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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ、正の屈折力を有する第２レンズ、負
の屈折力を有する第３レンズ、正の屈折力を有する第４レンズ、負の屈折力を有する第５
レンズからなり、
　前記第５レンズの像側面は、１つ以上の変曲点を有する非球面形状をなし、かつ、近軸
領域において像側に凹形状をなすものであり、
　以下の条件式（１ａ）、条件式（２ａ）、条件式（３ａ）、条件式（５ａ）、条件式（
１２ｂ）を同時に満足するものであることを特徴とする撮像レンズ。
　　　－１．５＜ｆ／Ｒ２＜１．６・・・（１ａ）
　　　－１．６＜ｆ／Ｒ４＜０．０５・・・（２ａ）
　　　０．９５≦ｆ４／ｆ≦４．３・・・（３ａ）
　　　１．０≦ＴＬ／ｆ≦２．２・・・（５ａ）
　　　－２．０＜Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ＜０．５・・・（１２ｂ）
ただし、
ｆ：レンズ全系の焦点距離
Ｒ２：第１レンズの像側面の曲率半径
Ｒ４：第２レンズの像側面の曲率半径
ｆ４：第４レンズの焦点距離
ＴＬ：第５レンズの像側面から像面までを空気換算長とした場合の光学全長
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Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ：［（ｆ１／ν１）＋（ｆ２／ν２）＋（ｆ３／ν３）＋（ｆ４／
ν４）＋（ｆ５／ν５）］／ｆ
ｆ１：第１レンズの焦点距離
ｆ２：第２レンズの焦点距離
ｆ３：第３レンズの焦点距離
ｆ５：第５レンズの焦点距離
ν１：第１レンズのアッベ数
ν２：第２レンズのアッベ数
ν３：第３レンズのアッベ数
ν４：第４レンズのアッベ数
ν５：第５レンズのアッベ数
【請求項２】
　以下の条件式（４ａ）を満足するものであることを特徴とする請求項１記載の撮像レン
ズ。
　　　０．５５≦ｆ１２／ｆ≦５．０・・・（４ａ）
ただし、
ｆ１２：第１レンズと第２レンズの合成焦点距離
【請求項３】
　以下の条件式（６ａ）を満足するものであることを特徴とする請求項１または２記載の
撮像レンズ。
　　　０．１≦Ｂｆ／ｆ≦０．５・・・（６ａ）
ただし、
Ｂｆ：第５レンズの像側面から像面までを空気換算長とした場合のバックフォーカス
【請求項４】
　前記第４レンズの像側面が、近軸領域において凸面または平面であることを特徴とする
請求項１から３のいずれか１項記載の撮像レンズ。
【請求項５】
　以下の条件式（７ａ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から４のいずれ
か１項記載の撮像レンズ。
　　　－１２＜（Ｒ１＋Ｒ２）／（Ｒ１－Ｒ２）＜－０．２１・・・（７ａ）
ただし、
Ｒ１：第１レンズの物体側面（第１番目のレンズ面）の曲率半径
Ｒ２：第１レンズの像側面（第２番目のレンズ面）の曲率半径
【請求項６】
　以下の条件式（８ａ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から５のいずれ
か１項記載の撮像レンズ。
　　　１８＜ν１＜５０・・・（８ａ）
ただし、
ν１：第１レンズのアッベ数
【請求項７】
　以下の条件式（９ａ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から６のいずれ
か１項記載の撮像レンズ。
　　　０．２５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．７・・・（９ａ）
ただし、
Ｄｇ２：第２レンズの中心厚（第２レンズの物体側面と像側面との光軸上での間隔；実長
）
Ｄｇ３：第３レンズの中心厚（第３レンズの物体側面と像側面との光軸上での間隔；実長
）
【請求項８】
　以下の条件式（１０ａ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から７のいず
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れか１項記載の撮像レンズ。
　　　５０＜ν４＜６５・・・（１０ａ）
ただし、
ν４：第４レンズのアッベ数
【請求項９】
　以下の条件式（１ｂ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から８のいずれ
か１項記載の撮像レンズ。
　　　－１．０＜ｆ／Ｒ２＜１．６・・・（１ｂ）
【請求項１０】
　以下の条件式（２ｂ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から９のいずれ
か１項記載の撮像レンズ。
　　　－１．４＜ｆ／Ｒ４＜０．０５・・・（２ｂ）
【請求項１１】
　以下の条件式（３ｂ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から１０のいず
れか１項記載の撮像レンズ。
　　　０．９５≦ｆ４／ｆ≦２．１・・・（３ｂ）
【請求項１２】
　以下の条件式（４ｂ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から１１のいず
れか１項記載の撮像レンズ。
　　　０．６０≦ｆ１２／ｆ≦１．３０・・・（４ｂ）
ただし、
ｆ１２：第１レンズと第２レンズの合成焦点距離
【請求項１３】
　以下の条件式（４ｃ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から１２のいず
れか１項記載の撮像レンズ。
　　　０．６５≦ｆ１２／ｆ≦１．３０・・・（４ｃ）
ただし、
ｆ１２：第１レンズと第２レンズの合成焦点距離
【請求項１４】
　以下の条件式（９ｂ）を満足するものであることを特徴とする請求項１から１３のいず
れか１項記載の撮像レンズ。
　　　０．４５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．６・・・（９ｂ）
ただし、
Ｄｇ２：第２レンズの中心厚（第２レンズの物体側面と像側面との光軸上での間隔；実長
）
Ｄｇ３：第３レンズの中心厚（第３レンズの物体側面と像側面との光軸上での間隔；実長
）
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか１項に記載された撮像レンズを備えた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、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide
 Semiconductor）等の撮像素子上に被写体の光学像を結像させる撮像レンズ、およびその
撮像レンズを搭載して撮影を行うデジタルスチルカメラやカメラ付き携帯電話機、情報携
帯端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assistance）およびスマートフォン等の撮像装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、撮影した風景や人物像等の画像情報をパーソナルコンピュータに入力することが
できるデジタルスチルカメラが急速に普及している。また、携帯電話機やスマートフォン
に画像入力用のカメラモジュールが搭載されることが一般的になっている。このような撮
像機能を有する機器には、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子が用いられている。近年、こ
れらの撮像素子のコンパクト化が進み、撮像機器全体ならびにそれに搭載される撮像レン
ズにも、コンパクト性が要求されている。また同時に、撮像素子の高画素化も進んでおり
、撮像レンズの高解像、高性能化が要求されている。
【０００３】
　このような撮像レンズとして、レンズ枚数を少なくすることにより、例えばレンズ枚数
を４枚、さらに３枚にすることにより小型化したものが知られている。また、より高い解
像力が求められるときに用いる撮像レンズとして、使用するレンズ枚数を増加させたもの
、例えば５枚のレンズを用いて光学性能を向上させようとするものが知られている。
【０００４】
　上記のように５枚のレンズを用いて光学性能を向上させようとするものとして、物体側
から順に、負の屈折力を有する第１レンズ、正の屈折力を有する第２レンズ、負の屈折力
を有する第３レンズ、正の屈折力を有する第４レンズ、負の屈折力を有する第５レンズを
配置したものも知られている（特許文献１、２、３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２７９２８２号公報
【特許文献２】特開２０１０－８５６２号公報
【特許文献３】米国特許第７１１０１８８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記５枚のレンズを用いた撮像レンズは（例えば特許文献２の撮像レン
ズ等はＦナンバーを２．８程度にすることを前提としており）、開口を大きくして明るく
しようとすると解像力が低下してしまい十分な明るさを得ることが難しくなる。
【０００７】
　また、上記５枚構成の撮像レンズにおいて、厚みを薄く（光学全長を短く）しようとす
ると諸収差（例えば、色収差や歪曲収差）の発生を抑えることが難しくなり所望の解像力
が得られなくなるという問題が生じる。
【０００８】
　さらに、注目する被写体の写る中央領域の範囲と背景の写る周辺領域の範囲とのバラン
スを保ちつつ、背景の画像品質をも向上させたいという要請もあり、対角での画角が５０
°以上となる領域についても良好な解像が得られる撮像レンズが求められている。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、全長の短縮化を図りつつ、明るく周
辺画角まで高解像とすることができる撮像レンズおよびこの撮像レンズを搭載した撮像装
置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の撮像レンズは、物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ、正の屈折力
を有する第２レンズ、負の屈折力を有する第３レンズ、正の屈折力を有する第４レンズ、
負の屈折力を有する第５レンズを配置してなるものであり、第５レンズの像側面は、１つ
以上の変曲点を有する非球面形状をなし、かつ、近軸領域において像側に凹形状をなすも
のであり、条件式（１ａ）：－１．５＜ｆ／Ｒ２＜１．６、条件式（２ａ）：－１．６＜
ｆ／Ｒ４＜０．０５、条件式（３ａ）：０．９５≦ｆ４／ｆ≦４．３を同時に満足するも
のである。ただし、ｆはレンズ全系の焦点距離、Ｒ２は第１レンズの像側面の曲率半径、
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Ｒ４は第２レンズの像側面の曲率半径、ｆ４は第４レンズの焦点距離とする。
【００１１】
　上記撮像レンズは、条件式（４ａ）：０．５５≦ｆ１２／ｆ≦５．０を満足するものと
することができる。ただし、ｆ１２は第１レンズと第２レンズの合成焦点距離とする。
【００１２】
　上記撮像レンズは、条件式（５ａ）：１．０≦ＴＬ／ｆ≦２．２を満足するものとする
ことができる。ただし、ＴＬは光学全長（第５レンズの像側面から像面までを空気換算長
とした場合の光学全長）とする。
【００１３】
　上記撮像レンズは、条件式（６ａ）：０．１≦Ｂｆ／ｆ≦０．５を満足するものとする
ことができる。ただし、Ｂｆはバックフォーカス（第５レンズの像側面から像面までを空
気換算長とした場合のバックフォーカス）とする。
【００１４】
　上記第４レンズの像側面は、近軸領域において凸面または平面とすることができる。
【００１５】
　上記撮像レンズは、条件式（７ａ）：－１２＜（Ｒ１＋Ｒ２）／（Ｒ１－Ｒ２）＜－０
．２１を満足するものとすることができる。ただし、Ｒ１を第１レンズの物体側面（第１
番目のレンズ面）の曲率半径、Ｒ２を第１レンズの像側面（第２番目のレンズ面）の曲率
半径とする。
【００１６】
　上記撮像レンズは、条件式（８ａ）：１８＜ν１＜５０を満足するものとすることがで
きる。ただし、ν１を第１レンズのアッベ数とする。
【００１７】
　上記撮像レンズは、条件式（９ａ）：０．２５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．７を満
足するものとすることができる。ただし、Ｄｇ２を第２レンズの中心厚（第２レンズの物
体側面と像側面との光軸上での間隔；実長）、Ｄｇ３を第３レンズの中心厚（第３レンズ
の物体側面と像側面との光軸上での間隔；実長）とする。
【００１８】
　上記撮像レンズは、条件式（１０ａ）：５０＜ν４＜６５を満足するものとすることが
できる。ただし、ν４を第４レンズのアッベ数とする。
【００１９】
　上記撮像レンズは、条件式（１１ａ）：５０＜ν５＜６５を満足するものとすることが
できる。ただし、ν５を第５レンズのアッベ数とする。
【００２０】
　上記撮像レンズは、条件式（１２ａ）：－４．０＜Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ＜４．０を満
足するものとすることができる。ただし、式：Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆは、式：［（ｆ１／
ν１）＋（ｆ２／ν２）＋（ｆ３／ν３）＋（ｆ４／ν４）＋（ｆ５／ν５）］／ｆを意
味するものとする。
【００２１】
　上記撮像レンズは、条件式（１ｂ）：－１．０＜ｆ／Ｒ２＜１．６を満足するものとす
ることができる。
【００２２】
　上記撮像レンズは、条件式（２ｂ）：－１．４＜ｆ／Ｒ４＜０．０５を満足するものと
することができる。
【００２３】
　上記撮像レンズは、条件式（３ｂ）：０．９５≦ｆ４／ｆ≦２．１を満足するものとす
ることができる。
【００２４】
　上記撮像レンズは、条件式（４ｂ）：０．６０≦ｆ１２／ｆ≦１．３０を満足するもの
とすることができる。
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【００２５】
　上記撮像レンズは、条件式（４ｃ）：０．６５≦ｆ１２／ｆ≦１．３０を満足するもの
とすることができる。
【００２６】
　上記撮像レンズは、条件式（９ｂ）：０．４５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．６を満
足するものとすることができる。
【００２７】
　上記撮像レンズは、条件式（１２ｂ）：－２．０＜Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ＜０．５を満
足するものとすることができる。
【００２８】
　本発明の撮像装置は、上記撮像レンズを備えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の撮像レンズによれば、物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ、正の
屈折力を有する第２レンズ、負の屈折力を有する第３レンズ、正の屈折力を有する第４レ
ンズ、負の屈折力を有する第５レンズを配置し、第５レンズの像側面を、１つ以上の変曲
点を有する非球面形状をなすとともに、近軸領域において像側に凹形状をなすものとし、
条件式（１ａ）：－１．５＜ｆ／Ｒ２＜１．６、条件式（２ａ）：－１．６＜ｆ／Ｒ４＜
０．０５、条件式（３ａ）：０．９５≦ｆ４／ｆ≦４．３を同時に満足するようにしたの
で、全長の短縮化を図りつつ、明るく周辺画角まで高解像とすることができる。
【００３０】
　すなわち、条件式（１ａ）：－１．５＜ｆ／Ｒ２＜１．６は、レンズ全系の焦点距離と
第１レンズの像側面の曲率半径との比率の望ましい範囲を規定するものであり、条件式（
１ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、像面湾曲収差が発生しやすくなり
、この像面湾曲収差の発生を抑制しようとすると光学全長が長くなるという問題が生じる
。一方、条件式（１ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、光学系の対称性
が保てなくなるので、歪曲収差や非点収差の発生を抑えることが難しくなるという問題が
生じる。
【００３１】
　さらに、上記条件式（１ａ）の範囲をより限定する条件式（１ｂ）：－１．０＜ｆ／Ｒ
２＜１．６を満足するように撮像レンズを構成すれば、上記歪曲収差や非点収差の発生を
より確実に抑制することができる。
【００３２】
　また、条件式（２ａ）：－１．４＜ｆ／Ｒ４＜０．０５は、レンズ全系の焦点距離と第
２レンズの像側面（第４番目のレンズ面）の曲率半径との比率の望ましい範囲を規定する
ものであり、この条件式（２ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、像面湾
曲収差が発生しやすくなり、この像面湾曲収差の発生を抑制しようとすると光学全長が長
くなるという問題が生じる。一方、条件式（２ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構
成すると、光学系の対称性が保てなくなるので、歪曲収差や非点収差の発生を抑えること
が難しくなるという問題が生じる。
【００３３】
　さらに、上記条件式（２ａ）の範囲をより限定する条件式（２ｂ）：－１．４＜ｆ／Ｒ
４＜０．０５を満足するように撮像レンズを構成すれば、上記歪曲収差や非点収差の発生
をより確実に抑制することができる。
【００３４】
　条件式（３ａ）：０．９５≦ｆ４／ｆ≦４．３は、第４レンズの焦点距離とレンズ全系
の焦点距離との比率に関し、テレセントリック性を確保しつつ、適切なバックフォーカス
を得るための望ましい範囲を規定するものである。
【００３５】
　条件式（３ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、バックフォーカスが長
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くなりすぎるという問題が生じる。
【００３６】
　一方、条件式（３ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、開口絞りを通っ
て像側へ抜ける最周辺光線が第４レンズの像側面から射出されるときの射出角が大きくな
り、テレセントリック性の確保が困難になるという問題が生じる。
【００３７】
　さらに、条件式（３ｂ）：０．９５≦ｆ４／ｆ≦２．１を満足するように撮像レンズを
構成すれば、上記の上限を上回るときに生じる問題点、および下限を下回るときに生じる
問題をより確実に改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態による撮像レンズを搭載した撮像装置の概略構成を示す断面図
【図２】実施例１の撮像レンズの断面図
【図３】実施例２の撮像レンズの断面図
【図４】実施例３の撮像レンズの断面図
【図５】実施例４の撮像レンズの断面図
【図６】実施例５の撮像レンズの断面図
【図７】実施例６の撮像レンズの断面図
【図８】実施例７の撮像レンズの断面図
【図９】実施例８の撮像レンズの断面図
【図１０】実施例９の撮像レンズの断面図
【図１１】実施例１０の撮像レンズの断面図
【図１２】実施例１１の撮像レンズの断面図
【図１３】実施例１２の撮像レンズの断面図
【図１４】実施例１の撮像レンズの収差図
【図１５】実施例２の撮像レンズの収差図
【図１６】実施例３の撮像レンズの収差図
【図１７】実施例４の撮像レンズの収差図
【図１８】実施例５の撮像レンズの収差図
【図１９】実施例６の撮像レンズの収差図
【図２０】実施例７の撮像レンズの収差図
【図２１】実施例８の撮像レンズの収差図
【図２２】実施例９の撮像レンズの収差図
【図２３】実施例１０の撮像レンズの収差図
【図２４】実施例１１の撮像レンズの収差図
【図２５】実施例１２の撮像レンズの収差図
【図２６】本発明の撮像レンズを搭載した携帯電話を示す図
【図２７】本発明の撮像レンズを搭載したスマートフォンを示す図
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００４０】
　図１は、本発明の実施形態による撮像レンズ１００を備えた撮像装置２００の概略構成
を示す図である。
【００４１】
　図１に示す撮像レンズ１００は、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子を用いた各種撮像機器
、特に、比較的小型の携帯端末機器、例えばデジタルスチルカメラ、カメラ付き携帯電話
機、およびＰＤＡ等に用いて好適なものである。
【００４２】
　また、図１に示す撮像装置２００は、上記撮像レンズ１００と、この撮像レンズ１００
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によって形成された被写体Ｈを表す光学像Ｈｋに応じた撮像信号Ｐｋを出力するＣＣＤや
ＣＭＯＳ等などからなる撮像素子２１０とを備えている。撮像素子２１０の撮像面２１１
は、この撮像レンズ１００の結像面Ｍｋに配置されている。
【００４３】
　撮像レンズ１００を構成する最も像側のレンズである第５レンズＬ５と撮像素子２１０
との間には、撮像レンズ１００を装着する撮像装置２００の構成に応じて、種々の光学部
材Ｃｇを配置することができる。例えば、光学部材Ｃｇとして、撮像面保護用のカバーガ
ラス、赤外線カットフィルタ、ＮＤフィルタなどの光学部材等を配置することができる。
なお、光学部材Ｃｇは平行平面板からなるものとすることができる。
【００４４】
　撮像レンズ１００は、５枚のレンズで構成された結像用の撮像レンズである。
【００４５】
　この撮像レンズ１００は、光軸Ｚ１に沿って、物体側（図中矢印-Ｚ方向の側）から順
に、負の屈折力を有する第１レンズＬ１、正の屈折力を有する第２レンズＬ２、負の屈折
力を有する第３レンズＬ３、正の屈折力を有する第４レンズＬ４、負の屈折力を有する第
５レンズＬ５を配置して構成したものである。
【００４６】
　第５レンズＬ５の像側面Ｓ１１は、１つ以上の変曲点を有する非球面形状をなすととも
に、近軸領域において像側に凹形状をなすものである。
【００４７】
　さらに、この撮像レンズ１００は、条件式（１ａ）：－１．５＜ｆ／Ｒ２＜１．６、条
件式（２ａ）：－１．６＜ｆ／Ｒ４＜０．０５、（３ａ）：０．９５≦ｆ４／ｆ≦４．３
を同時に満足する。ただし、Ｒ２は第１レンズの像側面の曲率半径、Ｒ４は第２レンズの
像側面の曲率半径、ｆ４は第４レンズの焦点距離である。
【００４８】
　この曲率半径は値に正負を持たせて定められたものであり、物体側に凸の場合を正、像
側に凸の場合を負とする。なお、この曲率半径の値は、レンズ面が非球面の場合には、そ
の非球面における近軸領域の曲率半径の値を用いる。
【００４９】
　また、焦点距離は値に正負を持たせて定められたものであり、光学要素（レンズ等）に
対してこの光学要素の像側に焦点が定められる場合を正、この光学要素の物体側に焦点が
定められる場合を負とする。
【００５０】
　また、物体側面は物体側のレンズ面を意味する。像側面は像側のレンズ面を意味する。
【００５１】
　後述の実施例１～１３は、上記本発明の実施形態による撮像レンズの１例を示すもので
ある。
【００５２】
　なお、第４レンズＬ４の像側面Ｓ９は、近軸領域において凸面または平面とすることが
できる。
【００５３】
　また、第５レンズＬ５の像側面Ｓ１１は、変曲点を１つのみ有するものとすることがで
きる。
【００５４】
　また、上記撮像レンズは、第２レンズと第３レンズとの間に開口絞りを配置することが
できる。第２レンズと第３レンズとの間に開口絞りが配置されるように撮像レンズを構成
すれば、ペッツバール和（Petzval sum）を小さくすることができるので像面湾曲をより
良好に補正することができる。また、第２レンズより物体側に開口絞りが配置される場合
に比して、より確実に、球面収差、軸上の色収差、およびコマ収差の発生を抑制しつつ、
明るく（Ｆナンバーを小さく）することができる。
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【００５５】
　また、上記撮像レンズは、第２レンズの物体側に開口絞りを配置することができる。第
２レンズの物体側に開口絞りが配置されるように撮像レンズを構成すれば、第２レンズよ
り像側に開口絞りが配置される場合に比して、結像面への光束の入射角を小さくすること
ができ、この結像面上での像高に応じた入射光量および歪曲収差の急激な変化を抑制する
ことができる。これとともに、より確実に光学全長を短縮することができる。
【００５６】
　上記撮像レンズ１００は、以下の各条件式を適宜選択的に満たすものとすることができ
る。
【００５７】
　　　条件式（４ａ）：０．５５≦ｆ１２／ｆ≦５．０
　　　条件式（４ｂ）：０．６０≦ｆ１２／ｆ≦１．３０
　　　条件式（４ｃ）：０．６５≦ｆ１２／ｆ≦１．３０
　　　条件式（５ａ）：１．０≦ＴＬ／ｆ≦２．２
　　　条件式（６ａ）：０．１≦Ｂｆ／ｆ≦０．５
　　　条件式（７ａ）：－１２＜（Ｒ１＋Ｒ２）／（Ｒ１－Ｒ２）＜－０．２１
　　　条件式（８ａ）：１８＜ν１＜５０
　　　条件式（９ａ）：０．２５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．７
　　　条件式（９ｂ）：０．４５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．６
　　　条件式（１０ａ）：５０＜ν４＜６５
　　　条件式（１１ａ）：５０＜ν５＜６５
　　　条件式（１２ａ）：－４．０＜Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ＜４．０
　　　条件式（１２ｂ）：－２．０＜Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ＜０．５
＜各パラメータの意味＞
ｆ：レンズ全系の焦点距離
ｆ１：第１レンズの焦点距離
ｆ２：第２レンズの焦点距離
ｆ３：第３レンズの焦点距離
ｆ４：第４レンズの焦点距離
ｆ５：第５レンズの焦点距離
ｆｉ：第ｉレンズの焦点距離（ただし、ｉ＝１～５）
ｆ１２：第１レンズと第２レンズの合成焦点距離
ｆ１２３：第１レンズと第２レンズと第３レンズの合成焦点距離
Ｂｆ：バックフォーカス（空気換算距離）
ＴＬ：光学全長（但し像側の平行平面板は空気換算長とする）
ν１：第１レンズのアッベ数
ν２：第２レンズのアッベ数
ν３：第３レンズのアッベ数
ν４：第４レンズのアッベ数
ν５：第５レンズのアッベ数
νｉ：第ｉレンズを形成する光学部材のアッベ数（ただし、ｉ＝１～５）
Ｄｇ２：第２レンズの中心厚（第２レンズの物体側面と像側面との光軸上での間隔；実長
）
Ｄｇ３：第３レンズの中心厚（第３レンズの物体側面と像側面との光軸上での間隔；実長
）
Ｒ１：第１レンズの物体側面（第１番目のレンズ面）の曲率半径
Ｒ２：第１レンズの像側面（第２番目のレンズ面）の曲率半径
Ｒ４：第２レンズの像側面（第４番目のレンズ面）の曲率半径
Ｎ２：第２レンズを形成している光学部材の屈折率
Ｎ３：第３レンズを形成している光学部材の屈折率
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　なお、式：Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆは、式：［（ｆ１／ν１）＋（ｆ２／ν２）＋（ｆ３
／ν３）＋（ｆ４／ν４）＋（ｆ５／ν５）］／ｆを意味する。
【００５８】
＜各条件式の効果の説明＞
　条件式（４ａ）：０．５５≦ｆ１２／ｆ≦５．０は、第１レンズと第２レンズの合成焦
点距離とレンズ全系の焦点距離との比率に関し、歪曲収差の発生を抑えつつ、適正なバッ
クフォーカスを確保するための望ましい範囲を規定するものである。
【００５９】
　条件式（４ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、第１レンズおよび第２
レンズの合成焦点距離が短くなりすぎて、バックフォーカスの確保が難しくなるとともに
、大きな歪曲収差が発生するため、実用に耐えられなくなるという問題が生じる。
【００６０】
　一方、条件式（４ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、バックフォーカ
スが長くなり光学全長を短かくすることが困難になるという問題が生じる。
【００６１】
　条件式（４ｂ）：０．６０≦ｆ１２／ｆ≦１．３０を満足するように撮像レンズを構成
すれば、上記下限、上限で発生する問題をより確実に改善することができる。
【００６２】
　条件式（４ｃ）：０．６５≦ｆ１２／ｆ≦１．３０を満足するように撮像レンズを構成
すれば、上記下限、上限で発生する問題をさらに確実に改善することができる。
【００６３】
　条件式（５ａ）：１．０≦ＴＬ／ｆ≦２．２は、光学全長とレンズ全系の焦点距離との
比率の範囲を規定するものである。
【００６４】
　条件式（５ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、各レンズのパワーを大
きくしなければならないので諸収差が悪化し、光学性能が低下するという問題が生じる。
また、第１レンズの物体側面において軸上光束と軸外光束とが接近しすぎるので、これら
の軸上光束と軸外光束の双方について同時に収差バランスを取ることが難しくなるという
問題が生じる。
【００６５】
　一方、条件式（５ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、光学系の小型化
が難しくなるため、小型であることが要求される撮像装置への適用が困難になる。
【００６６】
　条件式（６ａ）：０．１≦Ｂｆ／ｆ≦０．５は、バックフォーカスとレンズ全系の焦点
距離との比率に関し、撮像レンズと撮像面との間に種々の光学部材を配置できるような適
正なバックフォーカスを確保するための望ましい範囲を規定するものである。
【００６７】
　条件式（６ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、撮像レンズと撮像面と
の間隔が小さくなり、カバーガラス等の部材を配置する領域の確保が困難になる。
【００６８】
　条件式（６ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、第１レンズから第３レ
ンズのうちの正の屈折力を有するレンズのパワーを強くしなければならず、歪曲収差の発
生が大きくなるとともにテレセン性の確保が困難になり、全長の短縮化にとって不利にな
るという問題が生じる。
【００６９】
　条件式（７ａ）：－１２＜（Ｒ１＋Ｒ２）／（Ｒ１－Ｒ２）＜－０．２１は、第１レン
ズにおける物体側面の曲率半径と像側面の曲率半径との関係に関し、主にコマ収差と他の
収差とをバランスさせて両収差の発生を抑えるための望ましい範囲を規定するためのもの
である。
【００７０】
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　条件式（７ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、コマ収差が悪化し、倍
率色収差の悪化をもまねくという問題が生じる。
【００７１】
　一方、条件式（７ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、コマ収差が悪化
し、非点収差の悪化をもまねくという問題が生じる。
【００７２】
　条件式（８ａ）：１８＜ν１＜５０は、第１レンズに使用する光学部材のアッベ数に関
し、軸上色収差を適切に補正するための望ましい範囲を規定するものである。
【００７３】
　条件式（８ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、軸上色収差が補正不足
になるという問題が生じる。
【００７４】
　一方、条件式（８ａ）の上限を上回るように撮像レンズを構成すると、軸上色収差が補
正過剰になるという問題が生じる。
【００７５】
　条件式（９ａ）：０．２５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．７は、第２レンズの中心厚
と第３レンズの中心厚とを合わせた厚みに関し、明るいレンズにする（ＦＮｏ.を小さく
する）ための望ましい範囲を規定するものである。すなわち、明るいレンズにするために
は、第２レンズ、第３レンズの中心厚を適切な厚さに定める必要がある。
【００７６】
　条件式（９ａ）を満足するように上記撮像レンズを構成すれば、この撮像レンズをより
確実に明るいレンズとすることができる。
【００７７】
　条件式（９ｂ）：０．４５＜（Ｄｇ２＋Ｄｇ３）／ｆ＜０．６を満足するように上記撮
像レンズを構成すれば、この撮像レンズをさらに確実に明るいレンズとすることができる
。
【００７８】
　条件式（１０ａ）：５０＜ν４＜６５は、第４レンズに使用する光学部材のアッベ数に
関し、軸上色収差よりも倍率色収差を重視して改善するための望ましい範囲を規定するも
のである。条件式（１０ａ）を満足するように撮像レンズを構成すれば、軸上色収差の劣
化を抑制しつつ倍率色収差をより確実に改善することができる。
【００７９】
　ここで、条件式（１０ａ）の下限を下回るように撮像レンズを構成すると、軸上色収差
の補正が難しくなるという問題が生じる。一方、条件式（１０ａ）の上限を上回るように
撮像レンズを構成すると、軸上色収差の補正が難しくなるという問題が生じる。
【００８０】
　条件式（１１ａ）：５０＜ν５＜６５は、第５レンズに使用する光学部材のアッベ数の
望ましい範囲を規定するものである。
【００８１】
　条件式（１１ａ）は、第５レンズに使用する光学部材のアッベ数の範囲を規定するもの
であり、第４レンズでの倍率色収差の補正に比べ補正量が少ないものの、主に倍率色収差
を改善するための望ましい範囲を規定するものである。条件式（１１ａ）の上限下限のい
ずれか一方を超えると倍率色収差の改善が難しくなる。
【００８２】
　条件式（１２ａ）：－４．０＜Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ＜４．０は、第１レンズ～第４レ
ンズの各レンズの焦点距離と、各レンズを形成している光学部材のアッベ数と、レンズ全
系の焦点距離との関係の望ましい範囲を規定するものである。
【００８３】
　条件式（１２ａ）の上限を上回ると軸上色収差が補正不足となり、この軸上色収差が大
きくなりすぎてしまう。一方、条件式（１２ａ）の下限を下回ると軸上色収差が補正過剰
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となってしまい、再びこの軸上色収差が大きくなりすぎてしまう。
【００８４】
　また、条件式（１２ｂ）：－２．０＜Σ（ｆｊ／νｊ）／ｆ＜０．５を満足するように
上記撮像レンズを構成すれば、この撮像レンズをより確実に明るいレンズとすることがで
きる。
【００８５】
＜具体的な実施例＞
次に、本実施の形態に係る撮像レンズの具体的な実施例についてまとめて説明する。
【００８６】
　図２～図１３は、実施例１から１２それぞれの撮像レンズの断面図である。
【００８７】
　図２～図１３において、符号Ｌｊは、最も物体側に配置されたレンズを１番目として、
像側（結像側）に向かうに従い順次増加するようにして符号を付したｊ番目のレンズを示
す。符号Ｓｉは、最も物体側のレンズ要素の面を１番目として、像側（結像側）に向かう
に従い順次増加するように符号を付したｉ番目の面（開口絞り等を含む）を示す。符号Ｄ
ｉは、ｉ番目の面とｉ＋１番目の面との光軸Ｚ１上の面間隔を示す。
【００８８】
　なお、図２～図１３それぞれの実施例１から１２の撮像レンズに付した符号は、説明済
みの図１に記載の撮像レンズ１００の構成に対応するものについては同じ符号を付してい
る。
【００８９】
　表１～表１２は、実施例１から１２の撮像レンズに対応する具体的なレンズデータを示
している。表１～表１２の各表中の上部（図中符号（ａ）で示す）に基本レンズデータを
、下部（図中符号（ｂ）で示す）に非球面係数を示す。
【００９０】
　ここで用いられる非球面式を以下に示す。
【００９１】
Ｚ＝Ｃ・ｈ2／｛１＋（１－Ｋ・Ｃ2・ｈ2）１／２｝＋ΣＡｉ・ｈi　
ただし、
Ｚ：非球面の深さ（ｍｍ）
ｈ：光軸からレンズ面までの距離（高さ）（ｍｍ）
Ｋ：離心率
Ｃ：近軸曲率＝１／Ｒ（Ｒ：近軸曲率半径）
Ａｉ：第ｉ次（ｉは３以上の整数）の非球面係数
　なお、レンズデータの面番号に付した＊印は、その面が非球面であることを示している
。また、符号（ａ）で示す基本レンズデータの下方欄外には、レンズ全系の焦点距離ｆ（
ｍｍ）の値、Ｆナンバー（ＦＮｏ）の値、および全画角２ω（°）の値を示す。
【００９２】
　各表中の基本レンズデータにおける面番号Ｓｉの欄には、最も物体側のレンズ要素の面
を１番目として、像側に向かうに従い順次増加するようにして符号を付したｉ番目の面の
番号を示している。なお、上記レンズ要素には開口絞りＳｔ、およびカバーガラスＣｇの
面も含まれている。曲率半径Ｒｉの欄には、物体側からｉ番目の面（レンズ要素の面）の
曲率半径の値（ｍｍ）を示す。なお、曲率半径の正負は、物体側に凸の場合を正、像側に
凸の場合を負としている。面間隔Ｄｉの欄についても、同様に物体側からｉ番目の面Ｓｉ
とｉ＋１番目の面Ｓｉ＋１との光軸上の間隔（ｍｍ）を示す。Ｎｄｊの欄には、物体側か
らｊ番目の光学要素のｄ線（５８７．６ｎｍ）に対する屈折率の値を示す。νｄｊの欄に
は、物体側からｊ番目の光学要素のｄ線を基準にしたアッベ数の値を示す。
【００９３】
　なお、基本レンズデータに示す非球面の曲率半径は、その非球面における近軸領域の曲
率半径の値を示している。
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　また、表１３は、上述の条件式中の数式により算出した値、あるいは条件式中に記載の
物性値やレンズ性能を表す値等を、実施例１から１２の撮像レンズについてまとめて示す
ものである。この表１３において、◆印を付して示した数値は条件式を満たす範囲から外
れた値であることを示している。
【００９５】
　図１４～２５の各図中に符号（α）、（β）、（γ）を付して示す各図は、実施例１か
ら１３の撮像レンズそれぞれの球面収差、像面湾曲（非点収差）、および歪曲収差（ディ
ストーション）を示している。各収差図には、ｅ線（波長５４６．０７ｎｍ）を基準波長
とした収差を示す。球面収差図および非点収差図には、Ｆ線（波長４８６．１３ｎｍ）、
Ｃ線（波長６５６．２７ｎｍ）についての収差も示す。像面湾曲（非点収差）を示す図に
おいて、実線はサジタル方向（Ｓ）、破線はタンジェンシャル方向（Ｔ）の収差を示す。
ＦＮｏ．はＦ値、Ｙは像高を示す。
【００９６】
　以上の各数値データおよび各収差図から分かるように、本発明の実施形態における実施
例１～１２の撮像レンズは、光学系の全長の短縮化を図りつつ、明るく周辺画角まで高解
像とすることができる。
【００９７】
　図２６に、本発明の撮像装置の１例であるカメラ付き携帯端末機Ｍ１の外観図を示す。
このカメラ付き携帯端末機Ｍ１は、本発明の実施の形態に係る撮像レンズＭＬ１と、この
撮像レンズＭＬ１によって形成された光学像を撮像して、この光学像に応じた撮像信号を
出力するＣＣＤなどの撮像素子ＭＳ１とを備えてなるものである。撮像素子ＭＳ１は、こ
の撮像レンズＭＬ１の結像面（撮像面）に配置される。
【００９８】
　また、図２７に、本発明の撮像装置の１例であるスマートフォンＭ２の外観図を示す。
このスマートフォンＭ２は、本発明の実施の形態に係る撮像レンズＭＬ２と、この撮像レ
ンズＭＬ２によって形成された光学像を撮像して、この光学像に応じた撮像信号を出力す
るＣＣＤなどの撮像素子ＭＳ２とを備えてなるものである。撮像素子ＭＳ２は、この撮像
レンズＭＬ２の結像面（撮像面）に配置される。
【００９９】
　なお、本発明は、上記実施の形態および各実施例に限定されず、発明の要旨を変更しな
い限りにおいて種々の変形実施が可能である。例えば、各レンズの曲率半径、面間隔およ
び屈折率の値などは、上記各表中に示した値に限定されず、他の値をとり得る。
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【表１３】



(27) JP 5698834 B2 2015.4.8

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(28) JP 5698834 B2 2015.4.8

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(29) JP 5698834 B2 2015.4.8

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】



(30) JP 5698834 B2 2015.4.8

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】



(31) JP 5698834 B2 2015.4.8

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－３１８０９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１８１０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１８１１０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　　　９／００　－　１７／０８
              Ｇ０２Ｂ　　２１／０２　－　２１／０４
              Ｇ０２Ｂ　　２５／００　－　２５／０４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

