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各種レンズを組み合わせたときの機能

各種レンズの使用について

このカメラで使用できるレンズは、DAおよびFA Jレンズまたは絞りリン

グにs位置のあるD FA・FA・F・Aレンズのみです。これ以外のレンズ

あるいは、D FA・ FA・F・Aレンズで絞りをs位置から外した場合は、

「絞りリングの使用」設定時の注意（p.184）をご覧ください。

○：絞りがs位置であれば、その他は制限なく使用可能

×：使用不可能

*1 レンズの開放F値がF2.8、およびそれより明るいレンズのみ。s位置でのみ使用可。

*2 レンズの開放F値がF5.6、およびそれより明るいレンズのみ使用可。

*3 F・FAソフト85mmF2.8、およびFAソフト28mmF2.8では「Aカスタム」メニューの「絞
りリングの使用」（p.102）で「許可」を設定した上で手動絞りの範囲でのみ、設定した
絞り値で撮影されます。

*4 内蔵ストロボおよびAF360FGZ使用時。

*5 AFエリアは「スポット」となります。

レンズ［マウント名］

機能

DA ・D FA・
FA J・FAレンズ
［KAF、KAF2］*3

Fレンズ
［KAF］*3

Aレンズ
［KA］

オートフォーカス （レンズ単体使用） ○ ○ －

（AFアダプター 1.7× 使用）*1 － －    ○*5

マニュアルフォーカス 

（フォーカスインジケーター表示の利用）*2 ○ ○ ○

（マット面の利用） ○ ○ ○

AFエリア切り替え（ワイド／スポット） ○ ○    ×*5

パワーズーム × － －

絞り優先自動露出 ○ ○ ○

シャッター優先自動露出 ○ ○ ○

マニュアル露出 ○ ○ ○

P-TTLオートストロボ *4 ○ ○ ○

分割測光（16分割） ○ ○ ○
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レンズ名称とマウント名称について

FAの単焦点レンズ（ズームでないレンズ）とDA・D FA・FA J ・Fレン

ズのマウントはすべてKAFマウントです。FAズームレンズのうち、パワー

ズームが可能なレンズはKAF2マウント、パワーズームのできないレンズ

はKAFマウントです。詳しくはレンズの使用説明書をご覧ください。な

お、このカメラにはパワーズーム機能はありません。

使用できないレンズ・アクセサリーについて

絞りs（オート）ポジションのあるレンズを絞りs（オート）以外で使

用したり、s（オート）ポジションのないレンズやオート接写リング、

オートベローズなどのアクセサリーを取り付けた場合、「Aカスタム」メ

ニューの「絞りリングの使用」（p.103）で「許可」を設定しないかぎり、

カメラは作動しません。「Aカスタム」メニューの「絞りリングの使用」

で「許可」を設定した場合は機能制限がありますので、「絞りリングの使

用」設定時の注意 （p.184）をご覧ください。

DA・FA Jレンズまたは絞りs（オート）のポジションのあるレンズを絞

りs（オート）で使用すると、カメラの露出モードをすべて利用できます。

使用レンズと内蔵ストロボについて

Aレンズ以前のレンズおよびソフトレンズを使用した場合、内蔵ストロボ

は光量制御ができずに、常にフル発光となります。

オートストロボとしては使用できませんので、ご注意ください。
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「絞りリングの使用」設定時の注意

「絞りリングの使用」設定時の注意

「Aカスタム」メニューの「絞りリングの使用」（p.103）で「許可」を選

択すると、D FA・FA・F・Aレンズの絞りをsポジション以外にしたり、

sポジションのないレンズを取り付けても、シャッターがきれるように

なります。ただし、下表のような制約を受けますので、ご使用の際はご

注意ください。

絞りをs以外にセットした場合、モードダイヤルがe、bになっていても、
c（絞り優先）モードで作動します。

使用レンズ 露出モード 制約内容

D FA・FA・F・A・M（レ
ンズ単体、オート接写リ
ングKなどの自動絞り機
能のアクセサリーと組み
合わせた場合）

c（絞り優先）
モード

絞りリングを操作しても、絞りは
開放のままで絞られません。レン
ズの開放絞りに連動してシャッ
ター速度は変化しますが、露出の
誤差が生じることがあります。ま
た、ファインダー内には、絞り表
示が[F--]と表示されます。

D FA・FA・F・A・M・S

（接写リングKなどの絞り
込み機能のアクセサリー
と組み合わせた場合）

c（絞り優先）
モード

設定した絞り値で撮影されます
が、露出の誤差が生じることがあ
ります。また、ファインダー内に
は、絞り表示が [F--]と表示されま
す。

レフレックスレンズなど
の手動絞りのレンズ（レ
ンズ単体）

c（絞り優先）
モード

FA・Fソフト85mm　FA

ソフト28mm（レンズ単
体）

c（絞り優先）
モード

手動絞りの範囲でのみ、設定した
絞り値で撮影されます。ファイン
ダー内には、絞り表示が [F--]と表
示されます。なお、被写界深度確
認操作（光学プレビュー）を行う
と測光スイッチが入り、露出の確
認ができます。

すべてのレンズ
a（マニュアル）
モード

設定した絞り値とシャッター速度
で撮影されます。ファインダー内
には、絞り表示が [F--]と表示され
ます。なお、被写界深度確認操作
（光学プレビュー）を行うと測光ス
イッチが入り、露出の確認ができ
ます。
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