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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から、
　負の屈折力を有する第１レンズと、
　正の屈折力を有する第２レンズと、
　負の屈折力を有し、前記第２レンズと接合された第３レンズと、
　絞りと、
　正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、
　第６レンズとからなり、
　前記６枚のレンズの中に、少なくとも１面が非球面とされた負の屈折力を有する樹脂製
のレンズと、少なくとも１面が非球面とされた正の屈折力を有する樹脂製のレンズとを備
え、
　全体の焦点距離をｆ、前記第５レンズの像側の面から前記第６レンズの物体側の面まで
の光軸上の間隔をＤ１０とするときに、０．０２＜Ｄ１０／ｆ＜０．４５を満たすこと
を特徴とする画像読取レンズ。
【請求項２】
　前記第６レンズが負の屈折力を有することを特徴とする請求項１記載の画像読取レンズ
。
【請求項３】
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　前記第１レンズは、少なくとも１面が非球面とされた樹脂製のレンズであることを特徴
とする請求項１または２に記載の画像読取レンズ。
【請求項４】
　前記第６レンズは、少なくとも１面が非球面とされた樹脂製のレンズであることを特徴
とする請求項１または２に記載の画像読取レンズ。
【請求項５】
　前記第４レンズは、少なくとも１面が非球面とされた正の屈折力を有する樹脂製のレン
ズであることを特徴とする請求項１または２に記載の画像読取レンズ。
【請求項６】
　前記第５レンズは、少なくとも１面が非球面とされた正の屈折力を有する樹脂製のレン
ズであることを特徴とする請求項１または２に記載の画像読取レンズ。
【請求項７】
　全体の焦点距離をｆ、前記第１レンズの焦点距離をｆ１とするときに、
　－３．３７＜ｆ１／ｆ＜－０．８５
を満たすことを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の画像読取レンズ。
【請求項８】
　全体の焦点距離をｆ、前記第５レンズの焦点距離をｆ５とするときに、
　０．３２＜ｆ５／ｆ＜１．７４
を満たすことを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載の画像読取レンズ。
【請求項９】
　全体の焦点距離をｆ、前記第２レンズ物体側の面の曲率半径をＲ３とするときに、
　０．２９＜Ｒ３／ｆ＜０．６７
を満たすことを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の画像読取レンズ。
【請求項１０】
　全体の焦点距離をｆ、前記第４レンズの中心厚をＤ７とするときに、
　０．０４＜Ｄ７／ｆ＜０．２８
を満たすことを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の画像読取レンズ。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれかに記載の画像読取レンズを備えることを特徴とする画像
読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イメージスキャナなどの画像読取装置、及び画像読取装置に搭載される画像
読取レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　文書や画像などの原稿を走査し、デジタルな画像データとして読み取る画像読取装置が
普及している。画像読取装置としては、コピー機、ファクシミリ、イメージスキャナやこ
れらの機能を併せ持つ複合機などが知られている。これらの画像読取装置は、所定の位置
にセットされた原稿に光を照射し、原稿からの反射光をレンズによってＣＣＤなどの固体
撮像素子上に原稿の像を結像させることで、原稿を忠実に再現した画像データを得る。
【０００３】
　画像読取装置に搭載されるレンズ（以下、画像読取レンズという）は、画像読取装置の
小型化のために、原稿の近傍に設けられるから、広角のレンズであることが求められる。
また、画像読取レンズは、原稿に忠実な画像データを得るために、各種収差が小さく、バ
ランス良く抑えられ、かつ、高い解像力が求められる。
【０００４】
　近年では、さらなる画像読取装置の小型化、低コスト化、高解像度化にともなって、画
像読取レンズに対してもさらなる小型化、低コスト化、高解像力化が求められている。
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【０００５】
　広角化、高解像力化を目的とする画像読取レンズとしては、例えば、６枚のレンズから
構成されるものが提案されている（特許文献１，２）。
【特許文献１】特開２００５－１７５０６号公報
【特許文献２】特許３７４０３７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１，２に記載された画像読取レンズは、半画角２５度程度の範囲内であれば良
好な光学性能を発揮するものの、それを越えるような画角では像面湾曲が増大してしまう
。このことから、特許文献１，２の画像読取レンズを用いる場合には、半画角が２５度以
下の画角範囲に原稿の全てが収まるように、原稿と画像読取レンズとの間隔を確保する必
要がある。
【０００７】
　したがって、画像読取装置の大きさは、原稿と画像読取レンズとの間隔に制約されてし
まい、さらなる小型化が難しいという問題がある。逆に、画像読取装置の小型化を優先し
て、原稿と画像読取レンズとの間隔を狭くすると、良好な画質で読み取ることのできる原
稿の大きさは比較的小さなものに限られてしまうという問題がある。
【０００８】
　また、原稿を照明する高輝度光源と画像読取レンズは近接して設けられるから、画像読
取レンズは、高輝度光源で生じる熱の影響を受けやすい。したがって、画像読取レンズに
樹脂製のレンズを使用すると、熱膨張によりピント移動が生じやすくなってしまうという
問題がある。一方、画像読取レンズを、熱による膨張が少ないガラスモールドレンズで構
成すれば、熱膨張によるピント移動が生じにくいが、収差補正のために非球面とするレン
ズまでもガラスモールドレンズとしなければならないために、画像読取レンズ及び画像読
取装置が高価なものとなってしまう。
【０００９】
　さらに、特許文献１，２には、Ｆ値が４．９９～５．０４の画像読取レンズが記載され
ているが、高解像力を維持したまま、原稿の読み取り速度を向上するために、これらより
もさらに明るく、収差が抑えられた画像読取レンズが求められている。
【００１０】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、安価でコンパクトな構成であり
ながらも、明るく、温度変化によるピント移動を抑えるとともに、第１レンズが負の屈折
力を有し、少なくとも２面を非球面とすることにより、半画角が２５度を超える広画角域
においても良好な光学性能を発揮する画像読取レンズを提供することを目的とする。また
、この画像読取レンズを搭載することにより、より大きな原稿を高解像度で読み取る安価
で小型の画像読取装置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】
【００１１】
　本発明の画像読取レンズは物体側から、負の屈折力を有する第１レンズと、正の屈折力
を有する第２レンズと、負の屈折力を有し、前記第２レンズと接合された第３レンズと、
絞りと、正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、第６レン
ズとからなり、前記６枚のレンズの中に、少なくとも１面が非球面とされた負の屈折力を
有する樹脂製のレンズと、少なくとも１面が非球面とされた正の屈折力を有する樹脂製の
レンズとを備え、全体の焦点距離をｆ、前記第５レンズの像側の面から前記第６レンズの
物体側の面までの光軸上の間隔をＤ１０とするときに、０．０２＜Ｄ１０／ｆ＜０．４５
を満たす。
【００１２】
　また、前記第６レンズが負の屈折力を有することを特徴とする。
【００１４】
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　また、前記第１レンズは、少なくとも１面が非球面とされた樹脂製のレンズであること
を特徴とする。
【００１５】
　また、前記第６レンズは、少なくとも１面が非球面とされた樹脂製のレンズであること
を特徴とする。
【００１６】
　また、前記第４レンズは、少なくとも１面が非球面とされた正の屈折力を有する樹脂製
のレンズであることを特徴とする。
【００１７】
　また、前記第５レンズは、少なくとも１面が非球面とされた正の屈折力を有する樹脂製
のレンズであることを特徴とする。
【００１８】
　また、全体の焦点距離をｆ、前記第１レンズの焦点距離をｆ１とするときに、－３．３
７＜ｆ１／ｆ＜－０．８５を満たすことを特徴とする。
【００１９】
　また、全体の焦点距離をｆ、前記第５レンズの焦点距離をｆ５とするときに、０．３２
＜ｆ５／ｆ＜１．７４を満たすことを特徴とする。
【００２０】
　また、全体の焦点距離をｆ、前記第２レンズ物体側の面の曲率半径をＲ３とするときに
、０．２９＜Ｒ３／ｆ＜０．６７を満たすことを特徴とする。
【００２１】
　また、全体の焦点距離をｆ、前記第４レンズの中心厚をＤ７とするときに、０．０４＜
Ｄ７／ｆ＜０．２８を満たすことを特徴とする。
【００２３】
　本発明の画像読取装置は、上述の画像読取レンズを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、安価でコンパクトな構成でありながら、温度変化によるピント移動を
抑え、半画角が２５度を超えるような広画角域においても良好な光学性能を発揮する画像
読取レンズを提供することができる。また、この画像読取レンズを用いることで、読み取
る原稿の大きさに制約を受けずに小型化した画像読取装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１に示すように、画像読取レンズ２５は、６枚のレンズと開口絞りＳ６とからなり、
物体側から順に、３枚のレンズからなる前群、開口絞りＳ６、３枚のレンズからなる後群
となるように配置される。なお、以下では、画像読取レンズ２５を構成する６枚のレンズ
を、物体側から順に第１レンズＬ１～第６レンズＬ６と称する。すなわち、最も物体側の
レンズを第１レンズＬ１、最も像側のレンズを第６レンズＬ６とする。前群は、第１レン
ズＬ１，第２レンズＬ２、第３レンズＬ３からなり、後群は第４レンズＬ４、第５レンズ
Ｌ５、第６レンズＬ６からなる。
【００２６】
　画像読取レンズ２５は、第１レンズＬ１～第６レンズＬ６のうち何れかに、少なくとも
１面を非球面とした正の屈折力の樹脂製のレンズと、少なくとも１面を非球面とした負の
屈折力の樹脂製のレンズとを含むように構成されている。
【００２７】
　第１レンズＬ１は、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で、負の屈折力を有するレン
ズとなっている。第２レンズＬ２は正の屈折力、第３レンズＬ３は負の屈折力を有するレ
ンズとなっている。また、第２レンズＬ２の像側の面と第３レンズＬ３の物体側の面は接
合されており、接合レンズ２８となっている。また、第４レンズＬ４は正の屈折力、第５
レンズＬ５は正の屈折力、第６レンズは負の屈折力のレンズとなっている。また、開口絞
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りＳ６は、第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との間に配置される。
【００２８】
　さらに、画像読取レンズ２５全体の焦点距離をｆ、第１レンズＬ１の焦点距離をｆ１、
第５レンズＬ５の焦点距離をｆ５、第２レンズの物体側の面の曲率半径をＲ３、第４レン
ズＬ４の中心厚をＤ７、第５レンズＬ５の像側の面から第６レンズＬ６の物体側の面まで
の光軸上の間隔をＤ１０とするときに、画像読取レンズ２５は下記の条件式（１）～（５
）を満たすように構成されている。
【００２９】
　（１）　－３．３７　＜　ｆ１／ｆ　＜　－０．８５
　（２）　０．３２　＜　ｆ５／ｆ　＜　１．７４
　（３）　０．２９　＜　Ｒ３／ｆ　＜　０．６７
　（４）　０．０４　＜　Ｄ７／ｆ　＜０．２８
　（５）　０．０２　＜　Ｄ１０／ｆ　＜０．４５
【００３０】
　条件式（１）は、第１レンズＬ１の焦点距離に関するものであり、ｆ１／ｆの値が条件
式（１）の上限を上回ると、コマ収差を良好に補正することが困難になる。また、ｆ１／
ｆの値が条件式（１）の下限を下回ると、像面湾曲を良好に補正することが困難になる。
なお、ｆ１／ｆの値は、条件式（１）を満たすものであれば良く、－３．２８＜ｆ１／ｆ
＜－０．９４を満たすことが好ましい。さらに、ｆ１／ｆの値は、－３．２１＜ｆ１／ｆ
＜－１．０１を満たすことがより好ましく、－３．１２＜ｆ１／ｆ＜－１．１０を満たす
ことが特に好ましい。
【００３１】
　条件式（２）は、第５レンズＬ５の焦点距離に関するものであり、ｆ５／ｆの値が条件
式（２）の上限を上回ると、歪曲収差を良好に補正することが困難になる。また、ｆ５／
ｆの値が条件式（２）の下限を下回ると、コマ収差を良好に補正することが困難になる。
なお、ｆ５／ｆの値は、条件式（２）を満たすものであれば良く、０．３８＜ｆ５／ｆ＜
１．６８を満たすことが好ましい。さらに、ｆ５／ｆの値は、０．４４＜ｆ５／ｆ＜１．
６２を満たすことがより好ましく、０．５０＜ｆ５／ｆ＜１．５６を満たすことが特に好
ましい。
【００３２】
　条件式（３）は、第２レンズＬ２の物体側の面の曲率に関するものであり、Ｒ３／ｆの
値が条件式（３）の上限を上回ると、倍率色収差を良好に補正することが困難になる。ま
た、Ｒ３／ｆの値が条件式（３）の下限を下回ると、コマ収差を良好に補正することが困
難になる。なお、Ｒ３／ｆの値は、条件式（３）を満たすものであれば良く、０．３１＜
Ｒ３／ｆ＜０．６５を満たすことが好ましい。さらに、Ｒ３／ｆの値は、０．３３＜Ｒ３
／ｆ＜０．６３を満たすことがより好ましく、０．３５＜Ｒ３／ｆ＜０．６１を満たすこ
とが特に好ましい。
【００３３】
　条件式（４）は、第４レンズＬ４の中心厚に関するものであり、Ｄ７／ｆの値が条件式
（４）の上限を上回ると、歪曲収差を良好に補正することが困難になる。また、Ｄ７／ｆ
の値が条件式（４）の下限を下回ると、倍率色収差を良好に補正することが困難になる。
なお、Ｄ７／ｆの値は、条件式（４）を満たすものであれば良く、０．０５＜Ｄ７／ｆ＜
０．２７を満たすことが好ましい。さらに、Ｄ７／ｆの値は、０．０６＜Ｄ７／ｆ＜０．
２６を満たすことがより好ましく、０．０６＜Ｄ７／ｆ＜０．２５を満たすことが特に好
ましい。
【００３４】
　条件式（５）は、第５レンズＬ５の像側の面から第６レンズＬ６の物体側の面までの光
軸上の間隔に関するものであり、Ｄ１０／ｆの値が条件式（５）の上限を上回ると、歪曲
収差を良好に補正することが困難になる。また、Ｄ１０／ｆの値が条件式（５）の下限を
下回ると像面湾曲を良好に補正することが困難になる。なお、Ｄ１０／ｆの値は、条件式
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（５）を満たすものであれば良く、０．０４＜Ｄ１０／ｆ＜０．４３を満たすことが好ま
しい。さらに、Ｄ１０／ｆの値は、０．０７＜Ｄ１０／ｆ＜０．４０を満たすことがより
好ましく、０．０９＜Ｄ１０／ｆ＜０．３８を満たすことが特に好ましい。
【００３５】
　画像読取レンズ２５は、第１レンズＬ１～第６レンズＬ６のなかに、少なくとも１面を
非球面とした正の屈折力を有する樹脂製のレンズと、少なくとも１面を非球面とした負の
屈折力を有する樹脂製のレンズとを併せて用い、かつ、第１レンズＬ１を負の屈折力とす
ることで、コンパクトな構成ながらも半画角が２５度を超えるような広画角が実現され、
さらに、半画角が２５度を超えるような広画角域においても像面湾曲が良好に補正される
。
【００３６】
　さらに、少なくとも１面を非球面とした正の屈折力を有する樹脂製のレンズの温度変化
によって生じるピント移動と、少なくとも１面を非球面とした負の屈折力を有する樹脂製
のレンズの温度変化によるピント移動とが互いに相殺され、画像読取レンズ２５の全体と
しては温度変化によるピント移動を抑えることができる。
【００３７】
　また、画像読取レンズ２５は、開口絞りＳ６に隣接して接合レンズ２８を配置すること
で軸上色収差をも良好に補正することができる。
【００３８】
　なお、上述の温度変化によるピント移動の抑止効果を十分に得て、かつ、軸上色収差を
良好に補正するためには、少なくとも１面を非球面とした正の屈折力を有する樹脂製のレ
ンズにアッベ数が５０以上の材料を使用し、少なくとも１面を非球面とした負の屈折力を
有する樹脂製のレンズにアッベ数が３５以下の材料を使用することが好ましい。
【００３９】
　また、開口絞りＳ６よりも後方（像側）に正の屈折力を有するレンズを２枚配置するこ
とで、球面収差をより良好に補正することができる。
【００４０】
　さらに、画像読取レンズ２５は、最も物体側に配置する第１レンズＬ１を負の屈折力と
し、かつ、最も像側に位置する第６レンズＬ６を負の屈折力とすることで、コンパクト化
が達成されつつも、像面湾曲が良好に補正される。
【００４１】
　以下、画像読取レンズ２５の具体的な例を、実施例１～８として数値を用いて説明する
。また、実施例１～８では、第１レンズＬ１の物体側の面から順に、画像読取レンズの各
面を開口絞りＳ６を含め、番号ｉ（ｉ＝１～１２）を用いてＳｉで表す。第２レンズＬ２
と第３レンズＬ３との接合面は面Ｓ４で表され、開口絞りＳ６は面Ｓ６で表される。
【００４２】
　また、隣接する面Ｓｉ間の間隔（面Ｓｉと面Ｓｉ＋１との光軸上の間隔）を面間隔Ｄｉ
（ｉ＝１～１１）で表す。
【００４３】
　＜実施例１＞
　図２に示すように、実施例１の画像読取レンズ３１は、物体側から順に配置された第１
レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと開口絞りＳ６とからなり、開口絞りＳ６は
第３レンズＬ３と第４レンズＬ４の間に配置される。すなわち、画像読取レンズ３１は、
物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開口絞り
Ｓ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配置され
る。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ３２となっている。
【００４４】
　画像読取レンズ３１は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
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【００４５】
　画像読取レンズ３１のレンズデータとして、各面Ｓｉの曲率半径Ｒｉ（ｍｍ）、各面間
隔Ｄｉ（ｍｍ）、レンズ番号をｊ（ｊ＝１～６）としてｄ線（５８７．６ｎｍ）に対する
各レンズＬｊの屈折力Ｎｄｊ、各レンズＬｊのアッベ数νｄｊを表１に示す。
【００４６】
【表１】

　
【００４７】
　表１に示すように、画像読取レンズ３１は、材質は各々異なるものを用いたが、第１レ
ンズＬ１、第２レンズＬ２、第３レンズＬ３、第５レンズＬ５をガラスレンズとし、かつ
、レンズの面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ３１は、第４レンズＬ４と
第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、第４レンズＬ４の面Ｓ７，Ｓ８、第６レンズＬ６
の面Ｓ１１，Ｓ１２を非球面とした。
【００４８】
　また、画像読取レンズ３１の全系の焦点距離ｆは３１．４（ｍｍ）、Ｆ値は４．５、結
像倍率βは－０．２２０（倍）、画角２ωは７９．４（度）となっている（表１参照）。
【００４９】
　非球面とした第４レンズＬ４及び第６レンズＬ６の面Ｓ７，Ｓ８，Ｓ１１，Ｓ１２の具
体的な形状は、非球面の深さＺ（ｍｍ）、光軸からレンズ面までの距離ｈ（ｍｍ）、円錐
定数ＫＡ、近軸曲率Ｃ（＝１／Ｒ、Ｒ：近軸曲率半径）、第ｉ次の非球面係数Ｂｉ（ｉ＝
３～１０）を用いて、下記数１の式で表される。画像読取レンズ３１の面Ｓ７，Ｓ８，Ｓ
１１，Ｓ１２の非球面係数の具体的な値は、表２に示すものとした。
【００５０】



(8) JP 5095443 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

【数１】

　
【００５１】
【表２】

　
【００５２】
【表３】

【００５３】
　表３に示すように、画像読取レンズ３１は、ｆ１／ｆ＝－１．２４，ｆ５／ｆ＝０．７
８４，Ｒ３／ｆ＝０．４５，Ｄ７／ｆ＝０．０７，Ｄ１０／ｆ＝０．３７となっており、
前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【００５４】
　図３及び図４には、画像読取装置の原稿載置台等に相当する平行平板のガラス板（厚さ
２．０ｍｍ）を画像読取レンズ３１の物体側に配置し、画像読取装置に搭載されたＣＣＤ
のカバーガラスに相当する平行平板のガラス板（厚さ１．１ｍｍ）を画像読取レンズ３１
の像側に配置した場合の、画像読取レンズ３１の各種収差を示す。
【００５５】
　また、画像読取レンズ３１の球面収差を図３（Ａ）に、非点収差を図３（Ｂ）に、歪曲
収差を図３（Ｃ）に、倍率色収差を図３（Ｄ）に示す。球面収差は、ｅ線（波長５４６．
１ｎｍ）についてのものを実線で、ｇ線（波長４３５．８ｎｍ）のものを破線で、Ｃ線（
波長６５６．３ｎｍ）のものを二点鎖線で示す。同様に、非点収差は、ｅ線についてのも
のを実線で、ｇ線についてのものを破線で、Ｃ線についてのものを二点鎖線で示し、また
、ｅ線，ｇ線，Ｃ線の各々についてサジタル方向（Ｓ方向）のものを太線で、タンジェン
シャル方向（Ｔ方向）のものを細線でそれぞれ示す。倍率色収差は、ｅ線を基準として、
ｇ線についてものを破線で、Ｃ線についてのものを二点鎖線で示す。
【００５６】
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　また、半画角ω（度）＝３９．７，３０．２，２２．６，０の場合についてタンジェン
シャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図４（Ａ）～図４（Ｄ）に示す。同様に、半画角ω（
度）＝３９．７，３０．２，２２．６の場合についてサジタル方向（Ｓ方向）のコマ収差
を図４（Ｅ）～図４（Ｇ）に示す。これらのコマ収差についても、ｅ線についてのものを
実線で、ｇ線についてのものを破線で、Ｃ線についてのものを二点鎖線で示す。
【００５７】
　なお、後述する実施例２～８で示す画像読取レンズのレンズデータは、実施例１と同様
の項目，単位とする。また、後述する実施例２～８で示す収差も、実施例１と同様に、画
像読取装置の原稿載置台等に相当する平行平板のガラス板（厚さ２．０ｍｍ）を画像読取
レンズの物体側に配置し、画像読取装置に搭載されたＣＣＤのカバーガラスに相当する平
行平板のガラス板（厚さ１．１ｍｍ）を画像読取レンズの像側に配置した場合の収差であ
るものとする。さらに、球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差の表記は、後述する
実施例２～８で示す収差図においても実施例１と同様とする。実施例２～８で示すコマ収
差についても、例示する半画角ωの値は各々異なるが、線種等の表記は実施例１と同様と
する。
【００５８】
　画像読取レンズ３１は、第４レンズＬ４と第６レンズＬ６とを非球面レンズとし、かつ
、第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコン
パクトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、
レンズデータ（表１～表３）や収差図（図３，図４）からわかるように、画像読取レンズ
３１は、第４レンズＬ４と第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、これら樹脂製レンズの
面を非球面とすることで、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差
がバランス良く小さく抑えられている。
【００５９】
　また、画像読取レンズ３１は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
【００６０】
　また、画像読取レンズ３１は、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、像面
湾曲をさらに良好に補正することができる。さらに、画像読取レンズ３１は、第４レンズ
Ｌ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとし、かつ、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈
折力の非球面レンズとした他の画像読取レンズ（例えば、後述する実施例５の画像読取レ
ンズ５１）と比較して、第６レンズＬ６の屈折力を大きくしたことにより、像面湾曲を特
に良好に補正できる。
【００６１】
　また、画像読取レンズ３１は、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、さら
に像面湾曲を良好に補正することができる。
【００６２】
　画像読取レンズ３１は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ３２とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ３１は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【００６３】
　さらに、画像読取レンズ３１は、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズ
とし、かつ、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取
装置を連続使用し、画像読取レンズ３１全体の温度が変化した場合に、第４レンズＬ４の
温度変化によるピント移動と、第６レンズＬ６の温度変化によるピント移動とが略相殺し
、画像読取レンズ３１全体としては殆どピント移動が生じない。
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【００６４】
　また、表３からわかるように、画像読取レンズ３１は、前述の条件式（１）～（５）を
満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をさらにバラ
ンス良く小さく抑えることができる。
【００６５】
　＜実施例２＞
　図５に示すように、実施例２の画像読取レンズ３６は、物体側から順に配置された第１
レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと、開口絞りＳ６とからなり、開口絞りＳ６
は第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との間に配置される。すなわち、画像読取レンズ３６
は、物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開口
絞りＳ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配置
される。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ３７となっている。
【００６６】
　画像読取レンズ３６は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
【００６７】
【表４】

　
【００６８】
　表４に示すように、画像読取レンズ３６は、材質は各々異なるものを用いたが、第１レ
ンズＬ１、第２レンズＬ２、第３レンズＬ３、第４レンズＬ４をガラスレンズとし、かつ
、レンズの面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ３６は、第５レンズＬ５と
第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、第５レンズＬ５の面Ｓ９，Ｓ１０、第６レンズＬ
６の面Ｓ１１，Ｓ１２を非球面とした。
【００６９】
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【表５】

【００７０】
　非球面とした第５レンズＬ５及び第６レンズＬ６の面Ｓ９～Ｓ１２の具体的な形状は、
実施例１の画像読取レンズ３１と同様に、前述の数１の式で表される。画像読取レンズ３
６の面Ｓ９～Ｓ１２の非球面係数の具体的な値は、表５に示すものとした。
【００７１】

【表６】

【００７２】
　表６に示すように、画像読取レンズ３６は、ｆ１／ｆ＝－１．１４，ｆ５／ｆ＝１．４
８０，Ｒ３／ｆ＝０．５６，Ｄ７／ｆ＝０．２４，Ｄ１０／ｆ＝０．２５となっており、
前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【００７３】
　図６には、画像読取レンズ３６の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す。
また、半画角ω（度）＝３９．９，３０．４，２２．７，０の場合について、タンジェン
シャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図７（Ａ）～図７（Ｄ）に示す。同様に、半画角ω（
度）＝３９．９，３０．４，２２．７の場合について、サジタル方向（Ｓ方向）のコマ収
差を図７（Ｅ）～図７（Ｇ）に示す。なお、これらの画像読取レンズ３６の各種収差図の
表記は、前述の実施例１と同様となっている。
【００７４】
　画像読取レンズ３６は、第５レンズＬ５と第６レンズＬ６とを非球面レンズとし、かつ
、第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコン
パクトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、
レンズデータ（表４～表６）や収差図（図６，図７）からわかるように、画像読取レンズ
３６は、第５レンズＬ５と第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、これら樹脂製のレンズ
の面を非球面とすることで、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収
差がバランス良く小さく抑えられている。
【００７５】
　また、画像読取レンズ３６は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
【００７６】
　また、画像読取レンズ３６は、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、像面
湾曲をさらに良好に補正することができる。さらに、表６等からわかる通り、第６レンズ
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読取レンズ３６は、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとし、かつ、第
６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとする他の画像読取レンズ（例えば、
後述する実施例６の画像読取レンズ５６）と比較して、像面湾曲をより良好に補正するこ
とができる。
【００７７】
　また、画像読取レンズ３６は、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、球面
収差をさらに良好に補正することができる。
【００７８】
　画像読取レンズ３６は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ３７とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ３６は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【００７９】
　さらに、画像読取レンズ３６は、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズ
とし、かつ、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取
装置を連続使用し、画像読取レンズ３６全体の温度が変化した場合に、第５レンズＬ５の
温度変化によるピント移動と、第６レンズＬ６の温度変化によるピント移動とが略相殺し
、画像読取レンズ３６全体としては殆どピント移動が生じない。
【００８０】
　また、表６からわかるように、画像読取レンズ３６は、前述の条件式（１）～（５）を
満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をさらにバラ
ンス良く小さく抑えることができる。
【００８１】
　＜実施例３＞
　図８に示すように、実施例３の画像読取レンズ４１は、物体側から順に配置された第１
レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと、開口絞りＳ６とからなり、開口絞りＳ６
は第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との間に配置される。すなわち、画像読取レンズ４１
は、物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開口
絞りＳ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配置
される。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ４２となっている。
【００８２】
　画像読取レンズ４１は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
【００８３】
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【表７】

　
【００８４】
　表７に示すように、画像読取レンズ４１は、材質は各々異なるものを用いたが、第２レ
ンズＬ２、第３レンズＬ３、第４レンズＬ４、第６レンズＬ６をガラスレンズとし、かつ
、レンズの面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ４１は、第１レンズＬ１と
第５レンズＬ５を樹脂製のレンズとし、第１レンズＬ１の面Ｓ１，Ｓ２、第５レンズＬ５
の面Ｓ９，Ｓ１０を非球面とした。
【００８５】
【表８】

　
【００８６】
　非球面とした第１レンズＬ１及び第５レンズＬ５の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ９，Ｓ１０の具体
的な形状は、実施例１の画像読取レンズ３１と同様に、前述の数１の式で表される。画像
読取レンズ４１の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ９，Ｓ１０の非球面係数の具体的な値は、表８に示す
ものとした。
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【００８７】
【表９】

【００８８】
　表９に示すように、画像読取レンズ４１は、ｆ１／ｆ＝－１．７２，ｆ５／ｆ＝１．５
９８，Ｒ３／ｆ＝０．６２，Ｄ７／ｆ＝０．０８，Ｄ１０／ｆ＝０．３９となっており、
前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【００８９】
　図９には、画像読取レンズ４１の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す。
また、半画角ω（度）＝３９．８，３０．２，２２．６，０の場合について、タンジェン
シャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図１０（Ａ）～図１０（Ｄ）に示す。同様に、半画角
ω（度）＝３９．８，３０．２，２２．６の場合について、サジタル方向（Ｓ方向）のコ
マ収差を図１０（Ｅ）～図１０（Ｇ）に示す。なお、これらの画像読取レンズ４１の各種
収差図の表記は、前述の実施例１と同様となっている。
【００９０】
　画像読取レンズ４１は、第１レンズＬ１と第５レンズＬ５とを非球面レンズとし、かつ
、第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコン
パクトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、
レンズデータ（表７～表９）や収差図（図９，図１０）からわかるように、画像読取レン
ズ４１は、第１レンズＬ１と第５レンズＬ５を樹脂製のレンズとし、これらの樹脂製のレ
ンズの面を非球面とすることで、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各
種収差がバランス良く小さく抑えられている。
【００９１】
　また、画像読取レンズ４１は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
さらに、画像読取レンズ４１は、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２との間隔を大きくした
ことにより、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとし、かつ、第５レン
ズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとした他の画像読取レンズ（例えば、後述す
る実施例７の画像読取レンズ６１）と比較して、像面湾曲をより良好に補正することがで
きる。
【００９２】
　また、画像読取レンズ４１は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
するから、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとした場合の第６レンズ
Ｌ６の大きさより、第１レンズＬ１の大きさを小さくすることができ、成型時の製造誤差
を小さく抑えやすくなる。
【００９３】
　また、画像読取レンズ４１は、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、球面
収差をさらに良好に補正することができる。
【００９４】
　画像読取レンズ４１は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ４２とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ４１は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【００９５】
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　さらに、画像読取レンズ４１は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズ
とし、かつ、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取
装置を連続使用し、画像読取レンズ４１全体の温度が変化した場合に、第１レンズＬ１の
温度変化によるピント移動と、第５レンズＬ５の温度変化によるピント移動とが略相殺し
、画像読取レンズ４１全体としては殆どピント移動が生じない。
【００９６】
　また、表９からわかるように、画像読取レンズ４１は、前述の条件式（１）～（５）を
満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をさらにバラ
ンス良く小さく抑えることができる。
【００９７】
　＜実施例４＞
　図１１に示すように、実施例４の画像読取レンズ４６は、物体側から順に配置された第
１レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと、開口絞りＳ６とからなり、開口絞りＳ
６は第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との間に配置される。すなわち、画像読取レンズ４
６は、物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開
口絞りＳ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配
置される。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ４７となっている。
【００９８】
　画像読取レンズ４６は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
【００９９】
【表１０】

　
【０１００】
　表１０に示すように、画像読取レンズ４６は、材質は各々異なるものを用いたが、第２
レンズＬ２、第３レンズＬ３、第５レンズＬ５、第６レンズＬ６をガラスレンズとし、か
つ、レンズの面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ４６は、第１レンズＬ１
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と第４レンズＬ４を樹脂製のレンズとし、第１レンズＬ１の面Ｓ１，Ｓ２、第４レンズＬ
４の面Ｓ７，Ｓ８を非球面とした。
【０１０１】
【表１１】

　
【０１０２】
　非球面とした第１レンズＬ１及び第４レンズＬ４の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ７，Ｓ８の具体的
な形状は、実施例１の画像読取レンズ３１と同様に、前述の数１の式で表される。画像読
取レンズ４６の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ７，Ｓ８の非球面係数の具体的な値は、表１１に示すも
のとした。
【０１０３】
【表１２】

【０１０４】
　表１２に示すように、画像読取レンズ４６は、ｆ１／ｆ＝－１．５９，ｆ５／ｆ＝１．
１０５，Ｒ３／ｆ＝０．６０，Ｄ７／ｆ＝０．１３，Ｄ１０／ｆ＝０．３４となっており
、前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【０１０５】
　図１２には、画像読取レンズ４６の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す
。また、半画角ω（度）＝４０．１，３０．４，２２．７，０の場合について、タンジェ
ンシャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図１３（Ａ）～図１３（Ｄ）に示す。同様に、半画
角ω（度）＝４０．１，３０．４，２２．７の場合について、サジタル方向（Ｓ方向）の
コマ収差を図１３（Ｅ）～図１３（Ｇ）に示す。なお、これらの画像読取レンズ４６の各
種収差図の表記は、前述の実施例１と同様となっている。
【０１０６】
　画像読取レンズ４６は、第１レンズＬ１と第４レンズＬ４とを非球面レンズとし、かつ
、第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコン
パクトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、
レンズデータ（表１０～表１２）や収差図（図１２，図１３）からわかるように、画像読
取レンズ４６は、第１レンズＬ１と第４レンズＬ４を樹脂製のレンズとし、これら樹脂製
のレンズの面を非球面とすることで、半画角ω（度）が２５度を超えるような広角域にお
いても、各種収差がバランス良く小さく抑えられる。
【０１０７】
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　また、画像読取レンズ４６は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
【０１０８】
　また、画像読取レンズ４６は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
することで、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとした場合の第６レン
ズＬ６の大きさより、第１レンズＬ１の大きさを小さくすることができ、成型時の製造誤
差を小さく抑えやすくなる。
【０１０９】
　また、画像読取レンズ４６は、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、像面
湾曲をさらに良好に補正することができる。さらに、画像読取レンズ４６は、第１レンズ
Ｌ１と第２レンズＬ２との間隔を大きくしたことにより、第１レンズＬ１を樹脂製の負の
屈折力の非球面レンズとし、かつ、第４レンズＬ４を樹脂製の正の屈折力の非球面レンズ
とした他の画像読取レンズ（例えば、後述する実施例８の画像読取レンズ６６）と比較し
て、像面湾曲をより良好に補正することができる。
【０１１０】
　画像読取レンズ４６は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ４７とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ４６は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【０１１１】
　さらに、画像読取レンズ４６は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズ
とし、かつ、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取
装置を連続使用し、画像読取レンズ４６全体の温度が変化した場合に、第１レンズＬ１の
温度変化によるピント移動と、第４レンズＬ４の温度変化によるピント移動とが略相殺し
、画像読取レンズ４６全体としては殆どピント移動が生じない。
【０１１２】
　また、表１２からわかるように、画像読取レンズ４６は、前述の条件式（１）～（５）
を満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をさらにバ
ランス良く小さく抑えることができる。
【０１１３】
　＜実施例５＞
　図１４に示すように、実施例５の画像読取レンズ５１は、物体側から順に配置された第
１レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと開口絞りＳ６とからなり、開口絞りＳ６
は第３レンズＬ３と第４レンズＬ４の間に配置される。すなわち、画像読取レンズ５１は
、物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開口絞
りＳ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配置さ
れる。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ５２となっている。
【０１１４】
　画像読取レンズ５１は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
【０１１５】
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【表１３】

　
【０１１６】
　表１３に示すように、画像読取レンズ５１は、材質は各々異なるものを用いたが、第１
レンズＬ１、第２レンズＬ２、第３レンズＬ３、第５レンズＬ５をガラスレンズとし、か
つ、レンズの面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ５１は、第４レンズＬ４
と第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、第４レンズＬ４の面Ｓ７，Ｓ８、第６レンズＬ
６の面Ｓ１１，Ｓ１２を非球面とした。
【０１１７】
【表１４】

　
【０１１８】
　非球面とした第４レンズＬ４及び第６レンズＬ６の面Ｓ７，Ｓ８，Ｓ１１，Ｓ１２の具
体的な形状は、実施例１の画像読取レンズ３１と同様に、前述の数１の式で表される。画
像読取レンズ５１の面Ｓ７，Ｓ８，Ｓ１１，Ｓ１２の非球面係数の具体的な値は、表１４
に示すものとした。
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【０１１９】
【表１５】

【０１２０】
　表１５に示すように、画像読取レンズ５１は、ｆ１／ｆ＝－１．１３，ｆ５／ｆ＝０．
７０６，Ｒ３／ｆ＝０．３５，Ｄ７／ｆ＝０．０９，Ｄ１０／ｆ＝０．２７となっており
、前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【０１２１】
　図１５には、画像読取レンズ５１の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す
。また、半画角ω（度）＝２９，２１．２，１５．５，０の場合について、タンジェンシ
ャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図１６（Ａ）～図１６（Ｄ）に示す。同様に、半画角ω
（度）＝２９，２１．２，１５．５の場合について、サジタル方向（Ｓ方向）のコマ収差
を図１６（Ｅ）～図１６（Ｇ）に示す。なお、これらの画像読取レンズ５１の各種収差図
の表記は、前述の実施例１と同様となっている。
【０１２２】
　画像読取レンズ５１は、第４レンズＬ４と第６レンズＬ６とを非球面レンズとし、かつ
、第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコン
パクトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、
レンズデータ（表１３～表１５）や収差図（図１５，図１６）からわかるように、画像読
取レンズ５１は、第４レンズＬ４と第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、これらの樹脂
製のレンズの面を非球面とすることで、半画角ωが２５度を越えるような広角域において
も、各種収差がバランス良く小さく抑えられている。
【０１２３】
　また、画像読取レンズ５１は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
【０１２４】
　また、画像読取レンズ５１は、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、像面
湾曲をさらに良好に補正することができる。さらに、画像読取レンズ５１は、第４レンズ
Ｌ４の屈折力を大きくすることにより、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レ
ンズとし、かつ、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとした他の画像読
取レンズ（例えば、実施例１の画像読取レンズ３１）と比較して、球面収差をより良好に
補正することができる。
【０１２５】
　また、画像読取レンズ５１は、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、像面
湾曲をさらに良好に補正することができる。
【０１２６】
　画像読取レンズ５１は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ５２とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ５１は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【０１２７】
　さらに、画像読取レンズ５１は、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズ
とし、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取装置を
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連続使用し、画像読取レンズ５１全体の温度が変化した場合に、第４レンズＬ４の温度変
化によるピント移動と、第６レンズＬ６の温度変化によるピント移動とが略相殺し、画像
読取レンズ５１全体としては殆どピント移動が生じない。
【０１２８】
　また、表１５からわかるように、画像読取レンズ５１は、前述の条件式（１）～（５）
を満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をさらにバ
ランス良く小さく抑えることができる。
【０１２９】
　＜実施例６＞
　図１７に示すように、実施例６の画像読取レンズ５６は、物体側から順に配置された第
１レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと、開口絞りＳ６とからなり、開口絞りＳ
６は第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との間に配置される。すなわち、画像読取レンズ５
６は、物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開
口絞りＳ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配
置される。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ５７となっている。
【０１３０】
　画像読取レンズ５６は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
【０１３１】
【表１６】

　
【０１３２】
　表１６に示すように、画像読取レンズ５６は、材質は各々異なるものを用いたが、第１
レンズＬ１、第２レンズＬ２、第３レンズＬ３、第４レンズＬ４をガラスレンズとし、か
つ、レンズ面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ５６は、第５レンズＬ５と
第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、第５レンズＬ５の面Ｓ９，Ｓ１０、第６レンズＬ
６の面Ｓ１１，Ｓ１２を非球面とした。



(21) JP 5095443 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

【０１３３】
【表１７】

　
【０１３４】
　非球面とした第５レンズＬ５及び第６レンズＬ６の面Ｓ９～Ｓ１２の具体的な形状は、
実施例１の画像読取レンズ３１と同様に、前述の数１の式で表される。画像読取レンズ５
６の面Ｓ９～Ｓ１２の非球面係数の具体的な値は、表１７に示すものとした。
【０１３５】
【表１８】

【０１３６】
　表１８に示すように、画像読取レンズ５６は、ｆ１／ｆ＝－１．１０，ｆ５／ｆ＝０．
７３９，Ｒ３／ｆ＝０．３６，Ｄ７／ｆ＝０．１２，Ｄ１０／ｆ＝０．０８となっており
、前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【０１３７】
　図１８には、画像読取レンズ５６の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す
。また、半画角ω（度）＝２９．１，２１．３，１５．５，０の場合について、タンジェ
ンシャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図１９（Ａ）～図１９（Ｄ）に示す。同様に、半画
角ω（度）＝２９．１，２１．３，１５．５の場合について、サジタル方向（Ｓ方向）の
コマ収差を図１９（Ｅ）～図１９（Ｇ）に示す。なお、これらの画像読取レンズ５６の各
種収差図の表記は、前述の実施例１と同様となっている。
【０１３８】
　画像読取レンズ５６は、第５レンズＬ５と第６レンズＬ６とを非球面レンズとし、かつ
、第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコン
パクトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、
レンズデータ（表１６～表１８）や収差図（図１８，図１９）からわかるように、画像読
取レンズ５６は、第５レンズＬ５と第６レンズＬ６を樹脂製のレンズとし、これらの樹脂
製のレンズ面を非球面とすることで、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても
、各種収差がバランス良く小さく抑えられている。
【０１３９】
　また、画像読取レンズ５６は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
【０１４０】
　また、画像読取レンズ５６は、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
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収差をさらに良好に補正することができる。
【０１４１】
　さらに、画像読取レンズ５６は、第５レンズＬ５の屈折力を大きくし、球面で構成され
た第４レンズＬ４の屈折力を小さくすることにより、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折
力の非球面レンズとし、かつ、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとし
た他の画像読取レンズ（例えば、実施例２の画像読取レンズ３６）と比較して、像面湾曲
をより良好に補正することができる。
【０１４２】
　また、画像読取レンズ５６は、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、像面
湾曲をさらに良好に補正することができる。
【０１４３】
　画像読取レンズ５６は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ５７とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ５６は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【０１４４】
　さらに、画像読取レンズ５６は、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズ
とし、かつ、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取
装置を連続使用し、画像読取レンズ５６全体の温度が変化した場合に、第５レンズＬ５の
温度変化によるピント移動と、第６レンズＬ６の温度変化によるピント移動とが略相殺し
、画像読取レンズ５６全体としては殆どピント移動が生じない。
【０１４５】
　また、表１８からわかるように、画像読取レンズ５６は、前述の条件式（１）～（５）
を満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をさらにバ
ランス良く小さく抑えることができる。
【０１４６】
　＜実施例７＞
　図２０に示すように、実施例７の画像読取レンズ６１は、物体側から順に配置された第
１レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと、開口絞りＳ６とからなり、開口絞りＳ
６は第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との間に配置される。すなわち、画像読取レンズ６
１は、物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開
口絞りＳ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配
置される。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ６２となっている。
【０１４７】
　画像読取レンズ６１は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
【０１４８】
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【表１９】

　
【０１４９】
　表１９に示すように、画像読取レンズ６１は、材質は各々異なるものを用いたが、第２
レンズＬ２、第３レンズＬ３、第４レンズＬ４、第６レンズＬ６をガラスレンズとし、か
つ、レンズの面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ６１は、第１レンズＬ１
と第５レンズＬ５を樹脂製のレンズとし、第１レンズＬ１の面Ｓ１，Ｓ２、第５レンズＬ
５の面Ｓ９，Ｓ１０を非球面とした。
【０１５０】
【表２０】

　
【０１５１】
　非球面とした第１レンズＬ１及び第５レンズＬ５の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ９，Ｓ１０の具体
的な形状は、実施例１の画像読取レンズ３１と同様に、前述の数１の式で表される。画像
読取レンズ６１の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ９，Ｓ１０の非球面係数の具体的な値は、表２０に示
すものとした。
【０１５２】
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【表２１】

【０１５３】
　表２１に示すように、画像読取レンズ６１は、ｆ１／ｆ＝－２．２２，ｆ５／ｆ＝１．
３１９，Ｒ３／ｆ＝０．４９，Ｄ７／ｆ＝０．２０，Ｄ１０／ｆ＝０．１４となっており
、前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【０１５４】
　図２１には、画像読取レンズ６１の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す
。また、半画角ω（度）＝２８．８，２１．１，１５．４，０の場合について、タンジェ
ンシャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図２２（Ａ）～図２２（Ｄ）に示す。同様に、半画
角ω（度）＝２８．８，２１．１，１５．４の場合について、サジタル方向（Ｓ方向）の
コマ収差を図２２（Ｅ）～図２２（Ｇ）に示す。なお、これらの画像読取レンズ６１の各
種収差図の表記は、前述の実施例１と同様となっている。
【０１５５】
　画像読取レンズ６１は、第１レンズＬ１と第５レンズＬ５とを非球面レンズとし、かつ
、第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコン
パクトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、
レンズデータ（表１９～表２１）や収差図（図２１，図２２）からわかるように、画像読
取レンズ６１は、第１レンズＬ１と第５レンズＬ５を樹脂製のレンズとし、これらの樹脂
製のレンズの面を非球面とすることで、半画角ωが２５度を超えるような広角域において
も、各種収差がバランス良く小さく抑えられている。
【０１５６】
　また、画像読取レンズ６１は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
【０１５７】
　さらに、画像読取レンズ６１は、第４レンズＬ４の中心厚を大きくすることにより、第
１レンズＬ１を樹脂製の負の屈折力の非球面レンズとし、かつ、第５レンズＬ５を樹脂製
で正の屈折力の非球面レンズとした他の画像読取レンズ（例えば、実施例３の画像読取レ
ンズ４１）と比較して、より小型化されるとともに、倍率色収差をより良好に補正するこ
とができる。
【０１５８】
　また、画像読取レンズ６１は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
するから、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとした場合の第６レンズ
Ｌ６の大きさより、第１レンズＬ１の大きさを小さくすることができ、成型時の製造誤差
を小さく抑えやすくなる。
【０１５９】
　また、画像読取レンズ６１は、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、球面
収差をさらに良好に補正することができる。
【０１６０】
　画像読取レンズ６１は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ６２とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ６１は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【０１６１】
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　さらに、画像読取レンズ６１は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズ
とし、かつ、第５レンズＬ５を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取
装置を連続使用し、画像読取レンズ６１全体の温度が変化した場合に、第１レンズＬ１の
温度変化によるピント移動と、第５レンズＬ５の温度変化によるピント移動とが略相殺し
、画像読取レンズ６１全体としては殆どピント移動が生じない。
【０１６２】
　また、表２１からわかるように、画像読取レンズ６１は、前述の条件式（１）～（５）
を満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をバランス
良く小さく抑えることができる。
【０１６３】
　＜実施例８＞
　図２３に示すように、実施例８の画像読取レンズ６６は、物体側から順に配置された第
１レンズＬ１～第６レンズＬ６の６枚のレンズと、開口絞りＳ６とからなり、開口絞り２
は第３レンズＬ３と第４レンズＬ４との間に配置される。すなわち、画像読取レンズ６６
は、物体側から順に、前群（第１レンズＬ１，第２レンズＬ２，第３レンズＬ３）、開口
絞りＳ６、後群（第４レンズＬ４，第５レンズＬ５，第６レンズＬ６）となるように配置
される。また、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３は接合レンズ６７となっている。
【０１６４】
　画像読取レンズ６６は、第１レンズＬ１、第３レンズＬ３、第６レンズＬ６を負の屈折
力のレンズとし、第２レンズＬ２、第４レンズＬ４、第５レンズＬ５を正の屈折力のレン
ズとした。
【０１６５】
【表２２】

　
【０１６６】
　表２２に示すように、画像読取レンズ６６は、材質は各々異なるものを用いたが、第２
レンズＬ２、第３レンズＬ３、第５レンズＬ５、第６レンズＬ６をガラスレンズとし、か
つ、レンズの面形状は何れも球面とした。一方、画像読取レンズ６６は、第１レンズＬ１
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と第４レンズＬ４を樹脂製のレンズとし、第１レンズＬ１の面Ｓ１，Ｓ２、第４レンズＬ
４の面Ｓ７，Ｓ８を非球面とした。
【０１６７】
【表２３】

　
【０１６８】
　非球面とした第１レンズＬ１及び第４レンズＬ４の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ７，Ｓ８の具体的
な形状は、実施例１の画像読取レンズ３１と同様に、前述の数１の式で表される。画像読
取レンズ６６の面Ｓ１，Ｓ２，Ｓ７，Ｓ８の非球面係数の具体的な値は、表２３に示すも
のとした。
【０１６９】
【表２４】

【０１７０】
　表２４に示すように、画像読取レンズ６６は、ｆ１／ｆ＝－３．１１，ｆ５／ｆ＝０．
４６４，Ｒ３／ｆ＝０．４７，Ｄ７／ｆ＝０．０８，Ｄ１０／ｆ＝０．１０となっており
、前述の条件式（１）～（５）を満たすように構成されている。
【０１７１】
　図２４には、画像読取レンズ６６の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す
。また、半画角ω（度）＝２８．８，２１，１５．３，０の場合について、タンジェンシ
ャル方向（Ｔ方向）のコマ収差を図２５（Ａ）～図２５（Ｄ）に示す。同様に、半画角ω
（度）＝２８．８，２１，１５．３の場合について、サジタル方向（Ｓ方向）のコマ収差
を図２５（Ｅ）～図２５（Ｇ）に示す。なお、これらの画像読取レンズ６６の各種収差図
の表記は、前述の実施例１と同様となっている。
【０１７２】
　画像読取レンズ６６は、第１レンズＬ１と第４レンズＬ４を非球面レンズとし、かつ、
第１レンズＬ１を負の屈折力とすることによって、６枚のレンズと開口絞りというコンパ
クトな構成ながらも、半画角が２５度を超える広画角のレンズとなっている。さらに、レ
ンズデータ（表２２～表２４）や収差図（図２４，図２５）からわかるように、第１レン
ズＬ１と第４レンズＬ４を樹脂製のレンズとし、これらの樹脂製のレンズの面を非球面と
することで、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差がバランス良
く小さく抑えられる。
【０１７３】
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　また、画像読取レンズ６６は、第１レンズＬ１と第６レンズＬ６を負の屈折力のレンズ
とするから、コンパクト化が達成されつつも、像面湾曲を良好に補正することができる。
【０１７４】
　また、画像読取レンズ６６は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズと
することで、第６レンズＬ６を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズとした場合の第６レン
ズＬ６の大きさより、第１レンズＬ１の大きさを小さくすることができ、成型時の製造誤
差を小さく抑えやすくなる。
【０１７５】
　さらに、画像読取レンズ６６は、第１レンズＬ１の屈折力を小さくしたことで、第１レ
ンズＬ１を樹脂製の負の屈折力の非球面レンズとし、かつ、第４レンズＬ４を樹脂製の正
の屈折力の非球面レンズとした他の画像読取レンズ（例えば、実施例４の画像読取レンズ
４６）と比較して、コマ収差をより良好に補正することができる。
【０１７６】
　また、画像読取レンズ６６は、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズと
するから、他のレンズを樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとする場合と比較して、像面
湾曲をさらに良好に補正することができる。
【０１７７】
　画像読取レンズ６６は、第２レンズＬ２と第３レンズＬ３を接合レンズ６７とし、開口
絞りＳ６に隣接して配置するから、軸上色収差をも良好に補正することができる。また、
画像読取レンズ６６は、開口絞りＳ６よりも像側に第４レンズＬ４と第５レンズＬ５の２
枚の正の屈折力のレンズを配置するから、球面収差をさらに良好に補正することができる
。
【０１７８】
　さらに、画像読取レンズ６６は、第１レンズＬ１を樹脂製で負の屈折力の非球面レンズ
とし、かつ、第４レンズＬ４を樹脂製で正の屈折力の非球面レンズとするから、画像読取
装置を連続使用し、画像読取レンズ６６全体の温度が変化した場合に、第１レンズＬ１の
温度変化によるピント移動と、第４レンズＬ４の温度変化によるピント移動とが略相殺し
、画像読取レンズ６６全体としては殆どピント移動が生じない。
【０１７９】
　また、表２４からわかるように、画像読取レンズ６６は、前述の条件式（１）～（５）
を満たすから、半画角ωが２５度を超えるような広角域においても、各種収差をさらにバ
ランス良く小さく抑えることができる。
【０１８０】
　また、上述の実施例１～８では、Ａ３判の原稿を読み取るイメージスキャナに特に好適
なように、画像読取レンズの焦点距離ｆがｆ＝２７．０～３１．９（ｍｍ）の例を示すが
、これに限らず、Ａ３判以外の原稿を読み取る場合にも、読み取る原稿の大きさや向きに
合わせて各実施例の画像読取レンズを拡大（縮小）して用いることが好ましい。
【０１８１】
　なお、上述の実施例では、レンズ面の曲率半径、面間隔、各レンズの屈折率やアッベ数
などのレンズデータを具体的な数値で示すが、これらの実施例に挙げる数値に限らず、他
の値となるように画像読取レンズを構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１８２】
【図１】画像読取レンズの構成を示す断面図である。
【図２】実施例１の画像読取レンズの断面図である。
【図３】実施例１の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示す
収差図である。
【図４】実施例１の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【図５】実施例２の画像読取レンズの断面図である。
【図６】実施例２の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示す
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【図７】実施例２の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【図８】実施例３の画像読取レンズの断面図である。
【図９】実施例３の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示す
収差図である。
【図１０】実施例３の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【図１１】実施例４の画像読取レンズの断面図である。
【図１２】実施例４の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示
す収差図である。
【図１３】実施例４の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【図１４】実施例５の画像読取レンズの断面図である。
【図１５】実施例５の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示
す収差図である。
【図１６】実施例５の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【図１７】実施例６の画像読取レンズの断面図である。
【図１８】実施例６の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示
す収差図である。
【図１９】実施例６の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【図２０】実施例７の画像読取レンズの断面図である。
【図２１】実施例７の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示
す収差図である。
【図２２】実施例７の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【図２３】実施例８の画像読取レンズの断面図である。
【図２４】実施例８の画像読取レンズの球面収差，非点収差，歪曲収差，倍率色収差を示
す収差図である。
【図２５】実施例８の画像読取レンズのコマ収差を示す収差図である。
【符号の説明】
【０１８３】
　２５，３１，３６，４１，４６，５１，５６，６１，６６　画像読取レンズ
　２８　接合レンズ
　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
　Ｓ６　開口絞り（絞り）
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