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一眼レフではない，いわゆるコンパクトデジタルカメラ

のオートフォーカス（AF）は，撮像素子の画像信号によ

る CCD（Charge Coupled Device）コントラスト検出方

式が主流である。レンズのピント位置を無限遠から至近距

離まで移動しながら画像信号のコントラストが最も高いレ

ンズのピント位置を探し出し，そのピント位置に戻って

シャッタを切る方式である。しかし，フラッシュが必要な

暗いシーンに対しては，撮像素子の信号でピントを合わせ

ることは難しい。また，ズーム比が高く，長焦点のレンズ

を持つようなコンパクトデジタルカメラでは，コントラス

トの高い位置を検出することに時間がかかり，タイムラグ

が長くなってしまう。このため，最近では高感度の外光

パッシブ方式を組み合わせたハイブリッド AFを採用する

コンパクトデジタルカメラが増えてきている。外光パッシ

ブ方式によりピント位置を狭い範囲に限定し，その範囲に

限ってコントラストを検出するので時間が短縮でき，また，

感度が高いため暗いシーンに強い。ハイブリッド AFを採

用して，コンパクト銀塩フィルムカメラ並みのシャッタ切

れを誇るコンパクトデジタルカメラも登場している。

上記の外光パッシブ方式用の AFモジュールは，従来，

一次元のラインセンサで構成されていたが，今回マルチラ

インセンサにすることによって二次元の距離分布の検出が

できるようになった。マルチラインセンサと新開発の専用

光学系を一体化した小型AFモジュールについて，その構

成と構造を紹介する。また，FPGA（Field Programma-

ble Gate Array）で構成した DSP（Digital Signal Proc-

essor）による高速演算処理を使った計測事例を紹介し，

応用分野を提案する。

測距原理

図１に外光パッシブ方式の測距原理を示す。二つのレン

ズによりそれぞれ結像した像 aと像 bの位相差 x1＋x2を

相関計算により求め，被写体の距離に反比例した測定値を

求める。x1＋x2をイメージセンサのセンサピッチ pを単位

として求め，これを n・pとおくと次のように表すことが

できる。nは精度を上げるために補間計算をして小数まで

求める。

…………………………………

センサ分解能をδnとすると，距離分解能δdは下式の

ように距離の 2 乗に比例する。δnは被写体のコントラス

トなどにより一定ではないが，経験的には 0.06 程度の値

が期待できる。

…………………………………………

マルチラインセンサモジュールの構造と特徴

３.１ モジュールの構成

図２にマルチラインセンサを搭載した AFモジュール 2
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図１　測距原理
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マルチラインセンサモジュール

機種の外観を示す。FM6275W92は，より小さいスペース

に搭載する目的で，測距能力を FM6273W91の約 6割に

し，厚さを 4.7mmと薄く小型にした。

図３に FM6273W91の内部構造を示す。一体射出成形さ

れた一対のレンズ，一対の絞り，リード部分をインサート

成形したセンサステージ，ICチップがモジュールの構成

要素である。ICチップはセンサステージ上に接着され，

リードとは金線で接続されている。

チップとレンズの間はシリコンゲルで封止されており，

このため単レンズでありながら F1.6の明るい光学系を実

現している。シリコンゲルは，ごみや結露からチップを保

護する。封止材料に透明エポキシ樹脂などの硬い材料を使

うと，成形後の樹脂の収縮によってチップが縮み，温湿度

によるストレスの変化が特性に影響する。ゲルにはこのよ

うなストレスがなく，理想的な封止材料である。また，シ

リコンゲルはレンズや絞りの材料との屈折率の差が小さい

ため，ゲル封止によって内面のゴーストやフレアが低減さ

れ，さまざまな外光条件の適応範囲を広げている。

３.２ マルチラインセンサ ICの構成

図４に ICチップの外観を示す。左右一対で配置された

各 13 本のマルチラインセンサと，センサ部の上下に配置

されたセンサ回路，中央にある制御回路や温度センサで構

成されている。

ライン間の不感帯を少なくするためにライン間の距離は

できるだけ小さくしている。このため，隣接ラインのホト

ダイオードから，選択されたラインのホトダイオードに

キャリヤが回り込むが，これを最小に抑えるために非選択

ラインにバイアスをかけ，回り込むキャリヤの割合を約

0.04 ％以下に抑えている。

各ラインセンサにはセンサピッチ 7 µm，片側 464の有

効画素があり，1ラインが監視する横方向の測距視野角は

約 37 度である。縦方向の測距視野角は，13ラインで約 21

度である。

図５に ICのブロック図を示す。左右各 13 本のラインセ

ンサのうち，一対のラインを選択するライン選択回路，各

ラインセンサの同一位置の画素に共通に配置された積分回

路とサンプルホールド回路で構成されるセンサ回路，画素

の積分状態を検出するピーク検出回路，ピーク検出に基づ

いて全画素の積分を適切なタイミングで終了させる自動積

分終了回路，およびこれらを制御，駆動するためのロジッ
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図４　ICチップの外観
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ク回路から構成されている

各ラインのセンサデータはモジュールからアナログ信号

として外部に出力され，Ａ-Ｄ変換されてデジタル信号処

理される。高速にセンサデータを読み出せるようにセンサ

出力端子を 2 系列パラレルに設けている。これにより左右

のセンサデータを同時に読み出すことが可能である。また，

任意の画素エリア（任意の画素数，任意の領域）のセンサ

データのみを読み出す部分読出し機能があり，左右同時読

出し機能と合わせて使用することにより必要なセンサデー

タを短時間に読み出すことができる。

13ラインの選択は，積分を開始する前に外部からの選

択信号で任意に選択できる。ライン選択回路を図６に示す。

選択信号によって一つのラインを選択し，そのラインのホ

トダイオードを積分回路に接続する構成である。

本モジュールの代表的な特性を表１に示す。

三次元の空間認識

マルチラインセンサモジュールを使って監視対象の距離

分布を求め，空間の状態を監視することができる。

計測事例①

左右のマルチラインセンサからの 13ラインの画像出力

を図７ に，この二つの画像から距離分布を計算し，セン

サに接近するに従って白く明るく表示した距離分布を図

７ に示す。図７ の画像は，各ラインがそれぞれの明る

さに最適な応答時間で光電荷の蓄積を行うので，隣り合っ

たラインでも明るさが異なる。また，画像の上部のグラフ

（a）（b）

（a）

（1）
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図７　計測事例①

表１　マルチラインセンサモジュールの主要特性 

モジュール 

IC チ ッ プ 

Bf 積 28.7mm2 

1.6 

横37°× 縦21° 

97ms/中央ライン（高感度選択時） 

高感度414V/（lx・s） 
低感度11V/（lx・s） 

高感度49dB　低感度69dB

0.12nA/cm2 

3.0～5.5V

13 

5.4　m×109　m 

7　m 

464画素/ライン×13ライン×2 

10.25mm×4.3mm 

CMOSプロセス 

Fナンバー 

最大視野角 

感　度 

ダイナミック 
レンジ　　　 

暗電流密度 

動作電圧 

データ読出し 
非破壊 
繰返しと部分読出し可能 

ライン数 

1画素のサイズ 

画素ピッチ 

有効画素数 

チップサイズ 

プロセス 

 

0.14cd/m2 

応答時間 

（   DD＝3.3V） V



マルチラインセンサモジュール

は各ラインの出力信号を示し，中央の第 7ラインの信号を

特に濃い線で示している。図７ で網点部分は，画像のコ

ントラストが十分でないために，距離が精度よく計算でき

ない部分である。

図７ の画像では，人が突き出している右拳の部分は暗

く写っていてよく分からないが，図７ の距離分布では，

センサにより近い距離にある一つの固まり部分として，右

拳が白く抽出されている。コンピュータゲームのインタ

フェースなどに応用できるような事例である。

計測事例②

人の姿勢を検出する例である。

図８ の画像で，左図に対して右図ではお辞儀をした人

の頭がセンサに近づいている。図８ は図８ に対応する

それぞれの距離分布であり，左図よりも右図の方の頭部は

白く表示され，センサとの距離が近くなっていることを示

している。

人の姿勢の検出は，病院や介護施設で，被介護者や高齢

者の安全を確保するのに役立つ。介護人が，ベッドのそば

から離れる必要が生じた場合に，この時点の距離分布を

ベッドの上から監視しているセンサに記憶させる。被介護

人が起き上がろうとすれば，距離分布の差分が検出され，

警報が報知されて介護人が駆けつけ，安全な離床ができる

ように被介護者をサポートする。また，高齢者がトイレな

どで意識がなくなったときの異常な姿勢の検出にも対応で

きる。

姿勢の検出は，高度エアバッグシステムなどに応用でき

る。自動車衝突時のエアバッグの展開前に，車両乗員の姿

勢を把握してエアバッグの展開状態を変え，より安全な乗

員保護を目指すことができる。

計測事例③

車両の検出の例である。信号待ち後，前方の車両が発進

する状態をフロントガラス越しに検出している。図９ の

画像出力の左図から右図に前方の車両が遠ざかっている。

図９ の距離分布では，距離に応じた明るさで表示され

るため，明るく表示された車両が右図では暗くなり，離れ

ていくのが分かる。距離分布の一番手前に写っている白い

帯は自車両のボンネットで，距離は変化しない。図９ の

右図で，前方車両までの距離は約 5mである。

モジュールはバックミラーの裏側に装着されている。こ

の前方車両の発進検出は，信号待ちや渋滞時に前の車両の

発進を知らせてくれるので，ドライバーは心にゆとりを

持って運転することができる。

エアバッグや前方車両の発進検出や応用では検出の高速

化が求められる。マイコンで距離を演算する場合は，何秒

もかかる場合があるが，今回，モジュールからの画像出力

をデジタルデータで読み出しながら同時に距離分布を計算

する DSPを搭載したシステムを開発した。1 画面の距離

（3）

（b）

（b）

（a）

（3）

（a）（b）
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図８　計測事例②

自車のボンネット 
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図９　計測事例③
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分布（40 点× 13ライン）の計算時間は 40msである。薄

暮の対象物の輝度を 4.5 cd/m2と想定すると，光電荷の積

分時間は 13ラインで約 50msかかり，合わせて 90msが

検出時間である。屋外や室内照明下など明るい場合は，積

分時間がほとんどかからず，ほぼ 40msで 1 画面の距離分

布が検出できる。夜間でも，自動車では前照灯や尾灯に

よって十分な明るさが得られるが，暗闇では赤外や可視光

の補助照明が必要である。

計測事例④

二人の人物の検出例であり，DSPを搭載したシステム

で検出した。図 の画像出力では人と背景の画像が混在

して，通常の画像処理で二人の人物を抽出することは簡単

ではない。図 の距離分布では，距離分布データに対し

て，さらに補間処理，背景処理，ラベリング，抽出処理を

行うことで，二人の人物が認識できている。認識した固体

の位置にマークが入り，1/距離（m－1）の値が表示されて

いる。

あとがき

マルチラインセンサモジュールは原理的に新しいもので

はないが，本稿に述べた技術的な工夫によって，小型で量

産が可能な実用的なセンサとなっている。検出精度や認識

の確度は現段階では十分とはいえないが，アプリケーショ

ンに応じた処理を導入することで改善が可能である。

今後はさらに処理を高速・高度化し，視野角を広げて，

より広い分野に応用できるデバイスを目指す所存である。
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図１０　計測事例④
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