、キャパシタ１２２をキャパシタ
１１７、１１８、１１９、１２０に４分割し、キャパシタ１１７、１１８、１１９、１２
０のそれぞれの容量を、キャパシタ１２２の容量２ｐＦの１／４の０．５ｐＦとすること
で、点Ｂには垂直共通信号線１０８から得られる電圧の０．８６倍（３ｐＦ／（３ｐＦ＋
０．５ｐＦ））の電圧が得られることになり、キャパシタを分割しない一般的な場合と比
べて出力電圧を４３％向上できる。
【００９６】
　第３の効果はノイズが低減されることである。キャパシタ１１７、１１８、１１９、１
２０に電圧ＶＲＳＴ１を設定した後、時点ｔ１１でキャパシタ１１７、１１８、１１９、
１２０を並列接続するので、ｋｔｃノイズを１／２（１／√４）に低減できる。
【００９７】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態にかかる固体撮像装置について説明する。
【００９８】
　図７は、本発明の第２の実施形態にかかる固体撮像装置の画素回路を示す回路図である
。
【００９９】
　図７に示される画素回路は、図１の第２の実施形態にかかる固体撮像装置の画素回路１
２１と比べて、ＭＯＳトランジスタ２０５、および制御信号ＲＳＴ１が追加され、図１の
部分回路Ａの浮遊拡散領域２０９が明示的に示される。
【０１００】
　ＭＯＳトランジスタ２０５は、第２のリセット部の一例であり、浮遊拡散領域１０３の
電圧を初期化用の電圧ＶＲＳＴ１に設定するリセットトランジスタである。
【０１０１】
　なお、図７において、制御信号ＲＳＴ２および電圧ＶＲＳＴ２は、それぞれ図１の制御
信号ＲＳＴおよび電圧ＶＲＳＴと同一である。また、各制御信号を伝送する信号線が明示
的に示され、各電圧ＶＲＳＴ１、ＶＲＳＴ２、ＶＤＤを供給する電源線の図示は省略され
ている。
【０１０２】
　図８は、第２の実施形態における画素回路の主要部の断面模式図である。
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　図８において、ｎ＋型不純物領域１５６が浮遊拡散領域２０９として機能する。また、
ＭＯＳトランジスタ１０４は、浮遊拡散領域１０３に蓄積された電荷を浮遊拡散領域２０
９へ転送する電荷転送ゲート（つまり、１段の電荷転送素子）として機能する。
【０１０３】
　ＭＯＳトランジスタ１０４のゲートに電圧を印加することで、浮遊拡散領域１０３に蓄
積されているすべての電荷が浮遊拡散領域２０９へ転送され蓄積される。蓄積された電荷
によって浮遊拡散領域２０９に発生した電圧は、図示しないコンタクトを介してＭＯＳト
ランジスタ１０６のゲートに印加される。
【０１０４】
　ＭＯＳトランジスタ１０６、１０７は、浮遊拡散領域２０９の電圧に応じた電圧を垂直
共通信号線１０８に出力する。
【０１０５】
　ここで、浮遊拡散領域１０３に印加される電圧ＶＲＳＴ１を、浮遊拡散領域２０９に印
加される電圧ＶＲＳＴ２よりも低くしてもよい。そうすれば、浮遊拡散領域１０３から浮
遊拡散領域２０９へ電荷を完全に転送できる。
【０１０６】
　図８のそれぞれの不純物領域における不純物濃度は、図３で説明した不純物濃度と同一
である。
【０１０７】
　前述したように、浮遊拡散領域１０３としてのｎ型不純物領域１５４は、リーク電流を
抑えるために低濃度に形成されることが好ましい。
【０１０８】
　これに対し、浮遊拡散領域２０９としてのｎ＋型不純物領域１５６にはＭＯＳトランジ
スタ１０６のゲートと接続されるコンタクトが設けられるため、ｎ＋型不純物濃度を高め
ることで、電圧印加状態でも空乏層領域の基板１５１表面までの拡大を防ぐことが可能で
、リーク電流が少なくなる。また、ｎ＋型不純物領域１５６を高濃度に形成することで、
浮遊拡散領域２０９の容量を増加させ、蓄積電荷量を増加させることができる。
【０１０９】
　図９は、第２の実施形態における画素回路の基本的なレイアウトを基板上面視で示した
模式図である。
【０１１０】
　この画素回路において、図面左上から下方へ向かって、フォトダイオード１０１、ＭＯ
Ｓトランジスタ１０２、浮遊拡散領域１０３、ＭＯＳトランジスタ１０４、浮遊拡散領域
２０９を、この順に隣接して配置する。また、浮遊拡散領域１０３の図面右方に隣接して
ＭＯＳトランジスタ２０５を配置し、浮遊拡散領域２０９の図面右方に隣接してＭＯＳト
ランジスタ１０５を配置する。また、フォトダイオード１０１の図面右方にＭＯＳトラン
ジスタ１０６、１０７を配置する。これらの他に、信号線および電源線として、図示しな
い７～９本の配線が配置される。
【０１１１】
　このような配置によれば、ｎ型不純物領域１５４がＭＯＳトランジスタ１０２のドレイ
ンと浮遊拡散領域１０３とに共用され、また、ｎ＋型不純物領域１５６がＭＯＳトランジ
スタ１０４のドレインと浮遊拡散領域２０９とに共用されるので、基板上面視でキャパシ
タとして占有される面積が実質的に削減される。その結果、フォトダイオード１０１が１
画素のセルに占める面積の割合である開口率を大きく取ることができる。
【０１１２】
　開口率を高めることが重要である場合には、前述した電圧ＶＲＳＴ１、ＶＲＳＴ２を同
一の電圧として１本の電源線で供給してもよい。さらには、電圧ＶＲＳＴ１、ＶＲＳＴ２
、ＶＤＤをすべて同一の電圧として１本の電源線で供給してもよい。
【０１１３】
　一例として、１画素のセルサイズを５．６μｍ×５．６μｍとし、０．２５μｍＣＭＯ
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Ｓルールを用いた場合、１本の配線が１画素のセル内に占める面積の割合は約５％であり
、電源線を共用しない場合の開口率を例えば３０％とすれば、ここから電源線を１本減ら
すことで開口率は３５％となり、さらにもう１本減らすことで開口率は４０％に向上でき
る。
【０１１４】
　また、この画素回路では、浮遊拡散領域１０３、２０９を用いて信号電荷を蓄積するの
で、例えば信号電荷を蓄積するためのＭＯＳ型のキャパシタを設けない簡素な構成で、ダ
イナミックレンジを拡大可能な画素回路が実現できる。
【０１１５】
　なお、浮遊拡散領域１０３、２０９における基板１５１表面のｐ型不純物領域１５３、
１５５は、前述したように浮遊拡散領域１０３、２０９のリーク電流を抑えるために設け
られるものであり、画素回路のダイナミックレンジを拡大可能にするための構成としては
省略可能である。
【０１１６】
　このような画素回路をアレイ状に複数配置することで、撮像装置が構成される。
　以上のように構成された固体撮像装置の画素回路の動作について説明する。
【０１１７】
　図１０は、第２の実施形態にかかる固体撮像装置の画素回路の駆動タイミングの一例を
示すタイミングチャートである。
【０１１８】
　図１０に示される駆動タイミングの基本的な考え方は、ダイナミックレンジを拡大する
ため長さが異なる３種類の蓄積時間においてフォトダイオード１０１に蓄積されたそれぞ
れの量の電荷をすべて浮遊拡散領域１０３に転送して加算する点で、図５に示される駆動
タイミングと同一である。
【０１１９】
　以下では、図５の駆動タイミングと共通する事項については説明を省略し、異なる点に
ついて主に説明する。なお、制御信号ＲＳＴ２は、前述したように図５の制御信号ＲＳＴ
に対応する。
【０１２０】
　まず、電荷蓄積期間において、光電変換によってフォトダイオード１０１に蓄積された
電荷を浮遊拡散領域１０３に転送する動作を行う。
【０１２１】
　時点ｔ０では制御信号ＲＳＴ１をパルス状にハイレベルとすることで、浮遊拡散領域１
０３に蓄積されていた電荷をＭＯＳトランジスタ２０５を介して電圧ＶＲＳＴ１の供給源
へ排出する。
【０１２２】
　時点ｔ１、時点ｔ２、および時点ｔ３では、図５と同様に、制御信号ＴＲＡＮをパルス
状にハイレベルにすることで、異なる３種類の蓄積時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３でフォトダイオ
ード１０１に蓄積されたそれぞれの量の電荷が浮遊拡散領域１０３へ転送され加算される
。これにより、第１の実施形態で説明したように、ダイナミックレンジが拡大される。
【０１２３】
　続いて、電荷読み出し期間において、出力信号線１７へ信号を伝達する動作を行う。
　制御信号ＳＥＬをハイレベルにした状態で、時点ｔ４では制御信号ＲＳＴ２をパルス状
にハイレベルにする。これにより、浮遊拡散領域２０９には電圧ＶＲＳＴ２に応じた電圧
がＭＯＳトランジスタ１０５を介して設定される。
【０１２４】
　ＭＯＳトランジスタ１０６、１０７は、浮遊拡散領域２０９に設定された電圧に応じた
電圧を垂直共通信号線１０８に出力し、図外のノイズキャンセル部は垂直共通信号線１０
８から得られた電圧を、後に信号電圧と相殺されるべきノイズ電圧として保持する。ノイ
ズキャンセル部には、例えば図６に示した一般的な回路を用いてもよく、また図１に示し
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た回路を用いてもよい。
【０１２５】
　時点ｔ５では制御信号ＲＥＡＤをパルス状にハイレベルにする。これにより、浮遊拡散
領域１０３に蓄積された電荷がＭＯＳトランジスタ１０４を介して浮遊拡散領域２０９に
転送される。浮遊拡散領域２０９の電圧は転送された電荷の量（つまり信号成分の大きさ
）に応じて変化する。
【０１２６】
　ＭＯＳトランジスタ１０６、１０７は、浮遊拡散領域２０９の変化後の電圧に応じた電
圧を垂直共通信号線１０８に出力し、ノイズキャンセル部は垂直共通信号線１０８から得
られた電圧を、雑音成分と信号成分とを含んだ電圧として保持する。
【０１２７】
　ノイズキャンセル部は、先に保持されていた電圧と後で保持された電圧との差分を信号
成分として検出する。
【０１２８】
　ノイズキャンセル部に図６の一般的な回路を用いた場合、信号成分はＢ点の電圧のＶＣ
ＬＤＣからの変化量として検出される。また、ノイズキャンセル部に図１の回路を用いた
場合の信号成分の検出方法は、第１の実施形態で述べたとおりである。
【０１２９】
　このようなノイズキャンセル動作により、各画素のＭＯＳトランジスタ１０６のしきい
値のばらつきも除去されるので、高感度かつ高品質な画像が得られる。
【０１３０】
　以上のように構成された固体撮像装置によると、下記に述べる効果が得られる。
　電荷蓄積期間の動作を、固体撮像装置においてアレイ状に配置された複数の画素につい
て一斉に行うことにより、全画素のフォトダイオード１０１における電荷の蓄積開始と蓄
積終了が同じとなり、グローバルシャッター動作が可能になる。電荷読み出し期間の動作
は、アレイの同一行内の各画素について、行ごとに順次、例えば各行の水平ブランキング
期間において行われる。
【０１３１】
　また、異なる３種類の蓄積時間においてフォトダイオード１０１に蓄積されたそれぞれ
の量の電荷をすべて浮遊拡散領域１０３に転送して加算するので、画素回路のダイナミッ
クレンジを拡大することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　本発明にかかる固体撮像素子は、デジタルカメラ、携帯情報端末装置、車載カメラ、監
視カメラなどに広く利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】第１の実施形態にかかる固体撮像装置の主要部の構成を示す回路図
【図２】第１の実施形態の変形例にかかる固体撮像装置の主要部の構成を示す回路図
【図３】第１の実施形態の画素回路の断面模式図
【図４】第１の実施形態にかかる固体撮像装置の駆動タイミングチャート
【図５】第１の実施形態にかかる固体撮像装置の他の駆動タイミングチャート
【図６】一般的なノイズキャンセラ回路を示す回路図
【図７】第２の実施形態にかかる固体撮像装置における画素回路を示す回路図
【図８】第２の実施形態の画素回路の断面模式図
【図９】第２の実施形態の画素回路のレイアウト図
【図１０】第２の実施形態にかかる固体撮像装置の駆動タイミングチャート
【図１１】従来の固体撮像素子の主要部の構成を示す回路図
【図１２】従来の固体撮像装置の主要部の構成を示す回路図
【符号の説明】
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【０１３４】
１０１　フォトダイオード
１０２、１０４、１０５、１０６、１０７、１１０、１１２、１１３、１１４、１１５、
１１６、２０５　ＭＯＳトランジスタ
１０３、２０９　浮遊拡散領域
１０８　垂直共通信号線
１０９　増幅器
１１１、１１７、１１８、１１９、１２０、１２２　キャパシタ
１２１　画素回路
１５１　基板
１５２　ｎ－型不純物領域
１５３、１５５　ｐ型不純物領域
１５４　ｎ型不純物領域
１５６、１７１　ｎ＋型不純物領域
１６３、１６８、１７０　ゲート電極

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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