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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ、正のパワ
ーを有する第２レンズ、負のパワーを有する第３レンズ、負のパワーを有する第４レンズ
および正のパワーを有する第５レンズからなり、
　前記第１レンズの像側レンズ面は、凹形状を備え、
　前記第２レンズの物体側レンズ面は、凸形状を備え、
　前記第５レンズの像側レンズ面は、変曲点を備える非球面であり、光軸を含む中央部分
が凹形状をしており、
　前記第５レンズの像側レンズ面を含む少なくとも２つのレンズ面が非球面とされており
、
　全レンズ系の焦点距離をｆ、前記第５レンズの焦点距離をｆ５としたときに、以下の条
件式を満たすことを特徴とする広角レンズ。
　０．５≦　ｆ５／ｆ　≦１．５
【請求項２】
　請求項１において、
　レンズ系全体の焦点距離をｆ、前記第２レンズの焦点距離をｆ２としたときに、以下の
条件式（１）を満たすことを特徴とする広角レンズ。
　０．４　≦　ｆ２／ｆ　≦　０．７　・・（１）
【請求項３】
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　請求項１または２において、
　前記第３レンズの焦点距離をｆ３としたときに、以下の条件式（２）を満たすことを特
徴とする広角レンズ。
　－１　≦　ｆ２／ｆ３　≦　－０．２５　・・（２）
【請求項４】
　請求項１ないし３のうちのいずれかの項において、
　前記第１レンズの物体側レンズ面の物体側の端から第５レンズの像側レンズ面の像側の
端までの光軸上の距離をＤとしたときに、以下の条件式（３）を満たすことを特徴とする
広角レンズ。
　１．０　≦　Ｄ／ｆ　≦２．０　・・（３）
【請求項５】
　請求項１ないし４のうちのいずれかの項において、
　前記第１レンズの焦点距離をｆ１としたときに、以下の条件式（４）を満たすことを特
徴とする広角レンズ。
　－１．５　≦　ｆ１／ｆ　≦　－０．５　・・（４）
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちのいずれかの項において、
　画角が６５°以上であることを特徴とする広角レンズ。
【請求項７】
　請求項１ないし６のうちのいずれかの項に記載の広角レンズと、
　前記広角レンズの焦点位置に配置された撮像素子と、を有することを特徴とする撮像装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、５枚のレンズからなる小型の広角レンズおよび当該広角レンズを搭載する撮
像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話などの情報端末や小型のデジタルカメラに搭載される撮像レンズは特許文献１
に記載されている。同文献の撮影レンズは物体側から像側に向かって順に配置された、正
のパワーを備える第１レンズ、負のパワーを備える第２レンズ、正のパワーを備える第３
レンズ、像側が凸のメニスカス形状の第４レンズ、および、像側レンズ面が変曲点を備え
る非球面形状とされた第５レンズを備えている。同文献の撮像レンズの最大画角は６０°
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４９４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　情報端末や小型のデジタルカメラなどの機器に搭載される撮像レンズにおいては、使い
勝手を考慮して画角を広くする場合がある。すなわち、これらの小型の機器においては、
標準画角の撮像レンズを、６０°以上の画角の広角レンズに置き換えることが要求される
場合がある。
【０００５】
　ここで、標準レンズを広角レンズに置き換えるためには、広角レンズのレンズ系の全長
（第１レンズの物体側レンズ面の物体側の端から結像面までの距離）を短く抑え、広角レ
ンズを標準レンズの配置スペースに設置可能としなければならない。また、これらの機器
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において、撮像レンズの焦点位置に配置される撮像素子には、そのセンサ面に斜めから入
射する光に対して感度が低下する特性を有するものがあるので、センサ面（撮像レンズの
結像面）に対する主光線入射角度を小さく抑制して、画質の劣化を抑制しなければならな
い。
【０００６】
　このような点に鑑みて、本発明の課題は、レンズ系の全長を短く抑え、結像面に対する
主光線入射角度を小さく抑制できる広角レンズを提供することにある。また、このような
広角レンズを搭載する撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の広角レンズは、物体側から像側に向かって順に配
置された、負のパワーを有する第１レンズ、正のパワーを有する第２レンズ、負のパワー
を有する第３レンズ、負のパワーを有する第４レンズおよび正のパワーを有する第５レン
ズからなり、前記第１レンズの像側レンズ面は、凹形状を備え、前記第２レンズの物体側
レンズ面は、凸形状を備え、前記第５レンズの像側レンズ面は、変曲点を備える非球面で
あり、光軸を含む中央部分が凹形状をしており、前記第５レンズの像側レンズ面を含む少
なくとも２つのレンズ面が非球面とされており、全レンズ系の焦点距離をｆ、前記第５レ
ンズの焦点距離をｆ５としたときに、以下の条件式を満たすことを特徴とする。
　０．５≦　ｆ５／ｆ　≦１．５
【０００８】
　本発明によれば、第１レンズに凹形状を備える負のパワーのレンズを配置し、第２レン
ズに凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、レンズ系の全長を抑えた
広角レンズを構成できる。また、第５レンズの像側レンズ面を、変曲点を備える非球面と
したので、広角レンズからの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面に入射
する主光線入射角度を小さく抑制することができる。さらに、前記第５レンズの像側レン
ズ面を含む少なくとも２つのレンズ面が非球面とされているので、広角レンズを明るく構
成することが容易である。なお、広角レンズとは、一般的に、画角が６０°以上の撮像レ
ンズをいう。主光線入射角度とは、結像面へ入射する光線と光軸が交差する角度である。
【０００９】
　本発明において、レンズ系全体の焦点距離をｆ、前記第２レンズの焦点距離をｆ２とし
たときに、以下の条件式（１）を満たすことが望ましい。
　０．４　≦　ｆ２／ｆ　≦　０．７　・・（１）
【００１０】
　条件式（１）はレンズ系の全長の抑制を容易にするものであり、条件式（１）の上限値
を上回ると、レンズ系の全長の増大を招く。条件式（１）の下限値を下回ると、バックフ
ォーカスを確保することが困難となる。
【００１１】
　本発明において、前記第３レンズの焦点距離をｆ３としたときに、以下の条件式（２）
を満たすことが望ましい。
　－１　≦　ｆ２／ｆ３　≦　－０．２５　・・（２）
【００１２】
　条件式（２）は軸上の色収差を抑制するものである。すなわち、軸上の色収差は隣接配
置した正のパワーを有する第２レンズ１２、負のパワーを有する第３レンズ１３によって
抑制することが可能であるが、第２レンズのパワーと第３レンズのパワーのバランスによ
って、条件式（２）の上限値を上回ると色収差の補正が不足となり、条件式（２）の下限
値を下回ると色収差に過剰補正が生じる。
【００１３】
　本発明において、前記第１レンズの物体側レンズ面の物体側の端から第５レンズの像側
レンズ面の像側の端までの光軸上の距離（レンズ系のレンズ厚）をＤとしたときに、以下
の条件式（３）を満たすことが望ましい。



(4) JP 6174344 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

　１．０　≦　Ｄ／ｆ　≦２．０　・・（３）
【００１４】
　条件式（３）はバックフォーカスを確保しながらレンズ系の全長を抑制することを容易
にするものである。条件式（３）の上限値を上回るとバックフィーカスを確保することが
困難となる。条件式（３）の下限値を下回ると、各レンズの間の距離が短くなり、各レン
ズの配置に無理が生じやすい。すなわち、各レンズの中心厚やコバ厚によって、各レンズ
の配置が困難となる場合が発生する。
【００１５】
　本発明において、前記第１レンズの焦点距離をｆ１としたときに、以下の条件式（４）
を満たすことが望ましい。
　－１．５　≦　ｆ１／ｆ　≦　－０．５　・・（４）
【００１６】
　条件式（４）は画角の確保を容易にするものである。条件式（４）の上限値を上回ると
第１レンズのパワーがレンズ系の中で大きくなりすぎて、全長の増大を招く。また、第１
レンズのパワーがレンズ系の中で大きくなりすぎて、像面湾曲の補正が困難となる。条件
式（２）の下限値を下回ると、第１レンズのパワーの低下により画角の確保が難しくなる
。
【００１７】
　本発明において、画角は６５°以上とすることができる。すなわち、標準レンズよりも
広い画角を備えるものとすることができる。
【００１８】
　次に、本発明の撮像装置は、上記の広角レンズと、前記広角レンズの焦点位置に配置さ
れた撮像素子とを有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明によれば、広角レンズのレンズ系の全長が短く抑えられている。従って、撮像装
置を小さく構成できる。また、広角レンズが明るく、結像面に対する主光線入射角度が小
さく抑制されている。従って、撮像レンズの焦点位置に配置される撮像素子がそのセンサ
面に斜めから入射する光に対して感度が低下する特性を有するものであっても、画質の劣
化を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、レンズ系の全長を短く抑え、結像面に対する主光線入射角度を小さく
抑制した明るい広角レンズを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明を適用した実施例１の広角レンズの構成図である。
【図２】図１の広角レンズの縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図である。
【図３】本発明を適用した実施例２の広角レンズの構成図である。
【図４】図３の広角レンズの縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図である。
【図５】本発明を適用した実施例３の広角レンズの構成図である。
【図６】図５の広角レンズの縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図である。
【図７】本発明を適用した実施例４の広角レンズの構成図である。
【図８】図７の広角レンズの縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図である。
【図９】本発明を適用した実施例５の広角レンズの構成図である。
【図１０】図９の広角レンズの縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図である。
【図１１】本発明を適用した実施例６の広角レンズの構成図である。
【図１２】図１１の広角レンズの縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図である。
【図１３】本発明を適用した実施例７の広角レンズの構成図である。
【図１４】図１３の広角レンズの縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図である。
【図１５】広角レンズを搭載する撮像装置の説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に図面を参照して、本発明を適用した広角レンズを説明する。
【００２３】
　（実施例１）
　図１は実施例１の広角レンズの光線図である。図１に示すように、広角レンズ１０は、
物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ１１、正のパ
ワーを有する第２レンズ１２、負のパワーを有する第３レンズ１３、負のパワーを有する
第４レンズ１４および正のパワーを有する第５レンズ１５からなる。第１レンズ１１と第
２レンズ１２の間には絞り（不図示）が配置されている。第５レンズ１５の像側にはカバ
ーガラス１６が配置されている。結像面１７はカバーガラス１６と間隔を開けた位置にあ
る。
【００２４】
　第１レンズ１１は、物体側レンズ面１１ａおよび像側レンズ面１１ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面１１ａは凸形状を備えており、像側レンズ面１１ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面１１ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【００２５】
　第２レンズ１２は、物体側レンズ面１２ａおよび像側レンズ面１２ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面１２ａおよび像側レンズ面１２ｂは、それぞれ凸形状を
備えている。
【００２６】
　第３レンズ１３は、物体側レンズ面１３ａおよび像側レンズ面１３ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面１３ａは凸形状を備えており、像側レンズ面１３ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面１３ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【００２７】
　第４レンズ１４は、物体側レンズ面１４ａおよび像側レンズ面１４ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面１４ａは光軸を含む中央部分が凸形状を備えており、像
側レンズ面１４ｂは、光軸を含む中央部分が凹形状を備えている。
【００２８】
　第５レンズ１５は、物体側レンズ面１５ａおよび像側レンズ面１５ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面１５ａは光軸を含む中央部分に凸形状を備えている。像
側レンズ面１５ｂは、変曲点を有しており、光軸を含む中央部分に凹形状を備えている。
従って、像側レンズ面１５ｂは変曲点から内周側に向かって物体側に湾曲しており、変曲
点から外周側に向かって物体側に湾曲している。
【００２９】
　広角レンズ１０の開口数をＦｎｏ．、半画角をω、および、レンズ系の全長（第１レン
ズ１１の物体側レンズ面１１ａの物体側の端から結像面１７までの距離）をＬ、レンズ系
のレンズ厚（第１レンズ１１の物体側レンズ面１１ａの物体側の端から第５レンズ１５の
像側レンズ面１５ｂの像側の端までの距離）をＤとすると、これらの値は以下のとおりで
ある。
　Ｆｎｏ．＝２．８
　ω＝８５．０°
　Ｌ＝５．０１０ｍｍ
　Ｄ＝３．９３８ｍｍ
【００３０】
　また、全レンズ系の焦点距離をｆ、第１レンズ１１の焦点距離をｆ１、第２レンズ１２
の焦点距離をｆ２、第３レンズ１３の焦点距離をｆ３、第４レンズ１４の焦点距離をｆ４
、第５レンズ１５の焦点距離をｆ５とすると、これらの値は以下のとおりである。
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　ｆ＝２．５３９
　ｆ１＝－３．０６１
　ｆ２＝１．３２４
　ｆ３＝－２．９１０
　ｆ４＝－３．５５７
　ｆ５＝２．６８８
【００３１】
　ここで、本例の広角レンズ１０は、以下の条件式（１）～（４）を満たす。
　０．４　≦　ｆ２／ｆ　≦　０．７　・・（１）
　－１　≦　ｆ２／ｆ３＝　≦　－０．２５　・・（２）
　１．０　≦　Ｄ／ｆ　≦２．０　・・（３）
　－１．５　≦　ｆ１／ｆ　≦　－０．５　・・（４）
【００３２】
　すなわち、ｆ２／ｆ＝０．５２１であり、ｆ２／ｆ３＝－０．４５５であり、Ｄ／ｆ＝
１．５５１であり、ｆ１／ｆ＝－１．２０６である。
【００３３】
　広角レンズ１０は条件式（１）を満たすので、レンズ系の全長の抑制し、バックフォー
カスを確保することが容易である。すなわち、条件式（１）の上限値を上回ると、全長の
増大を招く。条件式（１）の下限値を下回ると、バックフォーカスを確保することが困難
となる。
【００３４】
　広角レンズ１０は条件式（２）を満たすので、軸上の色収差が抑制される。すなわち、
軸上の色収差は隣接配置した正のパワーを有する第２レンズ１２、負のパワーを有する第
３レンズ１３によって抑制することが可能となっているが、第２レンズ１２のパワーと第
３レンズ１３のパワーのバランスによって、条件式（２）の上限値を上回ると色収差の補
正が不足となり、条件式（２）の下限値を下回ると色収差に過剰補正が生じる。
【００３５】
　広角レンズ１０は条件式（３）を満たすので、バックフォーカスを確保しながらレンズ
系の全長を抑制することが容易である。すなわち、条件式（３）の上限値を上回るとバッ
クフォーカスを確保することが困難となる。条件式（３）の下限値を下回ると、各レンズ
の間の距離が短くなるので、各レンズの中心厚やコバ厚によって、各レンズの配置が困難
となる場合が発生する。
【００３６】
　広角レンズ１０は条件式（４）を満たすので、画角の確保が容易である。すなわち、条
件式（４）の上限値を上回ると第１レンズ１１のパワーがレンズ系の中で大きくなりすぎ
て、レンズ系の全長の増大を招く。また、条件式（４）の上限値を上回ると第１レンズ１
１のパワーがレンズ系の中で大きくなりすぎて、像面湾曲の補正が困難となる。一方、条
件式（４）の下限値を下回ると、第１レンズ１１のパワーの低下により画角の確保が難し
くなる。
【００３７】
　また、広角レンズ１０は、以下の条件式（５）～（９）を満たす。
　－１．４≦　ｆ３／ｆ　≦－０．６　・・（５）
　－３≦　ｆ４／ｆ　≦－１　・・（６）
　０．５≦　ｆ５／ｆ　≦１．５　・・（７）
　１．３≦　Ｌ／ｆ　≦２．５　・・（８）
　－２≦　ｆ４／ｆ５　≦－１　・・（９）
【００３８】
　すなわち、ｆ３／ｆ＝－１．１４６であり、ｆ４／ｆ＝－１．４０１であり、ｆ５／ｆ
＝１．０５９であり、Ｌ／ｆ＝１．９７３であり、ｆ４／ｆ５＝－１．３２３である。
【００３９】
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　広角レンズ１０は条件式（５）を満たすので、色収差を良好に補正できる。すなわち、
条件式（５）の上限値を上回ると色収差の補正が過剰となり、下限値を下回ると色収差の
補正に不足が生じる。
【００４０】
　また、広角レンズ１０は条件式（６）を満たすので、像面湾曲を良好に補正できる。す
なわち、条件式（６）の上限値を上回ると像面湾曲の補正が過剰となり、下限値を下回る
と像面湾曲の補正に不足が生じる。
【００４１】
　さらに、広角レンズ１０は条件式（７）を満たすことにより、結像面１７に入射する主
光線入射角度を小さくできる。すなわち、条件式（７）の上限値を上回るとレンズ系から
の射出される光線の射出方向の補正に不足が生じ、下限値を下回ると射出方向の補正が過
剰となる。
【００４２】
　さらに、広角レンズ１０は条件式（８）を満たすので、バックフォーカスを確保しなが
らレンズ系の全長を抑制することがより容易となる。すなわち、条件式（８）の上限値を
上回るとバックフォーカスを確保することが困難となる。条件式（８）の下限値を下回る
と、各レンズの間の距離が短くなるので、各レンズの中心厚やコバ厚によって、各レンズ
の配置が困難となる場合が発生する。
【００４３】
　また、広角レンズ１０は条件式（９）を満たすので、像面湾曲をより良好に補正できる
。すなわち、条件式（９）の上限値を上回ると像面湾曲の補正が過剰となり、下限値を下
回ると像面湾曲の補正に不足が生じる。
【００４４】
　以下の表１Ａは広角レンズ１０の各レンズ面のレンズデータを示す。表１Ａでは物体側
から数えた順番で各レンズ面を特定している。本例では、各レンズの全てのレンズ面が非
球面である。なお、１１面および１２面はカバーガラス１６のガラス面であり、１３面は
結像面１７である。曲率半径および間隔の単位はミリメートルである。
【００４５】

【表１Ａ】

【００４６】
　次に、表１Ｂ、表１Ｃは非球面とされたレンズ面の非球面形状を規定するための非球面
係数を示す。表１Ｂ、表１Ｃにおいても物体側から数えた順番で各レンズ面を特定してい
る。
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【表１Ｂ】

【表１Ｃ】

【００４７】
　なお、レンズ面に採用する非球面形状は、Ｙをサグ量、ｃを曲率半径の逆数、Ｋを円錐
係数、ｈを光線高さ、４次、６次、８次、１０次、１２次、１４次、１６次の非球面係数
をそれぞれＡ４、Ａ６、Ａ８、Ａ１０、Ａ１２、Ａ１４、Ａ１６とすると、次式により表
わされる。
【００４８】

【数１】

【００４９】
　（作用効果）
　図２（ａ）～（ｄ）は広角レンズ１０の縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図
である。図２（ａ）の縦収差図では、横軸は光線が光軸Ｌと交わる位置を示し、縦軸は光
線がレンズ系に入射する高さを示している。図２（ｂ）の横収差図では横軸は入射瞳座標
を示し、縦軸は収差量を示す。図２（ａ）、（ｂ）では、波長の異なる複数の可視光線に
ついてのシミュレーション結果を示してある。図２（ｃ）の像面湾曲図では横軸は光軸方
向の距離を示し、縦軸は像の高さを示す。図２（ｃ）において、Ｓはサジタル面における
像面湾曲収差を示し、Ｔはタンジェンシャル面における像面湾曲収差を示す。図２（ｄ）
の歪曲収差図では横軸は像の歪み量を示し、縦軸は像の高さを示す。
【００５０】
　図２（ａ）に示すように、広角レンズ１０によれば、軸上の色収差が良好に補正されて
いる。また、図２（ｂ）に示すように、色の滲みが抑制される。さらに、図２（ｃ）、（
ｄ）に示すように、像面湾曲が良好に補正されている。従って、広角レンズ１０が高解像
度となる。
【００５１】
　また、広角レンズ１０では、第１レンズ１１に凹形状を備える負のパワーのレンズを配
置し、第２レンズ１２に凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、６５
°以上の画角を備えるレンズ系の全長を５ｍｍ程度に抑えることができる。さらに、第５
レンズ１５の像側レンズ面１５ｂを、変曲点を備える非球面としたので、広角レンズ１０
からの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面１７に入射する主光線入射角
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度を小さく抑制することができる。また、本例では、各レンズのレンズ面を非球面とした
ので、広角レンズ１０が明るく構成される。
【００５２】
　（実施例２）
　図３は実施例２の広角レンズの光線図である。図３に示すように、広角レンズ２０は、
物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ２１、正のパ
ワーを有する第２レンズ２２、負のパワーを有する第３レンズ２３、負のパワーを有する
第４レンズ２４および正のパワーを有する第５レンズ２５からなる。第１レンズ２１と第
２レンズ２２の間には絞り（不図示）が配置されている。第５レンズ２５の像側にはカバ
ーガラス２６が配置されている。結像面２７はカバーガラス２６と間隔を開けた位置にあ
る。
【００５３】
　第１レンズ２１は、物体側レンズ面２１ａおよび像側レンズ面２１ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面２１ａは凸形状を備えており、像側レンズ面２１ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面２１ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【００５４】
　第２レンズ２２は、物体側レンズ面２２ａおよび像側レンズ面２２ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面２２ａおよび像側レンズ面２２ｂは、それぞれ凸形状を
備えている。
【００５５】
　第３レンズ２３は、物体側レンズ面２３ａおよび像側レンズ面２３ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面２３ａは凸形状を備えており、像側レンズ面２３ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面２３ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【００５６】
　第４レンズ２４は、物体側レンズ面２４ａおよび像側レンズ面２４ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面２４ａは光軸を含む中央部分が凸形状を備えており、像
側レンズ面２４ｂは光軸を含む中央部分が凹形状を備えている。
【００５７】
　第５レンズ２５は、物体側レンズ面２５ａおよび像側レンズ面２５ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面２５ａは光軸を含む中央部分に凸形状を備えている。像
側レンズ面２５ｂは、変曲点を有しており、光軸を含む中央部分に凹形状を備えている。
従って、像側レンズ面２５ｂは変曲点から内周側に向かって物体側に湾曲しており、変曲
点から外周側に向かって物体側に湾曲している。
【００５８】
　広角レンズ２０の開口数をＦｎｏ．、半画角をω、および、レンズ系の全長（第１レン
ズ２１の物体側レンズ面２１ａの物体側の端から結像面２７までの距離）をＬ、レンズ系
のレンズ厚（第１レンズ２１の物体側レンズ面２１ａの物体側の端から第５レンズ２５の
像側レンズ面２５ｂの像側の端までの距離）をＤとすると、これらの値は以下のとおりで
ある。
　Ｆｎｏ．＝２．８
　ω＝８４．６°
　Ｌ＝５．０６６ｍｍ
　Ｄ＝４．０１６ｍｍ
【００５９】
　また、全レンズ系の焦点距離をｆ、第１レンズ２１の焦点距離をｆ１、第２レンズ２２
の焦点距離をｆ２、第３レンズ２３の焦点距離をｆ３、第４レンズ２４の焦点距離をｆ４
、第５レンズ２５の焦点距離をｆ５とすると、これらの値は以下のとおりである。
　ｆ＝２．５３７
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　ｆ１＝－３．０６４
　ｆ２＝１．３５０
　ｆ３＝－２．９５４
　ｆ４＝－３．７９７
　ｆ５＝２．８７６
【００６０】
　ここで、本例の広角レンズ２０は、以下の条件式（１）～（４）を満たす。
　０．４≦　ｆ２／ｆ＝０．５３２　≦０．７　・・（１）
　－１≦　ｆ２／ｆ３＝－０．４５７　≦－０．２５　・・（２）
　１．０≦　Ｄ／ｆ＝１．５８３　≦２．０　・・（３）
　－１．５≦　ｆ１／ｆ＝－１．２０８　≦－０．５　・・（４）
【００６１】
　広角レンズ２０は、条件式（１）～（４）を満たすので、６５°以上の画角を確保しな
がら、レンズ系の全長の抑制し、バックフォーカスを確保することが容易である。また、
軸上の色収差を抑制することができる。
【００６２】
　また、広角レンズ２０は、以下の条件式（５）～（９）を満たす。
　－１．４≦　ｆ３／ｆ＝－１．１６４　≦－０．６　・・（５）
　－３≦　ｆ４／ｆ＝－１．４９７　≦－１　・・（６）
　０．５≦　ｆ５／ｆ＝１．１３４　≦１．５　・・（７）
　１．３≦　Ｌ／ｆ＝１．９９７　≦２．５　・・（８）
　－２≦　ｆ４／ｆ５＝－１．３２０　≦－１　・・（９）
【００６３】
　広角レンズ２０は条件式（５）～（９）を満たすので、色収差および像面湾曲を良好に
補正できる。また、結像面２７に入射する主光線入射角度を小さくできる。さらに、バッ
クフォーカスを確保しながらレンズ系の全長を抑制することが容易である。
【００６４】
　以下の表２Ａは広角レンズ２０の各レンズ面のレンズデータを示す。表２Ａでは物体側
から数えた順番で各レンズ面を特定している。本例では、各レンズの全てのレンズ面が非
球面である。なお、１１面および１２面はカバーガラス２６のガラス面であり、１３面は
結像面２７である。曲率半径および間隔の単位はミリメートルである。
【００６５】
【表２Ａ】

【００６６】
　次に、表２Ｂ、表２Ｃは非球面とされたレンズ面の非球面形状を規定するための非球面
係数を示す。表２Ｂ、表２Ｃにおいても物体側から数えた順番で各レンズ面を特定してい
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る。
【表２Ｂ】

【表２Ｃ】

【００６７】
　（作用効果）
　図４（ａ）～（ｄ）は広角レンズ２０の縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図
である。図４（ａ）に示すように、広角レンズ２０によれば、軸上の色収差が良好に補正
されている。また、図４（ｂ）に示すように、色の滲みが抑制される。さらに、図４（ｃ
）、（ｄ）に示すように、像面湾曲が良好に補正されている。従って、広角レンズ２０が
高解像度となる。
【００６８】
　また、広角レンズ２０では、第１レンズ２１に凹形状を備える負のパワーのレンズを配
置し、第２レンズ２２に凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、６５
°以上の画角を備えるレンズ系の全長を５ｍｍ程度に抑えることができる。さらに、第５
レンズ２５の像側レンズ面２５ｂを、変曲点を備える非球面としたので、広角レンズ２０
からの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面２７に入射する主光線入射角
度を小さく抑制することができる。また、本例では、各レンズのレンズ面を非球面とした
ので、広角レンズ２０が明るく構成される。
【００６９】
　（実施例３）
　図５は実施例３の広角レンズの光線図である。図５に示すように、広角レンズ３０は、
物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ３１、正のパ
ワーを有する第２レンズ３２、負のパワーを有する第３レンズ３３、負のパワーを有する
第４レンズ３４および正のパワーを有する第５レンズ３５からなる。第１レンズ３１と第
２レンズ３２の間には絞り（不図示）が配置されている。第５レンズ３５の像側にはカバ
ーガラス３６が配置されている。結像面３７はカバーガラス３６と間隔を開けた位置にあ
る。
【００７０】
　第１レンズ３１は、物体側レンズ面３１ａおよび像側レンズ面３１ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面３１ａは凸形状を備えており、像側レンズ面３１ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面３１ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
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【００７１】
　第２レンズ３２は、物体側レンズ面３２ａおよび像側レンズ面３２ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面３２ａおよび像側レンズ面３２ｂは、それぞれ凸形状を
備えている。
【００７２】
　第３レンズ３３は、物体側レンズ面３３ａおよび像側レンズ面３３ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面３３ａは凸形状を備えており、像側レンズ面３３ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面３３ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【００７３】
　第４レンズ３４は、物体側レンズ面３４ａおよび像側レンズ面３４ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面３４ａは光軸を含む中央部分が凸形状を備えており、像
側レンズ面３４ｂは光軸を含む中央部分が凹形状を備えている。
【００７４】
　第５レンズ３５は、物体側レンズ面３５ａおよび像側レンズ面３５ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面３５ａは光軸を含む中央部分に凸形状を備えている。像
側レンズ面３５ｂは、変曲点を有しており、光軸を含む中央部分に凹形状を備えている。
従って、像側レンズ面３５ｂは変曲点から内周側に向かって物体側に湾曲しており、変曲
点から外周側に向かって物体側に湾曲している。
【００７５】
　広角レンズ３０の開口数をＦｎｏ．、半画角をω、および、レンズ系の全長（第１レン
ズ３１の物体側レンズ面３１ａの物体側の端から結像面３７までの距離）をＬ、レンズ系
のレンズ厚（第１レンズ３１の物体側レンズ面３１ａの物体側の端から第５レンズ３５の
像側レンズ面３５ｂの像側の端までの距離）をＤとすると、これらの値は以下のとおりで
ある。
　Ｆｎｏ．＝２．８
　ω＝８５．３°
　Ｌ＝５．０６９ｍｍ
　Ｄ＝４．０１７ｍｍ
【００７６】
　また、全レンズ系の焦点距離をｆ、第１レンズ３１の焦点距離をｆ１、第２レンズ３２
の焦点距離をｆ２、第３レンズ３３の焦点距離をｆ３、第４レンズ３４の焦点距離をｆ４
、第５レンズ３５の焦点距離をｆ５とすると、これらの値は以下のとおりである。
　ｆ＝２．５３４
　ｆ１＝－３．０６４
　ｆ２＝１．３５０
　ｆ３＝－２．９６５
　ｆ４＝－３．７７１
　ｆ５＝２．８８３
【００７７】
　ここで、本例の広角レンズ３０は、以下の条件式（１）～（４）を満たす。
　０．４≦　ｆ２／ｆ＝０．５３３　≦０．７　・・（１）
　－１≦　ｆ２／ｆ３＝－０．４５５　≦－０．２５　・・（２）
　１．０≦　Ｄ／ｆ＝１．５８５　≦２．０　・・（３）
　－１．５≦　ｆ１／ｆ＝－１．２０９　≦－０．５　・・（４）
【００７８】
　広角レンズ３０は、条件式（１）～（４）を満たすので、６５°以上の画角を確保しな
がら、レンズ系の全長の抑制し、バックフォーカスを確保することが容易である。また、
軸上の色収差を抑制することができる。
【００７９】
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　また、広角レンズ３０は、以下の条件式（５）～（９）を満たす。
　－１．４≦　ｆ３／ｆ＝－１．１７０　≦－０．６　・・（５）
　－３≦　ｆ４／ｆ＝－１．４８８　≦－１　・・（６）
　０．５≦　ｆ５／ｆ＝１．１３８　≦１．５　・・（７）
　１．３≦　Ｌ／ｆ＝２．０００　≦２．５　・・（８）
　－２≦　ｆ４／ｆ５＝－１．３０８　≦－１　・・（９）
【００８０】
　広角レンズ３０は条件式（５）～（９）を満たすので、色収差および像面湾曲を良好に
補正できる。また、結像面３７に入射する主光線入射角度を小さくできる。さらに、バッ
クフォーカスを確保しながらレンズ系の全長を抑制することが容易である。
【００８１】
　以下の表３Ａは広角レンズ３０の各レンズ面のレンズデータを示す。表３Ａでは物体側
から数えた順番で各レンズ面を特定している。本例では、各レンズの全てのレンズ面が非
球面である。なお、１１面および１２面はカバーガラス３６のガラス面であり、１３面は
結像面３７である。曲率半径および間隔の単位はミリメートルである。
【００８２】
【表３Ａ】

【００８３】
　次に、表３Ｂ、表３Ｃは非球面とされたレンズ面の非球面形状を規定するための非球面
係数を示す。表３Ｂ、表３Ｃにおいても物体側から数えた順番で各レンズ面を特定してい
る。
【表３Ｂ】
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【表３Ｃ】

【００８４】
　（作用効果）
　図６（ａ）～（ｄ）は広角レンズ３０の縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図
である。図６（ａ）に示すように、広角レンズ３０によれば、軸上の色収差が良好に補正
されている。また、図６（ｂ）に示すように、色の滲みが抑制される。さらに、図６（ｃ
）、（ｄ）に示すように、像面湾曲が良好に補正されている。従って、広角レンズ３０が
高解像度となる。
【００８５】
　また、広角レンズ３０では、第１レンズ３１に凹形状を備える負のパワーのレンズを配
置し、第２レンズ３２に凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、６５
°以上の画角を備えるレンズ系の全長を５ｍｍ程度に抑えることができる。さらに、第５
レンズ３５の像側レンズ面３５ｂを、変曲点を備える非球面としたので、広角レンズ３０
からの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面３７に入射する主光線入射角
度を小さく抑制することができる。また、本例では、各レンズのレンズ面を非球面とした
ので、広角レンズ３０が明るく構成される。
【００８６】
　（実施例４）
　図７は実施例４の広角レンズの光線図である。図７に示すように、広角レンズ４０は、
物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ４１、正のパ
ワーを有する第２レンズ４２、負のパワーを有する第３レンズ４３、負のパワーを有する
第４レンズ４４および正のパワーを有する第５レンズ４５からなる。第１レンズ４１と第
２レンズ４２の間には絞り（不図示）が配置されている。第５レンズ４５の像側にはカバ
ーガラス４６が配置されている。結像面４７はカバーガラス４６と間隔を開けた位置にあ
る。
【００８７】
　第１レンズ４１は、物体側レンズ面４１ａおよび像側レンズ面４１ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面４１ａは凸形状を備えており、像側レンズ面４１ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面４１ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【００８８】
　第２レンズ４２は、物体側レンズ面４２ａおよび像側レンズ面４２ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面４２ａおよび像側レンズ面４２ｂは、それぞれ凸形状を
備えている。
【００８９】
　第３レンズ４３は、物体側レンズ面４３ａおよび像側レンズ面４３ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面４３ａは凸形状を備えており、像側レンズ面４３ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面４３ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【００９０】
　第４レンズ４４は、物体側レンズ面４４ａおよび像側レンズ面４４ｂのそれぞれが非球
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面とされている。物体側レンズ面４４ａは光軸を含む中央部分が凸形状を備えており、像
側レンズ面４４ｂは光軸を含む中央部分が凹形状を備えている。
【００９１】
　第５レンズ４５は、物体側レンズ面４５ａおよび像側レンズ面４５ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面４５ａは光軸を含む中央部分に凸形状を備えている。像
側レンズ面４５ｂは、変曲点を有しており、光軸を含む中央部分に凹形状を備えている。
従って、像側レンズ面４５ｂは変曲点から内周側に向かって物体側に湾曲しており、変曲
点から外周側に向かって物体側に湾曲している。
【００９２】
　広角レンズ４０の開口数をＦｎｏ．、半画角をω、および、レンズ系の全長（第１レン
ズ４１の物体側レンズ面４１ａの物体側の端から結像面４７までの距離）をＬ、レンズ系
のレンズ厚（第１レンズ４１の物体側レンズ面４１ａの物体側の端から第５レンズ４５の
像側レンズ面４５ｂの像側の端までの距離）をＤとすると、これらの値は以下のとおりで
ある。
　Ｆｎｏ．＝２．８
　ω＝８５．６°
　Ｌ＝４．２３８ｍｍ
　Ｄ＝３．１８４ｍｍ
【００９３】
　また、全レンズ系の焦点距離をｆ、第１レンズ４１の焦点距離をｆ１、第２レンズ４２
の焦点距離をｆ２、第３レンズ４３の焦点距離をｆ３、第４レンズ４４の焦点距離をｆ４
、第５レンズ４５の焦点距離をｆ５とすると、これらの値は以下のとおりである。
　ｆ＝２．５３５
　ｆ１＝－２．３９８
　ｆ２＝１．１５４
　ｆ３＝－３．０５７
　ｆ４＝－５．８５２
　ｆ５＝３．４６３
【００９４】
　ここで、本例の広角レンズ４０は、以下の条件式（１）～（４）を満たす。
　０．４≦　ｆ２／ｆ＝０．４５５　≦０．７　・・（１）
　－１≦　ｆ２／ｆ３＝－０．３７８　≦－０．２５　・・（２）
　１．０≦　Ｄ／ｆ＝１．２５６　≦２．０　・・（３）
　－１．５≦　ｆ１／ｆ＝－０．９４６　≦－０．５　・・（４）
【００９５】
　広角レンズ４０は、条件式（１）～（４）を満たすので、６５°以上の画角を確保しな
がら、レンズ系の全長の抑制し、バックフォーカスを確保することが容易である。また、
軸上の色収差を抑制することができる。
【００９６】
　また、広角レンズ４０は、以下の条件式（５）～（９）を満たす。
　－１．４≦　ｆ３／ｆ＝－１．２０６　≦－０．６　・・（５）
　－３≦　ｆ４／ｆ＝－２．３０８　≦－１　・・（６）
　０．５≦　ｆ５／ｆ＝１．３６６　≦１．５　・・（７）
　１．３≦　Ｌ／ｆ＝１．６７２　≦２．５　・・（８）
　－２≦　ｆ４／ｆ５＝－１．６９０　≦－１　・・（９）
【００９７】
　広角レンズ４０は条件式（５）～（９）を満たすので、色収差および像面湾曲を良好に
補正できる。また、結像面４７に入射する主光線入射角度を小さくできる。さらに、バッ
クフォーカスを確保しながらレンズ系の全長を抑制することが容易である。
【００９８】
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　以下の表４Ａは広角レンズ４０の各レンズ面のレンズデータを示す。表４Ａでは物体側
から数えた順番で各レンズ面を特定している。本例では、各レンズの全てのレンズ面が非
球面である。なお、１１面および１２面はカバーガラス４６のガラス面であり、１３面は
結像面４７である。曲率半径および間隔の単位はミリメートルである。
【００９９】
【表４Ａ】

【０１００】
　次に、表４Ｂ、表４Ｃは非球面とされたレンズ面の非球面形状を規定するための非球面
係数を示す。表４Ｂ、表４Ｃにおいても物体側から数えた順番で各レンズ面を特定してい
る。

【表４Ｂ】

【表４Ｃ】

【０１０１】
　（作用効果）
　図８（ａ）～（ｄ）は広角レンズ４０の縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差図
である。図８（ａ）に示すように、広角レンズ４０によれば、軸上の色収差が良好に補正
されている。また、図８（ｂ）に示すように、色の滲みが抑制される。さらに、図８（ｃ
）、（ｄ）に示すように、像面湾曲が良好に補正されている。従って、広角レンズ４０が
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高解像度となる。
【０１０２】
　また、広角レンズ４０では、第１レンズ４１に凹形状を備える負のパワーのレンズを配
置し、第２レンズ４２に凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、６５
°以上の画角を備えるレンズ系の全長を４．３ｍｍ以下に抑えることができる。さらに、
第５レンズ４５の像側レンズ面４５ｂを、変曲点を備える非球面としたので、広角レンズ
４０からの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面４７に入射する主光線入
射角度を小さく抑制することができる。また、本例では、各レンズのレンズ面を非球面と
したので、広角レンズ４０が明るく構成される。
【０１０３】
　（実施例５）
　図９は実施例５の広角レンズの光線図である。図９に示すように、広角レンズ５０は、
物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ５１、正のパ
ワーを有する第２レンズ５２、負のパワーを有する第３レンズ５３、負のパワーを有する
第４レンズ５４および正のパワーを有する第５レンズ５５からなる。第１レンズ５１と第
２レンズ５２の間には絞り（不図示）が配置されている。第５レンズ５５の像側にはカバ
ーガラス５６が配置されている。結像面５７はカバーガラス５６と間隔を開けた位置にあ
る。
【０１０４】
　第１レンズ５１は、物体側レンズ面５１ａおよび像側レンズ面５１ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面５１ａは凸形状を備えており、像側レンズ面５１ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面５１ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【０１０５】
　第２レンズ５２は、物体側レンズ面５２ａおよび像側レンズ面５２ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面５２ａおよび像側レンズ面５２ｂは、それぞれ凸形状を
備えている。
【０１０６】
　第３レンズ５３は、物体側レンズ面５３ａおよび像側レンズ面５３ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面５３ａは凸形状を備えており、像側レンズ面５３ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面５３ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【０１０７】
　第４レンズ５４は、物体側レンズ面５４ａおよび像側レンズ面５４ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面５４ａは光軸を含む中央部分が凸形状を備えており、像
側レンズ面５４ｂは光軸を含む中央部分が凹形状を備えている。
【０１０８】
　第５レンズ５５は、物体側レンズ面５５ａおよび像側レンズ面５５ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面５５ａは光軸を含む中央部分に凸形状を備えている。像
側レンズ面５５ｂは、変曲点を有しており、光軸を含む中央部分に凹形状を備えている。
従って、像側レンズ面５５ｂは変曲点から内周側に向かって物体側に湾曲しており、変曲
点から外周側に向かって物体側に湾曲している。
【０１０９】
　広角レンズ５０の開口数をＦｎｏ．、半画角をω、および、レンズ系の全長（第１レン
ズ５１の物体側レンズ面５１ａの物体側の端から結像面５７までの距離）をＬ、レンズ系
のレンズ厚（第１レンズ５１の物体側レンズ面５１ａの物体側の端から第５レンズ５５の
像側レンズ面５５ｂの像側の端までの距離）をＤとすると、これらの値は以下のとおりで
ある。
　Ｆｎｏ．＝２．８
　ω＝８５．７°
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　Ｌ＝４．２９８ｍｍ
　Ｄ＝３．３４８ｍｍ
【０１１０】
　また、全レンズ系の焦点距離をｆ、第１レンズ５１の焦点距離をｆ１、第２レンズ５２
の焦点距離をｆ２、第３レンズ５３の焦点距離をｆ３、第４レンズ５４の焦点距離をｆ４
、第５レンズ５５の焦点距離をｆ５とすると、これらの値は以下のとおりである。
　ｆ＝２．５３５
　ｆ１＝－２．３９８
　ｆ２＝１．１３１
　ｆ３＝－２．８１３
　ｆ４＝－４．７３９
　ｆ５＝３．３７１
【０１１１】
　ここで、本例の広角レンズ５０は、以下の条件式（１）～（４）を満たす。
　０．４≦　ｆ２／ｆ＝０．４４６　≦０．７　・・（１）
　－１≦　ｆ２／ｆ３＝－０．４０２　≦－０．２５　・・（２）
　１．０≦　Ｄ／ｆ＝１．３２１　≦２．０　・・（３）
　－１．５≦　ｆ１／ｆ＝－０．９４１　≦－０．５　・・（４）
【０１１２】
　広角レンズ５０は、条件式（１）～（４）を満たすので、６５°以上の画角を確保しな
がら、レンズ系の全長の抑制し、バックフォーカスを確保することが容易である。また、
軸上の色収差を抑制することができる。
【０１１３】
　また、広角レンズ５０は、以下の条件式（５）～（９）を満たす。
　－１．４≦　ｆ３／ｆ＝－１．１１０　≦－０．６　・・（５）
　－３≦　ｆ４／ｆ＝－１．８７０　≦－１　・・（６）
　０．５≦　ｆ５／ｆ＝１．３３０　≦１．５　・・（７）
　１．３≦　Ｌ／ｆ＝１．６９６　≦２．５　・・（８）
　－２≦　ｆ４／ｆ５＝－１．４０６　≦－１　・・（９）
【０１１４】
　広角レンズ５０は条件式（５）～（９）を満たすので、色収差および像面湾曲を良好に
補正できる。また、結像面５７に入射する主光線入射角度を小さくできる。さらに、バッ
クフォーカスを確保しながらレンズ系の全長を抑制することが容易である。
【０１１５】
　以下の表５Ａは広角レンズ５０の各レンズ面のレンズデータを示す。表５Ａでは物体側
から数えた順番で各レンズ面を特定している。本例では、各レンズの全てのレンズ面が非
球面である。なお、１１面および１２面はカバーガラス５６のガラス面であり、１３面は
結像面５７である。曲率半径および間隔の単位はミリメートルである。
【０１１６】
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【表５Ａ】

【０１１７】
　次に、表５Ｂ、表５Ｃは非球面とされたレンズ面の非球面形状を規定するための非球面
係数を示す。表５Ｂ、表５Ｃにおいても物体側から数えた順番で各レンズ面を特定してい
る。
【表５Ｂ】

【表５Ｃ】

【０１１８】
　（作用効果）
　図１０（ａ）～（ｄ）は広角レンズ５０の縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差
図である。図１０（ａ）に示すように、広角レンズ５０によれば、軸上の色収差が良好に
補正されている。また、図１０（ｂ）に示すように、色の滲みが抑制される。さらに、図
１０（ｃ）、（ｄ）に示すように、像面湾曲が良好に補正されている。従って、広角レン
ズ５０が高解像度となる。
【０１１９】
　また、広角レンズ５０では、第１レンズ５１に凹形状を備える負のパワーのレンズを配
置し、第２レンズ５２に凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、６５
°以上の画角を備えるレンズ系の全長を４．３ｍｍ以下に抑えることができる。さらに、
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第５レンズ５５の像側レンズ面５５ｂを、変曲点を備える非球面としたので、広角レンズ
５０からの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面５７に入射する主光線入
射角度を小さく抑制することができる。また、本例では、各レンズのレンズ面を非球面と
したので、広角レンズ５０が明るく構成される。
【０１２０】
　（実施例６）
　図１１は実施例６の広角レンズの光線図である。図１１に示すように、広角レンズ６０
は、物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ６１、正
のパワーを有する第２レンズ６２、負のパワーを有する第３レンズ６３、負のパワーを有
する第４レンズ６４および正のパワーを有する第５レンズ６５からなる。第１レンズ６１
と第２レンズ６２の間には絞り（不図示）が配置されている。第５レンズ６５の像側には
カバーガラス６６が配置されている。結像面６７はカバーガラス６６と間隔を開けた位置
にある。
【０１２１】
　第１レンズ６１は、物体側レンズ面６１ａおよび像側レンズ面６１ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面６１ａは凸形状を備えており、像側レンズ面６１ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面６１ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【０１２２】
　第２レンズ６２は、物体側レンズ面６２ａおよび像側レンズ面６２ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面６２ａおよび像側レンズ面６２ｂは、それぞれ凸形状を
備えている。
【０１２３】
　第３レンズ６３は、物体側レンズ面６３ａおよび像側レンズ面６３ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面６３ａは凸形状を備えており、像側レンズ面６３ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面６３ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【０１２４】
　第４レンズ６４は、物体側レンズ面６４ａおよび像側レンズ面６４ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面６４ａは光軸を含む中央部分が凸形状を備えており、像
側レンズ面６４ｂは光軸を含む中央部分が凹形状を備えている。
【０１２５】
　第５レンズ６５は、物体側レンズ面６５ａおよび像側レンズ面６５ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面６５ａは光軸を含む中央部分に凸形状を備えている。像
側レンズ面６５ｂは、変曲点を有しており、光軸を含む中央部分に凹形状を備えている。
従って、像側レンズ面６５ｂは変曲点から内周側に向かって物体側に湾曲しており、変曲
点から外周側に向かって物体側に湾曲している。
【０１２６】
　広角レンズ６０の開口数をＦｎｏ．、半画角をω、および、レンズ系の全長（第１レン
ズ６１の物体側レンズ面６１ａの物体側の端から結像面６７までの距離）をＬ、レンズ系
のレンズ厚（第１レンズ６１の物体側レンズ面６１ａの物体側の端から第５レンズ６５の
像側レンズ面６５ｂの像側の端までの距離）をＤとすると、これらの値は以下のとおりで
ある。
　Ｆｎｏ．＝２．８
　ω＝８４．０°
　Ｌ＝４．７０９ｍｍ
　Ｄ＝３．６２７ｍｍ
【０１２７】
　また、全レンズ系の焦点距離をｆ、第１レンズ６１の焦点距離をｆ１、第２レンズ６２
の焦点距離をｆ２、第３レンズ６３の焦点距離をｆ３、第４レンズ６４の焦点距離をｆ４



(21) JP 6174344 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

、第５レンズ６５の焦点距離をｆ５とすると、これらの値は以下のとおりである。
　ｆ＝２．５３４
　ｆ１＝－２．１４７
　ｆ２＝１．１６９
　ｆ３＝－２．７１９
　ｆ４＝－５．０６７
　ｆ５＝３．３６０
【０１２８】
　ここで、本例の広角レンズ６０は、以下の条件式（１）～（４）を満たす。
　０．４≦　ｆ２／ｆ＝０．４６１　≦０．７　・・（１）
　－１≦　ｆ２／ｆ３＝－０．４３０　≦－０．２５　・・（２）
　１．０≦　Ｄ／ｆ＝１．４３１　≦２．０　・・（３）
　－１．５≦　ｆ１／ｆ＝－０．８４７　≦－０．５　・・（４）
【０１２９】
　広角レンズ６０は、条件式（１）～（４）を満たすので、６５°以上の画角を確保しな
がら、レンズ系の全長の抑制し、バックフォーカスを確保することが容易である。また、
軸上の色収差を抑制することができる。
【０１３０】
　また、広角レンズ６０は、以下の条件式（５）～（９）を満たす。
　－１．４≦　ｆ３／ｆ＝－１．０７３　≦－０．６　・・（５）
　－３≦　ｆ４／ｆ＝－２．０００　≦－１　・・（６）
　０．５≦　ｆ５／ｆ＝１．３２６　≦１．５　・・（７）
　１．３≦　Ｌ／ｆ＝１．８５８　≦２．５　・・（８）
　－２≦　ｆ４／ｆ５＝－１．５０８　≦－１　・・（９）
【０１３１】
　広角レンズ６０は条件式（５）～（９）を満たすので、色収差および像面湾曲を良好に
補正できる。また、結像面６７に入射する主光線入射角度を小さくできる。さらに、バッ
クフォーカスを確保しながらレンズ系の全長を抑制することが容易である。
【０１３２】
　以下の表６Ａは広角レンズ６０の各レンズ面のレンズデータを示す。表６Ａでは物体側
から数えた順番で各レンズ面を特定している。本例では、各レンズの全てのレンズ面が非
球面である。なお、１１面および１２面はカバーガラス６６のガラス面であり、１３面は
結像面６７である。曲率半径および間隔の単位はミリメートルである。
【０１３３】
【表６Ａ】

【０１３４】
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　次に、表６Ｂ、表６Ｃは非球面とされたレンズ面の非球面形状を規定するための非球面
係数を示す。表６Ｂ、表６Ｃにおいても物体側から数えた順番で各レンズ面を特定してい
る。
【表６Ｂ】

【表６Ｃ】

【０１３５】
　（作用効果）
　図１２（ａ）～（ｄ）は広角レンズ６０の縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差
図である。図１２（ａ）に示すように、広角レンズ６０によれば、軸上の色収差が良好に
補正されている。また、図１２（ｂ）に示すように、色の滲みが抑制される。さらに、図
１２（ｃ）、（ｄ）に示すように、像面湾曲が良好に補正されている。従って、広角レン
ズ６０が高解像度となる。
【０１３６】
　また、広角レンズ６０では、第１レンズ６１に凹形状を備える負のパワーのレンズを配
置し、第２レンズ６２に凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、６５
°以上の画角を備えるレンズ系の全長を４．８ｍｍ以下に抑えることができる。さらに、
第５レンズ６５の像側レンズ面６５ｂを、変曲点を備える非球面としたので、広角レンズ
６０からの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面６７に入射する主光線入
射角度を小さく抑制することができる。また、本例では、各レンズのレンズ面を非球面と
したので、広角レンズ６０が明るく構成される。
【０１３７】
　（実施例７）
　図１３は実施例７の広角レンズの光線図である。図１３に示すように、広角レンズ７０
は、物体側から像側に向かって順に配置された、負のパワーを有する第１レンズ７１、正
のパワーを有する第２レンズ７２、負のパワーを有する第３レンズ７３、負のパワーを有
する第４レンズ７４および正のパワーを有する第５レンズ７５からなる。第１レンズ７１
と第２レンズ７２の間には絞り（不図示）が配置されている。第５レンズ７５の像側には
カバーガラス７６が配置されている。結像面７７はカバーガラス７６と間隔を開けた位置
にある。
【０１３８】
　第１レンズ７１は、物体側レンズ面７１ａおよび像側レンズ面７１ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面７１ａは凸形状を備えており、像側レンズ面７１ｂは凹
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形状を備えている。物体側レンズ面７１ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【０１３９】
　第２レンズ７２は、物体側レンズ面７２ａおよび像側レンズ面７２ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面７２ａおよび像側レンズ面７２ｂは、それぞれ凸形状を
備えている。
【０１４０】
　第３レンズ７３は、物体側レンズ面７３ａおよび像側レンズ面７３ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面７３ａは凸形状を備えており、像側レンズ面７３ｂは凹
形状を備えている。物体側レンズ面７３ａは、凸形状をしているレンズ面部分の曲率半径
が大きく、平面形状に近い。
【０１４１】
　第４レンズ７４は、物体側レンズ面７４ａおよび像側レンズ面７４ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面７４ａは光軸を含む中央部分が凸形状を備えており、像
側レンズ面７４ｂは光軸を含む中央部分が凹形状を備えている。
【０１４２】
　第５レンズ７５は、物体側レンズ面７５ａおよび像側レンズ面７５ｂのそれぞれが非球
面とされている。物体側レンズ面７５ａは光軸を含む中央部分に凸形状を備えている。像
側レンズ面７５ｂは、変曲点を有しており、光軸を含む中央部分に凹形状を備えている。
従って、像側レンズ面７５ｂは変曲点から内周側に向かって物体側に湾曲しており、変曲
点から外周側に向かって物体側に湾曲している。
【０１４３】
　広角レンズ７０の開口数をＦｎｏ．、半画角をω、および、レンズ系の全長（第１レン
ズ７１の物体側レンズ面７１ａの物体側の端から結像面７７までの距離）をＬ、レンズ系
のレンズ厚（第１レンズ７１の物体側レンズ面７１ａの物体側の端から第５レンズ７５の
像側レンズ面７５ｂの像側の端までの距離）をＤとすると、これらの値は以下のとおりで
ある。
　Ｆｎｏ．＝２．８
　ω＝８４．６°
　Ｌ＝４．７８６ｍｍ
　Ｄ＝３．７４２ｍｍ
【０１４４】
　また、全レンズ系の焦点距離をｆ、第１レンズ７１の焦点距離をｆ１、第２レンズ７２
の焦点距離をｆ２、第３レンズ７３の焦点距離をｆ３、第４レンズ７４の焦点距離をｆ４
、第５レンズ７５の焦点距離をｆ５とすると、これらの値は以下のとおりである。
　ｆ＝２．５６５
　ｆ１＝－１．９４４
　ｆ２＝１．１５１
　ｆ３＝－２．８００
　ｆ４＝－５．１９７
　ｆ５＝３．３８１
【０１４５】
　ここで、本例の広角レンズ７０は、以下の条件式（１）～（４）を満たす。
　０．４≦　ｆ２／ｆ＝０．４４９　≦０．７　・・（１）
　－１≦　ｆ２／ｆ３＝－０．４１１　≦－０．２５　・・（２）
　１．０≦　Ｄ／ｆ＝１．４５９　≦２．０　・・（３）
　－１．５≦　ｆ１／ｆ＝－０．７５８　≦－０．５　・・（４）
【０１４６】
　広角レンズ７０は、条件式（１）～（４）を満たすので、６５°以上の画角を確保しな
がら、レンズ系の全長の抑制し、バックフォーカスを確保することが容易である。また、
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【０１４７】
　また、広角レンズ７０は、以下の条件式（５）～（９）を満たす。
　－１．４≦　ｆ３／ｆ＝－１．０９２　≦－０．６　・・（５）
　－３≦　ｆ４／ｆ＝－２．０２６　≦－１　・・（６）
　０．５≦　ｆ５／ｆ＝１．３１８　≦１．５　・・（７）
　１．３≦　Ｌ／ｆ＝１．８６６　≦２．５　・・（８）
　－２≦　ｆ４／ｆ５＝－１．５３７　≦－１　・・（９）
【０１４８】
　広角レンズ７０は条件式（５）～（９）を満たすので、色収差および像面湾曲を良好に
補正できる。また、結像面７７に入射する主光線入射角度を小さくできる。さらに、バッ
クフォーカスを確保しながらレンズ系の全長を抑制することが容易である。
【０１４９】
　以下の表７Ａは広角レンズ７０の各レンズ面のレンズデータを示す。表７Ａでは物体側
から数えた順番で各レンズ面を特定している。本例では、各レンズの全てのレンズ面が非
球面である。なお、１１面および１２面はカバーガラス７６のガラス面であり、１３面は
結像面７７である。曲率半径および間隔の単位はミリメートルである。
【０１５０】
【表７Ａ】

【０１５１】
　次に、表７Ｂ、表７Ｃは非球面とされたレンズ面の非球面形状を規定するための非球面
係数を示す。表７Ｂ、表７Ｃにおいても物体側から数えた順番で各レンズ面を特定してい
る。

【表７Ｂ】
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【表７Ｃ】

【０１５２】
　（作用効果）
　図１４（ａ）～（ｄ）は広角レンズ７０の縦収差図、横収差図、像面湾曲図、歪曲収差
図である。図１４（ａ）に示すように、広角レンズ７０によれば、軸上の色収差が良好に
補正されている。また、図１４（ｂ）に示すように、色の滲みが抑制される。さらに、図
１４（ｃ）、（ｄ）に示すように、像面湾曲が良好に補正されている。従って、広角レン
ズ７０が高解像度となる。
【０１５３】
　また、広角レンズ７０では、第１レンズ７１に凹形状を備える負のパワーのレンズを配
置し、第２レンズ７２に凸形状を備える正のパワーを有するレンズを配置したので、６５
°以上の画角を備えるレンズ系の全長を４．８ｍｍ以下に抑えることができる。さらに、
第５レンズ７５の像側レンズ面７５ｂを、変曲点を備える非球面としたので、広角レンズ
７０からの射出光線の方向を制御することが容易となり、結像面７７に入射する主光線入
射角度を小さく抑制することができる。また、本例では、各レンズのレンズ面を非球面と
したので、広角レンズ７０が明るく構成される。
【０１５４】
　（撮像装置）
　図１５は本発明の広角レンズ１０を搭載する撮像装置１００の説明図である。図１５に
示すように、撮像装置１００は広角レンズ１０の結像面１７（焦点位置）にセンサ面１０
１ａを配置した撮像素子１０１を備えるものである。撮像素子１０１は、ＣＣＤセンサ或
いはＣＭＯＳセンサである。
【０１５５】
　本例によれば、広角レンズ１０のレンズ系の全長Ｌが短いので、撮像装置１００を小型
化することができる。さらに、広角レンズ１０から撮像素子１０１に入射する主光線入射
角度が小さく抑えられるので、撮像装置１００における画質の劣化を抑制できる。すなわ
ち、これらの撮像素子１０１ではセンサ面１０１ａに斜めから入射する光に対して感度が
低下する特性を有するので、主光線入射角度が大きくなると画質の劣化を招いてしまうが
、本例の広角レンズ１０によれば結像面に対する主光線入射角度を小さくすることができ
るので、センサ面への光線の入射角度に起因する画質の劣化を抑制できる。また、広角レ
ンズ１０の解像度が高いので、撮像素子１０１として画素数の多い撮像素子１０１を採用
することにより、撮像装置１００を高解像度のものとすることができる。なお、撮像装置
１００には、広角レンズ２０～７０を広角レンズ１０と同様に搭載することができ、この
場合にも同様の効果を得ることができる。
【０１５６】
　なお、上記の例では、全てのレンズ面が非球面とされているが、第５レンズの像側レン
ズ面を含む少なくとも２つのレンズ面を非球面とすれば、広角レンズを明るく構成するこ
とが容易となる。
【符号の説明】
【０１５７】
１０・２０・３０・４０・５０・６０・７０・・・広角レンズ
１１・２１・３１・４１・５１・６１・７１・・・第１レンズ
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１２・２２・３２・４２・５２・６２・７２・・・第２レンズ
１３・２３・３３・４３・５３・６３・７３・・・第３レンズ
１４・２４・３４・４４・５４・６４・７４・・・第４レンズ
１５・２５・３５・４５・５５・６５・７５・・・第５レンズ
１５ｂ・２５ｂ・３５ｂ・４５ｂ・５５ｂ・６５ｂ・７５ｂ・・・第５レンズの物体側レ
ンズ面
１６・２６・３６・４６・５６・６６・７６・・・カバーガラス
１７・２７・３７・４７・５７・６７・７７・・・結像面
１００・・・撮像装置
１０１・・・撮像素子
１０１ａ・・・撮像素子のセンサ面
Ｄ・・・レンズ系のレンズ厚
Ｌ・・・レンズ系の全長

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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