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(57)【要約】
【課題】　複数の信号線の間を接続する経路を有する構
成における動作速度の低下を低減する。
【解決手段】　撮像装置は、複数の画素と、複数の信号
線と、複数の比較器とを有する。そして、１つの信号線
からの信号が入力される第１端子と１つの比較器の入力
ノードに接続された第２端子とを有する第１スイッチと
、１つの比較器の入力ノードに接続された第１端子と、
別の信号線からの信号が入力される第２端子とを有する
第２スイッチを有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１画素と第２画素とを含む複数の画素と、
　前記第１画素に接続された第１信号線と、前記第２画素に接続された第２信号線とを含
む複数の信号線と、
　前記第１信号線からの信号が入力される第１比較器と、前記第２信号線からの信号が入
力される第２比較器とを含む複数の比較器と、を有し、
　前記第２信号線からの信号が入力されるように前記第２信号線に接続された第１端子と
、前記第２比較器の入力ノードに接続された第２端子とを有する第１スイッチと、
　前記第２比較器の入力ノードに接続された第１端子と、前記第１信号線からの信号が入
力される第２端子と、を有する第２スイッチと、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記第１信号線からの信号が入力されるように前記第１信号線に接続された第１端子と
、前記第１比較器の入力ノードに接続された第２端子とを有する第３スイッチを有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記第１信号線からの信号が入力されるように前記第１信号線に接続された第１端子と
、前記第２スイッチの前記第２端子と接続された第２端子とを有する第４スイッチを有す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第１比較器の入力ノードに接続された第１端子と、前記第２スイッチの前記第２端
子と接続された第２端子とを有する第５スイッチと、
　前記第２信号線からの信号が入力されるように前記第２信号線に接続された第１端子と
、前記第２スイッチの前記第２端子と接続された第２端子とを有する第６スイッチと、を
有することを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第１スイッチがオンであり、かつ、前記第２スイッチがオフである状態において、
前記第１画素からの信号を前記第１比較器に入力する動作と、前記第２画素からの信号を
前記第２比較器に入力する動作とを行う第１動作モードと、
　前記第１スイッチがオフであり、かつ、前記第２スイッチがオンである状態において、
前記第１画素からの信号を前記第２比較器に入力する動作と、前記第１スイッチがオンで
あり、かつ、前記第２スイッチがオフである状態において、前記第２画素からの信号を前
記第２比較器に入力する動作とを有する第２動作モードとを有することを特徴とする請求
項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第１スイッチがオフであり、かつ、前記第２スイッチがオンである状態において、
前記第１画素からの信号を前記第１比較器および前記第２比較器の両方に入力する動作を
有する第３動作モードを有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の
撮像装置。
【請求項７】
　複数の画素と、
　前記複数の画素の少なくとも１つにそれぞれが接続された複数の信号線と、
　前記複数の信号線に対応して設けられた複数の比較器と、
　前記複数の信号線のうち１つの信号線と、前記１つの信号線に対応した前記複数の比較
器のうち１つの比較器とに、それぞれが接続された複数のスイッチユニットと、
　前記複数のスイッチユニットの少なくとも２つのスイッチユニットが共通に接続される
バイパス線と、を有し、
　前記少なくとも２つのスイッチユニットのそれぞれは、
　前記１つの信号線に接続された第１端子および前記１つの比較器に接続された第２端子
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を有する第１種類のスイッチと、
　前記１つの信号線と前記第１種類のスイッチの前記第１端子とに接続された第１端子お
よび前記バイパス線に接続された第２端子を有する第２種類のスイッチと、
　前記第１つの比較器と前記第１種類のスイッチの前記第２端子とに接続された第１端子
および前記バイパス線に接続された第２端子を有する第３種類のスイッチと、を有するこ
とを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　前記複数の画素のそれぞれは、少なくとも２つの光電変換素子を有し、
　前記複数の画素のそれぞれに対して、１つのマイクロレンズが配置されていることを特
徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記複数の画素は、それぞれは、少なくとも１つの光電変換素子を有し、
　前記複数の画素の隣接する２つの画素に渡って１つのマイクロレンズが配置されている
ことを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記複数の画素のそれぞれは、前記複数の信号線のうちの１つと接続する第１選択トラ
ンジスタと、前記複数の信号線のうちの１つと接続する第２選択トランジスタとを有する
ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記複数の画素は、第１基板に設けられており、
　前記複数の比較器は、前記第１基板とは別の第２基板に設けられており、
　前記第１基板の表面に対する平面視において、前記複数の比較器の少なくとも一部は前
記複数の画素の少なくとも一部と重なることを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか１
項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記複数のスイッチユニットは、前記第２基板に設けられていることを特徴とする請求
項１１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記複数の画素は、少なくとも第１方向に沿う列をなすように並び、
　前記複数の比較器は、前記第１方向に沿う列をなすように並び、
　前記複数の信号線のそれぞれは、前記第１方向に延在している部分を少なくとも含むこ
とを特徴とする請求項１１または１２に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記バイパス線は、前記第１方向に延在している部分を少なくとも含むことを特徴とす
る請求項１３に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記複数の信号線はそれぞれ、前記第１基板に配された第１部分と、前記第２基板に設
けられた第２部分と、前記第１部分と第２部分を接続する接続部とを有し、
　前記複数の信号線のうち１つの信号線の接続部は、前記複数の信号線のうち別の信号線
の接続部と前記第１方向において離間して配置されていることを特徴とする請求項１３ま
たは１４に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記複数のスイッチユニットのそれぞれは、
　前記１つの信号線の信号を、前記１つの信号線に対応した前記１つの比較器に入力する
ための第１状態と、
　前記１つの信号線の信号を、前記バイパス線に出力するための第２状態と、
　前記１つの信号線の信号を、前記１つの信号線に対応した前記１つの比較器および前記
バイパス線の両方に出力するための第３状態と、
　前記バイパス線の信号を、前記１つの信号線に対応した前記１つの比較器に入力するた
めの第４状態と、をとるように構成され、
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　前記第１状態においては、前記第１種類のスイッチがオンであり、かつ、前記第２種類
のスイッチおよび前記第３種類のスイッチがオフであり、
　前記第２状態においては、前記第２種類のスイッチがオンであり、かつ、前記第１種類
のスイッチおよび前記第３種類のスイッチがオフであり、
　前記第３状態においては、少なくとも前記第１種類のスイッチおよび前記第２種類のス
イッチがオンであり、
　前記第４状態においては、前記第３種類のスイッチがオンであり、かつ、前記第１種類
のスイッチおよび前記第２種類のスイッチがオフである、
　ことを特徴とする請求項７乃至１５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記複数の画素は、第１画素と、第２画素とを少なくとも含み、
　前記複数の信号線は、前記第１画素に接続された第１信号線と、前記第２画素に接続さ
れた第２信号線とを少なくとも含み、
　前記複数の比較器は、前記第１信号線に対応して設けられた第１比較器と、前記第２信
号線に対応して設けられた第２比較器とを少なくとも含み、
　前記複数のスイッチユニットは、前記第１信号線と前記第１比較器との間に接続された
第１スイッチユニットと、前記第２信号線と前記第２比較器との間に接続された第２スイ
ッチユニットとを少なくとも含み、
　前記バイパス線は、少なくとも前記第１スイッチユニットと、前記第２スイッチユニッ
トとに共通に接続されていることを特徴とする請求項１６に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　前記第１スイッチユニットおよび前記第２スイッチユニットのそれぞれが前記第１状態
である期間に、前記第１信号線からの信号を前記第１比較器に入力する動作と、前記第２
信号線からの信号を前記第２比較器に入力する動作と、を行う第１動作モードを有するこ
とを特徴とする請求項１７に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記第１スイッチユニットが前記第２の状態であり、かつ、前記第２スイッチユニット
が前記第４の状態である期間に、前記第１信号線からの信号を前記第２比較器に入力する
動作と、前記第２スイッチユニットが前記第１の状態である期間に、前記第２信号線から
の信号を前記第２比較器に入力する動作と、を行う第２動作モードを有することを特徴と
する請求項１７または１８に記載の撮像装置。
【請求項２０】
　前記第１スイッチユニットが前記第３の状態であり、かつ、前記第２スイッチユニット
が前記第４の状態である期間に、前記第１信号線からの信号を前記第１比較器および前記
第２比較器の両方に入力する動作を行う第３動作モードを有することを特徴とする請求項
１７乃至１９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記複数の画素は、第１画素と、第２画素と、第３画素とを少なくとも含み、
　前記複数の信号線は、前記第１画素に接続された第１信号線と、前記第２画素に接続さ
れた第２信号線と、前記第３画素に接続された第３信号線とを少なくとも含み、
　前記複数の比較器は、前記第１信号線に対応して設けられた第１比較器と、前記第２信
号線に対応して設けられた第２比較器と、前記第３信号線に対応して設けられた第３比較
器とを少なくとも含み、
　前記複数のスイッチユニットは、前記第１信号線と前記第１比較器との間に接続された
第１スイッチユニットと、前記第２信号線と前記第２比較器との間に接続された第２スイ
ッチユニットと、前記第３信号線と前記第３比較器との間に接続された第３スイッチユニ
ットとを含み、
　前記バイパス線は、少なくとも前記第１スイッチユニットと、前記第２スイッチユニッ
トと、前記第３スイッチユニットとに共通に接続されていることを特徴とする請求項７乃
至１５のいずれか１項に記載の撮像装置。
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【請求項２２】
　前記第１スイッチユニットと前記第２スイッチユニットと前記第３スイッチユニットと
において、前記第１種類のスイッチをオン、かつ前記第２種類のスイッチと前記第３種類
のスイッチをオフの状態にして、
　前記第１信号線からの信号を前記第１比較器に入力し、前記第２信号線からの信号を前
記第２比較器に入力し、前記第３信号線からの信号を前記第３比較器に入力する第１動作
モードを有することを特徴とする請求項２１に記載の撮像装置。
【請求項２３】
　前記第１スイッチユニットと前記第２スイッチユニットにおいて、前記第１種類のスイ
ッチと前記第３種類のスイッチをオフの状態にし、
　前記第３スイッチユニットにおいて、前記第１種類のスイッチをオフ、かつ前記第３種
類のスイッチをオンの状態にし、
　前記第１スイッチユニットと前記第２スイッチユニットと前記第３スイッチユニットの
前記第２種類のスイッチを順次、オンの状態にすることで、
　前記第１信号線からの信号と、前記第２信号線からの信号と、前記第３信号線からの信
号を順次、前記第３比較器に入力する第２動作モードを有すること請求項２１または２２
に記載の撮像装置。
【請求項２４】
　前記第１スイッチユニットにおいて、前記第１種類のスイッチと前記第２種類のスイッ
チをオン、かつ前記第３種類のスイッチをオフの状態にし、
　前記第２スイッチユニットにおいて、前記第１種類のスイッチと前記第２種類のスイッ
チをオフ、かつ前記第３種類のスイッチをオンの状態にし、
　前記第３スイッチユニットにおいて、少なくとも前記第１種類のスイッチと前記第２種
類のスイッチをオフの状態にすることで、
　前記第１信号線からの信号を前記第１比較器に入力し、前記第１信号線からの信号を前
記第２比較器に入力する第３動作モードを有すること請求項２１乃至２３のいずれか１項
に記載の撮像装置。
【請求項２５】
　請求項１乃至２４のいずれか１項に記載の撮像装置と、
　前記撮像装置が出力する信号を処理する信号処理部と、を有することを特徴とする撮像
システム。
【請求項２６】
　請求項１乃至２４のいずれか１項に記載の撮像装置と、
　前記撮像装置からの信号に基づく視差画像から、対象物までの距離情報を取得する距離
情報取得手段と、を有する移動体であって、
　前記距離情報に基づいて前記移動体を制御する制御手段をさらに有することを特徴とす
る移動体。
【請求項２７】
　光電変換によって生じた電荷に基づく信号を伝達するための複数の信号線に、それぞれ
接続されるように構成された複数の接続部と、
　前記複数の接続部に対応して設けられた複数の比較器と、
　前記複数の接続部のうち１つの接続部と、前記１つの接続部に対応した前記複数の比較
器のうち１つの比較器とに、それぞれが接続された複数のスイッチユニットと、
　前記複数のスイッチユニットの少なくとも２つのスイッチユニットが共通に接続される
バイパス線と、を有し、
　前記少なくとも２つのスイッチユニットのそれぞれは、
　前記１つの接続部に接続された第１端子および前記１つの比較器に接続された第２端子
を有する第１種類のスイッチと、
　前記１つの接続部と前記第１種類のスイッチの前記第１端子とに接続された第１端子お
よび前記バイパス線に接続された第２端子を有する第２種類のスイッチと、
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　前記第１つの比較器と前記第１種類のスイッチの前記第２端子とに接続された第１端子
および前記バイパス線に接続された第２端子を有する第３種類のスイッチと、を有するこ
とを特徴とする積層用の半導体基板。
【請求項２８】
　前記少なくとも２つのスイッチユニットのそれぞれは、
　前記１つの接続部の信号を、前記１つの接続部に対応した前記１つの比較器に入力する
ための第１状態と、
　前記１つの接続部の信号を、前記バイパス線に出力するための第２状態と、
　前記１つの接続部の信号を、前記１つの接続部に対応した前記１つの比較器および前記
バイパス線の両方に出力するための第３状態と、
　前記バイパス線の信号を、前記１つの接続部に対応した前記１つの比較器に入力するた
めの第４状態と、をとるように構成され、
　前記第１状態においては、前記第１種類のスイッチがオンであり、かつ、前記第２種類
のスイッチおよび前記第３種類のスイッチがオフであり、
　前記第２状態においては、前記第２種類のスイッチがオンであり、かつ、前記第１種類
のスイッチおよび前記第３種類のスイッチがオフであり、
　前記第３状態においては、少なくとも前記第１種類のスイッチおよび前記第２種類のス
イッチがオンであり、
　前記第４状態においては、前記第３種類のスイッチがオンであり、かつ、前記第１種類
のスイッチおよび前記第２種類のスイッチがオフである、
　ことを特徴とする請求項２７に記載の積層用の半導体基板。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像システム、移動体、および積層用の半導体基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画素からの信号を読み出す複数の垂直信号線の間にスイッチを設けた固体撮像装置が特
許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開番号ＷＯ２０１４－１３２８２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の構成において、垂直信号線の間のスイッチをオンすることにより、
ある垂直信号線からの信号を他の垂直信号線に対応する読み出し回路から読み出すことが
できる。しかし、この構成では、２本の垂直信号線が接続した状態で信号を読み出しする
こととなり、読み出し経路の容量が増大してしまう。つまり、信号を読み出しする際に動
作速度が低下してしまう可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つは、第１画素と第２画素とを含む複数の画素と、第１画素に接続された第
１信号線と、第２画素に接続された第２信号線とを含む複数の信号線と、第１信号線から
の信号が入力される第１比較器と、第２信号線からの信号が入力される第２比較器とを含
む複数の比較器と、を有し、第２信号線からの信号が入力されるように第２信号線に接続
された第１端子と、第２比較器の入力ノードに接続された第２端子とを有する第１スイッ
チと、第２比較器の入力ノードに接続された第１端子と、第１信号線からの信号が入力さ
れる第２端子と、を有する第２スイッチと、を有することを特徴とする撮像装置である。
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【発明の効果】
【０００６】
　本発明により、複数の信号線の間を接続する経路を有する構成における動作速度の低下
を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１を説明するための撮像装置の模式図
【図２】実施例２を説明するための撮像装置の模式図
【図３】実施例３を説明するための撮像装置の模式図
【図４】実施例３を説明するための撮像装置の模式図
【図５】実施例３を説明するための撮像装置の模式図
【図６】実施例３を説明するための撮像装置の模式図
【図７】実施例４を説明するための撮像装置の模式図
【図８】実施例４を説明するための撮像装置の模式図
【図９】実施例５を説明するための撮像装置の模式図
【図１０】実施例５を説明するための撮像装置の模式図
【図１１】実施例６を説明するための撮像システムの構成を示す図
【図１２】実施例７を説明するための移動体の構成を示す図
【図１３】実施例７を説明するための移動体の動作フローを示す図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら各実施例を説明する。各実施例の説明において、他の実施例
と同一の構成については説明を省略する場合がある。以下の説明では、特に断りのない限
り、スイッチはＮ型のＭＯＳトランジスタであるものとして説明を行う。スイッチがオン
の状態とはＮ型ＭＯＳトランジスタにハイレベルの制御パルスが入力し、Ｎ型ＭＯＳトラ
ンジスタが導通の状態を示し、スイッチがオフの状態とはローレベルの制御パルスが入力
し、Ｎ型ＭＯＳトランジスタが非導通の状態を示す。また、Ｎ型のＭＯＳトランジスタで
なくＰ型のＭＯＳトランジスタを用いてもよい。その場合には、制御パルスなどのＰ型Ｍ
ＯＳトランジスタへ供給する電位をＮ型の場合と逆転させるなど適宜変更して適用するこ
とができる。また、スイッチは、Ｎ型のＭＯＳトランジスタとＰ型のＭＯＳトランジスタ
とを併用したＣＭＯＳスイッチであってもよく、適宜変更可能である。
【０００９】
　また、各実施例の説明において、回路素子同士の接続関係を説明しているが、別の素子
（スイッチ、バッファなど）を間に入れるなどの変更は適宜行うことができる。
【００１０】
　（実施例１）
　図１は、実施例１を説明するための撮像装置の模式図である。図１は、画素ＰＩＸから
の信号が撮像装置の外部へ出力されるまでの構成を模式的に示している。図１では、複数
の画素ＰＩＸの１列の画素にかかわる部分Ｐ１を示しており、他の列は同様の部分Ｐ１が
行方向に繰り返し配置されているものとする。図１において、列方向を第１方向Ｄ１が示
し、行方向を第２方向Ｄ２が示している。
【００１１】
　図１の撮像装置は、複数の画素ＰＩＸが配列した画素領域１１０を有する。本実施例に
おいて、複数の画素ＰＩＸは行列状に配されている。複数の画素ＰＩＸのそれぞれは、少
なくとも１つの光電変換素子を有し、光に応じた信号を生成する。部分Ｐ１は、１列に配
置された複数の画素と、少なくとも２つの信号線１３０、１３１と、少なくとも２つの比
較器１６０、１６１と、少なくとも２つのカウンタ１７０、１７１とを含む。ここで、複
数の画素のうち画素１００、１０１に着目しつつ説明を行う。画素１００は、信号線１３
０に接続され、信号線１３０へ信号を出力する。画素１０１は、信号線１３１に接続され
、信号線１３１へ信号を出力する。信号線１３０、１３１は、信号線と接続された画素か
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らの信号を伝達する。信号線１３０には電流源１４０が設けられており、信号線１３１に
は電流源１４１が設けられている。比較器１６０は信号線１３０からの信号が入力され、
比較器１６１は信号線１３１からの信号が入力される。また、比較器１６０、１６１には
、ランプ生成器１５０からのランプ信号が入力される。比較器１６０は、信号線１３０か
らの信号が入力される入力ノードと、ランプ信号が入力される入力ノードを有する。比較
器１６１は、信号線１３１からの信号が入力される入力ノードと、ランプ信号が入力され
る入力ノードを有する。以下、比較器において画素からの信号が入力される入力ノードを
第１入力ノードとし、ランプ信号が入力される入力ノードを第２入力ノードとするが、以
下の説明において特に記載がない限りは入力ノードとは第１入力ノードを示しているもの
とする。比較器１６０の出力ノードにはカウンタ１７０が対応して接続しており、比較器
１６１の出力ノードにはカウンタ１７１が対応して接続している。カウンタ１７０からの
信号、および、カウンタ１７１からの信号は、それぞれ、水平走査回路１８０に入力され
、出力回路１９０を経て撮像装置の外部へ出力される。比較器１６０とカウンタ１７０と
がアナログデジタル変換器（以下、ＡＤ変換器）を構成する。同様に、比較器１６１とカ
ウンタ１７１とがＡＤ変換器を構成する。
【００１２】
　部分Ｐ１は更に、信号線１３０と信号線１３１との間の導通を制御する構成を有する。
具体的には、部分Ｐ１はスイッチ２０１、２２０を含む。ここで、各スイッチは、少なく
とも２つの端子を有しており、以下の説明において２つの端子を第１端子、第２端子と称
する場合もある。スイッチがオンの状態の時には、２つの端子に接続するノードが導通し
ているものとする。
【００１３】
　スイッチ２０１は、信号線１３１と比較器１６１との間の導通を制御することができる
。スイッチ２０１は、信号線１３１からの信号を入力可能な第１端子と、信号を比較器１
６１の入力ノードに出力可能な第２端子とを有する。スイッチ２０１の第１端子は信号線
１３１に接続し、スイッチ２０１の第２端子は比較器１６１に接続している。スイッチ２
０１の第１端子は信号線１３１のノードに接続し、スイッチ２０１の第２端子は比較器１
６１の入力ノードに接続しているとも言える。
【００１４】
　スイッチ２２０は、信号線１３０と比較器１６１との間の導通を制御することができる
。スイッチ２２０は、信号を第２比較器１６１の入力ノードに出力可能な第１端子と、信
号線１３０からの信号を入力可能な第２端子とを有する。スイッチ２２０の第１端子は第
２比較器１６１に接続し、スイッチ２２０の第２端子は信号線１３０に接続している。ス
イッチ２２０の第１端子は第２比較器１６１の入力ノードに接続し、スイッチ２２０の第
２端子は信号線１３０のノードに接続しているとも言える。スイッチ２２０の第１端子は
、スイッチ２０１の第２端子に接続しているとも、比較器１６１の入力ノードにスイッチ
２０１と並列に接続しているとも言える。
【００１５】
　次に、図１の撮像装置の読み出し方法について説明する。まず、第１動作モードでは、
スイッチ２０１はオンで、スイッチ２２０はオフの状態となる。画素１００の信号は、信
号線１３０から比較器１６０に入力され、そして、ＡＤ変換される。画素１０１の信号は
、信号線１３１から比較器１６１に入力され、そして、ＡＤ変換される。
【００１６】
　ＡＤ変換の動作について、簡単に説明する。まず、時間経過に応じて電位が変化してい
くランプ波形が、ランプ生成器１５０から比較器１６０、１６１へと出力される。ランプ
波形の電位は、ステップ状、あるいは、連続的に変化する。ここでは、ランプ波形の電位
が徐々に低下していく例を説明する。画素１００の信号のＡＤ変換は次のように行われる
。ランプ波形の電位が信号線１３０の電位を下回ると比較器１６０の出力が反転する（例
えば、ハイからローへ）。カウンタ１７０は、ランプ波形と信号線１３０の電位の比較が
始まるある時点から比較器１６０の出力が反転するまでの時間をカウントしている。その
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カウント結果が画素１００の信号のＡＤ変換結果となる。画素１０１の信号のＡＤ変換は
次のように行われる。ランプ波形の電位が信号線１３１の電位を下回ると比較器１６１の
出力が反転する（例えば、ハイからローへ）。カウンタ１７１は、ランプ波形と信号線１
３１の電位の比較が始まるある時点から比較器１６１の出力が反転するまでの時間をカウ
ントしている。そのカウント結果が画素１０１の信号のＡＤ変換結果となる。
【００１７】
　第１動作モードにおいて、画素１００、１０１は、同じ読み出し期間において信号の読
み出しとＡＤ変換が行われる。つまり、第１動作モードは、２行分の画素１００、１０１
の信号を、比較器１６０、１６１を用いて並列に読み出し、かつＡＤ変換を行うことがで
きる。この時、スイッチ２２０をオフとしていることにより、比較器１６０の入力ノード
に信号線１３１に関する容量が付加されることを抑制することができる。また、スイッチ
２２０をオフとしていることにより、比較器１６１の入力ノードに信号線１３０に関する
容量が付加されることを抑制することができる。
【００１８】
　次に、第２動作モードについて説明する。第２動作モードにおいては、スイッチ２２０
はオンの状態にされる。そして、ある期間において、スイッチ２２０がオン、且つスイッ
チ２０１がオフの状態となることで、信号線１３０に出力された画素１００の信号を、ス
イッチ２２０を介して比較器１６１の入力ノードに読み出すことができる。その後、スイ
ッチ２２０がオフ、且つスイッチ２０１がオンの状態となることで、信号線１３１に出力
された画素１０１の信号を、スイッチ２０１を介して比較器１６１の入力ノードに読み出
すことができる。つまり、ある２つの行の画素１００、１０１の信号を、２つの信号線１
３０、１３１から順に読み出し、１つの比較器１６１を用いてＡＤ変換を行うことができ
る。これにより、第１動作モードと比較して、動作させる比較器の数を半分とすることが
でき、動作時の消費電流を削減することが可能である。あるいは、並行して動作するＡＤ
変換器の数が減るため、電源電圧の変動などによるノイズを低減することが可能である。
【００１９】
　また、信号線１３０の信号を比較器１６１にてＡＤ変換する際に、スイッチ２０１をオ
フすることにより、信号線１３１に付随する容量が比較器１６１の入力ノードに付加する
ことを低減している。よって、信号読み出しにおける動作速度が低下してしまうことを抑
制することが可能となる。つまり、複数の信号線の間にスイッチを有する構成における、
読み出し動作速度の低下を低減することができる。
【００２０】
　（実施例２）
　図２は、実施例２を説明するための撮像装置の模式図である。本実施例において、実施
例１と同一の構成には同一の符号を付し、説明を省略する。以下、実施例１との差異を述
べて説明する。
【００２１】
　図２では、図１の部分Ｐ１と対応した部分Ｐ２を有している。図２において、他の列は
同様の部分Ｐ２が第２方向Ｄ２に繰り返し配置されているものとする。部分Ｐ２は、図１
の部分Ｐ１に更に、スイッチ２００、２１０と、バイパス線２２５とを有している。具体
的には、部分Ｐ２では、部分Ｐ１におけるスイッチ２２０の第２端子と信号線１３０のノ
ードとの間に、スイッチ２１０とバイパス線２２５が設けられている。バイパス線２２５
は信号線１３０と信号線１３１との間を結ぶ信号の経路である。本実施例において、バイ
パス線２２５は少なくとも配線を含んで構成されるが、バイパス線２２５は２つのスイッ
チが接続した半導体領域であってもよい。
【００２２】
　スイッチ２００は、信号線１３０と比較器１６０との間の導通を制御することができる
。スイッチ２００は、第１信号線からの信号を入力可能な第１端子と、信号を第１比較器
の入力ノードに出力可能な第２端子とを有する。スイッチ２００の第１端子は信号線１３
０に接続し、スイッチ２００の第２端子は比較器１６０に接続している。スイッチ２００
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の第１端子は信号線１３０のノードに接続し、スイッチ２００の第２端子は比較器１６０
の入力ノードに接続しているとも言える。
【００２３】
　スイッチ２１０は、信号線１３０とバイパス線２２５との間の導通を制御することがで
きる。スイッチ２１０は、第１信号線からの信号を入力可能な第１端子と、信号をバイパ
ス線２２５へ出力可能な第２端子とを有する。スイッチ２１０の第１端子は信号線１３０
に接続しており、スイッチ２１０の第２端子はバイパス線２２５に接続している。スイッ
チ２１０の第１端子は信号線１３０のノードに接続しており、スイッチ２１０の第２端子
はバイパス線２２５のノードに接続しているとも言える。更に、スイッチ２１０の第２端
子は、スイッチ２２０の第２端子に接続しているとも、スイッチ２００と信号線１３０に
並列に接続しているとも言える。
【００２４】
　本実施例において、スイッチ２２０は、バイパス線２２５と比較器１６１との間の導通
を制御することができる。スイッチ２２０の第１端子は比較器１６１に接続し、スイッチ
２２０の第２端子はバイパス線２２５に接続している。スイッチ２２０の第１端子は比較
器１６１の入力ノードに接続し、スイッチ２２０の第２端子はバイパス線２２５のノード
に接続しているとも言える。また、スイッチ２２０の第１端子はスイッチ２０１の第２端
子と同一のノードである比較器１６１の入力ノードに接続しているとも言える。更に、ス
イッチ２２０の第２端子はスイッチ２１０とバイパス線２２５を介して信号線１３０と電
気的に接続しうる。
【００２５】
　本実施例における読み出し方法について説明する。本実施例においても実施例１と同様
の第１動作モードと第２動作モードを行うことが可能である。まず、第１動作モードにつ
いて説明する。まず、スイッチ２００、２０１がオンであり、スイッチ２１０、２２０が
オフの状態となる。この状態で、画素１００からの信号は信号線１３０とスイッチ２００
を介して比較器１６０に入力される。同じ期間に、画素１０１からの信号は信号線１３１
とスイッチ２０１を介して比較器１６１に入力される。比較器１６０、１６１に信号が入
力されて以降の動作は実施例１と同様である。つまり、２つの画素の信号の読み出しから
ＡＤ変換までを同じ期間に行うことができる。
【００２６】
　スイッチ２１０を設けることで、比較器１６０の入力ノードへの信号線１３１やバイパ
ス線２２５の容量の影響を低減することができる。また、スイッチ２２０を設けることで
、比較器１６１の入力ノードへの信号線１３０やバイパス線２２５の容量の影響を低減す
ることができる。この時、バイパス線２２５がフローティングとなるので、バイパス線２
２５の電位を固定するための、バイパス線２２５とＧＮＤ電位や電源ＶＤＤとを接続する
スイッチを設けてもよい。
【００２７】
　次に、第２動作モードについて説明する。まず、スイッチ２００、２０１はオフであり
、スイッチ２１０、２２０はオンの状態となる。画素１００からの信号は、信号線１３０
とスイッチ２１０とバイパス線２２５とスイッチ２２０をこの順に経由し比較器１６１の
入力ノードに出力される。そして、画素１００からの信号はＡＤ変換される。次に、少な
くともスイッチ２２０がオフであり、かつスイッチ２０１がオンの状態となる。画素１０
１からの信号は、信号線１３１とスイッチ２０１とをこの順に経由し比較器１６１の入力
ノードに出力される。そして、画素１０１からの信号はＡＤ変換される。このように、ス
イッチ２０１とスイッチ２２０を切り替えることにより、画素１００の信号と画素１０１
の信号をそれぞれ独立に比較器１６１に入力させることができる。
【００２８】
　本実施例のように、画素１００の信号が比較器１６１に入力される際に、スイッチ２０
０がオフとなっていることで、比較器１６０に付随する容量が信号線１３０に付加するこ
とを低減することができる。その結果、信号読み出しにおける動作速度が低下してしまう
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ことを抑制することが可能となる。更に、画素１００の信号が比較器１６１に入力される
際に、スイッチ２０１がオフとなっていることで、信号線１３１に付随する容量が比較器
１６１の入力ノードに付加することを低減することができる。その結果、信号読み出しに
おける動作速度が低下してしまうことを抑制することが可能となる。また、画素１０１の
信号が比較器１６１に入力される際に、スイッチ２２０がオフとなっていることで、バイ
パス線２２５や信号線１３０に付随する容量が信号線１３１、あるいは比較器１６１の入
力ノードに付加することを低減することができる。
【００２９】
　本実施例において、バイパス線２２５を設けた構成を示したが、バイパス線２２５を設
けずスイッチ２２０の端子とスイッチ２１０の端子が直接接続する構成であってもよい。
また、本実施例におけるバイパス線２２５は、少なくとも配線を含むが、同一のノードに
接続された部分（コンタクトプラグやビアプラグなど）を含みうる。
【００３０】
　（実施例３）
　図３には、実施例３を説明するための撮像装置の模式図である。本実施例において、他
の実施例と同一の構成には同一の符号を付し、説明を省略する。以下、他の実施例との差
異を述べて説明する。
【００３１】
　図３に示された部分Ｐ３は、図１の部分Ｐ１、あるいは、図２の部分Ｐ２と対応してい
る。図３において、他の列は同様の部分Ｐ３が第２方向Ｄ２に繰り返し配置されているも
のとする。部分Ｐ３は、図２の部分Ｐ２に示された構成に加えて、スイッチ２１１、２２
１を有している。
【００３２】
　スイッチ２１１は、比較器１６０とバイパス線２２５との間の導通を制御することがで
きる。スイッチ２１１は、信号を比較器１６０に出力可能な第１端子と、バイパス線２２
５からの信号が入力可能な第２端子とを有する。スイッチ２１１の第１端子は比較器１６
０に接続し、スイッチ２１１の第２端子はバイパス線２２５に接続している。スイッチ２
１１の第１端子は比較器１６０の入力ノードに接続し、スイッチ２１１の第２端子はバイ
パス線２２５のノードに接続しているとも言える。スイッチ２１１の第１端子はスイッチ
２００の第２端子に接続しているとも言える。スイッチ２１１の第２端子は、スイッチ２
２０の第２端子に接続している、あるいはスイッチ２１０の第２端子に接続しているとも
言える。
【００３３】
　スイッチ２２１は、信号線１３１とバイパス線２２５との間の導通を制御することがで
きる。スイッチ２２１は、信号線１３１からの信号が入力可能な第１端子と、信号をバイ
パス線２２５へ出力可能な第２端子とを有する。スイッチ２２１の第１端子は信号線１３
１に接続しており、スイッチ２２１の第２端子はバイパス線２２５に接続している。スイ
ッチ２２１の第１端子は信号線１３１のノードに接続しており、スイッチ２２１の第２端
子はバイパス線２２５のノードに接続しているとも言える。スイッチ２２１の第１端子は
、スイッチ２０１の第１端子に接続しているとも言える。スイッチ２２１の第２端子は、
スイッチ２２０の第２端子に接続している、スイッチ２１１の第２端子に接続している、
あるいはスイッチ２１０の第２端子に接続しているとも言える。
【００３４】
　実施例２では、比較器１６１を使用する場合に容量の付加を低減することができた。本
実施例では、スイッチ２１１、２２１を更に有することで、２つの比較器１６０、１６１
のいずれの比較器を使用する場合にも容量の付加を低減することが可能となる。
【００３５】
　ここで、図３の各スイッチを便宜的にスイッチユニット２３０、２３１とする。スイッ
チユニット２３０は少なくともスイッチ２００、２１０、２１１を有し、スイッチユニッ
ト２３１は少なくともスイッチ２０１、２２０、２２１を有する。図３が示すように、部
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分Ｐ３は複数のスイッチユニットを含む。複数のスイッチユニットのそれぞれが、複数の
信号線（信号線１３０、１３１、・・・）の１つ、および、複数の比較器（比較器１６０
、１６１、・・・）の１つと対応するように配置される。各スイッチユニットは、少なく
とも３種類のスイッチを含む。第１種類のスイッチは、対応する信号線に接続された第１
端子と、対応する比較器に接続された第２端子とを有する。スイッチユニット２３０のス
イッチ２００、および、スイッチユニット２３１のスイッチ２０１が、第１種類のスイッ
チに相当する。第２種類のスイッチは、対応する信号線（および、当該信号線に接続され
た第１種類のスイッチの第１端子）に接続された第１端子と、バイパス線２２５に接続さ
れた第２端子を有する。スイッチユニット２３０のスイッチ２１０、および、スイッチユ
ニット２３１のスイッチ２２１が、第２種類のスイッチに相当する。第３種類のスイッチ
は、対応する比較器（および、当該比較器に接続された第１種類のスイッチの第２端子）
に接続された第１端子と、バイパス線２２５に接続された第２端子を有する。スイッチユ
ニット２３０のスイッチ２１１、および、スイッチユニット２３１のスイッチ２２０が、
第３種類のスイッチに相当する。これらスイッチによって、以下に述べるように第２動作
モードにおいて、画素１００、１０１の信号経路におけるスイッチの数を等しくすること
ができる。ここで、バイパス線２２５は複数のスイッチユニットに共通に接続されている
と言える。
【００３６】
　本実施例における読み出し方法について説明する。本実施例においても実施例１、２と
同様の第１動作モードと第２動作モードを行うことが可能である。まず、第１動作モード
について説明する。第１動作モードにおいては、上述の各スイッチユニットにおいて、第
１種類のスイッチがオン、かつ第２種類と第３種類のスイッチがオフの状態となる。この
時、各画素の信号は接続した信号線を介して、対応する各スイッチユニットの第１種類の
スイッチを経由し、対応する１つの比較器に入力される。具体的には、スイッチ２００、
２０１はオン、かつスイッチ２１０、２１１、２２０、２２１はオフの状態となる。この
時、画素１００の信号は比較器１６０に入力され、画素１０１の信号は比較器１６１に入
力される。スイッチ２１０、２１１、２２０、２２１はオフの状態であるため、バイパス
線２２５に付随する容量は信号線１３０、１３１のいずれにも付加されない。よって、バ
イパス線２２５を設けることの速度への影響は、本動作モードにおいては発生しない。こ
こで、バイパス線２２５にＧＮＤ電位や電源電位と接続するためのスイッチを別途設けて
もよい。
【００３７】
　次に、第２動作モードについて説明する。第２動作モードにおいては、上述の各スイッ
チユニットにおいて第１種類のスイッチがオフの状態である。そして、バイパス線に共通
に接続された複数のスイッチユニットのうち、任意の１つのスイッチユニットの第３種類
のスイッチがオンの状態である。バイパス線に共通に接続された複数のスイッチユニット
のうち、他のスイッチユニットの第３種類のスイッチがオフの状態である。そして、各ス
イッチユニットの第２種類のスイッチがオフの状態から順次、オンとなる。この時、各画
素の信号は接続した信号線を介して、対応する各スイッチユニットの第２種類のスイッチ
を経由し、バイパス線を経由し、第３種のスイッチがオンの状態のスイッチユニットに対
応した１つの比較器に順次、入力される。具体的には、スイッチ２００、２０１、２１１
はオフであり、スイッチ２２０はオンの状態となる。この状態で、スイッチ２１０とスイ
ッチ２２１を順次、オンにすることにより、画素１００の信号と画素１０１の信号が順次
、比較器１６１に入力される。このように、本実施例においても第２動作モードで信号を
読み出しすることが可能である。
【００３８】
　この第２動作モードにおいて、画素１００から比較器１６１までの画素１００の信号の
読み出し経路は、信号線１３０と、スイッチ２１０と、バイパス線２２５と、スイッチ２
２０をこの順に有する。同様に、画素１０１から比較器１６１までの画素１０１の信号の
読み出し経路は、信号線１３１と、スイッチ２２１と、バイパス線２２５と、スイッチ２
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２０とをこの順に有する。つまり、画素からの信号が比較器に入力するまでの経路におけ
るスイッチの数が等しくなり、それぞれの信号に生じうるノイズが等しくなる。
【００３９】
　また、第２動作モードにおいて、画素１００の信号の読み出し経路に係る容量は、２つ
のスイッチと信号線１３０とバイパス線２２５に係る容量の和である。また、画素１０１
の信号の読み出し経路に係る容量は、２つのスイッチと信号線１３１とバイパス線２２５
に抱える容量の和である。よって、画素１００と画素１０１の信号の読み出しにおけるゲ
インのばらつきや読み出し速度などのばらつきを低減することができる。
【００４０】
　また、第２動作モードにおいて、スイッチ２００、２１１がオフの状態にあることで、
比較器１６０に係る容量が信号の読み出し経路に付加されることを低減することができる
。また、スイッチ２０１がオフの状態にあることで、画素１００の信号を読み出す際に信
号線１３１に係る容量が付加されることを低減することができる。よって、読み出し速度
の低下を低減することができる。
【００４１】
　本実施例では、第２動作モードにおいて比較器１６１を用いる例を示したが、比較器１
６０を用いてもよい。その場合には、スイッチ２１１をオンにし、スイッチ２２０、２０
０、２０１をオフの状態とし、スイッチ２１０、２２１を順次、オンにすればよい。スイ
ッチ２００、２１０をオフの状態とすることで信号線１３０に付随する容量の影響を低減
することができ、スイッチ２０１、２２０をオフすることで比較器１６１に付随する容量
の影響を低減することができる。
【００４２】
　撮像装置は更に、第３動作モードを有していてもよい。第３動作モードは、第２動作モ
ードにおいて、更に、バイパス線に共通に接続されたスイッチユニットのうち、複数の第
３種類のスイッチをオンの状態とする動作である。１つの画素の信号は、オンの状態とな
っている複数の第３種類のスイッチを経由して複数の比較器に入力される。具体的には、
第２動作モードの例において、更に、スイッチ２１１をオンにして、１つの画素からの信
号を２つの比較器１６０、１６１に入力し、ＡＤ変換を行う動作である。その場合には、
スイッチ２１１、２２０をオンとし、スイッチ２００、２０１をオフの状態とする。そし
て、スイッチ２１０とスイッチ２２１とを順次オンにすることで、信号線１３０からの信
号を比較器１６０、１６１に入力し、そして、信号線１３１からの信号を比較器１６０、
１６１に入力することができる。このような動作によって、１つの信号に対して２つのデ
ジタル信号を得ることができるため、比較器に起因するノイズを低減することができる。
あるいは、比較器に起因するノイズの除去が容易となる。
【００４３】
　第１～第３動作モードにおいて、複数のスイッチユニットのそれぞれは次の４つの状態
を有する。第１状態は、１つの信号線の信号を、１つの信号線に対応した１つの比較器に
入力する状態である。つまり、第１種類のスイッチがオンであり、かつ、第２種類のスイ
ッチおよび前記第３種類のスイッチがオフである。第２状態は、１つの信号線の信号を、
バイパス線に出力するための状態である。ここでは、第２種類のスイッチがオンであり、
かつ、第１種類のスイッチおよび第３種類のスイッチがオフである。第３状態は、１つの
信号線の信号を、１つの信号線に対応した１つの比較器およびバイパス線の両方に出力す
る状態である。第３状態では、少なくとも前記第１種類のスイッチおよび前記第２種類の
スイッチがオンであればよい。第４状態は、バイパス線の信号を、１つの信号線に対応し
た１つの比較器に入力する状態である。第４状態では、第３種類のスイッチがオンであり
、かつ、第１種類のスイッチおよび第２種類のスイッチがオフである。
【００４４】
　図４～図６を用いて、第１動作モードおよび第２動作モードの具体的な動作について説
明する。図４は、図３に示した画素１００、１０１の回路図である。画素１００は、光電
変換素子４００と、転送トランジスタ４１０と、増幅トランジスタ４３０と、選択トラン
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ジスタ４４０と、リセットトランジスタ４６０とを有している。画素１０１は、光電変換
素子４０１と、転送トランジスタ４１１と、増幅トランジスタ４３１と、選択トランジス
タ４４１と、リセットトランジスタ４６１とを有している。画素１００、１０１は、それ
ぞれ、フローティングディフュージョン領域４２０、４２１を有する（以下、ＦＤ領域と
する）。ＦＤ領域４２０、４２１は、それぞれ、光電変換素子４００、４０１から電荷が
転送される。ＦＤ領域４２０、４２１の電位に基づく信号が増幅トランジスタ４３０、４
３１から選択トランジスタ４４０、４４１を介して信号線１３０、１３１へ出力される。
また、ＦＤ領域４２０、４２１はリセットトランジスタ４６０、４６１によって所定の電
位に設定される。撮像装置は、一般にマイクロレンズアレイを有する。この画素１００、
１０１のそれぞれに対して、１つのマイクロレンズが設けられている。以上のように、図
４に示す画素構成は、典型的なＣＭＯＳイメージセンサの画素の構成であり、詳細な説明
は省略する。
【００４５】
　なお、画素１００、１０１に少なくとも１つの光電変換素子が設けられており、１つの
マイクロレンズが隣接する少なくとも２つの画素１００、１０１に渡って設けられていて
もよい。なお、少なくとも２つの画素は第１方向Ｄ１および、または第２方向Ｄ２に沿っ
て隣接して配されていればよい。例えば、第１方向Ｄ１および第２方向Ｄ２に配された４
つの画素に渡って１つのマイクロレンズが配されていてもよい。更に、少なくとも２つの
画素は第１方向Ｄ１および第２方向Ｄ２以外に沿って配されていてもよい。
【００４６】
　図５は、図３および図４に示す撮像装置の第１動作モードの駆動方法を説明する概略図
である。図６は、図３および図４に示す撮像装置の第２動作モードの駆動方法を説明する
概略図である。図５および図６において、横軸は時間を示し、縦軸は、各素子へ入力させ
る制御パルスと、ランプ信号の電位ＲＡＭＰと、信号線１３０の電位を示した電位Ｖｓｉ
ｇ（１３０）と、信号線１３１の電位を示した電位Ｖｓｉｇ（１３１）とを示している。
制御パルスΦ２００は、スイッチ２００へ入力され、スイッチ２００の状態（オンとオフ
）を制御する。制御パルスΦ２０１は、スイッチ２０１へ入力され、スイッチ２０１の状
態（オンとオフ）を制御する。他の制御パルスΦ２１１、Φ２２０、Φ２１０、Φ２２１
、Φ４４１、Φ４６１、Φ４１１、Φ４４０、Φ４６０、Φ４１０も同様に、それぞれが
対応する符号のスイッチ、およびトランジスタに入力され、その状態を制御する。各制御
パルスは、任意の値を取ることができるが、ここでは簡単のためハイレベルＨとローレベ
ルＬの２値を取り、例えば３．３Ｖと０Ｖであるものとする。制御パルスがハイレベルＨ
の時にはスイッチやトランジスタがオンとなり、制御パルスがローレベルＬの時にはスイ
ッチやトランジスタがオフとなる。いずれの図面においても、ハイレベルとなる部分にＨ
と付している。
【００４７】
　まず、図５に示す第１動作モードにおける各素子の動作ついて説明する。時刻ｔ０から
時刻ｔ８まで、制御パルスΦ２００、Φ２０１はハイレベルとなっており、制御パルスΦ
２１１、Φ２２０、Φ２１０、Φ２２１はローレベルとなっている。つまり、スイッチ２
００、２０１はオンであり、スイッチ２１１、２２０、２１０、２２１はオフである。こ
の状態で、画素１０１の読み出し動作および画素１００の読み出し動作が行われる。
【００４８】
　時刻ｔ０から時刻ｔ８まで、制御パルスΦ４４１、Φ４４０がハイレベルとなり、選択
トランジスタ４４１、４４０がオンとなっている。時刻ｔ０から時刻ｔ１の間、制御パル
スΦ４６１、Φ４６０がハイレベルとなり、リセットトランジスタがオンとなりＦＤ領域
４２１、４２０が所定の電位に設定される。この時、信号線１３１の電位Ｖｓｉｇ（１３
１）は、リセットされたＦＤ領域４２１の電位に基づく信号（リセット信号）を示す。信
号線１３０の電位Ｖｓｉｇ（１３０）は、リセットされたＦＤ領域４２０の電位に基づく
信号（リセット信号）を示す。時刻ｔ２から時刻ｔ３において、電位ＲＡＭＰに示される
ランプ信号が比較器１６１、１６０に入力され、画素１０１のリセット信号と画素１００



(15) JP 2019-213159 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

のリセット信号がそれぞれＡＤ変換される。比較器１６１の出力と比較器１６０の出力は
、時刻ｔ２から時刻ｔ３の間にそれぞれ反転し、カウンタ１７０、１７１がその時のカウ
ント値を出力する。時刻ｔ３から時刻ｔ４において、ＡＤ変換後のリセット信号は出力回
路１９０を介して出力される。時刻ｔ４から時刻ｔ５において制御パルスΦ４１１がハイ
レベルとなり、転送トランジスタ４１１がオンされ、入力した光に応じて光電変換素子４
０１にて生じた電荷がＦＤ領域４２１に転送される。同時刻に、制御パルスΦ４１０がハ
イレベルとなり、転送トランジスタ４１０がオンされ、入力した光に応じて光電変換素子
４００にて生じた電荷がＦＤ領域４２０に転送される。この時、信号線１３１の電位Ｖｓ
ｉｇ（１３１）は、光電変換素子４０１から電荷が転送されたＦＤ領域４２１の電位に基
づく信号（光信号）を示す。同様に、信号線１３０の電位Ｖｓｉｇ（１３０）は、光電変
換素子４００から電荷が転送されたＦＤ領域４２０の電位に基づく信号（光信号）を示す
。時刻ｔ６から時刻ｔ７において、電位ＲＡＭＰに示されるランプ信号が比較器１６１、
１６０に入力され、画素１０１、１００の光信号がＡＤ変換される。比較器１６１の出力
と比較器１６０の出力は、時刻ｔ６から時刻ｔ７の間にそれぞれ反転し、カウンタ１７０
、１７１がその時のカウント値を出力する。時刻ｔ７から時刻ｔ８でＡＤ変換後の光信号
が外部へと出力され、時刻ｔ８で画素１０１、１００からの信号の読み出し動作が終了す
る。時刻ｔ８～時刻ｔ１６は次のフレームとして、時刻ｔ０～時刻ｔ８までの動作が繰り
返されてもよい。このように、本実施例の第１動作モードによれば、２つの画素からの信
号を同時にＡＤ変換し読み出すことができる。
【００４９】
　次に、図６に示す第２動作モードにおける各素子の動作ついて説明する。時刻ｔ０から
時刻ｔ１６まで、制御パルスΦ２００、Φ２０１、Φ２１１はローレベルとなっており、
制御パルスΦ２２０はハイレベルとなっている。つまり、スイッチ２００、２０１、２１
１はオフであり、スイッチ２２０はオンである。ここで、制御パルスΦ２１０は時刻ｔ０
から時刻ｔ８までハイレベルとなり、制御パルスΦ２２１は時刻ｔ８から時刻ｔ１６まで
ハイレベルとなる。つまり、制御パルスΦ２１０、Φ２２１は順次、ハイレベルとなる。
【００５０】
　ここで、時刻ｔ０から時刻ｔ８における画素１０１の読み出し動作が行われる。これは
図５の時刻ｔ０から時刻ｔ８における画素１０１の読み出し動作と同様である。時刻ｔ０
から時刻ｔ８まで、制御パルスΦ４４１がハイレベルとなり、制御パルスΦ４４０がロー
レベルとなり、選択トランジスタ４４１がオンであり、選択トランジスタ４４０がオフの
状態となっている。時刻ｔ０から時刻ｔ１の間、制御パルスΦ４６１がハイレベルとなり
、リセットトランジスタがオンとなりＦＤ領域４２１が所定の電位に設定される。この時
、信号線１３１の電位Ｖｓｉｇ（１３１）は、リセットされたＦＤ領域４２１の電位に基
づく信号（リセット信号）を示す。信号線１３０の電位Ｖｓｉｇ（１３０）は、変動しな
い。時刻ｔ２から時刻ｔ３において、電位ＲＡＭＰに示されるランプ信号が比較器１６１
に入力され、画素１０１のリセット信号がＡＤ変換される。比較器１６１の出力は、時刻
ｔ２から時刻ｔ３の間に反転し、カウンタ１７１がその時のカウント値を出力する。時刻
ｔ３から時刻ｔ４の間に、ＡＤ変換後の画素１０１のリセット信号は出力回路１９０を介
して出力される。時刻ｔ４から時刻ｔ５において制御パルスΦ４１１がハイレベルとなり
、転送トランジスタ４１１がオンされ、入力した光に応じて光電変換素子４０１にて生じ
た電荷がＦＤ領域４２１に転送される。信号線１３１の電位Ｖｓｉｇ（１３１）は、光電
変換素子４０１から電荷が転送されたＦＤ領域４２１の電位に基づく信号（光信号）を示
す。時刻ｔ６から時刻ｔ７において、電位ＲＡＭＰに示されるランプ信号が比較器１６１
に入力され、画素１０１の光信号がＡＤ変換される。比較器１６１の出力は、時刻ｔ６か
ら時刻ｔ７の間に反転し、カウンタ１７１がその時のカウント値を出力する。時刻ｔ７か
ら時刻ｔ８でＡＤ変換後の画素１０１の光信号が外部へと出力され、時刻ｔ８で画素１０
１からの信号の読み出し動作が終了する。
【００５１】
　時刻ｔ８から時刻ｔ１６において、画素１００の読み出し動作が行われる。これは図５
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の時刻ｔ０から時刻ｔ８における画素１００の読み出し動作と同様である。時刻ｔ８から
時刻ｔ１７まで、制御パルスΦ４４１がローレベル、制御パルスΦ４４０がハイレベルと
なり、選択トランジスタ４４１がオフとなり、選択トランジスタ４４０がオンとなってい
る。時刻ｔ８から時刻ｔ９の間、制御パルスΦ４６０がハイレベルとなり、リセットトラ
ンジスタがオンとなりＦＤ領域４２０が所定の電位に設定される。この時、信号線１３０
の電位Ｖｓｉｇ（１３０）は、リセットされたＦＤ領域４２０の電位に基づく信号（リセ
ット信号）を示す。時刻ｔ１０から時刻ｔ１１において、電位ＲＡＭＰに示されるランプ
信号が比較器１６０に入力され、画素１００のリセット信号がＡＤ変換される。比較器１
６０の出力は、時刻ｔ１０から時刻ｔ１１の間に反転し、カウンタ１７０がその時のカウ
ント値を出力する。時刻ｔ１１から時刻ｔ１２の間に、ＡＤ変換後の画素１００のリセッ
ト信号は出力回路１９０を介して出力される。時刻ｔ１２から時刻ｔ１３において、制御
パルスΦ４１０がハイレベルとなり、転送トランジスタ４１０がオンされ、入力した光に
応じて光電変換素子４００にて生じた電荷がＦＤ領域４２０に転送される。この時、信号
線１３０の電位Ｖｓｉｇ（１３０）は、光電変換素子４００から電荷が転送されたＦＤ領
域４２０の電位に基づく信号（光信号）を示す。時刻ｔ１４から時刻ｔ１５において、電
位ＲＡＭＰに示されるランプ信号が比較器１６０に入力され、画素１００の光信号がＡＤ
変換される。比較器１６０の出力は、時刻ｔ１４から時刻ｔ１５の間に反転し、カウンタ
１７０がその時のカウント値を出力する。時刻ｔ１５から時刻ｔ１６でＡＤ変換後の画素
１００の光信号が外部へと出力され、時刻ｔ１６で画素１００からの信号の読み出し動作
が終了する。
【００５２】
　第２動作モードにおいて、第１動作モードにて同時に行われていた複数の画素からの信
号読み出し動作は、順次、行われる。この時、スイッチ２００、２０１、２１１がオフ、
かつスイッチ２２０がオンであるため、比較器１６０を使用することなく、２つの画素１
００、１０１の信号を１つの比較器１６１を用いる経路で読み出すことができる。第２動
作モードを有することで、動作する素子が減るため低電力化が可能となる。あるいは、並
列に動作する比較器の数が減るため、電源電圧の変動や比較器の出力変化に起因するノイ
ズを低減することが可能である。
【００５３】
　また、第３動作モードにおいては、図６に示す第２動作モードにおいて、時刻ｔ０から
時刻ｔ１７の間に制御パルスΦ２１１をハイレベルとし、スイッチ２１１をオンとするこ
とで行うことができる。この場合には、図６の時刻ｔ０から時刻ｔ８において画素１０１
からの信号が２つの比較器１６０、１６１に入力されＡＤ変換される。そして、図６の時
刻ｔ８から時刻ｔ１６において画素１００からの信号が２つの比較器１６０、１６１に入
力されＡＤ変換される。
【００５４】
　本実施例においては、１つのバイパス線２２５は２つの信号線と２つの比較器とスイッ
チを介して接続する構成となっているが、３つ以上の信号線と３つ以上の比較器とスイッ
チを介して接続する際にはスイッチの数を増やすことなく接続することが可能となる。例
えば、３つの信号線と３つの比較器を互いに接続する際にバイパス線を用いない場合には
、１つの比較器の入力ノードに対して３つのスイッチが必要となり、合計９つのスイッチ
を設ける必要がある。しかし、本実施例のようなバイパス配線を設ける場合には、１つの
比較器の入力ノードに対して２つのスイッチがあればよい。
【００５５】
　（実施例４）
　図７、図８（ａ）および図８（ｂ）は、実施例４を説明するための撮像装置の模式図で
ある。本実施例では、積層用の複数の半導体基板を有する撮像装置を示している。図７に
示すように、本実施例の積層型の撮像装置は、少なくとも複数の画素ＰＩＸの配された画
素領域１１０を有する半導体基板と、画素領域１１０以外の構成を有する別の半導体基板
とを有している。この画素領域１１０が配された半導体基板を画素チップとも称する。ま
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た、画素領域１１０以外の回路が配された半導体基板を回路チップとも称する。撮像装置
は、更に、画像信号の信号処理回路や、画素領域の制御システム用の回路が配された半導
体基板を有していてもよく、３つ以上の積層用の半導体基板を有していてもよい。このよ
うな撮像装置は、積層型の撮像装置とも称される。
【００５６】
　本実施例の撮像装置は、１列の画素ＰＩＸに対して１２本の信号線１３０～１３５、３
３０～３３５が設けられている。１２本の信号線のうち６本の信号線１３０～１３５には
第１方向Ｄ１と反対の方向に読み出し回路２５０が設けられ、他の６本の信号線３３０～
３３５には第１方向Ｄ１方向に読み出し回路２５１が設けられている。図７において、他
の実施例と同様に１列の画素に対応した部分を部分Ｐ４と示す。
【００５７】
　また、本実施例の撮像装置は、積層型であるため、複数の半導体基板の間での信号の授
受を行うための接続部２４０～２４５、３４０～３４５を有する。接続部２４０～２４５
、３４０～３４５は、それぞれ導電体によって構成される。例えば、接合部は、２つの基
板にそれぞれ設けられた銅を主成分とする配線を接合することによって形成されたＣｕ－
Ｃｕ接合であってもよい。また、接合部は、電極パッドとバンプによって構成されてもよ
く、貫通電極（ＴＳＶ）によって形成された構成であってもよい。
【００５８】
　図７において、１２個の画素ＰＩＸを例に説明する。１２個の画素ＰＩＸは１列、１２
行で配列し、１２個の画素ＰＩＸは１２本の信号線１３０～１３５、３３０～３３５と１
対１で接続されている。ここで、１２個の電流源１４０～１４５、５４０～５４５のそれ
ぞれが、対応する１２本の信号線１３０～１３５、３３０～３３５のそれぞれに、１対１
となるように接続されている。なお、図１～図３と同様に、信号線１３０～１３５、３３
０～３３５のそれぞれには、複数の画素ＰＩＸが接続される。例えば、１つの列には、図
４に示された１２行の画素ＰＩＸの組が、列方向（第１の方向Ｄ１）に沿って繰り返し配
される。
【００５９】
　信号線１３０～１３５のそれぞれは、接続部２４０～２４５の対応する１つと、１対１
で接続する。そして、信号線１３０～１３５のそれぞれは、比較器１６０～１６５の対応
する１つと、１対１で接続される。例えば、信号線１３０は、接続部２４０を介して、比
較器１６０に接続される。また、信号線１３１は、接続部２４１を介して、比較器１６１
に接続される。
【００６０】
　１本の信号線と１つの比較器の間にはスイッチユニット２３０～２３５のうち対応する
１つのスイッチユニットが設けられている。そして、比較器１６０～１６５のそれぞれは
、カウンタ１７０～１７５のそれぞれと、１対１となるように接続される。部分Ｐ４にお
いて、読み出し回路２５０は、信号線１３０～１３５に対応した比較器１６０～１６５と
、スイッチユニット２３０～２３５と、カウンタ１７０～１７５とを含む。カウンタ１７
０～１７５からの信号は、水平走査回路１８０と、出力回路１９０を介して出力される。
【００６１】
　スイッチユニット２３０～２３５の構成は、図３のスイッチユニットと同様に、第１種
類のスイッチと、第２種類のスイッチと、第３種類のスイッチを含む。スイッチユニット
２３０、２３２、２３４の第１種類のスイッチのそれぞれは、対応する信号線１３０、１
３２、１３４に接続された第１端子と、対応する比較器１６０、１６２、１６４に接続さ
れた第２端子とを有する。スイッチユニット２３０、２３２、２３４の第２種類のスイッ
チのそれぞれは、対応する信号線１３０、１３２、１３４（および、当該信号線に接続さ
れた第１種類のスイッチの第１端子）に接続された第１端子と、バイパス線３２５に接続
された第２端子を有する。スイッチユニット２３０、２３２、２３４の第３種類のスイッ
チは、対応する比較器１６０、１６２、１６４（および、当該比較器に接続された第１種
類のスイッチの第２端子）に接続された第１端子と、バイパス線３２５に接続された第２
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端子を有する。スイッチユニット２３１、２３３、２３５の第１種類のスイッチのそれぞ
れは、対応する信号線１３１、１３３、１３５に接続された第１端子と、対応する比較器
１６１、１６３、１６５に接続された第２端子とを有する。スイッチユニット２３１、２
３３、２３５の第２種類のスイッチのそれぞれは、対応する信号線１３１、１３３、１３
５（および、当該信号線に接続された第１種類のスイッチの第１端子）に接続された第１
端子と、バイパス線３２６に接続された第２端子を有する。スイッチユニット２３１、２
３３、２３５の第３種類のスイッチは、対応する比較器１６１、１６３、１６５（および
、当該比較器に接続された第１種類のスイッチの第２端子）に接続された第１端子と、バ
イパス線３２６に接続された第２端子を有する。これまでの実施例と比較して、１つのバ
イパス線に共通に接続しうるスイッチユニットが３つになっている。つまり、１つのバイ
パス線に共通に接続しうる信号線や比較器が３つになっている。
【００６２】
　信号線３３０～３３５のそれぞれは、接続部３４０～３４５の対応する１つと、１対１
で接続する。そして、信号線３３０～３３５は、読み出し回路２５０と同様の読み出し回
路２５１と接続している。つまり、信号線３３０～３３５のそれぞれは、比較器の対応す
る１つと、１対１で接続される。例えば、信号線３３０は、接続部３４０を介して、対応
する１つの比較器に接続される。また、信号線３３１は、接続部３４１を介して、対応す
る別の比較器に接続される。読み出し回路２５１には、ランプ生成器１５０と同様のラン
プ生成器１５１から信号が入力される。読み出し回路２５１からの信号も、水平走査回路
１８１と出力回路１９１を経て出力される。読み出し回路２５１にも読み出し回路２５０
と同様に６つのスイッチユニットが配されており、読み出し回路２５０と同様の読み出し
動作を行うことが可能である。つまり、読み出し経路は上下方向で対称になっている。
【００６３】
　言い換えると、部分Ｐ４は、図面において２つの方向、すなわち下方向（第１方向Ｄ１
と反対の方向）と上方向（第１方向Ｄ１）に、それぞれ６つの読み出し経路を有している
。
【００６４】
　信号線１３０～１３５、３３０～３３５のそれぞれは、画素領域を有する半導体基板に
設けられた部分と、それ以外の回路を有する半導体基板に設けられた部分とを有する。各
信号線の部分同士は、対応する１つの接続部２４０～２４５、３４０～３４５によって接
続されているとも言える。
【００６５】
　１２個の画素ＰＩＸは第１方向に沿って信号線１３０、３３０、１３１、３３１、１３
２、３３２、１３３、３３３、１３４、３３４、１３５、３３５に順次接続している。図
７における奇数行の画素ＰＩＸは信号線３３０～３３５へ、偶数行の画素ＰＩＸは信号線
１３０～１３５へと接続している。この接続によると、カラーの撮像装置において、例え
ばベイヤー配列のカラーフィルタを用いた際に、同色のカラーフィルタに対応した画素の
信号が同一方向へ読み出すことができる。もちろんこのような画素と信号線の接続は、目
的に応じて適宜選択できる。
【００６６】
　また、信号線１３０、１３２、１３４がスイッチユニット２３０、２３２、２３４を介
してバイパス線３２５と接続し、信号線１３１、１３３、１３５がスイッチユニット２３
１、２３３、２３５を介してバイパス線３２６と接続する。この接続によると、同色の加
算や間引き読み出しにおいてモアレを低減することができる。このようなバイパス線３２
５、３２６と共通に接続するスイッチユニットやその個数も、目的に応じて適宜変更でき
る。
【００６７】
　次に、動作モードについて説明する。本実施例においても、他の実施例と同様に第１動
作モードと第２動作モードを行うことができる。まず、第１動作モードにおいては、スイ
ッチユニット２３０～２３５は信号線１３０～１３５をそれぞれ、比較器１６０～１６５
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へ接続する。信号線３３０～３３５も同様に、それぞれの比較器と接続される。これによ
り、１２行分の画素１００の信号を同時にＡＤ変換すること、すなわち並列処理を行うこ
とができる。
【００６８】
　第２動作モードにおいては、スイッチユニット２３０、２３２、２３４は信号線１３０
、１３２、１３４を順番に任意の１つの比較器、例えば比較器１６２へと接続する。スイ
ッチユニット２３１、２３３、２３５は信号線１３１、１３３、１３５を順番に任意の１
つの比較器、例えば比較器１６３へと接続する。信号線３３０～３３５においても同様で
ある。この時は、４行分の画素ＰＩＸの信号を同時にＡＤ変換することが可能となり、動
作する比較器の数が減るため、動作時の消費電流量を低減することが可能となる。あるい
は、並列に動作する比較器の数が減るため、電源電圧の変動や比較器の出力変化に起因す
るノイズを低減することが可能である。
【００６９】
　もちろん、スイッチユニット２３０、２３２、２３４が接続する比較器は３つの比較器
のうちいずれの比較器でもよく、読み出す信号の加算や間引きなどに応じて適宜選択する
ことができる。なお、本実施例のように、読み出しに使用する比較器を比較器１６２、１
６３とすることで、それぞれの信号経路へのレイアウトの対称性やノイズの影響を等しく
近づけることができる。それは、比較器１６２、１６３は、バイパス線に共通に接続する
比較器の中での位置が同一であるためである。また、図７は、６つの信号線およびスイッ
チユニットに対して２つのバイパス線３２５、３２６を備える例を示しているが、６つの
信号線およびスイッチユニットに対して１つのバイパス線が設けられても良く、その数の
対応関係は任意に設定できる。
【００７０】
　図８（ａ）および図８（ｂ）に、図７の信号線と接続部と比較器の模式的なレイアウト
を説明するための図である。図８（ａ）は画素ＰＩＸを有する基板における１列、１２行
に配列された１２個の画素ＰＩＸと、信号線１３０～１３５、３３０～３３５と、接続部
２４０～２４５、３４０～３４５を示している。図８（ｂ）は比較器を有する基板におけ
る比較器１６０～１６５、３６０～３６５と、スイッチユニット２３０～２３５、３５０
～３５５と、接続部２４０～２４５、３４０～３４５と、４本のバイパス線３２５～３２
８と、を示している。４本のバイパス線３２５～３２８は、任意の個数の、ここでは３つ
のスイッチユニットに共通に接続されている。図８（ａ）と図８（ｂ）は接続部２４０～
２４５、３４０～３４５が一致するように積層して配置されるものとする。接続部２４０
～２４５、３４０～３４５はその位置において、２つの基板を接続する電極や配線などで
構成される。
【００７１】
　図８（ａ）に示すように、１２本の信号線１３０～１３５、３３０～３３５は、接続さ
れた複数の画素ＰＩＸの配列する方向、つまり、第１方向Ｄ１に沿って延在している。こ
こで、画素ＰＩＸは理解のために配されており、平面視において信号線に隣接するように
配されているが、画素ＰＩＸと信号線は重畳するように配されているものとする。つまり
、平面視において、図７に示す画素ＰＩＸが配された画素領域１１０に重なるように、１
つの画素列に対して１２本の信号線が配されている。ここで、平面視とは、任意の面に各
構成を投影した図である。任意の面としては、半導体基板同士の接合面や、半導体基板の
表面とすることができる。半導体基板の表面は、例えば、光電変換素子の光入射面やトラ
ンジスタのゲート絶縁膜界面などで規定することができる。
【００７２】
　図８（ｂ）には、図８（ａ）に示す１２本の信号線１３０～１３５、３３０～３３５に
対応した比較器１６０～１６５、３６０～３６５のレイアウトが示されている。比較器１
６０～１６５、３６０～３６５は、３つずつバイパス線に共通に接続されている。そして
、比較器１６０～１６５、３６０～３６５は、第１方向Ｄ１に沿って配列されている。同
様に、比較器１６０～１６５、３６０～３６５に対応して設けられるスイッチユニット２
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３０～２３５、３５０～３５５が、第１方向Ｄ１に沿って配されている。そして、４本の
バイパス線３２５～３２８の少なくとも一部が第１方向Ｄ１に沿って延在して配されてい
る。このような配置によって、図８（ａ）に示す１２本の信号線と重なるように、比較器
を配置することができるため、撮像装置のチップ面積を小さくすることができる。また、
このような配置によって、信号経路の距離を短くすることが可能となる。
【００７３】
　そして、図８（ａ）および図８（ｂ）に示すように、接続部２４０～２４５、３４０～
３４５も、比較器１６０～１６５、３６０～３６５に対応して第１方向Ｄ１に沿って配さ
れている。このような接続部２４０～２４５、３４０～３４５の配置によって、比較器１
６０～１６５、３６０～３６５への信号経路の長さや相対的な他の配線との配置の関係を
、それぞれ等価なものに近づけることが容易となる。なお、図８（ａ）において、接続部
２４０～２４５、３４０～３４５の配置間隔は第１方向Ｄ１において異なる間隔となって
いるが、等しい間隔がより望ましい。また、接続部２４０～２４５、３４０～３４５は、
第２方向Ｄ２に沿った方向で隣接する接続部が配されないように、互いに第１方向Ｄ１に
沿って離間（オフセット）して配されている。このように離間していることで、配線およ
びその間隔を微細なものにしつつ、貫通電極などで構成される接続部のプロセスマージン
を確保することができる。このように、図８（ａ）および図８（ｂ）に示す各素子の配置
によって各画素からの読み出し経路に対する対称性や接続部を形成する際のプロセスマー
ジンを保つことができる。
【００７４】
　なお、接続部２４０～２４５、３４０～３４５は図７における画素領域１１０の外側に
設けられていてもよい。また、画素領域１１０の内側に図８（ａ）および図８（ｂ）に示
した接続部を設け、かつ画素領域１１０の外側に接続部を設けるなど、１つの信号線に対
して複数の接続部を設けてもよい。接続部の位置や数は適宜変更可能である。更に、本実
施例においては、電流源やランプなどの回路を比較器が配された基板に設けているが、画
素ＰＩＸが配された基板に設けてもよい。また、本実施例において１２本の信号線は１つ
の画素列の全体に渡って設けられているが、１つの画素列の半分の長さの信号線を上下に
１２本ずつ設ける構成など、本発明の信号線の数や配置は限定されない。
【００７５】
　（実施例５）
　図９、図１０（ａ）、および図１０（ｂ）は、実施例５を説明するための撮像装置の模
式図である。図９は、１つの画素ＰＩＸの回路図である。図９の画素ＰＩＸの構成は、図
４に示した画素１００、１０１の構成に比べて、１つの光電変換素子と１つの転送トラン
ジスタと１つの選択トランジスタが追加されている。つまり、画素ＰＩＸは、２つの光電
変換素子４００、４０１と、２つの転送トランジスタ４１０、４１１と、１つの増幅トラ
ンジスタ４３０と、１つのリセットトランジスタ４６０と、２つの選択トランジスタ４４
０、４５０とを少なくとも有する。２つの転送トランジスタ４１０、４１１はＦＤ領域４
２０に並列に接続され、２つの選択トランジスタ４４０、４５０は１つの増幅トランジス
タ４３０のソースに並列に接続されている。
【００７６】
　２つの選択トランジスタのそれぞれは複数の信号線のうちの１つに接続する。その２つ
の選択トランジスタが接続する信号線は別の２つの信号線であってもよいし、同一の、１
つの信号線であってよい。図９において、選択トランジスタ４４０、４５０が接続する信
号線は、複数の信号線１３０～１３５、３３０～３３５のうちの任意の１本、または２本
に接続している。具体的な接続関係については、後に図１０（ａ）および図１０（ｂ）を
用いて説明する。
【００７７】
　図９に示す１つの画素ＰＩＸに対して、１つのマイクロレンズが設けられている。つま
り、２つの光電変換素子に１つのマイクロレンズが設けられている。このような構成によ
って、焦点検出を行うための信号を得ることができる。なお、上述したように、図９の画
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素ＰＩＸと隣接する画素ＰＩＸの複数の画素ＰＩＸに渡って１つのマイクロレンズを設け
る構成であってもよい。
【００７８】
　図１０（ａ）および図１０（ｂ）は、画素ＰＩＸと信号線１３０～１３５、３３０～３
３５との接続の説明図である。図１０（ａ）は各画素ＰＩＸの選択トランジスタ４４０と
信号線との接続を説明する図であり、図１０（ｂ）は各画素ＰＩＸの選択トランジスタ４
５０と信号線との接続を説明する図である。図１０（ａ）、および図１０（ｂ）には１２
個の画素ＰＩＸを示しているが、実際にはこの１２個の画素ＰＩＸが第１方向Ｄ１に沿っ
て繰り返し配置されているものとする。図１０（ａ）における接続については、図７に示
す例と同一である。よって、実施例４と同様に、本実施例の撮像装置は、１２行の画素Ｐ
ＩＸの信号を並列に読み出しすることができる第１動作モードと、４行の画素ＰＩＸの信
号を並列に読み出しすることができる第２動作モードを有している。なお、第２動作モー
ドにおいては、複数行の画素ＰＩＸの信号を加算して４行分にして読み出す動作も含む。
【００７９】
　そして、図１０（ａ）に示した選択トランジスタ４５０によって、６行の画素ＰＩＸの
信号を並列に読み出しすることができる動作モードを有している。図１０（ｂ）において
は、６行分の画素ＰＩＸの信号を信号線１３０、１３２、１３４、３３０、３３２、３３
４へ同時に読み出すことができる。これによって、比較器１６０、１６２、１６４、３６
０、３６２、３６４を用いて、並列にＡＤ変換することが可能となっている。なお、この
動作モードにおいても、複数行の画素ＰＩＸの信号を加算して６行分にして読み出す動作
も含む。この選択トランジスタ４５０をどの信号線に接続するかについては、画素ＰＩＸ
の信号の加算や間引きを考慮して決定することができ、本実施例の形態に限定されない。
【００８０】
　なお、図１０（ａ）、および図１０（ｂ）に示した接続部２４０～２４５、３４０～３
４５の配置は、図８（ａ）と同様な配置にすることができる。
【００８１】
　（実施例６）
　図１１は、本実施例による撮像システム５００の構成を示すブロック図である。本実施
例の撮像システム５００は、上述の実施例で述べた撮像装置のいずれかを適用した撮像装
置５０１を含む。撮像システム５００の具体例としては、デジタルスチルカメラ、デジタ
ルカムコーダー、監視カメラ等が挙げられる。図１１では、撮像システム５００としてデ
ジタルスチルカメラの例を示している。
【００８２】
　図１１に例示した撮像システム５００は、撮像装置５０１、被写体の光学像を撮像装置
５０１に結像させるレンズ５０２０、レンズ５０２０を通過する光量を可変にするための
絞り５０４、レンズ５０２０の保護のためのバリア５０６を有する。レンズ５０２０及び
絞り５０４は、撮像装置５０１に光を集光する光学系である。
【００８３】
　撮像システム５００は、また、撮像装置５０１から出力される出力信号の処理を行う信
号処理部５０８０を有する。信号処理部５０８０は、必要に応じて入力信号に対して各種
の補正、圧縮を行って出力する信号処理の動作を行う。撮像システム５００は、更に、画
像データを一時的に記憶するためのバッファメモリ部５１０、外部コンピュータ等と通信
するための外部インターフェース部（外部Ｉ／Ｆ部）５１２を有する。更に撮像システム
５００は、撮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記録媒体５１４
、記録媒体５１４に記録又は読み出しを行うための記録媒体制御インターフェース部（記
録媒体制御Ｉ／Ｆ部）５１６を有する。なお、記録媒体５１４は、撮像システム５００に
内蔵されていてもよく、着脱可能であってもよい。また、記録媒体制御Ｉ／Ｆ部５１６か
ら記録媒体５１４との通信や外部Ｉ／Ｆ部５１２からの通信は無線によってなされてもよ
い。
【００８４】
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　更に撮像システム５００は、各種演算を行うとともにデジタルスチルカメラ全体を制御
する全体制御・演算部５１８、撮像装置５０１と信号処理部５０８０に各種タイミング信
号を出力するタイミング発生部５２０を有する。ここで、タイミング信号などは外部から
入力されてもよく、撮像システム５００は、少なくとも撮像装置５０１と、撮像装置５０
１から出力された出力信号を処理する信号処理部５０８０とを有すればよい。全体制御・
演算部５１８及びタイミング発生部５２０は、撮像装置５０１の制御機能の一部又は全部
を実施するように構成してもよい。
【００８５】
　撮像装置５０１は、画像用信号を信号処理部５０８０に出力する。信号処理部５０８０
は、撮像装置５０１から出力される画像用信号に対して所定の信号処理を実施し、画像デ
ータを出力する。また、信号処理部５０８０は、画像用信号を用いて、画像を生成する。
なお、信号処理部５０８０やタイミング発生部５２０は、本実施例の撮像装置の比較器が
搭載された基板に設けられていてもよく、更に別の基板に設けられている構成であっても
よい。上述した各実施例の撮像装置による撮像装置を用いて撮像システムを構成すること
により、より良質の画像が取得可能な撮像システムを実現することができる。
【００８６】
　（実施例７）
　本実施例の撮像システム及び移動体について、図１２および図１３を用いて説明する。
図１２は、本実施例による撮像システム及び移動体の構成例を示す概略図である。図１３
は、本実施例による撮像システムの動作を示すフロー図である。本実施例では、撮像シス
テムとして車載カメラの一例を示す。
【００８７】
　図１２は、車両システムとこれに搭載される撮像システムの一例を示したものである。
撮像システム７０１は、撮像装置７０２、画像前処理部７１５、集積回路７０３、光学系
７１４を含む。光学系７１４は、撮像装置７０２に被写体の光学像を結像する。撮像装置
７０２は、光学系７１４により結像された被写体の光学像を電気信号に変換する。撮像装
置７０２は、上述の各実施例のいずれかの撮像装置である。画像前処理部７１５は、撮像
装置７０２から出力された信号に対して所定の信号処理を行う。画像前処理部７１５の機
能は、撮像装置７０２内に組み込まれていてもよい。撮像システム７０１には、光学系７
１４、撮像装置７０２及び画像前処理部７１５が、少なくとも２組設けられており、各組
の画像前処理部７１５からの出力が集積回路７０３に入力されるようになっている。
【００８８】
　集積回路７０３は、撮像システム用途向けの集積回路であり、メモリ７０５を含む画像
処理部７０４、光学測距部７０６、視差演算部７０７、物体認知部７０８、異常検出部７
０９を含む。画像処理部７０４は、画像前処理部７１５の出力信号に対して、現像処理や
欠陥補正等の画像処理を行う。メモリ７０５は、撮像画像の一次記憶、撮像画素の欠陥位
置を格納する。光学測距部７０６は、被写体の合焦や、測距を行う。視差演算部７０７は
、複数の撮像装置７０２により取得された複数の画像データから視差（視差画像の位相差
）の算出を行う。物体認知部７０８は、車、道、標識、人等の被写体の認知を行う。異常
検出部７０９は、撮像装置７０２の異常を検出すると、主制御部７１３に異常を発報する
。
【００８９】
　集積回路７０３は、専用に設計されたハードウェアによって実現されてもよいし、ソフ
トウェアモジュールによって実現されてもよいし、これらの組合せによって実現されても
よい。また、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ
）やＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ）等によって実現されてもよいし、これらの組合せによって実現されてもよ
い。
【００９０】
　主制御部７１３は、撮像システム７０１、車両センサ７１０、制御ユニット７２０等の
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動作を統括・制御する。なお、主制御部７１３を持たず、撮像システム７０１、車両セン
サ７１０、制御ユニット７２０が個別に通信インターフェースを有して、それぞれが通信
ネットワークを介して制御信号の送受を行う（例えばＣＡＮ規格）方法も取りうる。
【００９１】
　集積回路７０３は、主制御部７１３からの制御信号を受け或いは自身の制御部によって
、撮像装置７０２へ制御信号や設定値を送信する機能を有する。例えば、集積回路７０３
は、撮像装置７０２内の電圧スイッチ１３をパルス駆動させるための設定や、フレーム毎
に電圧スイッチ１３を切り替える設定等を送信する。
【００９２】
　撮像システム７０１は、車両センサ７１０に接続されており、車速、ヨーレート、舵角
などの自車両走行状態及び自車外環境や他車・障害物の状態を検出することができる。車
両センサ７１０は、視差画像から対象物までの距離情報を取得する距離情報取得手段でも
ある。また、撮像システム７０１は、自動操舵、自動巡行、衝突防止機能等の種々の運転
支援を行う運転支援制御部７１１に接続されている。特に、衝突判定機能に関しては、撮
像システム７０１や車両センサ７１０の検出結果を基に他車・障害物との衝突推定・衝突
有無を判定する。これにより、衝突が推定される場合の回避制御、衝突時の安全装置起動
を行う。
【００９３】
　また、撮像システム７０１は、衝突判定部での判定結果に基づいて、ドライバーに警報
を発する警報装置７１２にも接続されている。例えば、衝突判定部の判定結果として衝突
可能性が高い場合、主制御部７１３は、ブレーキをかける、アクセルを戻す、エンジン出
力を抑制するなどして、衝突を回避、被害を軽減する車両制御を行う。警報装置７１２は
、音等の警報を鳴らす、カーナビゲーションシステムやメーターパネルなどの表示部画面
に警報情報を表示する、シートベルトやステアリングに振動を与えるなどしてユーザに警
告を行う。
【００９４】
　本実施例では、車両の周囲、例えば前方又は後方を撮像システム７０１で撮影する。図
１２（ｂ）に、車両前方を撮像システム７０１で撮像する場合の撮像システム７０１の配
置例を示す。
【００９５】
　２つの撮像装置７０２は、車両７００の前方に配置される。具体的には、車両７００の
進退方位又は外形（例えば車幅）に対する中心線を対称軸に見立て、その対称軸に対して
２つの撮像装置７０２が線対称に配置されると、車両７００と被写対象物との間の距離情
報の取得や衝突可能性の判定を行う上で好ましい。また、撮像装置７０２は、運転者が運
転席から車両７００の外の状況を視認する際に運転者の視野を妨げない配置が好ましい。
警報装置７１２は、運転者の視野に入りやすい配置が好ましい。
【００９６】
　次に、撮像システム７０１における撮像装置７０２の故障検出動作について、図１３を
用いて説明する。撮像装置７０２の故障検出動作は、図１３に示すステップＳ８１０～Ｓ
８８０に従って実施される。
【００９７】
　ステップＳ８１０は、撮像装置７０２のスタートアップ時の設定を行うステップである
。すなわち、撮像システム７０１の外部（例えば主制御部７１３）又は撮像システム７０
１の内部から、撮像装置７０２の動作のための設定を送信し、撮像装置７０２の撮像動作
及び故障検出動作を開始する。
【００９８】
　次いで、ステップＳ８２０において、有効画素から画素信号を取得する。また、ステッ
プＳ８３０において、故障検出用に設けた故障検出画素からの出力値を取得する。この故
障検出画素は、有効画素と同じく光電変換部を備える。この光電変換部には、所定の電圧
が書き込まれる。故障検出用画素は、この光電変換部に書き込まれた電圧に対応する信号
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【００９９】
　次いで、ステップＳ８４０において、故障検出画素の出力期待値と、実際の故障検出画
素からの出力値との該非判定を行う。ステップＳ８４０における該非判定の結果、出力期
待値と実際の出力値とが一致している場合は、ステップＳ８５０に移行し、撮像動作が正
常に行われていると判定し、処理ステップがステップＳ８６０へと移行する。ステップＳ
８６０では、走査行の画素信号をメモリ７０５に送信して一次保存する。そののち、ステ
ップＳ８２０に戻り、故障検出動作を継続する。一方、ステップＳ８４０における該非判
定の結果、出力期待値と実際の出力値とが一致していない場合は、処理ステップはステッ
プＳ８７０に移行する。ステップＳ８７０において、撮像動作に異常があると判定し、主
制御部７１３、又は警報装置７１２に警報を発報する。警報装置７１２は、表示部に異常
が検出されたことを表示させる。その後、ステップＳ８８０において撮像装置７０２を停
止し、撮像システム７０１の動作を終了する。
【０１００】
　なお、本実施例では、１行毎にフローチャートをループさせる例を例示したが、複数行
毎にフローチャートをループさせてもよいし、１フレーム毎に故障検出動作を行ってもよ
い。なお、ステップＳ８７０の警報の発報は、無線ネットワークを介して、車両の外部に
通知するようにしてもよい。
【０１０１】
　また、本実施例では、他の車両と衝突しない制御を説明したが、他の車両に追従して自
動運転する制御や、車線からはみ出さないように自動運転する制御などにも適用可能であ
る。さらに、撮像システム７０１は、自車両等の車両に限らず、例えば、船舶、航空機或
いは産業用ロボットなどの移動体（移動装置）に適用することができる。加えて、移動体
に限らず、高度道路交通システム（ＩＴＳ）等、広く物体認識を利用する機器に適用する
ことができる。
【０１０２】
　本発明は、上記実施例に限らず種々の変形が可能である。例えば、いずれかの実施例の
一部の構成を他の実施例に追加した例や、他の実施例の一部の構成と置換した例も、本発
明の実施例である。また、各実施例の説明図において、素子の接続は直接的な接続関係を
説明したが、別の素子（スイッチ、バッファなど）を間に入れるなどの変更は適宜行うこ
とができる。また、上述の実施例は、いずれも本発明を実施するにあたっての具体化の例
を示したものに過ぎず、これらの例示によって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されて
はならない。すなわち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することな
く、様々な態様で実施することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
　１００、１０１　画素
　１３０、１３１、２２５　信号線
　２０１　第１スイッチ
　２１０　第２スイッチ
　２２０　第３スイッチ
　１６０、１６１　比較器
　１５０　ランプ生成器
　１７０、１７１　カウンタ
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