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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フランジ部を有するレンズを含む結像レンズと、前記フランジ部を有するレンズの像側
に配置された撮像素子を備える撮像モジュールにおいて、
　前記結像レンズを構成するレンズの外周部を保持する枠部材を備え、
　前記フランジ部を有するレンズの外周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像
素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜しており、
　前記枠部材の外周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像素子側に向うにつれ
て径が大きくなるように傾斜しており、
　前記枠部材の内周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記フランジ部を有するレン
ズの該フランジ部の外周部との間に前記撮像素子側に向かうにつれて大きくなる隙間がで
きるように、該撮像素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜していることを特
徴とする撮像モジュール。
【請求項２】
　前記フランジ部を有するレンズが、ゲート跡が前記撮像素子の近傍に位置するように、
射出成型で製造されていることを特徴とする請求項１に記載の撮像モジュール。
【請求項３】
　前記結像レンズが２枚以上のレンズにより構成されており、
　前記２枚以上のレンズが、物体側に近いレンズであるほど径が小さいことを特徴とする
請求項１又は２に記載の撮像モジュール。
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【請求項４】
　前記枠部材が、不透光性の材料からなり、前記結像レンズを構成するレンズの外周部の
略全てを覆うように配置されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記
載の撮像モジュール。
【請求項５】
　前記枠部材が、不透光性の材料からなり、前記結像レンズに備わるレンズ外周部の一部
を覆うように配置され、
　前記結像レンズを構成するレンズの外周部のうち前記枠部材で覆われない部位に、遮光
部材が配置されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像モジ
ュール。
【請求項６】
　前記遮光部材が、黒色塗料が配合された接着剤であることを特徴とする請求項５に記載
の撮像モジュール。
【請求項７】
　前記フランジ部を有するレンズの光学部の中心の厚さをｔ１、該フランジ部を有するレ
ンズの光学面面頂から前記撮像素子までの距離をｔ２としたとき、次の条件式（１）を満
足することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像モジュール。
　　　ｔ２／ｔ１≧０．８　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【請求項８】
　前記枠部材の内周部のテーパ角をＡ、前記結像レンズを構成するレンズの外周部のテー
パ角をＢとしたとき、次の条件式（２）を満足することを特徴とする請求項１乃至７のい
ずれか１項に記載の撮像モジュール。
　　　Ａ／Ｂ≧１．５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【請求項９】
　前記フランジ部を有するレンズが、フランジ部の端部に、前記撮像素子への突き当て部
を形成していることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像モジュール
。
【請求項１０】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像モジュールと、該撮像モジュールの周囲に
配置された照明部材とを備えることを特徴とする内視鏡。
【請求項１１】
　フランジ部を有するレンズを含み、該フランジ部を有するレンズを撮像素子の前方に配
置された状態で撮像モジュールに用いられる結像レンズにおいて、
　前記結像レンズを構成するレンズの外周部を保持する枠部材を備え、
　前記フランジ部を有するレンズの外周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像
素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜しており、
　前記枠部材の外周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像素子側に向うにつれ
て径が大きくなるように傾斜しており、
　前記枠部材の内周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記フランジ部を有するレン
ズの該フランジ部の外周部との間に前記撮像素子側に向かうにつれて大きくなる隙間がで
きるように、該撮像素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜していることを特
徴とする撮像モジュール用結像レンズ。
【請求項１２】
　前記フランジ部を有するレンズが、ゲート跡が前記撮像素子の近傍に位置するように、
射出成型で製造されていることを特徴とする請求項１１に記載の撮像モジュール用結像レ
ンズ。
【請求項１３】
　２枚以上のレンズにより構成されており、
　前記２枚以上のレンズが、物体側に近いレンズであるほど径が小さいことを特徴とする
請求項１１又は１２に記載の撮像モジュール用結像レンズ。
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【請求項１４】
　前記枠部材が、不透光性の材料からなり、前記撮像モジュール用結像レンズを構成する
レンズの外周部の略全てを覆うように配置されていることを特徴とする請求項１１乃至１
３のいずれか１項に記載の撮像モジュール用結像レンズ。
【請求項１５】
　前記枠部材が、不透光性の材料からなり、前記撮像モジュール用結像レンズを構成する
レンズの外周部の一部を覆うように配置され、
　前記撮像モジュール用結像レンズを構成するレンズの外周部のうち前記枠部材で覆われ
ない部位に、遮光部材が配置されていることを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか
１項に記載の撮像モジュール用結像レンズ。
【請求項１６】
　前記遮光部材が、黒色塗料が配合された接着剤であることを特徴とする請求項１５に記
載の撮像モジュール用結像レンズ。
【請求項１７】
　前記フランジ部を有するレンズの光学部の中心の厚さをｔ１、該フランジ部を有するレ
ンズの光学面面頂から前記撮像素子までの距離をｔ２としたとき、次の条件式（１）を満
足することを特徴とする請求項１１乃至１６のいずれか１項に記載の撮像モジュール用結
像レンズ。
　　　ｔ２／ｔ１≧０．８　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【請求項１８】
　前記枠部材の内周部のテーパ角をＡ、前記撮像モジュール用結像レンズを構成するレン
ズの外周部のテーパ角をＢとしたとき、次の条件式（２）を満足することを特徴とする請
求項１１乃至１７のいずれか１項に記載の撮像モジュール用結像レンズ。
　　　Ａ／Ｂ≧１．５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【請求項１９】
　前記フランジ部を有するレンズが、フランジ部の端部に、前記撮像素子への突き当て部
を形成していることを特徴とする請求項１１乃至１８のいずれか１項に記載の撮像モジュ
ール用結像レンズ。
【請求項２０】
　請求項１１乃至１９のいずれか１項に記載の撮像モジュール用結像レンズを用いた撮像
モジュールと、該撮像モジュールの周囲に配置された照明部材とを備えることを特徴とす
る内視鏡。
【請求項２１】
　フランジ部を有するレンズを含む結像レンズと、前記フランジ部を有するレンズの像側
に配置された撮像素子を備える撮像モジュールにおいて、
　前記フランジ部を有するレンズの外周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像
素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜しており、
　前記フランジ部を有するレンズが、フランジ部の端部に、前記撮像素子への突き当て部
が形成されていることを特徴とする撮像モジュール。
【請求項２２】
　フランジ部を有するレンズを含み、該フランジ部を有するレンズを撮像素子の前方に配
置された状態で撮像モジュールに用いられる結像レンズにおいて、
　前記フランジ部を有するレンズの外周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像
素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜しており、
　前記フランジ部を有するレンズが、フランジ部の端部に、前記撮像素子への突き当て部
が形成されていることを特徴とする撮像モジュール用結像レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フランジ部を一体的に備えたレンズを有する撮像モジュール及び撮像モジュ
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ール用結像レンズに関し、特に、内視鏡に好適な小型で薄型の撮像モジュール及び撮像モ
ジュール用結像レンズ、並びに、撮像モジュールを用いた内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像モジュールにおいては、コスト、及び製造誤差を低減するために、撮像モジ
ュールを構成する一部のレンズにフランジ部を一体的に備えて、部材点数を削減し、組立
性をよくしようとするものが提案されている。そのような撮像モジュールとしては、例え
ば、次の特許文献１に記載のものがある。
【特許文献１】特開２００３－４６８２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、レンズにフランジ部を一体的に備えると、その分、レンズが径方向に大きく
なり、撮像モジュールが全体的に大きくなってしまう。
　また、フランジ部を一体的に備える場合は、射出成型でレンズを作成するが、型を成型
品から抜き易くするために、フランジ部の側面をテーパにする必要がある。このため、フ
ランジ部を一体化した射出成型レンズは、径方向に更に大きくなり、そのようなレンズを
用いた撮像モジュールは全体的に更に大きくなってしまう。
【０００４】
　一方、内視鏡等に用いられる撮像モジュールでは、患者への負担を極力軽減し、また、
操作者の操作性を向上するために、径方向を極力小型化することが求められている。従っ
て、フランジ部を一体的に備えたレンズを有する撮像モジュールにおいては、径方向の大
型化を極力抑えて小型化することが特に重要である。
　しかし、特許文献１に記載の撮像モジュール等、従来のフランジ部を一体的に備えたレ
ンズを有するレンズを備えた撮像モジュールには、フランジ部を一体的に備えたレンズを
有しながらも径方向を極力小型化するための着想について提案されたものがない。
【０００５】
　また一般に、フランジ部を一体的に備えたレンズを有する撮像モジュールでは、組立時
に、フランジ部を一体的に備えたレンズにおけるフランジの端部を撮像素子の撮像面又は
その近傍に突き当てて軸方向の位置調整を行う。このため、軸方向の位置調整の精度を高
精度なものとするには、レンズに一体的に備えられたフランジ部の精度が要求される。
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の撮像モジュールを構成するフランジが一体的に備えられた
レンズ等、従来のフランジを一体的に備えたレンズでは、光学的に作用する部位（レンズ
部）の近傍にゲートを設けており、溶融樹脂はゲート位置から離れたフランジ部の端部ま
で流れる途中で温度が低下して固まり易い。このため、フランジ部を高精度に形成するこ
とが加工上難しい。
【０００７】
　本発明は、上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、フランジを一体的に有するレ
ンズを備えながらも、フランジの軸方向を高精度に形成して組立時における軸方向の位置
決めを高精度に行うことができ、さらには、径方向の増大を極力抑えて小型化が可能な撮
像モジュール及び撮像モジュール用結像レンズ、並びに、撮像モジュールを用いた内視鏡
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明による撮像モジュールは、フランジ部を有するレン
ズを含む結像レンズと、前記フランジ部を有するレンズの像側に配置された撮像素子を備
える撮像モジュールにおいて、前記結像レンズを構成するレンズの外周部を保持する枠部
材を備え、前記フランジ部を有するレンズの外周部の少なくとも一部が、全周にわたって
前記撮像素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜しており、前記枠部材の外周
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部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像素子側に向うにつれて径が大きくなるよ
うに傾斜しており、前記枠部材の内周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記フラン
ジ部を有するレンズの該フランジ部の外周部との間に前記撮像素子側に向かうにつれて大
きくなる隙間ができるように、該撮像素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜
していることを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明の撮像モジュールは、前記フランジ部を有するレンズが、ゲート跡が前記
撮像素子の近傍に位置するように、射出成型で製造されていることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明の撮像モジュールは、前記結像レンズが２枚以上のレンズにより構成され
ており、前記２枚以上のレンズが、物体側に近いレンズであるほど径が小さいことが好ま
しい。
【００１１】
　また、本発明の撮像モジュールは、前記枠部材が、不透光性の材料からなり、前記結像
レンズを構成するレンズの外周部の略全てを覆うように配置されている、又は、前記枠部
材が、不透光性の材料からなり、前記結像レンズに備わるレンズ外周部の一部を覆うよう
に配置され、前記結像レンズを構成するレンズの外周部のうち前記枠部材で覆われない部
位に、遮光部材が配置されていることが好ましい。なお、一部のみが覆われている場合に
は、前記遮光部材が、黒色塗料が配合された接着剤であると、さらに好ましい。
【００１２】
　また、本発明の撮像モジュールは、前記フランジ部を有するレンズの光学部の中心の厚
さをｔ１、該フランジ部を有するレンズの光学面面頂から前記撮像素子までの距離をｔ２
としたとき、次の条件式（１）を満足することが好ましい。
　　　ｔ２／ｔ１≧０．８　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【００１３】
　また、本発明の撮像モジュールは、前記枠部材の内周部のテーパ角をＡ、前記結像レン
ズを構成するレンズの外周部のテーパ角をＢとしたとき、次の条件式（２）を満足するこ
とが好ましい。
　　　Ａ／Ｂ≧１．５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００１４】
　さらに、本発明の撮像モジュールは、前記フランジ部を有するレンズが、フランジ部の
端部に、前記撮像素子への突き当て部を形成していることが好ましい。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために、本発明による内視鏡は、上記いずれかの撮像モジュ
ールと、該撮像モジュールの周囲に配置された照明部材とを備えることを特徴としている
。
【００１６】
　また、上記目的を達成するために、本発明による撮像モジュール用結像レンズは、フラ
ンジ部を有するレンズを含み、該フランジ部を有するレンズを撮像素子の前方に配置され
た状態で撮像モジュールに用いられる結像レンズにおいて、前記結像レンズを構成するレ
ンズの外周部を保持する枠部材を備え、前記フランジ部を有するレンズの外周部の少なく
とも一部が、全周にわたって前記撮像素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜
しており、前記枠部材の外周部の少なくとも一部が、全周にわたって前記撮像素子側に向
うにつれて径が大きくなるように傾斜しており、前記枠部材の内周部の少なくとも一部が
、全周にわたって前記フランジ部を有するレンズの該フランジ部の外周部との間に前記撮
像素子側に向かうにつれて大きくなる隙間ができるように、該撮像素子側に向かうにつれ
て径が大きくなるように傾斜していることを特徴としている。
【００１７】
　また、本発明の撮像モジュール用結像レンズは、前記フランジ部を有するレンズが、ゲ
ート跡が前記撮像素子の近傍に位置するように、射出成型で製造されていることが好まし
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い。
【００１８】
　また、本発明の撮像モジュール用結像レンズは、２枚以上のレンズにより構成されてお
り、前記２枚以上のレンズが、物体側に近いレンズであるほど径が小さいことが好ましい
。
【００２１】
　また、本発明の撮像モジュール用結像レンズは、前記枠部材が、不透光性の材料からな
り、前記撮像モジュール用結像レンズを構成するレンズの外周部の略全てを覆うように配
置されている、又は、前記枠部材が、不透光性の材料からなり、前記撮像モジュール用結
像レンズを構成するレンズの外周部の一部を覆うように配置され、前記撮像モジュール用
結像レンズを構成するレンズの外周部のうち前記枠部材で覆われない部位に、遮光部材が
配置されていることが好ましい。なお、一部のみが覆われている場合には、前記遮光部材
が、黒色塗料が配合された接着剤であると、さらに好ましい。
【００２２】
　また、本発明の撮像モジュール用結像レンズは、前記フランジ部を有するレンズの光学
部の中心の厚さをｔ１、該フランジ部を有するレンズの光学面面頂から前記撮像素子まで
の距離をｔ２としたとき、次の条件式（１）を満足することが好ましい。
　　　ｔ２／ｔ１≧０．８　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【００２３】
　また、本発明の撮像モジュール用結像レンズは、前記枠部材の内周部のテーパ角をＡ、
前記撮像モジュール用結像レンズを構成するレンズの外周部のテーパ角をＢとしたとき、
次の条件式（２）を満足することが好ましい。
　　　Ａ／Ｂ≧１．５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００２４】
　また、本発明の撮像モジュール用結像レンズは、前記フランジ部を有するレンズが、フ
ランジ部の端部に、前記撮像素子への突き当て部を形成していることが好ましい。
【００２５】
　また、上記目的を達成するために、本発明による内視鏡は、上記いずれかの撮像モジュ
ール用結像レンズを用いた撮像モジュールと、該撮像モジュールの周囲に配置された照明
部材とを備えることを特徴としている。
【００２６】
　また、上記目的を達成するために、本発明の撮像モジュールは、フランジ部を有するレ
ンズを含む結像レンズと、前記フランジ部を有するレンズの像側に配置された撮像素子を
備える撮像モジュールにおいて、前記フランジ部を有するレンズの外周部の少なくとも一
部が、前記撮像素子側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜しており、前記フラン
ジ部を有するレンズが、フランジ部の端部に、前記撮像素子への突き当て部が形成されて
いることを特徴としている。
【００２７】
　また、上記目的を達成するために、本発明の撮像モジュール用レンズ結像レンズは、フ
ランジ部を有するレンズを含み、該フランジ部を有するレンズを撮像素子の前方に配置さ
れた状態で撮像モジュールに用いられる結像レンズにおいて、前記フランジ部を有するレ
ンズの外周部の少なくとも一部が、前記撮像素子側に向かうにつれて径が大きくなるよう
に傾斜しており、前記フランジ部を有するレンズが、フランジ部の端部に、前記撮像素子
への突き当て部が形成されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、フランジを一体的に有するレンズを備えながらも、フランジの軸方向
を高精度に形成して組立時における軸方向の位置決めを高精度に行うことができ、さらに
は、径方向の増大を極力抑えて小型化が可能な撮像モジュール及び撮像モジュール用結像
レンズ、並びに、撮像モジュールを用いた内視鏡が得られる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　図１は本発明の一実施形態にかかる撮像モジュールの概略構成を示す説明図である。図
２は図１の一変形例にかかる撮像モジュールの概略構成を示す説明図である。図３は図１
及び図２の撮像モジュールにおけるフランジ部を一体的に備えたレンズの説明図であり、
(a)はこのレンズを射出成型する際における型の基本構造を示す説明図、(b)はこのレンズ
を撮像素子側からみた図である。
【００３２】
　本実施形態の撮像モジュールは、結像レンズ１０と、撮像素子２０を有して構成されて
いる。なお、図１及び図２中、３０は絞りである。
　結像レンズ１０は、物体側から順に、複数のレンズ１１，１２と、枠部材１３を有して
構成されている。
　レンズ１２は、射出成型により製造され、フランジ部１２ｂをレンズ部１２ａと一体的
に備えている。図３中、Ｇは、射出成型時のゲート位置である。ゲートＧは、フランジ部
１２ｂにおける撮像素子２０の近傍となる位置に設けられており、フランジ部１２ｂのゲ
ートＧの対応部位にはゲート跡（図示省略）が残っている。また、レンズ１２は、フラン
ジ部１２ｂの外周部１２ｂｏが、撮像素子２０側に向かうにつれて径が大きくなるように
傾斜している。
　レンズ１１は、レンズ１２よりも小さい径で構成されている。
【００３３】
　枠部材１３は、不透光性の材料で製造されている。また、枠部材１３は、レンズ１１，
１２の外周部の所定領域を保持する（なお、図２の変形例では、枠部材１３は、さらに、
レンズ１１の物体側面の一部も保持している。）とともに、レンズ１１，１２の外周部の
略全てを覆うように配置されている。また、図示を省略したが、レンズ１２のフランジ部
１２ｂの外周部１２ｂｏにおける、枠部材１３によって覆われない部位には、黒色塗料を
配合した接着剤等の遮光部材が配置されている。なお、枠部材１３がレンズ１１，１２の
外周部全体を覆うようにしてもよい。
　枠部材１３の外周部１３ｏは、撮像素子２０側に向かうにつれて径が大きくなるように
傾斜した傾斜部１３ｏ１を有している。枠部材１３の内周部１３ｉは、レンズ１２におけ
るフランジ部１２ｂの外周部１２ｂｏとの間に、撮像素子２０側に向かうにつれて大きく
なる隙間ができるように、撮像素子２０側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜し
た傾斜部１３ｉ１を有している
【００３４】
　このように構成された本実施形態の撮像モジュールによれば、枠部材１３の外周部１３
ｏを、撮像素子２０側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜した傾斜部１３ｏ１を
有して構成したので、撮像素子２側の外径ａに比べて、物体側（先端側）の外径ｂが小さ
くなる。このため、フランジ部１２ｂを備えたレンズ１２を有した撮像モジュールにおけ
る全体の外径を物体側に向けて極力小型化することができ、全体を大型化させることなく
撮像モジュールの物体側にノズルやＬＥＤを配置するためのスペースを確保することがで
きる。
【００３５】
　また、レンズ１２の外周部を、撮像素子２０側に向かうにつれて径が大きくなるように
傾斜させ、枠部材１３の内周部１３ｉを、レンズ１２におけるフランジ部１２ｂの外周部
１２ｂｏとの間に、撮像素子２０側に向かうにつれて大きくなる隙間ができるように、撮
像素子２０側に向かうにつれて径が大きくなるように傾斜した傾斜部１３ｉ１を有して構
成したので、フランジ部１２ｂを備えたレンズ１２を有した撮像モジュール全体の撮像素
子２０近傍の外径を極力小型化することができ、全体を大型化させることなく撮像モジュ
ールの物体側にノズルやＬＥＤを配置するスペースを確保することができる。
　なお、枠部材１３の内周部１３ｉにおける傾斜部１３ｉ１のテーパ角度をＡ、結像レン
ズ１０に備わるレンズ１２の外周部１２ｂｏのテーパ角をＢとしたとき、次の条件式(2)
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を満足すると、確実に隙間を確保することができ好ましい。
　　　Ａ／Ｂ≧１．５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…(2)
【００３６】
　また、ゲート跡が撮像素子２０の近傍に位置するように、レンズ１２を射出成型する際
のゲートＧをフランジ部１２ｂにおける撮像素子２０の近傍となる位置に設けたので、レ
ンズ１２の射出成型に使用する型の構造は、図３に示すように、フランジ部１２ｂの端部
１２ｂｅ及び撮像素子２０への突き当て部１２ｂｅ’を形成する型Ｍ１と、フランジ部１
２ｂ及びレンズ部１２ａの内側を形成する型Ｍ２と、フランジ部１２ｂ及びレンズ部１２
ａの物体側を形成する型Ｍ３と、フランジ部１２ｂの外側を形成する型Ｍ４とで囲むよう
な構造となり、型Ｍ１の撮像素子２０への突き当て部１２ｂｅ’を形成する部位を軸方向
に短くして、ゲートＧからの溶融樹脂の流路を極力短くすることができる。このため、フ
ランジ部１２ｂにおける撮像素子２０への突き当て部１２ｂｅ’の軸方向の加工がし易く
なり、加工精度を高精度化することが可能となる。
　また、最も撮像素子２０側のレンズであるレンズ１２のレンズ部１２ａの中心の厚さを
ｔ１、レンズ１２の撮像素子２０側のレンズ面面頂から撮像素子までの距離をｔ２とした
とき、次の条件式(1)を満足すると、フランジ部１２ｂが軸方向に長くなるため、外周部
１２ｂｏに設けられるテーパによる、撮像モジュールにおける全体の外径の物体側に向け
た小型化の効果がより大きく得られる。
　　　ｔ２／ｔ１≧０．８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…(1)
【００３７】
実施例１及び実施例２
　このような本実施形態の撮像モジュールの効果は、カプセル内視鏡や一般の内視鏡など
、小型化が求められている光学装置に用いた場合に、顕著なものとなる。
　図４及び図５は夫々本発明の実施例１及び実施例２にかかる撮像モジュールを備えたカ
プセル内視鏡の要部概略構成を示す図で、(a)は物体側からみた内視鏡の平面図、(b)は(a
)のＡ－Ａ断面図である。
　図４のカプセル内視鏡は、透明カバー４１と、複数の例えばＬＥＤからなる照明部材４
２と、撮像モジュールを有している。
　透明カバー４１は、内視鏡本体ハウジング４３の先端に設けられている。
　撮像モジュール４２は、基本的構成が図１に示した本実施形態の撮像モジュールと同様
に構成されている。なお、図４中、２１は撮像素子の撮像面を覆うカバーガラスである。
　内視鏡本体ハウジング４３の先端内部には基板部４４が設けられている。撮像モジュー
ルは、基板部４４の中央部に取り付けられ、さらに、照明部材４２が、基板部４４におけ
る、撮像モジュールと内視鏡本体ハウジング４３との間に環状に配置されて取り付けられ
ている。
　また、図４のカプセル内視鏡では、最も撮像素子２０側に配置されるレンズ１２は、レ
ンズ部１２ａの中心の厚さｔ１が１ｍｍ、光学面面頂から撮像素子２０までの距離ｔ２が
１．３ｍｍであり、ｔ２／ｔ１＝１．３となっている。
　また、枠部材１３の内周部１３ｉにおける傾斜部１３ｉ１のテーパ角Ａが１０度、レン
ズ１２におけるフランジ部１２ｂの外周部１２ｂｏのテーパ角Ｂが５度であり、Ａ／Ｂ＝
２となっている。
【００３８】
　図５のカプセル内視鏡は、撮像モジュールの基本的構成が図２に示した本実施形態の変
形例の撮像モジュールと同様に構成されている。その他の構成は、図４のカプセル内視鏡
とほぼ同じである。
【００３９】
実施例３
　図６は本発明の実施例３にかかる撮像モジュールを備えたカプセル内視鏡の要部概略構
成を示す断面図である。
　実施例３のカプセル内視鏡は、撮像モジュールの基本的構成が図１に示した本実施形態
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の撮像モジュールと同様に構成されている。
　本実施例では、最も撮像素子２０側に配置されるレンズ１２は、レンズ部１２ａの中心
の厚さｔ１が１．１５ｍｍ、撮像素子２０側の光学面面頂から撮像素子２０までの距離ｔ
２が１．１５ｍｍであり、ｔ２／ｔ１＝１となっている。
　また、枠部材１３の内周部１３ｉにおける傾斜部１３ｉ１のテーパ角Ａが６度、レンズ
１２におけるフランジ部１２ｂの外周部１２ｂｏのテーパ角Ｂが４度であり、Ａ／Ｂ＝１
．５となっている。
【００４０】
実施例４
　図７は本発明の実施例４にかかる撮像モジュールを備えたカプセル内視鏡の要部概略構
成を示す断面図である。
　実施例４のカプセル内視鏡は、撮像モジュールの基本的構成が図２に示した本実施形態
の変形例の撮像モジュールと同様に構成されている。
　本実施例では、最も撮像素子２０側に配置されるレンズ１２は、レンズ部１２ａの中心
の厚さｔ１が０．８ｍｍ、撮像素子２０側の光学面面頂から撮像素子２０までの距離ｔ２
が０．６５ｍｍであり、ｔ２／ｔ１＝０．８１２５となっている。
　また、枠部材１３の内周部１３ｉにおける傾斜部１３ｉ１のテーパ角Ａが９度、レンズ
１２におけるフランジ部１２ｂの外周部１２ｂｏのテーパ角Ｂが３度であり、Ａ／Ｂ＝３
となっている。
【００４１】
　内視鏡のような小型の観察装置の場合、撮像モジュールの周囲に照明部材等を配置せざ
るを得ない。一方、照明部材は、規格化されており任意の小型化が難しい。また、カプセ
ル内視鏡のような人体内部を観察装置においては、極く僅かであっても小型化による患者
への負担軽減度が非常に大きい。
　しかるに、図４～図７に示した実施例１～４のカプセル内視鏡によれば、本実施形態の
撮像モジュールを用いたので、撮像モジュール全体の径を極力小型化することができる。
これにより、その周囲に配置する光学部材の配置スペースを充分に確保しながら、カプセ
ル内視鏡全体を小型化することができる。
　また、レンズ１２のフランジ部１２ｂの突き当て部１２ｂｅを高精度に形成することが
でき、製造時において撮像素子２０に対し高精度に位置決めすることができる。
【００４２】
　なお、上記実施形態においては、撮像モジュールについて説明したが、結像レンズ１０
を一つの撮像モジュール用のユニットとし、これに任意の撮像素子を組合せても、撮像モ
ジュールと同様の作用効果が得られる。
　また、結像レンズ１０は２つのレンズ１１，１２からなる構成に限定されず、３つ以上
のレンズで構成してもよい。なお、その場合には、最も撮像素子に近いレンズを上記実施
形態におけるレンズ１２と同様のフランジ部を有するレンズとして構成すればよい。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明の撮像モジュールは、例えば、カプセル内視鏡や一般の内視鏡等、小型化かつ高
精度化が要求される、小型撮像素子を備えた観察装置を製造、及び使用する分野に有用で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態にかかる撮像モジュールの概略構成を示す説明図である。
【図２】図２は図１の一変形例にかかる撮像モジュールの概略構成を示す説明図である。
【図３】図１及び図２の撮像モジュールにおけるフランジ部を一体的に備えたレンズの説
明図であり、(a)はこのレンズを射出成型する際における型の基本構造を示す説明図、(b)
はこのレンズを撮像素子側からみた図である。
【図４】本発明の実施例１にかかる撮像モジュールを備えたカプセル内視鏡の要部概略構
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成を示す図で、(a)は物体側からみた内視鏡の平面図、(b)は(a)のＡ－Ａ断面図である。
【図５】本発明の実施例２にかかる撮像モジュールを備えたカプセル内視鏡の要部概略構
成を示す図で、(a)は物体側からみた内視鏡の平面図、(b)は(a)のＡ－Ａ断面図である。
【図６】本発明の実施例３にかかる撮像モジュールを備えたカプセル内視鏡の要部概略構
成を示す断面図である。
【図７】本発明の実施例４にかかる撮像モジュールを備えたカプセル内視鏡の要部概略構
成を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０　　　　　結像レンズ
１１，１２　　レンズ
１２ａ　　　　レンズ部
１２ｂ　　　　フランジ部
１２ｂｅ　　　フランジ部の端部
１２ｂｅ’　　突き当て部
１２ｂｏ　　　外周部
１３　　　　　枠部材
１３ｉ　　　　内周部
１３ｉ１　　　内周部の傾斜部
１３ｏ　　　　外周部
１３ｏ１　　　外周部の傾斜部
２０　　　　　撮像素子
２１　　　　　カバーガラス
３０　　　　　絞り
４１　　　　　透明カバー
４２　　　　　照明部材
４３　　　　　内視鏡本体ハウジング
４４　　　　　基板部
Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４　　　　　型
Ｇ　　　　　　ゲート
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