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(57)【要約】
【課題】角速度センサーを配設しながら小型化及び薄型
化を可能にした像ぶれ補正撮影レンズと、これを具備す
る光学機器を提供すること。
【解決手段】被写体からの光を集光するレンズ２と、前
記レンズの像面に配設され前記被写体の像を撮像する撮
像素子４とを有する撮影レンズユニット３と、前記撮影
レンズユニットの光軸に対して略平行な平面の少なくと
も一面に配設された角速度センサー６、７とを有し、前
記撮影レンズユニット３のぶれを前記角速度センサー６
，７で検出し、前記像面上における前記被写体の像ぶれ
を補正する像ぶれ補正機能を有することを特徴とする像
ぶれ補正撮影レンズ２と、これを具備する光学機器１０
０。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体からの光を集光するレンズと、
　前記レンズの像面に配設され前記被写体の像を撮像する撮像素子とを有する撮影レンズ
ユニットと、
　前記撮影レンズユニットの光軸に対して略平行な平面の少なくとも一面に配設された角
速度センサーとを有し、
　前記撮影レンズユニットのぶれを前記角速度センサーで検出し、前記像面上における前
記被写体の像ぶれを補正する像ぶれ補正機能を有することを特徴とする像ぶれ補正撮影レ
ンズ。
【請求項２】
　前記撮像素子と前記角速度センサーは、少なくとも一枚のフレキシブル基板上に配設さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の像ぶれ補正撮影レンズ。
【請求項３】
　前記角速度センサーは、二軸角速度センサーであることを特徴とする請求項１または２
に記載の像ぶれ補正撮影レンズ。
【請求項４】
　前記角速度センサーが配設される前記平面は、互いに直交する二つの平面であり、前記
二つの平面にそれぞれ一軸角速度センサーが配設されることを特徴とする請求項１または
２に記載の像ぶれ補正撮影レンズ。
【請求項５】
　前記角速度センサーは、前記撮影レンズユニットに振動吸収部材を介して固定されてい
ることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の像ぶれ補正撮影レンズ。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の像ぶれ補正撮影レンズを具備することを
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、小型のデジタルカメラに搭載される像ぶれ補正撮影レンズと、これを有する
カメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、小型のデジタルカメラでは、手ぶれ等による撮影レンズのぶれを検出するための
角速度センサーは、撮影レンズユニット内の撮像素子が配設されている基板の周辺に配置
されていた（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－１８９５７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、最近のデジタルカメラの小型化及び薄型化に伴い、デジタルカメラに搭
載される撮影レンズユニットも小型化及び薄型化が進行している。この結果、撮影レンズ
ユニットの光軸に直交する断面形状（撮影レンズユニットの太さ）が撮像素子とほぼ同じ
サイズとなり、従来のように角速度センサーを撮像素子の周辺に配置することが困難にな
っている。
【０００４】
　本発明は、上記課題に鑑みて行われたものであり、角速度センサーを配設しながら小型
化及び薄型化を可能にした像ぶれ補正撮影レンズと、これを具備する光学機器を提供する
。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、被写体からの光を集光するレンズと、前記レン
ズの像面に配設され前記被写体の像を撮像する撮像素子とを有する撮影レンズユニットと
、前記撮影レンズユニットの光軸に対して略平行な平面の少なくとも一面に配設された角
速度センサーとかを有し、前記撮影レンズユニットのぶれを前記角速度センサーで検出し
、前記像面上における前記被写体の像ぶれを補正する像ぶれ補正機能を有することを特徴
とする像ぶれ補正撮影レンズを提供する。
【０００６】
　また、本発明は、前記像ぶれ補正撮影レンズを具備することを特徴とする光学機器を提
供する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、角速度センサーを配設しながら小型化及び薄型化を可能にした像ぶれ
補正撮影レンズと、これを具備する光学機器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、実施の形態に関し図面を参照しつつ説明する。
【０００９】
　（第１実施の形態）
　図１は、第１実施の形態に係る像ぶれ補正撮影レンズを具備するカメラの部分透視図を
含む概略構成図である。なお、図１中に図示するようにＸＹＺ軸を定める。図２は、図１
のＡ－Ａ線に沿った断面概略図である。図３は、第１実施の形態に使用されるフレキシブ
ル基板（以後、ＦＰＣと略記する）の例を示している。
【００１０】
　図１から図３において、デジタルカメラ１００は、液晶モニター１０１などを設けたカ
メラボディ１と、カメラボディ１に対してＸ軸回りに回動自在に取り付けられた撮影レン
ズ２とから構成されている。撮影レンズ２の内部には、撮影レンズユニット３が配置され
る。
【００１１】
　撮影レンズユニット３は、不図示の複数のレンズ群からなるズームレンズで構成され、
ズームレンズの像面側には、被写体像を撮像する撮像素子４が配設されている。撮像素子
４はＦＰＣ５に接続され、不図示の保持板等で裏打ちされた後、この保持板を介して撮影
レンズユニット３の像面位置にねじ等で固定されている。
【００１２】
　撮影レンズユニット３の光軸（Ｚ軸に平行）に対して略平行で、撮影レンズユニット３
の外形を構成する互いに直交する二つの平面ａ，及び平面ｂには、一軸角速度センサー６
と一軸角速度センサー７が振動吸収部材８、８を介して撮影レンズユニット３に固定され
ている。平面ａは撮像素子（例えば、ＣＣＤやＣＭＯＳ等）４の長軸に略平行な平面であ
り、平面ｂは撮像素子４の短軸に略平行な平面である。ここで一軸角速度センサー６はＸ
軸周りの角速度を、一軸角速度センサー７はＹ軸周りの角速度を検出し、二つの一軸角速
度センサー６，７により撮影レンズユニット３のぶれ方向とぶれ量とを検出することがで
きる構成である。なお、一軸角速度センサー６と７を配置する場所は、撮影レンズユニッ
ト３の互いに直交する二つの平面（例えば平面ａと平面ｂ）上であれば撮影レンズユニッ
ト３の被写体側から撮像素子４側に亘る所定の位置に配置することが可能である。
【００１３】
　図２に示すように、撮影レンズユニット３の平面ａ，平面ｂには、撮影レンズユニット
３に一軸角速度センサー６，７の形状に対応する凹状の穴を形成し、この凹状の穴に振動
吸収部材８、８を介して一軸角速度センサー６、７を埋め込み、固定している。このよう
に構成することにより、一軸角速度センサー６，７が撮影レンズユニット３から外方に突
出する量を最小限抑えることができ、撮影レンズユニット３を小型化、薄型化することが
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可能になる。なお、撮影レンズ２のカバー部材２ａと撮影レンズユニット３との空間に余
裕がある場合には撮影レンズユニット３に凹状の穴を形成せずに、撮影レンズユニット３
の平面ａ，平面ｂに振動吸収部材８，８を介して角速度センサー６，７を固定することこ
とも可能である。また、一軸角速度センサー６，７の固定は接着やねじ止め等により行わ
れる。なお、振動吸収部材８，８には、例えばゴム、スポンジ、シリコンゲルなどが使用
可能である。
【００１４】
　振動吸収部材８，８は、レンズ枠１０に固定されているレンズ１１を、レンズガイド１
２を介して光軸方向に不図示のレンズ駆動装置を介して駆動した際の振動を吸収するため
に配置され、ズーミング時、フォーカシング時、及び像シフトレンズを駆動した際の振動
を吸収することで、一軸角速度センサー６，７の誤検出を防止することができる。このよ
うに、第１実施の形態の撮影レンズユニット３は、像ぶれ補正機能を有するズームレンズ
を構成している。
【００１５】
　図１及び図３に示すように、撮像素子４、及び一軸角速度センサー６，７は、一枚の同
一のＦＰＣ５上に接続固定されて、ＦＰＣ５を撮影レンズユニット３の各面に沿って折り
曲げることにより、撮影レンズユニット３の所定の位置に、撮像素子４、及び一軸角速度
センサー６，７を配設することを可能にしている。撮像素子４、及び一軸角速度センサー
６，７への結線はＦＰＣ５に形成されたそれぞれの配線で接続され、端子部１３を介して
カメラボディ１の不図示のコネクタに接続され、カメラボディ１との制御信号等の送受信
を可能にしている。
【００１６】
　このように、第１実施の形態では、撮像素子４、及び一軸角速度センサー６，７を同一
のＦＰＣ５上に配置しＦＰＣ５を各面に沿って折り曲げることにより、撮影レンズユニッ
ト３の所定の位置に撮像素子４、及び一軸角速度センサー６，７をコンパクトに配置し、
撮影レンズユニット３の小型化、及び薄型化を達成している。
【００１７】
　次に図３から図５を参照しつつＦＰＣの形状に関して説明する。
【００１８】
　図３（ａ）は、図１に示す略Ｌ字形状のＦＰＣ５を示し、ＦＰＣ５に撮像素子４と一軸
角速度センサー６、７を一枚のＦＰＣ５上に配置した状態を示している。そして、破線部
で折り曲げることで、撮影レンズユニット３の撮像素子４の取り付け面と撮影レンズユニ
ット３の平面ａ，及び撮影レンズユニット３の平面ｂに一軸角速度センサー６，７をそれ
ぞれ取り付けることを可能にしている。図３（ｂ）は、図３（ａ）のＦＰＣ５の変形例で
ある略Ｌ字形状のＦＰＣ５ａを示し、一軸角速度センサー７は、図１の撮影レンズユニッ
ト３の平面ａに、一軸角速度センサー６’は、撮影レンズユニット３の平面ｂの光軸に対
して対向する撮影レンズユニット３の平面ｂ’に配設することを可能にするＰＦＣである
。図３（ｃ）は、図３（ｂ）の変形例である略Ｕ字形状のＦＰＣ５ｂを示し、一軸角速度
センサー７は、図１の撮影レンズユニット３のａ面に、一軸角速度センサー６’は、撮影
レンズユニット３の面ｂの光軸に対して対向する撮影レンズユニット３の面ｂ’に配設す
ることを可能にするＦＰＣ５ｂである。なお、ＦＰＣ５，５ａ、５ｂの形状は上記三例以
外にも種々変形が可能であることは言うまでもない。
【００１９】
　図４は、二つの一軸角速度センサー６、７を用いる代わりに一つの二軸角速度センサー
１６を用いる際のＦＰＣ１５の例を示している。ここで二軸角速度センサー１６は、直交
する二つの方向の角速度を検出可能なセンサーである。
【００２０】
　図４（ａ）は、略長方形状のＦＰＣ１５上に撮像素子４と二軸角速度センサー１６を所
定の間隔離して配置した例である。ＦＰＣ１５の破線部で折り曲げることにより、図１に
示す撮影レンズユニット３の撮像素子４の配置面と、撮影レンズユニット３の平面ｂ’に
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二軸角速度センサー１６を配設することができるものである。
【００２１】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）の変形例であり、略長方形状のＦＰＣ１５上に撮像素子４と
二軸角速度センサー１６を配置し、ＦＰＣ１５の破線部で折り曲げることにより、図１に
示す撮影レンズユニット３の撮像素子４の配置面と、撮影レンズユニット３の平面ｂに二
軸角速度センサー１６を配設するものである。
【００２２】
　図４（ｃ）は、略Ｌ字形状のＦＰＣ１５ａ上に撮像素子４と二軸角速度センサー１６を
配置し、ＦＰＣ１５ａの破線部で折り曲げることにより、図１に示す撮影レンズユニット
３の撮像素子４の配置面と、平面ａに二軸角速度センサー１６を配設するものである。
【００２３】
　図５はＦＰＣの変形例であり、撮像素子４用のＦＰＣ２５と角速度センサー用のＦＰＣ
３５の二枚のＦＰＣを用いて、撮影レンズユニット３に撮像素子４と一軸角速度センサー
３６、３７を配設する例を示している。ＦＰＣ３５は、端子部３８をＦＰＣ２５上のコネ
クタ２８に接続することで、ＦＰＣ２５の端子部１３を介してカメラボディ１の制御部と
接続される。このように、撮像素子４用のＦＰＣ２５と一軸角速度センサー３６、３７用
のＦＰＣ３５とを分けることにより、一軸角速度センサー３６、３７の配置自由度を向上
させることができる。また、ＦＰＣ２５、３５をそれぞれ専用の形状にする事ができるの
で、ＦＰＣ２５、３５の作成が容易になり、製造コストを安価にする事ができる。
【００２４】
　図３～図５に示す各ＦＰＣに搭載された角速度センサー６，７，６’、１６、３６、３
７それぞれの配置によって、図１の撮影レンズユニット３のＸ軸周り、及びＹ軸周りの角
速度を検出することができる。
【００２５】
　以下、図１に示すデジタルカメラ１００の像ぶれ補正動作に関して簡単に説明する。図
３（ａ）のＦＰＣを用いた場合を代表として説明するが、その他のＦＰＣを用いた場合で
も同様である。図１に示すデジタルカメラ１００は、撮影レンズ２がカメラボディ１にＸ
軸周りに回動可能に設けられている。
【００２６】
　撮影者は、被写体に向かって撮影レンズ２を回動し、撮影レンズユニット３の撮像素子
４を介して撮像された被写体像をカメラボディ１の液晶モニター１０１により観察し、所
望の構図となった時点で、レリーズ釦１０２を押すことでシャッタを動作させ、被写体像
を撮像素子４を介して撮像する。
【００２７】
　レリーズ釦１０２が押された時、手ぶれ等に起因して発生する撮影レンズ２のぶれをカ
メラボディ１に内蔵されてる制御部が撮影レンズユニット３に配設されている一軸角速度
センサー６、７を介して検出する。制御部は、一軸角速度センサー６，７の信号により、
撮影レンズ３のぶれによって生ずる撮像素子４上に於ける被写体像の像ぶれを補正するた
めの撮影レンズユニット３に設けられている防振レンズの光軸に対して直交する方向の移
動量を算出し、防振レンズ駆動装置を介して防振レンズを駆動して撮像素子４上における
像ぶれを補正する。このようにして、像ぶれのない被写体像が撮像素子４を介して撮像さ
れ、カメラボディ１に内蔵されているメモリに保存される。なお、像ぶれ補正は、防振レ
ンズを光軸に対して直交する方向に移動させる方式以外にも、撮像素子４を光軸に対して
直交する方向に移動させる方式を採用しても良い。
【００２８】
　撮影レンズ２とカメラボディ１とが一体型のカメラでは、手ぶれ等を検出する角速度セ
ンサー６，７はカメラボディ１側に設置されているが、図１のように撮影レンズ２が回動
可能なカメラの場合には、カメラボディ１側に角速度センサーを配置しても正しく撮影レ
ンズ２のぶれを検出することが困難である。
【００２９】
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　第１実施の形態では、角速度センサー６，７を撮影レンズユニット３に配置しているた
め、撮影レンズ２のぶれを正確に検出することが可能になる。また、撮影レンズ２がカメ
ラボディ１のＸ軸周りに対していかなる角度に設定されても、撮像素子４上に於ける像ぶ
れを良好に補正することができる。
【００３０】
　なお、撮影レンズ２は図１に示すようにカメラボディ１に回動可能に構成されていても
良いし、カメラボディ１から取り外し可能に構成されていても良い。撮影レンズ２をカメ
ラボディ１から取り外し可能に構成した場合、撮影レンズ２とカメラボディ１との情報の
送受信をケーブル或いは無線で行うように構成すればよい。このようにカメラボディ１と
撮影レンズ２とが離れていても撮影レンズユニット３に角速度センサー６，７が配設され
ているので、手ぶれ等による像ぶれを補正することができる。また、デジタルカメラ１０
０には、ズーミング釦やオートフォーカス釦等を有し、かつ撮影レンズ２はオートフォー
カス可能なズームレンズであるが、その動作、作用は公知でありその詳細な説明は省略す
る。
【００３１】
　（第２実施の形態）
　次に、第２実施の形態に関し図面を参照しつつ説明する。図６は、第２実施の形態に係
るカメラの部分透視図を含む概要図を示す。図７は、第２実施の形態に係るカメラの撮影
レンズユニットの概略図である。第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付してある
。また、図中に示すようにＸＹＺ軸を定める。
【００３２】
　図６に示すデジタルカメラ２００は小型化、薄型化を達成するために屈曲式の撮影レン
ズユニット２０３を内蔵して構成されている。撮影レンズユニット２０３はオートフォー
カス機構を内蔵するズームレンズであり、かつ像ぶれ補正機能を有する撮影レンズである
。
【００３３】
　図６、図７において、Ｙ軸に沿って入射された被写体からの光は、撮影レンズユニット
２０３内に配置された光路折り曲げ素子によって光路を略９０度偏向されＺ軸に沿って進
行し、撮影レンズユニット２０３の像面位置に配置された撮像素子４に結像される。撮像
素子４に結像された被写体像は、撮像素子４で撮像されて、カメラボディ２０１の背後に
配設されている液晶モニターに表示される。
【００３４】
　撮像素子４はＦＰＣ５（図３（ａ）参照）に接続され、不図示の保持板等で裏打ちされ
た後、この保持板を介して撮影レンズユニット２０３の像面位置にねじ等で固定されてい
る。
【００３５】
　撮影レンズユニット２０３の光軸（Ｚ軸に平行）に対して略平行で、撮影レンズユニッ
ト２０３を構成する互いに直交する二つの平面ａ，及び平面ｂには、一軸角速度センサー
６と一軸角速度センサー７が振動吸収部材８、８（図２参照）を介して撮影レンズユニッ
ト３に固定されている。なお、図７のＢーＢ線に沿った断面は図２に示す断面とカバー部
材２ａを除いて略同一である。平面ａは撮像素子（例えば、ＣＣＤやＣＭＯＳ等）４の長
軸に平行な平面であり、平面ｂは撮像素子４の短軸に平行な平面である。ここで一軸角速
度センサー６はＸ軸周りの角速度を、一軸角速度センサー７はＹ軸周りの角速度を検出し
、二つの一軸角速度センサー６，７により撮影レンズユニット３のぶれ方向とぶれ量とを
検出することができる構成である。なお、一軸角速度センサー６と７を配置する場所は、
撮影レンズユニット２０３の互いに直交する二つの平面（例えば平面ａと平面ｂ）上であ
れば撮影レンズユニット２０３の屈曲部位から撮像素子４側に亘る所定の位置に配置する
ことが可能である。
【００３６】
　なお、一軸角速度センサー６、７の撮影レンズユニット２０３への配置の仕方、及び吸
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振動収部材の作用、効果は第１実施の形態と同様であり説明を省略する。
【００３７】
　図６、７に示すように、撮像素子４、及び一軸角速度センサー６，７は、一枚の同一の
ＦＰＣ５上に接続固定されて、ＦＰＣ５を撮影レンズユニット３の各面に沿って折り曲げ
ることにより、撮影レンズユニット２０３の各位置に、撮像素子４、及び一軸角速度セン
サー６，７を配設することを可能にしている。撮像素子４、及び一軸角速度センサー６，
７への結線はＦＰＣ５に形成されたそれぞれの配線で接続され、端子部１３を介してカメ
ラボディ２０１の不図示のコネクタに接続され、カメラボディ２０１との制御信号等の送
受信を可能にしている。
【００３８】
　このように、第２実施の形態では、屈曲式の撮影レンズユニット２０３において、撮像
素子４、及び一軸角速度センサー６，７を同一のＦＰＣ５上に配置しＦＰＣ５を各面に沿
って折り曲げることにより、撮影レンズユニット２０３の所定の位置に撮像素子４、及び
一軸角速度センサー６，７をコンパクトに配置し、撮影レンズユニット２０３の小型化、
及び薄型化を達成している。
【００３９】
　なお、第２実施の形態でも図３～図５に示すＦＰＣ構成が使用可能であり詳細な説明は
省略する。
【００４０】
　以下、図６に示すデジタルカメラ２００の像ぶれ補正動作に関して簡単に説明する。図
３（ａ）のＦＰＣを用いた場合を代表として説明するが、その他のＦＰＣを用いた場合で
も同様である。
【００４１】
　デジタルカメラ２００は、不図示の電源釦を押すと撮影レンズユニット２０３の不図示
のシャッタが開放され撮影レンズユニット２０３で不図示の被写体からの光が集光され、
像面に配置された撮像素４に結像される。撮像装置４に結像された被写体像は、デジタル
カメラ２００の背後に配置された液晶モニターに表示される。撮影者は、液晶モニターを
見ながら被写体象の構図を決めた後、レリーズ釦２０４を押し下げ被写体像を撮像素子４
で撮影し、不図示のメモリーに記録保存する。
【００４２】
　レリーズ釦２０４が押された時、撮影レンズユニット２０３のぶれをカメラボディ２０
１に内蔵されてる制御部が撮影レンズユニット２０３に配設されている一軸角速度センサ
ー６、７を介して検出する。制御部は、一軸角速度センサー６，７の信号により、撮影レ
ンズユニット２０３のぶれによって生ずる撮像素子４上に於ける被写体像の像ぶれを補正
するための撮影レンズユニット２０３に設けられている防振レンズの光軸（Ｚ軸に平行）
に対して直交する方向の移動量を算出し、防振レンズ駆動装置を介して防振レンズを駆動
して撮像素子４上における像ぶれを補正する。このようにして、像ぶれのない被写体像が
撮像素子４を介して撮像され、カメラボディ２００に内蔵されているメモリに保存される
。なお、像ぶれ補正は、防振レンズを光軸に対して直交する方向に移動させる方式以外に
も、撮像素子４を光軸に対して直交する方向に移動させる方式を採用しても良い。
【００４３】
　撮影レンズユニット２０３は、前述した角速度センサー６，７を有する像ぶれ補正機能
を有するズームレンズで構成されており、デジタルカメラ２００の正面からＹ軸に沿って
入射した光は、ズームレンズ２０３内に配置された不図示の光路偏向光学素子（例えば、
プリズム等）で略９０度下方（Ｚ軸に沿った方向）に偏向されるため、デジタルカメラ２
００を薄型化することが可能になる。
【００４４】
　また、デジタルカメラ２００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
２０５が、また背面にはズームレンズ２０３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）ーテレ（Ｔ）釦、および種々の条件設定等に使用するフ
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ァンクション釦等が配置されている。なお、デジタルカメラ２００には、オートフォーカ
ス釦等を有し、かつ撮影レンズユニット２０３はオートフォーカス可能なズームレンズで
あるが、その動作、作用は公知であり詳細な説明を省略する。
【００４５】
　このように、第２実施の形態に係るデジタルカメラ２００では、手ぶれ等に起因して発
生するデジタルカメラ２００のぶれを検出する角速度センサー６，７が屈曲式の撮影レン
ズユニット２０３に配設されているため、角速度センサー６，７を撮影レンズユニット２
０３以外の場所に配設した場合に比べ撮影レンズユニット２０３に加わるぶれをより正確
に検出することが可能になる。
【００４６】
　以上述べたように、上記実施の形態に係る撮影レンズユニットによれば、小型化、薄型
化を達成した像ぶれ補正機能を有する撮影レンズを提供することができる。また、上記実
施の形態に係る撮影レンズユニットを搭載した小型、薄型のデジタルカメラを提供するこ
とができる。また、撮影レンズがカメラボディに対して回動可能なデジタルカメラでも正
確な像ぶれ補正を可能にする事ができる。また、同一のＦＰＣ基板上に撮像素子と角速度
センサーを配置することができるので、基板の形状が簡単で安価で組立てやすい部材を使
用した撮影レンズユニットを提供することができる。
【００４７】
　なお、上述の撮影レンズユニットの外形は略四角形状であるが、外形が円形や多角形状
であっても良く、二つの一軸角速度センサーを配設する面が互いに直交していれば良い。
また、一軸角速度センサーを配設する面は、撮像素子の短辺と長辺にそれぞれ略平行な平
面の場合について説明したが、必ずしも平行である必要はなく、所定の角度傾いている場
合には、ぶれ成分を算出する際に傾斜角を補正してぶれ成分を算出すれば良い。また、手
ぶれ等に起因するぶれ方向、ぶれ量を算出し像面上の像ぶれを補正するための制御部は、
上記実施の形態ではカメラボディに配設されている場合を説明したが、撮影レンズユニッ
トに配設しても良い。
【００４８】
　なお、上述の実施の形態は例に過ぎず、上述の構成や形状に限定されるものではなく、
本発明の範囲内において適宜修正、変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】第１実施の形態に係る像ぶれ補正撮影レンズを具備するカメラの部分透視図を含
む概略構成図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面概略図である。
【図３】第１実施の形態に使用されるフレキシブル基板（以後、ＦＰＣと略記する）の例
を示している。
【図４】撮像素子と二軸角速度センサーとを配置したＦＰＣ基板の例を示している。
【図５】撮像素子用のＦＰＣ基板と角速度センサー用の２枚のＦＰＣ基板の例を示してい
る。
【図６】第２実施の形態に係るカメラの部分透視図を含む概要図を示す。
【図７】第２実施の形態に係るカメラの撮影レンズユニットの概略図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１、２０１　　カメラボディ
　２　　撮影レンズ
　３、２０３　　撮影レンズユニット
　４　　撮像素子
　５、１５、２５、３５　　ＦＰＣ基板
　６、７、３６、３７　　一軸角速度センサー
　８　　振動吸収部材
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　１０　レンズ枠
　１１　レンズ
　１２　レンズガイド
　１３、３８　　端子部
　１６　二軸角速度センサー
　２８　コネクタ
　１００、２００　　デジタルカメラ
　１０１　　液晶モニター
　１０２、２０４　　レリーズ釦

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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