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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位相差検出による合焦判定を行うための信号を生成する２つの第１受光素子と当該２つ
の第１受光素子に接続された浮遊拡散層とがそれぞれに設けられた複数の位相差検出画素
と、
　画像を生成するための信号を生成する複数の画像生成画素とを具備し、
　前記２つの第１受光素子に接続された前記浮遊拡散層は、合焦判定を行うための前記信
号を検出し、
　隣接する２つの前記位相差検出画素の一方に設けられた前記２つの第１受光素子はいず
れも特定の部分が遮光され、他方に設けられた前記２つの第１受光素子はいずれも前記特
定の部分と異なる部分が遮光され、
　前記複数の位相差検出画素のうちの一部の位相差検出画素が特定方向に並べて構成され
る第１画素群と、前記複数の画像生成画素のうちの一部の画像生成画素が前記特定方向に
並べて構成される第２画素群とが前記特定方向とは直交する直交方向に交互に配置されて
いる
撮像素子。
【請求項２】
　前記複数の画像生成画素の各々は、前記撮像素子における被写体光を受光する領域にお
いて、隣接する各画素について前記位相差検出画素と前記画像生成画素との割合が一定で
ある請求項１記載の撮像素子。
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【請求項３】
　前記第１画素群は、１または複数のラインを構成する複数の位相差検出画素からなり、
　前記第２画素群は、１または２のラインを構成する複数の画像生成画素からなる
請求項１記載の撮像素子。
【請求項４】
　前記特定方向は、前記位相差検出画素および前記画像生成画素により生成されたデータ
が前記位相差検出画素および前記画像生成画素から読み出される場合における読み出し方
向である請求項１記載の撮像素子。
【請求項５】
　前記第１画素群は、１のラインを構成する複数の位相差検出画素からなり、
　前記第２画素群は、１のラインを構成する複数の画像生成画素からなり、
　前記複数の画像生成画素のそれぞれには、同一の波長の光を透過する２つのカラーフィ
ルタが設けられる
請求項１記載の撮像素子。
【請求項６】
　前記複数の画像生成画素は、前記撮像素子において、前記画素単位がベイヤー配列で配
置される請求項５記載の撮像素子。
【請求項７】
　前記第１画素群は、前記特定方向に瞳分割する前記位相差検出画素が前記特定方向に並
べて構成されている第１ラインと、前記直交方向に瞳分割する前記位相差検出画素が前記
特定方向に並べて構成されている第２ラインとを含み、
　前記第１ラインおよび前記第２ラインは、前記第２画素群を間に挟んで交互に配置され
る
請求項１記載の撮像素子。
【請求項８】
　前記位相差検出画素は、光軸方向における位置が異なる複数の射出瞳にそれぞれ対応す
る複数の位相差検出画素を含み、
　前記第１ラインは、前記複数の位相差検出画素のうち前記射出瞳の位置が同一の位相差
検出画素が並べで構成されている
請求項７記載の撮像素子。
【請求項９】
　前記複数の位相差検出画素は、軸方向における位置が異なる複数の射出瞳にそれぞれ対
応する複数の位相差検出画素を含み、
　前記第２ラインは、前記特定方向の位置における同じ位置には前記射出瞳の位置が同一
の位相差検出画素が配置されるように構成される
請求項７記載の撮像素子。
【請求項１０】
　前記画像を生成するための信号を生成する２つの第２受光素子と当該２つの第２受光素
子に接続された前記浮遊拡散層とが前記複数の画像生成画素のそれぞれに設けられ、
　前記２つの第２受光素子に接続された前記浮遊拡散層は、前記画像を生成するための前
記信号を検出する
請求項１記載の撮像素子。
【請求項１１】
　位相差検出による合焦判定を行うための信号を生成する２つの第１受光素子と当該２つ
の第１受光素子に接続された浮遊拡散層とがそれぞれに設けられた複数の位相差検出画素
と、
　画像を生成するための信号を生成する複数の画像生成画素とを具備し、
　前記２つの第１受光素子に接続された前記浮遊拡散層は、合焦判定を行うための前記信
号を検出し、
　隣接する２つの前記位相差検出画素の一方に設けられた前記２つの第１受光素子はいず
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れも特定の部分が遮光され、他方に設けられた前記２つの第１受光素子はいずれも前記特
定の部分と異なる部分が遮光され、
　前記複数の画像生成画素の各々は、被写体光を受光する領域において、隣接する各画素
について前記位相差検出画素と前記画像生成画素との割合が一定である
撮像素子。
【請求項１２】
　位相差検出による合焦判定を行うための信号を生成する２つの第１受光素子と前記当該
２つの第１受光素子に接続された浮遊拡散層とがそれぞれに設けられた複数の位相差検出
画素と、画像を生成するための信号を生成する複数の画像生成画素とを備え、前記２つの
第１受光素子に接続された前記浮遊拡散層は、合焦判定を行うための前記信号を検出し、
隣接する２つの前記位相差検出画素の一方に設けられた前記２つの第１受光素子はいずれ
も特定の部分が遮光され、他方に設けられた前記２つの第１受光素子はいずれも前記特定
の部分と異なる部分が遮光され、前記複数の位相差検出画素のうちの一部の位相差検出画
素が特定方向に並べて構成されている第１画素群と、前記複数の画像生成画素のうちの一
部の画像生成画素が前記特定方向に並べて構成されている第２画素群とが前記特定方向と
は直交する直交方向に交互に配置されている撮像素子と、
　前記位相差検出画素が生成する信号に基づいて位相差検出による合焦判定を行う合焦判
定部と、
　前記画像生成画素が生成する信号に基づいて画像を生成する画像生成部と
を具備する撮像装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像素子に関し、特に位相差検出および撮像を行う撮像素子、および、撮像
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人物等の被写体を撮像して撮像画像を生成し、この生成された撮像画像を記録す
るデジタルスチルカメラ等の撮像装置が普及している。また、この撮像装置として、ユー
ザの撮影操作を簡便にするため、撮像時のフォーカス（ピント、焦点）調整を自動的に行
うオートフォーカス（ＡＦ：Auto Focus）機能を備える撮像装置が広く普及している。
【０００３】
　このような撮像装置として、例えば、撮像レンズを通過した光を瞳分割して１対の像を
形成し、その形成された像の間隔を計測（位相差を検出）することによって撮像レンズの
位置を決定する撮像装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。この撮像装置
は、受光素子が受光する被写体光の半分を遮光することにより瞳分割を行う焦点検出用の
画素をイメージセンサに設けることにより１対の像を形成し、その形成された像の間隔を
計測することによってフォーカスのズレの量を算出している。そして、この撮像装置は、
算出したフォーカスのズレの量に基づいて撮像レンズの移動量を算出し、算出した移動量
に基づいて撮像レンズの位置を調整することによってフォーカスを合わせている（フォー
カス調整）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１４５４０１号公報（図１５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の従来技術では、位相差検出（焦点検出）用の画素（位相差検出画素）と撮像画像
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の生成用の画素（画像生成画素）との両方の画素を１つのイメージセンサに設けるため、
焦点検出用のセンサと撮像画像用のセンサとの２つのセンサを別々に設ける必要がない。
【０００６】
　しかしながら、上記の従来技術では、位相差検出用画素は画像生成に用いる信号を生成
することができないため、位相差検出用画素の位置を欠陥画素扱いとして、近接する画像
生成画素のデータから、位相差検出画素の位置のデータを予測（補完）する必要がある。
また、位相差検出画素と隣接する画像生成画素は、画像生成画素のみと隣接する画像生成
画素と特性が異なることがあるため、画像を生成する際に補正が必要となる。これらによ
り、位相差検出画素に対応する画像および位相差検出画素に近接する画像生成画素に対応
する画像を生成するための画像処理が必要になり、この画像処理の負荷が増加する。
【０００７】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、位相差検出および画像生成に用
いられる撮像素子により画像を生成する場合に、画像生成に係る処理の負担を軽減させる
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、位相差
検出による合焦判定を行うための信号を生成する複数の位相差検出画素と、画像を生成す
るための信号を生成する複数の画像生成画素とを具備し、上記複数の位相差検出画素のう
ちの一部の位相差検出画素が特定方向に並べて構成される第１画素群と、上記複数の画像
生成画素のうちの一部の画像生成画素が上記特定方向に並べて構成される第２画素群とが
上記特定方向とは直交する直交方向に交互に配置されている撮像素子である。これにより
、位相差検出画素が特定方向に並べて構成されている第１画素群と、画像生成画素が特定
方向に並べて構成されている第２画素群とを交互に配置させるという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記複数の画像生成画素の各々は、上記撮像素子にお
ける被写体光を受光する領域において、隣接する各画素について上記位相差検出画素と上
記画像生成画素との割合が一定であるようにしてもよい。これにより、画像生成画素に隣
接する各画素について位相差検出画素と画像生成画素との割合を一定にさせるという作用
をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記第１画素群は、１または複数のラインを構成する
複数の位相差検出画素からなり、上記第２画素群は、１または２のラインを構成する複数
の画像生成画素からなるようにしてもよい。これにより、第１画素群は、１または複数の
ラインを構成する複数の位相差検出画素からなり、第２画素群は、１または２のラインを
構成する複数の画像生成画素からなるという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記特定方向は、上記位相差検出画素および上記画像
生成画素により生成されたデータが上記位相差検出画素および上記画像生成画素から読み
出される場合における読み出し方向であるようにしてもよい。これにより、位相差検出画
素が読み出し方向に並べて構成されている第１画素群と、画像生成画素が読み出し方向に
並べて構成されている第２画素群とを交互に配置させるという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第１の側面において、上記第１画素群は、１のラインを構成する複数の位相
差検出画素からなり、上記第２画素群は、１のラインを構成する複数の画像生成画素から
なり、上記複数の画像生成画素のうち、同一の特性のカラーフィルタを備え、上記特定方
向に並べられている連続する２つの画像生成画素を１組の画像生成画素とし、当該１組の
画像生成画素を画素単位として各画素を配置するようにしてもよい。これにより、同一の
特性のカラーフィルタを備え、特定方向に並べられている連続する２つの画像生成画素を
１組の画像生成画素とし、当該１組の画像生成画素を画素単位として各画素を配置させる
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という作用をもたらす。また、この場合において、上記複数の画像生成画素は、上記撮像
素子において、上記画素単位がベイヤー配列で配置されるようにしてもよい。これにより
、画像生成画素の画素単位がベイヤー配列で配置されるという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記複数の位相差検出画素のうち、同一方向の瞳分割
を行い上記同一方向におけるいずれか一方に分割された光を受光する２つの位相差検出画
素であって、上記特定方向に並べられている連続する２つの位相差検出画素を１組の位相
差検出画素とし、当該１組の位相差検出画素を画素単位として各画素を配置するようにし
てもよい。これにより、特定方向に並べられている連続する２つの位相差検出画素を１組
の位相差検出画素とし、当該１組の位相差検出画素を画素単位として各画素を配置させる
という作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記複数の画像生成画素が備える受光素子のうち、同
一の特性のカラーフィルタを備え、上記特定方向に並べられている連続する２つの受光素
子を１組の受光素子とし、当該１組の受光素子に係る２つの画素を画素単位として各画素
を配置するようにしてもよい。これにより、２つの受光素子を１組の受光素子として画像
生成画素に備えさせるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記複数の位相差検出画素が備える受光素子のうち、
同一方向の瞳分割を行い上記同一方向におけるいずれか一方に分割された光を受光する２
つの受光素子を１組の受光素子とし、当該１組の受光素子に係る２つの画素を画素単位と
して各画素を配置するようにしてもよい。これにより、２つの受光素子を１組の受光素子
として位相差検出画素に備えさせるという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記第１画素群は、上記特定方向に瞳分割する上記位
相差検出画素が上記特定方向に並べて構成されている第１ラインと、上記直交方向に瞳分
割する上記位相差検出画素が上記特定方向に並べて構成されている第２ラインとを含み、
上記第１ラインおよび上記第２ラインは、上記第２画素群を間に挟んで交互に配置される
ようにしてもよい。これにより、特定方向に瞳分割する上記位相差検出画素の第１ライン
と、直交方向に瞳分割する位相差検出画素の第２ラインとが第２画素群を間に挟んで交互
に配置されるという作用をもたらす。また、この場合において、上記位相差検出画素は、
光軸方向における位置が異なる複数の射出瞳にそれぞれ対応する複数の位相差検出画素を
含み、上記第１ラインは、上記複数の位相差検出画素のうち上記射出瞳の位置が同一の位
相差検出画素が並べで構成されているようにしてもよい。これにより、第１ラインは、複
数の位相差検出画素のうち射出瞳の位置が同一の位相差検出画素が並べで構成されるとい
う作用をもたらす。また、この場合において、上記複数の位相差検出画素は、軸方向にお
ける位置が異なる複数の射出瞳にそれぞれ対応する複数の位相差検出画素を含み、上記第
２ラインは、上記特定方向の位置における同じ位置には上記射出瞳の位置が同一の位相差
検出画素が配置されるように構成されるようにしてもよい。これにより、第２ラインは、
特定方向の位置における同じ位置には射出瞳の位置が同一の位相差検出画素が配置される
ように構成という作用をもたらす。
【００１７】
　また、本発明の第２の側面は、位相差検出による合焦判定を行うための信号を生成する
複数の位相差検出画素と、画像を生成するための信号を生成する複数の画像生成画素とを
具備し、上記複数の画像生成画素の各々は、被写体光を受光する領域において、隣接する
各画素について上記位相差検出画素と上記画像生成画素との割合が一定である撮像素子で
ある。これにより、画像生成画素に隣接する各画素について位相差検出画素と画像生成画
素との割合を一定にさせるという作用をもたらす。
【００１８】
　また、本発明の第３の側面は、位相差検出による合焦判定を行うための信号を生成する
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複数の位相差検出画素と、画像を生成するための信号を生成する複数の画像生成画素とを
備え、上記複数の位相差検出画素のうちの一部の位相差検出画素が特定方向に並べて構成
されている第１画素群と、上記複数の画像生成画素のうちの一部の画像生成画素が特定方
向に並べて構成されている第２画素群とが上記特定方向とは直交する直交方向に交互に配
置されている撮像素子と、上記位相差検出画素が生成する信号に基づいて位相差検出によ
る合焦判定を行う合焦判定部と、上記画像生成画素が生成する信号に基づいて画像を生成
する画像生成部とを具備する撮像装置である。これにより、位相差検出画素が特定方向に
並べて構成されている第１画素群と、画像生成画素が特定方向に並べて構成されている第
２画素群とを交互に配置した撮像素子を用いて、位相差検出による合焦判定および画像生
成を行わせるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、位相差検出および画像生成に用いられる撮像素子により画像を生成す
る場合に、画像生成に係る処理の負担を軽減させることができるという優れた効果を奏し
得る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態において撮像装置１００におけるペリクルミラー１６
０の位置の例を模式的に示す断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００に備えられる受光
素子の配置の一例を示す模式図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態の第２イメージセンサ２００の領域３４０における画
素の配置の一例および従来のイメージセンサにおける画素の配置の一例を模式的に示す上
面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００の画素の内部構成
および従来のイメージセンサの画素の内部構成の一例を示した模式図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における位相差検出画素Ｄ１および位相差検出画素Ｄ
２による瞳分割を示す模式図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態における位相差検出画素Ｄ３および位相差検出画素Ｄ
４による瞳分割を示す模式図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００の画像生成画素に
隣接する画素および従来のイメージセンサの画像生成画素に隣接する画素を示す模式図で
ある。
【図９】本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００の信号から生成さ
れる撮像画像および従来のイメージセンサの信号から生成される撮像画像を示す模式図で
ある。
【図１０】本発明の第１の実施の形態の第２イメージセンサ２００におけるデータ読み出
し速度の一例と、従来のイメージセンサにおけるデータ読み出し速度の一例とを示すグラ
フである。
【図１１】本発明の第１の実施の形態の変形例として、対となる位相差検出画素の位置が
第１の実施の形態と反対である第２イメージセンサの受光素子の配置の一例を示す図であ
る。
【図１２】本発明の第１の実施の形態の変形例として、読み出し方向に瞳分割する位相差
検出画素のみが位相差検出画素の行に配置される第２イメージセンサの受光素子の配置の
一例を示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態の変形例として、読み出し方向に瞳分割する位相差
検出画素のみが位相差検出画素の行に配置される第２イメージセンサの受光素子の配置の
図１２とは異なる一例を示す図である。
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【図１４】本発明の第１の実施の形態の変形例として、位相差検出画素の行と画像生成画
素の行とが２行ごとに交互に配置される第２イメージセンサの受光素子の配置の一例を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（撮像制御：位相差検出画素のラインと画像生成画素のラインと
を交互に配置する例）
　２．変形例
【００２２】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮像装置の機能構成例］
　図１は、本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の機能構成の一例を示すブ
ロック図である。撮像装置１００は、被写体を撮像して画像データ（撮像画像）を生成し
、生成された画像データを画像コンテンツ（静止画コンテンツまたは動画コンテンツ）と
して記録する撮像装置である。なお、以下では、画像コンテンツ（画像ファイル）として
静止画コンテンツ（静止画ファイル）を記録する例を主に示す。
【００２３】
　撮像装置１００は、レンズ部１１０と、操作受付部１２０と、制御部１３０と、第１イ
メージセンサ１４０と、第１信号処理部１５０とを備える。また、撮像装置１００は、ペ
リクルミラー１６０と、第２イメージセンサ２００と、第２信号処理部１７０と、記憶部
１８１と、表示部１８２と、合焦判定部１８３と、駆動部１８４とを備える。
【００２４】
　レンズ部１１０は、被写体からの光（被写体光）を集光するためのものである。このレ
ンズ部１１０は、ズームレンズ１１１と、絞り１１２と、フォーカスレンズ１１３とを備
える。
【００２５】
　ズームレンズ１１１は、駆動部１８４の駆動により光軸方向に移動することにより焦点
距離を変動させて、撮像画像に含まれる被写体の倍率を調整するものである。
【００２６】
　絞り１１２は、駆動部１８４の駆動により開口の度合いを変化させて第１イメージセン
サ１４０および第２イメージセンサ２００に入射する被写体光の光量を調整するための遮
蔽物である。
【００２７】
　フォーカスレンズ１１３は、駆動部１８４の駆動により光軸方向に移動することにより
フォーカスを調整するものである。
【００２８】
　操作受付部１２０は、ユーザからの操作を受け付けるものである。この操作受付部１２
０は、例えば、シャッターボタン１２１（図２に示す）が押下された場合には、その押下
に関する信号を、操作信号として制御部１３０に供給する。
【００２９】
　制御部１３０は、撮像装置１００における各部動作を制御するものである。例えば、こ
の制御部１３０は、シャッターボタン１２１が押下されて、静止画像の記録を開始するた
めの操作信号を受け付けた場合には、静止画像の記録実行に関する信号（静止画像撮像動
作信号）を、第１信号処理部１５０に供給する。また、制御部１３０は、表示部１８２に
ライブビューを表示する場合には、第２イメージセンサ２００が出力した信号に基づいて
ライブビュー画像を生成させるための信号（ライブビュー表示信号）を、第２信号処理部
１７０に供給する。ここで、ライブビューとは、撮像装置１００に入射する被写体の像の
リアルタイム表示である。また、制御部１３０は、位相差検出方式によりフォーカスの合
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焦判定を行う場合には、この合焦判定を行う動作（位相差検出動作）を示す信号（位相差
検出動作信号）を、第２信号処理部１７０に供給する。ここで、位相差検出方式とは、撮
像レンズを通過した光を瞳分割して１対の像を形成し、その形成された像の間隔（像の間
のズレ量）を計測（位相差を検出）することによって合焦の度合いを検出する焦点検出方
法である。
【００３０】
　ペリクルミラー１６０は、レンズ部１１０を介して集光された被写体光を、２つに分割
するものである。このペリクルミラー１６０は例えば、半透過型の鏡であり、被写体光の
３０％を反射することにより、被写体光を２つに分割する。ペリクルミラー１６０は、２
つに分割した光の一方を第１イメージセンサ１４０に供給し、他方を第２イメージセンサ
２００に供給する。
【００３１】
　第１イメージセンサ１４０は、ペリクルミラー１６０で分割された被写体光の一方を受
光して、受光した被写体光を電気信号に光電変換する撮像素子である。この第１イメージ
センサ１４０は、例えば、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）セン
サなどにより実現される。第１イメージセンサ１４０には、受光した被写体光に基づいて
撮像画像を生成するための信号を生成する画素（画像生成画素）のみが、ベイヤー配列に
より配置される。第１イメージセンサ１４０は、光電変換により発生した電気信号を第１
信号処理部１５０に供給する。
【００３２】
　第１信号処理部１５０は、第１イメージセンサ１４０から供給された電気信号に対して
各種の信号処理を施すものである。この第１信号処理部１５０は、例えば、制御部１３０
から静止画像撮像動作信号が供給されている場合には、静止画像のデータ（静止画像デー
タ）を生成する。そして、第１信号処理部１５０は、この生成した画像データを記憶部１
８１に供給し、記憶部１８１に記憶させる。
【００３３】
　記憶部１８１は、第１信号処理部１５０から供給された画像データを画像コンテンツ（
画像ファイル）として記録するものである。例えば、この記憶部１８１として、ＤＶＤ（
Digital Versatile Disk）等のディスクやメモリカード等の半導体メモリ等のリムーバブ
ルな記録媒体（１または複数の記録媒体）を用いることができる。また、これらの記録媒
体は、撮像装置１００に内蔵するようにしてもよく、撮像装置１００から着脱可能とする
ようにしてもよい。
【００３４】
　第２イメージセンサ２００は、ペリクルミラー１６０で分割された被写体光の一方を受
光して、受光した被写体光を電気信号に光電変換する撮像素子である。この第２イメージ
センサ２００は、第１イメージセンサ１４０と同様に、例えば、ＣＭＯＳセンサにより実
現される。第２イメージセンサ２００には、画像生成画素と、位相差検出を行うための信
号を生成する画素（位相差検出画素）とが配置される。なお、第２イメージセンサ２００
については、図３乃至１０を参照して説明する。第２イメージセンサ２００は、光電変換
により発生した電気信号を第２信号処理部１７０に供給する。なお、第２イメージセンサ
２００は、特許請求の範囲に記載の撮像素子の一例である。
【００３５】
　第２信号処理部１７０は、第２イメージセンサ２００から供給された電気信号に対して
各種の信号処理を施すものである。例えば、この信号処理部１７０は、制御部１３０から
位相差検出動作信号が供給されている場合には、第２イメージセンサ２００における位相
差検出画素からの出力信号に基づいて、位相差を検出するためのデータ（位相差検出用デ
ータ）を生成する。そして、第２信号処理部１７０は、その生成した位相差検出用データ
を合焦判定部１８３に供給する。また、第２信号処理部１７０は、制御部１３０からライ
ブビュー表示信号が供給されている場合には、第２イメージセンサ２００における画像生
成画素からの出力信号に基づいて、ライブビュー画像のデータ（ライブビュー画像データ
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）を生成する。そして、第２信号処理部１７０は、その生成したライブビュー画像データ
を表示部１８２に供給し、表示部１８２における表示画面にライブビューを表示させる。
なお、第２信号処理部１７０は、特許請求の範囲に記載の画像生成部の一例である。
【００３６】
　表示部１８２は、第２信号処理部１７０から供給された画像データに基づいて、画像を
表示するものである。この表示部１８２、例えば、カラー液晶パネルにより実現される。
この表示部１８２は、例えば、第２信号処理部１７０からライブビュー画像データが供給
された場合には、表示画面にライブビュー画像を表示する。
【００３７】
　合焦判定部１８３は、第２信号処理部１７０から供給された位相差検出用データに基づ
いて、フォーカスを合わせる対象の物体（合焦対象物）に対してフォーカスが合っている
か否か判定するものである。この合焦判定部１８３は、フォーカシングを行う領域（フォ
ーカスエリア）における物体（合焦対象物）に対して合焦している場合には、合焦してい
ることを示す情報を合焦判定結果情報として、駆動部１８４に供給する。また、この合焦
判定部１８３は合焦対象物にフォーカスが合っていない場合には、フォーカスのズレの量
（デフォーカス量）を算出し、その算出したデフォーカス量を示す情報を合焦判定結果情
報として、駆動部１８４に供給する。
【００３８】
　駆動部１８４は、ズームレンズ１１１、絞り１１２およびフォーカスレンズ１１３を駆
動させるものである。例えば、駆動部１８４は、合焦判定部１８３から出力された合焦判
定結果情報に基づいて、フォーカスレンズ１１３の駆動量を算出し、その算出した駆動量
に応じてフォーカスレンズ１１３を移動させる。この駆動部１８４は、フォーカスが合っ
ている場合には、フォーカスレンズ１１３の現在の位置を維持させる。また、駆動部１８
４は、フォーカスがズレている場合には、デフォーカス量を示す合焦判定結果情報および
フォーカスレンズ１１３の位置情報に基づいて駆動量（移動距離）を算出し、その駆動量
に応じてフォーカスレンズ１１３を移動させる。
【００３９】
　［ペリクルミラーの位置例］
　図２は、本発明の第１の実施の形態において撮像装置１００におけるペリクルミラー１
６０の位置の例を模式的に示す断面図である。なお、同図では、撮像装置１００は、一眼
レフカメラであることを想定して説明する。
【００４０】
　同図には、撮像装置１００の断面図として、シャッターボタン１２１と、表示部１８２
の表示画面（液晶表示画面１８２ａ）と、ペリクルミラー１６０と、第１イメージセンサ
１４０と、第２イメージセンサ２００とが示されている。また、同図には、レンズ部１１
０に備えられているレンズにおける光軸（光軸Ｌ１２）と、被写体光が通過する範囲を示
す２つの線（線Ｌ１１およびＬ１３）とが示されている。なお、線Ｌ１１およびＬ１３に
挟まれた範囲は、第１イメージセンサ１４０および第２イメージセンサ２００に入射する
光が通過する範囲を示している。
【００４１】
　ペリクルミラー１６０は、撮像装置１００に入射する被写体光を２つに分割するように
配置される。例えば、光軸Ｌ１２に対して４５°となるように配置される。これにより、
ペリクルミラー１６０は、被写体光の一部（例えば、３０％）を上方に反射する。
【００４２】
　第１イメージセンサ１４０は、ペリクルミラー１６０を透過した被写体光を受光するよ
うに、ペリクルミラー１６０の先（被写体光の進行先）に光軸Ｌ１２に対して垂直に配置
される。
【００４３】
　第２イメージセンサ２００は、ペリクルミラー１６０が反射した被写体光を受光するよ
うに、ペリクルミラー１６０の上方に光軸Ｌ１２に対して水平（ペリクルミラー１６０が
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光軸Ｌ１２に対して４５°であるため）に配置される。
【００４４】
　このように、撮像装置１００において、入射する被写体光を２つに分割するようにペリ
クルミラー１６０が配置される。また、２つに分割された被写体光をそれぞれ受光するよ
うに、第１イメージセンサ１４０および第２イメージセンサ２００がそれぞれ配置される
。
【００４５】
　［第２イメージセンサにおける受光素子の配置例］
　図３は、本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００に備えられる受
光素子の配置の一例を示す模式図である。本発明の第１の実施の形態では、１つの画像生
成画素は２つの受光素子を備え、また、１つの位相差検出画素も２つの受光素子を備えて
いる。このため、同図において、まず、受光素子の配置について説明する。
【００４６】
　なお、同図では、左右方向をｙ軸とし、上下方向をｘ軸とするｘｙ軸を想定して説明す
る。また、同図において、左上隅をｘｙ軸における原点とし、上から下へ向かう方向をｘ
軸の＋側とし、左から右へ向かう方向をｙ軸の＋側とする。なお、この第２イメージセン
サ２００における信号の読み出し方向は、ｘ軸方向（行単位で読み出される）であるもの
とする。なお、第２イメージセンサ２００における信号の読み出し方向は、特許請求の範
囲に記載の特定方向の一例である。
【００４７】
　同図では、説明の便宜上、第２イメージセンサ２００を構成する各画素の受光素子のう
ちの一部の受光素子（１６行×１６列の受光素子）の領域（領域２１０）を用いて説明す
る。なお、第２イメージセンサ２００における受光素子の配置は、領域２１０において示
す画素配置を１つの単位として、この単位に対応する画素配置（領域２１０に対応する画
素配置）が、ｘ方向およびｙ方向に繰り返される配置である。
【００４８】
　同図では、１つの受光素子を１つの円で示す。そして、画像生成画素の受光素子につい
ては、受光素子に対して備えられるカラーフィルタを表す符号（Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ
（青））を内に示した円により示す。また、位相差検出画素の受光素子については、入射
光が遮光部により遮光される側と同じ側を塗りつぶした（灰色の半円）部分を備える円に
より示す。なお、位相差検出画素の受光素子については、４つの位置（位置ｄ１乃至ｄ４
）の射出瞳にそれぞれ対応する受光素子を符号（Ｄ１乃至Ｄ４）とともに示している。ま
た、位相差検出画素の受光素子の符号におけるアルファベット（ａ乃至ｄ）は、入射光が
遮光部により遮光される側（ａはｘ軸の－側、ｂはｘ軸の＋側、ｃはｙ軸の＋側、ｄはｙ
軸の－側）を示している。例えば、Ｄ１ａは、位置ｄ１の射出瞳における左右（ｘ軸の＋
－側）に瞳分割された光のうちの右半分の光を遮光し、左半分の瞳分割された光を受光す
る受光素子である。なお、位相差検出画素については、図４乃至図８を参照して説明する
。
【００４９】
　ここで、第２イメージセンサ２００における画素の配置について説明する。
【００５０】
　第２イメージセンサ２００では、画像生成画素の受光素子が配置される行（ライン）と
位相差検出画素の受光素子が配置される行（ライン）とが交互に配置される。すなわち、
図３に示すように、ｙ軸方向に、画像生成画素、位相差検出画素、画像生成画素、位相差
検出画素…と交互に配置される。なお、画像生成画素の受光素子が配置される行は、特許
請求の範囲に記載の第２画素群の一例である。また、位相差検出画素の受光素子が配置さ
れる行は、特許請求の範囲に記載の第１画素群の一例である。
【００５１】
　また、画像生成画素の受光素子は、同色のカラーフィルタが配置される受光素子がｘ軸
方向に２個ずつ連続するように配置される（図３では、ｘ軸方向に、ＲＲ、ＧＧ、ＢＢと
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連続している）。なお、本発明の第１の実施の形態では、この連続する２個の受光素子で
１つの画像生成画素を構成するが、これについては、図６を参照して説明する。
【００５２】
　位相差検出画素の受光素子は、遮光される側が同一の受光素子がｘ軸方向に２個ずつ連
続するように配置される（図３では、ｘ軸方向に、例えば、Ｄ１ａＤ１ａ、Ｄ１ｂＤ１ｂ
と連続している）。なお、本発明の第１の実施の形態では、この連続する２個の受光素子
で１つの位相差検出画素を構成するが、これについては、図６を参照して説明する。
【００５３】
　また、位相差検出画素の受光素子は、被写体光の遮光側と入射側との位置関係がｘ軸方
向（読み出し方向）の受光素子のみの行と、遮光側と入射側との位置関係がｙ軸方向の受
光素子のみの行とが、画像生成画素の受光素子の行を挟んで交互になるように配置される
。すなわち、位相差検出画素の受光素子は、同一方向（読み出し方向または読み出し方向
に直交する方向）に瞳分割を行う位相差検出画素が行単位で配置される。図３では、ｘ軸
方向の受光素子のみの行として、横Ｄ１行３２１、横Ｄ２行３２３、横Ｄ３行３２５およ
び横Ｄ４行３２７が示されている。また、ｙ軸方向の受光素子のみの行として、縦検出行
３２２、縦検出行３２４、縦検出行３２６および縦検出行３２８が示されている。
【００５４】
　ｘ軸方向の受光素子のみの行には、射出瞳の位置が同一の受光素子が配置される。すな
わち、横Ｄ１行３２１にはＤ１ａおよびＤ１ｂのみが配置され、横Ｄ２行３２３にはＤ２
ａおよびＤ２ｂのみが配置され、横Ｄ行３２５にはＤ３ａおよびＤ３ｂのみが配置され、
横Ｄ４行３２７にはＤ４ａおよびＤ４ｂのみが配置される。また、ｘ軸方向の受光素子の
みの行では、ａの受光素子（ｘ軸方向で－側が遮光）の位相差検出画素と、ｂの受光素子
の位相差検出画素（ｘ軸方向で＋側が遮光）とが交互に配置されている。例えば、図３の
横Ｄ１行３２１では、２つの受光素子Ｄ１ａＤ１ａの隣が常に２つの受光素子Ｄ１ｂＤ１
ｂとなっている（２つの受光素子で１つの位相差検出画素であるため、Ｄ１ａの位相差検
出画素の隣がＤ１ｂの位相差検出画素）。すなわち、第２イメージセンサ２００の読み出
し方向（図３ではｘ軸方向）に瞳分割する受光素子（ａおよびｂタイプの受光素子）は、
１行に配置された位相差検出画素の信号のみで位相差検出ができるように配置される。こ
れにより、読み出し方向（ｘ軸方向）に瞳分割する場合には、複数の位相差検出画素の行
のうちの１つの行における位相差検出画素のデータのみから位相差検出を行うこと可能と
なる。
【００５５】
　ｙ軸方向の受光素子のみの行には、同一の射出瞳の位置に対して反対側の光を受光する
受光素子を２つずつ対にして（例えば、Ｄ１ｃＤ１ｃとＤ１ｄＤ１ｄ）、４つの射出瞳位
置に対する４つの対（Ｄ１乃至Ｄ２の対）が順に配置されている。また、ｙ軸方向の受光
素子のみの行は、他のｙ軸方向の受光素子のみの行に対して、受光素子がｙ軸方向にお互
いに同一になる。すなわち、図３における縦Ｄ１列３１１は、縦検出行におけるこの列に
位置する受光素子がＤ１ｃおよびＤ１ｄである列を示している。同様に、縦Ｄ２列３１２
はＤ２ｃおよびＤ２ｄである列を示し、縦Ｄ３列３１３はＤ３ｃおよびＤ３ｄである列を
示し、縦Ｄ４列３１４はＤ４ｃおよびＤ４ｄである列を示している。すなわち、第２イメ
ージセンサ２００の読み出し方向と９０°異なる方向（図３ではｙ軸方向）に瞳分割する
位相差検出画素は、連続する２つの列に配置された位相差検出画素（受光素子では４つの
列）の信号に基づいて位相差検出ができるように配置される。また、ｙ軸方向に瞳分割す
る位相差検出画素の行とｘ軸方向に瞳分割する位相差検出画素の行とが画像生成画素の行
を挟んで交互に配置されることにより、ｙ軸方向に瞳分割する位相差検出画素の行の間隔
が狭くなるように配置される。
【００５６】
　このように、第２イメージセンサ２００において、画像生成画素が配置される行と位相
差検出画素が配置される行とが交互になる。
【００５７】
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　次に、本発明の第１の実施の形態における画素について、領域３４０（受光素子４個×
４個）に含まれる画素に着目し、図４を参照して説明する。
【００５８】
　［第２イメージセンサにおける画素の配置例］
　図４は、本発明の第１の実施の形態の第２イメージセンサ２００の領域３４０における
画素の配置の一例および従来のイメージセンサにおける画素の配置の一例を模式的に示す
上面図である。なお、同図では、左右方向をｘ軸とし、上下方向をｙ軸とするｘｙ軸を想
定する。また、信号の読み出し方向は、ｘ軸方向（行単位で読み出される）であることと
する。
【００５９】
　同図（ａ）には、画像生成画素および位相差検出画素が両方設けられる従来のイメージ
センサにおける画像生成画素の画素配置と、従来のイメージセンサにおける位相差検出画
素の画素配置とを模式的に示す３つの画素群（画素群３９１乃至３９３）が示されている
。
【００６０】
　画素群３９１は、画像生成画素および位相差検出画素が両方設けられる従来のイメージ
センサにおける画像生成画素の画素配置を示す２行×２列の画素である。画素群３９１で
は、赤色の光を透過するカラーフィルタにより赤色の光を受光する画素（Ｒ画素２９１）
が左上に配置され、緑色の光を透過するカラーフィルタにより緑色の光を受光する画素（
Ｇ画素２９２）が右上と左下に配置されている。また、画素群３９１では、青色の光を透
過するカラーフィルタにより青色の光を受光する画素（Ｂ画素２９３）が右下に配置され
ている。このように、従来のイメージセンサの画像生成画素では、青色、緑色および赤色
の３色が、ベイヤー配列で配置される。また、従来のイメージセンサの画像生成画素では
、イメージセンサの大部分が画素群３９１に示す配置の画素で構成される。
【００６１】
　画素群３９２は、従来のイメージセンサにおいてｘ軸方向に設けられる位相差検出画素
の画素配置を示す１行×４列の画素である。画素群３９２では、左側が遮光された位相差
検出画素（位相差検出画素（Ｄ１ａ）２９４）と、右側が遮光された位相差検出画素（位
相差検出画素（Ｄ１ｂ）２９５）とがｘ軸方向に交互に配置されている。
【００６２】
　画素群３９３は、従来のイメージセンサにおいてｙ軸方向に設けられる位相差検出画素
の画素配置を示す４行×１列の画素である。画素群３９３では、上側が遮光された位相差
検出画素（位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２９６）と、下側が遮光された位相差検出画素（位
相差検出画素（Ｄ１ｄ）２９７）とがｙ軸方向に交互に配置されている。
【００６３】
　ここで、従来のイメージセンサにおける位相差検出画素の位置について説明する。従来
のイメージセンサにおいては、画像生成に用いることが可能な信号を生成できない位相差
検出画素の位置の画像情報を補完する必要があるため、位相差検出画素ができるだけ少な
い数になるように配置される。すなわち、従来のイメージセンサにおいて、大部分の画素
が画素群３９１に示す画素であり、位相差を検出する部位における画素のみが、画素群３
９２および画素群３９３に示すような配置の位相差検出画素とされる。
【００６４】
　同図（ｂ）には、本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００におけ
る画素配置として、図３の領域３４０に対応する画素が示されている。図４（ｂ）では、
画像生成画素として、赤色（Ｒ）の光を受光する受光素子を２つ備える画素（Ｒ画素２２
０）と、緑色（Ｇ）の光を受光する受光素子を２つ備える画素（Ｇ画素２３０）とが示さ
れている。また、画像生成画素として、青色（Ｂ）の光を受光する受光素子を２つ備える
画素（Ｂ画素２４０）が示されている。また、同図（ｂ）では、位相差検出画素として、
左側が遮光された受光素子（Ｄ１ａ）を２つ備える画素（位相差検出画素（Ｄ１ａ）２５
１）と、右側が遮光された受光素子（Ｄ１ｂ）を２つ備える画素（位相差検出画素（Ｄ１
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ｂ）２５２）とが示されている。また、位相差検出画素として、上側が遮光された受光素
子（Ｄ１ｃ）を２つ備える画素（位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３）と下側が遮光された
受光素子（Ｄ１ａ）を２つ備える画素（位相差検出画素（Ｄ１ｄ）２５４）とが示されて
いる。
【００６５】
　このように、第２イメージセンサ２００における画像生成画素および位相差検出画素は
、それぞれが２つの受光素子を備えている。なお、位相差検出画素の受光素子が配置され
る行を除外して、画像生成画素のみで配置をみると、図４（ａ）と同様に、左上がＲ画素
２２０であり、右上と左下がＧ画素２３０であり、右下がＢ画素２４０であるベイヤー配
列で配置される。第２イメージセンサ２００は、領域２１０に示すような配置で全ての画
素が構成されるため、位相差検出画素の受光素子が配置される行を除外した画像生成画素
のみにおける配置は、均一なベイヤー配列となる。
【００６６】
　［イメージセンサの構成例］
　図５は、本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００の画素の内部構
成および従来のイメージセンサの画素の内部構成の一例を示した模式図である。
【００６７】
　同図（ａ）には、画像生成画素および位相差検出画素が両方設けられる従来のイメージ
センサに配置される画像生成画素および位相差検出画素の模式図が示されている。同図（
ａ）では、画像生成画素が配置されている行と、位相差検出画素が配置されている行とが
隣接している領域を想定して説明する。同図（ａ）には、Ｒ画素２９１と、Ｇ画素２９２
と、位相差検出画素（Ｄ１ａ）２９４と、位相差検出画素（Ｄ１ｂ）２９５と、信号線４
６１乃至４６８とが示されている。
【００６８】
　Ｒ画素２９１は、赤色の光を透過するカラーフィルタが備えられる画素であり、受光素
子４１０と、ＦＤ（Floating Diffusion）４４２と、アンプ４４３とを備える。
【００６９】
　受光素子４１０は、受けた光を電気信号に変換（光電変換）することによって、受けた
光の量に応じた強さの電気信号を生成するものである。この受光素子４１０は、例えば、
フォトダイオード（ＰＤ：Photo Diode）により構成される。
【００７０】
　ＦＤ４４２は、受光素子の電荷を検出するものである。このＦＤ４４２は、検出した電
荷を電圧に変えてアンプ４４３に供給する。
【００７１】
　アンプ４４３は、ＦＤ４４２から供給された電圧を増幅するものである。このアンプ４
４３は、増幅した電圧を信号線４６１に供給する。
【００７２】
　なお、Ｇ画素２９２は、赤色の光を透過するカラーフィルタに代えて、緑色の光を透過
するカラーフィルタが備えられること以外はＲ画素２９１と同様のものであるため、ここ
での説明を省略する。
【００７３】
　また、位相差検出画素（Ｄ１ａ）２９４および位相差検出画素（Ｄ１ｂ）２９５は、カ
ラーフィルタが無く、さらに、受光素子の半分が遮光部（例えば、配線の一部）により遮
光されていること以外はＲ画素２９１と同様のものであるため、ここでの説明を省略する
。
【００７４】
　信号線４６１乃至４６８は、これらの信号線に接続されている各画素が生成した信号を
読み出すためのものである。第２イメージセンサ２００においては、この信号線４６１乃
至４６８を介して、読み出し方向である横方向（列方向）に、画素が生成するデータが順
次読み出される。例えば、画像生成画素の行（Ｒ画素２９１とＧ画素２９２とが交互に配
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置されている行）の画素のデータを読み出す場合には、まず、画素からデータを読み出す
行として、この画像生成画素の行が設定される（ｙ軸方向の設定）。そして、画素からデ
ータを読み出す列が順次設定（ｘ軸方向の設定）され、画素からデータが順次読み出され
る。左から順に読み出すことを想定すると、同図（ａ）においては、まず、信号線４６１
に接続されている画像生成画素（Ｒ画素２９１）のデータが読み出される。次に、信号線
４６２に接続されている画像生成画素（Ｇ画素２９２）のデータが読み出され、続いて信
号線４６３に接続されている画像生成画素というように、データが順次読み出される。
【００７５】
　このように、従来のイメージセンサは、受光素子４１０、ＦＤ４４２およびアンプ４４
３が１つずつ備えられた画素（画像生成画素および位相差検出画素）により構成される。
【００７６】
　同図（ｂ）には、本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００に配置
される画像生成画素および位相差検出画素の模式図が示されている。同図（ｂ）では、図
３において示した領域２１０の１番上の行および上から２番目の行における８×２個の受
光素子（４×２個の画素）を想定して説明する。図５（ｂ）には、Ｒ画素２２０と、Ｇ画
素２３０と、位相差検出画素（Ｄ１ａ）２５３と、位相差検出画素（Ｄ１ｂ）２５４と、
信号線４６２、４６４、４６６および４６８とが示されている。
【００７７】
　Ｒ画素２２０は、赤色の光を透過するカラーフィルタが備えられる２つの受光素子を備
える画素であり、２つの受光素子４１０と、アンプ４４３と、ＦＤ４５２とを備える。
【００７８】
　なお、受光素子４１０およびアンプ４４３は、同図（ａ）において示したものと同様の
ものであるため、ここでの説明を省略する。
【００７９】
　ＦＤ４５２は、受光素子の電荷を検出するものであり、接続された２つの受光素子４１
０が検出した電荷を電圧に変えてアンプ４４３に供給する。同図（ａ）において示したＦ
Ｄ４４２が１つの受光素子４１０が検出した電荷を検出するのに対し、このＦＤ４５２は
２つの受光素子４１０が検出した電荷を検出する。
【００８０】
　なお、Ｇ画素２３０は、赤色の光を透過するカラーフィルタに代えて、緑色の光を透過
するカラーフィルタが備えられること以外はＲ画素２２０と同様のものであるため、ここ
での説明を省略する。
【００８１】
　また、位相差検出画素（Ｄ１ａ）２５３および位相差検出画素（Ｄ１ｂ）２５４は、カ
ラーフィルタが無く、さらに、受光素子の半分が遮光部（例えば、配線の一部）により遮
光されていること以外はＲ画素２２０と同様のものであるため、ここでの説明を省略する
。
【００８２】
　信号線４６２、４６４、４６６および４６８は、これらの信号線に接続されている各画
素が生成した信号を読み出すためのものである。同図（ｂ）において示す信号線は、同図
（ａ）に示した信号線と比較すると、信号線の数が２分の１になっている。なお、信号線
４６２、４６４、４６６および４６８は、信号線の数が少なく、また、接続されている各
画素が異なること以外は、同図（ａ）に示したものと同様のものであるため、ここでの説
明を省略する。
【００８３】
　このように、本発明の第１の実施の第２イメージセンサ２００は、２つの受光素子４１
０、１つのＦＤ４４２および１つのアンプ４４３が備えられた画素（画像生成画素および
位相差検出画素）により構成される。
【００８４】
　［４種類の位相差検出画素が行う瞳分割例］
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　図６および図７は、本発明の第１の実施の形態における４種類の位相差検出画素（Ｄ１
乃至Ｄ４）による瞳分割を示す模式図である。なお、第２イメージセンサ２００について
は、図２に示すように、ペリクルミラー１６０の上方に配置されるが、図６および図７で
は、説明の容易のため、射出瞳と平行なイメージセンサとして説明する。
【００８５】
　図６は、本発明の第１の実施の形態における位相差検出画素Ｄ１および位相差検出画素
Ｄ２による瞳分割を示す模式図である。
【００８６】
　図６（ａ）は、位置ｄ１の射出瞳に対応する位相差検出画素（位相差検出画素Ｄ１）が
行う瞳分割と、位置ｄ１乃至ｄ４の射出瞳との関係が模式的に示されている。同図（ａ）
には、第２イメージセンサ２００からの距離がそれぞれ異なる４つの射出瞳（射出瞳Ｅ１
乃至Ｅ４）と、第２イメージセンサ２００とが示されている。また、射出瞳Ｅ１乃至Ｅ４
には、それぞれの射出瞳の中心を示す中心点（中心Ｃ１乃至Ｃ４）が示されている。
【００８７】
　また、第２イメージセンサ２００には、第２イメージセンサ２００における位相差検出
画素の位置として、４つの位置（Ｆ１乃至Ｆ４）が示されている。位置Ｆ１および位置Ｆ
４は、第２イメージセンサ２００における中心からの距離（像高）が同じものの、中心か
らの位置が互いに反対である位置を示す。また、位置Ｆ２および位置Ｆ３も同様に、像高
が同じものの、中心からの位置が互いに反対である位置を示す。なお、同図（ａ）に示す
第２イメージセンサ２００の上下方向は、図３において示した第２イメージセンサ２００
の領域２１０の上下方向（ｙ軸方向）であることとする。
【００８８】
　また、図６（ａ）には、位置Ｆ１乃至Ｆ４の位相差検出画素Ｄ１がそれぞれ分割する領
域の境界を示す軸として、瞳分割ラインＬ２１乃至Ｌ２４が示されている。なお、同図（
ａ）においては、説明の便宜上、位置Ｆ１乃至Ｆ４における位相差検出画素Ｄ１は、受光
素子の上側（同図（ａ）における上方向）が遮光部により覆われる位相差検出画素（Ｄ１
ｃ）２５３であることを想定して説明する。
【００８９】
　ここで、位置Ｆ１における位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３による瞳分割について説明
する。
【００９０】
　位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３は、射出瞳Ｅ１を２等分する瞳分割が行えるように遮
光部が形成される。これにより、位置Ｆ１における位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３は、
瞳分割ラインＬ２１を境界として、この瞳分割ラインＬ２１より上側からの被写体光を受
光する。なお、この射出瞳Ｅ１の位置に応じた遮光部の設置方法として、例えば、遮光部
の配置を各画素で異ならせる方法（例えば、特開２００９－２０４９８７参照。）などを
用いることができる。
【００９１】
　位置Ｆ１における位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３は、射出瞳Ｅ１の位置に合わせて遮
光部を形成することにより、射出瞳Ｅ１に対して、射出瞳Ｅ１を２等分するように瞳分割
を行う。しかしながら、瞳分割ラインＬ２１が光軸（図における点線Ｌ２９）に対して斜
めであるため、他の位置の射出瞳に関しては、その射出瞳を２等分にするように瞳分割を
行うことができない。例えば、位置Ｆ１における位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３は、射
出瞳Ｅ２に対して、射出瞳Ｅ２の上から３／４ぐらいの領域を通過する被写体光を受光し
てしまう。また、射出瞳Ｅ３に対しては、射出瞳Ｅ３の上から９割ぐらいの領域を通過す
る被写体光を受光してしまう。そして、射出瞳Ｅ４に対しては、射出瞳Ｅ４を通過する被
写体光を全て受光してしまう。
【００９２】
　このように、位置Ｆ１における位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３は、位置ｄ１における
射出瞳Ｅ１を２等分に瞳分割できるため、射出瞳Ｅ１に対して精度良く位相差検出を行う
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ことができる。しかしながら、射出瞳Ｅ２乃至Ｅ４に対しては、被写体光が２分割されな
いため、位相差検出の精度が悪くなる。
【００９３】
　なお、位置Ｆ２乃至位置Ｆ４における位相差検出画素（Ｄ１ｃ）２５３も位置Ｆ１と同
様に、射出瞳Ｅ１の位置に合わせて遮光部が形成されることにより、射出瞳Ｅ１に対して
は精度良く位相差検出を行えるが、射出瞳Ｅ２乃至Ｅ４に対しては精度が悪くなる。
【００９４】
　このように、位相差検出画素Ｄ１ｃは、射出瞳Ｅ１に対しては精度良く位相差検出を行
えるものの、射出瞳Ｅ２乃至Ｅ４に対しては精度が悪くなる。
【００９５】
　図６（ｂ）は、位置ｄ２の射出瞳に対応する位相差検出画素（位相差検出画素Ｄ２）が
行う瞳分割と、位置ｄ１乃至ｄ４の射出瞳との関係が模式的に示されている。同図（ｂ）
には、同図（ａ）と同様に、射出瞳（射出瞳Ｅ１乃至Ｅ４）と、第２イメージセンサ２０
０とが示されている。
【００９６】
　同図（ｂ）には、同図（ａ）において示した瞳分割ラインＬ２１乃至Ｌ２４の代わりに
、位置Ｆ１乃至Ｆ４の位相差検出画素Ｄ２がそれぞれ分割する領域の境界を示す軸として
、瞳分割ラインＬ３１乃至Ｌ３４が示されている。
【００９７】
　位相差検出画素Ｄ２は、射出瞳Ｅ２を２等分する瞳分割が行えるように遮光部が形成さ
れる。すなわち、位相差検出画素Ｄ２は、同図（ｂ）に示すように、射出瞳Ｅ２に対して
は精度良く位相差検出を行えるが、射出瞳Ｅ１、Ｅ３およびＥ４に対しては精度が悪くな
る。
【００９８】
　図７は、本発明の第１の実施の形態における位相差検出画素Ｄ３および位相差検出画素
Ｄ４による瞳分割を示す模式図である。
【００９９】
　図７（ａ）は、位置ｄ３の射出瞳に対応する位相差検出画素（位相差検出画素Ｄ３）が
行う瞳分割と、位置ｄ１乃至ｄ４の射出瞳との関係が模式的に示されている。同図（ａ）
には、図６（ａ）と同様に、射出瞳（射出瞳Ｅ１乃至Ｅ４）と、第２イメージセンサ２０
０とが示されている。
【０１００】
　図７（ａ）には、図６（ａ）において示した瞳分割ラインＬ２１乃至Ｌ２４の代わりに
、位置Ｆ１乃至Ｆ４の位相差検出画素Ｄ３がそれぞれ分割する領域の境界を示す軸として
、瞳分割ラインＬ４１乃至Ｌ４４が示されている。
【０１０１】
　位相差検出画素Ｄ３は、射出瞳Ｅ３を２等分する瞳分割が行えるように遮光部が形成さ
れる。すなわち、位相差検出画素Ｄ３は、図７（ａ）に示すように、射出瞳Ｅ３に対して
は精度良く位相差検出を行えるが、射出瞳Ｅ１、Ｅ２およびＥ４に対しては精度が悪くな
る。
【０１０２】
　図７（ｂ）は、位置ｄ４の射出瞳に対応する位相差検出画素（位相差検出画素Ｄ４）が
行う瞳分割と、位置ｄ１乃至ｄ４の射出瞳との関係が模式的に示されている。同図（ｂ）
には、図６（ａ）と同様に、射出瞳（射出瞳Ｅ１乃至Ｅ４）と、第２イメージセンサ２０
０とが示されている。
【０１０３】
　図７（ｂ）には、図６（ａ）において示した瞳分割ラインＬ２１乃至Ｌ２４の代わりに
、位置Ｆ１乃至Ｆ４の位相差検出画素Ｄ４がそれぞれ分割する領域の境界を示す軸として
、瞳分割ラインＬ５１乃至Ｌ５４が示されている。
【０１０４】
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　位相差検出画素Ｄ４は、射出瞳Ｅ４を２等分する瞳分割が行えるように遮光部が形成さ
れる。すなわち、位相差検出画素Ｄ４は、図７（ｂ）に示すように、射出瞳Ｅ４に対して
は精度良く位相差検出を行えるが、射出瞳Ｅ１乃至Ｅ３に対しては精度が悪くなる。
【０１０５】
　このように、位相差検出画素Ｄ１乃至Ｄ４は、それぞれが異なる位置の射出瞳に対応す
るように遮光部が形成される。このように、異なる位置の射出瞳に対応する位相差検出画
素を第２イメージセンサ２００に設けることにより、撮像装置１００がレンズユニットの
交換可能な一眼レフカメラである場合などにおいて、射出瞳の位置が異なる交換レンズに
も対応することができる。
【０１０６】
　なお、位相差検出画素は、第１の実施の形態において、４つの射出瞳位置にそれぞれ対
応するＤ１乃至Ｄ４を想定したが、これに限定されるものではない。位相差検出画素の行
と画像生成画素の行とが交互に配置される（画像生成画素に隣接する位相差検出画素の割
合が一定になる）のであれば、４以外でもよい。例えば、レンズ一体型のカメラに第２イ
メージセンサ２００が設けられる場合には、１つの射出瞳位置に対する位相差検出画素の
みを配置することなども考えられる。
【０１０７】
　［画像生成画素に隣接する画素の一例］
　図８は、本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００の画像生成画素
に隣接する画素および従来のイメージセンサの画像生成画素に隣接する画素を示す模式図
である。なお、同図では、画像生成画素（の受光素子）に対する隣接する位相差検出画素
（の受光素子）の影響の一例として、低波長の光が漏れ込むことを想定して説明する。す
なわち、低波長の光が漏れ込む量が異なることにより、画像生成画素の受光素子が受光す
る光の波長特性が僅かに変化してしまうことを想定する。
【０１０８】
　同図（ａ）には、画像生成画素および位相差検出画素が両方設けられる従来のイメージ
センサにおける画像生成画素と位相差検出画素とがともに配置されている領域（６行×１
０列）が示されている。同図（ａ）では、上から３行目の行において８個の位相差検出画
素が１行に配置され、他の画素は全て画像生成画素である領域が示されている。
【０１０９】
　同図（ａ）に示すように、画像生成画素および位相差検出画素が両方設けられる従来の
イメージセンサにおいては、位相差検出画素が部分的に配置される。このため、この部分
的に配置された位相差検出画素の周囲の画像生成画素のみが、位相差検出画素に隣接する
画像生成画素となる。
【０１１０】
　ここで、同図（ａ）に示した領域の画素のうち、隣接する画素が異なる３つのＧ画素（
Ｇ画素５１１乃至５１３）について着目し、同図（ｂ）を参照して説明する。
【０１１１】
　同図（ｂ）には、同図（ａ）において示したＧ画素５１１乃至５１３が、位相差検出画
素から漏れ込む光を示す矢印とともに示されている。
【０１１２】
　Ｇ画素５１１は、隣接する８つの画素が全て画像生成画素であるＧ画素である。このＧ
画素５１１は、隣接する画素に位相差検出画素が無いため、位相差検出画素を備えていな
いイメージセンサの画素と同様の特性になる。
【０１１３】
　Ｇ画素５１２は、隣接する８つの画素のうち、７つが画像生成画素であり、１つが位相
差検出画素であるＧ画素である。このＧ画素５１２は、１つの位相差検出画素と隣接して
いるため、この１つの位相差検出画素からの影響を受ける。例えば、位相差検出画素にカ
ラーフィルタが設けられていない場合には、隣接する位相差検出画素からＧ画素５１２に
短波長の光が漏れ込むことなどが考えられる。これにより、Ｇ画素５１２の受光素子が受
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光する光の波長特性が、Ｇ画素５１１の波長特性と僅かに異なってしまうことが生じる。
【０１１４】
　Ｇ画素５１３は、隣接する８つの画素のうち、５つが画像生成画素であり、３つが位相
差検出画素であるＧ画素である。このＧ画素５１３は、３つの位相差検出画素と隣接して
いるため、位相差検出画素３つ分の影響を受ける。すなわち、Ｇ画素５１２と比較して、
漏れ込む光の量が増加する。これにより、Ｇ画素５１３の受光素子が受光する光の波長特
性が、Ｇ画素５１１の波長特性やＧ画素５１２の波長特性と異なってしまう。
【０１１５】
　このように、画像生成画素および位相差検出画素が両方設けられる従来のイメージセン
サにおいては、位相差検出画素に隣接する画像生成画素と、隣接しない画像生成画素とが
混在する。このため、画像生成画素の受光素子の受光する光の波長特性が、ばらつく問題
が発生する。
【０１１６】
　同図（ｃ）には、本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００におけ
るＧ画素およびＢ画素が画像生成画素として配置される行と、この行の上下に隣接する位
相差検出画素が配置される行とが配置される領域が示されている。同図（ｃ）では、図３
において示した領域２１０の上から２番目乃至４番目の行における３行×８列の受光素子
（３×４個の画素）を想定して説明する。
【０１１７】
　図８（ｃ）に示すように、第２イメージセンサ２００においては、画像生成画素の行に
隣接する行（上下の行）は、位相差検出画素が配置される行である。このため、全ての画
像生成画素が、位相差検出画素に隣接する画像生成画素となる。
【０１１８】
　ここで、隣接する位相差検出画素について、Ｇ画素２３０における１つの受光素子（受
光素子５２１）に着目して、同図（ｄ）を参照して説明する。
【０１１９】
　同図（ｄ）には、同図（ｃ）において示した受光素子５２１が、位相差検出画素から漏
れ込む光を示す矢印とともに示されている。
【０１２０】
　受光素子５２１は、隣接する８つの受光素子のうち、２つが画像生成画素の受光素子で
あり、６つが位相差検出画素の受光素子である。この受光素子５２１は、位相差検出画素
の受光素子６個と隣接しているため、この位相差検出画素の受光素子６つ分の影響を受け
る。なお、第２イメージセンサ２００では位相差検出画素の行と画像生成画素の行とが交
互であるため、行の端を除いた全ての画像生成画素が、位相差検出画素の受光素子６個と
隣接する（隣接する画素についての位相差検出画素と画像生成画素との割合が一定となる
）。
【０１２１】
　同図（ｄ）に示すように、第２イメージセンサ２００において、第２イメージセンサ２
００の端の画素は除いた全ての画像生成画素の受光素子が位相差検出画素の受光素子６個
からの影響を受けるため、画像生成画素の受光素子の受光する光の波長特性が均一になる
。すなわち、第２イメージセンサ２００の端の画素を使わないことにより（有効画素から
除く）、受光素子の受光する光の波長特性の補正をする必要がなくなる。
【０１２２】
　このように、有効画素の領域における画像生成画素の受光素子の隣接する受光素子につ
いて、位相差検出画素の受光素子と画像生成画素の受光素子との割合を一定とすることに
より、画像生成画素の受光素子の特性を均一にすることができる。なお、本発明の第１の
実施の形態では、画像生成画素が２つの受光素子を備える場合について説明しているが、
これに限定されるものではなく、画像生成画素が１つの受光素子を備える場合においても
、同様の効果を得ることができる。すなわち、有効画素（被写体光を受光して画像を生成
する画素）の領域における画像生成画素の隣接する各画素について、位相差検出画素と画
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像生成画素との割合を一定とすることにより、画像生成画素の受光素子の特性を均一にす
ることができる。
【０１２３】
　［第２イメージセンサが生成する画像の一例］
　図９は、本発明の第１の実施の形態における第２イメージセンサ２００の信号から生成
される撮像画像および従来のイメージセンサの信号から生成される撮像画像を示す模式図
である。なお、同図において、生成される撮像画像は、各イメージセンサが生成すること
のできる最大画素数の画像であることとする。
【０１２４】
　同図（ａ）には、画像生成画素および位相差検出画素が両方設けられる従来のイメージ
センサ（イメージセンサ５４０）と、このイメージセンサ５４０が出力する信号から生成
される撮像画像（撮像画像５５０）とが示されている。
【０１２５】
　イメージセンサ５４０には、４つの行の一部において位相差検出画素が配置されており
、この位相差検出画素が配置されている場所が破線（位相差検出画素位置５４１）により
模式的に示されている。また、イメージセンサ５４０の横方向（読み出し方向）の大きさ
（受光素子（画素）数）をＷ１とし、縦方向（読み出し方向に対して直行する方向）の大
きさ（受光素子（画素）数）をＨ１とする。
【０１２６】
　撮像画像５５０には、位相差検出画素の位置の画像データの場所が、破線（データ補完
画素位置５５１）により模式的に示されている。また、撮像画像５５０の横方向（読み出
し方向）の大きさ（受光素子数）をＷ２とし、縦方向の大きさ（受光素子数）をＨ２とす
る。
【０１２７】
　ここで、イメージセンサ５４０による撮像画像５５０の生成について説明する。
【０１２８】
　イメージセンサ５４０では、一部の画素が位相差検出画素であるため、撮像画像を生成
する際には、その位相差検出画素の位置の画像データを、周囲の画像生成画素のデータか
ら推測して補完する処理が行われる。また、イメージセンサ５４０は１つの画像生成画素
に１つの受光素子が備えられるため、イメージセンサ５４０の信号から生成される撮像画
像の最大画素数は、イメージセンサ５４０における受光素子数と同数になる。
【０１２９】
　すなわち、同図（ａ）に示すように、従来のイメージセンサの信号から生成される撮像
画像５５０は、位相差検出画素の位置（イメージセンサ５４０の位相差検出画素位置５４
１）のデータを補完した位置（データ補完画素位置５５１）を含む画像である。また、撮
像画像５５０は、横方向の画素数（Ｗ２）がイメージセンサ５４０の横方向の受光素子（
画素）数（Ｗ１）と同一になるとともに、縦方向の画素数（Ｈ２）もイメージセンサ５４
０の縦方向の受光素子（画素）数（Ｈ１）と同一になる。例えば、イメージセンサ５４０
の有効な受光素子の数（撮像画像を生成する際に用いられる受光素子の数）が４５９２列
×３０５６行である場合には、画素数が４５９２列×３０５６行の撮像画像５５０が生成
される。
【０１３０】
　同図（ｂ）には、本発明の第１の実施の形態の第２イメージセンサ２００と、この第２
イメージセンサ２００が出力する信号から生成される撮像画像（撮像画像５６０）とが示
されている。
【０１３１】
　第２イメージセンサ２００には、位相差検出画素の行が撮像画像の行と交互に配置され
ており、この位相差検出画素の行が複数の破線により模式的に示されている。また、第２
イメージセンサ２００の横方向（読み出し方向）の大きさ（受光素子数）をＷ１１とし、
縦方向の大きさ（受光素子数）をＨ１１とする。また、撮像画像５６０では、撮像画像５
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６０の横方向（読み出し方向）の大きさ（画素数）をＷ１２とし、縦方向の大きさ（画素
数）をＨ１２とする。
【０１３２】
　ここで、第２イメージセンサ２００による撮像画像５６０の生成について説明する。
【０１３３】
　第２イメージセンサ２００では、位相差検出画素の行が画像生成画素の行と交互に配置
されているため、撮像画像を生成する際には、画像生成画素の行のデータのみで撮像画像
が生成される。また、半数の画素が位相差検出画素であるため、撮像画像を生成する際に
おいて、位相差検出画素の位置の画像データを補完する処理は行われない。これにより、
第２イメージセンサ２００の信号から生成される撮像画像の縦方向の最大画素数は、イメ
ージセンサ５４０における縦方向の受光素子数の２分の１になる（画素数でも２分の１）
。また、第２イメージセンサ２００は１つの画像生成画素に２つの受光素子が備えられる
ため、第２イメージセンサ２００の信号から生成される撮像画像の横方向の最大画素数は
、イメージセンサ５４０における横方向の受光素子数の２分の１になる（画素数では同数
）。
【０１３４】
　すなわち、同図（ｂ）に示すように、第２イメージセンサ２００の信号から生成される
撮像画像５６０は、位相差検出画素の位置のデータを補完したデータを含んでおらず、撮
像素子が生成したデータのみにより構成される画像である。また、撮像画像５６０は、横
方向の画素数（Ｗ１２）が第２イメージセンサ２００の横方向の受光素子数（Ｗ１１）の
２分の１になるとともに、縦方向の画素数（Ｈ１２）が第２イメージセンサ２００の縦方
向の受光素子数（Ｈ１１）の２分の１になる。例えば、第２イメージセンサ２００の有効
な受光素子の数が４５９２列×３０５６行である場合には、画素数が２２９６列×１５２
８行の撮像画像５６０が生成される。
【０１３５】
　このように、第２イメージセンサ２００においては、位相差検出画素の行と画像生成画
素の行とが交互に配置されているにも係わらず、生成される画像のアスペクト比を画像生
成画素のみのイメージセンサと同じ比にすることができる。すなわち、第２イメージセン
サ２００の信号から生成される画像（ライブビュー画像）と、第１イメージセンサ１４０
の信号から生成される画像（静止画像）とのアスペクト比を同一にすることができる。こ
れにより、第２イメージセンサ２００からの信号から容易に（特別な補正処理を行う必要
が無く）、静止画像のライブビュー画像を生成することができる。
【０１３６】
　なお、本発明の第１の実施の形態では、２つの受光素子を備える位相差検出画素と、２
つの受光素子を備える画像生成画素を用いる場合について説明しているが、これに限定さ
れるものではない。１つの受光素子を備える画像生成画素を用いる場合においても、同一
のカラーフィルタを備えて読み出し方向に連続する２つの画素を１組の画素（生成する画
像における画素単位）として画像を生成することで、アスペクト比を同一にすることがで
きる。
【０１３７】
　［第２イメージセンサにおけるデータ読み出し速度の一例］
　図１０は、本発明の第１の実施の形態の第２イメージセンサ２００におけるデータ読み
出し速度の一例と、従来のイメージセンサにおけるデータ読み出し速度の一例とを示すグ
ラフである。また、同図では、各イメージセンサが最大画素数の撮像画像を生成する際の
データ読み出し速度を示す。
【０１３８】
　なお、同図では、図９と同様に、各イメージセンサが４５９２列×３０５６行の受光素
子を備えていることを想定する。すなわち、本発明の第１の実施の形態における第２イメ
ージセンサ２００は、２２９６列×３０５６行の画素を備え、従来のイメージセンサは４
５９２列×３０５６行の画素を備えることとする。また、従来のイメージセンサは、大部
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分が画像生成画素であり、１行乃至３行の読み出しを省略しても読出時間が少なくならな
いため、説明の便宜上、全ての位相差検出画素からデータを読み出すものとして説明する
。
【０１３９】
　同１０（ａ）には、横軸をデータ読み出し時間を示す軸とするグラフにおいて、１つの
行に配置される全ての画素のデータを読み出すのに必要な時間（読み出し方向に関するデ
ータ読み出し時間）が示されている。同図（ａ）では、データ読み出し時間として、従来
のイメージセンサのデータ読み出し時間（時間Ｔ１）と、本発明の第１の実施における第
２イメージセンサ２００のデータ読み出し時間（時間Ｔ２）とが示されている。
【０１４０】
　ここで、時間Ｔ１と時間Ｔ２との違いについて説明する。従来のイメージセンサは、１
つの画像生成画素に１つの受光素子が備えられるため、画素からのデータ読み出しが１行
当たり４５９２回行われる。すなわち、時間Ｔ１は、この４５９２回のデータ読み出しに
係る時間を示している。
【０１４１】
　一方、第２イメージセンサ２００は、１つの画像生成画素に２つの受光素子が備えられ
るため、画素からのデータ読み出しが１行当たり２２９６回行われる。すなわち、時間Ｔ
２は、この２２９６回のデータ読み出しに係る時間を示している。
【０１４２】
　同図（ａ）に示すように、本発明の第１の実施の第２イメージセンサ２００は、１つの
画像生成画素に２つの受光素子が備えられることにより、従来のイメージセンサと比較し
て、１行当たりのデータ読み出し速度が速くなる。
【０１４３】
　同図（ｂ）には、横軸をデータ読み出し時間を示す軸とするグラフにおいて、読み出し
方向と直交する直交方向の全ての画素のデータを読み出すのに必要な時間（読み出し方向
との直交方向に関するデータ読み出し時間）が示されている。同図（ｂ）では、データ読
み出し時間として、従来のイメージセンサにおける時間（時間Ｔ３）と、１行の位相差検
出画素を用いて位相差検出を行う場合（読み出し方向に瞳分割する場合）における第２イ
メージセンサ２００の時間（時間Ｔ４）とが示されている。また、同図（ｂ）では、複数
行の位相差検出画素を用いて位相差検出を行う場合（読み出し方向に対して直行する方向
に瞳分割する場合）における第２イメージセンサ２００のデータ読み出し時間（時間Ｔ５
）が示されている。
【０１４４】
　ここで、時間Ｔ３、時間Ｔ４および時間Ｔ５の違いについて説明する。従来のイメージ
センサは、画素の大部分が画像生成画素であり、また、位相差検出画素が備えられる行に
は画像生成画素も混在するため、画素のデータが読み出されない行はほとんどない。すな
わち、従来のイメージセンサにおいて、読み出す行の指定（ｙ軸方向の指定）が３０５６
回行われる。すなわち、時間Ｔ３は、３０５６回のデータ読み出しに係る時間を示してい
る。
【０１４５】
　一方、第２イメージセンサ２００は、画像生成画素の行と位相差検出画素の行とが交互
に配置されるため、撮像画像を生成するために必要な読み出す行の指定の回数は１５２８
回（３０５６行の２分の１の）となる。また、位相差検出画素の行については、横方向の
瞳分割で行う場合には、最低１つの行における位相差検出画素のデータで行うことができ
る。また、縦方向の瞳分割で行う場合には、縦方向に瞳分割する行の画素のうちの、対と
なる画素が配置されている２つの画素の列に配置されている画素のデータで行うことがで
きる。時間Ｔ４は、横方向に瞳分割する場合における１５２８回＋１回のデータ読み出し
に係る時間を示し、時間Ｔ５は縦方向に瞳分割する場合における１５２８回＋７６４回の
データ読み出しに係る時間を示す。
【０１４６】



(22) JP 5764884 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

　同図（ｂ）に示すように、本発明の第１の実施の第２イメージセンサ２００は、画像生
成画素のみが配置される行と位相差検出画素のみが配置される行とを交互に配置すること
により、従来のイメージセンサと比較して、読み出されない行の数が多くなる。これによ
り、従来のイメージセンサと比較して、データ読み出し速度が速くなる。
【０１４７】
　同図（ｃ）には、横軸をデータ読み出し時間を示す軸とするグラフにおいて、１つの撮
像画像を生成する際に画素のデータを読み出すのに必要な時間（イメージセンサ全体に関
する読みだし時間）が示されている。同図（ｃ）では、データ読み出し時間として、従来
のイメージセンサのデータ読み出し時間（時間Ｔ６）と、１行における位相差検出画素を
用いて位相差検出を行う場合における第２イメージセンサ２００のデータ読み出し時間（
時間Ｔ７）とが示されている。また、同図（ｃ）では、７６４行における位相差検出画素
を用いて位相差検出を行う場合における第２イメージセンサ２００のデータ読み出し時間
（時間Ｔ８）が示されている。
【０１４８】
　ここで、時間Ｔ６、時間Ｔ７および時間Ｔ８の違いについて説明する。従来のイメージ
センサは、読み出す行の指定（ｙ軸方向の指定）が３０５６回行われ、指定された各行の
画素からのデータ読み出しが４５９２回行われる。すなわち、画素からのデータ読み出し
が、３０５６×４５９２回行われる。時間Ｔ６は３０５６×４５９２回のデータ読み出し
に係る時間を示す。
【０１４９】
　一方、第２イメージセンサ２００は、１行の位相差検出画素を用いて位相差検出を行う
場合には、読み出す行の指定が１５２８＋１回行われ、指定されている各行の画素からの
データ読み出しが２２９６回行われる。すなわち、画素からのデータ読み出しが、（１５
２８＋１）×２２９６回行われる。時間Ｔ７は（１５２８＋１）×２２９６回のデータ読
み出しに係る時間を示す。
【０１５０】
　また、縦方向の位相差検出を行う場合には、読み出す行の指定が１５２８＋７６４回行
われ、指定されている各行の画素からのデータ読み出しが２２９６回行われる（便宜上、
位相差検出画素の行の全ての画素からもデータを読み出すこととしている）。すなわち、
画素からのデータ読み出しが、（１５２８＋７６４）×２２９６回行われる。時間Ｔ８は
（１５２８＋７６４）×２２９６回のデータ読み出しに係る時間を示す。
【０１５１】
　同図（ｃ）に示すように、本発明の第１の実施の第２イメージセンサ２００は、従来の
イメージセンサと比較して、データ読み出し速度が速くなる。
【０１５２】
　このように、本発明の第１の実施では、画像生成画素（受光素子）に隣接する位相差検
出画素の割合を一定にすることにより、画像生成画素における特性を均一にすることがで
きる。これにより、撮像画像を生成する際における各画素の特性に関する補正処理を軽減
することができる。
【０１５３】
　また、本発明の第１の実施では、画像生成画素の行において、同一の特性のフィルタを
備える２つの受光素子を１つの組として画像生成画素をベイヤー配列状に配置した。この
ことにより、従来のベイヤー配列における処理と同様の処理を用いて撮像画像を生成する
ことができ、撮像画像を生成する際における色に関する補正処理を軽減することができる
。
【０１５４】
　さらに、本発明の第１の実施では、画像生成画素および位相差検出画素において、１つ
の画素が２つの受光素子を備えることにした。このことにより、読み出し方向における画
素からのデータの読み出しの時間を短くすることができる。また、１つの画素における受
光面の面積が広くなるため、１つの画素が生成する信号を強くすることができる。また、
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画像生成画素のみのイメージセンサと同じアスペクト比の撮像画像を生成することができ
る。
【０１５５】
　＜２．変形例＞
　本発明の第１の実施の形態では、第２イメージセンサ２００において、読み出し方向に
瞳分割する位相差検出画素と、読み出し方向に対して直行する方向に瞳分割する位相差検
出画素とを１ライン毎に交互に配置する例について説明した。ただし、位相差検出画素お
よび位相差検出画素については、他の配置とするようにしてもよい。例えば、画像生成画
素に隣接する位相差検出画素の数が全ての画像生成画素において均一になる（割合が一定
になる）ように、位相差検出画素の行と画像生成画素の行とを交互に配置することができ
る。このように、位相差検出画素の配置については、第１の実施の形態に示したものの他
に、種々のパターンが考えられる。
【０１５６】
　そこで、種々のパターンの一例として、対となる位相差検出画素の位置が第１の実施の
形態の第２イメージセンサと反対であるイメージセンサの例について、図１１を参照して
説明する。また、位相差検出画素が読出方向に瞳分割する画素のみであるイメージセンサ
の例について、図１２および図１３を参照して説明する。さらに、位相差検出画素の行と
画像生成画素の行とが２行ごとに交互に配置されるイメージセンサの例について、図１４
を参照して説明する。
【０１５７】
　［第２イメージセンサにおける画素の配置例］
　図１１乃至図１４は、本発明の第１の実施の形態の変形例における第２イメージセンサ
に備えられる受光素子の配置の一例を示す模式図である。同図では、説明の便宜上、第２
イメージセンサ２００を構成する各画素の受光素子のうちの一部の受光素子（１６行×１
６列の受光素子）の領域を用いて説明する。なお、同図以降では、図３において示した本
発明の第１の実施の形態における領域２１０との違いに着目して説明する。
【０１５８】
　図１１は、本発明の第１の実施の形態の変形例として、対となる位相差検出画素の位置
が第１の実施の形態と反対である第２イメージセンサの受光素子の配置の一例を示す図で
ある。
【０１５９】
　同図には、対となる位相差検出画素の位置が第１の実施の形態と反対である第２イメー
ジセンサにおける１６行×１６列の受光素子の領域であって、図３において示した領域２
１０に対応する領域である領域７１０が示されている。図１１では、読み出し方向に瞳分
割する受光素子が配置される行として、横Ｄ１行７２１、横Ｄ２行７２３、横Ｄ３行７２
５および横Ｄ４行７２７が示されている。また、縦方向に瞳分割する受光素子が配置され
る行として、縦検出行７２２、縦検出行７２４、縦検出行７２６および縦検出行７２８が
示されている。これらの行における受光素子は、図３において示した領域２１０の瞳分割
する受光素子が配置される行と比較して、対となる受光素子の位置が逆になっている。例
えば、横Ｄ１行７２１と横Ｄ１行３２１（図３参照）とを比較すると、位相差検出画素Ｄ
１ａと位相差検出画素Ｄ１ｂとの位置がそれぞれ逆になっている。なお、読み出し方向に
瞳分割する受光素子が配置される行と同様に、読み出し方向に対して直行する方向に瞳分
割する受光素子が配置される行においても、対となる受光素子の位置が逆になっている。
【０１６０】
　このように、本発明の第１の実施の形態とは対となる位相差検出画素の位置が異なる場
合においても、本発明の第１の実施の形態と同様に、画像生成画素に隣接する位相差検出
画素の割合を一定にすることができる。
【０１６１】
　図１２は、本発明の第１の実施の形態の変形例として、読み出し方向に瞳分割する位相
差検出画素のみが位相差検出画素の行に配置される第２イメージセンサの受光素子の配置
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の一例を示す図である。
【０１６２】
　同図には、読み出し方向に瞳分割する位相差検出画素のみが位相差検出画素の行に配置
される第２イメージセンサにおける１６行×１６列の受光素子の領域であって、図３にお
いて示した領域２１０に対応する領域である領域７３０が示されている。図１２では、読
み出し方向に瞳分割する受光素子が配置される行として、横Ｄ１行７３１、横Ｄ２行７３
２、横Ｄ３行７３３、横Ｄ４行７３４、横Ｄ５行７３５、横Ｄ６行７３６、横Ｄ７行７３
７および横Ｄ８行７３８が示されている。横Ｄ５行７３５乃至横Ｄ８行７３８は、横Ｄ１
行７３１乃至横Ｄ４行７３４とは異なる射出瞳位置にそれぞれ対応する位相差検出画素が
配置される行である。また、領域７３０における位相差検出画素の行では、対となる位相
差検出画素が並べて配置されている。
【０１６３】
　このように、読み出し方向に瞳分割する位相差検出画素のみを対となる位相差検出画素
が並ぶように配置することにより、第１の実施の形態に示した第２イメージセンサ２００
より多くの射出瞳位置に対応できるようになる。
【０１６４】
　図１３は、本発明の第１の実施の形態の変形例として、読み出し方向に瞳分割する位相
差検出画素のみが位相差検出画素の行に配置される第２イメージセンサの受光素子の配置
の図１２とは異なる一例を示す図である。
【０１６５】
　図１３には、読み出し方向に瞳分割する位相差検出画素のみが位相差検出画素の行に配
置される第２イメージセンサにおける１６行×１６列の受光素子の領域であって、図１２
において示した領域７３０とは異なるパターンである領域７４０が示されている。図１３
では、読み出し方向に瞳分割する受光素子が配置される行として、横Ｄ１ａ行７４１、横
Ｄ１ｂ行７４２、横Ｄ２ａ行７４３、横Ｄ２ｂ行７４４、横Ｄ３ａ行７４５、横Ｄ３ｂ行
７４６、横Ｄ４ａ行７４７および横Ｄ４ｂ行７４８が示されている。横Ｄ１ａ行７４１は
位相差検出画素Ｄ１ａのみが配置される行であり、横Ｄ１ｂ行７４２は位相差検出画素Ｄ
１ｂのみが配置される行である。横Ｄ２ａ行７４３乃至横Ｄ４ｂ行７４８も同様に、位相
差検出画素Ｄ２ａ乃至Ｄ４ｂのみがそれぞれ配置される行である。
【０１６６】
　このように、読み出し方向に瞳分割する位相差検出画素のみを対となる位相差検出画素
がそれぞれ別の行となるように配置することにより、同一方向に瞳分割された光を受光す
る位相差検出画素間のピッチが細かくなり、位相差検出の精度が上がる。
【０１６７】
　なお、図１２および図１３に示したような読み出し方向に瞳分割する位相差検出画素の
みが位相差検出画素の行に配置される場合の他に、読み出し方向に対して直行する方向方
向に瞳分割する位相差検出画素のみが位相差検出画素の行に配置される場合も考えられる
。
【０１６８】
　図１４は、本発明の第１の実施の形態の変形例として、位相差検出画素の行と画像生成
画素の行とが２行ごとに交互に配置される第２イメージセンサの受光素子の配置の一例を
示す図である。
【０１６９】
　同図では、位相差検出画素の行と画像生成画素の行とが２行ごとに交互に配置される第
２イメージセンサにおける１６行×１６列の受光素子の領域であって、図３において示し
た領域２１０に対応する領域である領域７５０が示されている。図１４では、画像生成画
素が配置される２つの行と、位相差検出画素が配置される２つの行とが交互にされること
が示されている。このように配置した場合において、画像生成画素の受光素子は、３つの
位相差検出画素の受光素子と隣接する。すなわち、第１の実施に示すような画像生成画素
の行と位相差検出画素の行とが２行ごとに交互である場合においても、画像生成画素に隣



(25) JP 5764884 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

接する位相差検出画素の割合を一定にすることができる。
【０１７０】
　なお、画像生成画素の行が２行ごとであり、位相差検出画素の行が３行ごとである場合
においても、画像生成画素に隣接する位相差検出画素の割合が一定になる。この場合にお
いては、撮像画像を生成する際に、アスペクト比が静止画像と同一になるように補正処理
をすることにより、静止画像のライブビュー画像を生成することができる。
【０１７１】
　図１１乃至図１４に示すように、本発明の第１の実施の形態に示すような配置以外にお
いても、画像生成画素に隣接する位相差検出画素の割合を一定にすることができる。
【０１７２】
　なお、本発明の第１の実施の形態およびその変形例において、位相差検出画素および画
像生成画素は２つの受光素子を備えることを想定して説明したが、これに限定されるもの
ではない。例えば、画素の数を２分の１にする必要がないほどデータの転送が速い場合に
は、１つの画素につき１つの受光素子とした位相差検出画素および画像生成画素を、画像
生成画素に隣接する位相差検出画素の割合が一定となるように配置しても良い。また、第
２イメージセンサを作成する際に長方形（第１の実施の受光素子の２個分の大きさ）の受
光素子を作成することにより、１つの受光素子で１つの画素とする場合も考えられる。
【０１７３】
　なお、本発明の第１の実施の形態およびその変形例において、第２イメージセンサ２０
０はＣＭＯＳのセンサであることを想定したが、これに限定されるものではなく、ＣＣＤ
（Charge Coupled Device）のセンサを用いる場合も考えられる。また、第２イメージセ
ンサ２００の信号から生成される画像をライブビュー画像として用いることを想定したが
、これに限定されるものではなく、例えば、動画の画像として記憶部１８１に保存する場
合なども考えられる。
【０１７４】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、本発
明の実施の形態において明示したように、本発明の実施の形態における事項と、特許請求
の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲に
おける発明特定事項と、これと同一名称を付した本発明の実施の形態における事項とはそ
れぞれ対応関係を有する。ただし、本発明は実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化する
ことができる。
【０１７５】
　また、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として
、例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk
）、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることが
できる。
【符号の説明】
【０１７６】
　１００　撮像装置
　１１０　レンズ部
　１１１　ズームレンズ
　１１２　絞り
　１１３　フォーカスレンズ
　１２０　操作受付部
　１３０　制御部
　１４０　第１イメージセンサ
　１５０　第１信号処理部
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　１６０　ペリクルミラー
　１７０　第２信号処理部
　１８１　記憶部
　１８２　表示部
　１８３　合焦判定部
　１８４　駆動部
　２００　第２イメージセンサ

【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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