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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体側から像側に順に、
　正の屈折力を有する第１レンズ群、
　負の屈折力を有する第２レンズ群、
　正の屈折力を有する第３レンズ群、
　負の屈折力を有する第４レンズ群、
　正の屈折力を有する第５レンズ群、
を有し、
　前記第１レンズ群は少なくとも１枚の負レンズと少なくとも１枚の正レンズを有し、
　広角端から望遠端への変倍に際して、
　前記第１レンズ群と第２レンズ群の間隔、前記第３レンズ群と前記第４レンズ群の間隔
、及び前記第４レンズ群と前記第５レンズ群の間隔は、それぞれ広角端よりも望遠端にて
広がり、
　前記第２レンズ群と前記第３レンズ群の間隔は、広角端よりも望遠端にて狭まり、
　以下の条件式（１Ｃ）、（２Ｃ）、（３Ｃ）、及び（４Ａ－１）を満足することを特徴
とするズームレンズ。
　　Ｖｄ１ｎ＜４０　　　　　　　　　　　　　　　　　（１Ｃ）
　　８０＜Ｖｄ１ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　（２Ｃ）
　　θｇＦ１ｎ＋０．００１６２Ｖｄ１ｎ－０．６４１５＜０
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３Ｃ）
　　０．５＜Ｄｔ／ｆｔ＜０．８０　　　　　　　　　　（４Ａ－１）
ただし、
Ｖｄ１ｎは、前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の負レンズのｄ線のアッベ数、
Ｖｄ１ｐは、前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の正レンズのｄ線のアッベ数、
θｇＦ１ｎは、ｇ線とＦ線の部分分散比であり，
θｇＦ１ｎ＝（ｎｇ１ｎ－ｎＦ１ｎ）／（ｎＦ１ｎ－ｎＣ１ｎ）
ここで、ｎｇ１ｎ、ｎＦ１ｎ、ｎＣ１ｎは、それぞれ前記第１レンズ群中の前記少なくと
も１枚の負レンズのｇ線、Ｆ線、Ｃ線の屈折率、
Ｄｔは、望遠端における最も物体側のレンズ面の面頂から結像面までの距離、
ｆｔは、前記ズームレンズの望遠端での焦点距離、
である。
【請求項２】
　前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の負レンズが、以下の条件式（４Ｃ）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。
　　１．８０＜Ｎｄ１ｎ　　　　　　　　　　　　　　　（４Ｃ）
ただし、
Ｎｄ１ｎは、前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の負レンズのｄ線の屈折率
である。
【請求項３】
　前記第５レンズ群は、遠距離から近距離へのフォーカシング時に可動であり、且つ、以
下の条件式（５Ｃ）を満足する少なくとも１枚の正レンズを有する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のズームレンズ。
　７０＜Ｖｄ５ｐ　・・・（５Ｃ）
ただし、
Ｖｄ５ｐは、前記第５レンズ群中の前記少なくとも１枚の正レンズのｄ線のアッベ数
である。
【請求項４】
　以下の条件式（１Ａ）を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項
に記載のズームレンズ。
　　０．０５＜ｆ１／ｆｔ＜０．５４　　　　　　　　　（１Ａ）
ただし、
ｆ１は、前記第１レンズ群の焦点距離、
ｆｔは、前記ズームレンズの望遠端での焦点距離、
である。
【請求項５】
　以下の条件式（２Ａ）を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項
に記載のズームレンズ。
　　－０．１２＜ｆ２／ｆｔ＜－０．０１　　　　　　　（２Ａ）
ただし、
ｆ１は、前記第１レンズ群の焦点距離、
である。
【請求項６】
　前記第４レンズ群が、広角端よりも望遠端にて物体側に位置し、
　以下の条件式（３Ａ）を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか１項
に記載のズームレンズ。
　　－０．３０＜ｆ４／ｆｔ＜－０．１０　　　　　　　（３Ａ）
ただし、
ｆ４は、前記第４レンズ群の焦点距離、
である。
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【請求項７】
　前記第４レンズ群は、１枚の負レンズからなることを特徴とする請求項１乃至請求項６
の何れか１項に記載のズームレンズ。
【請求項８】
　前記第３レンズ群と前記第４レンズ群が、広角端よりも望遠端にて物体側に位置し、
　前記第５レンズ群は、広角端よりも望遠端にて像側に位置することを特徴とする請求項
１乃至請求項７の何れか１項に記載のズームレンズ。
【請求項９】
　前記第５レンズ群は、少なくとも１面の非球面を有することを特徴とする請求項１乃至
請求項８の何れか１項に記載のズームレンズ。
【請求項１０】
　前記第３レンズ群は、物体側から像側に順に、正レンズ、負レンズ、正レンズの３枚の
レンズからなることを特徴とする請求項１乃至請求項９の何れか１項に記載のズームレン
ズ。
【請求項１１】
　以下の条件式（１Ｂ）を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項１０の何れか１
項に記載のズームレンズ。
　　１０＜ｆｔ／ｆｗ　　　　　　　　　　　　　　　　（１Ｂ）
ただし、
ｆｗは、ズームレンズの広角端での焦点距離、
である。
【請求項１２】
　前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群は、広角端よりも望遠端にて物体側に位置する
ように移動し、
　前記第５レンズ群は、広角端よりも望遠端にて像側に位置するように移動し、
　以下の条件式（２Ｂ）及び条件式（３Ｂ）を満足することを特徴とする請求項１乃至請
求項１１の何れか１項に記載のズームレンズ。
　　０．１＜Δ４Ｇｄ／Δ３Ｇｄ＜０．７２　　　　　　（２Ｂ）
　　－３．０＜Δ５Ｇｄ／ｆｗ＜－０．１６　　　　　　（３Ｂ）
ただし、
Δ３Ｇｄ、Δ４Ｇｄ、Δ５Ｇｄはそれぞれ第３レンズ群、第４レンズ群、第５レンズ群の
広角端での位置に対する望遠端での位置の変位量であり、物体側方向への移動を正符号と
し、
ｆｗは、ズームレンズの広角端での焦点距離、
である。
【請求項１３】
　以下の条件式（４Ｂ）を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項１２の何れか１
項に記載のズームレンズ。
　　１．５＜Δβ３Ｇ＜４．０　　　　　　　　　　　　（４Ｂ）
ただし、
Δβ３Ｇ＝β３ｔ／β３ｗであり、
β３ｔは、前記第３レンズ群の広角端での横倍率、
β３ｗは、前記第３レンズ群の望遠端での横倍率、
である。
【請求項１４】
　以下の条件式（５Ｂ）を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項１３の何れか１
項に記載のズームレンズ。
      　－１．５＜ｆ４／ｆｓ＜－０．２　　　　　　　　（５Ｂ）
ただし、
ｆ４は第４レンズ群の焦点距離、



(4) JP 5695433 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

ｆｓ＝√（ｆｗ×ｆｔ）であり、
ｆｗは、ズームレンズの広角端での焦点距離、
である。
【請求項１５】
　遠距離の物体から近距離の物体にフォーカシングする際に、前記第４レンズ群又は前記
第５レンズ群の何れかが光軸方向に移動する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１４の何れか１項に記載のズームレンズ。
【請求項１６】
　前記第３レンズ群の全部または一部が光軸に対して偏心移動する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１５の何れか１項に記載のズームレンズ。
【請求項１７】
　前記第３レンズ群の物体側直前に配置され、且つ前記第３レンズ群と一体で移動する明
るさ絞りを有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１６の何れか１項に記載のズームレンズ。
【請求項１８】
　前記第１レンズ群、前記第３レンズ群、及び前記第４レンズ群は、広角端よりも望遠端
にて物体側に位置し、
　前記第５レンズ群は、広角端よりも望遠端にて像側に位置する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１７の何れか１項に記載のズームレンズ。
【請求項１９】
　前記第１レンズ群は、複数の正レンズと少なくとも１つの負レンズを含み多くとも３つ
のレンズ成分からなり、
　前記第２レンズ群は、複数の負レンズと少なくとも１つの正レンズを含み多くとも３つ
のレンズ成分からなり、
　前記第３レンズ群は、複数の正レンズと少なくとも１つの負レンズを含み多くとも３つ
のレンズ成分からなり、
　前記第４レンズ群は１つのレンズ成分からなり、
　前記第５レンズ群は１つのレンズ成分からなる
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１８の何れか１項に記載のズームレンズ。
ただし、レンズ成分は、有効面のうち入射側面と射出側面の２面のみが空気と接触するレ
ンズ体を意味する。
【請求項２０】
　請求項１乃至請求項１９の何れか１項に記載のズームレンズと、
　光学像を電気信号に変換する撮像面を持つ撮像素子と、
を備えたことを特徴とする撮像装置。

                                                                                
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ズームレンズに関するものである。特に、ビデオカメラやデジタルカメラ等
への使用に適したズームレンズに関するものである。更には、変倍時及びフォーカシング
時に全長が一定のズームレンズを備えた撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビデオカメラやデジタルカメラにおいては、ズームレンズの小型化・薄型化が進
んでいる。
【０００３】
　また、小型化・薄型化の要求を満たしながら、ズームレンズの広画角化・高変倍比化が
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求められている。
【０００４】
　従来、広画角・高変倍比のニーズに対応したタイプのズームレンズとして、物体側から
像側に順に、正・負・正・負・正の屈折力のレンズ配置となる５群タイプのズームレンズ
が特許文献１から特許文献５にて知られている。
【０００５】
　特許文献１から５における　像面３５ｍｍ判フィルムサイズで換算した広角端焦点距離
と変倍比は以下のように算出される。
【０００６】
　特許文献１は３５ｍｍ判換算焦点距離で広角端が２９．６ｍｍ、変倍比１１．４倍のズ
ームレンズを開示している。
【０００７】
　特許文献２は３５ｍｍ判換算焦点距離で広角端が２８．４ｍｍ、変倍比１２倍のズーム
レンズを開示している。
【０００８】
　特許文献３は３５ｍｍ判換算焦点距離で広角端が２８．４ｍｍ、変倍比１２倍のズーム
レンズを開示している。
【０００９】
　特許文献４は３５ｍｍ判換算焦点距離で広角端が３１ｍｍ、変倍比１７．５倍のズーム
レンズを開示している。
【００１０】
　特許文献５は３５ｍｍ判換算焦点距離で広角端が２７ｍｍ、変倍比１９．４倍のズーム
レンズを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許３５９８９７１号公報
【特許文献２】特開２００８－３０４７０６号公報
【特許文献３】特開２００８－３０４７０８号公報
【特許文献４】特開２００９－１１５９５８号公報
【特許文献５】特開２００９－２８２３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、特許文献１～３に開示されたズームレンズは、変倍比が１５倍以下と小
さい。
【００１３】
　また、特許文献４に開示されたズームレンズは、望遠端での望遠比が大きく、変倍時、
開口絞りが移動している。
【００１４】
　また、特許文献５に開示されたズームレンズも、望遠端での望遠比が大きい。
【００１５】
　本願発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、広角端画角、変倍比の確保と小
型化の両立に有利なズームレンズを提供することを目的とするものである。さらには、そ
のようなズームレンズを備えた撮像装置の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明に係るズームレンズは、以下のものである。
【００１７】
　本発明に係るズームレンズは、物体側から像側に順に、正の屈折力を有する第１レンズ
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群、負の屈折力を有する第２レンズ群、正の屈折力を有する第３レンズ群、負の屈折力を
有する第４レンズ群、正の屈折力を有する第５レンズ群、を有し、前記第１レンズ群は少
なくとも１枚の負レンズと少なくとも１枚の正レンズを有し、広角端から望遠端への変倍
に際して、前記第１レンズ群と第２レンズ群の間隔、前記第３レンズ群と前記第４レンズ
群の間隔、及び前記第４レンズ群と前記第５レンズ群の間隔は、それぞれ広角端よりも望
遠端にて広がり、前記第２レンズ群と前記第３レンズ群の間隔は、広角端よりも望遠端に
て狭まり、以下の条件式（１Ｃ）、（２Ｃ）、（３Ｃ）を満足することを特徴とする。
　　Ｖｄ１ｎ＜４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１Ｃ）
　　８０＜Ｖｄ１ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２Ｃ）
　　θｇＦ１ｎ＋０．００１６２Ｖｄ１ｎ－０．６４１５＜０　　　　（３Ｃ）
ただし、
Ｖｄ１ｎは、前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の負レンズのｄ線のアッベ数、
Ｖｄ１ｐは、前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の正レンズのｄ線のアッベ数、
θｇＦ１ｎは、ｇ線とＦ線の部分分散比であり，
θｇＦ１ｎ＝（ｎｇ１ｎ－ｎＦ１ｎ）／（ｎＦ１ｎ－ｎＣ１ｎ）
ここで、ｎｇ１ｎ、ｎＦ１ｎ、ｎＣ１ｎは、それぞれ前記第１レンズ群中の前記少なくと
も１枚の負レンズのｇ線、Ｆ線、Ｃ線の屈折率
である。
【００１８】
　以下に、本発明のズームレンズにおいて、上記構成をとる理由と作用を説明する。
【００１９】
　正屈折力のレンズ群を最も物体側に配置した正先行タイプのズームレンズを採用するこ
とで、変倍比の確保に有利となり、広画角、高変倍比のズームレンズとしての好ましいレ
ンズ群配置となる。主な変倍は第１レンズ群と第２レンズ群の間隔の変化と第２レンズ群
と第３レンズ群の間隔の変化と第３レンズ群と第４レンズ群間の間隔の変化にて行うこと
ができる。加えて、正屈折力の第５レンズ群を配置することにより、射出瞳の位置を適切
に設定し、負屈折力の第４レンズ群の発散作用とも共同して第１レンズ群から第４レンズ
群のサイズを小さくできる。そのため、小型なズームレンズを構成することに有利となる
。
【００２０】
　また、広角端から望遠端への変倍に際しては、第１レンズ群と第２レンズ群の間隔を広
角端よりも望遠端にて増大させることにより変倍を行っているが、第２レンズ群と第３レ
ンズ群の間隔を広角端よりも望遠端にて減少させるように移動させることで、望遠端にお
ける入射瞳が深くなりすぎないように構成でき、ズームレンズの径の小型化に有利となる
。
加えて、第２レンズ群と第３レンズ群間の変化により第３レンズ群での変倍機能を確保で
きる。
【００２１】
　さらに、広角端から望遠端への変倍時に、第３レンズ群と第４レンズ群の間隔、第４レ
ンズ群と第５レンズ群の間隔のそれぞれを増加させることで、第３レンズ群よりも像側の
レンズ系においても変倍機能を持たせることが出来るため、高変倍比化にいっそう有利と
なっている。
【００２２】
　また、第1レンズ群中の少なくとも1枚の負レンズ及び少なくとも1枚の正レンズが、条
件式（１Ｃ）、条件式（２Ｃ）、及び条件式（３Ｃ）を満足することを特徴としている。
この構成により、高倍率化、小型化した場合の色収差補正に有利となる。
【００２３】
　高変倍比化、すなわち、望遠端での長焦点距離化に伴い、第1レンズ群で発生する1次の
色収差（軸上色収差、倍率色収差）、更に２次の色スペクトル（残存収差）の発生が大き
くなりやすい。1次の色収差の補正のためには、第1レンズ群中の少なくとも1枚の負レン
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ズに条件式（１Ｃ）で規定する高分散の材料を用いることが好ましい。そして、第1レン
ズ群中の少なくとも1枚の正レンズに条件式（２Ｃ）で規定する低分散の材料を用いるこ
とが好ましい。このとき、条件式（２Ｃ）を満足する材料は異常分散性が大きい材料とな
る。
【００２４】
　一方、小型化のため第1レンズ群の屈折力を高くする場合、各レンズの屈折力が高くな
ってくるため、２次の色スペクトルの発生が大きくなってくる。そこで、第1レンズ群中
の負レンズが条件式（３Ｃ）を満足する部分分散比の材料とすることで２次の色スペクト
ルの補正に有利となる。
【００２５】
　条件式（１Ｃ）の上限値を上回らないようにすることで、第1レンズ群中の負レンズの
分散を確保し、第1レンズ群の正レンズで発生する1次の色収差をキャンセルさせることに
効果的となる。
【００２６】
　条件式（２Ｃ）の下限値を下回らないようにすることで、第１レンズ群中の正レンズの
分散を小さくし、第１レンズ群の正レンズにおける１次の色収差の発生を小さくすること
に効果的となる。
【００２７】
　条件式（３Ｃ）の上限を上回らないようにすることで、２次スペクトルの補正に有利と
なり、高倍率ズームの望遠端の高性能化に有利となる。
【００２８】
　条件式（３Ｃ）を満足することは材料が、株式会社OHARAのNSL７（νｄ=60.49、θｇＦ
=0.5436）、PBM2（νｄ=36.26、θｇＦ=0.5828）のνｄ（ｄ線のアッベ数）、θｇＦ（ｇ
線、Ｆ線部分分散比）で定義される基準線に対して、部分分散比が小さいことを意味する
。負レンズが条件式（１Ｃ）を満足するアッベ数の範囲内にて条件式（３Ｃ）を満足する
小さい部分分散比の材料を用いることで色収差の補正効果を高めることができ好ましい。
【００２９】
　上述の発明にて、更に以下の構成のいずれか１つもしくは複数を同時に満足することが
より好ましい。
【００３０】
　前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の負レンズが、以下の条件式（４Ｃ）を満足
することが好ましい。
　　１．８０＜Ｎｄ１ｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４Ｃ）
ただし、
Ｎｄ１ｎは、前記第１レンズ群中の前記少なくとも１枚の負レンズのｄ線の屈折率
である。
【００３１】
　条件式（４Ｃ）は、第１レンズ群内における負レンズの材料の屈折率を特定する式であ
る。条件式（４Ｃ）の下限を下回らないように屈折率を高くすることで、負レンズの曲率
を小さくでき、特に望遠端における像面湾曲の収差低減に有利となる。
【００３２】
　また、前記第５レンズ群は、遠距離から近距離へのフォーカシング時に可動であり、且
つ、以下の条件式（５Ｃ）を満足する少なくとも１枚の正レンズを有することが好ましい
。
　　７０＜Ｖｄ５ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５Ｃ）
ただし、
Ｖｄ５ｐは、前記第５レンズ群中の前記少なくとも１枚の正レンズのｄ線のアッベ数
である。
【００３３】
　第５レンズ群を光軸方向に移動させてフォーカシングを行うことにより、フォーカシン
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グに伴う諸収差の変動を比較的少なくすることができる。
【００３４】
　条件式（５Ｃ）はフォーカシング時の色収差の変動を抑えるための第５レンズ群の正レ
ンズの好ましいアッベ数を特定するものである。第５レンズ群に関しては射出瞳を像面か
ら離してバックフォーカスを確保するために、横倍率が小さくなりやすい。そのため、フ
ォーカシングによる光軸上でのレンズ移動量が大きくなりやすく、特に望遠端におけるフ
ォーカシングによる色収差の変動が生じやすい。したがって、第５レンズ群の正レンズに
低分散の材料を用いることで、第５レンズ群単独での色収差を小さくし、フォーカシング
による色収差変動を小さくできる。
【００３５】
　条件式（５Ｃ）の下限を下回らないようにすることで、望遠端でのフォーカシングにお
ける色収差変動を小さくでき、高変倍比化と性能確保の両立に有利となる。
【００３６】
　また、以下の条件式（１Ａ）を満足することが好ましい。
　　０．０５＜ｆ１／ｆｔ＜０．５４　　　　　　　　　　　　　　　（１Ａ）
ただし、
ｆ１は、前記第１レンズ群の焦点距離、
ｆｔは、前記ズームレンズの望遠端での焦点距離、
である。
【００３７】
　条件式（１Ａ）の下限を下回らないように第１レンズ群の屈折力を抑えることで、望遠
端での球面収差の補正に有利となる。
【００３８】
　条件式（１Ａ）の上限を上回らないように第１レンズ群の屈折力を確保することで、望
遠端における全系の全長を短くでき、小型化に有利となる。
【００３９】
　また、以下の条件式（２Ａ）を満足することが好ましい。
　　－０．１２＜ｆ２／ｆｔ＜－０．０１　　　　　　　　　　　　　（２Ａ）
ただし、
ｆ２は、前記第２レンズ群の焦点距離、
ｆｔは、前記ズームレンズの望遠端での焦点距離、
である。
【００４０】
　また、条件式（２Ａ）の下限を下回らないように第２レンズ群の屈折力を確保すること
で、ズーミング時の第２レンズ群の移動量を抑えられ、ズームレンズの全長の短縮化、小
径化に有利となる。
【００４１】
　条件式（２Ａ）の上限を上回らないように、第２レンズ群の屈折力を抑えることで、第
２レンズ群で発生する像面湾曲と非点収差を低減できる。そのため、その収差を良好に補
正するためのレンズ枚数や非球面数を節約でき、第２レンズ群の製造誤差による性能低下
感度を小さくしやすくなる。
【００４２】
　以下の条件式（３Ａ）を満足することが好ましい。
　　－０．３０＜ｆ４／ｆｔ＜－０．１０　　　　　　　　　　　　　（３Ａ）
ただし、
ｆ４は、前記第４レンズ群の焦点距離、
である。
【００４３】
　高い変倍比を実現するために、広角端から望遠端への変倍時に、第３レンズ群と第４レ
ンズ群の間隔及び第４レンズ群と第５レンズ群の間隔を増加させるように、少なくとも第
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４レンズ群、もしくは第４レンズ群及び第５レンズ群の両方のレンズ群を移動させている
。
【００４４】
　小型化と光学性能の確保をいっそう確実にするためには上述の条件式（３Ａ）を満足さ
せるように第４レンズ群の屈折力を適切に設定することが好ましい。
【００４５】
　条件式（３Ａ）の下限を下回らないようにすることで、広角側における像面湾曲を小さ
くしやすくなり、高い光学性能を維持することに有利となる。加えて、ズーミング時の第
４レンズ群の移動量を小さくできるので小型化にいっそう有利となる。
【００４６】
　条件式（３Ａ）の上限を上回らないようにすることで、望遠側における像面湾曲を小さ
くしやすくなり、ズーム全域での性能を確保することができる。
【００４７】
　また、前記第４レンズ群は、１枚の負レンズからなることが好ましい。
【００４８】
　第４レンズ群に関しては、ズーミング時の変倍作用の分担、ズーム全域での像面湾曲の
補正を主に担わせることができる。色収差に関しては、負屈折力の第４レンズ群と正屈折
力の第５レンズ群との組み合わせによりキャンセルすることが可能である。そのため、第
４レンズ群は負レンズ１枚で構成しても、ズーム全域での収差補正が可能である。このよ
うに第４レンズ群を負レンズ１枚で構成することでズームレンズの沈胴収納時の小型化に
つながる。
【００４９】
　また、以下の条件式（４Ａ）を満足することが好ましい。
　　０．５＜Ｄｔ／ｆｔ＜０．９５　　　　　　　　　　　　　　　　（４Ａ）
ただし、
Ｄｔは、望遠端における最も物体側のレンズ面の面頂から結像面までの距離、
である。
【００５０】
　条件式（４Ａ）の下限を下回らないようにすることで、望遠端における各レンズ群の屈
折力の過剰を抑えやすくなり、各レンズ群での収差補正に有利となる。そのため、レンズ
枚数の低減や非球面数の低減に有利となり、コストの低減に有利となる。また、各レンズ
群での偏心収差の効きも小さくなり好ましい。
【００５１】
　また、条件式（４Ａ）の上限を上回らないようにすることで、広角端から望遠端の変倍
時における各レンズ群の移動量が小さくなり、小型化に有利となる。
【００５２】
　さらに、前記第３レンズ群と前記第４レンズ群が、広角端よりも望遠端にて物体側に位
置し、前記第５レンズ群は、広角端よりも望遠端にて像側に位置することが好ましい。
【００５３】
　高い変倍比を実現するために、広角端から望遠端への変倍時に、第３レンズ群と第４レ
ンズ群の間隔及び第４レンズ群と第５レンズ群間隔を増加させるように、少なくとも第４
レンズ群、もしくは第４レンズ群及び第５レンズ群の両方のレンズ群を移動させて、第４
レンズ群と第５レンズ群の間隔を増加させることが好ましい。その場合、第５レンズ群を
広角端よりも望遠端にて、像側へ移動するようにした方が、第４レンズ群の移動量が小さ
くなるので、小型化のために有利となる。
【００５４】
　また、前記第５レンズ群は、少なくとも１面の非球面を有することが好ましい。
【００５５】
　第５レンズ群は、広角端では射出瞳を適切に設定しながらバックフォーカスを確保する
ために、第４レンズ群に近い位置に配置させること、望遠端では変倍のため像側へ移動さ
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せることが良い。そのため、軸外光束は、広角端ではレンズの中心付近、望遠端ではレン
ズの周辺付近を通るように変化する。そこで、広角端から望遠端への収差変動を小さくす
るためには、第５レンズ群の少なくとも１面に非球面を用いることが好ましく、特に像面
湾曲の変動を小さくするために望ましい。
【００５６】
　また、前記第３レンズ群は、物体から像側に順に、正レンズ、負レンズ、正レンズの３
枚のレンズからなることが好ましい。
【００５７】
　第３レンズ群は、物体より順に正レンズ、負レンズ、正レンズから構成することが望ま
しく、第３レンズ群内での屈折力符号を対称的に配置することで収差補正上有利となる。
加えて、正屈折力の第３レンズ群の主点と負屈折力の第４レンズ群との主点間隔を短くす
ることが出来るため、小型化にも有利となる。
【００５８】
　また、以下の条件式（１Ｂ）を満足することが好ましい。
　　１０＜ｆｔ／ｆｗ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１Ｂ）
ただし、
ｆｗは、ズームレンズの広角端での焦点距離、
である。
【００５９】
　条件式（１Ｂ）の下限を下回らないように変倍比を確保することで、さまざまな撮影シ
ーンに対応でき好ましい。
【００６０】
　また、前記第３レンズ群及び前記第４レンズ群は、広角端よりも望遠端にて物体側に位
置するように移動し、前記第５レンズ群は、広角端よりも望遠端にて像側に位置するよう
に移動し、以下の条件式（２Ｂ）及び条件式（３Ｂ）を満足することが好ましい。
　　０．１＜Δ４Ｇｄ／Δ３Ｇｄ＜０．７２　　　　　　　　　　　　（２Ｂ）
　　－３．０＜Δ５Ｇｄ／ｆｗ＜－０．１６　　　　　　　　　　　　（３Ｂ）
ただし、
Δ３Ｇｄ、Δ４Ｇｄ、Δ５Ｇｄはそれぞれ第３レンズ群、第４レンズ群、第５レンズ群の
広角端での位置に対する望遠端での位置の変位量であり、物体側方向への移動を正符号と
し、
ｆｗは、ズームレンズの広角端での焦点距離、
である。
【００６１】
　本発明では広角端から望遠端へのズーミング時に、第３レンズ群と第４レンズ群の間隔
及び第４レンズ群と第５レンズ群の間隔を増加させている。このとき、第３レンズ群及び
第４レンズ群を物体側に移動させ、第５レンズ群を像側に移動させることで、変倍比の確
保に一層有利となる。
【００６２】
　このとき、上述の条件式（２Ｂ）と（３Ｂ）を満足することが好ましい。
【００６３】
　条件式（２Ｂ）を満足させて、第３レンズ群と第４レンズ群の広角端から望遠端へのズ
ーミング時の移動量を適切にすることにより、高倍率比化と小型化の両立にいっそう有利
となる。
【００６４】
　条件式（２Ｂ）の下限を下回らないように、広角端から望遠端における第３レンズ群の
変位量に対する第４レンズ群の変位量を適度に確保することで、第４レンズ群の発散作用
を確保しやすくなり、望遠端におけるバックフォーカスの確保や変倍比の確保に有利とな
る。
【００６５】
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　また、条件式（２Ｂ）の上限を上回らないようにして、広角端から望遠端における第３
レンズ群の変位量に対する第４レンズ群の変位量を適度に抑えるようにすることで、第４
レンズ群の発散作用を抑えやすくなり、望遠端におけるバックフォーカスの過剰を抑えら
れ、小型化に有利となる。
【００６６】
　また、条件式（３Ｂ）を満足することにより、高倍率比化と小型化の両立にいっそう有
利となる。
【００６７】
　条件式（３Ｂ）の下限を下回らないようにすることで、広角端側における像面湾曲を抑
えやすくなり光学性能の維持につながる。
【００６８】
　また、条件式（３Ｂ）の上限を上回らないようにすることで、望遠端側における像面湾
曲を抑えやすくなり、全変倍域での光学性能の確保につながる。加えて、ズーミング時の
第５レンズ群の像側への移動量を確保することで、変倍時の第４レンズ群の移動量も小さ
くでき、小型化につながる。
【００６９】
　また、以下の条件式（４Ｂ）を満足することが好ましい。
　　１．５＜Δβ３Ｇ＜４．０　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４Ｂ）
ただし、
Δβ３Ｇ＝β３ｔ／β３ｗであり、
β３ｔは、前記第３レンズ群の広角端での横倍率、
β３ｗは、前記第３レンズ群の望遠端での横倍率、
である。
【００７０】
　条件式（４Ｂ）を満足することで、高変倍比化と小型化の両立にいっそう有利となる。
【００７１】
　条件式（４Ｂ）は広角端から望遠端までの変倍における第３レンズ群の変倍分担を適切
に規定するものである。
【００７２】
　条件式（４Ｂ）の下限を下回らないようにして、第３レンズ群の変倍分担を確保するこ
とで、第２レンズ群の変倍負担を抑えられ、第２レンズ群の移動量の過剰を抑えられ、全
長の短縮化及び第１レンズ群のレンズ径の縮小化に有利となる。
【００７３】
　条件式（４Ｂ）の上限を上回らないようにして、第３レンズ群の変倍負担を適度に抑え
ることで、第３レンズ群の移動量を抑えやすくなり、ズームレンズの沈胴時の薄型化につ
ながる。加えて、望遠端での明るさの確保や変倍時における射出瞳位置の変動も抑えやす
くなる。もしくは、第３レンズ群の屈折力を抑えやすくなり、第３レンズ群で発生する収
差を小さくし易くなり結像性能の確保に有利となる。
【００７４】
　また、以下の条件式（５Ｂ）を満足することが好ましい。
       －１．５＜ｆ４／ｆｓ＜－０．２　　　　　　　　　　　　（５Ｂ）
ただし、
ｆ４は第４レンズ群の焦点距離、
ｆｓ＝√（ｆｗ×ｆｔ）であり、
ｆｗは、ズームレンズの広角端での焦点距離、
である。
【００７５】
　条件式（５Ｂ）を満足することで、高倍率化と小型化の達成にいっそう有利となる。
【００７６】
　条件式（５Ｂ）の下限を下回らないようにすることで、広角側における像面湾曲を小さ
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くやすくなり、高い光学性能を維持することに有利となる。加えて、ズーミング時の第４
レンズ群の移動量を小さくできるので小型化にいっそう有利となる。
【００７７】
　条件式（５Ｂ）の上限を上回らないようにすることで、望遠側における像面湾曲を小さ
くしやすくなり、ズーム全域での性能を確保することが困難となる。
【００７８】
　また、遠距離の物体から近距離の物体にフォーカシングする際に、前記第４レンズ群又
は前記第５レンズ群の何れかが光軸方向に移動することが好ましい。
【００７９】
　このように構成することで、高倍率化と小型化を達成させる上で好ましい。フォーカシ
ングのためのレンズ群を軽量にできると共に、フォーカシングに伴う諸収差の変動を比較
的少なくすることができる。
【００８０】
　また、前記第３レンズ群の全部または一部が光軸に対して偏心移動することが好ましい
。
【００８１】
　防振のためには、第３レンズ群の全部または一部を光軸に垂直な成分を持つように移動
させて、結像位置を変化させるのが良く、偏心収差の変動を少なくできる。
【００８２】
　また、前記第３レンズ群の物体側直前に配置され、且つ前記第３レンズ群と一体で移動
する明るさ絞りを有することが好ましい。
【００８３】
　ズームレンズの径サイズの小型化、射出瞳位置の最適化、光学性能の確保、駆動機構の
簡略化のそれぞれのバランスを良好にできる。
【００８４】
　また、前記第１レンズ群、前記第３レンズ群、及び前記第４レンズ群は、広角端よりも
望遠端にて物体側に位置し、前記第５レンズ群は、広角端よりも望遠端にて像側に位置す
ることが好ましい。
【００８５】
　このように構成することで、全長の短縮化と変倍比の確保の両立に有利となる。
【００８６】
　また、前記第１レンズ群は、複数の正レンズと少なくとも１つの負レンズを含み多くと
も３つのレンズ成分からなり、前記第２レンズ群は、複数の負レンズと少なくとも１つの
正レンズを含み多くとも３つのレンズ成分からなり、前記第３レンズ群は、複数の正レン
ズと少なくとも１つの負レンズを含み多くとも３つのレンズ成分からなり、前記第４レン
ズ群は１つのレンズ成分からなり、前記第５レンズ群は１つのレンズ成分からなることが
好ましい。
ただし、レンズ成分は、有効面のうち入射側面と射出側面の２面のみが空気と接触するレ
ンズ体を意味する。
【００８７】
　このように構成することで、ズームレンズの沈胴時の小型化と各レンズ群に適した屈折
力を確保した上での光学性能の確保に有利となる。
【００８８】
　さらに、上述のズームレンズは、光学像を電気信号に変換する撮像面を持つ撮像素子を
備える撮像装置に適用することが好ましい。
【００８９】
　なお、ズームレンズがフォーカシング機能を備える場合は、特に断りが無い限り、最も
遠距離の物体に合焦した状態での構成とする。
【００９０】
　また、上述の各構成は、複数を同時に満足することでその機能をより確実にでき好まし
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い。
【００９１】
　また、上述の条件式について、以下のように下限値又は上限値を設定することでその機
能をより確実にでき好ましい。
【００９２】
　条件式（１Ａ）について
下限値を０．１、さらには０．３とすることがより好ましい。
上限値を０．５、さらには０．４５とすることがより好ましい。
【００９３】
　条件式（２Ａ）について
下限値を－０．１０、さらには－０．０８とすることがより好ましい。
上限値を－０．０３、さらには－０．０４とすることがより好ましい。
【００９４】
　条件式（３Ａ）について
下限値を－０．２５、さらには－０．２とすることがより好ましい。
【００９５】
　条件式（４Ａ）について
下限値を０．６、さらには０．７とすることがより好ましい。
上限値を０．９０、さらには０．８０とすることがより好ましい。
【００９６】
　条件式（１Ｂ）について
下限値を１５、さらには２０とすることがより好ましい。
上限値４０を設け、これを上回らないようにして、望遠端での明るさ確保を行うことが好
ましい。さらには上限値を３０、さらには２５とすることがより好ましい。
【００９７】
　条件式（２Ｂ）について
下限値を０．１５、さらには０．１８とすることがより好ましい。
上限値を０．７、さらには０．６８とすることがより好ましい。
【００９８】
　条件式（３Ｂ）について
下限値を－２．０、さらには－１．０とすることがより好ましい。
上限値を－０．３、さらには－０．３５とすることがより好ましい。
【００９９】
　条件式（４Ｂ）について
下限値を１．８、さらには２．２とすることがより好ましい。
上限値を３．５、さらには３．２とすることがより好ましい。
【０１００】
　条件式（５Ｂ）について
下限値を－１．２、さらには－０．９とすることがより好ましい。
上限値を－０．３５、さらには－０．５とすることがより好ましい。
【０１０１】
　条件式（１Ｃ）について
材料のコストを考慮し、下限値２０を設け、これを上回らないようにすることが好ましい
。
上限値を３９、さらには３８とすることがより好ましい。
【０１０２】
　条件式（２Ｃ）について
下限値を８１、さらには８１．５とすることがより好ましい。
材料のコストを考慮し、上限値１００を設け、これを上回らないようにすることが好まし
い。
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【０１０３】
　条件式（３Ｃ）について
材料のコストを考慮し、下限値－０．００７を設け、これを上回らないようにすることが
好ましい。
上限値を－０．００１、さらには－０．００２とすることがより好ましい。
【０１０４】
　条件式（４Ｃ）について
下限値を１．８３、さらには１．９とすることがより好ましい。
材料のコストを考慮し、上限値２．５を設け、これを上回らないようにすることが好まし
い。
【０１０５】
　条件式（５Ｃ）について
下限値を７５、さらには８０とすることがより好ましい。
材料のコストを考慮し、上限値１００を設け、これを上回らないようにすることが好まし
い。
【発明の効果】
【０１０６】
　本発明によれば、広角端画角、変倍比の確保と小型化の両立に有利なズームレンズおよ
びそれを備えた撮像装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】実施例１のズームレンズを展開して光軸に沿ってとった断面図である。
【図２】実施例２のズームレンズを展開して光軸に沿ってとった断面図である。
【図３】実施例３のズームレンズを展開して光軸に沿ってとった断面図である。
【図４】実施例１のズームレンズの収差図である。
【図５】実施例２のズームレンズの収差図である。
【図６】実施例３のズームレンズの収差図である。
【図７】歪曲収差の補正を示す図である。
【図８】本発明にかかるデジタルカメラの外観を示す前方斜視図である。
【図９】図１６のデジタルカメラの後方斜視図である。
【図１０】図１６のデジタルカメラの断面図である。
【図１１】本実施形態のズームレンズを交換レンズとして用いた撮像装置の断面図である
。
【図１２】本発明にかかるデジタルカメラの外観を示す前方斜視図である。
【図１３】本発明にかかるデジタルカメラの外観を示す後方斜視図である。
【図１４】本発明にかかるデジタルカメラの外観を示す前方斜視図である。
【図１５】図２２のデジタルカメラの背面図である。
【図１６】図２２のデジタルカメラの横断面図である。
【図１７】本実施形態のデジタルカメラの制御構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０１０８】
　以下に示す各実施例は、像面３５ｍｍ判フィルムサイズで換算した焦点距離で広角端が
２４～２８ｍｍ程度、変倍比が２２倍以上の広角・高変倍なズームレンズとなっている。
【０１０９】
　また、フォーカシングは、第４レンズ群もしくは第５レンズ群のいずれかを光軸方向に
移動させて行うことでオートフォーカス時の電力消費の低減や高速化を図っている。
【０１１０】
　さらに、第３レンズ群を明るさ絞りと共に全体で偏心移動させて手振れによる画像ぶれ
を低減させるようにしてもよい。
【０１１１】
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　本発明の実施例１～実施例３のズームレンズについて図を用いて説明する。図１～図３
は、本発明の実施例１～実施例３のズームレンズを展開して光軸に沿ってとった断面図で
ある。各図において（ａ）は広角端（ＷＥ）、（ｂ）は中間状態（ＳＴ）、（ｃ）は望遠
端（ＴＥ）を示している。
【０１１２】
　撮像面直前の２つの平板は、ＩＲカットコートを施したローパスフィルターＦと、撮像
素子のカバーガラスＣである。
【０１１３】
　図１は、実施例１のズームレンズの断面図である。
【０１１４】
　実施例１のズームレンズは、図１に示すように物体側から像側に順に、正屈折力の第１
レンズ群Ｇ１、負屈折力の第２レンズ群Ｇ２、正屈折力の第３レンズ群Ｇ３、負屈折力の
第４レンズ群Ｇ４、正屈折力の第５レンズ群Ｇ５にて構成されている。図中、Ｓは明るさ
絞り、Ｆはローパスフィルター、Ｃはカバーガラス、Ｉは像面を示している。
【０１１５】
　第１レンズ群Ｇ１は、物体側から像側に順に、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、物体側に凸面を向けた
正メニスカスレンズＬ１３と、からなる。
【０１１６】
　第２レンズ群Ｇ２は、物体側から像側に順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレン
ズＬ２１と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズＬ２２と、両凸正レンズＬ２３と、
からなる。
【０１１７】
　第３レンズ群Ｇ３は、物体側から像側に順に、両凸正レンズＬ３１と、物体側に凸面を
向けた負メニスカスレンズＬ３２と両凸正レンズＬ３３の接合レンズＳＵ３１と、からな
る。また、第３レンズ群Ｇ３の物体側には、明るさ絞りＳが配置される。
【０１１８】
　第４レンズ群Ｇ４は、１枚の両凹負レンズＬ４１からなる。
【０１１９】
　第５レンズ群Ｇ５は、１枚の両凸正レンズＬ５１からなる。
【０１２０】
　この実施例１のズームレンズの動作について説明する。ズーム動作において、第１レン
ズ群Ｇ１、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ群Ｇ３、第４レンズ群Ｇ４、及び第５レンズ群
Ｇ５は、それぞれ独立して移動する。
【０１２１】
　次に、広角端から望遠端へと変倍する際の各レンズ群それぞれの動きについて説明する
。
【０１２２】
　第１レンズ群Ｇ１は、広角端から望遠端まで、第２レンズ群Ｇ２との間隔を広げ、物体
側にのみ移動する。
【０１２３】
　第２レンズ群Ｇ２は、広角端から広角側変化点まで、第１レンズ群Ｇ１との間隔を広げ
、第３レンズ群Ｇ３との間隔を狭めながら像側へ移動し、広角側変化点から望遠側変化点
まで、第１レンズ群Ｇ１との間隔を広げ、第３レンズ群Ｇ３との間隔を狭めながら物体側
へ移動し、望遠側変化点から望遠端まで、第１レンズ群Ｇ１との間隔を広げ、第３レンズ
群Ｇ３との間隔を狭めながら像側へ移動する。望遠端では広角端よりも像側に位置する。
【０１２４】
　第３レンズ群Ｇ３は、明るさ絞りＳと共に、広角端から望遠側変化点まで、第２レンズ
群Ｇ２との間隔を狭め、第４レンズ群Ｇ４との間隔を広げながら物体側へ移動し、望遠側
変化点から望遠端まで、第２レンズ群Ｇ２との間隔を狭め、第４レンズ群Ｇ４との間隔を
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狭めながら物体側へ移動する。
【０１２５】
　第４レンズ群Ｇ４は、広角端から望遠側変化点まで、第３レンズ群Ｇ３との間隔を広げ
、第５レンズ群Ｇ５との間隔を広げながら物体側へ移動し、望遠側変化点から望遠端まで
、第３レンズ群Ｇ３との間隔を狭め、第５レンズ群Ｇ５との間隔を広げながら物体側へ移
動する。
【０１２６】
　第５レンズ群Ｇ５は、広角端から望遠側変化点まで、第４レンズ群Ｇ４との間隔を広げ
、像面との間隔を狭めながら像側へ移動し、望遠側変化点から望遠端まで、第４レンズ群
Ｇ４との間隔を広げ、像面との間隔を広げながら物体側へ移動する。望遠端では広角端よ
りも像側に位置する。
【０１２７】
　非球面は、第２レンズ群Ｇ２の像側に凸面を向けた負メニスカスレンズＬ２２の両面ｒ
９，ｒ１０、第３レンズ群Ｇ３の両凸正レンズＬ３１の両面ｒ１４，ｒ１５、第４レンズ
群Ｇ４の両凹負レンズＬ４１の物体側の両面ｒ１９，ｒ２０、及び第５レンズ群Ｇ５の両
凸正レンズＬ５１の両面ｒ２１，ｒ２２の７面である。
【０１２８】
　図２は、実施例２のズームレンズの断面図である。
【０１２９】
　実施例２のズームレンズは、図２に示すように物体側から像側に順に、正屈折力の第１
レンズ群Ｇ１、負屈折力の第２レンズ群Ｇ２、正屈折力の第３レンズ群Ｇ３、負屈折力の
第４レンズ群Ｇ４、正屈折力の第５レンズ群Ｇ５にて構成されている。図中、Ｃは明るさ
絞り、Ｆはローパスフィルター、Ｃはカバーガラス、Ｉは像面を示している。
【０１３０】
　第１レンズ群Ｇ１は、物体側から像側に順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレン
ズＬ１１と、両凸正レンズＬ１２と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１３と
、からなる。
【０１３１】
　第２レンズ群Ｇ２は、物体側から像側に順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレン
ズＬ２１と、両凹負レンズＬ２２と、両凸正レンズＬ２３と、からなる。
【０１３２】
　第３レンズ群Ｇ３は、物体側から像側に順に、両凸正レンズＬ３１と、物体側に凸面を
向けた負メニスカスレンズＬ３２と両凸正レンズＬ３３の接合レンズＳＵ３１と、からな
る。また、第３レンズ群Ｇ３の物体側には、明るさ絞りＳが配置される。
【０１３３】
　第４レンズ群Ｇ４は、１枚の両凹負レンズＬ４１からなる。
【０１３４】
　第５レンズ群Ｇ５は、１枚の両凸正レンズＬ５１からなる。
【０１３５】
　この実施例２のズームレンズの動作について説明する。ズーム動作において、第１レン
ズ群Ｇ１、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ群Ｇ３、第４レンズ群Ｇ４、及び第５レンズ群
Ｇ５は、それぞれ独立して移動する。
【０１３６】
　次に、広角端から望遠端へと変倍する際の各レンズ群それぞれの動きについて説明する
。
【０１３７】
　第１レンズ群Ｇ１は、広角端から望遠端まで、第２レンズ群Ｇ２との間隔を広げ、物体
側にのみ移動する。
【０１３８】
　第２レンズ群Ｇ２は、広角端から中間状態まで、第１レンズ群Ｇ１との間隔を広げ、第
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３レンズ群Ｇ３との間隔を狭めながら像側へ移動し、中間状態から望遠端まで、第１レン
ズ群Ｇ１との間隔を広げ、第３レンズ群Ｇ３との間隔を狭めながら物体側へ移動する。望
遠端では広角端よりも像側に位置する。
【０１３９】
　第３レンズ群Ｇ３は、明るさ絞りＳと共に、広角端から望遠側変化点まで、第２レンズ
群Ｇ２との間隔を狭め、第４レンズ群Ｇ４との間隔を広げながら物体側へ移動し、望遠側
変化点から望遠端まで、第２レンズ群Ｇ２との間隔を狭め、第４レンズ群Ｇ４との間隔を
狭めながら物体側へ移動する。
【０１４０】
　第４レンズ群Ｇ４は、広角端から望遠側変化点まで、第３レンズ群Ｇ３との間隔を広げ
、第５レンズ群Ｇ５との間隔を広げながら物体側へ移動し、望遠側変化点から望遠端まで
、第３レンズ群Ｇ３との間隔を狭め、第５レンズ群Ｇ５との間隔を広げながら物体側へ移
動する。
【０１４１】
　第５レンズ群Ｇ５は、広角端から望遠側変化点まで、第４レンズ群Ｇ４との間隔を広げ
、像面との間隔を狭めながら像側へ移動し、望遠側変化点から望遠端まで、第４レンズ群
Ｇ４との間隔を広げ、像面との間隔を広げながら物体側へ移動する。望遠端では広角端よ
りも像側に位置する。
【０１４２】
　非球面は、第２レンズ群Ｇ２の両凹負レンズＬ２２の両面ｒ９，ｒ１０、第３レンズ群
Ｇ３の両凸正レンズＬ３１の両面ｒ１４，ｒ１５、及び第５レンズ群Ｇ５の両凸正レンズ
Ｌ５１の両面ｒ２１，ｒ２２の６面である。
【０１４３】
　図３は、実施例３のズームレンズの断面図である。
【０１４４】
　実施例３のズームレンズは、図３に示すように物体側から像側に順に、正屈折力の第１
レンズ群Ｇ１、負屈折力の第２レンズ群Ｇ２、正屈折力の第３レンズ群Ｇ３、負屈折力の
第４レンズ群Ｇ４、正屈折力の第５レンズ群Ｇ５にて構成されている。図中、Ｃは明るさ
絞り、Ｆはローパスフィルター、Ｃはカバーガラス、Ｉは像面を示している。
【０１４５】
　第１レンズ群Ｇ１は、物体側から像側に順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレン
ズＬ１１と、両凸正レンズＬ１２と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズＬ１３と
、からなる。
【０１４６】
　第２レンズ群Ｇ２は、物体側から像側に順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレン
ズＬ２１と、両凹負レンズＬ２２と、物体側に凸面を向けた平凸正レンズＬ２３と、から
なる。
【０１４７】
　第３レンズ群Ｇ３は、物体側から像側に順に、両凸正レンズＬ３１と、物体側に凸面を
向けた負メニスカスレンズＬ３２と両凸正レンズＬ３３の接合レンズＳＵ３１と、からな
る。また、第３レンズ群Ｇ３の物体側には、明るさ絞りＳが配置される。
【０１４８】
　第４レンズ群Ｇ４は、１枚の両凹負レンズＬ４１からなる。
【０１４９】
　第５レンズ群Ｇ５は、１枚の両凸正レンズＬ５１からなる。
【０１５０】
　この実施例３のズームレンズの動作について説明する。ズーム動作において、第１レン
ズ群Ｇ１、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ群Ｇ３、第４レンズ群Ｇ４、及び第５レンズ群
Ｇ５は、それぞれ独立して移動する。
【０１５１】
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　次に、広角端から望遠端へと変倍する際の各レンズ群それぞれの動きについて説明する
。
【０１５２】
　第１レンズ群Ｇ１は、広角端から望遠端まで、第２レンズ群Ｇ２との間隔を広げ、物体
側にのみ移動する。
【０１５３】
　第２レンズ群Ｇ２は、広角端から中間状態まで、第１レンズ群Ｇ１との間隔を広げ、第
３レンズ群Ｇ３との間隔を狭めながら像側へ移動し、中間状態から望遠側変化点まで、第
１レンズ群Ｇ１との間隔を広げ、第３レンズ群Ｇ３との間隔を狭めながら物体側へ移動し
、望遠側変化点から望遠端まで、第１レンズ群Ｇ１との間隔を広げ、第３レンズ群Ｇ３と
の間隔を狭めながら像側へ移動する。望遠端では広角端よりも像側に位置する。
【０１５４】
　第３レンズ群Ｇ３は、明るさ絞りＳと共に、広角端から望遠側変化点まで、第２レンズ
群Ｇ２との間隔を狭め、第４レンズ群Ｇ４との間隔を広げながら物体側へ移動し、望遠側
変化点から望遠端まで、第２レンズ群Ｇ２との間隔を狭め、第４レンズ群Ｇ４との間隔を
狭めながら物体側へ移動する。
【０１５５】
　第４レンズ群Ｇ４は、広角端から望遠側変化点まで、第３レンズ群Ｇ３との間隔を広げ
、第５レンズ群Ｇ５との間隔を広げながら物体側へ移動し、望遠側変化点から望遠端まで
、第３レンズ群Ｇ３との間隔を狭め、第５レンズ群Ｇ５との間隔を広げながら物体側へ移
動する。
【０１５６】
　第５レンズ群Ｇ５は、広角端から望遠側変化点まで、第４レンズ群Ｇ４との間隔を広げ
、像面との間隔を狭めながら像側へ移動し、望遠側変化点から望遠端まで、第４レンズ群
Ｇ４との間隔を広げ、像面との間隔を広げながら物体側へ移動する。望遠端では広角端よ
りも像側に位置する。
【０１５７】
　非球面は、第２レンズ群Ｇ２の両凹負レンズＬ２２の両面ｒ９，ｒ１０、第３レンズ群
Ｇ３の両凸正レンズＬ３１の両面ｒ１４，ｒ１５、及び第５レンズ群Ｇ５の両凸正レンズ
Ｌ５１の両面ｒ２１，ｒ２２の６面である。
【０１５８】
　以下に上記実施例１～実施例３の各種数値データ（面データ、非球面データ、可変間隔
データ、各種データ１、各種データ２）を示す。
【０１５９】
　面データには、面番号毎に各レンズ面（光学面）の曲率半径ｒ、面間隔ｄ、各レンズ（
光学媒質）のｄ線（５８７．６ｎｍ）に対する屈折率ｎｄ、各レンズ（光学媒質）のｄ線
のアッベ数νｄが示されている。曲率半径ｒ、面間隔ｄの単位はいずれもミリメートル（
ｍｍ）である。面データ中、曲率半径に記載する“∞”は、無限大（平面）であることを
示している。
【０１６０】
　非球面データには、面データ中、非球面形状としたレンズ面に関するデータが示されて
いる。非球面形状は、ｘを光の進行方向を正とした光軸とし、ｙを光軸と直交する方向に
とると下記の式にて表される。
　ｘ＝（ｙ2／ｒ）／［１＋｛１－（１＋Ｋ）・（ｙ／ｒ）2｝1/2］
　　　　　　　　　　　　　　　　　＋Ａ4ｙ4＋Ａ6ｙ6＋Ａ8ｙ8＋Ａ10ｙ10…
【０１６１】
　ただし、ｒは近軸曲率半径、Ｋは円錐係数、Ａ4、Ａ6、Ａ8、Ａ10はそれぞれ４次、６
次、８次、１０次の非球面係数である。なお、記号“Ｅ”は、それに続く数値が１０を底
にもつ、べき指数であることを示している。例えば「１．０Ｅ－５」は「１．０×１０-5

」であることを意味している。
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【０１６２】
　各種データ１には、広角端（ＷＥ）、広角側変化点（ＣＷ）、中間（ＳＴ）、望遠側変
化点（ＣＴ）、望遠端（ＴＥ）における各種ズームデータが示されている。ズームデータ
としては、焦点距離、Ｆナンバー（Ｆno）、画角（２ω）、像高、バックフォーカス（Ｂ
Ｆ）、可変する面間隔ｄが示されている。各種データ２には、第１～第５レンズ群におけ
る焦点距離ｆ１～ｆ５が示されている。
【０１６３】
数値実施例１
面番号             ｒ         ｄ        ｎｄ       νｄ
 1                33.931      0.9      1.834      37.16
 2                20.223      0.1
 3                20.002      3.65     1.497      81.54
 4               332.406      0.1
 5                24.19       2.41     1.497  　  81.54
 6               180.53       D6（可変）
 7               142.18       0.45     1.883      40.76
 8                 5.638      3.27
 9(非球面)       -10.443      0.4      1.77377    47.17
10(非球面)     -1896.873      0.17
11                40.83       1.47     1.94595    17.98
12               -26.621      D12（可変）
13(絞り)           ∞         0
14(非球面)         6.051      2.36     1.58313    59.38
15(非球面)      -260.21       1.09
16                15.169      0.53     1.91082    35.25
17                 3.916      2.41     1.58313    59.38
18               -57.176      D18（可変）
19(非球面)       -32.754      0.4      1.5311     55.91
20(非球面)        10.593      D20（可変）
21(非球面)        16.011      2.37     1.497      81.54
22(非球面)       -14.463      D22（可変）
23                 ∞         0.3      1.51633    64.14
24                 ∞         0.5
25                 ∞         0.5      1.51633    64.14
26                 ∞         0.37 
像面               ∞

  非球面係数
第９面
K=0.000,A4=1.34E-04,A6=-2.22E-06,A8=-8.39E-07,A10=-9.98E-09,A12=8.07E-10
第１０面
K=0.000,A4=-7.32E-05,A6=-8.60E-06,A8=-2.88E-07,A10=-8.78E-09,A12=5.81E-10
第１４面
K=0.000,A4=-2.03E-04,A6=5.17E-06,A8=-1.61E-06,A10=1.70E-07,A12=-3.90E-09
第１５面
K=0.000,A4=2.30E-04,A6=1.22E-05,A8=-2.57E-06,A10=3.54E-07,A12=-1.08E-08
第１８面
K=0.000,A4=8.88E-05,A6=5.46E-06,A8=-7.67E-07,A10=-1.14E-07,A12=7.11E-09
第１９面
K=0.000,A4=4.87E-05,A6=2.87E-05,A8=-5.35E-07,A10=-2.15E-07,A12=1.77E-08
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第２０面
K=0.000,A4=1.67E-04,A6=8.83E-06,A8=1.85E-06,A10=-1.45E-07,A12=-1.78E-09
第２１面
K=0.000,A4=1.19E-04,A6=-1.42E-05,A8=1.50E-06,A10=-7.71E-08,A12=1.54E-09
第２２面
K=0.000,A4=2.34E-04,A6=-2.00E-05,A8=1.71E-06,A10=-8.32E-08,A12=1.65E-09

各種データ１
ズームデータ
ズーム倍率　23.01 

                        ＷＥ        ＣＷ        ＳＴ        ＣＴ        ＴＥ
焦点距離                4.55        9.56       21.3        49.9       104.69
ＦＮＯ．                3.03        3.8         5.02        6.99        7.12
画角２ω（゜）         88.75       43.11       19.93        8.68        4.18
像高                    3.86        3.86        3.86        3.86        3.86

D6                      0.31        6.27       13.74       20          26.15
D12                    21.21       12.12        7.48        4.5         1.35
D18                     1.8         5.93       11.13       14.91       12.93
D20                     1.9         2.49        4.87        9.75       12.61
D22                     7.92        7.42        5.51        3.1         3.5 

fb (in air) 
全長 (in air) 

各種データ２
各群焦点距離
ｆ１        41.11
ｆ２        -6.23
ｆ３        11.13
ｆ４       -15.02
ｆ５        15.69
【０１６４】
数値実施例２
面番号             ｒ         ｄ        ｎｄ       νｄ
 1                45.622      1        1.91082    35.25
 2                25.376      0.1
 3                26.504      3.35     1.497      81.54
 4              -202.144      0.15
 5                20.762      2.72     1.497  　  81.54
 6               103.805      D6（可変）
 7                67.214      0.4      1.883      40.76
 8                 5.625      3.05
 9(非球面)        -9.891      0.45     1.7425     49.27
10(非球面)        31.018      0.36
11                20.003      1.45     1.94595    17.98
12               -48.069      D12（可変）
13(絞り)           ∞         0.3
14(非球面)         7.119      2.7      1.58313    59.46
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15(非球面)       -57.504      0.94
16                22.237      0.84     1.90366    31.32
17                 5.353      2.4      1.51633    64.14
18               -10.877      D18（可変）
19               -31.402      0.4      1.51633    64.14
20                 9.037      D20（可変）
21(非球面)        19.309      2.5      1.4971     81.56
22(非球面)       -12.531      D22（可変）
23                 ∞         0.3      1.51633    64.14
24                 ∞         0.5
25                 ∞         0.5      1.51633    64.14
26                 ∞         0.53 
像面               ∞

  非球面係数
第９面
K=0.000,A4=1.29E-05,A6=1.45E-05,A8=-2.67E-06,A10=7.32E-08
第１０面
K=0.000,A4=-7.60E-05,A6=1.28E-05,A8=-2.05E-06,A10=6.34E-08
第１４面
K=0.000,A4=-2.65E-04,A6=1.33E-05,A8=-1.55E-06,A10=4.80E-08
第１５面
K=0.000,A4=3.01E-04,A6=1.59E-05,A8=-2.08E-06,A10=7.30E-08
第２１面
K=0.000,A4=3.59E-05,A6=-3.30E-05,A8=1.47E-06,A10=-2.92E-08
第２２面
K=0.000,A4=2.99E-04,A6=-4.04E-05,A8=1.63E-06,A10=-2.87E-08

各種データ１
ズームデータ
ズーム倍率　23.00 

                        ＷＥ        ＣＷ       ＳＴ        ＣＴ        ＴＥ
焦点距離                4.55        9.26      21.1        50.06      104.67
ＦＮＯ．                3.05        3.99       5.12        6.36        7
画角２ω（゜）         89.03       44.73      20.05        8.62        4.15
像高                    3.86        3.86       3.86        3.86        3.86

D6                      0.31        5.05       13.23       21.73      26.7
D12                    17.18       10.03        5.43        3.32       0.9
D18                     3.54        6.34       10.48       11.61       9.68 
D20                     2.37        5.51        7.02       10.55      15.16 
D22                     5.25        4.36        3.06        0.74       1.04 

fb (in air) 
全長 (in air) 

各種データ２
各群焦点距離
ｆ１        40.75
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ｆ２        -5.66
ｆ３        10.11
ｆ４       -13.55
ｆ５        15.7

【０１６５】
数値実施例３
面番号             ｒ          ｄ        ｎｄ       νｄ
 1                50.685    　 1  　    1.91082    35.25
 2                27.784       0.1
 3                28.551    　 3.25   　1.497      81.61
 4              -139.32        0.15
 5                22.304       2.3　  　1.497      81.61
 6                92.726       D6（可変）
 7                39.991       0.4      1.883      40.76
 8                 6.211       2.95
 9(非球面)        -9.818       0.4      1.7432     49.34
10(非球面)        23.762       0.3
11                14.946       1.53     1.94595    17.98
12                 ∞          D12（可変）
13(絞り)           ∞          0
14(非球面)         7.032       2.5      1.58913    61.25
15(非球面)      -239.72        0.8
16                25.427       0.4      1.91082    35.25
17                 5.2         2.8      1.58313    59.38
18               -11.329       D18（可変）
19               -48.598       0.6      1.6223     53.17
20                 8.436       D20（可変）
21(非球面)        20.654       2.6      1.497      81.61
22(非球面)       -11.917       D22（可変）
23                 ∞          0.3      1.51633    64.14
24                 ∞          0.5 
25                 ∞          0.5      1.51633    64.14
26                 ∞          0.37
像面               ∞

  非球面係数
第９面
K=0.000,A4=1.34E-08,A6=-1.20E-07,A8=5.83E-08
第１０面
K=0.000,A4=5.17E-05,A6=6.68E-06,A8=-3.99E-08
第１４面
K=0.000,A4=-2.29E-04,A6=3.34E-06,A8=-1.08E-07
第１５面
K=0.000,A4=3.32E-04,A6=5.81E-07,A8=-6.10E-08
第２１面
K=0.000,A4=3.17E-05,A6=2.81E-12
第２２面
K=0.000,A4=2.47E-04,A6=3.25E-07,A8=-6.58E-08
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各種データ１
ズームデータ
ズーム倍率　23.04 

                        ＷＥ        ＣＷ        ＳＴ       ＣＴ        ＴＥ
焦点距離                4.59        9.55       19.73      45.12      105.77
ＦＮＯ．                3.33        4.37　　　　5.29　　   6.64        6.61
画角２ω（゜）         88.04       43.14       21.29       9.47        4.06
像高                    3.86        3.86        3.86       3.86        3.86

D6                      0.3         6.31       14.27       21.51      29
D12                    19.68       12.43        7.8         4.24       1.2
D18                     4.21        6.03        8.89       11.99      10.15 
D20                     2.27        6.36        7.64        9.8       11.84
D22                     5.01        4.6         3.81        3          3.24

fb (in air) 
全長 (in air) 

各種データ２
各群焦点距離
ｆ１        43.13
ｆ２        -5.83
ｆ３        10.04
ｆ４       -11.5
ｆ５        15.62
【０１６６】
　図４～図６は、実施例１～実施例３における（ａ）広角端（ＷＥ）、（ｂ）中間（ＳＴ
）、（ｃ）望遠端（ＴＥ）での無限物点における諸収差図である。
【０１６７】
　これら諸収差図において、ＳＡは球面収差、ＡＳは非点収差、ＤＴは歪曲収差、ＣＣは
倍率色収差を示す。球面収差ＳＡは、５８７．６ｎｍ（ｄ線：実線）、４３５．８ｎｍ（
ｇ線：破線）、６５６．３ｎｍ（Ｃ線：点線）の各波長について示されている。また、倍
率色収差ＣＣは、ｄ線を基準としたときの４３５．８ｎｍ（ｇ線：破線）、６５６．３ｎ
ｍ（Ｃ線：点線）の各波長について示されている。また、非点収差ＤＴは、実線がサジタ
ル像面、破線がメリジオナル像面のものを示している。なお、ＦＮＯはＦナンバーを、Ｆ
ＩＹは最大像高を示す。
【０１６８】
　上記実施例１～３について、各条件式（１Ａ）～（４Ａ）、（１Ｂ）～（５Ｂ）、及び
（１Ｃ）～（５Ｃ）の値を以下に示しておく。
【０１６９】
                              実施例１        実施例２        実施例３
条件式（１Ａ）                  0.39            0.39            0.41
条件式（２Ａ）                 -0.06           -0.05           -0.06
条件式（３Ａ）                 -0.14           -0.13           -0.11
条件式（４Ａ）                  0.77            0.75            0.75
条件式（１Ｂ）                 23.01           23.02           22.98
条件式（２Ｂ）                  0.36            0.58            0.57
条件式（３Ｂ）                 -0.97           -0.93           -0.39
条件式（４Ｂ）                  2.77            2.28            2.42
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条件式（５Ｂ）                 -0.69           -0.62           -0.52
条件式（１Ｃ）                 37.16           35.25           35.25
条件式（２Ｃ）                 81.54           81.54           81.61
条件式（３Ｃ）                 -0.0037         -0.0023         -0.0023
　該当ガラス名              OHARA S-LAH60    HOYA TAFD35     HOYA TAFD35
　θｇＦ１ｎ（部分分散比）      0.5776          0.5821          0.5821
条件式（４Ｃ）                  1.83400         1.91082         1.91082
条件式（５Ｃ）                 81.54           81.56           81.61
【０１７０】
　各実施例にて、以下の構成としてもよい。
【０１７１】
　本実施例のズームレンズは矩形の光電変換面上に広角端では樽型の歪曲収差が発生する
。一方、中間焦点距離状態付近や望遠端では歪曲収差の発生が抑えられる。歪曲収差を電
気的に補正するために、有効撮像領域は、広角端では樽型形状とし、中間焦点距離状態や
望遠端では矩形の形状となるようにすると良い。そして、あらかじめ設定した有効撮像領
域を画像処理により画像変換し、歪みを低減させた矩形の画像情報に変換する。広角端で
の像高ＩHｗは、中間焦点距離状態の像高ＩＨｓや望遠端での像高ＩＨｔよりも小さくな
るようにしている。
【０１７２】
　図７に示すように、光軸と撮像面との交点を中心として有効撮像面の長辺に内接する半
径Ｒの円周上（像高）での倍率を固定し、この円周を補正の基準とする。そして、それ以
外の任意の半径ｒ（ω）の円周上（像高）の各点を略放射方向に移動させて、半径ｒ'（
ω）となるように同心円状に移動させることで補正する。
【０１７３】
　例えば、図７において、半径Ｒの円の内側に位置する任意の半径ｒ1（ω）の円周上の
点Ｐ1は、円の中心に向けて補正すべき半径ｒ1'（ω）円周上の点Ｐ2に移動させる。また
、半径Ｒの円の外側に位置する任意の半径ｒ2（ω）円周上の点Ｑ1は、円の中心から離れ
る方向に向けて補正すべき半径ｒ2'（ω）円周上の点Ｑ2に移動させる。ここで、ｒ'（ω
）は次のように表わすことができる。
　　ｒ'（ω）＝αｆtanω　　　　　（０≦α≦１）
ただし、ωは被写体半画角、ｆは結像光学系（本発明では、ズームレンズ）の焦点距離で
ある。
【０１７４】
　ここで、前記半径ｒの円上（像高）に対応する理想像高をＹとすると、
　　α＝Ｒ／Ｙ＝Ｒ／ｆtanω
となる。
【０１７５】
　光学系は、理想的には、光軸に対して回転対称であり、すなわち歪曲収差も光軸に対し
て回転対称に発生する。したがって、上述のように、光学的に発生した歪曲収差を電気的
に補正する場合には、再現画像上で光軸と撮像面との交点を中心とした有効撮像面の長辺
に内接する半径Ｒの円の円周上（像高）の倍率を固定して、それ以外の半径ｒ（ω）の円
周上（像高）の各点を略放射方向に移動させて、半径ｒ'（ω）となるように同心円状に
移動させることで補正することができれば、データ量や演算量の点で有利と考えられる。
【０１７６】
　ところが、光学像は、電子撮像素子で撮像された時点で（サンプリングのため）連続量
ではなくなる。したがって、厳密には光学像上に描かれる上記半径Ｒの円も、電子撮像素
子上の画素が放射状に配列されていない限り正確な円ではなくなる。つまり、離散的座標
点毎に表わされる画像データの形状補正においては、上記倍率を固定できる円は存在しな
い。そこで、各画素（Ｘi，Ｙj）毎に、移動先の座標（Ｘ'i，Ｙ'j）を決める方法を用い
るのがよい。なお、座標（Ｘ'i，Ｙ'j）に（Ｘi，Ｙj）の２点以上が移動してきた場合に
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は、各画素が有する値の平均値をとる。また、移動してくる点がない場合には、周囲のい
くつかの画素の座標（Ｘ'i，Ｙ'j）の値を用いて補間すればよい。
【０１７７】
　このような方法は、特にズームレンズが有する電子撮像装置において光学系や電子撮像
素子の製造誤差等のために光軸に対して歪みが著しく、前記光学像上に描かれる上記半径
Ｒの円が非対称になった場合の補正に有効である。また、撮像素子あるいは各種出力装置
において信号を画像に再現する際に幾何学的歪み等が発生する場合等の補正に有効である
。
【０１７８】
　本発明の電子撮像装置では、補正量ｒ'（ω）－ｒ（ω）を計算するために、ｒ（ω）
すなわち半画角と像高との関係、あるいは、実像高ｒと理想像高ｒ'／αとの関係が、電
子撮像装置に内蔵された記録媒体に記録されている構成としてもよい。
【０１７９】
　なお、歪曲補正後の画像が短辺方向の両端において光量が極端に不足することのないよ
うにするには、前記半径Ｒが、次の条件式を満足するのがよい。
　　０≦Ｒ≦０．６Ｌs

ただし、Ｌsは有効撮像面の短辺の長さである。
【０１８０】
　好ましくは、前記半径Ｒは、次の条件式を満足するのがよい。
　　０．３Ｌs≦Ｒ≦０．６Ｌs

　さらには、前記半径Ｒは、略有効撮像面の短辺方向の内接円の半径に一致させるのが最
も有利である。なお、半径Ｒ＝０の近傍、すなわち、軸上近傍において倍率を固定した補
正の場合は、実質画素数の面で若干の不利があるが、広角化しても小型化にするための効
果は確保できる。
【０１８１】
　なお、補正が必要な焦点距離区間については、いくつかの焦点ゾーンに分割する。そし
て、該分割された焦点ゾーン内の望遠端近傍で略
　　ｒ'（ω）＝αｆtanω
を満足する補正結果が得られる場合と同じ補正量で補正してもよい。ただし、その場合、
分割された焦点ゾーン内の広角端において樽型歪曲量がある程度残存してしまう。また、
分割ゾーン数を増加させてしまうと、補正のために必要な固有データを記録媒体に余計に
保有する必要が生じあまり好ましくない。そこで、分割された焦点ゾーン内の各焦点距離
に関連した１つ又は数個の係数を予め算出しておく。この係数は、シミュレーションや実
機による測定に基づいて決定しておけばよい。そして、前記分割されたゾーン内の望遠鏡
近傍で略
　　ｒ'（ω）＝αｆtanω
を満足する補正結果が得られる場合の補正量を算出し、この補正量に対して焦点距離毎に
前記係数を一律に掛けて最終的な補正量にしてもよい。
【０１８２】
　ところで、無限遠物体を結像させて得られた像に歪曲がない場合は、
　　ｆ＝ｙ／tanω
が成立する。ただし、ｙは像点の光軸からの高さ（像高）、ｆは結像系（本発明ではズー
ムレンズ）の焦点距離、ωは撮像面上の中心からｙの位置に結ぶ像点に対応する物点方向
の光軸に対する角度（被写体半画角）である。
【０１８３】
　結像系に樽型の歪曲収差がある場合は、
　　ｆ＞ｙ／tanω
となる。つまり、結像系の焦点距離ｆと、像高ｙとを一定とすると、ωの値は大きくなる
。
【０１８４】
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　また、ズームレンズにより撮影された画像の電気信号を、画像処理により倍率色収差に
よる色のずれを補正した画像信号に変換する画像変換部を有することが好ましい。ズーム
レンズの倍率色収差を電気的に補正することで、より良好な画像を得ることができるよう
になる。
【０１８５】
　一般に、電子スチルカメラにおいては被写体の像を、第１原色、第２原色、第３原色の
３原色の像に分解して、それぞれの出力信号を演算により重ね合わせることによりカラー
画像を再現するようにしている。ズームレンズに倍率色収差がある場合、第１原色の光に
よる像を基準にして考えると、第２原色と第３原色の光による像が結像される位置は第１
原色の像が結像される位置からずれることになる。電子的に画像の倍率色収差を補正する
ためには、第１原色に対する第２原色、第３原色の光の結像位置のずれの量をズームレン
ズの収差情報に基づいて撮像素子の各画素について予め求めておく。そして、撮影画像の
各画素ごとに、第１原色とのズレ量だけ補正するよう座標変換を行ってやればよい。
【０１８６】
　例えば、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３原色の出力信号からなる画像について説明
すれば、Ｇに対するＲとＢの結像位置ずれを各画素について求めておき、Ｇとのずれがな
くなるように撮影画像の座標変換を行い、その後にＲとＢの信号を出力してやればよい。
【０１８７】
　倍率色収差はズーム、フォーカス、絞り値によって変化するが、各レンズポジション（
ズーム、フォーカス、絞り値）ごとに、この第１原色からの第２原色及び第３原色のずれ
量を補正データとして記憶保持装置に記憶させておくとよい。ズームポジションに応じて
、この補正データを参照することで、第１原色信号に対する第２及び第３原色のずれを補
正した第２及び第３原色信号とを出力することができる。
【０１８８】
　またゴースト、フレア等の不要光をカットするために、明るさ絞り以外にフレア絞りを
配置してもかまわない。
【０１８９】
　第１レンズ群の物体側、第１、２レンズ群間、第２、３レンズ群間、第３、４レンズ群
間、第４、５レンズ群間、最も像面側の群から像面間のいずれの場所に配置しても良い。
枠部材によりフレア光線をカットするように構成しても良いし、別の部材を構成しても良
い。また光学系に直接印刷しても塗装してもシールなどを接着してもかまわない。またそ
の形状は円形、楕円形、矩形、多角形、関数曲線で囲まれる範囲等、いかなる形状でもか
まわない。また有害光束をカットするだけでなく画面周辺のコマフレア等の光束をカット
しても良い。
【０１９０】
　また、各レンズには反射防止コートを行い、ゴースト、フレアを軽減してもかまわない
。マルチコートであれば効果的にゴースト、フレアを軽減できるので望ましい。また赤外
カットコートをレンズ面、カバーガラス等に行ってもかまわない。
【０１９１】
　また、画像周辺部の明るさのかげり（シェーディング）をＣＣＤのマイクロレンズをシ
フトすることにより軽減しても良い。例えば、各像高における光線の入射角に合わせてＣ
ＣＤのマイクロレンズの設計を変えても良い。また、画像処理により画像周辺部の低下量
を補正しても良い。
【０１９２】
　ゴースト・フレアの発生を防止するためにレンズの空気接触面に反射防止コートを施す
ことは一般的に行われている。一方、接合レンズの接合面では接着材の屈折率が空気の屈
折率よりも十分高い。そのためもともと単層コート並み、あるいはそれ以下の反射率とな
っていることが多く、あえてコートを施すことは少ない。しかしながら、接合面にも積極
的に反射防止コートを施せばさらにゴースト・フレアを軽減でき、なお良好な画像を得る
ことができるようになる。
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【０１９３】
　特に、最近では高屈折率硝材が普及し収差補正効果が高いためカメラ光学系に多用され
るようになってきているが、高屈折率硝材を接合レンズとして用いた場合、接合面での反
射も無視できなくなってくる。そのような場合、接合面に反射防止コートを施しておくこ
とは特に効果的である。
【０１９４】
　接合面コートの効果的な使用法に関しては、特開平2-27301号、特開2001-324676号、特
開2005-92115号、USP7116482等に開示されている。
【０１９５】
　使用するコート材としては、基盤となるレンズの屈折率と接着材の屈折率に応じて、比
較的高屈折率なＴａ2Ｏ5、ＴｉＯ2、Ｎｂ2Ｏ5、ＺｒＯ2、ＨｆＯ2、ＣｅＯ2、ＳｎＯ2、
Ｉｎ2Ｏ3、ＺｎＯ、Ｙ2Ｏ3などのコート材、比較的低屈折率なＭｇＦ2、ＳｉＯ2、Ａｌ2

Ｏ3などのコート材、などを適宜選択し、位相条件を満たすような膜厚に設定すれば良い
。
【０１９６】
　当然のことながら、レンズの空気接触面へのコーティング同様、接合面コートをマルチ
コートとしても良い。２層あるいはそれ以上の膜数のコート材や膜厚を適宜組み合わせる
ことで、更なる反射率の低減や、反射率の分光特性・角度特性等のコントロールなどを行
うことが可能となる。また第１レンズ群以外のレンズ接合面についても、同様の思想に基
づいて接合面コートを行うことが効果的なのは言うまでもない。
【０１９７】
　図８～図１０は、以上のようなズームレンズを撮影光学系４１に組み込んだ本発明によ
るデジタルカメラの構成の概念図を示す。図８はデジタルカメラ４０の外観を示す前方斜
視図、図９は同後方正面図、図１０はデジタルカメラ４０の構成を示す模式的な断面図で
ある。ただし、図８と図１０においては、撮影光学系４１の非沈胴時を示している。
【０１９８】
　デジタルカメラ４０は、この例の場合、撮影用光路４２上に位置する撮影光学系４１、
ファインダー用光路４４上に位置するファインダー光学系４３、シャッターボタン４５、
フラッシュ４６、液晶表示モニタ４７、焦点距離変更ボタン６１、設定変更スイッチ６２
等を含み、撮影光学系４１の沈胴時には、カバー６０をスライドすることにより、撮影光
学系４１とファインダー光学系４３とフラッシュ４６はそのカバー６０で覆われる。そし
て、カバー６０を開いてカメラ４０を撮影状態に設定すると、撮影光学系４１は図８の非
沈胴状態になり、カメラ４０の上部に配置されたシャッターボタン４５を押圧すると、そ
れに連動して撮影光学系４１、例えば実施例１のズームレンズを通して撮影が行われ、撮
影光学系４１によって形成された物体像が、波長域制限コートを施したローパスフィルタ
ーＦとカバーガラスＣを介してＣＣＤ４９の撮像面（光電変換面）上に形成される。
【０１９９】
　このＣＣＤ４９で受光された物体像は、処理手段５１を介し、電子画像としてカメラ背
面に設けられた液晶表示モニタ４７に表示される。また、この処理手段５１には記録手段
５２が接続され、撮影された電子画像を記録することもできる、なお、この記録手段５２
は処理手段５１と別体に設けてもよいし、フレキシブルディスクやメモリーカード等によ
り電子的に記録書込を行うように構成してもよい。また、ＣＣＤ４９に代わって銀塩フィ
ルムを配置した銀塩カメラとして構成してもよい。
【０２００】
　さらに、ファインダー用光路４４上にはファインダー用対物光学系５３が配置してある
。ファインダー用対物光学系５３は、複数のレンズ群（図の場合は３群）と正立プリズム
５５ａ、５５ｂ、５５ｃからなる正立プリズム系５５とから構成され、撮影光学系４１の
ズームレンズに連動して焦点距離が変化するズーム光学系からなり、このファインダー用
対物光学系５３によって形成された物体像は、像正立部材である正立プリズム系５５の視
野枠５７上に形成される。この正立プリズム系５５の後方には、正立正像にされた像を観
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察者眼球Ｅに導く接眼光学系５９が配置されている。なお、接眼光学系５９の射出側にカ
バー部材５０が配置されている。
【０２０１】
　図１１は、本実施形態のズームレンズを用い、撮像素子として小型のＣＣＤ又はＣＭＯ
Ｓなどを用いた撮像装置としての一眼ミラーレスカメラの断面図である。図１１において
、１は一眼ミラーレスカメラ、２は鏡筒内に配置された撮像レンズ系、３は撮像レンズ系
２を一眼ミラーレスカメラ１に着脱可能とする鏡筒のマウント部であり、スクリュータイ
プやバヨネットタイプ等のマウントが用いられる。この例では、バヨネットタイプのマウ
ントを使用している。また、４は撮像素子面、５はバックモニタである。
【０２０２】
 このような構成の一眼ミラーレスカメラ１の撮像レンズ系２として、例えば上記実施例
１～７に示した本実施形態のズームレンズが用いられる。
【０２０３】
　図１２、図１３は、ズームレンズを撮影光学系４１に組み込んだ、本実施形態の撮像装
置の構成の概念図を示す。図１２は撮像装置としてのデジタルカメラ４０の外観を示す前
方斜視図、図１３は同背面斜視図である。
【０２０４】
　この実施形態のデジタルカメラ４０は、撮影用光路４２上に位置する撮影光学系４１、
シャッターボタン４５、液晶表示モニタ４７等を含み、デジタルカメラ４０の上部に配置
されたシャッターボタン４５を押圧すると、それに連動して撮影光学系４１、例えば実施
例１のズームレンズを通して撮影が行われる。撮影光学系４１によって形成された物体像
が結像面近傍に設けられた撮像素子（光電変換面）上に形成される。この撮像素子で受光
された物体像は、処理手段によって電子画像としてカメラ背面に設けられた液晶表示モニ
タ４７に表示される。また、撮影された電子画像は記録手段に記録することができる。
【０２０５】
　図１４～図１６は、レンズを撮影光学系４１に組み込んだ本発明に係る他の撮像装置の
構成の概念図を示す。図１４はデジタルカメラ４０の外観を示す前方斜視図、図１５は同
背面図、図１６はデジタルカメラ４０の構成を示す模式的な横断面図である。
【０２０６】
　デジタルカメラ４０は、この例の場合、撮影用光路４２上に位置する撮影光学系４１、
ファインダー用光路４４上に位置するファインダー光学系４３、シャッターボタン４５、
ポップアップストロボ４６、液晶表示モニタ４７等を含み、カメラ４０の上部に配置され
たシャッターボタン４５を押圧すると、それに連動して撮影光学系４１、例えば実施例１
のレンズを通して撮影が行われる。撮影光学系４１によって形成された物体像が、結像面
近傍に設けた撮像素子としてのＣＣＤ４９の撮像面（光電変換面）上に形成される。この
ＣＣＤ４９で受光された物体像は、処理手段５１を介し、電子画像としてカメラ背面に設
けられた液晶表示モニタ４７や、ファインダー用画像表示素子５４に表示される。また、
この処理手段５１には記録手段５２が接続され、撮影された電子画像を記録することもで
きる。
【０２０７】
　なお、この記録手段５２は処理手段５１と別体に設けてもよいし、フレキシブルディス
クやメモリーカード等により電子的に記録書込を行うように構成してもよい。また、ＣＣ
Ｄ４９に代わって銀塩フィルムを配置した銀塩カメラとして構成してもよい。
【０２０８】
　さらに、ファインダー用光路４４上にはファインダー用接眼レンズ５９が配置してある
。ファインダー用画像表示素子５４に表示された物体像が、このファインダー用接眼レン
ズ５９によって拡大および観察者が見やすい視度に調整され、観察者眼球Ｅに導かれてい
る。なお、ファインダー用接眼レンズ５９の射出側にカバー部材５０が配置されている。
【０２０９】
　図１７は、本実施形態のデジタルカメラ４０の主要部の内部回路を示すブロック図であ
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る。なお、以下の説明では、前述した処理手段５１は、例えば、ＣＤＳ／ＡＤＣ部２４、
一時記憶メモリ１７、画像処理部１８等で構成され、記憶手段５２は、記憶媒体部等で構
成される。
【０２１０】
　図１７に示されるように、デジタルカメラ４０は、操作部１２と、この操作部１２に接
続された制御部１３と、この制御部１３の制御信号出力ポートにバス１４及び１５を介し
て接続された撮像駆動回路１６並びに一時記憶メモリ１７、画像処理部１８、記憶媒体部
１９、表示部２０、及び設定情報記憶メモリ部２１を備えている。
【０２１１】
　上記の一時記憶メモリ１７、画像処理部１８、記憶媒体部１９、表示部２０、及び設定
情報記憶メモリ部２１は、バス２２を介して相互にデータの入力、出力が可能とされてい
る。また、撮像駆動回路１６には、ＣＣＤ４９とＣＤＳ／ＡＤＣ部２４が接続されている
。
【０２１２】
　操作部１２は、各種の入力ボタンやスイッチを備え、これらを介して外部（カメラ使用
者）から入力されるイベント情報を制御部に通知する。制御部１３は、例えばＣＰＵなど
からなる中央演算処理装置であって、不図示のプログラムメモリを内蔵し、プログラムメ
モリに格納されているプログラムに従って、デジタルカメラ４０全体を制御する。
【０２１３】
　ＣＣＤ４９は、撮像駆動回路１６により駆動制御され、撮像光学系４１を介して形成さ
れた物体像の画素ごとの光量を電気信号に変換し、ＣＤＳ／ＡＤＣ部２４に出力する撮像
素子である。
【０２１４】
　ＣＤＳ／ＡＤＣ部２４は、ＣＣＤ４９から入力される電気信号を増幅し、かつ、アナロ
グ／デジタル変換を行って、この増幅とデジタル変換を行っただけの映像生データ（ベイ
ヤーデータ、以下ＲＡＷデータという。）を一時メモリ１７に出力する回路である。
【０２１５】
　一時記憶メモリ１７は、例えばＳＤＲＡＭ等からなるバッファであり、ＣＤＳ／ＡＤＣ
部２４から出力されるＲＡＷデータを一時的に記憶するメモリ装置である。画像処理部１
８は、一時記憶メモリ１７に記憶されたＲＡＷデータ又は記憶媒体部１９に記憶されてい
るＲＡＷデータを読み出して、制御部１３にて指定された画質パラメータに基づいて歪曲
収差補正を含む各種画像処理を電気的に行う回路である。
【０２１６】
　記憶媒体部１９は、例えばフラッシュメモリ等からなるカード型又はスティック型の記
憶媒体を着脱自在に装着して、これらのフラッシュメモリに、一時記憶メモリ１７から転
送されるＲＡＷデータや画像処理部１８で画像処理された画像データを記録して保持する
。
【０２１７】
　表示部２０は、液晶表示モニタ４７などにて構成され、撮影したＲＡＷデータ、画像デ
ータや操作メニューなどを表示する。設定情報記憶メモリ部２１には、予め各種の画質パ
ラメータが格納されているＲＯＭ部と、操作部１２の入力操作によってＲＯＭ部から読み
出された画質パラメータを記憶するＲＡＭ部が備えられている。
【０２１８】
　このように構成されたデジタルカメラ４０は、撮像光学系４１として本発明のズームレ
ンズを採用することで、小型で動画撮像に適した撮像装置とすることが可能となる。
【０２１９】
　以上、本発明の種々の実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態のみに
限られるものではなく、それぞれの実施形態の構成を適宜組み合わせて構成した実施形態
も本発明の範疇となるものである。
【符号の説明】
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【０２２０】
１…レンズ交換式カメラ
２…撮像レンズ系
３…マウント部
４…撮像素子面
５…バックモニタ
１２…操作部
１３…制御部
１４、１５…バス
１６…撮像駆動回路
１７…一時記憶メモリ
１８…画像処理部
１９…記憶媒体部
２０…表示部
２１…設定情報記憶メモリ部
２２…バス
２４…ＣＤＳ／ＡＤＣ部
４０…デジタルカメラ
４１…撮影光学系
４２…撮影用光路
４５…シャッターボタン
４７…液晶表示モニタ

【図１】 【図２】
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