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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体撮像素子から出力される画像信号に対して所定の信号処理を施し、所定のフォーマ
ットに従う画像信号を外部機器に出力する画像信号処理装置において、
　電源電圧を取り込んで前記固体撮像素子の出力レベルに応じた第１の電圧を発生する第
１のレギュレート回路と、
　前記電源電圧を取り込んで前記外部機器の入力レベルに応じた第２の電圧を発生する第
２のレギュレート回路と、
　前記電源電圧、或いは前記第２のレギュレート回路の出力電圧の何れかを選択して出力
する切換回路と、
　前記第１のレギュレート回路の出力電圧を受けて動作し、前記固体撮像素子から出力さ
れる画像信号に対して所定の信号処理を施す信号処理回路と、
　前記切換回路の出力電圧を受けて動作し、前記信号処理回路で信号処理の施された画像
信号を出力する出力回路と、を備え、
　前記第１及び第２のレギュレート回路は、前記固体撮像素子の動作が停止されている少
なくとも一部の期間に、前記第１及び第２の電圧の出力を停止し、
　前記切換回路は、前記固体撮像素子が動作しているとき、或いは、前記固体撮像素子及
び前記外部機器の両方が動作を停止しているとき、前記第２のレギュレート回路の出力電
圧を選択し、前記固体撮像素子が動作を停止しているときであって前記外部機器が動作し
ているとき、前記電源電圧を選択して出力することを特徴とする画像信号処理装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の画像信号処理装置において、
　前記電源電圧を取り込んで第３の電圧を発生する第３のレギュレート回路を更に備え、
　前記信号処理回路は、前記固体撮像素子から出力される画像信号に対して所定のアナロ
グ信号処理を施すアナログ処理部と、前記アナログ信号処理が施された後、デジタル信号
に変換された画像信号を取り込んで所定のデジタル信号処理を施すデジタル処理部と、を
含み、
　前記アナログ処理部は、前記第１のレギュレート回路の出力電圧を受けて動作し、
　前記デジタル処理部は、前記第３のレギュレート回路の出力電圧を受けて動作すること
を特徴とする画像信号処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像信号処理装置において、
　前記第３の電圧が前記第１の電圧より電圧値が低いことを特徴とする画像信号処理装置
。
【請求項４】
　請求項２に記載の画像信号処理装置において、
　前記第３のレギュレート回路は、前記固体撮像素子の動作が停止されている少なくとも
一部の期間に、前記第３の電圧の出力を停止することを特徴とする画像信号処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の画像信号処理装置において、
　前記信号処理回路は、前記固体撮像素子から出力される画像信号に対して所定のアナロ
グ信号処理を施すアナログ処理部と、前記アナログ信号処理が施された後、デジタル信号
に変換された画像信号を取り込んで所定のデジタル信号処理を施すデジタル処理部と、を
含み、
　前記アナログ処理部は、前記電源電圧を受けて動作し、
　前記デジタル処理部は、前記第１のレギュレート回路の出力電圧を受けて動作すること
を特徴とする画像信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、固体撮像素子から出力される画像信号に対して所定の信号処理を施し、所定
のフォーマットに従う画像信号を外部機器に出力する画像信号処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
固体撮像素子（ＣＣＤイメージセンサ）を用いたデジタルスチルカメラ等の撮像装置にお
いては、動作電源にバッテリが多く用いられる。このようなバッテリは、出力電圧の幅が
限られているため、ＣＣＤイメージセンサの駆動用にレギュレート回路や昇圧回路が設け
られる。図７は、水平ドライバ８、信号処理回路９、タイミング制御回路１３及び出力回
路を内蔵する信号処理装置７を示すものであり、この信号処理装置７を採用する撮像装置
の構成を示すブロック図である。ここに示す撮像装置は、レギュレート回路２が入力側に
設けられ、バッテリから供給される電源電圧を所定の電圧に変換し、レギュレート回路２
から供給される単一の動作電圧で動作するように構成されている。
【０００３】
ＣＣＤイメージセンサ３は、例えば、フレーム転送型であり、撮像部、蓄積部、水平転送
部及び出力部より構成される。撮像部は、入射される光に応答して発生する情報電荷を複
数の受光画素に蓄積する。蓄積部は、撮像部から取り込んだ１画面分の情報電荷を一時的
に保持する。水平転送部は、蓄積部から出力された情報電荷を逐次取り込み、水平方向に
転送して順次１画素単位で出力する。出力部は、水平転送部から出力された情報電荷を、
１画素単位で電荷量に対応する電圧値に変換し、画像信号Ｙ(t)として出力する。
【０００４】
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駆動装置４は、昇圧回路４及び垂直ドライバ６よりなり、昇圧回路４及び垂直ドライバ６
の各回路が同一の半導体基板上に形成されて構成される。
【０００５】
昇圧回路５は、レギュレート回路２から供給される調整電圧ＶK（例えば、２.９Ｖ）を所
定の電圧に昇圧して、ＣＣＤイメージセンサ３に供給すると共に、垂直ドライバ６に供給
する。この昇圧回路５は、正電圧発生用チャージポンプと負電圧発生用チャージポンプと
を含み、正電圧発生用チャージポンプで調整電圧ＶKを正電圧側の所定電圧ＶOH（例えば
、５Ｖ）に昇圧し、負電圧発生用チャージポンプで負電圧側の所定電圧ＶOL（例えば、－
５Ｖ）に昇圧する。
【０００６】
垂直ドライバ６は、負電圧発生用チャージポンプで生成された負電圧側の所定電圧ＶOLを
受けて動作し、フレーム転送クロックφｆ及び垂直転送クロックφｖを生成してＣＣＤイ
メージセンサ３の撮像部及び蓄積部に供給する。ここで、フレーム転送クロックφｆ及び
垂直転送クロックφｖは、タイミング制御回路１３から供給されるフレームシフトタイミ
ング信号ＦＴ、垂直同期信号ＶＴ及び水平同期信号ＨＴに従うタイミングで生成される。
これにより、撮像部に蓄積される情報電荷がフレームシフトタイミング信号ＦＴに従うタ
イミングで蓄積部にフレーム転送され、蓄積部に保持される情報電荷が垂直同期信号ＶＴ
及び水平同期信号ＨＴに従うタイミングで水平転送部にライン転送される。
【０００７】
水平ドライバ８は、レギュレート回路２から供給される調整電圧ＶKを受けて動作し、水
平転送クロックφｈを生成してＣＣＤイメージセンサ３の水平転送部に供給する。ここで
、水平転送クロックφｈは、タイミング制御回路１３から供給される垂直同期信号及び水
平同期信号に従うタイミングで生成される。これにより、水平転送部に取り込まれた情報
電荷が、水平同期信号ＨＴに従うタイミングで順次１画素単位で水平転送されて、画像信
号Ｙ(t)として出力される。
【０００８】
信号処理回路９は、アナログ処理部１０、Ａ／Ｄ変換器１１、デジタル処理部１２から構
成される。アナログ処理部１０は、ＣＣＤイメージセンサ３から出力される画像信号Ｙ(t
)に対して、ＣＤＳ(Correlated Double Sampling：相関二重サンプリング)、ＡＧＣ（Aut
omatic Gain Control：自動利得制御）等のアナログ信号処理を施す。ＣＤＳでは、リセ
ットレベルと信号レベルとを繰り返す画像信号Ｙ(t)に対し、リセットレベルをクランプ
した後に信号レベルを取り出すようにして、信号レベルの連続する画像信号を生成する。
ＡＧＣでは、ＣＤＳで取り出された画像信号を１画面、或いは、１垂直走査期間単位で積
分して、その積分データを所定の範囲内に収めるようにゲインのフィードバック制御を行
う。Ａ／Ｄ変換器１１は、アナログ処理部１０から出力される画像信号をＣＣＤイメージ
センサ３の出力タイミングに同期して規格化し、デジタル信号の画像データＹ(n)を出力
する。
【０００９】
デジタル処理部１２は、画像データＹ(n)に対して、色分離、マトリクス演算等の処理を
施し、輝度信号及び色差信号を含む画像データＹ'(n)を生成する。例えば、色分離処理に
おいては、ＣＣＤイメージセンサ３の撮像部に装着されるカラーフィルタの色配列に従っ
て画像データＹ(n)を振り分け、複数の色成分信号を生成する。また、マトリクス演算処
理においては、振り分けた各色成分を合成して輝度信号を生成すると共に、各色成分から
輝度成分を差し引いて色差信号を生成する。
【００１０】
タイミング制御回路１３は、一定周期の基準クロックＣＫをカウントする複数のカウンタ
から構成され、ＣＣＤイメージセンサ３の垂直走査及び水平走査のタイミングを決定する
。タイミング制御回路１３は、クロック供給端子（図示せず）を介して供給される基準ク
ロックＣＫを分周して、フレームタイミング信号ＦＴ、垂直同期信号ＶＴ及び水平同期信
号ＨＴを生成し、垂直ドライバ６及び水平ドライバ８に供給する。また、タイミング制御
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回路１３は、アナログ処理部１０、Ａ／Ｄ変換器１１及びデジタル処理部１２に対してタ
イミング信号を供給し、各回路の動作をＣＣＤイメージセンサ３の動作タイミングに同期
させる。
【００１１】
出力回路１４は、調整電圧ＶKを受けて動作し、信号処理回路９から出力される画像デー
タＹ’(n)を取り込んで、ＣＰＵ（C entral Processing Unit）１６、メモリ１７、ディ
スプレイドライバ１８等の外部機器にシステムバス１５を介して出力する。ＣＰＵ１６は
、外部から命令される指示に応答して、撮像装置、メモリ１７、ディスプレイドライバ１
８の動作を統括的に制御する。メモリ１７は、例えば、フラッシュメモリ、メモリカード
等の脱着可能なリムーバブルメモリ、ハードディスク等の固定メモリであり、撮像装置か
ら出力される画像データＹ'(n)を記憶する。ディスプレイドライバ１８は、撮像装置から
出力される画像データＹ'(n)を受けて表示パネル１９を駆動し、再生画像を表示する。
【００１２】
そして、上述の構成を有する撮像装置は、次のように動作する。先ず、バッテリからの電
源電圧ＶDD（例えば、３.２Ｖ）が供給されると、レギュレート回路２に取り込まれ、電
源電圧ＶDDよりも低い調整電圧ＶK（例えば、２.９Ｖ）に調整されて出力される。次いで
、この調整電圧ＶKは、駆動装置４及び信号処理装置７内の各回路に供給される。
【００１３】
駆動装置４側に供給された調整電圧ＶKは、正電圧発生用チャージポンプで正電圧側の所
定電圧（例えば、５Ｖ）に昇圧されて電子シャッタ用の排出電圧としてＣＣＤイメージセ
ンサ３に供給される。また、駆動回路５に取り込まれた調整電圧ＶKは、負電圧発生用チ
ャージポンプで負電圧側の所定の電圧（例えば、－５Ｖ）に昇圧されて垂直ドライバ６に
供給される。そして、垂直ドライバ６を動作させ、ＣＣＤイメージセンサ３のフレーム転
送及びライン転送に必要なクロックパルスφｆ、φｖが生成され、撮像部及び蓄積部に供
給される。
【００１４】
一方、信号処理装置７側に供給された調整電圧ＶKは、水平ドライバ８、信号処理回路９
、タイミング制御回路１３及び出力回路１４の各回路に取り込まれ、各回路を動作させる
。タイミング制御回路１３で、各種のタイミング信号が生成されて各回路に供給され、水
平ドライバ８でＣＣＤイメージセンサ３の水平転送に必要なクロックパルスφｈが生成さ
れる。また、信号処理回路９でＣＣＤイメージセンサ３から出力される画像信号Ｙ(t)に
対して所定のアナログ信号処理及びデジタル信号処理が施され、画像信号Ｙ'(n)が出力回
路１４からシステムバス１５を介して出力される。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
上述した撮像装置に搭載される信号処理装置においては、バッテリからの電源電圧をレギ
ュレート回路で所定の調整電圧に調整した後、信号処理装置を構成するすべての回路に共
通に供給するように構成している。このため、信号処理装置内の回路に供給される電源電
圧は単一であり、レギュレート回路では、通常、信号処理回路よりも動作電圧の高い出力
回路の動作電圧に合わせて調整電圧の電圧値が設定されている。このため、信号処理回路
は、レギュレート回路で設定される調整電圧よりも低い電源電圧で動作するにも拘わらず
、それよりも高い電源電圧が供給されており、不要な電力を消費している。これにより、
撮像装置全体としての消費電力を増大させているという問題があった。
【００１６】
また、従来の構成において、消費電力を抑制するために、信号処理装置の動作の必要がな
いときに調整電圧の出力を停止することが考えられる。しかしながら、出力回路への供給
電圧の電圧レベルを外部機器の入力レベルに常に合わせておく必要があるため、容易に電
源電圧の供給を停止することができない。例えば、ＣＣＤイメージセンサが信号出力を停
止しており、外部機器が動作している場合、電源電圧の供給を停止すると、外部機器側か
ら出力回路側へシステムバスを介して電流が流れ得る。このときに流れる電流の電流量が
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、外部機器側、或いは出力回路側の電流許容量を越える場合、各機器を破壊してしまうお
それがある。従って、信号処理装置が動作を停止していても、外部機器が動作を続けてい
れば、レギュレート回路の出力を停止することができない。このため、信号処理装置では
、動作的には停止状態であるにも拘わらず、電源電圧が供給され続けるという状況にあっ
た。これにより、信号処理回路で電流リークが発生し、不要な電力消費がなされてしまう
という不都合が生じていた。
【００１７】
そこで、本願発明は、不要な電力消費を削減して消費電力を低減することのできる画像信
号処理装置の提供を目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本願発明は、上述の課題に鑑み、なされたもので、その特徴とするところは、固体撮像素
子から出力される画像信号に対して所定の信号処理を施し、所定のフォーマットに従う画
像信号を外部機器に出力する画像信号処理装置において、電源電圧を取り込んで前記固体
撮像素子の出力レベルに応じた第１の電圧を発生する第１のレギュレート回路と、前記電
源電圧を取り込んで前記外部機器の入力レベルに応じた第２の電圧を発生する第２のレギ
ュレート回路と、前記固体撮像素子及び前記外部機器の少なくとも一方の動作に応じて前
記電源電圧、或いは前記第２の電圧の何れかを選択して出力する切換回路と、前記第１の
電圧を受けて動作し、前記固体撮像素子から出力される画像信号に対して所定の信号処理
を施す信号処理回路と、前記切換回路の出力電圧を受けて動作し、前記信号処理回路で信
号処理の施された画像信号を出力する出力回路と、を備えたことにある。
【００１９】
本願発明によれば、信号処理回路に対して第１のレギュレート回路から第１の電圧を供給
し、出力回路に対して第２のレギュレート回路から第２の電圧を供給する。これにより、
信号処理回路及び出力回路に対し、独立して電源電圧を供給することができる。また、出
力回路の前段には、固体撮像素子及び外部機器の少なくとも一方の動作に応じて、電源電
圧、或いは第２の電圧の何れかを選択的に出力する切換回路が設けられる。これにより、
その時々に応じた電源電圧を出力回路に供給することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は、本願発明の信号処理装置を採用する撮像装置の構成を示すブロック図である。尚
、この図において、図５と同一の構成については同じ符号が付してある。本願発明の特徴
とするところは、信号処理装置２１内の信号処理回路９及び出力回路１４に対して、それ
ぞれレギュレート回路を設け、各回路に独立して電源電圧を供給することにある。更に、
外部からの電源電圧とレギュレート回路からの出力電圧との何れかを一方を選択して出力
する切換回路を設け、ＣＣＤイメージセンサ３及び外部機器の動作に応じて出力回路への
供給電圧を切り替えることを特徴とする。
【００２１】
信号処理装置２１は、水平ドライバ８、信号処理回路９及び出力回路１４から構成され、
ＣＣＤイメージセンサ３から出力される画像信号Ｙ(t)に対して所定の信号処理を施し、
信号処理の施された画像信号を、ＣＰＵ１６、メモリ１７、ディスプレイドライバ１８等
の外部機器に出力する。更に、信号処理装置２１は、第１及び第２のレギュレート回路２
２、２３を有し、水平ドライバ８及び信号処理回路９の前段に第１のレギュレート回路２
２が配置され、出力回路１１の前段に第２のレギュレート回路２３が配置される。
【００２２】
第１及び第２のレギュレート回路２２、２３は、電源供給端子を介してバッテリ（図示せ
ず）から供給される電源電圧ＶDDを取り込んで所定の調整電圧を生成する。これら第１及
び第２のレギュレート回路２２、２３は、次段の回路に合わせて出力電圧が設定されてい
る。第１のレギュレート回路２２は、その出力電圧が次続の水平ドライバ８及び信号処理
回路９の最適動作電圧（例えば、２.０～２.５Ｖ）と同等となるように設定されており、
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第１の電圧ＶAを出力する。第２のレギュレート回路２３は、その出力電圧が出力回路１
４の最適動作電圧（例えば、２.９Ｖ）、即ち、外部機器の入力レベルに対応するように
設定されており、第２の電圧ＶBを出力する。
【００２３】
このように信号処理装置２１内に複数のレギュレート回路を設け、信号処理回路９及び出
力回路１４に対してそれぞれレギュレート回路を配置することで、独立して電源電圧を供
給することができる。これにより、不要な電力消費を回避することができ、消費電力の低
減を図ることができる。更に、レギュレート回路の出力電圧の設定を、信号処理回路９及
び出力回路１４の各回路の最適な動作電圧に合わせて行うことで、それぞれに適した電源
電圧を供給することができる。これにより、各回路の動作特性の向上を図ることができる
。
【００２４】
また、第１及び第２のレギュレート回路２２、２３は、ＣＣＤイメージセンサ３の動作状
態に応じて動作するように構成されている。具体的には、ＣＣＤイメージセンサ３の動作
状態に応じてＣＰＵ１６から出力される制御信号ＣＥを受けて動作するように構成され、
ＣＣＤイメージセンサ３が動作を停止しているとき、第１及び第２の電圧ＶA、ＶBの出力
を停止して、出力側の電位を接地電位ＶG（例えば、０Ｖ）に引き下げる。このようにＣ
ＣＤイメージセンサ３の動作状態に応じてレギュレート回路の出力を停止することで、Ｃ
ＣＤイメージセンサ３が停止中に電源電圧が供給されるのが防止される。これにより、Ｃ
ＣＤイメージセンサ３が停止中の電力消費を回避することができる。
【００２５】
切換回路２４は、電源電圧ＶDDと第２の電圧ＶBとを取り込み、外部機器の入力レベルに
応じて電源電圧ＶDDと第２の電圧ＶBとの何れか一方を選択的に出力する。切換回路２４
は、２つの入力端子２４ａ、２４ｂと１つの出力端子２４ｃを備えて構成され、一方の入
力端子２４ａが第２のレギュレート回路２３に接続され、他方の入力端子２４ｂが電源供
給端子に接続される。そして、出力端子２４ｃが出力回路１４に接続される。また、切換
回路２４は、その接続状態を切り替える制御信号ＳＥをＣＰＵ１６から受けるように構成
され、制御信号ＳＥに応答して出力電圧ＶHを切り替える。つまり、ＣＰＵ１６から切換
回路２４に対して、ＣＣＤイメージセンサ３及び外部機器の動作状態に応じて出力を切り
替えるように指示が与えられ、切換回路２４はその指示に従って２つの入力端子２４ａ、
２４ｂと出力端子２４ｃとの接続状態を切り替える。
【００２６】
図２は、第１及び第２のレギュレート回路２２、２３の一例を示す回路構成図である。第
１及び第２のレギュレート回路２２、２３の各回路は、基本的に同一の構成であり、接続
切換部３１、Ｐチャンネル型トランジスタ３２、抵抗器列３３、コンパレータ３４及び基
準電圧発生部３５で構成される。接続切換部３１は、電源供給端子とＰチャンネル型トラ
ンジスタ３２との間に接続される。Ｐチャンネル型トランジスタ３２は、接続切換部３１
とレギュレート回路の出力端子との間に接続され、ゲートがコンパレータ３４の出力端子
に接続される。抵抗器列３３は、Ｐチャンネル型トランジスタ３２のドレインと接地側と
の間に抵抗器３３ａ及び抵抗器３３ｂが直列に接続されて構成され、抵抗器３３ａと抵抗
器３３ｂとの中間点がコンパレータ３４の非反転入力端子に接続される。基準電圧発生部
３５は、コンパレータ３４の反転入力端子に接続される。
【００２７】
第１及び第２のレギュレート回路２２、２３は、次のように動作する。ここで、抵抗器３
３ａ及び抵抗器３３ｂの抵抗値をそれぞれＲ1、Ｒ2とする。先ず、電源供給端子を介して
電源電圧ＶDDが供給されると、Ｐチャンネル型トランジスタ３２がオンし、電源電圧ＶDD

が抵抗器列３３に供給される。次いで、抵抗器列３３によって電源電圧ＶDDが分圧されて
、抵抗器列３３の中間点の電位ＶXがＶX＝（Ｒ2／（Ｒ1＋Ｒ2））・ＶDDとなり、コンパ
レータ３４の非反転入力端子に供給される。
【００２８】
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次いで、コンパレータ３４が分圧電圧ＶXと反転入力端子に供給される基準電圧ＶRとの電
位差に応じて動作し、分圧電圧ＶXと基準電圧ＶRが等しくなるようにＰチャンネル型トラ
ンジスタ３２のオン抵抗を制御する。具体的には、基準電圧ＶRよりも分圧電圧ＶXの方が
高い場合にＰチャンネル型トランジスタ３２をオンする方向に動作し、基準電圧ＶRより
も分圧電圧ＶXの方が低い場合にＰチャンネル型トランジスタ３２をオフする方向に動作
する。そして、抵抗器列３３を構成する各抵抗器３３ａ、３３ｂの抵抗値Ｒ1、Ｒ2の比と
、基準電圧発生部３５から出力される基準電圧ＶRとによって、一定の電圧ＶOUT=（（Ｒ1
＋Ｒ2）／Ｒ2）・ＶRがレギュレート回路の出力端子側に生成され、調整電圧として次段
の回路に供給される。
【００２９】
このようにレギュレート回路から出力される調整電圧は、抵抗器列３３の分圧比及び基準
電圧ＶRによって決定される。従って、第１及び第２のレギュレート回路２２、２３の各
回路では、次段の回路の最適動作電圧に応じて、抵抗器列３３の分圧比及び基準電圧ＶR

が設定され、各回路に適した調整電圧が生成される。
【００３０】
また、第１及び第２のレギュレート回路２２、２３は、上述の構成に加え、接続切換部３
１、コンパレータ３４及び基準電圧発生部３５が、ＣＣＤイメージセンサ３の動作状態に
応じて動作するように構成されている。具体的には、接続切換部３１、コンパレータ３４
及び基準電圧発生部３５は、制御信号ＣＥを受けて動作し、制御信号ＣＥがＣＣＤイメー
ジセンサ３の動作中に対応するレベルを示すとき、接続切換部３１が電源供給端子とＰチ
ャンネル型トランジスタ３２とを接続し、基準電圧発生部３５が基準電圧ＶRを出力し、
コンパレータ３４が分圧電圧ＶXと基準電圧ＶRとを等しくするようにＰチャンネル型トラ
ンジスタ３１のオン抵抗を制御する。一方、制御信号ＣＥがＣＣＤイメージセンサ３の動
作の停止に対応するレベルを示すとき、接続切換部３１が電源供給端子とＰチャンネル型
トランジスタ３２との接続を遮断し、コンパレータ３４及び基準電圧発生部３５がその動
作を停止する。
【００３１】
このようにＣＣＤイメージセンサ３の動作の停止に応じて、レギュレート回路を構成する
各部の動作を停止することで、レギュレート回路自身での電力消費量を削減することがで
きる。これにより、消費電力を更に低減させることができる。
【００３２】
図３は、図１の信号処理装置の動作を示すタイミング図である。尚、この図において、Ｃ
ＰＵ１６から出力される制御信号ＣＥは、ＣＣＤイメージセンサ３の動作中に対してＨレ
ベルが対応付けられ、停止中に対してＬレベルが対応付けられるものとする。また、制御
信号ＣＥと同様にＣＰＵ１６から出力される制御信号ＳＥは、切換回路２４の出力電圧Ｖ

Hの電源電圧ＶDD側への切り替えに対し、Ｈレベルが対応付けられ、第２の電圧ＶB側への
切り替えに対し、Ｌレベルが対応付けられるものとする。
【００３３】
以下の説明において、電源電圧ＶDDの電圧値をＶD[Ｖ]とし、第１及び第２のレギュレー
ト回路２２、２３で生成される第１及び第２の電圧ＶA、ＶBの電圧値をそれぞれＶa[Ｖ]
、Ｖb[Ｖ]とし、更に、接地点ＶGNDの電圧値をＶG[Ｖ]と定義する。
【００３４】
先ず、タイミングｔ1において、ＣＣＤイメージセンサ３及び外部機器が駆動中である。
このとき、ＣＰＵ１６から出力される制御信号ＣＥはＨレベルを示し、制御信号ＳＥはＬ
レベルを示す。この結果、制御信号ＣＥに応答して、第１及び第２のレギュレート回路２
２、２３が電源電圧ＶD[Ｖ]（例えば、３.２Ｖ）を取り込んで第１の電圧ＶAとしてＶa[
Ｖ]（例えば、２.０～２.５Ｖ）、第２の電圧ＶBとしてＶb[Ｖ]（例えば、２.９Ｖ)を発
生する。一方、制御信号ＳＥに応答して、切換回路２４が入力端子２４ａと出力端子２４
ｃとを接続するように動作し、出力電圧ＶHとして第２の電圧ＶB側を選択する。そして、
出力回路２４に動作電圧として電圧Ｖb[Ｖ]が供給される。これにより、ＣＣＤイメージ
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センサ３から出力される画像信号Ｙ(t)に対し、信号処理回路９で所定の信号処理が施さ
れると共に、処理の施された画像信号Ｙ'(n)が出力回路１４を介して外部機器側に出力さ
れる。
【００３５】
次いで、タイミングｔ2において、ＣＣＤイメージセンサ３のみが動作を停止し、外部機
器が動作を続ける。このとき、制御信号ＣＥはＬレベルに立ち下がり、制御信号ＳＥはＨ
レベルに立ち上がる。この結果、制御信号ＣＥに応答して、第１及び第２のレギュレート
回路２２、２３が第１及び第２の電ＶA、ＶBの出力を停止し、その出力電圧をＶG[Ｖ]（
例えば、０Ｖ）とする。一方、制御信号ＳＥに応答して、切換回路２４が入力端子２４ｂ
と出力端子２４ｃを接続するように動作し、出力電圧ＶHとして電源電圧ＶDD側を選択す
る。そして、信号処理回路９への動作電圧の供給を停止し、出力回路１４にのみ動作電圧
として電圧ＶD[Ｖ]を供給する。これにより、出力回路１４の出力側をハイインピーダン
ス状態に設定し、外部機器側から出力回路側へ電流が流れるのを防止する。従って、信号
処理装置２１と外部機器との接続を維持したままで、信号処理回路９への電源電圧の供給
を停止することができる。換言すれば、外部機器の動作状態に拘わらず、ＣＣＤイメージ
センサ３の動作状態に合わせて、信号処理回路９への電源電圧の供給を停止することがで
き、不要な電力消費を防止することができる。
【００３６】
そして、タイミングｔ3において、ＣＣＤイメージセンサ３に続いて外部機器が動作を停
止する。このとき、制御信号ＣＥはＬレベルを保持し、制御信号ＳＥはＬレベルに立ち下
がる。この結果、第１及び第２のレギュレート回路２２、２３からの第１及び第２の電圧
ＶA、ＶBの出力は停止されたまま、制御信号ＳＥに応答して、切換回路２４が第２の電圧
ＶB側を選択するように動作する。これにより、出力回路１４への電源電圧の供給が停止
される。従って、ＣＣＤイメージセンサ３及び外部機器が動作を停止しているとき、信号
処理回路９及び出力回路１４に対して電源電圧が供給されるのが防止される。これは、信
号処理装置が外部に接続されるバッテリを電源として動作している場合、特に有効である
。即ち、バッテリを電源として用いているものの場合、電源供給側でバッテリからの電圧
の供給をカットする手段を備えていないものがあり、このタイプのものでは、ＣＣＤイメ
ージセンサ３及び外部機器を含むシステム全体が停止しているにも拘わらず、信号処理装
置に電源電圧が供給され得る。従って、信号処理回路９及び出力回路１４が動作を停止し
ていても、回路内部で電流リークが発生することがあり、実質的には電力が消費されてい
る。そこで、ＣＣＤイメージセンサ３及び外部機器が停止しているときにおいては、電源
電圧の供給を停止することで、各回路で発生する電流リークを確実に防止することができ
、不要な電力消費を回避することができる。
【００３７】
ところで、信号処理装置２１には、出力電圧に制限のあるバッテリが電源として接続され
るとは限らず、既にレギュレートされた電源電圧が供給される場合もある。このとき、調
整電圧の電圧値が外部機器の入力レベル、即ち、出力回路１４で必要な電源電圧（例えば
、２.９Ｖ）に設定されていることがあり得る。このような場合、ＣＣＤイメージセンサ
３が動作中のとき、切換回路２４は電源電圧ＶDD側を選択するように動作する。この結果
、出力回路１４には電源電圧ＶDDが第２のレギュレート回路２３を介さずに直接供給され
、電力消費が抑制される。つまり、レギュレート回路を介して電源電圧を供給すると、レ
ギュレート回路で少なからず電圧降下が生じて電力が消費されるが、出力回路１４に直接
電源電圧ＶDDを供給することで、この電力消費を回避することができる。尚、外部機器の
動作状態に対しては、図３に示すものと同様に動作する。即ち、外部機器が動作中のとき
、切換回路２４が電源電圧ＶDD側を選択してシステムバス１５の接続状態を維持する。一
方、外部機器が動作を停止するとき、切換回路２４が第２の電圧ＶB側を選択して出力回
路１４への電源電圧の供給を停止する。
【００３８】
図４は、本願発明の第２の実施形態を示す図であり、本願発明の信号処理装置を採用する



(9) JP 4222772 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

撮像装置の構成を示すブロック図である。この図において、図１と同一の構成については
、同じ符号が付してあり、その説明を割愛する。
【００３９】
信号処理装置２１’は、水平ドライバ８、信号処理回路９、タイミング制御回路１３、出
力回路１４、第１乃至第３のレギュレート回路２２、２３、４１及び切換回路２４で構成
される。この信号処理装置２１’は、アナログ処理部１０及びＡ／Ｄ変換器１１の前段に
第１のレギュレート回路２２を設け、出力回路１４の前段に第２のレギュレート回路２３
を設け、更に、デジタル処理部１２及びタイミング制御回路１３の前段に第３のレギュレ
ート回路４１を設ける。
【００４０】
第１のレギュレート回路２２は、アナログ処理部１０及びＡ／Ｄ変換器１１の最適な動作
電圧（例えば、２.５Ｖ）と同等の電圧を出力するように設定されており、バッテリ（図
示せず）からの電源電圧ＶDDを取り込んで、第１の電圧ＶAを生成する。第２のレギュレ
ート回路２３は、出力回路１４の最適動作電圧（例えば、２.９Ｖ）、即ち、外部機器の
入力レベルに対応する電圧を出力するように設定されており、バッテリからの電源電圧Ｖ

DDを取り込んで、第１の電圧ＶAより電圧値の高い第２の電圧ＶBを生成する。第３のレギ
ュレート回路４１は、デジタル処理部１２及びタイミング制御回路１３の最適な動作電圧
（例えば、２.０Ｖ）と同等の電圧を出力するように設定されており、バッテリからの電
源電圧ＶDDを取り込んで、第１の電圧ＶAより電圧値の低い第３の電圧ＶCを生成する。
【００４１】
このように、アナログ処理部１０及びデジタル処理部１２の各部に対してレギュレート回
路を配置することで、アナログ処理部１０及びデジタル処理部１２の各部に適した電源電
圧を供給することができる。これにより、各部の信号処理動作における特性の向上を図る
ことができる。更に、第３のレギュレート回路４１で、第１の電圧ＶAより電圧値の低い
第３の電圧ＶCを生成し、独立してデジタル処理部１２に供給することで、消費電力の低
減を図ることができる。
【００４２】
また、第３のレギュレート回路４１は、図２に示す第１及び第２のレギュレート回路２２
、２３と同一の構成であり、デジタル処理部１２の最適な動作電圧に応じて抵抗器列の分
圧比及び基準電圧発生部の基準電圧が設定されていると共に、制御信号ＣＥを受けて動作
するように構成される。即ち、制御信号ＣＥを介して出力電圧の停止が指示されたとき、
第１乃至第３の電圧ＶA～ＶCの出力を停止すると共に、レギュレート回路内部の基準電圧
発生部及びコンパレータの動作を停止する。これにより、ＣＣＤイメージセンサ３が動作
を停止しているときに、アナログ処理部１０及びデジタル処理部１２に電源電圧が供給さ
れるのが防止されると共に、レギュレート回路自身における電力消費が防止される。この
結果、消費電力の低減を図ることができる。
【００４３】
図５は、本願発明の第３の実施形態の構成を示す図であり、本願発明の信号処理装置を採
用する撮像装置の構成を示すブロック図である。尚、この図において、図１乃至図４に示
すものと同一の構成については、同じ符号が付してあり、その説明を割愛する。
【００４４】
この第３の実施形態において、先の第１の実施形態や第２の実施形態と相違する点は、外
部レギュレート回路２を設け、この外部レギュレート回路２からの出力電圧を信号処理装
置５１内の水平ドライバ８、アナログ処理部１０及びＡ／Ｄ変換器１１に供給する点にあ
る。
【００４５】
外部レギュレート回路２は、図７に示すものと同一の構成を有し、その出力電圧（調整電
圧ＶK）を信号処理装置５１に供給する。ただし、この第３の実施形態では、調整電圧ＶK

が水平ドライバ８、アナログ処理部１０及びＡ／Ｄ変換器１１の最適な動作電圧（例えば
、２．５Ｖ）に合わせて設定されている。第３の実施形態においては、この外部レギュレ
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ート回路２からの出力電圧が、信号処理装置５１に対する電源電圧となっている。
【００４６】
信号処理装置５１は、先の信号処理装置２１、２１’と同様に、水平ドライバ８、信号処
理回路９、タイミング制御回路１３及び出力回路１４を有し、デジタル処理部１２の前段
に第１のレギュレート回路２２、出力回路１４の前段に切換回路２４を設け、更にその前
段に第２のレギュレート回路２３を設けて構成される。
【００４７】
第１のレギュレート回路２２は、デジタル処理部１２及びタイミング制御回路１３の最適
な動作電圧（例えば、２．０Ｖ）と同等の電圧を出力するように設定されており、外部レ
ギュレート回路２からの電源電圧を取り込んで、第１の電圧ＶA’を生成する。切換回路
２４は、図１及び図４と同様に、２つの入力端子２４ａ、２４ｂを備えており、各入力端
子が第２のレギュレート回路２３、外部レギュレート回路２に接続される。そして、制御
信号ＳＥに応答して動作し、２つの入力端子の何れか一方と出力端子２４ｃとを導通させ
る。第２のレギュレート回路２３は、外部レギュレート回路２からの電源電圧を取り込み
、出力回路１４の動作電圧に合わせて設定される調整電圧（例えば、１．８Ｖ）に変換し
て第２の電圧ＶB’として出力する。
【００４８】
図６は、図５の動作を説明するタイミング図である。撮像装置及び外部機器が共に動作す
るタイミングｔ１～ｔ２において、入力端子２４ａ側を選択して出力回路１４へ第２の電
圧ＶB’を出力すると共に、撮像装置だけが動作を停止するタイミングｔ２～ｔ３におい
て、入力端子２４ｂ側を選択して出力回路１４へ調整電圧ＶKを出力する。そして、撮像
装置及び外部機器の両者が動作を停止するタイミングｔ３以降において、入力端子２４ａ
側を選択して第２のレギュレート回路２３の出力側の電位ＶG[V]（例えば、０Ｖ）を出力
回路１４へ出力する。この結果、出力回路１４へは、撮像装置及び外部機器の動作状態に
応じた電圧が、適宜供給されることとなる。
【００４９】
この第３の実施形態によれば、第１の実施形態や第２の実施形態と同様に、信号処理回路
５１内の各回路に適した電圧を供給することができると共に、撮像装置及び外部機器の動
作状態に応じて出力回路１４への供給電圧を切り換えることができる。これにより、信号
処理装置５１の動作特性を向上させることができると共に、撮像装置の動作が停止してい
るとき、或いは、撮像装置及び外部機器の両者の動作が停止しているときの不要な電力消
費を防止することができる。
【００５０】
以上、図１乃至図６を参照しつつ、本願発明の実施形態を説明した。以上の実施形態にお
いては、水平ドライバ８に対して、アナログ処理部１０及びＡ／Ｄ変換器１１と同等の電
圧を供給する構成としているが、これに限られるものではない。例えば、ＣＣＤイメージ
センサ３の仕様によって、水平ドライバ８の最適な動作電圧がアナログ処理部１０及びＡ
／Ｄ変換器１１の動作電圧よりもデジタル処理部１２及びタイミング制御回路１３の動作
電圧に近くなったような場合には、デジタル処理部１２及びタイミング制御回路１３と同
等の電圧を供給する構成としても良い。
【００５１】
【発明の効果】
本願発明によれば、信号処理回路及び出力回路のそれぞれにレギュレート回路を設けるこ
とで、信号処理回路及び出力回路の各回路に対して、独立して電源電圧を供給することが
できる。更に、出力回路に供給する電圧を選択する切換回路を設けることで、固体撮像素
子及び外部機器のそれぞれの動作状態に適した電源電圧を供給することができる。これに
より、不要な電力消費を防止することができ、消費電力の低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の第１の実施形態を示す図であり、本願発明の信号処理装置を採用する
撮像装置の構成を示すブロック図である。
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【図２】図１のレギュレート回路の一例を示す回路構成図である。
【図３】図１の動作を説明するタイミング図である。
【図４】本願発明の第２の実施形態を示す図であり、本願発明の信号処理装置を採用する
撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本願発明の第３の実施形態を示す図であり、本願発明の信号処理装置を採用する
撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図６】図５の動作を説明するタイミング図である。
【図７】従来の撮像装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
２：レギュレート回路
３：ＣＣＤイメージセンサ
４：駆動装置
５：昇圧回路
６：垂直ドライバ
７、２１、２１’、５１：信号処理装置
８：水平ドライバ
９：信号処理回路
１０：アナログ処理部
１１：Ａ／Ｄ変換器
１２：デジタル処理部
１３：タイミング制御回路
１４：出力回路
１５：システムバス
１６：メモリ
１７：ディスプレイドライバ
２２：第１のレギュレート回路
２３：第２のレギュレート回路
２４：切換回路
４１：第３のレギュレート回路
３１：接続切換部
３２：Ｐチャンネル型トランジスタ
３３：抵抗器列
３４：コンパレータ
３５：基準電圧発生部
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【図３】 【図４】
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