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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側より順に、
　正の屈折力を有する第１レンズと、
　正または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、
　負の屈折力を有する第４レンズと、
　正の屈折力を有する第５レンズと、
　負の屈折力を有する第６レンズとからなり、
　前記第６レンズの像側の面が、中心部から周辺部に行くに従い、凹凸形状が途中で変化
するような変曲点を有する非球面形状であり、
　以下の条件式を満足する
　撮像レンズ。
　０．４≦ｆ1to2／ｆ≦１．０　……（３）
　－１０≦（Ｒ９＋Ｒ１０）／（Ｒ９－Ｒ１０）≦１　……（６）
ただし、
　ｆ：全系の焦点距離
　ｆ1to2：前記第１レンズと前記第２レンズとの合成焦点距離
　Ｒ９：前記第５レンズの物体側の面の曲率半径
　Ｒ１０：前記第５レンズの像側の面の曲率半径



(2) JP 5915462 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

とする。
【請求項２】
　以下の条件式を満足する
　請求項１に記載の撮像レンズ。
　１４≦ν３≦３５　……（１）
ただし、
　ν３：前記第３レンズのアッべ数
とする。
【請求項３】
　以下の条件式を満足する
　請求項１または２に記載の撮像レンズ。
　２０≦ν５≦６０　……（２）
ただし、
　ν５：前記第５レンズのアッべ数
とする。
【請求項４】
　以下の条件式を満足する
　請求項１ないし３のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　－１≦ｆ１／ｆ２≦３０　……（４）
ただし、
　ｆ１：前記第１レンズの焦点距離
　ｆ２：前記第２レンズの焦点距離
とする。
【請求項５】
　以下の条件式を満足する
　請求項１ないし４のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　０≦ｆ３／ｆ４≦１．０　……（５）
ただし、
　ｆ３：前記第３レンズの焦点距離
　ｆ４：前記第４レンズの焦点距離
とする。
【請求項６】
　以下の条件式を満足する
　請求項１ないし５のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　－５≦（Ｒ１１＋Ｒ１２）／（Ｒ１１－Ｒ１２）≦１０　……（７）
ただし、
　Ｒ１１：前記第６レンズの物体側の面の曲率半径
　Ｒ１２：前記第６レンズの像側の面の曲率半径
とする。
【請求項７】
　前記第１レンズの物体側、または前記第１レンズと前記第２レンズとの間に開口絞りが
配置されている
　請求項１ないし６のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
【請求項８】
　前記第１ないし第６レンズの全てが樹脂材料で構成されているか、または前記第１ない
し第６レンズのうち、前記第１レンズもしくは前記第２レンズのみがガラス材料で構成さ
れている
　請求項１ないし７のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
【請求項９】
　前記第３レンズと前記第４レンズとが同じ材料である
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　請求項１ないし８のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
【請求項１０】
　実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備えた
　請求項１ないし９のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
【請求項１１】
　撮像レンズと、前記撮像レンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力する
撮像素子とを含み、
　前記撮像レンズは、
　物体側より順に、
　正の屈折力を有する第１レンズと、
　正または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、
　負の屈折力を有する第４レンズと、
　正の屈折力を有する第５レンズと、
　負の屈折力を有する第６レンズとからなり、
　前記第６レンズの像側の面が、中心部から周辺部に行くに従い、凹凸形状が途中で変化
するような変曲点を有する非球面形状であり、
　以下の条件式を満足する
　撮像装置。
　０．４≦ｆ1to2／ｆ≦１．０　……（３）
　－１０≦（Ｒ９＋Ｒ１０）／（Ｒ９－Ｒ１０）≦１　……（６）
ただし、
　ｆ：全系の焦点距離
　ｆ1to2：前記第１レンズと前記第２レンズとの合成焦点距離
　Ｒ９：前記第５レンズの物体側の面の曲率半径
　Ｒ１０：前記第５レンズの像側の面の曲率半径
とする。
【請求項１２】
　前記撮像レンズは、実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備える
　請求項１１に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、高画素ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）やＣＭＯＳ（Complementary Meta
l Oxide Semiconductor）などの撮像素子を使用した小型の撮像装置、例えば光センサー
、携帯用モジュールカメラ、およびＷＥＢカメラなどに好適な撮像レンズ、およびそのよ
うな撮像レンズを用いた撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像素子としてＣＣＤやＣＭＯＳ等が用いられたカメラ付の携帯電話やデジタルス
チルカメラ等の撮像装置が知られている。これらの撮像装置においては、近年、小型化の
要求が高く、搭載される撮像レンズにおいても光学全長の短い小型のものが要求されてい
る。このような小型の撮像レンズを有する撮像装置が開示されている。
【０００３】
　一方、近年、カメラ付の携帯電話のような小型の撮像装置においても、特に、小型化と
共に撮像素子の高画素化が進んでおり、１００万画素以上の解像度を有するいわゆるメガ
ピクセル以上の高画素の撮像素子を搭載したものが普及している。従って、搭載される撮
像レンズにおいては、上記したような高画素の撮像素子に対応する高いレンズ性能が要求
されており、従来、このような高いレンズ性能を有する撮像レンズが用いられた撮像装置
が開示されている。例えば特許文献１，２には、５枚構成の撮像レンズが開示されている
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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２３７４０７号公報
【特許文献２】特開２０１１－１３８１７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１に記載の撮像レンズは、５枚構成のレンズのうち２枚しか負の屈
折力を有するレンズが存在しないために、ペッツバール像面がアンダー傾向に倒れる結果
となってしまう。そのため、像面補正を行うためにレンズの形状が必要以上に複雑な形状
になってしまう場合があり、光学性能を維持しながら小型化を達成するのが難しくなって
しまう。
【０００６】
　特許文献２には、５枚構成において負の屈折力を持つレンズが３つ配置されているが、
その結果、第１レンズに正の屈折力を集中させる結果となってしまっている。その結果、
ペッツバール像面の補正が行いやすくなるが、第１レンズの屈折力が過剰になってしまう
ことで発生するコマ収差を補正することが難しくなってしまい、小型化を満足しつつ撮像
レンズ全体としての光学性能を満足することが不十分になってしまう場合があった。
【０００７】
　本開示の目的は、小型で、諸収差が好適に補正された、良好な光学特性を有する撮像レ
ンズおよび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】
【０００８】
　本開示による撮像レンズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第１レンズと、正ま
たは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、負の屈折力を
有する第４レンズと、正の屈折力を有する第５レンズと、負の屈折力を有する第６レンズ
とからなる。第６レンズの像側の面は、中心部から周辺部に行くに従い、凹凸形状が途中
で変化するような変曲点を有する非球面形状である。
　また、以下の条件式を満足する
　０．４≦ｆ1to2／ｆ≦１．０　……（３）
　－１０≦（Ｒ９＋Ｒ１０）／（Ｒ９－Ｒ１０）≦１　……（６）
ただし、
　ｆ：全系の焦点距離
　ｆ1to2：第１レンズと第２レンズとの合成焦点距離
　Ｒ９：第５レンズの物体側の面の曲率半径
　Ｒ１０：第５レンズの像側の面の曲率半径
とする。

【０００９】
　本開示による撮像装置は、撮像レンズと、撮像レンズによって形成された光学像に応じ
た撮像信号を出力する撮像素子とを備え、撮像レンズを、上記本開示による撮像レンズに
よって構成したものである。
【００１０】
　本開示による撮像レンズまたは撮像装置では、全体として６枚のレンズ構成で、各レン
ズの構成の最適化が図られている。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の撮像レンズまたは撮像装置によれば、全体として６枚のレンズ構成とし、各レ
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ンズの構成の最適化を図るようにしたので、小型で、諸収差が好適に補正された、良好な
光学特性を実現できる。特に、負の屈折力を持つレンズを３つ以上配置させると共に、第
１レンズと第２レンズとのパワー配分、および第３レンズと第４レンズとのパワー配分を
適切に定めた構成にすることで、５枚以下のレンズ構成では成しえなかった、高解像化に
伴った撮像素子の大型化や画素の高細密化にも対応可能となり、諸収差が良好に補正され
た高性能なレンズをコンパクトな構成で、安価に提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の一実施の形態に係る撮像レンズの第１の構成例を示すものであり、数値
実施例１に対応するレンズ断面図である。
【図２】撮像レンズの第２の構成例を示すものであり、数値実施例２に対応するレンズ断
面図である。
【図３】撮像レンズの第３の構成例を示すものであり、数値実施例３に対応するレンズ断
面図である。
【図４】撮像レンズの第４の構成例を示すものであり、数値実施例４に対応するレンズ断
面図である。
【図５】撮像レンズの第５の構成例を示すものであり、数値実施例５に対応するレンズ断
面図である。
【図６】撮像レンズの第６の構成例を示すものであり、数値実施例６に対応するレンズ断
面図である。
【図７】撮像レンズの第７の構成例を示すものであり、数値実施例７に対応するレンズ断
面図である。
【図８】撮像レンズの第８の構成例を示すものであり、数値実施例８に対応するレンズ断
面図である。
【図９】撮像レンズの第９の構成例を示すものであり、数値実施例９に対応するレンズ断
面図である。
【図１０】撮像レンズの第１０の構成例を示すものであり、数値実施例１０に対応するレ
ンズ断面図である。
【図１１】撮像レンズの第１１の構成例を示すものであり、数値実施例１１に対応するレ
ンズ断面図である。
【図１２】撮像レンズの第１２の構成例を示すものであり、数値実施例１２に対応するレ
ンズ断面図である。
【図１３】撮像レンズの第１３の構成例を示すものであり、数値実施例１３に対応するレ
ンズ断面図である。
【図１４】撮像レンズの第１４の構成例を示すものであり、数値実施例１４に対応するレ
ンズ断面図である。
【図１５】数値実施例１に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図１６】数値実施例２に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図１７】数値実施例３に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図１８】数値実施例４に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図１９】数値実施例５に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図２０】数値実施例６に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図２１】数値実施例７に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
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【図２２】数値実施例８に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図２３】数値実施例９に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差を
示す収差図である。
【図２４】数値実施例１０に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差
を示す収差図である。
【図２５】数値実施例１１に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差
を示す収差図である。
【図２６】数値実施例１２に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差
を示す収差図である。
【図２７】数値実施例１３に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差
を示す収差図である。
【図２８】数値実施例１４に対応する撮像レンズの球面収差、非点収差、および歪曲収差
を示す収差図である。
【図２９】撮像装置の一構成例を示す正面図である。
【図３０】撮像装置の一構成例を示す背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
　１．レンズの基本構成
　２．作用・効果
　３．撮像装置への適用例
　４．レンズの数値実施例
　５．その他の実施の形態
【００１４】
［１．レンズの基本構成］
　図１は、本開示の一実施の形態に係る撮像レンズの第１の構成例を示している。この第
１の構成例は、後述の数値実施例１のレンズ構成に対応している。同様にして、後述の数
値実施例２ないし１４のレンズ構成に対応する第２ないし第１４の構成例の断面構成を、
図２～図１４に示す。図１～図１４において、符号Ｓｉｍｇは像面、Ｚ１は光軸を示す。
【００１５】
　本実施の形態に係る撮像レンズは、光軸Ｚ１に沿って物体側より順に、第１レンズＬ１
と、第２レンズＬ２と、第３レンズＬ３と、第４レンズＬ４と、第５レンズＬ５と、第６
レンズＬ６とが配置された、実質的に６つのレンズで構成されている。
【００１６】
　第１レンズＬ１は、正の屈折力を有している。第２レンズＬ２は、正または負の屈折力
を有している。第３レンズＬ３は、負の屈折力を有している。第４レンズＬ４は、負の屈
折力を有している。第５レンズＬ５は、正の屈折力を有している。第６レンズＬ６は、負
の屈折力を有している。第６レンズＬ６は、像側の面が、中心部から周辺部に行くに従い
、凹凸形状が途中で変化するような変曲点を有する非球面形状であり、光軸Ｚ１との交点
以外に少なくとも１つの変曲点を有している。
【００１７】
　その他、本実施の形態に係る撮像レンズは、後述する所定の条件式等を満足することが
好ましい。
【００１８】
［２．作用・効果］
　次に、本実施の形態に係る撮像レンズの作用および効果を説明する。
【００１９】
　この撮像レンズでは、第６レンズＬ６の像側の面が非球面形状となり、光軸Ｚ１との交
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点以外に少なくとも１つの変曲点を有している。この非球面形状にすることで、画角が大
きくなることに伴う主光線の跳ね上げを抑制することができるので、適正な角度で撮像素
子に光線を入射させることができる。物体側から順に、正の屈折力を有する第１レンズＬ
１と、正または負の屈折力を有する第２レンズＬ２と、負の屈折力を有する第３レンズＬ
３と、負の屈折力を有する第４レンズＬ４と、正の屈折力を有する第５レンズＬ５と、負
の屈折力を有する第６レンズＬ６とを配置し、第６レンズＬ６を上記した非球面形状とす
ることで、良好な光学性能を持つレンズを提供することができる。
【００２０】
　この撮像レンズでは、６枚のレンズから構成されていることで、軸上光線および軸外光
線ともに緩やかに光線を曲げて行くことが可能であり、その結果、光量を調整する開口絞
りＳｔの位置は、以下の２パターンでの実施が可能になる。
【００２１】
　１つ目としては、開口絞りＳｔを第１レンズＬ１の物体側に配置することにより、入射
瞳位置を像面から遠い位置にとることができる。これにより、高いテレセントリック性を
確保することが可能となり、像面に対する入射角を好適化することができる。２つ目とし
ては、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との間に開口絞りＳｔを配置することで、第１レ
ンズＬ１の像側の面と第２レンズＬ２の物体側の面とが対称形状に近い形となり、周辺マ
ージナル光線が発生する収差を打ち消すことができる配置にすることが可能となる。具体
例としては、図４の第４の構成例では、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との間に開口絞
りＳｔを配置している。
【００２２】
　また、この撮像レンズでは、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の全てを樹脂材料で
構成することで、大量に安価で非球面のレンズを使用することが可能になる。一方で、更
に高い光学性能が要求される場合には、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６のうち、第
１レンズＬ１もしくは第２レンズＬ２のみをガラス材料で構成しても良い。これにより、
高画素化に対応することが可能となる。特に、ガラス材料を用いた場合、レンズ系の前に
あるレンズの屈折率を上げることができるので、その結果Ｆｎｏを決定するためのマージ
ナル光線の最小偏角を小さくすることができるので大口径化することが可能になる。同時
に、ガラス材料を用いた場合は、樹脂材料に比べて低分散のアッべ数を選択することもで
きる。その結果、軸上色収差補正がさらに容易になるので、こちらの場合でも高い収差補
正をすることが可能となる。
【００２３】
　また、この撮像レンズでは、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とを同じ材料にすること
で、製造にかかるコストを低廉なものにできるのと同時に、軸上色収差補正として重要な
機能をする第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との材料のロット差による光学性能の変動を
最低限に抑えることが可能となる。
【００２４】
　以上のように本実施の形態によれば、全体として６枚のレンズ構成とし、各レンズの構
成の最適化を図るようにしたので、小型で、諸収差が好適に補正された、良好な光学特性
を実現できる。特に、負の屈折力を持つレンズを３つ以上配置させると共に、後述するよ
うに、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２とのパワー配分、および第３レンズＬ３と第４レ
ンズＬ４とのパワー配分を適切に定めた構成にすることで、５枚以下のレンズ構成では成
しえなかった、高解像化に伴った撮像素子の大型化や画素の高細密化にも対応可能となり
、諸収差が良好に補正された高性能なレンズをコンパクトな構成で、安価に提供できる。
【００２５】
（条件式の説明）
　本実施の形態に係る撮像レンズでは、以下の条件式を少なくとも１つ、好ましくは２つ
以上の条件式を組み合わせて満足するように各レンズの構成の最適化を図ることで、より
良好な性能を得ることができる。
【００２６】
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　１４≦ν３≦３５　……（１）
ただし、
　ν３：第３レンズＬ３のアッべ数
とする。
【００２７】
　条件式（１）は、第３レンズＬ３のアッベ数を規定するための条件式である。ここで、
第３レンズＬ３のアッべ数は色収差の補正に大きな影響を及ぼす。条件式（１）の値が上
限を上回ってしまうと、ｆ線やｇ線の屈折力が十分に得られないために、軸上色収差を補
正することができなくなってしまう。
　なお、適度に色収差を抑えて性能改善を図るためには、上記条件式（１）の数値範囲を
以下の条件式（１）’の通り、設定することが好ましい。
　１８＜ν３＜３１　……（１）’
【００２８】
　２０≦ν５≦６０　……（２）
ただし、
　ν５：第５レンズＬ５のアッべ数
とする。
【００２９】
　条件式（２）は、第５レンズＬ５のアッべ数を規定するための条件式である。ここで、
第５レンズＬ５のアッべ数は第３レンズＬ３と同様に色収差の補正に大きな影響を及ぼす
。条件式（２）の値が上限を上回ってしまうと、像高の高い周辺を通過するｆ線やｇ線の
屈折力が得られないために倍率色収差が抑えることができなくなってしまう。条件式（２
）の値が下限を下回ってしまうと、今度は第５レンズＬ５の近軸を通過するｆ線やｇ線の
屈折力が過剰となってしまい、その結果、軸上色収差を抑えることができなくなってしま
う。
【００３０】
　０．４≦ｆ1to2／ｆ≦１．０　……（３）
ただし、
　ｆ：全系の焦点距離
　ｆ1to2：第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との合成焦点距離
とする。
【００３１】
　条件式（３）は、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との合成の焦点距離に対する、全系
の焦点距離の関係を規定する式である。ここで、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との合
成焦点距離、つまり合成パワーは、撮像レンズ全体の収差補正や全体の大きさに大きな影
響を及ぼす。条件式（３）の値が上限を上回ってしまうと、入射してきた光線を屈折する
力が弱くなり全系として大きくなってしまうために小型化を達成することができない。ま
た、条件式（３）の値が下限を下回ってしまうと、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との
合成パワーが強くなりすぎることで高次の球面収差やコマ収差が発生してしまい、光学性
能を確保することができなくなってしまう。
　なお、より全長を抑えつつ、高次の球面収差を抑えて性能の改善が図るためには、上記
条件式（３）の数値範囲を以下の条件式（３）’の通り、設定することが好ましい。
　０．４５≦ｆ1to2／ｆ≦０．９５　……（３）’
【００３２】
　－１≦ｆ１／ｆ２≦３０　……（４）
ただし、
　ｆ１：第１レンズＬ１の焦点距離
　ｆ２：第２レンズＬ２の焦点距離
とする。
【００３３】
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　条件式（４）は、第１レンズＬ１の焦点距離に対する第２レンズＬ２の焦点距離の関係
を規定する式である。ここで、第１レンズＬ１の焦点距離と第２レンズＬ２の焦点距離の
比、つまりパワーの配分は撮像レンズ全体の収差補正に大きな影響を及ぼす。条件式（４
）の値が上限を上回ってしまうと、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２とで構成される正の
パワー群の主点位置が像面側に近づく方向になってしまう。その結果として、光学系が低
背化できなくなってしまう。また、条件式（４）の値が下限を下回ってしまうと、第１レ
ンズＬ１の屈折力を必要以上に高めることになり、その結果、第１レンズＬ１の物体側の
面を通過する周辺マージナル光線の屈折角が大きくなりすぎ収差補正が行えなくなってし
まう。
　なお、より収差補正を良好にして性能を高めた実施形態とするためには、上記条件式（
４）の数値範囲を以下の条件式（４）’の通り、設定することが好ましい。
　－０．５≦ｆ１／ｆ２≦２２　……（４）’
【００３４】
　０≦ｆ３／ｆ４≦１．０　……（５）
ただし、
　ｆ３：第３レンズＬ３の焦点距離
　ｆ４：第４レンズＬ４の焦点距離
とする。
【００３５】
　条件式（５）は、第３レンズＬ３の焦点距離と第４レンズＬ４の焦点距離との関係を規
定する式である。ここで、第３レンズＬ３の焦点距離と第４レンズＬ４の焦点距離の比は
、倍率色収差とコマ収差補正に対して大きな影響を及ぼしている。条件式（５）の値が上
限を上回ってしまうと、第４レンズＬ４のパワーが強くなってしまっているので、周辺画
角の主光線が通過する際に分散の影響を大きく受け、その結果、倍率色収差が悪化してし
まう。また、条件式（５）の値が下限を下回ってしまうと、第３レンズＬ３の屈折力を必
要以上に高めることになり、その結果、上光線の屈折角が大きくなりすぎ、コマ収差補正
ができなくなってしまう。
　なお、倍率色収差を抑えつつ、コマ収差を押さえて性能の改善が図るためには、上記条
件式（５）の数値範囲を以下の条件式（５）’の通り、設定することが好ましい。
　０．０３≦ｆ３／ｆ４≦０．８　……（５）’
【００３６】
　－１０≦（Ｒ９＋Ｒ１０）／（Ｒ９－Ｒ１０）≦１　……（６）
ただし、
　Ｒ９：第５レンズＬ５の物体側の面の曲率半径
　Ｒ１０：第５レンズＬ５の像側の面の曲率半径
とする。
【００３７】
　条件式（６）は、第５レンズＬ５の形状を規定する式である。ここで、第５レンズＬ５
の近軸付近の形状は球面収差の補正に影響を及ぼしている。第５レンズＬ５は、特に、両
凸形状、もしくは物体側の面を凸形状のメニスカスレンズとすることが望ましい。条件式
（６）の値が上限を上回ってしまうと、第５レンズＬ５の物体側の面においてＦｎｏを決
定するための光線を集光するための屈折力が弱くなるために球面収差補正が難しくなり、
その結果、大口径化ができなくなってしまう。また、条件式（６）の値が下限を下回って
しまうと、第５レンズＬ５の像側の面のパワーが必要以上に強くなってしまい、軸外の画
角に対して高次収差を発生させてしまうことによって光学性能が劣化してしまう。
　なお、より球面収差を抑えつつ高次収差も発生させないためには、上記条件式（６）の
数値範囲を以下の条件式（６）’の通り、設定することが好ましい。
　－５≦（Ｒ９＋Ｒ１０）／（Ｒ９－Ｒ１０）≦０．７５　……（６）’
【００３８】
　－５≦（Ｒ１１＋Ｒ１２）／（Ｒ１１－Ｒ１２）≦１０　……（７）
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ただし、
　Ｒ１１：第６レンズＬ６の物体側の面の曲率半径
　Ｒ１２：第６レンズＬ６の像側の面の曲率半径
とする。
【００３９】
　条件式（７）は、第６レンズＬ６の形状を規定する式である。ここで、第６レンズＬ６
についても近軸付近の形状は球面収差の補正に影響を及ぼしている。条件式（７）の値が
範囲内に収まっていることで、光学系の明るさを規定する入射瞳上のマージナル光線を最
小偏角に近い形で屈折させることが可能となる。特に、軸上光線群は第５レンズＬ５以降
を通過していく際は近軸領域に近いエリアを通過していくので、これらを緩やかに屈折さ
せていく効果でより高い収差補正が可能となる。
　なお、より球面収差を抑えるためには、上記条件式（７）の数値範囲を以下の条件式（
７）’の通り、設定することが好ましい。
　－２．５≦（Ｒ１１＋Ｒ１２）／（Ｒ１１－Ｒ１２）≦５　……（７）’
【００４０】
［３．撮像装置への適用例］
　図２９および図３０は、本実施の形態に係る撮像レンズを適用した撮像装置の一構成例
を示している。この構成例は、撮像装置を備えた携帯端末機器（例えば携帯情報端末や携
帯電話端末）の一例である。この携帯端末機器は、略長方形状の筐体２０１を備えている
。筐体２０１の前面側（図２９）には表示部２０２やフロントカメラ部２０３が設けられ
ている。筐体２０１の背面側（図３０）には、メインカメラ部２０４やカメラフラッシュ
２０５が設けられている。
【００４１】
　表示部２０２は、例えば表面への接触状態を検知することによって各種の操作を可能に
するタッチパネルとなっている。これにより、表示部２０２は、各種の情報を表示する機
能とユーザによる各種の入力操作を可能にする入力機能とを有している。表示部２０２は
、操作状態や、フロントカメラ部２０３またはメインカメラ部２０４で撮影した画像等の
各種のデータを表示する。
【００４２】
　本実施の形態に係る撮像レンズは、例えば図２９および図３０に示したような携帯端末
機器における撮像装置（フロントカメラ部２０３またはメインカメラ部２０４）のカメラ
モジュール用レンズとして適用可能である。このようなカメラモジュール用レンズとして
用いる場合、撮像レンズの像面Ｓｉｍｇ付近に、撮像レンズによって形成された光学像に
応じた撮像信号（画像信号）を出力するＣＣＤ（Charge Coupled Devices）やＣＭＯＳ（
Complementary Metal Oxide Semiconductor）等の撮像素子が配置される。この場合、図
１に示したように、第６レンズＬ６と像面Ｓｉｍｇとの間には、撮像素子保護用のシール
ガラスＳＧや各種の光学フィルタ等の光学部材が配置されていても良い。
【００４３】
　なお、本実施の形態に係る撮像レンズは、上記した携帯端末機器に限らず、その他の電
子機器、例えばデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ用の撮像レンズとしても適
用可能である。その他、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの固体撮像素子を使用した小型の撮像装置
全般、例えば光センサー、携帯用モジュールカメラ、およびＷＥＢカメラなどに適用可能
である。
【実施例】
【００４４】
＜４．レンズの数値実施例＞
　次に、本実施の形態に係る撮像レンズの具体的な数値実施例について説明する。
　なお、以下の各表や説明において示した記号の意味等については、下記に示す通りであ
る。「Ｓｉ」は、最も物体側の構成要素の面を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。「Ｒｉ」は、ｉ番目の面
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光軸上の間隔の値（ｍｍ）を示す。「Ｎｉ」はｉ番目の面を有する光学要素の材質のｄ線
（波長５８７．６ｎｍ）における屈折率の値を示す。「νｉ」はｉ番目の面を有する光学
要素の材質のｄ線におけるアッベ数の値を示す。面番号に関し「ＡＳＰ」は当該面が非球
面であることを示し、曲率半径に関し「∞」は当該面が平面または絞り面であることを示
す。ωは半画角、ＦｎｏはＦナンバーを示す。
【００４５】
　各実施例において、非球面の形状は次式で表される。非球面係数のデータにおいて、記
号“Ｅ”は、その次に続く数値が１０を底とした“べき指数”であることを示し、その１
０を底とした指数関数で表される数値が“Ｅ”の前の数値に乗算されることを示す。例え
ば、「１．０Ｅ－０５」であれば、「１．０×１０-5」であることを示す。
【００４６】
（非球面の式）
　非球面の形状は、面の頂点を原点とし、光軸方向にＸ軸を取り、光軸Ｚ１と垂直方向の
高さをｈとして以下の数式で表す。
　Ｘ＝（ｈ2／Ｒ）／［１＋｛１－（１＋Ｋ）（ｈ2／Ｒ2）｝1/2］＋ΣＡｉ・ｈi

ただし、
　Ｒ：近軸曲率半径
　Ｋ：円錐定数
　Ａｉ：第ｉ次（ｉは３以上の整数）の非球面係数
とする。
【００４７】
（各数値実施例に共通の構成）
　以下の各数値実施例に係る撮像レンズはいずれも、上記したレンズの基本構成を満足し
た構成となっている。また、各数値実施例に係る撮像レンズはいずれも、複数の非球面を
有している。第６レンズＬ６と像面Ｓｉｍｇとの間にはシールガラスＳＧが配置されてい
る。
【００４８】
［数値実施例１］
　［表１］、［表２］は、図１に示した第１の構成例に係る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。特に［表１］にはその基本的なレンズデータを示し、［表
２］には非球面に関するデータを示す。［表１］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω、および全
系の焦点距離ｆの値も示す。
【００４９】
　この第１の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の各面は、第２面、第３面は球
面、それ以外の面は非球面となっている。
【００５０】
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【表２】

【００５２】
［数値実施例２］
　［表３］、［表４］は、図２に示した第２の構成例に係る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。特に［表３］にはその基本的なレンズデータを示し、［表
４］には非球面に関するデータを示す。［表３］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω、および全
系の焦点距離ｆの値も示す。
【００５３】
　この第２の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の全ての面が非球面となってい
る。
【００５４】
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【表４】

【００５６】
［数値実施例３］
　［表５］、［表６］は、図３に示した第３の構成例に係る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。特に［表５］にはその基本的なレンズデータを示し、［表
６］には非球面に関するデータを示す。［表５］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω、および全
系の焦点距離ｆの値も示す。
【００５７】
　この第３の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の各面は、第２面、第３面は球
面、それ以外の面は非球面となっている。
【００５８】
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【００５９】
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【表６】

【００６０】
［数値実施例４］
　［表７］、［表８］は、図４に示した第４の構成例に係る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。特に［表７］にはその基本的なレンズデータを示し、［表
８］には非球面に関するデータを示す。［表７］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω、および全
系の焦点距離ｆの値も示す。
【００６１】
　この第４の構成例では、第２レンズＬ２は負の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１と第２レンズＬ２との間に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第
６レンズＬ６のうち、第１レンズＬ１のみがガラス材料で構成されている。また、第３レ
ンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レ
ンズＬ６の各面は、第１面、第２面は球面、それ以外の面は非球面となっている。
【００６２】
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【００６３】
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【表８】

【００６４】
［数値実施例５］
　［表９］、［表１０］は、図５に示した第５の構成例に係る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。特に［表９］にはその基本的なレンズデータを示し、［
表１０］には非球面に関するデータを示す。［表９］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω、およ
び全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００６５】
　この第５の構成例では、第２レンズＬ２は負の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の各面は、第２面、第３面は球
面、それ以外の面は非球面となっている。
【００６６】
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【００６７】
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【表１０】

【００６８】
［数値実施例６］
　［表１１］、［表１２］は、図６に示した第６の構成例に係る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。特に［表１１］にはその基本的なレンズデータを示し
、［表１２］には非球面に関するデータを示す。［表１１］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω
、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００６９】
　この第６の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の各面は、第２面、第３面は球
面、それ以外の面は非球面となっている。
【００７０】
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【００７１】
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【表１２】

【００７２】
［数値実施例７］
　［表１３］、［表１４］は、図７に示した第７の構成例に係る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。特に［表１３］にはその基本的なレンズデータを示し
、［表１４］には非球面に関するデータを示す。［表１３］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω
、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００７３】
　この第７の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の全ての面が非球面となってい
る。
【００７４】
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【００７５】
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【表１４】

【００７６】
［数値実施例８］
　［表１５］、［表１６］は、図８に示した第８の構成例に係る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。特に［表１５］にはその基本的なレンズデータを示し
、［表１６］には非球面に関するデータを示す。［表１５］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω
、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００７７】
　この第８の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の全ての面が非球面となってい
る。
【００７８】
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【００７９】
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【表１６】

【００８０】
［数値実施例９］
　［表１７］、［表１８］は、図９に示した第９の構成例に係る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。特に［表１７］にはその基本的なレンズデータを示し
、［表１８］には非球面に関するデータを示す。［表１７］にはまた、Ｆｎｏ、画角２ω
、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００８１】
　この第９の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは第
１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材料
で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の全ての面が非球面となってい
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【００８２】
【表１７】

【００８３】
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【表１８】

【００８４】
［数値実施例１０］
　［表１９］、［表２０］は、図１０に示した第１０の構成例に係る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。特に［表１９］にはその基本的なレンズデータを
示し、［表２０］には非球面に関するデータを示す。［表１９］にはまた、Ｆｎｏ、画角
２ω、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００８５】
　この第１０の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは
第１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６
の全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材
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いる。
【００８６】
【表１９】

【００８７】
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【表２０】

【００８８】
［数値実施例１１］
　［表２１］、［表２２］は、図１１に示した第１１の構成例に係る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。特に［表２１］にはその基本的なレンズデータを
示し、［表２２］には非球面に関するデータを示す。［表２１］にはまた、Ｆｎｏ、画角
２ω、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００８９】
　この第１１の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは
第１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６
の全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが同じ材
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いる。
【００９０】
【表２１】

【００９１】
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【表２２】

【００９２】
［数値実施例１２］
　［表２３］、［表２４］は、図１２に示した第１２の構成例に係る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。特に［表２３］にはその基本的なレンズデータを
示し、［表２４］には非球面に関するデータを示す。［表２３］にはまた、Ｆｎｏ、画角
２ω、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００９３】
　この第１２の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは
第１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６
の全てが樹脂材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４とが異なる
材料で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の全ての面が非球面となっ
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【００９４】
【表２３】

【００９５】
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【００９６】
［数値実施例１３］
　［表２５］、［表２６］は、図１３に示した第１３の構成例に係る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。特に［表２５］にはその基本的なレンズデータを
示し、［表２６］には非球面に関するデータを示す。［表２５］にはまた、Ｆｎｏ、画角
２ω、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【００９７】
　この第１３の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは
第１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６
のうち、第２レンズＬ２のみがガラス材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第
４レンズＬ４とが異なる材料で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全ての面が非球面となっている。
【００９８】
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【００９９】
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【０１００】
［数値実施例１４］
　［表２７］、［表２８］は、図１４に示した第１４の構成例に係る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。特に［表２７］にはその基本的なレンズデータを
示し、［表２８］には非球面に関するデータを示す。［表２７］にはまた、Ｆｎｏ、画角
２ω、および全系の焦点距離ｆの値も示す。
【０１０１】
　この第１４の構成例では、第２レンズＬ２は正の屈折力を有している。開口絞りＳｔは
第１レンズＬ１の物体側に配置されている。また、第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６
のうち、第２レンズＬ２のみがガラス材料で構成されている。また、第３レンズＬ３と第
４レンズＬ４とが異なる材料で構成されている。第１レンズＬ１ないし第６レンズＬ６の
全ての面が非球面となっている。
【０１０２】



(38) JP 5915462 B2 2016.5.11

10

20

30

【表２７】

【０１０３】
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【０１０４】
［各実施例のその他の数値データ］
　［表２９］には、上述の各条件式に関する値を、各数値実施例についてまとめたものを
示す。［表２９］から分かるように、各条件式について、各数値実施例の値がその数値範
囲内となっている。
【０１０５】
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【表２９】

【０１０６】
［収差性能］
　図１５～図２８に、各数値実施例の収差性能を示す。これらの各図には収差図として、
球面収差、非点収差、およびディストーション（歪曲収差）を示す。非点収差図において
、Ｓはサジタル方向、Ｔはメリディオナル（タンジェンシャル）方向の収差を示す。
【０１０７】
　以上の各収差図から分かるように、各実施例について、良好に収差補正された撮像レン
ズを実現できている。
【０１０８】
＜５．その他の実施の形態＞
　本開示による技術は、上記実施の形態および実施例の説明に限定されず種々の変形実施
が可能である。
　例えば、上記各数値実施例において示した各部の形状および数値は、いずれも本技術を
実施するための具体化のほんの一例に過ぎず、これらによって本技術の技術的範囲が限定
的に解釈されることがあってはならないものである。
【０１０９】
　また、上記実施の形態および実施例では、実質的に６つのレンズからなる構成について
説明したが、実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備えた構成であっても良い。
【０１１０】
　また例えば、本技術は以下のような構成を取ることができる。
［１］
　物体側より順に、
　正の屈折力を有する第１レンズと、
　正または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、



(41) JP 5915462 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

　負の屈折力を有する第４レンズと、
　正の屈折力を有する第５レンズと、
　負の屈折力を有する第６レンズとからなり、
　前記第６レンズの像側の面が、光軸との交点以外に少なくとも１つの変曲点を有する非
球面形状である
　撮像レンズ。
［２］
　以下の条件式を満足する
　上記［１］に記載の撮像レンズ。
　１４≦ν３≦３５　……（１）
ただし、
　ν３：前記第３レンズのアッべ数
とする。
［３］
　以下の条件式を満足する
　上記［１］または［２］に記載の撮像レンズ。
　２０≦ν５≦６０　……（２）
ただし、
　ν５：前記第５レンズのアッべ数
とする。
［４］
　以下の条件式を満足する
　上記［１］ないし［３］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　０．４≦ｆ1to2／ｆ≦１．０　……（３）
ただし、
　ｆ：全系の焦点距離
　ｆ1to2：前記第１レンズと前記第２レンズとの合成焦点距離
とする。
［５］
　以下の条件式を満足する
　上記［１］ないし［４］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　－１≦ｆ１／ｆ２≦３０　……（４）
ただし、
　ｆ１：前記第１レンズの焦点距離
　ｆ２：前記第２レンズの焦点距離
とする。
［６］
　以下の条件式を満足する
　上記［１］ないし［５］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　０≦ｆ３／ｆ４≦１．０　……（５）
ただし、
　ｆ３：前記第３レンズの焦点距離
　ｆ４：前記第４レンズの焦点距離
とする。
［７］
　以下の条件式を満足する
　上記［１］ないし［６］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　－１０≦（Ｒ９＋Ｒ１０）／（Ｒ９－Ｒ１０）≦１　……（６）
ただし、
　Ｒ９：前記第５レンズの物体側の面の曲率半径
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　Ｒ１０：前記第５レンズの像側の面の曲率半径
とする。
［８］
　以下の条件式を満足する
　上記［１］ないし［７］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
　－５≦（Ｒ１１＋Ｒ１２）／（Ｒ１１－Ｒ１２）≦１０　……（７）
ただし、
　Ｒ１１：前記第６レンズの物体側の面の曲率半径
　Ｒ１２：前記第６レンズの像側の面の曲率半径
とする。
［９］
　前記第１レンズの物体側、または前記第１レンズと前記第２レンズとの間に開口絞りが
配置されている
　上記［１］ないし［８］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
［１０］
　前記第１ないし第６レンズの全てが樹脂材料で構成されているか、または前記第１ない
し第６レンズのうち、前記第１レンズもしくは前記第２レンズのみがガラス材料で構成さ
れている
　上記［１］ないし［９］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
［１１］
　前記第３レンズと前記第４レンズとが同じ材料である
　上記［１］ないし［１０］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
［１２］
　実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備えた
　上記［１］ないし［１１］のいずれか１つに記載の撮像レンズ。
［１３］
　撮像レンズと、前記撮像レンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力する
撮像素子とを含み、
　前記撮像レンズは、
　物体側より順に、
　正の屈折力を有する第１レンズと、
　正または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、
　負の屈折力を有する第４レンズと、
　正の屈折力を有する第５レンズと、
　負の屈折力を有する第６レンズとからなり、
　前記第６レンズの像側の面が、光軸との交点以外に少なくとも１つの変曲点を有する非
球面形状である
　撮像装置。
［１４］
　前記撮像レンズは、実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備える
　上記［１３］に記載の撮像装置。
【符号の説明】
【０１１１】
　Ｌ１…第１レンズ、Ｌ２…第２レンズ、Ｌ３…第３レンズ、Ｌ４…第４レンズ、Ｌ５…
第５レンズ、Ｌ６…第６レンズ、ＳＧ…シールガラス、Ｓｔ…開口絞り、Ｓｉｍｇ…像面
（撮像素子）、Ｚ１…光軸、２０１…筐体、２０２…表示部、２０３…フロントカメラ部
、２０４…メインカメラ部、２０５…カメラフラッシュ。
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