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(57)【要約】
【課題】振動や衝撃に対する耐久性を確保しつつ小型化
を図る上で有利な撮像装置を提供する。
【解決手段】撮像装置２０は、カメラモジュール２２と
、カメラモジュール２２が装着されるソケット２４とを
含んで構成されている。カメラ本体２８の４つの側面（
長辺側側面２８０６、短辺側側面２８０８）に弾接し、
複数の接片３２と複数の接続端子４２とを接続した状態
で４つの側壁３６０４との間に隙間Ｓ１を確保してカメ
ラモジュール２２を底壁３６０２上で４つの側壁３６０
４の内側に弾性支持する弾性片４０が各側壁３６０４に
それぞれ設けられている。弾性片４０は、該弾性片４０
が設けられた側壁３６０４の厚さ方向に弾性変形可能に
設けられている。弾性片４０に対応する各側壁３６０４
の箇所に、弾性片４０が弾性変形を行うための弾性変形
用欠部３６２０、３６３０が形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形板状を呈し厚さ方向の一方の面に臨ませて撮影光学系が組み込まれたカメラ本体と
、前記撮影光学系によって導かれた被写体像を撮像する撮像素子と、前記撮像素子から出
力される撮像信号を入力して所定の信号処理を行なう信号処理部と、前記カメラ本体の厚
さ方向の他方の面に取着された基板と、前記基板が前記カメラ本体と反対側に臨む面に形
成され前記信号処理部に接続された複数の接片とを含んで構成されるカメラモジュールと
、
　前記カメラモジュールが装着されるソケットと、
　を備える撮像装置であって、
　前記ソケットは、絶縁性を有する材料で形成されその内側に前記カメラモジュールが収
容される大きさの矩形状の底壁およびこの底壁の４辺から起立する４つの側壁とを有する
ソケット本体と、前記底壁に設けられ前記複数の接片に接続可能な複数の接続端子とを備
え、
　前記一方の面の各辺に連なる前記カメラ本体の４つの側面に弾接し、前記複数の接片と
前記複数の接続端子とを接続した状態で前記４つの側壁との間に隙間を確保して前記カメ
ラモジュールを前記底壁上で前記４つの側壁の内側に弾性支持する弾性片が各側壁にそれ
ぞれ設けられ、
　前記弾性片は、該弾性片が設けられた前記側壁の厚さ方向に弾性変形可能に設けられ、
　前記弾性片に対応する各側壁の箇所に、前記弾性片が弾性変形を行うための弾性変形用
欠部が形成されている、
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記弾性変形用欠部は、前記側壁の厚さ方向に貫通形成されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記弾性変形用欠部は、前記側壁の厚さ方向に貫通し前記底壁から離れた前記側壁の上
端に開放状に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記弾性片は、前記各側壁の延在方向に間隔をおいた２箇所に弾接するように２つ設け
られ、
　前記弾性変形用欠部は、それら２つの弾性片に対応した前記側壁の２箇所にそれぞれ設
けられ、
　前記各弾性変形用欠部は、前記側壁の厚さ方向に貫通し前記底壁から離れた前記側壁の
上端に開放状に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記弾性片は、前記各側壁の延在方向に間隔をおいた２箇所に弾接するように２つ設け
られ、
　前記弾性変形用欠部は、それら２つの弾性片が弾性変形できる大きさの単一の欠部で構
成され、
　前記単一の欠部は、前記側壁の厚さ方向に貫通し前記底壁から離れた前記側壁の上端に
開放状に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項６】
　電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成され前記４つの側壁を覆うソケット用遮蔽板
が設けられ、
　前記ソケット用遮蔽板は前記各側壁に取着されて配設され、
　前記弾性片は前記ソケット用遮蔽板に一体に形成されている、
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　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記４つの側壁は、それぞれ互いに向かい合う内面と、この内面と反対に位置する外面
とを有し、
　電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成されたソケット用遮蔽板が設けられ、
　前記ソケット用遮蔽板は前記各側壁に取着されて配設され各側壁の外面を覆う本体板部
を有し、
　前記弾性片は前記本体板部に一体に形成され、
　前記弾性片は、前記底壁から離れた前記本体板部の上端から第１の屈曲部を介して前記
本体板部から前記側壁の内面方向に離れた箇所で前記底壁方向に延在している、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記４つの側壁は、それぞれ互いに向かい合う内面と、この内面と反対に位置する外面
とを有し、
　電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成されたソケット用遮蔽板が設けられ、
　前記ソケット用遮蔽板は前記各側壁に取着されて配設され各側壁の外面を覆う本体板部
を有し、
　前記ソケット用遮蔽板に前記弾性片と取り付け片とが一体に形成され、
　前記弾性片は、前記底壁から離れた前記本体板部の上端から第１の屈曲部を介して前記
本体板部から前記側壁の内面方向に離れた箇所で前記底壁方向に延在し、
　前記取り付け片は、前記底壁から離れた前記本体板部の上端の箇所で前記第１の屈曲部
と離れた箇所から第２の屈曲部を介して前記本体板部から前記側壁の内面方向に離れた箇
所で前記底壁方向に延在し、
　前記ソケット用遮蔽板の前記側壁への取着は、前記側壁の上端に開口し前記側壁の高さ
方向に沿って延在する取り付け溝に前記取り付け片が挿入され、前記取り付け片と前記本
体板部とで前記取り付け溝を構成する前記側壁の部分を挟持することでなされている、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記弾性片は、前記各側壁の延在方向に間隔をおいた２箇所に弾接するように２つ設け
られ、
　前記弾性変形用欠部は、それら２つの弾性片が弾性変形できる大きさの単一の欠部で構
成され、
　前記単一の欠部は、前記側壁の厚さ方向に貫通し前記底壁から離れた前記側壁の上端に
開放状に形成され、
　前記４つの側壁は、それぞれ互いに向かい合う内面と、この内面と反対に位置する外面
とを有し、
　電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成されたソケット用遮蔽板が設けられ、
　前記ソケット用遮蔽板は前記各側壁に取着されて配設され各側壁の外面を覆う本体板部
を有し、
　前記２つの弾性片は前記本体板部に一体に形成され、
　前記２つの弾性片は、前記底壁から離れた前記本体板部の上端から第１の屈曲部を介し
て前記本体板部から前記側壁の内面方向に離れた箇所で前記底壁方向にそれぞれ延在し、
　前記単一の欠部に対応する箇所では、前記底壁から離れた前記本体板部の上端から第３
の屈曲部を介して前記本体板部から前記側壁の内面方向に離れた箇所で前記底壁方向に延
在し前記単一の欠部を覆う折り返し片が設けられ、
　前記折り返し片に切り欠きを介して前記２つの第１の屈曲部および前記２つの弾性片が
設けられている、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記弾性片により前記カメラモジュールが前記底壁上で前記４つの側壁の内側に弾性支
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持された際に、前記カメラモジュールの部分に係合して前記カメラモジュールの前記底壁
から離れる方向への移動を阻止する係合部が前記弾性片に設けられ、
　前記複数の接続端子は前記底壁の厚さ方向に弾性変形可能に設けられ、
　前記係合部が前記カメラモジュールに係合した状態で、前記複数の接続端子は、弾性変
形され前記基板の複数の接片に電気的に接続すると共に前記カメラモジュールを前記カメ
ラ本体の前記一方の面方向に付勢する、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項１１】
　電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成され前記４つの側壁を覆うソケット用遮蔽板
が設けられ、
　前記ソケット用遮蔽板は前記各側壁に取着されて配設され、
　前記弾性片は前記ソケット用遮蔽板に一体に形成され、
　電磁遮蔽性を有する材料で形成されたカメラ本体用遮蔽板が前記カメラ本体に取着され
、
　前記カメラ本体は前記カメラ本体用遮蔽板を含んで構成され、
　前記カメラ本体用遮蔽板は、前記カメラ本体の前記一方の面を覆い前記撮影光学系に臨
む箇所に開口が形成された矩形状の上面部と、前記一方の面の互いに対向する２辺に連な
る前記カメラ本体の２つの側面とを覆う側面部とを有し、
　前記カメラ本体の２つの側面に臨む前記弾性片は前記カメラ本体用遮蔽板の側面部に弾
接している、
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は例えば携帯用の電子機器などに組み込まれる撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラモジュールが組み込まれた携帯電話機、あるいはＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）などの電子機器が提供されている。
　カメラモジュールは、撮影光学系が組み込まれたカメラ本体と、撮影光学系によって導
かれた被写体像を撮像する撮像素子と、撮像素子から出力される撮像信号を入力して所定
の信号処理を行なう信号処理部と、カメラ本体に取着された基板などを含んで構成されて
いる（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－８６３４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、このようなカメラモジュールは携帯電話機など携帯して使用される小型の電
子機器に組み込まれることが多い。そのため、カメラモジュールは、落下衝撃や振動に対
する耐久性が要求されるばかりでなく、電子機器のコンパクト化に伴って外形寸法の小型
化が要求されている。
　本発明はこのような事情に鑑みなされたものであり、本発明の目的は振動や衝撃に対す
る耐久性を確保しつつ小型化を図る上で有利な撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上述の目的を達成するため、本発明の撮像装置は、矩形板状を呈し厚さ方向の一方の面
に臨ませて撮影光学系が組み込まれたカメラ本体と、前記撮影光学系によって導かれた被
写体像を撮像する撮像素子と、前記撮像素子から出力される撮像信号を入力して所定の信
号処理を行なう信号処理部と、前記カメラ本体の厚さ方向の他方の面に取着された基板と
、前記基板が前記カメラ本体と反対側に臨む面に形成され前記信号処理部に接続された複
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数の接片とを含んで構成されるカメラモジュールと、前記カメラモジュールが装着される
ソケットとを備える撮像装置であって、前記ソケットは、絶縁性を有する材料で形成され
その内側に前記カメラモジュールが収容される大きさの矩形状の底壁およびこの底壁の４
辺から起立する４つの側壁とを有するソケット本体と、前記底壁に設けられ前記複数の接
片に接続可能な複数の接続端子とを備え、前記一方の面の各辺に連なる前記カメラ本体の
４つの側面に弾接し、前記複数の接片と前記複数の接続端子とを接続した状態で前記４つ
の側壁との間に隙間を確保して前記カメラモジュールを前記底壁上で前記４つの側壁の内
側に弾性支持する弾性片が各側壁にそれぞれ設けられ、前記弾性片は、該弾性片が設けら
れた前記側壁の厚さ方向に弾性変形可能に設けられ、前記弾性片に対応する各側壁の箇所
に、前記弾性片が弾性変形を行うための弾性変形用欠部が形成されていることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００５】
　そのため、本発明によれば、カメラモジュールは、ソケットの弾性片によりソケットの
側壁との間に隙間を確保した状態で弾性支持されており、弾性片は側壁の厚さ方向に弾性
変形可能で、側壁に弾性片が弾性変形を行うための弾性変形用欠部が形成されているので
、撮像装置を大型化することなく弾性片の弾性ストロークを大きく確保できる。したがっ
て、撮像装置の小型化を図りつつ弾性片によりカメラモジュールを確実に弾性支持する上
で有利となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
（第１の実施の形態）
　次に本発明の第１の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１（Ａ）、（Ｂ）は本実施の形態に係る撮像装置２０が組み込まれた電子機器の一例
を示す外観図である。
　図１に示すように電子機器１０は携帯電話機であり、ヒンジ部１２によって揺動可能に
連結された第１、第２の筐体１４、１６を有している。
　第１の筐体１４の内面には液晶表示パネル１４０２が設けられ、第２の筐体１６の内面
にはテンキーや機能キーなどの操作スイッチ１６０２が設けられている。
　撮像装置２０は、第１の筐体１４の基端部に組み込まれ、撮像装置２０で撮像した画像
は液晶表示パネル１４０２に表示されるように構成されている。
【０００７】
　図２は撮像装置２０を構成するカメラモジュール２２とソケット２４の分解斜視図、図
３はソケット２４の平面図、図４は基板３０の平面図、図５はカメラモジュール２２、ソ
ケット２４およびカバー２６の分解斜視図、図６は図５のＡＡ線断面図、図７は図５のＢ
Ｂ線断面図、図８は図７のＡ部拡大図である。
　図２、図５に示すように、撮像装置２０は、カメラモジュール２２と、カメラモジュー
ル２２が装着されるソケット２４と、ソケット２４に装着されるカバー２６とを含んで構
成されている。
　図２に示すように、カメラモジュール２２は、カメラ本体２８と、撮像素子２９と、不
図示の信号処理部と、基板３０と、接片３２（図４参照）とを含んで構成されている。
　カメラ本体２８は、長方形板状（矩形板状）を呈し、厚さ方向の一方に位置する上面２
８０２と、厚さ方向の他方に位置する下面２８０４と、２つの長辺に沿って位置する２つ
の長辺側側面２８０６と、２つの短辺に沿って位置する２つの短辺側側面２８０８とを備
えている。
　カメラ本体２８には被写体像を撮像素子２９（図７参照）に導く撮影光学系３４が組み
込まれ、撮影光学系３４はカメラ本体２８の上面２８０２に臨むように配置されている。
　本実施の形態では、カメラ本体２８は合成樹脂製で、図２に示すように、上面２８０２
および２つの長辺側側面２８０６を覆うようにカメラ本体用遮蔽板２８１０が設けられて
いる。
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　したがって、本実施の形態では、カメラ本体２８はカメラ本体用遮蔽板２８１０を含ん
で構成されている。
　カメラ本体用遮蔽板２８１０は電磁遮蔽性を有する材料からなる１枚の板材で形成され
、カメラ本体用遮蔽板２８１０は、上面２８０２を覆う上面部２８１０Ａと、２つの長辺
側側面２８０６を覆う側面部２８１０Ｂとを有している。
　カメラ本体用遮蔽板２８１０を構成する電磁遮蔽性を有する材料としては、りん青銅、
洋白、ブリキ、銅、あるいは、りん青銅などの銅合金にニッケルなどのめっき処理を行っ
たもの、あるいは、ステンレス鋼（例えばＳＵＳ３０４）などの導電性を有しかつ磁性を
有さない材料を用いることができる。なお、上記電磁遮蔽性を有する材料として磁性体を
用いれば、電磁遮蔽効果に加えて磁束シールド効果を奏することができる。
【０００８】
　撮像素子２９は、撮影光学系３４によって導かれた被写体像を撮像するものであり、カ
メラ本体２８の内部で撮影光学系３４の後方の箇所に組み込まれている。
　前記信号処理部は、撮像素子２９から出力される撮像信号を入力して所定の信号処理を
行なうものである。
【０００９】
　基板３０は、図２に示すように、カメラ本体２８の下面２８０４に取着され、長方形状
（矩形状）を呈している。
　基板３０がカメラ本体２８に臨む上面３００２には、撮像素子２９および前記信号処理
部を構成する複数の電子部品３１が実装されている。
　図４に示すように、複数の接片３２（接続パッド）は、基板３０がカメラ本体２８と反
対側に臨む下面３００４の２つの長辺に沿って並べられて形成されている。
【００１０】
　図２に示すように、ソケット２４は、ソケット本体３６と、ソケット用遮蔽板３８と、
弾性片４０と、複数の接続端子４２と、係合部６８（図７参照）とを備えている。
　ソケット本体３６は絶縁性を有する材料で形成され、本実施の形態では絶縁性を有する
合成樹脂で形成されている。
　ソケット本体３６は、カメラモジュール２２の基板３０よりも大きい輪郭の長方形状（
矩形板状）の底壁３６０２と、底壁３６０２の４辺から起立する４つの側壁３６０４とを
有し、底壁３６０２上で４つの側壁３６０４の内側にカメラモジュール２２が収容される
大きさで形成されている。
　本実施の形態では、４つの側壁３６０４は、底壁３６０２の２つの長辺から起立する２
つの長辺側側壁３６０６と、底壁３６０２の２つの短辺から起立する２つの短辺側側壁３
６０８とで構成されている。
　図２、図３に示すように、底壁３６０２の互いに対向する２つの長辺には、複数の接続
端子４２を配置するための複数の切り欠き３６１０がそれら長辺に沿って並べられて形成
されている。
　複数の接続端子４２は、図３、図６、図７に示すように、この底壁３６０２の切り欠き
３６１０に、基板３０の接片３２に接続可能で底壁３６０２の厚さ方向に弾性変形可能に
配設されている。
　なお、ソケット２４は、電子機器１０に設けられた不図示の基板上に実装され、複数の
接続端子４２の基端が前記基板上の接続パッドに半田付けを介して電気的に接続される。
　また、図２に示すように、各長辺側側壁３６０６には、弾性片４０を収容するための欠
部３６２０が長辺側側壁３６０６の長手方向に沿って延在して設けられ、各短辺側側壁３
６０８には、弾性片４０を収容するための欠部３６３０が短辺側側壁３６０８の長手方向
に間隔をおいて２つ設けられている。
【００１１】
　ソケット用遮蔽板３８は４つ設けられ、ソケット本体３６の４つの側壁３６０４に組み
付けられる。
　本実施の形態では、ソケット本体３６はソケット用遮蔽板３８を含んで構成されている
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。
　４つの側壁３６０４は互いに向かい合う内面とこの内面と反対に位置する外面とを有し
、ソケット用遮蔽板３８はそれぞれ側壁３６０４の外面を覆うように設けられている。
　本実施の形態では、ソケット用遮蔽板３８は、２つの長辺側側壁３６０６にそれぞれ組
み付けられる２つの長辺側遮蔽板４６と、２つの短辺側側壁３６０８にそれぞれ組み付け
られる２つの短辺側遮蔽板４８とを含んでいる。
　ソケット用遮蔽板３８は、電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成され、ソケット本
体３６の４つの側壁３６０４の外面を覆うことにより、カメラ本体２８の４つの側面（長
辺側側面２８０６、短辺側側面２８０８）を覆い、カメラ本体２８の４つの側面を電磁遮
蔽するものである。ソケット用遮蔽板３８を形成する電磁遮蔽性および弾性を有する材料
としては、りん青銅、洋白、ブリキ、銅、あるいは、りん青銅などの銅合金にニッケルな
どのめっき処理を行ったもの、あるいは、ステンレス鋼（例えばＳＵＳ３０４）などの導
電性を有しかつ磁性を有さない材料を用いることができる。なお、上記電磁遮蔽性を有す
る材料として磁性体を用いれば、電磁遮蔽効果に加えて磁束シールド効果を奏することが
できる。
　詳細に説明すると、各ソケット用遮蔽板３８（長辺側遮蔽板４６、短辺側遮蔽板４８）
の上縁には、それらの延在方向に間隔をおいて取り付け片３８Ａが屈曲形成され、それら
取り付け片３８Ａがソケット本体３６の側壁３６０４（長辺側側壁３６０６、短辺側側壁
３６０８）の端面に設けられた取り付け溝３６Ａに挿入されることでソケット用遮蔽板３
８が各側壁３６０４（長辺側側壁３６０６、短辺側側壁３６０８）の外面に取り付けられ
ている。
　そして、ソケット用遮蔽板３８は電子機器１０の基準電位（グランドレベル）に接続さ
れ接地されている。例えば、ソケット用遮蔽板３８の部分が、ソケット２４が実装された
電子機器１０の基板上に設けられた基準電位（グランドレベル）の接続パッドに半田付け
などにより接続され接地されている。
【００１２】
　弾性片４０は各ソケット用遮蔽板３８と一体に設けられ、各ソケット用遮蔽板３８の延
在方向に間隔をおいて２つずつ設けられている。
　図２に示すように、弾性片４０は各ソケット用遮蔽板３８に一体に形成され、底壁３６
０２から離れたソケット用遮蔽板３８の上端から屈曲部４００１を介して側壁３６０４の
内面側で底壁３６０２方向に延在している。
　弾性片４０は、各ソケット用遮蔽板３８が取り付け片３８Ａを介してソケット本体３６
の側壁３６０６、３６０８に取り付けられた状態で、各側壁３６０６、３６０８の内面の
内側に位置するように設けられている。
　より詳細には、各長辺側側壁３６０６では、弾性片４０は欠部３６２０に臨むように設
けられ、各短辺側側壁３６０８では、弾性片４０は欠部３６３０に臨むように設けられ、
弾性片４０は各側壁３６０６、３６０８の厚さ方向に弾性変形可能である。より詳細には
、弾性片４０の各側壁３６０６、３６０８の外面方向への弾性変形は、欠部３６２０、３
６３０内で行われる。
【００１３】
　図６、図７に示すように、弾性片４０の中間部には、ソケット本体３６の内側に突出す
る屈曲部４００２が設けられ、ソケット本体３６の内側にカメラモジュール２２が収容さ
れた状態で、屈曲部４００２がカメラ本体２８の長辺側側面２８０６、短辺側側面２８０
８に接触することによって、各側面２８０６、２８０８と各側壁３６０６、３６０８の内
面との間に隙間Ｓ１を確保した状態でカメラモジュール２２が弾性支持される。
　より詳細には、カメラ本体２８にカメラ本体用遮蔽板２８１０が取着され、カメラ本体
２８の長辺側側面２８０６にカメラ本体用遮蔽板２８１０の側面部２８１０Ｂが位置して
いるため、本実施の形態では、屈曲部４００２がカメラ本体２８の長辺側側面２８０６に
直接接触せずにカメラ本体用遮蔽板２８１０の側面部２８１０Ｂに接触し、言い換えると
、屈曲部４００２はカメラ本体用遮蔽板２８１０の側面部２８１０Ｂを介してカメラ本体
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２８の長辺側側面２８０６に間接的に接触している。したがって、本実施の形態では、カ
メラ本体用遮蔽板２８１０の側面部２８１０Ｂに長辺側遮蔽板４６の弾性片４０が当接す
ることでカメラ本体用遮蔽板２８１０は長辺側遮蔽板４６を介して接地されることになる
。
　また、図５のＣ矢視図である図９に示すように、各ソケット用遮蔽板３８の延在方向の
両端は、ソケット本体３６の４つの角部において互いに重ね合わされ電気的に導通され、
これにより４つのソケット用遮蔽板３８によりソケット本体３６の側面の全周全域が電磁
遮蔽されている。より詳細に説明すると、例えば、互いに隣り合うソケット用遮蔽板３８
の一方の端部に屈曲板部３８１０が形成され、この屈曲板部３８１０が互いに隣り合うソ
ケット用遮蔽板３８の他方の端部３８１１に重ね合わされ、それら屈曲板部３８１０と端
部３８１１はソケット用遮蔽板３８が有する弾性により互いに接触する方向に常時付勢さ
れている。
【００１４】
　図７に示すように、係合部６８は、カメラモジュール２２が底壁３６０２上で４つの側
壁３６０４の内側に収容された際に、カメラモジュール２２の部分に係合しカメラモジュ
ール２２がソケット２４の底壁３６０２から離れる方向への移動を阻止するものであり、
カメラモジュール２２が底壁３６０２上で４つの側壁３６０４の内側に収容され、係合部
６８がカメラモジュール２２の部分に係合することで、ソケット２４へのカメラモジュー
ル２２の装着状態が形成される。
　このカメラモジュール２２の装着状態で、複数の接続端子４２は弾性変形され基板３０
の複数の接片３２に電気的に接続すると共にカメラモジュール２２をカメラ本体２８の上
面２８０２方向に付勢する。これにより、カメラモジュール２２の基板３０とソケット２
４の底壁３６０２との間に隙間Ｓ２を確保した状態で基板３０の接片３２と接続端子４２
とが常時確実に接触されることになる。
　係合部６８はソケット本体３６に設けられ、本実施の形態では、係合部６８は、短辺側
側壁３６０８に取着された遮蔽板３８の弾性片４０の屈曲部４００２により形成され、カ
メラモジュール２２をソケット２４の内側に挿入した際に、この屈曲部４００２がカメラ
本体２８の短辺側側面２８０８の凸部２８２０に係止することで、カメラモジュール２２
のソケット２４の底壁３６０２から離れる方向への移動が阻止される。
【００１５】
　また、図５、図７に示すように、ソケット本体３６の短辺側側壁３６０８には、カバー
２６の部分に当接してカバー２６のカメラ本体２８の上面２８０２方向への変位を阻止す
るストッパ６２が設けられている。
　本実施の形態では、ストッパ６２は、各短辺側遮蔽板４８の外面にその延在方向に間隔
をおいて突出形成された２つの係止凸部４８０２によって構成されている。
　また、本実施の形態では、図５に示すように、ソケット本体３６の長辺側側壁３６０６
には、カバー２６に係脱可能に係合しカメラ本体２８の厚さ方向におけるソケット２４に
対するカバー２６の位置決めを行なう位置決め用係合部６４が設けられている。
　また、本実施の形態では、位置決め用係合部６４は、２つの長辺側遮蔽板４６の外面に
、長辺側遮蔽板４６の延在方向に間隔をおいて形成された２つの係合凹部６４０２によっ
て構成されている。
【００１６】
　カバー２６は、電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成されている。電磁遮蔽性およ
び弾性を有する材料としては、りん青銅、洋白、ブリキ、銅、あるいは、りん青銅などの
銅合金にニッケルなどのめっき処理を行ったもの、あるいは、ステンレス鋼（例えばＳＵ
Ｓ３０４）などの導電性を有しかつ磁性を有さない材料を用いることができる。なお、上
記電磁遮蔽性を有する材料として磁性体を用いれば、電磁遮蔽効果に加えて磁束シールド
効果を奏することができる。
　図５、図７に示すように、カバー２６は、上面部５０と、側面部５２とを備えている。
　上面部５０は、カメラ本体２８の上面２８０２を覆うものであり、側面部５２は、４つ
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のソケット用遮蔽板３８を覆うものである。
　上面部５０が撮影光学系３４に臨む箇所に開口５００２が形成され、開口５００２に透
明なレンズカバー５８が設けられている。
　詳細に説明すると、レンズカバー５８は円板状を呈し、円環状の両面粘着テープ５８０
２を介して上面部５０の外面に接着されている。
　また、上面部５０の内面には、開口５００２の周囲に沿って延在する弾性材料からなる
円環状の防塵用部材６０が設けられている。防塵用部材６０は円環状の両面粘着テープ６
００２を介して上面部５０の内面に接着されている。防塵用部材６０を構成する弾性材料
としては、発泡ポリウレタンなどのスポンジ状の材料を用いることができる。
【００１７】
　図５に示すように、側面部５２は、ソケット２４の２つの長辺側遮蔽板４６を覆う長辺
側側面部５４と、ソケット２４の２つの短辺側遮蔽板４８を覆う短辺側側面部５６とを備
えている。
　そして、カバー２６の短辺側側面部５６の下縁が遮蔽板３８の係止凸部４８０２に係止
することでカバー２６のカメラ本体２８の上面２８０２方向への変位が阻止される。
　また、ソケット２４の係合凹部６４０２に対応するカバー２６の長辺側側面部５４の内
側箇所に係合凹部６４０２と係脱する係合凸部５４０２が設けられ、それら係合凸部５４
０２が係合凹部６４０２に係合することでカメラ本体２８の厚さ方向におけるカバー２６
の位置決めがなされる。
　このようにカバー２６の側面部５２とソケット本体３６の側壁３８とに、互いに係脱可
能に係合し、カメラ本体２８の厚さ方向におけるソケット２４に対するカバー２６の位置
決めを行なう係合凹部６４０２、係合凸部５４０２を設けることで、カバー２６のソケッ
ト２４からの脱落を防止する上で有利となり、撮像装置２０を単体で取り扱う際の作業性
の向上、あるいは、撮像装置１０を電子機器１０に組み込む際の作業性の向上を図る上で
有利となっている。
　本実施の形態では、カメラモジュール２２が装着されたソケット２４にカバー２６が装
着された状態で係合凸部５４０２と係合凹部６４０２とが係合し、同時に、カバー２６の
短辺側側面部５６の下縁が遮蔽板３８の係止凸部４８０２に係止する。
【００１８】
　撮像装置２０の組み立ては、電子機器１０の基板に実装されたソケット２４にカメラモ
ジュール２２を装着し、その上からカバー２６をソケット２４に装着することでなされ、
これにより撮像装置２０が完成する。
　そして、このように構成された撮像装置２０は、図１（Ａ）に示すように、電子機器１
０の第１の筐体１４に設けられた開口１４１０に、レンズカバー５８を臨ませた状態で第
１の筐体１４内部に組み込まれる。
【００１９】
　以上の構成を有すると次のような効果が奏される。
　撮像装置２０のカバー２６にレンズカバー５８を設けているため、電子機器１０にレン
ズカバーを組み付ける必要がなく、電子機器１０の組み立て作業の簡素化を図る上で有利
であることは無論のこと、カバー２６がストッパ６２を介してソケット２４に係止されて
いるため、レンズカバー５８にカメラ本体２８の上面２８０２に向かう方向への外力が直
接加わったとしても、その外力は、カバー２６、ストッパ６２を介してソケット２４に作
用し、カメラモジュール２２には作用しないため、撮像装置２０への外力の影響を緩和す
る上で有利となる。
　そのため、外力がカメラモジュール２２のカメラ本体２８を介して撮像素子２９や基板
に加わって、撮像素子２９が変形して撮像された画像が歪んだり、あるいは、基板に実装
された電子部品に機械的なストレスが加わることを効果的に防止する上で有利となる。
　また、カメラモジュール２２が弾性片４０と接続端子４２によって弾性支持されている
ため、電子機器１０が物にぶつかったり、あるいは、電子機器１０が床の上に落下するな
どして大きな衝撃や振動が電子機器１０に組み込まれた撮像装置２０に作用したとしても
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、その衝撃や振動は弾性片４０と接続端子４２によって緩和されてカメラモジュール２２
に伝わるため、衝撃や振動に対する撮像装置２０の耐久性の向上を図る上で有利となる。
【００２０】
　また、本実施の形態では、カメラモジュール２２のカメラ本体用遮蔽板２８１０と、カ
バー２６の長辺側側面部５４、短辺側側面部５６と、ソケット２４の長辺側遮蔽板４６、
短辺側遮蔽板４８とが互いに重ね合わされて接触することで電気的に導通し、カメラ本体
用遮蔽板２８１０およびカバー２６がソケット２４のソケット用遮蔽板３８を介して接地
される。
　したがって、カメラモジュール２２は、互いに重ね合わされたカメラ本体用遮蔽板２８
１０と、ソケット用遮蔽板３８と、カバー２６とによって電磁遮蔽されることになり、カ
メラ本体２８内部の撮像素子２９および信号処理部と、撮像装置２０の近傍に配置された
電子機器１０の電子回路との間の電磁遮蔽を確実に行うことができ、カメラ本体２８内部
の撮像素子２９および信号処理部と、前記電子回路との双方の電磁輻射を効果的に抑制で
きる。そのため、電磁輻射による悪影響の防止を図りつつ、撮像装置２０と前記電子回路
とを近接して配置することができ、電子機器の小型化、薄型化、コンパクト化を図る上で
有利となる。
　特に、カメラモジュール２２の内部に設けられた撮像素子２９の後段に接続される信号
処理部では高周波クロックを用いていることから高周波クロックノイズの輻射が懸念され
るが、その電磁波の輻射を、互いに重なるカメラ本体用遮蔽板２８１０と、ソケット用遮
蔽板３８と、カバー２６とを用いて効果的に抑制することができる。
　なお、カメラモジュール２２の内部に、撮影光学系３４を構成するレンズの一部をフォ
ーカシング動作あるいはズーミング動作のために光軸方向に移動させるためのアクチュエ
ータが組み込まれ、そのアクチュエータが電磁波を輻射するものであっても、その電磁波
の輻射を、互いに重なるカメラ本体用遮蔽板２８１０と、ソケット用遮蔽板３８と、カバ
ー２６とを用いて効果的に抑制することができる。
　また、電子機器１０が携帯電話機のように、限られたスペースにスピーカー、アンテナ
、液晶表示パネル１４０２などの電子部品が高密度に実装されている場合には、それら電
子部品とカメラモジュール２２との間における相互の電磁妨害（EMI: Electro Magnetic 
Interference）が懸念されるが、本実施の形態のようにカメラ本体用遮蔽板２８１０と、
ソケット用遮蔽板３８と、カバー２６とを設けることによって電磁妨害を効果的に抑制す
ることができ、携帯電話機のように電子部品が高密度に実装されている電子機器に撮像装
置２０を組み込む場合に特に有利となる。
　また、本実施の形態では、図７に示すように、カバー２６がソケット２４に装着された
状態で、カバー２６の防塵用部材６０がカバー２６の上面部５０とカメラ本体２８の上面
２８０２との間の隙間が閉塞されることで撮影光学系３４の前部とレンズカバー５８との
間が密閉されており、したがって、カバー２６とカメラ本体２８との間の隙間から撮影光
学系３４の前部に対して塵埃や汚れが侵入することを確実に防止することができる。
【００２１】
（第２の実施の形態）
　次に第２の実施の形態について説明する。
　第２の実施の形態は、ストッパ６２の構成が第１の実施の形態と異なっており、それ以
外の構成は第１の実施の形態と同様である。
　図１０は第２の実施の形態の撮像装置２０の断面図である。なお、以下の実施の形態で
は第１の実施の形態と同様の部分、部材には同一の符号を付して説明する。
　第１の実施の形態では、ストッパ６２を各短辺側遮蔽板４８の外面にその延在方向に間
隔をおいて突出形成された２つの係止凸部４８０２によって構成したが、第２の実施の形
態では、各短辺側遮蔽板４８の上端の屈曲部４００１により構成した点が第１の実施の形
態と異なっており、その他の構成は第１の実施の形態と同様である。
　第２の実施の形態では、図１０に示すように、カバー２６の短辺側側面部５６に、屈曲
部４００１に係止する係止部５６１０が形成され、屈曲部４００１と係止部５６１０が係
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止することでカバー２６のカメラ本体２８の上面２８０２方向への変位が阻止される。
　このような第２の実施の形態においても前記と同様の効果が奏されることは無論である
。
【００２２】
　なお、以上の構成において、ストッパ６２を、各短辺側遮蔽板４８の外面に突出形成し
た２つの係止凸部４８０２により構成し、また、ストッパ６２を、各短辺側遮蔽板４８の
上端の屈曲部４００１により構成した場合について説明したが、ストッパ６２は、ソケッ
ト本体３６の側壁３８の上端で構成するようにしてもよい。
　また、ソケット用遮蔽板３８を４つ設けた場合について説明したが、ソケット用遮蔽板
３８の数は任意であり、したがって、１つであってもよく、２つであってもよく、あるい
は、３つであってもよい。
【００２３】
　次に、本発明の要部について詳細に説明する。
　図２に示すように、撮像装置２０では、上述のように、カメラ本体２８の４つの側面（
長辺側側面２８０６、短辺側側面２８０８）に弾接し、複数の接片３２と複数の接続端子
４２とを接続した状態で４つの側壁３６０４との間に隙間Ｓ１を確保してカメラモジュー
ル２２を底壁３６０２上で４つの側壁３６０４の内側に弾性支持する弾性片４０が各側壁
３６０４にそれぞれ設けられている。
　弾性片４０は、該弾性片４０が設けられた側壁３６０４の厚さ方向に弾性変形可能に設
けられている。
　そして、弾性片４０に対応する各側壁３６０４の箇所に、弾性片４０が弾性変形を行う
ための弾性変形用欠部３６２０、３６３０が形成されている。
　本実施の形態では、弾性変形用欠部３６２０、３６３０は、側壁３６０４の厚さ方向に
貫通形成されている。
【００２４】
　また、本実施の形態では、図２に示すように、弾性片４０は、各側壁３６０４の延在方
向に間隔をおいた２箇所に弾接するように２つ設けられている。
　そして、短辺側側壁３６０８に設けられた弾性変形用欠部３６３０は、それら２つの弾
性片４０に対応した側壁３６０４の２箇所にそれぞれ設けられている。
　また、長辺側側壁３６０６に設けられた弾性変形用欠部３６２０は、それら２つの弾性
片４０が弾性変形できる大きさの単一の欠部で構成されている。
　それら弾性変形用欠部３６２０、３６３０は、側壁３６０４の厚さ方向に貫通し底壁３
６０２から離れた側壁３６０４の上端に開放状に形成されている。
【００２５】
　撮像装置２０では、上述のように、電磁遮蔽性および弾性を有する材料で形成され４つ
の側壁３６０４を覆うソケット用遮蔽板３８が設けられ、ソケット用遮蔽板３８は各側壁
３６０４に取着されて配設され、弾性片４０はソケット用遮蔽板３８に一体に形成されて
いる。
　４つの側壁３６０４は、それぞれ互いに向かい合う内面と、この内面と反対に位置する
外面とを有し、ソケット用遮蔽板３８は、図２に示すように、各側壁３６０４に取着され
て配設され各側壁３６０４の外面を覆う本体板部３８２０を有している。
　弾性片４０は本体板部３８２０に一体に形成されている。
　弾性片４０は、図２に示すように、底壁３６０２から離れた本体板部３８２０の上端か
ら第１の屈曲部４００１を介して本体板部３８２０から側壁３６０４の内面方向に離れた
箇所で底壁３６０２方向に延在している。
　また、本体板部３８２０に取り付け片３８Ａが一体に形成されている。
　取り付け片３８Ａは、底壁３６０２から離れた本体板部３８２０の上端の箇所で第１の
屈曲部４００１と離れた箇所から第２の屈曲部３８０１を介して本体板部３８２０から側
壁３６０４の内面方向に離れた箇所で底壁３６０２方向に延在している。
　ソケット用遮蔽板３８の側壁３６０４への取着は、側壁３６０４の上端に開口し側壁３
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６０４の高さ方向に沿って延在する取り付け溝３６Ａに取り付け片３８Ａが挿入され、取
り付け片３８Ａと本体板部３８２０とで取り付け溝３６Ａを構成する側壁３６０４の部分
を挟持することでなされている。
　また、長辺側側壁３６０６に設けられた単一の欠部をなす弾性変形用欠部３６２０に対
応する箇所では、底壁３６０２から離れた本体板部３８２０の上端から第３の屈曲部３８
０２を介して本体板部３８２０から側壁３６０４の内面方向に離れた箇所で底壁３６０２
方向に延在し弾性変形用欠部３６２０（単一の欠部）を覆う折り返し片３８０３が設けら
れ、折り返し片３８０３と本体板部３８２０とにより電磁遮蔽性が高められている。
　そして、長辺側側壁３６０６に設けられる２つの弾性片４０は、２つの第１の屈曲部４
００１とともに、折り返し片３８０３に切り欠き３８０４を介して形成されている。
【００２６】
　本実施の形態によれば、カメラモジュール２２は弾性片４０により側壁３６０４との間
に隙間Ｓ１を確保した状態で底壁３６０２上で弾性支持されているため、側方から電子機
器１０に、あるいは、側方から撮像装置２０に大きな衝撃や振動が作用したとしても、そ
の衝撃や振動は弾性片４０により緩和される。
　そして、弾性片４０は側壁３６０４の厚さ方向に弾性変形可能で、側壁３６０４に弾性
片４０が弾性変形を行うための弾性変形用欠部３６２０、３６３０が形成されているので
、撮像装置２０を大型化することなく弾性片４０の弾性ストロークを大きく確保できる。
　したがって、撮像装置２０の小型化を図りつつ弾性片４０によりカメラモジュール２２
を確実に弾性支持する上で有利となり、衝撃や振動に対するカメラモジュール２２および
撮像装置２０の耐久性の向上を図る上で有利となる。
【００２７】
　また、本実施の形態では、弾性変形用欠部３６２０、３６３０は側壁３６０４の厚さ方
向に貫通形成されているので、撮像装置２０を大型化することなく弾性片４０の弾性スト
ロークを大きく確保する上で有利となり、したがって、撮像装置２０の小型化を図りつつ
弾性片４０によりカメラモジュール２２を確実に弾性支持する上で有利となり、衝撃や振
動に対するカメラモジュール２２および撮像装置２０の耐久性の向上を図る上で有利とな
る。
　また、本実施の形態では、弾性変形用欠部３６２０、３６３０は、側壁３６０４から離
れた側壁３６０４の上端に開放状に形成されているので、ソケット本体３６を型成形する
場合に、ソケット本体３６を簡単に安価に製造でき、したがって、カメラモジュール２２
および撮像装置２０のコストダウンを図る上で有利となる。
【００２８】
　また、本実施の形態では、ソケット用遮蔽板３８を利用し、弾性片４０をソケット用遮
蔽板３８に一体に形成するようにしたので、ソケット用遮蔽板３８とは別に弾性片４０を
設ける場合に比べ、カメラモジュール２２および撮像装置２０の部品点数を削減しコスト
ダウンを図る上で有利となる。
　また、本実施の形態では、ソケット用遮蔽板３８を利用し、弾性片４０をソケット用遮
蔽板３８に一体に形成するとともに、取り付け片３８Ａをソケット用遮蔽板３８に一体に
形成し、この取り付け片３８Ａを取り付け溝３６Ａに挿入することでソケット用遮蔽板３
８が側壁３６０４に取着されるので、弾性片４０およびソケット用遮蔽板３８の組み付け
を簡単に行え、カメラモジュール２２および撮像装置２０のコストダウンを図る上で有利
となる。
【００２９】
　また、本実施の形態では、図６、図７に示すように、弾性片４０が位置する箇所では、
弾性片４０がカメラモジュール２２を弾性支持する部材として機能とするとともに、カメ
ラモジュール２２を電磁遮蔽する部材としても機能するため、弾性片４０が位置する箇所
では、弾性片４０と本体板部３８２０とにより電磁遮蔽が２重に行われ、したがって、カ
メラモジュール２２を電磁遮蔽する上で有利となっている。
【００３０】
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　なお、本実施の形態では、撮像装置２０が組み込まれる電子機器１０が携帯電話機であ
る場合について説明したが、本発明の撮像装置は、例えば、ＰＤＡ、ノート型パーソナル
コンピュータなどの携帯情報端末、あるいは、デジタルスチルカメラ、ビデオカメラなど
の種々の電子機器に広く適用可能である。
【００３１】
　次にソケット用遮蔽板の構成について説明する。
　上述のように撮像装置２０では、図２に示すように、４つの側壁３６０４は、それぞれ
互いに向かい合う内面と、この内面と反対に位置する外面とを有し、電磁遮蔽性および弾
性を有する材料で形成され各側壁３６０４に取着されて４つの側壁３６０４の外面を覆う
複数のソケット用遮蔽板３８が設けられ、それらソケット用遮蔽板３８は、取り付け片３
８Ａを取り付け溝３６Ａに挿入することで側壁３６０４に取着されるように構成されてい
る。
　そして、図９に示すように、隣り合う各ソケット用遮蔽板３８の端部３８１０、３８１
１は、ソケット本体３６の隣り合う側壁３６０４が交わる角部３６５０において重ねあわ
されそれら各ソケット用遮蔽板３８が有する弾性により互いに接触する方向に付勢されて
いる。
　図２乃至図９に示すように、ソケット用遮蔽板３８は、４つの側壁３６０４に対応して
４つ設けられ、隣り合う各ソケット用遮蔽板３８の端部３８１０、３８１１は、４つの角
部３６５０においてそれぞれ重ねあわされそれら各ソケット用遮蔽板３８が有する弾性に
より互いに接触する方向に付勢されている。
　また、図１１に示すように、ソケット用遮蔽板３８は、４つの側壁３６０４のうちの隣
り合う２つの側壁３６０４を覆うように２つ設けられ、隣り合う各ソケット用遮蔽板３８
の端部３８１０、３８１１は、２つの角部３６５０においてそれぞれ重ねあわされそれら
各ソケット用遮蔽板３８が有する弾性により互いに接触する方向に付勢されている。
【００３２】
　隣り合う各ソケット用遮蔽板３８の端部３８１０、３８１１は、側壁３６０４と同じ高
さを有している。
　そして、図２、図９、図１１に示すように、角部３６５０に、側壁３６０４の高さ方向
の全長にわたって延在する凹部３６６０が設けられている。
　隣り合う各ソケット用遮蔽板３８の端部３８１０、３８１１は、凹部３６６０内におい
てそれらの高さ方向の全長にわたって重ねあわされ互いに接触する方向に付勢されている
。
　隣り合う各ソケット用遮蔽板３８の端部３８１０、３８１１について詳細に説明すると
、図９に示すように、一方の端部３８１０は、側壁３６０４に平行して配置され側壁３６
０４を覆う本体板部３８２０の端部から直角に折り曲げられた第１当接板部３８１０とし
て形成されている。第１当接部３８１０は、側壁３６０４と同じ高さを有している。
　他方の端部３８１１は、本体板部３８２０の端部に屈曲部３８１５を介して連接されソ
ケット用遮蔽板３８の厚さ分側壁３６０４の内面方向に変位し本体板部３８２０と平行し
て延在する第２当接板部３８１１として形成されている。第２当接板部３８１１は、側壁
３６０４と同じ高さを有している。
　隣り合う各ソケット用遮蔽板３８はこのような第１当接板部３８１０と第２当接板部３
８１１とが重ねあわされそれらの高さ方向の全長にわたって互いに接触する方向に付勢さ
れている。
【００３３】
　このような構成によれば、隣り合う各ソケット用遮蔽板３８の第１当接板部３８１０と
第２当接板部３８１１とが重ねあわされそれら各ソケット用遮蔽板３８が有する弾性によ
り互いに接触する方向に付勢されているので、ソケット本体３６の４つの側壁３６０４の
外面全周が複数のソケット用遮蔽板３８により覆われるとともに、衝撃や振動を受けた場
合にも、それら複数のソケット用遮蔽板３８が互いに電気的に確実に接続されるため、ソ
ケット２４に装着されたカメラモジュール２２の電磁遮蔽を確実に行う上で有利となる。
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　また、このような構成によれば、第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１１とがソ
ケット本体３６の隣り合う側壁３６０４が交わる角部３６５０で重ねあわされるため、各
ソケット用遮蔽板３８が有する弾性によって第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１
１との間で発生する接触圧を大きく確保する上で有利となり、隣り合うソケット用遮蔽板
３８の電気的に接続する上でより有利となる。
　また、このような構成によれば、第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１１とをそ
れらの高さ方向の全長にわたって接触させかつ接触する方向に付勢するので、特に衝撃や
振動を受けた場合にも、それら複数のソケット用遮蔽板３８を電気的に確実に接続する上
で有利となり、カメラモジュール２２の電磁遮蔽を確実に行う上で有利となる。特に、こ
のような構成によれば、第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１１とを側壁３６０４
と同じ高さの大きな寸法で形成しそれらの高さ方向の全長にわたって接触させかつ接触す
る方向に付勢するので、衝撃や振動を受けた場合にも、カメラモジュール２２の電磁遮蔽
を確実に行う上で有利となる。
【００３４】
　また、このような構成によれば、第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１１との重
ねあわせを凹部３６６０内で行うので、第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１１と
が重ねあわされた部分がソケット２４の外側に大きく膨出するなどの不具合を防止でき、
撮像装置２０のコンパクト化を図る上で有利となる。
　また、このような構成によれば、図９に示すように、本体板部３８２０の端部に屈曲部
３８１５を介して連接されソケット用遮蔽板３８の厚さ分側壁３６０４の内面方向に変位
し本体板部３８２０と平行して延在する第２当接板部３８１１に第１当接板部３８１０を
重ねあわせ、この重ねあわせを凹部３６６０内で行うので、第１当接板部３８１０とこの
第１当接板部３８１０が重ねあわされる本体板部３８２０とは同一平面上を延在すること
になり、平面視した際、４つのソケット用遮蔽板３８により突起のない矩形の輪郭が形成
され、したがって、撮像装置２０のコンパクト化を図る上で有利となる。
　また、このような構成によれば、ソケット用遮蔽板３８の取り付け片３８Ａをソケット
本体３６の取り付け溝３６Ａに挿入してソケット用遮蔽板３８を側壁３６０４に取着する
際、ソケット用遮蔽板３８の変位に追従して第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１
１とが互いに圧接しつつスライドするので、第１当接板部３８１０と第２当接板部３８１
１との重ねあわせを容易に行え、組み付けを簡単に行いコストダウンを図る上で有利とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】（Ａ）、（Ｂ）は本実施の形態に係る撮像装置２０が組み込まれた電子機器の一
例を示す外観図である。
【図２】撮像装置２０を構成するカメラモジュール２２とソケット２４の分解斜視図であ
る。
【図３】ソケット２４の平面図である。
【図４】基板３０の平面図である。
【図５】カメラモジュール２２、ソケット２４およびカバー２６の分解斜視図である。
【図６】図５のＡＡ線断面図である。
【図７】図５のＢＢ線断面図である。
【図８】図７のＡ部拡大図である。
【図９】図５のＣ矢視図である。
【図１０】第２の実施の形態の撮像装置２０の断面図である。
【図１１】他の実施の形態の撮像装置２０を構成するカメラモジュール２２とソケット２
４の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０……電子機器、２０……撮像装置、２２……カメラモジュール、２４……ソケット
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、２６……カバー、２８……カメラ本体、２９……撮像素子、３０……基板、３２……接
片、３４……撮影光学系、３６……ソケット本体、３６０２……底壁、３６０４……側壁
、３６２０、３６３０……弾性変形用欠部、４０……弾性片、４２……接続端子、５０…
…上面部、５００２……開口、５８……レンズカバー、５４……側面部、６２……ストッ
パ、６８……係合部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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