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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、負の屈折力を持つ第４レンズ群
と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に５個のレンズ群からなり、または、
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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と
、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持つ第６レンズ群とにより実質的に６
個のレンズ群からなり、
　以下の条件式を満足し、
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．２０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００
　以下の条件式も満足することを特徴とするズームレンズ。
　１５．００　＜　β２ｔ／β２ｗ　≦　１９．２２
　又は
　２２．４１　≦　β２ｔ／β２ｗ　＜　２５．００
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
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　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率。
【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
持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、負の屈折力を持つ第４レンズ群
と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に５個のレンズ群からなり、または、
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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と
、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持つ第６レンズ群とにより実質的に６
個のレンズ群からなり、
　以下の条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００
　１５．００　＜　ｆｔ／ｆ３　＜　１９．００
　２．２６　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
【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、負の屈折力を持つ第４レンズ群
と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に５個のレンズ群からなり、または、
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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と
、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持つ第６レンズ群とにより実質的に６
個のレンズ群からなり、
　以下の条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００
　２．２６　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　１０.００　＜　ｆｔ／ｘ２　＜　４０.００
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
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　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離、
　ｘ２：広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、結像位置に対して前記第２レンズ群
が像面方向に移動する距離。
【請求項４】
　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、負の屈折力を持つ第４レンズ群
と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に５個のレンズ群からなり、または、
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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と
、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持つ第６レンズ群とにより実質的に６
個のレンズ群からなり、
　以下の条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　≦　５４．８６
　１５．００　＜　ｆｔ／ｆ３　＜　１９．００
　２．１５　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
【請求項５】
　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、負の屈折力を持つ第４レンズ群
と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に５個のレンズ群からなり、または、
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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と
、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持つ第６レンズ群とにより実質的に６
個のレンズ群からなり、
　以下の条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　≦　５４．８６
　１５．００　＜　β２ｔ／β２ｗ　＜　２５．００
　２．１５　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
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　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
【請求項６】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項１、３、５のいずれか一項に記載のズ
ームレンズ。
　１５．００　＜　ｆｔ／ｆ３　＜　１９．００
　但し、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
【請求項７】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項２もしくは３に記載のズームレンズ。
　１５．００　＜　β２ｔ／β２ｗ　＜　２５．００
　但し、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
【請求項８】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項１に記載のズームレンズ。
　２．００　＜　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　但し、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
【請求項９】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項１、４、５のいずれか一項に記載のズ
ームレンズ。
　１０.００　＜　ｆｔ／ｘ２　＜　４０.００
　但し、
　ｘ２：広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、結像位置に対して前記第２レンズ群
が像面方向に移動する距離。
【請求項１０】
　広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、互いに隣り合う各レンズ群の間隔が変化す
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】
　広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、全てのレンズ群が移動することを特徴とす
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】
　前記第５レンズ群は、正レンズ１枚と、負レンズ１枚とからなることを特徴とする請求
項１～１１のいずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項１３】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載のズー
ムレンズ。
　１５.００　＜　ｆ１／ｆｗ　＜　４０.００
　但し、
　ｆｗ：広角端状態における全系の焦点距離。
【請求項１４】
　前記第２レンズ群と前記第４レンズ群との間に、開口絞りを有することを特徴とする請
求項１～１３のいずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項１５】
　前記第２レンズ群と前記第３レンズ群との間に、開口絞りを有することを特徴とする請
求項１～１４のいずれか一項に記載のズームレンズ。
【請求項１６】
　変倍に際して、前記開口絞りを光軸方向に移動させることを特徴とする請求項１４もし
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くは１５に記載のズームレンズ。
【請求項１７】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載のズー
ムレンズ。
　０．１０°　＜　ωｔ　＜　５．００°
　但し、
　ωｔ：望遠端状態における半画角。
【請求項１８】
　以下の条件式を満足することを特徴とする請求項１～１７のいずれか一項に記載のズー
ムレンズ。
　２５．００°　＜　ωｗ　＜　８０.００°
　但し、
　ωｗ：広角端状態における半画角。
【請求項１９】
　請求項１～１８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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ズームレンズ及び光学機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高変倍比のズームレンズとして、光軸に沿って物体側から順に、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
、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とから構成され、各
レンズ群を移動させて変倍を行うズームレンズが提案されている（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２０１２－９８６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のズームレンズでは、光学性能が十分とはいえなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に
５個のレンズ群からなり、または、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
、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持
つ第６レンズ群とにより実質的に６個のレンズ群からなり、次の条件式を満足し、
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．２０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００
　以下の条件式も満足する。
　１５．００　＜　β２ｔ／β２ｗ　≦　１９．２２
　又は
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　２２．４１　≦　β２ｔ／β２ｗ　＜　２５．００
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率。
　第２の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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に
５個のレンズ群からなり、または、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
、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持
つ第６レンズ群とにより実質的に６個のレンズ群からなり、以下の条件式を満足する。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００
　１５．００　＜　ｆｔ／ｆ３　＜　１９．００
　２．２６　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
　第３の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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に
５個のレンズ群からなり、または、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
、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持
つ第６レンズ群とにより実質的に６個のレンズ群からなり、以下の条件式を満足する。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００
　２．２６　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　１０.００　＜　ｆｔ／ｘ２　＜　４０.００
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
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　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離、
　ｘ２：広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、結像位置に対して前記第２レンズ群
が像面方向に移動する距離。
【０００６】
　第４の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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に
５個のレンズ群からなり、または、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
、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持
つ第６レンズ群とにより実質的に６個のレンズ群からなり、以下の条件式を満足する。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　≦　５４．８６
　１５．００　＜　ｆｔ／ｆ３　＜　１９．００
　２．１５　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
　第５の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、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群とにより実質的に
５個のレンズ群からなり、または、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
、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持
つ第６レンズ群とにより実質的に６個のレンズ群からなり、以下の条件式を満足する。
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　≦　５４．８６
　１５．００　＜　β２ｔ／β２ｗ　＜　２５．００
　２．１５　≦　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：前記第２レンズ群の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：前記第１レンズ群の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における前記第３レンズ群の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における前記第２レンズ群の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における前記第３レンズ群の倍率、
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　ｆ３：前記第３レンズ群の焦点距離。
【０００７】
　本発明に係る光学機器は、上述のズームレンズを搭載する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【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から望遠端状態までの各群
の移動軌跡（矢印）を示す図である。
【図２】第１実施例に係るズームレンズの撮影距離無限遠における諸収差図であり、（ａ
）は広角端状態、（ｂ）は中間焦点距離状態、（ｃ）は望遠端状態を示す。
【図３】第２実施例に係るズームレンズの構成及び広角端状態から望遠端状態までの各群
の移動軌跡（矢印）を示す図である。
【図４】第２実施例に係るズームレンズの撮影距離無限遠における諸収差図であり、（ａ
）は広角端状態、（ｂ）は中間焦点距離状態、（ｃ）は望遠端状態を示す。
【図５】第３実施例に係るズームレンズの構成及び広角端状態から望遠端状態までの各群
の移動軌跡（矢印）を示す図である。
【図６】第３実施例に係るズームレンズの撮影距離無限遠における諸収差図であり、（ａ
）は広角端状態、（ｂ）は中間焦点距離状態、（ｃ）は望遠端状態を示す。
【図７】本実施形態に係るズームレンズを搭載したカメラの構成を示す図である。
【図８】本実施形態に係るズームレンズの製造方法の概略を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、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ＺＬ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、負の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と、正の屈折力を持つ第５レンズ群Ｇ５と
を有して構成される。
【００１２】
　この構成により、高変倍化の達成が可能となる。
【００１３】
　そして、上記構成のもと、本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（１）～
（３）を満足する。
【００１４】
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００　…（１）
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０　…（２）
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００　…（３）
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：第２レンズ群Ｇ２の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：第１レンズ群Ｇ１の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における第２レンズ群Ｇ２の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における第３レンズ群Ｇ３の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における第２レンズ群Ｇ２の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における第３レンズ群Ｇ３の倍率。
【００１５】
　条件式（１）は、望遠端状態における全系の焦点距離と、第２レンズ群Ｇ２の焦点距離
との比を規定している。
【００１６】
　条件式（１）の上限値を上回ると、倍率色収差、コマ収差、非点収差等の諸収差が悪化
するため、好ましくない。
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【００１７】
　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４５．００とす
ることが好ましい。
【００１８】
　条件式（１）の下限値を下回ると、倍率色収差、コマ収差、非点収差等の諸収差が悪化
するため、好ましくない。
【００１９】
　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３４．００とす
ることが好ましい。
【００２０】
　条件式（２）は、望遠端状態における第１レンズ群Ｇ１のＦ値を規定している。
【００２１】
　条件式（２）の上限値を上回ると、望遠端状態における倍率色収差、コマ収差等の諸収
差が悪化するため、好ましくない。
【００２２】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（２）の上限値を２．２０とする
ことが好ましい。
【００２３】
　条件式（２）の下限値を下回ると、望遠端状態における倍率色収差、コマ収差等の諸収
差が悪化するため、好ましくない。
【００２４】
　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１．７０とする
ことが好ましい。
【００２５】
　条件式（３）は、第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３の変倍比の積を規定している。
【００２６】
　条件式（３）の上限値を上回ると、球面収差、コマ収差等の諸収差が悪化するため、好
ましくない。
【００２７】
　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６３．００とす
ることが好ましい。
【００２８】
　条件式（３）の下限値を下回ると、球面収差、コマ収差等の諸収差が悪化するため、好
ましくない。
【００２９】
　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４５．００とす
ることが好ましい。
【００３０】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬにおいて、広角端状態から望遠端状態への変倍に際
し、互いに隣り合う各レンズ群の間隔が変化することが好ましい。
【００３１】
　この構成により、高変倍化の達成が可能となる。
【００３２】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬにおいて、広角端状態から望遠端状態への変倍に際
し、全てのレンズ群が移動することが好ましい。
【００３３】
　この構成により、レンズ全体のサイズと、非点収差と色収差を維持したまま、更なる広
角化と高変倍化の達成が可能となる。
【００３４】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬにおいて、第５レンズ群Ｇ５は、正レンズ１枚と、
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負レンズ１枚とからなることが好ましい。
【００３５】
　この構成により、レンズ全体のサイズと、非点収差と色収差を維持したまま、更なる広
角化と高変倍化の達成が可能となる。
【００３６】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（４）を満足することが好ましい。
【００３７】
　１５．００　＜　ｆｔ／ｆ３　＜　１９．００　…（４）
　但し、
　ｆ３：第３レンズ群Ｇ３の焦点距離。
【００３８】
　条件式（４）は、望遠端状態における全系の焦点距離と、第３レンズ群Ｇ３の焦点距離
との比を規定している。
【００３９】
　条件式（４）の上限値を上回ると、コマ収差等の諸収差が悪化するため、好ましくない
。
【００４０】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（４）の上限値を１８．５０とす
ることが好ましい。
【００４１】
　条件式（４）の下限値を下回ると、コマ収差等の諸収差が悪化するため、好ましくない
。
【００４２】
　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１５．５０とす
ることが好ましい。
【００４３】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（５）を満足することが好ましい。
【００４４】
　１５．００　＜　β2t／β2w　＜　２５．００　…（５）
　但し、
　β2w：広角端状態における第２レンズ群Ｇ２の倍率、
　β2t：望遠端状態における第２レンズ群Ｇ２の倍率。
【００４５】
　条件式（５）は、広角端状態における第２レンズ群Ｇ２の倍率と、望遠端状態における
第２レンズ群Ｇ２の倍率とを規定している。
【００４６】
　条件式（５）の上限値を上回ると、コマ収差等の諸収差が悪化するため、好ましくない
。
【００４７】
　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２４．００とす
ることが好ましい。
【００４８】
　条件式（５）の下限値を下回ると、コマ収差、非点収差等の諸収差が悪化するため、好
ましくない。
【００４９】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（５）の下限値を１６．００とす
ることが好ましい。
【００５０】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（６）を満足することが好ましい。
【００５１】
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　２．００　＜　ｆ３／（－ｆ２）　＜　２．７０　…（６）
　但し、
　ｆ３：第３レンズ群Ｇ３の焦点距離。
【００５２】
　条件式（６）は、第２レンズ群Ｇ２の焦点距離と、第３レンズ群Ｇ３の焦点距離との比
を規定している。
【００５３】
　条件式（６）の上限値を上回ると、歪曲収差、非点収差、コマ収差等の諸収差が悪化す
るため、好ましくない。
【００５４】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（６）の上限値を２．６０とする
ことが好ましい。
【００５５】
　条件式（６）の下限値を下回ると、歪曲収差、非点収差、コマ収差等の諸収差が悪化す
るため、好ましくない。
【００５６】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（６）の下限値を２．１０とする
ことが好ましい。
【００５７】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（７）を満足することが好ましい。
【００５８】
　１５.００　＜　ｆ１／ｆｗ　＜　４０.００　…（７）
　但し、
　ｆｗ：広角端状態における全系の焦点距離。
【００５９】
　条件式（７）は、第１レンズ群Ｇ１の焦点距離と、広角端状態における全系の焦点距離
との比を規定している。
【００６０】
　条件式（７）の上限値を上回ると、歪曲収差、非点収差、コマ収差等の諸収差が悪化す
るため、好ましくない。
【００６１】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（７）の上限値を３５．００とす
ることが好ましい。
【００６２】
　条件式（７）の下限値を下回ると、歪曲収差、非点収差、コマ収差等の諸収差が悪化す
るため、好ましくない。
【００６３】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（７）の下限値を１９．００とす
ることが好ましい。
【００６４】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（８）を満足することが好ましい。
【００６５】
　１０.００　＜　ｆｔ／ｘ２　＜　４０.００　…（８）
　但し、
　ｘ２：広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、結像位置に対して第２レンズ群Ｇ２
が像面方向に移動する距離。
【００６６】
　条件式（８）は、広角端状態から望遠端状態への変倍に際して第２レンズ群Ｇ２が移動
する距離と、望遠端状態における全系の焦点距離との比を規定している。
【００６７】
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　条件式（８）の上限値を上回ると、コマ収差等の諸収差が悪化するため、好ましくない
。
【００６８】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（８）の上限値を３７．００とす
ることが好ましい。
【００６９】
　条件式（８）の下限値を下回ると、コマ収差等の諸収差が悪化するため、好ましくない
。
【００７０】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（８）の下限値を１５．００とす
ることが好ましい。
【００７１】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、第２レンズ群Ｇ２と第４レンズ群Ｇ４との間に
、開口絞りＳを有することが好ましい。
【００７２】
　この構成により、球面収差、非点収差、歪曲収差等の諸収差を良好に補正することがで
きる。
【００７３】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間に
、開口絞りＳを有することが好ましい。
【００７４】
　この構成により、球面収差、非点収差、歪曲収差等の諸収差を良好に補正することがで
きる。
【００７５】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、変倍に際して、開口絞りＳを光軸方向に移動さ
せることが好ましい。
【００７６】
　この構成により、球面収差、非点収差、歪曲収差等の諸収差を良好に補正することがで
きる。
【００７７】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（９）を満足することが好ましい。
【００７８】
　０．１０°　＜　ωｔ　＜　５.００°　…（９）
　但し、
　ωｔ：望遠端状態における半画角。
【００７９】
　条件式（９）は、望遠端状態における画角の最適な値を規定する条件である。この条件
式（９）を満足することにより、コマ収差、歪曲収差、像面湾曲等の諸収差を良好に補正
することができる。
【００８０】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（９）の上限値を４．００°とす
ることが好ましい。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（９）の上
限値を３．００°とすることが好ましい。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（９）の上限値を２．００°とすることが好ましい。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（９）の上限値を１．００°とすることが好ましい。
【００８１】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（９）の下限値を０．３０°とす
ることが好ましい。本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（９）の下限値
を０．５０°とすることが好ましい。
【００８２】



(13) JP 6620400 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、次の条件式（１０）を満足することが好ましい
。
【００８３】
　２５．００°　＜　ωｗ　＜　８０.００°　…（１０）
　但し、
　ωｗ：広角端状態における半画角。
【００８４】
　条件式（１０）は、広角端状態における画角の最適な値を規定する条件である。この条
件式（１０）を満足することにより、広い画角を有しつつ、コマ収差、歪曲収差、像面湾
曲等の諸収差を良好に補正することができる。
【００８５】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（１０）の上限値を７０．００°
とすることが好ましい。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（１０
）の上限値を６０．００°とすることが好ましい。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（１０）の上限値を５０．００°とすることが好ましい。
【００８６】
　本実施形態の効果を確実なものとするために、条件式（１０）の下限値を３０．００°
とすることが好ましい。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（１０
）の下限値を３５．００°とすることが好ましい。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（１０）の下限値を４０．００°とすることが好ましい。
【００８７】
　以上のような構成を備える本実施形態に係るズームレンズＺＬによれば、レンズ全体の
サイズと、良好な光学性能を維持しながら、更なる広角化と高変倍化を達成することがで
きるズームレンズを実現することができる。
【００８８】
　次に、図７を参照しながら、上述のズームレンズＺＬを備えたカメラ（光学機器）につ
いて説明する。カメラ１は、図７に示すように、撮影レンズ２として上述のズームレンズ
ＺＬを備えたレンズ交換式のカメラ（所謂ミラーレスカメラ）である。このカメラ１にお
いて、不図示の物体（被写体）からの光は、撮影レンズ２で集光されて、不図示のＯＬＰ
Ｆ（Optical low pass filter：光学ローパスフィルタ）を介して撮像部３の撮像面上に
被写体像を形成する。そして、撮像部３に設けられた光電変換素子によって被写体像が光
電変換されて被写体の画像が生成される。この画像は、カメラ１に設けられたＥＶＦ（El
ectronic view finder：電子ビューファインダ）４に表示される。これにより撮影者は、
ＥＶＦ４を介して被写体を観察することができる。また、撮影者によって不図示のレリー
ズボタンが押されると、撮像部３で生成された被写体の画像が不図示のメモリーに記憶さ
れる。このようにして、撮影者は本カメラ１による被写体の撮影を行うことができる。
【００８９】
　本カメラ１に撮影レンズ２として搭載した本実施形態に係るズームレンズＺＬは、後述
の各実施例からも分かるようにその特徴的なレンズ構成によって、レンズ全体のサイズと
、良好な光学性能を維持しながら、更なる広角化と高変倍化を達成することができる。し
たがって、本カメラ１によれば、レンズ全体のサイズと、良好な光学性能を維持しながら
、更なる広角化と高変倍化を達成することができる光学機器を実現することができる。
【００９０】
　なお、本実施形態では、ミラーレスカメラの例を説明したが、これに限定されるもので
はない。例えば、カメラ本体にクイックリターンミラーを有し、ファインダ光学系によっ
て被写体を観察する一眼レフタイプのカメラに、上述のズームレンズＺＬを搭載した場合
でも、上記カメラ１と同様の効果を奏することができる。
【００９１】
　続いて、図８を参照しながら、上述のズームレンズＺＬの製造方法について概説する。
まず、レンズ鏡筒内に、光軸に沿って物体側より順に、正の屈折力を持つ第１レンズ群Ｇ
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１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、負
の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と、正の屈折力を持つ第５レンズ群Ｇ５とを有するよう
に、各レンズを配置する（ステップＳＴ１０）。次の条件式（１）～（３）を満足するよ
うに、鏡筒内に各レンズを配置する（ステップＳＴ２０）。
【００９２】
　３３．００　＜　ｆｔ／（－ｆ２）　＜　４６．００　…（１）
　１．６０　＜　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＜　２．３０　…（２）
　４３．００　＜　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＜　６５．００　…（３）
　但し、
　ｆｔ：望遠端状態における全系の焦点距離、
　ｆ２：第２レンズ群Ｇ２の焦点距離、
　Ｆnt：望遠端状態におけるＦ値、
　ｆ１：第１レンズ群Ｇ１の焦点距離、
　β２ｔ：望遠端状態における第２レンズ群Ｇ２の倍率、
　β３ｔ：望遠端状態における第３レンズ群Ｇ３の倍率、
　β２ｗ：広角端状態における第２レンズ群Ｇ２の倍率、
　β３ｗ：広角端状態における第３レンズ群Ｇ３の倍率。
【００９３】
　本実施形態におけるレンズ配置の一例を挙げると、図１に示すように、光軸に沿って物
体側から順に、像側に凹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との接合レンズと、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ
１３と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１４とを配置して第１レンズ群Ｇ１
とし、像側に凹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、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ２４とを配置
して第２レンズ群Ｇ２とし、両凸形状の正レンズＬ３１と、像側に凹面を向けた負メニス
カスレンズＬ３２と、両凹形状の負レンズＬ３３と両凸形状の正レンズＬ３４との接合レ
ンズとを配置して第３レンズ群Ｇ３とし、両凹形状の負レンズＬ４１を配置して第４レン
ズ群Ｇ４とし、両凸形状の正レンズＬ５１と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ
５２との接合レンズを配置して第５レンズ群Ｇ５とする。このように準備した各レンズ群
を、上述の手順で配置してズームレンズＺＬを製造する。
【００９４】
　本実施形態に係る製造方法によれば、レンズ全体のサイズと、良好な光学性能を維持し
ながら、更なる広角化と高変倍化を達成することができるズームレンズＺＬを製造するこ
とができる。
【実施例】
【００９５】
　これより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。図１、図３、
図５は、各実施例に係るズームレンズＺＬ（ＺＬ１～ＺＬ３）の構成及び屈折力配分を示
す断面図である。ズームレンズＺＬ１～ＺＬ３の断面図の下部には、広角端状態から望遠
端状態に変倍する際の各レンズ群の光軸に沿った移動方向を矢印で示す。
【００９６】
　第１実施例に係る図１に対する各参照符号は、参照符号の桁数の増大による説明の煩雑
化を避けるため、実施例ごとに独立して用いている。ゆえに、他の実施例に係る図面と共
通の参照符号を付していても、それらは他の実施例とは必ずしも共通の構成ではない。
【００９７】
　また、以下に表１～表３を示すが、これらは第１実施例～第３実施例における各諸元の
表である。
【００９８】
　各実施例では収差特性の算出対象として、ｄ線（波長587.6nm）、ｇ線（波長435.8nm）
を選んでいる。
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【００９９】
　表中の［レンズデータ］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
光学面の順序、Ｒは各光学面の曲率半径、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、ｎｄは光学部材の材質のｄ線に対する屈折率、νｄは光学
部材の材質のｄ線を基準とするアッベ数をそれぞれ示す。また、物面は物体面、Ｄｉは面
間隔（第ｉ面と第（ｉ＋１）面との面間隔）、曲率半径の「∞」は平面又は開口、（開口
絞り）は開口絞りＳ、像面は像面Ｉをそれぞれ示す。空気の屈折率「1.0000」は省略する
。光学面が非球面である場合には、面番号に＊印を付し、曲率半径Ｒの欄には近軸曲率半
径を示す。
【０１００】
　表中の［全体諸元］において、ｆはレンズ全系の焦点距離、φは開口絞り径、Ｆｎｏは
Ｆナンバー、２ωは画角（単位：°）、ＢＦは光軸上でのレンズ最終面から近軸像面まで
の距離、ＢＦ（空気）は光軸上でのレンズ最終面から近軸像面までの距離を空気換算長に
より表記したもの、ＴＬは光軸上でのレンズ最前面から近軸像面までの距離、ＴＬ（空気
）は光軸上でのレンズ最前面からレンズ最終面までの距離にＢＦ（空気）を加えたものを
示す。
【０１０１】
　表中の［非球面データ］には、［レンズデータ］に示した非球面について、その形状を
次式（ａ）で示す。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。「Ｅ-n」は、「×１０-n」を示す。例
えば、1.234E-05＝1.234×10-5である。なお、２次の非球面係数Ａ2は０であり、記載を
省略する。
【０１０２】
　Ｘ（ｙ）＝（ｙ2／Ｒ）／｛１＋（１－κ×ｙ2／Ｒ2）1/2｝＋Ａ4×ｙ4＋Ａ6×ｙ6＋Ａ
8×ｙ8＋Ａ10×ｙ10…（ａ）
【０１０３】
　表中の［可変間隔データ］において、広角端、中間焦点距離、望遠端の各状態における
面間隔の値Ｄｉを示す。なお、Ｄｉは、第ｉ面と第（ｉ＋１）面の面間隔を示す。
【０１０４】
　表中の［レンズ群データ］において、群番号、群初面は各群の最も物体側の面番号、群
焦点距離は各群の焦点距離、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。
【０１０５】
　表中の［条件式］には、上記の条件式（１）～（１０）に対応する値を示す。
【０１０６】
　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。
【０１０７】
　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。
【０１０８】
（第１実施例）
　第１実施例について、図１、図２及び表１を用いて説明する。第１実施例に係るズーム
レンズＺＬ（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、負の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と、正の屈折力を持つ第５
レンズ群Ｇ５とから構成される。
【０１０９】
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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、像側に凹面を向けた負メニ
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との接合レンズと
、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１３と、物体側に凸面を向けた正メニスカ
スレンズＬ１４とから構成される。
【０１１０】
　第２レンズ群Ｇ２は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、像側に凹面を向けた負メニ
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、物
体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ２４とから構成される。負メニスカスレンズＬ
２１は、両面が非球面である。
【０１１１】
　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、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ３２と、両凹形状の負レンズＬ３３と両凸
形状の正レンズＬ３４との接合レンズとから構成される。両凸形状の正レンズＬ３１の両
側面は、非球面である。
【０１１２】
　第４レンズ群Ｇ４は、両凹形状の負レンズＬ４１から構成される。
【０１１３】
　第５レンズ群Ｇ５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Ｌ５１
と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ５２との接合レンズから構成される。
【０１１４】
　第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間に、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。
【０１１５】
　第５レンズ群Ｇ５と像面Ｉとの間に、フィルタ群ＦＬが配置されている。フィルタ群Ｆ
Ｌは、像面Ｉに配設されるＣＣＤ等、固体撮像素子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や赤外カットフィルタ等で構成されている。
【０１１６】
　本実施例に係るズームレンズＺＬ１は、各レンズ群の間隔が変化するように、全てのレ
ンズ群Ｇ１～Ｇ５および開口絞りＳを光軸方向に移動させることにより、変倍を行う。具
体的には、広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、第１レンズ群Ｇ１を物体側へ移動
させ、第２レンズ群Ｇ２を像側へ移動させ、第３レンズ群Ｇ３を物体側へ移動させ、第４
レンズ群Ｇ４を物体側へ移動させ、第５レンズ群Ｇ５を一旦物体側に移動させ、その後像
側へ移動させる。開口絞りＳは、広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、各レンズ群
とは別に単独で、物体側へ移動させる。
【０１１７】
　下記の表１に、第１実施例における各諸元の値を示す。表１における面番号１～３０が
、図１に示すｍ１～ｍ３０の各光学面に対応している。
【０１１８】
（表１）
［レンズデータ］
　面番号　　　Ｒ　　　　　Ｄ　　　　ｎｄ　　　νｄ
　物面　　　　∞
　　1　　　299.113　　　3.74　　　1.8348　　　42.7
　　2　　　112.365　　 12.9　　　 1.4370　　　95.0
　　3　 　7582.022　　　0.42
　　4　　　132.075　　　9.36　　　1.4978　　　82.6
　　5　　　631.671　　　0.42
　　6　　　129.950　　　9.78　　　1.4978　　　82.6
　　7　 　1116.862　　　(D7)
　＊8　 　1147.820　　　2.29　　　1.8820　　　37.2
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　＊9　 　　14.801　　　9.78
　　10　 　-46.021　　　1.87　　　1.8348　　　42.7
　　11　 　169.618　　　1.04
　　12　　　49.381　　　5.82　　　1.9229　　　20.9
　　13　 　-43.941　　　1.04
　　14　 　-36.266　　　1.66　　　1.9108　　　35.3
　　15　　-220.373　　　(D15)
　　16　　　　∞　　　　(D16)　　(開口絞り)
　＊17　　　19.853　　　4.59　　　1.5533　　　71.7
　＊18　 　-43.626　　　4.59
　　19　　　52.966　　　0.92　　　1.9108　　　35.3
　　20　　　22.035　　　3.09
　　21　　-144.583　　　0.92　　　1.8340　　　37.2
　　22　　　55.310　　　4.59　　　1.4978　　　82.6
　　23　 　-23.136　　　(D23)
　　24　 -6040.775　　　1.04　　　1.4875　　　70.3
　　25　　　52.947　　　(D25)
　　26　　　31.075　　　5.20　　　1.4875　　　70.3
　　27　 　-37.574　　　1.66　　　1.9108　　　35.3
　　28　 　-84.589　　　(D28)
　　29　　　　∞　　　　2.02　　　1.5168　　　63.9
　　30　　　　∞　　　　(BF)
　像面　　　　∞
 
［全体諸元］
ズーム比　75.5
　　　　 　　　広角端　　　中間焦点　　　望遠端
ｆ　　　　　　　7.70　　　　67.58　　　　581.59
φ　　　　　　 14.48　　　　14.48　　 　　16.22
Ｆｎｏ　　　　　2.75　　　　 5.02　　　　　6.44
２ω　　　　　 92.58　　　　13.446　　　　 1.5466
ＢＦ　　　　　　1.00　　　　 1.00　　　　　1.00
ＢＦ(空気)　　 13.63　　　　40.77　　　　 10.22
ＴＬ　　　　　210.44　　　 273.47　　　　321.86
ＴＬ(空気)　　209.75　　　 272.78　　　　321.18
 
［非球面データ］
面番号　　　κ　　　　　　A4　　　　 　　A6　 　　　　　A8　　　　　　A10
　 8　　　1.0000　 　　5.34E-06　　　-5.13E-08　 　　1.59E-10　　　-1.68E-13
　 9　　　0.7435　 　　4.24E-06　　　-8.79E-08　　　-1.70E-11　 　　6.06E-13
　17　　　1.0559　　　-1.84E-05　　　 0.00E+00　 　　0.00E+00　　 　0.00E+00
　18　　　1.0000　 　　1.92E-05　　　 0.00E+00　　 　0.00E+00　　 　0.00E+00
 
［可変間隔データ］
可変間隔　　広角端　　　中間焦点　　　望遠端
　ｆ　　　　7.70　　　　67.58　　　  581.59
　D7　　　　1.144　　　 93.67035　　 144.51292
　D15　　　63.81464　　 15.28327　　　 0.57177
　D16　　　24.06722　　　2.38004　　　 0.23337
　D23　 　　7.13476　　 21.29766　　　14.87916
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　D25　　　13.25685　　 12.67442　　　64.04793
　D28　　　11.29590　　 38.43652　　　 7.88868
 
［レンズ群データ］
　群番号　　　　群初面　　群焦点距離　　レンズ構成長
第１レンズ群　　　 1　　　　180.1　　　　 36.61
第２レンズ群　　　 8　　　　-15.9　　　　 23.50
第３レンズ群　　　17　　　　 35.9　　　　 18.69
第４レンズ群　　　24　　　 -107.7　　　　　1.04
第５レンズ群　　　26　　　　 65.9　　　　　6.86
 
［条件式］
　条件式（１）　ｆｔ／（－ｆ２）　＝　36.49
　条件式（２）　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＝　1.99
　条件式（３）　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＝　53.90
　条件式（４）　ｆｔ／ｆ３　＝　16.18
　条件式（５）　β2t／β2w　＝　19.22
　条件式（６）　ｆ３／（－ｆ２）　＝　2.26
　条件式（７）　ｆ１／ｆｗ　＝　23.38
　条件式（８）　ｆｔ／ｘ２　＝　18.20
　条件式（９）　ωｔ　＝　0.7733°
　条件式（１０）　ωｗ　＝　46.29°
【０１１９】
　表１から、本実施例に係るズームレンズＺＬ１は、条件式（１）～（１０）を満たすこ
とが分かる。
【０１２０】
　図２は、第１実施例に係るズームレンズＺＬ１の撮影距離無限遠における諸収差図（球
面収差図、非点収差図、歪曲収差図、コマ収差図及び倍率色収差図）であり、（ａ）は広
角端状態、（ｂ）は中間焦点距離状態、（ｃ）は望遠端状態をそれぞれ示す。
【０１２１】
　各収差図において、ＦＮＯはＦナンバー、Ａは各像高に対する半画角（単位：°）を示
す。ｄはｄ線、ｇはｇ線における収差を示す。また、これらの記載がないものは、ｄ線に
おける収差を示す。球面収差図において、実線は球面収差を、破線は正弦条件を示す。非
点収差図において、実線はサジタル像面、破線はメリジオナル像面を示す。コマ収差図に
おいて、実線は各入射角又は物体高のｄ線及びｇ線に対するメリジオナルコマ収差、原点
より右側の破線はｄ線に対してメリデジオナル方向に発生するサジタルコマ収差、原点よ
り左側の破線はｄ線に対してサジタル方向に発生するサジタルコマ収差を示す。なお、後
述する各実施例の収差図においても、本実施例と同様の符号を用いる。
【０１２２】
　図２に示す各収差図から明らかなように、第１実施例に係るズームレンズＺＬ１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
た光学性能を有することが分かる。歪曲収差については、撮像後の画像処理により十分補
正可能であるため、光学的な補正は必要ない。
【０１２３】
（第２実施例）
　第２実施例について、図３、図４及び表２を用いて説明する。第２実施例に係るズーム
レンズＺＬ（ＺＬ２）は、図３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、負の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と、正の屈折力を持つ第５
レンズ群Ｇ５と、正の屈折力を有する第６レンズ群Ｇ６とから構成される。
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【０１２４】
　第１レンズ群Ｇ１は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、像側に凹面を向けた負メニ
スカスレンズＬ１１と両凸形状の正レンズＬ１２との接合レンズと、物体側に凸面を向け
た正メニスカスレンズＬ１３と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１４とから
構成される。
【０１２５】
　第２レンズ群Ｇ２は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、両凹形状の負レンズＬ２１
と、両凹形状の負レンズＬ２２と、両凸形状の正レンズＬ２３と、物体側に凹面を向けた
負メニスカスレンズＬ２４とから構成される。負メニスカスレンズＬ２１は、像側面が非
球面である。
【０１２６】
　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、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ３２と、両凹形状の負レンズＬ３３と両凸
形状の正レンズＬ３４との接合レンズとから構成される。両凸形状の正レンズＬ３１の両
側面は、非球面である。
【０１２７】
　第４レンズ群Ｇ４は、両凹形状の負レンズＬ４１から構成される。
【０１２８】
　第５レンズ群Ｇ５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Ｌ５１
と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ５２との接合レンズから構成される。
【０１２９】
　第６レンズ群Ｇ６は、両凸形状の正レンズＬ６１から構成される。
【０１３０】
　第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間に、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。
【０１３１】
　第６レンズ群Ｇ６と像面Ｉとの間に、フィルタ群ＦＬが配置されている。フィルタ群Ｆ
Ｌは、像面Ｉに配設されるＣＣＤ等、固体撮像素子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や赤外カットフィルタ等で構成されている。
【０１３２】
　本実施例に係るズームレンズＺＬ２は、各レンズ群の間隔が変化するように、第１～第
５レンズ群Ｇ１～Ｇ５および開口絞りＳを光軸方向に移動させ、第６レンズ群Ｇ６を固定
することにより、変倍を行う。具体的には、広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、
第１レンズ群Ｇ１を物体側へ移動させ、第２レンズ群Ｇ２を一旦像側に移動させ、その後
物体側へ移動させ、第３レンズ群Ｇ３を物体側へ移動させ、第４レンズ群Ｇ４を物体側へ
移動させ、第５レンズ群Ｇ５を一旦物体側に移動させ、その後像側へ移動させ、第６レン
ズ群Ｇ６は像面Ｉに対して固定する。開口絞りＳは、広角端状態から望遠端状態への変倍
に際し、各レンズ群とは別に単独で、物体側へ移動させる。
【０１３３】
　下記の表２に、第２実施例における各諸元の値を示す。表２における面番号１～３２が
、図３に示すｍ１～ｍ３２の各光学面に対応している。
【０１３４】
（表２）
［レンズデータ］
　面番号　　　Ｒ　　　　　Ｄ　　　　ｎｄ　　　 νｄ
　物面　　　　∞
　　1　　　275.935　　　3.738　　　1.8348　　　42.7
　　2　　　115.550　　 16.405　　　1.4370　　　95.0
　　3　 -13143.500　　　0.415
　　4　　　122.063　　 13.290　　　1.4370　　　95.0
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　　5　　 1070.443　　　0.415
　　6　　　130.766　　 10.591　　　1.4970　　　81.6
　　7　　　494.258　　　(D7)
　　8　　-1739.519　　　1.869　　　1.8820　　　37.2
　＊9　　　 13.578　　 10.277
　　10　　 -40.755　　　1.869　　　1.8348　　　42.7
　　11　　 158.411　　　1.038
　　12　　　49.075　　　5.607　　　1.9229　　　20.9
　　13　　 -45.763　　　1.038
　　14　　 -45.322　　　1.661　　　1.9108　　　35.3
　　15　　-317.902　　　(D15)
　　16　　　　∞　　　　(D16)　　(開口絞り)
　＊17　　　24.225　　　6.230　　　1.5533　　　71.7
　＊18　　 -44.084　　　6.230
　　19　　　31.149　　　1.246　　　1.9108　　　35.3
　　20　　　21.553　　　3.115
　　21　　-122.750　　　0.831　　　1.9538　　　32.3
　　22　　　38.038　　　5.191　　　1.4875　　　70.3
　　23　　 -20.976　　　(D23)
　　24　　-142.256　　　2.077　　　1.4875　　　70.3
　　25　　 103.345　　　(D25)
　　26　　　32.393　　　5.191　　　1.4875　　　70.3
　　27　　 -74.819　　　1.038　　　1.8503　　　32.4
　　28　　-183.548　　　(D28)
　　29　　 415.316　　　1.661　　　1.5311　　　55.9
　　30　　-193.972　　　1.167
　　31　　　　∞　　　　1.424　　　1.5168　　　63.9
　　32　　　　∞　　　　(BF)
　像面　　　　∞
 
［全体諸元］
ズーム比　85.1
　　　　 　　　広角端　　　中間焦点　　　望遠端
f　　　　　　　 7.7　 　　　66.1　　　　 655.5
φ　　　　　　 10.86　　　　13.68　　　　 17.24
Ｆｎｏ　　　　　3.63　　　　 4.97　　　　　6.34
２ω　　　　　 91.98　　　　13.87　　　　　1.38 
ＢＦ　　　　　　1.20 　　　　1.20　　　　　1.20 
ＢＦ(空気)　　　3.30 　　　　3.30　　　　　3.30 
ＴＬ　　　　　217.69 　　　288.91　　　　338.08 
ＴＬ(空気)　　217.20 　　　288.42　　　　337.59
 
［非球面データ］
面番号　　　κ　　　　　　A4　　　　 　　A6　 　　　　　A8　　　　　　A10
　 9　　　0.7082　　　-8.35E-07　　　-5.83E-08　　　 4.69E-10　　　-1.82E-12
　17　　　1.1650　　　-1.10E-05　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00
　18　　　1.0000　　　 1.72E-05　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00
 
［可変間隔データ］
可変間隔　　広角端　　　中間焦点　　　望遠端
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　ｆ　　　　7.7　　　　 66.1　　　　 655.5
　D7　　　　1.034　　　 96.141　　　 143.280
　D15　　　57.059　　　 13.662　　　　 0.963
　D16　　　25.639　　　　3.987　　　　 1.844
　D23　　　 4.317 　　　15.343　　　　 5.882
　D25　　　15.695 　　　16.571　　　　81.057 
　D28　　　 9.130 　　　38.393　　　 　0.239
 
［レンズ群データ］
　群番号　　　　群初面　　群焦点距離　　レンズ構成長
第１レンズ群　　　 1　　　　179.62　　　　44.85
第２レンズ群　　　 8　　　　-14.74　　　　23.36
第３レンズ群　　　17　　　　 36.76　　　　22.84
第４レンズ群　　　24　　　 -122.45　　　　 2.08
第５レンズ群　　　26　　　　 67.49　　　　 6.23
第６レンズ群　　　29　　　　249.19　　　　 1.66
 
［条件式］
　条件式（１）　ｆｔ／（－ｆ２）　＝　44.46
　条件式（２）　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＝　1.74
　条件式（３）　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＝　54.86
　条件式（４）　ｆｔ／ｆ３　＝　17.84
　条件式（５）　β2t／β2w　＝　22.41
　条件式（６）　ｆ３／（－ｆ２）　＝　2.49
　条件式（７）　ｆ１／ｆｗ　＝　23.33
　条件式（８）　ｆｔ／ｘ２　＝　30.00
　条件式（９）　ωｔ　＝　0.69°
　条件式（１０）　ωｗ　＝　45.99°
【０１３５】
　表２から、本実施例に係るズームレンズＺＬ２は、条件式（１）～（１０）を満たすこ
とが分かる。
【０１３６】
　図４は、第２実施例に係るズームレンズＺＬ２の撮影距離無限遠における諸収差図（球
面収差図、非点収差図、歪曲収差図、コマ収差図及び倍率色収差図）であり、（ａ）は広
角端状態、（ｂ）は中間焦点距離状態、（ｃ）は望遠端状態をそれぞれ示す。
【０１３７】
　図４に示す各収差図から明らかなように、第２実施例に係るズームレンズＺＬ２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
た光学性能を有することが分かる。歪曲収差については、撮像後の画像処理により十分補
正可能であるため、光学的な補正は必要ない。
【０１３８】
（第３実施例）
　第３実施例について、図５、図６及び表３を用いて説明する。第３実施例に係るズーム
レンズＺＬ（ＺＬ３）は、図５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、負の屈折力を持つ第４レンズ群Ｇ４と、正の屈折力を持つ第５
レンズ群Ｇ５とから構成される。
【０１３９】
　第１レンズ群Ｇ１は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、像側に凹面を向けた負メニ
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との接合レンズと
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、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１３と、物体側に凸面を向けた正メニスカ
スレンズＬ１４とから構成される。
【０１４０】
　第２レンズ群Ｇ２は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、像側に凹面を向けた負メニ
スカスレンズＬ２１と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ２２と、両凸形状の
正レンズＬ２３とから構成される。負メニスカスレンズＬ２１は、像側面が非球面である
。
【０１４１】
　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、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ３２と、像側に凹面を向けた負メニスカス
レンズＬ３３と両凸形状の正レンズＬ３４との接合レンズとから構成される。両凸形状の
正レンズＬ３１の両側面は、非球面である。
【０１４２】
　第４レンズ群Ｇ４は、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ４１から構成される。
【０１４３】
　第５レンズ群Ｇ５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Ｌ５１
と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズＬ５２との接合レンズから構成される。
【０１４４】
　第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間に、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。
【０１４５】
　第５レンズ群Ｇ５と像面Ｉとの間に、フィルタ群ＦＬが配置されている。フィルタ群Ｆ
Ｌは、像面Ｉに配設されるＣＣＤ等、固体撮像素子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や赤外カットフィルタ等で構成されている。
【０１４６】
　本実施例に係るズームレンズＺＬ３は、各レンズ群の間隔が変化するように、全てのレ
ンズ群Ｇ１～Ｇ５および開口絞りＳを光軸方向に移動させることにより、変倍を行う。具
体的には、広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、第１レンズ群Ｇ１を物体側へ移動
させ、第２レンズ群Ｇ２を像側に移動させ、第３レンズ群Ｇ３を物体側へ移動させ、第４
レンズ群Ｇ４を物体側へ移動させ、第５レンズ群Ｇ５を一旦物体側に移動させ、その後像
側へ移動させる。開口絞りＳは、広角端状態から望遠端状態への変倍に際し、各レンズ群
とは別に単独で、物体側へ移動させる。
【０１４７】
　下記の表３に、第３実施例における各諸元の値を示す。表３における面番号１～２８が
、図５に示すｍ１～ｍ２８の各光学面に対応している。
【０１４８】
（表３）
［レンズデータ］
　面番号　　　Ｒ　　　　　Ｄ　　　　ｎｄ　　　 νｄ
　物面　　　　∞
　　1　　　244.999　　　3.323　　　1.8348　　　42.7
　　2　　　108.306　　 11.258　　　1.4370　　　95.0
　　3　　 1072.209　　　0.449
　　4　　　121.893　　　9.371　　　1.4370　　　95.0
　　5　　 1373.087　　　0.449
　　6　　　122.768　　　7.437　　　1.4970　　　81.6
　　7　　　471.470　　　(D7)
　　8　　　140.014　　　2.284　　　1.8514　　　40.1
　＊9　　　 12.843　　　9.760
　　10　　 -22.876　　　1.502　　　1.8830　　　40.7
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　　11　　-813.948　　　0.441
　　12　　　78.912　　　3.141　　　1.9460　　　18.0
　　13　　 -58.918　　　(D13)
　　14　　　　∞　　　　(D14)　　(開口絞り)
　＊15　　　17.399　　　4.436　　　1.5533　　　71.7
　＊16　　-136.593　　　3.766
　　17　　　26.925　　　1.280　　　1.9538　　　32.3
　　18　　　15.999　　　1.897
　　19　　　33.038　　　0.864　　　1.9538　　　32.3
　　20　　　22.735　　　3.659　　　1.4970　　　81.7
　　21　　 -52.794　　　(D21)
　　22　　 332.698　　　1.272　　　1.4875　　　70.3
　　23　　　50.549　　　(D23)
　　24　　　40.201　　　4.600　　　1.4875　　　70.3
　　25　　 -38.619　　　1.687　　　2.0010　　　29.1
　　26　　 -59.486　　　(D26)
　　27　　　　∞　　　　1.512　　　1.5168　　　63.9
　　28　　　　∞　　　　(BF)
　像面　　　　∞
 
［全体諸元］
ズーム比　64.3
　　　　 　　　広角端　　　中間焦点　　　望遠端
ｆ　　　　　　　7.7 　　　　66.1　　　　 494.9
φ　　　　　　 10.59　　　　11.88　　　　 13.33
Ｆｎｏ　　　　　3.22　　　　 5.08　　　　　6.28
２ω　　　　　 92.93　　　　13.76　　　　　1.83
ＢＦ　　　　　　2.03　　　　 2.03　　　　　2.03
ＢＦ(空気)　　 15.39　　　　45.35　　　　　9.30
ＴＬ　　　　　171.18　　　 251.62　　　　300.42
ＴＬ(空気)　　170.66　　　 251.11　　　　299.90
 
［非球面データ］
面番号　　　κ　　　　　　A4　　　　 　　A6　 　　　　　A8　　　　　　A10
　 9　　　1.1197　　　-1.82E-05　　　-3.63E-07　　　 4.88E-09　　　-3.46E-11
　15　　　0.5972　　　-8.98E-06　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00
　16　　　1.0000　　　 6.74E-06　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00　　　 0.00E+00
 
［可変間隔データ］
可変間隔　　広角端　　　中間焦点　　　望遠端
　ｆ　　　　7.7 　　　　66.1　　　　 494.9
　D7　　　　1.142　　　 93.043 　　　145.113 
　D13　　　47.825　　　　8.383　　　　 0.839
　D14　　　19.286　　　　5.941　　　　 3.798 
　D21　　　 9.849　　　 13.311　　　　 7.613 
　D23　　　 4.297　　　 12.205　　　　60.368 
　D26　　　12.363　　　 42.320　　　　 6.270
 
［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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第１レンズ群　　　 1　　　　179.62　　　　32.29
第２レンズ群　　　 8　　　　-14.74　　　　17.13
第３レンズ群　　　15　　　　 31.77　　　　15.90
第４レンズ群　　　22　　　 -122.45　　　　 1.27
第５レンズ群　　　24　　　　 64.37　　　　 6.29
 
［条件式］
　条件式（１）　ｆｔ／（－ｆ２）　＝　33.57
　条件式（２）　（Ｆnt・ｆ１）／ｆｔ　＝　2.28
　条件式（３）　β２ｔ・β３ｔ／（β２ｗ・β３ｗ）　＝　43.74
　条件式（４）　ｆｔ／ｆ３　＝　15.58
　条件式（５）　β2t／β2w　＝　18.92
　条件式（６）　ｆ３／（－ｆ２）　＝　2.15
　条件式（７）　ｆ１／ｆｗ　＝　23.33
　条件式（８）　ｆｔ／ｘ２　＝　33.59
　条件式（９）　ωｔ　＝　0.915°
　条件式（１０）　ωｗ　＝　46.465°
【０１４９】
　表３から、本実施例に係るズームレンズＺＬ３は、条件式（１）～（１０）を満たすこ
とが分かる。
【０１５０】
　図６は、第３実施例に係るズームレンズＺＬ３の撮影距離無限遠における諸収差図（球
面収差図、非点収差図、歪曲収差図、コマ収差図及び倍率色収差図）であり、（ａ）は広
角端状態、（ｂ）は中間焦点距離状態、（ｃ）は望遠端状態をそれぞれ示す。
【０１５１】
　図６に示す各収差図から明らかなように、第３実施例に係るズームレンズＺＬ３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
た光学性能を有することが分かる。歪曲収差については、撮像後の画像処理により十分補
正可能であるため、光学的な補正は必要ない。
【０１５２】
　上記の各実施例によれば、レンズ全体のサイズと、良好な光学性能を維持しながら、更
なる広角化と高変倍化を達成することができるズームレンズを実現することができる。
【０１５３】
　ここまで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。以下の内容は、本願のズ
ームレンズＺＬの光学性能を損なわない範囲で適宜採用することが可能である。
【０１５４】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬの数値実施例として、５群、６群構成のものを示し
たが、これに限定されず、他の群構成（例えば、７群等）にも適用可能である。具体的に
は、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、変倍時または合焦時に変化する
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示す。
【０１５５】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬにおいて、無限遠から近距離物体への合焦を行うた
めに、レンズ群の一部、１つのレンズ群全体、或いは複数のレンズ群を合焦レンズ群とし
て、光軸方向へ移動させる構成としてもよい。この合焦レンズ群は、オートフォーカスに
も適用することができ、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又は第５レンズ群Ｇ５の少なくとも一部を合
焦レンズ群とすることが好ましい。
【０１５６】
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　本実施形態に係るズームレンズＺＬにおいて、いずれかのレンズ群全体または部分レン
ズ群を、光軸に垂直な方向の成分を持つように移動させるか、或いは光軸を含む面内方向
に回転移動（揺動）させて、手ブレ等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
。
【０１５７】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬ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、レンズ加工お
よび組立調整が容易になり、加工およ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。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（ＧＲＩＮレンズ）あるいはプラスチックレンズとしてもよい。
【０１５８】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬにおいて、開口絞りＳは、第２レンズ群Ｇ２～第４
レンズ群Ｇ４の間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
ズの枠でその役割を代用してもよい。
【０１５９】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬにおいて、各レンズ面に、フレアやゴーストを軽減
し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。
【０１６０】
　本実施形態に係るズームレンズＺＬは、変倍比が２０～１５０倍程度である。
【符号の説明】
【０１６１】
　ＺＬ（ＺＬ１～ＺＬ３）　ズームレンズ
　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
　Ｇ５　第５レンズ群
　Ｇ６　第６レンズ群
　Ｓ　　開口絞り
　ＦＬ　フィルタ群
　Ｉ　　像面
　１　カメラ（光学機器）
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