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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光強度に応じた量の電荷を各々発生するＮ個（Ｎは２以上の整数）のフォトダイオ
ードと、
　前記Ｎ個のフォトダイオードそれぞれに対応して設けられ、各フォトダイオードで発生
した電荷の量のレベルを複数の基準値それぞれと大小比較することで判定し、そのレベル
判定結果を示すレベル信号を出力するＮ個の電荷量レベル判定回路と、
　容量値が可変であって該容量値が前記レベル信号に基づいて設定される積分容量部を有
し、入力端に入力した電荷を前記積分容量部に蓄積して、この蓄積した電荷の量に応じた
電圧値を出力端より出力する積分回路と、
　前記Ｎ個のフォトダイオードそれぞれに対応して設けられ、各フォトダイオードと前記
積分回路の入力端との間に設けられた第１スイッチと、
　前記Ｎ個の電荷量レベル判定回路それぞれに対応して設けられ、各電荷量レベル判定回
路と前記積分容量部との間に設けられた第２スイッチと、
　前記第１スイッチおよび前記第２スイッチそれぞれの開閉を制御する制御回路と、
　を備え、
　前記制御回路が、前記Ｎ個のフォトダイオードそれぞれについて順次に、該フォトダイ
オードに対応する前記第２スイッチを閉じ、該フォトダイオードに対応する前記電荷量レ
ベル判定回路より出力されたレベル信号に基づいて前記積分容量部の容量値が設定された
後に、該フォトダイオードに対応する前記第１スイッチを閉じ、
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　前記電荷量レベル判定回路が、対応する前記第１スイッチが開いている期間に亘って対
応する前記フォトダイオードで発生した電荷の量のレベルを複数の基準値それぞれと大小
比較することで判定し、
　前記積分回路が、前記Ｎ個のフォトダイオードそれぞれについて順次に、該フォトダイ
オードに対応する前記第２スイッチが閉じているときに、該フォトダイオードに対応する
前記電荷量レベル判定回路から出力される前記レベル信号に基づいて前記積分容量部の容
量値が設定され、該フォトダイオードに対応する前記第１スイッチが閉じているときに、
該フォトダイオードで発生した電荷を入力して前記積分容量部に蓄積し、この蓄積した電
荷の量に応じた電圧値を出力端より出力する、
　ことを特徴とする光検出装置。
【請求項２】
　前記積分回路の出力端より出力された電圧値を入力し、この電圧値をＡ／Ｄ変換して、
この電圧値に応じたデジタル値を出力するＡ／Ｄ変換回路を更に備えることを特徴とする
請求項１記載の光検出装置。
【請求項３】
　前記Ａ／Ｄ変換回路から出力されたデジタル値を入力し、前記レベル信号に応じて前記
デジタル値のビットをシフトして、このビットをシフトしたデジタル値を出力するシフト
回路を更に備えることを特徴とする請求項２記載の光検出装置。
【請求項４】
　前記積分容量部が第１容量値または第２容量値に設定が可能であって、前記第１容量値
が前記第２容量値の２p倍（ｐは１以上の整数）であり、
　前記Ａ／Ｄ変換回路がｐ以上のビット数のデジタル値を出力し、
　前記シフト回路が前記レベル信号に応じてデジタル値をｐビットだけシフトする、
　ことを特徴とする請求項３記載の光検出装置。
【請求項５】
　前記Ｎ個のフォトダイオード、前記Ｎ個の電荷量レベル判定回路および前記積分回路を
１組として、これらをＭ組（Ｍは２以上の整数）備える、ことを特徴とする請求項１記載
の光検出装置。
【請求項６】
　第１基板に前記Ｎ個のフォトダイオードが設けられ、
　第２基板に前記Ｎ個の電荷量レベル判定回路、前記積分回路、前記第１スイッチおよび
前記第２スイッチが設けられており、
　前記第１基板と前記第２基板とが互いにバンプ接続されていて、互いに対応する前記フ
ォトダイオードと前記第１スイッチとが電気的に接続されており、互いに対応する前記フ
ォトダイオードと前記電荷量レベル判定回路とが電気的に接続されており、
　前記第１基板の一方の側にシンチレータが設けられ、
　前記第１基板の他方の側に前記第２基板が積層されて設けられており、
　前記第２基板において前記第１基板が積層される領域に前記Ｎ個の電荷量レベル判定回
路、前記積分回路、前記第１スイッチおよび前記第２スイッチが設けられている、
　ことを特徴とする請求項１記載の光検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、配列された複数のフォトダイオードを含む光検出装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
光検出装置は、１次元状または２次元状に配列された複数のフォトダイオードと、アンプ
および積分容量部を含む積分回路とを備えた装置であり、また、さらに以降の信号処理回
路をも備える場合がある。この光検出装置では、各フォトダイオードへの入射光の強度に
応じた量の電荷が該フォトダイオードから出力され、その電荷が積分容量部に蓄積され、
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その蓄積された電荷の量に応じた電圧値が積分回路より出力される。複数のフォトダイオ
ードそれぞれで発生した電荷の量に応じて積分回路より出力される電圧値に基づいて、複
数のフォトダイオードが配列された光検出面へ入射する光が検出される。また、光検出装
置は、積分回路から出力された電圧値（アナログ値）をデジタル値に変換するＡ／Ｄ変換
回路を更に備えている場合があり、この場合には、入射光強度がデジタル値として得られ
、さらにコンピュータ等により処理することが可能となる。
【０００３】
このような光検出装置は、ＣＭＯＳ技術により製造することが可能であって、積分回路に
含まれる積分容量部の容量値を変更することにより、入射光強度検出のダイナミックレン
ジを拡大することができる。例えば、非特許文献１に記載された光検出装置では、積分回
路は、容量値が可変である積分容量部がアンプの入出力端子間に設けられており、フォト
ダイオードから出力された電荷を積分容量部に蓄積して、この蓄積した電荷の量に応じた
電圧値を出力する。そして、この非特許文献１に記載された光検出装置では、外部からの
制御により積分容量部の容量値を適切に設定することで、入射光強度検出のダイナミック
レンジの拡大を図っている。
【０００４】
すなわち、積分容量部の容量値を小さくすることで、入射光強度が小さい場合であっても
検出感度が大きくなり、一方、積分容量部の容量値を大きくすることで、入射光強度が大
きい場合であっても出力信号の飽和が回避される。この光検出装置を用いれば、例えば真
夏の昼間のように非常に明るい被写体を撮像する場合にも、出力信号が飽和することなく
被写体を撮像することができる。また、例えば夜間のように非常に暗い被写体を撮像する
場合にも、感度よく被写体を撮像することができる。
【０００５】
しかしながら、上記非特許文献１に記載された光検出装置は、被写体上の位置によって明
暗が大きく異なる場合には、被写体の暗い部分を感度よく撮像しようとすれば、被写体の
明るい部分における出力信号が飽和する。一方、被写体の明るい部分を飽和しないように
撮像しようとすれば、被写体の暗い部分における撮像感度が悪くなる。このように、この
光検出装置は、撮像の度に積分容量部の容量値を適切に設定することで入射光強度検出の
ダイナミックレンジの拡大を図っているものの、１画面における画素毎の入射光強度検出
のダイナミックレンジが拡大されるものではない。
【０００６】
　このような問題を解決することを意図した発明が特許文献１に開示されている。この特
許文献１に開示された光検出装置は、容量値が可変である積分容量部を有する積分回路と
、各フォトダイオードそれぞれで発生した電荷の量のレベルを判定する電荷量レベル判定
回路と、を備えている。そして、複数のフォトダイオードのうちの何れかのフォトダイオ
ードが選択され、この選択されたフォトダイオードで発生した電荷の量のレベルが電荷量
レベル判定回路により判定され、この判定された電荷量レベルに基づいて積分容量部の容
量値が設定され、その後に、選択されたフォトダイオードで発生した電荷を蓄積する動作
が積分回路において開始される。このように構成されることで、この光検出装置は、各々
のフォトダイオード毎（すなわち、１画面における画素毎）の入射光強度検出のダイナミ
ックレンジが拡大され得る。
【０００７】
【特許文献１】
国際公開第０２／１２８４５号パンフレット
【０００８】
【非特許文献１】
S. L. Garverick, et al., "A 32-Channel Charge Readout IC for Programmable, Nonli
near Quantization of Multichannel Detector Data", IEEE Journal of Solid-State Ci
rcuits, Vol.30, No.5, pp.533-541 (1995)
【０００９】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特許文献１に開示された光検出装置では、上述したように、複数のフ
ォトダイオードのうちの何れかのフォトダイオードが選択されてから、積分回路における
電荷蓄積動作が開始される迄に、多くのステップが必要である。このことから、この光検
出装置は高速な光検出動作が困難である。
【００１０】
本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、入射光強度検出のダイナミッ
クレンジが広く高速に入射光強度を検出することができる光検出装置を提供することを目
的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る光検出装置は、(1) 入射光強度に応じた量の電荷を各々発生するＮ個（Ｎ
は２以上の整数）のフォトダイオードと、(2) Ｎ個のフォトダイオードそれぞれに対応し
て設けられ、各フォトダイオードで発生した電荷の量のレベルを複数の基準値それぞれと
大小比較することで判定し、そのレベル判定結果を示すレベル信号を出力するＮ個の電荷
量レベル判定回路と、(3) 容量値が可変であって該容量値がレベル信号に基づいて設定さ
れる積分容量部を有し、入力端に入力した電荷を積分容量部に蓄積して、この蓄積した電
荷の量に応じた電圧値を出力端より出力する積分回路と、(4) Ｎ個のフォトダイオードそ
れぞれに対応して設けられ、各フォトダイオードと積分回路の入力端との間に設けられた
第１スイッチと、(5) Ｎ個の電荷量レベル判定回路それぞれに対応して設けられ、各電荷
量レベル判定回路と積分容量部との間に設けられた第２スイッチと、(6) 第１スイッチお
よび第２スイッチそれぞれの開閉を制御する制御回路と、を備えることを特徴とする。
　さらに、本発明に係る光検出装置は、(a) 制御回路が、Ｎ個のフォトダイオードそれぞ
れについて順次に、該フォトダイオードに対応する第２スイッチを閉じ、該フォトダイオ
ードに対応する電荷量レベル判定回路より出力されたレベル信号に基づいて積分容量部の
容量値が設定された後に、該フォトダイオードに対応する第１スイッチを閉じ、(b) 電荷
量レベル判定回路が、対応する第１スイッチが開いている期間に亘って対応するフォトダ
イオードで発生した電荷の量のレベルを複数の基準値それぞれと大小比較することで判定
し、(c) 積分回路が、Ｎ個のフォトダイオードそれぞれについて順次に、該フォトダイオ
ードに対応する第２スイッチが閉じているときに、該フォトダイオードに対応する電荷量
レベル判定回路から出力されるレベル信号に基づいて積分容量部の容量値が設定され、該
フォトダイオードに対応する第１スイッチが閉じているときに、該フォトダイオードで発
生した電荷を入力して積分容量部に蓄積し、この蓄積した電荷の量に応じた電圧値を出力
端より出力する、ことを特徴とする。
【００１２】
本発明に係る光検出装置によれば、フォトダイオードに入射した光の強度に応じた量の電
荷が発生し、この電荷のレベルが電荷量レベル判定回路により判定される。そして、この
判定された電荷量レベルに基づいて積分回路の積分容量部の容量値が設定される。その後
、積分回路において、フォトダイオードで発生した電荷が積分容量部に蓄積されて、この
蓄積された電荷の量に応じた値の電圧信号が出力される。入射光強度が大きい場合には、
積分回路の可変容量部の容量値は比較的大きな値に設定され、入射光強度が大きくても飽
和することなく入射光強度が検出される。一方、入射光強度が小さい場合には、積分回路
の可変容量部の容量値は比較的小さな値に設定され、入射光強度が小さくても感度よく入
射光強度が検出される。また、この光検出装置では、各フォトダイオードに対して電荷量
レベル判定回路が１対１に設けられていることにより、積分回路の積分容量部の容量値が
迅速に設定され、高速に入射光強度が検出され得る。
【００１３】
本発明に係る光検出装置は、積分回路の出力端より出力された電圧値を入力し、この電圧
値をＡ／Ｄ変換して、この電圧値に応じたデジタル値を出力するＡ／Ｄ変換回路を更に備
えるのが好適である。この場合には、積分回路から出力された電圧値は、Ａ／Ｄ変換回路
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に入力してデジタル値に変換され、このデジタル値がＡ／Ｄ変換回路より出力される。
【００１４】
本発明に係る光検出装置は、Ａ／Ｄ変換回路から出力されたデジタル値を入力し、レベル
信号に応じてデジタル値のビットをシフトして、このビットをシフトしたデジタル値を出
力するシフト回路を更に備えるのが好適である。この場合には、Ａ／Ｄ変換回路から出力
されたデジタル値は、シフト回路により、電荷量レベル判定回路により判定された電荷量
レベルに応じてビットがシフトされて出力される。
【００１５】
本発明に係る光検出装置は、積分容量部が第１容量値または第２容量値に設定が可能であ
って、第１容量値が第２容量値の２p倍（ｐは１以上の整数）であり、Ａ／Ｄ変換回路が
ｐ以上のビット数のデジタル値を出力し、シフト回路がレベル信号に応じてデジタル値を
ｐビットだけシフトするのが好適である。この場合には、Ａ／Ｄ変換回路から出力された
デジタル値が必要に応じてｐビットだけシフトされることで、これにより得られるデジタ
ル値は入射光強度に対して線形性が優れるものとなる。
【００１７】
本発明に係る光検出装置は、Ｎ個のフォトダイオード、Ｎ個の電荷量レベル判定回路およ
び積分回路を１組として、これらをＭ組（Ｍは２以上の整数）備えるのが好適である。こ
の場合には、Ｍ×Ｎ個のフォトダイオードが配列されるので、画素数の更なる増加が可能
である。
【００１８】
　本発明に係る光検出装置は、(1) 第１基板にＮ個のフォトダイオードが設けられ、(2) 
第２基板にＮ個の電荷量レベル判定回路、積分回路、第１スイッチおよび第２スイッチが
設けられており、(3) 第１基板と第２基板とが互いにバンプ接続されていて、互いに対応
するフォトダイオードと第１スイッチとが電気的に接続されており、互いに対応するフォ
トダイオードと電荷量レベル判定回路とが電気的に接続されており、(4) 第１基板の一方
の側にシンチレータが設けられ、(5) 第１基板の他方の側に第２基板が積層されて設けら
れており、(6) 第２基板において第１基板が積層される領域にＮ個の電荷量レベル判定回
路、積分回路、第１スイッチおよび第２スイッチが設けられているのが好適である。この
場合には、第１基板および第２基板それぞれは、最適の製造プロセスで製造することが可
能であり、集積度を向上する上で好ましい。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２０】
図１は、本実施形態に係る光検出装置１の全体構成図である。図２は、本実施形態に係る
光検出装置１の一部構成図である。図１において点線で示された範囲Ｙ内のブロックＸ1

～ＸMそれぞれの詳細が図２に示されている。これらの図に示される光検出装置１は、Ｍ
組のユニットＵ1～ＵM、Ａ／Ｄ変換回路３０、シフト回路４０および制御回路５０を備え
ている。各ユニットＵmは、互いに同様の構成を有しており、Ｎ個のフォトダイオードＰ
Ｄm,1～ＰＤm,N、Ｎ個の電荷量レベル判定回路１０m,1～１０m,N、Ｎ個の第１スイッチＳ
Ｗ１m,1～ＳＷ１m,N、Ｎ個の第２スイッチＳＷ２m,1～ＳＷ２m,N、積分回路２０m、スイ
ッチＳＷ３mおよびスイッチＳＷ４mを備えている。ここで、Ｍは１以上の整数であり、Ｎ
は２以上の整数であり、ｍは１以上Ｍ以下の各整数であり、また、以下に現れるｎは１以
上Ｎ以下の各整数である。
【００２１】
各フォトダイオードＰＤm,nは、入射光強度に応じた量の電荷Ｑを発生するものである。
スイッチＳＷ１m,nは、フォトダイオードＰＤm,nに対応して該フォトダイオードＰＤm,n

と積分回路２０mの入力端との間に設けられ、電気的に開閉が可能である。
【００２２】
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電荷量レベル判定回路１０m,nは、フォトダイオードＰＤm,nに対応して設けられており、
該フォトダイオードＰＤm,nで発生した電荷Ｑの量のレベルを判定し、そのレベル判定結
果を示すレベル信号Levelを出力する。スイッチＳＷ２m,nは、電荷量レベル判定回路１０

m,nに対応して該電荷量レベル判定回路１０m,nと積分回路２０mとの間に設けられ、電気
的に開閉が可能である。なお、レベル信号Levelは、１ビットまたは複数ビットのデジタ
ル信号であり、スイッチＳＷ２m,nは、このビット数分のスイッチを含む。
【００２３】
積分回路２０mは、容量値が可変である積分容量部を有しており、フォトダイオードＰＤm

,nとスイッチＳＷ１m,nを介して入力端が接続されている。そして、積分回路２０mは、こ
れらのスイッチＳＷ１m,1～ＳＷ１m,Nの順次の開閉に伴いＮ個のフォトダイオードＰＤm,

1～ＰＤm,Nそれぞれから順次に出力されて該入力端に入力した電荷Ｑを積分容量部に蓄積
して、この蓄積した電荷Ｑの量に応じた電圧値Ｖ20を出力端より出力する。また、積分容
量部は、電荷量レベル判定回路１０m,nとスイッチＳＷ２m,nを介して接続されており、こ
れらのスイッチＳＷ２m,1～ＳＷ２m,Nの順次の開閉に伴いＮ個の電荷量レベル判定回路１
０m,1～１０m,Nそれぞれから順次に出力されて入力したレベル信号Levelに基づいて容量
値が設定される。
【００２４】
Ａ／Ｄ変換回路３０は、積分回路２０mの出力端よりスイッチＳＷ３mを経て順次に出力さ
れた電圧値Ｖ20を入力し、この電圧値Ｖ20をＡ／Ｄ変換して、この電圧値Ｖ20に応じたデ
ジタル値を出力する。シフト回路４０は、Ａ／Ｄ変換回路３０から出力されたデジタル値
を入力するとともに、電荷量レベル判定回路１０m,1～１０m,NそれぞれよりスイッチＳＷ
２m,nおよびスイッチＳＷ４mを経て出力されたレベル信号Levelを順次に入力して、この
レベル信号Levelに応じてデジタル値のビットをシフトして、このビットをシフトしたデ
ジタル値を出力する。
【００２５】
制御回路５０は、光検出装置１の全体の動作を制御するものである。特に、制御回路５０
は、各スイッチＳＷ１m,nおよび各スイッチＳＷ２m,nそれぞれの開閉を制御する。具体的
には、制御回路５０は、各フォトダイオードＰＤm,nについて、対応するスイッチＳＷ２m

,nを閉じ、対応する電荷量レベル判定回路１０m,nより出力されたレベル信号Levelに基づ
いて積分回路２０mの積分容量部の容量値が設定された後に、対応するスイッチＳＷ１m,n

を閉じて、積分回路２０mにおける積分動作を開始させる。また、制御回路５０は、積分
回路２０m、スイッチＳＷ３m、スイッチＳＷ４m、Ａ／Ｄ変換回路３０およびシフト回路
４０それぞれの動作のタイミングをも制御する。この動作タイミングについては後に詳述
する。なお、図１では、制御回路５０から他の要素回路へ送られる制御信号の図示が省略
されている。
【００２６】
図３は、本実施形態に係る光検出装置１に含まれる電荷量レベル判定回路１０m,nおよび
積分回路２０mの回路図である。なお、この図には、第ｍユニットＵm内の第ｎフォトダイ
オードＰＤm,nに対応する部分のみが示されている。
【００２７】
電荷量レベル判定回路１０m,nは、３つの比較器１１～１３および制御部１４を有してい
る。比較器１１～１３それぞれの非反転入力端子は、フォトダイオードＰＤm,nのカソー
ド端子とスイッチＳＷ１m,nとの接続点に接続されている。比較器１１の反転入力端子に
は基準電圧値Ｖref1が入力し、比較器１２の反転入力端子には基準電圧値Ｖref2が入力し
、比較器１３の反転入力端子には基準電圧値Ｖref3が入力している。そして、比較器１１
～１３それぞれは、非反転入力端子および反転入力端子それぞれに入力する電圧値を大小
比較して、その比較結果を表す信号を制御部１４へ出力する。制御部１４は、比較器１１
～１３それぞれより出力された信号を入力して、積分回路２０mの積分容量部の容量値を
設定する為の３ビットのレベル信号Levelを出力する。
【００２８】
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ここで、基準電圧値Ｖref1～Ｖref3は
Ｖref1＝Ｖsat／２　　…(1a)
Ｖref2＝Ｖsat／４　　…(1b)
Ｖref3＝Ｖsat／８　　…(1c)
なる関係式を満たす。Ｖsatは一定値である。したがって、３つの比較器１１～１３は、
フォトダイオードＰＤm,nのカソード端子の電位ＶPDが、
ＶPD＜Ｖsat／８　　…(2a)
Ｖsat／８≦ＶPD＜Ｖsat／４　　…(2b)
Ｖsat／４≦ＶPD＜Ｖsat／２　　…(2c)
Ｖsat／２≦ＶPD　　　　　　　　…(2d)
のうちの何れの範囲にあるかを判定することができる。制御部１４より出力されるレベル
信号Levelは、電位ＶPDが上記(2a)式～(2d)式の何れの範囲にあるかを示すものである。
【００２９】
積分回路２０mは、アンプＡ、容量素子Ｃ0～Ｃ3およびスイッチＳＷ0～ＳＷ3を有してい
る。アンプＡの入力端子は、スイッチＳＷ１m,nを介して、フォトダイオードＰＤm,nのカ
ソード端子に接続されている。アンプＡの出力端子は、スイッチＳＷ３mを介してＡ／Ｄ
変換回路３０に接続されている。互いに直列接続されたスイッチＳＷ1および容量素子Ｃ1

、互いに直列接続されたスイッチＳＷ2および容量素子Ｃ2、互いに直列接続されたスイッ
チＳＷ3および容量素子Ｃ3、容量素子Ｃ0、ならびに、スイッチＳＷ0は、アンプＡの入出
力端子間に互いに並列に設けられている。
【００３０】
容量素子Ｃ0～Ｃ3およびスイッチＳＷ1～ＳＷ3は、容量値が可変の積分容量部２１を構成
している。すなわち、スイッチＳＷ1～ＳＷ3それぞれは、電荷量レベル判定回路１０m,n

の制御部１４より出力されスイッチＳＷ２m,nを経て入力したレベル信号Levelに基づいて
開閉し、この開閉状態に応じて積分容量部２１の容量値が定まる。ここで、容量素子Ｃ0

～Ｃ3それぞれの容量値は、
Ｃ0＝Ｃ　　　…(3a)
Ｃ1＝Ｃ　　　…(3b)
Ｃ2＝２Ｃ　　…(3c)
Ｃ3＝４Ｃ　　…(3d)
なる関係式を満たす。Ｃは一定値である。
【００３１】
積分容量部２１は、レベル信号Levelに基づいて、つまり、３つの比較器１１～１３によ
り判定されたフォトダイオードＰＤm,nのカソード端子の電位ＶPDに応じて、以下のよう
に、スイッチＳＷ1～ＳＷ3それぞれの開閉が設定されることで、容量値が設定される。す
なわち、電位ＶPDが上記(2a)式の範囲にあると判定されたときには、スイッチＳＷ1～Ｓ
Ｗ3の全てが開いて、積分容量部２１の容量値がＣ（＝Ｃ0）に設定され、電位ＶPDが上記
(2b)式の範囲にあると判定されたときには、スイッチＳＷ1のみが閉じて、積分容量部２
１の容量値が２Ｃ（＝Ｃ0＋Ｃ1）に設定される。電位ＶPDが上記(2c)式の範囲にあると判
定されたときには、スイッチＳＷ1およびＳＷ2が閉じて、積分容量部２１の容量値が４Ｃ
（＝Ｃ0＋Ｃ1＋Ｃ2）に設定される。また、電位ＶPDが上記(2d)式の範囲にあると判定さ
れたときには、スイッチＳＷ1～ＳＷ3の全てが閉じて、積分容量部２１の容量値が８Ｃ（
＝Ｃ0＋Ｃ1＋Ｃ2＋Ｃ3）に設定される。そして、これら何れの場合にも、積分回路２０m

の出力端より出力される電圧値Ｖ20は、
Ｖsat／２≦Ｖ20＜Ｖsat　　…(4)
なる範囲にある。
【００３２】
そして、Ａ／Ｄ変換回路３０は、各ユニットＵmの積分回路２０mの出力端より出力されて
スイッチＳＷ３mを経て順次に到達した電圧値Ｖ20を入力して、この電圧値Ｖ20をＡ／Ｄ
変換し、この電圧値Ｖ20に応じたデジタル値を出力する。このとき、Ａ／Ｄ変換回路３０
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に入力する電圧値Ｖ20は常に上記(4)式の範囲内にあるから、Ａ／Ｄ変換回路３０は、電
圧値Ｖ20をＡ／Ｄ変換する際に、出力するデジタル値の全ビットを有効に利用することが
できる。
【００３３】
シフト回路４０は、Ａ／Ｄ変換回路３０から出力されたデジタル値を入力するとともに、
電荷量レベル判定回路１０m,1～１０m,Nそれぞれから出力されたレベル信号Levelを順次
に入力して、このレベル信号Levelに応じてデジタル値のビットをシフトして、このビッ
トをシフトしたデジタル値を出力する。すなわち、Ａ／Ｄ変換回路３０から出力されるデ
ジタル値がＫビット（Ｋは２以上の整数）のデジタル値（ＤK-1,ＤK-2,…Ｄ1,Ｄ0）であ
るとしたとき、シフト回路４０は(Ｋ＋３)ビットのデジタル値を出力する。シフト回路４
０は、電位ＶPDが上記(2a)式の範囲にあることをレベル信号Levelが示している場合には
、入力したデジタル値をビットシフトすることなく、(Ｋ＋３)ビットのデジタル値（０,
０,０,ＤK-1,ＤK-2,…Ｄ1,Ｄ0）を出力する。電位ＶPDが上記(2b)式の範囲にあることを
レベル信号Levelが示している場合には、入力したデジタル値を１ビット分だけ上位にシ
フトして、(Ｋ＋３)ビットのデジタル値（０,０,ＤK-1,ＤK-2,…Ｄ1,Ｄ0,０）を出力する
。電位ＶPDが上記(2c)式の範囲にあることをレベル信号Levelが示している場合には、入
力したデジタル値を２ビット分だけ上位にシフトして、(Ｋ＋３)ビットのデジタル値（０
,ＤK-1,ＤK-2,…Ｄ1,Ｄ0,０,０）を出力する。また、電位ＶPDが上記(2d)式の範囲にある
ことをレベル信号Levelが示している場合には、入力したデジタル値を３ビット分だけ上
位にシフトして、(Ｋ＋３)ビットのデジタル値（ＤK-1,ＤK-2,…Ｄ1,Ｄ0,０,０,０）を出
力する。
【００３４】
次に、本実施形態に係る光検出装置１の動作タイミングについて説明する。図４は、本実
施形態に係る光検出装置１の動作を説明するタイミングチャートである。この図には、上
から順に、フォトダイオードＰＤm,n-1に対応するスイッチＳＷ２m,n-1の開閉タイミング
およびスイッチＳＷ１m,n-1の開閉タイミング、各ユニットＵmにおいてフォトダイオード
ＰＤm,n-1に隣接して配置されるフォトダイオードＰＤm,nに対応するスイッチＳＷ２m,n

の開閉タイミングおよびスイッチＳＷ１m,nの開閉タイミング、各ユニットＵmにおいてフ
ォトダイオードＰＤm,nに隣接して配置されるフォトダイオードＰＤm,n+1に対応するスイ
ッチＳＷ２m,n+1の開閉タイミングおよびスイッチＳＷ１m,n+1の開閉タイミング、積分回
路２０mからの出力電圧値Ｖ20、ならびに、Ａ／Ｄ変換回路３０からの出力デジタル値、
が示されている。
【００３５】
時刻ｔn-1,2から時刻ｔn,1までの期間内に、各ユニットＵmにおいて、Ｎ個のスイッチＳ
Ｗ２m,1～ＳＷ２m,Nのうちの第(ｎ－１)番目のスイッチＳＷ２m,n-1のみが閉じて、第(ｎ
－１)番目の電荷量レベル判定回路１０m,n-1の制御部１４より出力されたレベル信号Leve
lが積分回路２０mに入力して、このレベル信号に基づいて積分回路２０mの積分容量部２
１の容量値が設定される。このときのレベル信号は、時刻ｔn-1,2において電荷量レベル
判定回路１０m,nの３つの比較器１１～１３により判定されて制御部１４により保持され
たフォトダイオードＰＤm,nのカソード端子の電位ＶPDのレベルを示すものである。また
、積分回路２０mのスイッチＳＷ0が時刻ｔn-1,2に閉じて、積分回路２０mから出力される
電圧値Ｖ20が初期化される。
【００３６】
時刻ｔn,1から時刻ｔn,2までの期間に、各ユニットＵmにおいて、Ｎ個のスイッチＳＷ１m

,1～ＳＷ１m,Nのうちの第ｎ番目のスイッチＳＷ１m,nのみが閉じ、積分回路２０mのスイ
ッチＳＷ0が開いており、積分回路２０mの積分動作が行なわれる。このとき積分回路２０

mより出力される電圧値Ｖ20は、Ｎ個のフォトダイオードＰＤm,1～ＰＤm,Nのうち第ｎ番
目のフォトダイオードＰＤm,nより出力されて積分容量部２１に蓄積された電荷の量およ
び積分容量部２１の容量値に応じたものである。
【００３７】
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また、この時刻ｔn,1から時刻ｔn,2までの期間に、Ｍ個のスイッチＳＷ３mが順次に閉じ
、Ｍ個のスイッチＳＷ４mが順次に閉じる。そして、Ｍ個のユニットＵ1～ＵMから順次に
出力された電圧値Ｖ20は、Ａ／Ｄ変換回路３０によりデジタル値に変換され、このデジタ
ル値は、Ｍ個のユニットＵ1～ＵMから順次に出力されたレベル信号Levelに応じて、シフ
ト回路４０によりビットシフトされて出力される。このときシフト回路４０より順次に出
力されるデジタル値は、Ｍ個のユニットＵ1～ＵMそれぞれに含まれる第ｎ番目のフォトダ
イオードＰＤm,nへの入射光強度に応じたものである。
【００３８】
そして、時刻ｔn,2に、各ユニットＵmにおいて、第ｎ番目のスイッチＳＷ１m,nおよびス
イッチＳＷ２m,nそれぞれが開き、積分回路２０mのスイッチＳＷ0が閉じて、第ｎ番目の
フォトダイオードＰＤm,nについての一連の動作が終了する。時刻ｔn,2から時刻ｔn+1,2

までの期間に、各ユニットＵmの第(ｎ＋１)番目のフォトダイオードＰＤm,n+1について同
様に一連の動作が行なわれる。更に以降も同様である。
【００３９】
以上のように、本実施形態に係る光検出装置１では、各フォトダイオードＰＤm,nに対し
て電荷量レベル判定回路１０m,nが設けられていることにより、該フォトダイオードＰＤm

,nより出力される電荷の量に応じた適切な容量値が積分回路２０mの積分容量部２１に設
定されるので、各々のフォトダイオード毎（すなわち、１画面における画素毎）の入射光
強度検出のダイナミックレンジが拡大され得る。また、各フォトダイオードＰＤm,nに対
して電荷量レベル判定回路１０m,nが１対１に設けられていることにより、積分回路２０m

の積分容量部２１の容量値が迅速に設定され、高速に入射光強度が検出され得る。また、
個々の電荷量レベル判定回路１０m,nは、電荷量レベルの判定に際し、高速処理を要しな
いから、消費電力が小さくて済む。
【００４０】
次に、本実施形態に係る光検出装置１の実装形態について、図５～図７を用いて説明する
。図５は、本実施形態に係る光検出装置１における第１基板１００および第２基板２００
の配置関係を示す斜視図である。この図に示されるように、光検出装置１は、第１基板１
００および第２基板２００の２つの基板上に分割されている。そして、第１基板１００上
には、Ｍ×Ｎ個のフォトダイオードＰＤ1,1～ＰＤM,NがＭ行Ｎ列に配列されている。また
、第２基板２００上には、Ｍ×Ｎ個の電荷量レベル判定回路１０1,1～１０M,N、Ｍ×Ｎ個
のスイッチＳＷ１1,1～ＳＷ１M,N、Ｍ×Ｎ個のスイッチＳＷ２1,1～ＳＷ２M,N、Ｍ個の積
分回路２０1～２０M、Ｍ個のスイッチＳＷ３1～ＳＷ３M、Ｍ個のスイッチＳＷ４1～ＳＷ
４M、Ａ／Ｄ変換回路３０、シフト回路４０および制御回路５０が配置されている。そし
て、この図に示されるように、それぞれの基板が光の入射方向に重なるように積層されて
実装されている。第１基板１００上の各フォトダイオードＰＤｍ,ｎのカソード電極と、
第２基板２００上のスイッチＳＷ１m,nおよび電荷量レベル判定回路１０m,nとが、バンプ
を介して電気的に接続されている。
【００４１】
図６は、本実施形態に係る光検出装置１における第１基板１００および第２基板２００の
断面の１例を示す図である。なお、この図において、左右方向に基本パターンが繰り返さ
れて示されているので、以下では１つの基本パターンについてのみ説明する。
【００４２】
第１基板１００は、ｎ型半導体基板の第１面（図で上側の面）上に、該ｎ型基板とともに
ｐｎ接合を形成してフォトダイオードＰＤを構成するｐ+領域１１１と、アイソレーショ
ン領域としてのｎ+領域１１２とが形成されている。また、第１基板１００は、ｎ型半導
体基板の第２面（図で下側の面）上に、ボンディングパッド１２４とオーミック接続を形
成するｎ+型不純物層１２１と、表面を保護するための絶縁性の保護層１２２と、保護層
１２２を貫通してｎ+型不純物層１２１と電気的に接続されるボンディングパッド１２４
とが形成されている。さらに、第１基板１００は、第１面と第２面との間を貫通する貫通
孔が設けられ、その貫通孔内には、内壁に形成された絶縁物層を介して貫通電極１３１が
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設けられている。そして、第１基板１００の第１面側においてｐ+領域１１１と貫通電極
１３１とを電気的に接続する金属配線１１３が絶縁膜１１４上に形成され、また、第２面
側において貫通電極１３１と電気的に接続されたボンディングパッド１２３が形成されて
いる。
【００４３】
第２基板２００は、半導体基板の第１面（図で上側の面）上に、スイッチＳＷ１の第１端
と電気的に接続されたボンディングパッド２２３、及び、接地電位に電気的に接続された
ボンディングパッド２２４が形成されている。そして、第１基板１００のボンディングパ
ッド１２３と第２基板２００のボンディングパッド２２３とはバンプ４２３により互いに
接続されており、また、第１基板１００のボンディングパッド１２４と第２基板２００の
ボンディングパッド２２４とはバンプ４２４により互いに接続されている。第１基板１０
０と第２基板２００との間の間隙は樹脂により充填されている。
【００４４】
　また、第１基板１００の第１面の側には、シンチレータ５１０および遮蔽材５２０が配
置されている。シンチレータ５１０は、第１基板１００のｐ+領域１１１の上方に設けら
れ、Ｘ線等のエネルギ線が入射することによりシンチレーション光を発生するものである
。遮蔽材５２０は、第１基板１００のｎ+領域１１２の上方に設けられ、Ｘ線等のエネル
ギ線の透過を阻止するとともに、シンチレータ５１０を固定するものである。
【００４５】
この図６に示される構成では、Ｘ線等のエネルギ線がシンチレータ５１０に入射すると、
そのシンチレータ５１０よりシンチレーション光が発生する。さらに、そのシンチレーシ
ョン光が第１基板１００のｐ+領域１１１に入射すると、ｐｎ接合部において電荷が発生
する。その電荷は、金属配線１１３、貫通電極１３１、ボンディングパッド１２３、バン
プ４２３および第２基板２００のボンディングパッド２２３を経て、第２基板２００上に
形成されているスイッチＳＷ１を経て積分回路２０の入力端に入力する。
【００４６】
図７は、本実施形態に係る光検出装置１における第１基板１００および第２基板２００の
断面の他の例を示す図である。なお、この図においても、左右方向に基本パターンが繰り
返されて示されているので、以下では１つの基本パターンについてのみ説明する。
【００４７】
第１基板１００は、ｎ型半導体基板の第１面（図で上側の面）上に、電荷再結合を防止す
るためのｎ+型アキュムレーション層１５１と、表面を保護するための絶縁性の保護層１
５２とが形成されている。第１基板１００は、ｎ型半導体基板の第２面（図で下側の面）
上に、該ｎ型基板とともにｐｎ接合を形成してフォトダイオードＰＤを構成するｐ+領域
１６１が形成され、アイソレーション領域としてのｎ+領域１６２が形成され、これらの
上に保護層１６３が形成されている。また、第１基板１００の第２面には、ｐ+領域１６
１と電気的に接続されたボンディングパッド１６４と、ｎ+領域１６２と電気的に接続さ
れたボンディングパッド１６５とが形成されている。
【００４８】
第２基板２００は、半導体基板の第１面（図で上側の面）上に、スイッチＳＷ１の第１端
と電気的に接続されたボンディングパッド２６４およびボンディングパッド２６５が形成
されている。そして、第１基板１００のボンディングパッド１６４と、第２基板２００の
ボンディングパッド２６４とは、バンプ４６４により互いに接続されている。第１基板１
００のボンディングパッド１６５と、第２基板２００のボンディングパッド２６５とは、
バンプ４６５により互いに接続されている。第１基板１００と第２基板２００との間の間
隙は樹脂により充填されている。
【００４９】
　また、第１基板１００の第１面の側には、シンチレータ５１０および遮蔽材５２０が配
置されている。シンチレータ５１０は、第１基板１００のｐ+領域１６１の上方に設けら
れ、Ｘ線等のエネルギ線が入射することによりシンチレーション光を発生するものである
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。遮蔽材５２０は、第１基板１００のｎ+領域１６２の上方に設けられ、Ｘ線等のエネル
ギ線の透過を阻止するとともに、シンチレータ５１０を固定するものである。また、第１
基板１００は、ｐ+領域１６１が形成された部分において、第１面側がエッチングされて
、厚みが薄くされている。
【００５０】
この図７に示される構成では、Ｘ線等のエネルギ線がシンチレータ５１０に入射すると、
そのシンチレータ５１０よりシンチレーション光が発生する。さらに、そのシンチレーシ
ョン光が第１基板１００を透過してｐ+領域１６１に入射すると、ｐｎ接合部において電
荷が発生する。その電荷は、ボンディングパッド１６４、バンプ４６４および第２基板２
００のボンディングパッド２６４を経て、第２基板２００上に形成されているスイッチＳ
Ｗ１を経て積分回路２０の入力端に入力する。
【００５１】
以上のように構成される本実施形態に係る光検出装置１は、以下のような効果を奏するこ
とができる。すなわち、各フォトダイオードＰＤm,nから積分回路２０mの入力端へ至るま
での電荷移動経路が短くなって、その経路上の配線における寄生容量が小さくなり、それ
故、積分回路２０mから出力される電圧値に含まれる雑音が小さく、正確な光検出をする
ことが可能となる。また、第１基板１００上には積分回路２０mなどの信号処理の為の回
路が設けられていないので、画素数の増加や高密度化が可能である。また、第１基板１０
０より第２基板２００を小さくすることが容易となり、複数の光検出装置１を配列する際
に、フォトダイオードが設けられている各々の第１基板１００を極めて接近させて又は接
触させて配列することができる。また、フォトダイオードアレイが形成される第１基板１
００と、積分回路１０mなどの信号処理回路が形成される第２基板２００とで、最適な製
造プロセスを採用することができるので、この点でも好ましい。
【００５２】
本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、
例えば、第１基板１００および第２基板２００それぞれの断面構造は、図６および図７そ
れぞれに示されたものに限定されない。また、第２基板２００上には、更に他の回路が設
けられていてもよい。また、電荷量レベル判定回路１０m,nにおいて電荷量レベルを判定
する為の閾値の個数は任意であり、この個数に応じて、積分回路２０mの積分容量部が有
し得る容量値の場合の数が定まる。
【００５３】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したとおり、本発明に係る光検出装置によれば、フォトダイオードに入
射した光の強度に応じた量の電荷が発生し、この電荷のレベルが電荷量レベル判定回路に
より判定される。そして、この判定された電荷量レベルに基づいて積分回路の積分容量部
の容量値が設定される。その後、積分回路において、フォトダイオードで発生した電荷が
積分容量部に蓄積されて、この蓄積された電荷の量に応じた値の電圧信号が出力される。
入射光強度が大きい場合には、積分回路の可変容量部の容量値は比較的大きな値に設定さ
れ、入射光強度が大きくても飽和することなく入射光強度が検出される。一方、入射光強
度が小さい場合には、積分回路の可変容量部の容量値は比較的小さな値に設定され、入射
光強度が小さくても感度よく入射光強度が検出される。また、この光検出装置では、各フ
ォトダイオードに対して電荷量レベル判定回路が１対１に設けられていることにより、積
分回路の積分容量部の容量値が迅速に設定され、高速に入射光強度が検出され得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係る光検出装置１の全体構成図である。
【図２】本実施形態に係る光検出装置１の一部構成図である。
【図３】本実施形態に係る光検出装置１に含まれる電荷量レベル判定回路１０m,nおよび
積分回路２０mの回路図である。
【図４】本実施形態に係る光検出装置１の動作を説明するタイミングチャートである。
【図５】本実施形態に係る光検出装置１における第１基板１００および第２基板２００の
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配置関係を示す斜視図である。
【図６】本実施形態に係る光検出装置１における第１基板１００および第２基板２００の
断面の１例を示す図である。
【図７】本実施形態に係る光検出装置１における第１基板１００および第２基板２００の
断面の他の例を示す図である。
【符号の説明】
１…光検出装置、１０…電荷量レベル判定回路、２０…積分回路、３０…Ａ／Ｄ変換回路
、４０…シフト回路、５０…制御回路、Ａ…アンプ、Ｃ…容量素子、ＰＤ…フォトダイオ
ード、ＳＷ，ＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３，ＳＷ４…スイッチ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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