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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を光電変換して信号電荷を蓄積する光電荷変換素子と、該光電荷変換素子に蓄積
された信号電荷を電圧変換する電荷電圧変換端子と、該電荷電圧変換端子で電圧変換され
た信号を増幅する電圧信号出力手段と、前記光電荷変換素子に蓄積された信号電荷を前記
電荷電圧変換端子へ転送する転送手段と、前記電荷電圧変換端子の第１のリセット電圧を
有する電源への導通と切断とをオンオフにより切り替える第１のリセット手段とを備え行
列方向に配列された複数の画素と、
　各列に属する複数の前記画素が共通に接続され浮遊電位状態に維持可能な複数の第１の
信号配線と、
　該第１の信号配線の各々において、前記電圧信号出力手段から前記第１の信号配線に信
号を出力する前記画素を選択する第１の走査手段と、
　前記第１の信号配線への定電流の供給をオンオフする定電流回路素子とを備え、
　前記第１の走査手段により選択された一の行に属する複数の前記画素の前記電荷電圧変
換端子を前記第１のリセット手段をオンして前記第１のリセット電圧にリセットした後に
前記第１のリセット手段をオフすることにより浮遊電位状態にし、前記定電流回路素子を
オンして前記第１の信号配線へ定電流を供給しながら前記電荷電圧変換端子の電圧を前記
第１の信号配線に前記電圧信号出力手段を介して所定の時間読み出すことにより前記第１
の信号配線に保存した後に前記定電流回路素子をオフし、各前記第１の信号配線に保存さ
れた電圧を読み出すことにより１行分の画素のノイズ信号を出力するノイズ信号読み出し
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動作と、
　前記第１の走査手段により選択された一の行に属する複数の前記画素の前記転送手段に
より前記光電荷変換手段に蓄積された信号電荷を前記電荷電圧変換端子に転送し、前記定
電流回路素子をオンして前記第１の信号配線へ定電流を供給しながら前記電荷電圧変換端
子にて電圧変換された信号を前記第１の信号配線に前記電圧信号出力手段を介して前記所
定の時間読み出すことにより前記第１の信号配線に保存した後に前記定電流回路素子をオ
フし、各前記第１の信号配線に保存された電圧を読み出すことにより１行分の画素の光信
号を出力する光信号読み出し動作とを行う固体撮像装置。
【請求項２】
　前記１行分の画素のノイズ信号を出力するノイズ信号読み出し動作と、前記１行分の画
素の光信号を出力する光信号読み出し動作とを、前記第１の走査手段により選択する画素
を列方向に切り替えながら交互に繰り返す請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記第１の信号配線が複数ずつ接続された複数の第２の信号配線と、
　各該第２の信号配線の電圧をリセットする複数の第２のリセット手段と、
　各前記第２の信号配線から信号を出力させる複数の信号増幅手段と、
　各前記第２の信号配線に接続される複数の前記第１の信号配線のうち一を選択して前記
第２の信号配線に信号を出力させる第２の走査手段とを備え、
　各前記第２の信号配線に接続する複数の前記第１の信号配線に属する画素について、前
記１行分の画素のノイズ信号を出力するノイズ信号読み出し動作と前記１行分の画素の光
信号を出力する光信号読み出し動作とを、前記第２のリセット手段により前記第２の信号
配線の電圧をリセットしながら交互に繰り返する請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記画素が、２つ以上の前記光電荷変換素子および該光電荷変換素子と同数の前記転送
手段を単一の前記電荷電圧変換端子に並列に接続してなり、
　前記光信号読み出し動作において、前記第１の走査手段により選択された一の行に属す
る前記画素の１つの前記光電荷変換素子の光信号を読み出す請求項１から請求項３のいず
れか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、固体撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＣＭＯＳ（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｍｅｔａｌ－ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃ
ｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサに代表されるような、フォトダイオードが蓄積した信
号電荷を画素内において信号電圧に変換してから信号線に出力する増幅型固体撮像素子に
おいて容量負荷読み出し方式を採用したものが知られている（例えば、特許文献１参照。
）。特許文献１によれば、各画素から出力された信号電圧は、信号線に接続された負荷容
量素子に一時的に保持された後に水平信号線に読み出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２８３３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１は、画素が蓄積した信号電荷に応じた電圧をそのまま垂直信
号線へ出力する構成となっており、画素に蓄積された信号電荷を完全転送する構成になっ
ていない。このような構成においては、画素が蓄積した信号電荷をリセット電圧に初期化



(3) JP 5448208 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

する際にスイッチ動作に伴って画素に残るリセットノイズを除去することができないとい
う問題がある。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、低消費電力の回路構成としつ
つ画素のリセットノイズを除去することができる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】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明は、入射光を光電変換して信号電荷を蓄積する光電荷変換素子と、該光電荷変換
素子に蓄積された信号電荷を電圧変換する電荷電圧変換端子と、該電荷電圧変換端子で電
圧変換された信号を増幅する電圧信号出力手段と、前記光電荷変換素子に蓄積された信号
電荷を前記電荷電圧変換端子へ転送する転送手段と、前記電荷電圧変換端子の第１のリセ
ット電圧を有する電源への導通と切断とをオンオフにより切り替える第１のリセット手段
とを備え行列方向に配列された複数の画素と、各列に属する複数の前記画素が共通に接続
され浮遊電位状態に維持可能な複数の第１の信号配線と、該第１の信号配線の各々におい
て、前記電圧信号出力手段から前記第１の信号配線に信号を出力する前記画素を選択する
第１の走査手段と、前記第１の信号配線への定電流の供給をオンオフする定電流回路素子
とを備え、前記第１の走査手段により選択された一の行に属する複数の前記画素の前記電
荷電圧変換端子を前記第１のリセット手段をオンして前記第１のリセット電圧にリセット
した後に前記第１のリセット手段をオフすることにより浮遊電位状態にし、前記定電流回
路素子をオンして前記第１の信号配線へ定電流を供給しながら前記電荷電圧変換端子の電
圧を前記第１の信号配線に前記電圧信号出力手段を介して所定の時間読み出すことにより
前記第１の信号配線に保存した後に前記定電流回路素子をオフし、各前記第１の信号配線
に保存された電圧を読み出すことにより１行分の画素のノイズ信号を出力するノイズ信号
読み出し動作と、前記第１の走査手段により選択された一の行に属する複数の前記画素の
前記転送手段により前記光電荷変換手段に蓄積された信号電荷を前記電荷電圧変換端子に
転送し、前記定電流回路素子をオンして前記第１の信号配線へ定電流を供給しながら前記
電荷電圧変換端子にて電圧変換された信号を前記第１の信号配線に前記電圧信号出力手段
を介して前記所定の時間読み出すことにより前記第１の信号配線に保存した後に前記定電
流回路素子をオフし、各前記第１の信号配線に保存された電圧を読み出すことにより１行
分の画素の光信号を出力する光信号読み出し動作とを行う固体撮像装置を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、光電荷変換素子に入射した光は、信号電荷に変換されて蓄積された後
、転送手段によって電荷電圧変換端子に転送されて電圧に変換され、電圧信号増幅手段に
よって増幅された後に浮遊電位状態の第１の信号配線に読み出されることにより該第１の
信号配線に一時的に保存される。その後、第１の信号配線から信号を読み出すことにより
、第１の走査手段により選択された一行分の画素の光信号を得ることができる。
【０００８】
　この場合に、上述した光信号の読み出しに先立ち、以下の動作が実行される。すなわち
、電荷電圧変換端子を第１のリセット手段により第１のリセット電圧にリセットする。次
いで、リセット後の電荷電圧変換端子の電圧の信号を、定電流回路素子から定電流が供給
されている第１の信号配線に読み出すことにより該第１の信号配線に一時的に保持した後
、該第１の信号配線から読み出す。これにより、１行分の画素について電荷電圧変換端子
のリセット後の信号が読み出されることとなる。これら動作の後、前述した光信号の読み
出しが行われる。
【０００９】
　ここで、ノイズ信号読み出し動作において読み出される各画素の信号と、光信号読み出
し動作において読み出される各画素の信号には、電荷電圧変換端子のリセットに伴うリセ
ットノイズが共通して含まれる。これら２つの信号の差分を求めることにより、各画素に
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ついてリセットノイズが除去された正味の光信号を得ることができる。
【００１０】
　上記発明においては、前記１行分の画素のノイズ信号を出力するノイズ信号読み出し動
作と、前記１行分の画素の光信号を出力する光信号読み出し動作とを、前記第１の走査手
段により選択する画素を列方向に切り替えながら交互に繰り返すこととしてもよい。
【００１１】
　このように各画素についてノイズ信号読み出し動作と光信号読み出し動作とを連続して
実行することにより、電荷電圧変換端子のリセット後の電圧が読み出されてから信号電荷
の転送後の信号が読み出されるまでの時間が最短となる。これにより、この間に電荷電圧
変換端子に他の要因によるノイズが加わることが防止され、より正確な光信号を得ること
ができる。
【００１２】
　また、上記発明においては、前記第１の信号配線が複数ずつ接続された複数の第２の信
号配線と、各該第２の信号配線の電圧をリセットする複数の第２のリセット手段と、各前
記第２の信号配線から信号を出力させる複数の信号増幅手段と、各前記第２の信号配線に
接続される複数の前記第１の信号配線のうち一を選択して前記第２の信号配線に信号を出
力させる第２の走査手段とを備え、各前記第２の信号配線に接続する複数の前記第１の信
号配線に属する画素について、前記１行分の画素のノイズ信号を出力するノイズ信号読み
出し動作と前記１行分の画素の光信号を出力する光信号読み出し動作とを、前記第２のリ
セット手段により前記第２の信号配線の電圧をリセットしながら交互に繰り返することと
してもよい。
【００１３】
　このように全画素を列単位で複数の群に分割し、各群において画素からの信号の読み出
し動作を並行して行うことにより、全ての画素の信号の読み出しに要する時間を短縮する
ことができる。
【００１４】
　また、上記発明においては、前記画素が、２つ以上の前記光電荷変換素子および該光電
荷変換素子と同数の前記転送手段を単一の前記電荷電圧変換端子に並列に接続してなり、
前記光信号読み出し動作において、前記第１の走査手段により選択された一の行に属する
前記画素の１つの前記光電荷変換素子の光信号を読み出すこととしてもよい。
　このように複数の光電荷変換端子によって一部の構成を共有することにより、画素が占
める面積を縮小することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、画素のリセットノイズを除去することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る固体撮像装置の構成を示す平面図である。
【図２】図１の固体撮像装置が備える画素の構成を示す平面図である。
【図３】図１の固体撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図４】図１の固体撮像装置が備える画素アレイの変形例を示す平面図である。
【図５】図２の画素の変形例であり、２画素共有型の画素の構成を示す平面図である。
【図６】図２の画素の変形例であり、４画素共有型の画素の構成を示す平面図である。
【図７】図２の画素の変形例であり、８画素共有型の画素の構成を示す平面図である。
【図８】図５の画素を備える固体撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図９】図６の画素を備える固体撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図１０】図７の画素を備える固体撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図１１】図６の画素の変形例を示す平面図である。
【図１２】図７の画素の変形例を示す平面図である。
【図１３】図１１の画素を備える固体撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
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【図１４】図１２の画素を備える固体撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図１５】図６の画素のもう１つの変形例を示す平面図である。
【図１６】図７の画素のもう１つの変形例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の一実施形態に係る固体撮像装置１について図面を参照して説明する。
　本実施形態に係る固体撮像装置１は、図１に示されるように、複数の画素２を備える画
素アレイ３と、垂直シフトレジスタ４と、水平シフトレジスタ５と、最終出力増幅回路６
と、制御回路７とを基本構成として備えている。また、これらの周辺には、図示しないア
ナログ－デジタル（ＡＤ）変換回路や信号処理回路等が備えられている。
【００１８】
　画素アレイ３は、複数の画素２が行方向と列方向に配列されてなる。同一の列に属する
画素２は共通の垂直信号線８に接続され、各垂直信号線８は列選択トランジスタ１０を介
して共通の水平信号線９に接続されている。
【００１９】
　符号１１は、垂直信号線８と接地電圧との間に接続され、垂直信号線８に定電流を供給
する負荷トランジスタ（定電流回路素子）である。符号１２は、水平信号線９に接続され
、該水平信号線９を第２のリセット電圧Ｖｒｓｔ２にリセットする水平信号線リセットト
ランジスタ（第２のリセットトランジスタ）である。これらのトランジスタ１１，１２は
、図示しないパルス回路からゲートにパルスφＣＳ，φＨｃｌｒがそれぞれ入力されるこ
とにより駆動する。
【００２０】
　垂直シフトレジスタ４は、画素アレイ３の中から一の行を選択し、選択した行に属する
画素２に後述するパルスφＲｊ，φＴｊ，φＸｊを入力することにより、各画素２から垂
直信号線８へ信号を出力させる。
　水平シフトレジスタ５は、水平信号線９に沿って並ぶ列選択トランジスタ１０のゲート
に１列目から順番に列選択パルスφＨ〔φＨ１，φＨ２，…，φＨｎ〕を入力することに
より、１列目の垂直信号線８から順番に水平信号線９へ信号を出力させる。
【００２１】
　最終出力増幅回路６は、水平信号線９の信号を増幅して出力する。最終出力増幅回路６
から出力された信号は、図示しないＡＤ変換回路に入力されてデジタル信号に変換された
後、信号処理回路により画像化のために処理される。
　制御回路７は、予め設定されたパルスシーケンスに従い、上述した各パルスを出力させ
る制御信号を各シフトレジスタ４，５およびパルス回路に出力することにより、画素アレ
イ３からの信号の読み出し動作を制御する。
【００２２】
　次に、各画素２の回路構成について図２を参照して説明する。画素２は、図２に示され
るように、受光した光信号を光電変換して信号電荷を蓄積するフォトダイオード(ＰＤ、
光電荷変換素子)２１と、該ＰＤ２１に蓄積された信号電荷を転送する転送トランジスタ
（転送手段）２２と、該転送トランジスタ２２によって転送された信号電荷を蓄積するフ
ローティングディフュージョン（ＦＤ、電荷電圧変換端子）２３と、ＦＤ２３に蓄積され
た信号電荷を電圧として読み出す増幅トランジスタ（電圧信号出力手段）２４と、該増幅
トランジスタ２４と垂直信号線８との間に接続された画素選択トランジスタ２５と、ＦＤ
２３の電圧を第１のリセット電圧Ｖｒｓｔ１にリセットするＦＤリセットトランジスタ（
第１のリセット手段）２６とを備えている。
【００２３】
　転送トランジスタ２２、画素選択トランジスタ２５およびＦＤリセットトランジスタ２
６のゲートは、垂直シフトレジスタ４に接続され、該垂直シフトレジスタ４から各ゲート
にパルスが入力されることにより各画素２は駆動する。
　具体的には、転送トランジスタ２２は、ゲートに転送パルスφＴｊが入力されることに
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より、ソース側のＰＤ２１からドレイン側のＦＤ２３へ、ＰＤ２１が蓄積した信号電荷を
転送する。この転送動作によりＰＤ２１が蓄積していた信号電荷量はゼロにリセットされ
る。ＦＤ２３は、転送トランジスタ２２を介してＰＤ２１から転送されてきた信号電荷を
蓄積し、蓄積した信号電荷量に応じた信号電圧を生成する。
【００２４】
　増幅トランジスタ２４は、ゲートに接続されたＦＤ２３の信号電圧を増幅し、その信号
をソース側の画素選択トランジスタ２５に出力する。画素選択トランジスタ２５は、ゲー
トに垂直シフトレジスタ４から画素選択パルスφＸｊが入力されることにより、増幅トラ
ンジスタ２４から入力された信号を垂直信号線８に出力する。ＦＤ２３が蓄積した信号電
荷は、垂直シフトレジスタ４からＦＤリセットトランジスタ２６のゲートにＦＤリセット
パルスφＲｊが入力されることにより、ＦＤリセットトランジスタ２６のドレイン側に排
出される。これによりＦＤ２３の電圧は第１のリセット電圧Ｖｒｓｔ１にリセットされる
。
【００２５】
　次に、このように構成された固体撮像装置１の駆動方法について図３のタイミングチャ
ートを参照して説明する。
　本実施形態に係る固体撮像装置１の駆動方法は、画素２が受光した光信号を読み出す光
信号読み出し動作と、該光信号読み出し動作に先立って実行されるノイズ信号読み出し動
作とからなる。
【００２６】
　具体的には、ノイズ信号読み出し動作は、ＦＤ２３をリセットする第１の工程Ｓ１と、
リセット後のＦＤ２３の電圧を垂直信号線８に読み出して該垂直信号線８に保存する第２
の工程Ｓ２と、各垂直信号線８に保存された信号を順番に水平信号線９に読み出して最終
出力増幅回路６から出力する第３の工程Ｓ３とを含む。
【００２７】
　初期状態においてトランジスタ１０，１１，１２，２２，２５，２６はゲートへのパル
スの入力がないオフ状態とされ、ＦＤ２３、垂直信号線８および水平信号線９は浮遊電位
状態とされている。
【００２８】
　第１の工程Ｓ１において、垂直シフトレジスタ４から１行目の各画素２にＦＤリセット
パルスφＲ１が印加されることにより、各画素２のＦＤ２３の電圧は第１のリセット電圧
Ｖｒｓｔ１にリセットされる。このＦＤ２３のリセット動作において、ＦＤリセットトラ
ンジスタ２６がオンオフ動作することに伴うリセットノイズも第１のリセット電圧Ｖｒｓ
ｔ１と共にＦＤ２３に保存される。
【００２９】
　次に、第２の工程Ｓ２において、パルス回路から負荷トランジスタ１１にスイッチパル
スφＣＳが印加されることにより、各垂直信号線８の電圧Ｖ＿ＶＬｉは接地電圧にリセッ
トされる。図３には、ｎ本の垂直信号線８のうち代表して１列目の電圧Ｖ＿ＶＬ１のみが
示されている。
【００３０】
　垂直信号線８のリセットに続き、負荷トランジスタ１１がオン状態とされたまま、垂直
シフトレジスタ４から１行目の各画素２に画素選択パルスφＸ１が印加される。これによ
り、各画素２のＦＤ２３の電圧の信号が増幅トランジスタ２４および画素選択トランジス
タ２５を介して垂直信号線８に読み出される。垂直信号線８に読み出された信号は、この
後に負荷トランジスタ１１がおよび画素選択トランジスタ２５がオフ状態とされて垂直信
号線８が再び浮遊電位状態とされることにより、該垂直信号線８に保存される。
【００３１】
　次に、第３の工程Ｓ３において、水平シフトレジスタ５から列選択トランジスタ１０へ
、１列目から順番に列選択パルスφＨ１，φＨ２，…，φＨｎが印加される。これにより
、各垂直信号線８に保存されていた信号Ｎ１，Ｎ２，…，Ｎｎが、１列目の垂直信号線８



(7) JP 5448208 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

からＮ列目の垂直信号線８まで順番に水平信号線９に読み出される。水平信号線９に読み
出された信号Ｎ１，Ｎ２，…，Ｎｎは最終出力増幅回路６から外部に出力される。このと
きに、列選択パルスφＨｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）と水平信号線リセットパルスφＨｃｌ
ｒとが交互に出力されることにより、水平信号線９の電圧Ｖ＿ＨＬは、最終出力増幅回路
６から１つの信号Ｎｉが出力される度に第２のリセット電圧Ｖｒｓｔ２にリセットされる
。
【００３２】
　このようにして最終出量増幅回路６から出力された信号Ｎ１，Ｎ２，…，Ｎｎは、第１
のリセット電圧Ｖｒｓｔ１と、ＦＤ２３のリセット動作に伴うリセットノイズとを含んで
いる。
【００３３】
　以上のノイズ信号読み出し動作に続いて、光信号読み出し動作が行われる。
　光信号読み出し動作は、ＰＤ２１に蓄積された信号電荷をＦＤ２３に転送する第４の工
程Ｓ４と、信号電荷転送後のＦＤ２３の電圧を垂直信号線８に読み出して該垂直信号線８
に保存する第５の工程Ｓ５と、各垂直信号線８に保存された信号を順番に水平信号線９に
読み出して最終出力増幅回路６から出力する第６の工程Ｓ６とを含む。
【００３４】
　第４の工程Ｓ４において、垂直シフトレジスタ４から１行目の各画素２に転送パルスφ
Ｔ１が印加されることにより、それまでＰＤ２１が蓄積した信号電荷が転送トランジスタ
２２を介してＦＤ２３に転送される。これにより、ＦＤ２３の電圧は、第１の工程Ｓ１に
おけるリセット動作後の電圧から信号電荷量に基づく信号電圧の分だけ変化する。
【００３５】
　次に、第５の工程Ｓ５において、上述した第２の工程Ｓ２と同様にしてパルス回路から
負荷トランジスタ１１へスイッチパルスφＣＳが印加され、続いて垂直シフトレジスタ４
か１行目の各画素２に画素選択パルスφＸ１が印加される。これにより、各画素２のＦＤ
２３の電圧の信号が増幅トランジスタ２４および画素選択トランジスタ２５を介して垂直
信号線８に読み出される。垂直信号線８に読み出された信号は、この後に負荷トランジス
タ１１および画素選択トランジスタ２５がオフ状態とされて垂直信号線８が再び浮遊電位
状態とされることにより、該垂直信号線８に保存される。
【００３６】
　次に、第６の工程Ｓ６において、上述した第３の工程Ｓ３と同様にして水平シフトレジ
スタ５から列選択トランジスタ１０へ列選択パルスφＨ１，φＨ２，…，φＨｎが印加さ
れる。これにより、各垂直信号線８に保存されていた信号Ｓ１，Ｓ２，…，Ｓｎが１列目
から順番に水平信号線９へ読み出され、最終出力増幅回路６から外部に出力される。
【００３７】
　このようにして最終出量増幅回路６から出力された信号Ｓ１，Ｓ２，…，Ｓｎは、ノイ
ズ信号読み出し動作において読み出された信号Ｎ１，Ｎ２，…，Ｎｎに、ＰＤ２１の光信
号の受光量に相当する信号が重畳したものとなる。
【００３８】
　制御回路７は、以上のように１行目の画素２についてノイズ信号読み出し動作と光信号
読み出し動作とを実行した後、垂直シフトレジスタ４によって２行目の画素２を選択し、
１行目と同様にノイズ信号読み出し動作と光信号読み出し動作とを実行する。以下、制御
回路７は、垂直シフトレジスタ４によって選択する行を順番にずらしながら、全ての行に
ついてノイズ信号読み出し動作と光信号読み出し動作とを実行することにより、全ての画
素２の信号を読み出す。
【００３９】
　本実施形態に係る固体撮像装置１は、以上のようにして最終出力増幅回路６から出力さ
れた２つの信号を信号処理回路において処理する。すなわち、光信号読み出し動作におけ
る信号Ｓｉからノイズ読み出し動作における信号Ｎｉを減算し、その差を当該画素２の正
味の信号とする。これにより、ＦＤ２３のリセットノイズが除去された、ＰＤ２１の信号
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電圧に基づく正味の信号を得ることができる。
【００４０】
　また、垂直信号線８に読み出したＦＤ２３の電圧の信号を垂直信号線８に一時的に保存
することにより、画素２から読み出した信号を記憶するためのキャパシタのようなアナロ
グメモリを不要とし、小型化を図ることができる。特に、従来の固体撮像装置においてア
ナログメモリの占有面積は比較的大きいため、このアナログメモリを省略することは固体
撮像装置１全体の小型化に有効である。また、垂直信号線８に定電流を流しながら当該垂
直信号線８にＦＤ２３の信号を読み出すことにより、信号を安定して読み出すことができ
る。
【００４１】
　なお、本実施形態においては、ノイズ信号読み出し動作と光信号読み出し動作とを交互
に実行し、各行についてノイズ信号読み出し動作と光信号読み出し動作とを連続して実行
することとしたが、これに代えて、全ての行についてノイズ信号読み出し動作を行った後
に全ての行について光信号読み出し動作を行うこととしてもよい。
【００４２】
　また、本実施形態においては、全ての垂直信号線８が単一の水平信号線９に接続され、
全ての画素２の信号が共通の水平信号線９および最終出力増幅回路６を介して出力される
ことしたが、これに代えて、図４に示されるように、画素アレイ３を行方向に複数の領域
３ａに分割し、各領域３ａに水平信号線９、水平信号線リセットトランジスタ１２および
最終出力増幅回路６が備えられることとしてもよい。
　このようにすることで、各領域３ａの画素２からの信号の読み出しを並行して実行し、
全画素２の信号の読み出しに要する時間を短縮することができる。
【００４３】
　また、本実施形態においては、図５～図７に示されるように、画素２－１～２－３が、
ＰＤ２１および転送トランジスタ２２を複数備え、複数のＰＤ２１および転送トランジス
タ２２が共通のＦＤ２３に並列に接続されてなるととしてもよい。図５、図６、図７はそ
れぞれ、２つ、４つまたは８つのＰＤ２１および転送トランジスタ２２を備えた画素２－
１～２－３を示している。このように、増幅トランジスタ２４、画素選択トランジスタ２
５およびＦＤリセットトランジスタ２６を複数のＰＤ２１によって共有することにより、
画素アレイ３の面積を縮小することができる。
【００４４】
　図８～図１０は、図５～図７に示される構成の画素２－１～２－３を備える固体撮像装
置の動作をそれぞれ示している。２画素共有型の場合、図８に示されるように、垂直シフ
トレジスタ４は、一方のＰＤ２１についてノイズ読み出し動作と信号読み出し動作とを行
い、続いて他方のＰＤ２１についてノイズ読み出し動作と信号読み出し動作とを行う。４
画素共有型および８画素共有型の場合も同様に、１つの画素２－２，２，３に含まれるＰ
Ｄ２１について順番にノイズ読み出し動作と信号読み出し動作とを行う。
【００４５】
　図１１および図１２は、図６に示される４画素共有型の画素２－２または図７に示され
る８画素共有型の画素２－３の変形例を示している。これら変形例においては、画素選択
トランジスタ２５が省略され、ＦＤリセットトランジスタ２６が画素選択トランジスタ２
５の機能を兼ねる。すなわち、図１３および図１４に示されるように、ＦＤリセットトラ
ンジスタ２６のドレインの電圧ＶＲが第１のリセット電圧Ｖｒｓｔ１と十分に小さい電圧
との間で切り替えられることにより、ＦＤ２３から垂直信号線８への信号の読み出しのオ
ンオフ動作が行われる。
【００４６】
　具体的には、ＦＤリセットトランジスタ２６のドレインの電圧ＶＲが第１のリセット電
圧Ｖｒｓｔ１とされた状態で、ＦＤリセットトランジスタ２６のゲートにＦＤリセットパ
ルスφＲが印加されることにより、ＦＤ２３から垂直信号線８へ信号が出力される。一方
、ＦＤリセットトランジスタ２６のドレインの電圧ＶＲが十分に小さい電圧とされ、ＦＤ
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、ＦＤ２３が低電圧となり、ＦＤ２３から垂直信号線８へ信号が出力されない状態となる
。
　このような変形例によれば、トランジスタの数をさらに減らして画素アレイ３をさらに
縮小することができる。
【００４７】
　図１５および図１６は、図６に示される４画素共有型の画素２－４または図７に示され
る８画素共有型の画素２－５のもう１つの変形例を示している。この変形例においては、
増幅トランジスタ２４と画素選択トランジスタ２５の配置が逆になっており、増幅トラン
ジスタ２４が垂直信号線８側に配置され、画素選択トランジスタ２５が電源電圧側に配置
されている。
　このような変形例によれば、画素から信号を読み出す際に増幅トランジスタ２４のゲー
ト・ソース間容量による電圧帰還がより高まり、信号電圧がより上昇することになり、実
効的に感度を高めることができる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　固体撮像装置
　２，２－１～２－７　画素
　３　画素アレイ
　４　垂直シフトレジスタ（第１の走査手段）
　５　水平シフトレジスタ（第２の走査手段）
　６　最終出力増幅回路
　７　制御回路
　８　垂直信号線（第１の信号配線）
　９　水平信号線（第２の信号配線）
　１０　列選択トランジスタ
　１１　負荷トランジスタ（定電流回路素子）
　１２　水平信号線リセットトランジスタ（第２のリセットトランジスタ）
　２１　フォトダイオード（光電荷変換素子）
　２２　転送トランジスタ（転送手段）
　２３　フローティングディフュージョン（電荷電圧変換端子）
　２４　増幅トランジスタ（電圧信号出力手段）
　２５　画素選択トランジスタ
　２６　フローティングディフュージョンリセットトランジスタ（第１のリセット手段）
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