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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズを駆動するレンズ駆動装置であって、
　ベース部材と、
　可動体と、
　前記ベース部材と前記可動体とを連結し、前記ベース部材に対して前記可動体をＸ軸方
向及び前記Ｘ軸方向に直交するＹ軸方向に移動させる第１アクチュエータと、
　前記レンズを取り付け可能なレンズキャリアと、
　前記可動体と前記レンズキャリアとを連結し、前記可動体に対して前記レンズキャリア
を前記Ｘ軸方向及び前記Ｙ軸方向に直交するＺ軸方向に移動させる第２アクチュエータと
、を備え、
　前記可動体は、Ｘ軸可動体と、Ｙ軸可動体とを含み、
　前記第１アクチュエータは、Ｘ軸アクチュエータと、Ｙ軸アクチュエータとを含み、
　前記Ｘ軸アクチュエータは、前記ベース部材と前記Ｘ軸可動体とを連結し、前記ベース
部材に対して前記Ｘ軸可動体を前記Ｘ軸方向に移動させ、
　前記Ｙ軸アクチュエータは、前記Ｘ軸可動体と前記Ｙ軸可動体とを連結し、前記Ｘ軸可
動体に対して前記Ｙ軸可動体を前記Ｙ軸方向に移動させ、
　前記第２アクチュエータは、前記Ｙ軸可動体と前記レンズキャリアとを連結し、前記Ｙ
軸可動体に対して前記レンズキャリアを前記Ｚ軸方向に移動させ、
　前記ベース部材と前記Ｘ軸可動体とを接続する複数の第１サスペンションワイヤを更に
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備え、
　前記第１サスペンションワイヤは導電性を有し、
　前記Ｙ軸アクチュエータは、前記第１サスペンションワイヤを介して前記ベース部材に
設けられた第１電力供給配線に接続される、レンズ駆動装置。
【請求項２】
　レンズを駆動するレンズ駆動装置であって、
　ベース部材と、
　可動体と、
　前記ベース部材と前記可動体とを連結し、前記ベース部材に対して前記可動体をＸ軸方
向及び前記Ｘ軸方向に直交するＹ軸方向に移動させる第１アクチュエータと、
　前記レンズを取り付け可能なレンズキャリアと、
　前記可動体と前記レンズキャリアとを連結し、前記可動体に対して前記レンズキャリア
を前記Ｘ軸方向及び前記Ｙ軸方向に直交するＺ軸方向に移動させる第２アクチュエータと
、を備え、
　前記可動体は、Ｘ軸可動体と、Ｙ軸可動体とを含み、
　前記第１アクチュエータは、Ｘ軸アクチュエータと、Ｙ軸アクチュエータとを含み、
　前記Ｘ軸アクチュエータは、前記ベース部材と前記Ｘ軸可動体とを連結し、前記ベース
部材に対して前記Ｘ軸可動体を前記Ｘ軸方向に移動させ、
　前記Ｙ軸アクチュエータは、前記Ｘ軸可動体と前記Ｙ軸可動体とを連結し、前記Ｘ軸可
動体に対して前記Ｙ軸可動体を前記Ｙ軸方向に移動させ、
　前記第２アクチュエータは、前記Ｙ軸可動体と前記レンズキャリアとを連結し、前記Ｙ
軸可動体に対して前記レンズキャリアを前記Ｚ軸方向に移動させ、
　前記ベース部材と前記Ｙ軸可動体とを接続する複数の第２サスペンションワイヤを更に
備え、
　前記第２サスペンションワイヤは導電性を有し、
　前記第２アクチュエータは、前記第２サスペンションワイヤを介して前記ベース部材に
設けられた第２電力供給配線に接続される、レンズ駆動装置。
【請求項３】
　前記ベース部材は、前記レンズの光軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、
　前記ベース本体部は、前記レンズの光軸方向に沿って見たときに、４つの角部を有する
略矩形の板状に形成され、
　前記ベース本体部と前記Ｘ軸可動体とは前記光軸方向に沿って並べて配置され、
　複数の前記第１サスペンションワイヤは、隣接する前記角部同士を連結する辺に沿って
並べて配置され、前記ベース本体部と前記Ｘ軸可動体とをそれぞれ接続している、請求項
１に記載のレンズ駆動装置。
【請求項４】
　前記ベース部材は、前記レンズの光軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、
　前記ベース本体部は、前記レンズの光軸方向に沿って見たときに、４つの角部を有する
略矩形の板状に形成され、
　前記ベース本体部と前記Ｙ軸可動体とは前記光軸方向に沿って並べて配置され、
　複数の前記第２サスペンションワイヤは、隣接する前記角部同士を連結する辺に沿って
並べて配置され、前記ベース本体部と前記Ｙ軸可動体とをそれぞれ接続している、請求項
２に記載のレンズ駆動装置。
【請求項５】
　前記ベース部材と前記Ｙ軸可動体とを接続する複数の第２サスペンションワイヤを更に
備え、
　前記第２サスペンションワイヤは導電性を有し、
　前記ベース部材は、前記レンズの光軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、
　前記ベース本体部は、前記レンズの光軸方向に沿って見たときに、４つの角部を有する
略矩形の板状に形成され、
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　前記ベース本体部と前記Ｘ軸可動体及び前記Ｙ軸可動体とは前記光軸方向に沿って並べ
て配置され、
　複数の前記第１サスペンションワイヤは、隣接する前記角部同士を連結する４つの辺の
うちの第１の辺に沿って並べて配置され、前記ベース本体部と前記Ｘ軸可動体とをそれぞ
れ接続し、
　複数の前記第２サスペンションワイヤは、隣接する前記角部同士を連結する４つの前記
辺のうちの前記第１の辺又は前記第１の辺とは異なる前記辺に沿って並べて配置され、前
記ベース本体部と前記Ｙ軸可動体とをそれぞれ接続している、請求項１に記載のレンズ駆
動装置。
【請求項６】
　前記ベース部材は、前記レンズの光軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、
　前記ベース本体部は、前記レンズの光軸方向に沿って見たときに、４つの角部を有する
略矩形の板状に形成され、
　前記第１アクチュエータ及び前記第２アクチュエータの少なくともいずれかは、前記レ
ンズの光軸方向に沿って見たときに、前記角部と前記開口部との間の領域に配置されてい
る、請求項１又は２に記載のレンズ駆動装置。
【請求項７】
　前記第１アクチュエータ及び前記第２アクチュエータの少なくともいずれかは、前記レ
ンズの光軸方向に沿って見たときに、前記角部と前記開口部との間の領域に配置されてい
る、請求項３～５のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置。
【請求項８】
　前記Ｚ軸方向と前記レンズの光軸方向とは同じ方向であり、
　前記第１アクチュエータ及び前記第２アクチュエータの少なくとも一部は、前記レンズ
の光軸方向において前記レンズキャリアと重なっている、請求項１～７のいずれか一項に
記載のレンズ駆動装置。
【請求項９】
　前記ベース部材は、突起部を備え、
　前記可動体は、前記突起部に摺動可能に当接している、請求項１～８のいずれか一項に
記載のレンズ駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズ駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、携帯電話等に搭載される撮像装置に用いられるレンズ駆動装
置が記載されている。特許文献１に開示されたレンズ駆動装置は、レンズユニットを光軸
方向に対して直交する２方向に移動させることで、手振れ補正機能を実現している。また
、このレンズ駆動装置は、レンズユニットを光軸方向に移動させることでズーム機能（フ
ォーカス機能）を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－６５１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなレンズ駆動装置は、複数の部材を複数のアクチュエータによってそれぞれＸ
軸方向、Ｙ軸方向及びＺ軸方向に移動させることによって、手振れ補正機能及びフォーカ
ス機能を実現している。このため、レンズ駆動装置においては、部材同士で移動が妨げら
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れることが無い構成、すなわち、移動する部材同士でクロストークが生じない構成が求め
られている。
【０００５】
　そこで、本発明の一側面は、移動する部材同士でクロストークが生じることを抑制可能
なレンズ駆動装置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】
　本発明の一側面は、レンズを駆動するレンズ駆動装置であって、ベース部材と、可動体
と、ベース部材と可動体とを連結し、ベース部材に対して可動体をＸ軸方向及びＸ軸方向
に直交するＹ軸方向に移動させる第１アクチュエータと、レンズを取り付け可能なレンズ
キャリアと、可動体とレンズキャリアとを連結し、可動体に対してレンズキャリアをＸ軸
方向及びＹ軸方向に直交するＺ軸方向に移動させる第２アクチュエータと、を備える。
【０００７】
　このレンズ駆動装置によれば、ベース部材、第１アクチュエータ、可動体、第２アクチ
ュエータ、及びレンズキャリアの順で各部材が順次連結される。これにより、第１アクチ
ュエータがベース部材に対して可動体を移動させた場合、第１アクチュエータによって、
可動体からレンズキャリアまでの部材全体（可動体、第２アクチュエータ、レンズキャリ
ア）が移動させられる。第２アクチュエータが可動体に対してレンズキャリアを移動させ
た場合、第２アクチュエータによってレンズキャリアのみが移動させられる。これにより
、第１アクチュエータ及び第２アクチュエータがそれぞれ各部材を移動させた場合であっ
ても、部材同士で移動が妨げられることが無い。従って、レンズ駆動装置は、移動する部
材同士でクロストークが生じることを抑制できる。
【０００８】
　可動体は、Ｘ軸可動体と、Ｙ軸可動体とを含み、第１アクチュエータは、Ｘ軸アクチュ
エータと、Ｙ軸アクチュエータとを含み、Ｘ軸アクチュエータは、ベース部材とＸ軸可動
体とを連結し、ベース部材に対してＸ軸可動体をＸ軸方向に移動させ、Ｙ軸アクチュエー
タは、Ｘ軸可動体とＹ軸可動体とを連結し、Ｘ軸可動体に対してＹ軸可動体をＹ軸方向に
移動させ、第２アクチュエータは、Ｙ軸可動体とレンズキャリアとを連結し、Ｙ軸可動体
に対してレンズキャリアをＺ軸方向に移動させてもよい。この場合、レンズ駆動装置は、
Ｘ軸アクチュエータとＹ軸アクチュエータとを用いて、Ｘ軸可動体をＸ軸方向に移動させ
、Ｙ軸可動体をＹ軸方向に移動させることができる。また、Ｘ軸アクチュエータ及びＹ軸
アクチュエータがＸ軸可動体及びＹ軸可動体をそれぞれ移動させた場合であっても、移動
させられる部材同士で移動が妨げられることが無い。これにより、レンズ駆動装置は、移
動する部材同士でクロストークが生じることを抑制できる。
【０００９】
　レンズ駆動装置は、ベース部材とＸ軸可動体とを接続する複数の第１サスペンションワ
イヤを更に備え、第１サスペンションワイヤは導電性を有し、Ｙ軸アクチュエータは、第
１サスペンションワイヤを介してベース部材に設けられた第１電力供給配線に接続されて
もよい。この場合、レンズ駆動装置は、ベース部材に対して移動するＹ軸アクチュエータ
に対して第１サスペンションワイヤを介して電力を供給できる。
【００１０】
　レンズ駆動装置は、ベース部材とＹ軸可動体とを接続する複数の第２サスペンションワ
イヤを更に備え、第２サスペンションワイヤは導電性を有し、第２アクチュエータは、第
２サスペンションワイヤを介してベース部材に設けられた第２電力供給配線に接続されて
もよい。この場合、レンズ駆動装置は、ベース部材に対して移動する第２アクチュエータ
に対して第２サスペンションワイヤを介して電力を供給できる。
【００１１】
　ベース部材は、レンズの光軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、ベース本体部
は、レンズの光軸方向に沿って見たときに、４つの角部を有する略矩形の板状に形成され
、ベース本体部とＸ軸可動体とは光軸方向に沿って並べて配置され、複数の第１サスペン
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ションワイヤは、隣接する角部同士を連結する辺に沿って並べて配置され、ベース本体部
とＸ軸可動体とをそれぞれ接続していてもよい。これにより、第１サスペンションワイヤ
の設置場所としてベース本体部の外周縁に沿った細いスペースしか確保できない場合であ
っても、これらの場所に第１サスペンションワイヤの設置が可能となる。従って、レンズ
駆動装置は、装置の小型化を実現できる。
【００１２】
　ベース部材は、レンズの光軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、ベース本体部
は、レンズの光軸方向に沿って見たときに、４つの角部を有する略矩形の板状に形成され
、ベース本体部とＹ軸可動体とは光軸方向に沿って並べて配置され、複数の第２サスペン
ションワイヤは、隣接する角部同士を連結する辺に沿って並べて配置され、ベース本体部
とＹ軸可動体とをそれぞれ接続していてもよい。これにより、第２サスペンションワイヤ
の設置場所としてベース本体部の外周縁に沿った細いスペースしか確保できない場合であ
っても、これらの場所に第１サスペンションワイヤの設置が可能となる。従って、レンズ
駆動装置は、装置の小型化を実現できる。
【００１３】
　レンズ駆動装置は、ベース部材とＹ軸可動体とを接続する複数の第２サスペンションワ
イヤを更に備え、第２サスペンションワイヤは導電性を有し、ベース部材は、レンズの光
軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、ベース本体部は、レンズの光軸方向に沿っ
て見たときに、４つの角部を有する略矩形の板状に形成され、ベース本体部とＸ軸可動体
及びＹ軸可動体とは光軸方向に沿って並べて配置され、複数の第１サスペンションワイヤ
は、隣接する角部同士を連結する４つの辺のうちの第１の辺に沿って並べて配置され、ベ
ース本体部とＸ軸可動体とをそれぞれ接続し、複数の第２サスペンションワイヤは、隣接
する角部同士を連結する４つの辺のうちの第１の辺又は第１の辺とは異なる辺に沿って並
べて配置され、ベース本体部とＹ軸可動体とをそれぞれ接続していてもよい。これにより
、第１サスペンションワイヤ及び第２サスペンションワイヤの設置場所としてベース本体
部の外周縁に沿った細いスペースしか確保できない場合であっても、これらの場所に第１
サスペンションワイヤ及び第２サスペンションワイヤの設置が可能となる。従って、レン
ズ駆動装置は、装置の小型化を実現できる。
【００１４】
　ベース部材は、レンズの光軸が通る開口部を有するベース本体部を備え、ベース本体部
は、レンズの光軸方向に沿って見たときに、４つの角部を有する略矩形の板状に形成され
、第１アクチュエータ及び第２アクチュエータの少なくともいずれかは、レンズの光軸方
向に沿って見たときに、角部と開口部との間の領域に配置されていてもよい。ベース本体
部が略矩形の板状であるため、ベース本体部は、角部と開口部との間に部材の設置スペー
スを確保し易い。このため、レンズ駆動装置は、第１アクチュエータ及び第２アクチュエ
ータの少なくともいずれかをベース本体部の角部に設置することにより、第１アクチュエ
ータ等の設置スペースを確保しつつ、装置の小型化を図ることができる。
【００１５】
　第１アクチュエータ及び第２アクチュエータの少なくともいずれかは、レンズの光軸方
向に沿って見たときに、角部と開口部との間の領域に配置されている。ベース本体部が略
矩形の板状であるため、ベース本体部は、角部と開口部との間に部材の設置スペースを確
保し易い。このため、レンズ駆動装置は、第１アクチュエータ及び第２アクチュエータの
少なくともいずれかをベース本体部の角部に設置することにより、第１アクチュエータ等
の設置スペースを確保しつつ、装置の小型化を図ることができる。
【００１６】
　Ｚ軸方向とレンズの光軸方向とは同じ方向であり、第１アクチュエータ及び第２アクチ
ュエータの少なくとも一部は、レンズの光軸方向においてレンズキャリアと重なっていて
もよい。この場合、レンズ駆動装置は、低背化が可能となる。
【００１７】
　ベース部材は、突起部を備え、可動体は、突起部に摺動可能に当接していてもよい。こ
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の場合、レンズ駆動装置は、ベース部材と可動体との接触面積を小さくすることができ、
ベース部材に対して可動体を移動させるときの摩擦抵抗を抑制できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の一側面によれば、移動する部材同士でクロストークが生じることを抑制できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態に係るレンズ駆動装置の概略構成を示す分解斜視図である。
【図２】図１のベース部材を示す斜視図である。
【図３】図１のベース部材を示す上面図である。
【図４】図２のＸ軸アクチュエータ支持部周りを拡大して示す斜視図である。
【図５】図１の補助体を示す斜視図である。
【図６】図１のベース部材に補助体が組み付けられた状態を示す斜視図である。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って切った断面図である。
【図８】図１の可動体を示す斜視図である。
【図９】図１のベース部材に補助体と可動体とが組み付けられた状態を示す上面図である
。
【図１０】図１のベース部材に補助体と可動体とが組み付けられた状態を示す斜視図であ
る。
【図１１】図１０におけるＸＩ－ＸＩ線に沿って切った断面図である。
【図１２】図１のベース部材に補助体と可動体とが組み付けられた状態を別の角度から示
す斜視図である。
【図１３】図１のレンズキャリアを示す斜視図である。
【図１４】図１のレンズキャリアを示す上面図である。
【図１５】図１のベース部材に補助体と可動体とレンズキャリアとが組み付けられた状態
を示す斜視図である。
【図１６】図１のベース部材に補助体と可動体とレンズキャリアとが組み付けられた状態
を示す上面図である。
【図１７】図１のレンズ駆動装置を光軸方向に沿って切った断面図である。
【図１８】第２実施形態に係るレンズ駆動装置の概略構成を示す分解斜視図である。
【図１９】図１８のレンズ駆動部をＸ軸アクチュエータ側から見た斜視図である。
【図２０】図１９のレンズ駆動部をＸ軸可動体保持部側から見た側面図である。
【図２１】ベース部材の構成を示す斜視図である。
【図２２】Ｘ軸可動体の構成を示す斜視図である。
【図２３】ベース部材とＸ軸可動体とを組み合わせた状態をＸ軸可動体保持部側から見た
斜視図である。
【図２４】ベース部材とＸ軸可動体とを組み合わせた状態をＸ軸アクチュエータ側から見
た斜視図である。
【図２５】図２４のXXV－XXV線に沿って切った断面図である。
【図２６】図２４のXXVI－XXVI線に沿って切った断面図である。
【図２７】ベース本体部とＸ軸可動体本体部とを組み合わせた状態をＸ軸可動体本体部側
から見た平面図である。
【図２８】Ｙ軸可動体の構成を示す斜視図である。
【図２９】ベース部材とＸ軸可動体とＹ軸可動体とを組み合わせた状態をＸ軸可動体保持
部側から見た斜視図である。
【図３０】ベース部材とＸ軸可動体とＹ軸可動体とを組み合わせた状態をＹ軸アクチュエ
ータ側から見た側面図である。
【図３１】ベース部材とＸ軸可動体とＹ軸可動体とを組み合わせた状態をＹ軸可動体保持
部側から見た側面図である。
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【図３２】ベース本体部とＸ軸可動体本体部とＹ軸可動体とを組み合わせた状態を示す平
面図である。
【図３３】レンズキャリアを示す斜視図である。
【図３４】ベース部材とＸ軸可動体とＹ軸可動体とレンズキャリアとを組み合わせた状態
をＸ軸可動体保持部側から見た斜視図である。
【図３５】ベース本体部とＸ軸可動体本体部とＹ軸可動体とレンズキャリアとを組み合わ
せた状態を示す平面図である。
【図３６】レンズ駆動部を補助部材側から見た平面図である。
【図３７】図３６のXXXVII－XXXVII線に沿って切った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２１】
（第１実施形態）
　まず、レンズ駆動装置の第１実施形態について説明する。図１に示す第１実施形態に係
るレンズ駆動装置１は、例えばデジタルカメラ等の撮像装置に搭載され、レンズ４を駆動
する。レンズ駆動装置１は、レンズ駆動部２と、カバー３とを備えている。レンズ駆動装
置１は、レンズ駆動部２に取り付けられるべきレンズ４の光軸Ｌを有する。
【００２２】
　なお、各図において、説明の便宜上、ＸＹＺ直交座標系を示している。Ｚ軸方向が、取
り付けられるべきレンズ４の光軸Ｌ方向となっている。Ｘ軸方向は、光軸Ｌ方向に直交し
ている。Ｙ軸方向は、光軸Ｌ方向に直交し、且つＸ軸方向に直交している。
【００２３】
　レンズ駆動部２は、図１に示されるように、ベース部材１００、補助体（Ｘ軸可動体）
２００、可動体（Ｙ軸可動体）３００、レンズキャリア４００、Ｘ軸アクチュエータ（第
１アクチュエータ）１３０、Ｙ軸アクチュエータ（第１アクチュエータ）２３０、及びＺ
軸アクチュエータ（第２アクチュエータ）３３０を備えている。レンズ駆動部２は、さら
に、レンズキャリア４００の周囲を覆うように配置された枠部材５００を備えている。
【００２４】
　ベース部材１００の一方の面上に、補助体２００等の各部材が配置される。レンズキャ
リア４００には、レンズ４が取り付けられる。レンズキャリア４００は、Ｘ軸アクチュエ
ータ１３０及びＹ軸アクチュエータ２３０の動作によって、ベース部材１００に対してＸ
軸方向及びＹ軸方向に移動させられる。レンズキャリア４００は、Ｚ軸アクチュエータ３
３０の動作によってベース部材１００に対してＺ軸方向に移動させられる。
【００２５】
　まず、ベース部材１００周りの詳細について説明する。図２及び図３に示されるように
、ベース部材１００は、ベース本体部１１０、アクチュエータ取付部１１１、ストッパ部
１１２、第１支柱部１１３、第２支柱部１１４、及びＸ軸アクチュエータ支持部１２０を
備えている。
【００２６】
　ベース本体部１１０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、４つの角部を有する略矩形の
板状に形成されている。なお、説明の便宜上、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、ベース本
体部１１０の外周縁を構成する４つの辺を、それぞれ辺Ｈ１１、辺Ｈ１２、辺Ｈ１３、及
び辺Ｈ１４という。辺Ｈ１１～Ｈ１４は、隣接する角部同士をそれぞれ連結している。辺
Ｈ１１と辺Ｈ１２とが平行であり、Ｙ軸方向に沿って延びている。辺Ｈ１３と辺Ｈ１４と
が平行であり、Ｘ軸方向に沿って延びている。ベース本体部１１０を光軸Ｌ方向に沿って
見たときに、辺Ｈ１１、辺Ｈ１４、辺Ｈ１２、及び辺Ｈ１３の順で各辺が接続されて外周
縁が形成されている。辺Ｈ１１及びＨ１２の長さは、辺Ｈ１３及びＨ１４の長さよりも短
い。
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【００２７】
　ベース本体部１１０には、光軸Ｌを中心とする（光軸Ｌが通る）円形の開口部１１０ａ
が設けられている。光軸Ｌ方向に沿って見たときに、開口部１１０ａの中心位置（光軸Ｌ
）は、略矩形板状のベース本体部１１０の中心位置に対して偏心している。具体的には、
光軸Ｌ方向に沿って見たときに、開口部１１０ａは、辺Ｈ１１よりも辺Ｈ１２側に寄った
位置に設けられている。
【００２８】
　Ｘ軸アクチュエータ支持部１２０は、ベース本体部１１０における補助体２００が配置
される側の面に設けられている。Ｘ軸アクチュエータ支持部１２０は、ベース本体部１１
０の面上において、辺Ｈ１１と辺Ｈ１４とが接続される角部近傍に設けられている。Ｘ軸
アクチュエータ支持部１２０は、Ｘ軸アクチュエータ１３０（Ｘ軸駆動シャフト１３２）
をベース本体部１１０側から支持する。図４に示されるように、Ｘ軸アクチュエータ支持
部１２０は、第１支持部１２１、第２支持部１２２、及び壁部１２３を備えている。なお
、図４では、Ｘ軸アクチュエータ支持部１２０の詳細を示すためにＸ軸アクチュエータ１
３０が省略されている。
【００２９】
　第１支持部１２１と第２支持部１２２とは、Ｘ軸方向に並べて配置されている。第１支
持部１２１は、第２支持部１２２よりも辺Ｈ１１側に位置している。第１支持部１２１と
第２支持部１２２との間には所定の隙間が設けられている。第１支持部１２１及び第２支
持部１２２の頂部には、Ｘ軸方向に沿って延びる断面略Ｕ字状の溝１２１ａ及び１２２ａ
がそれぞれ設けられている。壁部１２３は、第１支持部１２１と第２支持部１２２との間
に設けられている。壁部１２３は、第１支持部１２１及び第２支持部１２２における辺Ｈ
１４側の端部同士を連結している。ベース本体部１１０と、Ｘ軸アクチュエータ支持部１
２０とは一体的に設けられている。
【００３０】
　図２及び図３に示されるように、Ｘ軸アクチュエータ１３０は、ベース本体部１１０に
おける補助体２００が配置される側の面に設けられている。Ｘ軸アクチュエータ１３０は
、ベース本体部１１０における辺Ｈ１１と辺Ｈ１４とが接続される角部近傍に設けられて
いる。Ｘ軸アクチュエータ１３０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、辺Ｈ１１及び辺Ｈ
１４が接続される角部と開口部１１０ａとの間の領域に配置されている。Ｘ軸アクチュエ
ータ１３０は、スムーズインパクト駆動機構を構成するアクチュエータである。Ｘ軸アク
チュエータ１３０は、角柱状のＸ軸圧電素子１３１、Ｘ軸駆動シャフト１３２、及び錘部
１３３を備えている。
【００３１】
　Ｘ軸圧電素子１３１は、Ｘ軸方向に伸縮可能な素子である。Ｘ軸圧電素子１３１は、圧
電材料で構成されている。圧電材料としては、チタン酸ジルコン酸鉛（いわゆる、ＰＺＴ
）、水晶、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、ニオブ酸タンタル酸カリウム（Ｋ（Ｔａ
，Ｎｂ）Ｏ３）、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）、タンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ

３）及びチタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）等の無機圧電材料を用いることができ
る。
【００３２】
　Ｘ軸圧電素子１３１は、上記圧電材料からなる複数の圧電層と複数の電極層とが交互に
積層された積層構造であってもよい。Ｘ軸圧電素子１３１に印加する電圧を制御すること
で、Ｘ軸圧電素子１３１の伸縮が制御される。Ｘ軸圧電素子１３１は、Ｘ軸方向に伸縮可
能な形状であれば、角柱状に限らず、円柱状等であってもよい。
【００３３】
　Ｘ軸駆動シャフト１３２は、円柱状に形成され、円柱形状の軸線がＸ軸方向に沿って延
びるように配置されている。Ｘ軸駆動シャフト１３２は、カーボンファイバ等の繊維を含
む複合樹脂材料で構成されている。
【００３４】
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　Ｘ軸駆動シャフト１３２におけるＸ軸方向の一方の端部は、Ｘ軸圧電素子１３１におけ
るＸ軸方向の一方の端部に固定されている。Ｘ軸駆動シャフト１３２の両端部は、第１支
持部１２１の溝１２１ａ及び第２支持部１２２の溝１２２ａ内にそれぞれ収容される。壁
部１２３の立ち上がり方向の先端部は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、ベース本体部１
１０の辺Ｈ１４側からＸ軸駆動シャフト１３２を支持する。
【００３５】
　錘部１３３は、Ｘ軸圧電素子１３１におけるＸ軸方向の他方の端部に固定されている。
錘部１３３は、タングステンやタングステン合金など比重の高い材料から形成されており
、Ｘ軸駆動シャフト１３２よりも重くなるように設計されている。Ｘ軸駆動シャフト１３
２よりも錘部１３３を重くすることで、Ｘ軸圧電素子１３１が伸縮したときに、Ｘ軸駆動
シャフト１３２側を変異させ易くできる。
【００３６】
　アクチュエータ取付部１１１は、ベース本体部１１０における補助体２００が配置され
る側の面に設けられている。アクチュエータ取付部１１１は、Ｘ軸アクチュエータ支持部
１２０よりも辺Ｈ１２側の位置において、ベース本体部１１０から立ち上がるように設け
られている。錘部１３３におけるＸ軸圧電素子１３１が固定された側に対して反対側の面
が、アクチュエータ取付部１１１に固定されている。これにより、Ｘ軸アクチュエータ１
３０は、Ｘ軸駆動シャフト１３２がＸ軸アクチュエータ支持部１２０によって支持されつ
つ、アクチュエータ取付部１１１に固定された状態となる。
【００３７】
　Ｘ軸アクチュエータ１３０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、Ｘ軸駆動シャフト１３
２側が外側を向くように配置される。すなわち、Ｘ軸アクチュエータ１３０におけるＸ軸
駆動シャフト１３２側の端部は、レンズキャリア４００から離れる側を向いている（図１
５等参照）。
【００３８】
　Ｘ軸圧電素子１３１とＸ軸駆動シャフト１３２との固定、Ｘ軸圧電素子１３１と錘部１
３３との固定、及び錘部１３３とアクチュエータ取付部１１１との固定には、例えば、エ
ポキシ接着剤等の接着剤が用いられる。
【００３９】
　ストッパ部１１２、第１支柱部１１３、及び第２支柱部１１４は、ベース本体部１１０
における補助体２００が配置される側の面にそれぞれ設けられている。ストッパ部１１２
、第１支柱部１１３、及び第２支柱部１１４は、ベース本体部１１０における補助体２０
０が配置される側の面から、それぞれ立ち上がるように設けられている。
【００４０】
　ストッパ部１１２は、ベース本体部１１０の辺Ｈ１３の近傍に設けられている。ストッ
パ部１１２は、可動体３００におけるＸ軸方向の移動範囲を制限する。ストッパ部１１２
による移動範囲の制限の詳細については、後述する。
【００４１】
　第１支柱部１１３は、ベース本体部１１０の面上において、辺Ｈ１２と辺Ｈ１３とが接
続される角部に設けられている。第２支柱部１１４は、ベース本体部１１０の面上におい
て、辺Ｈ１２と辺Ｈ１４とが接続される角部に設けられている。第１支柱部１１３及び第
２支柱部１１４は、カバー３を内側から支持する。アクチュエータ取付部１１１、ストッ
パ部１１２、第１支柱部１１３、及び第２支柱部１１４は、ベース本体部１１０と一体的
に設けられている。
【００４２】
　ベース本体部１１０における補助体２００が配置される側の面には、突起部Ｔ１１～Ｔ
１３が設けられている。突起部Ｔ１１は、ベース本体部１１０の面上において、辺Ｈ１１
と辺Ｈ１３とが接続される角部近傍に設けられている。突起部Ｔ１２は、ベース本体部１
１０の面上において、ストッパ部１１２と第１支柱部１１３との間の位置に設けられてい
る。突起部Ｔ１３は、ベース本体部１１０の面上において、辺Ｈ１２と辺Ｈ１４とが接続
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される角部近傍に設けられている。突起部Ｔ１１～Ｔ１３と、ベース本体部１１０とは一
体的に設けられている。突起部Ｔ１１～Ｔ１３は、例えば、半球状であってもよく、頂部
が平坦な凸形状であってもよい。
【００４３】
　次に、補助体２００の構成の詳細について説明する。図５に示されるように、補助体２
００は、ベース部材１００に組み付けられたときにＹ軸方向に沿って延びる棒状の部材で
ある。補助体２００は、補助体本体部２１０、及びＹ軸アクチュエータ支持部２２０を備
えている。補助体本体部２１０とＹ軸アクチュエータ支持部２２０とは一体的に設けられ
ている。
【００４４】
　補助体本体部２１０には、Ｘ軸摩擦係合部２４０が設けられている。Ｘ軸摩擦係合部２
４０は、補助体本体部２１０におけるＹ軸アクチュエータ支持部２２０が接続される側に
対して反対側の端部に設けられている。Ｘ軸摩擦係合部２４０は、補助体本体部２１０の
外面のうち、補助体２００がベース部材１００に組み付けられたときにＸ軸アクチュエー
タ１３０側を向く面に設けられている。Ｘ軸摩擦係合部２４０は、補助体２００がベース
部材１００に組み付けられたときにＸ軸方向に沿って延びる略Ｖ字溝状に形成されている
。Ｘ軸摩擦係合部２４０には、略Ｖ字状の金属板２４１が取り付けられている（図７参照
）。Ｘ軸摩擦係合部２４０は、金属板２４１を介してＸ軸駆動シャフト１３２に当接する
。
【００４５】
　補助体本体部２１０には、第１付勢部２４２が取り付けられている（図７参照）。第１
付勢部２４２は、弾性部材である。第１付勢部２４２の一方の端部は補助体本体部２１０
に固定されている。第１付勢部２４２の他方の端部（先端部）は、Ｘ軸摩擦係合部２４０
に対向している。
【００４６】
　補助体本体部２１０におけるＸ軸摩擦係合部２４０が設けられる側に対して反対側の面
には、突起部Ｔ２１が設けられている。突起部Ｔ２１は、補助体本体部２１０においてＸ
軸摩擦係合部２４０が設けられる側の端部近傍に位置している。突起部Ｔ２１と、補助体
本体部２１０とは一体的に設けられている。突起部Ｔ２１は、例えば、半球状であっても
よく、頂部が平坦な凸形状であってもよい。突起部Ｔ２１は、補助体２００がベース本体
部１１０から浮き上がった場合に、カバー３の内面に当接する。
【００４７】
　Ｙ軸アクチュエータ支持部２２０は、補助体２００がベース部材１００に組み付けられ
た状態において、Ｙ軸アクチュエータ２３０（Ｙ軸駆動シャフト２３２）をベース本体部
１１０側から支持する。Ｙ軸アクチュエータ支持部２２０は、ベース部材１００に設けら
れたＸ軸アクチュエータ支持部１２０と同様の構成を備えている。具体的には、Ｙ軸アク
チュエータ支持部２２０は、第１支持部２２１、第２支持部２２２、及び壁部２２３を備
えている。
【００４８】
　第１支持部２２１と第２支持部２２２とは、補助体２００がベース部材１００に組み付
けられたときにＹ軸方向に沿って並ぶように設けられている。第２支持部２２２は、第１
支持部２２１よりも補助体本体部２１０側に設けられている。第１支持部２２１と第２支
持部２２２との間には所定の隙間が設けられている。第１支持部２２１及び第２支持部２
２２の頂部には、補助体２００がベース部材１００に組み付けられたときにＹ軸方向に沿
って延びる断面略Ｕ字状の溝２２１ａ及び２２２ａがそれぞれ設けられている。壁部２２
３は、第１支持部２２１と第２支持部２２２との間に設けられ、第１支持部２２１と第２
支持部２２２とを接続している。壁部２２３は、補助体２００がベース部材１００に組み
付けられた状態で光軸Ｌ方向に沿って見たときに、第１支持部２２１及び第２支持部２２
２におけるベース本体部１１０の辺Ｈ１１側の端部同士を連結している。
【００４９】
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　次に、補助体２００がベース部材１００に組み付けられた状態について説明する。図５
～図７に示されるように、補助体２００は、ベース部材１００における光軸Ｌ方向の一方
の面上に重ねて配置されている。すなわち、ベース本体部１１０と補助体２００とは、光
軸Ｌ方向に沿って並べて配置されている。補助体２００は、光軸Ｌ方向に沿って見たとき
に、ベース本体部１１０の面上において開口部１１０ａと辺Ｈ１１との間の領域に配置さ
れる。補助体２００におけるＸ軸摩擦係合部２４０が設けられる側の端部が、辺Ｈ１１と
辺Ｈ１４とが接続される角部近傍に位置している。補助体２００におけるＹ軸アクチュエ
ータ支持部２２０が設けられる側の端部が、辺Ｈ１１と辺Ｈ１３とが接続される角部近傍
に位置している。
【００５０】
　Ｘ軸摩擦係合部２４０は、金属板２４１を介してＸ軸駆動シャフト１３２に当接する。
Ｘ軸摩擦係合部２４０は、Ｘ軸アクチュエータ支持部１２０とによってＸ軸駆動シャフト
１３２を挟み込むようにしてＸ軸駆動シャフト１３２に当接する。第１付勢部２４２の先
端部は、第１支持部１２１と第２支持部１２２との間の位置で、Ｘ軸駆動シャフト１３２
に当接している。第１付勢部２４２の先端部は、Ｘ軸駆動シャフト１３２をＸ軸摩擦係合
部２４０に押し付ける方向に、Ｘ軸駆動シャフト１３２を付勢している。これにより、第
１付勢部２４２の先端部とＸ軸摩擦係合部２４０とによってＸ軸駆動シャフト１３２が挟
まれた状態となる。すなわち、Ｘ軸摩擦係合部２４０が金属板２４１を介してＸ軸駆動シ
ャフト１３２に摩擦係合した状態となる。
【００５１】
　補助体２００がベース部材１００に組み付けられた状態で、Ｙ軸アクチュエータ支持部
２２０のベース本体部１１０側の面は、ベース本体部１１０に設けられた突起部Ｔ１１に
摺動可能に当接している（図７参照）。Ｘ軸摩擦係合部２４０と第１付勢部２４２とでＸ
軸駆動シャフト１３２が挟まれることにより、補助体２００は、Ｘ軸方向に移動可能にベ
ース部材１００に支持された状態となる。すなわち、補助体２００は、一方の端部がＸ軸
アクチュエータ１３０を介してベース部材１００に支持され、他方の端部が突起部Ｔ１１
によってベース部材１００に支持されている。
【００５２】
　Ｘ軸摩擦係合部２４０がＸ軸駆動シャフト１３２に摩擦係合した状態で、Ｘ軸圧電素子
１３１がＸ軸方向に伸縮することにより、補助体２００がベース部材１００に対してＸ軸
方向に移動させられる。このように、Ｘ軸アクチュエータ１３０は、ベース部材１００と
補助体２００とを連結し、ベース部材１００に対して補助体２００をＸ軸方向に移動させ
る。
【００５３】
　図６及び図７に示されるように、補助体２００には、Ｙ軸アクチュエータ２３０が設け
られている。Ｙ軸アクチュエータ２３０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに（図９参照）
、ベース本体部１１０における辺Ｈ１１と辺Ｈ１３とが接続される角部近傍に設けられて
いる。Ｙ軸アクチュエータ２３０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、辺Ｈ１１及び辺Ｈ
１３が接続される角部と開口部１１０ａとの間の領域に配置されている。Ｙ軸アクチュエ
ータ２３０は、スムーズインパクト駆動機構を構成するアクチュエータである。Ｙ軸アク
チュエータ２３０は、角柱状のＹ軸圧電素子２３１、Ｙ軸駆動シャフト２３２、及び錘部
２３３を備えている。
【００５４】
　Ｙ軸圧電素子２３１は、Ｙ軸方向に伸縮可能な素子である。Ｙ軸圧電素子２３１は、圧
電材料で構成されている。Ｙ軸圧電素子２３１の材料及び形状等はＸ軸圧電素子１３１と
同様であり、詳細な説明を省略する。
【００５５】
　Ｙ軸駆動シャフト２３２は、円柱状に形成され、円柱形状の軸線がＹ軸方向に沿って延
びるように配置されている。Ｙ軸駆動シャフト２３２は、カーボンファイバ等の繊維を含
む複合樹脂材料で構成されている。
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【００５６】
　Ｙ軸駆動シャフト２３２におけるＹ軸方向の一方の端部は、Ｙ軸圧電素子２３１におけ
るＹ軸方向の一方の端部に固定されている。Ｙ軸駆動シャフト２３２の両端部は、第１支
持部２２１の溝２２１ａ及び第２支持部２２２の溝２２２ａ内にそれぞれ収容される。壁
部２２３の立ち上がり方向の先端部は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、ベース本体部１
１０の辺Ｈ１１側からＹ軸駆動シャフト２３２を支持する。
【００５７】
　錘部２３３は、Ｙ軸圧電素子２３１におけるＹ軸方向の他方の端部に固定されている。
錘部２３３の材料及び機能等は、錘部１３３と同様であり、詳細な説明を省略する。
【００５８】
　錘部２３３は、補助体本体部２１０におけるＹ軸アクチュエータ支持部２２０側を向く
面に固定されている。これにより、Ｙ軸アクチュエータ２３０は、Ｙ軸駆動シャフト２３
２がＹ軸アクチュエータ支持部２２０によって支持されつつ、補助体本体部２１０に固定
された状態となる。
【００５９】
　Ｙ軸アクチュエータ２３０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、Ｙ軸駆動シャフト２３
２側が外側を向くように配置される。すなわち、Ｙ軸アクチュエータ２３０におけるＹ軸
駆動シャフト２３２側の端部は、レンズキャリア４００から離れる側を向いている（図１
５等参照）。
【００６０】
　図７に示されるように、Ｘ軸方向に沿って見たときに、光軸Ｌは補助体２００を通って
いる。また、Ｘ軸アクチュエータ１３０とＹ軸アクチュエータ２３０とは、Ｘ軸方向に沿
って見たときに、光軸Ｌを挟んで対向する位置に設けられている。
【００６１】
　次に、可動体３００の構成の詳細について説明する。図８に示されるように、可動体３
００は、可動体本体部３１０、第１側壁部３１１、第２側壁部３１２、第３側壁部３１３
、第４側壁部３１４、隆起部３１５、張出部３１６、及びＹ軸摩擦係合部３４０を備えて
いる。
【００６２】
　可動体本体部３１０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、４つの角部を有する略矩形の
板状に形成されている。なお、説明の便宜上、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、可動体本
体部３１０の外周縁を構成する４つの辺を、それぞれ辺Ｈ３１、辺Ｈ３２、辺Ｈ３３及び
辺Ｈ３４という。可動体本体部３１０には、光軸Ｌを中心とする（光軸Ｌが通る）円形の
開口部３１０ａが設けられている。可動体本体部３１０に設けられた開口部３１０ａの直
径は、ベース部材１００に設けられた開口部１１０ａの直径よりも所定長さ小さい（図１
７参照）。
【００６３】
　図８及び図９に示されるように、辺Ｈ３１は、可動体３００がベース部材１００に重ね
られた状態で光軸Ｌ方向に沿って見たときに、開口部３１０ａに対してベース部材１００
の辺Ｈ１１側に位置する辺である。同様に、辺Ｈ３２は、開口部３１０ａに対してベース
部材１００の辺Ｈ１２側に位置する辺である。辺Ｈ３３は、開口部３１０ａに対してベー
ス部材１００の辺Ｈ１３側に位置する辺である。辺Ｈ３４は、開口部３１０ａに対してベ
ース部材１００の辺Ｈ１４側に位置する辺である。
【００６４】
　図８に示されるように、第１側壁部３１１は、可動体本体部３１０における辺Ｈ３１と
辺Ｈ３４とが接続される角部において、可動体本体部３１０からレンズキャリア４００が
配置される側に向けて立ち上がっている。第２側壁部３１２は、可動体本体部３１０にお
ける辺Ｈ３２と辺Ｈ３４とが接続される角部において、可動体本体部３１０からレンズキ
ャリア４００が配置される側に向けて立ち上がっている。なお、第２側壁部３１２は、辺
Ｈ３２と辺Ｈ３４とが接続される角部から第１側壁部３１１側に向かって所定長さ延在し
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ている。
【００６５】
　第３側壁部３１３は、可動体本体部３１０における辺Ｈ３２と辺Ｈ３３とが接続される
角部において、可動体本体部３１０からレンズキャリア４００が配置される側に向けて立
ち上がっている。第４側壁部３１４は、可動体本体部３１０における辺Ｈ３３と辺Ｈ３１
とが接続される角部において、可動体本体部３１０からレンズキャリア４００が配置され
る側に向けて立ち上がっている。張出部３１６は、第４側壁部３１４の立ち上がり方向の
先端部に設けられている。張出部３１６は、第４側壁部３１４の先端部から外側（開口部
３１０ａから離れる側）に向かって張り出している。
【００６６】
　可動体本体部３１０におけるレンズキャリア４００が配置される側の面には、矩形状に
窪むアクチュエータ保持部３１０ｂが設けられている。アクチュエータ保持部３１０ｂは
、辺Ｈ３２と辺Ｈ３４とが接続される角部近傍に位置している。
【００６７】
　隆起部３１５は、可動体本体部３１０におけるレンズキャリア４００が配置される側の
面において、辺Ｈ３３の近傍に設けられている。隆起部３１５は、隆起の頂部がＸ軸方向
に沿って延びている。隆起部３１５は、Ｙ軸方向における断面が略円弧状となるように可
動体本体部３１０から突出している。隆起部３１５の隆起の頂部には、平坦部が設けられ
ていてもよい。
【００６８】
　Ｙ軸摩擦係合部３４０は、張出部３１６に設けられている。Ｙ軸摩擦係合部３４０は、
張出部３１６の外面のうち、可動体３００がベース部材１００及び補助体２００に組み付
けられたときにＹ軸アクチュエータ２３０側を向く面に設けられている（図１０参照）。
Ｙ軸摩擦係合部３４０は、可動体３００がベース部材１００に組み付けられたときにＹ軸
方向に沿って延びる略Ｖ字溝状に形成されている（図１０及び図１１等参照）。Ｙ軸摩擦
係合部３４０には、略Ｖ字状の金属板３４１が取り付けられている。Ｙ軸摩擦係合部３４
０は、金属板３４１を介してＹ軸駆動シャフト２３２に当接する。
【００６９】
　張出部３１６には、第２付勢部３４２が取り付けられている。第２付勢部３４２は、弾
性部材である。第２付勢部３４２の一方の端部は、張出部３１６に固定されている。第２
付勢部３４２の他方の端部（先端部）は、Ｙ軸摩擦係合部３４０に対向している。
【００７０】
　張出部３１６には、突起部Ｔ３１が設けられている。突起部Ｔ３１は、張出部３１６に
おいてＹ軸摩擦係合部３４０が設けられる側に対して反対側の面に設けられている。突起
部Ｔ３１と、張出部３１６とは一体的に設けられている。突起部Ｔ３１は、例えば、半球
状であってもよく、頂部が平坦な凸形状であってもよい。突起部Ｔ３１は、可動体３００
がベース本体部１１０から浮き上がった場合に、カバー３の内面に当接する。
【００７１】
　可動体本体部３１０の辺Ｈ３３には、開口部３１０ａ側に向けて凹む凹部Ｈ３３ａが設
けられている。
【００７２】
　次に、可動体３００がベース部材１００及び補助体２００に組み付けられた状態につい
て説明する。図８～図１２に示されるように、可動体３００は、ベース本体部１１０に対
して補助体２００と同じ側に重ねて配置されている。すなわち、ベース本体部１１０と可
動体３００とは、光軸Ｌ方向に沿って並べて配置されている。可動体３００は、光軸Ｌ方
向に沿って見たときに、開口部３１０ａとベース本体部１１０の開口部１１０ａとが連通
するように、ベース本体部１１０の面上に重ねられる。補助体２００と可動体３００とは
、ベース本体部１１０における同じ面上に配置され、互いに隣接している。図９に示され
るように、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、補助体２００と可動体３００とは互いに重な
っていない。但し、可動体３００の張出部３１６については、Ｙ軸摩擦係合部３４０をＹ
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軸駆動シャフト２３２に係合させるために補助体２００と重なっている。
【００７３】
　Ｙ軸摩擦係合部３４０は、金属板３４１を介してＹ軸駆動シャフト２３２に当接する。
Ｙ軸摩擦係合部３４０は、Ｙ軸アクチュエータ支持部２２０とによってＹ軸駆動シャフト
２３２を挟み込むようにしてＹ軸駆動シャフト２３２に当接する。第２付勢部３４２の先
端部は、第１支持部２２１と第２支持部２２２との間の位置で、Ｙ軸駆動シャフト２３２
に当接している。第２付勢部３４２の先端部は、Ｙ軸駆動シャフト２３２をＹ軸摩擦係合
部３４０に押し付ける方向に、Ｙ軸駆動シャフト２３２を付勢している。これにより、第
２付勢部３４２の先端部とＹ軸摩擦係合部３４０とによってＹ軸駆動シャフト２３２が挟
まれた状態となる。すなわち、Ｙ軸摩擦係合部３４０が金属板３４１を介してＹ軸駆動シ
ャフト２３２に摩擦係合した状態となる。
【００７４】
　可動体３００がベース部材１００及び補助体２００に組み付けられた状態で、可動体本
体部３１０のベース本体部１１０側の面は、ベース本体部１１０に設けられた突起部Ｔ１
２及びＴ１３に摺動可能に当接している。Ｙ軸摩擦係合部３４０と第２付勢部３４２とで
Ｙ軸駆動シャフト２３２が挟まれることにより、可動体３００は、Ｙ軸方向に移動可能に
ベース部材１００及び補助体２００に支持された状態となる。すなわち、可動体３００は
、Ｙ軸摩擦係合部３４０が設けられた側がＹ軸アクチュエータ２３０を介して補助体２０
０に支持され、Ｘ軸摩擦係合部２４０が設けられた側に対して反対側が突起部Ｔ１２及び
Ｔ１３によってベース部材１００に支持されている。
【００７５】
　Ｙ軸摩擦係合部３４０がＹ軸駆動シャフト２３２に摩擦係合した状態で、Ｙ軸圧電素子
２３１がＹ軸方向に伸縮することにより、可動体３００が補助体２００に対してＹ軸方向
に移動させられる。このように、Ｙ軸アクチュエータ２３０は、補助体２００と可動体３
００とを連結し、補助体２００に対して可動体３００をＹ軸方向に移動させる。
【００７６】
　Ｙ軸摩擦係合部３４０がＹ軸駆動シャフト２３２に係合していることにより、可動体３
００は、Ｘ軸方向においては補助体２００と共に移動する。このため、補助体２００がベ
ース部材１００に対してＸ軸方向に移動し、可動体３００が補助体２００に対してＹ軸方
向に移動することによって、可動体３００は、ベース部材１００に対してＸ軸方向及びＹ
軸方向に移動する。すなわち、補助体２００及び可動体３００は、ベース部材１００に対
して移動する可動体を構成する。ベース部材１００に対して移動する可動体（補助体２０
０及び可動体３００）のうち、補助体２００は、ベース部材１００に対してＸ軸方向に移
動する。ベース部材１００に対して移動する可動体（補助体２００及び可動体３００）の
うち、可動体３００は、ベース部材１００に対してＸ軸方向及びＹ軸方向に移動する。
【００７７】
　図９に示されるように、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、凹部Ｈ３３ａ内にはストッパ
部１１２の一部が入り込んでいる。凹部Ｈ３３ａの壁面とストッパ部１１２の外面とは、
Ｙ軸方向において対向している。また、凹部Ｈ３３ａの壁面とストッパ部１１２の外面と
は、Ｘ軸方向において対向している。補助体本体部２１０の辺Ｈ３４側の側壁部において
、Ｘ軸アクチュエータ支持部１２０の第２支持部１２２と対向する部位をストッパ部Ｈ３
４ａとする。
【００７８】
　可動体３００がＹ軸方向に沿ってストッパ部１１２から離れる側に移動した場合、スト
ッパ部Ｈ３４ａが第２支持部１２２に当接する。補助体２００がＹ軸方向に沿ってストッ
パ部１１２に近づく方向に移動した場合、凹部Ｈ３３ａの壁面がストッパ部１１２に当接
する。すなわち、ストッパ部１１２及び第２支持部１２２が、補助体２００のＹ軸方向の
移動範囲を規制するストッパ機構として機能する。補助体２００がＸ軸方向に沿って移動
した場合、凹部Ｈ３３ａの壁面がストッパ部１１２に当接する。すなわち、ストッパ部１
１２が、補助体２００のＸ軸方向の移動範囲を規制するストッパ機構として機能する。
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【００７９】
　ベース部材１００には、押え部材１５０が設けられている。押え部材１５０の一方の端
部はベース本体部１１０に固定され、他方の端部（先端部）は隆起部３１５の頂部に当接
する。押え部材１５０は、弾性部材である。押え部材１５０の先端部は、隆起部３１５を
ベース本体部１１０側に向けて付勢している。これにより、可動体３００がベース本体部
１１０から浮き上がることが防止される。Ｙ軸摩擦係合部３４０がＹ軸駆動シャフト２３
２に当接しているため、補助体２００におけるＹ軸アクチュエータ支持部２２０側の端部
がベース本体部１１０から浮き上がることが防止される。これにより、補助体２００及び
可動体３００がベース本体部１１０から浮き上がることが防止される。
【００８０】
　図９及び図１０に示されるように、可動体３００には、Ｚ軸アクチュエータ３３０が取
り付けられている。Ｚ軸アクチュエータ３３０は、スムーズインパクト駆動機構を構成す
るアクチュエータである。Ｚ軸アクチュエータ３３０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに
、ベース本体部１１０における辺Ｈ１２と辺Ｈ１４とが接続される角部近傍に設けられて
いる。Ｚ軸アクチュエータ３３０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、辺Ｈ１２及び辺Ｈ
１４が接続される角部と開口部１１０ａとの間の領域に配置されている。Ｚ軸アクチュエ
ータ３３０は、角柱状のＺ軸圧電素子３３１、Ｚ軸駆動シャフト３３２、及び錘部３３３
を備えている。
【００８１】
　Ｚ軸圧電素子３３１は、Ｚ軸方向に伸縮可能な素子である。Ｚ軸圧電素子３３１は、圧
電材料で構成されている。Ｚ軸圧電素子３３１の材料及び形状等はＸ軸圧電素子１３１と
同様であり、詳細な説明を省略する。
【００８２】
　Ｚ軸駆動シャフト３３２は、円柱状に形成され、円柱形状の軸線がＺ軸方向に沿って延
びるように配置されている。Ｚ軸駆動シャフト３３２は、カーボンファイバ等の繊維を含
む複合樹脂材料で構成されている。
【００８３】
　Ｚ軸駆動シャフト３３２におけるＺ軸方向の一方の端部は、Ｚ軸圧電素子３３１におけ
るＺ軸方向の一方の端部に固定されている。錘部３３３は、Ｚ軸圧電素子３３１における
Ｚ軸方向の他方の端部に固定されている。錘部３３３の材料及び機能等は、錘部１３３と
同様であり、詳細な説明を省略する。
【００８４】
　錘部３３３が、可動体本体部３１０に設けられたアクチュエータ保持部３１０ｂに嵌め
込まれて固定されることで、Ｚ軸アクチュエータ３３０が可動体３００に保持される。Ｚ
軸アクチュエータ３３０は、レンズキャリア４００を介して補助体２００と対向している
。
【００８５】
　次に、レンズキャリア４００の構成の詳細について説明する。図１３及び図１４に示さ
れるように、レンズキャリア４００は、キャリア本体部４１０、回止め凸部４２０、第３
付勢部４３０、及びＺ軸摩擦係合部４４０を備えている。
【００８６】
　キャリア本体部４１０には、光軸Ｌを中心とする円形の開口部４１０ａが設けられてい
る。キャリア本体部４１０に設けられた開口部４１０ａの直径は、可動体３００に設けら
れた開口部３１０ａの直径よりも所定長さ小さい（図１７参照）。キャリア本体部４１０
の開口部４１０ａには、レンズ４が取り付け可能である。すなわち、開口部４１０ａの壁
面が、レンズ４（図１）を取り付けるためのレンズ取付部となる。レンズ４は、複数のレ
ンズで構成されたレンズユニットであってもよく、単一のレンズであってもよい。
【００８７】
　回止め凸部４２０は、キャリア本体部４１０の外周面から光軸Ｌに直交する方向に沿っ
て突出している。
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【００８８】
　Ｚ軸摩擦係合部４４０は、キャリア本体部４１０の外周面に設けられている。Ｚ軸摩擦
係合部４４０は、光軸Ｌを挟んで回止め凸部４２０と略対向する位置に設けられている。
Ｚ軸摩擦係合部４４０は、レンズキャリア４００が可動体３００に組み付けられたときに
Ｚ軸方向に沿って延びる略Ｖ字溝状に形成されている。Ｚ軸摩擦係合部４４０には、略Ｖ
字状の金属板４４１が取り付けられている。Ｚ軸摩擦係合部４４０は、金属板４４１を介
してＺ軸駆動シャフト３３２に当接する。
【００８９】
　第３付勢部４３０は、キャリア本体部４１０の外周面に取り付けられている。第３付勢
部４３０は、弾性部材である。第３付勢部４３０の一方の端部は、キャリア本体部４１０
に固定されている。第３付勢部４３０の他方の端部（先端部）は、Ｚ軸摩擦係合部４４０
に対向している。
【００９０】
　次に、レンズキャリア４００が可動体３００に組み付けられた状態について説明する。
図１５及び図１６に示されるように、レンズキャリア４００は、光軸Ｌ方向において、可
動体３００に対してベース部材１００が設けられる側（ベース部材１００が重なる側）と
は反対側に重ねて配置されている。レンズキャリア４００は、光軸Ｌ方向に沿って見たと
きに、開口部４１０ａと可動体３００の開口部３１０ａとが連通するように、可動体本体
部３１０の面上に重ねられる。
【００９１】
　キャリア本体部４１０は、第１側壁部３１１、第２側壁部３１２、第３側壁部３１３、
及び第４側壁部３１４によって囲まれている。これにより、レンズキャリア４００は、可
動体３００に対するＸ軸方向及びＹ軸方向の移動が規制されている。レンズキャリア４０
０は、光軸Ｌ方向に移動可能に可動体３００に保持されている。図１６に示されるように
、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、レンズキャリア４００と補助体２００とは互いに重な
っていない。Ｚ軸アクチュエータ３３０は、レンズキャリア４００を介して補助体２００
と対向している。
【００９２】
　ベース部材１００の開口部１１０ａは、辺Ｈ１１よりも辺Ｈ１２側に寄った位置に設け
られている。このため、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、レンズキャリア４００は、ベー
ス部材１００の辺Ｈ１１側の端部よりも辺Ｈ１２側の端部に近い位置に配置されている。
また、補助体２００は、ベース部材１００の辺Ｈ１２側の端部よりも辺Ｈ１１側の端部に
近い位置に配置されている。
【００９３】
　回止め凸部４２０は、Ｙ軸方向において、第１側壁部３１１と第４側壁部３１４との間
に位置している。回止め凸部４２０が第１側壁部３１１と第４側壁部３１４との間に位置
しているため、レンズキャリア４００が光軸Ｌを中心として回転することが防止される。
【００９４】
　Ｚ軸摩擦係合部４４０は、金属板４４１を介してＺ軸駆動シャフト３３２に当接する。
第３付勢部４３０は、キャリア本体部４１０を介して補助体２００に対向している。第３
付勢部４３０の先端部は、Ｙ軸駆動シャフト２３２に当接している。第３付勢部４３０の
先端部は、Ｚ軸駆動シャフト３３２をＺ軸摩擦係合部４４０に押し付ける方向に、Ｚ軸駆
動シャフト３３２を付勢している。これにより、第３付勢部４３０の先端部とＺ軸摩擦係
合部４４０とによってＺ軸駆動シャフト３３２が挟まれた状態となる。すなわち、Ｚ軸摩
擦係合部４４０が金属板４４１を介してＺ軸駆動シャフト３３２に摩擦係合した状態とな
る。
【００９５】
　Ｚ軸摩擦係合部４４０がＺ軸駆動シャフト３３２に摩擦係合した状態で、Ｚ軸圧電素子
３３１がＺ軸方向に伸縮することにより、レンズキャリア４００が可動体３００に対して
Ｚ軸方向に移動させられる。このように、Ｚ軸アクチュエータ３３０は、可動体３００と



(17) JP 6863146 B2 2021.4.21

10

20

30

40

50

レンズキャリア４００とを連結し、可動体３００に対してレンズキャリア４００をＺ軸方
向に移動させる。
【００９６】
　図１５等に示されるように、Ｘ軸アクチュエータ１３０、Ｙ軸アクチュエータ２３０、
及びＺ軸アクチュエータ３３０の少なくとも一部は、光軸Ｌ方向においてレンズキャリア
４００と重なっている。すなわち、Ｘ軸アクチュエータ１３０、Ｙ軸アクチュエータ２３
０、及びＺ軸アクチュエータ３３０の少なくとも一部は、光軸Ｌ方向に直交する方向から
見たときに、レンズキャリア４００と重なっている。
【００９７】
　次に、枠部材５００の詳細について説明する。図１に示されるように、枠部材５００は
、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、レンズキャリア４００を囲む略四角枠形状をなしてい
る。枠部材５００は、可動体３００に設けられた第１側壁部３１１、第２側壁部３１２、
第３側壁部３１３、及び第４側壁部３１４の先端部に取り付けられている。
【００９８】
　枠部材５００の内周面には、Ｚ軸アクチュエータ３３０のＺ軸駆動シャフト３３２を支
持するＺ軸アクチュエータ支持部５１０が設けられている。Ｚ軸アクチュエータ支持部５
１０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、Ｚ軸駆動シャフト３３２の外周面のうち光軸Ｌ
から遠い側の部位に当接している。
【００９９】
　次に、カバー３がレンズ駆動部２に取り付けられた状態について説明する。図１及び図
１６に示されるように、カバー３は、レンズ駆動部２を構成する各構成要素のうちベース
部材１００以外の構成要素を内部に収容するようにベース本体部１１０を覆う。カバー３
には、光軸Ｌを中心とする開口部３ａが設けられている。ベース部材１００に設けられた
第１支柱部１１３及び第２支柱部１１４の先端部は、カバー３の内面に当接し、カバー３
を支持する。
【０１００】
　次に、各アクチュエータに接続される電気配線、補助体２００等の位置を検出するセン
サ、及び各センサに接続される電気配線について説明する。まず、ベース部材１００に設
けられる電気配線及びセンサについて説明する。図２及び図３に示されるように、ベース
本体部１１０における可動体３００等が配置される側の面には、ホールセンサＨＳ１、ホ
ールセンサＨＳ２、２本の電気配線Ｗ１１、２本の電気配線（第１電力供給配線）Ｗ１２
，２本の電気配線（第２電力供給配線）Ｗ１３、４本の電気配線Ｗ２１、４本の電気配線
Ｗ２２、及び４本の電気配線Ｗ２３が設けられている。
【０１０１】
　２本の電気配線Ｗ１１の一端はＸ軸アクチュエータ１３０のＸ軸圧電素子１３１にそれ
ぞれ接続され、他端はベース本体部１１０の辺Ｈ１１までそれぞれ延びている。電気配線
Ｗ１１は、Ｘ軸圧電素子１３１に電力を供給する。
【０１０２】
　２本の電気配線Ｗ１２は、ベース本体部１１０における辺Ｈ１１の近傍にそれぞれ設け
られている。２本の電気配線Ｗ１２の一端は、ベース本体部１１０における辺Ｈ１１の近
傍にそれぞれ位置し、他端はベース本体部１１０の辺Ｈ１１までそれぞれ延びている。
【０１０３】
　２本の電気配線Ｗ１３は、ベース本体部１１０の辺Ｈ１２と辺Ｈ１４とが接続される角
部近傍に設けられている。２本の電気配線Ｗ１３の一端は、ベース本体部１１０における
辺Ｈ１４の近傍にそれぞれ位置し、他端はベース本体部１１０の辺Ｈ１２までそれぞれ延
びている。
【０１０４】
　４本の電気配線Ｗ２３のうち、３本の電気配線Ｗ２３の一端はベース本体部１１０にお
ける辺Ｈ１４の近傍にそれぞれ位置し、他端はベース本体部１１０の辺Ｈ１２までそれぞ
れ延びている。残りの１本の電気配線Ｗ２３の一端はベース本体部１１０における辺Ｈ１
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４の近傍に位置し、他端はベース本体部１１０の辺Ｈ１１まで延びている。
【０１０５】
　ホールセンサＨＳ１は、ベース部材１００に対して移動する補助体２００の位置を検出
する位置センサとして機能する。ホールセンサＨＳ１は、ベース本体部１１０の辺Ｈ１１
の近傍に設けられている。ホールセンサＨＳ１には、４本の電気配線Ｗ２１の一端がそれ
ぞれ接続されている。４本の電気配線Ｗ２１の他端は、ベース本体部１１０の辺Ｈ１１ま
でそれぞれ延びている。
【０１０６】
　ホールセンサＨＳ２は、ベース部材１００に対して移動する可動体３００の位置を検出
する位置センサとして機能する。ホールセンサＨＳ２は、ベース本体部１１０の辺Ｈ１２
と辺Ｈ１３とが接続される角部近傍に設けられている。ホールセンサＨＳ２には、４本の
電気配線Ｗ２２の一端がそれぞれ接続されている。４本の電気配線Ｗ２２の他端は、ベー
ス本体部１１０の辺Ｈ１２までそれぞれ延びている。
【０１０７】
　各電気配線Ｗ１１～Ｗ１３，Ｗ２１～Ｗ２３には、ベース本体部１１０の端部位置にお
いて、制御回路及び駆動回路等の配線がそれぞれ接続される。
【０１０８】
　次に、補助体２００に設けられる電気配線等について説明する。図５に示されるように
、補助体２００には、磁石ＭＧ１、及び２本の電気配線Ｗ３２が設けられている。磁石Ｍ
Ｇ１は、補助体本体部２１０におけるベース本体部１１０と対向する面に取り付けられて
いる。図７等に示されるように、ベース部材１００に設けられたホールセンサＨＳ１と磁
石ＭＧ１とは、Ｚ軸方向において対向している。ホールセンサＨＳ１は、補助体２００と
共に移動する磁石ＭＧ１の磁界の変化に基づいて、ベース部材１００に対する補助体２０
０の位置を検出する。Ｘ軸アクチュエータ１３０は、ホールセンサＨＳ１の検出結果に基
づいてフィードバック制御される。
【０１０９】
　２本の電気配線Ｗ３２の一端はＹ軸アクチュエータ２３０のＹ軸圧電素子２３１に接続
されている。２本の電気配線Ｗ３２の他端は、２本のサスペンションワイヤ（第１サスペ
ンションワイヤ）ＳＷ１２の一端にそれぞれ接続されている。サスペンションワイヤＳＷ
１２は、導電性を有する弾性部材である。図６に示されるように、２本のサスペンション
ワイヤＳＷ１２の他端は、電気配線Ｗ１２の他方の端部にそれぞれ接続されている。この
ように、レンズ駆動装置１は、ベース部材１００と補助体２００とを接続する２本のサス
ペンションワイヤＳＷ１２を備えている。２本のサスペンションワイヤＳＷ１２は、ベー
ス本体部１１０の辺（第１の辺）Ｈ１１に沿って並べて配置されている。Ｙ軸アクチュエ
ータ２３０は、サスペンションワイヤＳＷ１２を介してベース部材１００に設けられた電
気配線Ｗ１２に接続される。Ｙ軸圧電素子２３１に対しては、ベース本体部１１０に設け
られた電気配線Ｗ１２、サスペンションワイヤＳＷ１２、補助体２００に設けられた電気
配線Ｗ３２を介して電力が供給される。
【０１１０】
　次に、可動体３００に設けられる電気配線等について説明する。図８に示されるように
、可動体３００には、磁石ＭＧ２、ホールセンサＨＳ３、４本の電気配線Ｗ３３、及び２
本の電気配線Ｗ４３が設けられている。
【０１１１】
　磁石ＭＧ２は、可動体本体部３１０における第３側壁部３１３側の角部に設けられてい
る。図１１等に示されるように、ベース部材１００に設けられたホールセンサＨＳ２と磁
石ＭＧ２とは、Ｚ軸方向において対向している。ホールセンサＨＳ２は、可動体３００と
共に移動する磁石ＭＧ２の磁界の変化に基づいて、ベース部材１００に対する可動体３０
０の位置を検出する。Ｙ軸アクチュエータ２３０は、ホールセンサＨＳ２の検出結果に基
づいてフィードバック制御される。
【０１１２】
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　図８に示されるように、ホールセンサＨＳ３は、可動体３００に対してＺ軸方向に移動
するレンズキャリア４００の位置を検出する位置センサとして機能する。ホールセンサＨ
Ｓ３は、第２側壁部３１２における光軸Ｌ側の面に設けられている。ホールセンサＨＳ３
には、４本の電気配線Ｗ３３の一端がそれぞれ接続されている。４本の電気配線Ｗ３３の
他端は、可動体本体部３１０から立ち上がる第２側壁部３１２の先端部（頂部）までそれ
ぞれ延びている。
【０１１３】
　図２及び図１２に示されるように、ベース部材１００に設けられた４本の電気配線Ｗ２
３の一端と、可動体３００に設けられた４本の電気配線Ｗ３３の他端とは、４本のサスペ
ンションワイヤＳＷ２３によってそれぞれ接続されている。サスペンションワイヤＳＷ２
３は、導電性を有する弾性部材である。
【０１１４】
　図８及び図１０等に示されるように、２本の電気配線Ｗ４３の一端はＺ軸アクチュエー
タ３３０のＺ軸圧電素子３３１にそれぞれ接続され、他端は第２側壁部３１２の先端部ま
でそれぞれ延びている。
【０１１５】
　図２及び図１２に示されるように、ベース部材１００に設けられた２本の電気配線Ｗ１
３の一端と、可動体３００に設けられた２本の電気配線Ｗ４３の他端とは、２本のサスペ
ンションワイヤ（第２サスペンションワイヤ）ＳＷ１３によってそれぞれ接続されている
。サスペンションワイヤＳＷ１３は、導電性を有する弾性部材である。このように、レン
ズ駆動装置１は、ベース部材１００と可動体３００とを接続する２本のサスペンションワ
イヤＳＷ１３を備えている。２本のサスペンションワイヤＳＷ１３は、ベース本体部１１
０の辺Ｈ１４に沿って並べて配置されている。Ｚ軸アクチュエータ３３０は、サスペンシ
ョンワイヤＳＷ１３を介してベース部材１００に設けられた電気配線Ｗ１３に接続される
。Ｚ軸圧電素子３３１に対しては、ベース本体部１１０に設けられた電気配線Ｗ１３、サ
スペンションワイヤＳＷ１３、可動体３００に設けられた電気配線Ｗ４３を介して電力が
供給される。
【０１１６】
　次に、レンズキャリア４００について説明する。図１４に示されるように、レンズキャ
リア４００には、磁石ＭＧ３が設けられている。磁石ＭＧ３は、キャリア本体部４１０の
外周面において、Ｚ軸摩擦係合部４４０の近傍の位置に設けられている。図１６等に示さ
れるように、可動体３００の第２側壁部３１２に設けられたホールセンサＨＳ３と磁石Ｍ
Ｇ３とは、Ｙ軸方向において対向している。ホールセンサＨＳ３は、レンズキャリア４０
０と共に移動する磁石ＭＧ３の磁界の変化に基づいて、可動体３００に対するレンズキャ
リア４００の位置を検出する。Ｚ軸アクチュエータ３３０は、ホールセンサＨＳ３の検出
結果に基づいてフィードバック制御される。
【０１１７】
　以上のようにレンズ駆動装置１によれば、ベース部材１００、Ｘ軸アクチュエータ１３
０、補助体２００、Ｙ軸アクチュエータ２３０、可動体３００、Ｚ軸アクチュエータ３３
０、及びレンズキャリア４００の順で各部材が順次連結される。これにより、Ｘ軸アクチ
ュエータ１３０がベース部材１００に対して補助体２００を移動させた場合、Ｘ軸アクチ
ュエータ１３０によって、補助体２００からレンズキャリア４００までの部材全体（補助
体２００、Ｙ軸アクチュエータ２３０、可動体３００、Ｚ軸アクチュエータ３３０、及び
レンズキャリア４００）が移動させられる。Ｙ軸アクチュエータ２３０が補助体２００に
対して可動体３００を移動させた場合、Ｙ軸アクチュエータ２３０によって、可動体３０
０からレンズキャリア４００までの部材全体（可動体３００、Ｚ軸アクチュエータ３３０
、及びレンズキャリア４００）が移動させられる。Ｚ軸アクチュエータ３３０が可動体３
００に対してレンズキャリア４００を移動させた場合、Ｚ軸アクチュエータ３３０によっ
てレンズキャリア４００のみが移動させられる。これにより、Ｘ軸アクチュエータ１３０
、Ｙ軸アクチュエータ２３０、及びＺ軸アクチュエータ３３０がそれぞれ各部材を移動さ
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せた場合であっても、部材同士で移動が妨げられることが無い。これにより、レンズ駆動
装置１は、移動する部材同士でクロストークが生じることを抑制できる。
【０１１８】
　レンズ駆動装置１は、ベース部材１００と補助体２００とを接続する２本のサスペンシ
ョンワイヤＳＷ１２を備えている。この場合、レンズ駆動装置１は、ベース部材１００に
対して移動するＹ軸アクチュエータ２３０に対してサスペンションワイヤＳＷ１２を介し
て電力を供給できる。
【０１１９】
　レンズ駆動装置１は、ベース部材１００と可動体３００とを接続する２本のサスペンシ
ョンワイヤＳＷ１３を備えている。この場合、レンズ駆動装置１は、ベース部材１００に
対して移動するＺ軸アクチュエータ３３０に対してサスペンションワイヤＳＷ１３を介し
て電力を供給できる。
【０１２０】
　２本のサスペンションワイヤＳＷ１２は、ベース本体部１１０の辺Ｈ１１に沿って並べ
て配置されている。２本のサスペンションワイヤＳＷ１３は、ベース本体部１１０の辺Ｈ
１４に沿って並べて配置されている。これにより、サスペンションワイヤＳＷ１２及びＳ
Ｗ１３の設置場所としてベース本体部１１０の外周縁に沿った細いスペースしか確保でき
ない場合であっても、これらの場所にサスペンションワイヤＳＷ１２及びＳＷ１３の設置
が可能となる。従って、レンズ駆動装置１は、装置の小型化を実現できる。
【０１２１】
　Ｘ軸アクチュエータ１３０、Ｙ軸アクチュエータ２３０、及びＺ軸アクチュエータ３３
０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、ベース本体部１１０の角部と開口部１１０ａとの
間の領域に配置されている。ベース本体部１１０が略矩形の板状であるため、ベース本体
部１１０は、角部と開口部１１０ａとの間に部材の設置スペースを確保し易い。このため
、レンズ駆動装置１は、Ｘ軸アクチュエータ１３０等をベース本体部１１０の角部に設置
することにより、Ｘ軸アクチュエータ１３０等の設置スペースを確保しつつ、装置の小型
化を図ることができる。
【０１２２】
　Ｘ軸アクチュエータ１３０、Ｙ軸アクチュエータ２３０、及びＺ軸アクチュエータ３３
０の少なくとも一部は、光軸Ｌ方向においてレンズキャリア４００と重なっている。この
場合、レンズ駆動装置１は、低背化が可能となる。
【０１２３】
　補助体２００及び可動体３００は、ベース本体部１１０に設けられた突起部Ｔ１１～Ｔ
１３に摺動可能に当接している。この場合、レンズ駆動装置１は、ベース部材１００と補
助体２００及び可動体３００との接触面積を小さくすることができ、ベース部材１００に
対して補助体２００及び可動体３００を移動させるときの摩擦抵抗を抑制できる。
【０１２４】
（第２実施形態）
　次に、レンズ駆動装置の第２実施形態について説明する。図１８及び図１９に示すレン
ズ駆動装置１Ａは、例えばデジタルカメラ等の撮像装置に搭載され、レンズ４Ａを駆動す
る。レンズ駆動装置１Ａは、レンズ駆動部２Ａと、カバー３Ａとを備えている。レンズ駆
動装置１Ａは、レンズ駆動部２Ａに取り付けられるべきレンズ４Ａの光軸Ｌを有する。
【０１２５】
　なお、各図において、説明の便宜上、ＸＹＺ直交座標系を示している。Ｚ軸方向が、取
り付けられるべきレンズ４Ａの光軸Ｌ方向となっている。Ｘ軸方向は、光軸Ｌ方向に直交
している。Ｙ軸方向は、光軸Ｌ方向に直交し、且つＸ軸方向に直交している。
【０１２６】
　レンズ駆動部２Ａは、図１８～図２０に示すように、ベース部材１１００、Ｘ軸可動体
１２００、Ｙ軸可動体１３００、及びレンズキャリア１４００を備えている。ベース部材
１１００、Ｘ軸可動体１２００、Ｙ軸可動体１３００、及びレンズキャリア１４００は、
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この順番で光軸Ｌ方向に沿って並べて配置されている。レンズ駆動部２Ａは、さらに、レ
ンズキャリア１４００の周囲を覆うように配置された補助部材１５００を備えている。
【０１２７】
　具体的には、Ｘ軸可動体１２００は、ベース部材１１００に対して光軸Ｌ方向に重ねて
配置されている。Ｙ軸可動体１３００は、光軸Ｌ方向においてＸ軸可動体１２００に対し
てベース部材１１００が設けられる側（ベース部材１１００が重なる側）とは反対側に重
ねて配置されている。レンズキャリア１４００は、光軸Ｌ方向において、Ｙ軸可動体１３
００に対してＸ軸可動体１２００が設けられる側（Ｘ軸可動体１２００が重なる側）とは
反対側に重ねて配置されている。
【０１２８】
　Ｘ軸可動体１２００は、ベース部材１１００に対してＸ軸方向に相対移動可能に、ベー
ス部材１１００に支持されている。Ｙ軸可動体１３００は、Ｘ軸可動体１２００に対して
Ｙ軸方向に相対移動可能に、Ｘ軸可動体１２００に支持されている。レンズキャリア１４
００は、光軸Ｌ方向に移動可能に、Ｙ軸可動体１３００に支持されている。
【０１２９】
　まず、ベース部材１１００周りの詳細について説明する。図２１に示すように、ベース
部材１１００は、ベース本体部１１１０、第１凸部１１１１、及び第２凸部１１１２を備
えている。ベース本体部１１１０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、４つの角部を有す
る略矩形の板状の部材である。なお、説明の便宜上、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、ベ
ース本体部１１１０の外周縁を構成する４つの辺を、それぞれ辺Ｈ１０１１、辺Ｈ１０１
２、辺Ｈ１０１３、及び辺Ｈ１０１４という。辺Ｈ１０１１～Ｈ１０１４は、隣接する角
部同士をそれぞれ連結している。辺Ｈ１０１１と辺Ｈ１０１２とが平行であり、Ｘ軸方向
に沿って延びている。辺Ｈ１０１３と辺Ｈ１０１４とが平行であり、Ｙ軸方向に沿って延
びている。ベース本体部１１１０を光軸Ｌ方向に沿って見たときに、辺Ｈ１０１１、辺Ｈ
１０１４、辺Ｈ１０１２、及び辺Ｈ１０１３の順で各辺が接続されて外周縁が形成されて
いる。
【０１３０】
　ベース本体部１１１０には、光軸Ｌを中心とする（光軸Ｌが通る）円形の開口部１１１
０ａが設けられている。第１凸部１１１１及び第２凸部１１１２は、ベース本体部１１１
０におけるＸ軸可動体１２００側の面（Ｘ軸可動体１２００が重ねられる側の面）に設け
られている。第１凸部１１１１及び第２凸部１１１２は、ベース本体部１１１０の面上に
おいて開口部１１１０ａよりも辺Ｈ１０１２側に設けられている。第１凸部１１１１と第
２凸部１１１２とは、Ｘ軸方向に並べて配置されている。第１凸部１１１１と第２凸部１
１１２との間には、Ｘ軸方向に所定の隙間が開いている。第１凸部１１１１及び第２凸部
１１１２の上面（頂部）、すなわち、第１凸部１１１１及び第２凸部１１１２のＸ軸可動
体１２００側の面には、Ｘ軸方向に沿って延びる略Ｖ字状の溝が設けられている。ベース
本体部１１１０と、第１凸部１１１１及び第２凸部１１１２とは一体的に設けられている
。
【０１３１】
　ベース本体部１１１０におけるＸ軸可動体１２００側の面において、開口部１１１０ａ
よりも辺Ｈ１０１１側には、Ｘ軸可動体保持部１１２０が設けられている。Ｘ軸可動体保
持部１１２０は、支持部１１２１、及びシャフト部１１２２を備えている。支持部１１２
１は、ベース本体部１１１０のＸ軸可動体１２００側の面に固定されている。シャフト部
１１２２は、円柱状に形成され、Ｘ軸方向に沿って延在するように配置されている。支持
部１１２１は、シャフト部１１２２の中央部分を支持している。シャフト部１１２２の両
端部と、ベース本体部１１１０との間には隙間が設けられている。ベース本体部１１１０
とＸ軸可動体保持部１１２０とは一体的に設けられている。
【０１３２】
　ベース本体部１１１０のＸ軸可動体１２００側の面において、開口部１１１０ａよりも
辺Ｈ１０１２側には、Ｘ軸アクチュエータ（第１アクチュエータ）１１３０が設けられて
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いる。Ｘ軸アクチュエータ１１３０とＸ軸可動体保持部１１２０とは、光軸Ｌを挟んで対
向している。
【０１３３】
　Ｘ軸アクチュエータ１１３０は、スムーズインパクト駆動機構を構成するアクチュエー
タである。Ｘ軸アクチュエータ１１３０は、角柱状のＸ軸圧電素子１１３１、Ｘ軸駆動シ
ャフト１１３２、及び錘部１１３３を備えている。
【０１３４】
　Ｘ軸圧電素子１１３１は、Ｘ軸方向に伸縮可能な素子である。Ｘ軸圧電素子１１３１は
、圧電材料で構成されている。圧電材料としては、チタン酸ジルコン酸鉛（いわゆる、Ｐ
ＺＴ）、水晶、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、ニオブ酸タンタル酸カリウム（Ｋ（
Ｔａ，Ｎｂ）Ｏ３）、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）、タンタル酸リチウム（ＬｉＴ
ａＯ３）及びチタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）等の無機圧電材料を用いることが
できる。Ｘ軸圧電素子１１３１は、上記圧電材料からなる複数の圧電層と複数の電極層と
が交互に積層された積層構造にすることができる。Ｘ軸圧電素子１１３１に印加する電圧
を制御することで、Ｘ軸圧電素子１１３１の伸縮を制御することができる。
【０１３５】
　Ｘ軸圧電素子１１３１は、Ｘ軸方向に伸縮可能な形状であれば、角柱状に限らず、円柱
状等であってもよい。
【０１３６】
　Ｘ軸駆動シャフト１１３２は、円柱状に形成され、円柱形状の軸線がＸ軸方向に沿って
延びるように配置されている。Ｘ軸駆動シャフト１１３２は、カーボンファイバ等の繊維
を含む複合樹脂材料で構成されている。
【０１３７】
　Ｘ軸駆動シャフト１１３２におけるＸ軸方向の一方の端部は、Ｘ軸圧電素子１１３１に
おけるＸ軸方向の一方の端部に固定されている。Ｘ軸駆動シャフト１１３２におけるベー
ス本体部１１１０側の面は、ベース本体部１１１０に設けられた第１凸部１１１１及び第
２凸部１１１２によって支持されている。Ｘ軸駆動シャフト１１３２は、第１凸部１１１
１及び第２凸部１１１２に固定されておらず、第１凸部１１１１及び第２凸部１１１２に
対してＸ軸方向に沿って摺動可能となっている。
【０１３８】
　錘部１１３３は、Ｘ軸圧電素子１１３１におけるＸ軸方向の他方の端部に固定されてい
る。錘部１１３３は、タングステンやタングステン合金など比重の高い材料から形成され
ており、Ｘ軸駆動シャフト１１３２よりも重くなるように設計されている。Ｘ軸駆動シャ
フト１１３２よりも錘部１１３３を重くすることで、Ｘ軸圧電素子１１３１が伸縮したと
きに、錘部１１３３は変位しにくく、Ｘ軸駆動シャフト１１３２のほうを効率よく変位さ
せることができる。
【０１３９】
　ベース本体部１１１０におけるＸ軸可動体１２００側の面には、Ｘ軸可動体１２００側
に向けて立ち上がるアクチュエータ保持部１１１０ｂが設けられている。錘部１１３３に
おけるＸ軸圧電素子１１３１が固定された側に対して反対側の面が、アクチュエータ保持
部１１１０ｂに固定されている。これにより、Ｘ軸アクチュエータ１１３０は、Ｘ軸駆動
シャフト１１３２が第１凸部１１１１及び第２凸部１１１２によって支持されつつ、アク
チュエータ保持部１１１０ｂに固定された状態となる。
【０１４０】
　Ｘ軸圧電素子１１３１とＸ軸駆動シャフト１１３２との固定、Ｘ軸圧電素子１１３１と
錘部１１３３との固定、及び錘部１１３３とアクチュエータ保持部１１１０ｂとの固定に
は、エポキシ接着剤等の接着剤を用いることができる。
【０１４１】
　次に、Ｘ軸可動体１２００の構成の詳細、及びベース部材１１００によるＸ軸可動体１
２００の支持構成の詳細について説明する。図２２に示すように、Ｘ軸可動体１２００は
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、Ｘ軸可動体本体部１２１０、第１凸部１２１１、第２凸部１２１２、Ｘ軸摩擦係合部１
２４０、及びＸ軸支持部１２５０を備えている。
【０１４２】
　Ｘ軸可動体本体部１２１０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、４つの角部を有する略
矩形状の板状の部材である。なお、説明の便宜上、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、Ｘ軸
可動体本体部１２１０の外周縁を構成する４つの辺を、それぞれ辺Ｈ１０２１、辺Ｈ１０
２２、辺Ｈ１０２３、及び辺Ｈ１０２４（図２４参照）という。Ｘ軸可動体本体部１２１
０には、光軸Ｌを中心とする円形の開口部１２１０ａが設けられている。Ｘ軸可動体本体
部１２１０に設けられた開口部１２１０ａと、ベース本体部１１１０に設けられた開口部
１１１０ａとは、略同じ大きさとなっている。
【０１４３】
　図２１～図２４に示すように、辺Ｈ１０２１は、Ｘ軸可動体１２００がベース部材１１
００に重ねられた状態で光軸Ｌ方向に沿って見たときに、開口部１２１０ａに対してベー
ス部材１１００の辺Ｈ１０１１側に位置する辺である。同様に、辺Ｈ１０２２は、開口部
１２１０ａに対してベース部材１１００の辺Ｈ１０１２側に位置する辺である。辺Ｈ１０
２３は、開口部１２１０ａに対してベース部材１１００の辺Ｈ１０１３側に位置する辺で
ある。辺Ｈ１０２４は、開口部１２１０ａに対してベース部材１１００の辺Ｈ１０１４側
に位置する辺である。
【０１４４】
　第１凸部１２１１及び第２凸部１２１２は、Ｘ軸可動体本体部１２１０におけるＹ軸可
動体１３００側の面（Ｙ軸可動体１３００が重ねられる側の面）に設けられている。第１
凸部１２１１及び第２凸部１２１２は、Ｘ軸可動体本体部１２１０の面上において開口部
１２１０ａよりも辺Ｈ１０２３側に設けられている。第１凸部１２１１と第２凸部１２１
２とは、Ｙ軸方向に並べて配置されている。第１凸部１２１１と第２凸部１２１２との間
には、Ｙ軸方向に所定の隙間が開いている。第１凸部１２１１及び第２凸部１２１２の上
面（頂部）、すなわち、第１凸部１２１１及び第２凸部１２１２のＹ軸可動体１３００側
の面には、Ｙ軸方向に沿って延びる略Ｖ字状の溝が設けられている。Ｘ軸可動体本体部１
２１０と、第１凸部１２１１及び第２凸部１２１２とは一体的に設けられている。
【０１４５】
　Ｘ軸可動体本体部１２１０におけるＹ軸可動体１３００側の面において、開口部１２１
０ａよりも辺Ｈ１０２４側には、Ｙ軸可動体保持部１２２０が設けられている。Ｙ軸可動
体保持部１２２０は、支持部１２２１、及びシャフト部１２２２を備えている。支持部１
２２１は、Ｘ軸可動体本体部１２１０のＹ軸可動体１３００側の面に固定されている。シ
ャフト部１２２２は、円柱状に形成され、Ｙ軸方向に沿って延在するように配置されてい
る。支持部１２２１は、シャフト部１２２２の中央部分を支持している。シャフト部１２
２２の両端部と、Ｘ軸可動体本体部１２１０との間には隙間が設けられている。Ｘ軸可動
体本体部１２１０とＹ軸可動体保持部１２２０とは一体的に設けられている。
【０１４６】
　Ｘ軸摩擦係合部１２４０は、Ｘ軸可動体本体部１２１０における辺Ｈ１０２２側の端部
に設けられている。Ｘ軸摩擦係合部１２４０は、Ｘ軸可動体本体部１２１０から、Ｙ軸方
向に沿って開口部１２１０ａから離れる方向に向けて突出している。Ｘ軸摩擦係合部１２
４０におけるＹ軸可動体１３００側の面には、Ｘ軸方向に沿って延びる略Ｖ字状の溝が設
けられている。以下、Ｘ軸摩擦係合部１２４０におけるＶ字状の溝が設けられた面を、Ｖ
字面１２４０ａという。
【０１４７】
　Ｘ軸支持部１２５０は、Ｘ軸可動体本体部１２１０における辺Ｈ１０２１側の端部に設
けられている。Ｘ軸支持部１２５０は、Ｘ軸第１支持部１２５１、及びＸ軸第２支持部１
２５２を備えている。Ｘ軸第１支持部１２５１は、Ｘ軸第２支持部１２５２よりも辺Ｈ１
０２３側に位置している。
【０１４８】
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　Ｘ軸第１支持部１２５１は、一対の板部１２５１ａ及び１２５１ｂと、隆起部１２５１
ｃとを備えている。一対の板部１２５１ａ及び１２５１ｂは、Ｘ軸可動体本体部１２１０
における辺Ｈ１０２１側の端部から、Ｙ軸方向に沿って開口部１２１０ａから離れる側に
向かって延びている。板部１２５１ａと板部１２５１ｂとの間には、光軸Ｌ方向において
、Ｘ軸可動体保持部１１２０のシャフト部１１２２の端部を挟み込み可能な所定の隙間が
設けられている。板部１２５１ａは、板部１２５１ｂよりもベース部材１１００側に位置
している。隆起部１２５１ｃは、板部１２５１ａにおける板部１２５１ｂ側の面に設けら
れている。隆起部１２５１ｃは、隆起の頂部がＹ軸方向に沿って延びている。隆起部１２
５１ｃは、Ｘ軸方向における断面が略円弧状となるように板部１２５１ａから突出してい
る。
【０１４９】
　Ｘ軸第２支持部１２５２は、一対の板部１２５２ａ及び１２５２ｂと、隆起部１２５２
ｃとを備えている。一対の板部１２５２ａ及び１２５２ｂは、Ｘ軸可動体本体部１２１０
における辺Ｈ１０２１側の端部から、Ｙ軸方向に沿って開口部１２１０ａから離れる側に
向かって延びている。板部１２５２ａと板部１２５２ｂとの間には、光軸Ｌ方向において
、Ｘ軸可動体保持部１１２０のシャフト部１１２２の端部を挟み込み可能な所定の隙間が
設けられている。板部１２５２ａは、板部１２５２ｂよりもベース部材１１００側に位置
している。隆起部１２５２ｃは、板部１２５２ａにおける板部１２５２ｂ側の面に設けら
れている。隆起部１２５２ｃは、隆起の頂部がＹ軸方向に沿って延びている。隆起部１２
５２ｃは、Ｘ軸方向における断面が略円弧状となるように板部１２５２ａから突出してい
る。
【０１５０】
　次に、Ｘ軸可動体１２００がベース部材１１００に重ねられた状態について説明する。
図２３～図２６に示すように、Ｘ軸可動体１２００がベース部材１１００に重ねられた状
態で、Ｘ軸可動体保持部１１２０のシャフト部１１２２の両端部は、それぞれ、Ｘ軸支持
部１２５０の板部１２５１ａと板部１２５１ｂとの間、及び板部１２５２ａと板部１２５
２ｂとの間に嵌め込まれている。
【０１５１】
　また、Ｘ軸可動体本体部１２１０には、一方の端部がＸ軸可動体本体部１２１０に固定
され、他方の端部がＸ軸可動体保持部１１２０のシャフト部１１２２に当接する押さえ部
材１２５３が設けられている。押さえ部材１２５３は、弾性を有している。押さえ部材１
２５３は、他方の端部がシャフト部１１２２に当接することにより、ベース本体部１１１
０から引き離す方向にＸ軸可動体本体部１２１０を持ち上げている。
【０１５２】
　これにより、Ｘ軸可動体保持部１１２０のシャフト部１１２２の外周面と、Ｘ軸第１支
持部１２５１の隆起部１２５１ｃ及びＸ軸第２支持部１２５２の隆起部１２５２ｃとが当
接する。なお、シャフト部１１２２の外周面と、隆起部１２５１ｃ及び２５２ｃとは、そ
れぞれ点接触している。Ｘ軸第１支持部１２５１の隆起部１２５１ｃ及びＸ軸第２支持部
１２５２の隆起部１２５２ｃは、少なくともＸ軸方向に移動可能にＸ軸可動体保持部１１
２０のシャフト部１１２２の外周面に当接している。
【０１５３】
　Ｘ軸可動体１２００がベース部材１１００に重ねられた状態で、Ｘ軸摩擦係合部１２４
０は、ベース本体部１１１０に設けられた第１凸部１１１１と第２凸部１１１２との間に
位置している。また、Ｘ軸摩擦係合部１２４０は、Ｘ軸アクチュエータ１１３０のＸ軸駆
動シャフト１１３２とベース本体部１１１０との間に位置している。
【０１５４】
　また、Ｘ軸可動体本体部１２１０には、一方の端部がＸ軸可動体本体部１２１０に固定
され、他方の端部がＸ軸アクチュエータ１１３０のＸ軸駆動シャフト１１３２に当接する
押さえ部材１２４１が設けられている。押さえ部材１２４１は、弾性を有している。押さ
え部材１２４１は、他方の端部がＸ軸駆動シャフト１１３２に当接することにより、ベー
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ス本体部１１１０から引き離す方向にＸ軸可動体本体部１２１０を持ち上げている。
【０１５５】
　これにより、Ｘ軸摩擦係合部１２４０のＶ字面１２４０ａが、Ｘ軸アクチュエータ１１
３０のＸ軸駆動シャフト１１３２の外周面に摩擦係合する。なお、Ｘ軸駆動シャフト１１
３２の外周面と、Ｖ字面１２４０ａとは、２本線で線接触している。具体的には、Ｖ字面
１２４０ａにおけるＶ字を構成する一方の面とＸ軸駆動シャフト１１３２の外周面とが線
接触し、Ｖ字面１２４０ａにおけるＶ字を構成する他方の面とＸ軸駆動シャフト１１３２
の外周面とが線接触している。
【０１５６】
　Ｘ軸摩擦係合部１２４０がＸ軸アクチュエータ１１３０のＸ軸駆動シャフト１１３２に
摩擦係合した状態で、Ｘ軸圧電素子１１３１がＸ軸方向に伸縮することで、Ｘ軸可動体１
２００がＸ軸方向に移動させられる。このように、Ｘ軸アクチュエータ１１３０は、ベー
ス部材１１００とＸ軸可動体１２００とを連結し、ベース部材１１００に対してＸ軸可動
体１２００をＸ軸方向に移動させる。
【０１５７】
　図２７に示すように、Ｘ軸摩擦係合部１２４０におけるＸ軸方向の長さは、ベース本体
部１１１０に設けられた第１凸部１１１１と第２凸部１１１２との間の所定の隙間の長さ
よりも短い。すなわち、Ｘ軸摩擦係合部１２４０におけるＸ軸方向の移動が、第１凸部１
１１１及び第２凸部１１１２によって規制される。このように、ベース本体部１１１０に
設けられた第１凸部１１１１及び第２凸部１１１２は、Ｘ軸可動体１２００におけるＸ軸
方向の移動範囲を規制するＸ軸ストッパ機構として機能する。
【０１５８】
　Ｘ軸可動体１２００は、ベース部材１１００に対し、Ｘ軸摩擦係合部１２４０、Ｘ軸第
１支持部１２５１、及びＸ軸第２支持部１２５２の３カ所において、Ｘ軸方向に移動可能
に保持されている。また、押さえ部材１２４１及び２５３がＸ軸可動体本体部１２１０を
持ち上げていることにより、Ｘ軸可動体本体部１２１０はベース本体部１１１０から浮い
た状態となっている。
【０１５９】
　図２３及び図２４に示すように、Ｘ軸可動体本体部１２１０におけるＹ軸可動体１３０
０側の面において、開口部１２１０ａよりも辺Ｈ１０２３側には、Ｙ軸アクチュエータ（
第１アクチュエータ）１２３０が設けられている。Ｙ軸アクチュエータ１２３０とＹ軸可
動体保持部１２２０とは、光軸Ｌを挟んで対向している。
【０１６０】
　Ｙ軸アクチュエータ１２３０は、スムーズインパクト駆動機構を構成するアクチュエー
タである。Ｙ軸アクチュエータ１２３０は、角柱状のＹ軸圧電素子１２３１、Ｙ軸駆動シ
ャフト１２３２、及び錘部１２３３を備えている。Ｙ軸圧電素子１２３１は、Ｙ軸方向に
伸縮可能な素子である。Ｙ軸圧電素子１２３１は、Ｘ軸アクチュエータ１１３０のＸ軸圧
電素子１１３１と同様の構成を有している。Ｙ軸圧電素子１２３１に印加する電圧を制御
することで、Ｙ軸圧電素子１２３１の伸縮を制御することができる。
【０１６１】
　Ｙ軸駆動シャフト１２３２は、円柱状に形成され、円柱形状の軸線がＹ軸方向に沿って
延びるように配置されている。Ｙ軸駆動シャフト１２３２は、Ｘ軸駆動シャフト１１３２
と同様に、カーボンファイバ等の繊維を含む複合樹脂材料で構成されている。
【０１６２】
　Ｙ軸駆動シャフト１２３２におけるＹ軸方向の一方の端部は、Ｙ軸圧電素子１２３１に
おけるＹ軸方向の一方の端部に固定されている。Ｙ軸駆動シャフト１２３２におけるＸ軸
可動体本体部１２１０側の面は、Ｘ軸可動体本体部１２１０に設けられた第１凸部１２１
１及び第２凸部１２１２によって支持されている。Ｙ軸駆動シャフト１２３２は、第１凸
部１２１１及び第２凸部１２１２に固定されておらず、第１凸部１２１１及び第２凸部１
２１２に対してＹ軸方向に沿って摺動可能となっている。
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【０１６３】
　錘部１２３３は、Ｙ軸圧電素子１２３１におけるＹ軸方向の他方の端部に固定されてい
る。錘部１２３３は、錘部１１３３と同様に、Ｙ軸駆動シャフト１２３２よりも重くなる
ように設計されている。
【０１６４】
　Ｘ軸可動体本体部１２１０におけるＹ軸可動体１３００側の面には、立上がり部１２６
０が設けられている。立上がり部１２６０は、Ｘ軸可動体本体部１２１０における辺Ｈ１
０２１と辺Ｈ１０２３とが接続される角部から立ち上がるとともに、立上がりの上端部の
位置から外側（開口部１２１０ａから離れる側）に向けて張り出している。なお、立上が
り部１２６０において、外側に向けて張り出す部位を、張出部１２６０ａという。錘部１
２３３におけるＹ軸圧電素子１２３１が固定された側に対して反対側の面が、立上がり部
１２６０の第１凸部１２１１側の面に固定されている。これにより、Ｙ軸アクチュエータ
１２３０は、Ｙ軸駆動シャフト１２３２が第１凸部１２１１及び第２凸部１２１２によっ
て支持されつつ、立上がり部１２６０に固定された状態となる。
【０１６５】
　Ｙ軸圧電素子１２３１とＹ軸駆動シャフト１２３２との固定、Ｙ軸圧電素子１２３１と
錘部１２３３との固定、及び錘部１２３３と立上がり部１２６０との固定には、エポキシ
接着剤等の接着剤を用いることができる。
【０１６６】
　次に、Ｙ軸可動体１３００の構成の詳細、及びＸ軸可動体１２００によるＹ軸可動体１
３００の支持構成の詳細について説明する。図２８に示すように、Ｙ軸可動体１３００は
、Ｙ軸可動体本体部１３１０、第１側壁部１３１１ａ、第２側壁部１３１１ｂ、第３側壁
部１３１１ｃ、第４側壁部１３１１ｄ、Ｙ軸摩擦係合部１３４０、及びＹ軸支持部１３５
０を備えている。
【０１６７】
　Ｙ軸可動体本体部１３１０は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、４つの角部を有する略
矩形の板状の部材である。なお、説明の便宜上、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、Ｙ軸可
動体本体部１３１０の外周縁を構成する４つの辺を、それぞれ辺Ｈ１０３１、辺Ｈ１０３
２、辺Ｈ１０３３及び辺Ｈ１０３４という。Ｙ軸可動体本体部１３１０には、光軸Ｌを中
心とする円形の開口部１３１０ａが設けられている。Ｙ軸可動体本体部１３１０に設けら
れた開口部１３１０ａと、Ｘ軸可動体本体部１２１０に設けられた開口部１２１０ａとは
、略同じ大きさとなっている。
【０１６８】
　図２８及び図３２に示すように、辺Ｈ１０３１は、Ｙ軸可動体１３００がＸ軸可動体１
２００に重ねられた状態で光軸Ｌ方向に沿って見たときに、開口部１３１０ａに対してＸ
軸可動体１２００の辺Ｈ１０２１側に位置する辺である。同様に、辺Ｈ１０３２は、開口
部１３１０ａに対してＸ軸可動体１２００の辺Ｈ１０２２側に位置する辺である。辺Ｈ１
０３３は、開口部１３１０ａに対してＸ軸可動体１２００の辺Ｈ１０２３側に位置する辺
である。辺Ｈ１０３４は、開口部１３１０ａに対してＸ軸可動体１２００の辺Ｈ１０２４
側に位置する辺である。
【０１６９】
　図２８に示すように、第１側壁部１３１１ａは、Ｙ軸可動体本体部１３１０における辺
Ｈ１０３１と辺Ｈ１０３４とが接続される角部において、Ｙ軸可動体本体部１３１０から
レンズキャリア１４００側に向けて立ち上がっている。第１側壁部１３１１ａの内側には
、レンズキャリア１４００の回止め凸部１４２０に対応する位置に、光軸Ｌ方向に沿って
延在する切欠き部１３１２が設けられている。第２側壁部１３１１ｂは、Ｙ軸可動体本体
部１３１０における辺Ｈ１０３４と辺Ｈ１０３２とが接続される角部において、Ｙ軸可動
体本体部１３１０からレンズキャリア１４００側に向けて立ち上がっている。なお、第１
側壁部１３１１ａと第２側壁部１３１１ｂとは、Ｙ軸可動体本体部１３１０の辺Ｈ１０３
４に沿って延在して互いに繋がっている。
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【０１７０】
　第３側壁部１３１１ｃは、Ｙ軸可動体本体部１３１０における辺Ｈ１０３２と辺Ｈ１０
３３とが接続される角部において、Ｙ軸可動体本体部１３１０からレンズキャリア１４０
０側に向けて立ち上がっている。第４側壁部１３１１ｄは、Ｙ軸可動体本体部１３１０に
おける辺Ｈ１０３３と辺Ｈ１０３１とが接続される角部において、Ｙ軸可動体本体部１３
１０からレンズキャリア１４００側に向けて立ち上がっている。
【０１７１】
　Ｙ軸可動体本体部１３１０におけるレンズキャリア１４００側の面には、円状に窪むア
クチュエータ保持部１３１０ｂが設けられている。アクチュエータ保持部１３１０ｂは、
第３側壁部１３１１ｃと開口部１３１０ａとの間の領域に位置している。
【０１７２】
　図２８に示すように、Ｙ軸摩擦係合部１３４０は、Ｙ軸可動体本体部１３１０における
辺Ｈ１０３３側の端部に設けられている。Ｙ軸摩擦係合部１３４０は、Ｙ軸可動体本体部
１３１０から、Ｘ軸方向に沿って開口部１３１０ａから離れる方向に向けて突出している
。Ｙ軸摩擦係合部１３４０におけるレンズキャリア１４００側の面には、Ｙ軸方向に沿っ
て延びる略Ｖ字状の溝が設けられている。以下、Ｙ軸摩擦係合部１３４０におけるＶ字状
の溝が設けられた面を、Ｖ字面１３４０ａという。
【０１７３】
　図２８に示すように、Ｙ軸支持部１３５０は、Ｙ軸可動体本体部１３１０における辺Ｈ
１０３４側の端部に設けられている。Ｙ軸支持部１３５０は、Ｙ軸第１支持部１３５１、
及びＹ軸第２支持部１３５２を備えている。Ｙ軸第１支持部１３５１は、Ｙ軸第２支持部
１３５２よりも辺Ｈ１０３１側に位置している。
【０１７４】
　Ｙ軸第１支持部１３５１は、一対の板部１３５１ａ及び１３５１ｂと、隆起部１３５１
ｃとを備えている（図２８及び図３１参照）。一対の板部１３５１ａ及び１３５１ｂは、
Ｙ軸可動体本体部１３１０における辺Ｈ１０３４側の端部から、Ｘ軸方向に沿って開口部
１３１０ａから離れる側に向かって延びている。板部１３５１ａと板部１３５１ｂとの間
には、光軸Ｌ方向において、Ｙ軸可動体保持部１２２０のシャフト部１２２２の端部を挟
み込み可能な所定の隙間が設けられている。板部１３５１ａは、板部１３５１ｂよりもＸ
軸可動体１２００側に位置している。隆起部１３５１ｃは、板部１３５１ａにおける板部
１３５１ｂ側の面に設けられている。隆起部１３５１ｃは、隆起の頂部がＸ軸方向に沿っ
て延びている。隆起部１３５１ｃは、Ｙ軸方向における断面が略円弧状となるように板部
１３５１ａから突出している。
【０１７５】
　Ｙ軸第２支持部１３５２は、一対の板部１３５２ａ及び１３５２ｂと、隆起部１３５２
ｃとを備えている（図２８及び図３１参照）。一対の板部１３５２ａ及び１３５２ｂは、
Ｙ軸可動体本体部１３１０における辺Ｈ１０３４側の端部から、Ｘ軸方向に沿って開口部
１３１０ａから離れる側に向かって延びている。板部１３５２ａと板部１３５２ｂとの間
には、光軸Ｌ方向において、Ｙ軸可動体保持部１２２０のシャフト部１２２２の端部を挟
み込み可能な所定の隙間が設けられている。板部１３５２ａは、板部１３５２ｂよりもＸ
軸可動体１２００側に位置している。隆起部１３５２ｃは、板部１３５２ａにおける板部
１３５２ｂ側の面に設けられている。隆起部１３５２ｃは、隆起の頂部がＸ軸方向に沿っ
て延びている。隆起部１３５２ｃは、Ｙ軸方向における断面が略円弧状となるように板部
１３５２ａから突出している。
【０１７６】
　Ｙ軸可動体１３００は、さらに、第１配線接続部１３２１、第２配線接続部１３２２、
及び第３配線接続部１３２３を備えている。第１配線接続部１３２１は、第１側壁部１３
１１ａの立ち上がり方向の先端部近傍の位置から、外側（開口部１３１０ａに対して離れ
る側）に向かって張り出している。第２配線接続部１３２２は、第２側壁部１３１１ｂの
立ち上がり方向の先端部近傍の位置から、外側（開口部１３１０ａに対して離れる側）に
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向かって張り出している。第３配線接続部１３２３は、第３側壁部１３１１ｃの立ち上が
り方向の先端部近傍の位置から、外側（開口部１３１０ａに対して離れる側）に向かって
張り出している。
【０１７７】
　次に、Ｙ軸可動体１３００がＸ軸可動体１２００に重ねられた状態について説明する。
図２９～図３１に示すように、Ｙ軸可動体１３００がＸ軸可動体１２００に重ねられた状
態で、Ｙ軸可動体保持部１２２０のシャフト部１２２２の両端部は、それぞれ、Ｙ軸支持
部１３５０の板部１３５１ａと板部１３５１ｂとの間、及び板部１３５２ａと板部１３５
２ｂとの間に嵌め込まれている。
【０１７８】
　また、Ｙ軸可動体本体部１３１０には、一方の端部がＹ軸可動体本体部１３１０に固定
され、他方の端部がＹ軸可動体保持部１２２０のシャフト部１２２２に当接する押さえ部
材１３５３が設けられている。押さえ部材１３５３は、弾性を有している。押さえ部材１
３５３は、他方の端部がシャフト部１２２２に当接することにより、Ｘ軸可動体本体部１
２１０から引き離す方向にＹ軸可動体本体部１３１０を持ち上げている。
【０１７９】
　これにより、Ｙ軸可動体保持部１２２０のシャフト部１２２２の外周面と、Ｙ軸第１支
持部１３５１の隆起部１３５１ｃ及びＹ軸第２支持部１３５２の隆起部１３５２ｃとが当
接する。なお、シャフト部１２２２の外周面と、隆起部１３５１ｃ及び１３５２ｃとは、
それぞれ点接触している。Ｙ軸第１支持部１３５１の隆起部１３５１ｃ及びＹ軸第２支持
部１３５２の隆起部１３５２ｃは、少なくともＹ軸方向に移動可能にＹ軸可動体保持部１
２２０のシャフト部１２２２の外周面に当接している。
【０１８０】
　Ｙ軸可動体１３００がＸ軸可動体１２００に重ねられた状態で、Ｙ軸摩擦係合部１３４
０は、Ｘ軸可動体本体部１２１０に設けられた第１凸部１２１１と第２凸部１２１２との
間に位置している。また、Ｙ軸摩擦係合部１３４０は、Ｙ軸アクチュエータ１２３０のＹ
軸駆動シャフト１２３２とＸ軸可動体本体部１２１０との間に位置している。
【０１８１】
　また、Ｙ軸可動体本体部１３１０には、一方の端部がＹ軸可動体本体部１３１０から立
ち上がる第３側壁部１３１１ｃに固定され、他方の端部がＹ軸アクチュエータ１２３０の
Ｙ軸駆動シャフト１２３２に当接する押さえ部材１３４１が設けられている。押さえ部材
１３４１は、弾性を有している。押さえ部材１３４１は、他方の端部がＹ軸駆動シャフト
１２３２に当接することにより、Ｘ軸可動体本体部１２１０から引き離す方向にＹ軸可動
体本体部１３１０を持ち上げている。
【０１８２】
　これにより、Ｙ軸摩擦係合部１３４０のＶ字面１３４０ａが、Ｙ軸アクチュエータ１２
３０のＹ軸駆動シャフト１２３２の外周面に摩擦係合する。なお、Ｙ軸駆動シャフト１２
３２の外周面と、Ｖ字面１３４０ａとは、２本線で線接触している。具体的には、Ｖ字面
１３４０ａにおけるＶ字を構成する一方の面とＹ軸駆動シャフト１２３２の外周面とが線
接触し、Ｖ字面１３４０ａにおけるＶ字を構成する他方の面とＹ軸駆動シャフト１２３２
の外周面とが線接触している。
【０１８３】
　Ｙ軸摩擦係合部１３４０がＹ軸アクチュエータ１２３０のＹ軸駆動シャフト１２３２に
摩擦係合した状態で、Ｙ軸圧電素子１２３１がＹ軸方向に伸縮することで、Ｙ軸可動体１
３００がＹ軸方向に移動させられる。このように、Ｙ軸アクチュエータ１２３０は、Ｘ軸
可動体１２００とＹ軸可動体１３００とを連結し、Ｘ軸可動体１２００に対してＹ軸可動
体１３００をＹ軸方向に移動させる。すなわち、Ｘ軸可動体１２００及びＹ軸可動体１３
００は、ベース部材１１００に対して移動する可動体を構成する。ベース部材１１００に
対して移動する可動体（Ｘ軸可動体１２００及びＹ軸可動体１３００）のうち、Ｘ軸可動
体１２００は、ベース部材１１００に対してＸ軸方向に移動する。ベース部材１１００に
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対して移動する可動体（Ｘ軸可動体１２００及びＹ軸可動体１３００）のうち、Ｙ軸可動
体１３００は、ベース部材１１００に対してＸ軸方向及びＹ軸方向に移動する。
【０１８４】
　図３２に示すように、Ｙ軸摩擦係合部１３４０におけるＹ軸方向の長さは、Ｘ軸可動体
本体部１２１０に設けられた第１凸部１２１１と第２凸部１２１２との間の所定の隙間の
長さよりも短い。すなわち、Ｙ軸摩擦係合部１３４０におけるＹ軸方向の移動が、第１凸
部１２１１及び第２凸部１２１２によって規制される。このように、Ｘ軸可動体本体部１
２１０に設けられた第１凸部１２１１及び第２凸部１２１２は、Ｙ軸可動体１３００にお
けるＹ軸方向の移動範囲を規制するＹ軸ストッパ機構として機能する。
【０１８５】
　Ｙ軸可動体１３００は、Ｘ軸可動体１２００に対し、Ｙ軸摩擦係合部１３４０、Ｙ軸第
１支持部１３５１、及びＹ軸第２支持部１３５２の３カ所において、Ｙ軸方向に移動可能
に保持されている。押さえ部材１３４１及び３５３がＹ軸可動体本体部１３１０を持ち上
げていることにより、Ｙ軸可動体本体部１３１０はＸ軸可動体本体部１２１０から浮いた
状態となっている。
【０１８６】
　図２９に示すように、Ｙ軸可動体本体部１３１０におけるレンズキャリア１４００側の
面には、Ｚ軸アクチュエータ（第２アクチュエータ）１３３０が設けられている。Ｚ軸ア
クチュエータ１３３０は、Ｙ軸可動体本体部１３１０に設けられたアクチュエータ保持部
１３１０ｂによって保持されている。Ｚ軸アクチュエータ１３３０とＹ軸可動体１３００
の切欠き部１３１２とは、光軸Ｌを挟んで対向している。
【０１８７】
　Ｚ軸アクチュエータ１３３０は、スムーズインパクト駆動機構を構成するアクチュエー
タである。Ｚ軸アクチュエータ１３３０は、角柱状のＺ軸圧電素子１３３１、Ｚ軸駆動シ
ャフト１３３２、及び錘部１３３３を備えている。Ｚ軸圧電素子１３３１は、光軸Ｌ方向
に伸縮可能な素子である。Ｚ軸圧電素子１３３１は、Ｘ軸アクチュエータ１１３０のＸ軸
圧電素子１１３１と同様の構成を有している。Ｚ軸圧電素子１３３１に印加する電圧を制
御することで、Ｚ軸圧電素子１３３１の伸縮を制御することができる。
【０１８８】
　Ｚ軸駆動シャフト１３３２は、円柱状に形成され、円柱形状の軸線が光軸Ｌ方向に沿っ
て延びるように配置されている。Ｚ軸駆動シャフト１３３２は、Ｘ軸駆動シャフト１１３
２と同様に、カーボンファイバ等の繊維を含む複合樹脂材料で構成されている。Ｚ軸駆動
シャフト１３３２における光軸Ｌ方向の一方の端部は、Ｚ軸圧電素子１３３１における光
軸Ｌ方向の一方の端部に固定されている。
【０１８９】
　錘部１３３３は、Ｚ軸圧電素子１３３１における光軸Ｌ方向の他方の端部に固定されて
いる。錘部１３３３は、錘部１１３３と同様に、Ｚ軸駆動シャフト１３３２よりも重くな
るように設計されている。錘部１３３３が、Ｙ軸可動体本体部１３１０に設けられたアク
チュエータ保持部１３１０ｂに嵌め込まれて固定されることで、Ｚ軸アクチュエータ１３
３０がＹ軸可動体１３００に保持される。
【０１９０】
　Ｚ軸圧電素子１３３１とＺ軸駆動シャフト１３３２との固定、Ｚ軸圧電素子１３３１と
錘部１３３３との固定、錘部１３３３とアクチュエータ保持部１３１０ｂとの固定には、
エポキシ接着剤等の接着剤を用いることができる。
【０１９１】
　次に、レンズキャリア１４００の構成の詳細、及びＹ軸可動体１３００によるレンズキ
ャリア１４００の支持構成の詳細について説明する。図３３に示すように、レンズキャリ
ア１４００は、キャリア本体部１４１０、回止め凸部１４２０、係合部１４３０、及びキ
ャリア凸部１４４０を備えている。
【０１９２】
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　図３３～図３５に示すように、レンズキャリア１４００は、Ｙ軸可動体１３００のＹ軸
可動体本体部１３１０上において、第１側壁部１３１１ａ、第２側壁部１３１１ｂ、第３
側壁部１３１１ｃ及び第４側壁部１３１１ｄで囲まれるように配置される。キャリア本体
部１４１０には、光軸Ｌを中心とする円形の開口部１４１０ａが設けられている。キャリ
ア本体部１４１０に設けられた開口部１４１０ａと、Ｙ軸可動体本体部１３１０に設けら
れた開口部１３１０ａとは、略同じ大きさとなっている。キャリア本体部１４１０の開口
部１４１０ａには、レンズ４Ａが取り付けられる。すなわち、開口部１４１０ａの壁面が
、レンズ４Ａを取り付けるためのレンズ取付部１４１０ｂとなる。このように、キャリア
本体部１４１０にレンズ取付部１４１０ｂが設けられていることで、レンズキャリア１４
００は、レンズ４Ａを保持可能となる。レンズ４Ａは、複数のレンズで構成されたレンズ
ユニットであってもよく、単一のレンズであってもよい。
【０１９３】
　回止め凸部１４２０は、キャリア本体部１４１０の外周面から光軸Ｌに直交する方向に
沿って突出している。また、回止め凸部１４２０は、キャリア本体部１４１０の外周面に
おいて光軸Ｌに沿って延在している。回止め凸部１４２０は、上述したＹ軸可動体１３０
０の切欠き部１３１２に嵌り込む。回止め凸部１４２０の形状および寸法は、切欠き部１
３１２の形状及び寸法とほぼ同じであるが、切欠き部１３１２のほうがわずかに大きく、
回止め凸部１４２０を切欠き部１３１２に嵌め込むことができる。レンズキャリア１４０
０の回止め凸部１４２０とＹ軸可動体１３００の切欠き部１３１２との嵌合により、レン
ズキャリア１４００の光軸Ｌ周りの回転が抑制されている。
【０１９４】
　係合部１４３０は、Ｚ軸アクチュエータ１３３０のＺ軸駆動シャフト１３３２に係合す
る部材である。係合部１４３０は、弾性を有する金属製部材であり、キャリア本体部１４
１０の外周面に取り付けられている。係合部１４３０と回止め凸部１４２０とは、光軸Ｌ
を挟んで互いに略対向している。
【０１９５】
　係合部１４３０は、Ｚ軸駆動シャフト１３３２に摩擦係合するＺ軸摩擦係合部１４３１
と、押さえ部材１４３２とを備えている。Ｚ軸摩擦係合部１４３１は、略Ｖ字状に形成さ
れている。Ｚ軸摩擦係合部１４３１において、略Ｖ字状の内側面（第１内側面１４３１ａ
、第２内側面１４３１ｂ）が、Ｚ軸駆動シャフト１３３２の外周面に当接している。より
詳細には、Ｚ軸摩擦係合部１４３１（第１内側面１４３１ａ、第２内側面１４３１ｂ）は
、Ｚ軸駆動シャフト１３３２の外周面における光軸Ｌ側の部位に当接している。押さえ部
材１４３２は、Ｚ軸摩擦係合部１４３１とによってＺ軸駆動シャフト１３３２を挟み込ん
でいる。押さえ部材１４３２は、弾性を有している。押さえ部材１４３２の弾性によって
Ｚ軸摩擦係合部１４３１がＺ軸駆動シャフト１３３２側に付勢されることで、Ｚ軸摩擦係
合部１４３１がＺ軸駆動シャフト１３３２に摩擦係合する。
【０１９６】
　係合部１４３０のＺ軸摩擦係合部１４３１がＺ軸アクチュエータ１３３０のＺ軸駆動シ
ャフト１３３２に摩擦係合した状態で、Ｚ軸圧電素子１３３１が光軸Ｌ方向に伸縮するこ
とで、レンズキャリア１４００が光軸Ｌ方向に移動させられる。このように、Ｚ軸アクチ
ュエータ１３３０は、Ｙ軸可動体１３００とレンズキャリア１４００とを連結し、Ｙ軸可
動体１３００に対してレンズキャリア１４００をＺ軸方向に移動させる。
【０１９７】
　キャリア凸部１４４０は、キャリア本体部１４１０の外周面に設けられ、キャリア本体
部１４１０の外周面から光軸Ｌに直交する方向に沿って突出している。キャリア凸部１４
４０は、キャリア本体部１４１０の外周面において、係合部１４３０の近傍に設けられて
いる。
【０１９８】
　図３４等に示されるように、Ｚ軸アクチュエータ１３３０の少なくとも一部は、光軸Ｌ
方向においてレンズキャリア１４００と重なっている。すなわち、Ｚ軸アクチュエータ１



(31) JP 6863146 B2 2021.4.21

10

20

30

40

50

３３０の少なくとも一部は、光軸Ｌ方向に直交する方向から見たときに、レンズキャリア
１４００と重なっている。
【０１９９】
　図３６に示すように、補助部材１５００は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、レンズキ
ャリア１４００を囲む略四角枠形状をなしている。補助部材１５００は、Ｙ軸可動体１３
００に取り付けられている。
【０２００】
　なお、説明の便宜上、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、補助部材１５００の外周縁を構
成する４つの辺を、それぞれ辺Ｈ１０５１、辺Ｈ１０５２、辺Ｈ１０５３、及び辺Ｈ１０
５４という。図３６及び図３２に示すように、辺Ｈ１０５１は、補助部材１５００がＹ軸
可動体１３００に重ねられた状態で光軸Ｌ方向に沿って見たときに、光軸Ｌに対してＹ軸
可動体１３００の辺Ｈ１０３１側に位置する辺である。同様に、辺Ｈ１０５２は、光軸Ｌ
に対してＹ軸可動体１３００の辺Ｈ１０３２側に位置する辺である。辺Ｈ１０５３は、光
軸Ｌに対してＹ軸可動体１３００の辺Ｈ１０３３側に位置する辺である。辺Ｈ１０５４は
、光軸Ｌに対してＹ軸可動体１３００の辺Ｈ１０３４側に位置する辺である。
【０２０１】
　また、辺Ｈ１０５１と辺Ｈ１０５４とが接続されることで形成される角部を、角部Ｋ１
という。同様に、辺Ｈ１０５４と辺Ｈ１０５２とが接続されることで形成される角部を、
角部Ｋ２という。辺Ｈ１０５２と辺Ｈ１０５３とが接続されることで形成される角部を、
角部Ｋ３という。辺Ｈ１０５３と辺Ｈ１０５１とが接続されることで形成される角部を、
角部Ｋ４という。
【０２０２】
　補助部材１５００の角部Ｋ１は、Ｙ軸可動体１３００の第１側壁部１３１１ａに支持(
固定)されている。角部Ｋ２は、Ｙ軸可動体１３００の第２側壁部１３１１ｂに支持（固
定）されている。角部Ｋ３は、Ｙ軸可動体１３００の第３側壁部１３１１ｃに支持（固定
）されている。角部Ｋ４は、Ｙ軸可動体１３００の第４側壁部１３１１ｄに支持（固定）
されている。
【０２０３】
　補助部材１５００は、Ｚ軸アクチュエータ１３３０のＺ軸駆動シャフト１３３２を光軸
Ｌ方向に移動可能に支持している。補助部材１５００は、Ｚ軸駆動シャフト１３３２の外
周面に少なくとも２点で接することで、Ｚ軸アクチュエータ１３３０を支持する。より詳
細には、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、Ｚ軸アクチュエータ１３３０は、補助部材１５
００の枠内において、角部Ｋ３の内側に位置している。角部Ｋ３の内側面がＺ軸駆動シャ
フト１３３２の外周面に当接することで、補助部材１５００がＺ軸アクチュエータ１３３
０を支持している。光軸Ｌ方向に沿って見たときに、角部Ｋ３の内側面と、係合部１４３
０のＺ軸摩擦係合部１４３１とによってＺ軸駆動シャフト１３３２が挟み込まれている。
【０２０４】
　本実施形態では、辺Ｈ１０５３の内側部分に支持凸部１５１０が設けられている。光軸
Ｌに沿って見たときに、Ｚ軸駆動シャフト１３３２は、支持凸部１５１０と辺Ｈ１０５２
との間に位置している。Ｚ軸駆動シャフト１３３２は、辺Ｈ１０５３においては、支持凸
部１５１０よりも辺Ｈ１０５２側の部位、及び支持凸部１５１０の辺Ｈ１０５２側を向く
部位の２カ所で支持されている。また、Ｚ軸駆動シャフト１３３２は、辺Ｈ１０５２にお
いては、辺Ｈ１０５３が接続される側の端部近傍の部位の１カ所で支持されている。これ
により、Ｚ軸駆動シャフト１３３２は、角部Ｋ３において、合計３カ所で支持されている
。
【０２０５】
　図３７に示すように、補助部材１５００の辺Ｈ１０５２の内側には、段部１５２０が設
けられている。段部１５２０は、辺Ｈ１０５２におけるＹ軸可動体本体部１３１０側に対
して反対側の端部が光軸Ｌ側に向かって張り出すことによって形成されている。段部１５
２０におけるＹ軸可動体１３００側を向く面を補助部材側当接部１５２１とする。補助部
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材側当接部１５２１は、光軸Ｌ方向に沿って見たときに、キャリア凸部１４４０の一部と
重なっている。キャリア凸部１４４０における補助部材側当接部１５２１と対向する面を
キャリア側当接部１４４１とする。すなわち、キャリア側当接部１４４１は、キャリア凸
部１４４０におけるＹ軸可動体本体部１３１０側の面に対して反対側の面である。
【０２０６】
　このように、補助部材１５００の補助部材側当接部１５２１と、レンズキャリア１４０
０のキャリア側当接部１４４１とが光軸Ｌ方向において対向している。これにより、レン
ズキャリア１４００がＹ軸可動体１３００に対して光軸Ｌ方向に所定距離離れた位置に移
動したときに、補助部材側当接部１５２１とキャリア側当接部１４４１とが当接し、レン
ズキャリア１４００における光軸Ｌ方向の移動が制限される。このように、補助部材側当
接部１５２１及びキャリア側当接部１４４１は、レンズキャリア１４００における光軸Ｌ
方向の移動を制限するキャリアストッパ機構として機能する。
【０２０７】
　図３６に示すように、キャリアストッパ機構を構成する補助部材側当接部１５２１(段
部１５２０)及びキャリア側当接部１４４１（キャリア凸部１４４０）は、補助部材１５
００の角部のうちＺ軸アクチュエータ１３３０が配置された角部Ｋ３に設けられている。
【０２０８】
　次に、各アクチュエータに接続される電気配線、Ｘ軸可動体１２００等の位置を検出す
るセンサ、及び各センサに接続される電気配線について説明する。まず、ベース部材１１
００に設けられる電気配線及びセンサについて説明する。図２１に示すように、ベース本
体部１１１０におけるＸ軸可動体１２００が重ねられる側の面には、ホールセンサＨＳ１
００１００１、ホールセンサＨＳ１００２、及び電気配線Ｗ１１０１～Ｗ１１１８が設け
られている。
【０２０９】
　ホールセンサＨＳ１００１は、ベース部材１１００に対してＸ軸方向に移動するＸ軸可
動体１２００の位置を検出する位置センサとして機能する。ホールセンサＨＳ１００１は
、ベース本体部１１１０において開口部１１１０ａよりも辺Ｈ１０１３側に設けられてい
る。ホールセンサＨＳ１００１には、電気配線Ｗ１１０１～Ｗ１１０４の一端側が接続さ
れている。電気配線Ｗ１１０１～Ｗ１１０４の他端側は、ベース本体部１１１０の辺Ｈ１
０１３まで延びている。
【０２１０】
　電気配線Ｗ１１０５及びＷ１１０６の一端側はＸ軸アクチュエータ１１３０のＸ軸圧電
素子１１３１に接続され、他端側はベース本体部１１１０の辺Ｈ１０１３まで延びている
。電気配線Ｗ１１０５及びＷ１１０６は、Ｘ軸圧電素子１１３１に電力を供給する。
【０２１１】
　ベース本体部１１１０における辺Ｈ１０１３と辺Ｈ１０１２とが接続される角部には、
凹状の接続点Ｐ１０３１及びＰ１０３２が設けられている。電気配線Ｗ１１０７及びＷ１
１０８の一端側は、それぞれ接続点Ｐ１０３１及びＰ１０３２まで延び、他端側はベース
本体部１１１０の辺Ｈ１０１３まで延びている。ベース本体部１１１０における辺Ｈ１０
１３と辺Ｈ１０１１とが接続される角部には、凹状の接続点Ｐ１０４１及びＰ１０４２が
設けられている。電気配線Ｗ１１０９及びＷ１１１０の一端側は、それぞれ接続点Ｐ１０
４１及びＰ１０４２まで延び、他端側はベース本体部１１１０の辺Ｈ１０１３まで延びて
いる。
【０２１２】
　ホールセンサＨＳ１００２は、ベース部材１１００に対してＹ軸方向に移動するＹ軸可
動体１３００の位置を検出する位置センサとして機能する。ホールセンサＨＳ１００２は
、ベース本体部１１１０において辺Ｈ１０１１と辺Ｈ１０１４とが接続される角部近傍の
位置に設けられている。ホールセンサＨＳ１００２は、ベース本体部１１１０においてＹ
軸可動体１３００側に向けて隆起する隆起部１１１０ｃ上に設けられている。ホールセン
サＨＳ１００２には、電気配線Ｗ１１１１～Ｗ１１１４の一端側が接続されている。電気
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配線Ｗ１１１１～Ｗ１１１４の他端側は、ベース本体部１１１０の辺Ｈ１０１４まで延び
ている。
【０２１３】
　なお、図２３に示すように、Ｘ軸可動体１２００のＸ軸可動体本体部１２１０は、ホー
ルセンサＨＳ１００２及び隆起部１１１０ｃと干渉しないように、光軸Ｌ方向に沿って見
たときにホールセンサＨＳ１００２及び隆起部１１１０ｃを避けた形状となっている。
【０２１４】
　図２１に示すように、ベース本体部１１１０における辺Ｈ１０１１と辺Ｈ１０１４とが
接続される角部には、凹状の接続点Ｐ１０１１及びＰ１０１２が設けられている。電気配
線Ｗ１１１５及びＷ１１１６の一端側は、それぞれ接続点Ｐ１０１１及びＰ１０１２まで
延び、他端側はベース本体部１１１０の辺Ｈ１０１４まで延びている。ベース本体部１１
１０における辺Ｈ１０１２と辺Ｈ１０１４とが接続される角部には、凹状の接続点Ｐ１０
２１及びＰ１０２２が設けられている。電気配線Ｗ１１１７及びＷ１１１８の一端側は、
それぞれ接続点Ｐ１０２１及びＰ１０２２まで延び、他端側はベース本体部１１１０の辺
Ｈ１０１４まで延びている。
【０２１５】
　接続点Ｐ１０１１の開口の縁部は、凹状の底部側に向けて径が小さくなる略テーパ状に
形成されている。接続点Ｐ１０１２，Ｐ１０２１，Ｐ１０２２，Ｐ１０３１，Ｐ１０３２
，Ｐ１０４１及びＰ１０４２の開口の縁部についても、接続点Ｐ１０１１の開口の縁部と
同様に、略テーパ状に形成されている。
【０２１６】
　次に、Ｘ軸可動体１２００に設けられる電気配線等について説明する。図２３に示すよ
うに、Ｘ軸可動体１２００には、磁石ＭＧ１００１、電気配線Ｗ１２０１及びＷ１２０２
が設けられている。磁石ＭＧ１００１は、Ｘ軸可動体本体部１２１０におけるＹ軸可動体
１３００が重ねられる側の面において、第１凸部１２１１と第２凸部１２１２との間の位
置に設けられた凹部内に取り付けられている。なお、ベース部材１１００に設けられたホ
ールセンサＨＳ１００１と磁石ＭＧ１００１とは、光軸Ｌ方向において位置が重なってい
る。ホールセンサＨＳ１００１は、Ｘ軸可動体本体部１２１０と共に移動する磁石ＭＧ１
００１の磁界の変化に基づいて、ベース部材１１００に対するＸ軸可動体１２００の位置
を検出する。Ｘ軸アクチュエータ１１３０は、ホールセンサＨＳ１００１の検出結果に基
づいてフィードバック制御される。
【０２１７】
　立上がり部１２６０の張出部１２６０ａにおいてＹ軸可動体１３００側の面には、接続
点Ｑ１０４１及びＱ１０４２が設けられている。接続点Ｑ１０４１及びＱ１０４２は、張
出部１２６０ａを光軸Ｌ方向において貫通する孔状となっている。接続点Ｑ１０４１及び
Ｑ１０４２におけるＹ軸可動体１３００側の開口の縁部は、ベース部材１１００側の開口
に向けて径が小さくなる略テーパ状に形成されている。
【０２１８】
　Ｘ軸可動体１２００がベース部材１１００に対してＸ軸基準位置に位置している状態に
おいて、光軸Ｌに沿って見たときに、接続点Ｑ１０４１及びＱ１０４２は、ベース本体部
１１１０に設けられた接続点Ｐ１０４１及びＰ１０４２とそれぞれ位置が一致している。
なお、このＸ軸基準位置とは、ベース部材１１００に対してＸ軸可動体１２００をＸ軸方
向に移動させる前の位置（初期位置）である。一例として、Ｘ軸可動体１２００のＸ軸摩
擦係合部１２４０がベース部材１１００の第１凸部１１１１と第２凸部１１１２との中間
に位置するときのＸ軸可動体１２００の位置である。
【０２１９】
　電気配線Ｗ１２０１及びＷ１２０２の一端側はＹ軸アクチュエータ１２３０のＹ軸圧電
素子１２３１に接続され、他端側は張出部１２６０ａに設けられた接続点Ｑ１０４１及び
Ｑ１０４２までそれぞれ延びている。電気配線Ｗ１２０１及びＷ１２０２は、Ｙ軸圧電素
子１２３１に電力を供給する。
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【０２２０】
　Ｘ軸可動体１２００の立上がり部１２６０に設けられた電気配線Ｗ１２０１と、ベース
部材１１００に設けられた電気配線（第１電力供給配線）Ｗ１１０９とは、導電性を有す
るサスペンションワイヤ（第１サスペンションワイヤ）ＳＷ１０４１によって接続されて
いる。立上がり部１２６０に設けられた電気配線Ｗ１２０２と、ベース部材１１００に設
けられた電気配線（第１電力供給配線）Ｗ１１１０とは、導電性を有するサスペンション
ワイヤ（第１サスペンションワイヤ）ＳＷ１０４２によって接続されている。このように
、レンズ駆動装置１Ａは、ベース部材１１００とＸ軸可動体１２００とを接続する２本の
サスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２を備えている。Ｙ軸アクチュエータ
１２３０は、サスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２を介してベース部材１
１００に設けられた電気配線Ｗ１１０９及びＷ１１１０にそれぞれ接続される。
【０２２１】
　具体的には、サスペンションワイヤＳＷ１０４１の一端は接続点Ｐ１０４１に挿入され
、他端は接続点Ｑ１０４１に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０４１と電気配
線Ｗ１１０９とは、接続点Ｐ１０４１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに
接続されている。なお、接続点Ｐ１０４１の開口の縁部がテーパ状に形成されていること
により、ハンダ又は導電ペースト等を接続点Ｐ１０４１内に流し込みやすくなり、サスペ
ンションワイヤＳＷ１０４１と電気配線Ｗ１１０９とを容易に接続できる。また、サスペ
ンションワイヤＳＷ１０４１を容易に実装することができる。接続点Ｐ１０４２等の他の
接続点と、サスペンションワイヤＳＷ１０４２等の他のサスペンションワイヤとの接続に
おいても、接続点の開口の縁部がテーパ状に形成されているため、接続点Ｐ１０４１の場
合と同様の効果を奏する。サスペンションワイヤＳＷ１０４１と電気配線Ｗ１２０１とは
、接続点Ｑ１０４１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
【０２２２】
　サスペンションワイヤＳＷ１０４２の一端は接続点Ｐ１０４２に挿入され、他端は接続
点Ｑ１０４２に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０４２と電気配線Ｗ１１１０
とは、接続点Ｐ１０４２においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されてい
る。サスペンションワイヤＳＷ１０４２と電気配線Ｗ１２０２とは、接続点Ｑ１０４２に
おいてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
【０２２３】
　ここで、図２９に示すように、張出部１２６０ａは、Ｙ軸可動体本体部１３１０におけ
るＸ軸可動体１２００側の面よりも、光軸Ｌ方向においてレンズキャリア１４００側に位
置している。すなわち、張出部１２６０ａに設けられた電気配線Ｗ１２０１及びＷ１２０
２とサスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２とのそれぞれの接続位置は、Ｙ
軸可動体本体部１３１０におけるＸ軸可動体１２００側の面よりも、光軸Ｌ方向において
レンズキャリア１４００側に位置している。Ｘ軸可動体１２００に立上がり部１２６０を
設けてサスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２の一端を接続することにより
、Ｘ軸可動体１２００側の電気配線Ｗ１２０１及びＷ１２０２とサスペンションワイヤＳ
Ｗ１０４１及びＳＷ１０４２との接続位置をベース部材１１００から離す（遠い位置にす
る）ことができる。
【０２２４】
　次に、Ｙ軸可動体１３００に設けられる電気配線等について説明する。図１９及び図２
９に示すように、Ｙ軸可動体１３００には、ホールセンサＨＳ１００３、磁石ＭＧ１００
２、電気配線Ｗ１３０１～Ｗ１３０６が設けられている。磁石ＭＧ１００２は、Ｙ軸可動
体本体部１３１０における第１側壁部１３１１ａが立ち上がる角部に設けられている。な
お、ベース部材１１００に設けられたホールセンサＨＳ１００２と磁石ＭＧ１００２とは
、光軸Ｌ方向において位置が重なっている。ホールセンサＨＳ１００２は、Ｙ軸可動体本
体部１３１０と共に移動する磁石ＭＧ１００２の磁界の変化に基づいて、ベース部材１１
００に対するＹ軸可動体１３００の位置を検出する。Ｙ軸アクチュエータ１２３０は、ホ
ールセンサＨＳ１００２の検出結果に基づいてフィードバック制御される。
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【０２２５】
　第１配線接続部１３２１における補助部材１５００側の面には、接続点Ｑ１０１１及び
Ｑ１０１２が設けられている。接続点Ｑ１０１１及びＱ１０１２は、第１配線接続部１３
２１を光軸Ｌ方向において貫通する孔状となっている。接続点Ｑ１０１１及びＱ１０１２
における補助部材１５００側の開口の縁部は、ベース部材１１００側の開口に向けて径が
小さくなる略テーパ状に形成されている。
【０２２６】
　第２配線接続部１３２２における補助部材１５００側の面には、接続点Ｑ１０２１及び
Ｑ１０２２が設けられている。接続点Ｑ１０２１及びＱ１０２２は、第２配線接続部１３
２２を光軸Ｌ方向において貫通する孔状となっている。接続点Ｑ１０２１及びＱ１０２２
における補助部材１５００側の開口の縁部は、ベース部材１１００側の開口に向けて径が
小さくなる略テーパ状に形成されている。
【０２２７】
　第３配線接続部１３２３における補助部材１５００側の面には、接続点Ｑ１０３１及び
Ｑ１０３２が設けられている。接続点Ｑ１０３１及びＱ１０３２は、第３配線接続部１３
２３を光軸Ｌ方向において貫通する孔状となっている。接続点Ｑ１０３１及びＱ１０３２
における補助部材１５００側の開口の縁部は、ベース部材１１００側の開口に向けて径が
小さくなる略テーパ状に形成されている。
【０２２８】
　Ｙ軸可動体１３００がベース部材１１００に対してＹ軸基準位置に位置し、且つＸ軸可
動体１２００がベース部材１１００に対してＸ軸基準位置に位置している状態において、
光軸Ｌに沿って見たときに、接続点Ｑ１０１１及びＱ１０１２は、ベース本体部１１１０
に設けられた接続点Ｐ１０１１及びＰ１０１２とそれぞれ位置が一致している。同様に、
接続点Ｑ１０２１及びＱ１０２２は、ベース本体部１１１０に設けられた接続点Ｐ１０２
１及びＰ１０２２とそれぞれ位置が一致している。接続点Ｑ１０３１及びＱ１０３２は、
ベース本体部１１１０に設けられた接続点Ｐ１０３１及びＰ１０３２とそれぞれ位置が一
致している。
【０２２９】
　なお、このＹ軸基準位置とは、Ｘ軸可動体１２００がＸ軸基準位置に位置し、且つ、ベ
ース部材１１００に対してＹ軸可動体１３００をＹ軸方向に移動させる前の位置（初期位
置）である。一例として、Ｘ軸可動体１２００がＸ軸基準位置に位置し、且つ、Ｙ軸可動
体１３００のＹ軸摩擦係合部１３４０がＸ軸可動体１２００の第１凸部１２１１と第２凸
部１２１２との中間に位置するときのＹ軸可動体１３００の位置である。
【０２３０】
　ホールセンサＨＳ１００３は、Ｙ軸可動体１３００に対して光軸Ｌ方向に移動するレン
ズキャリア１４００の位置を検出する位置センサとして機能する。ホールセンサＨＳ１０
０３は、第２側壁部１３１１ｂにおける開口部１３１０ａ側の面に設けられている。ホー
ルセンサＨＳ１００３には、電気配線Ｗ１３０１～Ｗ１３０４の一端側が接続されている
。電気配線（第２電気配線）Ｗ１３０１及びＷ１３０２の他端側は、第１配線接続部１３
２１に設けられた接続点Ｑ１０１１及びＱ１０１２までそれぞれ延びている。電気配線（
第１電気配線）Ｗ１３０３及びＷ１３０４の他端側は、第２配線接続部１３２２に設けら
れた接続点Ｑ１０２１及びＱ１０２２までそれぞれ延びている（図１９参照）。
【０２３１】
　電気配線Ｗ１３０５及びＷ１３０６の一端側はＺ軸アクチュエータ１３３０のＺ軸圧電
素子１３３１に接続され、他端側は第３配線接続部１３２３に設けられた接続点Ｑ１０３
１及びＱ１０３２までそれぞれ延びている。電気配線Ｗ１３０５及びＷ１３０６は、Ｚ軸
圧電素子１３３１に電力を供給する。
【０２３２】
　Ｙ軸可動体１３００の第１配線接続部１３２１に設けられた電気配線Ｗ１３０１と、ベ
ース部材１１００に設けられた電気配線Ｗ１１１５とは、導電性を有するサスペンション



(36) JP 6863146 B2 2021.4.21

10

20

30

40

50

ワイヤＳＷ１０１１によって接続されている。第１配線接続部１３２１に設けられた電気
配線Ｗ１３０２と、ベース部材１１００に設けられた電気配線Ｗ１１１６とは、導電性を
有するサスペンションワイヤＳＷ１０１２によって接続されている。
【０２３３】
　具体的には、サスペンションワイヤＳＷ１０１１の一端は接続点Ｐ１０１１に挿入され
、他端は接続点Ｑ１０１１に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０１１と電気配
線Ｗ１１１５とは、接続点Ｐ１０１１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに
接続されている。サスペンションワイヤＳＷ１０１１と電気配線Ｗ１３０１とは、接続点
Ｑ１０１１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。また、サ
スペンションワイヤＳＷ１０１２の一端は接続点Ｐ１０１２に挿入され、他端は接続点Ｑ
１０１２に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０１２と電気配線Ｗ１１１６とは
、接続点Ｐ１０１２においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
サスペンションワイヤＳＷ１０１２と電気配線Ｗ１３０２とは、接続点Ｑ１０１２におい
てハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
【０２３４】
　Ｙ軸可動体１３００の第２配線接続部１３２２に設けられた電気配線Ｗ１３０３と、ベ
ース部材１１００に設けられた電気配線Ｗ１１１７とは、導電性を有するサスペンション
ワイヤＳＷ１０２１によって接続されている（図１９参照）。第２配線接続部１３２２に
設けられた電気配線Ｗ１３０４と、ベース部材１１００に設けられた電気配線Ｗ１１１８
とは、導電性を有するサスペンションワイヤＳＷ１０２２によって接続されている。
【０２３５】
　具体的には、サスペンションワイヤＳＷ１０２１の一端は接続点Ｐ１０２１に挿入され
、他端は接続点Ｑ１０２１に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０２１と電気配
線Ｗ１１１７とは、接続点Ｐ１０２１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに
接続されている。サスペンションワイヤＳＷ１０２１と電気配線Ｗ１３０３とは、接続点
Ｑ１０２１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。また、サ
スペンションワイヤＳＷ１０２２の一端は接続点Ｐ１０２２に挿入され、他端は接続点Ｑ
１０２２に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０２２と電気配線Ｗ１１１８とは
、接続点Ｐ１０２２においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
サスペンションワイヤＳＷ１０２２と電気配線Ｗ１３０４とは、接続点Ｑ１０２２におい
てハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
【０２３６】
　Ｙ軸可動体１３００の第３配線接続部１３２３に設けられた電気配線Ｗ１３０５と、ベ
ース部材１１００に設けられた電気配線（第２電力供給配線）Ｗ１１０７とは、導電性を
有するサスペンションワイヤ（第２サスペンションワイヤ）ＳＷ１０３１によって接続さ
れている（図１９参照）。第３配線接続部１３２３に設けられた電気配線Ｗ１３０６と、
ベース部材１１００に設けられた電気配線（第２電力供給配線）Ｗ１１０８とは、導電性
を有するサスペンションワイヤ（第２サスペンションワイヤ）ＳＷ１０３２によって接続
されている。このように、レンズ駆動装置１Ａは、ベース部材１１００とＹ軸可動体１３
００とを接続する２本のサスペンションワイヤＳＷ１０３１及びＳＷ１０３２を備えてい
る。Ｚ軸アクチュエータ１３３０は、サスペンションワイヤＳＷ１０３１及びＳＷ１０３
２を介してベース部材１１００に設けられた電気配線Ｗ１１０７及びＷ１１０８にそれぞ
れ接続される。
【０２３７】
　具体的には、サスペンションワイヤＳＷ１０３１の一端は接続点Ｐ１０３１に挿入され
、他端は接続点Ｑ１０３１に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０３１と電気配
線Ｗ１１０７とは、接続点Ｐ１０３１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに
接続されている。サスペンションワイヤＳＷ１０３１と電気配線Ｗ１３０５とは、接続点
Ｑ１０３１においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。また、サ
スペンションワイヤＳＷ１０３２の一端は接続点Ｐ１０３２に挿入され、他端は接続点Ｑ
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１０３２に通されている。サスペンションワイヤＳＷ１０３２と電気配線Ｗ１１０８とは
、接続点Ｐ１０３２においてハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
サスペンションワイヤＳＷ１０３２と電気配線Ｗ１３０６とは、接続点Ｑ１０３２におい
てハンダ又は導電ペースト等によって互いに接続されている。
【０２３８】
　Ｙ軸可動体１３００に設けられた電気配線Ｗ１３０１～Ｗ１３０６とサスペンションワ
イヤＳＷ１０１１，ＳＷ１０１２，ＳＷ１０２１，ＳＷ１０２２，ＳＷ１０３１及びＳＷ
１０３２との各接続位置は、ベース部材１１００からの光軸Ｌ方向に沿った高さ位置が互
いに略同じである。また、Ｙ軸可動体１３００に設けられた電気配線Ｗ１３０１とサスペ
ンションワイヤＳＷ１０１１との接続位置と、Ｘ軸可動体１２００に設けられた電気配線
Ｗ１２０１とサスペンションワイヤＳＷ１０４１との接続位置とは、ベース部材１１００
からの光軸Ｌ方向に沿った高さ位置が互いに略同じである。なお、ここでの「高さが互い
に略同じ」とは、高さが互いに完全に一致している場合、及び、高さを揃えるという趣旨
の範囲で多少の差異がある場合も含む。これにより、サスペンションワイヤＳＷ１０１１
，ＳＷ１０１２，ＳＷ１０２１，ＳＷ１０２２,ＳＷ１０３１,ＳＷ１０３２，ＳＷ１０４
１及びＳＷ１０４２の長さが互いに略同じとなる。
【０２３９】
　図２１に示すように、サスペンションワイヤＳＷ１０１１及びＳＷ１０１２を一組とし
、サスペンションワイヤＳＷ１０２１及びＳＷ１０２２を一組とし、サスペンションワイ
ヤＳＷ１０３１及びＳＷ１０３２を一組とし、サスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳ
Ｗ１０４２を一組とする。サスペンションワイヤの各組は、ベース部材１１００の４つの
角部にそれぞれ位置している。
【０２４０】
　図２９等に示すように、サスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２は、立上
がり部１２６０において外側に向けて張り出す張出部１２６０ａに設けられた電気配線Ｗ
１２０１及びＷ１２０２に接続される。このように張出部１２６０ａを設けることで、Ｘ
軸可動体１２００がベース部材１１００に対してＸ軸方向に移動した場合に、サスペンシ
ョンワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２が立上がり部１２６０の基端部に当接すること
を防止できる。
【０２４１】
　また、サスペンションワイヤＳＷ１０１１及びＳＷ１０１２は、第１側壁部１３１１ａ
から外側に向けて張り出す第１配線接続部１３２１に設けられた電気配線Ｗ１３０１及び
Ｗ１３０２に接続される。このように、第１配線接続部１３２１を設けることで、Ｙ軸可
動体１３００がベース部材１１００に対してＸ軸方向及びＹ軸方向に移動した場合に、サ
スペンションワイヤＳＷ１０１１及びＳＷ１０１２が第１側壁部１３１１ａの基端部に当
接することを防止できる。第２配線接続部１３２２側及び第３配線接続部１３２３側につ
いても同様に、サスペンションワイヤＳＷ１０２１及びＳＷ１０２２が第２側壁部１３１
１ｂの基端部に当接すること、及び、サスペンションワイヤＳＷ１０３１及びＳＷ１０３
２が第３側壁部１３１１ｃの基端部に当接することを防止できる。
【０２４２】
　次に、レンズキャリア１４００に設けられる磁石ＭＧ１００３について説明する。図３
５に示すように、キャリア本体部１４１０におけるホールセンサＨＳ１００３と対向する
位置には、磁石ＭＧ１００３が設けられる。ホールセンサＨＳ１００３は、キャリア本体
部１４１０と共に移動する磁石ＭＧ１００３の磁界の変化に基づいて、Ｙ軸可動体１３０
０に対するレンズキャリア１４００の位置を検出する。Ｚ軸アクチュエータ１３３０は、
ホールセンサＨＳ１００３の検出結果に基づいてフィードバック制御される。
【０２４３】
　以上のようにレンズ駆動装置１によれば、ベース部材１１００、Ｘ軸アクチュエータ１
１３０、Ｘ軸可動体１２００、Ｙ軸アクチュエータ１２３０、Ｙ軸可動体１３００、Ｚ軸
アクチュエータ１３３０、及びレンズキャリア１４００の順で各部材が順次連結される。
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これにより、Ｘ軸アクチュエータ１１３０がベース部材１１００に対してＸ軸可動体１２
００を移動させた場合、Ｘ軸アクチュエータ１１３０によって、Ｘ軸可動体１２００から
レンズキャリア１４００までの部材全体（Ｘ軸可動体１２００、Ｙ軸アクチュエータ１２
３０、Ｙ軸可動体１３００、Ｚ軸アクチュエータ１３３０、及びレンズキャリア１４００
）が移動させられる。Ｙ軸アクチュエータ１２３０がＸ軸可動体１２００に対してＹ軸可
動体１３００を移動させた場合、Ｙ軸アクチュエータ１２３０によって、Ｙ軸可動体１３
００からレンズキャリア１４００までの部材全体（Ｙ軸可動体１３００、Ｚ軸アクチュエ
ータ１３３０、及びレンズキャリア１４００）が移動させられる。Ｚ軸アクチュエータ１
３３０がＹ軸可動体１３００に対してレンズキャリア１４００を移動させた場合、Ｚ軸ア
クチュエータ１３３０によってレンズキャリア１４００のみが移動させられる。これによ
り、Ｘ軸アクチュエータ１１３０、Ｙ軸アクチュエータ１２３０、及びＺ軸アクチュエー
タ１３３０がそれぞれ各部材を移動させた場合であっても、部材同士で移動が妨げられる
ことが無い。これにより、レンズ駆動装置１Ａは、移動する部材同士でクロストークが生
じることを抑制できる。
【０２４４】
　レンズ駆動装置１Ａは、ベース部材１１００とＸ軸可動体１２００とを接続する２本の
サスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２を備えている。この場合、レンズ駆
動装置１Ａは、ベース部材１１００に対して移動するＹ軸アクチュエータ１２３０に対し
てサスペンションワイヤＳＷ１０４１及びＳＷ１０４２を介して電力を供給できる。
【０２４５】
　レンズ駆動装置１Ａは、ベース部材１１００とＹ軸可動体１３００とを接続する２本の
サスペンションワイヤＳＷ１０３１及びＳＷ１０３２を備えている。この場合、レンズ駆
動装置１Ａは、ベース部材１１００に対して移動するＺ軸アクチュエータ１３３０に対し
てサスペンションワイヤＳＷ１０３１及びＳＷ１０３２を介して電力を供給できる。
【０２４６】
　Ｚ軸アクチュエータ１３３０の少なくとも一部は、光軸Ｌ方向においてレンズキャリア
１４００と重なっている。この場合、レンズ駆動装置１Ａは、低背化が可能となる。
【０２４７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるも
のではない。例えば、第１実施形態におけるレンズ駆動装置１は、補助体２００及び可動
体３００に代えて、Ｘ軸方向及びＹ軸方向に移動可能なＸＹ可動体を備えていてもよい。
この場合、レンズ駆動装置１は、Ｘ軸アクチュエータ１３０及びＹ軸アクチュエータ２３
０に代えて、ＸＹ可動体をＸ軸方向及びＹ軸方向に移動させるＸＹ軸アクチュエータ（第
１アクチュエータ）を備えていてもよい。同様に、第２実施形態におけるレンズ駆動装置
１Ａは、Ｘ軸可動体１２００及びＹ軸可動体１３００に代えて、Ｘ軸方向及びＹ軸方向に
移動可能なＸＹ可動体を備えていてもよい。この場合、レンズ駆動装置１Ａは、Ｘ軸アク
チュエータ１１３０及びＹ軸アクチュエータ１２３０に代えて、ＸＹ可動体をＸ軸方向及
びＹ軸方向に移動させるＸＹ軸アクチュエータ（第１アクチュエータ）を備えていてもよ
い。
【０２４８】
　Ｘ軸アクチュエータ１３０，１１３０、Ｙ軸アクチュエータ２３０，１２３０、及びＺ
軸アクチュエータ３３０，１３３０は、圧電素子を用いた機構以外の機構であってもよい
。また、レンズ駆動装置１，１Ａは、ホールセンサＨＳ１～ＨＳ３，ＨＳ１００１～１０
０３を用いて移動する部材の位置を検出したが、ホールセンサ以外の位置センサを用いて
もよい。
【０２４９】
　第１実施形態におけるサスペンションワイヤＳＷ１２とサスペンションワイヤＳＷ１３
とは、ベース本体部１１０における４つの辺Ｈ１１～Ｈ１４のうち、同じ辺に設けられて
いてもよい。
【符号の説明】
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【０２５０】
　１，１Ａ…レンズ駆動装置、４，４Ａ…レンズ、１００，１１００…ベース部材、１１
０，１１１０…ベース本体部、１１０ａ，１１１０ａ…開口部、２００…補助体（可動体
，Ｘ軸可動体）、１３０，１１３０…Ｘ軸アクチュエータ（第１アクチュエータ）、２３
０，１２３０…Ｙ軸アクチュエータ（第１アクチュエータ）、３００…可動体（Ｙ軸可動
体）、３３０，１３３０…Ｚ軸アクチュエータ（第２アクチュエータ）、４００，１４０
０…レンズキャリア、１２００…Ｘ軸可動体（可動体）、１３００…Ｙ軸可動体（可動体
）、Ｌ…光軸、ＳＷ１２，ＳＷ１０４１，ＳＷ１０４２…サスペンションワイヤ（第１サ
スペンションワイヤ）、ＳＷ１３，ＳＷ１０３１，ＳＷ１０３２…サスペンションワイヤ
（第２サスペンションワイヤ）、Ｔ１１～Ｔ１３…突起部、Ｗ１２，Ｗ１１０９，Ｗ１１
１０…電気配線（第１電力供給配線）、Ｗ１３，Ｗ１１０７，Ｗ１１０８…電気配線（第
２電力供給配線）。

【図１】 【図２】
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