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(57)【要約】
【課題】　配線溝構造を備えるレンズユニット駆動装置
を提供することを課題とする。
【解決手段】　　本発明は、駆動コイルと板ばねとを含
むレンズユニット駆動装置を提供する。該駆動コイルは
、レンズホルダを駆動するためのものであり、該板ばね
は該レンズホルダの衝撃を吸収できる。駆動コイルと板
ばねとが電気的に接続し、両者の接続部に特別な湾曲配
線及び湾曲配線収容溝を設けることでその機械的安定性
が向上する。
【選択図】　　　図１Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１枚のレンズを収容し、外表面を有するレンズホルダと、
　前記レンズホルダの外表面に固定され、且つ両端を有する駆動コイルと、
　一部が前記レンズホルダの外表面に固着される板ばねと、を含むレンズユニット駆動装
置において、
　　　前記板ばねは、前記駆動コイルの一端と電気的に接続している第１部分、及び前記
駆動コイルの他端と電気的に接続している第２部分を有し、
　　　前記駆動コイルの一端が湾曲部を有し、
　前記レンズホルダの外表面の前記湾曲部に対応する箇所に、前記湾曲部を収容するため
の凹溝が設けられていることを特徴とするレンズユニット駆動装置。
【請求項２】
　前記板ばねは、平面を有し、前記駆動コイルの前記一端が前記平面に平行すると共に前
記板ばねまで延伸し、前記湾曲部が、前記平面に平行する前記一端に設けられていること
を特徴とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項３】
　前記板ばねは、平面を有し、前記駆動コイルの前記一端が前記駆動コイルから前記凹溝
に沿って前記平面まで延伸し、前記湾曲部が前記平面と前記駆動コイルとの間に設けられ
ていることを特徴とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項４】
　前記駆動コイルの前記一端は、別の湾曲部を備え、前記別の湾曲部が前記凹溝に収容さ
れていることを特徴とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項５】
　前記駆動コイルの前記他端は、別の湾曲部を備え、前記レンズホルダが別の凹溝を備え
、前記別の湾曲部が前記別の凹溝に収容されていることを特徴とする請求項１に記載のレ
ンズユニット駆動装置。
【請求項６】
　前記湾曲部の湾曲方向は、前記レンズホルダの凹溝位置によって決定されることを特徴
とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項７】
　前記板ばねは、第１枠部と第１把持部と第２枠部と第２把持部とを含み、第１把持部と
第２把持部が前記第１枠部と第２枠部からそれぞれ延伸すると共に前記レンズホルダにそ
れぞれ固着され、前記第１枠部とそれらの第１把持部は前記板ばねの第１部分を構成し、
前記第２枠部とそれらの第２把持部が前記板ばねの第２部分を構成することを特徴とする
請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズユニット駆動装置に関し、特に、導線収容溝構造を備えるレンズユニ
ット駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラモジュールは普及しており、特にモバイルデバイスにおいて応用範囲が益
々広がってきた。多くのモバイルデバイス上のレンズユニット、例えばビデオ通話用レン
ズユニット及び風景撮り用レンズユニットなどは、光学式手振れ補正（Ｏｐｔｉｃａｌ　
ｉｍａｇｉｎｇ　ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ、ＯＩＳ）搭載のレンズユニット及びボイ
スコイルモータ（ｖｏｉｃｅ　ｃｏｉｌ　ｍｏｔｏｒ、ＶＣＭ）搭載のレンズユニットが
主流となりつつある。ＯＩＳレンズユニットは、ユーザが不安定な環境下でレンズユニッ
トの能動機構を通じて風景撮り用レンズユニットの結像光路を安定させ、ＶＣＭ構造がレ
ンズユニットのフォーカス調整を提供する。
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【０００３】
　ＶＣＭレンズユニットは、主にレンズユニットと該レンズユニットと結合される駆動装
置とを含む。レンズユニット自体が結像を実行する過程（画像を感光素子上に投射する）
において、物体距離の違いにより、該駆動装置が自体の距離測定メカニズムによってレン
ズユニットを駆動し、該レンズユニット或いはレンズユニット内のレンズ（場合によって
その他の結像素子も含まれる）を適切な位置に移動させることで、ピント調整の効果を奏
する。
【０００４】
　該駆動装置の設計も多くの異なる形態がある。例えば、駆動装置は、駆動コイルと磁石
とホール素子（Ｈａｌｌ　Ｓｅｎｓｏｒ）と／或いは制御回路とを含み、駆動コイルはレ
ンズユニット上（或いはレンズユニットと連動する素子の上に統合）に統合されることが
でき、磁石は少なくとも一部の磁場が駆動コイルをカバーするように駆動コイルの付近に
駆動コイルと接触せず配置できる。レンズユニットの設計又は駆動力の方式により、駆動
コイルと磁石の外形構造、配置位置及び数量の選択も様々な可能性がある。ホール素子は
、例えばレンズユニットのような適切な位置に配置されることで、レンズユニットの変位
による磁場変化を検出する。ホール素子の検出結果に基づき、制御回路は駆動信号を駆動
コイルに伝送し、駆動コイルが発生した電磁力を介してレンズユニットを駆動する。
【０００５】
　上記駆動コイルと制御回路は、電気的に接続する。一般的に言うと、ＯＩＳレンズユニ
ットとＶＣＭレンズユニットはいずれも少なくとも１個の板ばねを含み、前記板ばねはレ
ンズユニットの移動経路上に設けられることで、レンズユニットの移動可能範囲を制限す
ると共に緩衝を提供する。板ばねは、一般的に導電材質（例えば金属）を選択するため、
信号は制御回路から伝わるとともに、板ばねを経由して駆動コイルに伝送されることがで
きる。駆動コイルと板ばねの導電経路は、導線の一端を板ばね上のコンタクトパッドに溶
接することで、電気的な接続を形成する。板ばねの設計は、レンズユニットが受けた衝撃
を軽減できる。しかしながら、衝撃は一定の程度を超えた時、導線と板ばねの機械的結合
構造が過大な引張りに耐えられないため、導線が切れて板ばねから外れる。よって、レン
ズユニットの駆動機構は、激しい衝突を受けて駆動装置に障害を与えてしまう。
【０００６】
　これにより、レンズユニット駆動装置は激しい衝突を受けた後もやはり駆動コイルと板
ばねの電気的な接続を維持できるよう確保するため、導線の接続方式及び衝撃に耐えられ
る機構の設計は解決すべき課題となっていた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、比較的小さな導線張力と、装置の受ける衝撃に対処する緩衝ゾーンと
を有する配線溝構造を備えるレンズユニット駆動装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、レンズホルダと駆動コイルと板ばねとを含むレン
ズユニット駆動装置を提供する。前記レンズホルダは、少なくとも１枚のレンズを収容す
る。前記駆動コイルは、該レンズホルダの外表面に固定され、且つ該駆動コイルが両端を
有する。該板ばねの一部は、該レンズホルダの外表面に固着され、該板ばねが第１部分と
第２部分とを有し、且つ該第１部分及び該第２部分が該駆動コイルの一端及び他端と各々
電気的に接続し、該駆動コイルの該一端が湾曲部を有する。該レンズホルダの外表面の該
湾曲部に対応する箇所に、該湾曲部を収容するための凹溝が設けられている。該湾曲部の
湾曲方向は、該レンズホルダの凹溝位置によって決定される。
【０００９】
　本発明の機構設計によれば、導線構造の緊張度合いを低下させる。よって、衝撃を受け
た時、導線が張力の増加により切れることを避けることができる。また、衝撃を受けた時
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、導線が振動を受ける可能性もある。該レンズホルダの凹溝構造は、更に湾曲部の緩衝空
間を提供し、激しい衝撃を受けた時、該湾曲部がレンズホルダに衝突して折れるおそれを
避ける。言い換えると、本発明の機構設計により、レンズユニット駆動装置に一層好適な
機械的安定性を与えることで、回路の安定性を確保する。
【００１０】
　本発明の前記各方面及び他の方面は、下記に限定されない具体的実施例を添付図面に基
づいて詳細に説明すると、更に理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】本発明の実施例１に係るレンズユニット駆動装置を示す斜視分解図である。
【図１Ｂ】図１Ａの一部の構成要素の組み合わせ示す図である。
【図１Ｃ】図１Ｂの組み合わせられた構成要素の部分拡大図である。
【図２Ａ】本発明の実施例２に係るレンズユニット駆動装置を示す斜視分解図である。
【図２Ｂ】図２Ａの一部の構成要素の組み合わせを示す図である。
【図２Ｃ】図２Ｂの組み合わせられた構成要素の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の技術的特徴、内容及び利点並びに達成できる効果を審査官に更に理解してもら
うため、以下に本発明を、実施例を挙げて図面に基づいて詳細に説明する。使用する図面
の趣旨は、明細書の理解を助けるために用いられるが、必ずしも本発明実施後の真の比率
と正確な配置ではないため、添付図面の比率と配置関係により本発明の実際の実施上にお
ける権利範囲が解釈、制限されるべきものではない。この点につき、予め説明しておく。
【実施例１】
【００１３】
　図１Ａ乃至図１Ｃは、本発明に係る配線溝構造を備えるレンズユニット駆動装置の実施
例１で、図１Ａはレンズユニットモジュール１の斜視分解図で、本発明の実施例１に係る
レンズユニット駆動装置を含んでいる。図１Ａに示すように、該レンズユニットモジュー
ル１は、主に筐体１１とレンズホルダ１２と台座１３とレンズユニット駆動装置とを含む
。各構成要素の詳細な特徴は、後記の段落で説明する。
【００１４】
　該筐体１１は、外表面１１１と裏表面１１２とを備える。該筐体１１は、その他の構成
要素を収容するために用いられる収容空間を該裏表面１１２で定義する。該筐体１１の一
面に風景撮り穴１１３が開けられ、該風景撮り穴１１３の孔径は光を取り込むことができ
る寸法である。該筐体１１及び該収容空間は略矩形を呈するが、これに限らない。図１Ａ
において、該筐体１１の裏表面１１２からは複数の切り起こし１１２１が延伸でき、且つ
これら複数の切り起こし１１２１は風景撮り穴１１３の周縁から筐体１１の内方へ延伸し
、該収容空間内のリミット部材とし、その関連の説明は後記の段落で記述する。
【００１５】
　該レンズホルダ１２は、略環形を呈する機構で、外表面１２１と裏表面１２２とを備え
る。該レンズホルダ１２の裏表面１２２はレンズ収容空間を定義する。該レンズ収容空間
は、少なくとも１枚のレンズ（図示略）を安定的に収容できる。該レンズは、該レンズユ
ニットモジュール１に光軸Ｏを持たせることを決定する。図１Ａに示すように、該レンズ
ホルダ１２の裏表面１２２は、模様（例えばねじ）（図示略）が形成されてレンズが機械
的結合方式で該収容空間内に収容されることができる。或いは光学接着剤接着方式でレン
ズをその中に固定することもできる。図１Ａに示すように、該レンズホルダ１２の外表面
１２１に複数の受け部１２３が形成されることができ、これら複数の受け部１２３の位置
と筐体１１の裏表面１１２内の切り起こし１１２１とが互いに対応する。前記受け部１２
３は、例えばスライドレールのような構造を略形成し、且つ方向が光軸Ｏと略平行とする
ことができる。これら複数の切り起こし１１２１がこれらの複数の受け部１２３に各々滑
り込んで接合されることで、該レンズホルダ１２が該筐体１１の収容空間内に安定的に収
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容されることができ、筐体１１に対して回転することはない。
【００１６】
　該台座１３の構造は、略基板を呈する。該台座１３は、該筐体１１内のレンズホルダ１
２と互いに対応するように、一般機械的構造を用いて該筐体１１と結合されて、該レンズ
ホルダ１２が筐体１１及び台座１３で覆われて、該レンズユニットモジュール１の主な仕
組みを構成する。該台座１３は光軸Ｏ方向に光出射穴１３１が開けられて、レンズのピン
ト合わせ後の光が出射し感光素子（図示略）に投射されるために用いられる。
【００１７】
　該レンズユニットモジュール１は、上部板ばね１４と複数の磁石１５と駆動コイル１６
と下部板ばね１７とを含む（これは、ＶＣＭ機構の部材である）。上部板ばね１４と下部
板ばね１７は、光軸Ｏ方向に沿って該レンズホルダ１２の両側に各々配置される。上部板
ばね１４は、筐体１１とレンズホルダ１２との間に設けられ、下部板ばね１７が台座１３
とレンズホルダ１２との間に設けられる。上部板ばね１４の形状は、筐体１１の収容空間
にほぼ合致し、下部板ばね１７の構造は後記の段落で説明する。レンズホルダ１２が光軸
Ｏ方向に沿って移動し、レンズホルダ１２が上部板ばね１４及び下部板ばね１７と接触す
ると、板ばねの弾性がレンズホルダ１２の移動を制限し、レンズホルダ１２の衝撃を吸収
できる。前記複数の磁石１５は、筐体１１とレンズホルダ１２との間に配置されるが、レ
ンズホルダ１２に抵触しない。例えばこれら複数の磁石１５は、筐体１１の裏表面１１２
に固定され、レンズホルダ１２の外表面１２１と適切な間隔を保つことができる。前記駆
動コイル１６は、略環状体に巻き付けると共にレンズホルダ１２の外表面１２１に嵌設で
きるが、レンズホルダ１２の受け部１２３が筐体１１の切り起こし１１２１を受けること
を妨害せず、これら複数の磁石１５と適切な間隔を保つ。その他の実施例において、コイ
ルの設置方式は少なくとも１個の駆動コイルとすることができ、また該レンズホルダ１２
の少なくとも一側に設けられる。該駆動コイル１６と該下部板ばね１７と該レンズホルダ
１２とは本実施例のレンズユニット駆動装置の一部を構成し、その連接方式を後記の段落
で説明する。
【００１８】
　図１Ｂを参照すると、これは図１Ａによるレンズホルダ１２と駆動コイル１６と下部板
ばね１７とを組み立てた斜視図である。該下部板ばね１７は、主に第１枠部１７１と複数
の第１把持部１７２と第２枠部１７３と複数の第２把持部１７４で構成される。該第１枠
部１７１とこれらの第１把持部１７２は該下部板ばね１７の第１部分を構成し、該第２枠
部１７３とこれらの第２把持部１７４が該下部板ばね１７の第２部分を構成する。該第１
枠部１７１と該第２枠部１７３は、筐体１１の収容空間と略近似する形状で配置され、該
第１枠部１７１の一側に第１ピン１７１１が形成され、該第２枠部１７３の一側に第２ピ
ン１７３１が形成される。該第１枠部１７１と該第２枠部１７３とは互いに接触しないた
め、該下部板ばね１７に２個の導電経路を持たせる。
【００１９】
　再度図１Ａを参照すると、該第１ピン１７１１と第２ピン１７３１は台座１３に向かっ
て延伸し、組み立てた後、これらの枠部１７１と１７３が該台座１３に固定され、これら
複数のピン１７１１と１７３１が該台座１３の周囲を迂回する（図示略）。前記ピン１７
１１、１７３１は、回路の出力端（図示略）、例えば回路の正極・負極に電気的に接続す
るよう設けられる。この回路は、レンズユニットを駆動するための制御回路とすることが
でき、この制御回路は特定の状況に基づいて制御信号を出力するとともに、これら複数の
ピン１７１１と１７３１とを経由して下部板ばね１７に伝送できる。
【００２０】
　もう一度図１Ｂを参照すると、前記把持部１７２、１７４は、該第１枠部１７１と該第
２枠部１７３から内方へ各々延伸して蛇行アームを形成し、前記把持部１７２と１７４の
一端がレンズホルダ１２（固定方法は後記の段落で説明する）に固定連接する。これを介
して、該レンズホルダ１２と該台座１３との間が弾性的に連接する。
【００２１】
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　図１Ｃを参照すると、図１Ｂのいずれかの第１把持部１７２を示す部分拡大図である。
該第１把持部１７２は、結合孔１７２１（その他の把持部も同樣にこの構造を備える）を
備え、各結合孔１７２１がレンズホルダ１２上の凸起１２４に対応し、これを介してこれ
ら複数の第１把持部１７２、第２把持部１７４が該レンズホルダ１２に固定連接される。
駆動コイル１６は導線を巻き付けてなり、該導線の両端（図において両端のうちの一端１
６１のみを表示）はいずれかの第１把持部１７２及びいずれかの第２把持部１７４と電気
的に接続する。一般的に言うと、溶接部１６２を通じて該導線の一端１６１を該第１把持
部１７２の一端（第２把持部も同様）に固定できる。こうすることで、下部板ばね１７の
２個の伝送経路を経由して制御信号が更に溶接部１６２を通じて該駆動コイル１６に伝送
されることができる。
【００２２】
　上述の概念を上部板ばね１４に適用することも実施可能な手段である。本発明は、下部
板ばね１７を導電経路とすることに限るものではない。簡単に言うと、実施例１において
、前記板ばねは、平面を有し、駆動コイルの一端及び／或いは他端が該平面に平行すると
共に把持部まで延伸する。前記湾曲部は該平面に平行する該一端及び／或いは他端に設け
られる。
【００２３】
　特に、本実施例の導線の一端１６１における該溶接部１６２に近いセグメントに湾曲部
１６３が設けられ、レンズホルダ１２上に該湾曲部１６３に対向して凹溝１２５が設けら
れている。しかしながら、若干の実施例において、該凹溝１２５の設置は省略できる。該
湾曲部１６３は、略円弧状を呈し、これにより、該導線の一部セグメントが延伸して該凹
溝１２５内に収容されることができる（図に表示されないが、レンズホルダ１２に、導線
の他端に対応して別の凹溝を設け、該導線の他端に、該別の凹溝に対応して別の湾曲部も
設ける）。このレンズホルダ１２の凹溝構造は、射出成形の製作時一緒に形成できる。該
湾曲部１６３は、特別な治具を介して導線を（凹溝１２５の方向に沿って）所定の形状に
折り曲げることができ、本発明の実施例に示す円弧状（例えば本発明の実施例２の態樣）
に限定しない。その他の実施例において、該導線の複数のセグメントに湾曲部を設けるこ
とで、該導線の受けた張力を軽減する。
【００２４】
　先行技術に比べて、本発明の実施例１で提供する導線の湾曲部１６３は、導線の緊張度
合い（ｔｈｅ　ｅｘｔｅｎｔ　ｏｆ　ｔｅｎｓｉｏｎ）を低下させる。よって、衝撃を受
けた時、該湾曲部１６３は導線が張力の増加によって切れることを避けることができる。
このほかに、該レンズホルダ１２の凹溝１２５は、更に該湾曲部１６３に緩衝空間を提供
して、激しい衝撃を受けた時、該湾曲部１６３がレンズホルダ１２に衝突して折れること
を避ける。この凹溝１２５の設置は、湾曲部１６３とレンズホルダ１２との間の緩衝距離
を増加して互いに衝突して導線が切れてレンズユニット駆動装置が断線状態になることを
避けることができる。言い換えると、本発明の実施例１の改良手段は、駆動コイルの電気
的な接続上の機械的安定性を向上させる。
【実施例２】
【００２５】
　本発明に係る配線溝構造を備えるレンズユニット駆動装置はその他の設計が異なるレン
ズユニットモジュールに使用されることができる。図２Ａは、本発明の実施例２に係るレ
ンズユニット駆動装置を含むレンズユニットモジュール２を示す。そこで、レンズユニッ
トモジュール２は、筐体２１とレンズホルダ２２と台座２３とを含み、実施例１と類似す
るため、近似の構造特徴は繰り返し説明しない。
【００２６】
　該筐体２１は、外表面２１１と裏表面２１２とを備える。該筐体２１及びその収容空間
は、略矩形を呈するが、これに限るものではない。該筐体２１の裏表面２１２からは、複
数の切り起こし２１２１が延伸でき、且つこれら複数の切り起こし２１２１は該筐体２１
の風景撮り穴（図示略）の周縁から筐体２１の内方へ延伸し、該レンズホルダ２２のリミ
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ット部材とすることができる。
【００２７】
　該レンズホルダ２２は、略環形を呈する機構で、外表面２２１と裏表面２２２とを備え
る。該レンズホルダ２２の裏表面２２２はレンズ収容空間を定義することで、少なくとも
１枚のレンズ（図示略）を安定して収容できる。該レンズは、該レンズユニットモジュー
ル２に光軸Ｏを持たせることを決定する。該レンズホルダ２２の外表面２２１に複数の受
け部２２３が形成されることができ、これら複数の受け部２２３の位置と筐体２１内の切
り起こし２１２１が互いに対応する。これら複数の切り起こし２１２１がこれらの複数の
受け部２２３に各々滑り込んで接合されることで、該レンズホルダ２２が該筐体２１の収
容空間内に安定的に収容されることができ、筐体２１に対して回転することはない。
【００２８】
　該台座２３の構造は、略基板を呈し、一般機械的構造を通じて該筐体２１と結合される
ことで、該レンズホルダ２２が筐体２１内に覆われて、該レンズユニットモジュール２の
主な構造を構成する。該台座２３の一側に２個の切欠溝２３１が設けられている。これら
複数の切欠溝２３１は特定形状を有して、対応の形状を有する第１ピン２３２と第２ピン
２３３とを各々固定収容する。
【００２９】
　該レンズユニットモジュール２は、上部板ばね２４と複数の磁石２５と駆動コイル２６
と下部板ばね２７とをさらに含む（これは、ＶＣＭ機構の部材である）。上部板ばね２４
と下部板ばね２７は、光軸Ｏ方向に沿って該レンズホルダ２２の両側に各々配置され、且
つ該レンズホルダ２２を挟持し、板ばねの弾性を利用してレンズホルダ２２に緩衝を与え
、レンズホルダ２２の衝撃を吸収できる。これら複数の磁石２５は、筐体２１内の隅部に
固定されるが、レンズホルダ２２に接触しない。該駆動コイル２６は、略環状体に巻き付
けると共にレンズホルダ２２の外表面２２１に嵌設できるが、レンズホルダ２２の受け部
２２３が筐体２１の切り起こし２１２１を受けることを妨害せず、これら複数の磁石２５
と適切な間隔を保つ。該駆動コイル２６と該下部板ばね２７と該レンズホルダ２２とは本
実施例のレンズユニット駆動装置の一部を構成し、その連接方式を後記の段落で説明する
。
【００３０】
　図２Ｂを参照すると、レンズホルダ２２と駆動コイル２６と下部板ばね２７とを順次に
組み立てた斜視図である。該下部板ばね２７は、主に２個の第１枠部２７１と第１把持部
２７２と２個の第２枠部２７３と第２把持部２７４で構成される。これらの第１枠部２７
１と該第１把持部２７２は該下部板ばね２７の第１部分を構成し、これらの第２枠部２７
３と該第２把持部２７４が該下部板ばね２７の第２部分を構成する。該下部板ばね２７の
第１部分と第２部分とが接触しないため、該下部板ばね２７に２個の導電経路を持たせる
。これら第１枠部２７１と第２枠部２７３とは、略枠形構造のように配置する。前記枠部
２７１、２７３は、機械的機構を通じて台座２３に固定され、例えば締付機構を通じて固
定される。これらの枠部２７１と２７３とが互いに分離する。いずれかの第１枠部２７１
といずれかの第２枠部２７３は、第１切欠部２７１１と第２切欠部２７３１が各々設けら
れている。台座２３が取り付けられた後、前記第１ピン２３２、第２ピン２３３はこれら
切欠部２７１１、２７３１（図示略）に整合して連接することで、電気的な接続を形成す
る。
【００３１】
　該第１把持部２７２、該第２把持部２７４は、該第１枠部２７１と該第２枠部２７３か
ら内方へ延伸して蛇行アームを形成すると共に該レンズホルダ２２の一面と接触する。前
記把持部２７２と２７４は、特定の幾何学的構造を呈し、この幾何学的構造を通じてこれ
らの把持部２７２と２７４とがレンズホルダ１２を把持する。これを介して該レンズホル
ダ２２が該台座２３と弾性的に連接する。
【００３２】
　該駆動コイル２６は、両端を有し、下部板ばね２７の第１把持部２７２と第２把持部２
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７４に各々連接する。図２Ｃを参照すると、駆動コイル２６の一端２６１は溶接部２６２
を通じて該第１把持部２７２と電気的に接続する。こうすると、下部板ばね２７を経由し
て伝送される制御信号は、更に溶接部２６２を経由して該駆動コイル２６に伝送されるこ
とができる。
【００３３】
　実施例１と同じように、ここの導線の一端２６１の該溶接部２６２に近いセグメントに
湾曲部２６３が設けられ、レンズホルダ２２上に該湾曲部２６３に対向して凹溝２２４が
設けられている。該凹溝２２４の凹み方向は該導線の一端が呈することができる湾曲方向
を決定する（図示しないが、レンズホルダ２２に、導線の他端に対応して別の凹溝を設け
、該導線の他端に該別の凹溝に対応して別の湾曲部も設ける）。図２Ｃ内に示す導線は、
駆動コイル２６から延出して該凹溝２２４に向かって１回目の湾曲（該導線の一部セグメ
ントが延伸して該凹溝２２４内に収容される）を行い、次に該導線が壁面に沿って２回目
の湾曲を行って該第１把持部２７２に向かって延伸する。特に、上記湾曲は、自然湾曲で
はなく、特別な治具で呈した特定湾曲である。
【００３４】
　上記実施例は、駆動コイルの一端のみを示し、実際、駆動コイルの両端は同じ配置を有
することができる。上述の概念を上部板ばね２４に適用することも実施可能な手段である
。本発明は、下部板ばね２７による導電経路とすることに限るものではない。簡単に言う
と、実施例２において、前記板ばねは平面を有し、駆動コイルの一端及び／或いは他端は
該駆動コイルから前記凹溝に沿って該平面まで延伸する。前記湾曲部は、該平面と該駆動
コイルとの間に設けられる。本発明その他の実施例において、下部板ばねの構成は、２個
以上のシート体（図示略）を含むことができるが、少なくとも第１部分と第２部分とを含
まなければならず、該第１部分と該第２部分は駆動コイルの一端及び他端に各々電気的に
接続できる。
【００３５】
　本発明の実施例１と同じように、実施例２で提供する導線湾曲部２６３は、導線の緊張
度合いを低下させる。よって、衝撃を受けた時、該湾曲部２６３は導線が張力の増加によ
って切れることを避けることができる。このほかに、該レンズホルダ２２の凹溝２２４は
、更に該湾曲部２６３に緩衝空間を提供し、激しい衝撃を受けた時、該湾曲部２６３がレ
ンズホルダ２２に衝突して折れることを避ける。この凹溝２２４の設置は、湾曲部２６３
とレンズホルダ２２との間の緩衝距離を増加して互いに衝突して導線が切れてレンズユニ
ット駆動装置が断線状態になることを避けることができる。
【００３６】
　以上に述べたものを取りまとめ、本発明が提出した配線溝構造を備えるレンズユニット
駆動装置内の凹溝配置は、導線の一端がどのような湾曲形態で板ばねに連接するかを決定
する。この湾曲部を介して、導線自体の張力を低下できる。これに対して、導線自体の耐
衝撃性を高めることができ、レンズユニット駆動装置に好ましい回路／機械的安定性を持
たせる。本発明の実施例は、ＶＣＭレンズユニットのみを例示したが、本発明の概念がこ
れに限られるものではない。同じ発明精神の下で、ＯＩＳレンズユニットも適用でき、本
発明の範疇から逸脱するものではない。
【００３７】
　これにより、本発明の配線溝構造を備えるレンズユニット駆動装置の好ましい実施例は
、上記説明及び図面で説明した。本明細書内で開示された全ての特徴は、その他の方法と
結合でき、本明細書内に開示されている各特徴は選択的に同一、同等又は近似の目的特徴
で代替できる。よって、特別顕著な特徴を除き、全ての本明細書で開示される特徴は、同
等或いはいは近似特徴のうちの一つの例だけである。本発明の好ましい実施例の記述を経
た後、当業者は本発明が実際新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有する発明であり
、発展価値を極めて有することを理解すべきである。本発明は当業者が種々なる変更、修
正、改良等を実施できるが、特許の請求範囲で保護しようとするものを含む。
【符号の説明】



(9) JP 2016-206639 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

【００３８】
１　レンズユニットモジュール
１１　筐体
１１１　外表面
１１２　裏表面
１１２１　切り起こし
１１３　風景撮り穴
１２　レンズホルダ
１２１　外表面
１２２　裏表面
１２３　受け部
１２４　凸起
１２５　凹溝
１３　台座
１３１　光出射穴
１４　上部板ばね
１５　磁石
１６　駆動コイル
１６１　導線の一端
１６２　溶接部
１６３　湾曲部
１７　下部板ばね
１７１　第１枠部
１７１１　第１ピン
１７２　第１把持部
１７２１　結合孔
１７３　第２枠部
１７３１　第２ピン
１７４　第２把持部
２　レンズユニットモジュール
２１　筐体
２１１　外表面
２１２　裏表面
２１２１　切り起こし
２２　レンズホルダ
２２１　外表面
２２２　裏表面
２２３　受け部
２２４　凹溝
２３　台座
２３１　切欠溝
２３２　第１ピン
２３３　第２ピン
２４　上部板ばね
２５　磁石
２６　駆動コイル
２６１　駆動コイルの一端
２６２　溶接部
２６３　湾曲部
２７　下部板ばね
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２７１　第１枠部
２７１１　第１切欠部
２７２　第１把持部
２７３　第２枠部
２７３１　第２切欠部
２７４　第２把持部
Ｏ　光軸

【図１Ａ】 【図１Ｂ】



(11) JP 2016-206639 A 2016.12.8

【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月2日(2016.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１枚のレンズを収容し、外表面を有するレンズホルダと、
　前記レンズホルダの外表面に固定され、且つ両端を有する駆動コイルと、
　一部が前記レンズホルダの外表面に固着される板ばねと、を含むレンズユニット駆動装
置において、
　　　前記板ばねは、前記駆動コイルの一端と電気的に接続している第１部分、及び前記
駆動コイルの他端と電気的に接続している第２部分を有し、
　　　前記駆動コイルの一端が所定の形状に折り曲げられた湾曲部を有し、
　前記レンズホルダの外表面の前記湾曲部に対応する箇所に、前記湾曲部を収容するため
の凹溝が設けられていることを特徴とするレンズユニット駆動装置。
【請求項２】
　前記板ばねは、平面を有し、前記駆動コイルの前記一端が前記平面に平行すると共に前
記板ばねまで延伸し、前記湾曲部が、前記平面に平行する前記一端に設けられていること
を特徴とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項３】
　前記板ばねは、平面を有し、前記駆動コイルの前記一端が前記駆動コイルから前記凹溝
に沿って前記平面まで延伸し、前記湾曲部が前記平面と前記駆動コイルとの間に設けられ
ていることを特徴とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項４】
　前記駆動コイルの前記一端は、別の湾曲部を備え、前記別の湾曲部が前記凹溝に収容さ
れていることを特徴とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項５】
　前記駆動コイルの前記他端は、別の湾曲部を備え、前記レンズホルダが別の凹溝を備え
、前記別の湾曲部が前記別の凹溝に収容されていることを特徴とする請求項１に記載のレ
ンズユニット駆動装置。
【請求項６】
　前記湾曲部の湾曲方向は、前記レンズホルダの凹溝の位置及び凹み方向によって決定さ
れることを特徴とする請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【請求項７】
　前記板ばねは、第１枠部と第１把持部と第２枠部と第２把持部とを含み、第１把持部と
第２把持部が前記第１枠部と第２枠部からそれぞれ延伸すると共に前記レンズホルダにそ
れぞれ固着され、前記第１枠部とそれらの第１把持部は前記板ばねの第１部分を構成し、
前記第２枠部とそれらの第２把持部が前記板ばねの第２部分を構成することを特徴とする
請求項１に記載のレンズユニット駆動装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、レンズホルダと駆動コイルと板ばねとを含むレン
ズユニット駆動装置を提供する。前記レンズホルダは、少なくとも１枚のレンズを収容す
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る。前記駆動コイルは、該レンズホルダの外表面に固定され、且つ該駆動コイルが両端を
有する。該板ばねの一部は、該レンズホルダの外表面に固着され、該板ばねが第１部分と
第２部分とを有し、且つ該第１部分及び該第２部分が該駆動コイルの一端及び他端と各々
電気的に接続し、該駆動コイルの該一端が所定の形状に折り曲げられた湾曲部を有する。
該レンズホルダの外表面の該湾曲部に対応する箇所に、該湾曲部を収容するための凹溝が
設けられている。該湾曲部の湾曲方向は、該レンズホルダの凹溝位置によって決定される
。



(14) JP 2016-206639 A 2016.12.8

フロントページの続き

(72)発明者  呉　富源
            台湾台北市南港區三重路６６號７樓
Ｆターム(参考) 2H044 BE02  BE07  BE10  BE16  BE17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

