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まえがき

コンパクトカメラ業界では，高倍ズーム化による高性能

化ならびに小形軽量化競争が続いている。コンパクトカメ

ラの性能は，オートフォーカス（AF）システムの優劣に

大きく左右される。

当初，富士電機では AFIC 単体を供給し，カメラメー

カーが光学系と組み合わせていた。しかし，この方法では，

カメラメーカーにおいて組立・調整に高度な専門技術を要

したり，光学システムが大きくなりやすいなどの課題があっ

た。

そこで，AFIC と光学系とを一体化することにより上記

の課題を解消したAFモジュールを開発し，1992年から量

産している。

AFモジュールの特長は次のとおりである。

パッシブ方式のため測距範囲に制約なし

小形・軽量

AFIC と光学系の調整が不要

機械的動作や部品点数を増やすことなしに，正面以

外の方向を測距できる。測距方向は，概略－＋ 5度の範囲

なら，任意の方向を外部から指定可能（多点測距）

1994年には，2倍ズーム以上のカメラをターゲットにし

た小形AFモジュールFM6224AT33 を開発した。FM6224

AT33 は量産開始以来，カメラ業界で好評を得てきたが，

近年一層の高性能化，特に逆光時などの性能の向上と低輝

度で高コントラストの被写体に対する測距時間の短縮が望

まれてきた。

今回，このようなカメラ業界の要望にこたえ，上記撮影

状況に対応できる性能を備えたAFモジュールを開発し，

新機種FM6234T34 として製品化したので紹介する。

図１に FM6234T34 の外観を，また，現在量産中の機種

系列を表１に示す。端子に複数の機能を持たせ，制御端子

数を従来の10から 6本とし，マイクロコンピュータの I/O

削減に対応したこともFM6234T34 の特長となっている。

構成および測距原理

図１に示すように FM6234T34 は，レンズ，ケース，

AFIC から構成されている。

AFモジュールは外光三角測距方式を適用している。外

（4）

（2）

（2）

（1）

小形オートフォーカスモジュールの高性能化

442（18）

森　　賢一（もり　けんいち）

図１　FM6234T34の外観

表１　AFモジュールの機種系列 

適用AFIC

赤外線（IR） 
カットフィルタ 

センサデータ 
補正用PROM

端子数（ピン） 

制御端子数（ピン） 

OR選択機能 

AND選択機能 

基線長   （mm） B

センサ数 

項　目 
FM6232 
T20

内蔵 内蔵 

内蔵 内蔵 内蔵 

内蔵 

内蔵 

16 2416 24

7.118 5.5567.118 5.556

16.4 10.716.4 10.7

2×178 2×1282×178 2×128

21 2121 21

1.7 2.61.7 2.6

10.0 10.110.0 10.1

9 69 10

分　類 FM6232 
T21

FM6224 
AT31

FB6232T
FB6224 
AT

FM6234 
T34

FB6234 
T

センサピッチ（　m） 

測距視野角（度） 

最大視野角（度） 

焦点距離  （mm） f
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光三角測距方式の構成および測距原理を図２に示す。

被写体までの距離 dは次の式で求められる。

d＝ B・fe/（x1 ＋ x2）＝ B・fe/x………………………

ここで Bと fe は光学系で決まる定数，xは AFIC で

A-D変換された被写体像データから算出される値である。

AFモジュールでは，上述のように，被写体像データを

用いて測距を行うため，A-D変換のダイナミックレンジ

や，ホトセンサアレイ上に結像された被写体像の状態が測

距性能を決めるポイントとなり，従来のAFモジュールで

は，以下の問題があった。

逆光時など背景に強い光源があるとA-D変換のダイ

ナミックレンジが不足し被写体像データを得られない。

低輝度で高コントラストの被写体の場合には測距時間

がかかりすぎる。

今回開発したAFモジュールは，上記の問題に対応でき

る技術を備えており，以下にその内容を紹介する。

逆光・測距時間短縮対策技術

３.１ 逆光対策技術

従来機種には被写体の背後に太陽や夜間の照明などの非

常に明るい点光源がある場合，いわゆる逆光時に正確な測

距が困難となる場合があった。今回この逆光対策として，

全センサのなかで障害となる高輝度部分を除外して，測距

したい被写体像部分のコントラストデータを得ることがで

きるOR選択回路をAFIC に内蔵した。その動作を，被写

体検出の中心的な役割を果たすホトセンサおよび量子化回

路の構造・動作と合わせて説明する。

３.１.１ ホトセンサ

被写体像の光信号は，ホトセンサ部でアナログの電気信

号に変換される。図３にホトセンサの基本回路を，図４に

そのタイミングチャートを示す。光電変換素子として用い

られているホトダイオードには，光信号 L（被写体像の画

素）の強度に比例した光電流 iが流れる。動作の初期に信

号 R1，R2 によりトランジスタ T1，T2 を導通させ，A，B

点の電位を V0 にする。その後，光電流 iを容量 C1 に積分

していくことにより，A，B点の電位は下降し，基準電位

Vref に達する。A，B点の電位が Vref に達するまでの時間

ts は次式で与えられ，これをセンサ応答時間と定義してい

る。

ts ＝ C1・（V0－Vref）/i …………………………………

３.１.２ 量子化部

ホトセンサ部で変換されたアナログ信号をディジタル化

するのが量子化部である。図５に量子化部の構成を示す。

ここでクロックφは，全センサのなかで最も明るいセンサ

が応答した時点，すなわち最初のセンサの応答時間から動

作を開始する。この開始時間は，これを検出するのに全セ

ンサ出力を入力とする ORゲートを用いていることから
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図２　外光三角測距方式の構成・原理
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図３　ホトセンサの基本回路
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図４　ホトセンサの基本回路のタイミングチャート
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図５　量子化部の構成
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TOR と呼ばれている。

各センサ（S0，・・・，Sn－1）には 8ビットのラッチ（メ

モリ）が接続されており，各センサが応答した時点のカウ

ンタ値を記憶する。記憶されたカウンタ値は，TOR から各

センサが応答するまでの時間を計数した結果であり，これ

が量子化データとなる。

３.１.３ OR選択回路

逆光状態の被写体などにおいて非常に明るいセンサがあ

ると，その応答時間が極端に短くなり，クロックφの発生

時期が早くなる。このため，被写体像の投影されるセンサ

領域の量子化データが大きくなり，ラッチからオーバフロー

してしまう。このように，本来の被写体のセンサデータが

検出できないために，正確な測距ができなくなっている。

上述の課題を解決するには，量子化データのラッチのビッ

ト数を増やし，ダイナミックレンジを大きくする方法も考

えられるが，これはチップサイズ増加につながる。そこで

量子化回路のクロックφの発生時期を，逆光源から投影さ

れる非常に明るいセンサ以外の領域から決定するのがOR

選択回路である。OR選択回路は，図５の ORゲートの入

力部分に，図６に示すようにシフトレジスタとトランジス

タを挿入するものである。外部端子から選択信号がレジス

タへ入力され，レジスタの各段の出力は，図６に示す OR

ゲートの入力前段にある個々のトランジスタのゲートに接

続されている。選択信号によりトランジスタのオンオフが

決定され，どのセンサからの応答信号を検出するかが決定

される。

３.２ 測距時間短縮対策技術

AFIC の測距（積分）の終了は，全センサが応答した時

間，言い換えれば図５に示すように全センサの信号の論理

積で決まる。全センサ出力のAND信号を用いていること

から，この積分時間を TAND と呼んでいる。

低輝度では応答時間 TOR が大きくなる。さらに高コン

トラストの被写体になるほど積分時間 TAND も大きくなる

ので，実際の測定には使いにくくなるという問題があった。

３.２.１ AND選択回路

従来は，低輝度で高コントラストの被写体を測距する場

合には，外部信号で強制的に測距を終了させていた。新機

種の FM6234T34 では，IC 内部で自動的に測距を終了さ

せる AND選択機能を追加した。その構成を図６に示す。

構成は基本的に OR選択回路と同じで，ANDゲートにつ

ながっている各センサ出力にトランジスタが接続されてい

る。AND選択信号が入力されているシフトレジスタの各

段の出力によってトランジスタのオンオフが決定され，ど

のセンサの応答時間を検出するかが決定される。

また，OR選択回路と AND選択回路を組み合わせるこ

とによって，有効センサと無効センサの分離が完全にでき

るため，基線長の異なる光学系を本 AFIC に組み合わせ

て使うことができる。これにより，本 AFIC の適用範囲

が一層広がることが期待できる。

あとがき

以上，富士電機の逆光・測距時間短縮対策技術を適用し

たAFモジュールの概要を紹介した。

富士電機では，今後，より多機能，高性能のAFモジュー

ルを開発し，さらにコストダウンなど顧客ニーズに対応し

た独創性の高い製品を開発していく所存である。
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図６　OR，AND選択回路の構成
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