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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を
持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群
とからなるズームレンズにおいて、
　広角端状態から望遠端状態へのズーミングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レン
ズ群、前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群の各群が移動し、
　前記第４レンズ群は、メニスカス形状の正レンズを有し、
　前記第１レンズ群が接合レンズのみで構成され、
　前記ズームレンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠
端状態における焦点距離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前
記第２レンズ群のレンズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし
、前記第１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式
　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　＜　１．２４
　０．５０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　＜　０．６４
　１．２５　＜　ｆｔ　／　ｆＧ３　＜　４．００
　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０．０９３
の条件を満足することを特徴としたズームレンズ。
【請求項２】
　光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を
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持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群
とからなるズームレンズにおいて、
　広角端状態から望遠端状態へのズーミングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レン
ズ群、前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群の各群が移動し、
　前記第４レンズ群は、メニスカス形状の正レンズを有し、
　前記ズームレンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠
端状態における焦点距離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前
記第２レンズ群のレンズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし
、前記第１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式
　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　≦　１．１１４
　０．１０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　≦　０．５５０
　１．２５　＜　ｆｔ　／　ｆＧ３　＜　４．００
　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０．０８８
の条件を満足することを特徴としたズームレンズ。
【請求項３】
　光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を
持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群
とからなるズームレンズにおいて、
　広角端状態から望遠端状態へのズーミングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レン
ズ群、前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群の各群が移動し、
　前記第４レンズ群は、メニスカス形状の正レンズを有し、
　前記ズームレンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠
端状態における焦点距離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前
記第２レンズ群のレンズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし
、前記第１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式
　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　＜　１．２４
　０．１０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　≦　０．５５０
　１．４９９　≦　ｆｔ　／　ｆＧ３　＜　４．００
　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０．０８８
の条件を満足することを特徴としたズームレンズ。
【請求項４】
　前記第１レンズ群が接合レンズのみで構成されていることを特徴とする請求項２又は３
に記載のズームレンズ。
【請求項５】
　前記第１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式
　０．３　＜　ｆｔ　／　ｆＧ１　＜　１．０
の条件を満足することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項６】
　前記第４レンズ群が単レンズのみで構成されていることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項７】
　前記第４レンズ群のメニスカス形状の正レンズは、像側に凹面を向けたメニスカス形状
であることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項８】
　前記第４レンズ群は、非球面を有することを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に
記載のズームレンズ。
【請求項９】
　前記第１レンズ群は、広角端状態から望遠端状態へのズーミングに際して、一旦像側に
向かって移動した後に、物体側に移動することを特徴とする請求項１～８のいずれか一項
に記載のズームレンズ。
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【請求項１０】
　前記第１レンズ群は、物体側より順に並んだ、負レンズと、正レンズとを有することを
特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項１１】
　前記第４レンズ群を光軸方向に移動させて、無限遠物体から近距離物体への合焦を行う
ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のズームレンズを搭載することを特徴とする光学
機器。
【請求項１３】
　光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を
持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群
とからなるズームレンズの製造方法であって、
　広角端状態から望遠端状態へのズーミングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レン
ズ群、前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群の各群が移動し、
　前記第４レンズ群は、メニスカス形状の正レンズを有し、
　前記第１レンズ群が接合レンズのみで構成され、
　前記ズームレンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠
端状態における焦点距離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前
記第２レンズ群のレンズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし
、前記第１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式
　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　＜　１．２４
　０．５０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　＜　０．６４
　１．２５　＜　ｆｔ　／　ｆＧ３　＜　４．００
　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０．０９３
の条件を満足するように、レンズ鏡筒内に各レンズを組み込み、動作確認を行うことを特
徴とするズームレンズの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ズームレンズ、光学機器及びズームレンズの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、デジタルスチルカメラ等の携帯性が重要視されており、カメラ本体の小型化、薄
型化及び軽量化を達成するために、撮影レンズであるズームレンズの小型化及び軽量化が
図られてきた。このような要求に応えるズームレンズの１つとして、物体側より順に並ん
だ、正の屈折力の第１レンズ群と、負の屈折力の第２レンズ群と、正の屈折力の第３レン
ズ群と、正の屈折力の第４レンズ群とから構成される、正負正正の４群タイプのズームレ
ンズが開示されている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２８８６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のズームレンズでは、広角端状態における画角が標準的な範囲であ
るため、被写体が近くにある場合、撮影者が撮影したい範囲が画角からはずれてしまう。
その際に、撮影者が被写体から遠ざかることが困難な場合は、画角を広げるために像高を
大きくしなければならず、光学系全体の大型化に繋がるおそれがあった。
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【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、固体撮像素子等を用いたビデ
オカメラや電子スチルカメラ等に好適で、広角端状態における画角が広く、超小型で、高
画質なズームレンズ、光学機器及び製造方法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】
【０００６】
　このような目的を達成するため、本発明に係るズームレンズは、光軸に沿って物体側よ
り順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を持つ第２レンズ群と、正
の屈折力を持つ第３レンズ群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群とからなり、広角端状態
から望遠端状態へのズーミングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レンズ群、前記第
３レンズ群及び前記第４レンズ群の各群が移動し、前記第４レンズ群は、メニスカス形状
の正レンズを有し、前記第１レンズ群が接合レンズのみで構成され、前記ズームレンズの
広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠端状態における焦点距
離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前記第２レンズ群のレン
ズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし、前記第１レンズ群の
焦点距離をｆＧ１としたとき、次式　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　＜　１．２４　
，　０．５０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　＜　０．６４　，　１．２５　＜　ｆｔ　／　ｆ
Ｇ３　＜　４．００　及び　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０．０９３の条件を
満足する。
　また、本発明に係るズームレンズは、光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈折力
を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ
群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群とからなり、広角端状態から望遠端状態へのズーミ
ングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レンズ群、前記第３レンズ群及び前記第４レ
ンズ群の各群が移動し、前記第４レンズ群は、メニスカス形状の正レンズを有し、前記ズ
ームレンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠端状態に
おける焦点距離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前記第２レ
ンズ群のレンズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし、前記第
１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　≦
　１．１１４　，　０．１０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　≦　０．５５０　，　１．２５　
＜　ｆｔ　／　ｆＧ３　＜　４．００　及び　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０
．０８８の条件を満足する。
　また、本発明に係るズームレンズは、光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈折力
を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ
群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群とからなり、広角端状態から望遠端状態へのズーミ
ングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レンズ群、前記第３レンズ群及び前記第４レ
ンズ群の各群が移動し、前記第４レンズ群は、メニスカス形状の正レンズを有し、前記ズ
ームレンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠端状態に
おける焦点距離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前記第２レ
ンズ群のレンズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし、前記第
１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　＜
　１．２４　，　０．１０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　≦　０．５５０　，　１．４９９　
≦　ｆｔ　／　ｆＧ３　＜　４．００　及び　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０
．０８８の条件を満足する。
【０００８】
　また、本発明において、前記第１レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式　０．
３＜ｆｔ／ｆＧ１＜１．０の条件を満足することが好ましい。
【０００９】
　また、本発明において、広角端状態から望遠端状態へのズーミングに際して、前記第１
レンズ群、前記第２レンズ群、前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群の各群が移動する
ことが好ましい。
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【００１０】
　また、本発明において、前記第１レンズ群が接合レンズのみで構成されていることが好
ましい。
【００１１】
　また、本発明において、前記第４レンズ群が単レンズのみで構成されていることが好ま
しい。
【００１３】
　また、本発明において、前記第４レンズ群のメニスカス形状の正レンズは、像側に凹面
を向けたメニスカス形状であることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明において、前記第４レンズ群は、非球面を有することが好ましい。
【００１５】
　また、本発明において、前記第１レンズ群は、広角端状態から望遠端状態へのズーミン
グに際して、一旦像側に向かって移動した後に、物体側に移動することが好ましい。
【００１６】
　また、本発明において、前記第１レンズ群は、物体側より順に並んだ、負レンズと、正
レンズとを有することが好ましい。
【００１７】
　また、本発明において、前記第４レンズ群を光軸方向に移動させて、無限遠物体から近
距離物体への合焦を行うことが好ましい。
【００１８】
　また、本発明の光学機器（例えば、本実施形態におけるデジタルスチルカメラＣＡＭ）
は、上記いずれかのズームレンズを搭載する。
【００１９】
　本発明に係るズームレンズの製造方法は、光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈
折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レ
ンズ群と、正の屈折力を持つ第４レンズ群とからなるズームレンズの製造方法であって、
広角端状態から望遠端状態へのズーミングに際して、前記第１レンズ群、前記第２レンズ
群、前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群の各群が移動し、前記第４レンズ群は、メニ
スカス形状の正レンズを有し、前記第１レンズ群が接合レンズのみで構成され、前記ズー
ムレンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、前記ズームレンズの望遠端状態にお
ける焦点距離をｆｔとし、前記第１レンズ群のレンズ構成長をＬＧ１とし、前記第２レン
ズ群のレンズ構成長をＬＧ２とし、前記第３レンズ群の焦点距離をｆＧ３とし、前記第１
レンズ群の焦点距離をｆＧ１としたとき、次式　０．７５　＜　ｆｗ　／　ＬＧ１　＜　
１．２４　，　０．５０　＜　ｆｗ　／　ＬＧ２　＜　０．６４　，　１．２５　＜　ｆ
ｔ　／　ｆＧ３　＜　４．００　及び　０．０１　＜　ｆｗ　／　ｆＧ１　≦　０．０９
３の条件を満足するように、レンズ鏡筒内に各レンズを組み込み、動作確認を行う。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、固体撮像素子等を用いたビデオカメラや電子スチルカメラ等に好適で
、広角端状態における画角が広く、超小型で、高画質なズームレンズ、光学機器及びズー
ムレンズの製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１実施例に係るズームレンズの構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ
）までのズーム軌道を示す図である。
【図２】第１実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は広角端状態における
撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は広角端側の中間焦点距離状態における撮影
距離無限遠での諸収差図である。
【図３】第１実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は望遠端側の中間焦点
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距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は望遠端状態における撮影
距離無限遠での諸収差図である。
【図４】第２実施例に係るズームレンズの構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ
）までのズーム軌道を示す図である。
【図５】第２実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は広角端状態における
撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は広角端側の中間焦点距離状態における撮影
距離無限遠での諸収差図である。
【図６】第２実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は望遠端側の中間焦点
距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は望遠端状態における撮影
距離無限遠での諸収差図である。
【図７】第３実施例に係るズームレンズの構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ
）までのズーム軌道を示す図である。
【図８】第３実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は広角端状態における
撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は広角端側の中間焦点距離状態における撮影
距離無限遠での諸収差図である。
【図９】第３実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は望遠端側の中間焦点
距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は望遠端状態における撮影
距離無限遠での諸収差図である。
【図１０】第４実施例に係るズームレンズの構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（
Ｔ）までのズーム軌道を示す図である。
【図１１】第４実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は広角端状態におけ
る撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は広角端側の中間焦点距離状態における撮
影距離無限遠での諸収差図である。
【図１２】第４実施例に係るズームレンズの諸収差図であり、（ａ）は望遠端側の中間焦
点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、（ｂ）は望遠端状態における撮
影距離無限遠での諸収差図である。
【図１３】本実施形態に係るデジタルカメラの外観図であり、（ａ）はデジタルスチルカ
メラの正面図であり、（ｂ）はデジタルスチルカメラの背面図である。
【図１４】本実施形態に係るズームレンズの製造方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。本実施形態に係るズームレ
ンズは、図１に示すように、光軸に沿って物体側より順に並んだ、正の屈折力を持つ第１
レンズ群Ｇ１と、負の屈折力を持つ第２レンズ群Ｇ２と、正の屈折力を持つ第３レンズ群
Ｇ３と、正の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４とを有するズームレンズにおいて、ズームレ
ンズの広角端状態における焦点距離をｆｗとし、ズームレンズの望遠端状態における焦点
距離をｆｔとし、第１レンズ群Ｇ１のレンズ構成長をＬＧ１とし、第２レンズ群Ｇ２のレ
ンズ構成長をＬＧ２とし、第３レンズ群Ｇ３の焦点距離をｆＧ３としたとき、以下の条件
式（１）～（３）を満足する。
【００２３】
　　　０．７５＜ｆｗ／ＬＧ１＜１．２４　…（１）
　　　０．１０＜ｆｗ／ＬＧ２＜０．６４　…（２）
　　　１．２５＜ｆｔ／ｆＧ３＜４．００　…（３）
【００２４】
　上記条件式（１）は、本実施形態に係るズームレンズの広角端状態における焦点距離と
、第１レンズ群Ｇ１のレンズ構成長に関する式である。この条件式（１）の上限値を上回
ると、広画角を得ることが困難となり好ましくない。また、広画角を満足した場合、ズー
ム全域にわたってコマ収差を補正することが困難となり好ましくない。一方、条件式（１
）の下限値を下回ると、第１レンズ群Ｇ１のレンズ構成長が大きくなり好ましくない。ま
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た、小型化に満足した場合、広角端状態におけるコマ収差を補正することが困難となり好
ましくない。
【００２５】
　なお、本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（１）の上限値を１．２０
とすることが好ましい。
【００２６】
　また、本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（１）の下限値を０．８０
とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をより確実なものとするために、条件式
（１）の下限値を０．８５とすることがより好ましい。
【００２７】
　上記条件式（２）は、本実施形態に係るズームレンズの広角端状態における焦点距離と
、第２レンズ群Ｇ２のレンズ構成長に関する式である。この条件式（２）の上限値を上回
ると、広画角を得ることが困難となり好ましくない。また、広画角を満足した場合、ズー
ム全域にわたって非点収差を補正することが困難となり好ましくない。一方、条件式（２
）の下限値を下回ると、高変倍比を確保することが困難となり好ましくない。また、望遠
端における軸上色収差を補正することが困難となり好ましくない。
【００２８】
　なお、本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（２）の下限値を０．３０
とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をより確実なものとするために、条件式
（２）の下限値を０．４０とすることがより好ましい。また、本実施形態の効果をさらに
確実なものとするために、条件式（２）の下限値を０．５０とすることがさらに好ましい
。
【００２９】
　上記条件式（３）は、本実施形態に係るズームレンズの望遠端状態における焦点距離と
、第３レンズ群Ｇ３の焦点距離に関する式である。この条件式（３）の上限値を上回ると
、第３レンズ群Ｇ３のパワーが強くなり、ズーム全域にわたって球面収差を補正すること
が困難となり好ましくない。一方、条件式（３）の下限値を下回ると、ズーム全域におけ
る非点収差を補正することが困難となり好ましくない。
【００３０】
　なお、本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（３）の上限値を２．５０
とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をより確実なものとするために、条件式
（３）の上限値を２．４５とすることがより好ましい。
【００３１】
　また、本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（３）の下限値を１．３０
とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をより確実なものとするために、条件式
（３）の下限値を１．３５とすることがより好ましい。
【００３２】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第１レンズ群Ｇ１の焦点距離をｆＧ１とした
とき、以下の条件式（４）を満足することが好ましい。
【００３３】
　０．０１＜ｆｗ／ｆＧ１＜０．１１　…（４）
【００３４】
　上記条件式（４）は、本実施形態に係るズームレンズの広角端状態における焦点距離と
、第１レンズ群Ｇ１の焦点距離に関する式である。この条件式（４）の上限値を上回ると
、広画角を得ることが困難となり好ましくない。また、広画角を満足した場合、望遠端状
態におけるコマ収差を補正することが困難となり好ましくない。一方、条件式（４）の下
限値を下回ると、光学系全体が大きくなり好ましくない。また、小型化に満足した場合、
望遠端状態における球面収差を補正することが困難となり好ましくない。
【００３５】
　なお、本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（４）の下限値を０．０３
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とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をより確実なものとするために、条件式
（４）の下限値を０．０６とすることがさらに好ましい。
【００３６】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第１レンズ群Ｇ１の焦点距離をｆＧ１とした
とき、以下の条件式（５）を満足することが好ましい。
【００３７】
　　　０．３＜ｆｔ／ｆＧ１＜１．０　…（５）
【００３８】
　上記条件式（５）は、本実施形態に係るズームレンズの望遠端状態における焦点距離と
、第１レンズ群Ｇ１の焦点距離に関する式である。この条件式（５）の上限値を上回ると
、望遠端状態におけるコマ収差を補正することが困難となり好ましくない。一方、条件式
（５）の下限値を下回ると、光学系全体が大きくなり好ましくない。また、小型化に満足
した場合、望遠端状態における球面収差を補正することが困難となり好ましくない。
【００３９】
　なお、本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（５）の上限値を０．７０
とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をより確実なものとするために、条件式
（５）の上限値を０．６０とすることがより好ましい。
【００４０】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、広角端状態から望遠端状態へのズーミングに
際して、第１レンズ群Ｇ１、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ群Ｇ３及び第４レンズ群Ｇ４
の各群が移動することが好ましい。この構成によれば、各群の群間隔を大きく変化させる
ことができ、短いレンズ全長でもズーム比を得ることが容易となる。また、ズーム比を得
ることに各群のパワーを必要としなくなるため、各群のパワーを緩めることができ、ズー
ム全域にわたってコマ収差を良好に補正することが可能となる。
【００４１】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第１レンズ群Ｇ１が接合レンズのみで構成さ
れていることが好ましい。この構成によれば、望遠端状態における第１レンズ群Ｇ１と第
２レンズ群Ｇ２との間隔を狭くすることが可能となり、倍率色収差を良好に補正すること
が可能となる。
【００４２】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第４レンズ群Ｇ４が単レンズのみで構成され
ていることが好ましい。この構成によれば、沈胴時のレンズ長さを短くすることが可能と
なり好ましい。
【００４３】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第４レンズ群Ｇ４が、正レンズを有し、この
正レンズは、メニスカス形状を有することが好ましい。この構成によれば、非点収差を良
好に補正することができる。
【００４４】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第４レンズ群Ｇ４は、正レンズを有し、この
正レンズは、像側に凹面を向けたメニスカス形状を有することが好ましい。この構成によ
れば、非点収差を良好に補正することができる。
【００４５】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第４レンズ群Ｇ４が、非球面を有することが
好ましい。この構成によれば、非点収差を良好に補正することができる。
【００４６】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第１レンズ群Ｇ１が、広角端状態から望遠端
状態へのズーミングに際して、一旦像側に向かって移動した後に、物体側に移動（Ｕター
ン）することが好ましい。この構成によれば、最も軸外光線の高さが高くなる広角端近傍
のズーム位置で第１レンズ群Ｇ１を像側へ近づけることができ、その結果、軸外光線の一
部をケラれ難くすることができる。
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【００４７】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第１レンズ群Ｇ１が、物体側より順に並んだ
、負レンズと、正レンズとを有することが好ましい。この構成によれば、望遠端状態にお
ける球面収差や倍率色収差を良好に補正することができる。
【００４８】
　また、本実施形態に係るズームレンズは、第４レンズ群Ｇ４を光軸方向に移動させて、
無限遠物体から近距離物体への合焦を行うことが好ましい。この構成によれば、近距離合
焦における球面収差の変動が少ないものとなる。
【００４９】
　図１３に、撮影レンズＺＬとして上記ズームレンズを備えたデジタルスチルカメラＣＡ
Ｍ（光学機器）を示す。このデジタルスチルカメラＣＡＭは、不図示の電源釦を押すと、
撮影レンズＺＬの不図示のシャッタが開放されて、撮影レンズＺＬで被写体（物体）から
の光が集光され、像面Ｉ（図１参照）に配置された（例えば、ＣＣＤやＣＭＯＳ等からな
る）撮像素子Ｃ（図１参照）に結像される。撮像素子Ｃに結像された被写体像は、デジタ
ルスチルカメラＣＡＭの背後に配置された液晶モニターＭに表示される。撮影者は、液晶
モニター２を見ながら被写体像の構図を決めた後、レリーズ釦Ｂ１を押し下げて被写体像
を撮像素子Ｃで撮影し、不図示のメモリーに記録保存する。
【００５０】
　なお、このカメラＣＡＭには、被写体が暗い場合に補助光を発光する補助光発光部Ｄ、
撮影レンズＺＬを広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ）にズーミングする際のワイド（
Ｗ）－テレ（Ｔ）ボタンＢ２、及び、デジタルスチルカメラＣＡＭの種々の条件設定等に
使用するファンクションボタンＢ３等が配置されている。
【００５１】
　続いて、図１４を参照しながら、上記構成のズームレンズの製造方法について説明する
。まず、鏡筒内に各レンズ（図１ではレンズＬ１１～Ｌ４１）を組み込む（ステップＳ１
）。各レンズを鏡筒内に組み込む際、光軸に沿った順にレンズを１つずつ鏡筒内に組み込
んでもよく、一部または全てのレンズを保持部材で一体保持してから鏡筒部材と組み立て
てもよい。次に、鏡筒内に各レンズが組み込まれた後、鏡筒内に各レンズが組み込まれた
状態で物体の像が形成されるか、すなわち各レンズの中心が揃っているかを確認する（ス
テップＳ２）。続いて、ズームレンズの各種動作を確認する（ステップＳ３）。各種動作
の一例としては、広角端状態から望遠端状態への変倍を行うレンズ群（本実施形態では、
第１レンズ群Ｇ１～第４レンズ群Ｇ４の各群）が光軸方向に沿って移動する変倍動作、遠
距離物体から近距離物体への合焦を行うレンズ群（本実施形態では、第４レンズ群Ｇ４）
が光軸方向に沿って移動する合焦動作、少なくとも一部のレンズが光軸と直交方向の成分
を持つように移動する手ブレ補正動作などが挙げられる。なお、各種動作の確認順番は任
意である。
【実施例】
【００５２】
　以下、本実施形態に係る各実施例について、図面に基づいて説明する。以下に、表１～
表４を示すが、これらは第１実施例～第４実施例における各諸元の表である。但し、第１
実施例は、参考例とする。
 
【００５３】
　なお、表中の［レンズ諸元］において、面番号は光線の進行する方向に沿った物体側か
らのレンズ面の順序を、ｒは各レンズ面の曲率半径を、ｄは各光学面から次の光学面（又
は像面）までの光軸上の距離である面間隔を、ｎｄはｄ線（波長587.6nm）に対する屈折
率を、νｄはｄ線に対するアッベ数を示す。なお、曲率半径の「∞」は平面又は開口を示
す。また、空気の屈折率1.000000は省略する。
【００５４】
　また、表中の［非球面データ］には、［レンズ諸元］に示した非球面について、その形



(10) JP 5713227 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

状を次式（ａ）で示す。なお、Ｘ（ｙ）は非球面の頂点における接平面から高さｙにおけ
る非球面上の位置までの光軸方向に沿った距離を、ｒは基準球面の曲率半径（近軸曲率半
径）を、κは円錐定数を、Ａｉは第ｉ次の非球面係数を示す。また、「Ｅ-n」は、「×１
０-n」を示す。例えば、1.234E-05＝1.234×10-5である。
【００５５】
　　Ｘ（ｙ）＝ｙ2／［ｒ×｛１＋（１－κ×ｙ2／ｒ2）1/2｝］
　　　　　　　　＋Ａ4×ｙ4＋Ａ6×ｙ6＋Ａ8×ｙ8＋Ａ10×ｙ10　…（ａ）
【００５６】
　また、表中の［全体諸元］において、ｆは焦点距離を、ＦＮｏはＦナンバーを、ωは半
画角を、Ｙは像高を、ＴＬはレンズ全長を、Ｂｆは最も像側に配置されている光学部材の
像側の面から近軸像面までの距離を、Ｂｆ（空気換算）は最終レンズ面から近軸像面まで
の空気換算した際の距離を示す。
【００５７】
　また、表中の［ズーミングデータ］において、広角端状態、中間焦点距離状態及び望遠
端状態の各状態における、Ｄｉ（但し、ｉは整数）は第ｉ面と第（ｉ＋１）面の可変間隔
を示す。
【００５８】
　また、表中の［ズームレンズ群データ］において、Ｇは群番号、群初面は各群の最も物
体側の面番号を、群焦点距離は各群の焦点距離を、レンズ構成長は各群の最も物体側のレ
ンズ面から最も像側のレンズ面までの光軸上での距離を示す。
【００５９】
　また、表中の［条件式］において、上記の条件式（１）～（５）に対応する値を示す。
【００６０】
　以下、全ての諸元値において、掲載されている焦点距離ｆ、曲率半径ｒ、面間隔ｄ、そ
の他の長さ等は、特記のない場合一般に「mm」が使われるが、光学系は比例拡大又は比例
縮小しても同等の光学性能が得られるので、これに限られるものではない。また、単位は
「mm」に限定されることなく、他の適当な単位を用いることが可能である。
【００６１】
　ここまでの表の説明は全ての実施例において共通であり、以下での説明を省略する。
【００６２】
（第１実施例）
　第１実施例について、図１～図３及び表１を用いて説明する。図１は、第１実施例に係
るズームレンズＺＬ（ＺＬ１）の構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ）までの
ズーム軌道を示す。第１実施例に係るズームレンズＺＬ１は、図１に示すように、光軸に
沿って物体側から順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ１と、負の屈折力を持つ
第２レンズ群Ｇ２と、正の屈折力を持つ第３レンズ群Ｇ３と、正の屈折力を持つ第４レン
ズ群Ｇ４とを有する。
【００６３】
　第１レンズ群Ｇ１は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ１１と物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１２との接合レンズ
から構成されている。
【００６４】
　第２レンズ群Ｇ２は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ２１と、両凹形状の負レンズＬ２２と、両凸形状の正レンズＬ２３とか
ら構成されている。
【００６５】
　第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間には、光量を調節することを目的とした開
口絞りＳが配置されている。
【００６６】
　第３レンズ群Ｇ３は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、両凸形状の正レンズＬ３１



(11) JP 5713227 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

と、両凸形状の正レンズＬ３２と両凹形状の負レンズＬ３３との接合レンズと、両凸形状
の正レンズＬ３４とから構成されている。
【００６７】
　第４レンズ群Ｇ４は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ４１から構成されて
いる。
【００６８】
　第４レンズ群Ｇ４と像面Ｉとの間には、像面Ｉに配設される撮像素子Ｃ（ＣＣＤやＣＭ
ＯＳ等）の限界解像以上の空間周波数をカットするためのローパスフィルターや赤外カッ
トフィルター等のガラスブロックＧ、撮像素子ＣのセンサーカバーガラスＣＶが配設され
ている。
【００６９】
　このような構成のズームレンズＺＬ１では、広角端状態から望遠端状態へのズーミング
に際して、第１レンズ群Ｇ１～第４レンズ群Ｇ４の各群及び開口絞りＳが移動する。この
とき、第１レンズ群Ｇ１と第２レンズ群Ｇ２は、一旦像側に移動し、その後物体側へと移
動する。また、開口絞りＳ、第３レンズ群Ｇ３及び第４レンズ群Ｇ４は、物体側へ移動す
る。
【００７０】
　下記の表１に、第１実施例における各諸元の値を示す。なお、表１における面番号１～
２３は、図１に示す面１～２３に対応している。なお、第１実施例では、第５面、第１１
面、第１２面、第１８面が非球面形状に形成されている。
【００７１】
（表１）
［レンズ諸元］
面番号　　　　　　　ｒ　　　　　　ｄ　　　　　ｎｄ　　　　νｄ
　物面　　　　　　　∞
　　１　　　　　　31.1714　　　0.8000　　　1.922860　　　20.88
　　２　　　　　　19.9477　　　3.7000　　　1.882997　　　40.76
　　３　　　　 　204.6283　　　　D3
　　４　　　　　　79.4369　　　0.8000　　　1.806100　　　40.73
　　５（非球面）　 5.7047　　　4.3000
　　６　　 　　　-11.4129　　　0.5000　　　1.804000　　　46.57
　　７　　 　　　167.3430　　　0.3900
　　８　　　　　　31.8588　　　1.5000　　　1.945944　　　17.98
　　９　　 　　　-40.3748　　　　D9
　　10（開口絞り）　∞　　　　 0.3000
　　11（非球面）　 8.4088　　　2.6000　　　1.693500　　　53.22
　　12（非球面） -46.9548　　　0.2000
　　13　　　　　　 9.3404　　　2.5500　　　1.497820　　　82.56
　　14　　　　　 -32.0335　　　0.5000　　　1.903660　　　31.31
　　15　　　　　　 6.3494　　　1.1000
　　16　　　　　　11.2931　　　1.9500　　　1.497820　　　82.52
　　17　　　　　 -19.0477　　 　D17
　　18（非球面） 　9.9161　　　1.8000　　　1.592014　　　67.02
　　19　　 　　　 24.0902　　 　D19
　　20　　　　　　　∞　　　　 0.2100　　　1.516330　　　64.14
　　21　　　　　　　∞　　　　 0.6000
　　22　　　　　　　∞　　　　 0.5000　　　1.516330　　　64.14
　　23　　　　　　　∞　　　　　Bf
　像面　　　　　　　∞
［非球面データ］
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第５面
　κ=1.0000,A4=-1.67360E-04,A6=-2.69450E-06,A8=-4.17240E-09,A10=-6.24740E-09
第１１面
　κ=1.0000,A4=-1.37760E-04,A6=5.02900E-07,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１２面
　κ=1.0000,A4=8.36510E-05,A6=1.56840E-06,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１８面
　κ=1.0000,A4=-1.48460E-04,A6=1.02420E-07,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
［全体諸元］
ズーム比　　4.01136
　　　　　　　　　　広角端　　 　中間位置　　　中間位置　　　望遠端
　　ｆ　　　　　　　4.40000　 　　6.50000　　　10.50000　　　17.65000
ＦＮｏ　　　　　　　1.85748　 　　2.05758　 　　2.33332　 　　2.67465
　　ω　　　　　 　44.55036　　　33.47522　　　21.12128　　　12.71826
　　Ｙ　　　　　　　3.65000　 　　4.05000　 　　4.05000　 　　4.05000
　ＴＬ　　　　　 　49.26345　　　48.06344　　　51.31623　　　58.60831
　Ｂｆ　　　　　　　0.59998　 　　0.60001　 　　0.60001　 　　0.60002
　Ｂｆ（空気換算）　4.77688　 　　6.40418　 　　8.82632　　　11.11292
［ズーミングデータ］
　可変間隔　　広角端　　　中間位置　　　中間位置　　　望遠端
　　Ｄ３　　　 0.49969　　　2.79101　　　7.12071　　 12.63808
　　Ｄ９　　　15.82231　　　9.93917　　　5.34659　　　2.30028
　　Ｄ17　　　 4.93279　　　5.69730　　　6.79084　　　9.32525
　　Ｄ19　　　 3.10867　　　4.73594　　　7.15807　　　9.44467
［ズームレンズ群データ］
　群番号　　群初面　　群焦点距離　　レンズ構成長
　Ｇ１　　　　１　　　42.36471　　　　　4.50
　Ｇ２　　　　４　　　-6.53323　　　　　7.49
　Ｇ３　　　　11　　　11.77596　　　　　8.90
　Ｇ４　　　　18　　　27.18417　　　　　1.80
［条件式］
　条件式（１）　ｆｗ／ＬＧ１＝0.978
　条件式（２）　ｆｗ／ＬＧ２＝0.587
　条件式（３）　ｆｔ／ｆＧ３＝1.499
　条件式（４）　ｆｗ／ｆＧ１＝0.104
　条件式（５）　ｆｔ／ｆＧ１＝0.417
【００７２】
　表１に示す諸元の表から、本実施例に係るズームレンズＺＬ１では、上記条件式（１）
～（５）を全て満たすことが分かる。
【００７３】
　図２～図３は、第１実施例に係るズームレンズＺＬ１の諸収差図である。すなわち、図
２（ａ）は広角端状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図２（ｂ）は広角端
側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図３（ａ）は望遠端
側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図３（ｂ）は望遠端
状態における撮影距離無限遠での諸収差図である。
【００７４】
　各収差図において、ＦＮＯはＦナンバーを、Ｙは像高を示す。なお、球面収差図におい
て、実線は球面収差を示す。また、非点収差図において、実線はサジタル像面を、破線は
メリジオナル像面を示す。また、コマ収差図において、実線はメリジオナルコマを示す。
以上の収差図の説明は、他の実施例においても同様とし、その説明を省略する。
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【００７５】
　各収差図から明らかなように、第１実施例では、広角端状態から望遠端状態までの各焦
点距離状態において諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有することが分かる。
【００７６】
（第２実施例）
　第２実施例について、図４～図６及び表２を用いて説明する。図４は、第２実施例に係
るズームレンズＺＬ（ＺＬ２）の構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ）までの
ズーム軌道を示す。第２実施例に係るズームレンズＺＬ２は、図４に示すように、光軸に
沿って物体側から順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ１と、負の屈折力を持つ
第２レンズ群Ｇ２と、正の屈折力を持つ第３レンズ群Ｇ３と、正の屈折力を持つ第４レン
ズ群Ｇ４とを有する。
【００７７】
　第１レンズ群Ｇ１は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ１１と物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１２との接合レンズ
から構成されている。
【００７８】
　第２レンズ群Ｇ２は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ２１と、両凹形状の負レンズＬ２２と、両凸形状の正レンズＬ２３とか
ら構成されている。
【００７９】
　第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間には、光量を調節することを目的とした開
口絞りＳが配置されている。
【００８０】
　第３レンズ群Ｇ３は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、両凸形状の正レンズＬ３１
と、両凸形状の正レンズＬ３２と両凹形状の負レンズＬ３３との接合レンズと、像側に凸
面を向けた正メニスカスレンズＬ３４とから構成されている。
【００８１】
　第４レンズ群Ｇ４は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ４１から構成されて
いる。
【００８２】
　第４レンズ群Ｇ４と像面Ｉとの間には、像面Ｉに配設される撮像素子Ｃ（ＣＣＤやＣＭ
ＯＳ等）の限界解像以上の空間周波数をカットするためのローパスフィルターや赤外カッ
トフィルター等のガラスブロックＧ、撮像素子ＣのセンサーカバーガラスＣＶが配設され
ている。
【００８３】
　このような構成のズームレンズＺＬ２では、広角端状態から望遠端状態へのズーミング
に際して、第１レンズ群Ｇ１～第４レンズ群Ｇ４の各群及び開口絞りＳが移動する。この
とき、第１レンズ群Ｇ１と第２レンズ群Ｇ２は、一旦像側に移動し、その後物体側へと移
動する。また、開口絞りＳ、第３レンズ群Ｇ３及び第４レンズ群Ｇ４は、物体側へ移動す
る。
【００８４】
　下記の表２に、第２実施例における各諸元の値を示す。なお、表２における面番号１～
２３は、図４に示す面１～２３に対応している。なお、第２実施例では、第５面、第１１
面、第１２面、第１８面が非球面形状に形成されている。
【００８５】
（表２）
［レンズ諸元］
面番号　　　　　　　ｒ　　　　　　ｄ　　　　　ｎｄ　　　　νｄ
　物面　　　　　　　∞
　　１　　　　　　35.2956　　　0.8000　　　1.922860　　　20.88
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　　２　　　　　　22.6544　　　3.7000　　　1.882997　　　40.76
　　３　　　　　 190.7999　　 　D3
　　４　　　　　　67.6303　　　0.8000　　　1.806100　　　40.71
　　５（非球面）　 6.3565　　　4.7000
　　６　　　 　　-13.5784　　　0.5000　　　1.729157　　　54.68
　　７　　　 　　228.2242　　　0.4000
　　８　　　　　　27.0911　　　1.9000　　　1.945950　　　17.98
　　９　　　 　　-95.0914　　　　D9
　　10（開口絞り）　∞　　　 　0.3000
　　11（非球面）　 8.4701　　　2.6000　　　1.592010　　　67.05
　　12（非球面） -25.7686　　　0.2000
　　13　　　　 　　8.2954　　　2.6000　　　1.754999　　　52.32
　　14　　　　 　-20.1046　　　0.5000　　　1.903660　　　31.31
　　15　　　　　　 5.5755　　　1.5000
　　16　　　　 -1000.0000　　　1.4000　　　1.497820　　　82.56
　　17　　 　　　-12.9328　　　　D17
　　18（非球面）　12.1411　　　1.7000　　　1.592010　　　67.05
　　19　　　　　　40.9199　　　　D19
　　20　　　　　　　∞　　　　 0.2100　　　1.516330　　　64.14
　　21　　　　　　　∞　　　　 0.6000
　　22　　　　　　　∞　　　　 0.5000　　　1.516330　　　64.14
　　23　　　　　　　∞　　　　　　Bf
　像面　　　　　　　∞
［非球面データ］
第５面
　κ=1.0000,A4=-9.60350E-05,A6=-2.54240E-06,A8=9.11340E-08,A10=-3.77080E-09
第１１面
　κ=1.0000,A4=-1.35330E-04,A6=5.12240E-07,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１２面
　κ=1.0000,A4=1.83340E-04,A6=7.99910E-07,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１８面
　κ=1.0000,A4=-2.74370E-05,A6=1.67510E-06,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
［全体諸元］
ズーム比　　4.01136
　　　　　　　　　　広角端　　　中間位置　　　中間位置　　　　望遠端
　　ｆ　　　　　　　4.40000　　　6.50000　　　10.50000　　　17.65000
ＦＮｏ　　　　　　　1.87351　　　2.05356　　 　2.34281　 　　2.72209
　　ω　　　　 　　44.59754　 　33.28707　　　21.09399　　　12.78630
　　Ｙ　　　　　　　3.65000　　　4.05000　　 　4.05000　　 　4.05000
　ＴＬ　　　　　 　50.51496　 　48.44739　　　50.68890　　　57.62954
　Ｂｆ　　　　　　　0.59998　　　0.59999　 　　0.59998　　 　0.59999
　Ｂｆ（空気換算）　4.35462　　　5.69690　　 　7.38339　　 　8.51813
［ズーミングデータ］
　可変間隔　　広角端　　　中間位置　　　中間位置　　　望遠端
　　Ｄ３　　　0.50284　　　3.52919　　　8.27342　　　14.70383
　　Ｄ９　 　18.04769　 　11.16843　　　5.73233　 　　2.28794
　　Ｄ17　　　3.76806　　　4.21112　　　5.45801　 　　8.27788
　　Ｄ19　　　2.68640　　　4.02867　　　5.71517　 　　6.84991
［ズームレンズ群データ］
　群番号　　群初面　　群焦点距離　　レンズ構成長
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　Ｇ１　　　　１　　　49.87397　　　　　4.50
　Ｇ２　　　　４　　　-7.98240　　　　　8.30
　Ｇ３　　　　11　　　11.51982　　　　　8.80
　Ｇ４　　　　18　　　28.53352　　　　　1.70
［条件式］
　条件式（１）　ｆｗ／ＬＧ１＝0.978
　条件式（２）　ｆｗ／ＬＧ２＝0.530
　条件式（３）　ｆｔ／ｆＧ３＝1.532
　条件式（４）　ｆｗ／ｆＧ１＝0.088
　条件式（５）　ｆｔ／ｆＧ１＝0.354
【００８６】
　表２に示す諸元の表から、本実施例に係るズームレンズＺＬ２では、上記条件式（１）
～（５）を全て満たすことが分かる。
【００８７】
　図５～図６は、第２実施例に係るズームレンズＺＬ２の諸収差図である。すなわち、図
５（ａ）は広角端状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図５（ｂ）は広角端
側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図６（ａ）は望遠端
側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図６（ｂ）は望遠端
状態における撮影距離無限遠での諸収差図である。
【００８８】
　各収差図から明らかなように、第２実施例では、広角端状態から望遠端状態までの各焦
点距離状態において諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有することが分かる。
【００８９】
（第３実施例）
　第３実施例について、図７～図９及び表３を用いて説明する。図７は、第３実施例に係
るズームレンズＺＬ（ＺＬ３）の構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ）までの
ズーム軌道を示す。第３実施例に係るズームレンズＺＬ３は、図７に示すように、光軸に
沿って物体側から順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ１と、負の屈折力を持つ
第２レンズ群Ｇ２と、正の屈折力を持つ第３レンズ群Ｇ３と、正の屈折力を持つ第４レン
ズ群Ｇ４とを有する。
【００９０】
　第１レンズ群Ｇ１は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ１１と物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１２との接合レンズ
から構成されている。
【００９１】
　第２レンズ群Ｇ２は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ２１と、両凹形状の負レンズＬ２２と、両凸形状の正レンズＬ２３とか
ら構成されている。
【００９２】
　第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間には、光量を調節することを目的とした開
口絞りＳが配置されている。
【００９３】
　第３レンズ群Ｇ３は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、両凸形状の正レンズＬ３１
と、両凸形状の正レンズＬ３２と両凹形状の負レンズＬ３３との接合レンズと、両凸形状
の正レンズＬ３４とから構成されている。
【００９４】
　第４レンズ群Ｇ４は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ４１から構成されて
いる。
【００９５】
　第４レンズ群Ｇ４と像面Ｉとの間には、像面Ｉに配設される撮像素子Ｃ（ＣＣＤやＣＭ
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ＯＳ等）の限界解像以上の空間周波数をカットするためのローパスフィルターや赤外カッ
トフィルター等のガラスブロックＧ、撮像素子ＣのセンサーカバーガラスＣＶが配設され
ている。
【００９６】
　このような構成のズームレンズＺＬ３では、広角端状態から望遠端状態へのズーミング
に際して、第１レンズ群Ｇ１～第４レンズ群Ｇ４の各群及び開口絞りＳが移動する。この
とき、第１レンズ群Ｇ１と第２レンズ群Ｇ２は、一旦像側に移動し、その後物体側へと移
動する。また、開口絞りＳ及び第３レンズ群Ｇ３は、物体側へ移動する。また、第４レン
ズ群Ｇ４は、一旦物体側に移動し、その後像側へと移動する。
【００９７】
　下記の表３に、第３実施例における各諸元の値を示す。なお、表３における面番号１～
２３は、図７に示す面１～２３に対応している。なお、第３実施例では、第５面、第１１
面、第１２面、第１８面が非球面形状に形成されている。
【００９８】
（表３）
［レンズ諸元］
面番号　　　　　　　ｒ　　　　　　ｄ　　　　　ｎｄ　　　　νｄ
　物面　　　　　　　∞
　　１　　　　　　39.9123　　　0.8000　　　1.922860　　　20.88
　　２　　　　　　23.0576　　　3.2196　　　1.882997　　　40.76
　　３　　　　　4052.2893　　　　D3
　　４　　　　　　76.7137　　　0.8000　　　1.806100　　　40.73
　　５（非球面）　 5.5125　　　4.0878
　　６　　　　 　-12.7616　　　0.4000　　　1.754998　　　52.32
　　７　　　 　　112.2377　　　0.2000
　　８　　　　　　19.5926　　　1.5432　　　1.945944　　　17.98
　　９　　　　　-148.8716　　　　D9
　　10（開口絞り）　∞　　 　　0.3000
　　11（非球面）　 7.2972　　　2.0489　　　1.693500　　　53.20
　　12（非球面） -29.3123　　　0.2000
　　13　　　　　　10.7162　　　2.1519　　　1.497820　　　82.52
　　14　　　 　　-21.7754　　　0.4288　　　1.903658　　　31.31
　　15　　　　 　　6.3577　　　0.9862
　　16　　　　　　71.0409　　　1.4296　　　1.497820　　　82.52
　　17　　　　　　-9.4623　　　　D17
　　18（非球面）　13.3200　　　1.6353　　　1.592014　　　67.02
　　19　　　　　　40.0000　　　　D19
　　20　　　　　　　∞　　　　 0.2100　　　1.516330　　　64.14
　　21　　　　　　　∞　　　　 0.6000
　　22　　　　　　　∞　　　　 0.5000　　　1.516330　　　64.14
　　23　　　　　　　∞　　　　　　Bf
　像面　　　　　　　∞
［非球面データ］
第５面
　κ=1.0000,A4=-1.73930E-04,A6=2.20030E-06,A8=-3.03460E-07,A10=0.00000E+00
第１１面
　κ=1.0000,A4=-2.22620E-04,A6=0.00000E+00,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１２面
　κ=1.0000,A4=2.22230E-04,A6=8.36010E-07,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１８面
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　κ=1.0000,A4=2.13990E-05,A6=0.00000E+00,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
［全体諸元］
ズーム比　　6.02272
　　　　　　　　　　広角端　　　中間位置　　　中間位置　　　　望遠端
　　ｆ　　　　　　　4.40000　　　6.95000　　　11.95000　　　26.49998
ＦＮｏ　　　　　　　2.37724　　　2.77048　　 　3.35120　　 　4.64346
　　ω　　 　　　　44.29670　 　31.38125　　　18.65302　　 　8.50753
　　Ｙ　　　　　　　3.65000　　　4.05000　　 　4.05000　　 　4.05000
　ＴＬ　　 　　　　47.00001　 　46.60167　　　52.08643　　　67.50003
　Ｂｆ　　　　　　　0.60000　　　0.60001　　 　0.60001　　 　0.60003
　Ｂｆ（空気換算）　5.54741　　　6.60484　　 　8.32500　 　　6.64872
［ズーミングデータ］
　可変間隔　　広角端　　　中間位置　　　中間位置　　　望遠端
　　Ｄ３　　　0.50000　　　3.14652　　　8.08610　　　16.69326
　　Ｄ９　 　16.01226　　　9.79785　　　5.31731　　 　2.35001
　　Ｄ17　　　4.46719　　　6.57931　　　9.88487　　　21.33489
　　Ｄ19　　　3.87917　　　4.93660　　　6.65675　　 　4.98046
［ズームレンズ群データ］
　群番号　　群初面　　群焦点距離　　レンズ構成長
　Ｇ１　　　　１　　　47.16497　　　　　4.02
　Ｇ２　　　　４　　　-6.82162　　　　　7.03
　Ｇ３　　　　11　　　11.40788　　　　　7.25
　Ｇ４　　　　18　　　32.98053　　　　　1.64
［条件式］
　条件式（１）　ｆｗ／ＬＧ１＝1.095
　条件式（２）　ｆｗ／ＬＧ２＝0.626
　条件式（３）　ｆｔ／ｆＧ３＝2.323
　条件式（４）　ｆｗ／ｆＧ１＝0.093
　条件式（５）　ｆｔ／ｆＧ１＝0.562
【００９９】
　表３に示す諸元の表から、本実施例に係るズームレンズＺＬ３では、上記条件式（１）
～（５）を全て満たすことが分かる。
【０１００】
　図８～図９は、第３実施例に係るズームレンズＺＬ３の諸収差図である。すなわち、図
８（ａ）は広角端状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図８（ｂ）は広角端
側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図９（ａ）は望遠端
側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図９（ｂ）は望遠端
状態における撮影距離無限遠での諸収差図である。
【０１０１】
　各収差図から明らかなように、第３実施例では、広角端状態から望遠端状態までの各焦
点距離状態において諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有することが分かる。
【０１０２】
（第４実施例）
　第４実施例について、図１０～図１２及び表４を用いて説明する。図１０は、第４実施
例に係るズームレンズＺＬ（ＺＬ４）の構成及び広角端状態（Ｗ）から望遠端状態（Ｔ）
までのズーム軌道を示す。第４実施例に係るズームレンズＺＬ４は、図１０に示すように
、光軸に沿って物体側から順に並んだ、正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ１と、負の屈折
力を持つ第２レンズ群Ｇ２と、正の屈折力を持つ第３レンズ群Ｇ３と、正の屈折力を持つ
第４レンズ群Ｇ４とを有する。
【０１０３】
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　第１レンズ群Ｇ１は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ１１と両凸形状の正レンズＬ１２との接合レンズから構成されている。
【０１０４】
　第２レンズ群Ｇ２は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、物体側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズＬ２１と、両凹形状の負レンズＬ２２と、物体側に凸面を向けた正メニス
カスレンズＬ２３とから構成されている。
【０１０５】
　第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間には、光量を調節することを目的とした開
口絞りＳが配置されている。
【０１０６】
　第３レンズ群Ｇ３は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、両凸形状の正レンズＬ３１
と、両凸形状の正レンズＬ３２と両凹形状の負レンズＬ３３との接合レンズとから構成さ
れている。
【０１０７】
　第４レンズ群Ｇ４は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ４１から構成されて
いる。
【０１０８】
　第４レンズ群Ｇ４と像面Ｉとの間には、像面Ｉに配設される撮像素子Ｃ（ＣＣＤやＣＭ
ＯＳ等）の限界解像以上の空間周波数をカットするためのローパスフィルターや赤外カッ
トフィルター等のガラスブロックＧ、撮像素子ＣのセンサーカバーガラスＣＶが配設され
ている。
【０１０９】
　このような構成のズームレンズＺＬ４では、広角端状態から望遠端状態へのズーミング
に際して、第１レンズ群Ｇ１～第４レンズ群Ｇ４の各群及び開口絞りＳが移動する。この
とき、第１レンズ群Ｇ１と第２レンズ群Ｇ２は、一旦像側に移動し、その後物体側へと移
動する。また、開口絞りＳ、第３レンズ群Ｇ３及び第４レンズ群Ｇ４は、物体側へ移動す
る。
【０１１０】
　下記の表４に、第４実施例における各諸元の値を示す。なお、表４における面番号１～
２１は、図１０に示す面１～２１に対応している。なお、第４実施例では、第３面、第５
面、第１１面、第１２面、第１６面及び第１７面が非球面形状に形成されている。
【０１１１】
（表４）
［レンズ諸元］
面番号　　　　　　　ｒ　　　　　　ｄ　　　　　ｎｄ　　　　νｄ
　物面　　　　　　　∞
　　１　　　　　　50.0693　　　0.8000　　　1.922860　　　20.88
　　２　　　　　　37.6780　　　3.1500　　　1.768020　　　49.23
　　３（非球面）-543.3419　　　　D3
　　４　　　　　　81.3891　　　0.8000　　　1.806100　　　40.71
　　５（非球面）　 7.1092　　　4.6000
　　６　　　　 　-28.8036　　　0.4000　　　1.882997　　　40.76
　　７　　　　　　35.1263　　　0.2000
　　８　　　　　　17.7515　　　2.0000　　　1.945950　　　17.98
　　９　　　　 　683.8801　　　　D9
　　10（開口絞り）　∞　　　 　0.3000
　　11（非球面） 　7.0892　　　2.4000　　　1.592010　　　67.05
　　12（非球面） -23.8459　　　0.2000
　　13　　　　　 　7.3482　　　2.0000　　　1.754999　　　52.32
　　14　　　　　　-8.0530　　　0.4000　　　1.800999　　　34.97
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　　15　　　　　 　4.4024　　　　D15
　　16（非球面）　12.5000　　　2.0000　　　1.743300　　　49.32
　　17（非球面）　68.9906　　　　D17
　　18　　　　　　　∞　　　　 0.2100　　　1.516330　　　64.14
　　19　　　　　　　∞　　　　 0.6000
　　20　　　　　　　∞　　　　 0.5000　　　1.516330　　　64.14
　　21　　　　　　　∞　　　　　　Bf
　像面　　　　　　　∞
［非球面データ］
第３面
　κ=1.0000,A4=5.69810E-08,A6=1.33280E-10,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第５面
　κ=1.0000,A4=-4.34700E-05,A6=1.62960E-06,A8=-3.62310E-08,A10=0.00000E+00
第１１面
　κ=1.0000,A4=-2.48810E-04,A6=0.00000E+00,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１２面
　κ=1.0000,A4=1.74320E-04,A6=1.75620E-06,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１６面
　κ=1.0000,A4=-1.11210E-04,A6=1.23010E-07,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
第１７面
　κ=1.0000,A4=-1.10490E-04,A6=0.00000E+00,A8=0.00000E+00,A10=0.00000E+00
［全体諸元］
ズーム比　　4.81817
　　　　　　　　　　広角端　　　中間位置　　　中間位置　　　　望遠端
　　ｆ　　　　　　　4.40002　　　6.95003　　　11.94996　　　21.19996
ＦＮｏ　　　　　　　2.43156　　　2.75232　 　　3.18815　　 　3.84569
　　ω　　 　　　　44.25227　 　31.29533　　　18.45589　　　10.58027
　　Ｙ　　　　　　　3.65000　　　4.05000　　 　4.05000　　 　4.05000
　ＴＬ　　 　　　　52.51649　 　49.42708　　　55.05101　　　66.51644
　Ｂｆ　　　　　　　0.59988　　　0.59999　　 　0.59997　　 　0.59978
　Ｂｆ（空気換算）　4.16308　　　5.53329　　 　7.30753　　 　8.19763
［ズーミングデータ］
　可変間隔　　広角端　　　中間位置　　　中間位置　　　望遠端
　　Ｄ３　　　0.49807　　　4.18722　　　12.31924　　　21.40722
　　Ｄ９　 　22.18679　 　13.00892　 　　6.87625　　 　3.30950
　　Ｄ15　　　6.17678　　　7.20589　　　 9.05623　　　14.11032
　　Ｄ17　　　2.49497　　　3.86506　　　 5.63932　　　 6.52962
［ズームレンズ群データ］
　群番号　　群初面　　群焦点距離　　レンズ構成長
　Ｇ１　　　　１　　　63.61267　　　　　3.95
　Ｇ２　　　　４　　　-9.42714　　　　　8.00
　Ｇ３　　　　11　　　12.24485　　　　　5.00
　Ｇ４　　　　16　　　20.23265　　　　　2.00
［条件式］
　条件式（１）　ｆｗ／ＬＧ１＝1.114
　条件式（２）　ｆｗ／ＬＧ２＝0.550
　条件式（３）　ｆｔ／ｆＧ３＝1.731
　条件式（４）　ｆｗ／ｆＧ１＝0.069
　条件式（５）　ｆｔ／ｆＧ１＝0.333
【０１１２】
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　表４に示す諸元の表から、本実施例に係るズームレンズＺＬ４では、上記条件式（１）
～（５）を全て満たすことが分かる。
【０１１３】
　図１１～図１２は、第４実施例に係るズームレンズＺＬ４の諸収差図である。すなわち
、図１１（ａ）は広角端状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図１１（ｂ）
は広角端側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図１２（ａ
）は望遠端側の中間焦点距離状態における撮影距離無限遠での諸収差図であり、図１２（
ｂ）は望遠端状態における撮影距離無限遠での諸収差図である。
【０１１４】
　各収差図から明らかなように、第４実施例では、広角端状態から望遠端状態までの各焦
点距離状態において諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有することが分かる。
【０１１５】
　なお、上述の実施形態において、以下に記載の内容は、光学性能を損なわない範囲で適
宜採用可能である。
【０１１６】
　各実施例では、ズームレンズとして４群構成を示したが、５群、６群等の他の群構成に
も適用可能である。また、最も物体側にレンズまたはレンズ群を追加した構成や、最も像
側にレンズまたはレンズ群を追加した構成でも構わない。また、レンズ群とは、変倍時に
変化する空気間隔で分離された、少なくとも１枚のレンズを有する部分をいう。
【０１１７】
　また、本実施形態においては、単独または複数のレンズ群、または部分レンズ群を光軸
方向に移動させて、無限遠物体から近距離物体への合焦を行う合焦レンズ群としてもよい
。この合焦レンズ群は、オートフォーカスにも適用でき、オートフォーカス用の（超音波
モーター等を用いた）モーター駆動にも適している。特に、第４レンズ群Ｇ４を合焦レン
ズ群とするのが好ましい。
【０１１８】
　また、本実施形態において、レンズ群または部分レンズ群を光軸に垂直な方向に振動さ
せ、または光軸を含む面内方向に回転移動（揺動）させて、手ブレによって生じる像ブレ
を補正する防振レンズ群としてもよい。特に、第３レンズ群Ｇ３の少なくとも一部を防振
レンズ群とするのが好ましい。
【０１１９】
　また、本実施形態において、レンズ面は、球面または平面で形成されても、非球面で形
成されても構わない。レンズ面が球面または平面の場合、レンズ加工及び組立調整が容易
になり、加工及び組立調整の誤差による光学性能の劣化を防げるので好ましい。また、像
面がずれた場合でも描写性能の劣化が少ないので好ましい。また、レンズ面が非球面の場
合、非球面は、研削加工による非球面、ガラスを型で非球面形状に形成したガラスモール
ド非球面、ガラスの表面に樹脂を非球面形状に形成した複合型非球面のいずれの非球面で
も構わない。また、レンズ面は回折面としてもよく、レンズを屈折率分布型レンズ（ＧＲ
ＩＮレンズ）あるいはプラスチックレンズとしてもよい。
【０１２０】
　また、本実施形態において、開口絞りＳは第３レンズ群Ｇ３近傍に配置されるのが好ま
しいが、開口絞りとしての部材を設けずにレンズ枠でその役割を代用してもよい。
【０１２１】
　また、本実施形態において、各レンズ面には、フレアやゴーストを軽減して高コントラ
ストの高い光学性能を達成するために、広い波長域で高い透過率を有する反射防止膜を施
してもよい。
【０１２２】
　また、本実施形態のズームレンズ（変倍光学系）は、変倍比が３～１０程度である。
【０１２３】
　また、本実施形態のズームレンズ（変倍光学系）は、第１レンズ群Ｇ１が、正レンズ成
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分を１つ有するのが好ましい。
【０１２４】
　また、本実施形態のズームレンズ（変倍光学系）は、第２レンズ群Ｇ２が、正レンズ成
分を１つと、負レンズ成分を２つ有するのが好ましい。また、物体側から順に、負負正の
順番にレンズ成分を、空気間隔を介在させて配置するのが好ましい。
【０１２５】
　また、本実施形態のズームレンズ（変倍光学系）は、第３レンズ群Ｇ３が、正レンズ成
分を２つと、負レンズ成分を１つ有するのが好ましい。また、物体側から順に、正負正の
順番にレンズ成分を、空気間隔を介在させて配置するのが好ましい。
【０１２６】
　また、本実施形態のズームレンズ（変倍光学系）は、第４レンズ群Ｇ４が、正レンズ成
分を１つ有するのが好ましい。
【０１２７】
　なお、本発明を分かりやすくするために、実施形態の構成要件を付して説明したが、本
発明がこれに限定されるものではないことは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１２８】
　ＺＬ（ＺＬ１～ＺＬ４）　撮影レンズ（ズームレンズ）
　ＣＡＭ　デジタルスチルカメラ（光学機器）
　Ｇ１　第１レンズ群
　Ｇ２　第２レンズ群
　Ｇ３　第３レンズ群
　Ｇ４　第４レンズ群
　Ｓ　　絞り
　Ｉ　　像面
　Ｃ　　撮像素子
　Ｇ　　ローパスフィルターや赤外カットフィルター等のガラスブロック
　ＣＶ　撮像素子のセンサーカバーガラス



(22) JP 5713227 B2 2015.5.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(23) JP 5713227 B2 2015.5.7

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(24) JP 5713227 B2 2015.5.7

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(25) JP 5713227 B2 2015.5.7

【図１３】 【図１４】



(26) JP 5713227 B2 2015.5.7

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０００－３４７１０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５００９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１３９７０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２１２９６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２０６５４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２０６５４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０６５５１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０７２１１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０６４７７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２２３００８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１７８８４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３０８６４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０４６３４７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　　１５／００－１５／２８　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

