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(57)【要約】
【課題】高ゲインで低輝度信号を読み出せ、高輝度信号
は飽和を抑える低ゲインで読み出せ、しかも２回の読出
しで高ゲインと低ゲインの信号を得ることができ、また
、最低被写体照度の性能を向上させることが可能な固体
撮像装置、固体撮像装置の駆動方法、および電子機器を
提供する。
【解決手段】固体撮像装置１０は、フォトダイオードＰ
Ｄ１１からの電荷が少ない場合は読み出し回路４０に配
置されるアンプと帰還キャパシタを含むＣＴＩＡ回路に
よって作りだされるミラー効果によって電荷を帰還キャ
パシタにすべて転送させて高ゲインで増幅された出力電
圧を得、ＣＴＩＡ回路が飽和するとミラー効果が自動的
に減少することにより、より容量の大きいフローティン
グディフュージョンＦＤ１１に残りの超過電荷を移動さ
せて低ゲインで増幅された出力電圧を得、得た電圧を同
時に画素から出力してカラムサンプリング回路に取り込
む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素が配置された画素部と、
　画素から読み出される画素読み出し電圧を増幅可能なアンプを含む読み出し回路と、
　低ゲインの読み出し電圧が出力される第１の信号線と、
　前記アンプの出力側が接続され、高ゲインの読み出し電圧が出力される第２の信号線と
、を有し、
　前記画素は、
　　蓄積期間に光電変換により生成した電荷を蓄積する光電変換素子と、
　　前記光電変換素子に蓄積された電荷を転送期間に転送可能な転送素子と、
　　前記転送素子を通じて前記光電変換素子で蓄積された電荷が転送されるフローティン
グディフュージョンと、
　　前記フローティングディフュージョンの電荷を電荷量に応じた電圧信号に変換するソ
ースフォロワ素子と、
　　リセット期間に前記フローティングディフュージョンを前記第２の信号線の電位また
は所定の電位にリセットするリセット素子と、
　　一方の電極が前記フローティングディフュージョンに接続され、他方の電極が前記第
２の信号線に接続される帰還キャパシタと、を含み、
　前記第１の信号線は、
　　前記ソースフォロワ素子による電圧信号の出力ラインに接続され、かつ、前記アンプ
の入力側に接続されている
　固体撮像装置。
【請求項２】
　前記帰還キャパシタの容量は前記フローティングディフュージョンの容量より小さい
　請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記帰還キャパシタの容量をＣｆｂ，前記フローティングディフュージョンの容量をＣ
ｆｄとすると、
　高ゲインは１／Ｃｆｂに比例し、低ゲインは１／Ｃｆｄに比例する
　請求項２記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記画素は、
　　帰還期間に前記帰還キャパシタを前記第２の信号線と電気的に接続する帰還素子を含
む
　請求項１から３のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記画素は、
　　選択期間に前記ソースフォロワ素子による電圧信号の出力ラインを前記第１の信号線
と電気的に接続する選択素子を含む
　請求項１から４のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記読み出し回路は、
　　前記アンプの入力段に接続された直列キャパシタを含む
　請求項１から５のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記読み出し回路は、
　　前記アンプの入力端子と出力端子とを選択的に接続状態と非接続状態に切り替え可能
なスイッチを含む
　請求項１から６のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
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　前記読み出し回路は、
　　前記第１の信号線に接続され、前記第１の信号線に読み出された低ゲインの読み出し
電圧をサンプリング可能な低ゲイン用サンプリング回路と、
　　前記アンプの出力端子と前記第２の信号線との接続ノードに接続され、前記第２の信
号線に読み出された高ゲインの読み出し電圧をサンプリング可能な高ゲイン用サンプリン
グ回路と、を含む
　請求項１から７のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記読み出し回路は、
　　前記アンプとしてのエラーアンプと、
　　直列キャパシタと、
　　接続状態と非接続状態を切り替え可能スイッチと、
　　前記第１の信号線に接続され、前記第１の信号線に読み出された低ゲインの読み出し
電圧をサンプリング可能な低ゲイン用サンプリング回路と、
　　前記第２の信号線に読み出された高ゲインの読み出し電圧をサンプリング可能な高ゲ
イン用サンプリング回路と、を含み、
　　前記エラーアンプは、
　　　出力端子が前記第２の信号線に接続され、その接続ノードが前記高ゲイン用サンプ
リング回路に接続され、
　　　一方の入力端子は前記直列キャパシタが接続され、前記直列キャパシタを介して前
記第１の信号線に接続され、
　　　前記一方の入力端子と前記出力端子との間に前記スイッチが接続され、
　　　他方の入力端子が基準電圧の供給ラインに接続されている
　請求項１から５のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記スイッチは、
　　前記画素の前記リセット期間およびリセット解除後の所定期間、接続状態に保持され
、前記エラーアンプを、ユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態に保持する
　請求項９記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記スイッチは、
　　前記所定期間後に非接続状態に保持され、前記エラーアンプを、ユニティゲインバッ
ファ（Unity Gain Buffer）状態から解放する
　請求項１０記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　前記基準電圧を切り替えることによって、高ゲインと低ゲインの範囲設定を可変するこ
と可能である
　請求項９から１１のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　前記エラーアンプの出力側にクランプ回路が接続されている
　請求項９から１２のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１４】
　前記リセット素子は、前記リセット期間に前記フローティングディフュージョンを前記
第２の信号線に接続し、前記第２の信号線の電位にリセットする
　請求項９から１３のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１５】
　第１の基板と、
　第２の基板と、を含み、
　前記第１の基板と前記第２の基板は接続部を通して接続された積層構造を有し、
　前記第１の基板には、
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　　少なくとも、前記画素の前記光電変換素子と前記転送素子が画素受光部として形成さ
れ、
　前記第２の基板には、
　　少なくとも、前記画素の前記フローティングディフュージョンと、前記ソースフォロ
ワ素子と、前記リセット素子と、前記帰還キャパシタとが画素増幅出力部として形成され
、前記第１の信号線と、前記第２の信号線と、少なくともアンプを含む前記読み出し回路
の少なくとも一部が形成されている
　請求項１から１４のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１６】
　前記フローティングディフュージョンに高輝度用キャパシタが接続されている
　請求項１から１５のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１７】
　前記フローティングディフュージョンの容量に、所定の容量を選択的に付加可能な回路
が接続されている
　請求項１から１５のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１８】
　前記画素は、
　　前記フローティングディフュージョンの容量に、所定の容量を選択的に付加可能な回
路が接続され、
　　帰還期間に前記帰還キャパシタを前記第２の信号線と電気的に接続する帰還素子と、
　　前記帰還キャパシタと前記帰還素子との接続ノードを選択的に所定の電源に接続する
スイッチ素子と、を含み、
　　前記リセット素子は、前記フローティングディフュージョンと、前記帰還キャパシタ
と前記帰還素子との接続ノードと間に接続されている
　請求項１から１３、１５のいずれか一に記載の固体撮像装置。
【請求項１９】
　画素が配置された画素部と、
　画素から読み出される画素読み出し電圧を増幅可能なアンプを含む読み出し部と、
　低ゲインの読み出し電圧が出力される第１の信号線と、
　前記アンプの出力側が接続され、高ゲインの読み出し電圧が出力される第２の信号線と
、を有し、
　前記画素は、
　　蓄積期間に光電変換により生成した電荷を蓄積する光電変換素子と、
　　前記光電変換素子に蓄積された電荷を転送期間に転送可能な転送素子と、
　　前記転送素子を通じて前記光電変換素子で蓄積された電荷が転送されるフローティン
グディフュージョンと、
　　前記フローティングディフュージョンの電荷を電荷量に応じた電圧信号に変換するソ
ースフォロワ素子と、
　　リセット期間に前記フローティングディフュージョンを前記第２の信号線の電位また
は所定の電位にリセットするリセット素子と、
　　一方の電極が前記フローティングディフュージョンに接続され、他方の電極が前記第
２の信号線に接続される帰還キャパシタと、を含み、
　前記第１の信号線は、
　　前記ソースフォロワ素子による電圧信号の出力ラインに接続され、かつ、前記アンプ
の入力側に接続されている
　固体撮像装置の駆動方法であって、
　　前記光電変換素子からの電荷が少ない場合は、前記アンプと前記帰還キャパシタを含
む容量性帰還トランスインピーダンスアンプ（ＣＴＩＡ）回路によって作りだされるミラ
ー効果によって、電荷を帰還キャパシタにすべて転送させて、高ゲインで増幅された出力
電圧を得、
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　　前記ＣＴＩＡ回路が飽和するとミラー効果が自動的に減少することにより、より容量
の大きい前記フローティングディフュージョンに残りの超過電荷を移動させて、低ゲイン
で増幅された出力電圧を得る
　固体撮像装置の駆動方法。
【請求項２０】
　固体撮像装置と、
　前記固体撮像装置に被写体像を結像する光学系と、を有し、
　前記固体撮像装置は、
　　画素が配置された画素部と、
　　画素から読み出される画素読み出し電圧を増幅可能なアンプを含む読み出し部と、
　　低ゲインの読み出し電圧が出力される第１の信号線と、
　　前記アンプの出力側が接続され、高ゲインの読み出し電圧が出力される第２の信号線
と、を有し、
　　前記画素は、
　　　蓄積期間に光電変換により生成した電荷を蓄積する光電変換素子と、
　　　前記光電変換素子に蓄積された電荷を転送期間に転送可能な転送素子と、
　　　前記転送素子を通じて前記光電変換素子で蓄積された電荷が転送されるフローティ
ングディフュージョンと、
　　　前記フローティングディフュージョンの電荷を電荷量に応じた電圧信号に変換する
ソースフォロワ素子と、
　　　リセット期間に前記フローティングディフュージョンを前記第２の信号線の電位ま
たは所定の電位にリセットするリセット素子と、
　　　一方の電極が前記フローティングディフュージョンに接続され、他方の電極が前記
第２の信号線に接続される帰還キャパシタと、を含み、
　　前記第１の信号線は、
　　　前記ソースフォロワ素子による電圧信号の出力ラインに接続され、かつ、前記アン
プの入力側に接続されている
　電子機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置、固体撮像装置の駆動方法、および電子機器に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　光を検出して電荷を発生させる光電変換素子を用いた固体撮像装置（イメージセンサ）
として、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサが実用
に供されている。
　ＣＭＯＳイメージセンサは、デジタルカメラ、ビデオカメラ、監視カメラ、医療用内視
鏡、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携帯電話等の携帯端末装置(モバイル機器)等の各
種電子機器の一部として広く適用されている。
【０００３】
　ＣＭＯＳイメージセンサは、画素毎にフォトダイオード（光電変換素子）および浮遊拡
散層（ＦＤ：Floating Diffusion、フローティングディフュージョン)を有するＦＤアン
プを持ち合わせており、その読み出しは、画素アレイの中のある一行を選択し、それらを
同時に列（カラム）出力方向へと読み出すような列並列出力型が主流である。
【０００４】
　ところで、画素の構成としては、代表的なものとして、図１に示す第１の画素構成、図
２に示す第２の画素構成、および図３に示す第３の画素構成を例示することができる。
【０００５】
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　図１は、ＣＭＯＳイメージセンサの第１の画素構成例を示す図である。
　図１には、４トランジスタ（４Ｔｒ）ＡＰＳ画素の一例が示されている（たとえば特許
文献１参照）。
【０００６】
　この４ＴｒＡＰＳ画素１は、一つのフォトダイオード（光電変換素子）ＰＤ１に対して
、転送素子としての転送トランジスタＴｒ１、リセット素子としてのリセットトランジス
タＴｒ２、ソースフォロワ素子としてのソースフォロワトランジスタＴｒ３、および選択
素子としての選択トランジスタＴｒ４をそれぞれ一つずつ有する。
【０００７】
　転送トランジスタＴｒ１は、所定の転送期間に選択されて導通状態となり、フォトダイ
オードＰＤ１で光電変換され蓄積された電荷（電子）をフローティングディフュージョン
ＦＤに転送する。
　リセットトランジスタＴｒ２は、所定のリセット期間に選択されて導通状態となり、フ
ローティングディフュージョンＦＤを電源線の電位にリセットする。
　選択トランジスタＴｒ４は、読み出しスキャン時に選択されて導通状態となる。これに
より、ソースフォロワトランジスタＴｒ３はフローティングディフュージョンＦＤの電荷
を電荷量（電位）に応じた電圧信号に変換した列出力の読み出し信号を垂直信号線ＬＳＧ
Ｎ１に出力する。
【０００８】
　たとえば、読み出しスキャン期間において、リセット期間にフローティングディフュー
ジョンＦＤが電源線の電位にリセットされた後、ソースフォロワトランジスタＴｒ３によ
りフローティングディフュージョンＦＤの電荷が電荷量（電位）に応じた電圧信号に変換
されて、読み出しリセット電圧Ｖｒｓｔとして垂直信号線ＬＳＧＮ１に出力される。
　続いて、所定の転送期間に、フォトダイオードＰＤ１で光電変換され蓄積された電荷（
電子）がフローティングディフュージョンＦＤに転送される。そして、ソースフォロワト
ランジスタＴｒ３とフローティングディフュージョンＦＤに寄生する容量Ｃｆｄ１により
フローティングディフュージョンＦＤの電荷が電荷量（電位）に応じた電圧信号に変換さ
れて、読み出し信号電圧Ｖｓｉｇとして垂直信号線ＬＳＧＮ１に出力される。
　画素の出力信号は差分信号（Ｖｒｓｔ－Ｖｓｉｇ）として処理される。
【０００９】
　一般的に、図１の画素１の高感度化は、変換ゲイン（コンバージョンゲイン）を高める
ことで実現できる。図１の画素１では、フローティングディフュージョンＦＤの容量Ｃｆ
ｄ１を下げることである程度の高感度化が可能である。
【００１０】
　図２は、ＣＭＯＳイメージセンサの第２の画素構成例を示す図である。
　図２には、容量性帰還トランスインピーダンスアンプ（ＣＴＩＡ：Capacitive Trans-I
mpedance Amplifier）画素の一例が示されている（たとえば特許文献２、３参照）。
【００１１】
　このＣＴＩＡ画素２は、一つのフォトダイオード（光電変換素子）ＰＤ２に対して、リ
セットトランジスタＴｒ１１、ドライバトランジスタＴｒ１２、補助ドライバトランジス
タＴｒ１３、および帰還キャパシタＣ１をそれぞれ一つずつ有する。画素２は選択トラン
ジスタＴｒ１４を介して垂直信号線ＬＳＧＮ２に接続され、垂直信号線ＬＳＧＮ２はＰチ
ャネルのトランジスタＴｒ１５，Ｔｒ１６を介して電源ＶＤＤに接続されている。
【００１２】
　この画素２においては、帰還キャパシタＣ１の容量Ｃｆｂ１を、図１の画素１のフロー
ティングディフュージョンＦＤ（単にＦＤという場合もある）の容量Ｃｆｄ１より小さく
することにより高感度化を実現でき、低輝度被写体を明るく映し出すことができる。
【００１３】
　図３は、ＣＭＯＳイメージセンサの第２の画素構成例を示す図である。
　図３には、画素内に横型オーバフロー蓄積キャパシタ（Lateral Overflow. Integratio
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n Capacitor: LOFIC）Ｃ２（容量ＣLOFIC）を設けた画素の一例が示されている（たとえ
ば特許文献４参照）。
【００１４】
　この図３の画素３は、図１の画素１の構成に、スイッチトランジスタＴｒ５およびノー
ドＬＯに接続された蓄積キャパシタＣ２が追加されている。
【００１５】
　図３の画素３は、同一露光時間にフォトダイオードＰＤ１からあふれた過飽和電荷を捨
てずに容量Cloficの蓄積キャパシタＣ２に蓄積する。
【００１６】
　図３の画素３は、フローティングディフュージョンＦＤの容量Ｃｆｄ１によるコンバー
ジョンゲイン（高ゲイン側：1/Cfd1に比例）と、フローティングディフュージョンＦＤの
容量Ｃｆｄ１＋蓄積キャパシタＣ２のＬＯＦＩＣ容量Ｃｌｏｆｉｃによるコンバージョン
ゲイン（低ゲイン側：1/(Cfd1+Clofic)に比例）の２種類を持つことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開２００５－６５０７４号公報　図２
【特許文献２】特表２００６－５０５９７５号公報
【特許文献３】特表２００２－５０１７１８号公報
【特許文献４】特開２００５－３２８４９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上述したように、図１の画素１の高感度化は、変換ゲイン（コンバージョンゲイン）を
高めることで実現できる。図１の画素１では、フローティングディフュージョンＦＤの容
量Ｃｆｄ１を下げることである程度の高感度化が可能であるが、ゲインが高過ぎる場合は
実効的な飽和電子数が減少するため、高輝度な被写体のディテールが欠落してしまう。
　反対に、フローティングディフュージョンＦＤの容量Ｃｆｄ１を上げると高輝度被写体
のディテールは得られるが、低輝度被写体のディテールが欠落する。
　さらに、フォトダイオードＰＤ１とフローティングディフュージョンＦＤ間の電位差の
減少が顕著になり、ラグ（Ｌａｇ）の発生による動画の画質劣化を招く。
　また、画素リセット時におけるクロックフィードスルー等による電圧変動はコンバージ
ョンゲインが高くなるほど大きくなり電圧振幅範囲を狭めるため、実効的な飽和電子数が
さらに低下する。
　よって一般的に、高感度化と高ダイナミックレンジ化を同時に実現することは従来の画
素構成では困難であると言える。
【００１９】
　上述したように、図２の画素２においては、帰還キャパシタＣ１の容量Ｃｆｂ１を、図
１の画素１のフローティングディフュージョンＦＤの容量Ｃｆｄ１より小さくすることに
より高感度化を実現でき、低輝度被写体を明るく映し出すことができる。
　ただし、高感度になるほど飽和電子数が低下するため、高輝度被写体のディテールがよ
り欠落する。
　ここでは、フォトダイオードＰＤ２とフローティングディフュージョンＦＤ間に転送ト
ランジスタ（たとえば図１のＴｒ１）を使わない場合を例示したが、転送トランジスタを
使った場合も同様である。
【００２０】
　これに対して、図３の画素３は、上述したように、フローティングディフュージョンＦ
Ｄの容量Ｃｆｄ１によるコンバージョンゲイン（高ゲイン側：1/Cfd1に比例）と、フロー
ティングディフュージョンＦＤの容量Ｃｆｄ１＋蓄積キャパシタＣ２のＬＯＦＩＣ容量Ｃ
ｌｏｆｉｃによるコンバージョンゲイン（低ゲイン側：1/(Cfd1+Clofic)に比例）の２種
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類を持つことができる。
【００２１】
　ただし、図３の画素３では、４回の読出し期間が必要になるため、多画素なイメージセ
ンサではフレームレートを上げることが困難となる。
　高ゲイン側はＦＤノードの寄生容量が全てコンバージョンゲイン要因となるため、図１
の４ＴｒＡＰＳ型と同等程度までしか高感度化できない。
　低ゲイン側の信号は、真の相関二重サンプリングができないため、リセット雑音、ＦＤ
暗電流と暗電流ショット雑音、容量が接続されているノード（ＬＯ）での暗電流と暗電流
ショット雑音を除去することができず、高ゲイン画像と低ゲイン画像を合成する際の精度
が劣化する問題がある。
　また、画素リセット時のクロックフィードスルー等により高ゲイン時の実効飽和電子数
が減少するため、ＳＮＲ１０の最低被写体照度指標など実用的な性能劣化が懸念される。
【００２２】
　本発明は、高ゲインで低輝度信号を読み出せ、高輝度信号は飽和を抑える低ゲインで読
み出せ、しかも２回の読出しで高ゲインと低ゲインの信号を得ることができ、また、最低
被写体照度の性能を向上させることが可能な固体撮像装置、固体撮像装置の駆動方法、お
よび電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の第１の観点の固体撮像装置は、画素が配置された画素部と、画素から読み出さ
れる画素読み出し電圧を増幅可能なアンプを含む読み出し回路と、低ゲインの読み出し電
圧が出力される第１の信号線と、前記アンプの出力側が接続され、高ゲインの読み出し電
圧が出力される第２の信号線と、を有し、前記画素は、蓄積期間に光電変換により生成し
た電荷を蓄積する光電変換素子と、前記光電変換素子に蓄積された電荷を転送期間に転送
可能な転送素子と、前記転送素子を通じて前記光電変換素子で蓄積された電荷が転送され
るフローティングディフュージョンと、前記フローティングディフュージョンの電荷を電
荷量に応じた電圧信号に変換するソースフォロワ素子と、リセット期間に前記フローティ
ングディフュージョンを前記第２の信号線の電位または所定の電位にリセットするリセッ
ト素子と、一方の電極が前記フローティングディフュージョンに接続され、他方の電極が
前記第２の信号線に接続される帰還キャパシタと、を含み、前記第１の信号線は、前記ソ
ースフォロワ素子による電圧信号の出力ラインに接続され、かつ、前記アンプの入力側に
接続されている。
【００２４】
　本発明の第２の観点は、画素が配置された画素部と、画素から読み出される画素読み出
し電圧を増幅可能なアンプを含む読み出し回路と、低ゲインの読み出し電圧が出力される
第１の信号線と、前記アンプの出力側が接続され、高ゲインの読み出し電圧が出力される
第２の信号線と、を有し、前記画素は、蓄積期間に光電変換により生成した電荷を蓄積す
る光電変換素子と、前記光電変換素子に蓄積された電荷を転送期間に転送可能な転送素子
と、前記転送素子を通じて前記光電変換素子で蓄積された電荷が転送されるフローティン
グディフュージョンと、前記フローティングディフュージョンの電荷を電荷量に応じた電
圧信号に変換するソースフォロワ素子と、リセット期間に前記フローティングディフュー
ジョンを前記第２の信号線の電位または所定の電位にリセットするリセット素子と、一方
の電極が前記フローティングディフュージョンに接続され、他方の電極が前記第２の信号
線に接続される帰還キャパシタと、を含み、前記第１の信号線は、前記ソースフォロワ素
子による電圧信号の出力ラインに接続され、かつ、前記アンプの入力側に接続されている
固体撮像装置の駆動方法であって、前記光電変換素子からの電荷が少ない場合は、前記ア
ンプと前記帰還キャパシタを含む容量性帰還トランスインピーダンスアンプ（ＣＴＩＡ）
回路によって作りだされるミラー効果によって、電荷を帰還キャパシタにすべて転送させ
て、高ゲインで増幅された出力電圧を得、前記ＣＴＩＡ回路が飽和するとミラー効果が自
動的に減少することにより、より容量の大きい前記フローティングディフュージョンに残
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りの超過電荷を移動させて、低ゲインで増幅された出力電圧を得る。
【００２５】
　本発明の第３の観点の電子機器は、固体撮像装置と、前記固体撮像装置に被写体像を結
像する光学系と、を有し、前記固体撮像装置は、画素が配置された画素部と、画素から読
み出される画素読み出し電圧を増幅可能なアンプを含む読み出し回路と、低ゲインの読み
出し電圧が出力される第１の信号線と、前記アンプの出力側が接続され、高ゲインの読み
出し電圧が出力される第２の信号線と、を有し、前記画素は、蓄積期間に光電変換により
生成した電荷を蓄積する光電変換素子と、前記光電変換素子に蓄積された電荷を転送期間
に転送可能な転送素子と、前記転送素子を通じて前記光電変換素子で蓄積された電荷が転
送されるフローティングディフュージョンと、前記フローティングディフュージョンの電
荷を電荷量に応じた電圧信号に変換するソースフォロワ素子と、リセット期間に前記フロ
ーティングディフュージョンを前記第２の信号線の電位または所定の電位にリセットする
リセット素子と、一方の電極が前記フローティングディフュージョンに接続され、他方の
電極が前記第２の信号線に接続される帰還キャパシタと、を含み、前記第１の信号線は、
前記ソースフォロワ素子による電圧信号の出力ラインに接続され、かつ、前記アンプの入
力側に接続されている。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、高ゲインで低輝度信号を読み出せ、高輝度信号は飽和を抑える低ゲイ
ンで読み出せ、しかも２回の読出しで高ゲインと低ゲインの信号を得ることができ、また
、最低被写体照度の性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ＣＭＯＳイメージセンサの第１の画素構成例を示す図である。
【図２】ＣＭＯＳイメージセンサの第２の画素構成例を示す図である。
【図３】ＣＭＯＳイメージセンサの第３の画素構成例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る固体撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図５】本第１の実施形態に係る画素の一例を示す回路図である。
【図６】本第１の実施形態のカラム読み出し回路の構成例を示す回路図である。
【図７】本第１の実施形態に係る画素の入出力伝達特性について説明するための図である
。
【図８】本第１の実施形態における高ゲインと低ゲインの出力範囲の設定について説明す
るための図である。
【図９】本第１の実施形態におけるダイナミックに高ゲインと低ゲインの出力範囲を設定
する場合について説明するための図である。
【図１０】本第１の実施形態に係る固体撮像装置の積層構造について説明するための図で
ある。
【図１１】本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を説明するための１行分
のタイミングチャートである。
【図１２】本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を説明するための２行分
のタイミングチャートである。
【図１３】本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を説明するための第１の
ポテンシャル図である。
【図１４】本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を説明するための第２の
ポテンシャル図である。
【図１５】本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０において、高感度出力および低感度
出力できる原理について説明するための図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
【図１７】本発明の第３の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
【図１８】本発明の第４の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
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【図１９】本発明の第５の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
【図２０】本発明の第６の実施形態に係るカラム読み出し回路の構成例を示す図である。
【図２１】本発明の第７の実施形態に係る固体撮像装置の積層構造について説明するため
の図である。
【図２２】本発明の実施形態に係る固体撮像装置が適用される電子機器の構成の一例を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態を図面に関連付けて説明する。
【００２９】
（第１の実施形態）
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る固体撮像装置の構成例を示すブロック図である
。
　本実施形態において、固体撮像装置１０は、たとえばＣＭＯＳイメージセンサにより構
成される。
【００３０】
　この固体撮像装置１０は、図４に示すように、撮像部としての画素部２０、垂直走査回
路（行走査回路）３０、読み出し回路（カラム読み出し回路）４０、水平走査回路（列走
査回路）５０、およびタイミング制御回路６０を主構成要素として有している。
　これらの構成要素のうち、たとえば垂直走査回路３０、読み出し回路４０、およびタイ
ミング制御回路６０により画素信号の読み出し部７０が構成される。
【００３１】
　本第１の実施形態において、固体撮像装置１０は、後で詳述するように、フォトダイオ
ード（光電変換素子）からの電荷が少ない場合は、カラム読み出し回路４０に配置される
アンプと帰還キャパシタを含む容量性帰還トランスインピーダンスアンプ（ＣＴＩＡ）回
路によって作りだされるミラー効果によって、電荷を帰還キャパシタにすべて転送させて
、高ゲインで増幅された出力電圧を得、ＣＴＩＡ回路が飽和するとミラー効果が自動的に
減少することにより、より容量の大きいフローティングディフュージョンＦＤに残りの超
過電荷を移動させて、低ゲインで増幅された出力電圧を得る。
【００３２】
　このように、本第１の実施形態の固体撮像装置１０は、高ゲインと低ゲインの２種類に
増幅された信号電圧を同時並列的に読み出し、高ゲインと低ゲインの信号電圧を同時にサ
ンプリングすることができ、高ゲインで低輝度信号を読み出せ、高輝度信号は飽和を抑え
る低ゲインで読み出せ、しかも２回の読出しで高ゲインと低ゲインの信号を得ることがで
き、また、最低被写体照度の性能を向上させることができるように構成されている。
【００３３】
　以下、固体撮像装置１０の各部の構成および機能の概要、特に、画素部２０、カラム読
み出し回路４０の構成および機能、それらに関連した読み出し処理、並びに、画素部２０
と読み出し部７０の積層構造等について詳述する。
【００３４】
（画素部２０および画素ＰＸＬの構成）
　画素部２０は、フォトダイオード（光電変換素子）と画素内アンプとを含む複数の画素
がＮ行×Ｍ列の２次元の行列状（マトリクス状）に配列されている。
【００３５】
　図５は、本実施形態に係る画素の一例を示す回路図である。
【００３６】
　この画素ＰＸＬは、たとえば光電変換素子であるフォトダイオード（ＰＤ）１１を有す
る。
　このフォトダイオードＰＤ１１に対して、転送素子としての転送トランジスタＴＧ－Ｔ
ｒ、リセット素子としてのリセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒ、ソースフォロワ素子とし
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てのソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒ、選択素子(選択スイッチ)としての選択トラ
ンジスタＳＥＬ－Ｔｒ、帰還素子(帰還スイッチ)としての帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒ、
フローティングディフュージョンＦＤ１１、帰還キャパシタＣ１１、および帯域制限キャ
パシタＣ１２をそれぞれ一つずつ有する。
　このように、第１の実施形態に係る画素ＰＸＬは、転送トランジスタＴＧ－Ｔｒ、リセ
ットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒ、ソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒ、選択トランジ
スタＳＥＬ－Ｔｒ、および帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒの５トランジスタ（５Ｔｒ）を含
んで構成されている。
【００３７】
　本第１の実施形態においては、これら画素ＰＸＬの構成要素のうち、フォトダイオード
ＰＤ１１と転送トランジスタＴＧ－Ｔｒにより画素受光部２１が形成され、リセットトラ
ンジスタＲＳＴ－Ｔｒ、ソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒ、選択トランジスタＳＥ
Ｌ－Ｔｒ、帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒ、フローティングディフュージョンＦＤ１１、帰
還キャパシタＣ１１、および帯域制限キャパシタＣ１２により画素増幅出力部２２が形成
される。
【００３８】
　本第１の実施形態に係る画素増幅出力部２２は、第１の信号線ＬＳＧＮ1１および第２
の信号線ＬＳＧＮ１２に接続されている。
　画素増幅出力部２２は、低ゲインの読み出し電圧(信号電圧)Ｎ１（ＶＲＳＴ１，ＶＳＩ
Ｇ１）を第１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１に出力する。
　画素増幅出力部２２は、高ゲインの読み出し電圧(信号電圧)Ｎ２（ＶＲＳＴ２，ＶＳＩ
Ｇ２）を第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２に出力する。
　画素増幅出力部２２は、低ゲインの読み出し電圧Ｎ１（ＶＲＳＴ１，ＶＳＩＧ１）の第
１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１の出力と、高ゲインの読み出し電圧Ｎ２（ＶＲＳＴ２，ＶＳ
ＩＧ２）の第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２の出力とを、同時並列的に行う機能を有する。
【００３９】
　本第１の実施形態においては、第１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１は定電流源Ｉｂｉａｓに
より駆動され、第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２はカラム読み出し回路４０の構成要素の一
部であるカラムアンプにより駆動される。
【００４０】
　本第１の実施形態に係る画素増幅出力部２２は、ＣＴＩＡ（容量性帰還トランスインピ
ーダンスアンプ）回路の帰還部分とソースフォロワアンプを組み合わせた構成を有する。
【００４１】
　フォトダイオードＰＤ１１は、入射光量に応じた量の信号電荷（ここでは電子）を発生
し、蓄積する。
　以下、信号電荷は電子であり、各トランジスタがｎ型トランジスタである場合について
説明するが、信号電荷が正孔（ホール）であったり、各トランジスタがｐ型トランジスタ
であっても構わない。
　また、本実施形態は、複数のフォトダイオード間で、各トランジスタを共有している場
合や、選択トランジスタを有していない４トランジスタ（４Ｔｒ）画素を採用している場
合にも有効である。
【００４２】
　画素受光部２１の転送トランジスタＴＧ－Ｔｒは、フォトダイオードＰＤ１１とフロー
ティングディフュージョンＦＤ１１の間に接続され、制御線ＬＴＧ＜ｎ＞を通じてゲート
に印加される制御信号ＴＧ＜ｎ＞により制御される。
　転送トランジスタＴＧ－Ｔｒは、制御信号ＴＧ＜ｎ＞がハイレベルＨの転送期間に選択
されて導通状態となり、フォトダイオードＰＤ１１で光電変換され蓄積された電荷（電子
）を画素増幅出力部２２のフローティングディフュージョンＦＤ１１に転送する。
【００４３】
　リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒは、第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２とフローティン
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グディフュージョンＦＤ１１の間に接続され、制御線ＬＲＳＴ＜ｎ＞を通じてゲートに印
加される制御信号ＲＳＴ＜ｎ＞により制御される。
　リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒは、制御信号ＲＳＴ＜ｎ＞がＨレベルのリセット期
間に選択されて導通状態となり、フローティングディフュージョンＦＤ１１を第２の垂直
信号線ＬＳＧＮ１２の電位にリセットする。
　なお、第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２の電位ＶＲＥＦ等については後で詳述する。
【００４４】
　ソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒと選択トランジスタＳＥＬ－Ｔｒは、電源線Ｌ
ＶＤＤと第１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１の間に直列に接続されている。
　ソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒのゲートにはフローティングディフュージョン
ＦＤ１１が接続され、選択トランジスタＳＥＬ－Ｔｒは制御線ＬＳＥＬ＜ｎ＞に通じてゲ
ートに印加される制御信号ＳＥＬ＜ｎ＞により制御される。
　選択トランジスタＳＥＬ－Ｔｒは、制御信号ＳＥＬ＜ｎ＞がＨレベルの選択期間に選択
されて導通状態となる。これにより、ソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒはフローテ
ィングディフュージョンＦＤ１１の電荷を電荷量（電位）に応じた電圧信号に変換した列
出力の低ゲインの読み出し電圧Ｎ１（ＶＲＳＴ１，ＶＳＩＧ１）を第１の垂直信号線ＬＳ
ＧＮ１１に出力する。
【００４５】
　帰還キャパシタＣ１１と帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒは、フローティングディフュージ
ョンＦＤ１１と第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２の間に直列に接続されている。
　すなわち、帰還キャパシタＣ１１と帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒは、フローティングデ
ィフュージョンＦＤ１１と第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２の間に、リセットトランジスタ
ＲＳＴ－Ｔｒと並列に接続されている。
　帰還キャパシタＣ１１は、一方の電極がフローティングディフュージョンＦＤ１１に接
続され、他方の電極が帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒを介して第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１
２に接続されている。
【００４６】
　帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒは、制御線ＬＦＢ＜ｎ＞を通じてゲートに印加される制御
信号ＦＢ＜ｎ＞により制御される。
　帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒは、制御信号ＦＢ＜ｎ＞がＨレベルの帰還(フィードバッ
ク)期間に選択されて導通状態となり、帰還キャパシタＣ１１を第２の垂直信号線ＬＳＧ
Ｎ１２の電気的に接続する。
【００４７】
　帰還キャパシタＣ１１は、容量がＣｆｂ１１に設定される。この帰還キャパシタＣ１１
の容量Ｃｆｂ１１はフローティングディフュージョンＦＤ１１の容量Ｃｆｄ１1より小さ
い値に設定されている。
　また、帰還キャパシタＣ１１は、ＭＯＭ（Metal-Oxide-Metal）キャパシタを適用する
ことにより、従来の４ＴｒＡＰＳ画素より製造ばらつきが少なく、電圧依存性が小さい線
形な応答特性と高感度化を実現することができる。
【００４８】
　なお、帰還キャパシタＣ１１と帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒとの接続点と基準電位ＶＳ
Ｓ(たとえばグランド)との間に、帯域制限キャパシタＣ１２を設けてもよい。
　帯域制限キャパシタＣ１２を設けることによって、帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒの熱雑
音を低下させることができる。
　帯域制限キャパシタＣ１２の容量はＣｌｉｍに設定される。
　なお、帯域制限キャパシタＣ１２は容量の大きいＭＯＳ容量で実現してもよい。
【００４９】
　なお、ソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒは、低雑音を実現するために、いわゆる
埋め込みチャネル型トランジスタであってもよい。
　また、スイッチング素子として機能するリセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒ、選択トラ
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ンジスタＳＥＬ－Ｔｒ、および帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒは、オンするために必要なゲ
ート・ソース間電圧を低減するために、低閾値のトランジスタであってもよい。
【００５０】
　以上説明した画素ＰＸＬにおいて、フォトダイオードＰＤ１１からの電荷が少ない場合
は、ＣＴＩＡ回路によって作りだされるミラー効果によって、電荷が容量Ｃｆｂ１１の帰
還キャパシタＣ１１にすべて転送され、高ゲインで増幅された出力電圧Ｎ２（ＶＲＳＴ２
，ＶＳＩＧ２）を得る。
　一方、ＣＴＩＡ回路が飽和するとミラー効果が自動的に減少するため、より容量Ｃｆｄ
１１の大きいフローティングディフュージョンＦＤ１１に残りの超過電荷が移動し、低ゲ
インで増幅された出力電圧Ｎ１（ＶＲＳＴ１，ＶＳＩＧ１）を得る。
【００５１】
　このような機能を有する本画素ＰＸＬは、従来のＬＯＦＩＣ画素と比較して、ゲインの
切り替えにパルス駆動が不要であり、かつ自動で行われることに特徴がある。
　これにより、ゲイン切り替えのためトランジスタを駆動することによる、チャネル電荷
の重畳や基板バイアス効果の閾値変動によるクロックフィードスルー電荷損失の要因が原
理的に発生せず、フォトダイオードＰＤ１１からの電荷の個数を保存することができる。
　その結果、高ゲインと低ゲインの合成において不連続点を発生させず、高精度に連結す
ることができる。
【００５２】
　これらの動作は、たとえば転送トランジスタＴＧ－Ｔｒ、リセットトランジスタＲＳＴ
－Ｔｒ、選択トランジスタＳＥＬ－Ｔｒ、および帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒの各ゲート
が行単位で接続されていることから、１行分の各画素について同時並列的に行われる。
【００５３】
　画素部２０には、画素ＰＸＬがＮ行×Ｍ列配置されているので、各制御線ＬＳＥＬ、Ｌ
ＲＳＴ、ＬＴＧ、ＬＦＢはそれぞれＮ本、垂直信号線ＬＳＧＮ１１，ＬＳＧＮ１２は２×
Ｍ本ある。
　図４においては、各制御線ＬＳＥＬ、ＬＲＳＴ、ＬＴＧを１本の行走査制御線として表
している。同様に、各垂直信号線ＬＳＧＮ１１，ＬＳＧＮ１２を１本の垂直信号線として
表している。
【００５４】
　垂直走査回路３０は、タイミング制御回路６０の制御に応じてシャッタ行および読み出
し行において行走査制御線を通して画素の駆動を行う。
　また、垂直走査回路３０は、アドレス信号に従い、信号の読み出しを行うリード行と、
フォトダイオードＰＤに蓄積された電荷をリセットするシャッタ行の行アドレスの行選択
信号を出力する。
【００５５】
　カラム読み出し回路４０は、画素部２０の各列出力に対応して配置された複数の列信号
処理回路（図示せず）を含み、複数の列信号処理回路で列並列処理が可能に構成されても
よい。
【００５６】
　本第１の実施形態に係るカラム読み出し回路４０は、アンプ（ＡＭＰ，増幅器）、サン
プリング（Ｓ／Ｈ）回路を含んで構成される。
　なお、カラム読み出し回路４０は、相関二重サンプリング（ＣＤＳ：Correlated Doubl
e Sampling）回路やＡＤＣ（アナログデジタルコンバータ；ＡＤ変換器）、等を含んで構
成可能である。
【００５７】
　本第１の実施形態のカラム読み出し回路４０において、第１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１
を定電流源Ｉｂｉａｓにより駆動し、第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２をカラム読み出し回
路４０の構成要素の一部であるカラムアンプにより駆動する。
　本第１の実施形態の読み出し回路４０において、高ゲインの読み出し電圧Ｎ２（ＶＲＳ
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Ｔ２，ＶＳＩＧ２）は高ゲインサンプリング回路によりサンプリングし、低ゲインの読み
出し電圧Ｎ１（ＶＲＳＴ１，ＶＳＩＧ１）は低ゲインサンプリング回路によりサンプリン
グする。
　カラム読み出し回路４０においては、高ゲインと低ゲインの信号電圧Ｎ１，Ｎ２を同時
にサンプリングする。
【００５８】
（カラム読み出し回路４０の構成例）
　図６は、本第１の実施形態のカラム読み出し回路の構成例を示す回路図である。
【００５９】
　図６のカラム読み出し回路４０は、各カラム(列)に対応して、ＣＴＩＡ回路に適するエ
ラーアンプ４１、高ゲイン用サンプリング回路４２、低ゲイン用サンプリング回路４３、
スイッチ（ＳＷ）４４、低ゲイン用定電流源Ｉ４１（Ｉｂｉａｓ）、および容量Ｃｃの直
列キャパシタ（入力キャパシタ）Ｃ４１を含んで構成されている、 
【００６０】
　エラーアンプ４１は、出力端子が第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２に接続され、その接続
ノードＮＤ４１が高ゲイン用サンプリング回路４２に接続されている。
　エラーアンプ４１の一方の入力端子(本例では反転入力端子(－)）は直列キャパシタＣ
４１が接続され、直列キャパシタＣ４１を介して第１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１に接続さ
れている。
　エラーアンプ４１は、一方の入力端子（－）と出力端子との間にスイッチ４４が接続さ
れており、一方の入力端子（－）と出力端子とを選択的に接続状態（短絡状態）と非接続
状態（非短絡状態）に切り替え可能に構成されている。
　エラーアンプ４１は、他方の入力端子(本例では非反転入力端子(＋)）は基準電圧ＶＲ
ＥＦの供給ラインに接続されている。
　本第１の実施形態においては、基準電圧ＶＲＥＦはダイナミックに切り替えることが可
能に構成されている。
【００６１】
　高ゲイン用サンプリング回路４２は、入力端子Ｔ４２に対してリセット用サンプリング
スイッチ４２１および信号用サンプリングスイッチ４２２が並列に接続されている。
　リセット用サンプリングスイッチ４２１は、信号ＳＨＲによりオン、オフが制御され、
その出力側にリセット用ホールドキャパシタＣ４２３が接続されている。
　信号用サンプリングスイッチ４２２は、信号ＳＨＳによりオン、オフが制御され、その
出力側に信号用ホールドキャパシタＣ４２４が接続されている。
【００６２】
　低ゲイン用サンプリング回路４３は、入力端子Ｔ４３に対してリセット用サンプリング
スイッチ４３１および信号用サンプリングスイッチ４３２が並列に接続されている。
　リセット用サンプリングスイッチ４２１は、信号ＳＨＲによりオン、オフが制御され、
その出力側にリセット用ホールドキャパシタＣ４３３が接続されている。
　信号用サンプリングスイッチ４３２は、信号ＳＨＳによりオン、オフが制御され、その
出力側に信号用ホールドキャパシタＣ４３４が接続されている。
【００６３】
　本第１の実施形態のカラム読み出し回路４０は、画素ＰＸＬに接続される２本の垂直信
号線ＬＳＧＮ１１，ＬＳＧＮ１２を用いて、高ゲイン用サンプリング回路４２と低ゲイン
用サンプリング回路４３で同時にサンプリングすることができる。
　その結果、２回のサンプリングで読み出しが完了し高フレームレートを実現することが
できる。
　画素より広い面積を割り当てることができるカラム回路を利用して、高ＤＣ利得、高速
、低雑音なエラーアンプを実現することができる。
　また、基準電圧ＶＲＥＦを切り替えることによって、高ゲインと低ゲインの範囲設定を
可変することができる。
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【００６４】
　ＣＴＩＡ回路に必要なエラーアンプ４１は、より広い面積を使うことができるカラム（
列）回路に実装できるため、高ＤＣゲイン、高速性を両立でき、従来のＣＴＩＡ画素より
、高精度で高速な読出しを実現することができる。
　また、エラーアンプ４１の入力段（前段）に備えた直列キャパシタＣ４１（Ｃｃ）で画
素のソースフォロワ出力とエラーアンプ入力をＤＣ的にデカップリングすることで、エラ
ーアンプ４１をユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態（スイッチ４４がオ
ンの状態）にしても、画素ＰＸＬのソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒによるアンプ
を閾値変動にかかわらず、常に飽和状態で動作させることができる。
　エラーアンプ４１をユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態にしたまま、
画素リセット状態を解除することで、エラーアンプ出力を一定電圧（ＶＲＥＦ）に固定す
ることができ、リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒのクロックフィードスルーによる高ゲ
イン側の電圧振幅範囲減少を補償することができる。 
【００６５】
　このように、スイッチ４４は、リセット期間およびリセット解除後の所定期間、オン状
態（接続状態）に保持され、エラーアンプ４１を、ユニティゲインバッファ（Unity Gain
 Buffer）状態に保持する
　そして、スイッチ４４は、リセット期間およびリセット解除後の所定期間後にオフ状態
（非接続状態）に保持され、前記エラーアンプを、ユニティゲインバッファ（Unity Gain
 Buffer）状態から解放する。
【００６６】
　水平走査回路５０は、読み出し回路４０のＡＤＣ等の複数の列信号処理回路で処理され
た信号を走査して水平方向に転送し、図示しない信号処理回路に出力する。
【００６７】
　タイミング制御回路６０は、画素部２０、垂直走査回路３０、読み出し回路４０、水平
走査回路５０等の信号処理に必要なタイミング信号を生成する。
【００６８】
（画素ＰＸＬの入出力伝達特性）
　以上、固体撮像装置１０の各部の構成および機能の概要について説明した。
　次に、本第１の実施形態に係る画素ＰＸＬの入出力伝達特性について説明する
【００６９】
　図７は、本第１の実施形態に係る画素の入出力伝達特性について説明するための図であ
る。
　図７において、横軸が入射光量を、縦軸が出力信号レベルを表している。
【００７０】
　図７の画素入出力伝達特性からわかるように、入射光量の少ない低輝度領域は高ゲイン
であるＣＴＩＡ回路が主に動作する。
　ＣＴＩＡ飽和点でＣＴＩＡ出力が飽和し、自動的に画素の低ゲインアンプとしてのソー
スフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒ（ＳＦ回路）が主に動作する。ここでは、ＣＴＩＡと
ＳＦ出力信号レベルを同一にしたが、本実施形態においては異なった値でも良い。
【００７１】
　なお、エラーアンプ４１のＤＣ利得を高くすることで、ＣＴＩＡ飽和開始点での非線形
性を低減することができる 
【００７２】
（高ゲインと低ゲインの出力範囲の設定）
　次に、本第１の実施形態における高ゲインと低ゲインの出力範囲の設定について説明す
る。
【００７３】
　図８は、本第１の実施形態における高ゲインと低ゲインの出力範囲の設定について説明
するための図である。
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　図８において、横軸は、標準時ＳＴＤＲ、高ゲイン優先時ＨＧＮＲ、低ゲイン優先時Ｌ
ＧＮＲの場合分けを示している。
　縦軸は、画素のソースフォロワ（ＳＦ）アンプ電圧出力範囲（ただし閾値が０Ｖとする
）ＶＳＦＲ、エラーアンプ４１の電圧出力範囲ＶＥＡＲを示している。
　図８において、ＶＣＬＰは、エラーアンプ４１の出力をクリップさせるクリップ電圧を
、ＶＲＥＦはユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）構成時のエラーアンプ４１
の基準電圧を、ＶｐｉｎはフォトダイオードＰＤ１１のピンニング電圧（ＰＤ１１から完
全電荷転送を実現可能な最低電圧）を、それぞれ示している。
【００７４】
　図８に示すように、標準的な高ゲインと低ゲインの組合せがほしいときは、基準電圧Ｖ
ＲＥＦをクリップ電圧ＶＣＬＰとピンニング電圧Ｖｐｉｎの中間より少し下側に設定する
（もしくは中間点でもよい）。
【００７５】
　高ゲイン出力をより多く必要とするときは、基準電圧ＶＲＥＦ’をピンニング電圧Ｖｐ
ｉｎよりに設定する（ａ’/(ａ’＋ｂ’) > ａ/(ａ+ｂ)の関係）。
　これにより、ダイナミックレンジは減少するがより高Ｓ/Ｎを保った画像取得が可能と
なる。
【００７６】
　低ゲイン出力をより多く必要とするときは、基準電圧ＶＲＥＦ’’をクリップ電圧ＶＣ
ＬＰよりに設定する（ａ’’／（ａ’’＋ｂ’’) < ａ/(ａ＋ｂ)の関係）。
　これにより、ダイナミックレンジを広げることができる 
【００７７】
　また、ＡＤＣを含むカラム読出し回路の雑音フロアと光ショット雑音によって基準電圧
ＶＲＥＦを調節することで、より実用的であるＳＮＲ１０指標を高めるための最適化を電
圧調整だけで実施できる。
　従来のＬＯＦＩＣ画素では、高ゲイン、低ゲインの範囲を個別に変更することができな
い。
【００７８】
　また、ダイナミックに高ゲインと低ゲイン出力の範囲を設定するように構成することも
可能である。
【００７９】
　図９は、本第１の実施形態におけるダイナミックに高ゲインと低ゲインの出力範囲を設
定する場合について説明するための図である。
　時刻ｔ１のフローティングディフュージョンＦＤ１１のリセット時に、低ゲイン電圧出
力が最大になるよう、基準電圧ＶＲＥＦをクリップ電圧ＶＣＬＰ付近に設定する（ａ/(ａ
＋ｂ) << ｂ/(ａ＋ｂ)の関係）。
　時刻ｔ２のフローティングディフュージョンＦＤリセット解除後に、基準電圧ＶＲＥＦ
をΔＶＲＥＦ分だけ低下した電圧に変更する。その結果、エラーアンプ４１の入力端子間
に電位差が生じるが、その電位差をキャンセルにするようにエラーアンプ４１の出力が低
下する。容量性負帰還の効果により、最終的なエラーアンプ出力ＶＲＥＦ’は、ΔＶＲＥ
Ｆ／帰還率β（Ｃｆｂ１１/(Ｃｆｂ１１+Ｃｆｄ１１)）だけ基準電圧ＶＲＥＦから低下し
た電圧に落ち着く。ＶＲＥＦ’はピンニング電圧Ｖｐｉｎより十分低い値に設定すること
が可能なため、従来のＬＯＦＩＣ画素より高ゲイン電圧範囲を大きくできる（ａ’ >> ａ
の関係）。
　これにより、ＦＤノード電圧は（ＶＲＥＦ－ＶＲＥＦ’）×帰還率β（Ｃｆｂ１１/(Ｃ
ｆｂ１１＋Ｃｆｄ１１)）分、つまりΔＶＲＥＦだけ低下するが、βが０．１２５、（Ｖ
ＲＥＦ－ＶＲＥＦ’）が２Ｖとしても０．２５Ｖ程度の損失にしかならず（ｃ’ /(ｂ’ 
+ｃ’) << ｂ’ /(ｂ’ +ｃ’)の関係）、図８に示した低ゲイン出力範囲拡大ＬＧＮＲの
場合における、画素ＳＦ電圧可動範囲ＶＳＦＲよりも大きく設定することができる。
　よって、高ゲイン電圧範囲と低ゲイン電圧範囲の両方を同時に拡大させたいとき、また
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はクリップ電圧ＶＣＬＰや電源電圧を下げた場合でも、充分な高ゲイン電圧範囲と低ゲイ
ン電圧範囲の両方を得たいときに有効である。
【００８０】
（固体撮像装置１０の積層構造）
　次に、本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０の積層構造について説明する。
【００８１】
　図１０は、本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０の積層構造について説明するため
の図である。
【００８２】
　本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０は、第１基板（上基板）１１０と第２基板（
下基板）１２０の積層構造を有する。
　固体撮像装置１０は、たとえばウェハレベルで貼り合わせた後、ダイシングで切り出し
た積層構造の撮像装置として形成される。
　本例では、第２基板１２０上に第１基板１１０が積層された構造を有する。
【００８３】
　第１基板１１０には、その中央部を中心として画素部２０の各画素ＰＸＬの画素受光部
２１がマトリクス状に配列された画素アレイ部１１１が形成されている。
　そして、第２基板１２０には、その中央部を中心として画素アレイ部１１１の各画素受
光部２１と接続される各画素ＰＸＬの画素増幅出力部２２がマトリクス状に配列された画
素増幅アレイ部１２１が形成されている。
　そして、画素増幅アレイ部１２１の周囲、図１０の例では、図中の上側および下側にカ
ラム読み出し回路４０用の領域１２２，１２３が形成されている。なお、カラム読み出し
回路４０は、画素増幅アレイ部１２１の上側および下側のいずれかに配置されるように構
成してもよい。
　また、第２基板１２０には、垂直走査回路３０、水平走査回路５０、およびタイミング
制御回路６０も形成されてもよい。
【００８４】
　このような積層構造において、第１基板１１０の画素受光部２１の転送出力部と第２基
板１２０の画素増幅出力部２２のフローティングディフュージョンＦＤ１１とが、たとえ
ば図５に示すように、それぞれビア（Ｄｉｅ－ｔｏ－Ｄｉｅ　Ｖｉａ）やマイクロバンプ
等を用いて電気的な接続が行われている。
【００８５】
　本第１の実施形態において、第１基板１１０の画素アレイ部１１１に形成される各画素
受光部２１は、図５に示すように、フォトダイオードＰＤ１１と転送トランジスタＴＧ－
Ｔｒのみを備えている。そして、光電変換によって生成された電荷はそのまま第２基板１
２０側へ伝達される。
【００８６】
　本第１の実施形態において、第１基板１１０側の画素アレイ部１１１には、必要なトラ
ンジスタ数を最小限にできるため、光電変換領域を最大限に広げることができ、量子効率
が高まることによる高感度化を実現することが可能となる。すなわち、高量子効率化を図
ることができる。
【００８７】
（固体撮像装置１０の読み出し動作）
　以上、固体撮像装置１０の各部の特徴的な構成および機能について説明した。
　次に、本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０の読み出し動作等について詳述する。
【００８８】
　図１１は、本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を説明するための１行
分のタイミングチャートである。
　図１２は、本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を説明するための２行
分のタイミングチャートである。
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【００８９】
　図１１に示すように、画素ＰＸＬのＳＦアンプ出力、すなわち、第１の垂直信号線ＬＳ
ＧＮ１１に出力される低ゲインの読み出し電圧(信号電圧)Ｎ１（ＶＲＳＴ１，ＶＳＩＧ１
）は、画素ＰＸＬのフローティングディフュージョンＦＤ１１のノード電圧（実線で示さ
れている）がソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒの閾値電圧分（Ｖｔｈ,ｓｆ）低下
した同様な波形となる（一点鎖線で示されている）。 
　また、図１１には、第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２に出力される高ゲインの読み出し電
圧(信号電圧)Ｎ２（ＶＲＳＴ２，ＶＳＩＧ２）も示されている（二点鎖線で示されている
）。
【００９０】
　図１１においては、３種類（ａ,ｂ,ｃ）の入射光量特性に関して示している。図１１に
おいて、ａが入射光量が一番少なく、ｃが一番多い特性を示している。 
　図１１において、ｃでは高ゲイン出力が飽和しクリップ電圧ＶＣＬＰにクリップされて
いる状態を示す 
　図１１において、高ゲイン出力が飽和するまでは、低ゲイン出力はほとんど変化しない
ことを示している。
　図１１において、高ゲイン出力が飽和すると、低ゲイン出力が変化することを示してい
る。
【００９１】
　図１１において、時刻ｔ１～ｔ２はフローティングディフュージョンＦＤ１１のノード
リセット期間である。
　ここでは画素アレイの中のある一行を選択するために、その選択された行の各画素ＰＸ
Ｌに接続された制御線ＬＳＥＬに印加される制御信号ＳＥＬ＜ｎ＞がＨレベルに設定され
て画素ＰＸＬの選択トランジスタＳＥＬ－Ｔｒが導通状態となる。
　同様に、その選択された行の各画素ＰＸＬに接続された制御線ＬＦＢに印加される制御
信号ＦＢ＜ｎ＞がＨレベルに設定されて画素ＰＸＬの帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒが導通
状態となる。これにより、画素ＰＸＬの帰還キャパシタＣ１１が第２の垂直信号線ＬＳＧ
Ｎ１２と電気的に接続状態となる。
【００９２】
　また、カラム読み出し回路４０において、スイッチ４４の制御信号ＳＷがＨレベルに設
定されて、エラーアンプ４１は、ユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態と
なる。このとき、エラーアンプ４１の入力段（前段）に備えた直列キャパシタＣ４１（Ｃ
ｃ）で画素のソースフォロワ出力とエラーアンプ入力をデカップリングされていることか
ら、エラーアンプ４１をユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態（スイッチ
４４がオンの状態）にしても、画素ＰＸＬのソースフォロワトランジスタＳＦ－Ｔｒによ
るアンプを飽和状態で動作させることができる。
　また、このとき、高ゲイン用サンプリング回路４２のリセット用サンプリングスイッチ
４２１および低ゲイン用サンプリング回路４３のリセット用サンプリングスイッチ４３１
をオンオフ制御する制御信号ＳＨＲがＨレベルに設定されてリセット用サンプリングスイ
ッチ４２１，４３１がオン状態となる。
【００９３】
　この選択状態において、図１１に示すように、時刻ｔ１～ｔ２はフローティングディフ
ュージョンＦＤ１１のノードリセット期間にリセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒが、制御
線ＬＲＳＴに印加される制御信号ＲＳＴ＜ｎ＞がＨレベルの期間に選択されて導通状態と
なり、フローティングディフュージョンＦＤ１１の電位およびエラーアンプ４１の出力で
ある第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２が基準電圧ＶＲＥＦにリセットされ，固定される。
　このリセット期間が経過した時刻ｔ２の後（リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒが非導
通状態）、転送期間が開始される前に制御信号ＳＨＲがＬレベルに切り替えられる時刻ｔ
３までの期間が、ＦＤノードリセット解除後のセットリング期間となる。
　このとき、スイッチ４４の制御信号ＳＷがＨレベルに設定されたままであることから、
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エラーアンプ４１はユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態に保持されたま
まであり、ＦＤノードリセット状態を解除することで、エラーアンプ出力を一定電圧（Ｖ
ＲＥＦ）に固定することができ、リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒのクロックフィード
スルーによる高ゲイン側の電圧振幅範囲減少を補償することができる。 
【００９４】
　ＦＤノードリセット状態を解除することで、第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２には、高ゲ
インの読み出しリセット電圧Ｎ２（ＶＲＳＴ２）が出力され、この読み出しリセット電圧
ＶＲＳＴ２は高ゲイン用サンプリング回路４２に供給される。
　同様に、第１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１には、低ゲインの読み出しリセット電圧Ｎ１（
ＶＲＳＴ１）が出力され、この読み出しリセット電圧ＶＲＳＴ１は低ゲイン用サンプリン
グ回路４３に供給される。
【００９５】
　次いで、時刻ｔ３において、高ゲインの読み出しリセット電圧ＶＲＳＴ２を高ゲイン用
サンプリング回路４２によりサンプリングし、同時並列的に、低ゲインの読み出しリセッ
ト電圧ＶＲＳＴ１を低ゲイン用サンプリング回路４３によりサンプリングする。
【００９６】
　時刻ｔ４～ｔ５はリセット電圧の読み出し期間が終了し、蓄積電荷の転送期間となる。
　転送期間においては、転送トランジスタＴＧ－Ｔｒが、制御線ＬＴＧに印加される制御
信号ＴＧ＜ｎ＞がＨレベルの期間に選択されて導通状態となり、フォトダイオードＰＤで
光電変換され蓄積された電荷（電子）がフローティングディフュージョンＦＤ１１に転送
される。
【００９７】
　この場合、エラーアンプ４１の出力が接続される第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２に出力
される高ゲインの読み出し信号電圧Ｎ２（ＶＳＩＧ）は電圧が上がる。
　これに対して、フローティングディフュージョンＦＤ１１のノード電圧と第１の垂直信
号線ＬＳＧＮ１１に出力される画素の低ゲインのＳＦアンプ出力は電圧が下がる。
　これは、飽和するまでエラーアンプ４１の出力側が上がり続け、飽和しだすと画素のＳ
Ｆアンプ出力電圧が下がり始める。
　この場合、ゲインが高いため、エラーアンプ４１の出力側の変化量は画素のＳＦアンプ
出力電圧の変化量より大きい。
【００９８】
　なお、時刻ｔ４においては、高ゲイン用サンプリング回路４２の信号用サンプリングス
イッチ４２２および低ゲイン用サンプリング回路４３の信号用サンプリングスイッチ４３
２をオンオフ制御する制御信号ＳＨＳがＨレベルに設定されて信号用サンプリングスイッ
チ４２２，４３２がオン状態となる。
【００９９】
　この転送期間が経過した時刻ｔ５の後（転送トランジスタＴＧ－Ｔｒが非導通状態）、
フォトダイオードＰＤ１１が光電変換して蓄積した電荷に応じた信号電圧ＶＳＩＧを読み
出す信号電圧期間となる。
　換言すれば、時刻ｔ５～ｔ６は信号電荷転送後のセットリング期間である。
【０１００】
　この期間において、第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２には、高ゲインの読み出し信号電圧
Ｎ２（ＶＳＩＧ２）が出力され、この読み出し信号電圧ＶＳＩＧ２は高ゲイン用サンプリ
ング回路４２に供給される。
　同様に、第１の垂直信号線ＬＳＧＮ１１には、低ゲインの読み出し信号電圧Ｎ１（ＶＳ
ＩＧ１）が出力され、この読み出し信号電圧ＶＳＩＧ１は低ゲイン用サンプリング回路４
３に供給される。
【０１０１】
　次いで、時刻ｔ６において、高ゲインの読み出し信号電圧ＶＳＩＧ２を高ゲイン用サン
プリング回路４２によりサンプリングし、同時並列的に、低ゲインの読み出し信号電圧Ｖ
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ＳＩＧを低ゲイン用サンプリング回路４３によりサンプリングする。
【０１０２】
　そして、たとえば読み出し部７０の一部を構成するカラム読み出し回路４０において、
高ゲインの信号電圧ＶＳＩＧ２とリセット電圧ＶＲＳＴ２の差分演算（ＶＲＳＴ２－ＶＳ
ＩＧ２）をとることで信号成分を取り出す。
　同様に、低ゲインの信号電圧ＶＳＩＧ１とリセット電圧ＶＲＳＴ１の差分演算（ＶＲＳ
Ｔ１－ＶＳＩＧ１）をとることで信号成分を取り出す。
【０１０３】
　なお、非常に強い光が入射した場合、電子がフォトダイオードＰＤ１１から溢れ出し、
隣接する画素に流れ込むことでアーチファクト（Artifacts）となる。
　よって、オフ電圧を自身の閾値電圧より充分低く、かつ０Ｖより少し高めに設定するこ
とで、溢れ出した電荷を垂直信号線に流し込む経路を形成することによりブルーミングを
低減することができる。
【０１０４】
　次に、２行分の基本タイミングを示す図１２の時刻ｔ７～ｔ８の動作について説明する
。
　時刻ｔ７～ｔ８は、ＰＤリセット期間（電子シャッタ機能）、およびＦＤノード再リセ
ット期間である。
　この期間においては、電子シャッタを実現するため、ＰＤを任意の行のＦＤリセット期
間を使用してリセットする。
　また、信号を読み出した直後にＦＤノードを再度リセットすることで、メモリ効果によ
る影響をキャンセルする。
【０１０５】
　この場合、第ｎ行においては、各画素ＰＸＬに接続された制御線ＬＳＥＬに印加される
制御信号ＳＥＬ＜ｎ＞がＬレベルに設定されて画素ＰＸＬの選択トランジスタＳＥＬ－Ｔ
ｒが非導通状態となる。
　その非選択行の各画素ＰＸＬに接続された制御線ＬＦＢに印加される制御信号ＦＢ＜ｎ
＞がＨレベルに設定されて画素ＰＸＬの帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒが導通状態となる。
これにより、画素ＰＸＬの帰還キャパシタＣ１１が第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２と電気
的に接続状態となる。
【０１０６】
　この非選択状態において、時刻ｔ７～ｔ８のリセット期間にリセットトランジスタＲＳ
Ｔ－Ｔｒが、制御線ＬＲＳＴに印加される制御信号ＲＳＴがＨレベルの期間に選択されて
導通状態となる。
　同様に、転送トランジスタＴＧ－Ｔｒが、制御線ＬＴＧに印加される制御信号ＴＧ＜ｎ
＞がＨレベルの期間に選択されて導通状態となる。
　これにより、フォトダイオードＰＤ１１およびＦＤノードが第２の垂直信号線ＬＳＧＮ
１２の電位にリセットされる。
【０１０７】
　第ｎ＋１行においては、各画素ＰＸＬに接続された制御線ＬＳＥＬに印加される制御信
号ＳＥＬ＜ｎ＋１＞がＨレベルに設定されて画素ＰＸＬの選択トランジスタＳＥＬ－Ｔｒ
が導通状態となる。
　その選択された行の各画素ＰＸＬに接続された制御線ＬＦＢに印加される制御信号ＦＢ
＜ｎ＋１＞がＨレベルに設定されて画素ＰＸＬの帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒが導通状態
となる。これにより、画素ＰＸＬの帰還キャパシタＣ１１が第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１
２と電気的に接続状態となる。
【０１０８】
　この選択状態において、時刻ｔ７～ｔ８のリセット期間にリセットトランジスタＲＳＴ
－Ｔｒが、制御線ＬＲＳＴに印加される制御信号ＲＳＴがＨレベルの期間に選択されて導
通状態となる。
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　一方に、転送トランジスタＴＧ－Ｔｒが、制御線ＬＴＧに印加される制御信号ＴＧ＜ｎ
＋１＞がＬレベルの期間に選択されて非導通状態となる。
　これにより、ＦＤノードが第２の垂直信号線ＬＳＧＮ１２の電位にリセットされる。
【０１０９】
　次に、本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０の読み出し動作をポテンシャル図に関
連付けて説明する。
【０１１０】
　図１３（Ａ）～（Ｃ）は、本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を説明
するための第１のポテンシャル図である。
　図１４（Ａ）および（Ｂ）は、本第１の実施形態に係る固体撮像装置の読み出し動作を
説明するための第２のポテンシャル図である。
【０１１１】
　図１３および図１４は、主要ノードでの電位状態遷移を図１１のタイミングに基づき示
している。
　図１３（Ａ）は時刻ｔ１のＦＤリセット状態を、図１３（Ｂ）は時刻ｔ２のＦＤリセッ
ト解除後の状態を、図１３（Ｃ）は時刻ｔ４のＰＤの信号電荷転送の状態を、図１４（Ａ
）は時刻ｔ６の低輝度時の状態を、図１４（Ｂ）は時刻ｔ６の高輝度時の状態をそれぞれ
示している。
【０１１２】
　図１３（Ａ）に示すように、時刻ｔ１において、リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒが
、制御線ＬＲＳＴに印加される制御信号ＲＳＴがＨレベルの期間に選択されて導通状態と
なる。
　また、スイッチ４４の制御信号ＳＷがＨレベルに設定されて、エラーアンプ４１は、ユ
ニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態となる。
　これにより、フローティングディフュージョンＦＤ１１のノードが第２の垂直信号線Ｌ
ＳＧＮ１２に接続されて、基準電圧ＶＲＥＦになる。
【０１１３】
　図１３（Ｂ）に示すように、時刻ｔ２において、ＦＤノードリセット解除後、ＦＤノー
ドとエラーアンプ４１の出力（Ｎ２）は、基準電圧ＶＲＥＦから雑音分だけ変化して落ち
着く。
　エラーアンプ４１の出力（Ｎ２）はＦＤリセット解除時に電圧ＶＲＥＦに固定されてい
るため、リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒからのクロックフィードスルーによる影響を
キャンセルすることができる。
　セットリング後の時刻ｔ３における電圧（ＶＳＴ１、ＶＲＳＴ２）を同時にサンプルし
て、初期電位とする。
【０１１４】
　図１３（Ｃ）に示すように、時刻ｔ４において、転送トランジスタＴＧ－Ｔｒが、制御
線ＬＴＧに印加される制御信号ＴＧがＨレベルの期間に選択されて導通状態となる。
　これにより、フォトダイオードＰＤ１１からフローティングディフュージョンＦＤ１１
に電荷を転送する。
　このときエラーアンプ自体はオープンループ構成にし、画素ＳＦアンプと画素容量帰還
回路を組み合わせて、大きなＣＴＩＡ回路として動作させる。
　セットリング後の時刻ｔ６における電圧（ＶＳＩＧ１、ＶＳＩＧ２）を同時にサンプル
して、光信号電位とする。
【０１１５】
　図１４（Ａ）に示すように、時刻ｔ６において、低輝度時の電荷転送セットリング後、
ＦＤノードは、負帰還効果により時刻ｔ３におけるＦＤリセット解除のセットリング後の
状態を保つ。
　画素のＳＦアンプ出力は、ＦＤノード電位から閾値電圧分（Ｖｔｈ,ｓｆ）だけ低下し
た電圧を出力する。
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　よって、低ゲイン側にはほとんど信号変化が発生しない。
【０１１６】
　一方、エラーアンプ出力（Ｎ２）は、ＣＴＩＡ回路により高ゲインに増幅される。
　このときの電位（ＶＳＩＧ１、ＶＳＩＧ２）を同時にサンプリングして、初期電位（Ｖ
ＲＳＴ１、ＶＲＳＴ２）と差分演算を行うことで各アンプのオフセットをキャンセルし、
光信号成分のみを高精度に検出する。
【０１１７】
　図１４（Ｂ）に示すように、時刻ｔ６’において、高輝度時の電荷転送セットリング後
、ＣＴＩＡ回路は飽和した状態を保つ。
　ＣＴＩＡ回路で扱えなかった超過電子はＦＤノードに集まり、ＦＤノード電位を下げる
。
　よって、高ゲイン側は飽和状態の出力電圧が得られ、低ゲイン側にも大きな信号変化を
得る。
　このときの電位（ＶＳＩＧ１、ＶＳＩＧ２）を同時にサンプリングして、初期電位（Ｖ
ＲＳＴ１、ＶＲＳＴ２）と差分演算を行うことで各アンプのオフセットをキャンセルし、
光信号成分のみを高精度に検出する。
【０１１８】
（高感度出力および低感度出力できる原理説明）
　次に、上記した構成および機能を有する本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０にお
いて、高感度出力および低感度出力できる原理について、画素出力の数式モデルに関連付
けて説明する。
【０１１９】
　図１５は、本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０において、高感度出力および低感
度出力できる原理について説明するための図である。
【０１２０】
（高感度出力できる原理） 
　ここでは、図１５に示すように、フォトダイオードＰＤは、光電変換機能を電流源Ｉｐ
ｄと容量ＣｐｄでフォトダイオードモデルＰＤＭとしてモデル化している。
　下記数１に示すように、ＦＤノードに対しての微分方程式を立てる。
　Ａ１は画素ＳＦアンプのゲイン（１．０とする）、Ａ２はエラーアンプ４１のＤＣ利得
（＞１万倍とする）。
　Ａ１とＡ２の積を非常に高くできるため、画素出力は1/Cfbに比例する。
　従来の画素内にエラーアンプがある構成では、エラーアンプのゲインを充分なレベルま
で高めることが困難であるが、本方式ではそれができるため、より高感度な画素特性を得
ることができる。
【０１２１】
（低感度出力できる原理）
　高感度出力が飽和すると残りの超過電子はＣｐｄに集まる（４Ｔｒ画素の場合はＣｆｄ
）。
　画素出力は1/Cpdに比例する。
　よって、Ｃｐｄが充分大きい場合は、高輝度な入力であっても画素出力を飽和させずに
出力できるため、高輝度被写体のディテールを再現することができる。
【０１２２】
（数式モデルに関連する微分方程式等）
【０１２３】
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【数１】

【０１２４】
　以上説明したように、本第１の実施形態によれば、固体撮像装置１０は、フォトダイオ
ード（光電変換素子）からの電荷が少ない場合は、カラム読み出し回路４０に配置される
アンプと帰還キャパシタを含む容量性帰還トランスインピーダンスアンプ（ＣＴＩＡ）回
路によって作りだされるミラー効果によって、電荷を帰還キャパシタにすべて転送させて
、高ゲインで増幅された出力電圧を得、ＣＴＩＡ回路が飽和するとミラー効果が自動的に
減少することにより、より容量の大きいフローティングディフュージョンＦＤ１１に残り
の超過電荷を移動させて、低ゲインで増幅された出力電圧を得る。
【０１２５】
　このように、本第１の実施形態の固体撮像装置１０は、高ゲインと低ゲインの２種類に
増幅された信号電圧を同時並列的に読み出し、高ゲインと低ゲインの信号電圧を同時にサ
ンプリングすることができ、高ゲインで低輝度信号を読み出せ、高輝度信号は飽和を抑え
る低ゲインで読み出せ、しかも２回の読出しで高ゲインと低ゲインの信号を得ることがで
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きる。
　また、最低被写体照度の性能を向上させることができるように構成されている。
【０１２６】
　より具体的には、本第１の実施形態の固体撮像装置１０は、ＣＴＩＡ出力とＳＦアンプ
出力を同時に読み出すことができるため、２回の読出しで動作を完了することができ、多
画素なイメージセンサでも高フレームレート化を実現することが可能となる。
　容量Ｃｆｂ１１の帰還キャパシタＣ１１をＭＯＭ（Metal-Oxide-Metal）容量を用いる
ことで、従来の４Ｔｒ－ＡＰＳ画素より製造バラつきが少なく、電圧依存性が小さい線形
な応答特性と高感度化を実現できる。
　ＣＴＩＡに必要なエラーアンプ４１は、より広い面積を使うことができる列回路に実装
できるため、高ＤＣゲイン、高速性を両立でき、従来のＣＴＩＡ画素より、高精度で高速
な読出しを実現することができる。
【０１２７】
　また、エラーアンプ４１の前段に備えた直列キャパシタＣ４１（容量（Cc））で画素Ｓ
Ｆアンプ（ＳＦ－Ｔｒ）出力とエラーアンプ入力をデカップリングすることで、エラーア
ンプ４１をユニティゲインバッファ（Unity Gain Buffer）状態にしても、画素ＳＦアン
プを飽和状態で動作させることができる。
　エラーアンプ４１ユニティゲインバッファ（をUnity Gain Buffer）状態にしたまま、
画素リセット状態を解除することで、エラーアンプ出力を一定電圧（ＶＲＥＦ）に固定す
ることができ、リセットトランジスタ（ＲＳＴ－Ｔｒ）のクロックフィードスルーによる
高ゲイン側の電圧振幅範囲減少を補償することができる。
　また、帯域制限キャパシタＣ１２（Ｃｌｉｍ）によって帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒの
熱雑音をさらに低下させることができる。
【０１２８】
　本第１の実施形態の固体撮像装置１０は、上述したように、フォトダイオードＰＤ１１
からの電荷が少ない場合は、ＣＴＩＡ回路によって作りだされるミラー効果によって、電
荷が帰還キャパシタＣ１１（容量Ｃｆｂ）にすべて転送され、高ゲインで増幅された出力
電圧を得る。
　一方、ＣＴＩＡ回路が飽和するとミラー効果が自動的に減少するため、より容量の大き
いＣｆｄに残りの超過電荷が移動し、低ゲインで増幅された出力電圧を得る。
　したがって、従来のＬＯＦＩＣ画素と比較して、ゲインの切り替えにパルス駆動が不要
であり、かつ自動で行われることに特徴がある。
　これにより、ゲイン切り替えのためトランジスタを駆動することによる、チャネル電荷
の重畳や基板バイアス効果の閾値変動によるクロックフィードスルー電荷損失の要因が原
理的に発生せず、フォトダイオードからの電荷の個数を保存することができる。
　その結果、高ゲインと低ゲインの合成において不連続点を発生させず、高精度に連結す
ることができる。
【０１２９】
　また、本第１の実施形態に係る固体撮像装置１０は、第１基板（上基板）１１０と第２
基板（下基板）１２０の積層構造を有する。
　第１基板１１０には、その中央部を中心として画素部２０の各画素ＰＸＬの画素受光部
２１がマトリクス状に配列された画素アレイ部１１１が形成されている。
　そして、第２基板１２０には、その中央部を中心として画素アレイ部１１１の各画素受
光部２１と接続される各画素ＰＸＬの画素増幅出力部２２がマトリクス状に配列された画
素増幅アレイ部１２１が形成されている。
　そして、画素増幅アレイ部１２１の周囲にカラム読み出し回路４０用の領域１２２，１
２３が形成されている。
　本第１の実施形態において、第１基板１１０の画素アレイ部１１１に形成される各画素
受光部２１は、フォトダイオードＰＤ１１と転送トランジスタＴＧ－Ｔｒのみを備えてい
る。そして、光電変換によって生成された電荷はそのまま第２基板１２０側へ伝達される
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。
【０１３０】
　したがって、本第１の実施形態において、第１基板１１０側の画素アレイ部１１１には
、必要なトランジスタ数を最小限にできるため、光電変換領域を最大限に広げることがで
き、量子効率が高まることによる高感度化を実現することが可能となる。すなわち、高量
子効率化を図ることができる。
【０１３１】
（第２の実施形態）
　図１６は、本発明の第２の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
【０１３２】
　本第２の実施形態の画素ＰＸＬＡが、第１の実施形態の画素ＰＸＬと異なる点は、次の
通りである。
　本第２の実施形態の画素ＰＸＬＡは、フローティングディフュージョンＦＤ１１のノー
ドに容量Ｃｄｒの高輝度用キャパシタＣ１３が接続されている。
【０１３３】
　本第２の実施形態の画素ＰＸＬＡは、フローティングディフュージョンＦＤ１１のノー
ド（ＦＤノード）に容量Ｃｄｒの高輝度用キャパシタＣ１３を接続して、ＦＤノード容量
を大きくすることで、飽和を抑えてより高輝度な被写体のディテールを得ることができる
。
　容量Ｃｄｒの高輝度用キャパシタＣ１３の追加によってＦＤノード容量が増加しても、
負帰還機構により高ゲイン側のコンバージョンゲインの低下は1/(1+Adc)に抑制されるた
め、ほとんど影響を及ぼさない（Ａｄｃはエラーアンプ４１のＤＣ利得を表し、一般的に
１万倍以上）。
【０１３４】
　これに対して、従来のＣＴＩＡ画素では、一般的な動作電流を流した場合、Ａｄｃは<
１００倍であることから、高輝度用容量Ｃｄｒによる影響が十分に緩和されないため、コ
ンバージョンゲインが低下し、高感度特性が劣化する。また、通常のプロセスでこのアン
プ構成から上限と考えられる１０００倍程度にするには動作電流を大幅に下げる必要があ
るため、結果として読出し速度が低下する問題が発生する。
【０１３５】
（第３の実施形態）
　図１７は、本発明の第３の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
【０１３６】
　本第３の実施形態の画素ＰＸＬＢが、第１の実施形態の画素ＰＸＬと異なる点は、次の
通りである。
　本第３の実施形態の画素ＰＸＬＢは、フローティングディフュージョンＦＤ１１のノー
ドに対してＬＯＦＩＣキャパシタＣ１４（容量（Clofic））とトランジスタＬＯ－Ｔｒか
らなるＬＯＦＩＣ回路２３が接続されている。
　ＬＯＦＩＣ回路２３は、画素増幅出力部２２に対して追加されている。
　ＬＯＦＩＣ回路２３は、フローティングディフュージョンの容量に、所定の容量を選択
的に付加可能な回路に相当する。
【０１３７】
　このように、画素増幅出力部２２に対して中ゲインを設定可能なＬＯＦＩＣ回路２３を
追加することで、３つの異なるゲイン（高レイン、中ゲイン、低ゲイン）を持つことがで
きる。これにより、ダイナミックレンジをさらに増加させることができる。
　また、トランジスタＬＯ－Ｔｒを常にオン状態にすることで、２つの異なるゲイン（高
ゲイン、低ゲイン）を備える画素として動作させることもできる。
【０１３８】
（第４の実施形態）
　図１８は、本発明の第４の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
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【０１３９】
　本第４の実施形態の画素ＰＸＬＣが、第３の実施形態の画素ＰＸＬＢと異なる点は、次
の通りである。
　本第４の実施形態の画素ＰＸＬＣは、ＣＴＩＡ帰還回路２４がいわゆるＴスイッチ方式
に構成されている。
【０１４０】
　具体的には、リセットトランジスタＲＳＴ－Ｔｒが、フローティングディフュージョン
ＦＤ１１と、帰還キャパシタＣ１１の他方の電極と帰還トランジスタＦＢ－Ｔｒとの接続
ノードＮＤ２１との間に接続されている。
　そして、接続ノードＮＤ２１と電源ＶＳＥＴとの間に、制御信号ＳＥＴ＜ｎ＞によって
選択的にオンオフされるスイッチ素子としてのトランジスタＳＥ－Ｔｒが接続されている
。
【０１４１】
　このように、ＣＴＩＡ帰還回路２４をＴスイッチ方式にすることで、垂直信号線が変化
することによるＦＤノードへの容量カップリングの影響を無視できるレベルにまで低減で
きる。
【０１４２】
（第５の実施形態）
　図１９は、本発明の第５の実施形態に係る画素の構成例を示す図である。
【０１４３】
　本第５の実施形態の画素ＰＸＬＤが、第３の実施形態の画素ＰＸＬＢと異なる点は、次
の通りである。
　本第５の実施形態の画素ＰＸＬＤは、フローティングディフュージョンＦＤ１１のノー
ドに代わり、画素受光部２１Ｄに対してＬＯＦＩＣキャパシタＣ１４（容量（Clofic））
とトランジスタＬＯ－Ｔｒ、ＬＯ２－ＴｒからなるＬＯＦＩＣ回路２３Ｄが接続されてい
る。
【０１４４】
　このように、画素受光部２１Ｄに対して中ゲインを設定可能なＬＯＦＩＣ回路２３Ｄを
追加することで、３つの異なるゲイン（高レイン、中ゲイン、低ゲイン）を持つことがで
きる。これにより、ダイナミックレンジをさらに増加させることができる。
　また、トランジスタＬＯ－Ｔｒを常にオン状態にすることで、２つの異なるゲイン（高
ゲイン、低ゲイン）を備える画素として動作させることもできる。
【０１４５】
（第６の実施形態）
　図２０は、本発明の第６の実施形態に係るカラム読み出し回路の構成例を示す図である
。
【０１４６】
　本第６の実施形態のカラム読み出し回路４０Ａが、第１～第５の実施形態のカラム読み
出し回路４０と異なる点は、次の通りである。
　本第６の実施形態のカラム読み出し回路４０Ａは、エラーアンプ４１の出力側にクラン
プ回路４５が接続されている。
【０１４７】
　本第６の実施形態によれば、上述した第１～第５の実施形態と同様の効果を得ることが
できることはもとより、以下の効果を得ることができる。
　すなわち、本第６の実施形態によれば、高ゲインと低ゲインの境界における非線形性を
低減することができ、両ゲインの画像合成を高精度に行うことができる。
　また、高ゲイン電圧範囲の上限を自由に設定することができ、回路の可用性が高まる。
【０１４８】
（第７の実施形態）
　図２１は、本発明の第７の実施形態に係る固体撮像装置の積層構造について説明するた
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めの図である。
【０１４９】
　本第７の実施形態の積層構造が、第１～第６の実施形態の積層構造と異なる点は、次の
通りである。
　本第７の実施形態の積層構造では、もう１セットのカラム読み出し回路１１２，１１３
が第１基板１１０側にも形成されている。
【０１５０】
　これにより、読み出し速度が２倍に向上する。
　また、第２基板１２０側のカラム読み出し回路で必要となるキャパシタだけを第１基板
１１０側に実装してもよい。これにより、カラム読出し回路全体のカラム長が短縮され、
チップ透視面における画素アレイ部とカラム読出し回路の面積比率が向上し、積層チップ
としての小型化に寄与する。
【０１５１】
　以上説明した固体撮像装置１０は、デジタルカメラやビデオカメラ、携帯端末、あるい
は監視用カメラ、医療用内視鏡用カメラなどの電子機器に、撮像デバイスとして適用する
ことができる。
【０１５２】
　図２２は、本発明の実施形態に係る固体撮像装置が適用されるカメラシステムを搭載し
た電子機器の構成の一例を示す図である。
【０１５３】
　本電子機器２００は、図２２に示すように、本実施形態に係る固体撮像装置１０が適用
可能なＣＭＯＳイメージセンサ２１０を有する。
　さらに、電子機器２００は、このＣＭＯＳイメージセンサ２１０の画素領域に入射光を
導く（被写体像を結像する）光学系（レンズ等）２２０を有する。
　電子機器２００は、ＣＭＯＳイメージセンサ２１０の出力信号を処理する信号処理回路
(ＰＲＣ)２３０を有する。
【０１５４】
　信号処理回路２３０は、ＣＭＯＳイメージセンサ２１０の出力信号に対して所定の信号
処理を施す。
　信号処理回路２３０で処理された画像信号は、液晶ディスプレイ等からなるモニタに動
画として映し出し、あるいはプリンタに出力することも可能であり、またメモリカード等
の記録媒体に直接記録する等、種々の態様が可能である。
【０１５５】
　上述したように、ＣＭＯＳイメージセンサ２１０として、前述した固体撮像装置１０を
搭載することで、高性能、小型、低コストのカメラシステムを提供することが可能となる
。
　そして、カメラの設置の要件に実装サイズ、接続可能ケーブル本数、ケーブル長さ、設
置高さなどの制約がある用途に使われる、たとえば、監視用カメラ、医療用内視鏡用カメ
ラなどの電子機器を実現することができる。
【符号の説明】
【０１５６】
　１０・・・固体撮像装置、２０・・・画素部、ＰＸＬ，ＰＸＬＡ～ＰＸＬＤ・・・画素
、ＰＤ１１・・・フォトダイオード、ＴＧ－Ｔｒ・・・転送トランジスタ、ＲＳＴ－Ｔｒ
・・・リセットトランジスタ、ＳＦ－Ｔｒ・・・ソースフォロワトランジスタ、ＳＥＬ－
Ｔｒ・・・選択トランジスタ、ＦＢ－Ｔｒ・・・帰還トランジスタ、ＦＤ１１・・・フロ
ーティングディフュージョン、Ｃ１１・・・帰還キャパシタ、Ｃ１２・・・帯域制限キャ
パシタ、Ｃ１３・・・高輝度用キャパシタ、３０・・・垂直走査回路、４０，４０Ａ・・
・読み出し回路（カラム読み出し回路）、４１・・・エラーアンプ、４２・・・高ゲイン
用サンプリング回路、４３・・・低ゲイン用サンプリング回路、４４・・・スイッチ、４
５・・・クランプ回路、Ｉ４１・・・低ゲイン用定電流源、Ｃ４１・・・直列キャパシタ
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（入力キャパシタ）、５０・・・水平走査回路、６０・・・タイミング制御回路、７０・
・・読み出し部、２００・・・電子機器、２１０・・・ＣＭＯＳイメージセンサ、２２０
・・・光学系、２３０・・・信号処理回路（ＰＲＣ）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(33) JP 2018-29254 A 2018.2.22

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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