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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２次元アレイ状に配置された複数個の光電変換素子と、
　前記光電変換素子を行方向に走査する垂直シフトレジスタと、
　前記光電変換素子を列方向に走査する水平シフトレジスタと、
　前記垂直シフトレジスタ又は前記水平シフトレジスタの各レジスタ段をリセット電位に
設定するリセット手段とを有する固体撮像装置において、
　前記垂直シフトレジスタ又は前記水平シフトレジスタは、それぞれ、１段目のレジスタ
段と、前記１段目のレジスタ段に縦続接続された２段目以降のレジスタ段とを有し、
　各前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと前記第１のスイッチに接続されたイ
ンバータを含む第１のインバータユニットと、前記第１のインバータユニットに接続され
た、第２のスイッチと前記第２のスイッチに接続されたインバータを含む第２のインバー
タユニットとを有しており、
　前記リセット手段は、前記１段目のレジスタ段の前記第１のインバータユニットにおけ
る前記インバータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第１のリセットトランジス
タと、前記２段目以降のレジスタ段の前記第１のインバータユニットにおける前記インバ
ータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第２のリセットトランジスタとを有し、
　前記第１のリセットトランジスタによって前記１段目のレジスタ段をリセットするタイ
ミングと、前記第２のリセットトランジスタによって前記２段目以降のレジスタ段をリセ
ットするタイミングとが異なることを特徴とする固体撮像装置。
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【請求項２】
前記１段目のレジスタ段を除く前記２段目以降のレジスタ段をリセットする際には各シフ
トレジスタのスタートパルスを用いてリセットす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２段目以降のレジスタ段をリセットするタイミングでは、当該レジスタ段の前記第１
のスイッチが導通し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４】
前記１段目のレジスタ段をリセットする際には電源投入時のみに入力されるパルスを用い
てリセットすることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
前記パルスは、電源投入時のみハイレベルになり、それ以降はローレベルになるパルスを
生成する回路によって生成する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】
２次元アレイ状に配置された複数個の光電変換素子と、
　前記光電変換素子を行方向に走査する垂直シフトレジスタと、
　前記光電変換素子を列方向に走査する水平シフトレジスタと、
　前記垂直シフトレジスタ又は前記水平シフトレジスタの各レジスタ段をリセット電位に
設定するリセット手段とを有する固体撮像装置において、
　前記垂直シフトレジスタ又は前記水平シフトレジスタは、それぞれ、１段目のレジスタ
段と、前記１段目のレジスタ段に縦続接続された２段目以降のレジスタ段とを有し、
　各前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと前記第１のスイッチに接続されたイ
ンバータとを含むインバータユニットと、前記インバータの入力ノードと出力ノードとの
間に接続された第２のスイッチとを有しており、
　前記リセット手段は、前記１段目のレジスタ段の前記インバータユニットにおける前記
インバータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第１のリセットトランジスタと、
前記２段目以降のレジスタ段の前記インバータユニットにおける前記インバータの入力ノ
ードを前記リセット電位に設定する第２のリセットトランジスタとを有し、
　前記第１のリセットトランジスタによって前記１段目のレジスタ段をリセットするタイ
ミングと、前記第２のリセットトランジスタによって前記２段目以降のレジスタ段をリセ
ットするタイミングとが異なることを特徴とする固体撮像装置。
【請求項７】
前１段目のレジスタ段を除く前記２段目以降のレジスタ段をリセットする際には各シフト
レジスタのスタートパルスを用いてリセットすることを特徴とする請求項６に記載の固体
撮像装置。
【請求項８】
前記２段目以降のレジスタ段をリセットするタイミングでは、当該レジスタ段の前記第１
のスイッチが導通していることを特徴とする請求項６又は７に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
前記１段目のレジスタ段をリセットする際には電源投入時のみに入力されるパルスを用い
てリセットすることを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
前記パルスは、電源投入時のみハイレベルになり、それ以降はローレベルになるパルスを
生成する回路によって生成することを特徴とする請求項９に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の固体撮像装置を備えたカメラ。
【請求項１２】
各レジスタ段をリセット電位に設定するリセット手段を有するシフトレジスタにおいて、
　各前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと前記第１のスイッチに接続されたイ
ンバータを含む第１のインバータユニットと、前記第１のインバータユニットに接続され
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た、第２のスイッチと前記第２のスイッチに接続されたインバータを含む第２のインバー
タユニットとを有しており、
　前記リセット手段は、前記１段目のレジスタ段の前記第１のインバータユニットにおけ
る前記インバータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第１のリセットトランジス
タと、前記２段目以降のレジスタ段の前記第１のインバータユニットにおける前記インバ
ータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第２のリセットトランジスタとを有し、
　前記第１のリセットトランジスタによって前記１段目のレジスタ段をリセットするタイ
ミングと、前記第２のリセットトランジスタによって前記２段目以降のレジスタ段をリセ
ットするタイミングとが異なることを特徴とするシフトレジスタ。
【請求項１３】
各レジスタ段をリセット電位に設定するリセット手段を有するシフトレジスタにおいて、
　各前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと前記第１のスイッチに接続されたイ
ンバータとを含むインバータユニットと、前記インバータの入力ノードと出力ノードとの
間に接続された第２のスイッチとを有しており、
　前記リセット手段は、前記１段目のレジスタ段の前記インバータユニットにおける前記
インバータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第１のリセットトランジスタと、
前記２段目以降のレジスタ段の前記インバータユニットにおける前記インバータの入力ノ
ードを前記リセット電位に設定する第２のリセットトランジスタとを有し、
　前記第１のリセットトランジスタによって前記１段目のレジスタ段をリセットするタイ
ミングと、前記第２のリセットトランジスタによって前記２段目以降のレジスタ段をリセ
ットするタイミングとが異なることを特徴とするシフトレジスタ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、シフトレジスタ、及び同シフトレジスタを用いた固体撮像装置、カメラに
関し、特に、シフトレジスタのリセット方式に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図９は従来のシフトレジスタと２次元アレイ状に配置された複数個の光電変換素子を有
するＸＹアドレス型の固体撮像装置を示す回路図である。これは、日本国特許である、特
開２００２－３５３４３０号公報等に記載されている（特許文献１）。図９において、画
素部から読み出された信号を垂直シフトレジスタ５０３、水平シフトレジスタ５０４で順
次読み出し走査を行い、各画素信号を時系列に出力する。１画素は、フォトダイオード３
１、転送ＭＯＳトランジスタ３２、増幅ＭＯＳトランジスタ３３、リセットＭＯＳトラン
ジスタ３４、選択ＭＯＳトランジスタ３５で構成されている。この画素を２次元に配列す
ることでセンサ部が構成されている。
【０００３】
　また、垂直シフトレジスタ５０３は選択ＭＯＳトランジスタ３５を介してフォトダイオ
ード（光電変換素子）３１の行方向の走査を行い、水平シフトレジスタ５０４は列選択Ｍ
ＯＳトランジスタ３６を介してフォトダイオード３１の列方向の走査を行う。なお、この
固体撮像装置の垂直シフトレジスタ５０３、水平シフトレジスタ５０４、センサ部等の構
成や動作は周知であるので詳しい説明は省略する。
【０００４】
　この固体撮像装置を駆動するためのシフトレジスタのリセット方式としては、例えば、
日本国特許である、特開平６－３３８１９８号公報に記載されているように、独立のリセ
ットパルスφRを使用して全段同時にリセットする方式が知られている（特許文献２）。
かかるシフトレジスタの構成例を図１０に示す。
【０００５】
　なお、本願では、所定の電位に設定することを「リセット」と定義して、これ以降記載
することとする。
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【０００６】
　図１０において、１１はシフトレジスタユニットである。シフトレジスタユニット１１
は、直列に接続した第１のクロック型インバータ１２及び第２のクロック型インバータ１
３、リセットＭＯＳトランジスタ１４で構成されている。リセットＭＯＳトランジスタ１
４は、第２のクロック型インバータの入力ノードと電源電位ＶＤＤの間に接続したＰチャ
ネルＭＯＳトランジスタから成り、レジスタ段１段目に設けられている。また、第１クロ
ック型インバータ１２の入力には入力信号φSTが入力され、シフトレジスタ１段目のリセ
ットＭＯＳトランジスタ１４のゲートにはリセットパルスφRが入力される。
【０００７】
　このように構成されたシフトレジスタユニット１１を多段に縦続接続することで、シフ
トレジスタが構成されている。このように構成されたシフトレジスタのリセット動作を図
１１のタイミングチャートを参照しながら説明する。シフトレジスタを駆動するスタート
パルスφSTのハイレベルがシフトレジスタに入力される前に、シフトレジスタ全段をリセ
ットさせる外部パルスφRのローレベルが入力される。そして、シフトレジスタの各レジ
スタ段のリセットＭＯＳトランジスタ１４がオンし、シフトレジスタ１段目を電源電位Ｖ
ＤＤにリセットする。
【０００８】
　しかし、上記のような方法でシフトレジスタのリセットを行うためには、外部から別途
パルスを与える必要があり、パッド数やセンサピン数の増加につながってしまう。これを
改善するために、シフトレジスタのリセットにおいてレジスタ段１段目をリセットせずに
２段目以降のリセットをシフトレジスタのスタートパルスφSTでリセットする図１２の方
式が考えられる。
【０００９】
　図１２において、レジスタ段１段目のシフトレジスタユニット２０は、第１のインバー
タユニット２５と、第２のインバータユニット２６と、ダミーリセットＭＯＳトランジス
タ２７とで構成されている。第１のインバータユニット２５は、直列に接続した第１のス
イッチ２１及びインバータ２２で構成される。第２のインバータユニット２６は、直列に
接続した第２のスイッチ２３及びインバータ２４で構成される。ダミーリセットＭＯＳト
ランジスタ２７は、第１のインバータ入力ノードとＧＮＤ電位の間に接続したＮチャネル
ＭＯＳトランジスタから成り、レジスタ段１段目に設けられている。
【００１０】
　レジスタ段２段目以降のシフトレジスタユニット２９は、第１のインバータユニット２
５と、第２のインバータユニット２６と、リセットＭＯＳトランジスタ２８とで構成され
ている。リセットＭＯＳトランジスタ２８は、第１インバータ入力ノードとＧＮＤ電位の
間に接続したＮチャネルＭＯＳトランジスタから成り、レジスタ段２段目以降に設けられ
ている。
【００１１】
　そして、それぞれ第１のスイッチの入力にはシフトレジスタのスタートパルスφSTが入
力されている。シフトレジスタの各レジスタ段をシフトレジスタのスタートパルスφSTで
リセットするために、レジスタ段１段目のダミーリセットＭＯＳトランジスタ２７のゲー
トはＧＮＤ電位に固定されている。
【００１２】
　このように構成されたレジスタ段１段目のシフトレジスタユニット２０及び２段目以降
のシフトレジスタユニット２９群を多段に縦続接続することで、シフトレジスタが構成さ
れている。このように構成されたシフトレジスタのリセット動作を図１３のタイミングチ
ャートを参照しながら説明する。
【００１３】
　シフトレジスタを駆動するスタートパルスφSTのハイレベルがシフトレジスタに入力さ
れると同時に、シフトレジスタの各レジスタ段をリセットさせるためのリセットＭＯＳト
ランジスタ２８がオンし、シフトレジスタの各レジスタ段をＧＮＤ電位にリセットする。
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また、図１３における各レジスタ段の電位φH1、φH2、φH3は図１２における各レジスタ
段１段目～３段目の電位に、φH4はレジスタ段４段目の電位に相当する。
【特許文献１】特開２００２－３５３４３０号公報
【特許文献２】特開平６－３３８１９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記のような方法でシフトレジスタのリセットを行う場合には、シフトレジスタ１段目
のリセットは行わない。したがって、シフトレジスタ１段目が不定となり、画素信号に影
響を及ぼしてしまう可能性があるという問題があった。
【００１５】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたもので、その目的は、パッド数やセンサピ
ン数を増加させることなく、シフトレジスタのレジスタ全段について効率的なリセットが
可能なシフトレジスタ、及び同シフトレジスタを用いた固体撮像装置、カメラを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の固体撮像装置は、上記目的を達成するため、２次元アレイ状に配置された複数
個の光電変換素子と、前記光電変換素子を行方向に走査する垂直シフトレジスタと、前記
光電変換素子を列方向に走査する水平シフトレジスタと、前記垂直シフトレジスタ又は前
記水平シフトレジスタの各レジスタ段をリセット電位に設定するリセット手段とを有する
固体撮像装置において、前記垂直シフトレジスタ又は前記水平シフトレジスタは、それぞ
れ、１段目のレジスタ段と、前記１段目のレジスタ段に縦続接続された２段目以降のレジ
スタ段とを有し、各前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと前記第１のスイッチ
に接続されたインバータを含む第１のインバータユニットと、前記第１のインバータユニ
ットに接続された、第２のスイッチと前記第２のスイッチに接続されたインバータを含む
第２のインバータユニットとを有しており、前記リセット手段は、前記１段目のレジスタ
段の前記第１のインバータユニットにおける前記インバータの入力ノードを前記リセット
電位に設定する第１のリセットトランジスタと、前記２段目以降のレジスタ段の前記第１
のインバータユニットにおける前記インバータの入力ノードを前記リセット電位に設定す
る第２のリセットトランジスタとを有し、前記第１のリセットトランジスタによって前記
１段目のレジスタ段をリセットするタイミングと、前記第２のリセットトランジスタによ
って前記２段目以降のレジスタ段をリセットするタイミングとが異なることを特徴とする
。
【００１７】
　また、本発明の固体撮像装置は、２次元アレイ状に配置された複数個の光電変換素子と
、前記光電変換素子を行方向に走査する垂直シフトレジスタと、前記光電変換素子を列方
向に走査する水平シフトレジスタと、前記垂直シフトレジスタ又は前記水平シフトレジス
タの各レジスタ段をリセット電位に設定するリセット手段とを有する固体撮像装置におい
て、前記垂直シフトレジスタ又は前記水平シフトレジスタは、それぞれ、１段目のレジス
タ段と、前記１段目のレジスタ段に縦続接続された２段目以降のレジスタ段とを有し、各
前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと前記第１のスイッチに接続されたインバ
ータとを含むインバータユニットと、前記インバータの入力ノードと出力ノードとの間に
接続された第２のスイッチとを有しており、前記リセット手段は、前記１段目のレジスタ
段の前記インバータユニットにおける前記インバータの入力ノードを前記リセット電位に
設定する第１のリセットトランジスタと、前記２段目以降のレジスタ段の前記インバータ
ユニットにおける前記インバータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第２のリセ
ットトランジスタとを有し、前記第１のリセットトランジスタによって前記１段目のレジ
スタ段をリセットするタイミングと、前記第２のリセットトランジスタによって前記２段
目以降のレジスタ段をリセットするタイミングとが異なることを特徴とする。
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【００１８】
　また、本発明のシフトレジスタは、各レジスタ段をリセット電位に設定するリセット手
段を有するシフトレジスタにおいて、各前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと
前記第１のスイッチに接続されたインバータを含む第１のインバータユニットと、前記第
１のインバータユニットに接続された、第２のスイッチと前記第２のスイッチに接続され
たインバータを含む第２のインバータユニットとを有しており、前記リセット手段は、前
記１段目のレジスタ段の前記第１のインバータユニットにおける前記インバータの入力ノ
ードを前記リセット電位に設定する第１のリセットトランジスタと、前記２段目以降のレ
ジスタ段の前記第１のインバータユニットにおける前記インバータの入力ノードを前記リ
セット電位に設定する第２のリセットトランジスタとを有し、前記第１のリセットトラン
ジスタによって前記１段目のレジスタ段をリセットするタイミングと、前記第２のリセッ
トトランジスタによって前記２段目以降のレジスタ段をリセットするタイミングとが異な
ることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明のシフトレジスタは、各レジスタ段をリセット電位に設定するリセット手
段を有するシフトレジスタにおいて、各前記レジスタ段は、それぞれ、第１のスイッチと
前記第１のスイッチに接続されたインバータとを含むインバータユニットと、前記インバ
ータの入力ノードと出力ノードとの間に接続された第２のスイッチとを有しており、前記
リセット手段は、前記１段目のレジスタ段の前記インバータユニットにおける前記インバ
ータの入力ノードを前記リセット電位に設定する第１のリセットトランジスタと、前記２
段目以降のレジスタ段の前記インバータユニットにおける前記インバータの入力ノードを
前記リセット電位に設定する第２のリセットトランジスタとを有し、前記第１のリセット
トランジスタによって前記１段目のレジスタ段をリセットするタイミングと、前記第２の
リセットトランジスタによって前記２段目以降のレジスタ段をリセットするタイミングと
が異なることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、レジスタ段１段目と２段目以降のリセット手段を異なる構成にするこ
とにより、新たなパッド数やセンサピン数を増やすことなく、またシフトレジスタ１段目
をリセットしないことによる画素信号への影響も防ぐことができる。したがって、固体撮
像装置に備わるシフトレジスタの効果的なリセットを行うことができる。
【００２２】
　また、本発明は、各レジスタ段を所定電位に設定する手段を有するシフトレジスタにお
いて、レジスタ段１段目と２段目以降とで、前記手段を制御するタイミングが異なること
を特徴とする。
【００２３】
　これにより、制御ピン数を増やさずにレジスタ全段を効率的にリセット可能な、出力ば
らつきのないシフトレジスタを提供することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、発明を実施するための最良の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２５】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明に係るシフトレジスタを説明するための機能ブロック図である。まず、水
平シフトレジスタ２０１は図９の水平シフトレジスタ５０４に対応するもので、リセット
回路２０２はシフトレジスタ２０１をリセットするリセット回路である。リセット回路２
０２は後述するレジスタ段２段目以降のリセットＭＯＳトランジスタ５８に対応し、ＭＯ
Ｓトランジスタ２０３は後述するレジスタ段１段目のリセットＭＯＳトランジスタ５７に
対応する。なお、図１では水平シフトレジスタ２０１のみ記載しているが、本発明に係る
リセット手段は図９の垂直シフトレジスタ５０３にも適用することができる。
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【００２６】
　図２は本発明に係るレジスタ段１段目と２段目以降でリセット手段が異なるシフトレジ
スタの第１の実施形態を示す回路図である。このシフトレジスタは図９の垂直シフトレジ
スタ５０３、水平シフトレジスタ５０４にそれぞれ対応する。また、図２ではシフトレジ
スタ以外の構成は省略しているが、本発明に係る固体撮像装置のその他の構成は図９と同
様である。なお、画素の構成としては、図９に限ることなく様々な形態があることは言う
までもない。これは、以下の実施形態すべてにおいて同様である。
【００２７】
　図２において、レジスタ段１段目のシフトレジスタユニット５０は、第１のインバータ
ユニット５５と、第２のインバータユニット５６と、リセットＭＯＳトランジスタ５７と
で構成されている。第１のインバータユニット５５は、直列に接続した第１のスイッチ５
１及びインバータ５２で構成される。第２のインバータユニット５６は、直列に接続した
第２のスイッチ５３及びインバータ５４で構成される。リセットＭＯＳトランジスタ５７
は、第１のインバータ入力ノードとＧＮＤ電位の間に接続したＮチャネルＭＯＳトランジ
スタから成り、レジスタ段１段目に設けられている。
【００２８】
　また、レジスタ段２段目以降のシフトレジスタユニット５９は、第１のインバータユニ
ット５５と、第２のインバータユニット５６と、リセットＭＯＳトランジスタ５８とで構
成されている。リセットＭＯＳトランジスタ５８は、第１のインバータ入力ノードとＧＮ
Ｄ電位の間に接続したＮチャネルＭＯＳトランジスタから成り、レジスタ段２段目以降に
設けられている。
【００２９】
　第１のスイッチ５１の入力にはシフトレジスタのスタートパルスφSTが入力され、シフ
トレジスタ１段目のリセットＭＯＳトランジスタ５７のゲートにはリセットパルスφPUC

が入力される。シフトレジスタ２段目以降のリセットＭＯＳランジスタ５８のゲートには
シフトレジスタのスタートパルスφSTが入力される。
【００３０】
　このように構成されたレジスタ段１段目のシフトレジスタユニット５０及び２段目以降
のシフトレジスタユニット５９群を多段に縦続接続することで、シフトレジスタが構成さ
れている。このように構成されたシフトレジスタのリセット動作を図３のタイミングチャ
ートを参照しながら説明する。
【００３１】
　シフトレジスタを駆動するスタートパルスφSTのハイレベルがシフトレジスタに入力さ
れる前に、シフトレジスタ１段目をリセットさせる内部生成のパルスφPUCのハイレベル
が入力される。これにより、シフトレジスタ１段目のリセットＭＯＳトランジスタ５７が
オンし、シフトレジスタ１段目をＧＮＤ電位にリセットする。
【００３２】
　その後、スタートパルスφSTがハイレベル状態になった後、シフトレジスタ２段目以降
の各レジスタ段をリセットする。その際、レジスタ段２段目以降のリセットＭＯＳトラン
ジスタ５８がオンになった直後においては第１のスイッチはオフしており、仮に第１のス
イッチがオンした時にまだシフトレジスタ２段目以降においてリセットされていない状態
が考えられる。その場合でも、第２のスイッチがオフしているため、少なくともレジスタ
段２段目以降のリセット時に、第１のスイッチの出力においてローレベルとハイレベルが
ぶつかることはない。
【００３３】
　ここで、シフトレジスタ１段目をリセットするためのリセットパルスφPUCは電源投入
時のみパルスが入力されるようになっており、これは図４のような回路構成で生成される
。図４は電源投入時のみにハイレベルになり、それ以降ずっとローレベルになるパルスを
生成する回路構成の概略図である。リセットパルスφPUCをシフトレジスタ１段目のリセ
ットに用いる場合は、以下の様にすれば良い。すなわち、シフトレジスタの出力部をセン
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サの選択線もしくは出力線のＭＯＳトランジスタのゲートに接続する際に、シフトレジス
タの出力部のレジスタ段を１段ずらして、レジスタ段２段目以降のシフトレジスタの出力
部から用いる。これにより通常のセンサ動作を行うことができる。
【００３４】
　（第２の実施形態）
　図５は本発明に係るレジスタ段１段目と２段目以降でリセット手段が異なるシフトレジ
スタの第２の実施形態を示す回路図である。このシフトレジスタは図９の垂直シフトレジ
スタ５０３、水平シフトレジスタ５０４にそれぞれ対応する。また、図５ではシフトレジ
スタ以外の構成は省略しているが、本発明の固体撮像装置のその他の構成は図９と同様で
ある。
【００３５】
　図５において、レジスタ段１段目のシフトレジスタユニット６０は、第１のインバータ
ユニット６６と、第３のスイッチ６４と、リセットＭＯＳトランジスタ６８とで構成され
ている。第１のインバータユニット６６は、第１のスイッチ６１及びインバータ６２の２
段を直列に接続することで構成される。第３のスイッチ６４は、第１のスイッチ６１がオ
フした時に第１のインバータユニット６６内の電位を保持するためにフィードバック用と
して使用する。リセットＭＯＳトランジスタ６８は、インバータ入力ノードとＧＮＤ電位
の間に接続したＮチャネルＭＯＳトランジスタから成り、レジスタ段１段目に設けられる
。
【００３６】
　また、レジスタ段２段目以降のシフトレジスタユニット７０は、第２のインバータユニ
ット６７と、第４のスイッチ６５と、リセットＭＯＳトランジスタ６９とで構成されてい
る。第２のインバータユニット６７は、第２のスイッチ６３とインバータ６２の２段を直
列に接続することで構成される。第４のスイッチ６５は、第２のスイッチ６３がオフした
時に第２のインバータユニット６７内の電位を保持するためにフィードバック用として使
用する。リセットＭＯＳトランジスタ６９は、インバータ入力ノードとＧＮＤ電位の間に
接続したＮチャネルＭＯＳトランジスタから成り、レジスタ段２段目以降に設けられる。
【００３７】
　第１のスイッチ６１の入力にはシフトレジスタのスタートパルスφSTが入力される。シ
フトレジスタ１段目のリセットＭＯＳトランジスタ６８のゲートにはリセットパルスφPU

Cが入力される。シフトレジスタ２段目以降のリセットＭＯＳランジスタ６９のゲートに
は、シフトレジスタのスタートパルスφSTが入力される。
【００３８】
　このように構成されたレジスタ段１段目のシフトレジスタユニット６０及び２段目以降
のシフトレジスタユニット７０群を多段に縦続接続することで、シフトレジスタが構成さ
れている。このように構成されたシフトレジスタのリセット動作を図６のタイミングチャ
ートを参照しながら説明する。
【００３９】
　シフトレジスタを駆動するスタートパルスφSTのハイレベルがシフトレジスタに入力さ
れる前に、シフトレジスタ１段目をリセットさせる内部生成のパルスφPUCのハイレベル
が入力される。その結果、シフトレジスタ１段目のリセットＭＯＳトランジスタ６８がオ
ンし、シフトレジスタ１段目をＧＮＤ電位にリセットする。
【００４０】
　その後、スタートパルスφSTがハイレベル状態になった後、シフトレジスタ２段目以降
の各レジスタ段をリセットする。その際、レジスタ段２段目以降のリセットＭＯＳトラン
ジスタがオンになった直後においては第１のスイッチはオフしており、仮に第１のスイッ
チがオンした時にまだシフトレジスタ２段目以降においてリセットされていない状態が考
えられる。その場合でも、第２のスイッチがオフしているため、少なくともレジスタ段２
段目以降のリセット時に、第１のスイッチの出力においてローレベルとハイレベルがぶつ
かることはない。
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【００４１】
　（第３の実施形態）
　本発明に係るレジスタ段１段目と２段目以降でリセット手段が異なるシフトレジスタの
第３の実施形態の回路構成は図２及び図５に示すものと同様である。しかしながら、第３
の実施形態ではシフトレジスタ１段目に入力されるリセットパルス及び２段目以降に入力
されるリセットパルス、及びシフトレジスタのスタートパルスをセンサ内部で生成する回
路構成になっている。
【００４２】
　即ち、図２或いは図５のシフトレジスタに上述のようなパルスを生成するための回路を
付加するものである。また、本実施形態では、後述する図７の回路のみ示しているが、本
実施形態の固体撮像装置のその他の構成は図９と同様である。
【００４３】
　図７はその第３の実施形態を示す回路図である。図７において、４０はインバータユニ
ットであり、直列に接続したインバータ４１の２段接続で構成されている。インバータユ
ニット４０にはデータパルスφDATAが入力される。データパルスφDATAと、電源投入時の
みハイレベルになる図５で生成されるパルスφPUCのオアをとるＯＲ回路４３により生成
されるパルスφRが、シフトレジスタ１段目のリセットＭＯＳトランジスタのゲートに入
力されるリセットパルスになる。
【００４４】
　更に、データパルスφDATAの反転パルスと、データパルスをＤｅｌａｙ回路４２により
遅延させたパルスのアンドをとるＡＮＤ回路４４によりパルスφPSTが生成される。パル
スφPSTが、シフトレジスタ２段目以降のリセットＭＯＳトランジスタのゲートに入力さ
れるリセットパルス及びシフトレジスタを駆動するためのスタートパルスになる。このよ
うに構成された回路をシフトレジスタのリセットパルス発生回路に用いることで、シフト
レジスタ１段目のリセットパルスと２段目以降のリセットパルスは電源投入時のみならず
、シフトレジスタに再度スタートパルスが入る時にも自動的にリセットすることができる
。
【００４５】
　ここで、第１～第３の実施形態において、垂直シフトレジスタ及び水平シフトレジスタ
をリセットする場合には以下の場合などが考えられる。すなわち、電源投入時、又は垂直
シフトレジスタにおいて１フレーム分の信号出力が終了した時、もしくは水平シフトレジ
スタにおいて蓄積された信号電荷を水平期間に一走査分読み出した後、などが考えられる
。
【００４６】
　（第４の実施形態）
　図８は、上述のような本発明に係る固体撮像装置を用いたスチルカメラの一実施形態を
示すブロック図である。図中１０１はレンズのプロテクトとメインスイッチを兼ねたバリ
ア、１０２は被写体の光学像を固体撮像装置１０４に結像させるレンズ、１０３はレンズ
１０２を通った光量を可変するための絞りである。１０４はレンズ１０２で結像された被
写体を画像信号として取り込むための固体撮像装置である。固体撮像装置１０４は上述の
ような本発明の固体撮像装置に対応する。
【００４７】
　また、１０６は固体撮像装置１０４から出力される画像信号のアナログ－デジタル変換
を行うＡ／Ｄ変換器、１０７はＡ／Ｄ変換器１０６から出力された画像データに各種の補
正やデータ圧縮を行う信号処理部である。更に、１０８は、固体撮像装置１０４、撮像信
号処理回路１０５、Ａ／Ｄ変換器１０６、信号処理部１０７に各種タイミング信号を出力
するタイミング発生部である。
【００４８】
　更に、１０９は各種演算とスチルビデオカメラ全体を制御する全体制御・演算部、１１
０は画像データを一時的に記憶するためのメモリ部、１１１は記録媒体に記録又は読み出
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しを行うための記録媒体制御Ｉ／Ｆ（インターフェース）部である。更に、１１２は画像
データの記録又は読み出しを行うための半導体メモリ等の着脱可能な記録媒体、１１３は
外部コンピュータ等と通信するための外部Ｉ／Ｆ（インターフェース）部である。
【００４９】
　次に、本実施形態のスチルビデオカメラの撮影時の動作について説明する。まず、バリ
ア１０１がオープンされると、メイン電源がオンされ、次にコントロール系の電源がオン
し、更にＡ／Ｄ変換器１０６等の撮像系回路の電源がオンされる。それから、露光量を制
御するために、全体制御・演算部１０９は絞り１０３を開放にし、固体撮像装置１０４か
ら出力された信号はＡ／Ｄ変換器１０６でＡ／Ｄ変換された後、信号処理部１０７に入力
される。そのデータをもとに露出の演算を全体制御・演算部１０９で行う。
【００５０】
　この測光を行った結果により明るさを判断し、その結果に応じて全体制御・演算部１０
９は絞り１０３を制御する。
【００５１】
　次に、固体撮像装置１０４から出力された信号をもとに高周波成分を取り出し被写体ま
での距離の演算を全体制御・演算部１０９で行う。その後、レンズ１０２を駆動して合焦
か否かを判断し、合焦していないと判断した時は、再びレンズ１０２を駆動し、測距を行
う。そして、合焦が確認された後に本露光が始まる。
【００５２】
　露光が終了すると、固体撮像装置１０４から出力された画像信号はＡ／Ｄ変換器１０６
でＡ／Ｄ変換され、信号処理部１０７を通り全体制御・演算部１０９でメモリ部１１０に
書き込まれる。その後、メモリ部１１０に蓄積されたデータは、全体制御・演算部１０９
の制御により記録媒体制御Ｉ／Ｆ部１１１を通り半導体メモリ等の着脱可能な記録媒体１
１２に記録される。また、外部Ｉ／Ｆ部１１３を通り直接コンピュータ等に入力して画像
の加工を行っても良い。
【００５３】
　（第５の実施形態）
　図１４に基づいて、本発明の固体撮像装置をビデオカメラに適用した場合の一実施形態
について詳述する。
【００５４】
　図１４は、本発明の固体撮像素子をビデオカメラに適用した場合を示すブロック図で、
２０１は撮影レンズで焦点調節を行うためのフォーカスレンズ２０１Ａ、ズーム動作を行
うズームレンズ２０１Ｂ、結像用のレンズ２０１Ｃを備えている。
【００５５】
　２０２は絞り、２０３は撮像面に結像された被写体像を光電変換して電気的な撮像信号
に変換する本発明の固体撮像装置である。２０４は固体撮像素子２０３より出力された撮
像信号をサンプルホールドし、さらに、レベルをアンプするサンプルホールド回路（Ｓ／
Ｈ回路）であり、映像信号を出力する。
【００５６】
　２０５はサンプルホールド回路２０４から出力された映像信号にガンマ補正、色分離、
ブランキング処理等の所定の処理を施すプロセス回路で、輝度信号Ｙおよびクロマ信号Ｃ
を出力する。プロセス回路２０５から出力されたクロマ信号Ｃは、色信号補正回路２２１
で、ホワイトバランス及び色バランスの補正がなされ、色差信号Ｒ－Ｙ，Ｂ－Ｙとして出
力される。
【００５７】
　また、プロセス回路２０５から出力された輝度信号Ｙと、色信号補正回路２２１から出
力された色差信号Ｒ－Ｙ，Ｂ－Ｙは、エンコーダ回路（ＥＮＣ回路）２２４で変調され、
標準テレビジョン信号として出力される。そして、図示しないビデオレコーダ、あるいは
電子ビューファインダ等のモニタＥＶＦへと供給される。
【００５８】
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　次いで、２０６はアイリス制御回路で有り、サンプルホールド回路２０４から供給され
る映像信号に基づいてアイリス駆動回路２０７を制御する。その映像信号のレベルが所定
レベルの一定値となるように、絞り２０２の開口量を制御すべくｉｇメータ２０８を自動
制御するものである。
【００５９】
　２１３、２１４は、サンプルホールド回路２０４から出力された映像信号中より合焦検
出を行うために必要な高周波成分を抽出する異なった帯域制限のバンドパスフィルタ（Ｂ
ＰＦ）である。第一のバンドパスフィルタ２１３（ＢＰＦ１）、及び第二のバンドパスフ
ィルタ２１４（ＢＰＦ２）から出力された信号は、ゲート回路２１５及びフォーカスゲー
ト枠信号で各々でゲートされる。さらに、ピーク検出回路２１６でピーク値が検出されて
ホールドされると共に、論理制御回路２１７に入力される。
【００６０】
　この信号を焦点電圧と呼び、この焦点電圧によってフォーカスを合わせている。また、
２１８はフォーカスレンズ２０１Ａの移動位置を検出するフォーカスエンコーダ、２１９
はズームレンズ２０１Ｂの焦点距離を検出するズームエンコーダ、２２０は絞り２０２の
開口量を検出するアイリスエンコーダである。これらのエンコーダの検出値は、システム
コントロールを行う論理制御回路２１７へと供給される。
【００６１】
　論理制御回路２１７は、設定された合焦検出領域内に相当する映像信号に基づいて、被
写体に対する合焦検出を行い焦点調節を行う。即ち、各々のバンドパスフィルタ２１３、
２１４より供給された高周波成分のピーク値情報を取り込む。そしてさらに、高周波成分
のピーク値が最大となる位置へとフォーカスレンズ２０１Ａを駆動すべくフォーカス駆動
回路２０９にフォーカスモータ２１０の回転方向、回転速度、回転／停止等の制御信号を
供給し、これを制御する。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明に係るシフトレジスタを説明するための機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態を示す回路図である。
【図３】第１の実施形態の動作を説明するタイミングチャートである。
【図４】第１の実施形態に用いるシフトレジスタ１段目をリセットするためのリセットパ
ルスを生成する回路の一例を示す回路図である。
【図５】本発明の第２の実施形態を示す回路図である。
【図６】第２の実施形態の動作を説明するタイミングチャートである。
【図７】本発明の第３の実施形態を示す回路図である。
【図８】本発明の固体撮像装置を用いたカメラの一実施形態を示すブロック図である。
【図９】従来例のＸＹアドレス型固体撮像装置を示すブロック図である。
【図１０】従来例のシフトレジスタを示す回路図である。
【図１１】図１０のシフトレジスタのリセット動作を説明するタイミングチャートである
。
【図１２】従来例のシフトレジスタのリセット手段を示す回路図である。
【図１３】図１２のシフトレジスタのリセット動作を説明するタイミングチャートである
。
【図１４】本発明の固体撮像装置を用いたビデオカメラの一実施形態を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
【００６３】
　　　　３１　フォトダイオード
　　　　３２　転送ＭＯＳトランジスタ
　　　　３３　増幅ＭＯＳトランジスタ
　　　　３４　リセットＭＯＳトランジスタ
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　　　　３５　選択ＭＯＳトランジスタ
　　　　３６　列選択ＭＯＳトランジスタ
　　　　４０　インバータユニット
　　　　４１　インバータ
　　　　４２　Ｄｅｌａｙ回路
　　　　４３　ＯＲ回路
　　　　４４　ＡＮＤ回路
　　　　５０　レジスタ段１段目のシフトレジスタユニット
　　　　５１　第１のスイッチ
　　　　５２　インバータ
　　　　５３　第２のスイッチ
　　　　５４　インバータ
　　　　５５　第１のインバータユニット
　　　　５６　第２のインバータユニット
　　　　５７　レジスタ段１段目のリセットＭＯＳトランジスタ
　　　　５８　レジスタ段２段目以降のリセットＭＯＳトランジスタ
　　　　５９　レジスタ段２段目以降のシフトレジスタユニット
　　　　６０　レジスタ段１段目のシフトレジスタユニット
　　　　６１　第１のインバータ
　　　　６２　インバータ
　　　　６３　第２のスイッチ
　　　　６４　第３のスイッチ
　　　　６５　第４のスイッチ
　　　　６６　第１のインバータユニット
　　　　６７　第２のインバータユニット
　　　　６８　レジスタ段１段目のリセットＭＯＳトランジスタ
　　　　６９　レジスタ段２段目以降のリセットＭＯＳトランジスタ
　　　　７０　レジスタ段２段目以降のシフトレジスタユニット
　　　　１０１　バリア
　　　　１０２　レンズ
　　　　１０３　絞り
　　　　１０４　固体撮像装置
　　　　１０５　撮像信号処理回路
　　　　１０６　Ａ／Ｄ変換器
　　　　１０７　信号処理部
　　　　１０８　タイミング発生部
　　　　１０９　全体制御・演算部
　　　　１１０　メモリ部
　　　　１１１　記録媒体制御Ｉ／Ｆ部
　　　　１１２　記録媒体
　　　　１１３　外部Ｉ／Ｆ部
　　　　５０３　垂直シフトレジスタ
　　　　５０４　水平シフトレジスタ
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