
JP 4518616 B2 2010.8.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 　画素が行列状に配列されるとともに、各画素に所定のカラーコーディングを持つカラ
ーフィルタが形成されてなるＸＹアドレス型固体撮像素子と、
　前記ＸＹアドレス型固体撮像素子に対して間引き読み出しが指定されたとき、フレーム
レートを一定にすべくシステムのクロック周波数を低下させる周波数変換手段と、
　前記周波数変換手段によって低下されたクロック周波数に基づいて、前記カラーコーデ
ィングに対応した順番で、かつ前記ＸＹアドレス型固体撮像素子の全画素読み出しと同じ
空間的位置関係で、読み出しを行う画素を選択して画素信号を読み出す駆動手段と、
　前記読み出しを行った画素に接続される垂直信号線を水平選択スイッチを介して定電圧
にクランプするクランプ手段と、
　を備えたことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
 　前記カラーコーディングが２行２列を単位とし、その単位の繰り返しであり、
　前記駆動手段は、行方向にも列方向にも２画素ずつ飛ばしながら順に画素信号を読み出
すことを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項３】
 　前記カラーコーディングが２行２列を単位とし、その単位の繰り返しであり、
　前記駆動手段は、２行２列の単位を行方向にも列方向にも１単位ずつ飛ばしながら順に
画素信号を読み出すことを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
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【請求項４】
 　前記カラーコーディングが２行２列を単位とし、その単位の繰り返しであり、
　前記駆動手段は、２行２列の単位をさらに２×２の４個ずつまとめ、その単位中左下の
画素同士の加算信号、右下の画素同士の加算信号、左上の画素同士の加算信号、右上の画
素同士の加算信号を順に読み出すことを特徴とする請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項５】
 　画素が行列状に配列されるとともに、各画素に所定のカラーコーディングを持つカラ
ーフィルタが形成されてなるＸＹアドレス型固体撮像素子を用いた固体撮像装置の駆動方
法であって、
　前記ＸＹアドレス型固体撮像素子に対して間引き読み出しが指定されたとき、フレーム
レートを一定にすべくシステムのクロック周波数を低下させるステップと、
　前記低下されたクロック周波数に基づいて前記カラーコーディングに対応した順番で、
かつ全画素読み出しと同じ空間的位置関係で、読み出しを行う画素を選択して画素信号を
読み出すステップと、
　前記読み出しを行った画素に接続される垂直信号線を水平選択スイッチを介して定電圧
にクランプするステップと、を含む、固体撮像装置の駆動方法。
【請求項６】
 　前記カラーコーディングが２行２列を単位とし、その単位の繰り返しであり、行方向
にも列方向にも２画素ずつ飛ばしながら順に画素信号を読み出すことを特徴とする請求項
５記載の固体撮像装置の駆動方法。
【請求項７】
 　前記カラーコーディングが２行２列を単位とし、その単位の繰り返しであり、２行２
列の単位を行方向にも列方向にも１単位ずつ飛ばしながら順に画素信号を読み出すことを
特徴とする請求項５記載の固体撮像装置の駆動方法。
【請求項８】
 　前記カラーコーディングが２行２列を単位とし、その単位の繰り返しであり、２行２
列の単位をさらに２×２の４個ずつまとめ、その単位中左下の画素同士の加算信号、右下
の画素同士の加算信号、左上の画素同士の加算信号、右上の画素同士の加算信号を順に読
み出すことを特徴とする請求項５記載の固体撮像装置の駆動方法。
【請求項９】
 　画素が行列状に配列されるとともに、各画素に所定のカラーコーディングを持つカラ
ーフィルタが形成されてなるＸＹアドレス型固体撮像素子と、
　前記ＸＹアドレス型固体撮像素子に対して全画素読み出しモードと間引き読み出しモー
ドとを選択的に設定する動作モード設定手段と、
　前記間引き読み出しモードが設定されたとき、フレームレートを一定にすべくシステム
のクロック周波数を低下させる周波数変換手段と、
　前記間引き読み出しモードが設定されたとき、前記周波数変換手段によって低下された
クロック周波数に基づいて、前記ＸＹアドレス型固体撮像素子の全画素読み出しと同じ空
間的位置関係で、かつ前記ＸＹアドレス型固体撮像素子の各画素に対応して配置された前
記カラーコーディングに対応した順番で、前記間引き読み出しモードにおいて読み出しさ
れる画素を選択して画素信号を読み出す駆動手段と、
　前記読み出しを行った画素に接続される垂直信号線を水平選択スイッチを介して定電圧
にクランプするクランプ手段と、
　前記間引き読み出しモードが設定されたとき、前記周波数変換手段によって低下された
クロック周波数に基づいて前記固体撮像素子の出力信号を処理する信号処理手段と、
　を備えたことを特徴とするカメラシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、固体撮像装置およびその駆動方法並びにカメラシステムに関し、特にＭＯＳ型
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イメージセンサに代表されるＸＹアドレス型固体撮像素子を用いた固体撮像装置およびそ
の駆動方法、並びにＸＹアドレス型固体撮像素子を撮像デバイスとして用いたデジタルス
チルカメラなどのカメラシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルスチルカメラに代表される静止画の撮像技術では、撮像デバイスとして多画素の
固体撮像素子を用い、全画素の画素情報を独立に読み出すことによって静止画を得るよう
にしている。例えばデジタルスチルカメラでは、シャッターを切って撮り込んだ静止画に
は高精細化が要求されるため、より多画素の固体撮像素子が用いられる。
【０００３】
一方、静止画を撮り込む前には、通常、小画面の例えば液晶モニタに動画（被写体画像）
を映し出して被写体を確認（モニタリング）する作業が行われる。この被写体を確認して
いる段階（モニタリングモード）では、液晶モニタの画素数に応じた荒い画像（低解像度
の画像）で良い。
【０００４】
また、デジタルスチルカメラ等の携帯機器における画像伝送では、送信のデータレートが
限られている。したがって、静止画については高精細な画像を得るために全画素の画素情
報を伝送し、動画については画素情報を間引きすることによって情報量を減少させて伝送
するようにしている。
【０００５】
これまでは、単板式カラーカメラ用の撮像デバイスとして、電荷転送型固体撮像素子、例
えばＣＣＤ(Charge Coupled Device)型イメージセンサを用いるのが一般的であった。こ
れに対して、近年、低消費電力化やシステムの小型化の点でＣＣＤ型イメージセンサより
も有利なＸＹアドレス型固体撮像素子、例えばＭＯＳ型イメージセンサが用いられるよう
になってきた。
【０００６】
ところで、単板式カラーカメラにおいて、撮像デバイスとしてＣＣＤ型イメージセンサを
用いた場合の画素情報の間引き処理では、例えば、当該イメージセンサから画素情報を全
画素分読み出した後、外部の信号処理系で画素情報を間引く方法が採られていた。また、
撮像デバイスとして例えばＭＯＳ型イメージセンサを用いたカラーカメラにおいても、Ｃ
ＣＤ型イメージセンサでの間引き読み出し方法にならっていた。
【０００７】
このように、画素情報を全画素分イメージセンサから読み出した後、外部の信号処理系で
画素情報の間引きを行う間引き読み出し方法を採っていたのは、次の理由による。
【０００８】
その理由としては、▲１▼カラーフィルタの色の空間配置と出力順序を保って画素情報を
間引くことができなかったこと、▲２▼画素を選択する選択手段として用いる通常のシフ
トレジスタでは画素が順に選択されてしまうこと、▲３▼ＣＣＤ型イメージセンサでは画
素からの信号電荷の読み出しが順番にしか行えなったこと、などが挙げられる。
【０００９】
一例として、１画素おきに画素情報を間引く場合を考えると、色の区別がなければ、縦（
垂直）横（水平）それぞれの方向に情報量を１／２に圧縮できる。しかし、図９に示すよ
うに、各画素に色の区別がある場合は、１画素おきに画素情報を間引くと、斜線部の画素
のみから画素情報を読み出すことになり、例えばＢ（青)の画素情報しか読み出せないた
め、カラー画像を得ることができない。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
このような理由から、ＣＣＤ型イメージセンサあるいはＭＯＳ型イメージセンサを撮像デ
バイスとして用いた単板式カラーカメラでは、イメージセンサから画素情報を全画素分読
み出した後、外部の信号処理系で画素情報の間引き処理を行うようにしていた。しかしな
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がら、この場合、間引き処理によって情報量を減らしているにもかかわらず、イメージセ
ンサの駆動周波数は不変であるので、消費電力を低減できることにはならず、逆に、後段
の信号処理系に負荷をかける結果となっていた。
【００１１】
特に、ＭＯＳ型イメージセンサを撮像デバイスとして用いた単板式カラーカメラにあって
は、ＣＣＤ型イメージセンサに対する優位性が、先述したように、低消費電力化とシステ
ムの小型化にあるので、画素情報量を減らした場合には、それに応じて後段の信号処理系
に負荷をかけずに消費電力を低減できれば、その意義は非常に大きいと言える。
【００１２】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、画素情報の
間引き処理を行う場合に後段の信号処理系に負荷をかけずに、消費電力の低減を可能とし
た固体撮像装置およびその駆動方法並びにカメラシステムを提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決し、本発明の目的を達成するため、本発明の固体撮像装置は、画素が行
列状に配列されるとともに、各画素に所定のカラーコーディングを持つカラーフィルタが
形成されてなるＸＹアドレス型固体撮像素子と、ＸＹアドレス型固体撮像素子に対して間
引き読み出しが指定されたとき、フレームレートを一定にすべくシステムのクロック周波
数を低下させる周波数変換手段と、この周波数変換手段によって低下されたクロック周波
数に基づいて、カラーコーディングに対応した順番で、かつＸＹアドレス型固体撮像素子
の全画素読み出しと同じ空間的位置関係で、読み出しを行う画素を選択して画素信号を読
み出す駆動手段と、この読み出しを行った画素に接続される垂直信号線を水平選択スイッ
チを介して定電圧にクランプするクランプ手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　ＸＹアドレス型固体撮像素子では、任意のアドレス位置の画素を選択して、その画素信
号を画素単位で読み出すことができる。そこで、間引き読み出しが指定されたら、先ず、
システムのクロック周波数を低下させる。そして、その低下されたクロック周波数に基づ
いて、カラーフィルタのカラーコーディングに対応した順番で、かつ、全画素読み出しと
同じ空間的位置関係で画素を選択して画素信号を読み出すことで、画素から画素情報を読
み出す段階で間引き処理を行う。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明が適
用されるカメラシステムの構成の一例を示すブロック図である。
【００１６】
図１において、本システムでは、撮像デバイスとして、ＸＹアドレス型固体撮像素子１１
、例えばＭＯＳ型イメージセンサが用いられている。この固体撮像素子１１の撮像面上に
は、結像レンズなどを含む光学系（図示せず）を通して被写体からの入射光（像光）が結
像される。また、本システムには、システム動作の基準となるクロックが入力される。
【００１７】
このクロックは、本システムの動作モード（全画素読み出しモード／間引き読み出しモー
ド）を選択するモード選択信号と共に分周回路１２に入力される。モード選択信号は、動
作モード設定部１３から出力される。分周回路１２は、入力されたクロックの周波数をモ
ード選択信号に応じて変換し、タイミング発生器１４および後述する固体撮像素子１１の
信号処理系に供給される。
【００１８】
タイミング発生器１４は、分周回路１２から入力される動作モードに応じた周波数のクロ
ックに基づいて、ＸＹアドレス型固体撮像素子１１の駆動に必要な各種の駆動パルスを発
生し、これら駆動パルスを固体撮像素子１１に供給する。固体撮像素子１１の後段には、
ＡＧＣ（自動利得制御）回路１５、ＡＤ（アナログ－デジタル）コンバータ１６およびカ
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メラ信号処理回路１７が設けられている。これらの回路１５，１６，１７には、分周回路
１２から動作モードに応じた周波数のクロックが供給される。
【００１９】
ＡＧＣ回路１５は、固体撮像素子１１の出力信号に対してその信号レベルを一定するため
のＡＧＣ処理を行う。ＡＤコンバータ１６は、このＡＧＣ回路１５の出力信号をＡＤ変換
してカメラ信号処理回路１７に供給する。これにより、カメラ信号処理回路１７は、デジ
タル信号処理（ＤＳＰ）構成となっている。このカメラ信号処理回路１７では、入力され
る撮像データ（映像データ）から輝度信号および色差信号を生成するカメラ信号処理や、
自動露光、オートフォーカス、オートホワイトバランス等の検出処理などの信号処理が行
われる。
【００２０】
図２は、ＭＯＳ型イメージセンサの一例を示す概略構成図である。本ＭＯＳ型イメージセ
ンサは、画素部２１、垂直走査系２２および水平走査系２３を有する構成となっている。
【００２１】
画素部２１は、例えばフォトダイオードＰＤおよび選択トランジスタＴｒからなる単位画
素２４が多数、行列状に配列された構成となっている。ここでは、図面の簡略化のために
、６行６列分の画素配列を示している。そして、図２において、単位画素２４の各々には
、画素位置を示すアドレスＸＹを添え字で付すものとする。例えば、１行１列目の画素を
画素２４11と記す。
【００２２】
この画素部２１の各画素に対して、垂直選択線２５-1～２５-6および垂直信号線２６-1～
２６-6がマトリクス状に配線されている。そして、垂直選択線２５-1～２５-6には単位画
素４の各々における選択トランジスタＴｒの制御電極が、垂直信号線２６-1～２６-6には
選択トランジスタＴｒの出力電極が各画素ごとに接続されている。
【００２３】
垂直走査系２２は、Ｖ（垂直）デコーダ２２１によって構成されている。このＶデコーダ
２２１は、図１のタイミング発生器１３から入力されるＶ選択信号に応答して行選択パル
スＶ１～Ｖ６を順次出力し、垂直選択線２５-1～２５-6の各々に印加する。
【００２４】
水平走査系２３は、水平選択トランジスタ２３１-1～２３２-6、Ｈ（水平）デコーダ２３
２および出力アンプ２３３を有する構成となっている。水平選択トランジスタ２３１-1～
２３２-6は、垂直信号線２６-1～２６-6の各出力端と水平信号線２３４との間にそれぞれ
接続されている。Ｈデコーダ２３２は、タイミング発生器１３から入力されるＨ選択信号
に応答して水平選択パルスＨ１～Ｈ６を順次出力し、水平選択トランジスタ２３１-1～２
３２-6の各制御電極に与える。
【００２５】
出力アンプ２３３は、水平信号線２３４の一端（出力端）に接続されており、画素部２１
から水平選択トランジスタ２３１-1～２３２-6を通して水平信号線２３４に順次出力され
る画素信号を出力信号ＶＯＵＴとして導出する。なお、水平信号線２３４の他端には、ク
ランプトランジスタ２３５が接続されている。このクランプトランジスタ２３５は、タイ
ミング発生器１３から入力されるクランプパルスＣＬＰに応答して水平信号線２３４の電
位を、ある一定の電圧（定電圧）にクランプする。
【００２６】
次に、上記構成のＭＯＳ型イメージセンサにおいて、画素部２１の全画素の画素信号を読
み出す全画素読み出し時の動作について、図３のタイミングチャートを用いて説明する。
ここでは、行選択パルスＶ１，Ｖ２、水平選択パルスＨ１～Ｈ６、クランプパルスＣＬＰ
および出力信号ＶＯＵＴのタイミング関係を示している。
【００２７】
先ず、Ｖデコーダ２２１から高電位の行選択パルスＶ１が出力され、垂直選択線２５-1に
印加されると、１行目の画素２４11～２４16の信号が垂直信号線２６-1～２６-6にそれぞ
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れ読み出される。この状態において、Ｈデコーダ２３２から高電位の水平選択パルスＨ１
が出力されると、水平選択スイッチ２３１-1がオン状態になる。すると、垂直信号線２６
-1に読み出された画素２４11の信号が、水平選択スイッチ２３１-1を通して水平信号線２
３４に出力される。
【００２８】
このとき、水平信号線２３４では、画素２４11の信号に応じた電位変動が生じる。そして
、この水平信号線２３４の電位変動が出力アンプ２３３によって増幅され、画素２４11の
画素信号として出力される。ここで、クランプパルスＣＬＰに応答してクランプトランジ
スタ２３５がオンすると、水平信号線２３４および垂直信号線２６-1がある定電圧にリセ
ットされる。
【００２９】
次に、水平選択パルスＨ１およびクランプパルスＣＬＰが消滅し、代わってＨデコーダ２
３２から高電位の水平選択パルスＨ２が出力されると、画素２４11の場合と同様にして画
素２４12の画素信号が出力される。以降、この読み出し動作を繰り返すことにより、画素
２４11から画素２４16までの１行目の全画素信号が順に読み出される。
【００３０】
次に、垂直選択パルスＶ１が消滅し、代わってＶデコーダ２２１から高電位の垂直選択パ
ルスＶ２が出力され、垂直選択線２５-2に印加されると２行目の各画素２４21～２４26が
選択される。そして、１行目と同様にして列選択の動作を繰り返し、以降、６行目まで行
選択および列選択を繰り返すことにより、画素部２１における全画素の画素信号が順に読
み出されることになる。
【００３１】
上述した全画素読み出しの動作において重要なことは、垂直選択パルスＶ１～Ｖ６と水平
選択パルスＨ１～Ｈ６を適当なタイミングで適宜出力できれば、任意の画素の画素信号を
選択的に読み出せることである。これは、各画素から信号を読み出す段階で、画素情報の
間引き処理を行えることを意味する。そして、ここでは、行の選択手段と列の選択手段と
して、自由度を持たせるためにデコーダを用いた構成を採っている。
【００３２】
ところで、カラー対応のカメラシステムの場合は、画素部２１にはカラーフィルタが画素
単位で例えばオンチップにて設けられることになる。ここで、図４に示すように、カラー
フィルタ２７として、垂直２×水平２（２行２列）を単位とし、その繰り返しの原色カラ
ーコーティングを持つフィルタを搭載したＭＯＳ型イメージセンサにおいて、画素情報を
間引いて読み出す間引き読み出し処理を実現する場合の動作について説明する。
【００３３】
このように、垂直２×水平２繰り返しの原色カラーコーティングを持つカラーフィルタ２
７を用いた場合において、間引き読み出しの第１例として、図４に斜線で示すように、２
行／２列ずつスキップしながら、つまり３行／３列ごとに１画素ずつ画素信号を読み出す
ようにする。
【００３４】
この間引き読み出しを実現するために、図１の分周回路１２は、間引き読み出しモードを
選択するモード選択信号が動作モード設定部１３から与えられることにより、入力される
クロックの周波数を１／９に分周する。この間引き読み出し時のタイミングチャートを図
５に示す。
【００３５】
なお、図５の横軸（時間軸）は、図３の場合とはスケールが異なっており、実際は図３の
場合の９倍となるところを、紙面の関係上、３倍として描いたものである。また、図４に
は、８行８列の画素配列に対応したカラーコーティングが示されているのに対して、図５
には、図２の６行６列の画素配列に対応したタイミング関係が示されている。
【００３６】
この間引き読み出しモードでは、先ず、Ｖデコーダ２２１から高電位の行選択パルスＶ１
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が出力され、垂直選択線２５-1に印加されると、１行目の画素２４11～２４16の各信号が
垂直信号線２６-1～２６-6に読み出される。この状態において、Ｈデコーダ２３２から高
電位の水平選択パルスＨ１が出力されると、水平選択スイッチ２３１-1がオン状態となり
、画素２４11の信号が垂直信号線２６-1から水平選択スイッチ２３１-1を通して水平信号
線２３４に出力される。
【００３７】
このとき、水平信号線２３４では、画素２４11の信号に応じた電位変動が生じる。そして
、この水平信号線２３４の電位変動が出力アンプ２３３によって増幅され、画素２４11の
画素信号として出力される。ここで、クランプパルスＣＬＰに応答してクランプトランジ
スタ２３５がオンすると、水平信号線２３４および垂直信号線２６-1がある定電圧にリセ
ットされる。
【００３８】
次に、水平選択パルスＨ１およびクランプパルスＣＬＰが消滅し、代わってＨデコーダ２
３２から高電位の水平選択パルスＨ４が出力される。すると、画素２４11の場合と同様に
して、画素２４14の信号が垂直信号線２６-4に読み出され、水平選択トランジスタ２３１
-4、水平信号線２３４および出力アンプ２３３を通して出力される。これにより、画素２
４12，２４13についての各信号は読み出されず、間引かれたことになる。
【００３９】
次に、図５のタイミングチャートには示していないが、垂直選択パルスＶ１に代わってＶ
デコーダ２２１から高電位の垂直選択パルスＶ４が出力され、垂直選択線２５-4に印加さ
れると４行目の画素２４41～２４46が選択される。そして、１行目と同様にして列選択の
動作を２列おきに繰り返すことにより、２行／２列ずつスキップしながら１画素ずつ画素
信号が読み出されることになる。
【００４０】
上述した第１例に係る間引き読み出しによれば、次のような利点が得られる。すなわち、
画素信号の順序、空間的な位置関係共に全画素読み出しと同じまま、画素情報量を１／９
に圧縮できる。しかも、後段の信号処理系のシーケンスは全く変更しなくても良いため、
信号処理系に負荷をかけることもない。また、システムのクロック周波数が１／９になる
ので、消費電力も１／９に低減できる。さらに、１秒間に出力できる画像の枚数、即ちフ
レームレートを一定にできる。
【００４１】
続いて、第１例と同様に、垂直２×水平２繰り返しのカラーコーディングを持つカラーフ
ィルタを用いた場合を前提とした間引き読み出しの第２例、第３例について述べる。
【００４２】
先ず、第２例に係る間引き読み出しでは、図６に斜線で示すように、垂直２×水平２を単
位とし、その単位を行方向にも列方向にも１単位ずつ飛ばしながら順に画素信号を読み出
す。また、この間引き読み出しを実現するために、図１の分周回路１２ではクロック周波
数を１／４に分周する。
【００４３】
この第２例に係る間引き読み出しによれば、次のような利点が得られる。すなわち、画素
信号の順序を全画素読み出しと同じまま、画素情報量を１／４に圧縮できる。しかも、後
段の信号処理系のシーケンスは、色の空間的な位置関係が変化することの対応のみで良い
ため、信号処理系の負荷が少なくて済む。また、システムのクロック周波数が１／４にな
るので消費電力も１／４に低減でき、さらにフレームレートを一定にできる。
【００４４】
次に、第３例に係る間引き読み出しでは、垂直２×水平２の単位をさらに２×２の４個ず
つまとめ、その単位中における左下の画素同士の加算信号、右下の画素同士の加算信号、
左上の画素同士の加算信号、右上の画素同士の加算信号を、図７に矢印で示すように、走
査しながら読み出す。また、この間引き読み出しを実現するために、図１の分周回路１２
ではクロック周波数を１／４に分周する。
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【００４５】
この第３例に係る間引き読み出しによれば、次のような利点が得られる。すなわち、画素
信号の順序を全画素読み出しと同じまま、画素情報量を１／４に圧縮できるとともに、加
算読み出しによって感度が４倍になる。しかも、後段の信号処理系のシーケンスは、色の
重心の空間的な位置関係が変化することの対応のみで良いため、信号処理系の負荷が少な
くて済む。なお、色の重心の空間的な位置関係は、第２例に係る間引き読み出しの場合と
同じである。また、システムのクロック周波数が１／４になるので消費電力も１／４に低
減でき、さらにフレームレートを一定にできる。
【００４６】
図８は、同一列では同一色で、行方向に３色の繰り返しの原色カラーコーディングを示す
図である。ここで、このカラーコーティングを持つカラーフィルタ２７´を用いた場合の
間引き読み出しについて、第４例として説明する。
【００４７】
この第４例に係る間引き読み出しでは、図８に斜線で示すように、行方向にも列方向にも
１画素ずつ飛ばしながら１画素ずつ画素信号を読み出す。また、この間引き読み出しを実
現するために、図１の分周回路１２ではクロック周波数を１／４に分周する。
【００４８】
この第４例に係る間引き読み出しによれば、次のような利点が得られる。すなわち、画素
信号の順序、位置関係共に２つの色の定義を入れ替える以外は全画素読み出しと同じで、
画素情報量を１／４に圧縮できる。しかも、後段の信号処理系のシーケンスは、２つの色
の定義を入れ替えるだけで良いため、信号処理系の負荷が少なくて済む。また、システム
のクロック周波数が１／４になるので消費電力も１／４に低減でき、さらにフレームレー
トを一定にできる。
【００４９】
上述した各例に係る間引き読み出し動作で重要なことは、垂直方向と水平方向とを適当に
選択できれば、任意の位置の画素信号を選択的に読み出せることである。したがって、Ｘ
Ｙアドレス型固体撮像素子１１としては、図２に示したパッシブ（Ｐａｓｓｉｖｅ）型の
ＭＯＳ型イメージセンサに限られるものではなく、ＭＯＳフォトトランジスタで画素を構
成したＣＭＤ(Charge Modulation Device）型イメージセンサや増幅型イメージセンサな
ど、行と列を選択して画素信号を読み出す方式のものならいずれでも構わない。
【００５０】
なお、上記実施形態では、行の選択手段および列の選択手段として、自由度を持たせるた
めにデコーダを用いた構成としたが、デコーダ以外でも、全画素読み出し用と間引き読み
出し用の２個のシフトレジスタを用いる構成を採ることも可能であり、要は、同様の駆動
が行えるのであればその構成は問わない。
【００５１】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、ＸＹアドレス型固体撮像素子に対して間引き読
み出しが指定されたとき、フレームレートを一定にすべくシステムのクロック周波数を低
下させ、その低下されたクロック周波数に基づいて、カラーフィルタのカラーコーディン
グに対応した順番で、かつ、全画素読み出しと同じ空間的位置関係で画素を選択して画素
信号を読み出すようにしたことにより、画素から画素情報を読み出す段階で間引き処理を
行えるので、画素情報の順序、空間的な位置関係共に全画素読み出しと同じまま、信号処
理系に負荷をかけることなく画素情報量を圧縮することができ、しかもシステムのクロッ
ク周波数の変換に伴って消費電力を低減できるとともに、動作モードを変えてもフレーム
レートを一定にできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるカメラシステムの構成の一例を示すブロック図である。
【図２】ＭＯＳ型イメージセンサの一例を示す概略構成図である。
【図３】全画素読み出しの動作説明のためのタイミングチャートである。
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【図４】第１例に係る間引き読み出しの動作説明のための概念図である。
【図５】第１例に係る間引き読み出しの動作説明のためのタイミングチャートである。
【図６】第２例に係る間引き読み出しの動作説明のための概念図である。
【図７】第３例に係る間引き読み出しの動作説明のための概念図である。
【図８】第４例に係る間引き読み出しの動作説明のための概念図である。
【図９】垂直２×水平２繰り返しの原色カラーコーディングを示す図である。
【符号の説明】
１１…ＸＹアドレス型固体撮像素子、１２…分周回路、１４…タイミング発生器、１７…
カメラ信号処理回路、２１…画素部、２２…垂直走査系、２３…水平走査系、２４…単位
画素、２７，２７´…カラーフィルタ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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