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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の撮像領域と、該撮像領域毎に配設された各色のカラーフィルタと、該撮像領域毎
に対応して各サブレンズが設けられたレンズアレイとが積層された多眼カメラ装置におい
て、
　該レンズアレイの少なくとも２つのサブレンズの該撮像領域に対する焦点距離が互いに
異なっており、
　該レンズアレイのサブレンズはそれぞれ、該サブレンズに組み合わされる各色のカラー
フィルタによって選択的に透過される波長光線の焦点面の位置が、レンズ面の形状を同じ
くしたレンズ厚みにより前記撮像領域上で同一となるように構成されている多眼カメラ装
置。
【請求項２】
　前記レンズアレイのサブレンズはそれぞれ、該サブレンズに対応したカラーフィルタの
波長特性に合わせた焦点距離を有している請求項１に記載の多眼カメラ装置。
【請求項３】
　前記サブレンズの被写体側レンズ面から前記撮像領域までの距離を、前記カラーフィル
タの透過波長毎の焦点距離に合わせている請求項２に記載の多眼カメラ装置。
【請求項４】
　前記焦点距離または前記焦点面の位置は、前記レンズアレイのサブレンズ毎の厚みによ
って設定されている請求項１に記載の多眼カメラ装置。
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【請求項５】
　前記サブレンズの厚みを調整するのは、該サブレンズの被写体側のレンズ面および、該
サブレンズの撮像領域側のレンズ面のうちの少なくともいずれかである請求項４に記載の
多眼カメラ装置。
【請求項６】
　前記サブレンズの積層枚数が２枚の場合、前記焦点距離または前記焦点面の位置を調整
するレンズは、第１レンズおよび第２レンズの少なくともいずれかである請求項１に記載
の多眼カメラ装置。
【請求項７】
　前記サブレンズの積層枚数が３枚の場合、前記焦点距離または前記焦点面の位置を調整
するレンズは、第１レンズ、第２レンズおよび第３レンズのうちの少なくともいずれかで
ある請求項１に記載の多眼カメラ装置。
【請求項８】
　前記焦点距離または前記焦点面の位置は、前記レンズアレイと前記撮像領域との間に透
明平行板を備える場合に、該透明平行板の厚さにより調整されている請求項１に記載の多
眼カメラ装置。
【請求項９】
　前記カラーフィルタはそれぞれ、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（青）の各色をそれぞれ
有している請求項１に記載の多眼カメラ装置。
【請求項１０】
　前記カラーフィルタはそれぞれ、Ｃ（水色）、Ｍ（赤紫）、Ｙ（黄色）およびＧ（緑）
の各色をそれぞれ有している請求項１に記載の多眼カメラ装置。
【請求項１１】
　前記複数の撮像領域は、被写体からの入射光を光電変換して撮像する複数の受光部が設
けられた撮像領域から均等に分割されている請求項１に記載の多眼カメラ装置。
【請求項１２】
　基板上に、被写体からの入射光を光電変換して撮像する複数の受光部が設けられた撮像
領域が複数設けられている請求項１に記載の多眼カメラ装置。
【請求項１３】
　前記撮像領域は４つあり、これと同数の前記サブレンズおよび前記カラーフィルタを有
している請求項１に記載の多眼カメラ装置。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の多眼カメラ装置を画像入力デバイスとして撮像部に
用いた電子情報機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話装置などに内蔵するのに好適なレンズ全長が短い撮像レンズを持つ
多眼カメラ装置および、この多眼カメラ装置を画像入力デバイスとして撮像部に用いた例
えばデジタルビデオカメラおよびデジタルスチルカメラなどのデジタルカメラや、監視カ
メラなどの画像入力カメラ、スキャナ装置、ファクシミリ装置、テレビジョン電話装置、
カメラ付き携帯電話装置などの電子情報機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）およびＣＭＯＳ（Ｃｏ
ｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）に代
表される固体撮像素子を用いたデジタルスチルカメラの普及が急速に進み、多種多様なデ
ジタルスチルカメラが開発されている。このデジタルスチルカメラの小型化は、固体撮像
素子における技術の進歩と共に年々進んでいる。その中でも、携帯型情報端末や携帯電話
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装置などに搭載されるカメラは、その筐体における大きさの制限などにより、特に、小型
化が求められている。
【０００３】
　カメラとして要求される画角が同一の場合、固体撮像素子の大きさ（撮像領域の対角長
）によりレンズの光学長が制約を受ける。このレンズの光学長を短くするためには薄肉レ
ンズや高屈折レンズ材料の採用などの方法が考えられるが、そのようなレンズの光学長を
短くする方法には限界がある。
このため、固体撮像素子を分割し、その分割エリア毎にレンズを備えれば、分割した比率
に応じてレンズの光学長の短縮化が可能となる。
【０００４】
　特許文献１、２に記載された薄型カメラは、少なくとも３つのサブカメラを備えること
により薄型化を実現している。
【０００５】
　図５は、特許文献１、２に開示されている従来の多眼カメラ装置の概略構成例を示す斜
視図である。図６は、図１の従来の多眼カメラ装置における撮像素子基板の概略構成例を
示す斜視図である。図７は、図１の従来の従来の多眼カメラ装置における要部構成例を示
す縦断面図である。
図５～図７において、従来の多眼カメラ装置としての４眼式カメラ装置１００は、開口絞
りアレイ１０２、レンズアレイ１０３、透明ガラス基板などの平面板１０４、遮光マスク
１０５および撮像素子基板１０６をこの順次に積層したカメラモジュールである。
レンズアレイ１０２は、サブカメラ毎にサブレンズ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび
１０２ｄのそれぞれを備えている。
撮像素子基板１０６は、遮光マスク１０５により、分割撮像領域１０６ａ、１０６ｂ、１
０６ｃおよび１０６ｄに４分割されて互いに隔離されており、それぞれ単色のカラーフィ
ルタを有している。分割撮像領域１０６ａおよび１０６ｂがＧ（緑）、分割撮像領域１０
６ｃおよび１０６ｄがそれぞれＲ（赤）、Ｂ（青）となる。サブレンズ毎に集光された入
射光は、それぞれが各色のカラーフィルタを、波長毎（色毎）に選択的に透過され、各サ
ブレンズの直下に存在する分割撮像領域上に結像される。これらのサブレンズ１０２ａお
よび１０２ｂはＧ（緑）、サブレンズ１０２ｃはＲ（赤）、サブレンズ１０２ｄはＢ（青
）の入射光を結像する。さらに、遮光マスク１０５によって、互いに隣接するサブカメラ
への迷光は遮断されることになる。
【０００６】
　各サブレンズサブレンズ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄが同じ仕様の場
合、サブレンズ１０２ｃにより結像されるＲ（赤）の焦点面の位置は、サブレンズ１０２
ａおよび１０２ｂにより結像されるＧ（緑）の焦点面の位置よりも長く、サブレンズ１０
２ｄによる結像されるＢ（青）の焦点面の位置は、サブレンズ１０２ａおよび１０２ｂに
より結像されるＧ（緑）の焦点面の位置よりも短い。
【０００７】
　通常、波長の異なる光線を入射したとき、レンズの焦点面の位置は異なる。特許文献１
、２によれば、撮像レンズはアレイ形状を有しており、サブカメラ毎に異なるカラーフィ
ルタを持つ構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００７－５２０１６６号公報
【特許文献２】ＷＯ２００７／０１３２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
上記従来の多眼カメラ装置では、レンズアレイ１０３のレンズ領域と、これに対応した撮
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像素子基板１０６の撮像領域との距離間隔を調整することにより、焦点面の位置にその撮
像領域を配置することができるものの、従来の多眼カメラ装置１００の場合、レンズアレ
イ１０３のレンズはアレイ構造であり、撮像素子基板１０６は分割撮像領域であるため、
各サブレンズ毎に分割撮像領域との距離間隔を調整することができない。
特許文献２に開示された上記従来の多眼カメラ装置では、各レンズは、これに対応するカ
ラーフィルタを透過させる光の波長に対して光学特性が最良となるように設計したとの記
載があるが、具体的な事例は示されていない。
【００１０】
　通常、アレイ構造のレンズの場合、レンズの成型はレプリカ法と呼ばれる成型を行う。
これは、雄型のマスタ金型を一つ製作し、マスタ金型をレンズ配列位置上に転写すること
で雌型を作成する方法である。この転写方法では、切削、研磨などによる金属加工による
金型作成のコストを抑えることができる。しかしながら、レンズはレンズアレイであるこ
とから、レンズ特性を個々の各色のカラーフィルタに合わせてレンズ領域と撮像領域との
距離間隔を最適化することはできないという問題を有していた。
【００１１】
　本発明は、上記従来の問題を解決するもので、レンズ特性を個々の各色のカラーフィル
タに合わせてレンズ領域と撮像領域との距離間隔を最適化して解像度を向上することがで
きる多眼カメラ装置、この多眼カメラ装置を画像入力デバイスとして撮像部に用いた例え
ばカメラ付き携帯電話装置などの電子情報機器を提供することを目的とする。
【００１２】
　なお、同一レンズにおいて入射する光線の色(波長)によって焦点面が変わる。これを色
収差という。したがって、通常のベイヤー配列でカラーフィルタを持つセンサでは、色収
差のバランスの取れた位置で焦点面調整される。各色毎に見たら必ずしもベスト焦点面で
は無い。多眼構造にして、カラーフィルタの違うセンサ毎にレンズを作れば、色収差の問
題を回避できる。しかしながら、多眼は、レンズアレイの構造を取るため、レンズ毎に焦
点を合わせられない。それを如何に回避するのかというところが、本発明の趣旨である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の多眼カメラ装置は、複数の撮像領域と、該撮像領域毎に配設された各色のカラ
ーフィルタと、該撮像領域毎に対応して各サブレンズが設けられたレンズアレイとが積層
された多眼カメラ装置において、該レンズアレイの少なくとも２つのサブレンズの該撮像
領域に対する焦点距離が互いに異なっており、該レンズアレイのサブレンズはそれぞれ、
該サブレンズに組み合わされる各色のカラーフィルタによって選択的に透過される波長光
線の焦点面の位置が、レンズ面の形状を同じくしたレンズ厚みにより前記撮像領域上で同
一となるように構成されているものであり、そのことにより上記目的が達成される。
【００１４】
　また、本発明の多眼カメラ装置は、複数の撮像領域と、該撮像領域毎に配設された各色
のカラーフィルタと、該撮像領域毎に対応して各サブレンズが設けられたレンズアレイと
が積層された多眼カメラ装置において、該レンズアレイのサブレンズはそれぞれ、該サブ
レンズに組み合わされる各色のカラーフィルタによって選択的に透過される波長光線の焦
点面の位置が該撮像領域上で同一となるように構成されているであり、そのことにより上
記目的が達成される。
【００１５】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるレンズアレイのサブレンズはそ
れぞれ、該サブレンズに組み合わされる各色のカラーフィルタによって選択的に透過され
る波長光線の焦点面の位置が前記撮像領域上で同一となるように構成されている。
【００１６】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるレンズアレイのサブレンズはそ
れぞれ、該サブレンズに対応したカラーフィルタの波長特性に合わせた焦点距離を有して
いる。
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【００１７】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるサブレンズの被写体側レンズ面
から前記撮像領域までの距離を、前記カラーフィルタの透過波長毎の焦点距離に合わせて
いる。
【００１８】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置において、前記焦点距離または前記焦点
面の位置は、前記レンズアレイのサブレンズ毎の厚みによって設定されている。
【００１９】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるサブレンズの厚みを調整するの
は、該サブレンズの被写体側のレンズ面および、該サブレンズの撮像領域側のレンズ面の
うちの少なくともいずれかである。
【００２０】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるサブレンズの積層枚数が２枚の
場合、前記焦点距離または前記焦点面の位置を調整するレンズは、第１レンズおよび第２
レンズの少なくともいずれかである。
【００２１】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるサブレンズの積層枚数が３枚の
場合、前記焦点距離または前記焦点面の位置を調整するレンズは、第１レンズ、第２レン
ズおよび第３レンズのうちの少なくともいずれかである。
【００２２】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置における焦点距離または前記焦点面の位
置は、前記レンズアレイと前記撮像領域との間に透明平行板を備える場合に、該透明平行
板の厚さにより調整されている。
【００２３】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるカラーフィルタはそれぞれ、Ｒ
（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（青）の各色をそれぞれ有している。
【００２４】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置におけるカラーフィルタはそれぞれ、Ｃ
（水色）、Ｍ（赤紫）、Ｙ（黄色）およびＧ（緑）の各色をそれぞれ有している。
【００２５】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置における複数の撮像領域は、被写体から
の入射光を光電変換して撮像する複数の受光部が設けられた撮像領域から均等に分割され
ている。
【００２６】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置において、基板上に、被写体からの入射
光を光電変換して撮像する複数の受光部が設けられた撮像領域が複数設けられている。
【００２７】
　さらに、好ましくは、本発明の多眼カメラ装置における撮像領域は４つあり、これと同
数の前記サブレンズおよび前記カラーフィルタを有している。
【００２８】
　本発明の電子情報機器は、本発明の上記多眼カメラ装置を画像入力デバイスとして撮像
部に用いたものであり、そのことにより上記目的が達成される。
【００２９】
　上記構成により、以下、本発明の作用を説明する。
【００３０】
　カメラとして要求される画角が同一の場合、撮像領域の対角長によりレンズの光学長が
制約を受ける。このため、レンズの光学長（焦点距離）を短くするために、撮像領域を分
割し、その分割エリア毎にレンズを備えれば、分割した比率に応じてレンズの光学長（焦
点距離）の短縮化が可能となってカメラの薄型化が可能となる。
【００３１】
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　本発明においては、レンズアレイのサブレンズはそれぞれ、組み合わされる各色のカラ
ーフィルタによって選択的に透過される波長光線の焦点面の位置が固体撮像素子の各撮像
領域上で同一となるように構成されている。
【００３２】
　これによって、レンズ特性を個々の各色のカラーフィルタに合わせてレンズ領域と撮像
領域との距離間隔（焦点距離）を最適化することが可能となる。これによって、カラーフ
ィルタの色毎に、その色に応じた焦点距離の正確なレンズを作ることができて、色収差を
なくして高解像度とすることが可能となる。したがって、高解像度と薄型化が両立した多
眼カメラ装置を実現可能となる。
【発明の効果】
【００３３】
　以上により、本発明によれば、固体撮像素子が複数の撮像領域を有しており、各撮像領
域のそれぞれに対応するように複数のサブレンズを備えると、全撮像領域に対応した一つ
のレンズに比べて複数のサブレンズの方がその焦点距離が短縮化されてカメラの薄型化を
実現することができる。また、レンズ特性を個々の各色のカラーフィルタに合わせてレン
ズ領域と撮像領域との距離間隔（焦点距離）を最適化するため、色収差をなくして高解像
度とすることができる。これによって、高解像度と薄型化の両立をした多眼カメラ装置を
低コストで実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態１における多眼カメラ装置の要部構成例を示す縦断面図である
。
【図２】図１の多眼カメラ装置の概略構成例を示す斜視図である。
【図３】図１の撮像素子基板の概略構成例を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施形態２として、本発明の実施形態１の４眼式カメラ装置１を撮像部
に用いた電子情報機器の概略構成例を示すブロック図である。
【図５】特許文献１、２に開示されている従来の多眼カメラ装置の概略構成例を示す斜視
図である。
【図６】図１の従来の多眼カメラ装置における撮像素子基板の概略構成例を示す斜視図で
ある。
【図７】図１の従来の従来の多眼カメラ装置における要部構成例を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下に、本発明の多眼カメラ装置の実施形態１として、４眼式カメラ装置の場合を説明
し、この４眼式カメラ装置を画像入力デバイスとして撮像部に用いた例えばカメラ付き携
帯電話装置などの電子情報機器の実施形態２について、図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【００３６】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態１における多眼カメラ装置の要部構成例を示す縦断面図であ
る。図２は、図１の多眼カメラ装置の概略構成例を示す斜視図である。図３は、図１の撮
像素子基板の概略構成例を示す斜視図である。
【００３７】
　図１～図３において、多眼カメラ装置としての４眼式カメラ装置１は、カメラモジュー
ルであり、入射光絞り用の開口部が等間隔に４つ形成された開口絞りアレイ２と、４つの
開口部にそれぞれ対応してレンズ領域が形成されたレンズアレイ３と、透明ガラス基板で
構成される平面板４と、４つの開口部および４つのレンズ領域にそれぞれ対応して配置さ
れた各撮像領域の周囲に配設された遮光マスク５と、４つの撮像領域に分割して配設され
た撮像素子基板６とを有している。
【００３８】
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　レンズアレイ３は、被写体からの入射光を光電変換して撮像する４つのサブカメラ毎に
レンズ領域としてのサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄが互いに等間隔に、平面視で
仮想正方形の４角位置にそれぞれ配置されている。
【００３９】
　撮像素子基板６は、４つの撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄに均等に分割されてい
る。分割撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄのそれぞれ毎にレンズを備えれば、分割し
た比率に応じてレンズの光学長（焦点距離）の短縮化が可能となってカメラ装置の薄型化
が可能となる。これによって、高解像度と薄型化が両立した４眼式カメラ装置１を実現す
ることができる。
【００４０】
　撮像素子基板６の各撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄの上方にそれぞれ単色のカラ
ーフィルタ（図示せず）を有している。例えば撮像領域６ａおよび６ｂはＧ（緑）、撮像
領域６ｃおよび６ｄはこの順にＲ（赤）、Ｂ（青）の単色のカラーフィルタが配置されて
いる。サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄのそれぞれ毎に集光された入射光は、それ
ぞれが各色のカラーフィルタによって、各色の特定波長毎に選択的に透過され、各サブレ
ンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄのそれぞれの直下に存在する撮像素子基板６の分割撮像
領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄ上にそれぞれ結像されるようになっている。即ち、サブ
レンズ３ａおよび３ｂはＧ（緑）の入射光を分割撮像領域６ａ、６ｂに集光して結像し、
サブレンズ３ｃはＲ（赤）、サブレンズ３ｄはＢ（青）の各入射光を分割撮像領域６ｃ、
６ｄに集光して結像する。
【００４１】
　撮像素子基板６の各撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄの周囲にそれぞれ配置された
遮光マスク５により、４つの撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄが光学的に隔離されて
、遮光マスク５によって隣接する各色のサブカメラへの迷光が遮断されて画質を向上させ
ることができる。
【００４２】
　ここで、本発明の特徴構成について詳細に説明する。
【００４３】
　レンズアレイ３のサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄはそれぞれ、これに組み合わ
される各色のカラーフィルタによって選択的に透過される波長光線の焦点面の位置が撮像
素子基板６の各撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄ上でそれぞれ同一となるように構成
されている。より具体的には、各サブレンズ３ａおよび３ｂの第１レンズ面に対して、サ
ブレンズ３ｃの第１レンズ面は高く（より被写体寄り）、サブレンズ３ｄの第１レンズ面
は低く（より撮像領域寄り）なっている。
【００４４】
　この場合、レンズアレイ３のサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄはそれぞれ、各サ
ブレンズに対応した各色のカラーフィルタの波長特性に合わせたレンズ焦点距離を有して
いる。例えばサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄの被写体側レンズ面（上側レンズ面
）から、対応する撮像素子基板６の撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄのそれぞれまで
の距離を、入射光が通過するカラーフィルタの波長毎のレンズ焦点距離に合わせて最適化
している。このレンズ焦点距離は、レンズアレイ３のサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび
３ｄのそれぞれ毎の厚みによって最適化かされている。図１の場合は、サブレンズ３ａの
厚みと、サブレンズ３ｃの厚みとの差が厚みｔだけ高くなっている。
【００４５】
　各サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄのレンズ面（レンズ領域）の形状を同じくし
てレンズ厚みで焦点面を位置調整する効果は、レンズアレイ３を製作する工法上も有利で
ある。レンズアレイ３のレンズ面は、一つのマスタ型（雄型）を所定ピッチで順送りで転
写し、アレイ金型（雌型）を製作し、成型を行う。なお、例えばマスタ型（雄型）をアレ
イで製作することは通常困難である。各サブレンズの面形状が異なる場合はこの工法でア
レイ金型を製作することができない。
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【００４６】
　このとき、各サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄのレンズ面形状と同じ形状のマス
タ型（雄型）を用いて、各サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄのレンズ厚さの違いを
どのようにして作製するのかについては、マスタ型（雄型）を用いて透明レンズ樹脂材料
にレンズ面形状を作るときのストローク寸法を制御すればよい。
【００４７】
　以上により、本実施形態１によれば、固体撮像素子としての撮像素子基板６が４つの撮
像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄを有しており、各撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６
ｄのそれぞれに対応するように各サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄを備えると、全
撮像領域に対応した一つの大きなレンズに比べて複数のサブレンズの方がその焦点距離が
短縮化されてカメラの薄型化を実現することができる。また、レンズアレイ３のサブレン
ズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄはそれぞれ、これに組み合わされる各色のカラーフィルタ
によって選択的に透過される波長光線の焦点面の位置が撮像素子基板６の各撮像領域６ａ
、６ｂ、６ｃおよび６ｄ上で同一となるように構成されている。これによって、レンズ特
性を個々の各色のカラーフィルタに合わせてサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄと、
これに対応する撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄとの距離間隔（焦点距離）を最適化
することができて、カラーフィルタの色毎に、その色に応じた焦点距離の正確なレンズを
作ることができて、色収差をなくして高解像度とすることができる。したがって、高解像
度と薄型化が両立した４眼式カメラ装置１を実現することができる。
【００４８】
　本実施形態１の効果は、薄型化に限るわけでなく、撮像素子基板６への光線入射角度を
小さくする（テレセントリック性）必要があるときにも有効である。
【００４９】
　なお、本発明の具体的な実施形態１を示したが、本発明は、先に示した上記実施形態１
の具体的形状および数値などに限定されるものではなく、所望の光学特性を得るために、
各パラメータを適宜変更することができることは言うまでもないことである。
【００５０】
　なお、本実施形態１では、レンズアレイ３のサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄの
厚みを調整するのは、サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄの被写体側のレンズ面（上
側のレンズ面）で行ったが、これに限らず、サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄの撮
像領域側のレンズ面（下側のレンズ面）で、サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄの厚
みを調整してもよい。要するに、サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄの厚みを調整す
るのは、サブレンズの被写体側のレンズ面であっても、撮像素子基板６側のレンズ面であ
ってもよい。
【００５１】
　また、本実施形態１では、特に説明しなかったが、サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび
３ｄの積層枚数が２枚の場合にも、焦点面の位置を調整するサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃ
および３ｄは、第１レンズおよび第２レンズのうちの少なくともいずれかであればよい。
また、本実施形態１では、特に説明しなかったが、サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３
ｄの積層枚数が３枚の場合にも、焦点面の位置を調整するサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃお
よび３ｄは、第１レンズ、第２レンズおよび第３レンズのうちの少なくともいずれかであ
ればよい。
【００５２】
　さらに、本実施形態１では、特に説明しなかったが、サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよ
び３ｄのそれぞれから、撮像素子基板６の撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄのそれぞ
れまでのレンズ焦点距離は、レンズアレイ３と撮像素子基板６との間に設けられた透明ガ
ラス基板などの平行板４の厚さにより全体的に調整することも可能とである。即ち、レン
ズアレイ３と撮像素子基板６の間に撮像素子保護ガラスなどの平行板４を備える場合、上
記焦点面の位置を調整するものが平行板４であってもよい。
【００５３】
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　さらに、本実施形態１では、特に説明しなかったが、撮像素子基板６に設けたカラーフ
ィルタの各色は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（青）の各色に限るものではなく、例えば
Ｃ（水色）、Ｍ（赤紫）Ｙ、（黄色）およびＧ（緑）の各色としてもよい。
【００５４】
　さらに、本実施形態１では、複数の撮像領域を持つ撮像素子基板６として、一つの撮像
素子基板６の撮像領域を複数（ここでは４つ）に分割した場合について説明したが、これ
に限らず、例えば一枚の基板上に複数の撮像素子（複数の撮像領域）を実装しており、各
サブレンズに対して個々の撮像素子（個々の撮像領域）との間隔（焦点距離）が調整され
るようにすることができる。この場合も本発明は有効である。即ち、撮像素子基板６の複
数の撮像領域（ここでは４つの撮像領域）として、基板上に、被写体からの入射光を光電
変換して撮像する複数の受光部が設けられた撮像領域が複数設けられていてもよい。
【００５５】
　なお、上記実施形態１では、４眼式カメラ装置１を用いて説明したが、４眼式カメラ装
置１に限るものではなく、２眼式でも３眼式でもよく、５眼式以上のカメラ装置であって
もよい。
【００５６】
　（実施形態２）
　図４は、本発明の実施形態２として、本発明の実施形態１の４眼式カメラ装置１を撮像
部に用いた電子情報機器の概略構成例を示すブロック図である。
【００５７】
　図４において、本実施形態２の電子情報機器９０は、上記実施形態１の４眼式カメラ装
置１からの撮像信号を所定の信号処理をしてカラー画像信号を得る固体撮像装置９１と、
この固体撮像装置９１からのカラー画像信号を記録用に所定の信号処理した後にデータ記
録可能とする記録メディアなどのメモリ部９２と、この固体撮像装置９１からのカラー画
像信号を表示用に所定の信号処理した後に液晶表示画面などの表示画面上に表示可能とす
る液晶表示装置などの表示手段９３と、この固体撮像装置９１からのカラー画像信号を通
信用に所定の信号処理をした後に通信処理可能とする送受信装置などの通信手段９４と、
この固体撮像装置９１からのカラー画像信号を印刷用に所定の印刷信号処理をした後に印
刷処理可能とするプリンタなどの画像出力手段９５とを有している。なお、この電子情報
機器９０として、これに限らず、固体撮像装置９１の他に、メモリ部９２と、表示手段９
３と、通信手段９４と、プリンタなどの画像出力手段９５とのうちの少なくともいずれか
を有していてもよい。
【００５８】
　この電子情報機器９０としては、前述したように例えばデジタルビデオカメラ、デジタ
ルスチルカメラなどのデジタルカメラや、監視カメラ、ドアホンカメラ、車載用後方監視
カメラなどの車載用カメラおよびテレビジョン電話用カメラなどの画像入力カメラ、スキ
ャナ装置、ファクシミリ装置、カメラ付きパーソナルコンピュータ、カメラ付き携帯電話
装置および携帯端末装置（ＰＤＡ）などの画像入力デバイスを有した電子機器が考えられ
る。
【００５９】
　したがって、本実施形態２によれば、この固体撮像装置９１からのカラー画像信号に基
づいて、これを表示画面上に良好に表示したり、これを紙面にて画像出力手段９５により
良好にプリントアウト（印刷）したり、これを通信データとして有線または無線にて良好
に通信したり、これをメモリ部９２に所定のデータ圧縮処理を行って良好に記憶したり、
各種データ処理を良好に行うことができる。
【００６０】
　なお、本実施形態１では、４つの撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄを持つ撮像素子
基板６と、撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄのそれぞれに配設された所定色配列のカ
ラーフィルタ（図示せず）と、撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄのそれぞれに対応し
て各サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄが設けられたレンズアレイ３とを備えた４眼
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式カメラ装置１において、レンズアレイ３のサブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄはそ
れぞれ、各サブレンズ３ａ、３ｂ、３ｃおよび３ｄのそれぞれに組み合わされる各色のカ
ラーフィルタ（図示せず）によって選択的に透過される波長光線の焦点面の位置が撮像素
子基板６の各撮像領域６ａ、６ｂ、６ｃおよび６ｄ上で同一となるように構成されている
場合について説明したが、これに限らず、レンズアレイ３の少なくとも２つのサブレンズ
の撮像領域に対する焦点距離が互いに異なっている場合にも、カラーフィルタの色に応じ
た焦点距離の正確なサブレンズを作ることができて、色収差をなくして高解像度とするこ
とができる。したがって、レンズ特性を個々の各色のカラーフィルタに合わせてレンズ領
域と撮像領域との距離間隔を最適化して解像度を向上する本発明の目的を達成することが
できる。
【００６１】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態１、２を用いて本発明を例示してきたが、本
発明は、この実施形態１、２に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請
求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本
発明の具体的な好ましい実施形態１、２の記載から、本発明の記載および技術常識に基づ
いて等価な範囲を実施することができることが理解される。本明細書において引用した特
許、特許出願および文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様
にその内容が本明細書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、携帯電話装置などに内蔵するのに好適なレンズ全長が短い撮像レンズを持つ
多眼カメラ装置および、この多眼カメラ装置を画像入力デバイスとして撮像部に用いた例
えばデジタルビデオカメラおよびデジタルスチルカメラなどのデジタルカメラや、監視カ
メラなどの画像入力カメラ、スキャナ装置、ファクシミリ装置、テレビジョン電話装置、
カメラ付き携帯電話装置などの電子情報機器の分野において、固体撮像素子が複数の撮像
領域を有しており、各撮像領域のそれぞれに対応するように複数のサブレンズを備えると
、全撮像領域に対応した一つのレンズに比べて複数のサブレンズの方がその焦点距離が短
縮化されてカメラの薄型化を実現することができる。また、レンズ特性を個々の各色のカ
ラーフィルタに合わせてレンズ領域と撮像領域との距離間隔（焦点距離）を最適化するた
め、色収差をなくして高解像度とすることができる。これによって、高解像度と薄型化の
両立をした多眼カメラ装置を低コストで実現できる。このようにして、本発明に係る多眼
カメラ装置は、デジタルスチルカメラなどの撮像機器に好適に用いることができる。また
、携帯用途に適した小型の撮像機器に対して特に好適に用いることができる。具体的には
、携帯型情報端末や携帯電話装置などに搭載されるデジタルカメラなどを挙げることがで
きる。
【符号の説明】
【００６３】
　１　４眼式カメラ装置（多眼カメラ装置）
　２　開口絞りアレイ
　３　レンズアレイ
　３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ　サブレンズ
　４　平面板
　５　遮光マスク
　６　撮像素子基板（固体撮像素子）
　６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ　分割撮像領域
　７ａ　サブレンズ６ａにより結像される光線
　７ｃ　サブレンズ６ｃにより結像される光線
　９０　電子情報機器
　９１　固体撮像装置
　９２　メモリ部
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　９３　表示手段
　９４　通信手段
　９５　画像出力手段
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