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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から順に配置された、負の屈折力を有する第１レンズ群と、開口絞りと、正の屈
折力を有する第２レンズ群と、を備え、
　前記第１レンズ群は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負の屈折力を有する第１
レンズと、像側に凹面を向けた負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、正の屈折力を有する第４レンズと、が配置されて構成され、
　前記第２レンズ群は、物体側から順に、第５レンズと第６レンズとからなり全体で正の
屈折力を有する接合レンズと、正の屈折力を有する第７レンズと、像側に凹面を向けた負
の屈折力を有する第８レンズと、が配置されて構成されていることを特徴とする広角レン
ズ。
【請求項２】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項１に記載の広角レンズ。
（１）　ＡＢ１＜ＡＢ２
（２）　ＡＢ１＜４５
　ただし、ＡＢ１は前記広角レンズにおいて最も像側に配置されたレンズのｄ線に対する
アッベ数、ＡＢ２は前記広角レンズにおいて最も像側から２番目に配置されたレンズのｄ
線に対するアッベ数を示す。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅｄ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（
Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
などの撮像素子が備えられた電子撮像装置に好適な広角レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　監視カメラ用途の結像レンズとして、従来から、絞りを境に物体側から像側へ向かって
、複数のレンズで構成された前群と複数のレンズで構成された後群とを備えた広角レンズ
が知られている（たとえば、特許文献１を参照。）。
【０００３】
　特許文献１に開示されている広角レンズは、物体側から順に、負の前群と、開口絞りと
、正の後群とからなり、前記前群が物体側から順に像側に凹面を向けた負レンズ３枚と正
レンズ１枚の４枚で構成され、前記後群が最も像側に単一の正レンズを含んで構成されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０２１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　監視カメラに使用される結像レンズには、死角が生じないように広範囲にわたって良好
な視界を確保するために、広角でありながらも有効画面全体に亘って高い結像性能を備え
ていることが求められる。また、監視カメラは夜間にも使用されることから、監視カメラ
用の結像レンズとしては明るいレンズであることも要求される。また、撮像装置の小型短
縮化により周辺像高撮像素子への主光線入射角度を大きくし周辺光量低下を抑えることも
要求される。しかしながら、上記特許文献１に記載の広角レンズをはじめ従来の結像レン
ズでは、かかる要求を満足するものは存在しない。
【０００６】
　たとえば、特許文献１に記載の広角レンズは、１７０度程度の画角を有することから、
広角であるという条件は満足する。しかしながら、特許文献１に記載の広角レンズは、倍
率色収差の補正が不十分であるため、高い結像性能を備えているとは云い難い。さらに、
特許文献１に記載の広角レンズは、Ｆ値が２．３であることから、特に夜間使用した場合
に明るさが十分確保できず、監視カメラ用の結像レンズとしては好ましくない。
【０００７】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、明るくかつ広角でありな
がらも、有効画面全体に亘って高い結像性能を備えた、小型の広角レンズを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかる広角レンズは、
物体側から順に配置された、負の屈折力を有する第１レンズ群と、開口絞りと、正の屈折
力を有する第２レンズ群と、を備え、前記第１レンズ群は、物体側から順に、物体側に凸
面を向けた負の屈折力を有する第１レンズと、像側に凹面を向けた負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、正の屈折力を有する第４レンズと、が配
置されて構成され、前記第２レンズ群は、物体側から順に、第５レンズと第６レンズとか
らなり全体で正の屈折力を有する接合レンズと、正の屈折力を有する第７レンズと、像側
に凹面を向けた負の屈折力を有する第８レンズと、が配置されて構成されていることを特
徴とする。
【００１５】
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　この請求項１に記載の発明によれば、倍率色収差、コマ収差をはじめ諸収差を良好に補
正することができる。
【００１６】
　また、請求項２の発明にかかる広角レンズは、請求項１に記載の発明において、以下の
条件式を満足することを特徴とする。
（１）　ＡＢ１＜ＡＢ２
（２）　ＡＢ１＜４５
　ただし、ＡＢ１は前記広角レンズにおいて最も像側に配置されたレンズのｄ線に対する
アッベ数、ＡＢ２は前記広角レンズにおいて最も像側から２番目に配置されたレンズのｄ
線に対するアッベ数を示す。
【００１７】
　この請求項２に記載の発明によれば、周辺像高における倍率色収差、コマ収差の発生を
抑制することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明によれば、明るくかつ広角でありながらも、有効画面全体に亘って高い結像性
能を備えた、小型の広角レンズを提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施例１にかかる広角レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。
【図２】実施例１にかかる広角レンズの球面収差図である。
【図３】実施例１にかかる広角レンズの倍率色収差図である。
【図４】実施例１にかかる広角レンズのコマ収差図である。
【図５】実施例２にかかる広角レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。
【図６】実施例２にかかる広角レンズの球面収差図である。
【図７】実施例２にかかる広角レンズの倍率色収差図である。
【図８】実施例２にかかる広角レンズのコマ収差図である。
【図９】実施例３にかかる広角レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。
【図１０】実施例３にかかる広角レンズの球面収差図である。
【図１１】実施例３にかかる広角レンズ倍率色収差図である。
【図１２】実施例３にかかる広角レンズのコマ収差図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、この発明にかかる広角レンズの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００２５】
　この発明にかかる広角レンズは、物体側から順に配置された、負の屈折力を有する第１
レンズ群と、開口絞りと、正の屈折力を有する第２レンズ群と、を備えている。そして、
前記第１レンズ群は４枚以上のレンズで構成されており、前記第２レンズ群は４枚以上の
レンズで構成され、かつ前記第２レンズ群の最も像側には負レンズが配置されている。こ
のように構成することにより、倍率色収差、コマ収差を良好に補正することができる。特
に、この広角レンズを８枚以上のレンズで構成することにより、７枚以下のレンズでは面
の曲率半径が小さくなってしまうことで発生していたコマ収差、周辺像高で補正しきれな
かった倍率色収差の発生を効果的に抑制することができる。
【００２６】
　また、前記第２レンズ群の最も像側に配置されている負レンズの凹面を像側に向けるこ
とにより、周辺像高における光束のケラレが減少し、周辺光量の低下を抑制することがで
きる。さらに、前記第２レンズ群の最も像側から２番目に正レンズを配置すれば、最も像
側に配置されている負レンズとともに、倍率色収差、コマ収差の発生を打ち消しあって、
倍率色収差、コマ収差の発生をより効果的に抑制することができる。
【００２７】
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　以上のような特性を踏まえ、さらに他の収差（たとえば球面収差など）の補正をより効
果的に行うことを考慮すれば、この発明にかかる広角レンズは次のように構成してもよい
。たとえば、物体側から順に配置された、負の屈折力を有する第１レンズ群と、開口絞り
と、正の屈折力を有する第２レンズ群と、を備え、前記第１レンズ群を、物体側から順に
、物体側に凸面を向けた負の屈折力を有する第１レンズと、像側に凹面を向けた負の屈折
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、正の屈折力を有する第４レ
ンズと、を配置して構成し、前記第２レンズ群を、物体側から順に、第５レンズと第６レ
ンズとからなり全体で正の屈折力を有する接合レンズと、正の屈折力を有する第７レンズ
と、像側に凹面を向けた負の屈折力を有する第８レンズと、を配置して構成してもよい。
このように、接合レンズを含めることで、倍率色収差、コマ収差はもとより、軸上色収差
などの諸収差も良好に補正することができる。さらに、前記第２レンズや前記第８レンズ
に非球面を形成することにより、より優れた球面収差やコマ収差の補正が期待できる。
【００２８】
　この発明は、監視カメラにも使用可能なように、明るくかつ広角でありながらも、有効
画面全体に亘って高い結像性能を備えた、小型の広角レンズを提供することを目的として
いる。そこで、かかる目的を達成するため、以下に示すような各種条件を設定している。
【００２９】
　まず、この発明にかかる広角レンズにおいて、最も像側に配置されたレンズのｄ線に対
するアッベ数をＡＢ１、最も像側から２番目に配置されたレンズのｄ線に対するアッベ数
をＡＢ２とするとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（１）　ＡＢ１＜ＡＢ２
（２）　ＡＢ１＜４５
【００３０】
　このように、最も像側に配置されたレンズのｄ線に対するアッベ数を、最も像側から２
番目に配置されたレンズのｄ線に対するアッベ数に対して小さくなるようにすることによ
って、特に広角レンズで問題となる、周辺像高における倍率色収差、コマ収差の発生を効
果的に抑制することができる。なお、最も像側に配置されたレンズに、ｄ線に対するアッ
ベ数が４５以上のものを用いた場合には、周辺像高における倍率色収差、コマ収差の発生
を抑制しきれない。
【００３１】
　また、本発明にかかる広角レンズにおいて、周辺像高における倍率色収差、コマ収差の
発生を抑制するために、次のような構成を採用することもできる。すなわち、物体側から
順に配置された、負の屈折力を有する第１レンズ群と、開口絞りと、正の屈折力を有する
第２レンズ群と、を備え、前記第１レンズ群は４枚以上のレンズで構成し、前記第２レン
ズ群は４枚以上のレンズで構成し、かつ前記第２レンズ群の最も像側に配置されたレンズ
の像側面に以下の条件式を満足する非球面を形成する。
（３）　Ｘ（０．７Ｈ）＞０
　なお、
【数２】

　ただし、Ｘは光軸面頂からの非球面形状サグ量（像面の方向を正とする）、Ｈは光軸か
らレンズ外径方向への距離、Ｒは近軸曲率半径、εは円錐係数、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ
，Ｇ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍは、それぞれ２次，３次，４次，５次，６次，７次，８次，９
次，１０次，１１次，１２次，１３次の非球面係数、Ｘ（０．７Ｈ）は前記第２レンズ群
の最も像側に配置されたレンズにおける像側面の有効径に対し光軸中心から距離Ｈの７割
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の位置の非球面形状サグ量を示す。
【００３２】
　なお、前記第２レンズ群の最も像側に配置されたレンズにおける像側面の有効径に対し
光軸中心から距離Ｈの７割の位置の非球面形状サグ量を考慮する理由は、前記第２レンズ
群の最も像側に配置されたレンズの当該位置を通過する光束が撮像素子において高い集光
効率を示すからである。
【００３３】
　ところで、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子は、斜めからの入射光に対する感度が銀塩
フィルムに比べて低いため、撮像素子に入射する光線の入射角である主光線入射角度（Ｃ
ＲＡ：Ｃｈｉｅｆ　Ｒａｙ　Ａｎｇｌｅ）が小さいことが求められる。一方、近年、撮像
装置の一層の小型化が望まれていることにより、光学系全長の短縮化も要求され、斜めか
らの入射光に対する撮像素子の感度を向上させる必要もある。そこで、近年では、周辺像
高の推奨ＣＲＡが１５～３０度程度である撮像素子が主流となってきている。また、撮像
素子の受光面（結像面）において、最大像高に対して７割像高の位置が最も集光効率がよ
い。
【００３４】
　そこで、この発明にかかる広角レンズでは、最大像高Ｉmaxに対して７割像高の位置に
結像する光束の主光線の結像面への入射角度をθ（０．７Ｉmax）とするとき、次の条件
式を満足することが好ましい。
（４）　１５＜θ（０．７Ｉmax）＜３０
【００３５】
　この条件式（４）を満足することにより、周辺像高に結像する光束のケラレを減少させ
、周辺光量の低下を抑制することができる。ここで、条件式（４）においてその上限を超
えまたはその下限を下回ると、周辺像高に結像する光束の一部にケラレが生じて、周辺光
量の低下を招くことになる。
【００３６】
　以上説明したように、この発明にかかる広角レンズは、上記のような特徴を備えること
により、明るくかつ広角でありながらも、有効画面全体に亘って高い結像性能を得ること
ができる。すなわち、上記特徴を備えることで、監視カメラに好適な小型の広角レンズ、
たとえば、Ｆ値が１．７程度、画角が２００度以上でありながら、画像周辺部までの色収
差を効果的に補正することが可能な優れた結像性能を有する小型の広角レンズが得られる
。
【００３７】
　以下、図面を参照しながら、この発明にかかる広角レンズの実施例を詳細に説明する。
なお、以下の実施例によりこの発明が限定されるものではない。
【実施例１】
【００３８】
　図１は、実施例１にかかる広角レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この広角
レンズは、図示しない物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ11と、所定の
口径を規定する開口絞りＳＴと、正の屈折力を有する第２レンズ群Ｇ12と、が配置されて
構成される。また、この広角レンズにおいて、第１レンズ群Ｇ11と開口絞りＳＴとの間に
は、赤外線を遮断するＩＲカットフィルタＦが配置され、第２レンズ群Ｇ12と結像面ＩＭ
Ｇとの間には、カバーガラスＣＧが配置されている。ＩＲカットフィルタＦやカバーガラ
スＣＧは、必要に応じて配置されるものであり、省略することも可能である。なお、結像
面ＩＭＧには、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子の受光面が配置される。
【００３９】
　第１レンズ群Ｇ11は、前記物体側から順に、前記物体側に凸面を向けた負の屈折力を有
する第１レンズＬ11と、結像面ＩＭＧ側に凹面を向けた負の屈折力を有する第２レンズＬ

12と、負の屈折力を有する第３レンズＬ13と、正の屈折力を有する第４レンズＬ14と、が
配置されて構成されている。また、第２レンズＬ12の両面には、非球面が形成されている
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。
【００４０】
　第２レンズ群Ｇ12は、前記物体側から順に、第５レンズＬ15と第６レンズＬ16とからな
り全体で正の屈折力を有する接合レンズと、正の屈折力を有する第７レンズＬ17と、結像
面ＩＭＧ側に凹面を向けた負の屈折力を有する第８レンズＬ18と、が配置されて構成され
ている。第５レンズＬ15の前記物体側面には、開口絞りＳＴが設けられている。また、第
７レンズＬ17および第８レンズＬ18のそれぞれ両面には、非球面が形成されている。
【００４１】
　以下、実施例１にかかる広角レンズに関する各種数値データを示す。
【００４２】
広角レンズ全系の焦点距離＝1.10(mm）
Ｆ値＝1.70
最大画角＝208°
最大像高（Ｉmax）＝（2.0mm）
【００４３】
（条件式（１），（２）に関する数値）
ＡＢ１＝25.6，ＡＢ２＝56.0
（ＡＢ１＜ＡＢ２，ＡＢ１＜45）
【００４４】
（条件式（３）に関する数値）
Ｘ（０．７Ｈ）＝0.176（＞0）
第８レンズＬ18の有効径：φ2.9
【００４５】
（条件式（４）に関する数値）
（15＜）θ（０．７Ｉmax）＝19.4°（＜30）
【００４６】
ｒ1＝15.9327
　ｄ1＝0.9971　　ｎｄ1＝1.8830　　νｄ1＝40.8
ｒ2＝6.9238
　ｄ2＝3.9810
ｒ3＝146.0847（非球面）
　ｄ3＝1.3388　　ｎｄ2＝1.5312　　νｄ2＝56.0
ｒ4＝3.2097（非球面）
　ｄ4＝2.7843
ｒ5＝-17.3963
　ｄ5＝1.0190　　ｎｄ3＝1.4875　　νｄ3＝70.2
ｒ6＝3.0841
　ｄ6＝0.9921
ｒ7＝10.8096
　ｄ7＝1.8017　　ｎｄ4＝2.0007　　νｄ4＝25.5
ｒ8＝-9.6129
　ｄ8＝0.5500
ｒ9＝∞
　ｄ9＝0.2500　　ｎｄ5＝1.5163　　νｄ5＝64.1
ｒ10＝∞
　ｄ10＝1.5866
ｒ11＝4.5388
　ｄ11＝1.4277　　ｎｄ6＝1.4970　　νｄ6＝81.5
ｒ12＝-2.1860
　ｄ12＝0.6605　　ｎｄ7＝1.9459　　νｄ7＝18.0
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ｒ13＝-3.3032
　ｄ13＝0.1000
ｒ14＝4.7836（非球面）
　ｄ14＝1.5165　　ｎｄ8＝1.5312　　νｄ8＝56.0
ｒ15＝-3.5486（非球面）
　ｄ15＝0.1000
ｒ16＝-17.1750（非球面）
　ｄ16＝0.6871　　ｎｄ9＝1.6142　　νｄ9＝25.6
ｒ17＝2.9857（非球面）
　ｄ17＝1.0000
ｒ18＝∞
　ｄ18＝0.5000　　ｎｄ10＝1.5163　　νｄ10＝64.1
ｒ19＝∞
　ｄ19＝0.5050
ｒ20＝∞（結像面）
【００４７】
円錐係数（ε）および非球面係数（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ）
（第３面）
ε＝-26.7977，
Ａ＝0，　Ｂ＝0，
Ｃ＝1.6735×10-4，　Ｄ＝0，
Ｅ＝-1.4609×10-5，　Ｆ＝0，
Ｇ＝3.2201×10-7，　Ｉ＝0，
Ｊ＝-2.2695×10-9，　Ｋ＝0，
Ｌ＝0，　Ｍ＝0
（第４面）
ε＝-3.4148，
Ａ＝0，　Ｂ＝0，
Ｃ＝1.5835×10-2，　Ｄ＝0，
Ｅ＝-1.1387×10-3，　Ｆ＝0，
Ｇ＝1.3770×10-4，　Ｉ＝0，
Ｊ＝-7.4376×10-6，　Ｋ＝0，
Ｌ＝0，　Ｍ＝0
（第１４面）
ε＝-42.2987，
Ａ＝0，　Ｂ＝1.4812×10-2，
Ｃ＝2.5477×10-2，　Ｄ＝-2.2023×10-3，
Ｅ＝-1.2630×10-2，　Ｆ＝-1.5868×10-4，
Ｇ＝6.1562×10-3，　Ｉ＝-1.4662×10-3，
Ｊ＝-9.4876×10-4，　Ｋ＝4.9961×10-5，
Ｌ＝3.3281×10-4，　Ｍ＝-9.3351×10-5

（第１５面）
ε＝-0.9944，
Ａ＝0，　Ｂ＝3.7469×10-2，
Ｃ＝-1.1746×10-2，　Ｄ＝4.3306×10-3，
Ｅ＝2.4489×10-4，　Ｆ＝-1.3142×10-3，
Ｇ＝-7.9739×10-4，　Ｉ＝-8.0732×10-5，
Ｊ＝2.4372×10-4，　Ｋ＝2.1606×10-4，
Ｌ＝2.6246×10-5，　Ｍ＝-6.2389×10-5

（第１６面）
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ε＝60.7114，
Ａ＝0，　Ｂ＝7.6637×10-3，
Ｃ＝7.8958×10-3，　Ｄ＝-1.1692×10-2，
Ｅ＝-2.7694×10-3，　Ｆ＝6.3880×10-4，
Ｇ＝8.5334×10-4，　Ｉ＝8.2667×10-3，
Ｊ＝-2.4691×10-3，　Ｋ＝-8.6688×10-3，
Ｌ＝7.0636×10-3，　Ｍ＝-1.5798×10-3

（第１７面）
ε＝-7.8466，
Ａ＝0，　Ｂ＝2.8982×10-2，
Ｃ＝-3.2293×10-2，　Ｄ＝4.3727×10-2，
Ｅ＝-1.1298×10-2，　Ｆ＝-1.9521×10-3，
Ｇ＝2.1547×10-3，　Ｉ＝3.7162×10-4，
Ｊ＝-2.8823×10-4，　Ｋ＝1.0327×10-4，
Ｌ＝8.7945×10-5，　Ｍ＝-6.6464×10-5

【００４８】
　図２は、実施例１にかかる広角レンズの球面収差図である。図３は、実施例１にかかる
広角レンズの倍率色収差図である。図４は、実施例１にかかる広角レンズのコマ収差図で
ある。図中、ｄはｄ線（λ＝５８８ｎｍ）、ｇはｇ線（λ＝４３６ｎｍ）、ＦはＦ線（λ
＝４８６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６ｎｍ）、ｅはｅ線（λ＝５４６ｎｍ）に相当する
波長の収差を表す。また、倍率色収差図およびコマ収差図のＩmaxは最大像高を示す。
【実施例２】
【００４９】
　図５は、実施例２にかかる広角レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この広角
レンズは、図示しない物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ21と、所定の
口径を規定する開口絞りＳＴと、正の屈折力を有する第２レンズ群Ｇ22と、が配置されて
構成される。また、この広角レンズにおいて、第１レンズ群Ｇ21と開口絞りＳＴとの間に
は、赤外線を遮断するＩＲカットフィルタＦが配置され、第２レンズ群Ｇ22と結像面ＩＭ
Ｇとの間には、カバーガラスＣＧが配置されている。ＩＲカットフィルタＦやカバーガラ
スＣＧは、必要に応じて配置されるものであり、省略することも可能である。なお、結像
面ＩＭＧには、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子の受光面が配置される。
【００５０】
　第１レンズ群Ｇ21は、前記物体側から順に、前記物体側に凸面を向けた負の屈折力を有
する第１レンズＬ21と、結像面ＩＭＧ側に凹面を向けた負の屈折力を有する第２レンズＬ

22と、負の屈折力を有する第３レンズＬ23と、正の屈折力を有する第４レンズＬ24と、が
配置されて構成されている。また、第２レンズＬ22の両面には、非球面が形成されている
。
【００５１】
　第２レンズ群Ｇ22は、前記物体側から順に、第５レンズＬ25と第６レンズＬ26とからな
り全体で正の屈折力を有する接合レンズと、正の屈折力を有する第７レンズＬ27と、結像
面ＩＭＧ側に凹面を向けた負の屈折力を有する第８レンズＬ28と、が配置されて構成され
ている。第５レンズＬ25の前記物体側面には、開口絞りＳＴが設けられている。また、第
８レンズＬ28の両面には、非球面が形成されている。
【００５２】
　以下、実施例２にかかる広角レンズに関する各種数値データを示す。
【００５３】
広角レンズ全系の焦点距離＝1.10(mm）
Ｆ値＝1.70
最大画角＝206°
最大像高（Ｉmax）＝（2.0mm）
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【００５４】
（条件式（１），（２）に関する数値）
ＡＢ１＝40.7，ＡＢ２＝61.1
（ＡＢ１＜ＡＢ２，ＡＢ１＜45)
【００５５】
（条件式（３）に関する数値）
Ｘ（０．７Ｈ）＝0.155（＞0）
第８レンズＬ28の有効径：φ2.9
【００５６】
（条件式（４）に関する数値）
（15＜）θ（０．７Ｉmax）＝19.2°（＜30）
【００５７】
ｒ1＝16.0864
　ｄ1＝1.2907　　ｎｄ1＝1.8830　　νｄ1＝40.8
ｒ2＝6.9416
　ｄ2＝3.9838
ｒ3＝113.0652（非球面）
　ｄ3＝0.7846　　ｎｄ2＝1.5312　　νｄ2＝56.0
ｒ4＝2.8449（非球面）
　ｄ4＝2.7591
ｒ5＝-12.5199
　ｄ5＝0.9430　　ｎｄ3＝1.4875　　νｄ3＝70.2
ｒ6＝3.4817
　ｄ6＝0.8955
ｒ7＝10.2345
　ｄ7＝2.0614　　ｎｄ4＝2.0007　　νｄ4＝25.5
ｒ8＝-10.4381
　ｄ8＝0.5500
ｒ9＝∞
　ｄ9＝0.2500　　ｎｄ5＝1.5163　　νｄ5＝64.1
ｒ10＝∞
　ｄ10＝1.5866
ｒ11＝4.2276
　ｄ11＝1.9169　　ｎｄ6＝1.4970　　νｄ6＝81.5
ｒ12＝-2.1540
　ｄ12＝0.6141　　ｎｄ7＝1.9459　　νｄ7＝18.0
ｒ13＝-3.3389
　ｄ13＝0.1000
ｒ14＝3.5849
　ｄ14＝1.3275　　ｎｄ8＝1.5891　　νｄ8＝61.1
ｒ15＝-8.1241
　ｄ15＝0.1000
ｒ16＝-51.7825（非球面）
　ｄ16＝0.6980　　ｎｄ9＝1.8061　　νｄ9＝40.7
ｒ17＝3.8023（非球面）
　ｄ17＝1.0000
ｒ18＝∞
　ｄ18＝0.5000　　ｎｄ10＝1.5163　　νｄ10＝64.1
ｒ19＝∞
　ｄ19＝0.5043
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ｒ20＝∞（結像面）
【００５８】
円錐係数（ε）および非球面係数（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ）
（第３面）
ε＝99.6419，
Ａ＝0，　Ｂ＝0，
Ｃ＝1.5107×10-4，　Ｄ＝0，
Ｅ＝-1.3770×10-5，　Ｆ＝0，
Ｇ＝3.5764×10-7，　Ｉ＝0，
Ｊ＝-3.0079×10-9，　Ｋ＝0，
Ｌ＝0，　Ｍ＝0
（第４面）
ε＝-2.0093，
Ａ＝0，　Ｂ＝0，
Ｃ＝1.6071×10-2，　Ｄ＝0，
Ｅ＝-1.0412×10-3，　Ｆ＝0，
Ｇ＝1.5623×10-4，　Ｉ＝0，
Ｊ＝-6.3069×10-6，　Ｋ＝0，
Ｌ＝0，　Ｍ＝0
（第１６面）
ε＝101.0000，
Ａ＝0，　Ｂ＝-1.1310×10-3，
Ｃ＝4.4931×10-3，　Ｄ＝-1.0623×10-2，
Ｅ＝-2.0042×10-3，　Ｆ＝6.9806×10-4，
Ｇ＝6.4696×10-4，　Ｉ＝8.0605×10-3，
Ｊ＝-2.5937×10-3，　Ｋ＝-8.7148×10-3，
Ｌ＝7.0707×10-3，　Ｍ＝-1.5438×10-3

（第１７面）
ε＝-4.8150，
Ａ＝0，　Ｂ＝2.4057×10-2，
Ｃ＝-2.8960×10-2，　Ｄ＝4.5268×10-2，
Ｅ＝-1.1796×10-2，　Ｆ＝-2.8121×10-3，
Ｇ＝1.7027×10-3，　Ｉ＝2.8817×10-4，
Ｊ＝-2.2285×10-4，　Ｋ＝1.7935×10-4，
Ｌ＝1.1967×10-4，　Ｍ＝-8.7064×10-5

【００５９】
　図６は、実施例２にかかる広角レンズの球面収差図である。図７は、実施例２にかかる
広角レンズの倍率色収差図である。図８は、実施例２にかかる広角レンズのコマ収差図で
ある。図中、ｄはｄ線（λ＝５８８ｎｍ）、ｇはｇ線（λ＝４３６ｎｍ）、ＦはＦ線（λ
＝４８６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６ｎｍ）、ｅはｅ線（λ＝５４６ｎｍ）に相当する
波長の収差を表す。また、倍率色収差図およびコマ収差図のＩmaxは最大像高を示す。
【実施例３】
【００６０】
　図９は、実施例３にかかる広角レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この広角
レンズは、図示しない物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ31と、所定の
口径を規定する開口絞りＳＴと、正の屈折力を有する第２レンズ群Ｇ32と、が配置されて
構成される。また、この広角レンズにおいて、第１レンズ群Ｇ31と開口絞りＳＴとの間に
は、赤外線を遮断するＩＲカットフィルタＦが配置され、第２レンズ群Ｇ32と結像面ＩＭ
Ｇとの間には、カバーガラスＣＧが配置されている。ＩＲカットフィルタＦやカバーガラ
スＣＧは、必要に応じて配置されるものであり、省略することも可能である。なお、結像
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面ＩＭＧには、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子の受光面が配置される。
【００６１】
　第１レンズ群Ｇ31は、前記物体側から順に、前記物体側に凸面を向けた負の屈折力を有
する第１レンズＬ31と、結像面ＩＭＧ側に凹面を向けた負の屈折力を有する第２レンズＬ

32と、負の屈折力を有する第３レンズＬ33と、正の屈折力を有する第４レンズＬ34と、が
配置されて構成されている。また、第２レンズＬ32の両面には、非球面が形成されている
。
【００６２】
　第２レンズ群Ｇ32は、前記物体側から順に、正の屈折力を有する第５レンズＬ35と、負
の屈折力を有する第６レンズＬ36と、正の屈折力を有する第７レンズＬ37と、結像面ＩＭ
Ｇ側に凹面を向けた負の屈折力を有する第８レンズＬ38と、が配置されて構成されている
。第５レンズＬ35の前記物体側面には、開口絞りＳＴが設けられている。また、第７レン
ズＬ37および第８レンズＬ38のそれぞれ両面には、非球面が形成されている。
【００６３】
　以下、実施例３にかかる広角レンズに関する各種数値データを示す。
【００６４】
広角レンズ全系の焦点距離＝1.10(mm）
Ｆ値＝1.70
最大画角＝208°
最大像高（Ｉmax）＝（2.0mm）
【００６５】
（条件式（１），（２）に関する数値）
ＡＢ１＝25.6，ＡＢ２＝56.0
（ＡＢ１＜ＡＢ２，ＡＢ１＜45）
【００６６】
（条件式（３）に関する数値）
Ｘ（０．７Ｈ）＝0.229（＞0）
第８レンズＬ38の有効径：φ2.5
【００６７】
（条件式（４）に関する数値）
（15＜）θ（０．７Ｉmax）＝25.2（＜30）
【００６８】
ｒ1＝18.7525
　ｄ1＝0.6050　　ｎｄ1＝2.0007　　νｄ1＝25.5
ｒ2＝8.5669
　ｄ2＝4.5832
ｒ3＝117.4777（非球面）
　ｄ3＝3.1811　　ｎｄ2＝1.5312　　νｄ2＝56.0
ｒ4＝3.7106（非球面）
　ｄ4＝2.9503
ｒ5＝-31.9403
　ｄ5＝1.4109　　ｎｄ3＝1.4875　　νｄ3＝70.2
ｒ6＝3.3487
　ｄ6＝0.8330
ｒ7＝7.4273
　ｄ7＝3.4569　　ｎｄ4＝2.0007　　νｄ4＝25.5
ｒ8＝-33.9559
　ｄ8＝0.5500
ｒ9＝∞
　ｄ9＝0.2500　　ｎｄ5＝1.5163　　νｄ5＝64.1
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ｒ10＝∞
　ｄ10＝1.5866
ｒ11＝2.3644
　ｄ11＝1.1733　　ｎｄ6＝1.4970　　νｄ6＝81.5
ｒ12＝-4.3520
　ｄ12＝0.1000
ｒ13＝-3.5869
　ｄ13＝0.3765　　ｎｄ7＝1.9459　　νｄ7＝18.0
ｒ14＝-5.3784
　ｄ14＝0.1000
ｒ15＝3.8210（非球面）
　ｄ15＝0.7794　　ｎｄ8＝1.5312　　νｄ8＝56.0
ｒ16＝-3.8118（非球面）
　ｄ16＝0.1000
ｒ17＝103.6975（非球面）
　ｄ17＝0.6683　　ｎｄ9＝1.6142　　νｄ9＝25.6
ｒ18＝1.7610（非球面）
　ｄ18＝1.0000
ｒ19＝∞
　ｄ19＝0.5000　　ｎｄ10＝1.5163　　νｄ10＝64.1
ｒ20＝∞
　ｄ20＝0.4838
ｒ21＝∞（結像面）
【００６９】
円錐係数（ε）および非球面係数（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ）
（第３面）
ε＝95.4025，
Ａ＝0，　Ｂ＝0，
Ｃ＝3.2890×10-4，　Ｄ＝0，
Ｅ＝-1.6498×10-5，　Ｆ＝0，
Ｇ＝2.7053×10-7，　Ｉ＝0，
Ｊ＝-1.5834×10-9，　Ｋ＝0，
Ｌ＝0，　Ｍ＝0
（第４面）
ε＝-6.8799，
Ａ＝0，　Ｂ＝0，
Ｃ＝1.6579×10-2，　Ｄ＝0，
Ｅ＝-1.3525×10-3，　Ｆ＝0，
Ｇ＝1.1776×10-4，　Ｉ＝0，
Ｊ＝-3.1303×10-6，　Ｋ＝0，
Ｌ＝0，　Ｍ＝0
（第１５面）
ε＝-33.3867，
Ａ＝0，　Ｂ＝1.5154×10-2，
Ｃ＝2.5687×10-2，　Ｄ＝-7.4380×10-3，
Ｅ＝-1.7304×10-2，　Ｆ＝-2.1626×10-3，
Ｇ＝5.8588×10-3，　Ｉ＝-1.1445×10-3，
Ｊ＝-5.7142×10-4，　Ｋ＝2.9325×10-4，
Ｌ＝4.1723×10-4，　Ｍ＝-1.3729×10-4

（第１６面）
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ε＝-1.8031，
Ａ＝0，　Ｂ＝3.6717×10-2，
Ｃ＝-1.0484×10-2，　Ｄ＝-1.5705×10-3，
Ｅ＝-2.6041×10-3，　Ｆ＝-1.4692×10-3，
Ｇ＝-2.2574×10-4，　Ｉ＝3.2647×10-4，
Ｊ＝3.9671×10-4，　Ｋ＝2.5125×10-4，
Ｌ＝8.4350×10-5，　Ｍ＝8.9346×10-5

（第１７面）
ε＝35.5853，
Ａ＝0，　Ｂ＝1.7102×10-2，
Ｃ＝4.9636×10-3，　Ｄ＝-1.3418×10-2，
Ｅ＝-5.7067×10-3，　Ｆ＝-2.1978×10-3，
Ｇ＝-4.6552×10-4，　Ｉ＝8.3036×10-3，
Ｊ＝-1.8104×10-3，　Ｋ＝-8.0437×10-3，
Ｌ＝7.2854×10-3，　Ｍ＝-1.8702×10-3

（第１８面）
ε＝-2.1645，
Ａ＝0，　Ｂ＝3.4346×10-2，
Ｃ＝-1.7062×10-2，　Ｄ＝6.6114×10-2，
Ｅ＝-1.6427×10-2，　Ｆ＝-1.2737×10-2，
Ｇ＝-2.2270×10-3，　Ｉ＝8.2207×10-4，
Ｊ＝1.5173×10-3，　Ｋ＝1.2868×10-3，
Ｌ＝2.6324×10-4，　Ｍ＝-5.3397×10-4

【００７０】
　図１０は、実施例３にかかる広角レンズの球面収差図である。図１１は、実施例３にか
かる広角レンズの倍率色収差図である。図１２は、実施例３にかかる広角レンズのコマ収
差図である。図中、ｄはｄ線（λ＝５８８ｎｍ）、ｇはｇ線（λ＝４３６ｎｍ）、ＦはＦ
線（λ＝４８６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６ｎｍ）、ｅはｅ線（λ＝５４６ｎｍ）に相
当する波長の収差を表す。また、倍率色収差図およびコマ収差図のＩmaxは最大像高を示
す。
【００７１】
　なお、上記数値データにおいて、ｒ1，ｒ2，・・・・は各レンズ面などの曲率半径、ｄ

1，ｄ2，・・・・は各レンズの肉厚またはそれらの面間隔、ｎｄ1，ｎｄ2，・・・・は各
レンズのｄ線（λ＝５８８ｎｍ）に対する屈折率、νｄ1，νｄ2，・・・・は各レンズの
ｄ線に対するアッベ数を示している。
【００７２】
　また、上記各非球面形状は、光軸面頂からの非球面形状サグ量をＸ、光軸からレンズ外
形方向への距離をＨとし、光の進行方向を正とするとき、以下に示す式により表される。
【００７３】
【数３】

【００７４】
　ただし、Ｒは近軸曲率半径、εは円錐係数、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｉ，Ｊ，Ｋ
，Ｌ，Ｍは、それぞれ２次，３次，４次，５次，６次，７次，８次，９次，１０次，１１
次，１２次，１３次の非球面係数を示す。
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【００７５】
　以上説明したように、上記各実施例に示した構成により、Ｆ値１．７程度の明るさと２
００度以上の画角を確保し、有効画面全体に亘って高い結像性能を備えた、小型の広角レ
ンズを実現することができる。この広角レンズは、特に、周辺像高における倍率色収差や
コマ収差の補正に優れている。また、適宜非球面レンズを含めたことで、倍率色収差やコ
マ収差の他、球面収差などの諸収差の補正も可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　以上のように、この発明の広角レンズは、撮像素子が搭載された電子撮像装置に有用で
あり、特に、広角撮影や薄暗い場所での撮影が必要とされる監視カメラに適している。
【符号の説明】
【００７７】
　Ｇ11，Ｇ21，Ｇ31　第１レンズ群
　Ｇ12，Ｇ22，Ｇ32　第２レンズ群
　Ｌ11，Ｌ21，Ｌ31　第１レンズ
　Ｌ12，Ｌ22，Ｌ32　第２レンズ
　Ｌ13，Ｌ23，Ｌ33　第３レンズ
　Ｌ14，Ｌ24，Ｌ34　第４レンズ
　Ｌ15，Ｌ25，Ｌ35　第５レンズ
　Ｌ16，Ｌ26，Ｌ36　第６レンズ
　Ｌ17，Ｌ27，Ｌ37　第７レンズ
　Ｌ18，Ｌ28，Ｌ38　第８レンズ
　ＳＴ　開口絞り
　Ｆ　ＩＲカットフィルタ
　ＣＧ　カバーガラス
　ＩＭＧ　像面
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