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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮像装置アレイであって、
該撮像装置アレイは、
Ｍ×Ｎの焦点面であって、各焦点面は、各次元に少なくとも２つのピクセルを有するピ
クセルの２次元配設を備え、各焦点面は、別の焦点面からのピクセルを含有しない該撮像
装置アレイの領域内に含有される、Ｍ×Ｎの焦点面と、
制御回路であって、該制御回路は、該焦点面内の該ピクセルによる画像情報の捕捉を制
御するように構成され、該制御回路は、該焦点面のうちの少なくとも２つの焦点面の中の
該ピクセルのリセット時間および積分時間を別々に制御することにより、該少なくとも２
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つの焦点面の中の該ピクセルからの画像情報の捕捉が別々に制御可能であるように構成さ
れる、制御回路と、
ピクセル出力をデジタルピクセルデータに変換するように構成されるサンプリング回路
と、
出力インターフェースを介してデジタルピクセルデータを伝送するように構成される出
力インターフェース回路と
を備え、
該出力インターフェースが、Ｍ×Ｎ未満の出力ポートを含み、
該制御回路が、メモリを含み、該制御回路が、該出力インターフェースの該Ｍ×Ｎ未満
の出力ポート上に該Ｍ×Ｎの焦点面からの該デジタルピクセルデータを時間多重化するこ
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とと、該データを伝送するために該出力インターフェース上でタイムスロットが利用可能
となるまで該Ｍ×Ｎの焦点面から該デジタルピクセルデータをバッファリングすることと
を実行するように構成され、該制御回路が、該出力インターフェースを介して伝送される
該ピクセルデータの間に、焦点面を識別するコードを挿入するようにさらに構成されるこ
とを特徴とする、撮像装置アレイ。
【請求項２】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、１つの次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元
アレイとして配設される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項３】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、両方の次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元
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アレイとして配設される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、青色光を捕捉するように構成される少なくとも２つの焦点面と
、緑色光を捕捉するように構成される少なくとも２つの焦点面と、赤色光を捕捉するよう
に構成される少なくとも２つの焦点面とを備える、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項５】
各焦点面は、ピクセルの行および列を備える、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項６】
前記制御回路は、ピクセルの読み出しを制御することによって、前記ピクセルによる画
像情報の捕捉を制御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
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【請求項７】
前記制御回路は、各ピクセルの積分時間を制御することによって、画像情報の捕捉を制
御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項８】
前記制御回路は、前記サンプリング回路の利得を制御することによって、画像情報の処
理を制御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項９】
前記制御回路は、各ピクセルの黒レベルオフセットを制御することによって、画像情報
の処理を制御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１０】
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前記制御回路は、読み出し方向を制御することによって、画像情報の捕捉を制御するよ
うに構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１１】
前記読み出し方向は、
上面から底面、および
底面から上面
から成る群より選択される、請求項１０に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１２】
前記読み出し方向は、
左側から右側、および
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右側がら左側
から成る群より選択される、請求項１０に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１３】
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、関心の読み出し領域を制御することによって制御
するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１４】
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、水平サブサンプリングを制御することによって制
御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１５】
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、垂直サブサンプリングを制御することによって制
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御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１６】
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、ピクセル電荷ビニングを制御することによって制
御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項１７】
前記撮像装置アレイは、モノリシック集積回路撮像装置アレイである、請求項１に記載
の撮像装置アレイ。
【請求項１８】
少なくとも１つの焦点面内の隣接ピクセルの２次元アレイは、同じ捕捉帯域を有する、
請求項１に記載の撮像装置アレイ。
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【請求項１９】
前記捕捉帯域は、
青色光、
シアン光、
可視光および近赤外光を含む拡張色光、
緑色光、
赤外光、
マゼンタ光、
近赤外光、
赤色光、
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黄色光、および
白色光
から成る群より選択される、請求項１８に記載の撮像装置アレイ。
【請求項２０】
前記焦点面のうちの少なくとも１つは、隣接ピクセルのアレイを含み、該隣接ピクセル
のアレイの中のピクセルは、光の異なる色を捕捉するように構成される、請求項１に記載
の撮像装置アレイ。
【請求項２１】
前記隣接ピクセルのアレイは、ベイヤーフィルタパターンを採用する、請求項２０に記
載の撮像装置アレイ。
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【請求項２２】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、焦点面の２×２のアレイとして配設され、
該焦点面のアレイの中の第１の焦点面は、ベイヤーフィルタパターンを採用する隣接ピ
クセルのアレイを含み、
該焦点面のアレイの中の第２の焦点面は、緑色光を捕捉するように構成される隣接ピク
セルのアレイを含み、
該焦点面のアレイの中の第３の焦点面は、赤色光を捕捉するように構成される隣接ピク
セルのアレイを含み、
該焦点面のアレイの中の第４の焦点面は、青色光を捕捉するように構成される隣接ピク
セルのアレイを含む、請求項２１に記載の撮像装置アレイ。
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【請求項２３】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、１つの次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元
アレイとして配設される、請求項２１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項２４】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、両方の次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元
アレイとして配設される、請求項２１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項２５】
前記制御回路は、グローバルカウンタを備える、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項２６】
前記制御回路は、各焦点面がグローバルカウンタに対して制御された時間的オフセット
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を有するように、画像読み出しの開始点を交互にするように構成される、請求項２５に記
載の撮像装置アレイ。
【請求項２７】
前記制御回路は、前記グローバルカウンタを使用して、前記焦点面内の前記ピクセルの
前記捕捉帯域に基づいて、各焦点面内の該ピクセルの積分時間を別々に制御するように構
成される、請求項２５に記載の撮像装置アレイ。
【請求項２８】
前記制御回路は、前記グローバルカウンタに基づいて、各焦点面のフレームレートを別
々に制御するように構成される、請求項２５に記載の撮像装置アレイ。
【請求項２９】
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前記制御回路は、各焦点面に対する一対のポインタをさらに備える、請求項２５に記載
の撮像装置アレイ。
【請求項３０】
前記ポインタ間のオフセットは、プログラム可能である、請求項２９に記載の撮像装置
アレイ。
【請求項３１】
前記制御回路は、各焦点面専用の行コントローラを備える、請求項１に記載の撮像装置
アレイ。
【請求項３２】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、アレイ状に配設されており、
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前記制御回路は、Ｍ個の焦点面の各行の中のピクセルの各行をアドレス指定するように
構成される単一の行デコーダ回路を備える、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項３３】
前記制御回路は、前記行デコーダおよび列回路が、第１の焦点面内のピクセルの第１の
行をサンプリングするように、第１組のピクセルレベルタイミング信号を生成するように
構成され、
該制御回路は、該行デコーダおよび列回路が、第２の焦点面内のピクセルの第２の行を
サンプリングするように第２組のピクセルレベルタイミング信号を生成するように構成さ
れる、請求項３２に記載の撮像装置アレイ。
【請求項３４】
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各焦点面は、専用サンプリング回路を備える、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項３５】
前記サンプリング回路の少なくとも一部分は、複数の前記焦点面によって共有される、
請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項３６】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、アレイ状に配設されており、
前記サンプリング回路は、Ｍ個のアナログ信号プロセッサ（ＡＳＰ）を備え、各ＡＳＰ
は、Ｎ個の焦点面から読み出されたピクセルをサンプリングするように構成される、請求
項３５に記載の撮像装置アレイ。
【請求項３７】
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各ＡＳＰは、Ｎ個の入力を介して前記Ｎ個の焦点面からピクセル出力信号を受信するよ
うに構成され、
各ＡＳＰは、そのＮ個の入力上で各ピクセル出力信号を連続的に処理するように構成さ
れる、請求項３６に記載の撮像装置アレイ。
【請求項３８】
前記制御回路は、単一の共通アナログピクセル信号読出しラインがＮ個の焦点面のグル
ープの中の全てのピクセルによって共有されるように構成され、
該制御回路は、画像データの捕捉を制御して、前記Ｍ個のＡＳＰの各々によって受信さ
れる前記ピクセル出力信号を時間多重化するように構成される、請求項３６に記載の撮像
装置アレイ。
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【請求項３９】
前記Ｍ×Ｎの焦点面は、アレイ状に配設されており、
前記サンプリング回路は、複数のアナログ信号プロセッサ（ＡＳＰ）を備え、各ＡＳＰ
は、複数の焦点面から読み出されたピクセルをサンプリングするように構成され、
前記制御回路は、単一の共通アナログピクセル信号読出しラインが該複数の焦点面内の
全てのピクセルによって共有されるように構成され、
該制御回路は、画像データの捕捉を制御して、該複数のＡＳＰの各々によって受信され
る前記ピクセル出力信号を時間多重化するように構成される、請求項３５に記載の撮像装
置アレイ。
【請求項４０】
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前記サンプリング回路は、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）回路と、アナログデジタ
ル変換（ＡＤＣ）回路とを備える、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４１】
前記サンプリング回路は、各焦点面が専用ＡＦＥを有し、少なくとも１つのＡＤＣが少
なくとも２つの焦点面の間に共有されるように構成される、請求項４０に記載の撮像装置
アレイ。
【請求項４２】
前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＤＣが一対の焦点面の間に共有されるよ
うに構成される、請求項４１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４３】
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前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＤＣが４つの焦点面の間に共有されるよ
うに構成される、請求項４１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４４】
前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＦＥが少なくとも２つの焦点面の間に共
有されるように構成される、請求項４３に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４５】
前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＦＥが少なくとも一対の焦点面の間に共
有されるように構成される、請求項４４に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４６】
前記サンプリング回路は、各々がＡＦＥを共有する２対の焦点面が集合的にＡＤＣを共
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有するように構成される、請求項４５に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４７】
前記制御回路は、各焦点面および関連ＡＦＥ回路の電源を切った状態または各焦点面の
処理タイムスロットを別々に制御するように構成される、請求項１に記載の撮像装置アレ
イ。
【請求項４８】
前記制御回路は、電源を切った状態の少なくとも１つの焦点面の前記ピクセルが一定の
リセット状態にあるように構成する、請求項４７に記載の撮像装置アレイ。
【請求項４９】
少なくとも１つの焦点面は、該焦点面を使用して捕捉されるピクセルデータを較正する
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ための基準ピクセルを含む、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【請求項５０】
前記制御回路は、前記焦点面の関連ＡＦＥ回路の電源を切った状態または該焦点面の処
理タイムスロットを別々に制御するように構成され、
該制御回路は、該焦点面の前記基準ピクセルの読出し中に、該焦点面の関連ＡＦＥ回路
への電力を維持するように構成される、請求項４９に記載の撮像装置アレイ。
【請求項５１】
第１の焦点面内の隣接ピクセルの第１のアレイは、第１の捕捉帯域を有し、
第２の焦点面内の隣接ピクセルの第２のアレイは、第２の捕捉帯域を有し、該第１の捕
捉帯域と第２の捕捉帯域とは、同じであり、
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周辺回路は、該隣接ピクセルの第１のアレイの積分時間が第１の期間であるように構成
され、
該周辺回路は、該隣接ピクセルの第２のアレイの積分時間が第２の期間であるように構
成され、該第２の期間は、該第１の期間よりも長い、請求項１に記載の撮像装置アレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、概して、撮像装置に関し、より具体的には、アレイカメラで使用される撮像
装置アレイに関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来の単一のセンサカメラで使用されるセンサは、典型的には、行コントローラと、１
つ以上の列読み出し回路とを含む。撮像装置の中のピクセルのアレイとの関連で、「行」
という用語は、典型的には、共通制御ラインを共有するピクセル群を指すために使用され
、「列」という用語は、共通読み出しラインを共有するピクセル群である。個々のカメラ
／センサのアレイ、または単一焦点面センサ上で焦点を合わせられたレンズアレイのいず
れか一方を使用する、いくつかのアレイカメラ設計が提案されている。複数の別個のカメ
ラがアレイカメラの実装で使用されるときに、各カメラは、別個の入出力経路を有し、カ
メラコントローラは、典型的には、何らかの方法で同期化される必要がある。単一焦点面
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センサ上で焦点を合わせられたレンズアレイが、アレイカメラを実装するために使用され
るときに、センサは、典型的には、従来のカメラで使用されるものと同様の従来のセンサ
である。そのようなものとして、センサは、レンズアレイの中の各センサの画像範囲内の
ピクセルを独立して制御する能力を保有しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
撮像装置アレイが、本発明の実施形態によるモノリシック集積回路として実装される、
システムおよび方法が開示される。多くの実施形態では、撮像装置アレイは、撮像装置ア
レイ内の制御論理によってそれぞれ独立して制御される、複数の撮像装置を含み、各撮像
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装置によって捕捉される画像データは、共通入出力経路を使用して、撮像装置アレイから
出力される。いくつかの実施形態では、各撮像装置のピクセルは、裏面照射され、撮像装
置アレイのバルクシリコンは、各撮像装置によって感知されるスペクトル波長に従って、
異なる撮像装置に対応する領域中で異なる深度まで薄くされる。
【０００４】
本発明の一実施形態は、複数の焦点面であって、各焦点面は、各次元に少なくとも２つ
のピクセルを有する、ピクセルの２次元配設を備え、各焦点面は、別の焦点面からのピク
セルを含有しない、撮像装置アレイの領域内に含有される、複数の焦点面と、焦点面内の
ピクセルによる画像情報の捕捉を制御するように構成される、制御回路であって、制御回
路は、焦点面の少なくとも２つの中のピクセルによる画像情報の捕捉が別々に制御可能で
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あるように、構成される、制御回路と、ピクセル出力をデジタルピクセルデータに変換す
るように構成される、サンプリング回路とを含む。
【０００５】
さらなる実施形態では、複数の焦点面は、１つの次元に少なくとも３つの焦点面を有す
る、焦点面の２次元アレイとして配設される。
【０００６】
別の実施形態では、複数の焦点面は、両方の次元に少なくとも３つの焦点面を有する、
焦点面の２次元アレイとして配設される。
【０００７】
なおもさらなる実施形態では、焦点面のＮ×Ｍアレイとして配設される、複数の焦点面
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は、青色光を捕捉するように構成される少なくとも２つの焦点面と、緑色光を捕捉するよ
うに構成される少なくとも２つの焦点面と、赤色光を捕捉するように構成される少なくと
も２つの焦点面とを備える。
【０００８】
なおも別の実施形態では、各焦点面は、ピクセルの行および列を備える。
【０００９】
さらなる実施形態では、制御回路は、ピクセルの再設定を制御することによって、ピク
セルによる画像情報の捕捉を制御するように構成される。
【００１０】
さらに別の実施形態では、制御回路は、ピクセルの読み出しを制御することによって、
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ピクセルによる画像情報の捕捉を制御するように構成される。
【００１１】
再度、さらなる実施形態では、制御回路は、各ピクセルの積分時間を制御することによ
って、画像情報の捕捉を制御するように構成される。
【００１２】
再度、別の実施形態では、制御回路は、サンプリング回路の利得を制御することによっ
て、画像情報の処理を制御するように構成される。
【００１３】
さらなる付加的な実施形態では、制御回路は、各ピクセルの黒レベルオフセットを制御
することによって、画像情報の処理を制御するように構成される。
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【００１４】
別の付加的な実施形態では、制御回路は、読み出し方向を制御することによって、画像
情報の捕捉を制御するように構成される。
【００１５】
なおもさらなる実施形態では、読み出し方向は、上面から底面、および底面から上面か
ら成る群より選択される。
【００１６】
なおもさらなる別の実施形態では、読み出し方向は、左側から右側、および右側がら左
側から成る群より選択される。
【００１７】
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再度、なおもさらなる実施形態では、制御回路は、関心の読み出し領域を制御すること
によって、画像情報の捕捉を制御するように構成される。
【００１８】
再度、なおも別の実施形態では、制御回路は、水平サブサンプリングを制御することに
よって、画像情報の捕捉を制御するように構成される。
【００１９】
なおもさらなる付加的な実施形態では、制御回路は、垂直サブサンプリングを制御する
ことによって、画像情報の捕捉を制御するように構成される。
【００２０】
なおも別の付加的な実施形態では、制御回路は、ピクセル電荷ビニングを制御すること
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によって、画像情報の捕捉を制御するように構成される。
【００２１】
再度、さらなる実施形態では、撮像装置アレイは、モノリシック集積回路撮像装置アレ
イである。
【００２２】
再度、さらに別の実施形態では、少なくとも１つの焦点面内の隣接ピクセルの２次元ア
レイは、同じ捕捉帯域を有する。
【００２３】
さらに付加的な実施形態では、捕捉帯域は、青色光、シアン光、視光および近赤外光を
含む拡張色光、緑色光、赤外光、マゼンタ光、近赤外光、赤色光、黄色光、および白色光
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を含む、群から選択される。
【００２４】
再度、さらなる付加的な実施形態では、第１の焦点面内の隣接ピクセルの第１のアレイ
は、第１の捕捉帯域を有し、第２の焦点面内の隣接ピクセルの第２のアレイは、第２の捕
捉帯域を有し、第１の捕捉帯域と第２の捕捉帯域とは、同じであり、周辺回路は、隣接ピ
クセルの第１のアレイの積分時間が第１の期間であるように、構成され、周辺回路は、隣
接ピクセルの第２のアレイの積分時間が第２の期間であるように、構成され、第２の期間
は、第１の期間よりも長い。
【００２５】
別のさらなる実施形態では、焦点面のうちの少なくとも１つは、隣接ピクセルのアレイ
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を含み、隣接ピクセルのアレイの中のピクセルは、光の異なる色を捕捉するように構成さ
れる。
【００２６】
さらに別のさらなる実施形態では、隣接ピクセルのアレイは、ベイヤーフィルタパター
ンを採用する。
【００２７】
なおも別のさらなる実施形態では、複数の焦点面は、焦点面の２×２アレイとして配設
され、焦点面のアレイの中の第１の焦点面は、ベイヤーフィルタパターンを採用する隣接
ピクセルのアレイを含み、焦点面のアレイの中の第２の焦点面は、緑色光を捕捉するよう
に構成される隣接ピクセルのアレイを含み、焦点面のアレイの中の第３の焦点面は、赤色
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光を捕捉するように構成される隣接ピクセルのアレイを含み、焦点面のアレイの中の第４
の焦点面は、青色光を捕捉するように構成される隣接ピクセルのアレイを含む。
【００２８】
再度、別のさらなる実施形態では、複数の焦点面は、１つの次元に少なくとも３つの焦
点面を有する、焦点面の２次元アレイとして配設される。
【００２９】
別のさらなる付加的な実施形態では、複数の焦点面は、両方の次元に少なくとも３つの
焦点面を有する、焦点面の２次元アレイとして配設される。
【００３０】
なおもさらに別のさらなる実施形態では、制御回路は、グローバルカウンタを備える。
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【００３１】
再度、なおも別のさらなる実施形態では、制御回路は、各焦点面が、グローバルカウン
タに対して制御された時間的オフセットを有するように、画像読み出しの開始点を交互に
するように構成される。
【００３２】
再度、なおも別のさらなる付加的な実施形態では、制御回路は、グローバルカウンタを
使用して、焦点面内のピクセルの捕捉帯域に基づいて、各焦点面内のピクセルの積分時間
を別々に制御するように構成される。
【００３３】
再度、さらに別のさらなる実施形態では、制御回路は、グローバルカウンタに基づいて
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、各焦点面のフレームレートを別々に制御するように構成される。
【００３４】
さらに別のさらなる付加的な実施形態では、制御回路はさらに、各焦点面に対する一対
のポインタを備える。
【００３５】
なおもさらなる実施形態では、ポインタ間のオフセットは、積分時間を特定する。
【００３６】
なおもさらなる別の実施形態では、ポインタ間のオフセットは、プログラム可能である
。
【００３７】

50

(9)

JP 5848754 B2 2016.1.27

さらなる実施形態では、制御回路は、各焦点面専用の行コントローラを備える。
【００３８】
さらに別の実施形態では、撮像装置アレイは、Ｍ×Ｎの焦点面のアレイを含み、制御回
路は、Ｍ個の焦点面の各行の中のピクセルの各行をアドレス指定するように構成される、
単一の行デコーダ回路を備える。
【００３９】
再度、さらなる実施形態では、制御回路は、行デコーダおよび列回路が、第１の焦点面
内のピクセルの第１の行をサンプリングするように、第１組のピクセルレベルタイミング
信号を生成するように構成され、制御回路は、行デコーダおよび列回路が、第２の焦点面
内のピクセルの第２の行をサンプリングするように、第２組のピクセルレベルタイミング
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信号を生成するように構成される。
【００４０】
再度、別の実施形態では、各焦点面は、専用サンプリング回路を備える。
【００４１】
さらなる付加的な実施形態では、サンプリング回路の少なくとも一部分は、複数の焦点
面によって共有される。
【００４２】
別の付加的な実施形態では、撮像装置アレイは、Ｍ×Ｎの焦点面のアレイを含み、サン
プリング回路は、Ｍ個のアナログ信号プロセッサ（ＡＳＰ）を備え、各ＡＳＰは、Ｎ個の
焦点面から読み出されたピクセルをサンプリングするように構成される。

20

【００４３】
なおもさらなる実施形態では、各ＡＳＰは、Ｎ個の入力を介してＮ個の焦点面からピク
セル出力信号を受信するように構成され、各ＡＳＰは、そのＮ個の入力上で各ピクセル出
力信号を連続的に処理するように構成される。
【００４４】
なおもさらに別の実施形態では、制御回路は、単一の共通アナログピクセル信号読み出
しラインが、Ｎ個の焦点面のグループの中の全てのピクセルによって共有されるように、
構成され、制御回路は、画像データの捕捉を制御して、Ｍ個のＡＳＰのそれぞれによって
受信されるピクセル出力信号を時間多重化するように構成される。
【００４５】
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再度、なおも別の実施形態では、撮像装置アレイは、Ｍ×Ｎの焦点面のアレイを含み、
サンプリング回路は、複数のアナログ信号プロセッサ（ＡＳＰ）を備え、各ＡＳＰは、複
数の焦点面から読み出されたピクセルをサンプリングするように構成され、制御回路は、
単一の共通アナログピクセル信号読み出しラインが、複数の焦点面内の全てのピクセルに
よって共有されるように、構成され、制御回路は、画像データの捕捉を制御して、複数の
ＡＳＰのそれぞれによって受信されるピクセル出力信号を時間多重化するように構成され
る。
【００４６】
再度、さらなる実施形態では、サンプリング回路は、アナログフロントエンド（ＡＦＥ
）回路と、アナログ・デジタル変換（ＡＤＣ）回路とを備える。
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【００４７】
再度、さらに別の実施形態では、サンプリング回路は、各焦点面が、専用ＡＦＥを有し
、少なくとも１つのＡＤＣが、少なくとも２つの焦点面の間で共有されるように、構成さ
れる。
【００４８】
さらなる付加的な実施形態では、サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＤＣが、一
対の焦点面の間で共有されるように、構成される。
【００４９】
さらに別の付加的な実施形態では、サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＤＣが、
４つの焦点面の間で共有されるように、構成される。
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【００５０】
再度、さらに付加的な実施形態では、サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＦＥが
、少なくとも２つの焦点面の間で共有されるように、構成される。
【００５１】
再度、別の付加的な実施形態では、サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＦＥが、
少なくとも一対の焦点面の間で共有されるように、構成される。
【００５２】
別のさらなる実施形態では、サンプリング回路は、それぞれＡＦＥを共有する２対の焦
点面が、集合的にＡＤＣを共有するように、構成される。
【００５３】
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なおも別のさらなる実施形態では、制御回路は、各焦点面および関連ＡＦＥ回路または
その中の処理タイムスロットの電源を切った状態を別々に制御するように構成される。
【００５４】
さらに別のさらなる実施形態では、制御回路は、一定のリセット状態であるように、少
なくとも１つの不活性焦点面のピクセルを構成する。
【００５５】
再度、別のさらなる実施形態では、少なくとも１つの焦点面は、焦点面を使用して捕捉
されるピクセルデータを較正するように、基準ピクセルを含む。
【００５６】
別のさらなる付加的な実施形態では、制御回路は、焦点面の関連ＡＦＥ回路またはその
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中の処理タイムスロットの電源を切った状態を別々に制御するように構成され、制御回路
は、焦点面の基準ピクセルの読み出しのために、関連ＡＦＥ回路またはその中の処理タイ
ムスロットの電源を切ることなく、焦点面の関連ＡＦＥ回路またはその中の処理タイムス
ロットの電源を切るように構成される。
【００５７】
なおもさらに別のさらなる付加的な実施形態では、隣接ピクセルのアレイの中のピクセ
ルは、読み出し回路を共有する。
【００５８】
再度、なおも別のさらなる実施形態では、読み出し回路は、リセットトランジスタ、浮
動拡散コンデンサ、ソースフォロア増幅器トランジスタとを含む。
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【００５９】
なおも別のさらなる付加的な実施形態では、少なくとも１つの焦点面の中の隣接ピクセ
ルのアレイは、隣接ピクセルの第１のアレイであり、撮像装置アレイは、複数の焦点面の
うちのもう１つの内側の隣接ピクセルの第２のアレイと、隣接ピクセルの第２のアレイの
中のピクセルとを含み、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルの捕捉帯域は、隣接
ピクセルの第１のアレイの中のピクセルの捕捉帯域とは異なり、隣接ピクセルの第１のア
レイの中のピクセルのフルウェルキャパシティは、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピ
クセルのフルウェルキャパシティとは異なる。
【００６０】
再度、さらに別のさらなる実施形態では、隣接ピクセルの第１のアレイの中のピクセル

40

のフルウェルキャパシティは、ピクセルが、所定の最大スペクトル放射輝度を有する第１
の捕捉帯域内で輝くように、所定の積分時間にわたって露出されたときに、各ピクセルウ
ェルが生成された電子の数によって充填されるように、構成され、隣接ピクセルの第２の
アレイの中のピクセルのフルウェルキャパシティは、ピクセルが、所定の最大スペクトル
放射輝度を有する第２の捕捉帯域内で輝くように、所定の積分時間にわたって露出された
時に、各ピクセルウェルが生成された電子の数によって充填されるように、構成される。
【００６１】
さらに別のさらなる付加的な実施形態では、浮動拡散容量が、隣接ピクセルのアレイの
中の各ピクセルの変換利得を決定する。
【００６２】
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さらなる実施形態では、少なくとも１つの焦点面内の隣接ピクセルのアレイは、隣接ピ
クセルの第１のアレイであり、撮像装置アレイは、複数の焦点面のうちのもう１つの内側
に隣接ピクセルの第２のアレイを含み、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルは、
隣接ピクセルの第２のアレイの中の各ピクセルの変換利得を決定する、浮動拡散容量を有
し、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルの捕捉帯域は、隣接ピクセルの第１のア
レイの中のピクセルの捕捉帯域とは異なり、隣接ピクセルの第１のアレイの中のピクセル
の変換利得は、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルの変換利得とは異なる。
【００６３】
別の実施形態では、隣接ピクセルの第１および第２のアレイの浮動拡散コンデンサは、
ピクセル出力の入力基準雑音を最小限化するように構成される。
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【００６４】
なおもさらなる実施形態では、少なくとも１つの焦点面内の隣接ピクセルのアレイは、
隣接ピクセルの第１のアレイであり、撮像装置アレイは、複数の焦点面のうちのもう１つ
の内側に隣接ピクセルの第２のアレイを含み、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセ
ルは、隣接ピクセルの第２のアレイの中の各ピクセルの変換利得を決定する、浮動拡散容
量を有し、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルの捕捉帯域は、隣接ピクセルの第
１のアレイの中のピクセルの捕捉帯域と同じであり、隣接ピクセルの第１のアレイの中の
ピクセルの変換利得は、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルの変換利得とは異な
る。
【００６５】
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なおも別の実施形態では、アレイの中の各ピクセルのソースフォロワ利得は、ピクセル
の出力電圧を決定する。
【００６６】
さらなる実施形態では、少なくとも１つの焦点面内の隣接ピクセルのアレイは、隣接ピ
クセルの第１のアレイであり、撮像装置アレイは、複数の焦点面のうちのもう１つの内側
に隣接ピクセルの第２のアレイを含み、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルは、
隣接ピクセルの第２のアレイの中の各ピクセルの固定ソースフォロワ利得を有し、隣接ピ
クセルの第２のアレイの中のピクセルの捕捉帯域は、隣接ピクセルの第１のアレイの中の
ピクセルの捕捉帯域とは異なり、隣接ピクセルの第１のアレイの中のピクセルのソースフ
ォロワ利得は、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセルのソースフォロワ利得とは異
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なる。
【００６７】
さらに別の実施形態では、隣接ピクセルの第１のアレイと第２のアレイとのソースフォ
ロワ利得は、各ピクセルの最大出力信号振れが同じであるように構成される。
【００６８】
再度、さらなる実施形態では、第１の焦点面内の隣接ピクセルの第１のアレイは、第１
の捕捉帯域を有し、第２の焦点面内の隣接ピクセルの第２のアレイは、第２の捕捉帯域を
有し、第１および第２の捕捉帯域は、異なり、撮像装置アレイは、裏面照射され、隣接ピ
クセルの第１のアレイを含有する領域中の撮像装置アレイの薄化深度は、隣接ピクセルの
第２のアレイを含有する撮像装置アレイの領域の薄化深度とは異なる。
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【００６９】
再度、別の実施形態では、第１の捕捉帯域と第２の捕捉帯域とは、重複しない。
【００７０】
さらに付加的な実施形態では、第１のアレイを含有する領域中のアレイの中の撮像装置
の薄化深度は、第１の捕捉帯域に関係し、第２のアレイを含有する領域中のアレイの中の
撮像装置の薄化深度は、第２の捕捉帯域に関係する。
【００７１】
別の付加的な実施形態では、第１の薄化深度は、４５０ｎｍの公称捕捉帯域波長を考慮
して、フォトダイオードの空乏領域内にピークキャリア生成を位置付けるよう構成される
。
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【００７２】
なおもさらなる実施形態では、第１の薄化深度は、５５０ｎｍの公称捕捉帯域波長を考
慮して、フォトダイオードの空乏領域内にピークキャリア生成を位置付けるよう構成され
る。
【００７３】
なおもさらなる別の実施形態では、第１の薄化深度は、６４０ｎｍの公称捕捉帯域波長
を考慮して、フォトダイオードの空乏領域内にピークキャリア生成を位置付けるよう構成
される。
【００７４】
再度、なおもさらなる実施形態では、第１の焦点面内の隣接ピクセルの第１のアレイは

10

、第１の捕捉帯域を有し、第２の焦点面内の隣接ピクセルの第２のアレイは、第２の捕捉
帯域を有し、第１および第２の捕捉帯域は、異なり、隣接ピクセルの第１のアレイの中の
ピクセルは、第１のピクセルサイズであり、隣接ピクセルの第２のアレイの中のピクセル
は、第２のピクセルサイズであり、第１のピクセルサイズは、第２のピクセルサイズより
も大きく、第１の捕捉帯域は、第２の捕捉帯域よりも長い光の波長を含む。
【００７５】
なおもさらなる付加的な実施形態では、制御回路の第１の部分は、焦点面の片側に位置
し、制御回路の第２の部分は、焦点面の反対側に位置する。
【００７６】
なおも別の付加的な実施形態では、制御回路の第１の部分は、第１の焦点面内の複数の
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ピクセル、および第１の焦点面に隣接して位置する第２の焦点面内の複数のピクセルによ
る、情報の捕捉を制御するように構成される。
【００７７】
再度、さらなる実施形態では、撮像装置アレイは、撮像装置アレイの焦点面より上側に
位置付けられるレンズアレイを受容するように構成され、複数の焦点面のそれぞれは、レ
ンズアレイが撮像装置アレイに載置された時に、レンズアレイの画像範囲に対応する撮像
装置アレイの中の領域内に位置する。
【００７８】
再度、さらに別の実施形態はまた、撮像装置アレイの焦点面より上側に載置されるカバ
ーガラスも含む。
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【００７９】
再度、さらに付加的な実施形態では、隣接焦点面は、間隔距離によって分離される。
【００８０】
再度、別の付加的な実施形態では、制御回路は、隣接焦点面の間の間隔距離内に位置す
る。
【００８１】
別のさらなる実施形態では、サンプリング回路は、隣接焦点面の間の間隔距離内に位置
する。
【００８２】
一実施形態は、複数の焦点面であって、各焦点面は、各次元に少なくとも２つのピクセ
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ルを有する、ピクセルの２次元配設を備え、各焦点面は、別の焦点面からのピクセルを含
有しない、撮像装置アレイの領域内に含有される、複数の焦点面と、焦点面内のピクセル
による画像情報の捕捉を制御するように構成される、制御回路であって、制御回路は、焦
点面の少なくとも２つの中のピクセルによる画像情報の捕捉が別々に制御可能であるよう
に、構成される、制御回路と、ピクセル出力をデジタルピクセルデータに変換するように
構成される、サンプリング回路と、出力インターフェースを介してピクセルデータを伝送
するように構成される、出力インターフェース回路とを含む。
【００８３】
本発明のさらなる実施形態では、撮像装置アレイは、Ｍ×Ｎの焦点面を含み、出力イン
ターフェースは、Ｍ×Ｎ未満の出力ポートを含み、制御回路は、出力インターフェースの
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出力ポート上にピクセルデータを時間多重化するように構成される。
【００８４】
別の実施形態では、制御回路はさらに、タイムスロットが、ピクセルデータを伝送する
ために出力インターフェースの出力ポート上で利用可能となるまで、複数の焦点面からピ
クセルデータをバッファリングするように構成されるメモリを備える。
【００８５】
なおもさらなる実施形態では、制御回路は、出力インターフェースを介して伝送される
ピクセルデータの間にコードを挿入するように構成され、コードは、焦点面を識別する情
報を提供する。
【００８６】
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なおも別の実施形態では、制御回路は、出力インターフェースを介して伝送されるピク
セルデータの間にコードを挿入するように構成され、コードは、焦点面内のピクセルの少
なくとも１つの行を識別する情報を提供する。
【００８７】
さらなる実施形態では、制御回路は、出力インターフェースを介して伝送されるピクセ
ルデータの間にコードを挿入するように構成され、コードは、焦点面内のピクセルの少な
くとも１つの列を識別する情報を提供する。
【００８８】
さらに別の実施形態では、制御回路は、出力インターフェースを介して伝送されるピク
セルデータの間にコードを挿入するように構成され、コードは、ピクセルデータ捕捉の相
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対的時間を識別する情報を提供する。
【００８９】
再度、さらなる実施形態では、コードは、ピクセルデータ捕捉の相対的開始時間を識別
する情報を提供する。
【００９０】
再度別の実施形態では、コードは、ピクセルデータ捕捉の相対的終了時間を識別する情
報を提供する。
【００９１】
さらに付加的な実施形態では、制御回路はさらに、カウンタを備え、ピクセルデータ捕
捉の相対的時間を識別する情報を提供するコードは、カウンタを使用して生成される。
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【００９２】
別の付加的な実施形態では、制御回路は、出力インターフェースを介して伝送されるピ
クセルデータの間にコードを挿入するように構成され、コードは、撮像装置アレイの動作
パラメータに関する情報を提供する。
【００９３】
なおもさらなる実施形態では、コードは、各焦点面の積分時間を提供する。
【００９４】
なおもさらなる別の実施形態では、コードは、各焦点面の利得を提供する。
【００９５】
再度、なおもさらなる実施形態では、出力インターフェース回路は、出力インターフェ
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ースを介したピクセルデータの伝送の間にフレームブランキング区間を挿入するように構
成される。
【００９６】
再度、なおも別の実施形態では、出力インターフェース回路はさらに、出力インターフ
ェースを介したピクセルデータのラインの伝送の間にラインブランキング区間を挿入する
ように構成される。
【００９７】
なおもさらなる付加的な実施形態では、出力インターフェース回路は、ビット削減を行
うことによって、ピクセルデータを変換するように構成される。
【００９８】

50

(14)

JP 5848754 B2 2016.1.27

本発明の方法の実施形態は、複数の焦点面を有する撮像装置アレイを使用して、ピクセ
ルデータを別々に捕捉するステップであって、各焦点面は、各次元に少なくとも２つのピ
クセルを有する、ピクセルの２次元配設を備え、各焦点面は、ピクセルデータの捕捉中に
、別の焦点面からのピクセルを含有しない、撮像装置アレイの領域内に含有される、ステ
ップと、撮像装置アレイの中のメモリ内に、捕捉したピクセルデータの複数部分をバッフ
ァリングするステップと、タイムスロットが出力ポート上で利用可能であるときに、撮像
装置アレイの中の出力インターフェースを介して、バッファリングしたピクセルデータを
伝送するステップとを含む。
【００９９】
本発明のさらなる実施形態はまた、出力インターフェースを介して伝送されるピクセル
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データの間にコードを挿入するために、撮像装置アレイ上の制御回路を使用するステップ
も含み、コードは、焦点面を識別する情報を提供する。
【０１００】
本発明の別の実施形態はまた、出力インターフェースを介して伝送されるピクセルデー
タの間にコードを挿入するために、撮像装置アレイ上の制御回路を使用するステップも含
み、コードは、焦点面内のピクセルの少なくとも１つの行を識別する情報を提供する。
【０１０１】
本発明のなおもさらなる実施形態はまた、出力インターフェースを介して伝送されるピ
クセルデータの間にコードを挿入するために、撮像装置アレイ上の制御回路を使用するス
テップも含み、コードは、焦点面内のピクセルの少なくとも１つの列、ピクセルデータ捕
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捉の相対的時間、ピクセルデータ捕捉の相対的開始時間、ピクセルデータ捕捉の相対的終
了時間、各焦点面の積分時間、および各焦点面の利得のうちの少なくとも１つを識別する
情報を提供する。
【０１０２】
本発明のなおも別の実施形態はまた、出力インターフェースを介した、バッファリング
したピクセルデータの伝送の間にラインブランキング区間を挿入するために、撮像装置ア
レイ上の制御回路を使用するステップも含む。
【０１０３】
本発明のさらなる実施形態はまた、捕捉したピクセルデータの伝送の完了時にフレーム
ブランキング区間を挿入するために、撮像装置アレイ上の制御回路を使用するステップも

30

含む。
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
撮像装置アレイであって、
該撮像装置アレイは、
複数の焦点面であって、各焦点面は、各次元に少なくとも２つのピクセルを有するピク
セルの２次元配設を備え、各焦点面は、別の焦点面からのピクセルを含有しない該撮像装
置アレイの領域内に含有される、複数の焦点面と、
制御回路であって、該制御回路は、該焦点面内の該ピクセルによる画像情報の捕捉を制
御するように構成され、該制御回路は、該焦点面のうちの少なくとも２つの中の該ピクセ
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ルによる画像情報の捕捉が別々に制御可能であるように構成される、制御回路と、
ピクセル出力をデジタルピクセルデータに変換するように構成されるサンプリング回路
と
を備える、撮像装置アレイ。
（項目２）
前記複数の焦点面は、１つの次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元ア
レイとして配設される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目３）
前記複数の焦点面は、両方の次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元ア
レイとして配設される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
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（項目４）
焦点面のＮ×Ｍのアレイとして配設される前記複数の焦点面は、青色光を捕捉するよう
に構成される少なくとも２つの焦点面と、緑色光を捕捉するように構成される少なくとも
２つの焦点面と、赤色光を捕捉するように構成される少なくとも２つの焦点面とを備える
、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目５）
各焦点面は、ピクセルの行および列を備える、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目６）
前記制御回路は、ピクセルの再設定を制御することによって、前記ピクセルによる画像
情報の捕捉を制御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
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（項目７）
前記制御回路は、ピクセルの読み出しを制御することによって、前記ピクセルによる画
像情報の捕捉を制御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目８）
前記制御回路は、各ピクセルの積分時間を制御することによって、画像情報の捕捉を制
御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目９）
前記制御回路は、前記サンプリング回路の利得を制御することによって、画像情報の処
理を制御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１０）
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前記制御回路は、各ピクセルの黒レベルオフセットを制御することによって、画像情報
の処理を制御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１１）
前記制御回路は、読み出し方向を制御することによって、画像情報の捕捉を制御するよ
うに構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１２）
前記読み出し方向は、
上面から底面、および
底面から上面
から成る群より選択される、項目１１に記載の撮像装置アレイ。
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（項目１３）
前記読み出し方向は、
左側から右側、および
右側がら左側
から成る群より選択される、項目１１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１４）
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、関心の読み出し領域を制御することによって制御
するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１５）
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、水平サブサンプリングを制御することによって制
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御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１６）
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、垂直サブサンプリングを制御することによって制
御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１７）
前記制御回路は、画像情報の捕捉を、ピクセル電荷ビニングを制御することによって制
御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目１８）
前記撮像装置アレイは、モノリシック集積回路撮像装置アレイである、項目１に記載の
撮像装置アレイ。
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（項目１９）
少なくとも１つの焦点面内の隣接ピクセルの２次元アレイは、同じ捕捉帯域を有する、
項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目２０）
前記捕捉帯域は、
青色光、
シアン光、
可視光および近赤外光を含む拡張色光、
緑色光、
赤外光、
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マゼンタ光、
近赤外光、
赤色光、
黄色光、および
白色光
から成る群より選択される、項目１９に記載の撮像装置アレイ。
（項目２１）
第１の焦点面内の隣接ピクセルの第１のアレイは、第１の捕捉帯域を有し、
第２の焦点面内の隣接ピクセルの第２のアレイは、第２の捕捉帯域を有し、該第１の捕
捉帯域と第２の捕捉帯域とは、同じであり、
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周辺回路は、該隣接ピクセルの第１のアレイの積分時間が第１の期間であるように構成
され、
該周辺回路は、該隣接ピクセルの第２のアレイの積分時間が第２の期間であるように構
成され、該第２の期間は、該第１の期間よりも長い、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目２１）
前記焦点面のうちの少なくとも１つは、隣接ピクセルのアレイを含み、該隣接ピクセル
のアレイの中のピクセルは、光の異なる色を捕捉するように構成される、項目１に記載の
撮像装置アレイ。
（項目２２）
前記隣接ピクセルのアレイは、ベイヤーフィルタパターンを採用する、項目２１に記載
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の撮像装置アレイ。
（項目２３）
前記複数の焦点面は、焦点面の２×２のアレイとして配設され、
該焦点面のアレイの中の第１の焦点面は、ベイヤーフィルタパターンを採用する隣接ピ
クセルのアレイを含み、
該焦点面のアレイの中の第２の焦点面は、緑色光を捕捉するように構成される隣接ピク
セルのアレイを含み、
該焦点面のアレイの中の第３の焦点面は、赤色光を捕捉するように構成される隣接ピク
セルのアレイを含み、
該焦点面のアレイの中の第４の焦点面は、青色光を捕捉するように構成される隣接ピク
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セルのアレイを含む、項目２２に記載の撮像装置アレイ。
（項目２４）
前記複数の焦点面は、１つの次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元ア
レイとして配設される、項目２２に記載の撮像装置アレイ。
（項目２５）
前記複数の焦点面は、両方の次元に少なくとも３つの焦点面を有する焦点面の２次元ア
レイとして配設される、項目２２に記載の撮像装置アレイ。
（項目２６）
前記制御回路は、グローバルカウンタを備える、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目２７）
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前記制御回路は、各焦点面がグローバルカウンタに対して制御された時間的オフセット
を有するように、画像読み出しの開始点を交互にするように構成される、項目２６に記載
の撮像装置アレイ。
（項目２８）
前記制御回路は、前記グローバルカウンタを使用して、前記焦点面内の前記ピクセルの
前記捕捉帯域に基づいて、各焦点面内の該ピクセルの積分時間を別々に制御するように構
成される、項目２６に記載の撮像装置アレイ。
（項目２９）
前記制御回路は、前記グローバルカウンタに基づいて、各焦点面のフレームレートを別
々に制御するように構成される、項目２６に記載の撮像装置アレイ。

10

（項目３０）
前記制御回路は、各焦点面に対する一対のポインタをさらに備える、項目２６に記載の
撮像装置アレイ。
（項目３１）
前記ポインタ間のオフセットは、積分時間を特定する、項目３０に記載の撮像装置アレ
イ。
（項目３２）
前記ポインタ間のオフセットは、プログラム可能である、項目３０に記載の撮像装置ア
レイ。
（項目３３）

20

前記制御回路は、各焦点面専用の行コントローラを備える、項目１に記載の撮像装置ア
レイ。
（項目３４）
前記撮像装置アレイは、Ｍ×Ｎの焦点面のアレイを含み、
前記制御回路は、Ｍ個の焦点面の各行の中のピクセルの各行をアドレス指定するように
構成される単一の行デコーダ回路を備える、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目３５）
前記制御回路は、前記行デコーダおよび列回路が、第１の焦点面内のピクセルの第１の
行をサンプリングするように、第１組のピクセルレベルタイミング信号を生成するように
構成され、

30

該制御回路は、該行デコーダおよび列回路が、第２の焦点面内のピクセルの第２の行を
サンプリングするように第２組のピクセルレベルタイミング信号を生成するように構成さ
れる、項目３４に記載の撮像装置アレイ。
（項目３６）
各焦点面は、専用サンプリング回路を備える、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目３７）
前記サンプリング回路の少なくとも一部分は、前記複数の焦点面によって共有される、
項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目３８）
前記撮像装置アレイは、Ｍ×Ｎの焦点面のアレイを含み、

40

前記サンプリング回路は、Ｍ個のアナログ信号プロセッサ（ＡＳＰ）を備え、各ＡＳＰ
は、Ｎ個の焦点面から読み出されたピクセルをサンプリングするように構成される、項目
３７に記載の撮像装置アレイ。
（項目３９）
各ＡＳＰは、Ｎ個の入力を介して前記Ｎ個の焦点面からピクセル出力信号を受信するよ
うに構成され、
各ＡＳＰは、そのＮ個の入力上で各ピクセル出力信号を連続的に処理するように構成さ
れる、項目３８に記載の撮像装置アレイ。
（項目４０）
前記制御回路は、単一の共通アナログピクセル信号読出しラインがＮ個の焦点面のグル
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ープの中の全てのピクセルによって共有されるように構成され、
該制御回路は、画像データの捕捉を制御して、前記Ｍ個のＡＳＰの各々によって受信さ
れる前記ピクセル出力信号を時間多重化するように構成される、項目３８に記載の撮像装
置アレイ。
（項目４１）
前記撮像装置アレイは、Ｍ×Ｎの焦点面のアレイを含み、
前記サンプリング回路は、複数のアナログ信号プロセッサ（ＡＳＰ）を備え、各ＡＳＰ
は、複数の焦点面から読み出されたピクセルをサンプリングするように構成され、
前記制御回路は、単一の共通アナログピクセル信号読出しラインが該複数の焦点面内の
全てのピクセルによって共有されるように構成され、

10

該制御回路は、画像データの捕捉を制御して、該複数のＡＳＰの各々によって受信され
る前記ピクセル出力信号を時間多重化するように構成される、項目３７に記載の撮像装置
アレイ。
（項目４２）
前記サンプリング回路は、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）回路と、アナログデジタ
ル変換（ＡＤＣ）回路とを備える、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目４３）
前記サンプリング回路は、各焦点面が専用ＡＦＥを有し、少なくとも１つのＡＤＣが少
なくとも２つの焦点面の間に共有されるように構成される、項目４２に記載の撮像装置ア
レイ。

20

（項目４４）
前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＤＣが一対の焦点面の間に共有されるよ
うに構成される、項目４３に記載の撮像装置アレイ。
（項目４５）
前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＤＣが４つの焦点面の間に共有されるよ
うに構成される、項目４３に記載の撮像装置アレイ。
（項目４６）
前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＦＥが少なくとも２つの焦点面の間に共
有されるように構成される、項目４５に記載の撮像装置アレイ。
（項目４７）

30

前記サンプリング回路は、少なくとも１つのＡＦＥが少なくとも一対の焦点面の間に共
有されるように構成される、項目４６に記載の撮像装置アレイ。
（項目４８）
前記サンプリング回路は各々、ＡＦＥを共有する２対の焦点面が集合的にＡＤＣを共有
するように構成される、項目４７に記載の撮像装置アレイ。
（項目４９）
前記制御回路は、各焦点面および関連ＡＦＥ回路の電源を切った状態またはその中の処
理タイムスロットを別々に制御するように構成される、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目５０）
前記制御回路は、少なくとも１つの不活性焦点面の前記ピクセルが一定のリセット状態

40

にあるように構成する、項目４９に記載の撮像装置アレイ。
（項目５１）
少なくとも１つの焦点面は、該焦点面を使用して捕捉されるピクセルデータを較正する
ための基準ピクセルを含む、項目１に記載の撮像装置アレイ。
（項目５２）
前記制御回路は、前記焦点面の関連ＡＦＥ回路の電源を切った状態またはその中の処理
タイムスロットを別々に制御するように構成され、
該制御回路は、該焦点面の前記基準ピクセルの読出しのために、該関連ＡＦＥ回路また
はその中の処理タイムスロットの電源を切ることなく、該焦点面の関連ＡＦＥ回路または
その中の処理タイムスロットの電源を切るように構成される、項目５１に記載の撮像装置
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アレイ。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】図１は、本発明の実施形態による、アレイカメラのブロック図である。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施形態による、モノリシック撮像装置アレイのブロック
図である。
【図２】図２Ａ−２Ｂは、本発明の実施形態による、撮像装置アレイの撮像装置構成を図
示する。
【図３】図３は、本発明の実施形態による、撮像装置アレイのアーキテクチャを図示する
10

。
【図４】図４は、本発明の実施形態による、共有アナログ・デジタル変換器を含む、撮像
装置アレイの別のアーキテクチャを図示する。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の実施形態による、共有列回路を含む、撮像装置アレイのさ
らなるアーキテクチャを図示する。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の実施形態による、共有分割列回路を含む、撮像装置アレイ
のなおも別のアーキテクチャを図示する。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の実施形態による、読み出された２つの焦点面からの列回路
出力の移相を図示する。
【図４Ｄ】図４Ｄは、本発明の実施形態による、専用アナログフロントエンド回路を有し
、アナログ・デジタル変換器を共有する、撮像装置アレイの中の一対の焦点面を図示する
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。
【図４Ｅ】図４Ｅは、本発明の実施形態による、複数対の焦点面がアナログフロントエン
ド回路を共有し、４つの焦点面のグループがアナログ・デジタル変換器を共有する、撮像
装置アレイの４つの焦点面のグループを図示する。
【図４Ｆ】図４Ｆは、本発明の実施形態による、一対の焦点面が列制御読み出し回路を共
有する、撮像装置アレイ内の一対の焦点面を図示する。
【図４Ｇ】図４Ｇは、本発明の実施形態による、列制御および読み出し回路が分割され、
列制御および読み出し回路の単一のブロックが、第１の焦点面からの奇数列および第２の
焦点面からの偶数列を読み出す、撮像装置アレイ内の一対の焦点面を図示する。
【図４Ｈ】図４Ｈは、本発明の実施形態による、焦点面タイミングおよび制御回路を図示
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するブロック図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、最適化された薄化深度を伴う裏面照射された
撮像装置アレイを図示する。
【発明を実施するための形態】
【０１０５】
ここで図面を参照すると、本発明の実施形態によるアレイカメラで使用するために構成
される、撮像装置アレイのアーキテクチャが図示されている。多くの実施形態では、撮像
装置アレイ上の集中コントローラが、アレイの中の各焦点面の捕捉時間の微調整を可能に
する。焦点面という用語は、ピクセルの２次元配設を表す。撮像装置アレイの中の焦点面
は、典型的には重複しない（すなわち、各焦点面が撮像装置アレイ上の別個の領域内に位
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置する）。撮像装置という用語は、焦点面、および焦点面内のピクセルを使用して画像情
報の捕捉を制御する制御回路の組み合わせを表すために使用される。いくつかの実施形態
では、撮像装置アレイの焦点面は、別々に誘起することができる。いくつかの実施形態で
は、撮像装置アレイの焦点面は、各焦点面内のピクセルの捕捉帯域に併せた異なる積分時
間を利用する。ピクセルの捕捉帯域は、典型的には、ピクセルが敏感である、電磁システ
ムの連続サブバンドを指す。加えて、焦点面内のピクセルの全てまたは大部分が同じ捕捉
帯域を有するような特定の焦点面の特殊化は、いくつかのピクセル性能向上、および撮像
装置アレイ内の周辺回路の利用の効率の増加を可能にする。
【０１０６】
いくつかの実施形態では、撮像装置アレイのピクセルは、裏面照射され、焦点面のそれ
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ぞれを含有する領域の基板は、各焦点面の中のピクセルによって感知されるスペクトル波
長に応じて、異なる深度まで薄くされる。加えて、特定の捕捉帯域に対するピクセルの性
能を向上させるように、ピクセル自体を修正することができる。多くの実施形態では、各
焦点面の中のピクセルの変換利得、ソースフォロワ利得、およびフルウェルキャパシティ
は、それらの特定の捕捉帯域に対するピクセルの性能を向上させるように決定される。
【０１０７】
いくつかの実施形態では、各焦点面は、画像情報の情報を制御するように専用周辺回路
を保有する。ある実施形態では、焦点面の中へ同じ捕捉帯域を捕捉することを目的として
いるピクセルのグループ化は、周辺回路がピクセルの間で共有されることを可能にする。
多くの実施形態では、アナログフロントエンド、アナログ・デジタル変換器、および／ま

10

たは列読み出しおよび制御回路が、２つの焦点面内のピクセルの間で共有される。
【０１０８】
多くの実施形態では、撮像装置アレイの中の撮像装置は、電力を節約するように低電力
状態にすることができ、それは、出力画像を生成するために全ての撮像装置が使用される
ことを要求しない動作モード（例えば、低解像度モード）で有用となり得る。いくつかの
実施形態では、低電力状態の撮像装置のピクセルは、その最大潜在能力およびキャリア収
集能力でフォトダイオードの空乏領域を維持するよう、移動ゲートがオンの状態で保たれ
、したがって、非動作中撮像装置の中で生成された光生成キャリアが、動作中撮像装置の
ピクセルに移動する確率を最小限化する。本発明の実施形態によるアレイカメラおよび撮
像装置アレイは、以下でさらに論議される。
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【０１０９】
（１．アレイカメラアーキテクチャ）
本発明の実施形態による種々のアレイカメラ構成で使用することができる、アレイカメ
ラアーキテクチャが、図１に図示されている。アレイカメラ１００は、画像処理パイプラ
インモジュール１２０およびコントローラ１３０に接続される、撮像装置アレイ１１０を
含む。
【０１１０】
撮像装置アレイ１１０は、そのそれぞれが別個のレンズシステムを通して光を受容する
、個々の独立した焦点面のＭ×Ｎのアレイを含む。撮像装置アレイはまた、焦点面および
物理的パラメータを感知する１つ以上のセンサを使用して、画像データの捕捉を制御する
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他の回路を含むこともできる。制御回路は、露出時間、トリガ時間、利得、および黒レベ
ルオフセット等の撮像および機能パラメータを制御することができる。制御回路はまた、
読み出し方向（例えば、上面から底面または底面から上面、および左側から右側または右
側がら左側）を制御することによって、画像情報の捕捉を制御することもできる。制御回
路はまた、関心の領域、水平サブサンプリング、垂直サブサンプリング、および／または
電荷ビニングの読み出しを制御することもできる。多くの実施形態では、撮像パラメータ
を制御するための回路は、別々に、または同期化して、各焦点面を誘起してもよい。撮像
装置アレイは、動作温度における暗電流を推定するように、暗ピクセルを含むが、それら
に限定されない、種々の他のセンサを含むことができる。本発明の実施形態によるアレイ
カメラで利用することができる撮像装置アレイは、その開示が、その全体で参照すること
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により本明細書に組み込まれる、Ｖｅｎｋａｔａｒａｍａｎらに対する国際公開第２００
９／１５１９０３号で開示されている。モノリシック実装では、撮像装置アレイは、モノ
リシック集積回路を使用して実装されてもよい。本発明の実施形態による撮像装置アレイ
が、単一の内蔵型ＳＯＣチップまたはダイで実装されるときに、撮像装置アレイを撮像装
置アレイと呼ぶことができる。撮像装置アレイという用語は、その上で撮像装置アレイお
よび関連制御、サポート、および読み出し電子機器が統合される、半導体チップを表すた
めに使用することができる。
【０１１１】
画像処理パイプラインモジュール１２０は、撮像装置アレイ１１０から受信される画像
を処理するためのハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合
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わせである。画像処理パイプラインモジュール１２０は、典型的には、本発明の実施形態
に従って、カメラアレイによって捕捉される複数の低解像度（ＬＲ）画像を処理し、合成
高解像度画像を生成する。いくつかの実施形態では、画像処理パイプラインモジュール１
２０は、出力１２２を介して、合成画像データを提供する。本発明の実施形態によるカメ
ラアレイで利用することができる、種々の画像処理パイプラインモジュールは、その開示
が、その全体で参照することにより本明細書に組み込まれる、２０１０年１２月１４日出
願の「Ｓｙｓｔｅｍ
ｉｇｈ

ａｎｄ

ｔｉｏｎ

Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｍｅｔｈｏｄｓ
Ｉｍａｇｅｓ

ｆｏｒ

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｉｎｇ

Ｕｓｉｎｇ

Ｈ

Ｓｕｐｅｒ−Ｒｅｓｏｌｕ

Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ」と題された米国特許出願第１２／９６７，８０７号で開

示されている。
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【０１１２】
コントローラ１３０は、撮像装置アレイ１１０の種々の動作パラメータを制御するため
のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組み合わせである。多
くの実施形態では、コントローラ１３０は、ユーザまたは他の外部構成要素から入力１３
２を受信し、撮像装置アレイ１１０を制御するように操作信号を送信する。コントローラ
１３０はまた、撮像装置アレイ１１０によって捕捉されるＬＲ画像の処理をサポートする
ように、情報を画像処理パイプラインモジュール１２０に送信することもできる。
【０１１３】
特定のアレイカメラアーキテクチャが図１に図示されているが、撮像装置アレイを使用
して場面の複数の画像を捕捉するための代替的なアーキテクチャも、本発明の実施形態に
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従って利用することができる。本発明の実施形態による、アレイカメラの動作、撮像装置
アレイ構成、および場面の複数の捕捉した画像の処理は、以下でさらに論議される。
【０１１４】
（２．撮像装置アレイアーキテクチャ）
本発明の実施形態による撮像装置アレイが、図１Ａに図示されている。撮像装置アレイ
は、焦点面１５３のアレイを含む焦点面アレイコア１５２と、全アナログ信号処理、ピク
セルレベル制御論理、信号伝達、およびアナログ・デジタル変換回路とを含む。撮像装置
アレイはまた、ピクセルを使用して画像情報の捕捉を制御する責任がある、焦点面タイミ
ングおよび制御回路１５４も含む。いくつかの実施形態では、焦点面タイミングおよび制
御回路は、ピクセルの積分時間を制御するために、リセットおよび読み出し信号を利用す

30

る。他の実施形態では、ピクセルの積分時間を制御するために、および／またはピクセル
を使用して画像情報を捕捉するために、種々の技法のうちのいずれかを利用することがで
きる。多くの実施形態では、焦点面タイミングおよび制御回路１５４は、高ダイナミック
レンジ撮像、高速ビデオ、および電子画像安定化を含む（しかしそれらに限定されない）
特徴を可能にする、画像情報捕捉制御の融通性を提供する。種々の実施形態では、撮像装
置アレイは、電力管理およびバイアス生成回路１５６を含む。電力管理およびバイアス生
成回路１５６は、ＡＤＣがそれに対して変換される信号を測定する、基準電圧等の電流お
よび電圧基準をアナログ回路に提供する。多くの実施形態では、電力管理およびバイアス
回路はまた、節電理由により、使用されていないときに、ある回路への電流／電圧基準を
オフにする論理も含む。いくつかの実施形態では、撮像装置アレイは、撮像装置アレイに

40

よって捕捉される画像データの黒レベルの一貫性を増加させ、行の時間的雑音および列の
固定パターン雑音の出現を低減することができる、暗電流および固定パターン（ＦＰＮ）
補正回路１５８を含む。いくつかの実施形態では、各焦点面は、焦点面の暗電流およびＦ
ＰＮを較正する目的で基準ピクセルを含み、制御回路は、暗電流およびＦＰＮの較正の必
要性を低減することによって、撮像装置アレイに電力供給することができる速度を増加さ
せるために、焦点面の残りのピクセルの電源が切られたときに、基準ピクセルを動作状態
に保つことができる。多くの実施形態では、ＳＯＣ撮像装置は、焦点面から捕捉されたデ
ータをコンテナファイルの中へパッケージ化し、伝送のために捕捉した画像を準備するこ
とができる、焦点面フレーミング回路１６０を含む。いくつかの実施形態では、焦点面フ
レーミング回路は、捕捉した画像が由来する、焦点面および／またはピクセル群を識別す
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る情報を含む。いくつかの実施形態では、撮像装置アレイはまた、捕捉した画像データを
外部デバイスに伝送するためのインターフェースも含む。図示した実施形態では、インタ
ーフェースは、撮像装置アレイから３０ｆｐｓでビデオの読み出しをサポートすることが
できる、４つのレーンをサポートし、データ出力インターフェース回路１６２、インター
フェース制御回路１６４、およびインターフェース入力回路１６６を組み込む、ＭＩＰＩ
ＣＳＩ

２出力インターフェースである。典型的には、各レーンの帯域幅は、撮像装置

アレイの中のピクセルの総数および所望のフレームレートのために最適化される。本発明
の実施形態による、撮像装置アレイ内の撮像装置のアレイによって捕捉された画像データ
を外部デバイスに伝送するための、ＭＩＰＩ

ＣＳＩ

２インターフェースを含む種々の

インターフェースの使用は、その開示が、その全体で参照することにより本明細書に組み
込まれる、２０１１年５月１１日出願の「Ｓｙｓｔｅｍｓ
ｏｒ

Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇ

Ａｒｒａｙ

ａｎｄ

Ｃａｍｅｒａ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

10

ｆ

Ｄａｔａ」と題された米

国仮特許出願第６１／４８４，９２０号で説明されている。しかし、撮像装置アレイアー
キテクチャの特定の構成要素が、図１Ａに関して上記で論議されている。以下でさらに論
議されるように、本発明の実施形態に従って、複数の焦点面で場面の画像の捕捉を可能に
する、種々の撮像装置アレイのうちのいずれかを、本発明の実施形態に従って構築するこ
とができる。したがって、本発明の実施形態による、撮像装置アレイに含むことができる
、焦点面アレイコアおよび種々の構成要素が、以下でさらに論議される。
【０１１５】
（３．焦点面アレイコア）

20

本発明の実施形態による焦点面アレイコアは、撮像装置のアレイと、各焦点面内のピク
セルを使用して画像データを捕捉するための専用周辺回路とを含む。本発明の実施形態に
よる撮像装置アレイは、特定の用途に適切な種々の異なる構成のうちのいずれかで構成さ
れる、焦点面アレイコアを含むことができる。例えば、焦点面、ピクセル、および専用周
辺回路に関することを含んで（しかしそれらに限定されない）、特定の撮像装置アレイ設
計に、カスタマイズを行うことができる。本発明の実施形態による焦点面アレイコアに組
み込むことができる、種々の焦点面、ピクセル設計、および周辺回路は、以下で論議され
る。
【０１１６】
（３．１．撮像装置アレイ上の焦点面の形成）

30

焦点面がピクセル要素のアレイから形成される、撮像装置アレイを構築することができ
、各焦点面は、ピクセルのサブアレイである。各サブアレイが同じ数のピクセルを有する
、実施形態では、撮像装置アレイは、Ｋ＝Ｍ×ＸおよびＬ＝Ｎ×Ｙであるように、Ｘ×Ｙ
ピクセルのＭ×Ｎのサブアレイで区分される、合計Ｋ×Ｌのピクセル要素を含む。撮像装
置アレイとの関連で、各サブアレイまたは焦点面は、場面の別個の画像を生成するために
使用することができる。ピクセルの各サブアレイは、従来の撮像装置（すなわち、単一焦
点面を含むカメラの中の撮像装置）のピクセルと同じ機能を提供する。
【０１１７】
以下でさらに論議されるように、本発明の実施形態による撮像装置アレイは、各焦点面
を別々に順序付け、制御することができる、単一のコントローラを含むことができる。共

40

通コントローラおよび入出力回路を有することは、より少ないシリコン面積の使用による
、システムの費用の削減、リソース共有および低減したシステム相互接続による、電力消
費の減少、Ｍ×Ｎのコントローラおよび読み出し入出力経路よりもむしろ、単一のコント
ローラのみと通信するホストシステムによる、より単純なシステム統合、共通コントロー
ラの使用による、より単純なアレイ同期化、および相互接続の数の削減による、向上した
システム信頼性を含む、重要なシステム利点を提供することができる。
【０１１８】
（３．２．撮像装置のレイアウト）
国際公開第２００９／１５１９０３号（上記で参照することにより組み込まれた）で開
示されているように、撮像装置アレイは、図２Ａに図示される撮像装置アレイ（２００）
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等の焦点面の任意のＮ×Ｍアレイを含むことができる。焦点面のそれぞれは、典型的には
、関連フィルタおよび／または光学要素を有し、異なる光の波長を撮像することができる
。いくつかの実施形態では、撮像装置アレイは、赤色光（Ｒ）を感知する焦点面と、緑色
光（Ｇ）を感知する焦点面と、青色光（Ｂ）を感知する焦点面とを含む。しかし、いくつ
かの実施形態では、焦点面のうちの１つ以上は、光の異なる色を捕捉するように構成され
るピクセルを含む。いくつかの実施形態では、ピクセルは、焦点面の異なるピクセルが光
の異なる色を捕捉することを可能にする、ベイヤーフィルタパターン（または同様のパタ
ーン）を採用する。いくつかの実施形態では、２×２撮像装置アレイは、ピクセルがベイ
ヤーフィルタパターン（または同様のパターン）を採用する焦点面と、ピクセルが青色光
を捕捉するように構成される焦点面と、ピクセルが緑色光を捕捉するように構成される焦

10

点面と、ピクセルが赤色光を捕捉するように構成される焦点面とを含むことができる。そ
のようなセンサアレイを組み込むアレイカメラは、ベイヤーフィルタを採用する焦点面を
使用して捕捉された画像の色を鮮やかにするために、青色、緑色、および赤色焦点面によ
って捕捉される色情報を利用することができる。他の実施形態では、ベイヤーパターンを
採用する焦点面は、次元のうちの１つに少なくとも３つの焦点面がある、焦点面の２次元
配設を含む、撮像装置アレイに組み込まれる。いくつかの実施形態では、両方の次元に少
なくとも３つの焦点面がある。
【０１１９】
人間の眼は、赤色および青色光よりも緑色光に敏感であり、したがって、赤色または青
色光を感知する焦点面よりも多くの緑色光を感知する焦点面を含む、アレイを使用して、

20

撮像装置アレイによって捕捉された低解像度画像データから合成される画像の解像度の増
加を達成することができる。緑色光（Ｇ）を感知する１７個の焦点面、赤色光（Ｒ）を感
知する４個の焦点面、および青色光（Ｂ）を感知する４個の焦点面を含む、５×５撮像装
置アレイ（２１０）が、図２Ｂに図示されている。いくつかの実施形態では、撮像装置ア
レイはまた、微光状態でアレイカメラの性能を向上させるために使用することができる、
近赤外波長または拡張色波長（すなわち、色および近赤外波長の両方に及ぶ）を感知する
焦点面も含む。他の実施形態では、５×５撮像装置アレイは、少なくとも１３個の焦点面
、少なくとも１５個の焦点面、または少なくとも１７個の焦点面を含む。加えて、５×５
撮像装置アレイは、赤色光を感知する少なくとも４つの焦点面、および／または青色光を
感知する少なくとも４つの焦点面を含むことができる。加えて、赤色光を感知する焦点面

30

の数および青色光を感知する焦点面の数は、同じとなり得るが、同じである必要はない。
実際に、本発明の実施形態による、いくつかの撮像装置アレイは、異なる数の赤色光を感
知する焦点面および青色光を感知する焦点面を含む。多くの実施形態では、３×２アレイ
、３×３アレイ、３×４アレイ、４×４アレイ、４×５アレイ、４×６アレイ、５×５ア
レイ、５×６アレイ、６×６アレイ、および３×７アレイを含む（しかしそれらに限定さ
れない）、他のアレイが利用される。いくつかの実施形態では、撮像装置アレイは、次元
のうちの１つに少なくとも３つの焦点面を有する、焦点面の２次元アレイを含む。いくつ
かの実施形態では、アレイの両方の次元に少なくとも３つの焦点面がある。いくつかの実
施形態では、アレイは、青色光を捕捉するように構成されるピクセルを有する、少なくと
も２つの焦点面と、緑色光を捕捉するように構成されるピクセルを有する、少なくとも２

40

つの焦点面と、赤色光を捕捉するように構成されるピクセルを有する、少なくとも２つの
焦点面とを含む。
【０１２０】
付加的な撮像装置アレイ構成は、その開示が、その全体で参照することにより本明細書
に組み込まれる、Ｖｅｎｋａｔａｒａｍａｎらに対する「Ｃａｐｔｕｒｉｎｇ
Ｐｒｏｃｅｓｓ

ｏｆ

ａ

ｗｉｔｈ

Ａｒｒａｙ

Ｉｍａｇｅｓ

Ｕｓｉｎｇ

Ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ

Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｏｕｓ

ａｎｄ
Ｃａｍｅｒ

Ｉｍａｇｅｒｓ」と題された米

国特許出願第１２／９５２，１０６号で開示されている。
【０１２１】
特定の撮像装置アレイ構成が上記で開示されているが、可視光、可視光スペクトルの複
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数部分、近赤外光、スペクトルの他の部分、および／またはスペクトルの異なる部分の組
み合わせを感知する撮像装置を含む、撮像装置の種々の規則的または不規則的レイアウト
のうちのいずれかを、本発明の実施形態によるＳＲ過程で使用するための情報の１つ以上
のチャネルを提供する、画像を捕捉するために利用することができる。本発明の実施形態
による、撮像装置アレイの中の撮像装置のピクセルの構造は、撮像装置によって撮像され
るスペクトルの特定の部分に依存することができる。本発明の実施形態による撮像装置ア
レイの焦点面で使用することができる、異なる種類のピクセルが、以下で論議される。
【０１２２】
（３．３．ピクセル設計）
色またはマルチスペクトル捕捉のために設計されている撮像装置アレイ内で、可視スペ

10

クトルのサブバンドを捕捉するように、各個別焦点面を指定することができる。各焦点面
は、それが捕捉するように指定されるスペクトル帯に基づいて、本発明の実施形態による
種々の方法で最適化することができる。これらの最適化は、可視スペクトルのそれぞれの
サブバンドを捕捉するピクセルが、同じピクセルアレイ内で全て交互配置されるため、過
去のベイヤーパターンベースの画像センサで実施することが困難である。本発明の多くの
実施形態では、特定の焦点面の捕捉帯域に応じて、撮像装置アレイが異なる深度まで薄く
される、裏面照射が使用される。いくつかの実施形態では、撮像装置アレイの中のピクセ
ルのサイズは、特定の撮像装置の捕捉帯域に基づいて決定される。いくつかの実施形態で
は、焦点面内のピクセル群の変換利得、ソースフォロワ利得、およびフルウェルキャパシ
ティは、ピクセルの捕捉帯域に基づいて決定される。ピクセルの捕捉帯域に応じて、ピク

20

セルが撮像装アレイの中の焦点面の間で変化し得る、種々の方法が、以下でさらに論議さ
れる。
【０１２３】
（３．３．１．最適化された薄化深度を伴う裏面照射された撮像装置アレイ）
シリコン基板の中の誘電体スタックの底部に位置する、フォトダイオードに最終的に到
達する前に、光子が最初に、誘電体スタックを通って進まなければならない、正面から、
従来の画像センサが照射される。誘電体スタックは、素子内の金属相互接続を支持するよ
うに存在する。正面照射は、光がピクセル内の金属構造によって遮断されること等の問題
により、本質的に不良な量子効率（ＱＥ）性能（入射光子に対する生成されたキャリアの
比）に悩まされる。向上は、典型的には、ピクセル内の金属構造を回避しようとする円錐
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状の入射光を集束するよう、各ピクセルに対する誘電体スタックの上のマイクロレンズ要
素の堆積を通して達成される。
【０１２４】
裏面照射は、撮像装置のＱＥ性能を向上させるよう、画像センサ製造で採用される技法
である。裏面照射（ＢＳＩ）では、光子がシリコン基板の裏面を通ってフォトダイオード
の空乏領域に到達することを可能にするように、（通常、化学エッチング過程を用いて）
シリコン基板バルクが薄くされる。光が基板の裏面に入射するときに、正面照射に固有の
金属構造による開口の問題が回避される。しかしながら、シリコンにおける光の吸収深度
は、赤色光子が青色光子よりもはるかに深く浸透するように、波長に比例する。薄化過程
が十分なシリコンを除去しない場合、空乏領域は、深くなりすぎて、青色光子から生成さ

40

れた光電子を収集できなくなる。薄化過程が過剰に多くのシリコンを除去する場合、空乏
領域は、過剰に浅くなり得て、赤色光子は、相互作用してキャリアを生成することなく真
っ直ぐに進む場合がある。赤色光子は、正面から後方に反射し、素子の厚さの軽微な違い
により、入射光子と相互作用して建設的および相殺的干渉を生成し得る。素子の厚さの変
動によって引き起こされる効果は、縁パターンとして、および／またはとがったスペクト
ルＱＥ応答として明白となり得る。
【０１２５】
従来の撮像装置では、ＲＧＢ色捕捉を提供するために、カラーフィルタ（典型的にはベ
イヤーフィルタ）のモザイクがしばしば使用される。モザイクベースのカラー撮像装置が
ＢＳＩのために薄くされるとき、使用される過程が、個々のピクセルを異なる深度まで薄
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くしないため、薄化深度は、典型的には全てのピクセルに対して同じである。ピクセルの
共通薄化深度は、青色波長と赤色／近赤外波長との間のＱＥ性能の必要な平衡をもたらす
。本発明の実施形態による撮像装置アレイは、焦点面内のピクセルが同じスペクトル波長
を感知する、撮像装置のアレイを含む。異なる焦点面は、可視スペクトルの異なるサブバ
ンド、またはシリコンのバンドギャップエネルギーが０よりも大きい量子収率利得を有す
る、電磁スペクトルの実際にあらゆるサブバンドを感知することができる。したがって、
各ピクセルが捕捉するように設計されている光の波長に対応する、吸収深度に最適に合致
するように、焦点面のピクセルに対する薄化深度が選択される、ＢＳＩを使用することに
よって、撮像装置アレイの性能を向上させることができる。いくつかの実施形態では、撮
像装置アレイのシリコンバルク材料は、ＱＥを最大限化するよう、フォトダイオードの空

10

乏領域内の各カメラの捕捉帯域の吸収深度に合致するように異なる厚さまで薄くされる。
【０１２６】
シリコン基板が、本発明の実施形態に従って、異なるスペクトル帯域幅を感知する焦点
面（すなわち、サブアレイ）に対応する領域中で異なる深度まで薄くされる、撮像装置ア
レイが、図５で概念的に図示されている。撮像装置アレイ５００は、シリコン基板５０２
を含み、その正面上で、誘電体スタックおよび金属相互接続５０４が形成される。図示し
た実施形態では、シリコン基板は、青色光を感知するための焦点面を形成するピクセルの
フォトダイオード、緑色光を感知するための焦点面を形成するピクセルのフォトダイオー
ド、赤色光を感知するための焦点面を形成するピクセルのフォトダイオードがそれぞれ位
置する、領域５０６、５０８、５１０を含む。シリコン基板の裏面は、各領域中で異なる

20

深度まで薄くされる。図示した実施形態では、基板は、青色光を感知するための撮像装置
を形成するピクセルのフォトダイオードが位置する領域５０６中で、４５０ｎｍ波長光（
すなわち、約０．４μｍ）の吸収深度に対応するように薄くされ、基板は、緑色光を感知
するための撮像装置を形成するピクセルのフォトダイオードが位置する領域５０８中で、
５５０ｎｍ波長光（すなわち、約１．５μｍ）の吸収深度に対応するように薄くされ、お
よび基板は、赤色光を感知するための撮像装置を形成するピクセルのフォトダイオードが
位置する領域５１０中で、６４０ｎｍ波長光（すなわち、約３．０μｍ）の吸収深度に対
応するように薄くされる。特定の深度が図５に示されているが、特定の撮像装置によって
感知されるスペクトル波長および用途の要件に適切な他の深度を、本発明の実施形態に従
って利用することができる。加えて、異なる薄化深度も、本発明の実施形態による撮像装

30

置アレイを使用して実装されない、アレイカメラで使用することができる。
【０１２７】
多くの実施形態では、アレイ内の各撮像装置への色チャネルの指定は、フォトダイオー
ドへの光子の光路内の帯域通過フィルタを通した入射光子の第１の濾過を介して達成され
る。いくつかの実施形態では、空乏領域の深度が各撮像装置のスペクトルＱＥを定義する
ため、薄化深度自体が、捕捉波長の指定を作成するために使用される。
【０１２８】
（３．３．２．ピクセルサイズの最適化）
スペクトルの各サブバンドを捕捉するように指定された撮像装置で使用されるピクセル
サイズを変更することによって、付加的なＳＮＲ利益を達成することができる。ピクセル

40

面積に対するフォトダイオード空乏領域の面積の比が減少するため、ピクセルサイズが縮
小するにつれて、ピクセルの効果的なＱＥが減少する。マイクロレンズは、典型的には、
これを代償しようとするために使用され、ピクセルサイズが縮小するにつれて、より重要
となる。ピクセルサイズ縮小によるピクセル性能にとっての別の不利益は、増加した雑音
に由来する。光活性対読み出し回路面積のバランスを維持しようとするために、多くの実
施形態では、ピクセル移動ゲート、ソースフォロワ増幅器トランジスタ、およびリセット
トランジスタも小さく作られる。これらのトランジスタがサイズを縮小するにつれて、多
数の性能パラメータが低下させられ、典型的には、雑音の増加をもたらす。
【０１２９】
電気「クロストーク」も、縮小したピクセルとピクセルの間隔の関数として増加する。
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長波長光子が、電荷キャリアを作成するようにシリコンと相互作用する前に、基板の中へ
より深く浸透する。これらの電荷キャリアは、フォトダイオード空乏領域中の再浮上およ
び収集前に、いくらかランダムに動き回る。この推定再浮上および収集の「範囲」は、浸
透深度の関数として増大する。したがって、ピクセルがより小さくなるほど、推定再浮上
の範囲がより多数のピクセルに及ぶ。この効果は、光子波長の増加とともに、変調伝達関
数（ＭＴＦ）の低下をもたらす。
【０１３０】
したがって、より長い波長を捕捉するように指定された撮像装置は、ピクセルサイズを
増大させ、したがって、ピクセルのＱＥを増加させることことによって、システムＳＮＲ
を向上させるように最適化することができる。ＭＴＦが増加した波長の関数として低下す

10

るため、解像度目的でのより小さいピクセルの利益は、増加した波長とともに軽減される
。したがって、ＱＥを向上させ、したがって、全体的なシステムＳＮＲを向上させるよう
、より長い波長に対するピクセルサイズを増大させながら、全体的なシステム解像度を維
持することができる。しかし、多くの実施形態では、本発明の実施形態による撮像装置ア
レイは、製造できるほど小さいピクセルを利用する。したがって、上記で概説される方式
でピクセルサイズを増大させることは、単純に、カメラ性能を向上させるために利用する
ことができる１つの技法であり、選択される特定のピクセルサイズは、典型的には、特定
の用途に依存する。
【０１３１】
20

（３．３．３．撮像装置最適化）
ますます小さいピクセルの強い要求は、近傍内で読み出し回路を共有するように、ピク
セルを再設計するようピクセル設計者を促してきた。例えば、４つのフォトダイオードの
グループが、同じリセットトランジスタ、浮動拡散ノード、およびソースフォロワ増幅器
トランジスタを共有してもよい。４つのピクセルがベイヤーパターン配設で配設されると
きに、４つのピクセルのグループが、捕捉の全可視スペクトルに及ぶ。本発明の実施形態
による撮像装置アレイでは、これらの共有ピクセル構造は、焦点面内のピクセルの性能を
所与の捕捉帯域に合わせるように適合することができる。これらの構造が、従来の色フィ
ルタアレイベースの画像センサの中に異なる捕捉帯域を有する、ピクセルによって共有さ
れるという事実は、性能向上を達成するための同じ技法が、典型的には実行可能ではない
ことを意味する。ピクセルの捕捉帯域に基づく、変換利得、ソースフォロワ利得、および
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フルウェルキャパシティの選択による、焦点面内のピクセルの性能の向上は、以下で論議
される。以下に続く論議は、４Ｔ

ＣＭＯＳピクセルに関するが、ピクセルが本発明の実

施形態による回路を共有する、任意の撮像装置アレイの中で、ピクセル性能の同様の向上
を達成することができる。
【０１３２】
（３．３．３．１．変換利得の最適化）
異なる捕捉帯域のそれぞれに合わせた異なる変換利得とともにピクセルを利用すること
によって、スペクトルの特定のサブバンドを捕捉することを目的としている、撮像装置ア
レイ内の撮像装置の性能を向上させることができる。典型的な４Ｔ

ＣＭＯＳピクセルに

おける変換利得は、「感知ノード」、典型的には、浮動拡散コンデンサ（ＦＤ）の静電容

40

量のサイズを変更することによって制御することができる。電荷・電圧変換は、方程式Ｖ
＝Ｑ／Ｃに従い、式中、Ｑは電荷であり、Ｃは静電容量であり、Ｖは電圧である。したが
って、静電容量がより小さくなるほど、より高い電圧が所与の電荷に起因し、よって、ピ
クセルの電荷・電圧変換利得がより高くなる。しかしながら、明らかに、変換利得を無限
に増加させることはできない。ピクセルの見掛けのフルウェルキャパシティ（ピクセルが
記録することができる光電子の数）は、ＦＤの静電容量が小さくなりすぎた場合に減少す
る。これは、電子に作用する電位差により、電子がフォトダイオードからＦＤの中へ移動
するためである。電荷移動は、電位差がゼロである（または電位障壁がＰＦとＦＤとの間
に存在する）ときに停止する。したがって、ＦＤの静電容量が小さすぎる場合、全ての電
子がフォトダイオードから外へ移動させられる前に、電位平衡に達してもよい。
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【０１３３】
（３．３．３．２．ソースフォロワ利得の最適化）
焦点面内の各ピクセルにおける増幅器の特性を変化させることによって、付加的な性能
向上を達成することができる。従来の４Ｔ

ＣＭＯＳピクセルにおける増幅器は、ソース

フォロワトランジスタから構築される。ソースフォロワトランジスタは、列ラインを下っ
て、信号が後にサンプリングされる列回路へ、ピクセル信号を駆動するよう、ＦＤにわた
って電圧を増幅する。
【０１３４】
インプラントドーピングレベルを変化させることによって、入力電力振幅の関数として
の出力電圧振幅（すなわち、ソースフォロワ増幅器の利得）を製造中に制御することがで

10

きる。ピクセルフォトダイオードの（電子における）フルウェルキャパシティおよびＦＤ
の静電容量を考慮して、一連の電圧が、ソースフォロワトランジスタの入力時に、関係Ｖ
ｉｎ＝Ｖｒｓｔ−Ｑ／Ｃによって確立され、式中、ＶｒｓｔはＦＤのリセット電圧であり
、ＱはフォトダイオードからＦＤに移動させられた電子の電荷であり、ＣはＦＤの静電容
量である。
【０１３５】
フォトダイオードは、蓄積されてもよい電荷の範囲が０電子とフルウェルキャパシティ
との間であるように、ピン止め構造である。したがって、フォトダイオードの所与のフル
ウェルキャパシティ、およびＦＤの所与の静電容量、およびソースフォロワの所望の出力
信号振れを用いて、ソースフォロワトランジスタに対する最適な利得またはほぼ最適な利

20

得を選択することができる。
【０１３６】
（３．３．３．３．フルウェルキャパシティの最適化）
行うことができる別の最適化は、フォトダイオードのフルウェルキャパシティの変更に
よるものである。フォトダイオードのフルウェルキャパシティは、フォトダイオードがそ
の最大空乏状態で貯蔵することができる、最大数の電子である。ピクセルのフルウェルは
、フォトダイオードのｘ−ｙサイズ、ダイオード構造を形成するインプラントのドーピン
グレベル、およびピクセルをリセットするために使用される電圧を通して制御することが
できる。
【０１３７】

30

（３．３．３．４．３パラメータ最適化）
前の項から分かるように、向上した撮像性能のために、同じ捕捉帯域を有する焦点面内
でピクセルを構成するために調整することができる、３つの主要な特性がある。３つ全て
のパラメータに対する最適な解決法は、特定の焦点面の標的挙動に依存している。各焦点
面は、それが捕捉するように構成されるスペクトル帯に合わせることができる。ピクセル
の設計を最適化することができる一方で、多くの実施形態では、ピクセルの性能は単純に
、（たとえ向上が最適ではない場合があっても）特定の捕捉帯域に対して向上させられる
。最適化例は、以下の通りであり、特定の捕捉帯域に対してピクセルの性能を単純に向上
させるために、同様の過程を使用することができる。
【０１３８】

40

（ａ．フォトダイオードフルウェルキャパシティの最適化）
光学部品の速度および色フィルタの透過率を考慮すると、所与の最大スペクトル放射輝
度に対する所与の最短積分時間（例えば、５０μｓ）を考慮して生成される電子の数を推
定することが可能である。スペクトルの各サブバンド（色）はおそらく、異なる数の生成
された電子を有する。各サブバンド（色）に対するフォトダイオードのフルウェルキャパ
シティは、最短積分時間下でのそのバンド内の最大放射輝度が、ウェルを満たすように、
選択することができる。この標的フルウェルキャパシティが達成される手段は、ｘ−ｙ次
元を変化させること、ダイオード製造中にドーピングレベルを変化させること、ピクセル
のリセット電圧を変化させること、またはこれらのパラメータのうちの２つ以上の組み合
わせによるものとなり得る。
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【０１３９】
（ｂ．変換利得の最適化）
次のステップは、ピクセルの変換利得を最適化することである。フルウェル最適化ステ
ップで定義される電子の数を考慮して、浮動拡散のための最適な静電容量を選択すること
ができる。最適な静電容量は、妥当な持続時間でフルウェルキャパシティを移動させるこ
とができるように、ＦＤからの電荷移動をサポートする電位差を維持するものである。こ
の最適化の目標は、入力基準雑音が最小限化され、したがって、各色チャネルに対する最
大ＳＮＲが実現されるように、電荷・電圧変換利得が可能な限り高くなるように、可能な
限り最小の静電容量を選択することである。
【０１４０】

10

（ｃ．ソースフォロワ利得の最適化）
いったん最適なフルウェルキャパシティおよび電荷・電圧変換利得が決定されると、ソ
ースフォロワ増幅器利得を選択することができる。ＦＤのリセット電圧（Ｖｒｓｔ）とフ
ルウェル電荷負荷を含有するＦＤの電圧（Ｖｒｓｔ−Ｑ／Ｃ）との間の差は、ソースフォ
ロワ増幅器に対する最適な利得の定義を可能にする。ソースフォロワ利得は、Ｖｒｓｔと
Ｖｒｓｔ−Ｑ／Ｃとの間の出力信号振れを定義する。最適な信号振れは、アナログ信号処
理の動作電圧、およびピクセル出力信号をサンプリングして変換するＡ／Ｄ変換器等のパ
ラメータによって定義される。ソースフォロワ利得は、それぞれの信号振れが全て相互に
合致し、アナログ信号処理およびＡ／Ｄ変換器回路によってサポートされる最大信号振れ
に合致するように、各色チャネルについて選択される。

20

【０１４１】
これらのピクセルレベル最適化を捕捉帯域ごとに行った後、システムは、線形動作を考
慮して、各捕捉帯域に対する最大ＳＮＲおよびダイナミックレンジを求める。上記で説明
される過程は、最大ＳＮＲおよびダイナミックレンジに関して最適な解決法を提供するよ
うに設計されているが、特定の捕捉帯域または用途特有の所望の挙動に関して向上したピ
クセル性能を提供するために、上記で説明される３つのパラメータの選択において、他の
設計基準を使用することができる。
【０１４２】
（３．３．４．ダイナミックレンジ調整）
同じスペクトル帯内で異なる変換利得のピクセルを使用することによって、撮像装置ア
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レイのさらなる最適化を達成することができる。例えば、「緑色」撮像装置を、２つ以上
の異なる変換利得を有するピクセルから構築することができる。したがって、各「緑色」
撮像装置は、アレイの中の「緑色」撮像装置のうちのもう１つの中のピクセルの変換利得
とは異なる、均一な変換利得を有するピクセルを含む。代替として、各撮像装置は、異な
る変換利得を有するピクセルのモザイクから構築することができる。
【０１４３】
前述のように、変換利得がある閾値を超えて増加するにつれて、入力基準雑音が減少し
続けるが、有効フルウェルキャパシティを犠牲にする。この効果は、より高いダイナミッ
クレンジを有するシステムをもたらすために活用することができる。例えば、入力基準雑
音およびフルウェルキャパシティの両方を最適化する変換利得を使用して、全ての「緑色
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」焦点面の半分を構築することができる（「通常緑色」）。全ての「緑色」焦点面の他方
の半分は、より高い変換利得、したがって、より低い入力基準雑音、およびより低い有効
フルウェルキャパシティを有するピクセルから構築することができる（「高速緑色」）。
より低い光のレベルを有する場面の領域は、「高速緑色」ピクセル（飽和していない）か
ら回収することができ、より明るい光のレベルの領域は、「通常緑色」ピクセルから回収
することができる。結果は、システムの大なミッックレンジの全体的増加である。「高速
緑色」と「通常緑色」との間の焦点面の特定の５０／５０割付が上記で論議されているが
、「高速」撮像専用の焦点面の数、および「通常」撮像専用の焦点面の数は、特定の用途
の要件に完全に依存している。加えて、「高速」および「通常」撮像専用の別個の焦点面
は、他のスペクトル帯のダイナミックレンジを増加させるために利用することができ、撮
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像装置アレイが緑色光を捕捉するダイナミックレンジを増加させることに単純に限定され
ない。
【０１４４】
「高速」ピクセルがより長く統合するように、「高速」および「通常」緑色サブアレイ
の積分時間を制御することによって、同様の効果を達成することができる。しかしながら
、非静止場面では、「高速」ピクセルが「通常」ピクセルよりも長く場面の動きを統合し
、望ましくない場合がある、明白な空間的格差を２つの緑色チャネルの間に生じるため、
これは、動きアーチファクトをもたらし得る。
【０１４５】
本発明は、ある具体的実施形態において説明されているが、多くの付加的な修正および
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変化例が、当業者に明白となるであろう。したがって、本発明の範囲および精神から逸脱
することなく、サイズ、形状、および材料の種々の変更を含んで、本発明が具体的に説明
された以外の方法で実践されてもよいことを理解されたい。したがって、本発明の実施形
態は、あらゆる点で、制限的ではなく例証的と見なされるべきである。
【０１４６】
（３．４．周辺回路）
従来の撮像装置では、ピクセルは、典型的には、ピクセルの各行を横断して走る水平制
御ラインを使用して、行方向にアクセスされる。列周囲においてピクセル出力をサンプリ
ング回路に接続するために、各ピクセルを通って垂直に走る出力信号ラインが使用される
。水平制御ラインおよび出力信号ラインは、典型的には、シリコン上の金属配線として実

20

装される。行の中の全てのピクセルからの出力は、列周囲において同時にサンプリングさ
れ、列コントローラを使用して連続的にスキャン出力される。しかしながら、撮像装置ア
レイの中のＫ個のピクセルの行全体に沿った共通行方向アクセスは、撮像装置が独立して
読み出されることを可能にしない。上述のように、撮像装置アレイを利用することの利益
の多くは、焦点面の独立、および撮像装置アレイが各焦点面内のピクセルによる画像情報
の捕捉を別々に制御する能力に由来する。情報の捕捉を別々に制御する能力とは、焦点面
内のピクセルによる画像情報の捕捉を、焦点面が捕捉するように構成されるスペクトル帯
にカスタマイズできることを意味する。いくつかの実施形態では、異なる積分時間を有す
る焦点面を使用して画像の捕捉を同期化すること、およびスローモーションビデオシーケ
ンスを提供するように登録することができる一連の画像を捕捉することにおいて、別個の

30

トリガ時間を提供する能力が有用となり得る。撮像装置アレイ内の異なる焦点面による画
像情報の捕捉を制御するために、独立読み出し制御を各焦点面に提供することができる。
いくつかの実施形態では、撮像装置アレイは、各焦点面が、関連行（列）コントローラ、
列（行）読み出し回路、ならびに専用ピクセル信号アナログプロセッサおよびデジタイザ
を有するという事実により、独立読み出し制御を有する。多くの実施形態では、焦点面の
間で共有される周辺回路を使用して、異なる焦点面内のピクセルによる画像情報の捕捉の
別個の制御が達成される。本発明の実施形態による、専用周辺回路および共有周辺回路を
使用して実装される撮像装置アレイは、以下で論議される。
【０１４７】
（３．４．１．専用周辺回路）

40

本発明の実施形態による、各焦点面が専用周辺回路を有する、独立読み出し制御および
ピクセルデジタル化を有する複数の焦点面を含む、撮像装置アレイが、図３に図示されて
いる。撮像装置アレイ３００は、焦点面３０２のピクセルの複数のサブアレイを含む。各
焦点面は、共通行タイミング制御論理回路３０６によって制御される、専用行制御論理回
路３０４をその周囲に有する。列回路および行デコーダは、焦点面の片側に単一のブロッ
クとして示されているが、単一ブロックとしての描写は、純粋に概念的であり、各ブロッ
クは、２倍のピクセルピッチでレイアウトを可能にするよう、焦点面の左／右および／ま
たは上／下の間で分割することができる。このようにして制御および読み出し回路をレイ
アウトすることは、偶数列が列（行）回路の一方のバンクの中でサンプリングされ、奇数
列が他方のバンクの中でサンプリングされる構成をもたらし得る。
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【０１４８】
Ｍ×Ｎの焦点面を含む素子では、読み出し制御論理は、焦点面の行（Ｎ）につき、Ｍ組
の列制御出力を含む。各列サンプリング／読み出し回路３０８はまた、捕捉した画像情報
をデジタルピクセルデータに変換するための専用サンプリング回路を有することもできる
。多くの実施形態では、サンプリング回路は、アナログフロントエンド（ＡＦＥ）増幅器
回路と、アナログ・デジタル変換器（ＡＤＣ）３１０とを含む、アナログ信号プロセッサ
（ＡＳＰ）を含む。他の実施形態では、捕捉した画像情報をデジタル化ピクセル情報に変
換するために、種々のアナログ回路のうちのいずれかを使用することができる。ＡＳＰは
、Ｘが（例えば、パイプラインまたはＳＡＲ

ＡＤＣを伴って）列サンプリング回路によ

って支配される焦点面の行の中のピクセルの数である、行期間につきＸ回のピクセル変換

10

で動作する単一のＡＳＰとして、行期間につき１回のピクセル変換で並行して動作するＸ
個のＡＳＰとして、または１行につきＸ／Ｐ回の変換で並行して動作するＰ個のＡＳＰを
含むが、それらに限定されない、いくつかの方法で実装することができる（以下の論議を
参照）。共通読み出し制御回路３１２は、各撮像装置の中の列の読み出しを制御する。
【０１４９】
図示した実施形態では、マスタ制御論理回路３１４は、各撮像装置の独立した読み出し
を制御する。マスタ制御論理回路３１４は、個別焦点面の画像捕捉および読み出し過程を
制御するように、高レベルタイミング制御論理回路を含む。いくつかの実施形態では、こ
のブロックのマスタ制御部分は、各焦点面がグローバル基準に対して制御された時間的オ
フセットを有するように、画像読み出しの開始点を交互にすること、撮像されているスペ

20

クトル帯域幅に特有の積分時間を提供するように、特定の焦点面内のピクセルの積分時間
を制御すること、各撮像装置の水平および垂直読み出し方向、各焦点面内のピクセルの水
平および垂直サブサンプリング/ビニング/ウィンドウイング、各焦点面のフレーム/行/ピ
クセルレート、および各焦点面の電源を切った状態の制御を含むが、それらに限定されな
い、特徴を実装することができる。
【０１５０】
マスタ制御論理回路３１４は、撮像装置のそれぞれからのピクセルデータの収集を取り
扱う。いくつかの実施形態では、マスタ制御論理回路は、画像データを構造化された出力
形式に詰める。画像データを出力するためにＭ×Ｎよりも少ない出力ポートが使用される
（例えば、２つの出力ポートがある）と考慮して、撮像装置データは、これらの出力ポー

30

ト上に時間多重化される。いくつかの実施形態では、出力ポート３１６上の次の利用可能
なタイムスロットまで、撮像装置のピクセルからのデータをバッファ格納するために、少
量のメモリ（ＦＩＦＯ）が使用され、撮像装置アレイの中のマスタ制御論理回路３１４ま
たは他の回路は、焦点面を識別する情報、焦点面内の行および／または列を識別する情報
、および／または捕捉あるいは読み出し過程が焦点面のうちの１つ以上に対して開始／終
了した相対的時間を識別する情報を含むが、それらに限定されない情報を提供するデータ
ストリームにコードを周期的に挿入する。相対的時間情報は、オンチップタイマまたはカ
ウンタから導出することができ、その瞬時値は、フレームレートまたはラインレートのい
ずれか一方で、各撮像装置からのピクセル読み出しの開始／終了時に捕捉することができ
る。各焦点面の積分時間およびチャネル利得等の動作パラメータを示すよう、付加的なコ

40

ードもデータ出力に追加することができる。以下でさらに論議されるように、ホストコン
トローラは、データストリームを、各焦点面によって捕捉された個々の画像に完全に組み
立て直すことができる。いくつかの実施形態では、（これらに限定されないが）積分時間
および相対的読み出し位置等の動作パラメータにかかわらず、データが常に同じタイミン
グ／順序付け配設でパッケージ化されるように、撮像装置アレイは、全ての焦点面からの
画像データの並べ替えおよび／または再タイミング化をサポートするよう、少なくとも全
ての焦点面からの画像データの行全体をバッファ格納するのに十分な記憶装置を含む。い
くつかの実施形態では、データが、画像データのホストの再構築を容易にする、例えば、
画像データを再タイミング化し／並べ替え、相対的読み出し位置にもかかわらず、全ての
焦点面からのデータを全ての焦点面に対する均一な行開始位置に整合させる、便利な方式
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でパケージ化されるように、撮像装置アレイは、全ての焦点面からの画像データの並べ替
えおよび／または再タイミング化をサポートするよう、少なくとも全ての焦点面からの画
像データの行全体をバッファ格納するのに十分な記憶装置を含む。
【０１５１】
（３．４．２．ＡＳＰ共有）
図３に図示される撮像装置アレイは、各焦点面と関連付けられる別個のＡＳＰを含む。
ＡＳＰ、または（これらに限定されないが）ＡＦＥあるいはＡＤＣ等のＡＳＰの複数部分
が、焦点面の間で共有される、撮像装置アレイを、本発明の実施形態に従って構築するこ
とができる。本発明の実施形態による、複数の焦点面の間でＡＳＰを共有する撮像装置ア
レイが、図４に図示されている。撮像装置アレイ３００

は、焦点面のＭ×Ｎのアレイの

一列の中の全てのピクセルのサンプリングのためにＡＳＰ３１０

10

を利用する。図示した

実施形態では、Ｍ個のＡＳＰに接続されたアナログピクセル信号読み出しラインのＭ個の
グループがある。アナログピクセル信号読み出しラインのＭ個のグループのそれぞれは、
Ｎ本の個々のラインを有する。Ｍ個のＡＳＰのそれぞれは、そのＮ個の入力上で各ピクセ
ル信号を連続的に処理する。そのような構成では、ＡＳＰは、その入力における各焦点面
が活性状態であるならば、Ｎ個の入力のピクセル信号期間につき少なくともＮ回の過程を
行う。ＡＳＰの焦点面入力のうちの１つ以上が、不活性状態または電源を切った状態であ
る場合、処理速度を（電力消費のさらなる節約を達成するよう）低減または（フレームレ
ートの増加を達成するよう）維持することができる。代替として、列読み出し制御ブロッ
ク３１２

によって制御されるシークエンシングを通して、ＡＳＰ処理の時間多重化機能

20

を実装することができるように、共通の単一アナログピクセル信号読み出しラインを焦点
面（Ｎ）の列の中の全ての列回路によって共有することができる。
【０１５２】
図４に図示される撮像装置アレイは、共有ＡＳＰを含むが、本発明の多くの実施形態に
よる撮像装置アレイは、専用ＡＦＥを含み、ＡＤＣを共有することができる。他の実施形
態では、ＡＦＥおよびＡＤＣの共有比は、同じ数の焦点面に従わない。いくつかの実施形
態では、各焦点面は、専用ＡＦＥを有してもよいが、２つ以上のＡＦＥ出力が共通ＡＤＣ
に入力される。多くの実施形態では、２つの隣接焦点面が、同じＡＦＥを共有し、次いで
、これらの焦点面組のうちの１つ以上が、ＡＤＣの中へ入力される。したがって、ＡＦＥ
およびＡＤＣは、本発明の実施形態による特定の用途に適切な種々の異なる方法のうちの
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いずれかで、ＳＯＣ撮像装置の中の異なる焦点面の間で共有することができる。
【０１５３】
本発明の実施形態による撮像装置アレイの中の複数対の焦点面間のＡＤＣの共有が、図
４ｄに図示されている。図示した実施形態では、複数対の焦点面間のＡＤＣの共有を、撮
像装置アレイ内の複数対の焦点面の間で複製することができる。複数対の焦点面間のＡＦ
Ｅの共有、および本発明の実施形態による撮像装置アレイの中の４つの焦点面のグループ
間のＡＤＣの共有が、図４ｅに図示されている。図４ｅに図示されるＡＦＥおよびＡＤＣ
の共有は、撮像装置アレイ内の４つの焦点面の複数グループの間で複製することができる
。多くの実施形態では、共有は、複数対の焦点面および／または３つ以上の焦点面のグル
ープの中で起こる。

40

【０１５４】
多くの実施形態では、各焦点面内のピクセルは、一貫したオフセットおよび利得特性を
有するように、常に同じ回路要素を通して一貫して処理される。多くの実施形態では、制
御および読み出し回路ならびにＡＦＥは、各焦点面の位相およびタイムスロット割当が一
貫しているように、共通クロッキング回路によって制御される。本発明の実施形態による
、異なる焦点面の列読み出しの間の位相偏移の実施例が、図４ｃに図示されている。図に
示すように、各焦点面内の列の読み出しは、本発明の実施形態による共有ＡＳＰによる処
理を可能にするように交互にされる。
【０１５５】
ある焦点面が撮像していないときに電力の低減をサポートするために、撮像装置アレイ
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内で利用されるＡＳＰ、クロッキング、およびバイアス／電流スキームは、サンプルレー
トが常に単一焦点面のピクセルレートのＰ倍であり、Ｐが処理／サンプリングされている
活性焦点面の数であるように、複数のサンプルレート構成をサポートすることができる。
【０１５６】
図４に図示されるリソース共有アーキテクチャの回転変化例も実装することができ、単
一のＡＳＰが、（Ｍ×Ｎの列の中よりもむしろ）Ｍ×Ｎの行の中の全てのピクセルの間で
共有される。したがって、そのような配設は、Ｍ個の入力、またはＭ個の焦点面に共通で
あり、シークエンシング制御を使用して列読み出し制御ブロックによって時間多重化され
る単一の入力をそれぞれ有する、Ｎ個のＡＳＰの使用を伴う。
10

【０１５７】
（３．４．３．列回路共有）
本発明の別の実施形態では、Ｍ＊Ｎよりも少ない列回路が、撮像装置アレイの中の焦点
面のピクセル値をサンプリングするために使用される。素子が本発明の実施形態によるＭ
組の列回路のみを利用するように、撮像装置アレイの列内の個々の焦点面が共通列回路ブ
ロック３０８

を共有するように構成される、撮像装置アレイ３０１が、図４ａに図示さ

れている。Ｍ個の列回路は、Ｍ個のＡＳＰ３１０

を伴う。

【０１５８】
いくつかの実施形態では、列回路は、列回路より上側および下側の焦点面からのピクセ
ルの読み出しを可能にするように、時間共有される。本発明の実施形態による、撮像装置
アレイ内の複数対の焦点面間の列回路の共有が、図４ｆに図示されている。図４ｆに示さ

20

れる共有は、Ｍ＝２である、図４ａの特別な場合である。一対の焦点面間の列回路の共有
により、列回路は、単一の焦点面からの所望のフレームレートよりも２倍の速度で動作す
る。多くの実施形態では、ピクセルは、相関二重サンプリングされ、アナログ形態で、ま
たは列回路内でアナログ・デジタル変換されて、読み出される。いったん最後のピクセル
がシフトアウトされると（または全ての列のアナログ・デジタル変換が行われると）、前
のピクセルアレイから残留電荷を除去するように、列回路をリセットすることができる。
次いで、同じ動作が第２の焦点面に起こるために、第２のタイムスロットを使用すること
ができる。図示した実施形態では、複数対の焦点面間のＡＤＣの共有を、撮像装置アレイ
内の複数対の焦点面の間で複製することができる。
30

【０１５９】
他の実施形態では、図４ａに図示される撮像装置アレイ３０１の変化例は、より多いま
たは少ないＡＳＰを利用することができる。加えて、列回路３０８

は、デジタル化のた

めにＭ個よりも多いまたは少ないアナログ出力を形成するように、分割する、または組み
合わせることができる。例えば、撮像装置アレイは、Ｍ個の列回路のデジタル化に使用さ
れる単一のＡＳＰがあるように設計することができる。列回路のＭ個の出力は、ＡＳＰへ
の入力時に時間多重化される。Ｍ個よりも多くのＡＳＰが使用される場合、Ｍ個の列回路
のそれぞれは、各列回路がデジタル化のために１つよりも多くのアナログ出力を有するよ
うに、さらに分割される。ＡＳＰの数が多くなるほど、標的読み出し速度（フレームレー
ト）を満たすように各ＡＳＰがより遅くなり得るため、これらのアプローチは、シリコン
40

面積と電力消費との間のトレードオフを提供する。
【０１６０】
図４ａに図示される実施形態への構造修正は、Ｍ＊２列回路ブロックがあるように、撮
像装置アレイの最上部と底部との間でＭ個の列回路を分割することである。そのような修
正では、Ｍ＊２列回路のそれぞれは、焦点面の列の中の各焦点面のピクセルの半分のみを
サンプリングする責任がある（例えば、各焦点面内の全ての偶数ピクセルは、アレイの底
部で列回路に接続することができ、全ての奇数ピクセルは、最上部で列回路に接続するこ
とができる）。依然としてＭ＊Ｘ列サンプリング回路があるが、それらは、Ｍ＊２組のＸ
／２列サンプリング回路があるように、物理的に分割される。本発明の実施形態による、
分割列回路を含む撮像装置アレイが、図４ｂに図示されている。撮像装置アレイ３０１
は、Ｍ＊２列回路ブロック（３０８ａ

、３０８ｂ

）およびＭ＊２ＡＳＰ（３１０ａ
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）を使用する。上記で論議されるように、Ｍ＊２列回路よりも少ない、また

、３１０ｂ

は多くのＡＳＰもあり得る。列回路が奇数／偶数列のサンプリングのために最上部／底部
に分割され、介在列回路が、列回路より上側および下側の焦点面間で時間共有される、本
発明の実施形態による分割列回路を伴う別の変化例が、図４ｇに図示されている。図示し
た実施形態では、複数対の焦点面間の列回路の分割および列回路の共有は、本発明の実施
形態による撮像装置アレイ内の複数対の焦点面の間で複製される。加えて、列回路のそれ
ぞれは、（撮像装置アレイの周囲における列回路を除いて）上下の焦点面の間で共有する
ことができる。
【０１６１】
10

（３．４．４．ＡＳＰの数および速度）
本発明の実施形態による撮像装置アレイの列サンプリング回路に、いくつかの異なる配
設がある。しばしば、ＡＳＰ回路の配設は、Ｘ個のピクセルに及ぶ列回路につき、単一の
ＡＳＰが使用され、したがって、行期間につきＸ回の変換を行うように、列サンプリング
回路の論理的実装に従う。代替として、行期間につき１回の変換を行う列回路につき、Ｘ
個のＡＳＰを利用することができる。一般的な意味では、本発明の実施形態は、行期間に
つきＸ／Ｐ回の変換があるように、Ｘ個のピクセルの列回路につきＰ個のＡＳＰを利用す
ることができる。このアプローチは、全体的なＡＤＣ変換過程が、よりゆっくりした速度
で起こるように、任意の列回路におけるサンプルの変換を並行処理することができる手段
である。例えば、本明細書で説明される構成のうちのいずれかでは、行期間につきＴ／Ｐ
回の変換があるように、いくつかのピクセル（Ｔ）をサンプリングし、Ｐ個のＡＳＰを使

20

用してアナログ・デジタル変換を行う、列回路配設を成すことが可能となる。（固定フレ
ームレートがある場合のように）固定行期間を考慮すると、各ＡＳＰの個別変換速度は、
因数Ｐで低減される。例えば、２つのＡＳＰがある場合、それぞれは１／２の速度で作動
する。４つある場合、各ＡＳＰは、１／４の速度で作動しなければならない。この一般的
な意味では、列回路の構成にもかかわらず、特定の用途に適切な速度で作動する任意の数
のＡＳＰを、本発明の実施形態に従って利用することができる。
【０１６２】
（３．４．５．行デコーダ最適化）
本発明の実施形態による撮像装置アレイは、各焦点面のピクセルによる画像情報の捕捉
に関する別個の動作パラメータを有効にするよう、所与の瞬間に各焦点面内の異なる行に
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Ｅ

アクセスする能力を保有する。行デコーダは、典型的には、２

もの多くの「イネーブル

（ｅｎａｂｌｅ）」信号（しばしば「ワンホット（ｏｎｅ−ｈｏｔ）」表現とも呼ばれる
）への物理アドレス（Ｅビット２進数として表される）の第１の組み合わせ復号から形成
される。例えば、８ビット物理アドレスは、ピクセルの２５６行を有するピクセルアレイ
の中へのアドレス指定をサポートするよう、２５６個の「イネーブル」信号に復号される
。これらの「イネーブル」信号のそれぞれは順に、ピクセルタイミング信号で論理的にＡ
ＮＤＥＤ処理され、次いで、その結果は、ピクセルリセットおよびピクセル電荷移動等の
行ベースのピクセル動作を可能にするよう、ピクセルアレイに適用される。
【０１６３】
行デコーダは、ワンホット復号への２進数の共有を通してシリコン面積を縮小するよう

40

に最適化することができる。ワンホット復号への２進数を含む、完全に機能的な行デコー
ダを有する各サブアレイよりもむしろ、本発明の多くの実施形態は、撮像装置アレイ内の
焦点面の所与の行に対するワンホットデコーダへの単一の２進数を有する。このデコーダ
の「イネーブル」出力は、全ての焦点面を横断して、各焦点面の（あまり機能的ではない
）行デコーダのそれぞれへ送られる。別個の複数組のピクセルレベルタイミング信号は、
各焦点面専用となり（行タイミングおよび制御論理回路によって生成される）、論理ＡＮ
Ｄ関数が、各焦点面の行デコーダの中に残る。
【０１６４】
そのようなスキームによる読み出しは、カメラアレイの中の焦点面の行につきＭ個のタ
イムスロットがあるように、各焦点面専用のタイムスロットの中で行われる。第１の焦点
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面内の第１の行が選択され、専用の１組のピクセルレベルタイミング信号が、その行デコ
ーダに印加され、列回路が、これらのピクセルをサンプリングする。次のタイムスロット
では、物理アドレスが、次の焦点面内の所望の行を指し示すように変化し、別の１組の専
用ピクセルレベルタイミング信号が、その行デコーダに印加される。再度、列回路が、こ
れらのピクセルをサンプリングする。過程は、カメラアレイの中の焦点面の行内の全ての
焦点面がサンプリングされるまで繰り返す。列回路が撮像装置アレイからの別の行をサン
プリングするために利用可能であるとき、過程は再び始まることができる。
【０１６５】
（３．５．画像データを記憶するメモリ構造を提供する）
撮像装置アレイの中の各焦点面による画像情報の捕捉の別個の制御の付加的な利益は、

10

個々の焦点面のフレームレートを増加させることなく、スローモーションビデオ捕捉をサ
ポートする能力である。スローモーションビデオでは、各焦点面は、わずかにオフセット
した時点で読み出される。従来のカメラでは、フレーム間の時間差分（すなわち、捕捉フ
レームレート）は、単一のフレームの読み出し時間によって決定付けられる。個別焦点面
の独立した読み出し時間のサポートを提供する撮像装置アレイでは、フレーム間の差分は
、個別フレームの読み出しよりも小さくなり得る。例えば、別の焦点面が、そのフレーム
の読み出しの途中である時に、１つの焦点面が、そのフレーム読み出しを始めることがで
きる。したがって、２倍の速度で動作するように焦点面に要求することなく、捕捉速度の
見掛け上の倍増が達成される。しかしながら、カメラから画像のストリームを出力すると
きに、この全ての焦点面からの重複フレーム読み出しは、出力するべき連続的画像がある

20

ことを意味する。
【０１６６】
カメラシステムは、典型的には、ブランキング期間として知られている、画像データの
読み出しまたは表示の間の期間を採用する。多くのシステムは、付加的な動作を行うため
に、このブランキング期間を必要とする。例えば、ＣＲＴでは、ブランキング期間は、ラ
インまたはフレームの終わりから次のラインまたはフレームの始まりまで、電子ビームを
再配置するために使用される。撮像装置では、典型的には、ピクセルの次のラインがアド
レス指定され、その中の電荷がサンプリング回路によってサンプリングされることを可能
にするように、ライン間のブランキング区間がある。また、フレーム読み出し時間よりも
長い積分時間を可能にするように、フレーム間のブランキング区間もあり得る。

30

【０１６７】
本発明の実施形態による、スローモーション捕捉モードで動作するアレイカメラについ
て、全ての焦点面が、異なる時点でそれらのブランキング区間に進入するように、フレー
ム読み出しは、全ての焦点面内で時間的にオフセットされる。したがって、典型的には、
伝送するべき画像データがない時点がなくなる。本発明の実施形態によるアレイカメラは
、伝送中に人工ブランキング期間を導入することができるように、画像データの読み出し
経路に再タイミング化ＦＩＦＯメモリを含むことができる。再タイミング化ＦＩＦＯは、
ブランキング区間が導入される時点の間に、全ての焦点面から伝送される画像データを一
時的に記憶する。
【０１６８】

40

（３．６．撮像装置アレイ平面図）
本発明の実施形態による撮像装置アレイは、ある設計制約の範囲内でシリコン面積を最
小限化するように最適化される、平面図を含むことができる。そのような設計制約は、光
学システムに課せられるものを含む。各焦点面を形成するピクセルのサブアレイは、撮像
装置アレイより上側に位置付けられるレンズアレイの各個別レンズスタックのイメージサ
ークル内に配置することができる。したがって、レンズ要素の製造過程は、典型的には、
撮像装置に最小間隔距離（すなわち、焦点面間の最小ピッチ）を課す。光学的制約に由来
する焦点間隔における別の考慮事項は、許容することができる迷光の大きさである。焦点
面間の光学的クロストークを制限するために、本発明の実施形態による多くのカメラアレ
イは、相互から個々の焦点面を光学的に隔離する。レンズスタック内の隣接焦点面の光路
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の間に、不透明の障壁を作成することができる。不透明の障壁は、センサカバーガラスま
で延在し、光学部品結合表面および裏焦点スペーサにセンサを提供するという付加的な目
的を果たすことができる。レンズのイメージサークルの中への不透明な遮蔽の侵入は、焦
点面の中へのいくらかのレベルの後方反射をもたらし得る。多くの実施形態では、光学部
品と撮像装置アレイとの間の複雑な相互作用は、特定の用途の設計制約の平衡を保つ適切
な解決法に集中する反復過程の使用をもたらす。
【０１６９】
焦点面間の空間（すなわち、間隔距離）は、撮像装置アレイの動作中に利用されるＡＳ
Ｐ回路または他の回路を含む、制御回路ならびにサンプリング回路を実装するために使用
することができる。撮像装置アレイ内の論理回路はまた、自動配置およびルーティング技

10

法を使用して、隣接焦点面間の間隔距離内で分解および実装することもできる。
【０１７０】
撮像装置アレイの平面図への特定の制約が上記で説明されているが、本発明の実施形態
による素子の異なる領域中で撮像装置アレイの種々の論理回路の実装を可能にする、付加
的な制約を平面図に課すことができる。多くの実施形態では、ピクセルサイズ／性能、ア
レイカメラの光学システム、シリコン土台費用、および撮像装置アレイを加工するために
使用される製造過程等の要件は全て、撮像装置アレイの全体的アーキテクチャおよび平面
図において微妙な変動を推進することができる。
【０１７１】
（３．６．１．サンプリング多様性）

20

多くの実施形態では、平面図はまた、場面の好ましいサンプリング多様性をもたらす配
設を収容するように設計されている焦点面も収容する（すなわち、焦点面内のピクセルは
、撮像装置アレイ内の他の焦点面に対してわずかに偏移した視野から光を収集している）
。これは、種々の技法を通して達成することができる。いくつかの実施形態では、焦点面
とそれぞれのレンズとの間の整合における相対的サブピクセル偏移を通して、異なるサブ
ピクセル量だけ、焦点面がそれぞれの光路の中心から相対的にオフセットされるように、
撮像装置アレイを構築することによって、サンプリング多様性が達成される。多くの実施
形態では、光学視野は、画像におけるサブピクセル偏移に対応する角度（単一のピクセル
に対応する立体角よりも小さい量）だけ、わずかに異なって「狙いを定められる」。いく
つかの実施形態では、マイクロレンズ（光をピクセルに向け直す）によって捕捉される光

30

の特定の立体角を改変し、したがって、わずかなサブピクセル偏移を達成するために、焦
点面間のわずかなマイクロレンズ偏移が利用される。ある実施形態では、焦点面は、光学
的整合公差にもかかわらず、サンプリング多様性が提供されるように、焦点面間のピクセ
ルピッチのわずかな差を有するピクセルで構築される。例えば、４×４撮像装置アレイは
、サイズ２．０ｕｍ、２．０５ｕｍ、２．１ｕｍ、２．１５ｕｍ、および２．２ｕｍの長
さおよび幅寸法を伴うピクセルを有する、焦点面で構築することができる。他の実施形態
では、特定の用途に応じて適宜に、撮像装置アレイ内の焦点面の間のサンプリング多様性
を向上させるための種々のピクセル寸法および／または技法のうちのいずれかを利用する
ことができる。
【０１７２】

40

（４．焦点面タイミングおよび制御回路）
図１ａを再び参照すると、本発明の実施形態による撮像装置アレイは、撮像装置アレイ
内の焦点面のそれぞれの中のピクセルのリセットおよび読み出し（したがって統合）を制
御する、焦点面タイミングおよび制御回路１５４を含むことができる。読み出しおよび積
分時間制御における融通性を提供する、本発明の実施形態による撮像装置アレイの能力は
、高ダイナミックレンジ撮像、高速ビデオ、および電子画像安定化を含む（がそれらに限
定されない）特徴を可能にすることができる。
【０１７３】
従来の画像センサは、名目上、ピクセルアレイの中への２つのローリングアドレスポイ
ンタを採用し、その役割は、所与の行を列ラインに接続し、ピクセルの感知ノードのサン
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プリングを可能にするために、ピクセルレベル電荷移動信号ならびに「行選択」信号を受
信する行を示すことである。本発明の実施形態による多くのＳＯＣ画像アレイでは、これ
らのローリングアドレスポインタは、２×Ｍ×Ｎのローリングアドレスポインタまで拡張
される。各焦点面に対するポインタペアは、各焦点面内の同じ行をアドレス指定すること
ができ、またはグローバル基準に対して相互からオフセットすることができる。
【０１７４】
本発明の実施形態による焦点面タイミングおよび制御アドレスポインタ回路が、図４ｈ
に図示されている。焦点面タイミングおよび制御回路４００は、グローバル行カウンタ４
０２と、読み出しポインタアドレス論理回路４０４と、各焦点面と関連付けられるリセッ
トポインタアドレス論理回路４０６とを含む。グローバル行カウンタ４０２は、ピクセル

10

の行をサンプリングするためのグローバル基準である。いくつかの実施形態では、グロー
バル行カウンタ４０２は、０から焦点面内の行の総数まで数える。他の実施形態では、代
替的なグローバル行カウンタは、特定の用途の要件に応じて適宜に利用される。読み出し
ポインタアドレス論理回路４０４およびリセットポインタアドレス論理回路４０６は、読
み出し方向およびウィンドウウィング等の設定の関数として、グローバル行カウンタ値を
アレイ内の物理アドレスに変換する。図示した実施形態では、Ｍ×Ｎの読み出しポインタ
およびリセットポインタアドレス論理回路がある。各焦点面読み出しおよびリセット位置
（ＦＰ＿ｏｆｆｓｅｔ［ｘ，ｙ］）の行ベースのタイミング偏移が、読み出しポインタア
ドレス論理およびリセットポインタアドレス論理回路に提供される。これらのタイミング
偏移は、撮像装置アレイ内の構成レジスタに記憶することができる。タイミング偏移の値
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は、読み出しポインタアドレス論理およびリセットポインタアドレス論理回路による変換
前に、（行の総数を法として）グローバル行カウンタ値に加算することができる。このよ
うにして、各焦点面には、プログラム可能なタイミングオフセットを提供することができ
る。いくつかの実施形態では、タイミングオフセットは、アレイカメラの異なる動作モー
ドに基づいて構成される。
【０１７５】
（５．システム電力管理およびバイアス生成）
システム電力管理およびバイアス生成回路は、ＡＤＣがそれに対して変換される信号を
測定する、（これらに限定されないが）基準電圧等の電流および／または電圧基準をアナ
ログ回路に提供するように構成される。加えて、本発明の多くの実施形態による、システ
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ム電力管理およびバイアス生成回路は、節電理由により、使用されていないときに、ある
回路への電流／電圧基準をオフにすることができる。本発明の多くの実施形態による電力
管理回路を使用して実装することができる、付加的な電力管理技法は、以下で論議される
。
【０１７６】
（５．１．電力最適化）
本発明の多くの実施形態による撮像装置アレイのマスタ制御ブロックは、撮像装置アレ
イの電力消費を管理することができる。多くの実施形態では、マスタ制御ブロックは、所
望の出力解像度が素子の全性能未満である動作モード中に、ある焦点面を「オフにする」
ことによって、電力消費を低減することができる。そのようなモードでは、使用されてい
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ない焦点面と関連付けられる増幅器、バイアス発生器、ＡＤＣ、および他のクロック回路
は、静的および動的な電力の引き込みを最小限化または排除するように、低電力状態にさ
れる。
【０１７７】
（５．１．１．撮像装置の電源が切れている間にキャリア移動を防止する）
電源を切った状態にある焦点面にもかかわらず、光がそのサブアレイの中のピクセルに
入射する。入射光子は、シリコン基板の中で電荷キャリアを作成し続ける。電源を切った
焦点面内のピクセルが浮動して放置された場合、電荷キャリアがピクセルウェルを充填し
、電位障壁を枯渇させ、これ以上キャリアを捕捉できないようにする。次いで、持続的な
光子束によって作成される過剰なキャリアは、放置されて基板を動き回る。これらの過剰
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なキャリアが不活性焦点面から活性焦点面の中へ動き周り、活性焦点面内のピクセルのウ
ェルの中で集まる場合、そのピクセル内で生成された光電子であると誤って測定される。
結果は、不活性近傍から活性焦点面の中へ移動する遊離キャリアの流れによって引き起こ
される、動作中撮像装置の周辺のブルーミングの出現となり得る。
【０１７８】
不活性焦点面からの過剰なキャリアの移動を軽減するために、ピクセルウェルがその最
大電位に対して開いたまま保たれるように、不活性焦点面のピクセルにおけるフォトダイ
オードは、各ピクセル内のトランジスタスイッチを介して電力供給に接続される。ウェル
を開いたまま保つことは、フォトダイオードが、入射光によって生成されるキャリアを常
に収集し、したがって、非動作中撮像装置からのキャリア移動の問題を低減することを可
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能にする。各ピクセルにおけるトランジスタは、通常ピクセルアーキテクチャの一部、す
なわち、移動ゲートであり、それは、ウェルを開いたまま保つようにトランジスタに信号
伝達する行コントローラとともにマスタ制御論理である。
【０１７９】
（５．１．２．スタンバイモード）
多くの実施形態では、基準ピクセルが、暗電流およびＦＰＮの較正で使用される。いく
つかの実施形態では、電力管理回路は、基準ピクセルが動作中のままであるように、焦点
面内のピクセルの電源を切ることを可能にするように構成される。いくつかの実施形態で
は、これは、基準ピクセルの読み出し中にＡＳＰに電力供給するが、別様にＡＳＰを低電
流モードで維持することによって達成される。このようにして、焦点面は、焦点面が起動
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されたときに暗電流およびＦＰＮを較正する必要性を低減することによって、より急速に
起動することができる。多くの場合において、較正は、焦点面の低電力状態中に基準ピク
セルの電源が切られたときに、暗電流およびＦＰＮに対して行われる。他の実施形態では
、本発明の実施形態による、焦点面およびその関連周辺回路による電流引き込みを低減す
るために、回路の種々の部分的電力供給のいくらかでも利用することができる。
【０１８０】
（６．焦点面データ照合およびフレーミング論理）
図１ａを再び参照すると、本発明のいくつかの実施形態による撮像装置アレイは、焦点
面からデータを捕捉し、所定のコンテナ形式に従ってデータをコンテナの中へパッケージ
化する責任がある、焦点面データ照合およびフレーミング論理回路を含む。いくつかの実

30

施形態では、回路はまた、データへのビット削減（例えば、１０ビットから８ビットの変
換）を含むが、それに限定されないデータ変換を行うことによって、伝送のためにデータ
を準備する。
【０１８１】
特定の撮像装置アレイアーキテクチャが上記で説明されているが、本発明の実施形態に
従って、ピクセルサイズ／性能、アレイカメラの光学システム、シリコン土台費用、およ
び撮像装置アレイを加工するために使用される製造過程を含むが、それらに限定されない
要件に基づく、撮像装置アレイ実装するために代替的な撮像装置アレイアーキテクチャを
使用することができる。加えて、発明の実施形態による撮像装置アレイは、正方形のピク
セル、長方形のピクセル、六角形のピクセル、および種々のピクセル形状を含むが、それ
らに限定されない、ピクセルの種々の形状のうちのいずれかを使用して実装することがで
きる。したがって、本発明の範囲は、図示された実施形態によってではなく、添付の請求
項およびそれらの同等物によって決定されるべきである。
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