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(57)【要約】
【課題】光学防振機能などを組み込む場合であっても、
高い光学性能を維持しつつ、広角化と薄型化を両立させ
ることが可能な沈胴ズームレンズを提供すること。
【解決手段】この発明の沈胴ズームレンズは、物体側か
ら順に、正の屈折力を有する第１レンズ群ＧＲ1、負の
屈折力を有する第２レンズ群ＧＲ2、正の屈折力を有す
る第３レンズ群ＧＲ3、および正の屈折力を有する第４
レンズ群ＧＲ4が配置されて構成される。特に、第３レ
ンズ群ＧＲ3は、前記物体側から順に、正レンズＬ6、正
レンズＬ7、および負レンズＬ8が配置されて構成されて
いる。そして、所定の条件を満足することにより、高い
光学性能を維持しつつ、広角化と薄型化を両立させるこ
とができるようになる。
【選択図】図１



(2) JP 2009-198798 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から順に、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、正の屈折力を有する第４レンズ群と、が配置
されて構成される沈胴ズームレンズであって、
　前記第３レンズ群は、前記物体側から順に、正レンズからなる第１レンズと、正レンズ
からなる第２レンズと、負レンズからなる第３レンズと、が配置されて構成されており、
　被写体距離が無限遠での広角端における前記第３レンズ群を構成する前記第２レンズと
前記第３レンズとの合成結像倍率をβ323W、被写体距離が無限遠での広角端における前記
第４レンズ群の結像倍率をβ4Wとするとき、次の条件式を満足することを特徴とする沈胴
ズームレンズ。
　　２．５≦(β323W)

2×(β4W)
2≦３．５

【請求項２】
　物体側から順に、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、正の屈折力を有する第４レンズ群と、が配置
されて構成される沈胴ズームレンズであって、
　前記第３レンズ群は、前記物体側から順に、正レンズからなる第１レンズと、正レンズ
からなる第２レンズと、負レンズからなる第３レンズと、が配置されて構成されており、
　被写体距離が無限遠での望遠端における前記第３レンズ群を構成する前記第２レンズと
前記第３レンズとの合成結像倍率をβ323T、被写体距離が無限遠での望遠端における前記
第４レンズ群の結像倍率をβ4Tとするとき、次の条件式を満足することを特徴とする沈胴
ズームレンズ。
　　４．０≦(β323T)

2×(β4T)
2≦７．０

【請求項３】
　物体側から順に、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、正の屈折力を有する第４レンズ群と、が配置
されて構成される沈胴ズームレンズであって、
　前記第３レンズ群は、前記物体側から順に、正レンズからなる第１レンズと、正レンズ
からなる第２レンズと、負レンズからなる第３レンズと、が配置されて構成されており、
　被写体距離が無限遠での広角端における前記第３レンズ群を構成する前記第２レンズと
前記第３レンズとの合成結像倍率をβ323W、被写体距離が無限遠での望遠端における前記
第３レンズ群を構成する前記第２レンズと前記第３レンズとの合成結像倍率をβ323T、被
写体距離が無限遠での広角端における前記第４レンズ群の結像倍率をβ4W、被写体距離が
無限遠での望遠端における前記第４レンズ群の結像倍率をβ4Tとするとき、次の条件式を
満足することを特徴とする沈胴ズームレンズ。
　　２．５≦(β323W)

2×(β4W)
2≦３．５

　　４．０≦(β323T)
2×(β4T)

2≦７．０
【請求項４】
　前記第３レンズ群を構成する前記第１レンズと前記第２レンズとの間の空気間隔に絞り
手段を備え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沈胴ズームレン
ズ。
【請求項５】
　前記第１レンズ群～前記第４レンズ群の光軸上の厚さをそれぞれＬＴ1，ＬＴ2，ＬＴ3

，ＬＴ4、広角端における前記第１レンズ群と前記第２レンズ群との間の光軸上の空気間
隔をＡＴ12W、望遠端における前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空
気間隔をＡＴ23T、最大入射光線に対する結像円直径をＤＩＭＧMAXとするとき、次の条件
式を満足す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沈胴ズームレンズ。
　　(ＬＴ1＋ＬＴ2＋ＬＴ3＋ＬＴ4＋ＡＴ12W＋ＡＴ23T)／ＤＩＭＧMAX≦２．５
【請求項６】
　広角端から望遠端への変倍における前記第２レンズ群の光軸上の移動量をＭＯ2、被写



(3) JP 2009-198798 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

体距離が無限遠での全系の広角端と望遠端における焦点距離をそれぞれｆW，ｆTとすると
き、次の条件式を満足することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の沈胴ズ
ームレンズ。
　　｜ＭＯ2｜／(ｆT／ｆW)≦０．５
【請求項７】
　広角端における前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空気間隔をＡＴ

23W、望遠端における前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空気間隔を
ＡＴ23Tとするとき、次の条件式を満足することを特徴とする請求項１～６のいずれか一
つに記載の沈胴ズームレンズ。
　　ＡＴ23T／ＡＴ23W≦０．０４
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、デジタルスチルカメラや家庭用ビデオカメラなどの小型撮像装置に搭載す
るのに適した、高変倍が可能な沈胴ズームレンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルスチルカメラや家庭用ビデオカメラなどの小型撮像装置においては、よ
り一層の小型化が要求されている。この要求に応えるために、小型撮像装置に搭載される
撮影用レンズの薄型化が促進されている。特に、デジタルスチルカメラに搭載する撮影用
レンズに関しては、撮像素子の高画素化に対応できるように、薄型化とともに広角化やレ
ンズ性能の向上が図られている（たとえば、特許文献１～５を参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３３８７４０号公報
【特許文献２】特開２００６－２３５３０号公報
【特許文献３】特開２００６－２３５３１号公報
【特許文献４】特開２００６－１７１０５５号公報
【特許文献５】特開２００６－３０８６４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　撮影用レンズ、特にズームレンズの沈胴時（ズームレンズが最も縮んだ状態：撮像装置
に搭載した際、装置本体の電源切断時におけるズームレンズの状態）における薄型化を実
現するためには、ズームレンズを構成する各レンズ群の光軸上の厚さを薄くするとともに
、第１レンズ群と第２レンズ群との間および第２レンズ群と第３レンズ群との間の最小空
気間隔を小さくすることが要求される。この要求に応えるため、上記各特許文献に開示さ
れた技術をはじめとする従来のズームレンズでは、第３レンズ群内の空気間隔の像面に対
する縦倍率を小さくすることで対応している。しかし、このような手法では、ズームレン
ズの薄型化は図れても、広角化を図ることが困難であるという問題があった。
【０００５】
　また、ズームレンズの薄型化には、ズームレンズを構成する光学部材の一部を沈胴時に
光軸外へ対比させる手法も有効である。しかしながら、ズームレンズ内に光学防振機能な
どを組み込む場合には、薄型化は達成できても、広角化を達成することは困難である。
【０００６】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、光学防振機能などを組み
込む場合であっても、高い光学性能を維持しつつ、広角化と薄型化を両立させることが可
能な沈胴ズーム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】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかる沈胴ズームレン
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ズは、物体側から順に、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、正の屈折力を有する第４レンズ群と、が
配置されて構成される沈胴ズームレンズであって、前記第３レンズ群は、前記物体側から
順に、正レンズからなる第１レンズと、正レンズからなる第２レンズと、負レンズからな
る第３レンズと、が配置されて構成されており、被写体距離が無限遠での広角端における
前記第３レンズ群を構成する前記第２レンズと前記第３レンズとの合成結像倍率をβ323W

、被写体距離が無限遠での広角端における前記第４レンズ群の結像倍率をβ4Wとするとき
、次の条件式を満足することを特徴とする。
　　２．５≦(β323W)

2×(β4W)
2≦３．５

【０００８】
　この請求項１に記載の発明によれば、各レンズ群の光軸上の厚さが増加することなく、
必要十分な光学性能を維持したまま（諸収差を良好に補正）、広角端における広角化を達
成することができる。
【０００９】
　また、請求項２の発明にかかる沈胴ズームレンズは、物体側から順に、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、正の屈折力を有する第４レンズ群と、が配置されて構成される沈胴ズームレンズ
であって、前記第３レンズ群は、前記物体側から順に、正レンズからなる第１レンズと、
正レンズからなる第２レンズと、負レンズからなる第３レンズと、が配置されて構成され
ており、被写体距離が無限遠での望遠端における前記第３レンズ群を構成する前記第２レ
ンズと前記第３レンズとの合成結像倍率をβ323T、被写体距離が無限遠での望遠端におけ
る前記第４レンズ群の結像倍率をβ4Tとするとき、次の条件式を満足することを特徴とす
る。
　　４．０≦(β323T)

2×(β4T)
2≦７．０

【００１０】
　この請求項２に記載の発明によれば、各レンズ群の光軸上の厚さが増加することなく、
必要十分な光学性能を維持したまま（諸収差を良好に補正）、望遠端における広角化を達
成することができる。
【００１１】
　また、請求項３の発明にかかる沈胴ズームレンズは、物体側から順に、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、正の屈折力を有する第４レンズ群と、が配置されて構成される沈胴ズームレンズ
であって、前記第３レンズ群は、前記物体側から順に、正レンズからなる第１レンズと、
正レンズからなる第２レンズと、負レンズからなる第３レンズと、が配置されて構成され
ており、被写体距離が無限遠での広角端における前記第３レンズ群を構成する前記第２レ
ンズと前記第３レンズとの合成結像倍率をβ323W、被写体距離が無限遠での望遠端におけ
る前記第３レンズ群を構成する前記第２レンズと前記第３レンズとの合成結像倍率をβ32

3T、被写体距離が無限遠での広角端における前記第４レンズ群の結像倍率をβ4W、被写体
距離が無限遠での望遠端における前記第４レンズ群の結像倍率をβ4Tとするとき、次の条
件式を満足することを特徴とする。
　　２．５≦(β323W)

2×(β4W)
2≦３．５

　　４．０≦(β323T)
2×(β4T)

2≦７．０
【００１２】
　この請求項３に記載の発明によれば、光学防振機能などを組み込む場合であっても、高
い光学性能を維持しつつ、広角化と薄型化を両立させることができ、５倍程度以上の変倍
が可能な沈胴ズームレンズを実現することができる。
【００１３】
　また、請求項４の発明にかかる沈胴ズームレンズは、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レンズ群を構成する前記第１レンズと前記第２レンズとの間
の空気間隔に絞り手段を備えていることを特徴とする。
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【００１４】
　この請求項４に記載の発明によれば、前記第３レンズ群の物体側に絞り機構を配置する
ことが不要になるので、望遠端における前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の空
気間隔を縮小させることが可能になり、より沈胴ズームレンズの薄型化が促進される。
【００１５】
　また、請求項５の発明にかかる沈胴ズームレンズは、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１レンズ群～前記第４レンズ群の光軸上の厚さをそれぞれＬＴ

1，ＬＴ2，ＬＴ3，ＬＴ4、広角端における前記第１レンズ群と前記第２レンズ群との間の
光軸上の空気間隔をＡＴ12W、望遠端における前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との
間の光軸上の空気間隔をＡＴ23T、最大入射光線に対する結像円直径をＤＩＭＧMAXとする
とき、次の条件式を満足することを特徴とする。
　　(ＬＴ1＋ＬＴ2＋ＬＴ3＋ＬＴ4＋ＡＴ12W＋ＡＴ23T)／ＤＩＭＧMAX≦２．５
【００１６】
　この請求項５に記載の発明によれば、沈胴ズームレンズの沈胴時における光軸上の厚さ
を縮小することができ、沈胴時の沈胴ズームレンズの薄型化が促進される。
【００１７】
　また、請求項６の発明にかかる沈胴ズームレンズは、請求項１～５のいずれか一つに記
載の発明において、広角端から望遠端への変倍における前記第２レンズ群の光軸上の移動
量をＭＯ2、被写体距離が無限遠での全系の広角端と望遠端における焦点距離をそれぞれ
ｆW，ｆTとするとき、次の条件式を満足することを特徴とする。
　　｜ＭＯ2｜／(ｆT／ｆW)≦０．５
【００１８】
　この請求項６に記載の発明によれば、沈胴ズームレンズの広角端における全系の長さと
望遠端における全系の長さとのバランスを保ちながら、沈胴ズームレンズの薄型化を図る
ことができる。
【００１９】
　また、請求項７の発明にかかる沈胴ズームレンズは、請求項１～６のいずれか一つに記
載の発明において、広角端における前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上
の空気間隔をＡＴ23W、望遠端における前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光
軸上の空気間隔をＡＴ23Tとするとき、次の条件式を満足することを特徴とする。
　　ＡＴ23T／ＡＴ23W≦０．０４
【００２０】
　この請求項７に記載の発明によれば、前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光
軸上の空気間隔が縮小され、より沈胴ズームレンズの薄型化が促進される。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、光学防振機能などを組み込む場合であっても、高い光学性能を維持
しつつ、広角化と薄型化を両立させることが可能な高変倍の沈胴ズームレンズを提供する
ことができるという効果を奏する。この沈胴ズームレンズは、所定の条件を満足すること
により、薄型化、広角化を達成するとともに、良好な収差補正が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、この発明にかかる沈胴ズームレンズの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００２３】
　この実施の形態にかかる沈胴ズームレンズは、物体側から順に、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
、正の屈折力を有する第４レンズ群と、が配置されて構成される。また、前記第３レンズ
群は、物体側から順に、正レンズからなる第１レンズと、正レンズからなる第２レンズと
、負レンズからなる第３レンズと、が配置されて構成される。この沈胴ズームレンズは、
前記第１～第４レンズ群を光軸に沿って独立して移動させることによって変倍を行う。ま
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た、前記第４レンズ群を光軸に沿って移動させることによってフォーカシングを行う。
【００２４】
　この発明は、光学防振機能などを組み込む場合であっても、高い光学性能を維持しつつ
、広角化と薄型化を両立させることが可能な沈胴ズームレンズを提供することを目的とし
ている。そこで、かかる目的を達成するため、前述の構成に加えて、以下に示す条件を設
定している。
【００２５】
　すなわち、この実施の形態の沈胴ズームレンズにおいて、被写体距離が無限遠での広角
端における前記第３レンズ群を構成する前記第２レンズと前記第３レンズとの合成結像倍
率をβ323W、被写体距離が無限遠での広角端における前記第４レンズ群の結像倍率をβ4W

とするとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（１）　２．５≦(β323W)

2×(β4W)
2≦３．５

【００２６】
　条件式（１）は、この実施の形態にかかる沈胴ズームレンズの広角端における第３レン
ズ群内の空気間隔の像面に対する縦倍率を規定する式である。条件式（１）を満足するこ
とで、この沈胴ズームレンズは、各レンズ群の光軸上の厚さが増加することなく、必要十
分な光学性能を維持したまま（諸収差を良好に補正）、広角端における広角化を達成する
ことができる。この条件式（１）においてその下限を下回ると、前記第３レンズ群を構成
する各レンズの厚さが増し、薄型化に支障をきたす。一方、この条件式（１）においてそ
の上限を超えると、製造誤差を補完するために、フォーカシング時におけるフォーカス群
（第４レンズ群）の移動量が増加し、薄型化に支障をきたすため、好ましくない。
【００２７】
　また、この実施の形態の沈胴ズームレンズにおいて、被写体距離が無限遠での望遠端に
おける前記第３レンズ群を構成する前記第２レンズと前記第３レンズとの合成結像倍率を
β323T、被写体距離が無限遠での望遠端における前記第４レンズ群の結像倍率をβ4Tとす
るとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（２）　４．０≦(β323T)

2×(β4T)
2≦７．０

【００２８】
　条件式（２）は、この実施の形態にかかる沈胴ズームレンズの望遠端における第３レン
ズ群内の空気間隔の像面に対する縦倍率を規定する式である。条件式（２）を満足するこ
とで、この沈胴ズームレンズは、各レンズ群の光軸上の厚さが増加することなく、必要十
分な光学性能を維持したまま（諸収差を良好に補正）、望遠端における広角化を達成する
ことができる。この条件式（２）においてその下限を下回ると、前記第３レンズ群を構成
する各レンズの厚さが増し、薄型化に支障をきたす。一方、この条件式（２）においてそ
の上限を超えると、製造誤差を補完するために、フォーカシング時におけるフォーカス群
（第４レンズ群）の移動量が増加し、薄型化に支障をきたすため、好ましくない。
【００２９】
　この実施の形態にかかる沈胴ズームレンズは、前述した構成に加え、条件式（１）また
は（２）のいずれかを満足すれば、光学防振機能などを組み込む場合であっても、高い光
学性能を維持しつつ、広角化と薄型化を両立させることが可能な沈胴ズームレンズになる
。このようにすることで、高い光学性能を備えた、５倍程度以上の変倍が可能な沈胴ズー
ムレンズを実現することができる。
【００３０】
　また、この実施の形態の沈胴ズームレンズにおいて、より薄型化が要求される場合には
、条件式（１），（２）に加え、さらに以下に示す各条件を満足することが好ましい。
【００３１】
　この実施の形態の沈胴ズームレンズでは、前記第３レンズ群を構成する前記第１レンズ
と前記第２レンズとの間の空気間隔に絞り手段を備えていることが好ましい。
【００３２】
　このようにすることで、従来から一般的に行われていたような、前記第３レンズ群の物
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体側に絞り機構を配置するということが不要になる。このため、望遠端における前記第２
レンズ群と前記第３レンズ群との間の空気間隔を縮小させることが可能になり、より沈胴
ズームレンズの薄型化が促進される。
【００３３】
　さらに、この実施の形態の沈胴ズームレンズを構成する前記第１レンズ群～前記第４レ
ンズ群の光軸上の厚さをそれぞれＬＴ1，ＬＴ2，ＬＴ3，ＬＴ4、広角端における前記第１
レンズ群と前記第２レンズ群との間の光軸上の空気間隔をＡＴ12W、望遠端における前記
第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空気間隔をＡＴ23T、最大入射光線に
対する結像円直径をＤＩＭＧMAXとするとき、次の条件式を満足することが好ましい。
（３）　(ＬＴ1＋ＬＴ2＋ＬＴ3＋ＬＴ4＋ＡＴ12W＋ＡＴ23T)／ＤＩＭＧMAX≦２．５
【００３４】
　条件式（３）は、この実施の形態にかかる沈胴ズームレンズの沈胴時における光軸上の
厚さを縮小するための条件を示す式である。条件式（３）を満足することにより、沈胴時
の薄型化を達成できる。この条件式（３）において、ＬＴ1，ＬＴ2，ＬＴ3，ＬＴ4，ＡＴ

12W，ＡＴ23Tの一つでも大きくなって、当該条件式の上限を超えるような場合は、沈胴時
の光軸上の厚さが増し、十分な薄型化が達成できず、好ましくない。
【００３５】
　さらに、この実施の形態の沈胴ズームレンズにおいて、広角端から望遠端への変倍にお
ける前記第２レンズ群の光軸上の移動量をＭＯ2、被写体距離が無限遠での全系の広角端
と望遠端における焦点距離をそれぞれｆW，ｆTとするとき、次の条件式を満足することが
好ましい。
（４）　｜ＭＯ2｜／(ｆT／ｆW)≦０．５
【００３６】
　条件式（４）は、この実施の形態にかかる沈胴ズームレンズの広角端における全系の長
さと望遠端における全系の長さとのバランスを保つための条件を示す式である。条件式（
４）を満足することにより、この沈胴ズームレンズの広角端における全系の長さと望遠端
における全系の長さとのバランスを保ちながら、沈胴ズームレンズの薄型化を図ることが
できる。この条件式（４）においてその上限を超えると、この沈胴ズームレンズの広角端
における全系の長さと望遠端における全系の長さとのバランスを失し、薄型化が困難にな
る。
【００３７】
　たとえば、前記第２レンズ群の広角端での位置が望遠端での位置よりも物体側に大きく
移動することにより｜ＭＯ2｜の値が増大し、条件式（４）の上限を超えた場合は、望遠
端における全系の長さは短くなるものの、広角端における全系の長さが増大するため、薄
型化に支障をきたす。一方、前記第２レンズ群の望遠端での位置が広角端での位置よりも
物体側に大きく移動することにより｜ＭＯ2｜の値が増大し、条件式（４）の上限を超え
た場合は、広角端における全系の長さは短くなるものの、望遠端における全系の長さが増
大するため、薄型化に支障をきたし、好ましくない。
【００３８】
　さらに、この実施の形態の沈胴ズームレンズにおいて、広角端における前記第２レンズ
群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空気間隔をＡＴ23W、望遠端における前記第２レ
ンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空気間隔をＡＴ23Tとするとき、次の条件式
を満足することが好ましい。
（５）　ＡＴ23T／ＡＴ23W≦０．０４
【００３９】
　条件式（５）は、前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空気間隔を規
定するための式である。条件式（５）を満足することで、この沈胴ズームレンズの薄型化
が促進される。この条件式（５）においてその上限を超えると、この沈胴ズームレンズを
構成する前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間の光軸上の空気間隔が増大し、薄型
化が阻害されるため、好ましくない。
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【実施例】
【００４０】
　以下、この発明にかかる沈胴ズームレンズの実施例を示す。
【００４１】
　図１は、この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの構成を示す光軸に沿う断面図で
ある。この沈胴ズームレンズは、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ＧＲ1、負の屈折力を有する第２レンズ群ＧＲ2、正の屈折力を有する第３レンズ群
ＧＲ3、および正の屈折力を有する第４レンズ群ＧＲ4が配置されて構成される。なお、第
４レンズ群ＧＲ4と像面ＩＭＧとの間には、赤外線カットフィルタやローパスフィルタな
どからなるフィルタＦＴと、撮像素子のカバーガラスＣＧが配置されている。これらフィ
ルタＦＴやカバーガラスＣＧは必要に応じて配置されるものであり、不要な場合は省略可
能である。また、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。
【００４２】
　第１レンズ群ＧＲ1は、前記物体側から順に、負レンズＬ1、正レンズＬ2が配置されて
構成されている。負レンズＬ1と正レンズＬ2とは接合されている。
【００４３】
　第２レンズ群ＧＲ2は、前記物体側から順に、負レンズＬ3、負レンズＬ4、および正レ
ンズＬ5が配置されて構成されている。また、正レンズＬ5の両面には非球面が形成されて
いる。
【００４４】
　第３レンズ群ＧＲ3は、前記物体側から順に、正レンズＬ6（第１レンズ）、正レンズＬ

7（第２レンズ）、および負レンズＬ8（第３レンズ）が配置されて構成されている。正レ
ンズＬ7と負レンズＬ8とは接合されている。また、正レンズＬ6の両面には非球面が形成
されている。さらに、正レンズＬ6の像面ＩＭＧ側の面には絞りＩＲが設けられている。
【００４５】
　第４レンズ群ＧＲ4は、正レンズＬ9で構成されている。正レンズＬ9の両面には非球面
が形成されている。
【００４６】
　この沈胴ズームレンズは、第１レンズ群ＧＲ1、第２レンズ群ＧＲ2、第３レンズ群ＧＲ

3、および第４レンズ群ＧＲ4を光軸に沿って独立して移動させることによって変倍を行う
。この沈胴ズームレンズは、撮像装置に搭載した際に、装置の電源切断時に各レンズ群間
の空気間隔を変倍時の最小間隔またはそれ以下になるようにすることで沈胴状態となるよ
うに構成される。また、第４レンズ群ＧＲ4を光軸に沿って移動させることによってフォ
ーカシングを行う。
【００４７】
　この実施例では、第２レンズ群ＧＲ2を構成する正レンズＬ5の両面に非球面が形成され
ている例を示したが、要求される画角や変倍比によっては必ずしも非球面を形成する必要
はない。また、負レンズＬ3、負レンズＬ4を球面レンズで構成しているが、さらなる高変
倍化や広角化が必要となった場合には、非球面レンズを用いると有効である。
【００４８】
　以下、この実施例にかかる沈胴ズームレンズに関する各種数値データを示す。
【００４９】
広角端における焦点距離（ｆW）＝5.14mm
中間位置における焦点距離（ｆ）＝11.29mm
望遠端における焦点距離（ｆT）＝24.73mm
Ｆナンバ（Ｆｎｏ．）＝3.30（広角端）～4.08（中間位置）～5.37（望遠端）
半画角（ω）＝38.7°（広角端）～18.5°（中間位置）～8.72°（望遠端）
【００５０】
（条件式（１）に関する数値）
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(β323W)
2×(β4W)

2＝3.183
【００５１】
（条件式（２）に関する数値）
(β323T)

2×(β4T)
2＝5.975

【００５２】
（条件式（３）に関する数値）
(ＬＴ1＋ＬＴ2＋ＬＴ3＋ＬＴ4＋ＡＴ12W＋ＡＴ23T)／ＤＩＭＧMAX＝1.926
【００５３】
（条件式（４）に関する数値）
｜ＭＯ2｜／(ｆT／ｆW)＝0.186
【００５４】
（条件式（５）に関する数値）
ＡＴ23T／ＡＴ23W＝0.026
【００５５】
ｒ1＝25.214　　ｄ1＝0.750 ｎd1＝1.93323 νd1＝20.7
ｒ2＝17.558　　ｄ2＝2.431 ｎd2＝1.80831 νd2＝46.3
ｒ3＝197.551 ｄ3＝0.400(広角端)～7.161(中間位置)～13.871（望遠端）
ｒ4＝44.756　　ｄ4＝0.500 ｎd3＝1.80831 νd3＝46.3
ｒ5＝6.095 ｄ5＝2.063
ｒ6＝87.125　　ｄ6＝0.500 ｎd4＝1.88815 νd4＝40.6
ｒ7＝7.335 ｄ7＝0.723
ｒ8＝9.758（非球面）　　ｄ8＝2.417 ｎd5＝1.82918 νd5＝23.9
ｒ9＝5.052×105（非球面）　　ｄ9＝11.387(広角端)～3.932(中間位置)～0.300（望遠端
）
ｒ10＝4.908（非球面）　　ｄ10＝1.321 ｎd6＝1.69661 νd6＝53.0
ｒ11＝-17.101（非球面）　　ｄ11＝0.150
ｒ12＝4.086 ｄ12＝1.091 ｎd7＝1.49845 νd7＝81.2
ｒ13＝28.986　　ｄ13＝0.400 ｎd8＝1.91048 νd8＝31.1
ｒ14＝2.942 ｄ14＝4.777(広角端)～6.059(中間位置)～12.100（望遠端）
ｒ15＝12.855（非球面）　　ｄ15＝1.706 ｎd9＝1.59412 νd9＝66.8
ｒ16＝-38.524（非球面）　　ｄ16＝2.187(広角端)～4.442(中間位置)～5.057（望遠端）
ｒ17＝∞　　ｄ17＝0.330 ｎd10＝1.51872 νd10＝64.0
ｒ18＝∞　　ｄ18＝0.690
ｒ19＝∞　　ｄ19＝0.500 ｎd11＝1.51872 νd11＝64.0
ｒ20＝∞　　ｄ20＝0.600
ｒ21＝∞（像面）
【００５６】
コーニック定数（Κ）および非球面係数（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
（第８面）
Κ＝5.18670×10-2，
Ａ＝-8.52936×10-5，　Ｂ＝-1.58620×10-5，
Ｃ＝1.18099×10-6，　Ｄ＝-2.61136×10-8

（第９面）
Κ＝0，
Ａ＝-2.62703×10-4，　Ｂ＝-1.42954×10-5，
Ｃ＝1.16250×10-6，　Ｄ＝-3.24788×10-8

（第１０面）
Κ＝0，
Ａ＝-7.60897×10-4，　Ｂ＝-2.24476×10-4，
Ｃ＝4.92808×10-5，　Ｄ＝-6.95411×10-6
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（第１１面）
Κ＝0，
Ａ＝5.82435×10-4，　Ｂ＝-3.41641×10-4，
Ｃ＝8.54948×10-5，　Ｄ＝-1.09402×10-5

（第１５面）
Κ＝0，
Ａ＝-3.81066×10-4，　Ｂ＝7.08912×10-5，
Ｃ＝-5.38903×10-6，　Ｄ＝1.36319×10-7

（第１６面）
Κ＝0，
Ａ＝-3.28899×10-4，　Ｂ＝7.80046×10-5，
Ｃ＝-5.93756×10-6，　Ｄ＝1.47937×10-7

【００５７】
　なお、上記数値データにおいて、ｒ1，ｒ2，・・・・は各レンズ、絞り面などの曲率半
径、ｄ1，ｄ2，・・・・は各レンズ、絞り、光学フィルタなどの肉厚またはそれらの面間
隔、ｎd1，ｎd2，・・・・は各レンズ、光学フィルタなどのｄ線における屈折率、νd1，
νd2，・・・・は各レンズ、光学フィルタなどのｄ線におけるアッベ数を示している。
【００５８】
　また、上記各非球面形状は、光軸に平行な面のサグ量をＺ、光軸からの高さをｈとし、
光の進行方向を正とするとき、以下に示す式により表される。
【００５９】

【数１】

【００６０】
　ただし、ｃは面頂点での曲率（＝１／ｒ）、Κはコーニック定数、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄはそ
れぞれ４次，６次，８次，１０次の非球面係数である。
【００６１】
　また、図２は、この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの広角端における諸収差図
である。図３は、この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの中間位置における諸収差
図である。図４は、この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの望遠端における諸収差
図である。
【００６２】
　以上説明したように、この発明によれば、光学防振機能などを組み込む場合であっても
、高い光学性能を維持しつつ、広角化と薄型化を両立させることが可能な高変倍（５倍程
度）の沈胴ズームレンズを提供することができる。特に、この沈胴ズームレンズは、所定
の条件を満足することにより、薄型化（特に沈胴時）、広角化を達成するとともに、良好
な収差補正が可能になる。
【００６３】
　また、この発明にかかる沈胴ズームレンズは、非球面が形成されたレンズを含んで構成
されているため、少ないレンズ枚数で、諸収差を良好に補正することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　以上のように、この発明にかかる沈胴ズームレンズは、撮像装置に有用であり、特に、
デジタルスチルカメラや家庭用ビデオカメラなどの小型化が要求される撮像装置に好適で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
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【図１】この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの構成を示す光軸に沿う断面図であ
る。
【図２】この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの広角端における諸収差図である。
【図３】この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの中間位置における諸収差図である
。
【図４】この発明の実施例にかかる沈胴ズームレンズの望遠端における諸収差図である。
【符号の説明】
【００６６】
　ＧＲ1　第１レンズ群
　ＧＲ2　第２レンズ群
　ＧＲ3　第３レンズ群
　ＧＲ4　第４レンズ群
　Ｌ1，Ｌ3，Ｌ4，Ｌ8　負レンズ
　Ｌ2，Ｌ5，Ｌ6，Ｌ7，Ｌ9　正レンズ
　ＩＭＧ　像面
　ＩＲ　絞り
　ＦＴ　フィルタ
　ＣＧ　カバーガラス
　Ｓ　球欠的像面（サジタル像面）
　Ｔ　子午的像面（タンジェンシャル像面）

【図１】 【図２】
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