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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から像面側に向かって順に、正の屈折力を有する第１レンズ群と、負の屈折力を
有する第２レンズ群とを配置して構成され、
　前記第１レンズ群は、正の屈折力を有する第１レンズと、正の屈折力を有する第２レン
ズと、負の屈折力を有する第３レンズとから構成され、
　前記第２レンズ群は、負の屈折力を有する第４レンズと、負の屈折力を有する第５レン
ズと、正の屈折力を有する第６レンズとから構成され、
　レンズ系全体の焦点距離をｆ、前記第１レンズ群の焦点距離をＦ１、前記第１レンズの
アッベ数をνｄ１、前記第２レンズのアッベ数をνｄ２、前記第３レンズのアッベ数をν
ｄ３、前記第１レンズと前記第２レンズとの間の光軸上の距離をＤ１２、前記第２レンズ
と前記第３レンズとの間の光軸上の距離をＤ２３としたとき、
　　　　　０．６＜Ｆ１／ｆ＜１．４
　　　　　４０＜νｄ１＜７５
　　　　　４０＜νｄ２＜７５
　　　　　１５＜νｄ３＜３５
　　　　　３＜Ｄ１２／Ｄ２３＜８
を満足する撮像レンズ。
【請求項２】
　前記第１レンズの焦点距離をｆ１、前記第２レンズの焦点距離をｆ２としたとき、
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　　　　　０．５＜ｆ１／ｆ２＜５．０
を満足する請求項１に記載の撮像レンズ。
【請求項３】
　前記第４レンズおよび前記第５レンズの合成焦点距離をｆ４５としたとき、
　　　　　－７．０＜ｆ４５／ｆ＜－０．５
を満足する請求項１または２に記載の撮像レンズ。
【請求項４】
　前記第６レンズの焦点距離をｆ６としたとき、
　　　　　２＜ｆ６／ｆ＜１０
を満足する請求項１～３のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
【請求項５】
　前記第４レンズおよび前記第５レンズの合成焦点距離をｆ４５、前記第６レンズの焦点
距離をｆ６としたとき、
　　　　　－０．８＜ｆ４５／ｆ６＜－０．１
を満足する請求項１～４のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
【請求項６】
　前記第６レンズのアッベ数をνｄ６としたとき、
　　　　　１５＜νｄ６＜３５
を満足する請求項１～５のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等の撮像素子上に被写体像を形成する撮像レ
ンズに係り、携帯電話機や携帯情報端末等の携帯機器に内蔵されるカメラ、デジタルステ
ィルカメラ、セキュリティカメラ、車載カメラ、ネットワークカメラ等の比較的小型のカ
メラへの組み込みが好適な撮像レンズに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、音声通話主体の携帯電話機に代わり、音声通話機能に加えて様々なアプリケーシ
ョンソフトウェアの実行が可能な多機能携帯電話機、いわゆるスマートフォン（smartpho
ne）が普及している。スマートフォン上でアプリケーションソフトウェアを実行すること
により、例えばデジタルスティルカメラやカーナビゲーション等の機能をスマートフォン
上で実現することが可能になる。このような様々な機能を実現するために、スマートフォ
ンには携帯電話機と同様、その殆どの機種にカメラが搭載されている。
【０００３】
　こうしたスマートフォンの製品群は、初級者向けの製品から上級者向けの製品まで様々
な仕様の製品から構成されることが多い。このうち上級者向けに開発された製品に組み込
まれる撮像レンズには、小型化とともに、近年の高画素化された撮像素子にも対応するこ
とのできる高い解像度を有するレンズ構成が要求される。
【０００４】
　高解像度の撮像レンズを実現するための方法の一つとして、撮像レンズを構成するレン
ズの枚数を増加させる方法がある。しかし、こうしたレンズ枚数の増加は撮像レンズの大
型化を招き易く、上述のスマートフォン等の小型のカメラへの組み込みに対しては不利に
なる。そこで従来、撮像レンズの開発においては、撮像レンズの高解像度化を図りつつも
、光学全長（Total Track Length）の短縮に重きを置いてきた。
【０００５】
　近年になり撮像素子の高画素化技術や画像処理技術が目まぐるしい進歩を遂げたことに
伴い、撮像レンズの開発の中心は、光学全長の短縮よりもむしろ高解像度のレンズ構成の
実現に移りつつある。例えば、従来では撮像レンズおよび撮像素子を含むカメラユニット
をスマートフォンの内部に組み込むのが一般的であったが、最近ではスマートフォンとは
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別体のカメラユニットをスマートフォンに装着することでデジタルスティルカメラと比較
しても遜色のない画像を得られるようにする試みもなされている。すなわち、スマートフ
ォンとは別体にカメラを構成することにより、カメラを組み込む際のスペース上の制約を
解決している。
【０００６】
　６枚のレンズから成るレンズ構成は、撮像レンズを構成するレンズの枚数が多いことか
ら撮像レンズの小型化に関しては若干不利となるものの、設計上の自由度が高いため、高
解像度の撮像レンズに必要な諸収差の良好な補正や撮像レンズの小型化をバランスよく実
現できる可能性を秘めている。こうした６枚構成の撮像レンズとしては、例えば特許文献
１に記載の撮像レンズが知られている。
【０００７】
　特許文献１に記載の撮像レンズは、物体側に凸面を向けた正の第１レンズと、像面側に
凹面を向けた負の第２レンズと、物体側に凹面を向けた負の第３レンズと、像面側に凸面
を向けた正の第４レンズ及び第５レンズと、物体側に凹面を向けた負の第６レンズとが配
置されて構成される。この特許文献１の撮像レンズでは、第１レンズの焦点距離と第３レ
ンズの焦点距離との比、および第２レンズの焦点距離とレンズ系全体の焦点距離との比に
関する条件式を満足することにより歪曲収差および色収差の良好な補正を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３－１９５５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　携帯電話機やスマートフォンの高機能化や小型化は年々進展しており、撮像レンズに要
求される小型化のレベルは以前にも増して高くなってきている。上記特許文献１に記載の
撮像レンズは第１レンズの物体側の面から撮像素子の像面までの距離が長いため、こうし
た要求に応えて撮像レンズの小型化を図りつつ良好な収差補正を実現するには自ずと限界
が生じる。なお、上述のように携帯電話機やスマートフォンとは別体にカメラを構成して
撮像レンズに対する小型化のレベルを緩和する方法もあるが、カメラ内蔵型の携帯電話機
やスマートフォンの方が利便性や携帯性のバランスの面から優位であることから、小型で
高解像度の撮像レンズへの要求が依然として強い。
【００１０】
　こうした問題は携帯電話機やスマートフォンに組み込まれる撮像レンズに特有の問題で
はなく、近年特に高機能化や小型化が進んでいるデジタルスティルカメラ、携帯情報端末
、セキュリティカメラ、車載カメラ、ネットワークカメラ等の比較的小型のカメラに組み
込まれる撮像レンズにおいても共通の問題である。
【００１１】
　本発明の目的は、撮像レンズの小型化と良好な収差補正との両立を図ることのできる撮
像レンズを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明の撮像レンズは、物体側から像面側に向かって順に、
正の屈折力を有する第１レンズ群と、負の屈折力を有する第２レンズ群とを配置して構成
される。第１レンズ群は、正の屈折力を有する第１レンズと、正の屈折力を有する第２レ
ンズと、負の屈折力を有する第３レンズとから構成される。第２レンズ群は、負の屈折力
を有する第４レンズと、負の屈折力を有する第５レンズと、正の屈折力を有する第６レン
ズとから構成される。また、本発明に係る撮像レンズは、レンズ系全体の焦点距離をｆ、
第１レンズ群の焦点距離をＦ１、第１レンズのアッベ数をνｄ１、第２レンズのアッベ数
をνｄ２、第３レンズのアッベ数をνｄ３、第１レンズと第２レンズとの間の光軸上の距
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離をＤ１２、第２レンズと第３レンズとの間の光軸上の距離をＤ２３としたとき、次の条
件式（１）～（４）および（７）を満足する。
　　　　　０．６＜Ｆ１／ｆ＜１．４　　　　　　　　　　（１）
　　　　　４０＜νｄ１＜７５　　　　　　　　　　　　　（２）
　　　　　４０＜νｄ２＜７５　　　　　　　　　　　　　（３）
　　　　　１５＜νｄ３＜３５　　　　　　　　　　　　　（４）
　　　　　３＜Ｄ１２／Ｄ２３＜８　　　　　　　　　　　（７）
【００１３】
　本発明の撮像レンズにおいて第１レンズ群は、屈折力の配列が正正負となる３枚のレン
ズから構成される。これら３枚のレンズは上記条件式（２）～（４）を満足するレンズ材
料からそれぞれ形成され、第１および第２レンズと第３レンズとは、低分散の材料と高分
散の材料との組み合わせとなる。このような各レンズの屈折力の配列とアッベ数の並びに
よって、第１レンズ群においては色収差の発生が好適に抑制されるとともに発生した色収
差については良好に補正される。なお、本発明に係る撮像レンズでは、第１レンズおよび
第２レンズの２枚のレンズによって正の屈折力が分担されることから、第１レンズおよび
第２レンズのそれぞれの屈折力が比較的弱く抑えられ、諸収差を良好に補正しつつ撮像レ
ンズの小型化が好適に図られる。
【００１４】
　条件式（１）は、撮像レンズの小型化を図りつつ、色収差、非点収差、および像面湾曲
を好ましい範囲内にバランスよく抑制するための条件である。上限値「１．４」を超える
と、レンズ系全体の屈折力に対して第１レンズ群の屈折力が相対的に弱くなるためバック
フォーカス（back focal length）が長くなり、撮像レンズの小型化が困難となる。色収
差については、軸上色収差の補正には有利となるものの、倍率色収差が補正不足（基準波
長の結像点に対して短波長の結像点が光軸に近づく方向に移動）となる。また、結像面が
像面側に湾曲する状態、すなわち像面湾曲が補正過剰になるとともに、非点隔差が増大す
るため、良好な結像性能を得ることが困難となる。
【００１５】
　一方、下限値「０．６」を下回ると、レンズ系全体の屈折力に対して第１レンズ群の屈
折力が相対的に強くなるため撮像レンズの小型化には有利となる。しかし、軸上色収差が
補正不足（基準波長の焦点位置に対して短波長の焦点位置が物体側に移動）になるととも
に、非点収差のうちサジタル像面が物体側に倒れて非点収差が増大するため、良好な結像
性能を得ることが困難となる。
【００１６】
　条件式（７）は、撮像レンズの小型化を図りつつ、像面湾曲および歪曲収差を好ましい
範囲内に抑制するための条件である。上限値「８」を超えると、撮像レンズの小型化には
有利となるものの、バックフォーカスの確保が困難となる。像面湾曲については、非点収
差のうちタンジェンシャル像面が像面側に倒れるため、補正過剰となる。また、歪曲収差
がプラス方向に増大することとなり、良好な結像性能を得ることが困難となる。一方、下
限値「３」を下回ると、バックフォーカスの確保には有利となるものの、撮像レンズの小
型化が困難となる。また、非点収差のうちサジタル像面が物体側に倒れ、良好な結像性能
を得ることが困難となる。
【００１７】
　上記構成の撮像レンズにおいては、第１レンズの焦点距離をｆ１、第２レンズの焦点距
離をｆ２としたとき、次の条件式（５）を満足することが望ましい。
　　　　　０．５＜ｆ１／ｆ２＜５．０　　　　　　　　　（５）
【００１８】
　条件式（５）は、色収差、非点収差、および像面湾曲を良好に補正するための条件であ
る。上限値「５．０」を超えると、第２レンズの屈折力に対して第１レンズの屈折力が相
対的に弱くなるため、バックフォーカスの確保には有利となるものの、撮像レンズの小型
化が困難となる。また、非点収差のうちサジタル像面が像面側に倒れて非点収差が増大す
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るため、良好な結像性能を得ることが困難となる。一方、下限値「０．５」を下回ると、
第２レンズの屈折力に対して第１レンズの屈折力が相対的に強くなるため撮像レンズの小
型化には有利となる。しかし、バックフォーカスが短くなり、赤外線カットフィルタ等の
挿入物を配置するためのスペースの確保が困難となる。また、非点収差のうちサジタル像
面が物体側に倒れて非点収差が増大するため、良好な結像性能を得ることが困難となる。
【００１９】
　上記構成の撮像レンズにおいては、第３レンズの焦点距離をｆ３としたとき、次の条件
式（６）を満足することが望ましい。
　　　　　－３．５＜ｆ３／Ｆ１＜－０．５　　　　　　　（６）
【００２０】
　条件式（６）は、色収差および非点収差を良好に補正するための条件である。上限値「
－０．５」を超えると、第１レンズ群において第３レンズの有する負の屈折力が相対的に
強くなるため、非点収差が像面側に増大するとともに軸外光束の倍率色収差が補正過剰（
基準波長の結像点に対して短波長の結像点が光軸から遠ざかる方向に移動）となり、良好
な結像性能を得ることが困難となる。一方、下限値「－３．５」を下回ると、非点収差に
ついては補正し易くなるものの、軸上色収差が増大するため良好な結像性能を得ることが
困難となる。
【００２２】
　上記構成の撮像レンズにおいては、第４レンズおよび第５レンズの合成焦点距離をｆ４
５としたとき、次の条件式（８）を満足することが望ましい。
　　　　　－７．０＜ｆ４５／ｆ＜－０．５　　　　　　　（８）
【００２３】
　条件式（８）は、色収差および非点収差を良好に補正するための条件である。上限値「
－０．５」を超えると、レンズ系全体の屈折力に対して第４レンズおよび第５レンズから
なる負の屈折力が相対的に強くなるため、第２レンズ群において第６レンズの正の屈折力
が相対的に強くなる。このため、軸外の倍率色収差が補正不足になるとともに非点収差が
増大することとなり、良好な結像性能を得ることが困難となる。一方、下限値「－７．０
」を下回ると、レンズ系全体の屈折力に対して第４レンズおよび第５レンズからなる負の
屈折力が相対的に弱くなるため、色収差については補正し易くなるものの、非点隔差が増
大するため良好な結像性能を得ることが困難となる。
【００２４】
　上記構成の撮像レンズにおいては、第６レンズの焦点距離をｆ６としたとき、次の条件
式（９）を満足することが望ましい。
　　　　　２＜ｆ６／ｆ＜１０　　　　　　　　　　　　　（９）
【００２５】
　条件式（９）は、非点収差および倍率色収差を良好な範囲内に抑制するための条件であ
る。上限値「１０」を超えると、レンズ系全体の屈折力に対して第６レンズの屈折力が相
対的に弱くなるため、非点収差のうちタンジェンシャル像面が像面側に湾曲して非点隔差
が増大することとなり、良好な結像性能を得ることが困難となる。一方、下限値「２」を
下回ると、レンズ系全体の屈折力に対して第６レンズの屈折力が相対的に強くなるため、
軸外光束に対する倍率色収差が増大する。また、非点収差のうちタンジェンシャル像面が
物体側に倒れて非点隔差が増大するため、良好な結像性能を得ることが困難となる。
【００２６】
　上記構成の撮像レンズにおいては、第４レンズおよび第５レンズの合成焦点距離をｆ４
５、第６レンズの焦点距離をｆ６としたとき、次の条件式（１０）を満足することが望ま
しい。
　　　　　－０．８＜ｆ４５／ｆ６＜－０．１　　　　　（１０）
【００２７】
　条件式（１０）は、撮像レンズの小型化を図りつつ、歪曲収差、像面湾曲、および色収
差をバランスよく良好に補正するための条件である。上限値「－０．１」を超えると、第
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６レンズの正の屈折力に対して第４レンズおよび第５レンズの負の屈折力が相対的に強く
なるため、撮像レンズの小型化には有利となるものの、バックフォーカスの確保が困難と
なる。また、プラスの歪曲収差が増大するとともに結像面が物体側に湾曲する状態、すな
わち像面湾曲が補正不足となり、良好な結像性能を得ることが困難となる。一方、下限値
「－０．８」を下回ると、第６レンズの正の屈折力に対して第４レンズおよび第５レンズ
の負の屈折力が相対的に弱くなるため、バックフォーカスを確保し易くなるものの、撮像
レンズの小型化が困難となる。また、軸外光束に対する倍率色収差が補正不足となり、良
好な結像性能を得ることが困難となる。
【００２８】
　上記構成の撮像レンズにおいては、第６レンズの像面側の面の曲率半径をＲ６ｒとした
とき、次の条件式（１１）を満足することが望ましい。
　　　　　０．３＜Ｒ６ｒ／ｆ＜１．２　　　　　　　　（１１）
【００２９】
　条件式（１１）は、歪曲収差、倍率色収差、および非点収差を好ましい範囲内に抑制す
るための条件である。上限値「１．２」を超えると、軸外光束に対する倍率色収差が増大
するため良好な結像性能を得ることが困難となる。一方、下限値「０．３」を下回ると、
マイナスの歪曲収差が増大するとともに非点収差のうちサジタル像面が物体側に倒れて非
点隔差が増大する。また、軸外光束に対する倍率色収差が補正不足となり、良好な結像性
能を得ることが困難となる。
【００３０】
　なお、本発明において、曲率半径が正か負かは一般的な定義、すなわち光の進行方向を
正として、曲率中心がレンズ面からみて像面側にある場合には曲率半径を正とし、物体側
にある場合には曲率半径を負とする定義に従っている。
【００３１】
　上記構成の撮像レンズにおいて撮像レンズの一層の小型化を図るためには、第６レンズ
のアッベ数をνｄ６としたとき、次の条件式（１２）を満足することが望ましい。
　　　　　１５＜νｄ６＜３５　　　　　　　　　　　　（１２）
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の撮像レンズによれば、諸収差が良好に補正された高い解像度を有しながらも、
小型のカメラへの組込みに特に適した小型の撮像レンズを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施の形態について、数値実施例１に係る撮像レンズの概略構成を示
す断面図である。
【図２】図１に示す撮像レンズの横収差を示す収差図である。
【図３】図１に示す撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す収差図である。
【図４】本発明の一実施の形態について、数値実施例２に係る撮像レンズの概略構成を示
す断面図である。
【図５】図４に示す撮像レンズの横収差を示す収差図である。
【図６】図４に示す撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す収差図である。
【図７】本発明の一実施の形態について、数値実施例３に係る撮像レンズの概略構成を示
す断面図である。
【図８】図７に示す撮像レンズの横収差を示す収差図である。
【図９】図７に示す撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す収差図である。
【図１０】本発明の一実施の形態について、数値実施例４に係る撮像レンズの概略構成を
示す断面図である。
【図１１】図１０に示す撮像レンズの横収差を示す収差図である。
【図１２】図１０に示す撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す収差図である
。
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【図１３】本発明の一実施の形態について、数値実施例５に係る撮像レンズの概略構成を
示す断面図である。
【図１４】図１３に示す撮像レンズの横収差を示す収差図である。
【図１５】図１３に示す撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す収差図である
。
【図１６】本発明の一実施の形態について、数値実施例６に係る撮像レンズの概略構成を
示す断面図である。
【図１７】図１６に示す撮像レンズの横収差を示す収差図である。
【図１８】図１６に示す撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す収差図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明を具体化した一実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する
。
【００３５】
　図１、図４、図７、図１０、図１３、および図１６は、本実施の形態の数値実施例１～
６に係る撮像レンズの概略構成を示す断面図である。いずれの数値実施例も基本的なレン
ズ構成は同一であるため、ここでは数値実施例１の概略断面図を参照しながら、本実施の
形態に係る撮像レンズのレンズ構成について説明する。
【００３６】
　図１に示すように本実施の形態に係る撮像レンズは、物体側から像面側に向かって順に
、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ１と、負の屈折力を有する第２レンズ群Ｇ２とが配
列されて構成される。第２レンズ群Ｇ２と撮像素子の像面ＩＭとの間にはフィルタ１０が
配置される。このフィルタ１０は割愛することも可能である。
【００３７】
　第１レンズ群Ｇ１は、物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズＬ１と、開口絞
りＳＴと、正の屈折力を有する第２レンズＬ２と、負の屈折力を有する第３レンズＬ３と
から構成される。本実施の形態に係る撮像レンズでは、第１レンズＬ１の像面側の面に開
口絞りＳＴを設けている。なお、開口絞りＳＴの位置は、本数値実施例１の撮像レンズの
ように第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との間に限定されるものではない。例えば、第１
レンズＬ１の物体側に開口絞りＳＴを配置するようにしてもよい。このように撮像レンズ
の物体側に開口絞りＳＴを配置する、いわゆる前絞りタイプのレンズ構成の場合、撮像レ
ンズの組立性の向上や製造コストの低減を図ることができる。前絞りタイプのレンズ構成
は、撮像レンズの光学全長を比較的短縮し易いといった特徴も併せ持つため、携帯電話機
や近年普及しているスマートフォン等の携帯機器への組み込みに対して有効なレンズ構成
でもある。一方、本数値実施例１のように第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との間に開口
絞りＳＴを配置する、いわゆる中絞りタイプのレンズ構成は、撮像レンズの光学全長に比
較して第１レンズＬ１の有効径が大きくなることから、カメラにおける撮像レンズの存在
感が強調され、当該カメラの意匠の一部として高級感やレンズ性能の高さ等をユーザに訴
えることができる。
【００３８】
　第１レンズ群Ｇ１において第１レンズＬ１は、物体側の面の曲率半径ｒ１および像面側
の面の曲率半径ｒ２が共に正となる形状であり、光軸Ｘの近傍において物体側に凸面を向
けたメニスカスレンズとなる形状に形成される。この第１レンズＬ１の形状は本数値実施
例１に係る形状に限定されるものではない。第１レンズＬ１の形状は、物体側の面の曲率
半径ｒ１が正となる形状であればよい。具体的には、第１レンズＬ１の形状は、曲率半径
ｒ２が負となる形状であって、光軸Ｘの近傍において両凸レンズとなる形状でもよい。
【００３９】
　第２レンズＬ２は、物体側の面の曲率半径ｒ３および像面側の面の曲率半径ｒ４が共に
負となる形状であり、光軸Ｘの近傍において物体側に凹面を向けたメニスカスレンズとな
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る形状に形成される。この第２レンズＬ２の形状は本数値実施例１に係る形状に限定され
るものではなく、像面側の面の曲率半径ｒ４が負となる形状であればよい。数値実施例２
、４、および５の第２レンズＬ２は、曲率半径ｒ３が正となる形状であって、光軸Ｘの近
傍において両凸レンズとなる形状の例である。
【００４０】
　第３レンズＬ３は、物体側の面の曲率半径ｒ５および像面側の面の曲率半径ｒ６が共に
負となる形状であって、光軸Ｘの近傍において物体側に凹面を向けたメニスカスレンズと
なる形状に形成される。この第３レンズＬ３の形状は本数値実施例１に係る形状に限定さ
れない。数値実施例２および６の第３レンズＬ３は、曲率半径ｒ５が負となり、曲率半径
ｒ６が正となる形状であって、光軸Ｘの近傍において両凹レンズとなる形状の例であり、
数値実施例４の第３レンズＬ３は、曲率半径ｒ５および曲率半径ｒ６が共に正となる形状
であって、光軸Ｘの近傍において物体側に凸面を向けたメニスカスレンズとなる形状の例
である。
【００４１】
　第２レンズ群Ｇ２は、物体側から順に、負の屈折力を有する第４レンズＬ４と、負の屈
折力を有する第５レンズＬ５と、正の屈折力を有する第６レンズＬ６とから構成される。
【００４２】
　第２レンズ群Ｇ２において第４レンズＬ４は、物体側の面の曲率半径ｒ７および像面側
の面の曲率半径ｒ８が共に負となる形状であり、光軸Ｘの近傍において物体側に凹面を向
けたメニスカスレンズとなる形状に形成される。第４レンズＬ４の形状は本数値実施例１
に係る形状に限定されない。数値実施例３の第４レンズＬ４は、曲率半径ｒ７が負となり
、曲率半径ｒ８が正となる形状であって、光軸Ｘの近傍において両凹レンズとなる形状の
例であり、数値実施例５および６の第４レンズＬ４は、曲率半径ｒ７および曲率半径ｒ８
が共に正となる形状であって、光軸Ｘの近傍において物体側に凸面を向けたメニスカスレ
ンズとなる形状の例である。
【００４３】
　第５レンズＬ５は、物体側の面の曲率半径ｒ９が負となり、像面側の面の曲率半径ｒ１
０が正となる形状であり、光軸Ｘの近傍において両凹レンズとなる形状に形成される。こ
の第５レンズＬ５の形状は本数値実施例１に係る形状に限定されない。数値実施例２～６
の第５レンズＬ５は、曲率半径ｒ９および曲率半径ｒ１０が共に正となる形状であって、
光軸Ｘの近傍において物体側に凸面を向けたメニスカスレンズとなる形状の例である。
【００４４】
　第６レンズＬ６は、物体側の面の曲率半径ｒ１１および像面側の面の曲率半径ｒ１２が
共に正となる形状であり、光軸Ｘの近傍において物体側に凸面を向けたメニスカスレンズ
となる形状に形成される。第６レンズＬ６において物体側の面および像面側の面は変曲点
を有する非球面形状に形成される。第６レンズＬ６の有するこのような形状により、軸上
の色収差のみならず軸外の倍率色収差が良好に補正されるとともに、撮像レンズから出射
した光線の像面ＩＭへの入射角度が主光線角度（ＣＲＡ：Chief Ray Angle）の範囲内に
好適に抑制される。
【００４５】
　本実施の形態に係る撮像レンズは、以下に示す条件式（１）～（１１）を満足する。
　　　　　０．６＜Ｆ１／ｆ＜１．４　　　　　　　　　　（１）
　　　　　４０＜νｄ１＜７５　　　　　　　　　　　　　（２）
　　　　　４０＜νｄ２＜７５　　　　　　　　　　　　　（３）
　　　　　１５＜νｄ３＜３５　　　　　　　　　　　　　（４）
　　　　　０．５＜ｆ１／ｆ２＜５．０　　　　　　　　　（５）
　　　　　－３．５＜ｆ３／Ｆ１＜－０．５　　　　　　　（６）
　　　　　３＜Ｄ１２／Ｄ２３＜８　　　　　　　　　　　（７）
　　　　　－７．０＜ｆ４５／ｆ＜－０．５　　　　　　　（８）
　　　　　２＜ｆ６／ｆ＜１０　　　　　　　　　　　　　（９）
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　　　　　－０．８＜ｆ４５／ｆ６＜－０．１　　　　　（１０）
　　　　　０．３＜Ｒ６ｒ／ｆ＜１．２　　　　　　　　（１１）
　但し、
　　　　ｆ：レンズ系全体の焦点距離
　　　Ｆ１：第１レンズ群Ｇ１の焦点距離
　　　ｆ１：第１レンズＬ１の焦点距離
　　　ｆ２：第２レンズＬ２の焦点距離
　　　ｆ３：第３レンズＬ３の焦点距離
　　　ｆ６：第６レンズＬ６の焦点距離
　　ｆ４５：第４レンズＬ４および第５レンズＬ５の合成焦点距離
　　Ｄ１２：第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との間の光軸上の距離
　　Ｄ２３：第２レンズＬ２と第３レンズＬ３との間の光軸上の距離
　　νｄ１：第１レンズＬ１のアッベ数
　　νｄ２：第２レンズＬ２のアッベ数
　　νｄ３：第３レンズＬ３のアッベ数
　　Ｒ６ｒ：第６レンズＬ６の像面側の面の曲率半径
【００４６】
　また、本実施の形態に係る数値実施例１～５の撮像レンズは、次の条件式（１２）を満
足する。
　　　　　１５＜νｄ６＜３５　　　　　　　　　　　　（１２）
　但し、
　　νｄ６：第６レンズＬ６のアッベ数
【００４７】
　本実施の形態に係る撮像レンズにおいて、撮像レンズの小型化に重点を置く場合には、
光学シミュレーションの結果から、上記条件式（１２）を満足する方が設計上優位になる
ことが分かっている。これは、本実施の形態に係る撮像レンズでは、第４レンズＬ４およ
び第５レンズＬ５が負の屈折力を有するため、正の屈折力の有する第６レンズＬ６を高分
散の材料から形成した方が、諸収差の補正、特に色収差の補正が容易になるからである。
【００４８】
　なお、上記各条件式の全てを満たす必要はなく、上記各条件式のそれぞれを単独に満た
すことにより、各条件式に対応する作用効果をそれぞれ得ることができる。
【００４９】
　本実施の形態では各レンズのレンズ面が非球面で形成されている。これらレンズ面に採
用される非球面形状は、光軸方向の軸をＺ、光軸に直交する方向の高さをＨ、円錐係数を
ｋ、非球面係数をＡ4、Ａ6、Ａ8、Ａ10、Ａ12、Ａ14、Ａ16としたとき、次式により表さ
れる。
【数１】

【００５０】
　次に、本実施の形態に係る撮像レンズの数値実施例を示す。各数値実施例において、ｆ
はレンズ系全体の焦点距離、ＦｎｏはＦナンバー、ωは半画角をそれぞれ示す。ｉは物体
側より数えた面番号、ｒは曲率半径、ｄは光軸上のレンズ面間の距離（面間隔）、ｎｄは
屈折率、νｄはアッベ数をそれぞれ示す。なお、＊（アスタリスク）の符号が付加された
面番号は非球面であることを示す。
【００５１】
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数値実施例１
　基本的なレンズデータを以下に示す。
f=4.89mm、Fno=2.4、ω=31.5°
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　　ｍｍ
面データ
　面番号ｉ　　　　　　ｒ　　　　 ｄ　　　　ｎｄ　　νｄ
　（物面）　　　　　　∞　　　　 ∞
　　　1*　　　　　 1.574　　　0.912　　　1.5346　　56.1(=νd1)
　　　2*（絞り）　10.826　　　0.295(=D12)
　　　3*　　　　　-4.771　　　0.473　　　1.5346　　56.1(=νd2)
　　　4*　　　　　-1.685　　　0.048(=D23)
　　　5*　　　　　-1.795　　　0.816　　　1.6355　　23.9(=νd3)
　　　6*　　　　　-5.058　　　0.331
　　　7*　　　　　-3.211　　　0.357　　　1.5346　　56.1(=νd4)
　　　8*　　　　　-4.669　　　0.054
　　　9*　　　　 -12.945　　　0.256　　　1.5346　　56.1(=νd5)
　　 10*　　　　　 2.882　　　0.066
　　 11*　　　　　 3.249　　　1.400　　　1.6142　　26.0(=νd6)
　　 12*　　　　　 3.662(=R6r)0.200
　　 13 　　　　　　　∞　　　0.238　　　1.5168　　64.2
　　 14 　　　　　　　∞　　　0.263
　（像面）　　　　　　∞
【００５２】
非球面データ
第１面
　ｋ=0.000,Ａ4=9.198E-03,Ａ6=-6.154E-03,Ａ8=-3.882E-03,
　Ａ10=2.628E-02,Ａ12=-2.072E-02,Ａ14=3.650E-03,Ａ16=2.137E-04
第２面
　ｋ=0.000,Ａ4=1.547E-02,Ａ6=-1.957E-02,Ａ8=1.607E-02,
　Ａ10=-3.709E-02,Ａ12=6.649E-03,Ａ14=3.695E-03,Ａ16=1.587E-02
第３面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.861E-02,Ａ6=1.589E-01,Ａ8=-5.613E-01,
　Ａ10=5.298E-01,Ａ12=-5.491E-02,Ａ14=-8.742E-02,Ａ16=-6.561E-02
第４面
　ｋ=0.000,Ａ4=-7.337E-04,Ａ6=-9.644E-02,Ａ8=9.046E-02,
　Ａ10=-6.969E-02,Ａ12=4.672E-02,Ａ14=-1.785E-03,Ａ16=-5.654E-02
第５面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.408E-02,Ａ6=-6.729E-02,Ａ8=1.273E-01,
　Ａ10=-1.282E-01,Ａ12=-1.172E-02,Ａ14=1.591E-01,Ａ16=-1.749E-01
第６面
　ｋ=0.000,Ａ4=2.366E-03,Ａ6=2.186E-02,Ａ8=-3.262E-03,
　Ａ10=2.157E-02,Ａ12=-7.062E-03,Ａ14=-6.923E-03,Ａ16=3.009E-03
第７面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.925E-02,Ａ6=-7.628E-03,Ａ8=1.018E-02,
　Ａ10=7.098E-03,Ａ12=-2.338E-03,Ａ14=-5.498E-04,Ａ16=7.686E-05
第８面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.767E-02,Ａ6=6.429E-03,Ａ8=-2.408E-03,
　Ａ10=1.420E-03,Ａ12=8.694E-04,Ａ14=1.406E-04,Ａ16=-1.457E-04
第９面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.522E-02,Ａ6=-1.534E-02,Ａ8=2.429E-03,
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　Ａ10=3.614E-03,Ａ12=-1.818E-04,Ａ14=-1.730E-04,Ａ16=1.290E-05
第１０面
　ｋ=0.000,Ａ4=-8.640E-02,Ａ6=5.682E-03,Ａ8=2.436E-03,
　Ａ10=4.996E-05,Ａ12=-5.492E-05,Ａ14=-2.328E-05,Ａ16=-2.479E-06
第１１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-9.980E-02,Ａ6=1.842E-02,Ａ8=5.236E-04,
　Ａ10=-2.064E-04,Ａ12=-3.175E-05,Ａ14=-9.304E-06,Ａ16=-1.065E-06
第１２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.166E-02,Ａ6=2.987E-03,Ａ8=-4.374E-05,
　Ａ10=1.386E-05,Ａ12=-1.728E-06,Ａ14=-4.773E-07,Ａ16=3.362E-08
【００５３】
　　f1=3.33mm
　　f2=4.63mm
　　f3=-4.85mm
　　f4=-21.03mm
　　f5=-4.38mm
　　f6=20.49mm
　　f45=-3.49mm
　　F1=3.71mm
【００５４】
　各条件式の値を以下に示す。
　　F1/f=0.76
　　f1/f2=0.72
　　f3/F1=-1.31
　　D12/D23=6.15
　　f45/f=-0.71
　　f6/f=4.19
　　f45/f6=-0.17
　　R6r/f=0.75
　このように、本数値実施例１に係る撮像レンズは上記各条件式を満足する。第１レンズ
Ｌ１の物体側の面から像面ＩＭまでの光軸上の距離（フィルタ１０は空気換算長）は５．
６３ｍｍであり、撮像レンズの小型化が図られている。
【００５５】
　図２は、最大像高に対する各像高の比Ｈ（以下、「像高比Ｈ」という）に対応する横収
差をタンジェンシャル方向とサジタル方向とに分けて示した収差図である（図５、図８、
図１１、図１４、および図１７においても同じ）。また、図３は、球面収差（ｍｍ）、非
点収差（ｍｍ）、および歪曲収差（％）をそれぞれ示した収差図である。このうち非点収
差図においてＳはサジタル像面を、Ｔはタンジェンシャル像面をそれぞれ表す（図６、図
９、図１２、図１５、および図１８においても同じ）。図２および図３に示されるように
、本数値実施例１に係る撮像レンズによれば諸収差が良好に補正される。
【００５６】
数値実施例２
　基本的なレンズデータを以下に示す。
f=4.45mm、Fno=2.4、ω=34.0°
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　　ｍｍ
面データ
　面番号ｉ　　　　　　ｒ　　　　 ｄ　　　　ｎｄ　　νｄ
　（物面）　　　　　　∞　　　　 ∞
　　　1*　　　　　 1.984　　　0.813　　　1.5346　　56.1(=νd1)
　　　2*（絞り）　 2.544　　　0.250(=D12)
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　　　3*　　　　　 4.699　　　0.601　　　1.5346　　56.1(=νd2)
　　　4*　　　　　-2.840　　　0.050(=D23)
　　　5*　　　　 -11.048　　　0.424　　　1.6355　　23.9(=νd3)
　　　6*　　　　　 5.683　　　0.453
　　　7*　　　　　-1.587　　　0.390　　　1.5346　　56.1(=νd4)
　　　8*　　　　　-1.781　　　0.049
　　　9*　　　　　 2.374　　　0.283　　　1.5346　　56.1(=νd5)
　　 10*　　　　　 1.938　　　0.222
　　 11*　　　　　 2.837　　　1.371　　　1.6142　　26.0(=νd6)
　　 12*　　　　　 2.773(=R6r)0.250
　　 13 　　　　　　　∞　　　0.200　　　1.5168　　64.2
　　 14 　　　　　　　∞　　　0.656
　（像面）　　　　　　∞
【００５７】
非球面データ
第１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.562E-03,Ａ6=-5.283E-03,Ａ8=-6.019E-03,
　Ａ10=1.512E-02,Ａ12=-2.132E-02,Ａ14=1.176E-02,Ａ16=-2.562E-03
第２面
　ｋ=0.000,Ａ4=7.151E-03,Ａ6=-2.590E-02,Ａ8=-1.896E-03,
　Ａ10=7.062E-03,Ａ12=-2.034E-02,Ａ14=-6.137E-02,Ａ16=7.709E-02
第３面
　ｋ=0.000,Ａ4=-6.912E-03,Ａ6=7.562E-02,Ａ8=-3.139E-01,
　Ａ10=4.380E-01,Ａ12=-2.477E-01,Ａ14=-4.975E-02,Ａ16=5.729E-02
第４面
　ｋ=0.000,Ａ4=2.189E-02,Ａ6=-1.271E-01,Ａ8=9.746E-02,
　Ａ10=-7.408E-02,Ａ12=4.872E-02,Ａ14=-8.073E-04,Ａ16=-2.966E-02
第５面
　ｋ=0.000,Ａ4=-3.905E-02,Ａ6=-1.496E-01,Ａ8=1.412E-01,
　Ａ10=-8.861E-02,Ａ12=-3.623E-02,Ａ14=1.304E-01,Ａ16=-8.493E-02
第６面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.584E-02,Ａ6=-3.533E-03,Ａ8=-1.964E-02,
　Ａ10=1.995E-02,Ａ12=-4.134E-03,Ａ14=-5.348E-03,Ａ16=2.536E-03
第７面
　ｋ=0.000,Ａ4=6.106E-02,Ａ6=-1.070E-02,Ａ8=1.031E-02,
　Ａ10=9.566E-03,Ａ12=-5.906E-04,Ａ14=-1.078E-04,Ａ16=-3.008E-04
第８面
　ｋ=0.000,Ａ4=-2.294E-02,Ａ6=9.575E-03,Ａ8=7.558E-03,
　Ａ10=4.687E-03,Ａ12=1.223E-03,Ａ14=-1.305E-04,Ａ16=-3.746E-04
第９面
　ｋ=0.000,Ａ4=-6.166E-02,Ａ6=-2.713E-02,Ａ8=1.008E-02,
　Ａ10=-2.386E-04,Ａ12=-6.953E-04,Ａ14=-6.361E-05,Ａ16=4.752E-05
第１０面
　ｋ=0.000,Ａ4=-8.046E-02,Ａ6=-8.611E-03,Ａ8=4.902E-03,
　Ａ10=-1.101E-03,Ａ12=-5.329E-05,Ａ14=-3.142E-05,Ａ16=3.517E-06
第１１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.145E-01,Ａ6=3.473E-02,Ａ8=-4.742E-03,
　Ａ10=-4.263E-04,Ａ12=-4.328E-05,Ａ14=4.462E-05,Ａ16=-5.887E-06
第１２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-6.424E-02,Ａ6=9.466E-03,Ａ8=-1.069E-03,
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　Ａ10=-1.307E-05,Ａ12=9.654E-06,Ａ14=2.331E-07,Ａ16=-1.228E-07
【００５８】
　　f1=11.19mm
　　f2=3.41mm
　　f3=-5.85mm
　　f4=-91.28mm
　　f5=-25.56mm
　　f6=27.95mm
　　f45=-18.52mm
　　F1=4.77mm
【００５９】
　各条件式の値を以下に示す。
　　F1/f=1.07
　　f1/f2=3.29
　　f3/F1=-1.23
　　D12/D23=5.00
　　f45/f=-4.16
　　f6/f=6.28
　　f45/f6=-0.66
　　R6r/f=0.62
　このように、本数値実施例２に係る撮像レンズは上記各条件式を満足する。第１レンズ
Ｌ１の物体側の面から像面ＩＭまでの光軸上の距離（フィルタ１０は空気換算長）は５．
９４ｍｍであり、撮像レンズの小型化が図られている。
【００６０】
　図５は、数値実施例２の撮像レンズについて、像高比Ｈに対応する横収差を示したもの
であり、図６は、球面収差（ｍｍ）、非点収差（ｍｍ）、および歪曲収差（％）をそれぞ
れ示したものである。図５および図６に示されるように、本数値実施例２に係る撮像レン
ズによっても諸収差が良好に補正される。
【００６１】
数値実施例３
　基本的なレンズデータを以下に示す。
f=4.13mm、Fno=2.4、ω=36.0°
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　　ｍｍ
面データ
　面番号ｉ　　　　　　ｒ　　　　 ｄ　　　　ｎｄ　　νｄ
　（物面）　　　　　　∞　　　　 ∞
　　　1*　　　　　 1.540　　　0.464　　　1.5346　　56.1(=νd1)
　　　2*（絞り）　 4.314　　　0.296(=D12)
　　　3*　　　　　-8.838　　　0.470　　　1.5346　　56.1(=νd2)
　　　4*　　　　　-1.831　　　0.047(=D23)
　　　5*　　　　　-2.295　　　0.292　　　1.6355　　23.9(=νd3)
　　　6*　　　　　-5.812　　　1.039
　　　7*　　　　 -53.057　　　0.231　　　1.5346　　56.1(=νd4)
　　　8*　　　　　13.648　　　0.061
　　　9*　　　　　85.665　　　0.296　　　1.5346　　56.1(=νd5)
　　 10*　　　　　 2.489　　　0.050
　　 11*　　　　　 2.627　　　1.051　　　1.6142　　26.0(=νd6)
　　 12*　　　　　 2.995(=R6r)0.250
　　 13 　　　　　　　∞　　　0.238　　　1.5168　　64.2
　　 14 　　　　　　　∞　　　0.119
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　（像面）　　　　　　∞
【００６２】
非球面データ
第１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.935E-03,Ａ6=-9.117E-03,Ａ8=-1.112E-02,
　Ａ10=1.177E-02,Ａ12=-3.881E-02,Ａ14=-3.388E-03,Ａ16=1.510E-02
第２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.025E-02,Ａ6=-3.800E-02,Ａ8=8.547E-03,
　Ａ10=-3.584E-02,Ａ12=1.252E-02,Ａ14=1.376E-02,Ａ16=3.367E-02
第３面
　ｋ=0.000,Ａ4=-8.189E-02,Ａ6=1.798E-01,Ａ8=-5.324E-01,
　Ａ10=5.535E-01,Ａ12=-4.665E-02,Ａ14=-8.080E-02,Ａ16=-4.768E-02
第４面
　ｋ=0.000,Ａ4=-7.818E-03,Ａ6=-9.421E-02,Ａ8=9.473E-02,
　Ａ10=-6.182E-02,Ａ12=5.470E-02,Ａ14=-6.955E-03,Ａ16=-7.586E-02
第５面
　ｋ=0.000,Ａ4=-2.114E-02,Ａ6=-8.287E-02,Ａ8=1.220E-01,
　Ａ10=-1.202E-01,Ａ12=6.902E-03,Ａ14=1.668E-01,Ａ16=-2.063E-01
第６面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.542E-02,Ａ6=2.580E-02,Ａ8=-8.636E-04,
　Ａ10=1.974E-02,Ａ12=-8.650E-03,Ａ14=-5.952E-03,Ａ16=7.526E-03
第７面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.532E-02,Ａ6=-2.350E-02,Ａ8=-3.188E-03,
　Ａ10=4.416E-03,Ａ12=-1.616E-03,Ａ14=-2.003E-04,Ａ16=2.989E-04
第８面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.211E-02,Ａ6=-1.916E-02,Ａ8=-2.473E-03,
　Ａ10=1.181E-03,Ａ12=8.594E-04,Ａ14=1.698E-04,Ａ16=-9.469E-05
第９面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.723E-02,Ａ6=-1.893E-02,Ａ8=1.185E-03,
　Ａ10=3.150E-03,Ａ12=7.818E-05,Ａ14=-2.134E-04,Ａ16=1.420E-05
第１０面
　ｋ=0.000,Ａ4=-8.135E-02,Ａ6=4.227E-03,Ａ8=1.887E-03,
　Ａ10=-1.201E-05,Ａ12=-2.459E-05,Ａ14=-1.450E-05,Ａ16=2.312E-07
第１１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-9.707E-02,Ａ6=1.566E-02,Ａ8=2.515E-04,
　Ａ10=-1.913E-04,Ａ12=4.065E-07,Ａ14=-2.711E-06,Ａ16=-8.073E-07
第１２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.218E-02,Ａ6=4.522E-03,Ａ8=1.842E-05,
　Ａ10=-4.945E-06,Ａ12=-2.208E-06,Ａ14=-3.430E-07,Ａ16=2.047E-08
【００６３】
　　f1=4.23mm
　　f2=4.22mm
　　f3=-6.17mm
　　f4=-20.28mm
　　f5=-4.80mm
　　f6=16.68mm
　　f45=-3.84mm
　　F1=3.56mm
【００６４】
　各条件式の値を以下に示す。
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　　F1/f=0.86
　　f1/f2=1.00
　　f3/F1=-1.73
　　D12/D23=6.30
　　f45/f=-0.93
　　f6/f=4.04
　　f45/f6=-0.23
　　R6r/f=0.72
　このように、本数値実施例３に係る撮像レンズは上記各条件式を満足する。第１レンズ
Ｌ１の物体側の面から像面ＩＭまでの光軸上の距離（フィルタ１０は空気換算長）は４．
８２ｍｍであり、撮像レンズの小型化が図られている。
【００６５】
　図８は、数値実施例３の撮像レンズについて、像高比Ｈに対応する横収差を示したもの
であり、図９は、球面収差（ｍｍ）、非点収差（ｍｍ）、および歪曲収差（％）をそれぞ
れ示したものである。図８および図９に示されるように、本数値実施例３に係る撮像レン
ズによっても諸収差が良好に補正される。
【００６６】
数値実施例４
　基本的なレンズデータを以下に示す。
f=4.34mm、Fno=2.4、ω=34.7°
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　　ｍｍ
面データ
　面番号ｉ　　　　　　ｒ　　　　 ｄ　　　　ｎｄ　　νｄ
　（物面）　　　　　　∞　　　　 ∞
　　　1*　　　　　 2.119　　　0.693　　　1.5346　　56.1(=νd1)
　　　2*（絞り）　 2.922　　　0.259(=D12)
　　　3*　　　　　 6.115　　　0.526　　　1.5346　　56.1(=νd2)
　　　4*　　　　　-4.838　　　0.049(=D23)
　　　5*　　　　　29.808　　　0.444　　　1.6355　　23.9(=νd3)
　　　6*　　　　　 7.157　　　0.439
　　　7*　　　　　-1.586　　　0.394　　　1.5346　　56.1(=νd4)
　　　8*　　　　　-1.776　　　0.049
　　　9*　　　　　 2.273　　　0.326　　　1.5346　　56.1(=νd5)
　　 10*　　　　　 1.945　　　0.243
　　 11*　　　　　 2.919　　　1.442　　　1.6142　　26.0(=νd6)
　　 12*　　　　　 2.744(=R6r)0.250
　　 13 　　　　　　　∞　　　0.200　　　1.5168　　64.2
　　 14 　　　　　　　∞　　　0.704
　（像面）　　　　　　∞
【００６７】
非球面データ
第１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.403E-03,Ａ6=-7.214E-03,Ａ8=-6.015E-03,
　Ａ10=1.512E-02,Ａ12=-2.152E-02,Ａ14=1.164E-02,Ａ16=-2.353E-03
第２面
　ｋ=0.000,Ａ4=6.162E-03,Ａ6=-3.128E-02,Ａ8=-4.670E-03,
　Ａ10=7.362E-03,Ａ12=-1.750E-02,Ａ14=-5.933E-02,Ａ16=7.387E-02
第３面
　ｋ=0.000,Ａ4=3.074E-03,Ａ6=6.740E-02,Ａ8=-3.162E-01,
　Ａ10=4.399E-01,Ａ12=-2.449E-01,Ａ14=-4.798E-02,Ａ16=5.457E-02
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第４面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.200E-03,Ａ6=-1.288E-01,Ａ8=9.907E-02,
　Ａ10=-7.458E-02,Ａ12=4.808E-02,Ａ14=-1.676E-03,Ａ16=-2.982E-02
第５面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.300E-02,Ａ6=-1.495E-01,Ａ8=1.371E-01,
　Ａ10=-9.159E-02,Ａ12=-3.756E-02,Ａ14=1.309E-01,Ａ16=-8.324E-02
第６面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.271E-02,Ａ6=-1.060E-02,Ａ8=-2.073E-02,
　Ａ10=2.016E-02,Ａ12=-3.924E-03,Ａ14=-5.276E-03,Ａ16=2.558E-03
第７面
　ｋ=0.000,Ａ4=5.926E-02,Ａ6=-1.017E-02,Ａ8=1.028E-02,
　Ａ10=9.421E-03,Ａ12=-6.570E-04,Ａ14=-1.214E-04,Ａ16=-2.892E-04
第８面
　ｋ=0.000,Ａ4=-2.381E-02,Ａ6=8.250E-03,Ａ8=7.470E-03,
　Ａ10=4.799E-03,Ａ12=1.267E-03,Ａ14=-1.239E-04,Ａ16=-3.841E-04
第９面
　ｋ=0.000,Ａ4=-6.579E-02,Ａ6=-2.423E-02,Ａ8=9.859E-03,
　Ａ10=-3.297E-04,Ａ12=-7.230E-04,Ａ14=-7.839E-05,Ａ16=3.833E-05
第１０面
　ｋ=0.000,Ａ4=-8.158E-02,Ａ6=-1.080E-02,Ａ8=4.351E-03,
　Ａ10=-1.257E-03,Ａ12=-8.723E-05,Ａ14=-3.896E-05,Ａ16=2.306E-06
第１１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.138E-01,Ａ6=2.896E-02,Ａ8=-5.443E-03,
　Ａ10=-4.608E-04,Ａ12=-3.871E-05,Ａ14=4.778E-05,Ａ16=-5.522E-06
第１２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-6.184E-02,Ａ6=8.621E-03,Ａ8=-1.011E-03,
　Ａ10=-7.968E-06,Ａ12=9.849E-06,Ａ14=1.871E-07,Ａ16=-1.260E-07
【００６８】
　　f1=11.09mm
　　f2=5.14mm
　　f3=-14.93mm
　　f4=-99.99mm
　　f5=-38.67mm
　　f6=34.86mm
　　f45=-25.84mm
　　F1=4.82mm
【００６９】
　各条件式の値を以下に示す。
　　F1/f=1.11
　　f1/f2=2.16
　　f3/F1=-3.10
　　D12/D23=5.29
　　f45/f=-5.96
　　f6/f=8.04
　　f45/f6=-0.74
　　R6r/f=0.63
　このように、本数値実施例４に係る撮像レンズは上記各条件式を満足する。第１レンズ
Ｌ１の物体側の面から像面ＩＭまでの光軸上の距離（フィルタ１０は空気換算長）は５．
９５ｍｍであり、撮像レンズの小型化が図られている。
【００７０】
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　図１１は、数値実施例４の撮像レンズについて、像高比Ｈに対応する横収差を示したも
のであり、図１２は、球面収差（ｍｍ）、非点収差（ｍｍ）、および歪曲収差（％）をそ
れぞれ示したものである。図１１および図１２に示されるように、本数値実施例４に係る
撮像レンズによっても諸収差が良好に補正される。
【００７１】
数値実施例５
　基本的なレンズデータを以下に示す。
f=5.24mm、Fno=2.4、ω=29.8°
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　　ｍｍ
面データ
　面番号ｉ　　　　　　ｒ　　　　 ｄ　　　　ｎｄ　　νｄ
　（物面）　　　　　　∞　　　　 ∞
　　　1*　　　　　 2.172　　　0.769　　　1.5346　　56.1(=νd1)
　　　2*（絞り）　 4.250　　　0.239(=D12)
　　　3*　　　　　 5.836　　　0.522　　　1.5346　　56.1(=νd2)
　　　4*　　　　　-3.421　　　0.064(=D23)
　　　5*　　　　　-2.186　　　0.459　　　1.6355　　23.9(=νd3)
　　　6*　　　　　-4.857　　　0.272
　　　7*　　　　　 1.936　　　0.443　　　1.5346　　56.1(=νd4)
　　　8*　　　　　 1.719　　　0.701
　　　9*　　　　 100.000　　　0.300　　　1.5346　　56.1(=νd5)
　　 10*　　　　　 3.123　　　0.097
　　 11*　　　　　 4.309　　　1.017　　　1.6142　　26.0(=νd6)
　　 12*　　　　　 5.968(=R6r)0.119
　　 13 　　　　　　　∞　　　0.238　　　1.5168　　64.2
　　 14 　　　　　　　∞　　　0.768
　（像面）　　　　　　∞
【００７２】
非球面データ
第１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-2.088E-02,Ａ6=-1.023E-02,Ａ8=-8.691E-03,
　Ａ10=9.684E-03,Ａ12=-1.055E-02,Ａ14=5.032E-03,Ａ16=-6.710E-04
第２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-6.691E-02,Ａ6=-2.916E-02,Ａ8=-8.868E-03,
　Ａ10=1.548E-02,Ａ12=3.994E-02,Ａ14=-4.925E-02,Ａ16=1.734E-02
第３面
　ｋ=0.000,Ａ4=-7.488E-02,Ａ6=-1.912E-02,Ａ8=-6.041E-02,
　Ａ10=1.502E-01,Ａ12=-7.925E-02,Ａ14=1.589E-03,Ａ16=7.000E-03
第４面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.569E-02,Ａ6=-7.574E-02,Ａ8=1.218E-01,
　Ａ10=-9.810E-02,Ａ12=9.445E-03,Ａ14=2.847E-02,Ａ16=-1.049E-02
第５面
　ｋ=0.000,Ａ4=1.285E-01,Ａ6=-1.224E-01,Ａ8=1.366E-01,
　Ａ10=-1.031E-01,Ａ12=-2.725E-02,Ａ14=8.106E-02,Ａ16=-2.887E-02
第６面
　ｋ=0.000,Ａ4=5.791E-02,Ａ6=-2.348E-02,Ａ8=2.772E-03,
　Ａ10=4.828E-03,Ａ12=-9.735E-03,Ａ14=1.406E-02,Ａ16=-3.998E-03
第７面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.189E-01,Ａ6=5.063E-03,Ａ8=-1.046E-02,
　Ａ10=1.359E-03,Ａ12=-9.423E-04,Ａ14=3.641E-03,Ａ16=-1.316E-03
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第８面
　ｋ=0.000,Ａ4=-8.514E-02,Ａ6=-9.069E-03,Ａ8=5.478E-04,
　Ａ10=1.167E-03,Ａ12=8.254E-05,Ａ14=-5.007E-05,Ａ16=-4.482E-05
第９面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.123E-02,Ａ6=3.968E-03,Ａ8=-1.517E-03,
　Ａ10=-3.192E-04,Ａ12=9.384E-05,Ａ14=3.503E-06,Ａ16=4.323E-05
第１０面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.110E-01,Ａ6=2.878E-02,Ａ8=-8.182E-03,
　Ａ10=1.074E-03,Ａ12=5.791E-05,Ａ14=3.028E-05,Ａ16=-2.305E-05
第１１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-9.515E-02,Ａ6=1.817E-02,Ａ8=-1.045E-03,
　Ａ10=1.014E-04,Ａ12=-1.021E-04,Ａ14=2.363E-05,Ａ16=-8.053E-06
第１２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.547E-02,Ａ6=5.453E-03,Ａ8=-2.136E-04,
　Ａ10=-5.780E-05,Ａ12=7.868E-06,Ａ14=-6.854E-07,Ａ16=2.237E-08
【００７３】
　　f1=7.36mm
　　f2=4.12mm
　　f3=-6.70mm
　　f4=-99.75mm
　　f5=-6.04mm
　　f6=20.47mm
　　f45=-6.10mm
　　F1=4.77mm
【００７４】
　各条件式の値を以下に示す。
　　F1/f=0.91
　　f1/f2=1.79
　　f3/F1=-1.40
　　D12/D23=3.73
　　f45/f=-1.16
　　f6/f=3.91
　　f45/f6=-0.30
　　R6r/f=1.14
　このように、本数値実施例５に係る撮像レンズは上記各条件式を満足する。第１レンズ
Ｌ１の物体側の面から像面ＩＭまでの光軸上の距離（フィルタ１０は空気換算長）は５．
９３ｍｍであり、撮像レンズの小型化が図られている。
【００７５】
　図１４は、数値実施例５の撮像レンズについて、像高比Ｈに対応する横収差を示したも
のであり、図１５は、球面収差（ｍｍ）、非点収差（ｍｍ）、および歪曲収差（％）をそ
れぞれ示したものである。図１４および図１５に示されるように、本数値実施例５に係る
撮像レンズによっても諸収差が良好に補正される。
【００７６】
数値実施例６
　基本的なレンズデータを以下に示す。
f=4.81mm、Fno=2.4、ω=32.0°
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　　ｍｍ
面データ
　面番号ｉ　　　　　　ｒ　　　　 ｄ　　　　ｎｄ　　νｄ
　（物面）　　　　　　∞　　　　 ∞
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　　　1*　　　　　 1.842　　　0.575　　　1.5346　　56.1(=νd1)
　　　2*（絞り）　 7.266　　　0.335(=D12)
　　　3*　　　　　-4.093　　　0.388　　　1.5346　　56.1(=νd2)
　　　4*　　　　　-1.804　　　0.050(=D23)
　　　5*　　　　　-3.756　　　0.529　　　1.6355　　23.9(=νd3)
　　　6*　　　　　14.204　　　0.250
　　　7*　　　　　 8.100　　　0.412　　　1.5346　　56.1(=νd4)
　　　8*　　　　　 4.557　　　0.287
　　　9*　　　　　 4.075　　　0.832　　　1.6142　　26.0(=νd5)
　　 10*　　　　　 3.525　　　0.137
　　 11*　　　　　 2.845　　　1.160　　　1.5346　　56.1(=νd6)
　　 12*　　　　　 2.837(=R6r)0.250
　　 13 　　　　　　　∞　　　0.200　　　1.5168　　64.2
　　 14 　　　　　　　∞　　　0.598
　（像面）　　　　　　∞
【００７７】
非球面データ
第１面
　ｋ=0.000,Ａ4=2.565E-03,Ａ6=-7.583E-03,Ａ8=5.292E-03,
　Ａ10=7.267E-03,Ａ12=-1.791E-02,Ａ14=8.414E-03,Ａ16=-1.337E-03
第２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-8.223E-03,Ａ6=-1.262E-02,Ａ8=7.831E-03,
　Ａ10=6.333E-03,Ａ12=-9.244E-04,Ａ14=-2.581E-02,Ａ16=2.177E-02
第３面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.651E-02,Ａ6=1.536E-01,Ａ8=-3.153E-01,
　Ａ10=4.294E-01,Ａ12=-2.195E-01,Ａ14=-2.262E-02,Ａ16=4.223E-02
第４面
　ｋ=0.000,Ａ4=1.180E-01,Ａ6=-1.005E-01,Ａ8=1.029E-01,
　Ａ10=-6.200E-02,Ａ12=4.647E-02,Ａ14=-3.884E-02,Ａ16=3.229E-03
第５面
　ｋ=0.000,Ａ4=6.450E-02,Ａ6=-1.594E-01,Ａ8=1.428E-01,
　Ａ10=-6.683E-02,Ａ12=-7.350E-02,Ａ14=1.102E-01,Ａ16=-5.785E-02
第６面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.423E-02,Ａ6=-2.042E-03,Ａ8=-8.354E-03,
　Ａ10=1.835E-02,Ａ12=-3.205E-03,Ａ14=-6.587E-03,Ａ16=2.947E-03
第７面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.452E-02,Ａ6=-1.950E-04,Ａ8=6.967E-03,
　Ａ10=5.352E-03,Ａ12=-1.721E-03,Ａ14=3.532E-04,Ａ16=-7.046E-05
第８面
　ｋ=0.000,Ａ4=-9.743E-02,Ａ6=7.161E-03,Ａ8=2.532E-05,
　Ａ10=3.199E-04,Ａ12=4.700E-06,Ａ14=-3.275E-05,Ａ16=2.530E-04
第９面
　ｋ=0.000,Ａ4=-4.425E-02,Ａ6=-2.570E-02,Ａ8=4.511E-03,
　Ａ10=-3.120E-04,Ａ12=-3.774E-03,Ａ14=1.613E-03,Ａ16=-4.085E-04
第１０面
　ｋ=0.000,Ａ4=-6.716E-02,Ａ6=4.534E-03,Ａ8=-2.137E-03,
　Ａ10=-5.641E-06,Ａ12=1.019E-04,Ａ14=2.893E-06,Ａ16=9.273E-07
第１１面
　ｋ=0.000,Ａ4=-1.273E-01,Ａ6=6.786E-03,Ａ8=2.283E-03,
　Ａ10=1.014E-04,Ａ12=-7.450E-06,Ａ14=-5.377E-06,Ａ16=-3.593E-07
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第１２面
　ｋ=0.000,Ａ4=-5.471E-02,Ａ6=1.899E-03,Ａ8=6.800E-04,
　Ａ10=-1.062E-04,Ａ12=2.142E-06,Ａ14=1.033E-07,Ａ16=-9.696E-09
【００７８】
　　f1=4.45mm
　　f2=5.70mm
　　f3=-4.62mm
　　f4=-20.32mm
　　f5=-100.17mm
　　f6=38.10mm
　　f45=-15.73mm
　　F1=5.27mm
【００７９】
　各条件式の値を以下に示す。
　　F1/f=1.10
　　f1/f2=0.78
　　f3/F1=-0.88
　　D12/D23=6.70
　　f45/f=-3.27
　　f6/f=7.93
　　f45/f6=-0.41
　　R6r/f=0.59
　このように、本数値実施例６に係る撮像レンズは条件式（１２）を除く上記各条件式を
満足する。第１レンズＬ１の物体側の面から像面ＩＭまでの光軸上の距離（フィルタ１０
は空気換算長）は５．９３ｍｍであり、撮像レンズの小型化が図られている。
【００８０】
　図１７は、数値実施例６の撮像レンズについて、像高比Ｈに対応する横収差を示したも
のであり、図１８は、球面収差（ｍｍ）、非点収差（ｍｍ）、および歪曲収差（％）をそ
れぞれ示したものである。図１７および図１８に示されるように、本数値実施例６に係る
撮像レンズによっても諸収差が良好に補正される。
【００８１】
　以上説明した本実施の形態に係る撮像レンズによれば、７０°以上の広い画角（２ω）
を実現することができる。ちなみに上述の数値実施例１～６に係る撮像レンズは５９．６
°～７２．０°の広い画角を有する。本実施の形態に係る撮像レンズによれば、従来の撮
像レンズよりも広い範囲を撮影することが可能となる。
【００８２】
　また近年では、撮像レンズを通じて得られた画像の任意の領域を画像処理によって拡大
するデジタルズーム技術の進歩により、高画素の撮像素子と高解像度の撮像レンズとが組
み合わせられることが多くなってきた。こうした高画素の撮像素子では各画素の受光面積
が減少するため、撮影した画像が暗くなる傾向にある。これを補正するための方法として
、電気回路を用いて撮像素子の受光感度を向上させる方法がある。しかしながら、受光感
度が上がると画像の形成に直接寄与しないノイズ成分も増幅されてしまうため、新たにノ
イズ低減のための回路が必要になる。数値実施例１～６の撮像レンズのＦｎｏは２．４と
小さな値になっている。本実施の形態に係る撮像レンズによれば、上記電気回路等を設け
なくても十分に明るい画像を得ることができる。
【００８３】
　したがって、上記実施の形態に係る撮像レンズを携帯電話機、携帯情報端末、およびス
マートフォン等の携帯機器に内蔵されるカメラや、デジタルスティルカメラ、セキュリテ
ィカメラ、車載カメラ、ネットワークカメラ等の撮像光学系に適用した場合、当該カメラ
の高機能化と小型化の両立を図ることができる。
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【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明は、携帯電話機、スマートフォン、携帯情報端末等の携帯機器に内蔵されるカメ
ラ、デジタルスティルカメラ、セキュリティカメラ、車載カメラ、ネットワークカメラ等
の比較的小型のカメラに組み込まれる撮像レンズに適用することができる。
【符号の説明】
【００８５】
　Ｇ１　　第１レンズ群
　Ｇ２　　第２レンズ群
　ＳＴ　　開口絞り
　Ｌ１　　第１レンズ
　Ｌ２　　第２レンズ
　Ｌ３　　第３レンズ
　Ｌ４　　第４レンズ
　Ｌ５　　第５レンズ
　Ｌ６　　第６レンズ
　１０　　フィルタ

【図１】 【図２】

【図３】
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