TND6233JP/D
Rev. 1, MAY − 2018

イメージセンサにおける
の

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2017

May, 2018 − Rev. 1

1

Publication Order Number:
TND6233JP/D

イメージセンサにおけるの

日あるいはい来の支援システム(ADAS)は、意思決 のため としてマシ
ンビジョンにいて構築されているものがです。ADASソリューションの急と用
けISO26262規格のにい、これらイメージングシステムの機能を検討する
ことが最要となっています。#策の$装と検証の方法は、コスト、'性、複 性
などのシステム設計(に要な影 を)ぼします。本 料では、イメージング・サブシ
ステムの機能とそのシステム設計の -について解説します。
はじめに
リアビュー・カメラが1めて けに登2したのは19913で、 ににバックするた
めの補7機能でした。20043に、オン・セミコンダクターは最1の自=アプリケーショ
ン用CMOSセンサを発表しました。米@では、米@省AB(NHTSA)が、新
たな用にはすべて、201835月までに後方確認カメラを装着することを義CDけまし
た。自=メーカは現E、Fの性をさらにめるため、自=のレベルJに
けたK(策をじLめています。レーンキープアシスト、アダプティブ・クルーズコント
ロール、および衝突Qのための自=ブレーキなどADASの機能が真の自=へとRす
るS、カメラは産にも装着されLめています。ほとんどすべてのADASシステムで、最
も要なセンサはイメージセンサです。ADASシステムが支援から自=RへとRするのに
い、F操Uの性はますますイメージング・サブシステムの'性にVWすること
になるでしょう。
このトレンドの背景には、ADASおよび自=システムの性レベルを確YするJで､
イメージセンサがシステム(の機能において要Zになるという[$がありま
す。ISO26262のにい、自=の性レベル(ASIL)の概念が 義されました。ASIL
のレベルには、ASIL−A(最\)からASIL−D(最)までの範]があります。ASILのレベルは、
故の性、故の発生^、故の故の影 を_御する能`の3つの要aによって決
されます。本 料では、イメージセンサに -する機能のb点について査し、
故モード、およびイメージセンサの故を検d、Y、および/またはe正するために$
装f能なメカニズムについてh析します。システムの性能に影 をiえる 要指
標には、検d能`、j時、k率、影 ^などがあります。
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(デバイスの故は、mn線、エレクトロマイグレーション、1期p良、そのqrく
のsaによって生じます。本 料の目的は、イメージセンサの故saのh析ではなく、
故の性、故検dの方法(メカニズム)、およびその有k性をh析することです。
また、故検d率に する tと手法を uする要aのいくつかについても!"します。

ADASシステムに機能をするには、vwを)ぼすf能性がある=Uや挙=はすべ
てシステムによって#止し、抑_できる必要があります。システムの故によって$こる
vwの発生^やvwの%&^の評xにより、システム設計者はリスクのレベルをh'で
き、リスクを最yRするための(zな#策をじることができます。
このためには、往々にして根本的な{)が必要となります。つまり、*発プロセスを{)
するだけでなく、組織構+から管理者、文書、マニュアル、準に至るまで|業
の文Rの{)が必要となるのです。システムの機能の準拠に#しては、ADASのサ
プライヤだけではなく、OEMからZメーカまでのサプライ・チェイン(が,を-う
必要があります。牢な機能を$現するには、システムでに -するあらゆる
要Zが(の機能にiするものでなければなりません。K(的に言えば、
はs点からLまるのです。
特 の故によって発生するリスクを最yRするために、システム設計者は、Fの
性に影 するf能性がある故モードを特 し、リスクを抑_するための(zな#応を決
する必要があるのは言うまでもありません。このプロセスの要な点は、システムの
=Uに影 をiえるおそれがあるすべての構成Zを特 することです。このような構
成Zそれぞれについて、発生するf能性がある故モードをh析し、システムの故に
つながるかどうかを見極める必要があります。故モードを特 できた2は、その故
を検d、e正し、システムをYするためのメカニズムを$装できます。
システムにメカニズムを$装すると、ソリューションのコスト、'性、複 性、お
よびシステムへのリスク抑_の有k性に#して. にきな影 をiえます。純な故
の検知/から故発生からYするメカニズム、さらには既に発生した故を$0にe
正するメカニズムまで、さまざまなレベルのメカニズムの$装が考えられます。シス
テムZを慎にバランスよく1択することによって、より最(でk果的に$装できま
す。
機能のコンセプトをさらに検討するためには､故を 義する必要があります。ADAS
の2には、般に、故とはシステムがp正な、あるいは、最(ではない決 を行なう
状態である、という 義がけれられています。望ましくない決 のには、ブレーキ
のれ、オーバーステアリング、物( uの誤り、意しない2がまれます。
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イメージセンサとADASアプリケーション
イメージセンサは、ADASシステムのS核Zであり、あらゆるビジョンシステム・デー
タの次データ源です。イメージセンサは、システムのqのhが環をh析し、Fの
=Uを決 するために用する生データを提します。$J、イメージセンサは自=
の目に相します。レーダーやライダーなどqのセンサも用されるf能性がありま
すが、次データ源はイメージセンサです。センサにえて、ADASシステムのqのZに
は、画理、h析、意思決 機能を$行する構成Zがまれます。
3のように、表的なADASシステムに用されるイメージセンサの数は急していま
す。純な方監視カメラから]サラウンドビュー・システムまで、Fに搭 され
るカメラの数は、1から10Jになるf能性があります。センサの故の影 は故の
性によって決まり、4微なものから生に わるなものまで様々です。システムが
イメージセンサの々の故を検d、Y、e正する能`は、システム(のと'
性に要な影 を)ぼします。
CMOSイメージセンサのS核は､行とに5置された感ピクセルの6方形アレイです｡
これらのピクセルは、ピクセルごとに設けられたアナログQによって を8¡また
は8流に{換します。次に、8流/8¡は 1行ずつ9にデジタル¢に{換されます。
デジタルロジックQをDすることにより、データを蓄積し理して、次の理や解析
のためにシステムのqのデバイスに£:することができます。
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Figure 1. Block Diagram of a Typical Image Sensor
ADASアプリケーションでは、イメージセンサでキャプチャされたデータは 、システ
ムの意思決 に用されるため、F=Uに影 をiえます。ADASシステムが複 になる
ほど、この意思決 は、純な聴覚や視覚による/¥から、ブレーキやアクセル、ステア
リング操Uなど、はるかに複 な¦断へとRしてきました。自=、準自=に
おけるこのRにより、イメージセンサとその=UへのVW^がまっています｡
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イメージングアプリケーションにおける#$
イメージセンサの故に する極めてY§的な見解は、¨に示すように、｢正 (フォル
トフリー)｣モデルまたは既知の良Zデバイスとd`が異なる2をv=«故(アンセーフ
フォルト)として 義することです。これは、詳細レベルで考えれば、ピクセルレベルのエ
ラーでさえ故を¬き$こすf能性があることを意します。よりハイレベルでは、行、
、およびフレームのエラーも故のsaとなるf能性があります。アナログでもデジタ
ルでも、デバイスの=Uにbがあれば、ピクセル、行、、またはフレームのエラ
ーとして現れます。最終的に、センサからシステムのqのhへの物理的データ£:にエ
ラーがあれば、uの故のsaとなるf能性があります。ビデオ'¯の=的特性により、
故は、空的および時的に、>的(状態がp{または° )および=的のF方がありま
す。
Sensor Model
with Fault

Image
with Fault
Difference

Sensor Model
No Fault

Reference
Image

Yes

Unsafe Fault

No
Safe Fault

Figure 2. Flowchart to Determine Safe vs. Unsafe Faults
イメージセンサの故について、このY§的な 義を±れば、故のWEを検dすること
がシステム設計の課となります。さらに、システムは、システム故の発生に#するY
#策、または々のセンサのエラーのe復あるいは是正措置をじることになります。
システムレベルのメカニズムとの -を²hに理解するために、$こりうるいくつか
のイメージセンサの故モードと、これらの故を検dするためのメカニズムについて検
討しましょう。
々のピクセルに影 を)ぼす故は、ADASシステムにはほとんど影 をiえないと思
われるかも知れません。しかし、最端のオブジェクト検dアルゴリズムのrくでは、10
ピクセル×10 ピクセルよりyさい画サイズの物(を検dできるため、々のピクセル・エ
ラー、特にエラーがr数?Sしている2は、オブジェクト uアルゴリズムに影 をi
える恐れがあります。また、ピクセル・エラーのaとなっている故は、アレイ(に
おいてのピクセルに影 を)ぼすf能性があります。ピクセルd`は、所 ´置の
µ^を表すデジタル¢に{換されるため、故は、>的または=的のいずれもp正な¢を
生じるエラーまたはデータの破損とみなすことができます。8源給、デバイス欠@、%
¶ノイズ、または環放 線などの要aでエラーが発生します。
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Figure 3. Example of a Fault in the Clock System
イメージセンサのアレイの特性により、アレイの行/構+に AするロジックQもデ
バイス欠@のaとなるf能性があります。行またはが欠落したり複している2
、情が¸われたり、シーンの描¹がpºになる2があります。リアビュー・シス
テムでフレームが繰りBされるなどの明白なエラーが発生すると、自=、準自=
、および»によるによって致的な結果につながるf能性があります。画のフ
レーム、ピクセル、行/、およびフレームデータのどれにもエラーが無い2でさも、
£:エラーが発生すると、データが#Cの'デバイスに¼Dするに破損するf能性が
あります。この£:エラーは、システムが検dできない様々な自然現Cによって発生する
ことがあります。
ここに記3した故は、それぞれ数百のu故モードから成る般的なカテゴリーの故
です。$0、イメージセンサには、文½り数¾のu故があり、故が発生すると
¨流デバイスはp正データを'するf能性があります。p正データにづいて意思決
が行われると、リスクにつながることは言うまでもありません。結B、リスク抑_#
策をじるには、システムがこれらの故の発生を特 し、検dできなければなりませ
ん。
#$%&における'(
イメージセンサの故検dは簡ではありません。イメージセンサの特性と複 さによ
り、膨な数の故モードが発生するf能性があります。アナログQとデジタルQが
混Eしているため、bはさらに複 になります。
ピクセル構+と、 Aする8荷:および読みdしQは、本的にアナログです。アナ
ログQに Aする故は、デジタルQのものとは挙=が異なります。=US、ピクセ
ルはデジタルQの縮E故("理ノードが“H”または“L”に「° (縮E)」した時に発生)に¿
た故を$こすことがあります。スタックピクセルのような故は、ホストプロセッサで
簡に検dできるように思えます。しかし、センサの解^が8MピクセルJにまで
しているため、Áフレームごとにiえられた時で、いくつもある故状態のすべてに
www.onsemi.jp
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ついてÁピクセルを検査すると、プロセッサのサイクル数とメモリがに消Fされま
す。えば、規格G界をHえるノイズなど、ある種のピクセル欠@の検dは、システムレ
ベルでもD成できない2があります。ミッシングコード、ノイズ、.線形性など、アナ
ログ／デジタル{換段での故検dについても、ホストプロセッサやシステムレベルでは
$行すべきでない、またはpf能と考えられます。
Scene

Reference Image

“Fault” Image

Figure 4. Example of a Fault in the Analog Pipeline
ピクセルレベルでのアナログ故にえ、システムはピクセルレベルでのデジタル故に
も#する必要があります。デジタルエラーによりピクセルデータが影 をけ、ビット
のシフトを$こした2、J´レベルの理でもこれらのエラーを検dすることはpf能
です。Â様に、ある種の色空エラーが発生すると»の目には簡に見えても、コンピ
ューティングデバイスはこの種の故を検dできません。画理と£:パイプラインで
システム故が発生すると様々なエラー挙=が$こるf能性があり、必ずしもシステムで
検dできるとはGりません。

Figure 5. Example of a Color Error due to an Image Pipeline Fault
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行またはアドレッシングエラーなどの空的エラーが$きると行の繰りBしが発生
し、システムレベルで検df能ですが、CPUサイクルとメモリを消Fします。システム
は、センサが行およびデータを正しい9Äで:dしているかをY証できず、[$Jそれ
を確認する方法はありません。A続して:dされる画がの画に'¿しているかど
うかを¦ する般的な方法はあるかも知れませんが、にセンサのまかな故を示す
に%ぎません。より4微な故もWEしますが、システムの検d能`の範]Åです。シス
テムレベルでの検dがf能な2でさえ、膨な数の故モードのsaを把握し、それら
の検dに必要なh析を行なうことは、コンピュータの理能`およびpºな故検d能
`の観点から$施すべきではありません。
検討すべき故モードの最後の3つは、おそらくqのデジタルQでは、より般的に見
られるものです。第1に、センサから£:されるデータは、ノイズがrく6い£:Æ(を経
由する2があるので、'にÇRしないようにする必要があります。第2に、センサ
のメモリとレジスタが確$に機能し、故を確$に検dおよびe正できるようにすること
です。第3は、センサのロジックまたはステートマシンの故です。

Figure 6. Example of a Fault in the Row Addressing Logic
第1の故モードは、エラーチェック機能や誤り訂正符¯R機能を蔵したトランスミッ
タとレシーバを用して解決できます。この方法では、Èなくともシステムコストが
します。第2の故モードは、センサのレジスタとメモリのÉを期的にシステムからチ
ェックすることによって解決できますが、システムリソースを消Fします。第3の故モー
ドは、画データのÊ滅的破損から、r数のフレームで徐々にフレームデータが破Êされ
るような、より緩やかな{Rまで、Ë範なbが発生します。者はÉ易に検dできます
が、後者はシステムレベルのチェックではまったく検dできません。
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Figure 7. System-based Fault Detection Time vs. Sensor-based Fault
Detection Time
考慮すべきもうつの要aは、故の発生から検dまでのjです。般に、故検d時
J(Fault Detection Time Interval, FDTI)とÌばれ、検dのれは、Jに示すように、
故の発生からv=[Cが発生するにシステムが状態に移行するまでの計時(フ
ォルト耐性時J、Fault Tolerant Time Interval, FTTI)にな影 をiえます。システ
ムがあるいはすべての故検dを$行する必要がある2、計FDTIにはセンサがシ
ステムの次のステージにデータを£:する時とシステムがデータを'しh析して最終
的に故のWEを検dする時がまれています。
検dすべき故の規模にえ、システムレベルで検dできない故、j時と検d時
の、相な計算時およびメモリ要Í、これらの診断をリアルタイムに$行する必要
性などは、Kれたコストになります。システムレベルの故検dをするためのコスト
は、いくつかの要aにより発生します。まず、性能なCPU、GPU、およびメモリのL
コストはもとより、故検dのための診断アルゴリズムの*発コストも必要です。消F8
`がするため、それにう放熱#策もコスト計算にれるべき要素となります。これ
らのコストのすべてをかけても、診断範]になÎ点が残っているf能性があります。
結B、どのようなシステムレベルの故検dメカニズムでも、システムの本目標からリ
ソースを流用することになります。システムの 要機能からリソースが流用されると、コ
スト、機能\¨、複 Rが$こり、システムの有k性、応答性、k率に影 を)ぼし
ます。メカニズムを?積Rしたセンサを用することにより、システム設計者は、よ
りk果的かつk率的にリソースを 要目標に?Sさせることができます。
センサ)に*り,んだの/01
日のセンサはÏËいテスト機能をデバイスに?積しています。規 のテストフレームを
:dできるイメージセンサもあります。データのCRCチェックを$行すると、£:Sに発
www.onsemi.jp
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生するf能性がある故を検dできます。これは故検dの有kな第ステップですが、
テストフレームは、必ずしも$0の画キャプチャ・パイプラインの要なhを試Mで
きるとはGりません。特にアナログhの試MはÐNです。この種のチェックでは 、
£:データパスの故しか検dできず、センサ自(の故は検dできません。さらに、
この方法で検dできる故は、どちらかといえば>的な故です。最後に、テストフレー
ムの生成には、 時だけセンサ(したがってシステム()をオフラインで用します。
これらの短所から、イメージセンサのピクセルレベルにおける故をリアルタイムに検d
する方法が必要なことがわかります。
ADAS(支援システム)または自=システムけイメージセンサを検討する2
、アナログ故検d率について²hに考Ñすべきです。より的なセンサは、最新の
センサではQの50%JをÒめているアナログを診断する要な機能メカニズ
ムをÓえています。アナログ診断検d率の水準がいことが、牢なイメージセンサの機
能に必Oです。イメージセンサをÔuRするシンプルな¦断準は、センサが#応し
ているアナログメカニズムの数と言えます。アナログメカニズムには、Õhな計
算が必要になるものがあるため、要な要素は故検dに必要なL理です。より
^なメカニズムでは、所要計算がÈなく、界チェックだけのこともあります。
q方、それほど洗練されていないメカニズムでは、より複 な数¢計算理が必要で
す。
を目指すもうつのステップは、センサにフレームカウンタを蔵することです。こ
れにより、システムはÖらかの理由でキャプチャに¸敗した2にそれを検dできます｡ピ
クセルとラインをカウントして、センサがフレームごとに正しい行数と数を£:してい
ることを検dすれば、さらに×れた故検d率をD成できます。この方法で=的故を捕
捉できますが、や行の欠落を検dした2、故はかなり^で、該フレームは用
pfと¦ されます。
これらの故モードでは、ランダムhØエラーからÙ復的エラーまたは° エラーまで、
様々な特性のエラーが発生するため、検dにはr様なレベルの計算能`とメモリが必要で
す。エラー検dの1つ1つは、どのADASシステムのプロセッサでもk率的に$行できます。
バックエンド理で、どのような種'の故でも検df能ですが、フレームごとにあらゆ
る種'の故を検dするには、日手f能な最性能のプロセッサであっても. に
きなU業になります。故検dのrくを$行するセンサ蔵の機能メカニズムがあれ
ば、この. にきな計算-荷を、ステータスまたはヘルスインジケータのビットあるい
はレジスタの簡なチェックのレベルまでÛ減でき、$Jきなシステム・リソースは
消Fしません。
システムの計算-荷をÏにÛ減できるほか、センサ«で$施する診断では故検d時
J(FDTI)もÏに短縮できます。¨に示すように、イメージストリームで故を知
することにより、検d時はT1 + T2からT1だけに短縮できます。般的な60フレーム/秒
(fps)で=Uしている2、検d時が1フレームのセンサであれば、FDTIを約16 msに短縮
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できます。これによりシステムにÕ裕ができ、Ü用f能な故応答時Jをやすこと
ができます。
Environment
Mapping

Sensors
T1

Decision
Engine

Control

T2

Sensors

Radar

LiDAR

Figure 8. Autonomous Driving System Model with Fault Detection Times
日最もRした機能デバイスでは、イメージセンサで発生するf能性があるË範な
故モードが考慮されており、3つの な×´性があります。第1に、故から知まで最
短のレイテンシを$現できます。第2に、センサの=U、Z、性能に影 を)ぼすことな
くリアルタイムで知がf能です。第3に、最y計算時と最\コストで最の故検
d率をD成できます。
#$%&2と%3
イメージセンサ・メーカのrくは、胆にASIL−BおよびASIL−Cサポートをむい故
検d率を tしていますが、ティア1メーカやOEMは、この tをどのように検証できるの
でしょうか?考慮すべきもうつの要な要素は、より\いASILレベルのセンサを組みPん
でい故検d率を持つシステムを*発する能`､つまりASILデコンポジションです。
ここでは、般的な診断率の決 方法、検証のbへの#、ASILデコンポジションにつ
いて検討します。
診断率は般的に、ISO2626−5 Annex Dに記 されるガイドラインにづきます。ただ
し、Âじdßでは慎を期して、｢故とそれらに Aするメカニズムの診断率へのà
りては、表D.1のリストと異なってもよい｣と規 されています。
しかし、rくのセンサのメーカは、にする試Mの種'にづいてこれらの数½を見
積もっているだけです。$装の詳細やJで¬用したISO26262’2d5 Clause D.1の条Qに示さ
れたqのバリエーションは、ほとんどあるいはく検討されていません。これによって
は、診断率推 ¢が»為的にくなり、然センサのベンダのÜ益となり、Â時にASIL
レベルも»為的にくなってしまいます。これでは、メカニズムの診断率を正確に求
めるための"点をáみにけていることになります。
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診断率を求める最âの方法は、$0に故を注し、その故がメカニズムにより検
dされるかどうかを確認することです。しかし、般的なイメージセンサのゲート数は150
äをHえるため、網羅的に故注を$行するのは$0にはpf能です。さらに、日の
 用イメージセンサは800äJのピクセルのqにアナログQも蔵しています。この
課に#するには統計的手法を用でき､所 の許É誤Ôの範]で診断率を計算できま
す。統計的故注は、5%未満の許É誤ÔをD成するためにk率的に用f能です。これ
によって、診断率を正確に(数パーセントまで)計算することができます。
自=の総的な性を検討する2、イメージセンサの診断率をい精^で把握
しておくことがpf欠です。å¥やガイドラインにづいて診断率が見積もられているイ
メージセンサを用すると、システム(のh析を$行する0に、きなp確$性が
生じます。Rに、診断率の精^が数パーセントであることがわかっているイメージセ
ン サ を  用 す る と 、 自 = シ ス テ ム  ( の   性 の '  ^ が  く な り ま す 。FMEDA
(故モード影 診断解析)などの文書には、メカニズムの試M手9や診断率の計算方法
が明示されています。
45
イメージセンサ自(のでの故検d、Y、およびe正を直接サポートしなけれ
ば、ADASシステムが要求されるASILレベルをD成するf能性が著しく\¨するのは明らか
です。Rに、イメージセンサで直接ASILをË範]にサポートすることにより、ADASシス
テムのASILレベルをÏに改âすることができます。
の自=Rがするにって、ADASサブシステムに要求されるレベルはくな
ります。日でも、rくのADASシステムがASIL−B準拠への(に苦æしています。い
うちに、ASIL−B準拠を要求されるシステム数はÏにするでしょう。後のADASシ
ステムには、さらにç格なASIL−CやASIL−D準拠が要求されます。ASILデコンポジション
によって、ASIL−CのADASソリューションはASIL−Bイメージセンサを用してのみ構築で
き ま す 。 $ 0 、 補 º 的 な   目 標 に 準 じ て 、ASIL−B の イ メ ー ジ セ ン サ を  用 し て
ASIL−DのADASシステムを構築することもf能です。現E目標としているÖ3かの自=
モデルの設計は、牢なASIL機能およびメカニズムを蔵するイメージセンサ
を組みPむことによって、システムがシステムコストや複 性を\減しながら、ますます
まるASIL準拠レベルに(するf能性がÁ段にJします。最終的に、統計的故注
によりい精^で診断率が計算されたイメージセンサを用することにより、自=
システムの(的な性への'^がきくJします。
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