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(57)【要約】
【課題】本発明は、小型であって明るいＦナンバーであ
る撮像光学系、この撮影光学系を備える撮像装置および
デジタル機器を提供する。
【解決手段】本発明の撮像光学系１は、光学像を電気的
な信号に変換する固体撮像素子の受光面上に前記光学像
を結像させるための撮像光学系１であって、物体側から
像側へ順に、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けた第
１レンズ１１と、負の屈折力を有し像側に凸面を向けた
第２レンズ１２と、正の屈折力を有する第３レンズ１３
と、負の屈折力を有し像側に凹面を向けた第４レンズ１
４と、負の屈折力を有する第５レンズ１５とからなり、
第１および第２レンズ１１、１２における近軸での合成
焦点距離をｆ１２とし、全系１の焦点距離をｆとする場
合に、０．５＜ｆ１２／ｆ＜１．３を満たす。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学像を電気的な信号に変換する固体撮像素子の受光面上に前記光学像を結像させるた
めの撮像光学系であって、
　物体側から像側へ順に、
　正の屈折力を有し物体側に凸面を向けた第１レンズと、
　負の屈折力を有し像側に凸面を向けた第２レンズと、
　正の屈折力を有する第３レンズと、
　負の屈折力を有し像側に凹面を向けた第４レンズと、
　負の屈折力を有する第５レンズとからなり、
　下記（１）の条件式を満たすこと
　を特徴とする撮像光学系。
　０．５＜ｆ１２／ｆ＜１．３　　　・・・（１）
　　ただし、
　　　ｆ１２；第１および第２レンズにおける近軸での合成焦点距離
　　　ｆ：前記撮像光学系全系の焦点距離
【請求項２】
　前記第３レンズは、下記（２）の条件式を満たすこと
　を特徴とする請求項１に記載の撮像光学系。
　１．５＜ｆ３／ｆ　　　・・・（２）
　　ただし、
　　　ｆ３；第３レンズにおける近軸での焦点距離
【請求項３】
　前記第２レンズと第３レンズとの間隔は、下記（３）の条件式を満たすこと
　を特徴とする請求項１または請求項２に記載の撮像光学系。
　０．１＜ｄ４／ｆ＜０．２　　　・・・（３）
　　ただし、
　　　ｄ４；第２レンズと第３レンズとの光軸上での間隔
【請求項４】
　前記第２レンズは、下記（４）の条件式を満たすこと
　を特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の撮像光学系。
　ｒ３／ｆ＜－０．９５　　　・・・（４）
　　ただし、
　　　ｒ３；第２レンズの物体側面における曲率半径
【請求項５】
　前記第２レンズは、下記（５）の条件式を満たすこと
　を特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の撮像光学系。
　ｒ４／ｆ＜－１０　　　・・・（５）
　　ただし、
　　　ｒ４；第２レンズの像側面における曲率半径
【請求項６】
　前記第４レンズは、下記（６）の条件式を満たすこと
　を特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の撮像光学系。
　ｒ８／ｆ＜０．５　　　・・・（６）
　　ただし、
　　　ｒ８；第４レンズの像側面における曲率半径
【請求項７】
　前記第４レンズと第５レンズとの間隔は、下記（７）の条件式を満たすこと
　を特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の撮像光学系。
　０．１＜ｄ８／ｆ＜０．３　　　・・・（７）
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　　ただし、
　　　ｄ８；第４レンズと第５レンズとの光軸上での間隔
【請求項８】
　前記第１レンズの物体側に開口絞りをさらに備えること
　を特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の撮像光学系。
【請求項９】
　前記第１ないし第５レンズは、樹脂材料製レンズであること
　を特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載の撮像光学系。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載の撮像光学系と、
　光学像を電気的な信号に変換する撮像素子とを備え、
　前記撮像光学系が前記撮像素子の受光面上に物体の光学像を形成可能とされていること
　を特徴とする撮像装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の撮像装置と、
　前記撮像装置に被写体の静止画撮影および動画撮影の少なくとも一方の撮影を行わせる
制御部とを備え、
　前記撮像装置の撮像光学系が、前記撮像素子の撮像面上に前記被写体の光学像を形成可
能に組み付けられていること
　を特徴とするデジタル機器。
【請求項１２】
　携帯端末から成ることを特徴とする請求項１１に記載のデジタル機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像光学系に関し、特に、ＣＣＤ型イメージセンサやＣＭＯＳ型イメージセ
ンサ等の固体撮像素子に好適に適用される撮像光学系に関する。そして、本発明は、この
撮影光学系を備える撮像装置およびこの撮像装置を搭載したデジタル機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅｄ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）型イメージセンサや
ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ）型イメージセンサ等の固体撮像素子を用いた撮像素子の高性能化や小型化が伸
展し、これに伴って、このような撮像素子を用いた撮像装置を備えた携帯電話や携帯情報
端末等のデジタル機器が普及しつつある。また、これらの撮像装置に搭載される、前記固
体撮像素子の受光面上に物体の光学像を形成（結像）するための撮像光学系（撮像レンズ
）には、さらなる小型化や高性能化への要求が高まっている。前記高性能化の点では、固
体撮像素子の小型化に伴いその１画素の開口面積がより小さいことから、特に、より明る
いＦナンバーが望まれている。このような撮像光学系において、３枚構成あるいは４枚構
成の光学系に較べて、より高性能化が可能であることから、５枚構成の光学系が提案され
ている。
【０００３】
　このような撮像光学系は、例えば、特許文献１および特許文献２に開示されている。こ
の特許文献１および特許文献２に開示の撮像レンズは、物体側から像側へ順に、正の屈折
力を有する第１レンズと、負の屈折力を有する第２レンズと、正の屈折力を有する第３レ
ンズと、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レンズとからなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１２／１４７４８２号明細書
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【特許文献２】特開２０１０－２５６６０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記特許文献１に開示の撮像レンズは、第１および第２レンズの屈折力が、
小型化および明るいＦナンバー化の観点では、必ずしも最適化されておらず、全長の短縮
化、すなわち小型化を充分に達成できていなかった。また、前記特許文献２に開示の撮像
レンズも、第１および第２レンズの屈折力が、小型化および明るいＦナンバー化の観点で
は、必ずしも最適化されておらず、充分に明るいＦナンバーを達成できていない。
【０００６】
　本発明は、上述の事情に鑑みて為された発明であり、その目的は、小型であって明るい
Ｆナンバーである撮像光学系を提供することである。そして、本発明の他の目的は、この
撮影光学系を備える撮像装置およびこの撮像装置を搭載したデジタル機器を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記技術的課題を解決するために、以下のような構成を有する撮像光学系、
撮像装置およびデジタル機器を提供するものである。なお、以下の説明において使用され
ている用語は、本明細書において、次の通りに定義されているものとする。
（ａ）屈折率は、ｄ線の波長（５８７．５６ｎｍ）に対する屈折率である。
（ｂ）アッベ数は、ｄ線、Ｆ線（波長４８６．１３ｎｍ）、Ｃ線（波長６５６．２８ｎｍ
）に対する屈折率を各々ｎｄ、ｎＦ、ｎＣとし、アッベ数をνｄとした場合に、
νｄ＝（ｎｄ－１）／（ｎＦ－ｎＣ）
の定義式で求められるアッベ数νｄをいうものとする。
（ｃ）レンズについて、「凹」、「凸」または「メニスカス」という表記を用いた場合、
これらは光軸近傍（レンズの中心付近）でのレンズ形状を表しているものとする。
（ｄ）接合レンズを構成している各単レンズにおける屈折力（光学的パワー、焦点距離の
逆数）の表記は、単レンズのレンズ面の両側が空気である場合におけるパワーである。
（ｅ）複合型非球面レンズに用いる樹脂材料は、基板ガラス材料の付加的機能しかないた
め、単独の光学部材として扱わず、基板ガラス材料が非球面を有する場合と同等の扱いと
し、レンズ枚数も１枚として取り扱うものとする。そして、レンズ屈折率も基板となって
いるガラス材料の屈折率とする。複合型非球面レンズは、基板となるガラス材料の上に薄
い樹脂材料を塗布して非球面形状としたレンズである。
【０００８】
　本発明の一態様にかかる撮像光学系は、光学像を電気的な信号に変換する固体撮像素子
の受光面上に前記光学像を結像させるための撮像光学系であって、物体側から像側へ順に
、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けた第１レンズと、負の屈折力を有し像側に凸面を
向けた第２レンズと、正の屈折力を有する第３レンズと、負の屈折力を有し像側に凹面を
向けた第４レンズと、負の屈折力を有する第５レンズとからなり、下記（１）の条件式を
満たすことを特徴とする。
０．５＜ｆ１２／ｆ＜１．３　　　・・・（１）
ただし、ｆ１２は、第１および第２レンズにおける近軸での合成焦点距離であり、ｆは、
前記撮像光学系全系の焦点距離である。
【０００９】
　この構成によれば、小型で良好に諸収差を補正した撮像光学系を得ることができる。す
なわち、このような撮像光学系は、物体側より順に、第１および第２レンズからなる全体
として正の屈折力を持つレンズ群と、第３ないし第５レンズからなる全体として負の屈折
力を持つレンズ群とを配置する、いわゆるテレフォトタイプのレンズ構成であるので、撮
像光学系全長の小型化に有利である。このような撮像光学系は、正の屈折力を持つ第１レ
ンズを物体側に凸面を向けることで前記全長の短縮に有利となり、また、第４レンズを像
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側に凹面を向けることでさらに前記全長の短縮に有利である。そして、このような撮像光
学系は、５枚のレンズのうち３枚のレンズを負レンズとすることで、発散作用を有する面
をより多くすることができ、この結果、ペッツバール和の補正が容易となり、画面周辺部
まで良好な結像性能を確保することができる。
【００１０】
　条件式（１）は、第１および第２レンズの屈折力を適切に設定し前記全長の短縮化と大
口径化（明るいＦナンバー化）とを同時に達成するために収差を適切に補正するための条
件式である。このような撮像光学系は、前記条件式（１）の下限を上回ることで、正レン
ズの屈折力が強くなり過ぎず、前記全長を短縮しつつ、軸上色収差をはじめ諸収差を負レ
ンズで補正することが可能となる。一方、このような撮像光学系は、前記条件式（１）の
上限を下回ることで、負レンズの屈折力が強くなり過ぎず、前記全長を短縮しつつ、軸上
色収差をはじめ諸収差を過補正することを防止することが可能となる。
【００１１】
　ここで、小型とは、本明細書では、撮像光学系全体の中で最も物体側のレンズにおける
レンズ面から、像側焦点までの光軸上での距離をＴＬとし、撮像面対角線長（例えば固体
撮像素子等における矩形実効画素領域の対角線長）を２Ｙとした場合に、ＴＬ／２Ｙ＜０
．９５を満たすことをいい、より望ましくはＬ／２Ｙ＜０．８５を満たすことであり、さ
らにより望ましくはＬ／２Ｙ＜０．８を満たすことである。像側焦点とは、光軸と平行な
平行光線が撮像光学系に入射した場合の像点をいう。また、撮像光学系の最も像側の面と
像側焦点との間に、例えば、光学的ローパスフィルタ、赤外線カットフィルタまたは固定
撮像素子パッケージのシールガラス等の平行平板の部材が配置される場合には、この平行
平板部材は、空気換算距離として前記式を計算するものとする。また、明るいＦナンバー
とは、Ｆナンバーが２．８以下であることをいい、より望ましくは、２．４以下であり、
さらに望ましくは、２．０以下である。
【００１２】
　また、本発明の他の一態様では、上述の撮像光学系において、前記第３レンズは、下記
（２）の条件式を満たすことを特徴とする。
１．５＜ｆ３／ｆ　　　・・・（２）
ただし、ｆ３は、第３レンズにおける近軸での焦点距離である。
【００１３】
　条件式（２）は、第３レンズの焦点距離を適切に設定し前記全長の短縮化と製造誤差が
発生しても性能劣化に強い光学系とを達成するための条件式である。このような撮像光学
系は、前記条件式（２）の値が下限を上回ることで第３レンズの正の屈折力が強くなり過
ぎず、製造の際における組み付け誤差等が発生した場合でも、性能の劣化を小さくするこ
とができる。
【００１４】
　また、本発明の他の一態様では、これら上述の撮像光学系において、前記第２レンズと
第３レンズとの間隔は、下記（３）の条件式を満たすことを特徴とする。
０．１＜ｄ４／ｆ＜０．２　　　・・・（３）
ただし、ｄ４は、第２レンズと第３レンズとの光軸上での間隔である。
【００１５】
　条件式（３）は、第２レンズと第３レンズとの間隔を適切に設定するための条件式であ
る。このような撮像光学系は、前記条件式（３）の下限を上回ることで、第２レンズで光
線を跳ね上げ第３レンズに光線を入射させることができ、前記全長の短縮化が可能となる
。一方、このような撮像光学系は、前記条件式（３）の上限を下回ることで前記全長の短
縮化が可能となる。
【００１６】
　また、本発明の他の一態様では、これら上述の撮像光学系において、前記第２レンズは
、下記（４）の条件式を満たすことを特徴とする。
ｒ３／ｆ＜－０．９５　　　・・・（４）
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ただし、ｒ３は、第２レンズの物体側面における曲率半径である。
【００１７】
　このような撮像光学系は、前記条件式（４）を満足することで、第２レンズの物体側面
の屈折力が強くなり過ぎず、製造の際における第１レンズと第２レンズとの相対的な軸ズ
レが発生した場合でも、劣化の小さい良好な像を得ることができる。
【００１８】
　また、本発明の他の一態様では、これら上述の撮像光学系において、前記第２レンズは
、下記（５）の条件式を満たすことを特徴とする。
ｒ４／ｆ＜－１０　　　・・・（５）
ただし、ｒ４は、第２レンズの像側面における曲率半径である。
【００１９】
　このような撮像光学系は、前記条件式（５）を満足することで、第２レンズの像側面の
屈折力が強くなり過ぎず、製造の際における第２レンズと第３レンズの相対的な軸ズレが
発生した場合でも、劣化の小さい良好な像を得ることができる。
【００２０】
　また、本発明の他の一態様では、これら上述の撮像光学系において、前記第４レンズは
、下記（６）の条件式を満たすことを特徴とする。
ｒ８／ｆ＜０．５　　　・・・（６）
ただし、ｒ８は、第４レンズの像側面における曲率半径である。
【００２１】
　このような撮像光学系は、前記条件式（６）を満足することで、強い発散面が得られ、
前記全長の短縮化が可能となるとともにペッツバール和を小さくすることができ、画面周
辺部まで良好な結像性能を確保することができる。
【００２２】
　また、本発明の他の一態様では、これら上述の撮像光学系において、前記第４レンズと
第５レンズとの間隔は、下記（７）の条件式を満たすことを特徴とする。
０．１＜ｄ８／ｆ＜０．３　　　・・・（７）
ただし、ｄ８は、第４レンズと第５レンズとの光軸上での間隔である。
【００２３】
　条件式（７）は、第４レンズと第５レンズとの空気間隔を適切に設定し撮像光学系全長
の短縮化と収差補正とを適切に達成するための条件式である。このような撮像光学系は、
前記条件式（７）の値が上限を下回ることで、第４レンズで光線を跳ね上げ第５レンズに
光線を入射させることができ、前記全長の短縮化が可能となる。一方、このような撮像光
学系は、前記条件式（７）の上限を下回ることで前記全長の短縮化が可能となる。
【００２４】
　また、本発明の他の一態様では、これら上述の撮像光学系において、前記第１レンズの
物体側に開口絞りをさらに備えることを特徴とする。
【００２５】
　このような撮像光学系は、射出瞳位置を撮像素子から離すことができるため、テレセン
トリック特性を高めることができる。
【００２６】
　また、本発明の他の一態様では、これら上述の撮像光学系において、前記第１ないし第
５レンズは、樹脂材料製レンズであることを特徴とする。
【００２７】
　近年では、固体撮像装置全体の小型化を目的とし、同じ画素数の固体撮像素子であって
も、画素ピッチが小さく、結果として撮像面サイズ（受光面サイズ）の小さいものが開発
されている。このような撮像面サイズの小さい固体撮像素子向けの撮像光学系は、全系の
焦点距離を比較的短くする必要があるため、各レンズの曲率半径や外径がかなり小さくな
ってしまう。したがって、このような撮像光学系は、手間のかかる研磨加工によって製造
するガラスレンズと比較すると、全てのレンズを、射出成形により製造される樹脂材料製
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レンズで構成することによって、曲率半径や外径の小さなレンズであっても安価に大量生
産が可能となる。
【００２８】
　また、本発明の他の一態様にかかる撮像装置は、これら上述のいずれかの撮像光学系と
、光学像を電気的な信号に変換する撮像素子とを備え、前記撮像光学系が前記撮像素子の
受光面上に物体の光学像を形成可能とされていることを特徴とする。
【００２９】
　この構成によれば、小型でありながら、明るいＦナンバーを実現した５枚のレンズ構成
の撮像光学系を用いた撮像装置を提供することができる。したがって、このような撮像装
置は、小型であって、光学像を撮像素子の受光面上に明るく形成することができる。
【００３０】
　また、本発明の他の一態様にかかるデジタル機器は、上述の撮像装置と、前記撮像装置
に被写体の静止画撮影および動画撮影の少なくとも一方の撮影を行わせる制御部とを備え
、前記撮像装置の撮像光学系が、前記撮像素子の撮像面上に前記被写体の光学像を形成可
能に組み付けられていることを特徴とする。そして、好ましくは、デジタル機器は、携帯
端末から成る。
【００３１】
　この構成によれば、小型でありながら、明るいＦナンバーを実現した５枚のレンズ構成
の撮像光学系を用いたデジタル機器や携帯端末を提供することができる。したがって、こ
のようなデジタル機器や携帯端末は、小型であって、光学像を撮像素子の受光面上に明る
く形成することができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明にかかる撮像光学系は、５枚のレンズ構成であって、小型でありながらも明るい
Ｆナンバーを実現することができる。そして、本発明によれば、このような撮像光学系を
用いた撮像装置およびデジタル機器の提供が可能となる。したがって、このような撮像装
置やデジタル機器や携帯端末は、小型であって、光学像を撮像素子の受光面上に明るく形
成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】実施形態における撮像光学系の説明のための、その構成を模式的に示したレンズ
断面図である。
【図２】主光線の像面入射角の定義を示す模式図である。
【図３】実施形態におけるデジタル機器の構成を示すブロック図である。
【図４】デジタル機器の一実施形態を示すカメラ付携帯電話機の外観構成図である。
【図５】実施例１の撮像光学系におけるレンズの配列を示す断面図である。
【図６】実施例２の撮像光学系におけるレンズの配列を示す断面図である。
【図７】実施例３の撮像光学系におけるレンズの配列を示す断面図である。
【図８】実施例４の撮像光学系におけるレンズの配列を示す断面図である。
【図９】実施例５の撮像光学系におけるレンズの配列を示す断面図である。
【図１０】実施例６の撮像光学系におけるレンズの配列を示す断面図である。
【図１１】実施例７の撮像光学系におけるレンズの配列を示す断面図である。
【図１２】実施例１における撮像光学系の収差図である。
【図１３】実施例２における撮像光学系の収差図である。
【図１４】実施例３における撮像光学系の収差図である。
【図１５】実施例４における撮像光学系の収差図である。
【図１６】実施例５における撮像光学系の収差図である。
【図１７】実施例６における撮像光学系の収差図である。
【図１８】実施例７における撮像光学系の収差図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３４】
　以下、本発明にかかる実施の一形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同
一の符号を付した構成は、同一の構成であることを示し、適宜、その説明を省略する。ま
た、接合レンズにおけるレンズ枚数は、接合レンズ全体で１枚ではなく、接合レンズを構
成する単レンズの枚数で表すこととする。
【００３５】
　＜実施の一形態の撮像光学系の説明＞
　図１は、実施形態における撮像光学系の説明のための、その構成を模式的に示したレン
ズ断面図である。図２は、主光線の像面入射角の定義を示す模式図である。なお、以下に
おいて、主光線の像面入射角は、図２に示すように、撮像面への入射光線のうち最大画角
の主光線の、像面に立てた垂線に対する角度（ｄｅｇ、度）αであり、像面入射角αは、
射出瞳位置が像面より物体側にある場合の主光線角度を正方向とする。
【００３６】
　図１において、この撮像光学系１は、光学像を電気的な信号に変換する撮像素子１８の
受光面上に、物体（被写体）の光学像を結像させて形成するものであって、物体側より像
側へ順に、複数のレンズから構成されて成る光学系である。図１に示す例では、撮像光学
系１は、第１ないし第５レンズ１１～１５の５枚のレンズから成り、正の屈折力を有し物
体側に凸面を向けた第１レンズ１１と、負の屈折力を有し像側に凸面を向けた第２レンズ
１２と、正の屈折力を有する第３レンズ１３と、負の屈折力を有し像側に凹面を向けた第
４レンズ１４と、負の屈折力を有する第５レンズ１５とから成る。撮像素子１８は、その
受光面が撮像光学系１の像面と略一致するように配置される（像面＝撮像面）。なお、図
１で例示した撮像光学系１は、後述する実施例１の撮像光学系１Ａ（図５）と同じ構成で
ある。
【００３７】
　そして、この撮像光学系１では、第１ないし第５レンズ１１～１５が全玉繰り出しで光
軸方向に移動することによってフォーカシングが行われる。
【００３８】
　より具体的には、図１に示す例では、第１レンズＬ１は、正の屈折力を有し、両面が凸
形状である両凸の正レンズであり、第２レンズＬ２は、負の屈折力を有し、像側に凸面を
向けるとともに物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズであり、第３レンズＬ３は、正
の屈折力を有し、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズであり、第４レンズＬ４は、
負の屈折力を有し、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズであり、そして、第５レンズ
Ｌ５は、負の屈折力を有し、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズである。このように
撮像光学系１では、その第１ないし第５レンズ１１～１５の屈折力は、正負正負負である
。
【００３９】
　第１ないし第５レンズ１１～１５は、それぞれ、両面が非球面である。そして、第１な
いし第５レンズ１１～１５は、それぞれ、例えばガラスモールドレンズであってもよく、
また例えば、プラスチック等の樹脂材料製レンズであってもよい。特に、加工性の観点か
ら、第１ないし第５レンズ１１～１５は、樹脂材料製レンズが好ましい。すなわち、近年
では、固体撮像装置全体の小型化を目的とし、同じ画素数の固体撮像素子であっても、画
素ピッチが小さく、結果として撮像面サイズ（受光面サイズ）の小さい素子が開発されて
いる。このような撮像面サイズの小さい固体撮像素子向けの撮像光学系は、全系の焦点距
離を比較的短くする必要があるため、各レンズの曲率半径や外径がかなり小さくなってし
まう。したがって、このような撮像光学系１は、手間のかかる研磨加工によって製造する
ガラスレンズと比較すると、全てのレンズを、射出成形により製造される樹脂材料製レン
ズで構成することによって、曲率半径や外径の小さなレンズであっても安価に大量生産が
可能となる。また、携帯端末に搭載する場合には軽量化や低コスト化の観点からも、第１
ないし第５レンズ１１～１５は、樹脂材料製レンズが好ましい。図１に示す例では、これ
ら第１ないし第５レンズ１１～１５は、樹脂材料製レンズである。
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【００４０】
　そして、この撮像光学系１は、第１および第２レンズ１１、１２における近軸での合成
焦点距離をｆ１２とし、撮像光学系１全系の焦点距離をｆとする場合に、下記（１）の条
件式を満たしている。
０．５＜ｆ１２／ｆ＜１．３　　　・・・（１）
　さらに、この撮像光学系１には、例えば開口絞り等の光学絞り１６が第１レンズ１１の
物体側に配置されている。この光学絞り１６は、好ましくは、開口絞りである。このよう
な撮像光学系１は、射出瞳位置を撮像素子１８から離すことができるため、テレセントリ
ック特性を高めることができる。
【００４１】
　またこの撮像光学系１の像側、すなわち、第５レンズ１５における像側には、フィルタ
１７や撮像素子１８が配置される。フィルタ１７は、平行平板状の光学素子であり、各種
光学フィルタや、撮像素子１８のカバーガラス（シールガラス）等を模式的に表したもの
である。使用用途、撮像素子、カメラの構成等に応じて、光学的ローパスフィルタ、赤外
線カットフィルタ等の光学フィルタを適宜に配置することが可能である。撮像素子１８は
、この撮像光学系１によって結像された被写体の光学像における光量に応じてＲ（赤）、
Ｇ（緑）、Ｂ（青）の各成分の画像信号に光電変換して所定の画像処理回路（不図示）へ
出力する素子である。撮像素子１８は、例えば、ＣＣＤ型イメージセンサやＣＭＯＳ型イ
メージセンサ等の固体撮像素子である。これらによって物体側の被写体の光学像が、撮像
光学系１によりその光軸ＡＸに沿って所定の倍率で撮像素子１８の受光面まで導かれ、撮
像素子１８によって前記被写体の光学像が撮像される。
【００４２】
　このような撮像光学系１は、小型で良好に諸収差を補正することができる。すなわち、
このような撮像光学系１は、物体側より順に、第１および第２レンズ１１、１２から成る
全体として正の屈折力を持つレンズ群と、第３ないし第５レンズ１３～１５から成る全体
として負の屈折力を持つレンズ群とを配置する、いわゆるテレフォトタイプのレンズ構成
であるので、撮像光学系１全長の小型化に有利である。このような撮像光学系１は、正の
屈折力を持つ第１レンズ１１を物体側に凸面を向けることで前記全長の短縮に有利となり
、また、第４レンズ１４を像側に凹面を向けることでさらに前記全長の短縮に有利である
。そして、このような撮像光学系１は、５枚のレンズのうち３枚のレンズを負レンズとす
ることで、発散作用を有する面をより多くすることができ、この結果、ペッツバール和の
補正が容易となり、画面周辺部まで良好な結像性能を確保することができる。
【００４３】
　そして、式ｆ１２／ｆは、撮像光学系１全系の焦点距離ｆに対する第１および第２レン
ズ１１、１２における近軸での合成焦点距離ｆ１２の割合、すなわち、全系の屈折力に対
する第１および第２レンズ１１、１２の屈折力の負担割合を示し、条件式（１）は、第１
および第２レンズ１１、１２の屈折力を適切に設定し前記全長の短縮化と大口径化（明る
いＦナンバー化）とを同時に達成するために収差を適切に補正するための条件式である。
このような撮像光学系１は、前記条件式（１）の下限を上回ることで、正レンズの屈折力
が強くなり過ぎず、前記全長を短縮しつつ、軸上色収差をはじめ諸収差を負レンズで補正
することが可能となる。一方、このような撮像光学系１は、前記条件式（１）の上限を下
回ることで、負レンズの屈折力が強くなり過ぎず、前記全長を短縮しつつ、軸上色収差を
はじめ諸収差を過補正することを防止することが可能となる。
【００４４】
　この観点から、条件式（１）は、好ましくは、下記条件式（１Ａ）であり、より好まし
くは、下記条件式（１Ｂ）である。
０．８＜ｆ１２／ｆ＜１．３　　　・・・（１Ａ）
０．８＜ｆ１２／ｆ＜１．１　　　・・・（１Ｂ）
　また、この撮像光学系１は、第３レンズ１３における近軸での焦点距離をｆ３とする場
合に、下記（２）の条件式を満たしている。
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１．５＜ｆ３／ｆ　　　・・・（２）
　この式ｆ３／ｆは、撮像光学系１全系の焦点距離ｆに対する第３レンズ１３における近
軸での焦点距離ｆ３の割合、すなわち、全系の屈折力に対する第３レンズ１３の屈折力の
負担割合を示し、条件式（２）は、第３レンズ１３の焦点距離ｆ１３を適切に設定し前記
全長の短縮化と製造誤差が発生しても性能劣化に強い光学系とを達成するための条件式で
ある。このような撮像光学系１は、前記条件式（２）の値が下限を上回ることで第３レン
ズ１３の正の屈折力が強くなり過ぎず、製造の際における組み付け誤差等が発生した場合
でも、性能の劣化を小さくすることができる。
【００４５】
　この観点から、条件式（２）は、好ましくは、下記条件式（２Ａ）であり、より好まし
くは、下記条件式（２Ｂ）である。
１．５＜ｆ３／ｆ＜２５　　　・・・（２Ａ）
１．５＜ｆ３／ｆ＜９　　　・・・（２Ｂ）
　また、この撮像光学系１は、第２レンズ１２と第３レンズ１３との光軸上での間隔をｄ
４とする場合に、第２レンズ１２と第３レンズ１３との間隔は、下記（３）の条件式を満
たしている。
０．１＜ｄ４／ｆ＜０．２　　　・・・（３）
　条件式（３）は、第２レンズ１２と第３レンズ１３との間隔ｄ４を適切に設定するため
の条件式である。このような撮像光学系１は、前記条件式（３）の下限を上回ることで、
第２レンズ１２で光線を跳ね上げ第３レンズ１３に光線を入射させることができ、前記全
長の短縮化が可能となる。一方、このような撮像光学系１は、前記条件式（３）の上限を
下回ることで前記全長の短縮化が可能となる。
【００４６】
　この観点から、条件式（３）は、好ましくは、下記条件式（３Ａ）であり、より好まし
くは、下記条件式（３Ｂ）である。
０．１＜ｄ４／ｆ＜０．１５　　　・・・（３Ａ）
０．１＜ｄ４／ｆ＜０．１３　　　・・・（３Ｂ）
　また、この撮像光学系１は、第２レンズ１２の物体側面における曲率半径をｒ３とする
場合に、第２レンズ１２は、下記（４）の条件式を満たしている。
ｒ３／ｆ＜－０．９５　　　・・・（４）
　式ｒ３／ｆは、撮像光学系１全系の屈折力に対する第２レンズ１２の物体側面における
屈折力の負担割合を示し、条件式（４）は、第２レンズ１２の物体側面における曲率半径
ｒ３を適切に設定し前記全長の短縮化と製造誤差が発生しても性能劣化に強い光学系とを
達成するための条件式である。このような撮像光学系１は、前記条件式（４）を満足する
ことで、第２レンズ１２の物体側面の屈折力が強くなり過ぎず、製造の際における第１レ
ンズ１１と第２レンズ１２との相対的な軸ズレが発生した場合でも、劣化の小さい良好な
像を得ることができる。
【００４７】
　この観点から、条件式（４）は、好ましくは、下記条件式（４Ａ）であり、より好まし
くは、下記条件式（４Ｂ）である。
ｒ３／ｆ＜－１　　　・・・（４Ａ）
－４＜ｒ３／ｆ＜－１　　　・・・（４Ｂ）
　また、この撮像光学系１は、第２レンズの像側面における曲率半径をｒ４とする場合に
、第２レンズ１２は、下記（５）の条件式を満たしている。
ｒ４／ｆ＜－１０　　　・・・（５）
　式ｒ４／ｆは、撮像光学系１全系の屈折力に対する第２レンズ１２の像側面における屈
折力の負担割合を示し、条件式（５）は、第２レンズ１２の像側面における曲率半径ｒ４
を適切に設定し前記全長の短縮化と製造誤差が発生しても性能劣化に強い光学系とを達成
するための条件式である。このような撮像光学系１は、前記条件式（５）を満足すること
で、第２レンズ１２の像側面の屈折力が強くなり過ぎず、製造の際における第２レンズ１
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２と第３レンズ１３の相対的な軸ズレが発生した場合でも、劣化の小さい良好な像を得る
ことができる。
【００４８】
　この観点から、条件式（５）は、好ましくは、下記条件式（５Ａ）であり、より好まし
くは、下記条件式（５Ｂ）である。
ｒ４／ｆ＜－１５　　　・・・（５Ａ）
ｒ４／ｆ＜－２０　　　・・・（５Ｂ）
　また、この撮像光学系１は、第４レンズ１４の像側面における曲率半径をｒ８とする場
合に、第４レンズ１４は、下記（６）の条件式を満たしている。
ｒ８／ｆ＜０．５　　　・・・（６）
　式ｒ８／ｆは、撮像光学系１全系の屈折力に対する第４レンズ１４の像側面における屈
折力の負担割合を示し、条件式（６）は、第４レンズ１４の像側面における曲率半径ｒ８
を適切に設定し前記全長の短縮化と周辺性能まで高い性能とを達成するための条件式であ
る。このような撮像光学系１は、前記条件式（６）を満足することで、強い発散面が得ら
れ、前記全長の短縮化が可能となるとともにペッツバール和を小さくすることができ、画
面周辺部まで良好な結像性能を確保することができる。
【００４９】
　この観点から、条件式（６）は、好ましくは、下記条件式（６Ａ）であり、より好まし
くは、下記条件式（６Ｂ）である。
０．３＜ｒ８／ｆ＜０．５　　　・・・（６Ａ）
０．３＜ｒ８／ｆ＜０．４　　　・・・（６Ｂ）
　また、この撮像光学系１は、第４レンズ１４と第５レンズ１５との光軸上での間隔をｄ
８とする場合に、第４レンズ１４と第５レンズ１５との間隔は、下記（７）の条件式を満
たしている。
０．１＜ｄ８／ｆ＜０．３　　　・・・（７）
　条件式（７）は、第４レンズ１４と第５レンズ１５との空気間隔を適切に設定し撮像光
学系１全長の短縮化と収差補正とを適切に達成するための条件式である。このような撮像
光学系１は、前記条件式（７）の値が上限を下回ることで、第４レンズ１４で光線を跳ね
上げ第５レンズ１５に光線を入射させることができ、前記全長の短縮化が可能となる。一
方、このような撮像光学系１は、前記条件式（７）の上限を下回ることで前記全長の短縮
化が可能となる。
【００５０】
　また、これら上述の撮像光学系１において、樹脂材料製レンズを用いる場合では、プラ
スチック（樹脂材料）中に最大長が３０ナノメートル以下の粒子を分散させた素材を用い
て成形したレンズであることが好ましい。
【００５１】
　一般に透明な樹脂材料に微粒子を混合させると、光が散乱し透過率が低下するので、光
学材料として使用することが困難であったが、微粒子の大きさを透過光束の波長よりも小
さくすることによって、光は、実質的に散乱しない。そして、樹脂材料は、温度上昇に伴
って屈折率が低下してしまうが、無機粒子は、逆に、温度上昇に伴って屈折率が上昇する
。このため、このような温度依存性を利用して互いに打ち消し合うように作用させること
で、温度変化に対して屈折率変化がほとんど生じないようにすることができる。より具体
的には、母材となる樹脂材料に最大長で３０ナノメートル以下の無機微粒子を分散させる
ことによって、屈折率の温度依存性を低減した樹脂材料となる。例えば、アクリルに酸化
ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）の微粒子を分散させる。これら上述の撮像光学系１において、比較
的屈折力の大きなレンズ、またはすべてのレンズに、このような無機粒子を分散させた樹
脂材料を用いることにより、撮像光学系１全系の温度変化時の像点位置変動を小さく抑え
ることが可能となる。
【００５２】
　このような無機微粒子を分散させた樹脂材料製レンズは、以下のように成形されること
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が好ましい。
【００５３】
　屈折率の温度変化について説明すると、屈折率の温度変化ｎ（Ｔ）は、ローレンツ・ロ
ーレンツの式に基づいて、屈折率ｎを温度Ｔで微分することによって式Ｆａで表される。
ｎ（Ｔ）＝（（ｎ２＋２）×（ｎ２－１））／６ｎ×（－３α＋（１／［Ｒ］）×（∂［
Ｒ］／∂Ｔ））　　　・・・（Ｆａ）
ただし、αは、線膨張係数であり、［Ｒ］は、分子屈折である。
【００５４】
　樹脂材料の場合では、一般に、屈折率の温度依存性に対する寄与は、式Ｆａ中の第１項
に較べて第２項が小さく、ほぼ無視することができる。例えば、ＰＭＭＡ樹脂の場合では
、線膨張係数αは、７×１０－５であって、式Ｆａに代入すると、ｎ（Ｔ）＝－１２×１
０－５（／℃）となり、実測値と略一致する。
【００５５】
　具体的には、従来は、－１２×１０－５［／℃］程度であった屈折率の温度変化ｎ（Ｔ
）を、絶対値で８×１０－５［／℃］未満に抑えることが好ましい。さらに好ましくは、
絶対値で６×１０－５［／℃］未満にすることである。
【００５６】
　よって、このような樹脂材料としては、ポリオレフィン系の樹脂材料やポリカーボネイ
ト系の樹脂材料やポリエステル系の樹脂材料が好ましい。ポリオレフィン系の樹脂材料で
は、屈折率の温度変化ｎ（Ｔ）は、約－１１×１０－５（／℃）となり、ポリカーボネイ
ト系の樹脂材料では、屈折率の温度変化ｎ（Ｔ）は、約－１４×１０－５（／℃）となり
、そして、ポリエステル系の樹脂材料では、屈折率の温度変化ｎ（Ｔ）は、約－１３×１
０－５（／℃）となる。
【００５７】
　＜撮像光学系を組み込んだデジタル機器の説明＞
　次に、上述の撮像光学系１が組み込まれたデジタル機器について説明する。
【００５８】
　図３は、実施形態におけるデジタル機器の構成を示すブロック図である。デジタル機器
３は、例えば、図３に示すように、撮像機能のために、撮像部３０、画像生成部３１、画
像データバッファ３２、画像処理部３３、駆動部３４、制御部３５、記憶部３６およびイ
ンタフェース部（Ｉ／Ｆ部）３７を備える。デジタル機器３として、例えば、デジタルス
チルカメラ、ビデオカメラ、監視カメラ（モニタカメラ）、携帯電話機や携帯情報端末（
ＰＤＡ）等の携帯端末、パーソナルコンピュータおよびモバイルコンピュータが挙げられ
、これらの周辺機器（例えば、マウス、スキャナおよびプリンタなど）が含まれてもよい
。特に、本実施形態の撮像光学系１は、携帯電話機や携帯情報端末（ＰＤＡ）やタブレッ
ト端末（ＰＣ）等の携帯端末に搭載する上で充分にコンパクト化および低背化されており
、この携帯端末に好適に搭載される。
【００５９】
　撮像部３０は、撮像装置２１の一例であり、撮像レンズとして機能する図１に示したよ
うな撮像光学系１と、撮像素子１８と、前記撮像光学系１に含まれる、光軸方向にフォー
カスのためのレンズを駆動してフォーカシングを行うための図略のレンズ駆動装置等とを
備えて構成される。被写体からの光線は、撮像光学系１によって撮像素子１８の受光面上
に結像され、被写体の光学像となる。
【００６０】
　撮像素子１８は、上述したように、撮像光学系１により結像された被写体の光学像をＲ
，Ｇ，Ｂの色成分の電気信号（画像信号）に変換し、Ｒ，Ｇ，Ｂ各色の画像信号として画
像生成部３１に出力する。撮像素子１８は、制御部３５によって静止画あるいは動画のい
ずれか一方の撮像、または、撮像素子１８における各画素の出力信号の読出し（水平同期
、垂直同期、転送）等の撮像動作が制御される。また、撮像素子１８は、いわゆる裏面照
射型の固体撮像素子であってもよい。この裏面照射型の固体撮像素子は、受光部（ＰＮ接
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合等の光電変換を行う箇所）が配線層よりも撮像レンズ側に配置されている素子であり、
このため、前記受光部に到達する実質的な光量が従来構成の固体撮像素子よりも増加する
から、低輝度感度が向上する効果や斜め入射による周辺光量落ちを抑制する効果が極めて
大きい。
【００６１】
　画像生成部３１は、撮像素子１８からのアナログ出力信号に対し、増幅処理、デジタル
変換処理等を行うと共に、画像全体に対して適正な黒レベルの決定、γ補正、ホワイトバ
ランス調整（ＷＢ調整）、輪郭補正および色ムラ補正等の周知の画像処理を行って、画像
信号から画像データを生成する。画像生成部３１で生成された画像データは、画像データ
バッファ３２に出力される。
【００６２】
　画像データバッファ３２は、画像データを一時的に記憶するとともに、この画像データ
に対し画像処理部３３によって後述の処理を行うための作業領域として用いられるメモリ
であり、例えば、揮発性の記憶素子であるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）などで構成される。
【００６３】
　画像処理部３３は、画像データバッファ３２の画像データに対し、解像度変換等の所定
の画像処理を行う回路である。
【００６４】
　また、必要に応じて画像処理部３３は、撮像素子１８の受光面上に形成される被写体の
光学像における歪みを補正する公知の歪み補正処理等の、撮像光学系１では補正しきれな
かった収差を補正するように構成されてもよい。歪み補正は、収差によって歪んだ画像を
肉眼で見える光景と同様な相似形の略歪みのない自然な画像に補正するものである。この
ように構成することによって、撮像光学系１によって撮像素子１８へ導かれた被写体の光
学像に歪みが生じていたとしても、略歪みのない自然な画像を生成することが可能となる
。また、このような歪みを情報処理による画像処理で補正する構成では、特に、歪曲収差
を除く他の諸収差だけを考慮すればよいので、撮像光学系１の設計の自由度が増し、設計
がより容易となる。また、このような歪みを情報処理による画像処理で補正する構成では
、特に、像面に近いレンズによる収差負担が軽減されるため、射出瞳位置の制御が容易と
なり、レンズ形状を加工性の良い形状にすることができる。
【００６５】
　また、必要に応じて画像処理部３３は、撮像素子１８の受光面上に形成される被写体の
光学像における周辺照度落ちを補正する公知の周辺照度落ち補正処理を含んでもよい。本
実施形態の撮像光学系１では、撮像素子１８の略中央における入射角と撮像素子１８の周
辺における入射角との差は、小さく、周辺照度落ちが緩和されているが、デジタル機器３
は、このような周辺照度落ち補正処理をさらに備えることによって、より良好な画像を得
ることができる。周辺照度落ち補正（シェーディング補正）は、周辺照度落ち補正を行う
ための補正データを予め記憶しておき、撮影後の画像（画素）に対して補正データを乗算
することによって実行される。周辺照度落ちが主に撮像素子１８における感度の入射角依
存性、レンズの口径食およびコサイン４乗則等によって生じるため、前記補正データは、
これら要因によって生じる照度落ちを補正するような所定値に設定される。このように構
成することによって、撮像光学系１によって撮像素子１８へ導かれた被写体の光学像に周
辺照度落ちが生じていたとしても、周辺まで充分な照度を持った画像を生成することが可
能となる。
【００６６】
　なお、本実施形態では、撮像素子１８の撮像面における画素ピッチに対し、色フィルタ
やオンチップマイクロレンズアレイの配置のピッチを、シェーディングを軽減するように
僅かに小さく設定することによって、シェーディング補正が行われてもよい。このような
構成では、前記ピッチを僅かに小さく設定することによって、撮像素子１８における撮像
面の周辺部に行くほど各画素に対し色フィルタやオンチップマイクロレンズアレイが撮像
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光学系１の光軸側へシフトするため、斜入射の光束を効率的に各画素の受光部に導くこと
ができる。これにより撮像素子１８で発生するシェーディングが小さく抑えられる。
【００６７】
　駆動部３４は、制御部３５から出力される制御信号に基づいて図略の前記レンズ駆動装
置を動作させることによって、所望のフォーカシングを行わせるように撮像光学系１にお
けるフォーカスのためのレンズを駆動する。
【００６８】
　制御部３５は、例えばマイクロプロセッサおよびその周辺回路などを備えて構成され、
撮像部３０、画像生成部３１、画像データバッファ３２、画像処理部３３、駆動部３４、
記憶部３６およびＩ／Ｆ部３７の各部の動作をその機能に従って制御する。すなわち、こ
の制御部３５によって、撮像装置２１は、被写体の静止画撮影および動画撮影の少なくと
も一方の撮影を実行するよう制御される。
【００６９】
　記憶部３６は、被写体の静止画撮影または動画撮影によって生成された画像データを記
憶する記憶回路であり、例えば、不揮発性の記憶素子であるＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、書き換え可能な不揮発性の記憶素子であるＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＡＭ等を備えて構成される。つまり、記憶部３６は、静止画用お
よび動画用のメモリとしての機能を有する。
【００７０】
　Ｉ／Ｆ部３７は、外部機器と画像データを送受信するインタフェースであり、例えば、
ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）やＩＥＥＥ１３９４（Ｉｎｓｔｉ
ｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅ
ｅｒｓ　１３９４）などの規格に準拠したインタフェースである。
【００７１】
　このような構成のデジタル機器３の撮像動作に次について説明する。
【００７２】
　静止画を撮影する場合は、制御部３５は、撮像部３０（撮像装置２１）に静止画の撮影
を行わせるように制御すると共に、駆動部３４を介して撮像部３０の図略の前記レンズ駆
動装置を動作させ、全玉を移動させることによってフォーカシングを行う。これにより、
ピントの合った光学像が撮像素子１８の受光面に周期的に繰り返し結像され、Ｒ、Ｇ、Ｂ
の色成分の画像信号に変換された後、画像生成部３１に出力される。その画像信号は、画
像データバッファ３２に一時的に記憶され、画像処理部３３により画像処理が行われた後
、その画像信号に基づく画像がディスプレイ（不図示）に表示される。そして、撮影者は
、前記ディスプレイを参照することで、主被写体をその画面中の所望の位置に収まるよう
に調整することが可能となる。この状態でいわゆるシャッターボタン（不図示）が押され
ることによって、静止画用のメモリとしての記憶部３６に画像データが格納され、静止画
像が得られる。
【００７３】
　また、動画撮影を行う場合は、制御部３５は、撮像部３０に動画の撮影を行わせるよう
に制御する。後は、静止画撮影の場合と同様にして、撮影者は、前記ディスプレイ（不図
示）を参照することで、撮像部３０を通して得た被写体の像が、その画面中の所望の位置
に収まるように調整することができる。前記シャッターボタン（不図示）が押されること
によって、動画撮影が開始される。そして、動画撮影時、制御部３５は、撮像部３０に動
画の撮影を行わせるように制御すると共に、駆動部３４を介して撮像部３０の図略の前記
レンズ駆動装置を動作させ、フォーカシングを行う。これによって、ピントの合った光学
像が撮像素子１８の受光面に周期的に繰り返し結像され、Ｒ、Ｇ、Ｂの色成分の画像信号
に変換された後、画像生成部３１に出力される。その画像信号は、画像データバッファ３
２に一時的に記憶され、画像処理部３３により画像処理が行われた後、その画像信号に基
づく画像がディスプレイ（不図示）に表示される。そして、もう一度前記シャッターボタ
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ン（不図示）を押すことで、動画撮影が終了する。撮影された動画像は、動画用のメモリ
としての記憶部３６に導かれて格納される。
【００７４】
　このような構成では、小型でありながら、明るいＦナンバーを実現した５枚のレンズ構
成の撮像光学系１を用いた撮像装置２１およびデジタル機器３が提供される。特に、撮像
光学系１は、小型化および例えば明るさや収差補正等の高性能化が図られているので、小
型化（コンパクト化）を図りつつ高画素数の撮像素子１８を採用することができる。特に
、撮像光学系１が小型で高画素撮像素子に適用可能であるので、高画素化や高機能化が進
む携帯端末に好適である。その一例として、携帯電話機に撮像装置２１を搭載した場合に
ついて、以下に説明する。
【００７５】
　図４は、デジタル機器の一実施形態を示すカメラ付携帯電話機の外観構成図である。図
４（Ａ）は、携帯電話機の操作面を示し、図４（Ｂ）は、操作面の裏面、つまり背面を示
す。
【００７６】
　携帯電話機５は、例えば、図４に示すように、所定の情報を表示する表示部５１と、所
定の指示の入力を受け付ける入力操作部５２と、携帯電話網を用いて通信を行って電話機
能を実現する図略の通信部５３と、図３に示す各部３０～３７と、これら各部５１～５３
、３０～３７を収納する薄い板状の筐体ＨＳとを備えている。筐体ＨＳの一方主面（表面
）には、表示部５１における長方形の表示面が臨み、表示面の一方端側（下側）には、入
力操作部５２が配設されている。表示部５１の表示面には、前記表示面に指先あるいはペ
ンで触れることによって入力を受け付けるタッチパネルが備えられ、入力操作部５２で入
力することができない指示の入力が、タッチパネルと表示部５１に表示される情報と合わ
せることによって実現されている。例えば、表示部５１には、画像撮影モードの起動ボタ
ン、静止画撮影と動画撮影との切り替えを行う画像撮影ボタンおよびシャッタボタン等が
表示され、表示されたボタンの位置の表示面を触れることで、当該ボタンが示す指示が携
帯電話機５に入力される。なお、前記タッチパネルは、いわゆる静電容量方式等の公知の
方式のものであってよい。そして、筐体ＨＳの他方主面（裏面）には、撮像部３０（撮像
装置２１）が臨んでいる。
【００７７】
　このような携帯電話機５では、前記画像撮影モードの起動ボタンが操作されると、その
操作内容を表す制御信号が制御部３５へ出力され、制御部３５は、画像撮影の機能を起動
し、また、前記画像撮影ボタンが操作されると、その操作内容を表す制御信号が制御部３
５へ出力され、制御部３５は、静止画撮影モードの起動、実行や、動画撮影モードの起動
、実行等の、その操作内容に応じた動作を実行する。そして、前記シャッタボタンが操作
されると、その操作内容を表す制御信号が制御部３５へ出力され、制御部３５は、静止画
撮影や動画撮影等の、その操作内容に応じた動作を実行する。
【００７８】
　＜撮像光学系のより具体的な実施形態の説明＞
　以下、図１に示したような撮像光学系１の具体的な構成を、図面を参照しつつ説明する
。なお、下記に示す撮像光学系１Ａ～１Ｇは、図３および図４にそれぞれ示したようなデ
ジタル機器３および携帯電話機５に搭載される撮像装置２１に備えられる。
【実施例】
【００７９】
　図５ないし図１１は、実施例１ないし実施例７における撮像光学系におけるレンズの配
列を示す断面図である。図１２ないし図１８は、実施例１ないし実施例７における撮像光
学系の収差図である。
【００８０】
　実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇは、図５ないし図１１のそれぞれに示すように、
大略、物体側から像側へ順に、配置される複数のレンズＬｎを備え、フォーカシング（ピ
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ント合わせ）の際には、これら複数のレンズＬｎは、全玉繰り出しで光軸方向ＡＸに一体
で移動する。より具体的には、実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇは、正の屈折力を有
し物体側に凸面を向けた第１レンズＬ１と、負の屈折力を有し像側に凸面を向けた第２レ
ンズＬ２と、正の屈折力を有する第３レンズＬ３と、負の屈折力を有し像側に凹面を向け
た第４レンズＬ４と、負の屈折力を有する第５レンズＬ５とから成る。そして、これら５
枚のレンズは、それぞれ、樹脂材料製レンズであって、両面が非球面である非球面レンズ
である。これら実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇは、第１レンズＬ１の物体側に配置
される光学絞りＳＴをさらに備え、これら実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇは、前絞
り型である。前記光学絞りＳＴは、各実施例１～７の場合において、開口絞りやメカニカ
ルシャッタや可変絞りであってよい。
【００８１】
　より詳しくは、各実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇは、第１ないし第５レンズＬ１
～Ｌ５が物体側から像側へ順に、次のように構成されている。
【００８２】
　これら実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇにおいて、まず、実施例１、６、７の撮像
光学系１Ａ、１Ｆ、１Ｇについて説明すると、第１レンズＬ１は、正の屈折力を有する両
凸の正レンズであり、第２レンズＬ２は、像側に凸面を向けるとともに物体側に凹面を向
けた負の屈折力を有する負メニスカスレンズであり、第３レンズＬ３は、物体側に凹面を
向けた正の屈折力を有する正メニスカスレンズであり、第４レンズＬ４は、像側に凹面を
向けた負の屈折力を有する負メニスカスレンズであり、そして、第５レンズＬ５は、像側
に凹面を向けた負の屈折力を有する負メニスカスレンズである。
【００８３】
　実施例２、３、５の撮像光学系１Ｂ、１Ｃ、１Ｅについて説明すると、実施例２、３、
５の撮像光学系１Ｂ、１Ｃ、１Ｅは、実施例１、６、７の撮像光学系１Ａ、１Ｆ、１Ｇに
対し第３レンズＬ３が異なる。すなわち、第１、第２、第４および第５レンズＬ１、Ｌ２
、Ｌ４、Ｌ５は、それぞれ、実施例１、６、７の撮像光学系１Ａ、１Ｆ、１Ｇにおける第
１、第２、第４および第５レンズＬ１、Ｌ２、Ｌ４、Ｌ５と同様であり、第３レンズＬ３
は、像側に凸面を向けた正の屈折力を有する正メニスカスレンズである。
【００８４】
　そして、実施例４の撮像光学系１Ｄについて説明すると、実施例４の撮像光学系１Ｄは
、実施例１、６、７の撮像光学系１Ａ、１Ｆ、１Ｇに対し第１および第５レンズＬ１、Ｌ
５が異なる。すなわち、第２ないし第４レンズＬ２～Ｌ４は、それぞれ、実施例１、６、
７の撮像光学系１Ａ、１Ｆ、１Ｇにおける第２ないし第４レンズＬ２～Ｌ４と同様であり
、第１レンズＬ１は、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する正メニスカスレンズであ
り、そして、第５レンズＬ５は、両凹面の負レンズである。
【００８５】
　そして、各実施例１～７の場合において、最も像側に配置される第５レンズＬ５の像側
には、フィルタとしての平行平板ＦＴを介して撮像素子ＩＳの受光面が配置されている。
平行平板ＦＴは、各種光学フィルタや撮像素子ＩＳのカバーガラス等である。
【００８６】
　図５ないし図１１の各図において、各レンズ面に付されている番号ｒｉ（ｉ＝１，２，
３，・・・）は、物体側から数えた場合のｉ番目のレンズ面（ただし、レンズの接合面は
１つの面として数えるものとする。）であり、ｒｉに「＊」印が付されている面は、非球
面であることを示す。なお、光学絞りＳＴの面および平行平板ＦＴの両面も１つの面とし
て扱っている。このような取り扱いおよび符号の意義は、各実施例についても同様である
。ただし、全く同一のものであるという意味ではなく、例えば、各実施例の各図を通じて
、最も物体側に配置されるレンズ面には、同じ符号（ｒ１）が付されているが、後述のコ
ンストラクションデータに示すように、これらの曲率等が各実施例１～７を通じて同一で
あるという意味ではない。
【００８７】
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　このような構成の下で、各実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇでは、物体側から入射
した光線は、光軸ＡＸに沿って、順に光学絞りＳＴ、第１レンズＬ１、第２レンズＬ２、
第３レンズＬ３、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５および平行平板ＦＴを通過し、撮像素
子ＩＳの受光面に物体の光学像を形成する。そして、各実施例１～７の撮像光学系１Ａ～
１Ｇにおいて、撮像素子ＩＳでは、光学像が電気的な信号に変換される。この電気信号は
、必要に応じて所定のデジタル画像処理等が施され、デジタル映像信号として例えばデジ
タルカメラ等のデジタル機器のメモリに記録されたり、インタフェースを介して有線ある
いは無線の通信によって他のデジタル機器に伝送されたりする。
【００８８】
　各実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇにおける、各レンズのコンストラクションデー
タは、次の通りである。
【００８９】
　まず、実施例１の撮像光学系１Ａにおける、各レンズのコンストラクションデータを以
下に示す。
【００９０】
　数値実施例１
単位　ｍｍ
面データ
面番号　　　　　　ｒ　　　　ｄ　　　　ｎｄ　　　　νｄ　　　　ＥＲ
物面　　　　　　　∞　　　　∞
１（絞り）　　　　∞　　　-0.17　　　　　　　　　　　　　　　　0.90
２＊　　　　　　1.533　　　0.76　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.96
３＊　　　　　-22.065　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　1.00
４＊　　　　　 -4.281　　　0.29　　　1.63470　　　23.9　　　　　0.98
５＊　　　　 -100.000　　　0.55　　　　　　　　　　　　　　　　0.94
６＊　　　　　 -1.384　　　0.38　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.97
７＊　　　　　 -1.424　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　1.13
８＊　　　　　　2.282　　　0.22　　　1.63470　　　23.9　　　　　1.37
９＊　　　　　　1.816　　　0.93　　　　　　　　　　　　　　　　1.59
１０＊　　　　　2.242　　　0.62　　　1.54470　　　56.2　　　　　2.32
１１＊　　　　　1.387　　　0.62　　　　　　　　　　　　　　　　2.53
１２＊　　　　　　∞　　　0.21　　　1.51630　　　64.1　　　　　3.00
１３　　　　　　　∞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.00 
像面　　　　　　　∞
　非球面データ
第２面
Ｋ＝-0.23824E+00，Ａ４＝0.94954E-02，Ａ６＝-0.87923E-02，Ａ８＝-0.14158E-01，Ａ
１０＝0.18786E-01，Ａ１２＝0.12254E-01，Ａ１４＝-0.43469E-01
第３面
Ｋ＝0.70000E+02，Ａ４＝-0.64808E-01，Ａ６＝-0.21348E-01，Ａ８＝-0.83086E-02，Ａ
１０＝-0.18170E-02，Ａ１２＝-0.51922E-02，Ａ１４＝-0.29098E-02
第４面
Ｋ＝-0.18509E+02，Ａ４＝-0.14479E-01，Ａ６＝0.20920E-01，Ａ８＝-0.69242E-02，Ａ
１０＝-0.41302E-02，Ａ１２＝0.77545E-02，Ａ１４＝0.10588E-01
第５面
Ｋ＝-0.70000E+02，Ａ４＝0.64726E-01，Ａ６＝0.43046E-01，Ａ８＝-0.15165E-01，Ａ１
０＝0.34792E-02，Ａ１２＝0.13992E-01，Ａ１４＝0.18023E-01
第６面
Ｋ＝-0.98486E+00，Ａ４＝-0.23822E-01，Ａ６＝-0.49887E-02，Ａ８＝0.23236E-01，Ａ
１０＝0.18630E-01，Ａ１２＝0.27657E-02，Ａ１４＝-0.21478E-01
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第７面
Ｋ＝-0.20439E+01，Ａ４＝-0.37890E-02，Ａ６＝0.22812E-01，Ａ８＝0.16634E-01，Ａ１
０＝0.73432E-02，Ａ１２＝0.19394E-02，Ａ１４＝-0.49923E-03
第８面
Ｋ＝-0.30709E+02，Ａ４＝-0.27767E-02，Ａ６＝-0.38280E-01，Ａ８＝0.66459E-02，Ａ
１０＝-0.11281E-02，Ａ１２＝-0.27478E-03，Ａ１４＝-0.77690E-03
第９面
Ｋ＝-0.19796E+02，Ａ４＝-0.20537E-01，Ａ６＝-0.14352E-01，Ａ８＝0.97279E-03，Ａ
１０＝-0.23265E-03，Ａ１２＝-0.12994E-03，Ａ１４＝-0.19815E-04
第１０面
Ｋ＝-0.36833E+02，Ａ４＝-0.61947E-01，Ａ６＝0.64178E-02，Ａ８＝0.37084E-03，Ａ１
０＝-0.10757E-04，Ａ１２＝-0.37283E-05，Ａ１４＝-0.21170E-06
第１１面
Ｋ＝-0.13504E+02，Ａ４＝-0.31048E-01，Ａ６＝0.50682E-03，Ａ８＝-0.13112E-03，Ａ
１０＝-0.27083E-05，Ａ１２＝0.14293E-05，Ａ１４＝0.21484E-06
　各種データ
焦点距離（ｆ）　　　　　　　4.36（ｍｍ）
Ｆナンバ（Ｆｎｏ）　　　　　2.43
半画角（ｗ）　　　　　　　　32.8（ｍｍ）
像高（最大）（２Ｙ）　　　　5.712（ｍｍ）
バックフォーカス（Ｂｆ）　　0.14（ｍｍ）
レンズ全長（ＴＬ）　　　　　4.74（ｍｍ）
ＥＮＴＰ　　　　　　　　　　0（ｍｍ）
ＥＸＴＰ　　　　　　　　　 -2.59（ｍｍ）
Ｈ１　　　　　　　　　　　 -2.59（ｍｍ）
Ｈ２　　　　　　　　　　　 -4.22（ｍｍ）
　各レンズの焦点距離（ｍｍ）
第１レンズＬ１　　　　　　　2.661
第２レンズＬ２　　　　　　 -7.055
第３レンズＬ３　　　　　　 37.642
第４レンズＬ４　　　　　　-17.237
第５レンズＬ５　　　　　　 -8.946
　次に、実施例２の撮像光学系１Ｂにおける、各レンズのコンストラクションデータを以
下に示す。
【００９１】
　数値実施例２
単位　ｍｍ
面データ
面番号　　　　　　ｒ　　　　ｄ　　　　ｎｄ　　　　νｄ　　　　ＥＲ
物面　　　　　　　∞　　　　∞
１（絞り）　　　　∞　　　-0.12　　　　　　　　　　　　　　　0.76
２＊　　　　　　1.484　　　0.54　　　1.54470　　　56.2　　　　0.78
３＊　　　　　 -9.629　　　0.01　　　　　　　　　　　　　　　0.84
４＊　　　　　 -4.190　　　0.25　　　1.63470　　　23.9　　　　0.85
５＊　　　　　-59.729　　　0.48　　　　　　　　　　　　　　　0.84
６＊　　　　　 -1.434　　　0.57　　　1.54470　　　56.2　　　　0.87
７＊　　　　　 -1.376　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　1.09
８＊　　　　　　2.475　　　0.22　　　1.63470　　　23.9　　　　1.36
９＊　　　　　　1.636　　　0.63　　　　　　　　　　　　　　　1.63
１０＊　　　　　1.880　　　0.80　　　1.54470　　　56.2　　　　2.31
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１１＊　　　　　1.446　　　0.62　　　　　　　　　　　　　　　2.55
１２＊　　　　　　∞　　　0.21　　　1.51630　　　64.1　　　　3.00
１３　　　　　　　∞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.00 
像面　　　　　　　∞
　非球面データ
第２面
Ｋ＝-0.31574E+00，Ａ４＝0.10174E-01，Ａ６＝-0.16942E-01，Ａ８＝-0.51726E-01，Ａ
１０＝0.51172E-01，Ａ１２＝0.23557E-01，Ａ１４＝-0.40980E+00
第３面
Ｋ＝0.66151E+02，Ａ４＝-0.99841E-01，Ａ６＝-0.38753E-01，Ａ８＝-0.21348E-01，Ａ
１０＝-0.83119E-02，Ａ１２＝-0.34325E-01，Ａ１４＝-0.35193E-01
第４面
Ｋ＝-0.17813E+02，Ａ４＝-0.25698E-01，Ａ６＝0.47230E-01，Ａ８＝-0.16676E-01，Ａ
１０＝-0.81106E-02，Ａ１２＝0.59280E-01，Ａ１４＝0.11201E+00
第５面
Ｋ＝-0.53654E+01，Ａ４＝0.78143E-01，Ａ６＝0.67528E-01，Ａ８＝-0.37143E-01，Ａ１
０＝0.24780E-01，Ａ１２＝0.50171E-01，Ａ１４＝0.19377E-01
第６面
Ｋ＝-0.22955E+00，Ａ４＝-0.96383E-01，Ａ６＝-0.33875E-01，Ａ８＝0.65475E-01，Ａ
１０＝0.71673E-01，Ａ１２＝0.21990E-01，Ａ１４＝-0.43918E-01
第７面
Ｋ＝-0.16082E+01，Ａ４＝-0.44550E-01，Ａ６＝-0.49001E-03，Ａ８＝0.19090E-01，Ａ
１０＝0.20015E-01，Ａ１２＝0.11612E-01，Ａ１４＝-0.32428E-02
第８面
Ｋ＝-0.69973E+02，Ａ４＝0.30694E-01，Ａ６＝-0.60705E-01，Ａ８＝0.21388E-01，Ａ１
０＝-0.75025E-02，Ａ１２＝0.79974E-03，Ａ１４＝-0.47256E-03
第９面
Ｋ＝-0.27026E+02，Ａ４＝0.11754E-01，Ａ６＝-0.26254E-01，Ａ８＝0.42140E-02，Ａ１
０＝-0.27968E-03，Ａ１２＝-0.19060E-03，Ａ１４＝0.62208E-04
第１０面
Ｋ＝-0.15427E+02，Ａ４＝-0.73137E-01，Ａ６＝0.11523E-01，Ａ８＝0.57632E-03，Ａ１
０＝-0.11168E-03，Ａ１２＝-0.19798E-04，Ａ１４＝0.25095E-05
第１１面
Ｋ＝-0.82046E+01，Ａ４＝-0.32556E-01，Ａ６＝0.22812E-02，Ａ８＝-0.28156E-03，Ａ
１０＝-0.62290E-05，Ａ１２＝0.29674E-05，Ａ１４＝0.25096E-06
　各種データ
焦点距離（ｆ）　　　　　　　3.7（ｍｍ）
Ｆナンバ（Ｆｎｏ）　　　　　2.43
半画角（ｗ）　　　　　　　　37.2（ｍｍ）
像高（最大）（２Ｙ）　　　　5.712（ｍｍ）
バックフォーカス（Ｂｆ）　　0.18（ｍｍ）
レンズ全長（ＴＬ）　　　　　4.48（ｍｍ）
ＥＮＴＰ　　　　　　　　　　0（ｍｍ）
ＥＸＴＰ　　　　　　　　　 -2.58（ｍｍ）
Ｈ１　　　　　　　　　　　 -1.26（ｍｍ）
Ｈ２　　　　　　　　　　　 -3.52（ｍｍ）
　各レンズの焦点距離（ｍｍ）
第１レンズＬ１　　　　　　　2.402
第２レンズＬ２　　　　　　 -7.113
第３レンズＬ３　　　　　　 14.056
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第４レンズＬ４　　　　　　 -8.457
第５レンズＬ５　　　　　　-32.901
　次に、実施例３の撮像光学系１Ｃにおける、各レンズのコンストラクションデータを以
下に示す。
【００９２】
　数値実施例３
単位　ｍｍ
面データ
面番号　　　　　　ｒ　　　　ｄ　　　　ｎｄ　　　　νｄ　　　　ＥＲ
物面　　　　　　　∞　　　　∞
１（絞り）　　　　∞　　　-0.11　　　　　　　　　　　　　　　　0.92
２＊　　　　　　1.674　　　0.70　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.97
３＊　　　　　-16.087　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　1.03
４＊　　　　　 -5.645　　　0.26　　　1.63470　　　23.9　　　　　1.02
５＊　　　　 -100.000　　　0.49　　　　　　　　　　　　　　　　0.97
６＊　　　　　 -1.762　　　0.54　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.97
７＊　　　　　 -1.414　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　1.18
８＊　　　　　　2.066　　　0.25　　　1.63470　　　23.9　　　　　1.52
９＊　　　　　　1.352　　　0.60　　　　　　　　　　　　　　　　1.86
１０＊　　　　　1.644　　　0.66　　　1.54470　　　56.2　　　　　2.52
１１＊　　　　　1.249　　　0.62　　　　　　　　　　　　　　　　2.60
１２＊　　　　　　∞　　　0.21　　　1.51630　　　64.1　　　　　3.00
１３　　　　　　　∞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.00 
像面　　　　　　　∞
　非球面データ
第２面
Ｋ＝-0.40551E+00，Ａ４＝0.34800E-02，Ａ６＝-0.15778E-01，Ａ８＝-0.14970E-01，Ａ
１０＝0.10326E-01，Ａ１２＝0.13400E-02，Ａ１４＝-0.41882E-01
第３面
Ｋ＝0.69852E+02，Ａ４＝-0.65462E-01，Ａ６＝-0.25285E-01，Ａ８＝-0.81386E-02，Ａ
１０＝-0.35119E-02，Ａ１２＝-0.60158E-02，Ａ１４＝-0.19464E-02
第４面
Ｋ＝-0.31798E+02，Ａ４＝-0.77768E-02，Ａ６＝0.18832E-01，Ａ８＝-0.47412E-02，Ａ
１０＝0.88682E-03，Ａ１２＝0.10101E-01，Ａ１４＝0.94316E-02
第５面
Ｋ＝-0.70000E+02，Ａ４＝0.58274E-01，Ａ６＝0.28254E-01，Ａ８＝-0.15424E-01，Ａ１
０＝0.10517E-02，Ａ１２＝0.75876E-02，Ａ１４＝0.93827E-02
第６面
Ｋ＝-0.38651E+00，Ａ４＝-0.42434E-01，Ａ６＝-0.14113E-01，Ａ８＝0.22654E-01，Ａ
１０＝0.17670E-01，Ａ１２＝0.47283E-02，Ａ１４＝-0.10669E-01
第７面
Ｋ＝-0.16780E+01，Ａ４＝-0.16195E-01，Ａ６＝0.88927E-02，Ａ８＝0.10581E-01，Ａ１
０＝0.98899E-02，Ａ１２＝0.33250E-02，Ａ１４＝-0.63318E-03
第８面
Ｋ＝-0.39237E+02，Ａ４＝0.56101E-02，Ａ６＝-0.22763E-01，Ａ８＝0.45647E-02，Ａ１
０＝-0.15264E-02，Ａ１２＝0.89805E-04，Ａ１４＝-0.16497E-03
第９面
Ｋ＝-0.16448E+02，Ａ４＝-0.32946E-02，Ａ６＝-0.10524E-01，Ａ８＝0.10568E-02，Ａ
１０＝-0.11932E-03，Ａ１２＝-0.47399E-04，Ａ１４＝0.72808E-05
第１０面
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Ｋ＝-0.17102E+02，Ａ４＝-0.53824E-01，Ａ６＝0.49412E-02，Ａ８＝0.35507E-03，Ａ１
０＝-0.49689E-05，Ａ１２＝-0.28249E-05，Ａ１４＝-0.17152E-06
第１１面
Ｋ＝-0.98779E+01，Ａ４＝-0.21633E-01，Ａ６＝-0.52675E-03，Ａ８＝-0.20900E-03，Ａ
１０＝0.51470E-06，Ａ１２＝0.11102E-05，Ａ１４＝0.46421E-06
　各種データ
焦点距離（ｆ）　　　　　　　3.7（ｍｍ）
Ｆナンバ（Ｆｎｏ）　　　　　2
半画角（ｗ）　　　　　　　　37.2（ｍｍ）
像高（最大）（２Ｙ）　　　　5.712（ｍｍ）
バックフォーカス（Ｂｆ）　　0.14（ｍｍ）
レンズ全長（ＴＬ）　　　　　4.50（ｍｍ）
ＥＮＴＰ　　　　　　　　　　0（ｍｍ）
ＥＸＴＰ　　　　　　　　　 -2.54（ｍｍ）
Ｈ１　　　　　　　　　　　 -1.4（ｍｍ）
Ｈ２　　　　　　　　　　　 -3.55（ｍｍ）
　各レンズの焦点距離（ｍｍ）
第１レンズＬ１　　　　　　　2.822
第２レンズＬ２　　　　　　 -9.436
第３レンズＬ３　　　　　　　8.497
第４レンズＬ４　　　　　　 -7.151
第５レンズＬ５　　　　　　-23.252
　次に、実施例４の撮像光学系１Ｄにおける、各レンズのコンストラクションデータを以
下に示す。
【００９３】
　数値実施例４
単位　ｍｍ
面データ
面番号　　　　　　ｒ　　　　ｄ　　　　ｎｄ　　　　νｄ　　　　ＥＲ
物面　　　　　　　∞　　　　∞
１（絞り）　　　　∞　　　-0.22　　　　　　　　　　　　　　　　0.90
２＊　　　　　　1.428　　　0.78　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.92
３＊　　　　　 10.663　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　0.94
４＊　　　　　 -7.382　　　0.28　　　1.63470　　　23.9　　　　　0.94
５＊　　　　　 -7.822　　　0.45　　　　　　　　　　　　　　　　0.90
６＊　　　　　 -1.256　　　0.52　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.88
７＊　　　　　 -1.407　　　0.11　　　　　　　　　　　　　　　　1.09
８＊　　　　　　3.209　　　0.17　　　1.63470　　　23.9　　　　　1.25
９＊　　　　　　2.115　　　0.59　　　　　　　　　　　　　　　　1.53
１０＊　　　　-78.458　　　0.88　　　1.54470　　　56.2　　　　　2.12
１１＊　　　　　4.029　　　0.62　　　　　　　　　　　　　　　　2.36
１２＊　　　　　　∞　　　0.21　　　1.51630　　　64.1　　　　　3.00
１３　　　　　　　∞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.00 
像面　　　　　　　∞
　非球面データ
第２面
Ｋ＝-0.26923E+00，Ａ４＝0.65330E-02，Ａ６＝-0.83378E-02，Ａ８＝-0.12131E-01，Ａ
１０＝0.20225E-01，Ａ１２＝0.11715E-01，Ａ１４＝-0.47411E-01
第３面
Ｋ＝0.38331E+02，Ａ４＝-0.66139E-01，Ａ６＝-0.28478E-01，Ａ８＝-0.15870E-01，Ａ
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１０＝-0.64589E-02，Ａ１２＝-0.72131E-02，Ａ１４＝-0.14972E-02
第４面
Ｋ＝-0.18356E+02，Ａ４＝-0.11475E-01，Ａ６＝0.28029E-01，Ａ８＝0.34029E-03，Ａ１
０＝0.11406E-02，Ａ１２＝0.10065E-01，Ａ１４＝0.92704E-02
第５面
Ｋ＝0.66750E+02，Ａ４＝0.47877E-01，Ａ６＝0.46919E-01，Ａ８＝-0.96554E-02，Ａ１
０＝0.11035E-02，Ａ１２＝0.10817E-01，Ａ１４＝0.16117E-01
第６面
Ｋ＝-0.90516E+00，Ａ４＝-0.25920E-01，Ａ６＝-0.25176E-01，Ａ８＝-0.25018E-02，Ａ
１０＝-0.11299E-01，Ａ１２＝-0.38344E-01，Ａ１４＝-0.97258E-01
第７面
Ｋ＝-0.29774E+01，Ａ４＝0.11247E-01，Ａ６＝0.26493E-01，Ａ８＝0.16415E-01，Ａ１
０＝0.69639E-02，Ａ１２＝0.35039E-02，Ａ１４＝0.19880E-02
第８面
Ｋ＝-0.70000E+02，Ａ４＝-0.34387E-01，Ａ６＝-0.47812E-01，Ａ８＝0.57501E-02，Ａ
１０＝-0.14744E-02，Ａ１２＝-0.12131E-02，Ａ１４＝-0.18052E-02
第９面
Ｋ＝-0.19858E+02，Ａ４＝-0.39459E-01，Ａ６＝-0.16192E-01，Ａ８＝0.14701E-02，Ａ
１０＝0.77246E-04，Ａ１２＝-0.82670E-04，Ａ１４＝-0.79263E-04
第１０面
Ｋ＝-0.70000E+02，Ａ４＝-0.52738E-01，Ａ６＝0.77111E-02，Ａ８＝0.44872E-03，Ａ１
０＝-0.17300E-04，Ａ１２＝-0.61765E-05，Ａ１４＝-0.87697E-06
第１１面
Ｋ＝-0.55547E+02，Ａ４＝-0.30255E-01，Ａ６＝-0.48863E-03，Ａ８＝-0.23935E-03，Ａ
１０＝-0.10502E-04，Ａ１２＝0.24462E-05，Ａ１４＝0.99895E-06
　各種データ
焦点距離（ｆ）　　　　　　　4.48（ｍｍ）
Ｆナンバ（Ｆｎｏ）　　　　　2.48
半画角（ｗ）　　　　　　　　32.0（ｍｍ）
像高（最大）（２Ｙ）　　　　5.712（ｍｍ）
バックフォーカス（Ｂｆ）　　0.14（ｍｍ）
レンズ全長（ＴＬ）　　　　　4.72（ｍｍ）
ＥＮＴＰ　　　　　　　　　　0（ｍｍ）
ＥＸＴＰ　　　　　　　　　 -2.73（ｍｍ）
Ｈ１　　　　　　　　　　　 -2.51（ｍｍ）
Ｈ２　　　　　　　　　　　 -4.33（ｍｍ）
　各レンズの焦点距離（ｍｍ）
第１レンズＬ１　　　　　　　2.939
第２レンズＬ２　　　　　 -274.891
第３レンズＬ３　　　　　　101.522
第４レンズＬ４　　　　　　-10.389
第５レンズＬ５　　　　　　 -7.009
　次に、実施例５の撮像光学系１Ｅにおける、各レンズのコンストラクションデータを以
下に示す。
【００９４】
　数値実施例５
単位　ｍｍ
面データ
面番号　　　　　　ｒ　　　　ｄ　　　　ｎｄ　　　　νｄ　　　　ＥＲ
物面　　　　　　　∞　　　　∞
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１（絞り）　　　　∞　　　-0.11　　　　　　　　　　　　　　　　0.78
２＊　　　　　　1.626　　　0.58　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.82
３＊　　　　　 -9.919　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　0.88
４＊　　　　　 -3.987　　　0.25　　　1.63470　　　23.9　　　　　0.88
５＊　　　　　-94.724　　　0.46　　　　　　　　　　　　　　　　0.91
６＊　　　　　 -1.645　　　0.53　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.95
７＊　　　　　 -1.388　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　1.14
８＊　　　　　　2.114　　　0.26　　　1.63470　　　23.9　　　　　1.48
９＊　　　　　　1.508　　　0.67　　　　　　　　　　　　　　　　1.75
１０＊　　　　　1.462　　　0.68　　　1.54470　　　56.2　　　　　2.57
１１＊　　　　　1.184　　　0.62　　　　　　　　　　　　　　　　2.64
１２　　　　　　　∞　　　0.21　　　1.51630　　　64.1　　　　　3.00
１３　　　　　　　∞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.00 
像面　　　　　　　∞
　非球面データ
第２面
Ｋ＝-0.32524E+00，Ａ４＝0.81220E-02，Ａ６＝-0.16125E-01，Ａ８＝-0.28617E-01，Ａ
１０＝0.31699E-01，Ａ１２＝0.19617E-01，Ａ１４＝-0.14044E+00
第３面
Ｋ＝-0.14037E+02，Ａ４＝-0.77309E-01，Ａ６＝-0.27841E-01，Ａ８＝-0.93270E-02，Ａ
１０＝-0.21849E-02，Ａ１２＝-0.14630E-01，Ａ１４＝-0.10901E-01
第４面
Ｋ＝-0.16961E+02，Ａ４＝-0.19259E-01，Ａ６＝0.29372E-01，Ａ８＝-0.12113E-01，Ａ
１０＝-0.48536E-02，Ａ１２＝0.22562E-01，Ａ１４＝0.38032E-01
第５面
Ｋ＝-0.70000E+02，Ａ４＝0.68020E-01，Ａ６＝0.46197E-01，Ａ８＝-0.19815E-01，Ａ１
０＝0.15226E-01，Ａ１２＝0.22509E-01，Ａ１４＝0.23556E-02
第６面
Ｋ＝-0.49793E+00，Ａ４＝-0.60868E-01，Ａ６＝-0.10547E-01，Ａ８＝0.53279E-01，Ａ
１０＝0.46699E-01，Ａ１２＝0.13173E-01，Ａ１４＝-0.18424E-01
第７面
Ｋ＝-0.13139E+01，Ａ４＝-0.36651E-01，Ａ６＝0.82201E-02，Ａ８＝0.16972E-01，Ａ１
０＝0.13274E-01，Ａ１２＝0.64761E-02，Ａ１４＝-0.15077E-02
第８面
Ｋ＝-0.40515E+02，Ａ４＝0.24503E-01，Ａ６＝-0.38740E-01，Ａ８＝0.11266E-01，Ａ１
０＝-0.31711E-02，Ａ１２＝0.20860E-03，Ａ１４＝-0.27528E-03
第９面
Ｋ＝-0.22704E+02，Ａ４＝0.21402E-02，Ａ６＝-0.15668E-01，Ａ８＝0.24057E-02，Ａ１
０＝-0.35894E-03，Ａ１２＝-0.16336E-03，Ａ１４＝0.39812E-04
第１０面
Ｋ＝-0.12631E+02，Ａ４＝-0.62674E-01，Ａ６＝0.76364E-02，Ａ８＝0.39163E-03，Ａ１
０＝-0.40966E-04，Ａ１２＝-0.71150E-05，Ａ１４＝0.61285E-06
第１１面
Ｋ＝-0.76987E+01，Ａ４＝-0.29803E-01，Ａ６＝0.19358E-02，Ａ８＝-0.32097E-03，Ａ
１０＝-0.91040E-05，Ａ１２＝0.28907E-05，Ａ１４＝0.43512E-06
　各種データ
焦点距離（ｆ）　　　　　　　3.47（ｍｍ）
Ｆナンバ（Ｆｎｏ）　　　　　2.22
半画角（ｗ）　　　　　　　　39.1（ｍｍ）
像高（最大）（２Ｙ）　　　　5.712（ｍｍ）
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バックフォーカス（Ｂｆ）　　0.14（ｍｍ）
レンズ全長（ＴＬ）　　　　　4.43（ｍｍ）
ＥＮＴＰ　　　　　　　　　　0（ｍｍ）
ＥＸＴＰ　　　　　　　　　 -2.61（ｍｍ）
Ｈ１　　　　　　　　　　　 -0.91（ｍｍ）
Ｈ２　　　　　　　　　　　 -3.33（ｍｍ）
　各レンズの焦点距離（ｍｍ）
第１レンズＬ１　　　　　　　2.611
第２レンズＬ２　　　　　　 -6.565
第３レンズＬ３　　　　　　　9.429
第４レンズＬ４　　　　　　 -9.977
第５レンズＬ５　　　　　　-81.502
　次に、実施例６の撮像光学系１Ｆにおける、各レンズのコンストラクションデータを以
下に示す。
【００９５】
　数値実施例６
単位　ｍｍ
面データ
面番号　　　　　　ｒ　　　　ｄ　　　　ｎｄ　　　　νｄ　　　　ＥＲ
物面　　　　　　　∞　　　　∞
１（絞り）　　　　∞　　　-0.13　　　　　　　　　　　　　　　　0.87
２＊　　　　　　1.530　　　0.77　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.94
３＊　　　　　-23.721　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　0.98
４＊　　　　　 -4.280　　　0.30　　　1.63470　　　23.9　　　　　0.97
５＊　　　　　-80.402　　　0.56　　　　　　　　　　　　　　　　0.94
６＊　　　　　 -1.595　　　0.29　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.98
７＊　　　　　 -1.685　　　0.06　　　　　　　　　　　　　　　　1.11
８＊　　　　　　2.195　　　0.22　　　1.63470　　　23.9　　　　　1.31
９＊　　　　　　1.812　　　0.93　　　　　　　　　　　　　　　　1.56
１０＊　　　　　2.222　　　0.62　　　1.54470　　　56.2　　　　　2.29
１１＊　　　　　1.402　　　0.62　　　　　　　　　　　　　　　　2.52
１２　　　　　　　∞　　　0.21　　　1.51630　　　64.1　　　　　3.00
１３　　　　　　　∞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.00
像面　　　　　　　∞
　非球面データ
第２面
Ｋ＝-0.28880E+00，Ａ４＝0.60337E-02，Ａ６＝-0.94631E-02，Ａ８＝-0.14193E-01，Ａ
１０＝0.18802E-01，Ａ１２＝0.12187E-01，Ａ１４＝-0.43651E-01
第３面
Ｋ＝0.58558E+02，Ａ４＝-0.64449E-01，Ａ６＝-0.22038E-01，Ａ８＝-0.87889E-02，Ａ
１０＝-0.18844E-02，Ａ１２＝-0.49536E-02，Ａ１４＝-0.24733E-02
第４面
Ｋ＝-0.17519E+02，Ａ４＝-0.14394E-01，Ａ６＝0.21903E-01，Ａ８＝-0.61998E-02，Ａ
１０＝-0.38893E-02，Ａ１２＝0.76190E-02，Ａ１４＝0.10190E-01
第５面
Ｋ＝0.70000E+02，Ａ４＝0.63867E-01，Ａ６＝0.41498E-01，Ａ８＝-0.17001E-01，Ａ１
０＝0.18804E-02，Ａ１２＝0.12920E-01，Ａ１４＝0.17540E-01
第６面
Ｋ＝-0.10222E+01，Ａ４＝-0.22927E-01，Ａ６＝-0.66622E-02，Ａ８＝0.21419E-01，Ａ
１０＝0.17515E-01，Ａ１２＝0.24907E-02，Ａ１４＝-0.21056E-01
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第７面
Ｋ＝-0.21053E+01，Ａ４＝-0.18291E-02，Ａ６＝0.24796E-01，Ａ８＝0.17825E-01，Ａ１
０＝0.79015E-02，Ａ１２＝0.20964E-02，Ａ１４＝-0.57470E-03
第８面
Ｋ＝-0.31327E+02，Ａ４＝-0.62446E-02，Ａ６＝-0.39496E-01，Ａ８＝0.63616E-02，Ａ
１０＝-0.12498E-02，Ａ１２＝-0.38472E-03，Ａ１４＝-0.87500E-03
第９面
Ｋ＝-0.19511E+02，Ａ４＝-0.18353E-01，Ａ６＝-0.14295E-01，Ａ８＝0.94366E-03，Ａ
１０＝-0.19263E-03，Ａ１２＝-0.86949E-04，Ａ１４＝0.70475E-05
第１０面
Ｋ＝-0.28198E+02，Ａ４＝-0.62006E-01，Ａ６＝0.65047E-02，Ａ８＝0.37946E-03，Ａ１
０＝-0.10983E-04，Ａ１２＝-0.40602E-05，Ａ１４＝-0.30301E-06
第１１面
Ｋ＝-0.10377E+02，Ａ４＝-0.27975E-01，Ａ６＝0.13104E-03，Ａ８＝-0.18784E-03，Ａ
１０＝-0.64353E-05，Ａ１２＝0.15829E-05，Ａ１４＝0.33625E-06
　各種データ
焦点距離（ｆ）　　　　　　　4.27（ｍｍ）
Ｆナンバ（Ｆｎｏ）　　　　　2.45
半画角（ｗ）　　　　　　　　32.3（ｍｍ）
像高（最大）（２Ｙ）　　　　5.712（ｍｍ）
バックフォーカス（Ｂｆ）　　0.06（ｍｍ）
レンズ全長（ＴＬ）　　　　　4.60（ｍｍ）
ＥＮＴＰ　　　　　　　　　　0（ｍｍ）
ＥＸＴＰ　　　　　　　　　 -2.57（ｍｍ）
Ｈ１　　　　　　　　　　　 -2.66（ｍｍ）
Ｈ２　　　　　　　　　　　 -4.21（ｍｍ）
　各レンズの焦点距離（ｍｍ）
第１レンズＬ１　　　　　　　2.667
第２レンズＬ２　　　　　　 -7.133
第３レンズＬ３　　　　　　435.164
第４レンズＬ４　　　　　　-21.194
第５レンズＬ５　　　　　　 -9.497
　次に、実施例７の撮像光学系１Ｇにおける、各レンズのコンストラクションデータを以
下に示す。
【００９６】
　数値実施例７
単位　ｍｍ
面データ
面番号　　　　　　ｒ　　　　ｄ　　　　ｎｄ　　　　νｄ　　　　ＥＲ
物面　　　　　　　∞　　　　∞
１（絞り）　　　　∞　　　-0.12　　　　　　　　　　　　　　　　0.80
２＊　　　　　　1.571　　　0.67　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.81
３＊　　　　　-16.764　　　0.06　　　　　　　　　　　　　　　　0.77
４＊　　　　　 -4.149　　　0.32　　　1.63470　　　23.9　　　　　0.76
５＊　　　　　-56.554　　　0.82　　　　　　　　　　　　　　　　0.82
６＊　　　　　 -1.185　　　0.36　　　1.54470　　　56.2　　　　　0.97
７＊　　　　　 -1.186　　　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　1.16
８＊　　　　　　2.411　　　0.24　　　1.63470　　　23.9　　　　　1.46
９＊　　　　　　1.836　　　0.77　　　　　　　　　　　　　　　　1.67
１０＊　　　　　2.094　　　0.61　　　1.54470　　　56.2　　　　　2.23
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１１＊　　　　　1.317　　　0.62　　　　　　　　　　　　　　　　2.54
１２　　　　　　　∞　　　0.21　　　1.51630　　　64.1　　　　　3.00
１３　　　　　　　∞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.00
像面　　　　　　　∞
　非球面データ
第２面
Ｋ＝-0.35152E+00，Ａ４＝0.34312E-02，Ａ６＝-0.10098E-01，Ａ８＝-0.19591E-01，Ａ
１０＝0.10178E-01，Ａ１２＝-0.36103E-03，Ａ１４＝-0.64563E-01
第３面
Ｋ＝0.70000E+02，Ａ４＝-0.80347E-01，Ａ６＝-0.34110E-01，Ａ８＝-0.12673E-01，Ａ
１０＝-0.56514E-02，Ａ１２＝-0.14429E-01，Ａ１４＝-0.87449E-02
第４面
Ｋ＝-0.18219E+02，Ａ４＝-0.13653E-01，Ａ６＝0.20526E-01，Ａ８＝-0.15511E-01，Ａ
１０＝-0.12631E-01，Ａ１２＝0.83133E-02，Ａ１４＝0.19362E-01
第５面
Ｋ＝-0.70000E+02，Ａ４＝0.92994E-01，Ａ６＝0.44226E-01，Ａ８＝-0.20709E-01，Ａ１
０＝-0.38405E-02，Ａ１２＝0.66212E-02，Ａ１４＝0.13811E-01
第６面
Ｋ＝-0.95072E+00，Ａ４＝-0.20301E-01，Ａ６＝-0.39973E-02，Ａ８＝0.18984E-01，Ａ
１０＝0.14699E-01，Ａ１２＝0.15566E-02，Ａ１４＝-0.23961E-01
第７面
Ｋ＝-0.15428E+01，Ａ４＝-0.15584E-01，Ａ６＝0.14320E-01，Ａ８＝0.12697E-01，Ａ１
０＝0.58551E-02，Ａ１２＝0.12982E-02，Ａ１４＝-0.83333E-03
第８面
Ｋ＝-0.38146E+02，Ａ４＝-0.23015E-02，Ａ６＝-0.31377E-01，Ａ８＝0.59767E-02，Ａ
１０＝-0.19446E-02，Ａ１２＝-0.67754E-04，Ａ１４＝-0.21698E-03
第９面
Ｋ＝-0.24763E+02，Ａ４＝-0.15509E-01，Ａ６＝-0.15392E-01，Ａ８＝0.14062E-02，Ａ
１０＝-0.11126E-03，Ａ１２＝-0.15658E-03，Ａ１４＝0.81506E-05
第１０面
Ｋ＝-0.38337E+02，Ａ４＝-0.60275E-01，Ａ６＝0.66804E-02，Ａ８＝0.32290E-03，Ａ１
０＝-0.19961E-04，Ａ１２＝-0.54765E-05，Ａ１４＝0.64280E-08
第１１面
Ｋ＝-0.14339E+02，Ａ４＝-0.21173E-01，Ａ６＝-0.23974E-02，Ａ８＝0.42242E-03，Ａ
１０＝-0.76417E-06，Ａ１２＝-0.34430E-05，Ａ１４＝0.88032E-07
　各種データ
焦点距離（ｆ）　　　　　　　4.3（ｍｍ）
Ｆナンバ（Ｆｎｏ）　　　　　2.68
半画角（ｗ）　　　　　　　　32.7（ｍｍ）
像高（最大）（２Ｙ）　　　　5.712（ｍｍ）
バックフォーカス（Ｂｆ）　　0.11（ｍｍ）
レンズ全長（ＴＬ）　　　　　4.74（ｍｍ）
ＥＮＴＰ　　　　　　　　　　0（ｍｍ）
ＥＸＴＰ　　　　　　　　　 -2.65（ｍｍ）
Ｈ１　　　　　　　　　　　 -2.42（ｍｍ）
Ｈ２　　　　　　　　　　　 -4.19（ｍｍ）
　各レンズの焦点距離（ｍｍ）
第１レンズＬ１　　　　　　　2.671
第２レンズＬ２　　　　　　 -7.071
第３レンズＬ３　　　　　　 20.500
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第４レンズＬ４　　　　　　-14.472
第５レンズＬ５　　　　　　 -8.991
　ここで、上記各種データのレンズ全長（ＴＬ）は、物体距離無限時でのレンズ全長（第
１レンズ物体側面から撮像面までの距離）であって、平行平板は、空気換算長として計算
されている。ＥＮＴＰは、入射瞳から第１面までの距離であり、入射瞳＝絞りである場合
には０となる。ＥＸＴＰは、最終面（カバーガラス像面側）から射出瞳までの距離であり
、Ｈ１は、第１面から物体側主点までの距離であり、Ｈ２は、最終面（カバーガラス像面
側）から像側主点までの距離である。
【００９７】
　上記の面データにおいて、面番号は、図５ないし図１１に示した各レンズ面に付した符
号ｒｉ（ｉ＝１，２，３，…）の番号ｉが対応する。番号ｉに＊が付された面は、非球面
（非球面形状の屈折光学面または非球面と等価な屈折作用を有する面）であることを示す
。
【００９８】
　また、“ｒ”は、各面の曲率半径（単位；ｍｍ）を、“ｄ”は、無限遠合焦状態（無限
距離での合焦状態）での光軸上の各レンズ面の間隔（軸上面間隔、単位；ｍｍ）を、“ｎ
ｄ”は、各レンズのｄ線（波長５８７．５６ｎｍ）に対する屈折率を、“νｄ”は、アッ
ベ数を、そして、”ＥＲ”は、有効半径（単位；ｍｍ）をそれぞれ示している。なお、光
学絞りＳＴ、平行平面板ＦＴの両面および撮像素子ＩＳの受光面の各面は、平面であるた
めに、それらの曲率半径は、∞（無限大）である。
【００９９】
　上記の非球面データは、非球面とされている面（面データにおいて番号ｉに＊が付され
た面）の２次曲面パラメータ（円錐係数Ｋ）と非球面係数Ａｉ（ｉ＝４，６，８，１０，
１２，１４，１６）の値とを示すものである。
【０１００】
　各実施例において、非球面の形状は、面頂点を原点とし、光軸方向にＸ軸をとり、光軸
と垂直方向の高さをｈとする場合に、次式により定義している。
Ｘ＝（ｈ２／Ｒ）／［１＋（１－（１＋Ｋ）ｈ２／Ｒ２）１／２］＋ΣＡｉ・ｈｉ

ただし、Ａｉは、ｉ次の非球面係数であり、Ｒは、基準曲率半径であり、そして、Ｋは、
円錐定数である。
【０１０１】
　なお、請求項、実施形態および各実施例に記載の近軸曲率半径（ｒ）について、実際の
レンズ測定の場面において、レンズ中央近傍(より具体的には、レンズ外径に対して１０
％以内の中央領域)での形状測定値を最小自乗法でフィッティングした際の近似曲率半径
を近軸曲率半径であるとみなすことができる。また、例えば２次の非球面係数を使用した
場合には、非球面定義式の基準曲率半径に２次の非球面係数も勘案した曲率半径を近軸曲
率半径とみなすことができる（例えば参考文献として、松居吉哉著「レンズ設計法」(共
立出版株式会社)のＰ４１～Ｐ４２を参照）。
【０１０２】
　そして、上記非球面データにおいて、「En」は、「１０のｎ乗」を意味する。例えば、
「E+001」は、「１０の＋１乗」を意味し、「E-003」は、「１０の－３乗」を意味する。
【０１０３】
　図１２ないし図１８には、距離無限遠での収差図が示されており、各図の（Ａ）、（Ｂ
）、（Ｃ）、（Ｄ）および（Ｅ）は、それぞれ、この順に、球面収差（正弦条件）、非点
収差、歪曲収差、メリディオナルコマ収差（最大像高Ｙ＝２．８５６）およびメリディオ
ナルコマ収差（像高Ｙ＝１．２５５）を示す。
【０１０４】
　球面収差の横軸は、焦点位置のずれをｍｍ単位で表しており、その縦軸は、最大入射高
で規格化した値で表している。非点収差の横軸は、焦点位置のずれをｍｍ単位で表してお
り、その縦軸は、像高をｍｍ単位で表している。歪曲収差の横軸は、実際の像高を理想像
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高に対する割合（％）で表しており、縦軸は、その像高をｍｍ単位で表している。メリデ
ィオナルコマ収差の横軸は、入射瞳位置をｍｍ単位で表しており、その縦軸は、横収差で
ある。また、球面収差、非点収差および歪曲収差は、ｄ線（波長５８７．５６ｎｍ）を用
いた場合の結果である。非点収差の図中、破線は、タンジェンシャル（メリディオナル）
面（Ｍ）、実線は、サジタル（ラディアル）面（Ｓ）における各結果をそれぞれ表してい
る。そして、メリディオナルコマ収差の図中、実線は、ｄ線、破線は、ｇ線、一点鎖線は
、Ｃ線における各結果をそれぞれ表している。
【０１０５】
　上記に列挙した各実施例１～７の撮像光学系１Ａ～１Ｇに、上述した条件式（１）～（
７）を当てはめた場合の数値を、それぞれ、表１に示す。
【０１０６】
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【表１】

　以上、説明したように、上記実施例１～７における撮像光学系１Ａ～１Ｇは、５枚のレ
ンズ構成であって、上述の各条件を満足している結果、従来の光学系より、小型化を図り
つつ、明るいＦナンバーを実現することができる。そして、上記実施例１～７における撮
像光学系１Ａ～１Ｇは、撮像装置２１およびデジタル機器３に搭載する上で、特に携帯端
末５に搭載する上で小型化が充分に達成され、また、高画素な撮像素子１８を採用するこ
とができる。
【０１０７】
　例えば、８Ｍピクセルや１０Ｍピクセルや１６Ｍピクセル等の約８Ｍ～１６Ｍピクセル
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のクラス（グレード）の高画素な撮像素子１８は、撮像素子１８のサイズが一定の場合に
は画素ピッチが短くなるため（画素面積が狭くなるため）、撮像光学系１Ａ～１Ｇは、こ
の画素ピッチに応じた透過光量が必要となるが、上記実施例１～７における撮像光学系１
Ａ～１Ｇは、明るいＦナンバーが実現されている。したがって、上記実施例１～７におけ
る撮像光学系１Ａ～１Ｇは、例えば８Ｍ～１６Ｍピクセルのクラスの撮像素子１８に好適
に用いられる。
【０１０８】
　本発明を表現するために、上述において図面を参照しながら実施形態を通して本発明を
適切且つ十分に説明したが、当業者であれば上述の実施形態を変更および／または改良す
ることは容易に為し得ることであると認識すべきである。したがって、当業者が実施する
変更形態または改良形態が、請求の範囲に記載された請求項の権利範囲を離脱するレベル
のものでない限り、当該変更形態または当該改良形態は、当該請求項の権利範囲に包括さ
れると解釈される。
【符号の説明】
【０１０９】
ＡＸ　光軸
１、１Ａ～１Ｇ　撮像光学系
３　デジタル機器
５　携帯電話機
１１、Ｌ１　第１レンズ
１２、Ｌ２　第２レンズ
１３、Ｌ３　第３レンズ
１４、Ｌ４　第４レンズ
１５、Ｌ５　第５レンズ
１７、ＩＳ　撮像素子
２１　撮像装置
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