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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズホルダーの周囲に配置されるオートフォーカス用コイルと、前記オートフォーカ
ス用コイルに対して径方向に離間して配置されるオートフォーカス用マグネットとを備え
、前記オートフォーカス用コイルと前記オートフォーカス用マグネットとで構成されるボ
イスコイルモーターの駆動力を利用して、前記オートフォーカス用マグネットを含むオー
トフォーカス固定部に対して、前記オートフォーカス用コイルを含むオートフォーカス可
動部を光軸方向に移動させるレンズ駆動装置であって、
　前記オートフォーカス固定部は、非磁性材料からなる平面視四角形状のケースと、前記
ケースが固定されるベースと、を有し、
　前記オートフォーカス用マグネットは、前記ケースの側面に配置される平板形状を有し
、
　前記ケースの４つの側面のうちの少なくとも一つは、前記オートフォーカス用マグネッ
トが配置されないマグネット非配置面であり、
　前記オートフォーカス固定部は、前記ケースと前記オートフォーカス用マグネットの間
に介在し、前記オートフォーカス用マグネットとともに磁気回路を形成する、磁性材料か
らなるヨークを有し、
　前記ヨークは、平板状のヨーク本体部と、前記オートフォーカス用コイルを挟んで前記
ヨーク本体部の両端部のそれぞれと対向する対向ヨーク部と、前記ヨーク本体部と前記対
向ヨーク部とを連結する連結部と、を有し、
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　前記ヨーク本体部の両端部、前記連結部及び前記対向ヨーク部が、Ｕ字形状に延在し、
　前記ヨーク本体部及び前記連結部は、それぞれ、前記ケースの側面及び天面に当接して
いることを特徴とするレンズ駆動装置。
【請求項２】
　前記オートフォーカス用マグネットは、前記ケースの４つの側面のうち対向する２つの
側面に配置されることを特徴とする請求項１に記載のレンズ駆動装置。
【請求項３】
　前記オートフォーカス用マグネットの長手方向端部から前記マグネット非配置面の外形
面までの距離は、１．２ｍｍ以上１．６ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１又は２
に記載のレンズ駆動装置。
【請求項４】
　前記ケースは、非磁性の金属材料からなることを特徴とする請求項１から３のいずれか
一項に記載のレンズ駆動装置。
【請求項５】
　前記オートフォーカス固定部に対して前記オートフォーカス可動部を光軸方向に移動可
能に支持するオートフォーカス用支持部を有し、
　前記オートフォーカス用支持部は、前記オートフォーカス固定部において、前記オート
フォーカス用マグネットと前記連結部との間に配置される、
　請求項１から４のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置。
【請求項６】
　前記オートフォーカス用マグネットは、前記連結部から光軸方向に離間して配置される
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置。
【請求項７】
　前記オートフォーカス固定部は、前記オートフォーカス用マグネットと、前記連結部と
の間に介在するスペーサーを有することを特徴とする請求項６に記載のレンズ駆動装置。
【請求項８】
　前記ヨーク本体部の長手方向の長さは、前記オートフォーカス用マグネットよりも短い
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置。
【請求項９】
　前記ケースは、天面に、前記レンズ部が外部に臨む開口を有し、前記開口の一部に、前
記ヨークの形状に対応する形状の切欠を有することを特徴とする請求項１から８のいずれ
か一項に記載のレンズ駆動装置。
【請求項１０】
　前記対向ヨーク部と前記レンズホルダーが係合することにより、前記オートフォーカス
可動部の光軸直交面内における回転及び可動が規制されることを特徴とする請求項１から
９のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置。
【請求項１１】
　前記ベースと前記レンズホルダーが係合することにより、前記オートフォーカス可動部
の光軸直交面内における回転及び可動が規制されることを特徴とする請求項１０に記載の
レンズ駆動装置。
【請求項１２】
　前記対向ヨーク部と前記レンズホルダーの係合部位と、前記ベースと前記レンズホルダ
ーの係合部位が、９０°回転した位置関係にあることを特徴とする請求項１１に記載のレ
ンズ駆動装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置と、
　前記レンズ駆動装置に装着されるレンズ部と、
　前記レンズ部により結像された被写体像を撮像する撮像部と、を備えることを特徴とす
るカメラモジュール。
【請求項１４】
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　情報機器または輸送機器であるカメラ搭載装置であって、
　請求項１３に記載のカメラモジュールを備えることを特徴とするカメラ搭載装置。
【請求項１５】
　前記カメラモジュールと、当該カメラモジュールの前記マグネット非配置面側に隣接し
て配置される別のカメラモジュールとを備えることを特徴とする請求項１４に記載のカメ
ラ搭載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オートフォーカス用のレンズ駆動装置、オートフォーカス機能を有するカメ
ラモジュール、及びカメラ搭載装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、スマートフォン等の携帯端末には、小型のカメラモジュールが搭載されている
。このようなカメラモジュールには、被写体を撮影するときのピント合わせを自動的に行
うオートフォーカス機能（以下「ＡＦ機能」と称する、ＡＦ：Auto Focus）を有するレン
ズ駆動装置が適用される（例えば特許文献１、２）。
【０００３】
　オートフォーカス用のレンズ駆動装置は、例えばレンズ部の周囲に配置されるオートフ
ォーカス用コイル（以下「ＡＦ用コイル」と称する）と、ＡＦ用コイルに対して径方向に
離間して配置されるオートフォーカス用マグネット（以下「ＡＦ用マグネット」と称する
）と、例えばＡＦ用マグネットを含むオートフォーカス固定部（以下「ＡＦ固定部」と称
する）に対してレンズ部及びＡＦ用コイルを含むオートフォーカス可動部（以下「ＡＦ可
動部」と称する）を弾性支持する弾性支持部材（例えば板ばね）とを備える。ＡＦ用コイ
ルとＡＦ用マグネットとで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、ＡＦ固
定部に対してＡＦ可動部を光軸方向に移動させることにより、自動的にピント合わせが行
われる。なお、ＡＦ固定部がＡＦ用コイルを含み、ＡＦ可動部がＡＦ用マグネットを含む
場合もある。
【０００４】
　特許文献１、２に開示のレンズ駆動装置においては、レンズ駆動装置の筐体となるケー
スが磁性材料で形成され、ケースの内面にＡＦ用マグネットが配置されている。ケースが
、ＡＦ用マグネットとともに磁気回路を形成するヨークとして機能するため、ＡＦ用マグ
ネットからの漏れ磁束が少なくなる。これにより、ＡＦ用コイルと交差する磁力線が増え
るので、ボイスコイルモーターの駆動効率が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－００４２５３号公報
【特許文献２】特開２０１５－１９４６５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年では、複数（典型的には２つ）のレンズ駆動装置を有するカメラモジュールの実用
化が進められている（いわゆるデュアルカメラ）。デュアルカメラは、焦点距離の異なる
２枚の画像を同時に撮像できたり、静止画像と動画像を同時に撮像できたりするなど、利
用シーンに応じて様々な可能性を有している。
【０００７】
　特許文献１、２のように、周囲がヨークで覆われているレンズ駆動装置をデュアルカメ
ラに適用する場合、２つのレンズ駆動装置を隣接して配置することになるが、磁気干渉が
生じて動作に支障を来す虞がある。例えば、一方のレンズ駆動装置が、ムービングマグネ



(4) JP 6730646 B2 2020.7.29

10

20

30

40

50

ット方式の振れ補正機能を有する場合、他方のレンズ駆動装置のヨークに、振れ補正用の
マグネットを有する振れ補正可動部が引き寄せられてレンズの位置が光軸に直交する面内
でずれてしまう。そのため、両者をある程度離間させることが必要となるが、小型化が阻
害されることになるため、製品化する上で不利である。
【０００８】
　本発明の目的は、隣接するレンズ駆動装置との磁気干渉を抑制できる、デュアルカメラ
の用途に好適なレンズ駆動装置、カメラモジュール及びカメラ搭載装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面を反映したレンズ駆動装置は、
　レンズホルダーの周囲に配置されるオートフォーカス用コイルと、前記オートフォーカ
ス用コイルに対して径方向に離間して配置されるオートフォーカス用マグネットとを備え
、前記オートフォーカス用コイルと前記オートフォーカス用マグネットとで構成されるボ
イスコイルモーターの駆動力を利用して、前記オートフォーカス用マグネットを含むオー
トフォーカス固定部に対して、前記オートフォーカス用コイルを含むオートフォーカス可
動部を光軸方向に移動させるレンズ駆動装置であって、
　前記オートフォーカス固定部は、非磁性材料からなる平面視四角形状のケースと、前記
ケースが固定されるベースと、を有し、
　前記オートフォーカス用マグネットは、前記ケースの側面に配置される平板形状を有し
、
　前記ケースの４つの側面のうちの少なくとも一つは、前記オートフォーカス用マグネッ
トが配置されないマグネット非配置面であり、
　前記オートフォーカス固定部は、前記ケースと前記オートフォーカス用マグネットの間
に介在し、前記オートフォーカス用マグネットとともに磁気回路を形成する、磁性材料か
らなるヨークを有し、
　前記ヨークは、平板状のヨーク本体部と、前記オートフォーカス用コイルを挟んで前記
ヨーク本体部の両端部のそれぞれと対向する対向ヨーク部と、前記ヨーク本体部と前記対
向ヨーク部とを連結する連結部と、を有し、
　前記ヨーク本体部の両端部、前記連結部及び前記対向ヨーク部が、Ｕ字形状に延在し、
　前記ヨーク本体部及び前記連結部は、それぞれ、前記ケースの側面及び天面に当接して
いる。
【００１０】
　本発明の一側面を反映したカメラモジュールは、上記のレンズ駆動装置と、
　前記レンズ駆動装置に装着されるレンズ部と、
　前記レンズ部により結像された被写体像を撮像する撮像部と、を備えることを特徴とす
る。
【００１１】
　本発明の一側面を反映したカメラ搭載装置は、情報機器または輸送機器であるカメラ搭
載装置であって、
　上記のカメラモジュールを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、隣接するレンズ駆動装置との磁気干渉を抑制できる、デュアルカメラ
の用途に好適なレンズ駆動装置、カメラモジュール及びカメラ搭載装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態に係るカメラモジュールを搭載するスマートフォンを示す
図である。
【図２】カメラモジュールの外観斜視図である。
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【図３】レンズ駆動装置からケースを外した状態を示す斜視図である。
【図４】レンズ駆動装置からケース、スペーサー、上側弾性支持部材を外した状態を示す
平面図である。
【図５】レンズ駆動装置の上方視分解斜視図である。
【図６】レンズ駆動装置の下方視分解斜視図である。
【図７】ケースに対するヨークの取付状態を示す平面図である。
【図８】ケースに対するヨークの取付状態を示す斜視図である。
【図９】レンズホルダー、ＡＦ用コイル、ベース、ＡＦ用マグネット、ヨーク、スペーサ
ー及びケースの位置関係を示す断面図である。
【図１０】車載用カメラモジュールを搭載するカメラ搭載装置としての自動車を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態に係るカメラモジュールＡを搭載するスマートフォンＭ
（カメラ搭載装置）を示す図である。スマートとフォンＭは、２つの背面カメラＯＣ１、
ＯＣ２からなるデュアルカメラを有する。一方の背面カメラＯＣ１にカメラモジュールＡ
が適用される。カメラモジュールＡは、オートフォーカス機能を備え、被写体を撮影する
ときのピント合わせを自動的に行う。他方の背面カメラＯＣ２は、背面カメラＯＣ１と同
様に、ボイスコイルモーターを有するカメラモジュールで構成され、オートフォーカス機
能及び振れ補正機能の少なくとも一方の機能を有する。
【００１５】
　図２は、カメラモジュールＡの外観斜視図である。図２に示すように、本実施の形態で
は、直交座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を使用して説明する。後述する図においても共通の直交座
標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）で示している。レンズ駆動装置１は、スマートフォンＭで実際に撮影
が行われる場合に、Ｚ方向が前後方向となるように搭載される。すなわち、Ｚ方向が光軸
方向であり、図中上側が光軸方向受光側（「マクロ位置側」ともいう）、下側が光軸方向
結像側（「無限遠位置側」ともいう）となる。また、Ｚ軸に直交するＸ方向及びＹ方向を
「光軸直交方向」と称する。
【００１６】
　カメラモジュールＡは、円筒形状のレンズバレルにレンズが収容されてなるレンズ部２
、ＡＦ用のレンズ駆動装置１、及びレンズ部２により結像された被写体像を撮像する撮像
部（図示略）等を備える。
【００１７】
　撮像部（図示略）は、撮像素子（図示略）及び撮像素子が実装されるイメージセンサー
基板（図示略）を有し、レンズ駆動装置１の光軸方向結像側に配置される。撮像素子（図
示略）は、例えばＣＣＤ（charge-coupled device）型イメージセンサー、又はＣＭＯＳ
（complementary metal oxide semiconductor）型イメージセンサー等により構成される
。撮像素子（図示略）は、レンズ部２により結像された被写体像を撮像し、光信号を電気
信号に変換して画像処理部（図示略）に出力する。
【００１８】
　図３は、レンズ駆動装置１からケース２５を外した状態を示す斜視図である。図４は、
レンズ駆動装置１からケース２５、スペーサー２４、上側弾性支持部材３１を外した状態
を示す平面図である。図５、図６は、レンズ駆動装置１の分解斜視図である。図５は光軸
方向受光側から見た上方視分解斜視図であり、図６は光軸方向結像側から見た下方視分解
斜視図である。図３～図６に示すように、レンズ駆動装置１は、ＡＦ可動部１０、ＡＦ固
定部２０、及び弾性支持部材３０等を備える。ＡＦ可動部１０は、ＡＦ固定部２０に対し
て径方向内側に離間して配置され、弾性支持部材３０によってＡＦ固定部２０と連結され
る。
【００１９】
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　ＡＦ可動部１０は、ＡＦ用ボイスコイルモーターを構成するＡＦ用コイルを有し、ピン
ト合わせ時に光軸方向に移動する部分である。ＡＦ固定部２０は、ＡＦ用ボイスコイルモ
ーターを構成するＡＦ用マグネットを有する部分である。すなわち、レンズ駆動装置１に
は、ムービングコイル方式が採用されている。
【００２０】
　本実施の形態では、レンズホルダー１１及びＡＦ用コイル１２がＡＦ可動部１０を構成
する。ベース２１、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂ、ヨーク２３Ａ、２３Ｂ、スペーサ
ー２４、及びケース２５がＡＦ固定部２０を構成する。上側弾性支持部材３１及び下側弾
性支持部材３２Ａ、３２Ｂが弾性支持部材３０を構成する。
【００２１】
　レンズホルダー１１は、平面視で略正方形状の部材であり、筒状のレンズ収容部１１ａ
と、レンズ収容部１１ａから径方向外側に張り出すフランジ部１１ｂとを有する。
【００２２】
　レンズ収容部１１ａは、全体として平面視八角形状を有し、外周面は凹凸状に形成され
ている。レンズ収容部１１ａの内周面には、レンズ部２（図２参照）が接着又は螺合によ
り固定される。レンズ収容部１１ａの外周には、ＡＦ用コイル１２が配置される。
【００２３】
　レンズ収容部１１ａは、周縁部に、上側弾性支持部材３１が固定される上バネ固定部１
１ｃを有する。上バネ固定部１１ｃには、光軸方向受光側に突出する位置決め片１１ｄが
配置される。位置決め片１１ｄによって、上側弾性支持部材３１が位置決めされる。位置
決め片１１ｄは、凹凸形状を有し、上側弾性支持部材３１を接着する接着剤が滞留するよ
うになっている。
【００２４】
　また、レンズ収容部１１ａの周縁部には、光軸方向受光側に突出する規制片１１ｉが配
置される。ＡＦ可動部１０が光軸方向受光側に移動するとき、規制片１１ｉがケース２５
に当接することにより、それ以上の移動が規制される。
【００２５】
　フランジ部１１ｂは、ＡＦ用コイル１２に対応する形状、すなわち平面視で概ね八角形
状を有する。フランジ部１１ｂは、ＡＦ用コイル１２の端部がベース２１側（光軸方向結
像側）に引き出されるための逃げ部として、切欠部１１ｅを有する（以下「コイル引出部
１１ｅ」と称する）。
【００２６】
　フランジ部１１ｂは、下面に、下側弾性支持部材３２Ａ、３２Ｂが固定される下バネ固
定部１１ｆを有する。下バネ固定部１１ｆには、光軸方向結像側に突出する位置決め片１
１ｇが配置される。位置決め片１１ｇによって、下側弾性支持部材３２Ａ、３２Ｂが位置
決めされる。
【００２７】
　また、フランジ部１１ｂの下面には、光軸方向結像側に突出する規制片１１ｈが配置さ
れる。ＡＦ可動部１０が光軸方向結像側に移動するとき、規制片１１ｈがベース２１に当
接することによって、それ以上の移動が規制される。また、フランジ部１１ｂは、Ｙ方向
に沿う２辺に、径方向外側に突出する係合片１１ｊを有する。
【００２８】
　ＡＦ用コイル１２は、ピント合わせ時に通電される空芯コイルである。ＡＦ用コイル１
２は、レンズ収容部１１ａの外周に沿うような平面視で八角形状に巻線される。レンズ収
容部１１ａの外周面は凹凸形状を有するので、レンズ収容部１１ａとＡＦ用コイル１２と
は部分的に平面部４箇所で当接し接着剤にて固定され、部分的に離間する（図４参照）。
【００２９】
　ＡＦ用コイル１２の端部は、レンズホルダー１１のコイル引出部１１ｅを介してベース
側に引き出され、下側弾性支持部材３２Ａ、３２Ｂの絡げ部３２ｄと電気的に接続される
。
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【００３０】
　ＡＦ用コイル１２は、好ましくはアルミニウム線材の周囲を銅で被覆した銅クラッドア
ルミ線で形成される。これにより、ＡＦ用コイル１２を銅線で形成する場合に比較して、
軽量化を図ることができる。
【００３１】
　ベース２１は、平面視で正方形状の部材であり、中央に円形の開口２１ａを有する。ベ
ース２１は、レンズホルダー１１の下部に対応する形状の凹部２１ｂを有する。カメラモ
ジュールＡにおいて、ベース２１の光軸方向結像側に、撮像部（図示略）が配置される。
【００３２】
　ベース２１は、四隅に、下側弾性支持部材３２Ａ、３２Ｂが固定される下バネ固定部２
１ｃを有する。下バネ固定部２１ｃには、レンズホルダー１１側（光軸方向受光側）に突
出する位置決めボス２１ｄが配置される。位置決めボス２１ｄによって、下側弾性支持部
材３２Ａ、３２Ｂが位置決めされる。
【００３３】
　２つの下バネ固定部２１ｃには、例えばインサート成形により端子金具２１ｅが配置さ
れる。端子金具２１ｅの一端部（光軸方向受光側に露出する部分）は、下側弾性支持部材
３２Ａ、３２Ｂと電気的に接続される。端子金具２１ｅの他端部（光軸方向結像側に突出
する部分）は、イメージセンサー基板（図示略）に搭載されるオートフォーカスドライバ
ー端子（図示略）と電気的に接続される。
【００３４】
　ベース２１は、周面に、ケース２５を載置するケース取付片２１ｆを有する。ケース取
付片２１ｆによって、ケース２５が位置決めされる。ケース２５は、ケース取付片２１ｆ
に載置された状態で、例えば接着により固定される。
【００３５】
　ベース２１は、Ｙ方向に沿う２辺に、それぞれ２つの起立片２１ｇを有する。レンズホ
ルダー１１の係合片１１ｊは、起立片２１ｇ、２１ｇの間に嵌め込まれる（図３、図４参
照）。これにより、ベース２１とレンズホルダー１１が係合し、ＡＦ可動部１０のＸＹ面
内における回転が規制される。
【００３６】
　ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂは、それぞれ平板状のマグネットで構成され、Ｙ方向
に対向して配置される。ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂは、ヨーク２３Ａ、２３Ｂを介
して、ケース２５の側面２５４、２５２に配置される。
【００３７】
　ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂは、ＡＦ用コイル１２の径方向外側に位置する。ＡＦ
用マグネット２２Ａ、２２Ｂは、ＡＦ用コイル１２に径方向に横切る磁界が形成されるよ
うに着磁される。例えば、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂは、内周側がＮ極、外周側が
Ｓ極に着磁される。ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂ及びＡＦ用コイル１２によって、Ａ
Ｆ用ボイスコイルモーターが構成される。
【００３８】
　ヨーク２３Ａ、２３Ｂは、それぞれＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂを保持するととも
に、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂとともに磁気回路を形成する。ヨーク２３Ａ、２３
Ｂは、ケース２５とＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂとの間に介在する。ヨーク２３Ａ、
２３Ｂは、例えば磁性材料からなる板材（例えば冷間圧延鋼板（ＳＰＣＣ））の絞り加工
によって形成される。
【００３９】
　ヨーク２３Ａ、２３Ｂは、ケース２５に配置される平板状のヨーク本体部２３ａと、Ａ
Ｆ用コイル１２を挟んでヨーク本体部２３ａの両端部のそれぞれと対向する対向ヨーク部
２３ｃと、ヨーク本体部２３ａと対向ヨーク部２３ｃを連結する連結部２３ｂとを有する
。ヨーク本体部２３ａの両端部、連結部２３ｂ及び対向ヨーク部２３ｃは、Ｕ字形状に延
在する。
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【００４０】
　対向ヨーク部２３ｃは、レンズ収容部１１ａとＡＦ用コイル１２との間の空間に挿入さ
れる（図３、図４、図９参照）。これにより、対向ヨーク部２３ｃとレンズホルダー１１
が係合し、ＡＦ可動部１０のＸＹ面内における回転及び可動が規制される。対向ヨーク部
２３ｃとレンズホルダー１１の係合部位と、ベース２１とレンズホルダー１１の係合部位
は、９０°回転した位置関係にある。したがって、ＡＦ可動部１０のＸＹ面内における回
転及び可動が効果的に規制される。
【００４１】
　ＡＦ用コイル１２に通電が行われていない中立状態においては、対向ヨーク部２３ｃは
、レンズホルダー１１のフランジ部１１ｂから離間する（図９参照）。通電が行われてレ
ンズホルダー１１が例えば光軸方向受光側に移動すると、対向ヨーク２３ｃはフランジ部
１１ｂに接近するが、当接はしない。
【００４２】
　ヨーク２３Ａ、２３Ｂ及びＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂにより磁気回路が形成され
るので、駆動効率が向上する。また、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂに対応して、分離
型のヨーク２３Ａ、２３Ｂが設けられているので、従来のようにレンズ駆動装置の全体を
覆う箱形のヨークが設けられる場合に比較して、周囲への磁気干渉の影響が小さくなる。
【００４３】
　ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂは、ヨーク２３Ａ、２３Ｂの連結部２３ｂから離間し
て配置されるのが好ましい。本実施の形態では、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂと連結
部２３ｂとの隙間に、スペーサー２４が配置されている。これにより、ＡＦ用マグネット
２２Ａ、２２Ｂからヨーク２３Ａ、２３Ｂの連結部２３ｂに向かう漏れ磁束が低減され、
ＡＦ用コイル１２を横切る磁束が増えるので、ボイスコイルモーターの駆動効率が向上す
る。
【００４４】
　ヨーク２３Ａ、２３Ｂのヨーク本体部２３ａの長手方向の長さは、ＡＦ用マグネット２
２Ａ、２２Ｂよりも短いことが好ましい。ヨーク本体部２３ａの長手方向両端からＡＦ用
マグネット２２Ａ、２２Ｂがはみ出すことになる。これにより、ＡＦ用マグネット２２Ａ
、２２Ｂから外側に向かう漏れ磁束が低減され、ＡＦ用コイル１２を横切る磁束が増える
ので、ボイスコイルモーターの駆動効率がさらに向上する。
【００４５】
　スペーサー２４は、平面視で正方形状の枠体である。スペーサー２４は、非磁性材料（
例えばポリアリレート（ＰＡＲ：Polyarylate））で形成される。スペーサー２４は、Ｘ
方向に沿う２辺に、ヨーク２３Ａ、２３Ｂを保持するための凹部２４ａを有する。凹部２
４ａに、ヨーク２３Ａ、２３Ｂの連結部２３ｂが嵌め込まれる（図３、図４参照）。また
、スペーサー２４は、下面に、上側弾性支持部材３１が固定される上バネ固定部２４ｂを
有する。
【００４６】
　ケース２５は、４つの側面２５１～２５４と天面２５５を有する平面視で正方形状の箱
体である。ケース２５は、非磁性材料、好ましくは非磁性の金属材料で形成される。非磁
性の金属材料としては、オーステナイト系ステンレスであるＳＵＳ３１６やＮＳＳＣ＿１
３０Ｓ（商品名、「ＮＳＳＣ」は登録商標）、洋白等を適用できる。ケース２５は、ポリ
カーボネート等の機械的強度の高い樹脂材料で形成されてもよい。
【００４７】
　ケース２５は、天面２５５に、レンズ部２（図２参照）が外部に臨む開口２５ａを有す
る。開口２５ａには、Ｘ方向に沿って、切欠２５ｂが形成される。切欠２５ｂの形状は、
ヨーク２３Ａ、２３Ｂの形状に対応する。図７、図８に示すように、ケース２５の切欠２
５ｂの段部に、ヨーク２３Ａ、２３Ｂの対向ヨーク部２３ｃを合わせることにより、ケー
ス２５に対してヨーク２３Ａ、２３Ｂを容易に位置決めすることができる。
【００４８】
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　本実施の形態では、ケース２５のＹ方向に対向する２つの側面２５４、２５２に、ヨー
ク２３Ａ、２３Ｂを介してＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂが配置されている。一方、ケ
ース２５のＸ方向に対向する２つの側面２５１、２５３にはＡＦ用マグネットが配置され
ていない。すなわち、側面２５１、２５３は、マグネット非配置面である（以下「マグネ
ット非配置面２５１、２５３」と称する）。このように、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２
Ｂが配置されないマグネット非配置面２５１、２５３を設けることにより、マグネット非
配置面側における磁束密度は小さくなる。したがって、ケース２５のマグネット非配置面
２５１又は２５３に隣接して別のカメラモジュールを配置することにより、磁気干渉の影
響を格段に低減することができる。
【００４９】
　この場合、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂの長手方向端部からマグネット非配置面２
５１、２５３の外形面までの距離Ｌ（図４参照）は、１．２ｍｍ以上１．６ｍｍ以下であ
ることが好ましい。これにより、ボイスコイルモーターの駆動力を確保しつつ、隣接して
配置されるカメラモジュールへの磁気干渉の影響を低減することができる。
【００５０】
　上側弾性支持部材３１は、例えばベリリウム銅、ニッケル銅、チタン銅、ステンレス等
からなる板バネである（以下「上バネ３１」と称する）。上バネ３１は、ＡＦ固定部２０
（スペーサー２４）に対してＡＦ可動部１０（レンズホルダー１１）を弾性支持する。
【００５１】
　上バネ３１は、例えば、一枚の板金をエッチング等の方法を用いて成形される。上バネ
３１は、レンズホルダー固定部３１ａ、スペーサー固定部３１ｂ、及びアーム部３１ｃを
有する。Ｙ方向に隣接するスペーサー固定部３１ｂは、外縁部３１ｄによって連結される
。
【００５２】
　上バネ３１は、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂ及びヨーク２３Ａ、２３Ｂと干渉しな
い（重ならない）形状を有する。レンズホルダー固定部３１ａは、レンズホルダー１１の
上バネ固定部１１ｃに沿う形状を有し、位置決め片１１ｄに対応する部分が切り欠かれて
いる。アーム部３１ｃは、レンズホルダー固定部３１ａとスペーサー固定部３１ｂを連結
する。アーム部３１ｃは、つづら折れ形状を有し、ＡＦ可動部１０が移動するときに弾性
変形する。
【００５３】
　上バネ３１は、レンズホルダー固定部３１ａの切欠部（符号略）が、レンズホルダー１
１の位置決め片１１ｄに係合されることにより、レンズホルダー１１に対して位置決めさ
れ、固定される。また、上バネ３１は、スペーサー固定部３１ｂがスペーサー２４の上バ
ネ固定部２４ｂに接着されることにより、スペーサー２４に対して固定される。ＡＦ可動
部１０が光軸方向に移動するとき、レンズホルダー固定部３１ａは、ＡＦ可動部１０とと
もに変位する。
【００５４】
　下側弾性支持部材３２Ａ、３２Ｂは、例えばベリリウム銅、ニッケル銅、チタン銅、ス
テンレス等からなる板バネである（以下「下バネ３２Ａ、３２Ｂ」と称する）。下バネ３
２Ａ、３２Ｂは、ＡＦ固定部２０（ベース２１）に対してＡＦ可動部１０（レンズホルダ
ー１１）を弾性支持する。
【００５５】
　下バネ３２Ａ、３２Ｂは、例えば、一枚の板金をエッチング等の方法を用いて成形され
る。下バネ３２Ａ、３２Ｂは、それぞれ、レンズホルダー固定部３２ａ、ベース固定部３
２ｂ、及びアーム部３２ｃを有する。レンズホルダー固定部３２ａは、レンズホルダー１
１の下バネ固定部１１ｆに対応する形状を有する。アーム部３２ｃは、レンズホルダー固
定部３２ａとベース固定部３２ｂを連結する。アーム部３２ｃは、つづら折れ形状を有し
、ＡＦ可動部１０が移動するときに弾性変形する。
【００５６】
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　下バネ３２Ａ、３２Ｂは、レンズホルダー固定部３２ａに、絡げ部３２ｄを有する。絡
げ部３２ｄには、レンズホルダー１１のコイル引出部１１ｅから引き出されたＡＦ用コイ
ル１２の端部が巻き付けられる。ベース固定部３２ｂは、ベース２１に配置された端子金
具２１ｅと電気的に接続される。したがって、下バネ３２Ａ、３２Ｂを介して、ＡＦ用コ
イル１２への給電が行われる。
【００５７】
　下バネ３２Ａ、３２Ｂは、レンズホルダー固定部３２ａの固定穴（符号略）がレンズホ
ルダー１１の位置決め片１１ｇに挿嵌されることにより、レンズホルダー１１に対して位
置決めされ、固定される。また、下バネ３２Ａ、３２Ｂは、ベース固定部３２ｂの固定穴
（符号略）に、ベース２１の位置決めボス２１ｄが挿嵌されることにより、ベース２１に
対して位置決めされ、固定される。ＡＦ可動部１０が光軸方向に移動するとき、レンズホ
ルダー固定部３２ａは、ＡＦ可動部１０とともに変位する。
【００５８】
　図９は、レンズホルダー１１、ＡＦ用コイル１２、ベース２１、ＡＦ用マグネット２２
Ａ、ヨーク２３Ａ、スペーサー２４及びケース２５の位置関係を示す断面図である。図９
に示すように、ヨーク２３Ａは、ケース２５の側面２５４及び天面２５５に、Ｌ字状に当
接し、接着される。ヨーク２３Ａは、例えば溶接又はエポキシ樹脂によって接着される。
【００５９】
　ヨーク２３Ａの連結部２３ｂには、上バネ３１が取り付けられたスペーサー２４が接着
される。そして、ＡＦ用マグネット２２Ａがヨーク２３Ａ（連結部２３ｂ）との間でスペ
ーサー２４を挟持するように、ヨーク本体部２３ａに接着される。スペーサー２４の厚さ
によって、ＡＦ用マグネット２２ＡのＺ方向の位置が決まる。
【００６０】
　ＡＦ可動部１０をＡＦ固定部２０に取り付けたとき、ヨーク２３Ａの対向ヨーク部２３
ｃはレンズホルダー１１とＡＦ用コイル１２との間に挿入される。ＡＦ用コイル１２は、
ＡＦ用マグネット２２Ａと対向ヨーク部２３ｃの間に位置するので、ＡＦ用マグネット２
２Ａと対向ヨーク部２３ｃによって形成される磁気回路の磁束は、効率よくＡＦ用コイル
１２と交差する。したがって、ボイスコイルモーターにおいて所望の駆動力を得ることが
できる。
【００６１】
　レンズ駆動装置１において自動ピント合わせを行う場合には、ＡＦ用コイル１２に通電
が行われる。ＡＦ用コイル１２に通電すると、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂの磁界と
ＡＦ用コイル１２に流れる電流との相互作用により、ＡＦ用コイル１２にローレンツ力が
生じる。ローレンツ力の方向は、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂによる磁界の方向とＡ
Ｆ用コイル１２に流れる電流の方向に直交する方向（Ｚ方向）である。ＡＦ用マグネット
２２Ａ、２２Ｂは固定されているので、ＡＦ用コイル１２に反力が働く。この反力がＡＦ
用ボイスコイルモーターの駆動力となり、ＡＦ用コイル１２を有するＡＦ可動部１０が光
軸方向に移動し、ピント合わせが行われる。
【００６２】
　ピント合わせを行わない無通電時には、ＡＦ可動部１０は、例えば上側弾性支持部材３
１及び下側弾性支持部材３２Ａ、３２Ｂによって、無限遠位置とマクロ位置との間に吊ら
れた状態（以下「基準状態」と称する）で保持される。すなわち、ＡＦ可動部１０が、上
側弾性支持部材３１及び下側弾性支持部材３２Ａ、３２Ｂによって、ＡＦ固定部２０に対
して位置決めされた状態で、Ｚ方向両側に変位可能に弾性支持される。ピント合わせを行
うときには、ＡＦ可動部１０を基準状態からマクロ位置側へ移動させるか、無限遠位置側
に移動させるかに応じて、電流の向きが制御される。また、ＡＦ可動部１０の基準状態か
らの移動距離（ストローク）に応じて、電流の大きさが制御される。
【００６３】
　このように、レンズ駆動装置１は、レンズホルダー１１の周囲に配置されるＡＦ用コイ
ル１２と、ＡＦ用コイル１２に対して径方向に離間して配置されるＡＦ用マグネット２２
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Ａ、２２Ｂとを備え、ＡＦ用コイル１２とＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂとで構成され
るボイスコイルモーターの駆動力を利用して、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂを含むＡ
Ｆ固定部２０に対して、ＡＦ用コイル１２を含むＡＦ可動部１０を光軸方向に移動させる
。ＡＦ固定部２０は、非磁性材料（例えばオーステナイト系ステンレス）からなる平面視
四角形状のケース２５と、ケース２５が固定されるベース２１と、を有し、ＡＦ用マグネ
ット２２Ａ、２２Ｂは、ケース２５の側面２５４、２５２に配置される平板形状を有する
。ケース２５の４つの側面２５１～２５４のうちの少なくとも一つ（ここでは側面２５１
、２５３）は、ＡＦ用マグネット２２Ａ、２２Ｂが配置されないマグネット非配置面であ
る。
【００６４】
　レンズ駆動装置１によれば、ケース２５の２つの側面２５１、２５３がマグネット非配
置面となっているので、マグネット非配置面側における磁束密度は小さくなる。したがっ
て、ケース２５のマグネット非配置面２５１又は２５３に隣接して別のレンズ駆動装置を
配置したときの磁気干渉の影響は、格段に低減される。また、別のレンズ駆動装置を離間
して配置する必要はなく、近接して配置できるので、小型化を図ることができる。したが
って、レンズ駆動装置１は、隣接するレンズ駆動装置との磁気干渉を抑制できる、デュア
ルカメラの用途に好適である。
【００６５】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づいて具体的に説明したが、本
発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能
である。
【００６６】
　例えば、実施の形態では、カメラモジュールＡを備えるカメラ搭載装置として、スマー
トフォンを例に挙げて説明したが、本発明は、情報機器または輸送機器であるカメラ搭載
装置に適用できる。情報機器であるカメラ搭載装置とは、カメラモジュールとカメラモジ
ュールで得られた画像情報を処理する制御部を有する情報機器であり、例えばカメラ付き
携帯電話機、ノート型パソコン、タブレット端末、携帯型ゲーム機、ｗｅｂカメラ、カメ
ラ付き車載装置（例えば、バックモニター装置、ドライブレコーダー装置）を含む。また
、輸送機器であるカメラ搭載装置とは、カメラモジュールとカメラモジュールで得られた
画像を処理する制御部を有する輸送機器であり、例えば自動車を含む。
【００６７】
　図１０は、カメラモジュールＶＣ（Vehicle Camera）を搭載するカメラ搭載装置として
の自動車Ｖを示す図である。図１０Ａは自動車Ｖの正面図であり、図１０Ｂは自動車Ｖの
後方斜視図である。自動車Ｖは、車載用カメラモジュールＶＣとして、実施の形態で説明
したカメラモジュールＡを搭載する。図１０に示すように、車載用カメラモジュールＶＣ
は、例えば前方に向けてフロントガラスに取り付けられたり、後方に向けてリアゲートに
取り付けられたりする。この車載用カメラモジュールＶＣは、バックモニター用、ドライ
ブレコーダー用、衝突回避制御用、自動運転制御用等として使用される。
【００６８】
　また例えば、実施の形態では、ケース２５の４つの側面２５１～２５４のうちＸ方向に
対向する２つの側面２５１、２５３がマグネット非配置面となっているが、１つの側面が
マグネット非配置面であってもよいし、３つの側面がマグネット非配置面であってもよい
。ただし、レンズ駆動のバランスを考慮すると、実施の形態のように、ＡＦ用マグネット
２２Ａ、２２Ｂを、ケース２５の４つの側面２５１～２５４のうち対向する２つの側面２
５４、２５２に配置し、残りの２つの側面２５１、２５３をマグネット非配置面とするの
が好ましい。
【００６９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
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【符号の説明】
【００７０】
　１　レンズ駆動装置
　２　レンズ部
　１０　ＡＦ可動部（オートフォーカス可動部）
　１１　レンズホルダー
　１２　ＡＦ用コイル（オートフォーカス用コイル）
　２０　ＡＦ固定部（オートフォーカス固定部）
　２１　ベース
　２２Ａ、２２Ｂ　ＡＦ用マグネット（オートフォーカス用マグネット）
　２３Ａ、２３Ｂ　ヨーク
　２４　スペーサー
　２５　ケース
　２５１、２５３　側面（マグネット非配置面）
　２５２、２５４　側面
　２５５　天面
　３０　弾性支持部材
　３１　上側弾性支持部材
　３２Ａ、３２Ｂ　下側弾性支持部材
　Ｍ　スマートフォン（カメラ搭載装置）
　Ａ　カメラモジュール

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】
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