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(57)【要約】
【課題】ノイズによる画質劣化を低減する。
【解決手段】固体撮像装置１は、受光した光を信号電圧
に変換する複数の単位画素２と、信号電圧をデジタル信
号に変換する列ＡＤ変換回路１７とを備え、列ＡＤ変換
回路１７は、信号電圧と電圧値が漸次変化する参照信号
電圧との大小を比較する電圧比較部１５と、画素のリセ
ットレベルの信号電圧である基準信号成分に対して、電
圧比較部１５の比較結果が変化するまでの時間をダウン
カウント及びアップカウントの一方によりカウントし、
画素が受光した光量に対応する信号電圧である画素信号
成分と基準信号成分とが重畳された重畳信号成分に対し
て、比較部の比較結果が変化するまでの時間をダウンカ
ウント及びアップカウントの他方によりカウントするア
ップダウンカウンタ＆データ記憶部１６とを有し、電圧
比較部１５は、切り替え可能な複数の周波数帯域特性を
有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行列状に配置され、受光した光を信号電圧に変換する複数の画素と、
　前記信号電圧をデジタル信号に変換する列ＡＤ変換部とを備える固体撮像装置であって
、
　前記列ＡＤ変換部は、
　前記信号電圧と電圧値が漸次変化する参照信号電圧との大小を比較する比較部と、
　前記画素のリセットレベルの前記信号電圧である基準信号成分に対して、前記比較部の
比較結果が変化するまでの時間をダウンカウント及びアップカウントの一方によりカウン
トし、前記画素が受光した光量に対応する前記信号電圧である画素信号成分と前記基準信
号成分とが重畳された重畳信号成分に対して、前記比較部の比較結果が変化するまでの時
間をダウンカウント及びアップカウントの他方によりカウントするアップダウンカウント
部とを有し、
　前記比較部は、切り替え可能な複数の周波数帯域特性を有し、
　前記固体撮像装置は、さらに、
　前記複数の周波数帯域特性のうち一の周波数帯域特性を選択し、前記比較部の周波数帯
域特性を、前記一の周波数帯域特性に切り替えさせる帯域選択部と、
　複数の動作モードを識別する動作モード判定部とを備え、
　前記帯域選択部は、前記動作モード判定部の判定結果に応じて、前記一の周波数帯域特
性を選択する
　固体撮像装置。
【請求項２】
　前記動作モード判定部は、異なる画素で変換された複数の信号電圧を加算する動作であ
る画素信号加算動作を含む複数の動作モードを識別し、
　前記帯域選択部は、
　前記画素信号加算動作を含む少なくとも一つの動作モードでは、第１周波数帯域特性を
選択し、
　前記画素信号加算動作を含まない少なくとも一つの動作モードでは、前記第１周波数帯
域特性より狭い第２周波数帯域特性を選択する
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記画素は、前記信号電圧を出力するための増幅トランジスタを有し、
　前記動作モード判定部は、前記複数の画素の各増幅トランジスタを同時に複数個導通さ
せることによる画素信号平均動作を含む複数の動作モードを識別し、
　前記帯域選択部は、
　前記画素信号平均動作を含まない少なくとも一つの動作モードでは、第１周波数帯域特
性を選択し、
　前記画素信号平均動作を含む少なくとも一つの動作モードでは、前記第１周波数帯域特
性より狭い第２周波数帯域特性を選択する
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記動作モード判定部は、動画撮影モード、及び、静止画撮影モードの少なくとも一方
を含む複数の動作モードを識別し、
　前記帯域選択部は、
　前記動画撮影モードでは、第１周波数帯域特性を選択し、
　前記静止画撮影モードでは、前記第１周波数帯域特性より狭い第２周波数帯域特性を選
択する
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記固体撮像装置は、さらに、内部クロックを生成するタイミング制御回路を備え、
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　前記動作モード判定部は、前記タイミング制御回路に備わる
　請求項１～４のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記比較部は、
　前記信号電圧と前記参照信号電圧とを比較する比較回路と、
　前記比較回路と前記アップダウンカウント部との間の接続点に接続された容量と、
　前記容量に直列接続され、前記比較回路の出力と前記容量との導通及び非導通を制御す
るスイッチとを有し、
　前記スイッチの導通及び非導通を切り替えることによって、周波数帯域特性を切り替え
る
　請求項１～５のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記比較部は、
　前記信号電圧と前記参照信号電圧とを比較する差動比較回路と、
　前記差動比較回路の一方の差動出力に一端が接続された容量と、
　前記差動比較回路の他方の差動出力と前記容量の他端との導通及び非導通を制御するス
イッチとを有し、
　前記スイッチの導通及び非導通を切り替えることによって、周波数帯域特性を切り替え
る
　請求項１～５のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記比較部は、さらに、
　前記スイッチの非導通状態である遮断時に、前記容量の電荷をプリチャージするプリチ
ャージ部を有する
　請求項６又は７に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の固体撮像装置を備える
　撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置及びそれを備える撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＯＳイメージセンサのＡＤ変換として、徐々に変化するアナログ値の参照信号電圧を
発生し、参照信号電圧と信号電圧との大小関係が変化するまでの時間情報からデジタル信
号値を得る、いわゆるシングルスロープ型ＡＤ変換回路が用いられている。
【０００３】
　以下、図９を用いて、列毎にシングルスロープ型ＡＤ変換回路を備える特許文献１に記
載された従来の固体撮像装置の構成について説明する。
【０００４】
　図９より、固体撮像装置１００１は、入射光量に応じた信号を出力する受光素子（電荷
生成部の一例）を含む単位画素１００３が行列状に複数個配列された（すなわち２次元マ
トリクス状に配置された）画素アレイ１０１０を有し、各単位画素１００３からは信号電
圧が出力される。固体撮像装置１００１では、アナログデジタル変換部（ＡＤＣ：Ａｎａ
ｌｏｇ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）が単位画素１００３の列毎に設けられて
いる。
【０００５】
　具体的には、固体撮像装置１００１は、画素アレイ１０１０の外側に設けられた、垂直
走査回路１０１４、タイミング制御回路１０２０及び水平走査回路１０１２を有する駆動
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制御部と、列毎に配された列ＡＤ回路１０２５を有する列処理部１０２６と、列処理部１
０２６にＡＤ変換用の複数の参照信号電圧Ｖｒｅｆ１、Ｖｒｅｆ２を供給する参照電圧生
成部１０２７とを備えている。
【０００６】
　列ＡＤ回路１０２５は、電圧比較部１２５２と、カウンタ＆データ記憶部１２５４と、
ＡＤ変換選択回路１２５３と、スイッチ１２５５と、スイッチ１２５６と、容量１２５７
とを備えている。
【０００７】
　駆動制御部は、画素アレイ１０１０の信号を順次読み出すための制御回路機能を備えて
いる。例えば、駆動制御部は、列アドレスや列走査を制御する水平走査回路（列走査回路
）１０１２と、行アドレスや行走査を制御する垂直走査回路（行走査回路）１０１４と、
内部クロックを生成するなどの機能を持つタイミング制御回路１０２０とを備えている。
【０００８】
　単位画素１００３は、行選択のための行制御線１０１５を介して垂直走査回路１０１４
と、列信号線１０１９を介して列処理部１０２６と接続されている。ここで、行制御線１
０１５は垂直走査回路１０１４から単位画素１００３に入る配線全般を示す。
【０００９】
　水平走査回路１０１２は、列選択のための水平制御線１０１６を介して列処理部１０２
６からカウント値を水平信号線（図示しない）へ読み出す読出走査部の機能を持つ。
【００１０】
　水平走査回路１０１２や垂直走査回路１０１４は、例えばデコーダを含んで構成され、
タイミング制御回路１０２０から与えられる制御信号に応答して走査を開始するようにな
っている。垂直走査回路１０１４は、画素アレイ１０１０の行を選択し、その行に必要な
パルスを供給するものである。水平走査回路１０１２は、列処理部１０２６の列ＡＤ回路
１０２５を順番に選択し、その信号を水平信号線（水平出力線）に導くものである。なお
、水平信号線は、例えば列ＡＤ回路１０２５が取り扱うビット数ｎ（自然数）分、例えば
１０（＝ｎ）ビットならば、そのビット数分に対応して１０本配置される。
【００１１】
　また、単位画素１００３から出力された画素信号は、列毎に、列信号線１０１９を介し
て、列処理部１０２６の列ＡＤ回路１０２５に供給される。列処理部１０２６の各列ＡＤ
回路１０２５は、１列分の単位画素１００３のアナログ信号を受けて、そのアナログ信号
を処理する。
【００１２】
　ここで、列処理部１０２６におけるＡＤ変換処理としては、行単位で並列に供給される
アナログ信号を、列毎に設けられた列ＡＤ回路１０２５を使用して、行毎に並列にＡＤ変
換する方法が採られる。この際には、シングルスロープ積分型（あるいはランプ信号比較
型）のＡＤ変換の手法が使用される。
【００１３】
　シングルスロープ積分型のＡＤ変換では、変換開始から参照信号電圧Ｖｒｅｆ１，２と
処理対象信号電圧とが一致するまでの時間に基づいて、アナログの処理対象信号がデジタ
ル信号に変換される。この仕組みとしては、原理的には、コンパレータ（電圧比較器）に
ランプ状の参照信号電圧Ｖｒｅｆ１，２を供給するとともにクロック信号でのカウント（
計数）を開始し、列信号線１０１９を介して入力されたアナログの画素信号を参照信号電
圧Ｖｒｅｆ１，２と比較することによって一致結果を示すパルス信号が得られるまでのク
ロック数をカウンタ＆データ記憶部１２５４によって、カウントすることでＡＤ変換を行
う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２０１１－４１０９１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　特許文献１に示された従来技術の固体撮像装置は、ＡＤ変換処理の際、ＡＤ変換選択回
路１２５３によって判断される画素信号の信号レベルに応じて、列毎にスイッチ１２５５
と、スイッチ１２５６とを切り替えることで、画素信号の信号レベルが大きい場合には、
傾きの急な（つまり、量子化誤差の大きい）参照信号電圧Ｖｒｅｆ１を用いると同時に、
容量１２５７による電圧比較部１２５２の周波数帯域制限を行わず（つまり、高速な）ノ
イズを抑制しないＡＤ変換を行う。一方、画素信号の信号レベルが小さい場合には、傾き
の緩い（つまり、量子化誤差の小さい）参照信号電圧Ｖｒｅｆ２を用いると同時に、容量
１２５７による電圧比較部１２５２の周波数帯域制限を行った（つまり、低速な）ノイズ
を抑制したＡＤ変換を行う。
【００１６】
　このように、従来技術の固体撮像装置は、ＡＤ変換の高速化と電圧比較部の周波数帯域
制限による低ノイズ化を図っている。
【００１７】
　その一方で、特許文献１に示された従来技術の固体撮像装置は、ＡＤ変換回路として、
画素からの「基準信号」（画素信号読み出し前の画素のリセットレベル）に対して、ダウ
ンカウントモードでＡＤ変換を行い、画素からの「画素信号＋基準信号」（画素信号読み
出し後の画素信号レベル）に対して、アップカウントモードでＡＤ変換を行い、２回のＡ
Ｄ変換値の差分信号を得る（「画素信号＋基準信号」－「基準信号」を得る）ことで、画
素信号のＡＤ変換値を得る相関サンプリング動作については考慮されていない。
【００１８】
　つまり、いわゆるアップダウンカウントによる相関サンプリング動作を行うことにより
、画素部のリセット動作に伴うＫＴＣノイズや、ＡＤ変換遅延のばらつきによる縦線等、
様々な固定パターンノイズ、および、主に低周波数の１／ｆノイズ起因のランダムノイズ
をキャンセルすることについては考慮されておらず、何ら知見も示されていない。
【００１９】
　また、従来技術の固体撮像装置では、画素信号の信号レベルに応じて、電圧比較部の周
波数帯域を切り替えるため、１回目の「基準信号」に対してのＡＤ変換時点では、画素信
号の信号レベルが不明であり、２回目の「画素信号＋基準信号」に対してのＡＤ変換と１
回目の「基準信号」に対してのＡＤ変換とを、同一の周波数帯域、および、同一の参照信
号傾きで動作させることができない。したがって、相関サンプリング動作をした場合であ
っても、固定パターンノイズをキャンセルすることが困難である。
【００２０】
　また、「画素信号＋基準信号」に対してのＡＤ変換を１回目に行う場合、１回目のＡＤ
変換時点で、画素信号の信号レベルを判断することはできるが、１回目のＡＤ変換と、２
回目のＡＤ変換とにおいて、「基準信号」が同一ではないため、リセット動作に伴うＫＴ
Ｃノイズが異なる。したがって、相関サンプリング動作をした場合であっても、固定パタ
ーンノイズをキャンセルすることが困難である。
【００２１】
　以上のことから、従来技術に示された固体撮像装置は、アップダウンカウントを用いた
相関サンプリング動作による固定パターンノイズのキャンセル機能と、電圧比較部の周波
数帯域制限によるノイズ抑制を両立させることができない。つまり、ノイズにより画質が
劣化するという課題を有する。
【００２２】
　前記課題に鑑み、本発明は、ノイズによる画質劣化を低減できる固体撮像装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
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　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る固体撮像装置は、行列状に配置され
、受光した光を信号電圧に変換する複数の画素と、前記信号電圧をデジタル信号に変換す
る列ＡＤ変換部とを備える固体撮像装置であって、前記列ＡＤ変換部は、前記信号電圧と
電圧値が漸次変化する参照信号電圧との大小を比較する比較部と、前記画素のリセットレ
ベルの前記信号電圧である基準信号成分に対して、前記比較部の比較結果が変化するまで
の時間をダウンカウント及びアップカウントの一方によりカウントし、前記画素が受光し
た光量に対応する前記信号電圧である画素信号成分と前記基準信号成分とが重畳された重
畳信号成分に対して、前記比較部の比較結果が変化するまでの時間をダウンカウント及び
アップカウントの他方によりカウントするアップダウンカウント部とを有し、前記比較部
は、切り替え可能な複数の周波数帯域特性を有し、前記固体撮像装置は、さらに、前記複
数の周波数帯域特性のうち一の周波数帯域特性を選択し、前記比較部の周波数帯域特性を
、前記一の周波数帯域特性に切り替えさせる帯域選択部と、複数の動作モードを識別する
動作モード判定部とを備え、前記帯域選択部は、前記動作モード判定部の判定結果に応じ
て、前記一の周波数帯域特性を選択する。
【００２４】
　すなわち、本発明の一態様に係る固体撮像装置は、行列状に配置され、受光した光を信
号電圧に変換する複数の画素と、前記信号電圧をデジタル信号に変換する列ＡＤ変換部と
を備え、前記列ＡＤ変換部は、前記信号電圧と電圧値が漸次変化する参照信号電圧との大
小を比較する比較部と、前記画素のリセットレベルの前記信号電圧である基準信号成分に
対して、前記比較部の比較結果が変化するまでの時間をダウンカウント及びアップカウン
トの一方によりカウントし、前記画素が受光した光量に対応する前記信号電圧である画素
信号成分と前記基準信号成分とが重畳された重畳信号成分に対して、前記比較部の比較結
果が変化するまでの時間をダウンカウント及びアップカウントの他方によりカウントする
アップダウンカウント部とを有し、前記比較部は、切り替え可能な複数の周波数帯域特性
を有する。
【００２５】
　これにより、各列で同一の参照信号電圧を使用することにより変換ゲインを均一化でき
る。その結果、変換ゲインが均一であるという前提で定められているホワイトバランスゲ
インからのずれがなくなるので、着色による色ノイズの発生を低減できる。また、比較部
の周波数帯域特性の切り替えにより、ランダムノイズの抑制が可能となる。
【００２６】
　このように、本発明の一態様に係る固体撮像装置は、ノイズによる画質劣化を低減でき
る。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る固体撮像装置は、ノイズによる画質劣化を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る固体撮像装置の全体構成を示すブロック図である
。
【図２】図２は、単位画素の詳細な構成を示す回路図である。
【図３Ａ】図３Ａは、電圧比較部の詳細な構成の一例を示す回路図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、電圧比較部の周波数帯域特性を示すグラフである。
【図４】図４は、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５】図５は、第２の実施形態に係る固体撮像装置の全体構成を示すブロック図である
。
【図６】図６は、第２の実施形態の変形例１を説明するために単位画素の出力インピーダ
ンスを表した回路図である。
【図７Ａ】図７Ａは、ビデオカメラの一例を示す外観図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、デジタルスチルカメラの一例を示す外観図である。



(7) JP 2017-92998 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

【図８】図８は、第３の実施形態に係る撮像装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図９】図９は、従来技術の固体撮像装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、各実施形態及び変形例について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００３０】
　なお、以下で説明する各実施形態及び変形例は、いずれも包括的または具体的な例を示
すものである。以下の実施形態で示される数値、形状、構成要素、構成要素の配置位置及
び接続形態、などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施形
態及び変形例における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない
構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００３１】
　（第１の実施形態）
　本実施形態に係る固体撮像装置は、ダウンカウント期間中に比較部の周波数特性を狭帯
域に選択し、アップカウント期間中にダウンカウント期間と同一の周波数帯域を選択する
ことで、相関サンプリング動作による固定パターンノイズ抑制と、比較部における周波数
帯域制限によるランダムノイズ抑制と、アップカウント開始前及びダウンカウント開始前
の期間で比較部の周波数特性を広帯域に選択することでＡＤ変換処理の高速化を実現する
。
【００３２】
　以下、図面を参照しながら、第１の実施形態に係る固体撮像装置の構成及び動作につい
て説明する。
【００３３】
　図１は、本実施形態に係る固体撮像装置１の全体構成を示すブロック図であり、画素ア
レイ３と、垂直走査回路４と、行制御線５と、複数の列信号線６と、読み出し電流源群７
と、ＡＤ変換部８と、水平信号線９と、水平走査回路１０と、水平制御線１１と、出力回
路１２と、タイミング制御部１３と、参照信号生成部１４と、帯域選択部２０とを備える
。なお、図１に示す各機能ブロックは、画素アレイ３から見て、片側のみに配置されてい
るが、画素アレイ３の両側に配置される構成であってもよい。
【００３４】
　画素アレイ３は、行列状に配置された複数の単位画素２を備え、単位画素２は、受光し
た光を光電変換して信号電圧に変換する。具体的には、単位画素２は、単位画素２のリセ
ットレベルの信号電圧である基準信号成分Ｖｒｓｔと、単位画素２が受光した光量に対応
する信号電圧である画素信号成分Ｖｓｉｇに対して基準信号成分が重畳された信号電圧で
ある重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇを出力する。
【００３５】
　垂直走査回路４は、タイミング制御部１３から出力される信号に従って、行制御線５を
順次アクティブにすることで、単位画素２の行を順次選択して垂直走査を行う。選択され
た行の信号電圧は、列毎に設けられた列信号線６と読み出し電流源群７によりＡＤ変換部
８へ伝送される。
【００３６】
　複数の列信号線６は、単位画素２の列に対応して設けられ、対応する列の単位画素２よ
り出力された信号電圧を伝達する。
【００３７】
　読み出し電流源群７は、画素アレイ３の各列に対応する読み出し電流源を備え、列信号
線６に出力された信号電圧をＡＤ変換部８へ出力する。
【００３８】
　ＡＤ変換部８は、画素アレイ３から出力された信号電圧をＡＤ変換することによりデジ
タル信号に変換する。このＡＤ変換部８は、具体的には、列信号線６に対応して設けられ
、対応する列信号線６により伝達された信号電圧をデジタル信号に変換する、複数の列Ａ
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Ｄ変換回路１７を有する。
【００３９】
　各列ＡＤ変換回路１７は、信号電圧と電圧値が漸次変化する参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅ
との大小を比較する電圧比較部１５と、単位画素２のリセットレベルの信号電圧である基
準信号成分Ｖｒｓｔに対して、電圧比較部１５の比較結果が変化するまでの時間をダウン
カウントによりカウントし、単位画素２が受光した光量に対応する信号電圧である重畳信
号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対して、電圧比較部１５の比較結果が変化するまでの時間を
アップカウントによりカウントするアップダウンカウンタ＆データ記憶部１６とを有し、
電圧比較部１５は、切り替え可能な、狭帯域の周波数特性及び広帯域の周波数特性を有す
る。なお、列ＡＤ変換回路１７は、列ＡＤ変換部の一例である。
【００４０】
　水平信号線９は、ＡＤ変換部８から出力されたデジタル信号を出力回路１２へ伝送する
。
【００４１】
　水平走査回路１０は、タイミング制御部１３から出力される信号に従って、水平制御線
１１を順次アクティブにすることで、列ＡＤ変換回路１７の列を順次選択して水平走査を
行う。選択された列のデジタル信号は、上述の水平信号線９に出力される。
【００４２】
　出力回路１２は、水平信号線９を介して伝送されたデジタル信号値を固体撮像装置１の
外部に出力する。出力回路１２として好適にはＬＶＤＳ等の高速伝送回路が用いられるが
、デジタル信号値を出力可能な出力手段であれば出力回路１２の出力方式・回路・構成は
特に制限されるものではなく、またシリアル出力・パラレル出力の種別や、その出力ポー
ト数なども特に制限されるものではない。
【００４３】
　タイミング制御部１３は、各処理部の動作タイミングを制御する回路であり、具体的に
は、垂直走査回路４に対して行制御線５をアクティブにするタイミングを制御したり、水
平走査回路１０に対して水平制御線１１をアクティブにするタイミングを制御したりする
。また、参照信号生成部１４に対して参照信号Ｖｓｌｏｐｅを生成させるタイミングを制
御したり、帯域選択部２０に対して帯域選択信号Ｆ＿ＳＥＬの生成タイミングを制御した
りする。
【００４４】
　参照信号生成部１４は、タイミング制御部１３の制御に応じて、ＡＤ変換部８における
ＡＤ変換用の参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅを生成し、各列ＡＤ変換回路１７へ同一の参照信
号電圧Ｖｓｌｏｐｅを出力する。
【００４５】
　帯域選択部２０は、タイミング制御部１３の制御に応じて、列ＡＤ変換回路１７が有す
る電圧比較部１５の周波数帯域特性を選択し、選択した周波数帯域特性を示す信号である
帯域選択信号Ｆ＿ＳＥＬを各列ＡＤ変換回路１７へ出力する。具体的には、電圧比較部１
５の周波数帯域特性として、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６における基準信号
成分Ｖｒｓｔ及び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対するカウント期間では狭周波数帯
域特性（以下、狭帯域特性と記載する場合がある）を選択し、当該カウント期間以外では
広周波数帯域特性（以下、広帯域特性と記載する場合がある）を選択する。
【００４６】
　以上のように、本実施形態に係る固体撮像装置１は、行列状に配置され、受光した光を
信号電圧に変換する複数の単位画素２と、信号電圧をデジタル信号に変換する列ＡＤ変換
回路１７とを備え、列ＡＤ変換回路１７は、信号電圧と電圧値が漸次変化する参照信号電
圧Ｖｓｌｏｐｅとの大小を比較する電圧比較部１５と、単位画素２のリセットレベルの信
号電圧である基準信号成分Ｖｒｓｔに対して、電圧比較部１５の比較結果が変化するまで
の時間をダウンカウントによりカウントし、単位画素２が受光した光量に対応する信号電
圧である画素信号成分Ｖｓｉｇと基準信号成分Ｖｒｓｔとが重畳された重畳信号成分Ｖｒ
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ｓｔ＋Ｖｓｉｇに対して、電圧比較部１５の比較結果が変化するまでの時間をアップカウ
ントによりカウントするアップダウンカウンタ＆データ記憶部１６とを有し、電圧比較部
１５は、切り替え可能な狭帯域の周波数特性及び広帯域の周波数特性を有する。なお、電
圧比較部１５、及び、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６は、それぞれ、比較部、
及び、アップダウンカウント部に相当する。
【００４７】
　これにより、各列で同一の参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅを使用することにより変換ゲイン
を均一化できる。その結果、変換ゲインが均一であるという前提で定められているホワイ
トバランスゲインからのずれがなくなるので、着色による色ノイズの発生を低減できる。
また、電圧比較部１５の周波数帯域特性の切り替えにより、ランダムノイズの抑制が可能
となる。
【００４８】
　このように、本実施形態に係る固体撮像装置１は、ノイズによる画質劣化を低減できる
。
【００４９】
　次に、本実施形態に係る固体撮像装置１の詳細な構成について説明する。
【００５０】
　図２は、図１に示す固体撮像装置１の単位画素２の詳細な構成を示す回路図である。単
位画素２は、いわゆる４トランジスタ型の単位画素であり、フォトダイオード（画素）３
０と、転送トランジスタ３１と、増幅トランジスタ３２と、選択トランジスタ３３と、リ
セットトランジスタ３４とを備えている。なお、同図には、ｍ行目の単位画素２及びｍ＋
１行目の単位画素２と、これら単位画素２の列に対応して設けられた列信号線６及び読み
出し電流源７ａが示されている。
【００５１】
　また、ｍ行目の行制御線５としてリセット信号線ＲＳＴ＿ｍと、画素選択信号線ＳＥＬ
＿ｍと、電荷転送信号線ＴＲＧ＿ｍとが垂直走査回路４からｍ行目の単位画素２へ供給さ
れる。同列に配された複数の単位画素２からの出力は、列毎に設けられた列信号線６にて
共通接続され、列信号線６毎に設けられた読み出し電流源７ａと、選択トランジスタ３３
が導通した行の増幅トランジスタ３２とによってソースフォロアが構成される。つまり、
増幅トランジスタ３２は、信号電圧を列ＡＤ変換回路１７へ出力するためのトランジスタ
である。
【００５２】
　なお、図示した単位画素２の構成は一例であり、単位画素２は、選択トランジスタ３３
が無い、いわゆる３トランジスタ型の単位画素であってもよく、単位画素２を構成する各
トランジスタは、ＮＭＯＳトランジスタ及びＰＭＯＳトランジスタのいずれであってもよ
い。また、列信号線６が、一つの列に対して複数本存在してもよい。
【００５３】
　また、フォトダイオード３０からの信号電圧を列信号線６へ出力できる構成であれば、
単位画素２の構成に制限されるものではない。例えば、図２の単位画素２は、一つのフォ
トダイオード３０に対して、一つの転送トランジスタ３１と、一つの増幅トランジスタ３
２と、を備える、いわゆる１画素１セル構成を例示したが、複数のフォトダイオード３０
に対して、転送トランジスタ３１と、増幅トランジスタ３２と、を共用する、いわゆる多
画素１セル構成であってもよい。さらに、読み出し電流源７ａについても、その構成に制
限されるものではなく、読み出し電流源７ａは抵抗性の負荷手段（抵抗素子やトランジス
タのオン抵抗）を用いてもよい。
【００５４】
　ｍ行目の単位画素２においては、まず、リセット信号線ＲＳＴ＿ｍによってリセットト
ランジスタ３４が導通することで、増幅トランジスタ３２のゲート部電圧、いわゆるフロ
ーティングディフュージョン部の電圧がリセットされる。続いて、画素選択信号線ＳＥＬ
＿ｍによって選択トランジスタ３３が導通し、フローティングディフュージョン部のリセ
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ット後の電圧は、ｍ行目の単位画素２のリセットレベルの電圧Ｖｒｓｔ（基準信号成分）
として、増幅トランジスタ３２を介して列信号線６へ出力され、後段のＡＤ変換部８へ供
給されてＡＤ変換される。
【００５５】
　また、フォトダイオード３０は、露光時間中に受光した光を光電変換して得られる電荷
を蓄積する。所定の露光時間終了後に、電荷転送信号線ＴＲＧ＿ｍによってｍ行目の単位
画素２において、転送トランジスタ３１が導通し、フォトダイオード３０の蓄積電荷がフ
ローティングディフュージョン部へ転送される。転送された電荷は、ｍ行目の単位画素２
のリセットレベルの電圧Ｖｒｓｔに受光光量に応じたｍ行目の信号レベルの電圧Ｖｓｉｇ
を重畳した電圧（Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇ）（基準信号成分＋画素信号成分）として、増幅ト
ランジスタ３２を介して列信号線６へ出力され、後段のＡＤ変換部８へ供給されてＡＤ変
換される。
【００５６】
　これにより、ＡＤ変換部８では、２度のＡＤ変換の結果により生じる信号の差分を抽出
する、いわゆる相関サンプリング動作をすることで、受光光量に応じたｍ行目の単位画素
２の信号レベルを得ることができる。つまり、単位画素２のリセットレベルの信号電圧で
ある基準信号成分Ｖｒｓｔと、単位画素２の受光光量に対応する信号電圧である画素信号
成分Ｖｒｓｔと基準信号成分Ｖｓｉｇとが重畳された重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇと
の差分を抽出する相関サンプリング動作によって、画素信号成分Ｖｓｉｇを得ることがで
きる。
【００５７】
　また、フローティングディフュージョン部のリセット動作に伴って発生し、リセットレ
ベルの電圧である基準信号成分Ｖｒｓｔに含まれるＫＴＣノイズや、列ごとのＡＤ変換遅
延のばらつきによる縦線等、様々な固定パターンノイズ、および、主に低周波数の１／ｆ
ノイズ起因のランダムノイズを、相関サンプリング動作によって、キャンセルすることが
できる。なお、相関サンプリング動作においては、キャンセル動作を有効に行うため、リ
セットレベルに対してのＡＤ変換動作と、画素信号レベルに対してのＡＤ変換動作の、ぞ
れぞれのＡＤ変換動作において、同じ応答速度と周波数帯域特性による駆動方法で動作さ
せることができる。
【００５８】
　なお、上述した駆動方法に限定されるものではなく、ｍ行目の単位画素２のリセットレ
ベルの電圧Ｖｒｓｔと、ｍ行目のリセットレベルの電圧Ｖｒｓｔに受光光量に応じたｍ行
目の信号レベルの電圧Ｖｓｉｇを重畳した電圧（Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇ）とをＡＤ変換部８
へ供給し、相関サンプリング動作が有効に行える駆動方法であればよい。
【００５９】
　また、本実施形態では、ＡＤ変換部８へ入力される信号をサンプルホールドするための
サンプルホールド手段が設けられてもよい。この場合は、ＡＤ変換部８の変換動作と、単
位画素２から列信号線６への信号読み出しとを並列動作させる、いわゆるパイプライン化
が可能となり、固体撮像装置１としてフレームレートを向上させることができる。
【００６０】
　また、本実施形態では、単位画素２の出力からＡＤ変換部８の入力へ至る信号経路に、
ＡＧＣ（Ａｕｔｏ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）等の信号増幅手段、いわゆる列アンプを
備えてもよい。この場合は、ＡＤ変換部８へ入力される信号の信号レベルを大きくするこ
とが可能となり、その結果、ＡＤ変換における入力換算Ｓ／Ｎを良化させ、固体撮像装置
１として画質を向上させることができる。なお、その列アンプは、定電流性の負荷をソー
ス接地増幅回路で駆動する、いわゆるシングルエンドのインバータアンプが好ましいが、
信号増幅手段であればこの構成に制限されるものではなく、差動増幅回路等の増幅手段が
用いられてもよい。
【００６１】
　次に、ＡＤ変換部８の構成とＡＤ変換動作について説明する。
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【００６２】
　図１より、ＡＤ変換部８は、シングルスロープ型ＡＤ変換回路であって、列毎に設けら
れた列ＡＤ変換回路１７によって、各列の列信号線６に出力された複数の信号電圧を同時
にデジタル信号に変換する。
【００６３】
　列ＡＤ変換回路１７は、電圧比較部１５と、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６
とを備える。電圧比較部１５は、周波数帯域特性を切り替える機能を有し、固体撮像装置
１は、電圧比較部１５の周波数帯域特性を、駆動タイミングに応じて選択する帯域選択部
２０を備える。
【００６４】
　参照信号生成部１４は、時間経過と共に徐々に変化する参照信号電圧（ランプ波形信号
電圧）Ｖｓｌｏｐｅを生成する。参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅは、滑らかなスロープ状の波
形であっても階段状の波形であってもよく、ある傾きで推移する波形であればその波形は
特に制限されるものではない。参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅの傾きも、同様に正負のいずれ
であってもよい。参照信号生成部１４は、ＤＡＣ（デジタルアナログコンバータ）に増加
もしくは減少するコード値を与えＤＡＣ出力をフィルタリングすることでも、容量素子を
用いて積分動作を成さしめることでも構成できるが、ある傾きで推移する波形を生成でき
る参照信号生成部１４であればその構成は特に制限されるものではない。ただし、各列で
変換ゲインを同一とするためには、同一の参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅを、各列の列ＡＤ変
換回路１７へ供給する。
【００６５】
　電圧比較部１５は、列信号線６に出力されデジタル信号に変換される信号電圧と、電圧
比較部１５へ入力され漸次変化する参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅとの大小を比較する。
【００６６】
　なお、その電圧比較部１５は、列信号線６の信号電圧と参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅとを
比較でき、かつ、周波数帯域特性を切り替えることができるものであれば、その構成は特
に制限されるものではない。例えば、よく知られるオフセットキャンセル機能を備えた差
動比較器以外にも、いわゆる、チョッパコンパレータ等で構成された差動比較器も用いる
ことができる。
【００６７】
　アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６は、電圧比較部１５が比較を開始してから電
圧比較部１５の比較結果が変化するまでの時間、つまり列信号線６の信号電圧と、参照信
号電圧Ｖｓｌｏｐｅとの大小関係が変化するまで（電圧比較部１５の出力が反転するまで
）の時間をカウントすることでＡＤ変換を行う。つまり、アップダウンカウンタ＆データ
記憶部１６は、比較を開始してから信号電圧と参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅとの大小関係が
変化するまで入力されるクロックＣＫをカウントすることによりＡＤ変換を行う。ＡＤ変
換終了後、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６は、デジタル信号値（カウント値）
を保持する。このＡＤ変換は、リセットレベルの電圧Ｖｒｓｔと、リセットレベルＶｒｓ
ｔに受光光量に応じた信号レベル電圧Ｖｓｉｇを重畳した電圧（Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇ）と
に対して、ダウンカウントと、アップカウントと、で計２度行われ、その差分情報より単
位画素２の信号レベルが得られる。
【００６８】
　つまり、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６は、単位画素２のリセットレベルの
信号電圧である基準信号成分Ｖｒｓｔと、単位画素２の受光光量に対応する信号電圧であ
る画素信号成分Ｖｓｉｇと基準信号成分Ｖｒｓｔとが重畳された重畳信号成分Ｖｓｉｇ＋
Ｖｒｓｔとの差分を抽出する相関サンプリング動作によって、画素信号成分Ｖｓｉｇを得
る。
【００６９】
　帯域選択部２０は、相関サンプリングを有効に動作させ、かつ、ノイズを抑制するため
に、アップカウント期間とダウンカウント期間で、狭帯域かつ同一の周波数帯域特性を選
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択するための帯域選択信号Ｆ＿ＳＥＬを出力し、ＡＤ変換動作を高速化するために、アッ
プダウンカウント開始前の期間で、広帯域の周波数帯域特性を選択するための帯域選択信
号Ｆ＿ＳＥＬを出力する。
【００７０】
　つまり、帯域選択部２０は、タイミング制御部１３の制御に応じて、列ＡＤ変換回路１
７が有する電圧比較部１５の周波数帯域特性を選択し、電圧比較部１５の周波数帯域特性
を選択した周波数帯域特性に切り替えさせる。具体的には、帯域選択部２０は、アップダ
ウンカウンタ＆データ記憶部１６における基準信号成分Ｖｒｓｔ及び重畳信号成分Ｖｒｓ
ｔ＋Ｖｓｉｇに対するカウント期間では狭帯域特性を選択し、当該カウント期間以外では
広帯域特性を選択する。
【００７１】
　これにより、周波数帯域制限によるノイズ抑制をカウント期間に限定し、その他の動作
期間で高速動作を優先することができる。具体的には、電圧比較部１５の周波数帯域特性
を狭くする（周波数帯域制限をする）と、ランダムノイズを抑制することができる。一方
、電圧比較部１５の周波数帯域特性を広くするとＡＤ変換を高速に行うことができる。し
たがって、相関サンプリング動作による固定パターンノイズ抑制と、電圧比較部１５の周
波数帯域特性の切り替えによるランダムノイズ抑制と、ＡＤ変換の高速化とを実現するこ
とが可能となる。
【００７２】
　なお、帯域選択部２０は、基準信号成分Ｖｒｓｔ及び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇ
に対するカウント期間の一部の期間において狭帯域特性を選択し、基準信号成分Ｖｒｓｔ
及び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対するカウント開始前の一部の期間において、広
帯域特性を選択してもよい。
【００７３】
　次に、図３Ａ及び図３Ｂを用いて電圧比較部１５の詳細を説明する。図３Ａは、電圧比
較部１５の詳細な構成の一例を示す回路図であり、図３Ｂは、電圧比較部１５の周波数帯
域特性を示すグラフである。
【００７４】
　まず、図３Ａに示すように、電圧比較部１５は、差動比較回路４０と、オフセットキャ
ンセル容量４６ａ、４６ｂとを備え、この差動比較回路４０は、オフセットキャンセルス
イッチ４１ａ、４１ｂと、容量４２と、スイッチ４３と、プリチャージ部４４とを備える
。なお、プリチャージ部４４はなくてもよいが、プリチャージ部を備えると、後述のよう
に更にＡＤ変換の高速化ができる。
【００７５】
　この電圧比較部１５は、オートゼロ動作の制御信号ＺＥＲＯによって、オフセットキャ
ンセルスイッチ４１ａ、４１ｂを導通させることで、差動比較回路４０の動作点を設定し
、差動比較回路４０のオフセット電圧をオフセットキャンセル容量４６ａ、４６ｂに保持
させることで、オフセットをキャンセルした比較動作、いわゆるオートゼロ動作を備えた
比較動作を行う。
【００７６】
　また、電圧比較部１５は、帯域選択部２０からの帯域選択信号Ｆ＿ＳＥＬに応じて、周
波数帯域特性を切り替えることができる。
【００７７】
　具体的には、電圧比較部１５は、帯域選択部２０からの帯域選択信号Ｆ＿ＳＥＬに応じ
て、スイッチ４３の導通を制御し、容量４２の接続を制御する。その容量４２の接続状態
によって、その周波数帯域特性が異なる。つまり、スイッチ４３の導通及び非導通を切り
替えることにより、容量４２の接続状態を切り替える。その結果、電圧比較部１５の周波
数帯域特性が切り替わる。
【００７８】
　例えば、図３Ｂに示すように、容量４２を差動比較回路４０の差動出力間に接続した場
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合には、周波数帯域特性は狭帯域となる。一方、容量４２を差動比較回路４０の差動出力
間から切断した場合には、周波数帯域特性は広帯域となる。つまり、帯域選択部２０によ
りスイッチ４３が導通状態とされた場合に、電圧比較部１５の周波数帯域特性は狭帯域と
なり、帯域選択部２０によりスイッチ４３が非導通状態とされた場合に、電圧比較部１５
の周波数帯域特性は広帯域となる。
【００７９】
　このように、電圧比較部１５は、信号電圧と参照信号電圧とを比較する差動比較回路４
０と、差動比較回路４０の一方の差動出力に一端が接続された容量４２と、差動比較回路
４０の他方の差動出力と容量４２の他端との導通及び非導通を制御するスイッチ４３とを
有し、スイッチ４３の導通及び非導通を切り替えることによって、周波数帯域特性を切り
替える。
【００８０】
　これにより、例えば、接地又は電源と、電圧比較部１５の出力との間に容量が挿入され
た場合と比較して、同一容量値で、より狭い周波数帯域特性を実現することができる。
【００８１】
　ここで、本実施形態に係る固体撮像装置１は、電圧比較部１５の周波数帯域特性を狭帯
域に設定した場合には、入力される画素からの信号に対して、相対的にノイズを抑制する
ことができる。つまり、電圧比較部１５の周波数帯域特性を広帯域に設定した場合と比較
して、ノイズを抑制することができる。
【００８２】
　よって、帯域選択部２０が、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６における基準信
号成分Ｖｒｓｔ及び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対するカウント期間では狭帯域特
性を選択することにより、列ＡＤ変換回路１７における相関サンプリング動作において、
固定パターンノイズを抑制することができる。
【００８３】
　一方、周波数帯域特性を広帯域に設定した場合には、相対的に比較動作の応答を高速化
、すなわち、ＡＤ変換動作を高速化することができる。つまり、電圧比較部１５の周波数
帯域特性を狭帯域に設定した場合と比較して、電圧比較部１５における比較動作の応答を
高速化できるので、列ＡＤ変換回路１７におけるＡＤ変換動作を高速化できる。
【００８４】
　よって、帯域選択部２０が、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６における基準信
号成分Ｖｒｓｔ及び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対するカウント期間以外の期間で
は広帯域特性を選択することにより、列ＡＤ変換回路１７におけるＡＤ変換を高速化でき
る。
【００８５】
　このように、電圧比較部１５は、帯域選択部２０から出力された帯域選択信号Ｆ＿ＳＥ
Ｌに応じて、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６における基準信号成分Ｖｒｓｔ及
び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対するカウント期間では狭帯域特性を選択し、当該
カウント期間以外では広帯域特性を選択する。
【００８６】
　これにより、アップダウンカウントを用いた相関サンプリング動作によって固定パター
ンノイズを抑制できるとともに、ＡＤ変換を高速化できる。
【００８７】
　また、電圧比較部１５は、スイッチ４３を遮断させた場合に、容量４２の一端をプリチ
ャージするプリチャージ部４４を有する。つまり、電圧比較部１５は、スイッチ４３の非
導通状態である遮断時に、容量４２の電荷をプリチャージするプリチャージ部４４を有す
る。
【００８８】
　これにより、電圧比較部１５の周波数帯域特性が広帯域特性から狭帯域特性に遷移する
際、すなわち、容量４２を切断から接続に遷移させる際に、接続前後の容量４２の電位差
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による過渡応答遅延を回避できる。つまり、プリチャージ部４４が、接続前後の容量４２
の電位差を小さくするべく、容量４２の電位をプリチャージすることができる。また、接
続直前の差動比較回路４０の出力電圧と同一の電圧、すなわちスイッチ４３を導通するこ
とで容量４２に供給される電圧と同一の電圧を、容量４２にプリチャージすることができ
る。
【００８９】
　言い換えれば、本実施形態では、電圧比較部１５の周波数帯域特性が広帯域の場合、図
３ＡにてＣｎｏｄｅで示すノードの電圧を、ＣＯＵＴ１の電圧と同一の電圧にプリチャー
ジできる。すなわち、差動比較回路４０の帯域を決定する容量４２の導通・切断を制御す
る側の端子の電圧を、容量４２の切断によって、広帯域の周波数帯域特性を選択している
期間中、プリチャージ部４４によって、接続先ＣＯＵＴ１と同一の電圧にプリチャージす
る。これにより、図３Ａに示すＣｎｏｄｅの電圧は、帯域選択部２０の出力信号Ｆ＿ＳＥ
Ｌにより、周波数帯域特性を切り替える前後で、電圧の変化が発生せず、容量４２の切断
に伴ったノイズの混入や、応答遅延を抑制し、更なるＡＤ変換の高速化を行うことができ
る。
【００９０】
　なお、図３Ａを用いて説明した周波数帯域特性の切り替え手段は、一例であり、帯域選
択部２０からの帯域選択信号Ｆ＿ＳＥＬに応じて、周波数帯域特性が切り替え可能であれ
ば、その構成を限定せず、例えば、差動比較回路４０の出力と接地間に接続され、その接
続を制御可能な周波数帯域特性の切り替え手段であってもよい。
【００９１】
　言い換えると、電圧比較部１５は、信号電圧と参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅとを比較する
差動比較回路４０と、差動比較回路４０とアップダウンカウンタ＆データ記憶部１６との
間の接続点に接続された容量と、容量に直列接続され、差動比較回路４０の出力と容量と
の導通及び非導通を制御するスイッチとを有し、スイッチの導通及び非導通を切り替える
ことによって、周波数帯域特性を切り替えてもよい。
【００９２】
　これにより、例えば、電圧比較部１５のバイアス電流と出力寄生容量とで、周波数帯域
特性を切り替える場合と比較して、精度良く、容易に、電圧比較部１５の周波数帯域特性
を切り替えることができる。
【００９３】
　このように、本実施形態に係る固体撮像装置１は、リセットレベル（すなわち基準信号
）の比較のための参照信号スイープ時と、リセットレベルと信号レベルを重畳した電圧（
すなわち、基準信号＋画素信号）の比較のための参照信号スイープ時とにおいて、帯域選
択部２０からの帯域選択信号Ｆ＿ＳＥＬを介して、差動比較回路４０の周波数帯域特性を
狭帯域（切り替え可能な電圧比較部１５の複数の周波数帯域特性から、最も広帯域な周波
数帯域特性以外の周波数帯域特性）に設定し、参照信号スイープ開始前、すなわち、アッ
プダウンカウンタ＆データ記憶部１６によるカウントの開始前の期間において、差動比較
回路４０の周波数帯域特性を広帯域に設定することが特徴である。
【００９４】
　次に、本実施形態に係る固体撮像装置１の動作タイミングを用いて、発明の詳細を更に
説明する。図４は、固体撮像装置１の動作を示すタイミングチャートである。
【００９５】
　同図には、列信号線６を介して電圧比較部１５に入力される信号電圧ＶＳＩＧと、参照
信号生成部１４で生成された参照信号Ｖｓｌｏｐｅと、電圧比較部１５のオートゼロ動作
を制御するための制御信号ＺＥＲＯと、帯域選択部２０で選択された帯域を示す信号Ｆ＿
ＳＥＬと、容量４２の一端の電圧（ノードＣｎｏｄｅの電圧）ｃｎｏｄｅと、差動比較回
路４０の出力端の電圧ＣＯＵＴ１と、電圧比較部１５の出力端の電圧ＣＯＵＴ２と、アッ
プダウンカウンタ＆データ記憶部１６におけるカウント値とのタイミングが示されている
。なお、帯域選択部２０は、電圧比較部１５の周波数帯域特性として、狭帯域特性を選択
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したときにはＦ＿ＳＥＬをハイ、広帯域特性を選択したときにはＦ＿ＳＥＬをローとする
。
【００９６】
　まず、時刻ｔ０～ｔ１において、オートゼロ動作の制御信号ＺＥＲＯによって、差動比
較回路４０の動作点を設定する。この動作点を設定する期間（以下、動作点設定期間と記
載）中は、単位画素２からは列信号線６を介して、差動比較回路４０にリセットレベルＶ
ｒｓｔが供給されているが、ＡＤ変換動作を行っていないため、ノイズを抑制する必要は
ない。つまり、差動比較回路４０の周波数帯域特性を狭帯域に設定する必要はない。逆に
、差動比較回路４０の周波数帯域特性を狭帯域に設定してしまうと、差動比較回路４０の
出力電圧ＣＯＵＴ１が動作点電圧に収束するまでの時間、すなわち、動作点設定期間が長
くなる。
【００９７】
　そこで、本実施形態に係る固体撮像装置１では、差動比較回路４０の動作点設定期間中
を含む、参照信号スイープ開始前の期間で、帯域選択部２０の出力信号Ｆ＿ＳＥＬによっ
て、差動比較回路４０の周波数帯域特性を広帯域に設定する。
【００９８】
　つまり、帯域選択部２０は、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント開始前の期間にお
いて、広帯域特性を選択する。
【００９９】
　これにより、差動比較回路４０の動作点設定期間を含むＡＤ変換に係る全体の時間を短
縮し、ＡＤ変換の高速化を行う。
【０１００】
　なお、図４では、差動比較回路４０の出力を確実に初期の極性に固定するため、時刻ｔ
２～ｔ３において、参照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅに初期電圧を付加する。ここで、付加した
初期電圧に対して、差動比較回路４０の出力電圧ＣＯＵＴ１が応答する時間も、差動比較
回路４０の周波数帯域特性によって、影響される。よって、本実施形態では、参照信号電
圧Ｖｓｌｏｐｅにオフセットを付加した期間（時刻ｔ２～ｔ３）においても、差動比較回
路４０の周波数帯域特性を広帯域に設定する。これにより、更にＡＤ変換に係る全体の時
間を短縮し、ＡＤ変換の高速化を行うことができる。つまり、帯域選択部２０は、時刻ｔ
２～ｔ３の参照信号初期化期間において、広帯域特性を選択する。
【０１０１】
　次に、時刻ｔ３において、リセットレベル（すなわち基準信号成分Ｖｒｓｔ）の比較の
ための参照信号スイープを開始し、同時に、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６に
よるカウント（図４ではダウンカウント）を開始することで、シングルスロープ型のＡＤ
変換を行う。このとき、帯域選択部２０は、出力信号Ｆ＿ＳＥＬをハイにすることによっ
て、差動比較回路４０の周波数帯域特性を狭帯域に設定する。つまり、帯域選択部２０は
、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間（時刻ｔ３～ｔ４）において、狭帯域特性
を選択し、電圧比較部１５の周波数帯域特性を狭帯域特性に切り替えさせる。
【０１０２】
　このことにより、差動比較回路４０による帯域抑制効果を得ることができ、ランダム性
のノイズ成分を抑制することで、低ノイズのＡＤ変換を実現できる。
【０１０３】
　また、リセットレベルに対してのＡＤ変換の後、リセットレベルと信号レベルを重畳し
た電圧Ｖｓｉｇ＋Ｖｒｓｔに対して、ＡＤ変換を行う。このため、一旦、参照信号Ｖｓｌ
ｏｐｅを初期電圧に戻す必要があり、その際、差動比較回路４０の出力電圧ＣＯＵＴ１も
初期電圧に収束する。
【０１０４】
　よって、時刻ｔ４～ｔ５において、参照信号Ｖｓｌｏｐｅに初期電圧を付加する。上述
したように、付加した初期電圧に対して、差動比較回路４０の出力電圧ＣＯＵＴ１が応答
する時間は、差動比較回路４０の周波数帯域特性によって影響される。そこで、本実施形
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態では、リセットレベルに対してのＡＤ変換の後、帯域選択部２０の出力信号Ｆ＿ＳＥＬ
によって、差動比較回路４０の周波数帯域特性を広帯域に設定し、差動比較回路４０の出
力電圧ＣＯＵＴ１の収束を高速化することで、ＡＤ変換の高速化を行える。つまり、帯域
選択部２０は、時刻ｔ４～ｔ５の参照信号初期化期間において、広帯域特性を選択し、電
圧比較部１５の周波数帯域特性を広帯域特性に切り替えさせる。
【０１０５】
　また、時刻ｔ４において、参照信号Ｖｓｌｏｐｅを初期電圧に戻すと同時に、単位画素
２からは列信号線６を介して、差動比較回路４０にリセットレベルと信号レベル（すなわ
ち画素信号成分Ｖｓｉｇ）とを重畳した電圧Ｖｓｉｇ＋Ｖｒｓｔが供給される。
【０１０６】
　その後、時刻ｔ５において、参照信号Ｖｓｌｏｐｅのスイープを開始し、同時に、アッ
プダウンカウンタ＆データ記憶部１６によるカウント（図４ではアップカウント）を開始
することで、シングルスロープ型のＡＤ変換を行う。このとき、アップダウンカウンタ＆
データ記憶部１６によるカウントの方向を、リセットレベルのＡＤ変換時と異ならしめる
ことによって、リセットレベルと信号レベルを重畳した電圧Ｖｓｉｇ＋Ｖｒｓｔから、リ
セットレベルＶｒｓｔを減算する動作を行うことに相当する。その結果、信号レベルＶｓ
ｉｇに対してのＡＤ変換結果を得ることができる。本動作を一般に、相関サンプリングと
呼び、画素部のリセット動作に伴うＫＴＣノイズや、ＡＤ変換遅延のばらつきによる縦線
等、様々な固定パターンノイズ、および、主に低周波数の１／ｆノイズ起因のランダムノ
イズを抑制できる。
【０１０７】
　すなわち、本実施形態では、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６によるアップカ
ウントと、ダウンカウントとにおいて、差動比較回路４０の周波数帯域特性を同一の狭帯
域特性とすることで、相関サンプリングの効果を最大限に得ることができる。
【０１０８】
　つまり、帯域選択部２０は、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間において、複
数の周波数帯域特性のうち、狭周波数帯域特性を選択し、かつ、重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋
Ｖｓｉｇに対するカウント期間において、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間に
選択した周波数帯域特性と実質的に同一の狭周波数帯域特性を選択する。
【０１０９】
　これにより、相関サンプリング動作による固定パターンノイズ抑制と、電圧比較部１５
の周波数帯域特性の切り替えによるランダムノイズ抑制とを両立することが可能となる。
つまり、ノイズによる画質劣化をより低減できる。
【０１１０】
　なお、帯域選択部２０は、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間の一部の期間に
おいて、狭周波数帯域特性を選択し、かつ、重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対するカ
ウント期間の一部の期間において、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間に選択し
た周波数帯域特性と実質的に同一の狭周波数帯域特性を選択してもよい。
【０１１１】
　なお、本実施形態では、アップカウントとダウンカウントの周波数帯域特性差による相
関サンプリングの効果不足に起因した固定パターンノイズとランダムノイズ増加が、固体
撮像装置１として許容できる範囲であれば、実質的に同一の狭帯域特性とみなすことがで
きる。
【０１１２】
　なお、本発明は、図４で示したダウンカウントとアップカウントが逆となる、すなわち
、リセットレベルＶｒｓｔ（すなわち基準信号）の比較のための参照信号スイープを開始
し、同時に、アップダウンカウンタ＆データ記憶部１６によるアップカウントを行い、参
照信号Ｖｓｌｏｐｅを初期電圧に戻すと同時に、画素からは列信号線６を介して、差動比
較回路４０にリセットレベルと信号レベルを重畳した電圧Ｖｓｉｇ＋Ｖｒｓｔが供給され
、その後、参照信号Ｖｓｌｏｐｅのスイープを開始し、同時に、アップダウンカウンタ＆
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データ記憶部１６によるダウンカウントを行ってもよい。
【０１１３】
　以上図面を用いて説明したように、本実施形態に係る固体撮像装置は、両ＡＤ変換動作
中に、同一、かつ、狭帯域の周波数帯域特性を選択することで、相関サンプリングを有効
に動作させ、かつ、差動比較回路によるノイズ抑制効果を最大化することで、ランダムノ
イズと固定パターンノイズを最大限に抑制することができる。
【０１１４】
　言い換えると、本実施形態に係る固体撮像装置１は、行列状に配置され、受光した光を
信号電圧に変換する複数の単位画素２と、信号電圧をデジタル信号に変換する列ＡＤ変換
回路１７とを備え、列ＡＤ変換回路１７は、信号電圧と電圧値が漸次変化する参照信号電
圧Ｖｓｌｏｐｅとの大小を比較する電圧比較部１５と、単位画素２のリセットレベルの信
号電圧である基準信号成分Ｖｒｓｔに対して、電圧比較部１５の比較結果が変化するまで
の時間をダウンカウントによりカウントし、単位画素２が受光した光量に対応する信号電
圧である画素信号成分Ｖｓｉｇと基準信号成分Ｖｒｓｔとが重畳された重畳信号成分Ｖｓ
ｉｇ＋Ｖｒｓｔに対して、電圧比較部１５の比較結果が変化するまでの時間をアップカウ
ントによりカウントするアップダウンカウンタ＆データ記憶部１６とを有し、電圧比較部
１５は、切り替え可能な、狭周波数帯域特性及び広周波数帯域特性を有する。
【０１１５】
　これにより、アップダウンカウントを用いた相関サンプリング動作による固定パターン
ノイズが抑制できる。また、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間、及び、重畳信
号成分Ｖｓｉｇ＋Ｖｒｓｔに対するカウント期間以外の期間には広周波数帯域特性に切り
替えることにより、カウント期間以外に要する時間を短縮することが可能となる。
【０１１６】
　更に、アップカウントによりカウントする期間と、ダウンカウントによりカウントする
期間とで、同一の周波数帯域特性を選択する。これにより、両ＡＤ変換における変換遅延
を揃えることになり、相関サンプリングによるキャンセル効果を最大化して、縦線ノイズ
等の少ない高画質画像を得ることができる。
【０１１７】
　また、参照信号のスイープを開始する前の期間で、広帯域の周波数帯域特性を選択する
。
【０１１８】
　これにより、ＡＤ変換結果のノイズ特性に寄与しない部分の高速化を行い、ＡＤ変換全
体の高速化を行う。特に参照信号Ｖｓｌｏｐｅの電圧値が大きく変化する部分で、広帯域
の周波数帯域特性を選択することは、差動比較回路の高速化効果も大きく、ＡＤ変換時間
の短縮による高速化、および、固体撮像装置１としてのフレームレートの向上や連写枚数
の向上を実現できる。
【０１１９】
　さらに、従来技術の固体撮像装置では、電圧比較部の帯域制限時と非制限時とで、大き
く変換時間を異ならせないため、傾きが異なる複数の参照信号電圧が必須となる。仮に、
単一の参照信号電圧を用いた場合には、狭い周波数帯域を選択した列のＡＤ変換時間が支
配的となり、広い周波数帯域を画素信号レベルに応じて選択する必要はない。
【０１２０】
　また、片方の参照信号電圧＝他方の参照信号電圧×２倍の傾きを有する複数の参照信号
電圧を用いた場合、参照信号電圧の傾き差による設計値２倍のゲイン差が存在するため、
画像としてＡＤ変換ゲインを揃えるためには、カウントクロックの周波数調整、もしくは
、ＡＤ変換後のデジタル演算等によって、変換ゲイン差を換算することが必要である。
【０１２１】
　しかしながら、複数の参照信号電圧を使用する場合、全く同じ回路構成の参照信号生成
部を用いたとしても、ＡＤ変換ゲイン、すなわち参照信号電圧の傾きが設計値と完全同一
とはならず、仮に理想的には２倍の傾き差を有する複数の参照信号電圧であっても、現実
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の参照信号電圧は、例えば、２．１倍の傾き差を有する。この場合、２倍の傾き差を前提
とした変換ゲイン差異の換算動作では、ゲイン差異を換算しきれず、使用した参照信号電
圧毎にＡＤ変換ゲインが異なり、同一の変換ゲインを前提としたホワイトバランスゲイン
からずれることで、着色による色ノイズを招き、画質として致命的な劣化を招く。このゲ
インのずれによる画質劣化は、信号の大きさに応じて、固定パターン的に出現するノイズ
成分となるため、回路的な（ランダム）ノイズとは異なり、非常に大きな画質課題となる
。
【０１２２】
　これに対し、本実施形態に係る固体撮像装置１は、各列の信号電圧に対して、単一の参
照信号電圧Ｖｓｌｏｐｅを用いることで、列間のゲイン差異の問題を回避することができ
る。列間のゲイン差異がなくなることで、ＡＤの変換ゲインは、各列・各画素で同一であ
るという前提の中で定まるホワイトバランスゲインからのずれがなくなり、着色や色ノイ
ズといった画質劣化の少ない高画質画像を得ることができる。
【０１２３】
　すなわち、本実施形態に係る固体撮像装置１は、ＡＤ変換の高速化と、ランダムノイズ
・固定パターンノイズ両面の低ノイズ化を、高い次元で両立させることができる。
【０１２４】
　（第２の実施形態）
　以下、図面を参照しながら、第２の実施形態に係る固体撮像装置の構成及び動作につい
て、第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１２５】
　本実施形態に係る固体撮像装置は、第１の実施形態に係る固体撮像装置１と比較して、
ほぼ同様の構成を有するが、モード制御信号が入力され、帯域選択部２０を通じて、電圧
比較部１５の周波数帯域特性を選択するモード判定回路を有し、モードに応じた周波数帯
域特性の選択を行う点が異なる。
【０１２６】
　図５は、本実施形態に係る固体撮像装置の全体構成を示すブロック図である。なお、図
１と同様の要素については同一の符号を用いる。
【０１２７】
　図５より、固体撮像装置２０１は、モード判定回路５０を除いて、第１の実施形態に係
る固体撮像装置１と同じ構成を有している。また、モード判定回路５０は、入力されるモ
ード制御信号毎に、指令されたモードが画素信号加算動作を含むモードか否か、を判定し
、画素信号加算動作を含むモードの場合に、帯域選択部２０を通じて、電圧比較部１５の
周波数帯域特性として広周波数帯域特性を選択し、画素信号加算動作を含まないモードの
場合に、電圧比較部１５の周波数帯域特性として狭周波数帯域特性を選択する。
【０１２８】
　なお、本実施形態において、広周波数帯域特性は第３の周波数帯域特性に相当し、狭周
波数帯域特性は第４の周波数帯域特性に相当する。
【０１２９】
　入力されるモード制御信号は、例えば、ＨＤ動画モードや、静止画モードといったモー
ドの内容を指定する。いくつかのモードでは、画素の信号を、画素数分出力するのではな
く、水平垂直各２画素、計４画素の信号を加算して出力するといった画素信号加算動作を
行う。
【０１３０】
　一般的に、画素信号加算動作では、例えば、４画素加算であれば、信号量は４倍になる
が、ランダム性のノイズ成分は、平方根での増分に留まるため、ノイズ量は２倍となる。
したがって、ＳＮ比としては、加算を行わない場合と比べて、２倍改善することになる。
【０１３１】
　そこで、本実施形態に係る固体撮像装置２０１は、画素信号加算動作を含まないモード
の場合には、電圧比較部１５の周波数帯域特性を狭帯域とすることによるノイズ削減を最
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大限に実施し、一方、画素信号加算動作を含むモードの場合には、画素信号加算動作によ
るノイズ削減効果が存在するため、電圧比較部１５の周波数帯域特性を相対的に広帯域と
することによるＡＤ変換の高速化を実施し、低ノイズ化と動作速度を両立させる。
【０１３２】
　すなわち、本実施形態に係る固体撮像装置２０１は、第１の実施形態に係る固体撮像装
置１と同様に、基準信号成分と重畳信号成分とに対する両ＡＤ変換動作中に、同一、かつ
、狭帯域の周波数帯域特性を選択することで、相関サンプリングを有効に動作させ、かつ
、差動比較回路によるノイズ抑制効果を最大化することで、ランダムノイズ・固定パター
ンノイズを最大限に抑制するとともに、本実施形態では更に画素信号加算動作を含むモー
ドの場合に、電圧比較部１５の周波数帯域特性を相対的に広帯域とすることによるＡＤ変
換の高速化を実施し、低ノイズ化と動作速度を両立させることができる。
【０１３３】
　以上のように、本実施形態に係る固体撮像装置２０１は、第１の実施形態に係る固体撮
像装置１と比較して、さらに、異なる単位画素２で変換された複数の信号電圧を加算する
動作である画素信号加算動作を含む複数のモードを識別するモード判定回路５０を備え、
帯域選択部２０は、モード判定回路５０の判定結果に応じて、画素信号加算動作を含む少
なくとも一つのモードでは広周波数帯域特性を選択し、画素信号加算動作を含まない少な
くとも一つのモードでは狭周波数帯域特性を選択する。
【０１３４】
　これにより、画素信号加算動作によってランダムノイズが抑制される動作モードでは、
周波数帯域制限によるノイズ抑制よりも、高速動作を優先し、画素信号加算動作がなくラ
ンダムノイズが抑制されない動作モードでは、周波数帯域制限によるノイズ抑制を優先す
ることができる。
【０１３５】
　（第２の実施形態の変形例１）
　本変形例に係る固体撮像装置は、第２の実施形態に係る固体撮像装置２０１と比較して
、ほぼ同様の構成を有するが、動作モードが異なる。以下、本変形例について、第２の実
施形態に係る固体撮像装置２０１と異なる点を中心に説明する。
【０１３６】
　図６は、本変形例の理解を容易とするため、単位画素２の増幅トランジスタ３２の出力
インピーダンスＲｏを表した図である。
【０１３７】
　本変形例に係る固体撮像装置は、画素平均動作を含む複数のモードのいずれかを示すモ
ード制御信号が入力され、帯域選択部２０を通じて、電圧比較部１５の周波数帯域特性を
選択するモード判定回路５０を有し、モードに応じた周波数帯域特性の選択を行う。
【０１３８】
　本変形例に係る固体撮像装置は、画素信号平均動作では、例えば、ｍ行目の増幅トラン
ジスタ３２と、選択トランジスタ３３と、ｍ＋１行目の増幅トランジスタ３２と、選択ト
ランジスタ３３と、を同時に導通させ、２行分の基準信号、もしくは、画素信号を平均し
た信号を、同一の列信号線６へ出力する。つまり、複数の単位画素２の増幅トランジスタ
３２を同時に複数個導通させることによる画素信号平均動作が行われる。
【０１３９】
　ここで、読み出し電流源７ａを複数個の増幅トランジスタ３２で共有する場合、通常で
あれば、片方の増幅トランジスタで出力電圧が決定されるが、イメージセンサで使用され
る増幅トランジスタ３２は、画素ピッチに格納するため、サイズが小さくなり、出力イン
ピーダンスＲｏが大きくなる。また、増幅トランジスタ３２のゲートがフローティングで
駆動されているため、ゲート・ソース間の容量成分で、ソースからゲートへ信号がフィー
ドバックされる。また、増幅トランジスタ３２を同時に複数個導通させた場合、抵抗分割
、容量分割の作用によって、画素信号平均動作が行われる。
【０１４０】
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　この動作により複数個の増幅トランジスタ３２が同時に導通するため、トータルの出力
インピーダンスは、Ｒｏ／導通個数となり、出力インピーダンスを低下させることができ
、増幅トランジスタを通じて出力される基準信号、画素信号の収束時間は早くなり、ＡＤ
変換に費やせる時間に余裕を確保することができる。更に、本変形例では、画素信号平均
動作を含むモードの場合に、ＡＤ変換に費やせる時間の余裕を使用して、ノイズをさらに
抑制するため、画素信号平均動作を含むモード場合と比して、相対的に狭い周波数帯域特
性を選択する。
【０１４１】
　これにより、本変形例に係る固体撮像装置は、第１の実施形態に係る固体撮像装置１と
同様に、基準信号成分と重畳信号成分に対する両ＡＤ変換動作中に、同一、かつ、狭帯域
の周波数帯域特性を選択することで、相関サンプリングを有効に動作させ、かつ、差動比
較回路によるノイズ抑制効果を最大化することで、ランダムノイズ・固定パターンノイズ
を最大限に抑制する。また、本実施形態では更に、画素信号平均動作を含むモードの場合
に、電圧比較部１５の周波数帯域特性を相対的に狭帯域とすることにより、ＡＤ変換時間
を犠牲にすることなく更なるノイズ抑制を実施し、低ノイズ化と動作速度を両立させるこ
とができる。
【０１４２】
　以上のように、本変形例に係る固体撮像装置は、モード判定回路５０が複数の単位画素
２の各増幅トランジスタ３２を同時に複数個導通させることによる画素信号平均動作を含
む複数のモードを識別し、帯域選択部２０は、モード判定回路５０の判定結果に応じて、
画素信号平均動作を含まない少なくとも一つの動作モードでは、広周波数帯域特性を選択
し、画素信号平均動作を含む少なくとも一つの動作モードでは、狭周波数帯域特性を選択
する。なお、モード判定回路５０は動作モード判定部に相当する。
【０１４３】
　これにより、増幅トランジスタ３２の複数個導通による出力インピーダンス低下によっ
て画素信号成分Ｖｓｉｇの読み出しが高速化される画素信号平均動作を含む動作モードで
は、周波数帯域制限によるノイズ抑制を優先し、画素信号の読み出しが高速化される画素
信号平均動作を含まない動作モードでは、高速動作を優先することができる。その結果、
本変形例に係る固体撮像装置は、画素信号平均動作を含む複数の動作モードで動作しても
、相関サンプリング動作による固定パターンノイズ抑制と、電圧比較部１５の周波数帯域
特性の切り替えによるランダムノイズ抑制と、ＡＤ変換の高速化とを実現することが可能
となる。
【０１４４】
　（第２の実施形態の変形例２）
　本変形例に係る固体撮像装置は、第２の実施形態に係る固体撮像装置２０１と比較して
、ほぼ同様の構成を有するが、動作モードが異なり、モード判定回路５０が動画撮影モー
ド、及び、静止画撮影モードの少なくとも一方を含む複数のモードを識別し、帯域選択部
２０は、モード判定回路５０の判定結果に応じて、動画撮影モードでは、広周波数帯域特
性を選択し、静止画撮影モードでは、狭周波数帯域特性を選択する点が異なる。以下、本
変形例について、第２の実施形態に係る固体撮像装置２０１と異なる点を中心に説明する
。
【０１４５】
　動画撮影モードの場合、多くの場合、秒６０フレーム、あるいは秒３０フレームといっ
た制約により、ＡＤ変換に費やせる時間が厳しく制限される。一方で、静止画撮影モード
の場合、単発の撮影動作であり、厳しいフレームレートの制限がなく、相対的にＡＤ変換
に費やせる時間に余裕を確保することができる。
【０１４６】
　また、動画撮影モードの場合、時間軸方向に複数のフレームが順次表示されるため、人
間の目によって、時間軸方向にランダムノイズを抑制する視覚的なフィルタを期待するこ
とができ、ノイズに対して相対的に寛容であることができる。一方で、静止画撮影モード



(21) JP 2017-92998 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

の場合、一枚のフレームで完結するため、ノイズに対して相対的に厳しい要求が存在する
。
【０１４７】
　そこで、静止画撮影モードの場合に、ＡＤ変換に費やせる時間の余裕を使用して、ノイ
ズに対して相対的に厳しい要求を実現するため、動画撮影モード場合と比較して、電圧比
較部１５の周波数帯域特性として相対的に狭い周波数帯域特性を選択する。また、動画撮
影モードでは、静止画撮影モードと比較して、電圧比較部１５の周波数帯域特性として相
対的に広い周波数帯域特性を選択し、ＡＤ変換の高速化を実現する。
【０１４８】
　これにより、本変形例に係る固体撮像装置は、第１の実施形態に係る固体撮像装置１と
同様に、基準信号成分と重畳信号成分とに対する両ＡＤ変換動作中に、同一、かつ、狭帯
域の周波数帯域特性を選択することで、相関サンプリングを有効に動作させ、かつ、差動
比較回路によるノイズ抑制効果を最大化することで、ランダムノイズ・固定パターンノイ
ズを最大限に抑制する。また、静止画撮影モードの場合に、電圧比較部１５の周波数帯域
特性を相対的に狭帯域とし、動画撮影モードの場合に相対的に広帯域とすることにより、
低ノイズ化と動作速度を両立させることができる。
【０１４９】
　以上のように、本変形例に係る固体撮像装置は、動画撮影モード、及び、静止画撮影モ
ードの少なくとも一方を含む複数の動作モードを識別するモード判定回路を備え、帯域選
択部は、モード判定回路の判定結果に応じて、動画撮影モードでは、広周波数帯域特性を
選択し、静止画撮影モードでは、狭周波数帯域特性を選択する。
【０１５０】
　これにより、フレームレートに制限があり、高速動作の要求される動画撮影モードでは
、高速動作を優先し、フレームレートが要求されない静止画撮影モードでは、ノイズ抑制
を優先することができる。その結果、動画撮影モード及び静止画撮影モードで動作する固
体撮像装置であっても、相関サンプリング動作による固定パターンノイズ抑制と、電圧比
較部１５の周波数帯域特性の切り替えによるランダムノイズ抑制と、ＡＤ変換の高速化と
を実現することが可能となる。
【０１５１】
　（第３の実施形態）
　上記した各実施形態及びその変形例に係る固体撮像装置は、図７Ａに示すビデオカメラ
や図７Ｂに示すデジタルスチルカメラ、さらには携帯電話等のモバイル機器向けカメラモ
ジュール等の撮像装置において、その撮像デバイス（画像入力装置）として用いて好適な
ものである。
【０１５２】
　図８は、撮像装置の構成の一例を示すブロック図である。図８に示すように、本実施形
態に係る撮像装置は、レンズ６１を含む光学系、撮像デバイス６２、カメラ信号処理回路
６３およびシステムコントローラ６４等によって構成されている。レンズ６１は、被写体
からの像光を撮像デバイス６２の撮像面に結像する。撮像デバイス６２は、レンズ６１に
よって撮像面に結像された像光を画素単位で電気信号に変換して得られる画像信号を出力
する。この撮像デバイス６２として、上述の各実施形態又はその変形例に係る固体撮像装
置が用いられる。
【０１５３】
　カメラ信号処理回路６３は、撮像デバイス６２から出力される画像信号に対して種々の
信号処理を行う。システムコントローラ６４は、撮像デバイス６２やカメラ信号処理回路
６３に対する制御を行う。
【０１５４】
　このように、本実施形態に係る撮像装置は、ノイズによる画質劣化を低減できる撮像デ
バイス６２を備える。
【０１５５】
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　以上、本発明の固体撮像装置及び撮像装置について、実施形態及び変形例に基づいて説
明したが、本発明は、この実施形態及び変形例に限定されるものではない。本発明の要旨
を逸脱しない範囲内で当業者が思いつく各種変形を施したものや、異なる実施形態及び変
形例における構成要素を組み合わせて構成される形態も本発明の範囲内に含まれる。
【０１５６】
　例えば、電圧比較部１５の周波数帯域特性は、挟周波数帯域特性及び広周波数帯域特性
に限らず、周波数帯域特性が異なる３つ以上の周波数帯域特性であってもよい。その場合
、帯域選択部２０は、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間の少なくとも一部の期
間において、複数の周波数帯域特性のうち、最も広帯域な周波数帯域特性以外の周波数帯
域特性を選択し、かつ、重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇに対するカウント期間の少なく
とも一部の期間において、基準信号成分Ｖｒｓｔに対するカウント期間に選択した周波数
帯域特性と実質的に同一の周波数帯域特性を選択してもよい。
【０１５７】
　また、帯域選択部２０は、基準信号成分Ｖｒｓｔ及び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖｓｉｇ
に対するカウント期間の少なくとも一部の期間において、３つ以上の周波数帯域特性のう
ち第１の周波数帯域特性を選択し、基準信号成分Ｖｒｓｔ及び重畳信号成分Ｖｒｓｔ＋Ｖ
ｓｉｇに対するカウント開始前の少なくとも一部の期間において、３つ以上の周波数帯域
特性のうち第１の周波数帯域特性より広い第２の周波数帯域特性を選択してもよい。
【０１５８】
　また、帯域選択部２０は、モード判定回路５０の判定結果に応じて、画素信号加算動作
を含む少なくとも一つの動作モードでは、３つ以上の周波数帯域特性のうち第３の周波数
帯域特性を選択し、画素信号加算動作を含まない少なくとも一つの動作モードでは、３つ
以上の周波数帯域特性のうち第３の周波数帯域特性より狭い第４の周波数帯域特性を選択
してもよい。
【０１５９】
　また、帯域選択部２０は、モード判定回路５０の判定結果に応じて、画素信号平均動作
を含まない少なくとも一つの動作モードでは、３つ以上の周波数帯域特性のうち第３の周
波数帯域特性を選択し、画素信号平均動作を含む少なくとも一つの動作モードでは、第３
の周波数帯域特性より狭い第４の周波数帯域特性を選択してもよい。
【０１６０】
　また、帯域選択部２０は、モード判定回路５０の判定結果に応じて、動画撮影モードで
は、３つ以上の周波数帯域特性のうち第３の周波数帯域特性を選択し、静止画撮影モード
では、第３の周波数帯域特性より狭い第４の周波数帯域特性を選択してもよい。
【０１６１】
　また、上記実施形態に係る固体撮像装置に含まれる各処理部は典型的には集積回路であ
るＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを
含むように１チップ化されてもよい。
【０１６２】
　また、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現し
てもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１６３】
　また、上記各実施形態に係る、固体撮像装置の機能又は構成のうち少なくとも一部を組
み合わせてもよい。
【０１６４】
　また、上記で用いた数字は、全て本発明を具体的に説明するために例示するものであり
、本発明は例示された数字に制限されない。さらに、ハイ／ローにより表される論理レベ
ル又はオン／オフにより表されるスイッチング状態は、本発明を具体的に説明するために
例示するものであり、例示された論理レベル又はスイッチング状態の異なる組み合わせに
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より、同等な結果を得ることも可能である。また、トランジスタ等のｎ型及びｐ型等は、
本発明を具体的に説明するために例示するものであり、これらを反転させることで、同等
の結果を得ることも可能である。また、構成要素間の接続関係は、本発明を具体的に説明
するために例示するものであり、本発明の機能を実現する接続関係はこれに限定されない
。
【０１６５】
　また、ブロック図における機能ブロックの分割は一例であり、複数の機能ブロックを一
つの機能ブロックとして実現したり、一つの機能ブロックを複数に分割したり、一部の機
能を他の機能ブロックに移してもよい。また、類似する機能を有する複数の機能ブロック
の機能を単一のハードウェア又はソフトウェアが並列又は時分割に処理してもよい。
【０１６６】
　また、上記説明では、ＭＯＳトランジスタを用いた例を示したが、他の種類のトランジ
スタを用いてもよい。
【０１６７】
　また、上記回路図に示す回路構成は、一例であり、本発明は上記回路構成に限定されな
い。つまり、上記回路構成と同様に、本発明の特徴的な機能を実現できる回路も本発明に
含まれる。例えば、上記回路構成と同様の機能を実現できる範囲で、ある素子に対して、
直列又は並列に、トランジスタ、抵抗素子、又は容量素子等の素子を接続したものも本発
明に含まれる。言い換えると、上記実施形態における「接続される」とは、２つの端子（
ノード）が直接接続される場合に限定されるものではなく、同様の機能が実現できる範囲
において、当該２つの端子（ノード）が、素子を介して接続される場合も含む。
【産業上の利用可能性】
【０１６８】
　本発明は、固体撮像装置及び撮像装置に有用であり、特に高速及び高画質が求められる
デジタルスチルカメラ及びデジタルビデオカメラ等として有用である。
【符号の説明】
【０１６９】
　１、２０１、１００１　固体撮像装置
　２、１００３　単位画素
　３、１０１０　画素アレイ
　４、１０１４　垂直走査回路
　５、１０１５　行制御線
　６、１０１９　列信号線
　７　読み出し電流源群
　７ａ　読み出し電流源
　８　ＡＤ変換部
　９　水平信号線
　１０、１０１２　水平走査回路
　１１、１０１６　水平制御線
　１２　出力回路
　１３　タイミング制御部
　１４　参照信号生成部
　１５、１２５２　電圧比較部
　１６　アップダウンカウンタ＆データ記憶部
　１７　列ＡＤ変換回路
　２０　帯域選択部
　３０　フォトダイオード（画素）
　３１　転送トランジスタ
　３２　増幅トランジスタ
　３３　選択トランジスタ
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　３４　リセットトランジスタ
　４０　差動比較回路
　４１ａ、４１ｂ　オフセットキャンセルスイッチ
　４２、１２５７　容量
　４３、１２５５、１２５６　スイッチ
　４４　プリチャージ部
　４６ａ、４６ｂ　オフセットキャンセル容量
　５０　モード判定回路
　６１　レンズ
　６２　撮像デバイス
　６３　カメラ信号処理回路
　６４　システムコントローラ
　１０２０　タイミング制御回路
　１０２５　列ＡＤ回路
　１０２６　列処理部
　１０２７　参照電圧生成部
　１２５３　ＡＤ変換選択回路
　１２５４　カウンタ＆データ記憶部

【図１】 【図２】
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