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(57)【要約】
【課題】製造が容易な分光特性の異なる受光素子を提供
する。
【解決手段】フォトダイオード１、２の受光面に、検出
対象の光を透過し、導電性を有するシールドを設けるこ
とにより、外部から進入する電磁波によってフォトダイ
オード１、２に電荷が誘起されるのを抑制する。また、
光の透過率が波長に依存する２種類のフィルタを、それ
ぞれフォトダイオード１、２の受光面に設けることによ
り、これらの分光特性に差分を設けることができる。シ
ールドやフィルタは、例えば、ポリシリコンや所定の導
電型の半導体の薄膜で構成することができ、これらの製
造プロセスを、半導体製造プロセスに組み込むことによ
って容易に製造することができる。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の受光素子に蓄積された電荷と、第２の受光素子に蓄積された電荷の差分を用いて
光強度を検知するための光検出半導体装置であって、
　前記第１の受光素子は、
　第１導電型の半導体によって構成された半導体基板と、
　前記半導体基板の表面から所定の深さにかけて形成された第２導電型の半導体による第
１の導電層と、から構成され、
　前記第２の受光素子は、
　前記半導体基板と、
　前記半導体基板の表面から所定の深さにかけて形成された第２導電型の半導体による第
２の導電層と、
　から構成され、
　前記第１の導電層の表面には、光の透過度が光の波長に依存するフィルタ層が形成され
、前記第２の導電層の表面には、前記フィルタ層と異なる依存性を有するフィルタ層が形
成されているか、又は形成されていないことを特徴とする光検出半導体装置。
【請求項２】
　前記フィルタ層は導電性を有することを特徴とする請求項１に記載の光検出半導体装置
。
【請求項３】
　前記フィルタ層は、第１導電型の半導体によって構成されていることを特徴とする請求
項１、又は請求項２に記載の光検出半導体装置。
【請求項４】
　前記フィルタ層は、ポリシリコンによって構成されていることを特徴とする請求項１、
又は請求項２に記載の光検出半導体装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのうちの何れか１の請求項に記載の光検出半導体装置と接続
し、当該光検出半導体装置の第１の受光素子と、第２の受光素子に、発生した電荷を蓄積
させる蓄積手段と、
　前記蓄積された電荷の差分を取得する差分取得手段と、
　前記取得した差分を出力する差分出力手段と、
　を具備したことを特徴とする光検出装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の光検出装置と、
　画像を表示する画像表示手段と、
　前記光検出装置の出力を用いて外界の明るさを判断する明るさ判断手段と、
　前記判断した明るさに応じて前記画像表示手段の輝度を調節する輝度調節手段と、
　を具備したことを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光検出半導体装置、光検出装置、及び画像表示装置に関し、例えば、受光素
子を用いて外界の照度を計測するものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、携帯電話に設けられた液晶表示画面のバックライトの輝度を外界の明るさ応じ
て調節するなど、外界の照度を照度計で測定して、その測定値を基に制御対象を制御する
ことが行われている。
　照度計には、受光した光の強さ（光強度）を、それに応じた電流に変換するフォトダイ
オードなどの半導体装置で構成された受光素子が用いられている。
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【０００３】
　しかし、受光素子の材料であるシリコン（Ｓｉ）は赤外光に感度のピークをもつため、
可視光、紫外光のセンサを実現するために、分光特性の異なる受光素子の電流の差を出力
することで所望の分光特性を得ている。
　例えば、分光特性の異なる受光素子を適当に組み合わせることにより、可視光での光を
検出し、肉眼に近い分光特性を実現することができる。
　このように２つの受光素子を組み合わせて所望の分光特性を得る技術として次の特許文
献１の「半導体光検出装置」がある。
【特許文献１】特開平１－２０７６４０号公報
【０００４】
　この技術は、Ｐ型基板上に深さの異なるＮ型層を２つ形成することにより分光特性の異
なるフォトダイオードを２つ形成し、両者の電流の差分を取ることにより紫外領域での光
を検知するものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来技術においては、分光特性の異なるフォトダイオードを作るためにＰ型基
盤に深さの異なるＮ型層を形成する必要があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、製造が容易な分光特性の異なる受光素子を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前記目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、第１の受光素子に
蓄積された電荷と、第２の受光素子に蓄積された電荷の差分を用いて光強度を検知するた
めの光検出半導体装置であって、前記第１の受光素子は、第１導電型の半導体によって構
成された半導体基板と、前記半導体基板の表面から所定の深さにかけて形成された第２導
電型の半導体による第１の導電層と、から構成され、前記第２の受光素子は、前記半導体
基板と、前記半導体基板の表面から所定の深さにかけて形成された第２導電型の半導体に
よる第２の導電層と、から構成され、前記第１の導電層の表面には、光の透過度が光の波
長に依存するフィルタ層が形成され、前記第２の導電層の表面には、前記フィルタ層と異
なる依存性を有するフィルタ層が形成されているか、又は形成されていないことを特徴と
する光検出半導体装置を提供する。
　請求項２に記載の発明では、前記フィルタ層は導電性を有することを特徴とする請求項
１に記載の光検出半導体装置を提供する。
　請求項３に記載の発明では、前記フィルタ層は、第１導電型の半導体によって構成され
ていることを特徴とする請求項１、又は請求項２に記載の光検出半導体装置を提供する。
　請求項４に記載の発明では、前記フィルタ層は、ポリシリコンによって構成されている
ことを特徴とする請求項１、又は請求項２に記載の光検出半導体装置を提供する。
　請求項５に記載の発明では、請求項１から請求項４までのうちの何れか１の請求項に記
載の光検出半導体装置と接続し、当該光検出半導体装置の第１の受光素子と、前記第２の
受光素子に、発生した電荷を蓄積させる蓄積手段と、前記蓄積された電荷の差分を取得す
る差分取得手段と、前記取得した差分を出力する差分出力手段と、を具備したことを特徴
とする光検出装置を提供する。
　請求項６に記載の発明では、請求項５に記載の光検出装置と、画像を表示する画像表示
手段と、前記光検出装置の出力を用いて外界の明るさを判断する明るさ判断手段と、前記
判断した明るさに応じて前記画像表示手段の輝度を調節する輝度調節手段と、を具備した
ことを特徴とする画像表示装置を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明によれば、受光面上にフィルタを形成することにより、分光特性の異なる受光素
子をより容易に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
（１）実施の形態の概要
　［光検出装置に関する実施の形態］
　光検出装置１０（図３）は、分光特性の異なるフォトダイオード１、２のカソード端子
を開放端状態とし、一定時間の間にこれらに蓄積された電荷の差分から所望の波長領域の
光強度を検出する。
　フォトダイオード１、２は、電荷を蓄積する方式であるため、光電流が小さくてもこれ
を蓄積して検出に必要な電荷を得ることができ、フォトダイオード１、２を形成する半導
体装置の小型化・高検知能力化を図ることができる。
　また、光強度に従って電荷の蓄積時間を可変として広いダイナミックレンジを実現した
り、差分検出に必要な要素を差分検出時に間欠駆動して電力消費量を抑えたり、あるいは
、出力を平均化してフリッカの影響を低減することもできる。
【００１０】
　［光検出半導体装置に関する実施の形態］
　フォトダイオード１、２（図８（ａ））の受光面に、検出対象の光を透過し、導電性を
有するシールドを設けることにより、外部から進入する電磁波によってフォトダイオード
１、２に電荷が誘起されるのを抑制する。
　また、光の透過率が波長に依存する２種類のフィルタ（図１０（ａ））を、それぞれフ
ォトダイオード１、２の受光面に設けることにより、これらの分光特性に差分を設けるこ
とができる。
　シールドやフィルタは、例えば、ポリシリコンや所定の導電型の半導体の薄膜で構成す
ることができ、これらの製造プロセスを、半導体製造プロセスに組み込むことによって容
易に製造することができる。
【００１１】
　［デジタル出力光検出回路に関する実施の形態］
　フォトダイオード１、２が蓄積した電荷の量をクロックと対応させて電荷の量に対応す
るカウント値を生成し、これによって蓄積した電荷の量をデジタル値に変換する。
　これには、蓄積される電荷が所定量変化するまでのクロックパルス数をカウントする方
式と（図１２）、所定の基準パルスの期間内でフォトダイオード１、２が電荷の蓄積・リ
セットを繰り返す回数をカウントする方式（図１４）がある。
　そして、デジタル化されたフォトダイオード１、２の出力を演算して、その差分をデジ
タル値で出力することができる。
　この方式では、カウンタやクロックなどの簡単な仕組みでデジタル値を得ることができ
、Ａ／Ｄコンバータなどの複雑なロジックを用いる必要がない。
【００１２】
（２）実施の形態の詳細
　本実施の形態は、大きく分けて、［光検出装置］、［光検出半導体装置］、及び［デジ
タル出力光検出回路］からなり、以下これらについて順に説明する。
　なお、以下では、受光素子としてフォトダイオードを用いて説明するが、例えば、フォ
トトランジスタなど、他の素子を用いることも可能である。
【００１３】
［光検出装置に関する実施の形態］
　従来の光検出装置は、フォトダイオードが発生した電流の差分をとって光強度を測定し
ていたが、ＳＮ比を改善し、十分な感度を得るためには、受光素子の電流を大きくする必
要があり、そのためには受光素子の面積を大きくする必要があった。
　このため、感度を向上させようとすると半導体装置、及び当該半導体装置が形成された
ＩＣチップのサイズが大きくなり、センサの小型化が困難であるという問題があった。
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　そこで、本実施の形態では、フォトダイオードに発生した電荷を一定時間蓄積し、蓄積
した電荷をアンプで増幅して差分をとる方式を用いる。
【００１４】
　図１は、本実施の形態で用いるフォトダイオードが形成された半導体装置の一例を示し
た図である。
　半導体装置６は、例えば、シリコンの単結晶を材料に形成されたものであって、Ｐ型に
形成されたＰ型基板３と、Ｎ型の領域であるＮ型層４、５から構成されている。
【００１５】
　Ｎ型層４、５は、Ｐ型基板３の表面から所定深さにかけて形成されており、Ｎ型層４は
、Ｎ型層５よりも深い位置にまで形成されている。
　そして、Ｎ型層４とＰ型基板３によってフォトダイオード１が構成され、Ｎ型層５とＰ
型基板３によってフォトダイオード２が構成される。
【００１６】
　半導体装置６の受光面（表面）に光が入射すると、光のエネルギーによってＰＮ接合部
に電子とホールが生成され、電圧又は電流としてその出力を得ることができる。
　光は、受光面から入射してＰＮ接合部に到達するまでにＮ型層を透過するが、Ｎ型層の
光の透過率は、光の波長とＮ型層の厚さに依存するため、フォトダイオード１、２は異な
る分光特性を示す。
【００１７】
　ここで、分光特性とは、フォトダイオードの出力と入射する光の波長の対応関係（依存
関係）を意味し、分光感度、あるいは分光感度特性などと呼ばれることもある。
　このように、フォトダイオード１は、受光した光によって電荷を発生する第１の受光素
子として機能し、フォトダイオード２は、受光した光によって電荷を発生し、第１の受光
素子と異なる分光特性を有する第２の受光素子として機能する。
【００１８】
　図２は、フォトダイオード１（ＰＤ１）とフォトダイオード２（ＰＤ２）の分光特性を
模式的に表した図である。なお、図２は概念を説明するための模式図であるため必ずしも
厳密には描かれていない。
　縦軸は、フォトダイオードが発生する出力（電流、電圧など）を表し、横軸は入射する
光の波長を表している。なお、入射する光の光強度は一定とする。
【００１９】
　この例では、フォトダイオード２の分光感度特性のピーク波長が、フォトダイオード１
よりも短波長側にあり、フォトダイオード２のピーク波長における感度をフォトダイオー
ド１より大きくなるようにし、赤外領域（波長がおおよそ７００［ｎｍ］より長い領域）
における感度が、フォトダイオード１と同じになっている。
　そのため、両者の差分をとると赤外領域での出力がキャンセルされ、可視光領域の感度
を得ることができる。
【００２０】
　フォトダイオード１、２の分光特性は、Ｎ型層の厚さなどによって個別に調節すること
ができるため、フォトダイオード１、２の分光特性を適当に形成してこれらの出力の差分
をとることにより所望の分光特性を得ることができる。
【００２１】
　図３は、本実施の形態に係る光検出装置１０の構成を説明するための図である。
　光検出装置１０は、例えば、外界の照度を測定する照度計として用いられ、携帯電話の
液晶表示画面においてバックライトの輝度を調節するために用いられる。
【００２２】
　フォトダイオード１、２は、それぞれ分光特性が異なるフォトダイオードであり、出力
の差分が肉眼の分光特性に近くなるように構成されている。
　フォトダイオード１のアノード端子は接地され、カソード端子は、アンプ１３に接続す
ると共にスイッチ１７を介して直流電源１９に接続されている。
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　スイッチ１７は、トランジスタなどのスイッチング素子で構成されており、リセット回
路１６からのリセット信号によってフォトダイオード１と直流電源１９の接続をオンオフ
する。
【００２３】
　アンプ１３は、オペアンプなどの増幅回路によって構成されており、フォトダイオード
１のカソード端子の電圧を検知してこれを増幅し、差分回路１５に出力する。
　アンプ１３は、例えば、入力インピーダンスを無限大としてフォトダイオード１から電
流が流入しないようになっており、フォトダイオード１に生じている電圧に影響を与えず
にこれを増幅することができる。
【００２４】
　直流電源１９は、例えば、定電圧回路によって構成されており、スイッチ１７がオンす
ると、フォトダイオード１のカソード端子を基準電圧にする。
　一方、スイッチ１７がオフとなると、カソード端子が電気的に開放端状態（フローティ
ング状態）となって光強度に応じた電荷がフォトダイオード１に蓄積される。
【００２５】
　この場合、フォトダイオード１は、直流電源１９によって逆方向にバイアスされていた
ため、カソード端子の電圧は、フォトダイオード１に生じた電子によって低下する。
　このように、フォトダイオード１に蓄積された電荷の量を電圧として検知することがで
きる。そして、この低下の速さは、電子の生成される速さ、即ち、光強度に反比例する。
【００２６】
　再度、スイッチ１７がオンすると、フォトダイオード１に蓄積された電荷が初期状態に
リセットされ、カソード端子の電圧は基準電圧となる。
　スイッチ１８、フォトダイオード２、アンプ１４の構成は、それぞれスイッチ１７、フ
ォトダイオード１、アンプ１４と同様である。
【００２７】
　リセット回路１６は、リセット信号を所定間隔でスイッチ１７、１８に送信し、これら
を同時にオンオフする。
　そして、リセット回路１６は、スイッチ１７、１８をオンとすることによりフォトダイ
オード１、２のカソード端子の電圧を基準電圧に（即ち、フォトダイオード１、２に蓄積
された電荷を初期値に）リセットし、オフすることによりフォトダイオード１、２に電荷
を蓄積させる。
【００２８】
　このように、リセット回路１６とスイッチ１７、１８は、第１の受光素子と第２の受光
素子の端子を開放端状態にすることにより、当該受光素子が発生した電荷を蓄積させる蓄
積手段として機能すると共に、第１の受光素子と第２の受光素子の所定の電極（この場合
カソード端子）を所定の定電圧源（直流電源１９）に接続することにより、当該受光素子
に蓄積された電荷をリセットするリセット手段として機能している。
【００２９】
　差分回路１５は、アンプ１３とアンプ１４から出力された電圧を受け付け、これらの差
分を生成し、これを照度判定部１２に出力する。
　このように、差分回路１５は、第１の受光素子（フォトダイオード１）と第２の受光素
子（フォトダイオード２）に蓄積させた電荷の差分を取得する差分取得手段として機能す
ると共に、当該取得した差分を（照度判定部１２に）出力する差分出力手段として機能し
ている。
　また、差分回路１５は、第１の受光素子（フォトダイオード１）と第２の受光素子（フ
ォトダイオード２）の、所定の電極間（カソード端子間）の電圧差によって、これらが蓄
積した電荷の差分を取得している。
【００３０】
　照度判定部１２は、リセット回路１６のリセット信号と同期して差分回路１５から出力
される電圧の差分を（例えばリセット直前に）サンプリングして取得し、当該差分によっ
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て照度を判定する。
　照度判定部１２は、例えば、差分と照度との対応を記憶しており、これによって外界の
照度を判定することができる。
　照度判定部１２は、光検出装置１０（ここでは、光検出装置１０から照度判定部１２を
除いた構成）の出力を用いて外界の明るさを判断する明るさ判断手段として機能している
。
【００３１】
　また、図示しないが、照度判定部１２は、例えば、液晶表示装置のバックライトの輝度
を調節する輝度調節部に接続しており、当該輝度調節部は、照度判定部１２の判定結果に
より液晶表示装置のバックライトの輝度を調節するようになっている。
　ここで液晶表示装置は、画像を表示する画像表示手段として機能しており、輝度調節部
は、照度判定部１２が判断した明るさに応じて画像表示手段の輝度を調節する輝度調節手
段として機能している。
【００３２】
　以上のように構成された光検出装置１０の動作について説明する。
　まず、フォトダイオード１の動作について説明する。
　リセット回路１６がスイッチ１７をオンすると、直流電源１９により、フォトダイオー
ド１のカソード端子は基準電圧となり、フォトダイオード１に蓄積されている電荷が初期
値にリセットされる。
【００３３】
　次に、リセット回路１６がスイッチ１７をオフすると、フォトダイオード１は、直流電
源１９から切り離され、またアンプ１３の入力インピーダンスが無限大であるため、カソ
ード端子が電気的に回路から切り離された開放端状態となる。
　この場合、フォトダイオード１は、図中の破線枠に示したように、ＰＮ接合面がコンデ
ンサと同様に作用し、光によって生じた電荷を蓄積する。
　そして、直流電源１９によって逆方向にバイアスされていたため、フォトダイオード１
に蓄積される電荷によってカソード端子の電圧が光の強度に応じた速さで下がっていく。
【００３４】
　リセット回路１６は、スイッチ１７のオンオフを繰り返すため、フォトダイオード１の
カソード端子の電圧は、基準電圧（電荷リセット）→電圧低下（電荷蓄積）→基準電圧（
電荷リセット）→・・・、といった状態を繰り返す。この様子は、図１３（ａ）に示して
ある。
【００３５】
　フォトダイオード２も同様にして基準電圧→電圧低下→基準電圧→・・・、といった状
態をフォトダイオード１と同期して繰り返すが、フォトダイオード１、２は分光特性が異
なるため、電圧が低下する速さが異なる。
　そのため、フォトダイオード１、２の出力を増幅した後、差分回路１５でその差分をと
ると、その差分はフォトダイオード１、２に蓄積された電荷の差、即ち、照度に応じた値
となっている。
【００３６】
　そこで、照度判定部１２は、差分回路１５の出力を、リセットしてから所定時間後（例
えば、次のリセットの直前）に検知すると、リセットから検知までの間にフォトダイオー
ド１、２に蓄積された電荷の差分を電圧差として検出することができ、これによって照度
を判定することができる。
【００３７】
　以上のように、光検出装置１０は、分光特性の異なる２つの受光素子（フォトダイオー
ド１、２）の出力がアンプの入力に接続されていると共に、受光素子はフローティング状
態となることができる。
　また、光検出装置１０は、直流電源１９とリセット回路１６を用いて、一定周期で受光
素子の電荷をリセットする機構となっており、これによって一定周期で受光素子に電荷蓄
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積をして、アンプで増幅した信号の差を出力する方式となっている。
　そして、分光特性の異なる２つの受光素子の電圧の出力差を得ることで所望の分光特性
を得ることができる。
【００３８】
　なお、アンプの入力電圧Ｖｉｎは、受光素子の全容量Ｃと光照度により発生する電荷Ｑ
とから、Ｖｉｎ＝Ｑ／Ｃなる式で決まるため、受光素子の容量を小さくすることでセンサ
感度を高めることができる。
　これは、センサの小型化によってセンサの感度が向上することを意味し、センサの小型
化の観点から有利な性質となっている。
【００３９】
　なお、光検出装置１０は、例えば、室内の照度を測定するものとしたが、これは一例で
あって、フォトダイオード１、２の分光特性を適当に形成することにより、例えば、紫外
線センサとして使用することも可能である。
【００４０】
　（変形例１）
　フォトダイオード１、２は、受光する光が強いほど電荷を急激に蓄電する。そのため、
照度が大きいと、照度判定部１２が差分回路１５の出力を検知する前に、フォトダイオー
ド１、２の出力が飽和してしまい、正しい値が測定できない場合がありうる。
　そこで、本変形例では、受光する光の強さが強い程リセット間隔を短くして電荷の蓄積
期間を短くし、フォトダイオード１、２の飽和を防ぐようにする。これによって、ダイナ
ミックレンジを広くすることができる。
【００４１】
　図４（ａ）は、リセット時にフォトダイオード２の出力が飽和している場合を説明する
ための模式図である。
　まず、フォトダイオード１、２を直流電源１９に接続してカソード端子の電圧を基準電
圧とした後、スイッチ１７、１８をオフにすると、カソード端子は電圧が図に示したよう
に低下していく。
　なお、ここでは、分光特性の違いにより、フォトダイオード２は、フォトダイオード１
よりも速く電圧が低下するものとする。
【００４２】
　図４（ａ）では、光強度が大きいため、フォトダイオード２の出力がリセット時刻ｔ１
に達する前に飽和している。
　照度判定部１２は、リセットの直前に差分回路１５の出力を検知するものとすると、リ
セット時刻ｔ１では、フォトダイオード１に関しては、光強度に応じた電圧であるＥ１が
検知されるが、フォトダイオード２に関しては、出力が飽和しているため、光強度に応じ
た検出値を得ることができない。
【００４３】
　そこで、本変形例では、図４（ｂ）に示したように、電圧の降下が大きい側のフォトダ
イオード（この場合フォトダイオード２）の電圧が所定の比較用の基準電圧（以下、比較
電圧）に達した場合にリセットを行うようにする。
　図４（ｂ）の例では、フォトダイオード２が比較電圧となった時刻ｔ２にリセットを行
い、この場合、フォトダイオード１の電圧はＥ２となっている。
　そのため、フォトダイオード１、２の何れも光強度に応じた電圧を出力することができ
る。
【００４４】
　図５は、以上のような動作を行う光検出装置１０ａの構成を示した図である。図３と同
じ構成には同じ符号を付し、説明を簡略化、又は省略することにする。
　光検出装置１０ａは、光検出装置１０の構成に、更に直流電源２２とコンパレータ２１
を備えている。
【００４５】
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　直流電源２２は、比較電圧をコンパレータ２１に提供する定電圧源である。ここでは、
直流電源２２は、固定された比較電圧を出力するように構成してあるが、比較電圧を可変
とし、光強度に適した比較電圧を選択できるように構成することもできる。
　コンパレータ２１は、例えば、アンプ１４の出力が比較電圧よりも大きい場合には１を
出力し、比較電圧以下の場合には０を出力するといったように、アンプ１４で増幅された
フォトダイオード２の電圧と比較電圧の大小関係を比較し、その比較結果をデジタル信号
で出力する。
【００４６】
　リセット回路１６は、コンパレータ２１の出力を監視しており、アンプ１４の電圧が比
較電圧まで低下したことを検知すると（上の例では出力が１から０に切り替わったことを
検知すると）、スイッチ１７、１８をリセットする。
　これによって、光検出装置１０ａは、フォトダイオード１、２の出力が飽和する前に電
荷をリセットすることができる。
　また、照度判定部１２は、アンプ１３、１４の電圧差と、リセット間隔と、光強度の対
応を記憶するなどして、差分回路１５の出力から照度を判定できるようになっている。
【００４７】
　コンパレータ２１と直流電源２２は、蓄積手段が電荷を蓄積する時間を光の強さに応じ
て変更する変更手段として機能している。
　このように、本変形例では、受光素子が電荷を蓄積する期間を照度に応じて変更する（
具体的には照度が大きいほど蓄積期間を短くする）機能を備えることにより、高ダイナミ
ックレンジ（照度を測定することができる範囲の広い）の照度センサを実現することがで
きる。
【００４８】
　（変形例２）
　光検出装置１０（図３）のアンプ１３、１４や差分回路１５は、図示しない電源から電
力供給を受けて増幅処理や差分処理を行う。
　そこで、本変形例では、アンプ１３、１４や差分回路１５を常時駆動することは行わず
、照度判定部１２がフォトダイオード１、２の差分を検知して判定する際にだけ（即ち、
必要なときだけ）これらを間欠的に駆動することにより消費電力の節約を行う。
【００４９】
　図６は、本変形例に係る光検出装置１０ｂの構成を示した図である。
　なお、図３と同じ構成には同じ符号を付し、説明を簡略化、又は省略することにする。
　また、図を簡略化するため、フォトダイオード２、アンプ１４、スイッチ１８は省略し
てある。
【００５０】
　光検出装置１０ｂは、光検出装置１０の構成に、更にタイマークロック３１、スイッチ
３２、３３を備えている。
　スイッチ３２とスイッチ３３は、トランジスタなどのスイッチング素子によって構成さ
れており、それぞれ差分回路１５とアンプ１３への電力供給をオンオフする。また、図示
しないがアンプ１４にも同様のスイッチが設けられている。
【００５１】
　タイマークロック３１は、所定時間間隔でスイッチ３２、３３をオンオフするクロック
であり、そのクロックを照度判定部１２にも出力する。
　タイマークロック３１は、例えば、内部クロックを分周回路にて低周期のクロックを発
生させるなどして形成することができる。
【００５２】
　照度判定部１２は、タイマークロック３１が出力するクロックと同期して動作し、スイ
ッチ３２、３３がオンとなったタイミングに差分回路１５の出力を検知する。
　リセット回路１６は、タイマークロック３１と同期して動作し、例えば、照度判定部１
２が検知を行った直後にフォトダイオード１、２の電荷をリセットする。
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【００５３】
　このように、タイマークロック３１、スイッチ３２、３３及び図示しないがアンプ１４
に設けたスイッチは、差分出力手段が差分を出力するタイミングで差分出力手段を駆動す
る駆動手段として機能している。
　以上のように、光検出装置１０ｂは、フォトダイオード１、２の出力の差分を照度判定
部１２が検知・判断するときだけアンプ１３、１４、差分回路１５を間欠動作させるため
、光検出装置１０に比べて電力消費量を低減することができる。
【００５４】
　（変形例３）
　本変形例は、光源のフリッカによる影響を低減するものである。
　蛍光灯などの光源には、５０［Ｈｚ］や６０［Ｈｚ］などの周期で点滅（ちらつき）を
繰り返すものがある。この現象はフリッカと呼ばれている。
　光検出装置１０（図３）で、フリッカが存在する光源の光強度を測定すると、照度判定
部１２が差分を検知した瞬間が点滅のどの位置であったかによって照度の測定値が異なっ
てくる。
【００５５】
　例えば、携帯電話などは、蛍光灯で照明された室内で用いられることが多いため、フリ
ッカが存在しても光強度を適切に測定できるようにする必要がある。
　そこで、本変形例では、フォトダイオード１、２の差分を時間平均化することによりフ
リッカの影響を緩和する。
【００５６】
　図７は、フリッカ対策を施した光検出装置１０ｃの構成を示した図である。
　なお、図３と同じ構成には同じ符号を付し、説明を簡略化、又は省略することにする。
　また、図を簡略化するため、フォトダイオード２、アンプ１４、スイッチ１８は省略し
てある。
【００５７】
　光検出装置１０ｃは、光検出装置１０の構成において、差分回路１５と照度判定部１２
の間に積分回路４１を備えた構成となっており、差分回路１５の出力を積分回路４１で積
分するようになっている。
【００５８】
　積分回路４１は、差分回路１５の出力を時間で積分し、その結果得られた積分値を出力
する。積分値は、複数回の検出値の累積値となっているため、平均化によって差分の変動
が緩和される。
　このように、積分回路４１は、フリッカなどによって光源が発する光強度が変動する場
合に、差分回路１５の差分に生じる変動を緩和する緩和手段として機能している。
【００５９】
　照度判定部１２は、リセット回路１６のリセット信号と連携して動作するようになって
おり、積分回路４１が積分を開始した後、リセット回路１６が所定回数だけリセットした
時点でその積分値を検知する。
　なお、照度判定部１２が検知を行った場合には、積分回路４１の積分値を０にするなど
初期化するものとする。
【００６０】
　このように、本実施の形態では、フリッカによって差分回路１５の出力がばらついても
、積分回路４１で複数回の測定値が加算されることにより出力の変動が平均化され、フリ
ッカの影響を抑制した検出値を得ることができる。
　なお、本変形例では、フリッカの影響を抑制するために積分を用いたが、何らかの方法
でフリッカによる検出値のばらつきを緩和できるものであればよい。
【００６１】
　以上に説明した本実施の形態及び変形例により次のような効果を得ることができる。
（１）フォトダイオード１、２に受光した光によって発生した電荷を蓄積させることがで
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きる。
（２）分光特性の異なる２つのフォトダイオード１、２が発生した電荷の差分をとること
により所望の分光特性を得ることができる。
（３）フォトダイオード１、２が発生した電荷の量を電圧によって検知することができる
。
（４）フォトダイオード１、２に蓄積された電荷で光強度を測定するため、大きな光電流
が必要なく、フォトダイオード１、２を小型化することができる。
（５）フォトダイオード１、２の容量を小さくすることで大きな感度を得ることができる
ため、フォトダイオード１、２の面積を小さくすることができ、低コストのセンサを実現
することができる。
【００６２】
（６）フォトダイオード１、２に蓄積された電荷のリセット間隔を外光の強弱に応じて変
化させることができ、広いダイナミックレンジを実現できる。
（７）アンプ１３、１４や差分回路１５を、必要なときだけ駆動することにより消費電力
を節約することができる。
（８）積分回路４１によってフリッカの影響を緩和することにより、フリッカの影響を低
減することができる。
（９）分光特性の異なる２つの受光素子と、当該受光素子の出力が接続されたアンプと、
受光素子をフローティング状態とした後一定周期で受光素子の電荷をリセットする機構を
有するＩＣ（集積回路）において、一定周期で受光素子に電荷蓄積し、アンプで増幅した
信号の差を出力することで小型の照度センサとすることができる。
【００６３】
　［光検出半導体装置に関する実施の形態］
　光検出装置１０では、図１に示した構造の半導体装置６を用いることができるが、これ
とは異なった構造の半導体装置を用いることも可能である。
　以下では、光検出装置１０に適用可能な他の形態の半導体装置について説明する。
【００６４】
　（光検出半導体装置の第１の実施の形態）
　光検出装置１０は、フォトダイオード１、２に電荷を蓄積して照度を測定する。そのた
め、従来の電流の差分をとる場合に比べて外部からの電磁波の影響が測定結果に影響する
可能性がある。
　そこで、本実施の形態では、フォトダイオード上に光透過性のある薄膜電極を配置し、
外部からの電磁波ノイズ（例えば、商用の電波や電気機器から発せられる電磁波ノイズ）
からフォトダイオードをシールドする。
【００６５】
　図８（ａ）は、本実施の形態に係る半導体装置６ａの構造を示した図である。
　半導体装置６ａは、光検出半導体装置であって、半導体装置６と同様にＰ型基板３に厚
さの異なるＮ型層４、５が形成されている。
　ここで、フォトダイオード１は、第１導電型（ここではＰ型）の半導体によって構成さ
れた半導体基板（Ｐ型基板３）と、当該半導体基板の表面から所定の深さにかけて形成さ
れた第２導電型（ここではＮ型）の半導体による第１の導電層（Ｎ型層４）と、から構成
された第１の受光素子として機能し、フォトダイオード２は、半導体基板（Ｐ型基板３）
と、当該半導体基板の表面から、所定の深さよりも深い深さにかけて形成された第２導電
型の半導体による第２の導電層（Ｎ型層５）から構成された第２の受光素子として機能し
ている。
【００６６】
　Ｎ型層４、５の上面には、薄膜状のＰ型層５１、５１、・・・が形成されている。
　Ｐ型層５１は、検出対象の光に関して透過性を有し、導電性があるため、照度測定用の
光は透過させる一方、外部から受光面に進入してくる電磁波はシールドする。
　Ｐ型層５１は、半導体装置６ａを製造する際に通常の半導体製造プロセスで形成できる
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ため、低コストで形成することができる。
　このように、第１の導電層（Ｎ型層４）と第２の導電層（Ｎ型層５）の表面には、光を
透過し、導電性を有する電磁波シールド層（Ｐ型層５１）が形成されている。
　なお、Ｐ型層５１は、接地するとより効果的にシールド機能を発揮することができる。
【００６７】
　Ｎ型層４、５に接続するアルミ配線５２、５２は、Ｎ型の濃度の濃いＮ＋層５５を介し
てＮ型層４、５に接続している。
　Ｐ型層５１には配線用の貫通孔が設けられ、アルミ配線５２は、当該貫通孔に形成され
ている。
　また、Ｐ型基板３は、Ｐ型の濃度の濃いＰ＋層５６にてアルミ配線５４と接続して接地
されている。
　受光面でフォトダイオードが形成されていない領域には遮光用アルミ５３、５３、・・
・が形成されており、光の入射を遮断している。
【００６８】
　図８（ｂ）は、フォトダイオード１（ＰＤ１）とフォトダイオード２（ＰＤ２）の分光
特性の概要を示した模式図である。
　Ｎ型層４が深いフォトダイオード１は、フォトダイオード２よりも赤外線側の感度がよ
くなる。
【００６９】
　図９（ａ）は、本実施の形態の変形例に係る半導体装置６ｂの構造を示した図である。
　半導体装置６ｂは、薄膜状のポリシリコン層５７、５７、・・・で形成されている。ポ
リシリコン層５７も検出対象の光は透過させて電磁波をシールドすることができる。また
、通常の半導体製造プロセスにて容易に形成することができる。
　他の構成は半導体装置６ａと同じであり、分光特性も図９（ｂ）に示したとおり、半導
体装置６ａと同じである。
　以上のように、本実施の形態、及び変形例では、受光素子上に透過性のある薄膜電極（
例えば、１０００［Å］程度のポリシリコン）を配置し、外部からの電磁波ノイズをシー
ルドすることができる。
【００７０】
　（光検出半導体装置の第２の実施の形態）
　本実施の形態は、Ｎ型層の深さは同じとし、受光面に、分光特性を有するフィルタを設
けることによりフォトダイオード１、２に分光特性の違いを生じさせるものである。
【００７１】
　図１０（ａ）は、本実施の形態に係る半導体装置６ｃの構造を示した図である。
　フォトダイオード２のＮ型層７は、Ｎ型層４と同じ深さに形成されている。このため、
Ｎ型層の深さによる分光特性はフォトダイオード１とフォトダイオード２で同じになる。
　一方、Ｎ型層４の上面にはポリシリコン層６１が形成され、Ｎ型層７の上面には、ポリ
シリコン層６１よりも厚いポリシリコン層６２が形成されている。他の構成は、半導体装
置６と同じである。
【００７２】
　このように、半導体装置６ｃでは、第１の導電層（Ｎ型層４）の表面には、光の透過度
が光の波長に依存するフィルタ層（ポリシリコン層６１）が形成され、第２の導電層（Ｎ
型層７）の表面には、当該フィルタ層と異なる依存性を有するフィルタ層（ポリシリコン
層６２）が形成されている。
【００７３】
　ポリシリコンは、図１０（ｂ）に示したように、厚くなるほど青色～紫外線の領域の光
を減衰（カット）する特性がある。即ち、光の波長によって透過率が異なるフィルタを形
成している。
　このため、ポリシリコン層６２は、ポリシリコン層６１に比べて青色～紫外線の領域の
光の透過率が低く、これにより、フォトダイオード１とフォトダイオード２は異なる分光
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特性を示すことになる。
　このようにして、受光素子上に異なる膜厚のポリシリコンを配置して異なる分光特性と
することができる。
【００７４】
　図１０（ｃ）は、フォトダイオード１、２の分光特性を示した模式図であり、フォトダ
イオード２は、フォトダイオード１に比べて光の波長の短い側で感度が低くなっている。
　なお、本実施の形態では、ポリシリコンの薄膜をフィルタとして用いたが、例えば、Ｐ
型層の薄膜をフィルタとして用いることも可能である。
【００７５】
　図１１（ａ）は、本実施の形態の変形例に係る半導体装置６ｄの構造を示した図である
。この例では、フォトダイオード１の受光面にはポリシリコン層を形成せず、フォトダイ
オード２の受光面にポリシリコン層６３を設けてある。
　この場合にも、フォトダイオード２が受光する光のうち、青色～紫外線の領域で光が減
衰するため、図１１（ｂ）に示したように半導体装置６ｃと同様の特性を示す。
【００７６】
　以上、半導体装置６ｃ、６ｄでは、Ｎ型層４、７の深さを同一としたが、これを異なる
深さとすることもできる。
　フィルタとＮ型層の厚さの両方を調節することにより、より多様な分光特性を実現する
ことができる。
　また、ポリシリコン層は導電性を有し、電磁波のシールド機能も有しているため、フォ
トダイオードの分光特性の実現と電磁波のシールドの両方を実現することができる。
【００７７】
　以上に説明した本実施の形態及び変形例によって次のような効果を得ることができる。
（１）受光面に入射する電磁波を導電性を有する薄膜によって減衰、又はカットすること
ができる。
（２）光の波長によって透過率の異なるフィルタを受光面に設けることにより、フォトダ
イオードに分光特性をもたせることができる。
（３）フィルタが導電性を有することにより、電磁波のシールドも同時に行うことができ
る。
【００７８】
　［デジタル出力光検出回路に関する実施の形態］
　フォトダイオード１、２の出力はアナログ値であり、一方、フォトダイオード１、２で
検出した光強度を利用するのは、携帯電話などのデジタル機器である。
　そのため、フォトダイオード１、２による検出値をデジタル信号に変換する必要がある
。
【００７９】
　ところで、フォトダイオードの出力をデジタル信号に変換する場合、従来はＡ／Ｄコン
バータでデジタル信号に変換することが行われていた。
　このような技術としては、例えば、特開平１１－３０４５８４号公報で開示されている
「光センサ回路」がある。
　この技術は、フォトダイオードの出力を検出するための基準電圧を複数用意し、Ａ／Ｄ
コンバータの入力範囲に応じた基準電圧を選択するものである。
【００８０】
　しかし、Ａ／Ｄコンバータを使うことで、ロジックの規模が大きくなり、これに伴って
回路規模も大きくなるため、ＩＣチップのサイズが大きくなって小型化の要請にそぐわな
いうえ、また製造コストも高くなるという問題があった。
　そこで本実施の形態では、フォトダイオード１、２が電荷の蓄積を行うという特性を利
用して、回路規模の大きいＡ／Ｄコンバータを必要としないデジタル出力光検出回路を提
供する。
【００８１】
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（デジタル出力光検出回路の第１の実施の形態）
　本実施の形態では、フォトダイオード１、２の電圧が降下する時間を基準パルスの回数
で測定することにより光強度をデジタル化する。
　図１２（ａ）は、フォトダイオード１の出力をデジタル化するデジタル化回路７７の構
成を示した図である。
　デジタル化回路７７は、図５に示した光検出装置１０ａと同様の構成要素を用いて構成
されている。図５と同じ構成要素には同じ符号を付し、説明を省略・簡略化する。
　コンパレータ２１は、アンプ１３の出力が比較電圧よりも大きい場合には１を出力し、
比較電圧以下の場合には０を出力するといったように、アンプ１３で増幅されたフォトダ
イオード１の電圧と比較電圧の大小関係を比較し、その比較結果をデジタル信号で出力す
る。
【００８２】
　リセット回路１６は、コンパレータ２１の出力を監視しており、アンプ１３の電圧が比
較電圧まで低下したことを検知すると（上の例では出力が１から０に切り替わったことを
検知すると）、スイッチ１７をオンにしてフォトダイオード１の電荷をリセットする。
　フォトダイオード１の電圧（アンプ１３で増幅したもの、以下同様）が基準電圧から比
較電圧に至るまでの時間は、光強度が大きいほど短時間になるため、リセット回路１６が
リセットを行う間隔が短くなる。
【００８３】
　クロック７２は、一定間隔のパルス信号であるクロックパルスを発生し、これをカウン
タ回路７１に入力する。
　クロックパルスのパルス幅は、フォトダイオード１の電圧が基準電圧から比較電圧に至
る時間を測定することができるように、当該時間に比べて十分短く設定されている。
　クロック７２は、クロック信号を発生するクロック信号発生手段として機能している。
【００８４】
　カウンタ回路７１は、コンパレータ２１から比較結果を表すデジタル信号の入力を受け
付け、また、クロック７２からクロックパルスの入力を受け付ける。
　そして、これらを用いて、フォトダイオード１の電圧が基準電圧から比較電圧に低下す
るまでの時間のクロックパルスのパルス数をカウントし、そのカウント値を出力する。
　フォトダイオード１の出力が比較電圧となるまでの時間は光強度に反比例するので、光
強度が大きいほどカウント値は小さくなり、光強度に対応したカウント値が得られる。
【００８５】
　このように、カウンタ回路７１は、フォトダイオード１に蓄積した電荷の量と、クロッ
ク７２が発生したクロック信号を対応させることにより、当該蓄積した電荷の量に対応す
るカウント値を生成するカウント値生成手段として機能すると共に、当該生成したカウン
ト値を出力するカウント値出力手段としても機能している。
　また、カウンタ回路７１は、蓄積した電荷が初期値から所定値まで変化するまでに発生
したクロック信号の数をカウント値として生成している。
【００８６】
　図１３は、デジタル化回路７７に関するタイミングチャートを示したものである。
　フォトダイオード１の出力（図１３（ａ））は、リセット回路１６のリセット信号（図
１３（ｃ））によって基準電圧にリセットされ、その後比較電圧に至るまで光強度が大き
い程速く低下する。
【００８７】
　コンパレータ２１が出力する比較結果（図１３（ｂ））は、フォトダイオード１の電圧
が基準電圧から比較電圧に到達すると０を出力し、これによってリセット回路１６がリセ
ット信号（図１３（ｃ））を出力する。
　カウンタ回路７１は、コンパレータ２１の比較結果が１となっている期間、クロック７
２が発生するクロックパルスを測定し（図１３（ｄ）のクロックパルス測定期間）、この
測定値を出力する。
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　このようにして、デジタル化回路７７では、光強度が大きいほど測定されるクロックパ
ルスが小さくなるため、光強度に応じたパルス数が得られる。
【００８８】
　図１２（ｂ）は、本実施の形態に係るデジタル出力光検出回路７５の構成を説明するた
めの図である。
　デジタル出力光検出回路７５は、フォトダイオード１の出力をデジタル化するデジタル
化回路７７と、フォトダイオード２の出力をデジタル化するデジタル化回路７８を備えて
いる。デジタル化回路７８の構成はデジタル化回路７７と同様である。
　差分演算部７３は、デジタル化回路７７、７８から、デジタル値に変換されたフォトダ
イオード１、２の出力を受け付けて、これらの差分をデジタル処理にて演算し、演算され
た差分をデジタル値として出力する。
【００８９】
　このように、差分演算部７３は、第１の受光素子（フォトダイオード１）が蓄積した電
荷の量に対応する第１のカウント値と、第１の受光素子と異なる分光特性を有する第２の
受光素子（フォトダイオード２）が蓄積した電荷の量に対応する第２のカウント値と、を
取得するカウント値取得手段として機能すると共に、当該取得した第１のカウント値と第
２のカウント値の差分をデジタル演算する差分演算手段としても機能し、更に、当該演算
した差分をデジタル値にて出力する差分出力手段としても機能している。
【００９０】
　このようにして、デジタル出力光検出回路７５では、Ａ／Ｄコンバータなどの演算ロジ
ックを用いずとも、カウンタ回路７１やクロック７２などを用いた簡単な構成によって、
フォトダイオード１、２の差分をデジタル化することができる。
【００９１】
（デジタル出力光検出回路の第２の実施の形態）
　本実施の形態では、基準パルスの期間内で、フォトダイオード１、２がリセットする回
数を測定することにより光強度をデジタル化する。
　これは、１回当たりの蓄積量を単位として、基準パルスの期間内に蓄積した電荷の量を
測定することにより、蓄積した電荷の量と、発生したクロック信号を対応させるものであ
る。
【００９２】
　図１４（ａ）は、フォトダイオード１の出力をデジタル化するデジタル化回路７７ａの
構成を示した図である。
　本実施の形態に係るデジタル化回路７７ａの構成は、第１の実施の形態に示したデジタ
ル化回路７７と同様であり、対応する構成要素には同じ符号を付して説明を省略・簡略化
することにする。
【００９３】
　コンパレータ２１やリセット回路１６の構成は、図１２（ａ）と同様である。
　クロック７２ａは、一定間隔のパルス信号である基準パルスを発生し、これをカウンタ
回路７１に入力する。
　基準パルスのパルス幅は、フォトダイオード１の電圧が基準電圧から比較電圧に至って
リセットした回数を測定することができるように、リセット回路１６がフォトダイオード
１をリセットする時間に比べて十分長く設定されている。
　なお、基準パルス幅を、フリッカの周期（蛍光灯で２００［ｍｓ］程度）よりも長くす
ると、フリッカによる測定誤差を軽減することができる。
【００９４】
　カウンタ回路７１ａは、コンパレータ２１から比較結果を表すデジタル信号の入力を受
け付け、また、クロック７２ａから基準パルスの入力を受け付ける。
　そして、これらを用いて、基準パルスの間に、フォトダイオード１の電圧が基準電圧か
ら比較電圧に低下してリセット回路１６によってリセットされた回数、即ち、基準パルス
内にフォトダイオード１の出力が比較電圧に至る回数を測定し、その回数を出力する。
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【００９５】
　一定時間内にフォトダイオード１の出力が比較電圧に至る回数は光強度に比例するので
その回数が光強度を示す。
　なお、第１の実施の形態のデジタル化回路７７では、出力される回数が光強度が大きく
なるほど小さくなるのに対し、本実施の形態のデジタル化回路７７ａは、光強度が大きく
なるほど出力される回数も大きくなるので、センサを使用する者の感覚により適合したも
のとなる。
【００９６】
　このように、デジタル化回路７７ａは、フォトダイオード１が蓄積した電荷の量が所定
量に達するごとに、蓄積した電荷を初期値にリセットするリセット手段（リセット回路１
６、スイッチ１７など）を備え、カウンタ回路７１ａは、クロック信号で測定される所定
時間の間に、当該リセット手段がリセットした回数をカウント値として生成するカウント
値生成手段として機能している。
【００９７】
　図１５は、第２の実施の形態に係るデジタル化回路７７ａに関するタイミングチャート
を示したものである。
　フォトダイオード１の出力（図１５（ａ））は、リセット回路１６のリセット信号（図
１５（ｃ））によって基準電圧にリセットされ、その後比較電圧に至るまで光強度が大き
い程速く低下する。
【００９８】
　コンパレータ２１が出力する比較結果（図１５（ｂ））は、フォトダイオード１の電圧
が基準電圧から比較電圧に到達すると０を出力し、これによってリセット回路１６がリセ
ット信号（図１５（ｃ））を出力する。
　カウンタ回路７１ａは、クロック７２ａが発生する基準パルスが１となっている間（図
１５（ｄ）のフォトダイオードが比較電圧となった回数の測定期間）、フォトダイオード
１の電圧が比較電圧に達した回数、即ち、リセット回路１６がフォトダイオード１をリセ
ットした回数を測定して出力する。
　このようにして、デジタル化回路７７ａでは、光強度が大きいほどフォトダイオード１
のリセット回数が増えるため、光強度に応じたパルス数が得られる。
【００９９】
　図１４（ｂ）は、本実施の形態に係るデジタル出力光検出回路７５ａの構成を説明する
ための図である。
　デジタル出力光検出回路７５ａは、フォトダイオード１の出力をデジタル化するデジタ
ル化回路７７ａと、フォトダイオード２の出力をデジタル化するデジタル化回路７８ａを
備えている。デジタル化回路７８ａの構成はデジタル化回路７７ａと同様である。
　差分演算部７３は、デジタル化回路７７ａ、７８ａから、デジタル値に変換されたフォ
トダイオード１、２の出力を受け付けて、これらの差分をデジタル処理にて演算し、演算
された差分をデジタル値として出力する。
【０１００】
　このようにして、デジタル出力光検出回路７５ａでは、Ａ／Ｄコンバータなどの演算ロ
ジックを用いずとも、カウンタ回路７１ａやクロック７２ａなどを用いた簡単な構成によ
って、フォトダイオード１、２の差分をデジタル化することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態に係るデジタル化回路７７ａは、受光した光によって電荷を発生す
る受光素子と、受光素子が所定量の電荷を蓄積した場合に、受光素子が蓄積する電荷を初
期値にリセットするリセット手段と、リセット手段が所定時間の間に受光素子をリセット
した回数を出力する回数出力手段と、を具備したことを特徴とするデジタル出力光検出回
路を構成している。
【０１０２】
　以上に説明した本実施の形態によって次のような効果を得ることができる。
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（１）フォトダイオード１、２に蓄積された電荷の量をクロックと対応づけることができ
る。これによって、電荷の量に対応したカウント値を生成し、フォトダイオード１、２に
蓄積された電荷の量をデジタル化することができる。
（２）カウンタ回路７１やクロック７２などの簡単な素子を用いてデジタル化することが
できるため、Ａ／Ｄコンバータなどの大規模なロジックを用いる必要がない。
（３）Ａ／Ｄコンバータなどを用いる必要がないため、ＩＣチップを小型化することがで
きる。
（４）受光素子が基準電圧に至るまでの時間をクロックパルスで測定し、パルス数をデジ
タル値として出力することができる。
（５）基準パルスで作る一定時間内に受光素子が基準電圧に至る回数を測定し、デジタル
値として出力することができる。
【０１０３】
　以上、各種実施の形態や変形例について説明したが、これらによって次の構成を提供す
ることができる。
（Ａ）光検出装置に関する実施の形態は、以下の構成を提供する。
　光検出装置に関する実施の形態では、次の構成を得ることができる
　（第１の構成）受光した光によって電荷を発生する第１の受光素子と、受光した光によ
って電荷を発生し、前記第１の受光素子と異なる分光特性を有する第２の受光素子と、前
記第１の受光素子と、前記第２の受光素子に、前記発生した電荷を蓄積させる蓄積手段と
、前記第１の受光素子と前記第２の受光素子に蓄積させた電荷の差分を取得する差分取得
手段と、前記取得した差分を出力する差分出力手段と、を具備したことを特徴とする光検
出装置。
　（第２の構成）前記蓄積手段は、前記第１の受光素子と前記第２の受光素子の所定の電
極を電気的に開放端とすることにより、前記電荷を蓄積させることを特徴とする第１の構
成に記載の光検出装置。
　（第３の構成）前記第１の受光素子と、前記第２の受光素子の前記所定の電極は、所定
のスイッチを介して、これらの受光素子に蓄積された電荷をリセットするための定電圧源
に接続しており、前記蓄積手段は、前記スイッチをオフすることにより、前記所定の電極
を電気的に開放端とすることを特徴とする第２の構成に記載の光検出装置。
　（第４の構成）前記差分取得手段は、前記第１の受光素子と前記第２の受光素子の、前
記所定の電極間の電圧差によって、前記蓄積した電荷の差分を取得することを特徴とする
第２の構成、又は第３の構成に記載の光検出装置。
　（第５の構成）前記第１の受光素子と前記第２の受光素子の前記所定の電極を所定の定
電圧源に接続することにより、前記第１の受光素子と前記第２の受光素子に蓄積された電
荷をリセットするリセット手段を具備したことを特徴とする第１の構成に記載の光検出装
置。
　（第６の構成）前記蓄積手段が電荷を蓄積する時間を光の強さに応じて変更する変更手
段を具備したことを特徴とする第１の構成から第５の構成までのうちの何れか１の請求項
に記載の光検出装置。
　（第７の構成）前記差分取得手段を、前記差分出力手段が差分を出力するタイミングで
駆動する駆動手段を具備したことを特徴とする第１の構成から第６の構成までのうちの何
れか１の請求項に記載の光検出装置。
　（第８の構成）光源が発する光強度の変動によって前記差分出力手段が出力する差分に
生じる変動を緩和する緩和手段を具備したことを特徴とする第１の構成から第７の構成ま
でのうちの何れか１の請求項に記載の光検出装置。
　（第９の構成）第１の構成から第８の構成までのうちの何れか１の請求項に記載の光検
出装置と、画像を表示する画像表示手段と、前記光検出装置の出力を用いて外界の明るさ
を判断する明るさ判断手段と、前記判断した明るさに応じて前記画像表示手段の輝度を調
節する輝度調節手段と、を具備したことを特徴とする画像表示装置。
【０１０４】
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（Ｂ）光検出半導体装置に関する第１の実施の形態は、以下の構成を提供する。
　（第１の構成）第１の受光素子に蓄積された電荷と、前記第１の受光素子と異なる分光
特性を有する第２の受光素子に蓄積された電荷の差分を用いて光強度を検知するための光
検出半導体装置であって、前記第１の受光素子は、第１導電型の半導体によって構成され
た半導体基板と、前記半導体基板の表面から所定の深さにかけて形成された第２導電型の
半導体による第１の導電層と、から構成され、前記第２の受光素子は、前記半導体基板と
、前記半導体基板の表面から、前記所定の深さよりも深い深さにかけて形成された第２導
電型の半導体による第２の導電層と、から構成され、前記第１の導電層と前記第２の導電
層の表面には、光を透過し、導電性を有する電磁波シールド層が形成されていることを特
徴とする光検出半導体装置。
　（第２の構成）前記電磁波シールド層は、第１導電型の半導体によって構成されている
ことを特徴とする第１の構成に記載の光検出半導体装置。
　（第３の構成）前記電磁波シールド層は、ポリシリコンによって構成されていることを
特徴とする第１の構成に記載の光検出半導体装置。
　（第４の構成）第１の構成、第２の構成、又は第３の構成に記載の光検出半導体装置と
接続し、当該光検出半導体装置の第１の受光素子と、第２の受光素子に、それぞれこれら
の受光素子が発生した電荷を蓄積させる蓄積手段と、前記蓄積された電荷の差分を取得す
る差分取得手段と、前記取得した差分を出力する差分出力手段と、を具備したことを特徴
とする光検出装置。
　（第５の構成）第４の構成に記載の光検出装置と、画像を表示する画像表示手段と、前
記光検出装置の出力を用いて外界の明るさを判断する明るさ判断手段と、前記判断した明
るさに応じて前記画像表示手段の輝度を調節する輝度調節手段と、を具備したことを特徴
とする画像表示装置。
【０１０５】
（Ｃ）光検出半導体装置に関する第２の実施の形態は、以下の構成を提供する。
　（第１の構成）第１の受光素子に蓄積された電荷と、第２の受光素子に蓄積された電荷
の差分を用いて光強度を検知するための光検出半導体装置であって、前記第１の受光素子
は、第１導電型の半導体によって構成された半導体基板と、前記半導体基板の表面から所
定の深さにかけて形成された第２導電型の半導体による第１の導電層と、から構成され、
前記第２の受光素子は、前記半導体基板と、前記半導体基板の表面から所定の深さにかけ
て形成された第２導電型の半導体による第２の導電層と、から構成され、前記第１の導電
層の表面には、光の透過度が光の波長に依存するフィルタ層が形成され、前記第２の導電
層の表面には、前記フィルタ層と異なる依存性を有するフィルタ層が形成されているか、
又は形成されていないことを特徴とする光検出半導体装置。
　（第２の構成）前記フィルタ層は導電性を有することを特徴とする第１の構成に記載の
光検出半導体装置。
　（第３の構成）前記フィルタ層は、第１導電型の半導体によって構成されていることを
特徴とする第１の構成、又は第２の構成に記載の光検出半導体装置。
　（第４の構成）前記フィルタ層は、ポリシリコンによって構成されていることを特徴と
する第１の構成、又は第２の構成に記載の光検出半導体装置。
　（第５の構成）第１の構成から第４の構成までのうちの何れか１の請求項に記載の光検
出半導体装置と接続し、当該光検出半導体装置の第１の受光素子と、前記第２の受光素子
に、発生した電荷を蓄積させる蓄積手段と、前記蓄積された電荷の差分を取得する差分取
得手段と、前記取得した差分を出力する差分出力手段と、を具備したことを特徴とする光
検出装置。
　（第６の構成）第５の構成に記載の光検出装置と、画像を表示する画像表示手段と、前
記光検出装置の出力を用いて外界の明るさを判断する明るさ判断手段と、前記判断した明
るさに応じて前記画像表示手段の輝度を調節する輝度調節手段と、を具備したことを特徴
とする画像表示装置。
【０１０６】
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（Ｄ）デジタル出力光検出回路に関する実施の形態は、以下の構成を提供する。
　（第１の構成）受光した光によって電荷を発生する受光素子と、前記受光素子に発生し
た電荷を蓄積させる蓄積手段と、クロック信号を発生するクロック信号発生手段と、前記
蓄積した電荷の量と、前記発生したクロック信号を対応させることにより、前記蓄積した
電荷の量に対応するカウント値を生成するカウント値生成手段と、前記生成したカウント
値を出力するカウント値出力手段と、を具備したことを特徴とするデジタル出力光検出回
路。
　（第２の構成）前記カウント値生成手段は、前記蓄積した電荷が初期値から所定値まで
変化するまでに発生したクロック信号の数をカウント値として生成することを特徴とする
第１の構成に記載のデジタル出力光検出回路。
　（第３の構成）蓄積した電荷の量が所定量に達するごとに、蓄積した電荷を初期値にリ
セットするリセット手段を備え、前記カウント値生成手段は、前記クロック信号で測定さ
れる所定時間の間に、前記リセット手段がリセットした回数をカウント値として生成する
ことを特徴とする第１の構成に記載のデジタル出力光検出回路。
　（第４の構成）第１の構成、第２の構成、又は第３の構成の何れかの請求項に記載のデ
ジタル出力光検出回路を用いて、第１の受光素子が蓄積した電荷の量に対応する第１のカ
ウント値と、前記第１の受光素子と異なる分光特性を有する第２の受光素子が蓄積した電
荷の量に対応する第２のカウント値と、を取得するカウント値取得手段と、前記取得した
第１のカウント値と第２のカウント値の差分をデジタル演算する差分演算手段と、前記演
算した差分をデジタル値にて出力する差分出力手段と、を具備したことを特徴とする光検
出装置。
　（第５の構成）第４の構成に記載の光検出装置と、画像を表示する画像表示手段と、前
記デジタル出力光検出回路の出力を用いて外界の明るさを判断する明るさ判断手段と、前
記判断した明るさに応じて前記画像表示手段の輝度を調節する輝度調節手段と、を具備し
たことを特徴とする画像表示装置。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】フォトダイオードが形成された半導体装置の構造の一例を示した図である。
【図２】フォトダイオードの分光特性を模式的に表した図である。
【図３】光検出装置の構成を説明するための図である。
【図４】フォトダイオードの出力の飽和を説明するための模式図である。
【図５】変形例に係る光検出装置の構成を示した図である。
【図６】変形例に係る光検出装置の構成を示した図である。
【図７】変形例に係る光検出装置の構成を示した図である。
【図８】他の実施の形態に係る半導体装置の構造を示した図である。
【図９】変形例に係る半導体装置の構造を示した図である。
【図１０】他の実施の形態に係る半導体装置の構造を示した図である。
【図１１】変形例に係る半導体装置の構造を示した図である
【図１２】デジタル化回路やデジタル出力光検出回路の構成を示した図である。
【図１３】デジタル化回路に関するタイミングチャートを示したものである。
【図１４】他の実施の形態に係るデジタル化回路やデジタル出力光検出回路の構成を示し
た図である。
【図１５】他の実施の形態に係るデジタル化回路に関するタイミングチャートを示したも
のである。
【符号の説明】
【０１０８】
　　１　フォトダイオード
　　２　フォトダイオード
　　３　Ｐ型基板
　　４　Ｎ型層
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　　５　Ｎ型層
　　６　半導体装置
　　７　Ｎ型層
　１０　光検出装置
　１２　照度判定部
　１３　アンプ
　１４　アンプ
　１５　差分回路
　１６　リセット回路
　１７　スイッチ
　１８　スイッチ
　１９　直流電源
　２１　コンパレータ
　２２　直流電源
　３１　タイマークロック
　３２　スイッチ
　３３　スイッチ
　４１　積分回路
　５１　Ｐ型層
　５７　ポリシリコン層
　７１　カウンタ回路
　７２　クロック
　７３　差分演算部
　７５　デジタル出力光検出回路
　７７　デジタル化回路
　７８　デジタル化回路
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