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(57)【要約】
【課題】バックフォーカスに薄い光学部材を挿入して使
用する場合でも諸収差の補正不足が生じることのない、
明るく、高い結像性能を備えた中望遠の撮像レンズを提
供する。
【解決手段】この撮像レンズは、物体側から順に、正の
第１レンズ群Ｇ11と、負の第２レンズ群Ｇ12と、正の第
３レンズ群Ｇ13と、第４レンズ群Ｇ14と、が配置されて
構成される。第２レンズ群Ｇ12は、物体側から順に、第
１の負レンズＬ121と、物体側に凹面を向けた第２の負
レンズＬ122と、像側に凸面を向けた正レンズＬ123と、
が配置されて構成される。第３レンズ群Ｇ13は、正の前
群Ｇ13Fと、正の後群Ｇ13Rと、が配置されて構成される
。前群Ｇ13Fは、物体側から順に配置された、２枚の正
レンズＬ131，Ｌ132と、像側に凹面を向けた負レンズＬ

133とからなる。そして、所定の条件を満足することに
より、高い結像性能を備えた撮像レンズを実現すること
ができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から順に配置された、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、正の屈折力を有する第３レンズ群と、第４レンズ群と、から構成され、
　前記第２レンズ群は、物体側から順に配置された、第１の負レンズと、物体側に凹面を
向けた第２の負レンズと、正レンズと、から構成され、
　前記第３レンズ群は、物体側から順に配置された、正の屈折力を有する前群と、正の屈
折力を有する後群と、から構成され、
　前記前群は、物体側から順に配置された、２枚または３枚の正レンズと、像側に凹面を
向けた負レンズと、から構成され、前記後群は１枚の負レンズを含み構成されており、
　以下に示す条件式を満足することを特徴とする撮像レンズ。
（１）　０．２９≦Ｒ３ｉ／ｆ≦１．２
　ただし、Ｒ３ｉは前記第３レンズ群の前群に含まれる負レンズの像側面の曲率半径、ｆ
は光学系全系の焦点距離を示す。
【請求項２】
　以下に示す条件式を満足することを特徴とする請求項１に記載の撮像レンズ。
（２）　νａｖｅ≧６０
（３）　ν２２≦４５
　ただし、νａｖｅは前記第２レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれる正レン
ズに用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値、ν２２は前記第２レンズ群に含ま
れる第２の負レンズに用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数を示す。
【請求項３】
　以下に示す条件式を満足することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像レンズ。
（４）　－４．２≦ｆ３ａ／ｆ２≦－１．１
　ただし、ｆ３ａは前記第３レンズ群の前群の焦点距離、ｆ２は前記第２レンズ群の焦点
距離を示す。
【請求項４】
　前記第３レンズ群の後群は、物体側から順に配置された、正レンズと、負レンズと、正
レンズと、から構成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の撮
像レンズ。
【請求項５】
　前記第２レンズ群に含まれる第１の負レンズは像側に凹面を向けて配置されており、前
記第２レンズ群に含まれる正レンズは像側に凸面を向けて配置されていることを特徴とす
る請求項１～４のいずれか一つに記載の撮像レンズ。
【請求項６】
　物体側から順に配置された、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、正の屈折力を有する第３レンズ群と、を備え、
　前記第２レンズ群は、物体側から順に配置された、第１の負レンズと、第２の負レンズ
と、正レンズと、から構成され、
　前記第３レンズ群は、物体側から順に配置された、正の屈折力を有する前群と、正の屈
折力を有する後群と、から構成され、
　前記前群は、少なくとも１枚の正レンズと、最も像側に配置された負レンズと、を含み
構成されており、
　以下に示す条件式を満足することを特徴とする撮像レンズ。
（２）　νａｖｅ≧６０
（５）　－１．５×１０-6≦（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ≦４．３×１０-6

（６）　０．７７≦ｆ３ａ／ｆ≦２．６
　ただし、νａｖｅは前記第２レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれる正レン
ズに用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値、（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅは前記第２
レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれる正レンズに用いられる硝材の温度変化
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１℃当たりのｄ線に対する屈折率変化の平均値、ｆ３ａは前記第３レンズ群の前群の焦点
距離、ｆは光学系全系の焦点距離を示す。
【請求項７】
　以下に示す条件式を満足することを特徴とする請求項６に記載の撮像レンズ。
（３）　ν２２≦４５
　ただし、ν２２は前記第２レンズ群に含まれる第２の負レンズに用いられている硝材の
ｄ線に対するアッベ数を示す。
【請求項８】
　前記第２レンズ群に含まれる第２の負レンズは、物体側に凹面を向けて配置されている
ことを特徴とする請求項６または７に記載の撮像レンズ。
【請求項９】
　以下に示す条件式を満足することを特徴とする請求項６～８のいずれか一つに記載の撮
像レンズ。
（７）　Δθｇ，Ｆｍａｘ≧０．００６
　ただし、Δθｇ，Ｆｍａｘは前記第２レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれ
る正レンズに用いられる硝材の異常分散性の最大値を示す。なお、異常分散性Δθｇ，Ｆ
は、縦軸に部分分散比θｇ，Ｆ、横軸にｄ線に対するアッベ数νｄをとり、基準硝種とな
るＣ７の座標（νｄ＝６０．４９、θｇ，Ｆ＝０．５３９３）およびＦ２の座標（νｄ＝
３６．３０、θｇ，Ｆ＝０．５８２９）を通る直線を標準線としたときの、個々の硝種の
νｄに対応する標準線上の点とその硝種のθｇ，Ｆとの偏差である。また、部分分散比θ
ｇ，Ｆはθｇ，Ｆ＝（ｎｇ－ｎＦ）／（ｎＦ－ｎＣ）で定義され、ｎｇ、ｎＦ、ｎＣはそ
れぞれｇ線、Ｆ線、Ｃ線に対する屈折率を示す。
【請求項１０】
　以下に示す条件式を満足することを特徴とする請求項６～９のいずれか一つに記載の撮
像レンズ。
（８）　Δθｇ，Ｆ２２≦０．０１７
　ただし、Δθｇ，Ｆ２２は前記第２レンズ群に含まれる第２の負レンズに用いられてい
る硝材の異常分散性を示す。なお、異常分散性Δθｇ，Ｆは、縦軸に部分分散比θｇ，Ｆ
、横軸にｄ線に対するアッベ数νｄをとり、基準硝種となるＣ７の座標（νｄ＝６０．４
９、θｇ，Ｆ＝０．５３９３）およびＦ２の座標（νｄ＝３６．３０、θｇ，Ｆ＝０．５
８２９）を通る直線を標準線としたときの、個々の硝種のνｄに対応する標準線上の点と
その硝種のθｇ，Ｆとの偏差である。また、部分分散比θｇ，Ｆはθｇ，Ｆ＝（ｎｇ－ｎ
Ｆ）／（ｎＦ－ｎＣ）で定義され、ｎｇ、ｎＦ、ｎＣはそれぞれｇ線、Ｆ線、Ｃ線に対す
る屈折率を示す。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＣＤやＣ－ＭＯＳなどの固体撮像素子が搭載された撮像装置に用いること
が可能な撮像レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ガウスタイプのような対称系ではなく、負の屈折力を有する前群と、正の屈
折力を有する後群と、から構成された中望遠クラスの単焦点レンズであって、前群が、物
体側から順に、正群と、負群と、が配置されて構成されているものが提案されている（た
とえば、特許文献１～３を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許３３７３０３１号公報
【特許文献２】特開平５－１３４１７４号公報
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【特許文献３】特開平１１－１３３３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記各特許文献に記載の光学系は、バックフォーカス（レンズと像面との間）に、光路
を分割するためのプリズム等、厚みのある光学部材を挿入して使用することを前提として
いる。バックフォーカスに厚い光学部材を挿入して使用する場合、当該光学部材により球
面収差、軸上色収差の補正不足が補われるため、レンズ系自体で積極的に球面収差、軸上
色収差の補正を行っていなかった。上記各特許文献に記載の光学系では、レンズ系のみで
は常に球面収差や軸上色収差の補正が不足している状態であるから、バックフォーカスに
収差補正能力が低い薄い光学部材を挿入して使用する場合は、球面収差や軸上色収差の補
正が不十分となって、高い結像性能を得ることは困難であった。
【０００５】
　たとえば、特許文献１に記載の光学系は、Ｆナンバーが２、画角が２１°程度であり、
絞りの後ろ側に配置されている正レンズ群では負レンズが１枚または２枚使用されている
が、当該負レンズによる球面収差、軸上色収差の補正効果は弱くなっている。このため、
バックフォーカスに薄い光学部材を挿入して使用する場合は、球面収差、軸上色収差の補
正が不足する。
【０００６】
　また、特許文献１に記載の光学系では、正レンズに色収差の補正に有利な低分散で異常
分散性をもつ材料を多用している。多くの光学材料の屈折率温度係数はプラスであるが、
低分散で異常分散性をもつ材料のほとんどは、屈折率温度係数がマイナスで大きな値をも
っている。このため、温度上昇に伴い負レンズのパワーが増加し、一方正レンズのパワー
が減少して、フォーカス変動を負レンズと正レンズでキャンセルできず、周辺温度の変化
によりピントが合わなくなるという問題が生じる。これは、温度変化後にフォーカスを再
度調整できないシステムでは致命的な欠陥となる。
【０００７】
　特許文献２に記載の光学系は、Ｆナンバーが２、画角が２９°程度であり、絞りの後ろ
側に配置されている正レンズ群では負レンズが１枚しか使用されておらず、当該負レンズ
による球面収差、軸上色収差の補正効果は期待できない。このため、バックフォーカスに
薄い光学部材を挿入して使用する場合は、球面収差、軸上色収差の補正が不足する。
【０００８】
　特許文献３に記載の光学系は、Ｆナンバーが２．８、画角が３０°程度であり、絞りの
後ろ側に配置されている正レンズ群では負レンズが２枚または３枚使用されているが、当
該負レンズによる球面収差、軸上色収差の補正効果は弱くなっている。このため、バック
フォーカスに薄い光学部材を挿入して使用する場合は、球面収差、軸上色収差の補正が不
足する。また、特許文献３に記載の光学系も、正レンズに色収差の補正に有利な低分散で
異常分散性を持つ材料を多用しているため、特許文献１に記載の光学系と同様、周辺温度
の変化によりピントが合わなくなるおそれがある。
【０００９】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、バックフォーカスに薄い光
学部材を挿入して使用する場合でも諸収差の補正不足が生じることのない、明るく、高い
結像性能を備えた中望遠の撮像レンズを提供することを目的とする。また、軸上色収差を
良好に補正でき、かつ、周辺温度の変化が生じても、フォーカス変動や結像性能の劣化を
回避しうる中望遠の撮像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】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の請求項１にかかる撮像レンズは
、物体側から順に配置された、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、正の屈折力を有する第３レンズ群と、第４レンズ群と、から構成され、
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前記第２レンズ群は、物体側から順に配置された、第１の負レンズと、物体側に凹面を向
けた第２の負レンズと、正レンズと、から構成され、前記第３レンズ群は、物体側から順
に配置された、正の屈折力を有する前群と、正の屈折力を有する後群と、から構成され、
前記前群は、物体側から順に配置された、２枚または３枚の正レンズと、像側に凹面を向
けた負レンズと、から構成され、前記後群は１枚の負レンズを含み構成されており、以下
に示す条件式を満足することを特徴とする。
（１）　０．２９≦Ｒ３ｉ／ｆ≦１．２
　ただし、Ｒ３ｉは前記第３レンズ群の前群に含まれる負レンズの像側面の曲率半径、ｆ
は光学系全系の焦点距離を示す。
【００１１】
　請求項１に記載の発明によれば、球面収差、コマ収差、軸上色収差を良好に補正するこ
とができるようになり、バックフォーカスに収差補正の効果を期待できない薄い光学部材
を挿入して使用する場合でも収差補正不足が生じるおそれのない、明るく、高い結像性能
を備えた中望遠の撮像レンズを実現することができる。
【００１２】
　さらに、本発明の請求項２にかかる撮像レンズは、請求項１に記載の発明において、以
下に示す条件式を満足することを特徴とする。
（２）　νａｖｅ≧６０
（３）　ν２２≦４５
　ただし、νａｖｅは前記第２レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれる正レン
ズに用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値、ν２２は前記第２レンズ群に含ま
れる第２の負レンズに用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数を示す。
【００１３】
　請求項２に記載の発明によれば、軸上色収差をさらに良好に補正することができる。
【００１４】
　さらに、本発明の請求項３にかかる撮像レンズは、請求項１または２に記載の発明にお
いて、以下に示す条件式を満足することを特徴とする。
（４）　－４．２≦ｆ３ａ／ｆ２≦－１．１
　ただし、ｆ３ａは前記第３レンズ群の前群の焦点距離、ｆ２は前記第２レンズ群の焦点
距離を示す。
【００１５】
　請求項３に記載の発明によれば、球面収差、コマ収差をさらに良好に補正することがで
きる。
【００１６】
　さらに、本発明の請求項４にかかる撮像レンズは、請求項１～３のいずれか一つに記載
の発明において、前記第３レンズ群の後群が、物体側から順に配置された、正レンズと、
負レンズと、正レンズと、から構成されていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、第１レンズ群から第３レンズ群の前群までで補正しき
れなかった球面収差、コマ収差を良好に補正することができる。
【００１８】
　さらに、本発明の請求項５にかかる撮像レンズは、請求項１～４のいずれか一つに記載
の発明において、前記第２レンズ群に含まれる第１の負レンズは像側に凹面を向けて配置
されており、前記第２レンズ群に含まれる正レンズは像側に凸面を向けて配置されている
ことを特徴とする。
【００１９】
　請求項５に記載の発明によれば、第２レンズ群において、物体側から順に、像側に凹面
を向けた第１の負レンズと、物体側に凹面を向けた第２の負レンズを配置したことにより
、球面収差、軸上色収差の補正効果を強化することができる。さらに、第２の負レンズの
像側に、像側に凸面を向けた正レンズを配置したことにより、２枚の負レンズによって跳



(6) JP 2014-92681 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

ね上げられた軸上の光束を速やかに収束させて後続のレンズ群に導くことができる。
【００２０】
　また、本発明の請求項６にかかる撮像レンズは、物体側から順に配置された、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、正の屈折力を有する第
３レンズ群と、を備え、前記第２レンズ群は、物体側から順に配置された、第１の負レン
ズと、第２の負レンズと、正レンズと、から構成され、前記第３レンズ群は、物体側から
順に配置された、正の屈折力を有する前群と、正の屈折力を有する後群と、から構成され
、前記前群は、少なくとも１枚の正レンズと、最も像側に配置された負レンズと、を含み
構成されており、以下に示す条件式を満足することを特徴とする。
（２）　νａｖｅ≧６０
（５）　－１．５×１０-6≦（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ≦４．３×１０-6

（６）　０．７７≦ｆ３ａ／ｆ≦２．６
　ただし、νａｖｅは前記第２レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれる正レン
ズに用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値、（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅは前記第２
レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれる正レンズに用いられる硝材の温度変化
１℃当たりのｄ線に対する屈折率変化の平均値、ｆ３ａは前記第３レンズ群の前群の焦点
距離、ｆは光学系全系の焦点距離を示す。
【００２１】
　請求項６に記載の発明によれば、軸上色収差を良好に補正でき、かつ、周辺温度の変化
が生じても、フォーカス変動や結像性能の劣化を回避しうる中望遠の撮像レンズを実現す
ることができる。
【００２２】
　さらに、本発明の請求項７にかかる撮像レンズは、請求項６に記載の発明において、以
下に示す条件式を満足することを特徴とする。
（３）　ν２２≦４５
　ただし、ν２２は前記第２レンズ群に含まれる第２の負レンズに用いられている硝材の
ｄ線に対するアッベ数を示す。
【００２３】
　請求項７に記載の発明によれば、軸上色収差をさらに良好に補正することができる。
【００２４】
　さらに、本発明の請求項８にかかる撮像レンズは、請求項６または７に記載の発明にお
いて、前記第２レンズ群に含まれる第２の負レンズが、物体側に凹面を向けて配置されて
いることを特徴とする。
【００２５】
　請求項８に記載の発明によれば、球面収差、軸上色収差の補正効果をさらに強化するこ
とができる。
【００２６】
　さらに、本発明の請求項９にかかる撮像レンズは、請求項６～８のいずれか一つに記載
の発明において、以下に示す条件式を満足することを特徴とする。
（７）　Δθｇ，Ｆｍａｘ≧０．００６
　ただし、Δθｇ，Ｆｍａｘは前記第２レンズ群および前記第３レンズ群の前群に含まれ
る正レンズに用いられる硝材の異常分散性の最大値を示す。なお、異常分散性Δθｇ，Ｆ
は、縦軸に部分分散比θｇ，Ｆ、横軸にｄ線に対するアッベ数νｄをとり、基準硝種とな
るＣ７の座標（νｄ＝６０．４９、θｇ，Ｆ＝０．５３９３）およびＦ２の座標（νｄ＝
３６．３０、θｇ，Ｆ＝０．５８２９）を通る直線を標準線としたときの、個々の硝種の
νｄに対応する標準線上の点とその硝種のθｇ，Ｆとの偏差である。また、部分分散比θ
ｇ，Ｆはθｇ，Ｆ＝（ｎｇ－ｎＦ）／（ｎＦ－ｎＣ）で定義され、ｎｇ、ｎＦ、ｎＣはそ
れぞれｇ線、Ｆ線、Ｃ線に対する屈折率を示す。
【００２７】
　請求項９に記載の発明によれば、軸上色収差の２次スペクトルを良好に補正することが
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できる。
【００２８】
　さらに、本発明の請求項１０にかかる撮像レンズは、請求項６～９のいずれか一つに記
載の発明において、以下に示す条件式を満足することを特徴とする。
（８）　Δθｇ，Ｆ２２≦０．０１７
　ただし、Δθｇ，Ｆ２２は前記第２レンズ群に含まれる第２の負レンズに用いられてい
る硝材の異常分散性を示す。なお、異常分散性Δθｇ，Ｆは、縦軸に部分分散比θｇ，Ｆ
、横軸にｄ線に対するアッベ数νｄをとり、基準硝種となるＣ７の座標（νｄ＝６０．４
９、θｇ，Ｆ＝０．５３９３）およびＦ２の座標（νｄ＝３６．３０、θｇ，Ｆ＝０．５
８２９）を通る直線を標準線としたときの、個々の硝種のνｄに対応する標準線上の点と
その硝種のθｇ，Ｆとの偏差である。また、部分分散比θｇ，Ｆはθｇ，Ｆ＝（ｎｇ－ｎ
Ｆ）／（ｎＦ－ｎＣ）で定義され、ｎｇ、ｎＦ、ｎＣはそれぞれｇ線、Ｆ線、Ｃ線に対す
る屈折率を示す。
【００２９】
　請求項１０に記載の発明によれば、軸上色収差の２次スペクトルをより良好に補正する
ことができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、バックフォーカスに薄い光学部材を挿入して使用する場合でも諸収差
の補正不足が生じることのない、明るく、高い結像性能を備えた中望遠の撮像レンズを提
供することできるという効果を奏する。また、軸上色収差を良好に補正でき、かつ、周辺
温度の変化が生じても、フォーカス変動や結像性能の劣化を回避しうる中望遠の撮像レン
ズを提供することできるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施例１にかかる撮像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にかかる撮像レンズの諸収差図である。
【図３】実施例２にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。
【図４】実施例２にかかる撮像レンズの諸収差図である。
【図５】実施例３にかかる撮像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３にかかる撮像レンズの諸収差図である。
【図７】実施例４にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。
【図８】実施例４にかかる撮像レンズの諸収差図である。
【図９】実施例５にかかる撮像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５にかかる撮像レンズの諸収差図である。
【図１１】実施例６にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。
【図１２】実施例６にかかる撮像レンズの諸収差図である。
【図１３】実施例７にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。
【図１４】実施例７にかかる撮像レンズの諸収差図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明にかかる撮像レンズの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００３３】
　本発明の第１の目的は、バックフォーカスに薄い光学部材を挿入して使用する場合でも
諸収差の補正不足が生じることのない、明るく、高い結像性能を備えた中望遠の撮像レン
ズを提供することである。そこで、かかる目的を達成するため、以下に示すような構成を
採用した。
【００３４】
　本発明の第１の目的を達成する撮像レンズは、物体側から順に配置された、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、正の屈折力を有する第３
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レンズ群と、第４レンズ群と、から構成される。第２レンズ群は、物体側から順に配置さ
れた、第１の負レンズと、物体側に凹面を向けた第２の負レンズと、正レンズと、から構
成される。第３レンズ群は、物体側から順に配置された、正の屈折力を有する前群と、正
の屈折力を有する後群と、から構成される。また、第３レンズ群の前群は、物体側から順
に配置された、２枚または３枚の正レンズと、像側に凹面を向けた負レンズと、から構成
され、第３レンズ群の後群は１枚の負レンズを含み構成される（以上、第１の基本構成）
。
【００３５】
　明るい中望遠の撮像レンズを実現しようとする場合、球面収差、コマ収差、および軸上
色収差の補正が特に重要になる。最も物体側に負レンズ群を配置すると、当該負レンズで
レンズの高い位置を通過する軸上の光束を発散させてしまう。この結果、後続するレンズ
群では光束がさらにレンズの高い位置を通ることになり、各レンズ面における球面収差、
軸上色収差の発生が著しくなるため、好ましくない。そこで、本発明にかかる撮像レンズ
では、最も物体側には正の屈折力を有する第１レンズ群を配置した。
【００３６】
　次に、正の屈折力を有する第１レンズ群に続けて負の屈折力を有する第２レンズ群を配
置することで、球面収差、軸上色収差の補正効果をもたせている。第２レンズ群において
球面収差、軸上色収差を良好に補正するためには、ある程度の負のパワーが必要となる。
したがって、第２レンズ群には、１枚ではなく２枚の負レンズを配置した。具体的には、
第２レンズ群中に、物体側から順に、第１の負レンズと、物体側に凹面を向けた第２の負
レンズと、を配置して、球面収差および軸上色収差の補正効果を強めた。さらに、２枚の
負レンズによって跳ね上げられた軸上の光束を速やかに収束させて後続するレンズ群に導
くため、２枚の負レンズの後側に正レンズを配置した。
【００３７】
　また、負の屈折力を有する第２レンズ群によって跳ね上げられた光束をさらに収束させ
るべく、第２レンズ群に続けて正の屈折力を有する第３レンズ群を配置した。この第３レ
ンズ群は、正の屈折力を有する前群と、正の屈折力を有する後群と、により構成される。
【００３８】
　第３レンズ群の前群は、第２レンズ群によって跳ね上げられた軸上の光束を速やかに収
束させるとともに、球面収差や軸上色収差の発生を抑制するために光束をなめらかに収束
させる機能を備えるため、物体側に、２枚または３枚の正レンズを配置する。さらに、こ
れらの正レンズの後側には、当該正レンズで発生した球面収差を効果的に補正するために
、像側に凹面を向けた負レンズを配置している。
【００３９】
　また、第３レンズ群の後群は、第１レンズ群から第３レンズ群の前群までで補正しきれ
なかった球面収差の補正を補うため、少なくとも１枚の負レンズを含んでいる。
【００４０】
　そして、第３レンズ群の作用により軸上の光束が下がってきたところに、第４レンズ群
を配置し、非点収差、倍率色収差の補正を行うようにした。
【００４１】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズでは、第１の基本構成において、より良好な結像性
能を得るため、第３レンズ群の前群に含まれる負レンズの像側面の曲率半径をＲ３ｉ、光
学系全系の焦点距離をｆとするとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（１）　０．２９≦Ｒ３ｉ／ｆ≦１．２
【００４２】
　条件式（１）は、球面収差、コマ収差、および非点収差を良好に補正するための条件を
示す式である。条件式（１）においてその下限を下回ると、非点収差を良好に補正するこ
とができなくなる。一方、条件式（１）においてその上限を超えると、球面収差、コマ収
差の補正が不足する。いずれにしても好ましくない。
【００４３】
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　さらに、本発明にかかる撮像レンズでは、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含
まれる正レンズに用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値をνａｖｅ、第２レン
ズ群に含まれる第２の負レンズに用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数をν２２と
するとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（２）　νａｖｅ≧６０
（３）　ν２２≦４５
【００４４】
　条件式（２），（３）は、軸上色収差を良好に補正するための条件を示す式である。
【００４５】
　軸上色収差は軸上の光束が高い位置を通過するレンズにおいて顕著に発生するおそれが
ある。そこで、軸上の光束が高い位置を通過する第２レンズ群および第３レンズ群の前群
に含まれる正レンズの硝材に、軸上色収差の発生を抑制する材料を選ぶ必要がある。条件
式（２）においてその下限を下回ると、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含まれ
る正レンズの硝材に、軸上色収差の発生を抑制する材料を用いることができなくなり、軸
上色収差を良好に補正することができなくなる。
【００４６】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズでは、第２レンズ群に含まれる第２の負レンズにも
、軸上色収差の補正効果を強く担わせている。このため、第２の負レンズは高分散の材料
で形成する必要がある。条件式（３）においてその上限を超えると、第２の負レンズの硝
材に軸上色収差の発生を抑制する効果を有する高分散の材料を用いることができなくなっ
て、軸上色収差の補正効果が弱まり、軸上色収差の補正が不足する。
【００４７】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズでは、第３レンズ群の前群の焦点距離をｆ３ａ、第
２レンズ群の焦点距離をｆ２とするとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（４）　－４．２≦ｆ３ａ／ｆ２≦－１．１
【００４８】
　条件式（４）は、第２レンズ群と第３レンズ群の前群とのパワー比率を規定する式であ
る。条件式（４）を満足することにより、球面収差、コマ収差を良好に補正することがで
きる。
【００４９】
　条件式（４）において規定された範囲から外れると、第２レンズ群、第３レンズ群の前
群で発生する球面収差、コマ収差のバランスが大きく崩れる。この結果、第３レンズ群の
後群に至るまでに球面収差、コマ収差の残存量が増え、第３レンズ群の後群で両収差の補
正を行うことが困難になる。
【００５０】
　なお、本発明にかかる撮像レンズでは、第３レンズ群の後群が、物体側から順に、正レ
ンズと、負レンズと、正レンズと、が配置されて構成されることが好ましい。このように
構成することにより、第１レンズ群から第３レンズ群の前群までで補正しきれなかった球
面収差、コマ収差を良好に補正することができる。すなわち、第３レンズ群の後群におい
て、最も物体側に配置された正レンズによりコマ収差の補正不足を補い、続く負レンズに
おいて球面収差の補正不足を補うことができるようになる。
【００５１】
　また、本発明の撮像レンズでは、第２レンズ群に含まれる第１の負レンズは像側に凹面
を向けて配置し、第２レンズ群に含まれる正レンズは像側に凸面を向けて配置するとよい
。このようにすることで、第２レンズ群において、物体側から順に、像側に凹面を向けた
第１の負レンズと、物体側に凹面を向けた第２の負レンズと、が配置されることになって
、球面収差、軸上色収差の補正効果をより強化することができる。さらに、第２の負レン
ズの像側に配置された、像側に凸面を向けた正レンズにより、２枚の負レンズによって跳
ね上げられた軸上の光束を速やかに収束させて後続のレンズ群に導くことができる。
【００５２】
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　以上説明したように、本発明にかかる撮像レンズは、上記構成を備えることにより、明
るく、高い結像性能を備えた中望遠の撮像レンズになる。特に、上記各条件式を満足する
ことにより、撮像レンズのみで優れた結像性能を得ることができ、薄い光学部材をバック
フォーカスに挿入して使用する場合でも、結像性能に問題が生じることはない。
【００５３】
　また、本発明の第２の目的は、軸上色収差を良好に補正でき、かつ、周辺温度の変化が
生じても、フォーカス変動や結像性能の劣化を回避しうる中望遠の撮像レンズを提供する
ことである。そこで、かかる目的を達成するため、以下に示すような構成を採用した。
【００５４】
　本発明の第２の目的を達成する撮像レンズは、物体側から順に配置された、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、正の屈折力を有する第３
レンズ群と、を備えている。第２レンズ群は、物体側から順に配置された、第１の負レン
ズと、第２の負レンズと、正レンズと、から構成される。第３レンズ群は、物体側から順
に配置された、正の屈折力を有する前群と、正の屈折力を有する後群と、から構成される
。特に、第３レンズ群の前群は、少なくとも１枚の正レンズと、最も像側に配置された負
レンズと、を含み構成されている（以上、第２の基本構成）。
【００５５】
　光学系の最も物体側に正の屈折力を有する第１レンズ群を配置した理由は、第１の目的
を達成するための撮像レンズと同様である。また、第２レンズ群を２枚の負レンズと１枚
の正レンズを配置して構成した理由も、第１の目的を達成するための撮像レンズと同様で
ある。
【００５６】
　第３レンズ群の前群は、負の屈折力を有する第２レンズ群によって跳ね上げられた光束
を速やかに収束させるため、少なくとも１枚の正レンズを配置して構成する。そして、こ
の正レンズで発生した球面収差、軸上色収差を効果的に補正するために、最も像側に負レ
ンズを配置している。
【００５７】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズでは、第２の基本構成において、軸上色収差を良好
に補正でき、かつ、周辺温度の変化が生じても、フォーカス変動や結像性能の劣化を回避
するため、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含まれる正レンズに用いられる硝材
のｄ線に対するアッベ数の平均値をνａｖｅ、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に
含まれる正レンズに用いられる硝材の温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折率変化の平
均値を（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ、第３レンズ群の前群の焦点距離をｆ３ａ、光学系全系の焦
点距離をｆとするとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（２）　νａｖｅ≧６０
（５）　－１．５×１０-6≦（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ≦４．３×１０-6

（６）　０．７７≦ｆ３ａ／ｆ≦２．６
【００５８】
　条件式（２）を満足することにより得られる効果等については前述の通りである。条件
式（２）においてその下限を下回ると、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含まれ
る正レンズの硝材に、軸上色収差の発生を抑制する材料を用いることができなくなり、軸
上色収差を良好に補正することができなくなる。
【００５９】
　条件式（５）は、周辺温度の変化に伴うフォーカス変動を抑制するための条件を示す式
である。
【００６０】
　多くの光学材料の屈折率温度係数はプラスであり、多くの場合は正レンズと負レンズと
を組合せることで、光学系全体としての温度変化によるフォーカス変動をキャンセルする
ことができる。しかしながら、条件式（２）に当てはまるような色収差の抑制に有利な低
分散の材料の中には、屈折率温度係数がマイナスのものがある。特に、２次スペクトルの
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補正に有利な異常分散性の材料のほとんどは、屈折率温度係数がマイナスで、しかも大き
な値をもつ。
【００６１】
　本発明にかかる撮像レンズにおいては、色収差補正の観点では、軸上の光束が高い位置
を通過する第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含まれる正レンズを低分散で異常分
散性の材料で形成したいところではあるが、屈折率温度係数がマイナスで、大きな値をも
つ材料ばかりを選べば周辺温度変化によるフォーカス変動をキャンセルできなくなってし
まう。そこで、かかる不都合を回避するため、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に
含まれる正レンズを、条件式（５）を満足する材質で形成する。
【００６２】
　条件式（５）において規定された範囲から外れると、周辺温度の変化に伴うフォーカス
変動を抑制することが困難となる。
【００６３】
　すなわち、条件式（５）においてその下限を下回ると、温度上昇時、第２レンズ群およ
び第３レンズ群の前群に含まれる正レンズにおけるパワー減少の影響が大きく、他の正レ
ンズに温度係数がプラスで大きな値をもつ材料、負レンズに温度係数がマイナスの材料を
選択してもキャンセルしきれず、光学系全体としてパワーが減少する。その結果、ピント
位置が常温時より伸び、再度フォーカス調整をしないとピントが合わなくなる。逆に、温
度低下時は、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含まれる正レンズにおけるパワー
増加の影響が大きく、光学系全体としてパワーが増加し、その結果ピント位置が常温時よ
り縮む。
【００６４】
　一方、条件式（５）においてその上限を上回ると、温度上昇時、第２レンズ群および第
３レンズ群の前群に含まれる正レンズにおけるパワー増加の影響が大きく、光学系全体と
してパワーが増加する。その結果、ピント位置が常温時より縮む。逆に、温度低下時は、
第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含まれる正レンズにおけるパワー減少の影響が
大きく、光学系全体としてパワーが減少し、その結果ピント位置が常温時より伸びる。
【００６５】
　なお、上記条件式（５）は、次に示す範囲を満足すると、より好ましい効果が期待でき
る。
（５ａ）　－１．３×１０-6≦（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ≦３．６×１０-6

　この条件式（５ａ）で規定する範囲を満足することにより、より周辺温度の変化による
影響を受けにくくなり、フォーカス変動をより効果的に抑制することができる。
【００６６】
　条件式（６）は、第３レンズ群の前群のパワーを規定するものである。条件式（６）を
満足することにより、色収差を良好に補正し、かつ周辺温度変化があっても、フォーカス
変動、結像性能の劣化を防止することができる。条件式（６）において規定された範囲か
ら外れると、色収差と周辺温度の変化に伴うフォーカス変動をともに良好に補正すること
が困難になる。
【００６７】
　なお、上記条件式（６）は、次に示す範囲を満足すると、より好ましい効果が期待でき
る。
（６ａ）　０．８６≦ｆ３ａ／ｆ≦２．３
　この条件式（６ａ）で規定する範囲を満足することにより、色収差と周辺温度の変化に
伴うフォーカス変動をより良好に補正するができる。
【００６８】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズでは、第２の基本構成において、第２レンズ群に含
まれる第２の負レンズに用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数をν２２とするとき
、次の条件式を満足することを特徴とする。
（３）　ν２２≦４５
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【００６９】
　条件式（３）を満足することにより得られる効果等については前述の通りである。条件
式（３）においてその上限を超えると、第２の負レンズの硝材に軸上色収差の発生を抑制
する効果を有する高分散の材料を用いることができなくなって、軸上色収差の補正効果が
弱まり、軸上色収差の補正が不足する。
【００７０】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズは、第２の基本構成において、第２レンズ群に含ま
れる第２の負レンズが、物体側に凹面を向けて配置されていることが好ましい。第２レン
ズ群で球面収差、軸上色収差の補正効果を得るためには、ある程度の負パワーが必要とな
る。このため、本発明の撮像レンズでは、第２レンズ群中に２枚の負レンズを配置してい
る。そして、２枚目の負レンズを物体側に凹面を向けた形状とすることで、球面収差、軸
上色収差の補正効果をより向上させることができる。
【００７１】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズは、第２レンズ群および第３レンズ群の前群に含ま
れる正レンズに用いられる硝材の異常分散性の最大値をΔθｇ，Ｆｍａｘとするとき、次
の条件式を満足することが好ましい。なお、異常分散性Δθｇ，Ｆは、縦軸に部分分散比
θｇ，Ｆ、横軸にｄ線に対するアッベ数νｄをとり、基準硝種となるＣ７の座標（νｄ＝
６０．４９、θｇ，Ｆ＝０．５３９３）およびＦ２の座標（νｄ＝３６．３０、θｇ，Ｆ
＝０．５８２９）を通る直線を標準線としたときの、個々の硝種のνｄに対応する標準線
上の点とその硝種のθｇ，Ｆとの偏差である。また、部分分散比θｇ，Ｆはθｇ，Ｆ＝（
ｎｇ－ｎＦ）／（ｎＦ－ｎＣ）で定義され、ｎｇ、ｎＦ、ｎＣはそれぞれｇ線（λ＝４３
５．８４ｎｍ）、Ｆ線（λ＝４８６．１３ｎｍ）、Ｃ線（λ＝６５６．２８ｎｍ）に対す
る屈折率を示す。
（７）　Δθｇ，Ｆｍａｘ≧０．００６
【００７２】
　条件式（７）は、軸上色収差の２次スペクトルを良好に補正するための条件を示す式で
ある。高い結像性能を備えた撮像レンズを実現するためには、軸上色収差の２次スペクト
ルまで良好に補正されることが要求される。条件式（７）を満足することにより、軸上色
収差の２次スペクトルを良好に補正することができ、高い結像性能が得られる。条件式（
７）においてその下限を下回ると、軸上色収差の２次スペクトルを良好に補正することが
できなくなる。
【００７３】
　なお、上記条件式（７）は、次に示す範囲を満足すると、より好ましい効果が期待でき
る。
（７ａ）　Δθｇ，Ｆｍａｘ≧０．００８
　この条件式（７ａ）で規定する範囲を満足することにより、軸上色収差の２次スペクト
ルをより良好に補正することができる。
【００７４】
　また、本発明にかかる撮像レンズでは、第３レンズ群における前群と後群とが、所定の
空気間隔を空けて配置されていることが好ましい。このようにすることで、第３レンズ群
による収差補正効果をより向上させることができる。
【００７５】
　さらに、本発明にかかる撮像レンズは、第２レンズ群に含まれる第２の負レンズに用い
られている硝材の異常分散性をΔθｇ，Ｆ２２とするとき、次の条件式を満足することが
好ましい。なお、異常分散性Δθｇ，Ｆは、縦軸に部分分散比θｇ，Ｆ、横軸にｄ線に対
するアッベ数νｄをとり、基準硝種となるＣ７の座標（νｄ＝６０．４９、θｇ，Ｆ＝０
．５３９３）およびＦ２の座標（νｄ＝３６．３０、θｇ，Ｆ＝０．５８２９）を通る直
線を標準線としたときの、個々の硝種のνｄに対応する標準線上の点とその硝種のθｇ，
Ｆとの偏差である。また、部分分散比θｇ，Ｆはθｇ，Ｆ＝（ｎｇ－ｎＦ）／（ｎＦ－ｎ
Ｃ）で定義され、ｎｇ、ｎＦ、ｎＣはそれぞれｇ線（λ＝４３５．８４ｎｍ）、Ｆ線（λ
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＝４８６．１３ｎｍ）、Ｃ線（λ＝６５６．２８ｎｍ）に対する屈折率を示す。
（８）　Δθｇ，Ｆ２２≦０．０１７
【００７６】
　条件式（８）は、軸上色収差の２次スペクトルを良好に補正するための条件を示す式で
ある。高い結像性能を備えた撮像レンズを実現するためには、軸上色収差の２次スペクト
ルまで良好に補正されていることが要求される。条件式（７）に加え、条件式（８）を満
足することにより、軸上色収差の２次スペクトルをさらに良好に補正することができ、優
れた結像性能が得られる。条件式（８）においてその上限を超えると、軸上色収差の２次
スペクトルを良好に補正することができなくなる。
【００７７】
　なお、上記条件式（８）は、次に示す範囲を満足すると、より好ましい効果が期待でき
る。
（８ａ）　Δθｇ，Ｆ２２≦０．０１５
　この条件式（８ａ）で規定する範囲を満足することにより、軸上色収差の２次スペクト
ルを極めて良好に補正することができる。
【００７８】
　以上説明したように、本発明にかかる撮像レンズは、第２の基本構成以下の構成を備え
ることにより、軸上色収差を良好に補正でき、かつ、周辺温度の変化が生じても、フォー
カス変動や結像性能の劣化を回避しうる中望遠の撮像レンズになる。
【００７９】
　以下、本発明にかかる撮像レンズの実施例を図面に基づき詳細に説明する。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】
【００８０】
　図１は、実施例１にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この撮像
レンズは、図示しない物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ11と、負の屈
折力を有する第２レンズ群Ｇ12と、正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ13と、第４レンズ
群Ｇ14と、が配置されて構成される。第４レンズ群Ｇ14と像面ＩＭＧとの間には、カバー
ガラスＣＧが配置されている。なお、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。
【００８１】
　第１レンズ群Ｇ11は、正レンズＬ111により構成される。
【００８２】
　第２レンズ群Ｇ12は、物体側から順に、像側に凹面を向けた第１の負レンズＬ121と、
物体側に凹面を向けた第２の負レンズＬ122と、像側に凸面を向けた正レンズＬ123と、が
配置されて構成される。第２の負レンズＬ122と正レンズＬ123とは、接合されている。
【００８３】
　第３レンズ群Ｇ13は、物体側から順に、正の屈折力を有する前群Ｇ13Fと、正の屈折力
を有する後群Ｇ13Rと、が配置されて構成される。
【００８４】
　前群Ｇ13Fは、物体側から順に、所定の口径を規定する開口絞りＳと、正レンズＬ131と
、正レンズＬ132と、像側に凹面を向けた負レンズＬ133と、が配置されて構成される。正
レンズＬ132と負レンズＬ133とは、接合されている。また、後群Ｇ13Rは、物体側から順
に、正レンズＬ134と、負レンズＬ135と、正レンズＬ136と、が配置されて構成される。
負レンズＬ135と正レンズＬ136とは、接合されている。
【００８５】
　第４レンズ群Ｇ14は、物体側から順に、負レンズＬ141と、正レンズＬ142と、が配置さ
れて構成される。
【００８６】
　この撮像レンズは、第１レンズ群Ｇ11～第３レンズ群Ｇ13を一体的に光軸に沿って像側
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から物体側へ移動させることにより、無限遠物体合焦状態から最至近距離物体合焦状態ま
でのフォーカシングを行う。第４レンズ群Ｇ14は、常時固定されている。
【００８７】
　以下、実施例１にかかる撮像レンズに関する各種数値データを示す。
【００８８】
（レンズデータ）
ｒ1＝41.5029
　ｄ1＝3.80　　ｎｄ1＝1.90366    νｄ1＝31.32
ｒ2＝-130.6050
　ｄ2＝4.70
ｒ3＝-53.9188
　ｄ3＝0.80　　ｎｄ2＝1.51823    νｄ2＝58.96
ｒ4＝18.9244
　ｄ4＝5.38
ｒ5＝-19.5444
　ｄ5＝3.70　　ｎｄ3＝1.76182    νｄ3＝26.61
ｒ6＝23.8299
　ｄ6＝7.10　　ｎｄ4＝1.61800    νｄ4＝63.40
ｒ7＝-29.1998
　ｄ7＝2.64
ｒ8＝∞（開口絞り）
　ｄ8＝1.90
ｒ9＝38.7467
　ｄ9＝5.30　　ｎｄ5＝1.58913    νｄ5＝61.25
ｒ10＝-41.1060
　ｄ10＝0.15
ｒ11＝22.5772
　ｄ11＝8.20　　ｎｄ6＝1.49700    νｄ6＝81.55
ｒ12＝-24.4649
　ｄ12＝1.00　　ｎｄ7＝1.51680    νｄ7＝64.20
ｒ13＝18.0000
　ｄ13＝2.20
ｒ14＝33.9380
　ｄ14＝4.00　　ｎｄ8＝1.92286    νｄ8＝20.88
ｒ15＝-75.1218
　ｄ15＝3.06
ｒ16＝-32.8375
　ｄ16＝1.00　　ｎｄ9＝1.74077    νｄ9＝27.76
ｒ17＝17.8579
　ｄ17＝3.40　　ｎｄ10＝1.43700    νｄ10＝95.10
ｒ18＝-42.6811
　ｄ18＝D(18)（可変）
ｒ19＝-150.8447
　ｄ19＝0.80　　ｎｄ11＝1.67270    νｄ11＝32.17
ｒ20＝19.3078
　ｄ20＝3.70
ｒ21＝23.8733
　ｄ21＝3.00　　ｎｄ12＝1.88100    νｄ12＝40.14
ｒ22＝-95.8945
　ｄ22＝12.82
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ｒ23＝∞
　ｄ23＝0.75　　ｎｄ13＝1.51633    νｄ13＝64.14
ｒ24＝∞
　ｄ24＝1.00
ｒ25＝∞（像面）
【００８９】
（各合焦状態の数値データ）
　　　　　　　　　　　　　　　無限遠　　最至近距離
物体距離　　　　　　　　　　　 ∞　　　　150
D(18) 　　　　　　　　  　　　 3.22         12.70
【００９０】
ｆ（光学系全系の焦点距離）＝35.07
ｆ２（第２レンズ群Ｇ12の焦点距離）＝-18.310
ｆ３ａ（第３レンズ群Ｇ13の前群Ｇ13Fの焦点距離）＝35.300
ＦＮｏ.（光学系全系のＦナンバー）＝1.80
２ω（画角）＝17.9
【００９１】
（条件式（１）に関する数値）
Ｒ３ｉ（負レンズＬ133の像側面の曲率半径）＝18.0000
Ｒ３ｉ／ｆ＝0.51
【００９２】
（条件式（２）に関する数値）
νａｖｅ（第２レンズ群Ｇ12および第３レンズ群Ｇ13の前群Ｇ13Fに含まれる正レンズに
用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値）＝68.73
【００９３】
（条件式（３）に関する数値）
ν２２（第２の負レンズＬ122に用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数）＝26.61
【００９４】
（条件式（４）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ２＝-1.93
【００９５】
　図２は、実施例１にかかる撮像レンズの諸収差図である。図中、ｇはｇ線（λ＝４３５
．８３ｎｍ）、ｄはｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６．２７ｎｍ）
に相当する波長の収差を表す。そして、非点収差図におけるＳ，Ｍは、それぞれサジタル
像面、メリディオナル像面に対する収差を表す。
【実施例２】
【００９６】
　図３は、実施例２にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この撮像
レンズは、図示しない物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ21と、負の屈
折力を有する第２レンズ群Ｇ22と、正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ23と、第４レンズ
群Ｇ24と、が配置されて構成される。第４レンズ群Ｇ24と像面ＩＭＧとの間には、カバー
ガラスＣＧが配置されている。なお、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。
【００９７】
　第１レンズ群Ｇ21は、正レンズＬ211により構成される。
【００９８】
　第２レンズ群Ｇ22は、物体側から順に、像側に凹面を向けた第１の負レンズＬ221と、
物体側に凹面を向けた第２の負レンズＬ222と、像側に凸面を向けた正レンズＬ223と、が
配置されて構成される。第２の負レンズＬ222と正レンズＬ223とは、接合されている。
【００９９】
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　第３レンズ群Ｇ23は、物体側から順に、正の屈折力を有する前群Ｇ23Fと、正の屈折力
を有する後群Ｇ23Rと、が配置されて構成される。
【０１００】
　前群Ｇ23Fは、物体側から順に、所定の口径を規定する開口絞りＳと、正レンズＬ231と
、正レンズＬ232と、正レンズＬ233と、像側に凹面を向けた負レンズＬ234と、が配置さ
れて構成される。正レンズＬ233と負レンズＬ234とは、接合されている。また、後群Ｇ23

Rは、物体側から順に、正レンズＬ235と、負レンズＬ236と、正レンズＬ237と、が配置さ
れて構成される。負レンズＬ236と正レンズＬ237とは、接合されている。
【０１０１】
　第４レンズ群Ｇ24は、物体側から順に、負レンズＬ241と、正レンズＬ242と、が配置さ
れて構成される。
【０１０２】
　この撮像レンズは、第１レンズ群Ｇ21～第３レンズ群Ｇ23を一体的に光軸に沿って像側
から物体側へ移動させることにより、無限遠物体合焦状態から最至近距離物体合焦状態ま
でのフォーカシングを行う。第４レンズ群Ｇ24は、常時固定されている。
【０１０３】
　以下、実施例２にかかる撮像レンズに関する各種数値データを示す。
【０１０４】
（レンズデータ）
ｒ1＝30.2870
　ｄ1＝3.50　　ｎｄ1＝1.83400    νｄ1＝37.35
ｒ2＝-184.0673
　ｄ2＝2.09
ｒ3＝268.7480
　ｄ3＝0.90　　ｎｄ2＝1.48749    νｄ2＝70.24
ｒ4＝11.2315
　ｄ4＝6.80
ｒ5＝-12.1352
　ｄ5＝4.10　　ｎｄ3＝1.80610    νｄ3＝40.73
ｒ6＝42.4593
　ｄ6＝5.20　　ｎｄ4＝1.58913    νｄ4＝61.25
ｒ7＝-16.5483
　ｄ7＝4.40
ｒ8＝∞（開口絞り）
　ｄ8＝1.90
ｒ9＝128.4827
　ｄ9＝3.00　　ｎｄ5＝1.56883    νｄ5＝56.04
ｒ10＝-119.7687
　ｄ10＝0.10
ｒ11＝58.2804
　ｄ11＝4.18　　ｎｄ6＝1.58913    νｄ6＝61.25
ｒ12＝-36.0105
　ｄ12＝0.15
ｒ13＝33.2472
　ｄ13＝6.20　　ｎｄ7＝1.49700    νｄ7＝81.55
ｒ14＝-54.2488
　ｄ14＝2.40　　ｎｄ8＝1.51823    νｄ8＝58.96
ｒ15＝25.0000
　ｄ15＝1.70
ｒ16＝36.0840
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　ｄ16＝3.80　　ｎｄ9＝1.77250    νｄ9＝49.62
ｒ17＝-88.4160
　ｄ17＝0.97
ｒ18＝-33.7636
　ｄ18＝0.90　　ｎｄ10＝1.56732    νｄ10＝42.84
ｒ19＝12.6636
　ｄ19＝4.10　　ｎｄ11＝1.43875    νｄ11＝94.95
ｒ20＝-30.7369
　ｄ20＝D(20)（可変）
ｒ21＝-136.2293
　ｄ21＝0.90　　ｎｄ12＝1.76182    νｄ12＝26.61
ｒ22＝16.4575
　ｄ22＝6.08
ｒ23＝26.4017
　ｄ23＝4.10　　ｎｄ13＝1.90366    νｄ13＝31.32
ｒ24＝-48.9608
　ｄ24＝12.60
ｒ25＝∞
　ｄ25＝0.75　　ｎｄ14＝1.51633    νｄ14＝64.14
ｒ26＝∞
　ｄ26＝1.00
ｒ27＝∞（像面）
【０１０５】
（各合焦状態の数値データ）
　　　　　　　　　　　　　　　無限遠　　最至近距離
物体距離　　　　　　　　　　　 ∞　　　　150
D(20) 　　　　　　　　  　　　 3.10          6.43
【０１０６】
ｆ（光学系全系の焦点距離）＝25.00
ｆ２（第２レンズ群Ｇ22の焦点距離）＝-15.839
ｆ３ａ（第３レンズ群Ｇ23の前群Ｇ23Fの焦点距離）＝28.914
ＦＮｏ.（光学系全系のＦナンバー）＝1.79
２ω（画角）＝24.9
【０１０７】
（条件式（１）に関する数値）
Ｒ３ｉ（負レンズＬ234の像側面の曲率半径）＝25.0000
Ｒ３ｉ／ｆ＝1.00
【０１０８】
（条件式（２）に関する数値）
νａｖｅ（第２レンズ群Ｇ22および第３レンズ群Ｇ23の前群Ｇ23Fに含まれる正レンズに
用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値）＝65.02
【０１０９】
（条件式（３）に関する数値）
ν２２（第２の負レンズＬ222に用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数）＝40.73
【０１１０】
（条件式（４）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ２＝-1.83
【０１１１】
　図４は、実施例２にかかる撮像レンズの諸収差図である。図中、ｇはｇ線（λ＝４３５
．８３ｎｍ）、ｄはｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６．２７ｎｍ）
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に相当する波長の収差を表す。そして、非点収差図におけるＳ，Ｍは、それぞれサジタル
像面、メリディオナル像面に対する収差を表す。
【実施例３】
【０１１２】
　図５は、実施例３にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この撮像
レンズは、図示しない物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ31と、負の屈
折力を有する第２レンズ群Ｇ32と、正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ33と、第４レンズ
群Ｇ34と、が配置されて構成される。第４レンズ群Ｇ34と像面ＩＭＧとの間には、カバー
ガラスＣＧが配置されている。なお、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。
【０１１３】
　第１レンズ群Ｇ31は、正レンズＬ311により構成される。
【０１１４】
　第２レンズ群Ｇ32は、物体側から順に、像側に凹面を向けた第１の負レンズＬ321と、
物体側に凹面を向けた第２の負レンズＬ322と、像側に凸面を向けた正レンズＬ323と、が
配置されて構成される。第２の負レンズＬ322と正レンズＬ323とは、接合されている。
【０１１５】
　第３レンズ群Ｇ33は、物体側から順に、正の屈折力を有する前群Ｇ33Fと、正の屈折力
を有する後群Ｇ33Rと、が配置されて構成される。
【０１１６】
　前群Ｇ33Fは、物体側から順に、所定の口径を規定する開口絞りＳと、正レンズＬ331と
、正レンズＬ332と、像側に凹面を向けた負レンズＬ333と、が配置されて構成される。ま
た、後群Ｇ33Rは、物体側から順に、正レンズＬ334と、負レンズＬ335と、正レンズＬ336

と、が配置されて構成される。負レンズＬ335と正レンズＬ336とは、接合されている。
【０１１７】
　第４レンズ群Ｇ34は、物体側から順に、負レンズＬ341と、正レンズＬ342と、が配置さ
れて構成される。
【０１１８】
　この撮像レンズは、第１レンズ群Ｇ31～第３レンズ群Ｇ33を一体的に光軸に沿って像側
から物体側へ移動させることにより、無限遠物体合焦状態から最至近距離物体合焦状態ま
でのフォーカシングを行う。第４レンズ群Ｇ34は、常時固定されている。
【０１１９】
　以下、実施例３にかかる撮像レンズに関する各種数値データを示す。
【０１２０】
（レンズデータ）
ｒ1＝31.3010
　ｄ1＝4.00　　ｎｄ1＝1.90366    νｄ1＝31.32
ｒ2＝-346.7440
　ｄ2＝4.20
ｒ3＝-214.3789
　ｄ3＝1.00　　ｎｄ2＝1.51823    νｄ2＝58.96
ｒ4＝14.2382
　ｄ4＝5.50
ｒ5＝-15.2187
　ｄ5＝2.80　　ｎｄ3＝1.92286    νｄ3＝20.88
ｒ6＝-124.6209
　ｄ6＝7.30　　ｎｄ4＝1.49700    νｄ4＝81.61
ｒ7＝-19.7512
　ｄ7＝2.60
ｒ8＝∞（開口絞り）
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　ｄ8＝1.90
ｒ9＝51.3652
　ｄ9＝4.00　　ｎｄ5＝1.43700    νｄ5＝95.10
ｒ10＝-34.6979
　ｄ10＝0.10
ｒ11＝18.8299
　ｄ11＝3.00　　ｎｄ6＝1.49700    νｄ6＝81.61
ｒ12＝22.2895
　ｄ12＝0.10
ｒ13＝14.4476
　ｄ13＝5.14　　ｎｄ7＝1.51823    νｄ7＝58.96
ｒ14＝11.5000
　ｄ14＝2.70
ｒ15＝35.3375
　ｄ15＝4.20　　ｎｄ8＝1.92286    νｄ8＝20.88
ｒ16＝-151.1315
　ｄ16＝1.90
ｒ17＝-27.1677
　ｄ17＝1.00　　ｎｄ9＝1.74077    νｄ9＝27.76
ｒ18＝44.9226
　ｄ18＝3.60　　ｎｄ10＝1.43875    νｄ10＝94.95
ｒ19＝-27.5581
　ｄ19＝D(19)（可変）
ｒ20＝86.5339
　ｄ20＝0.90　　ｎｄ11＝1.72825    νｄ11＝28.32
ｒ21＝25.1039
　ｄ21＝2.30
ｒ22＝31.3723
　ｄ22＝3.60　　ｎｄ12＝1.91082    νｄ12＝35.25
ｒ23＝523.5082
　ｄ23＝13.74
ｒ24＝∞
　ｄ24＝0.75　　ｎｄ13＝1.51633    νｄ13＝64.14
ｒ25＝∞
　ｄ25＝1.00
ｒ26＝∞（像面）
【０１２１】
（各合焦状態の数値データ）
　　　　　　　　　　　　　　　無限遠　　最至近距離
物体距離　　　　　　　　　　　 ∞　　　　150
D(19) 　　　　　　　　  　　　 5.27         15.66
【０１２２】
ｆ（光学系全系の焦点距離）＝35.00
ｆ２（第２レンズ群Ｇ32の焦点距離）＝-16.690
ｆ３ａ（第３レンズ群Ｇ33の前群Ｇ33Fの焦点距離）＝36.099
ＦＮｏ.（光学系全系のＦナンバー）＝1.81
２ω（画角）＝17.9
【０１２３】
（条件式（１）に関する数値）
Ｒ３ｉ（負レンズＬ333の像側面の曲率半径）＝11.5000
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Ｒ３ｉ／ｆ＝0.33
【０１２４】
（条件式（２）に関する数値）
νａｖｅ（第２レンズ群Ｇ32および第３レンズ群Ｇ33の前群Ｇ33Fに含まれる正レンズに
用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値）＝86.11
【０１２５】
（条件式（３）に関する数値）
ν２２（第２の負レンズＬ322に用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数）＝20.88
【０１２６】
（条件式（４）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ２＝-2.16
【０１２７】
　図６は、実施例３にかかる撮像レンズの諸収差図である。図中、ｇはｇ線（λ＝４３５
．８３ｎｍ）、ｄはｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６．２７ｎｍ）
に相当する波長の収差を表す。そして、非点収差図におけるＳ，Ｍは、それぞれサジタル
像面、メリディオナル像面に対する収差を表す。
【実施例４】
【０１２８】
　図７は、実施例４にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この撮像
レンズは、図示しない物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ41と、負の屈
折力を有する第２レンズ群Ｇ42と、正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ43と、第４レンズ
群Ｇ44と、が配置されて構成される。第４レンズ群Ｇ44と像面ＩＭＧとの間には、カバー
ガラスＣＧが配置されている。なお、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。
【０１２９】
　第１レンズ群Ｇ41は、正レンズＬ411により構成される。
【０１３０】
　第２レンズ群Ｇ42は、物体側から順に、像側に凹面を向けた第１の負レンズＬ421と、
物体側に凹面を向けた第２の負レンズＬ422と、像側に凸面を向けた正レンズＬ423と、が
配置されて構成される。第２の負レンズＬ422と正レンズＬ423とは、接合されている。
【０１３１】
　第３レンズ群Ｇ43は、物体側から順に、正の屈折力を有する前群Ｇ43Fと、正の屈折力
を有する後群Ｇ43Rと、が配置されて構成される。
【０１３２】
　前群Ｇ43Fは、物体側から順に、所定の口径を規定する開口絞りＳと、正レンズＬ431と
、正レンズＬ432と、像側に凹面を向けた負レンズＬ433と、が配置されて構成される。正
レンズＬ432と負レンズＬ433とは、接合されている。また、後群Ｇ43Rは、物体側から順
に、正レンズＬ434と、負レンズＬ435と、正レンズＬ436と、が配置されて構成される。
負レンズＬ435と正レンズＬ436とは、接合されている。
【０１３３】
　第４レンズ群Ｇ44は、物体側から順に、負レンズＬ441と、正レンズＬ442と、が配置さ
れて構成される。
【０１３４】
　この撮像レンズは、第１レンズ群Ｇ41～第３レンズ群Ｇ43を一体的に光軸に沿って像側
から物体側へ移動させることにより、無限遠物体合焦状態から最至近距離物体合焦状態ま
でのフォーカシングを行う。第４レンズ群Ｇ44は、常時固定されている。
【０１３５】
　以下、実施例４にかかる撮像レンズに関する各種数値データを示す。
【０１３６】
（レンズデータ）
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ｒ1＝41.5207
　ｄ1＝4.00　　ｎｄ1＝1.90366    νｄ1＝31.32
ｒ2＝853.2135
　ｄ2＝4.20
ｒ3＝212.4037
　ｄ3＝1.00　　ｎｄ2＝1.51823    νｄ2＝58.96
ｒ4＝16.7913
　ｄ4＝5.50
ｒ5＝-18.5789
　ｄ5＝2.80　　ｎｄ3＝1.76182    νｄ3＝26.61
ｒ6＝109.2817
　ｄ6＝7.30　　ｎｄ4＝1.58913    νｄ4＝61.25
ｒ7＝-23.4719
　ｄ7＝2.60
ｒ8＝∞（開口絞り）
　ｄ8＝1.90
ｒ9＝31.4867
　ｄ9＝5.70　　ｎｄ5＝1.58913    νｄ5＝61.25
ｒ10＝-84.8664
　ｄ10＝0.15
ｒ11＝18.0298
　ｄ11＝7.90　　ｎｄ6＝1.43875    νｄ6＝94.95
ｒ12＝-63.4524
　ｄ12＝1.00　　ｎｄ7＝1.51680    νｄ7＝64.20
ｒ13＝14.6902
　ｄ13＝1.80
ｒ14＝29.7631
　ｄ14＝4.20　　ｎｄ8＝1.92286    νｄ8＝20.88
ｒ15＝-158.8924
　ｄ15＝1.90
ｒ16＝-35.5103
　ｄ16＝1.00　　ｎｄ9＝1.74077    νｄ9＝27.76
ｒ17＝17.2498
　ｄ17＝3.60　　ｎｄ10＝1.43875    νｄ10＝94.95
ｒ18＝-30.4260
　ｄ18＝D(18)（可変）
ｒ19＝-43.9948
　ｄ19＝0.90　　ｎｄ11＝1.72825    νｄ11＝28.32
ｒ20＝16.4063
　ｄ20＝2.30
ｒ21＝22.5060
　ｄ21＝3.60　　ｎｄ12＝1.91082    νｄ12＝35.25
ｒ22＝-36.0202
　ｄ22＝13.00
ｒ23＝∞
　ｄ23＝0.75　　ｎｄ13＝1.51633    νｄ13＝64.14
ｒ24＝∞
　ｄ24＝1.00
ｒ25＝∞（像面）
【０１３７】
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（各合焦状態の数値データ）
　　　　　　　　　　　　　　　無限遠　　最至近距離
物体距離　　　　　　　　　　　 ∞　　　　150
D(18) 　　　　　　　　  　　　 5.27         14.66
【０１３８】
異常分散性（Δθｇ，Ｆ）の値
第２の負レンズＬ422　　0.0118
正レンズＬ423　　　　　0.0024
正レンズＬ431　　　　　0.0024
正レンズＬ432　　　　　0.0568
【０１３９】
硝材の温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折率変化（ｄｎ／ｄｔ）の値
正レンズＬ423　　　　　3.6×10-6

正レンズＬ431　　　　　3.6×10-6

正レンズＬ432　　　　　-6.7×10-6

【０１４０】
ｆ（光学系全系の焦点距離）＝35.00
ｆ２（第２レンズ群Ｇ42の焦点距離）＝-27.198
ｆ３ａ（第３レンズ群Ｇ43の前群Ｇ43Fの焦点距離）＝40.630
ＦＮｏ.（光学系全系のＦナンバー）＝1.82
２ω（画角）＝17.9
【０１４１】
（条件式（１）に関する数値）
Ｒ３ｉ（負レンズＬ433の像側面の曲率半径）＝14.6902
Ｒ３ｉ／ｆ＝0.42
【０１４２】
（条件式（２）に関する数値）
νａｖｅ（第２レンズ群Ｇ42および第３レンズ群Ｇ43の前群Ｇ43Fに含まれる正レンズに
用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値）＝72.48
【０１４３】
（条件式（３）に関する数値）
ν２２（第２の負レンズＬ422に用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数）＝26.61
【０１４４】
（条件式（４）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ２＝-1.49
【０１４５】
（条件式（５）に関する数値）
（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ（第２レンズ群Ｇ42および第３レンズ群Ｇ43の前群Ｇ43Fに含まれ
る正レンズに用いられる硝材の温度範囲における温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折
率変化の平均値）＝0.17×10-6

【０１４６】
（条件式（６）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ＝1.16
【０１４７】
（条件式（７）に関する数値）
Δθｇ，Ｆｍａｘ（第２レンズ群Ｇ42および第３レンズ群Ｇ43の前群Ｇ43Fに含まれる正
レンズに用いられる硝材の異常分散性の最大値）＝0.0568
【０１４８】
（条件式（８）に関する数値）
Δθｇ，Ｆ２２（第２の負レンズＬ422に用いられている硝材の異常分散性）＝0.0118
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【０１４９】
　図８は、実施例４にかかる撮像レンズの諸収差図である。図中、ｇはｇ線（λ＝４３５
．８３ｎｍ）、ｄはｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６．２７ｎｍ）
に相当する波長の収差を表す。そして、非点収差図におけるＳ，Ｍは、それぞれサジタル
像面、メリディオナル像面に対する収差を表す。
【実施例５】
【０１５０】
　図９は、実施例５にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この撮像
レンズは、図示しない物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ51と、負の屈
折力を有する第２レンズ群Ｇ52と、正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ53と、第４レンズ
群Ｇ54と、が配置されて構成される。第４レンズ群Ｇ54と像面ＩＭＧとの間には、カバー
ガラスＣＧが配置されている。なお、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。
【０１５１】
　第１レンズ群Ｇ51は、正レンズＬ511により構成される。
【０１５２】
　第２レンズ群Ｇ52は、物体側から順に、像側に凹面を向けた第１の負レンズＬ521と、
物体側に凹面を向けた第２の負レンズＬ522と、像側に凸面を向けた正レンズＬ523と、が
配置されて構成される。第２の負レンズＬ522と正レンズＬ523とは、接合されている。
【０１５３】
　第３レンズ群Ｇ53は、物体側から順に、正の屈折力を有する前群Ｇ53Fと、正の屈折力
を有する後群Ｇ53Rと、が配置されて構成される。
【０１５４】
　前群Ｇ53Fは、物体側から順に、所定の口径を規定する開口絞りＳと、正レンズＬ531と
、正レンズＬ532と、像側に凹面を向けた負レンズＬ533と、が配置されて構成される。正
レンズＬ532と負レンズＬ533とは、接合されている。また、後群Ｇ53Rは、物体側から順
に、正レンズＬ534と、負レンズＬ535と、正レンズＬ536と、が配置されて構成される。
負レンズＬ535と正レンズＬ536とは、接合されている。
【０１５５】
　第４レンズ群Ｇ54は、物体側から順に、負レンズＬ541と、正レンズＬ542と、が配置さ
れて構成される。
【０１５６】
　以下、実施例５にかかる撮像レンズに関する各種数値データを示す。
【０１５７】
（レンズデータ）
ｒ1＝30.3584
　ｄ1＝3.05　　ｎｄ1＝1.83400    νｄ1＝37.35
ｒ2＝-608.0708
　ｄ2＝5.42
ｒ3＝-204.2278
　ｄ3＝0.60　　ｎｄ2＝1.60625    νｄ2＝63.71
ｒ4＝15.2133
　ｄ4＝5.38
ｒ5＝-14.8410
　ｄ5＝2.49　　ｎｄ3＝1.78472    νｄ3＝25.72
ｒ6＝127.2349
　ｄ6＝7.14　　ｎｄ4＝1.59349    νｄ4＝67.00
ｒ7＝-19.7150
　ｄ7＝4.44
ｒ8＝∞（開口絞り）
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　ｄ8＝0.10
ｒ9＝227.4582
　ｄ9＝4.52　　ｎｄ5＝1.58913    νｄ5＝61.25
ｒ10＝-45.1327
　ｄ10＝0.10
ｒ11＝23.2643
　ｄ11＝9.01　　ｎｄ6＝1.49700    νｄ6＝81.61
ｒ12＝-26.8231
　ｄ12＝1.00　　ｎｄ7＝1.51680    νｄ7＝64.20
ｒ13＝22.4652
　ｄ13＝1.34
ｒ14＝35.3269
　ｄ14＝5.50　　ｎｄ8＝1.92286    νｄ8＝20.88
ｒ15＝-159.1913
　ｄ15＝3.10
ｒ16＝-66.6970
　ｄ16＝1.00　　ｎｄ9＝1.74077    νｄ9＝27.76
ｒ17＝18.8544
　ｄ17＝5.40　　ｎｄ10＝1.43700    νｄ10＝95.10
ｒ18＝-29.6909
　ｄ18＝1.00
ｒ19＝-128.8493
　ｄ19＝0.60　　ｎｄ11＝1.67270    νｄ11＝32.17
ｒ20＝24.7683
　ｄ20＝3.14
ｒ21＝29.8734
　ｄ21＝3.01　　ｎｄ12＝1.88100    νｄ12＝40.14
ｒ22＝-106.8035
　ｄ22＝22.00
ｒ23＝∞
　ｄ23＝0.75　　ｎｄ13＝1.51633    νｄ13＝64.14
ｒ24＝∞
　ｄ24＝1.00
ｒ25＝∞（像面）
【０１５８】
異常分散性（Δθｇ，Ｆ）の値
第２の負レンズＬ522　　0.0138
正レンズＬ523　　　　　0.0091
正レンズＬ531　　　　　0.0024
正レンズＬ532　　　　　0.0375
【０１５９】
硝材の温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折率変化（ｄｎ／ｄｔ）の値
正レンズＬ523　　　　　-0.7×10-6

正レンズＬ531　　　　　3.6×10-6

正レンズＬ532　　　　　-6.4×10-6

【０１６０】
ｆ（光学系全系の焦点距離）＝35.00
ｆ２（第２レンズ群Ｇ52の焦点距離）＝-18.659
ｆ３ａ（第３レンズ群Ｇ53の前群Ｇ53Fの焦点距離）＝52.679
ＦＮｏ.（光学系全系のＦナンバー）＝1.83
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２ω（画角）＝17.96
【０１６１】
（条件式（２）に関する数値）
νａｖｅ（第２レンズ群Ｇ52および第３レンズ群Ｇ53の前群Ｇ53Fに含まれる正レンズに
用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値）＝69.95
【０１６２】
（条件式（３）に関する数値）
ν２２（第２の負レンズＬ522に用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数）＝25.72
【０１６３】
（条件式（４）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ２＝-2.82
【０１６４】
（条件式（５）に関する数値）
（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ（第２レンズ群Ｇ52および第３レンズ群Ｇ53の前群Ｇ53Fに含まれ
る正レンズに用いられる硝材の温度範囲における温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折
率変化の平均値）＝-1.17×10-6

【０１６５】
（条件式（６）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ＝1.51
【０１６６】
（条件式（７）に関する数値）
Δθｇ，Ｆｍａｘ（第２レンズ群Ｇ52および第３レンズ群Ｇ53の前群Ｇ53Fに含まれる正
レンズに用いられる硝材の異常分散性の最大値）＝0.0375
【０１６７】
（条件式（８）に関する数値）
Δθｇ，Ｆ２２（第２の負レンズＬ522に用いられている硝材の異常分散性）＝0.0138
【０１６８】
　図１０は、実施例５にかかる撮像レンズの諸収差図である。図中、ｇはｇ線（λ＝４３
５．８３ｎｍ）、ｄはｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６．２７ｎｍ
）に相当する波長の収差を表す。そして、非点収差図におけるＳ，Ｍは、それぞれサジタ
ル像面、メリディオナル像面に対する収差を表す。
【実施例６】
【０１６９】
　図１１は、実施例６にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この撮
像レンズは、図示しない物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ61と、負の
屈折力を有する第２レンズ群Ｇ62と、正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ63と、第４レン
ズ群Ｇ64と、が配置されて構成される。第４レンズ群Ｇ64と像面ＩＭＧとの間には、カバ
ーガラスＣＧが配置されている。なお、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。
【０１７０】
　第１レンズ群Ｇ61は、正レンズＬ611により構成される。
【０１７１】
　第２レンズ群Ｇ62は、物体側から順に、像側に凹面を向けた第１の負レンズＬ621と、
物体側に凹面を向けた第２の負レンズＬ622と、像側に凸面を向けた正レンズＬ623と、が
配置されて構成される。第２の負レンズＬ622と正レンズＬ623とは、接合されている。
【０１７２】
　第３レンズ群Ｇ63は、物体側から順に、正の屈折力を有する前群Ｇ63Fと、正の屈折力
を有する後群Ｇ63Rと、が配置されて構成される。
【０１７３】
　前群Ｇ63Fは、物体側から順に、所定の口径を規定する開口絞りＳと、正レンズＬ631と
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、正レンズＬ632と、像側に凹面を向けた負レンズＬ633と、が配置されて構成される。正
レンズＬ632と負レンズＬ633とは、接合されている。また、後群Ｇ63Rは、物体側から順
に、正レンズＬ634と、負レンズＬ635と、正レンズＬ636と、が配置されて構成される。
負レンズＬ635と正レンズＬ636とは、接合されている。
【０１７４】
　第４レンズ群Ｇ64は、物体側から順に、負レンズＬ641と、正レンズＬ642と、が配置さ
れて構成される。
【０１７５】
　以下、実施例６にかかる撮像レンズに関する各種数値データを示す。
【０１７６】
（レンズデータ）
ｒ1＝39.7984
　ｄ1＝6.28　　ｎｄ1＝1.83400    νｄ1＝37.35
ｒ2＝-145.4106
　ｄ2＝5.37
ｒ3＝-39.5600
　ｄ3＝1.52　　ｎｄ2＝1.51823    νｄ2＝58.96
ｒ4＝16.2325
　ｄ4＝8.09
ｒ5＝-19.8801
　ｄ5＝2.00　　ｎｄ3＝1.78472    νｄ3＝25.72
ｒ6＝37.8117
　ｄ6＝5.97　　ｎｄ4＝1.60311    νｄ4＝60.69
ｒ7＝-31.7351
　ｄ7＝3.85
ｒ8＝∞（開口絞り）
　ｄ8＝0.10
ｒ9＝95.2056
　ｄ9＝5.33　　ｎｄ5＝1.58913    νｄ5＝61.25
ｒ10＝-28.8647
　ｄ10＝1.41
ｒ11＝27.2444
　ｄ11＝6.16　　ｎｄ6＝1.49700    νｄ6＝81.61
ｒ12＝182.9939
　ｄ12＝4.29　　ｎｄ7＝1.51680    νｄ7＝64.20
ｒ13＝24.3523
　ｄ13＝2.65
ｒ14＝38.6925
　ｄ14＝4.00　　ｎｄ8＝1.92286    νｄ8＝20.88
ｒ15＝-175.1618
　ｄ15＝3.64
ｒ16＝-48.2537
　ｄ16＝0.60　　ｎｄ9＝1.71736    νｄ9＝29.50
ｒ17＝21.0336
　ｄ17＝4.00　　ｎｄ10＝1.43700    νｄ10＝95.10
ｒ18＝-38.7371
　ｄ18＝1.00
ｒ19＝79.1451
　ｄ19＝0.80　　ｎｄ11＝1.75520    νｄ11＝27.53
ｒ20＝26.1514
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　ｄ20＝0.60
ｒ21＝25.9595
　ｄ21＝3.00　　ｎｄ12＝1.88100    νｄ12＝40.14
ｒ22＝159.9849
　ｄ22＝21.98
ｒ23＝∞
　ｄ23＝0.75　　ｎｄ13＝1.51633    νｄ13＝64.14
ｒ24＝∞
　ｄ24＝1.00
ｒ25＝∞（像面）
【０１７７】
異常分散性（Δθｇ，Ｆ）の値
第２の負レンズＬ622　　0.0138
正レンズＬ623　　　　　0.0019
正レンズＬ631　　　　　0.0024
正レンズＬ632　　　　　0.0375
【０１７８】
硝材の温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折率変化（ｄｎ／ｄｔ）の値
正レンズＬ623　　　　　2.0×10-6

正レンズＬ631　　　　　3.6×10-6

正レンズＬ632　　　　　-6.4×10-6

【０１７９】
ｆ（光学系全系の焦点距離）＝35.00
ｆ２（第２レンズ群Ｇ62の焦点距離）＝-14.053
ｆ３ａ（第３レンズ群Ｇ63の前群Ｇ63Fの焦点距離）＝33.504
ＦＮｏ.（光学系全系のＦナンバー）＝1.83
２ω（画角）＝17.98
【０１８０】
（条件式（２）に関する数値）
νａｖｅ（第２レンズ群Ｇ62および第３レンズ群Ｇ63の前群Ｇ63Fに含まれる正レンズに
用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値）＝67.85
【０１８１】
（条件式（３）に関する数値）
ν２２（第２の負レンズＬ622に用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数）＝25.72
【０１８２】
（条件式（４）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ２＝-2.38
【０１８３】
（条件式（５）に関する数値）
（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ（第２レンズ群Ｇ62および第３レンズ群Ｇ63の前群Ｇ63Fに含まれ
る正レンズに用いられる硝材の温度範囲における温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折
率変化の平均値）＝-0.27×10-6

【０１８４】
（条件式（６）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ＝0.96
【０１８５】
（条件式（７）に関する数値）
Δθｇ，Ｆｍａｘ（第２レンズ群Ｇ62および第３レンズ群Ｇ63の前群Ｇ63Fに含まれる正
レンズに用いられる硝材の異常分散性の最大値）＝0.0375
【０１８６】
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（条件式（８）に関する数値）
Δθｇ，Ｆ２２（第２の負レンズＬ622に用いられている硝材の異常分散性）＝0.0138
【０１８７】
　図１２は、実施例６にかかる撮像レンズの諸収差図である。図中、ｇはｇ線（λ＝４３
５．８３ｎｍ）、ｄはｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６．２７ｎｍ
）に相当する波長の収差を表す。そして、非点収差図におけるＳ，Ｍは、それぞれサジタ
ル像面、メリディオナル像面に対する収差を表す。
【実施例７】
【０１８８】
　図１３は、実施例７にかかる撮像レンズの構成を示す光軸に沿う断面図である。この撮
像レンズは、図示しない物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズ群Ｇ71と、負の
屈折力を有する第２レンズ群Ｇ72と、正の屈折力を有する第３レンズ群Ｇ73と、第４レン
ズ群Ｇ74と、が配置されて構成される。第４レンズ群Ｇ74と像面ＩＭＧとの間には、カバ
ーガラスＣＧが配置されている。なお、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。
【０１８９】
　第１レンズ群Ｇ71は、正レンズＬ711により構成される。
【０１９０】
　第２レンズ群Ｇ72は、物体側から順に、像側に凹面を向けた第１の負レンズＬ721と、
物体側に凹面を向けた第２の負レンズＬ722と、像側に凸面を向けた正レンズＬ723と、が
配置されて構成される。第２の負レンズＬ722と正レンズＬ723とは、接合されている。
【０１９１】
　第３レンズ群Ｇ73は、物体側から順に、正の屈折力を有する前群Ｇ73Fと、正の屈折力
を有する後群Ｇ73Rと、が配置されて構成される。
【０１９２】
　前群Ｇ73Fは、物体側から順に、所定の口径を規定する開口絞りＳと、正レンズＬ731と
、正レンズＬ732と、像側に凹面を向けた負レンズＬ733と、が配置されて構成される。正
レンズＬ732と負レンズＬ733とは、接合されている。また、後群Ｇ73Rは、物体側から順
に、正レンズＬ734と、負レンズＬ735と、正レンズＬ736と、が配置されて構成される。
負レンズＬ735と正レンズＬ736とは、接合されている。
【０１９３】
　第４レンズ群Ｇ74は、物体側から順に、負レンズＬ741と、正レンズＬ742と、が配置さ
れて構成される。
【０１９４】
　以下、実施例７にかかる撮像レンズに関する各種数値データを示す。
【０１９５】
（レンズデータ）
ｒ1＝24.2157
　ｄ1＝3.02　　ｎｄ1＝1.88100    νｄ1＝40.14
ｒ2＝-245.7340
　ｄ2＝1.11
ｒ3＝142.5813
　ｄ3＝0.88　　ｎｄ2＝1.51680    νｄ2＝64.20
ｒ4＝10.4675
　ｄ4＝6.97
ｒ5＝-11.1246
　ｄ5＝4.77　　ｎｄ3＝1.78590    νｄ3＝43.93
ｒ6＝59.1052
　ｄ6＝5.26　　ｎｄ4＝1.51860    νｄ4＝69.89
ｒ7＝-13.9778
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　ｄ7＝1.20
ｒ8＝∞（開口絞り）
　ｄ8＝0.15
ｒ9＝124.9000
　ｄ9＝7.25　　ｎｄ5＝1.56883    νｄ5＝56.04
ｒ10＝-57.0350
　ｄ10＝0.15
ｒ11＝21.2938
　ｄ11＝6.76　　ｎｄ6＝1.59349    νｄ6＝67.00
ｒ12＝-27.9306
　ｄ12＝0.60　　ｎｄ7＝1.51823    νｄ7＝58.96
ｒ13＝16.2904
　ｄ13＝1.50
ｒ14＝29.2943
　ｄ14＝3.98　　ｎｄ8＝1.77250    νｄ8＝49.62
ｒ15＝-45.9988
　ｄ15＝0.40
ｒ16＝-38.9082
　ｄ16＝0.28　　ｎｄ9＝1.56732    νｄ9＝42.84
ｒ17＝16.5257
　ｄ17＝4.51　　ｎｄ10＝1.43700    νｄ10＝95.10
ｒ18＝-35.1989
　ｄ18＝3.10
ｒ19＝626.6015
　ｄ19＝3.73　　ｎｄ11＝1.75520    νｄ11＝27.53
ｒ20＝21.0971
　ｄ20＝5.95
ｒ21＝29.7468
　ｄ21＝6.00　　ｎｄ12＝1.90366    νｄ12＝31.32
ｒ22＝-106.0813
　ｄ22＝12.61
ｒ23＝∞
　ｄ23＝0.75　　ｎｄ13＝1.51633    νｄ13＝64.14
ｒ24＝∞
　ｄ24＝1.00
ｒ25＝∞（像面）
【０１９６】
異常分散性（Δθｇ，Ｆ）の値
第２の負レンズＬ722　　-0.008
正レンズＬ723　　　　　0.0094
正レンズＬ731　　　　　0.0010
正レンズＬ732　　　　　0.0091
【０１９７】
硝材の温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折率変化（ｄｎ／ｄｔ）の値
正レンズＬ723　　　　　3.6×10-6

正レンズＬ731　　　　　7.0×10-6

正レンズＬ732　　　　　-0.7×10-6

【０１９８】
ｆ（光学系全系の焦点距離）＝25.00
ｆ２（第２レンズ群Ｇ72の焦点距離）＝-15.41
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ｆ３ａ（第３レンズ群Ｇ73の前群Ｇ73Fの焦点距離）＝53.233
ＦＮｏ.（光学系全系のＦナンバー）＝1.83
２ω（画角）＝24.9
【０１９９】
（条件式（２）に関する数値）
νａｖｅ（第２レンズ群Ｇ72および第３レンズ群Ｇ73の前群Ｇ73Fに含まれる正レンズに
用いられる硝材のｄ線に対するアッベ数の平均値）＝64.31
【０２００】
（条件式（３）に関する数値）
ν２２（第２の負レンズＬ722に用いられている硝材のｄ線に対するアッベ数）＝43.93
【０２０１】
（条件式（４）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ２＝-3.45
【０２０２】
（条件式（５）に関する数値）
（ｄｎ／ｄｔ）ａｖｅ（第２レンズ群Ｇ72および第３レンズ群Ｇ73の前群Ｇ73Fに含まれ
る正レンズに用いられる硝材の温度範囲における温度変化１℃当たりのｄ線に対する屈折
率変化の平均値）＝3.3×10-6

【０２０３】
（条件式（６）に関する数値）
ｆ３ａ／ｆ＝2.13
【０２０４】
（条件式（７）に関する数値）
Δθｇ，Ｆｍａｘ（第２レンズ群Ｇ72および第３レンズ群Ｇ73の前群Ｇ73Fに含まれる正
レンズに用いられる硝材の異常分散性の最大値）＝0.0094
【０２０５】
（条件式（８）に関する数値）
Δθｇ，Ｆ２２（第２の負レンズＬ722に用いられている硝材の異常分散性）＝-0.008
【０２０６】
　図１４は、実施例７にかかる撮像レンズの諸収差図である。図中、ｇはｇ線（λ＝４３
５．８３ｎｍ）、ｄはｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）、ＣはＣ線（λ＝６５６．２７ｎｍ
）に相当する波長の収差を表す。そして、非点収差図におけるＳ，Ｍは、それぞれサジタ
ル像面、メリディオナル像面に対する収差を表す。
【０２０７】
　なお、上記各実施例中の数値データにおいて、ｒ1，ｒ2，・・・・はレンズ面、絞り面
等の曲率半径、ｄ1，ｄ2，・・・・はレンズ、絞り等の肉厚またはそれらの面間隔、ｎｄ

1，ｎｄ2，・・・・はレンズ等のｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）に対する屈折率、νｄ1

，νｄ2，・・・・はレンズ等のｄ線（λ＝５８７．５６ｎｍ）に対するアッベ数を示し
ている。そして、長さの単位はすべて「ｍｍ」、角度の単位はすべて「°」である。
【０２０８】
　上記各実施例に示したように、本発明によれば、諸収差を良好に補正して、明るく、高
い結像性能を備えた中望遠の撮像レンズを実現することができる。特に、条件式（１）～
（４）を満足することにより、撮像レンズのみで優れた結像性能を得ることができ、収差
補正効果が期待できない薄い光学部材をバックフォーカスに挿入して使用する場合でも、
結像性能に影響が生じることはない。また、条件式（２），（３），（５）～（８）を満
足することにより、軸上色収差を良好に補正でき、かつ、周辺温度の変化が生じても、フ
ォーカス変動や結像性能の劣化を回避しうる中望遠の撮像レンズを実現することができる
。
【産業上の利用可能性】
【０２０９】
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　以上のように、本発明にかかる撮像レンズは、ＣＣＤやＣ－ＭＯＳなどの固体撮像素子
が搭載された撮像装置に有用であり、特に、薄い光学部材をバックフォーカスに挿入して
使用する撮像装置や、周辺温度の変化が生じやすい場所で使用する撮像装置に最適である
。
【符号の説明】
【０２１０】
　Ｇ11，Ｇ21，Ｇ31，Ｇ41，Ｇ51，Ｇ61，Ｇ71　第１レンズ群
　Ｇ12，Ｇ22，Ｇ32，Ｇ42，Ｇ52，Ｇ62，Ｇ72　第２レンズ群
　Ｇ13，Ｇ23，Ｇ33，Ｇ43，Ｇ53，Ｇ63，Ｇ73　第３レンズ群
　Ｇ14，Ｇ24，Ｇ34，Ｇ44，Ｇ54，Ｇ64，Ｇ74　第４レンズ群
　Ｇ13F，Ｇ23F，Ｇ33F，Ｇ43F，Ｇ53F，Ｇ63F，Ｇ73F　前群
　Ｇ13R，Ｇ23R，Ｇ33R，Ｇ43R，Ｇ53R，Ｇ63R，Ｇ73R　後群
　Ｌ111，Ｌ123，Ｌ131，Ｌ132，Ｌ134，Ｌ136，Ｌ142，Ｌ211，Ｌ223，Ｌ231，Ｌ232，
Ｌ233，Ｌ235，Ｌ237，Ｌ242，Ｌ311，Ｌ323，Ｌ331，Ｌ332，Ｌ334，Ｌ336，Ｌ342，Ｌ4

11，Ｌ423，Ｌ431，Ｌ432，Ｌ434，Ｌ436，Ｌ442，Ｌ511，Ｌ523，Ｌ531，Ｌ532，Ｌ534

，Ｌ536，Ｌ542，Ｌ611，Ｌ623，Ｌ631，Ｌ632，Ｌ634，Ｌ636，Ｌ642，Ｌ711，Ｌ723，
Ｌ731，Ｌ732，Ｌ734，Ｌ736，Ｌ742　正レンズ
　Ｌ121，Ｌ221，Ｌ321，Ｌ421，Ｌ521，Ｌ621，Ｌ721　第１の負レンズ
　Ｌ122，Ｌ222，Ｌ322，Ｌ422，Ｌ522，Ｌ622，Ｌ722　第２の負レンズ
　Ｌ133，Ｌ135，Ｌ141，Ｌ234，Ｌ236，Ｌ241，Ｌ333，Ｌ335，Ｌ341，Ｌ433，Ｌ435，
Ｌ441，Ｌ533，Ｌ535，Ｌ541，Ｌ633，Ｌ635，Ｌ641，Ｌ733，Ｌ735，Ｌ741　負レンズ
　ＣＧ　カバーガラス
　ＩＭＧ　像面
　Ｓ　開口絞り

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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