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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズの外周に配置された第１コイルを備えるレンズホルダと、
　前記第１コイルに対向する第１面を含む第１マグネット部分と、前記第１面に垂直な第
２面を含み前記第１マグネット部分とは異なる磁区を構成する第２マグネット部分と、を
有するマグネット部と、
　前記レンズホルダと前記マグネット部とを、光軸方向へ相対移動可能に接続するスプリ
ングと、
　前記第２面に対向する第２コイルが備えられるベース部と、を有し、
　前記第１マグネット部分と前記第２マグネット部分とは一体に繋がっており、
　前記第１コイルは、前記第１マグネット部分と前記第２マグネット部分のうち前記第１
マグネット部分のみに対向しており、
　前記第２コイルは、前記第１マグネット部分と前記第２マグネット部分のうち前記第２
マグネット部分のみに対向しており、
　前記レンズホルダと、前記マグネット部と、前記スプリングとを有するレンズ保持ユニ
ットを、前記ベース部に対し前記光軸方向と垂直な方向へ相対移動可能に保持してあるこ
とを特徴とするレンズ保持装置。
【請求項２】
　前記マグネット部は、前記スプリングを位置決めする位置決め部を有することを特徴と
する請求項１に記載のレンズ保持装置。
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【請求項３】
　前記第１コイルに対して前記レンズの入射側に配置される入射側スプリングと、前記第
１コイルに対して前記レンズの出射側に配置される出射側スプリングと、を含む複数の前
記スプリングを有し、
　前記マグネット部は、前記入射側スプリングを位置決めする入射側位置決め部と、前記
出射側スプリングを位置決めする出射側位置決め部とを含む複数の前記位置決め部を有す
ることを特徴とする請求項２に記載のレンズ保持装置。
【請求項４】
　レンズの外周に配置された第１コイルを備えるレンズホルダと、
　前記第１コイルに対向する第１面を含む第１マグネット部分と、前記第１面に垂直な第
２面を含み前記第１マグネット部分とは異なる磁区を構成する第２マグネット部分と、を
有するマグネット部と、
　前記レンズホルダと前記マグネット部とを、光軸方向へ相対移動可能に接続するスプリ
ングと、
　前記第２面に対向する第２コイルが備えられるベース部と、を有し、
　前記スプリングは、前記第１コイルに対して前記レンズの入射側に配置される入射側ス
プリングと、前記第１コイルに対して前記レンズの出射側に配置される出射側スプリング
と、を含み、
　前記第１マグネット部分と前記第２マグネット部分とは一体に繋がっており、
　前記マグネット部は、前記第１マグネット部分に設けられ前記入射側スプリングを位置
決めする入射側位置決め部と、前記第２マグネット部分に設けられ前記出射側スプリング
を位置決めする出射側位置決め部とを含む複数の位置決め部を有し、
　前記レンズホルダと、前記マグネット部と、前記スプリングとを有するレンズ保持ユニ
ットを、前記ベース部に対し前記光軸方向と垂直な方向へ相対移動可能に保持してあるこ
とを特徴とするレンズ保持装置。
【請求項５】
　前記第１マグネット部分及び前記第２マグネット部分のうち少なくとも一方は、前記レ
ンズの周方向に連続していることを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれかに記
載のレンズ保持装置。
【請求項６】
　前記入射側位置決め部と前記出射側位置決め部との前記光軸方向に沿う間隔は、前記レ
ンズホルダの前記光軸方向に沿う長さと等しいことを特徴とする請求項５に記載のレンズ
保持装置。
【請求項７】
　前記第２マグネット部分の前記第２面は、第２面凸部と、前記第２面凸部より前記第２
コイルに対して離間するように前記光軸方向に凹んでいる第２面凹部とを有し、前記位置
決め部の少なくとも一部は、前記第２面凹部に設けられていることを特徴とする請求項１
から請求項６までのいずれかに記載のレンズ保持装置。
【請求項８】
　前記第１マグネット部分及び前記第２マグネット部分は、樹脂を含み、かつ、磁化容易
軸が揃えられた異方性磁石であることを特徴とする請求項１から請求項７までのいずれか
に記載のレンズ保持装置。
【請求項９】
　前記第２マグネット部分は、前記マグネット部における前記光軸方向の端部に位置する
第２端部と、前記第２端部と前記第１マグネット部分との間に位置しており、前記第２端
部及び前記第１マグネット部分とは異なる磁区を構成する第２中間部と、を有することを
特徴とする請求項１から請求項８までのいずれかに記載のレンズ保持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、たとえば携帯電話のカメラモジュールなどに好適に用いられるレンズ保持装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話のカメラモジュール等に好適に用いられるレンズ保持装置では、フォーカシン
グ動作と手振れ補正等を行うことができるように、レンズホルダを光軸方向及び光軸方向
に垂直な方向に移動させる機能を有するものが提案されている。
【０００３】
　また、このようなレンズ保持装置として、マグネットによって形成される磁場中にレン
ズホルダに取り付けられたコイルを配置し、コイルの電流値に応じて生じる電磁力により
レンズホルダを移動させる機構や、レンズホルダを光軸方向の両側からスプリングによっ
て支持する機構が提案されている（特許文献１等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５８７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来技術に係るレンズ保持装置に用いられるマグネットは、形状の自由度が低
いために周方向に分離されており、マグネットが分離されていることにより、組み立てに
手間がかかり、製造効率の点で問題があった。また、従来のレンズ保持装置では、コイル
をマグネットの外周を取り囲むように配置しているため、レンズの径方向に関して装置の
サイズを小さくすることが難しく、小型化の点で問題を有している。
【０００６】
　本発明は、このような実状に鑑みてなされ、その目的は、マグネットの形状及び構造を
改良したレンズ保持装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点に係るレンズ保持装置は、
　レンズの外周に配置された第１コイルを備えるレンズホルダと、
　前記第１コイルに対向する第１面を含む第１マグネット部分と、前記第１面に垂直な第
２面を含み前記第１マグネット部分とは異なる磁区を構成する第２マグネット部分と、を
有するマグネット部と、
　前記レンズホルダと前記マグネット部とを、光軸方向へ相対移動可能に接続するスプリ
ングと、
　前記第２面に対向する第２コイルが備えられるベース部と、を有し、
　前記第１マグネット部分と前記第２マグネット部分とは一体に繋がっており、
　前記レンズホルダと、前記マグネット部と、前記スプリングとを有するレンズ保持ユニ
ットを、前記ベース部に対し前記光軸方向と垂直な方向へ相対移動可能に保持してある。
【０００８】
　本発明の第１の観点に係るレンズ保持装置が有するマグネット部は、互いに垂直な第１
面と第２面とを有し、第１面及び第２面に対向するように第１コイル及び第２コイルを配
置する構成であるため、レンズの径方向に関して装置のサイズを小さくすることが可能で
あり、小型化の点で有利である。また、前記第１マグネット部分と前記第２マグネット部
分とは一体に繋がっているが、互いに異なる磁区を構成しているため、組み立てが容易で
ありながら、第１コイル及び第２コイルの周辺に強い磁場を形成することが可能である。
【０００９】
　また、例えば、前記第１マグネット部分及び前記第２マグネット部分のうち少なくとも
一方は、前記レンズの周方向に連続していても良い。
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【００１０】
　前記第１マグネット部分及び前記第２マグネット部分のうち少なくとも一方が周方向に
連続しているマグネット部は、全体が一体であるため組み立てが容易である。また、第１
マグネット部分が周方向に連続することにより、駆動力を発生する方向とは逆方向に第１
コイルを鎖交する磁場が発生することを防止し、第１コイルに電流を流した際の駆動力を
向上させることができる。
【００１１】
　前記マグネット部は、前記スプリングを位置決めする位置決め部を有しても良い。
【００１２】
　マグネット部にスプリングを位置決めするための位置決め部が形成されていることによ
り、スプリングをマグネット部に対して直接位置決めすることが可能である。したがって
、このようなレンズ保持装置は、スプリングを含むレンズ保持ユニットを精度良く組み立
てることができる。
【００１３】
　また、例えば、本発明に係るレンズ保持装置は、前記第１コイルに対して前記レンズの
入射側に配置される入射側スプリングと、前記第１コイルに対して前記レンズの出射側に
配置される出射側スプリングと、を含む複数の前記スプリングを有しても良く、
　前記マグネット部は、前記入射側スプリングを位置決めする入射側位置決め部と、前記
出射側スプリングを位置決めする出射側位置決め部とを含む複数の前記位置決め部を有し
ても良い。
【００１４】
　マグネット部が入射側スプリングを位置決めする入射側位置決め部と、出射側スプリン
グを位置決めする出射側位置決め部とを有することにより、入射側スプリングと出射側ス
プリングとの相対配置に誤差が生じることを効果的に防止し、レンズホルダ及びレンズが
傾いたり斜めに移動したりする問題を低減できる。
【００１５】
　また、例えば、前記入射側位置決め部と前記出射側位置決め部との前記光軸方向に沿う
間隔は、前記レンズホルダの前記光軸方向に沿う長さと略等しくても良い。
【００１６】
　また、例えば、前記第２マグネット部分の前記第２面は、第２面凸部と、前記第２面凸
部より前記第２コイルに対して離間するように前記光軸方向に凹んでいる第２面凹部とを
有し、前記位置決め部の少なくとも一部は、前記第２面凹部に設けられていても良い。
【００１７】
　入射側位置決め部と出射側位置決め部との光軸方向に沿う間隔を、レンズホルダの光軸
方向に沿う長さと略等しくすることにより、入射側及び出射側スプリングの形状を単純化
し、レンズホルダをバランス良く支持することが可能である。さらに、光軸方向に凹んで
いる第２面凹部に位置決め部を形成することにより、マグネット部の光軸方向の長さを短
くできるため、レンズ保持装置の低背化に資する。
【００１８】
　また、本発明の第２の観点に係るレンズ保持装置は、
　レンズの外周に配置された第１コイルを備えるレンズホルダと、
　前記第１コイルに対向する第１面を含む第１マグネット部分と、前記第１面に垂直な第
２面を含み前記第１部分とは異なる磁区を構成する第２マグネット部分と、を有するマグ
ネット部と、
　前記レンズホルダと前記マグネット部とを、光軸方向へ相対移動可能に接続するスプリ
ングと、
　前記第２面に対向して第２コイルが固定されるベース部と、を有し、
　前記第２マグネット部分は、前記レンズの周方向に連続しており、
　前記レンズホルダと、前記マグネット部と、前記スプリングとを有するレンズ保持ユニ
ットを、前記ベース部に対し光軸と垂直な方向に相対移動可能に保持してある。
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【００１９】
　本発明の第２の観点に係るレンズ保持装置が有するマグネット部は、第１の観点に係る
レンズ保持装置と同様に、レンズの径方向に関して装置のサイズを小さくすることが可能
であり、小型化の点で有利である。また、第２マグネットが周方向に連続しているため、
部品数が少なく組み立てが容易である。
【００２０】
　また、例えば、前記第１マグネット部分及び前記第２マグネット部分は、樹脂を含んで
も良い。
【００２１】
　このような第１マグネット部分及び第２マグネット部分により構成されるマグネット部
は、金属やフェライト等の磁性材料のみから成る従来の磁石に比べて成形の自由度が高く
、このようなマグネット部には、スプリングのための位置決め部を容易に形成することが
可能である。
【００２２】
　また、例えば、前記第２マグネット部分は、前記マグネット部における前記光軸方向の
端部に位置する第２端部と、前記第２端部と前記第１マグネット部分との間に位置してお
り、前記第２端部及び前記第１マグネット部分とは異なる磁区を構成する第２中間部と、
を有しても良い。
【００２３】
　第２マグネット部分が第２中間部と第２端部とを有することにより、第２コイルの周辺
に強い磁場を形成することが可能であり、第２コイルに電流を流した際の駆動力を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るレンズ保持装置の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すレンズ保持装置の概略分解斜視図である。
【図３】図３は、レンズ保持装置に含まれるレンズ保持ユニットの詳細分解斜視図である
。
【図４】図４は、レンズ保持装置に含まれるベース部の詳細分解斜視図である。
【図５】図５は、図１に示すレンズ保持ユニットを、レンズの出射側から見た斜視図であ
る。
【図６】図６は、図１に示すレンズ保持装置の断面図である。
【図７】図７は、マグネット部の変形例を表す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態に係るレンズ保持装置１０の斜視図である。レンズ保持装
置１０は、略直方体形状の外形状を有している。レンズ保持装置１０の中心部には、図示
省略のレンズを保持するレンズホルダ５０が配置されており、レンズホルダ５０の外周側
には、ケース１２が配置されている。レンズ保持装置１０は、断面図６に示すように、出
射側に配置される撮像素子９２と組み合わせて、フォーカス機構及び手振れ補正機構を有
するカメラモジュール等として使用されるが、レンズ保持装置１０の用途はこれに限定さ
れない。なお、レンズ保持装置１０の説明では、レンズの光軸αに沿って、撮影光がレン
ズに入射してくる側を入射側とし、入射した撮影光を出射する側を出射側として説明を行
う。
【００２６】
　図２は、図１に示すレンズ保持装置１０の概略分解斜視図である。レンズ保持装置１０
は、ケース１２と、レンズ保持ユニット１８と、ベース部１９とを有する。ケース１２は
、レンズ保持ユニット１８を、ベース部１９との間で光軸方向に挟み込んだ状態で、ベー
ス部１９のボトム７８に取り付けられる（図１参照）。
【００２７】
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　図３は、レンズ保持ユニット１８の詳細分解斜視図である。レンズ保持ユニット１８は
、レンズの外周に配置される第１コイル８０が取り付けられたレンズホルダ５０と、マグ
ネット部４０と、レンズホルダ５０とマグネット部４０とを、光軸方向へ相対移動可能に
接続する入射側スプリング３０及び出射側スプリング６０とを有する。
【００２８】
　レンズ保持ユニット１８は、第１コイル８０に対して入射側に配置される入射側スプリ
ング３０と、第１コイル８０に対して出射側に配置される出射側スプリング６０とによっ
て構成される２つのスプリング３０，６０を有する。入射側スプリング３０は、マグネッ
ト部４０とレンズホルダ５０とを弾性的に接続する。入射側スプリング３０は、互いに分
離及び絶縁されている２つの部材である入射側スプリングＲ３０ａと、入射側スプリング
Ｌ３０ｂとによって構成されており、第１コイル８０に電力を供給するための配線の一部
を兼ねている。入射側スプリング３０を構成する入射側スプリングＲ３０ａと入射側スプ
リングＬ３０ｂは、それぞれ外環部３２、ワイヤ保持部３３、内環部３４及びアーム部３
６とを有しており、入射側スプリング３０は、多重のリング形状を有している。
【００２９】
　入射側スプリング３０の外周部分を構成する外環部３２は、マグネット部４０の入射側
端面に、接着又は熱カシメ等によって固定される。マグネット部４０の入射側端面には、
入射側スプリング３０を位置決めする入射側位置決め部４４が形成されている。入射側位
置決め部４４は、マグネット部４０における第１マグネット部分４３から光軸α方向に突
出する凸部であり、凸部である入射側位置決め部４４が、入射側スプリング３０の外環部
３２に形成された貫通孔３２ａに対して係合することにより、入射側スプリング３０がマ
グネット部４０に対して位置決めされる。外環部３２の四隅には、サスペンションワイヤ
８４の入射側端部が固定されるワイヤ保持部３３が接続されている。
【００３０】
　入射側スプリング３０の内周部分を構成する内環部３４は、レンズホルダ５０の入射側
内環設置部５４に、接着剤等によって固定される。外環部３２と内環部３４は、アーム部
３６によって連結されている。
【００３１】
　入射側スプリング３０は、金属等の弾性材料によって構成されており、アーム部３６は
、弾性変形することができる。アーム部３６が弾性変形することによって、内環部３４は
、外環部３２に対して光軸α方向に相対移動することができる。
【００３２】
　なお、入射側スプリング３０が第１コイル８０への給電経路となる場合、入射側スプリ
ング３０の外環部３２とマグネット部４０との絶縁性を確保するために、入射側スプリン
グ３０やマグネット部４０の表面に絶縁被膜処理等が施されてもよく、また、入射側スプ
リング３０とマグネット部４０の間に絶縁シート等が挿入されても良い。
【００３３】
　マグネット部４０は、レンズホルダ５０及び第１コイル８０の外周側に配置されており
、第１コイル８０に対向する第１面４３ａを含む第１マグネット部分４３と、第１面４３
ａに垂直であって出射側を向く第２面４５ａを含む第２マグネット部分４５とを有する。
マグネット部４０は、フェライト又は金属等の磁性材料と樹脂とを含むプラスチック磁石
であり、通常のプラスチックと同様に比較的自由な形状に成形することができる。マグネ
ット部４０の具体的材質、製造方法等は特に限定されないが、マグネット部４０は、マグ
ネット部４０に含まれる磁性材料中の磁化容易軸が揃えられた異方性磁石であることが好
ましい。
【００３４】
　第１マグネット部分４３と第２マグネット部分４５とは一体に繋がっており、また、マ
グネット部４０並びにこれを構成する第１マグネット部分４３及び第２マグネット部分４
５は、レンズの周方向に連続している額縁形状を有している。
【００３５】
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　断面図である図６に示すように、マグネット部４０の第１マグネット部分４３及び第２
マグネット部分４５は、磁化の方向が光軸方向と垂直方向である。また、第１マグネット
部分４３と第２マグネット部分４５とは、互いに異なる磁区を構成している。さらに、第
２マグネット部分４５は、マグネット部４０における光軸方向の出射側端部に位置する第
２端部４５ｂと、第２端部４５ｂと第１マグネット部分４３との間に位置しており、第１
マグネット部分４３及び第２端部４５ｂとは異なる磁区を構成する第２中間部とを有する
。したがって、マグネット部４０における磁化の方向は、第１マグネット部分４３と第２
中間部４５ｃとで反対方向であり、第２中間部４５ｃと第２端部４５ｂとで反対方向であ
る。
【００３６】
　図２に示すように、レンズホルダ５０は、中空無底の円筒形状を有しており、レンズホ
ルダ５０の内周面にはレンズ（不図示）が固定される。レンズホルダ５０には、入射側ス
プリング３０の内環部３４が固定される入射側内環設置部５４と、出射側スプリング６０
の内環部６４が固定される出射側内環設置部５６（図５参照）とが形成されている。
【００３７】
　第１コイル８０は、レンズホルダ５０の外周部に形成されているコイル設置部５２に固
定されており、第１コイル８０を構成する巻線がレンズホルダ５０の外周面とマグネット
部４０の内周面である第１面４３ａとの間を周回するように配置されている。第１コイル
８０を構成する巻線の端部は、入射側スプリング３０を構成する入射側スプリングＲ３０
ａ及び入射側スプリングＬ３０ｂに電気的に接続されており、第１コイル８０には、入射
側スプリング３０を介して、レンズホルダ５０をマグネット部４０に対して光軸α方向に
相対移動させるための電力が供給される。
【００３８】
　出射側スプリング６０は、入射側スプリング３０と同様に、マグネット部４０とレンズ
ホルダ５０とを弾性的に接続する。出射側スプリング６０は、外環部６２と、内環部６４
と、アーム部６６とからなる多重のリング形状を有している。
【００３９】
　図３に示すように、出射側スプリング６０の外周部分を構成する外環部６２は、マグネ
ット部４０の出射側端面である第２面４５ａに固定される。図５に示すように、第２面４
５ａは、マグネット部４０において最も出射側に位置する第２面凸部４５ａａと、第２面
凸部４５ａａより第２コイル８２ａに対して離間するように光軸方向に凹んでいる第２面
凹部４５ａｂとを有する。第２面凹部４５ａｂには、出射側スプリング６０を位置決めす
るための凸部である出射側位置決め部４６が設けられており、出射側位置決め部４６が、
外環部６２に形成された貫通孔６２ａに係合することにより、出射側スプリング６０がマ
グネット部４０に対して位置決めされる。出射側スプリング６０の外環部６２は、マグネ
ット部４０に対して接着等により固定されても良いが、出射側位置決め部４６が凸部であ
る場合、外環部６２は、出射側位置決め部４６をカシメることにより、マグネット部４０
に固定されても良い。
【００４０】
　出射側スプリング６０の内環部６４は、レンズホルダ５０の出射側内環設置部５６（図
５参照）に、接着等により固定される。出射側スプリング６０における外環部６２と内環
部６４とは、アーム部６６によって連結されている。
【００４１】
　出射側スプリング６０は、入射側スプリング３０と同様に、金属等の弾性材料によって
構成されており、アーム部６６は弾性変形することができる。出射側スプリング６０の内
環部６４は、入射側スプリング３０と同様に、アーム部６６が弾性変形することにより、
外環部６２に対して光軸α方向に相対移動することができる。
【００４２】
　図４は、図２に示すベース部１９の詳細分解斜視図である。ベース部１９は、サスペン
ションワイヤ８４と、ＦＰコイル８２と、シート部材７２と、ＦＰＣ７４と、ホールセン
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サ７６と、ボトム７８とを有する。サスペンションワイヤ８４は、レンズ保持ユニット１
８を、ベース部１９に対して光軸方向と垂直な方向へ相対移動可能に連結する。サスペン
ションワイヤ８４の出射側端部は、ＦＰコイル８２の４角に連結されている。サスペンシ
ョンワイヤ８４は、りん青銅等の金属材料によって作製することができるが、サスペンシ
ョンワイヤ８４の材質は特に限定されない。
【００４３】
　４本のサスペンションワイヤ８４のうち少なくとも２本は通電可能であり、図３に示す
入射側スプリング３０を介して第１コイル８０に電力を供給することができる。給電経路
として用いられるサスペンションワイヤ８４は、ＦＰＣ７４に対して、電気的に接続され
ている。
【００４４】
　ボトム７８の入射側表面には、ＦＰコイル８２（フレキシブルプリントコイル）、シー
ト部材７２及びＦＰＣ７４（フレキシブルプリント基板）からなる３つのシート状の部材
が、光軸方向に重ねられて配置される。ＦＰコイル８２は、先に述べた３つの部材の中で
最も上面（入射側）に配置され、図６に示すように、マグネット部４０の第２面４５ａに
対向する。ＦＰコイル８２は、ベースフィルムに覆われた４つの第２コイル８２ａを有し
ており、４つの第２コイル８２ａは、図５に示す４つの第２面凸部４５ａａに対向するよ
うに、ＦＰコイル８２の周方向に沿って配置されている。
【００４５】
　ＦＰＣ７４は、ボトム７８の入射側表面に固定されており、ＦＰＣ７４の入射側表面に
は、シート部材７２を介してＦＰコイル８２が固定される。シート部材７２は、ＦＰＣ７
４とＦＰコイル８２の間で電気的なノイズが発生することを防止するために設けられてい
る。ＦＰＣ７４には、第１コイル８０及び第２コイル８２ａの電流値を制御等するための
電子回路が形成されており、ＦＰＣ７４の端部には、外部の制御回路との信号の送受信や
、電力の供給を行うための外部端子が形成されている。
【００４６】
　ボトム７８は、レンズ保持ユニット１８を支持するための剛性をベース部１９に与える
フレームの役割を有しており、樹脂等で形成されている。ボトム７８の入射側表面には、
レンズ保持ユニット１８の光軸方向に垂直な方向への移動を検出するための移動検出部と
してのホールセンサ７６が設置されている。ベース部１９は、光軸に直交する２方向の位
置を検出するために２つのホールセンサ７６を有しており、それぞれのホールセンサ７６
は、第２マグネット部分４５により形成された磁場の変化を好適に検出できるように、第
２面凸部４５ａａの出射側に配置される。ベース部１９に含まれるＦＰコイル８２、シー
ト部材７２、ＦＰＣ７４及びボトム７８の中央部には、レンズから出射した光を通過させ
るための孔が形成されている。
【００４７】
　図６に示すように、レンズホルダ５０に固定された第１コイル８０は、第１マグネット
部分４３の第１面４３ａに対向しており、第１コイル８０と第１マグネット部分４３によ
り、フォーカス動作を行うボイスコイルモータを構成する。すなわち、第１コイル８０に
電流を流すことにより、第１コイル８０と第１マグネット部分４３との相互作用によって
、第１面４３ａの延在する方向と平行な光軸方向へ、レンズホルダ５０を移動させること
ができる。
【００４８】
　ベース部１９の一部であるＦＰコイル８２に含まれる第２コイル８２ａは、第２マグネ
ット部分４５の第２面４５ａに対向しており、第２コイル８２ａと第２マグネット部分４
５により、手振れ補正動作を行うボイスコイルモータを構成する。すなわち、第２コイル
８２ａに電流を流すことにより、第２コイル８２ａと第２マグネット部分４５との相互作
用によって、第２面４５ａの延在する方向と平行である光軸方向に垂直な方向へ、レンズ
保持ユニット１８全体（図２参照）を移動させることができる。この際、ベース部１９に
備えられるホールセンサ７６は、主として第２マグネット部分４５によって形成される磁
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場の変化を検出することにより、レンズ保持ユニット１８の光軸方向に垂直な方向に関す
る位置を検出する。
【００４９】
　レンズ保持装置１０は、マグネット部４０が互いに垂直な第１面４３ａと第２面４５ａ
とを有し、第１面４３ａ及び第２面４５ａに対向するように第１コイル８０及び第２コイ
ル８２ａを配置する構成であるため、レンズの径方向に関して装置のサイズを小さくする
ことが可能であり、小型化の点で有利である。また、第１マグネット部分４３と第２マグ
ネット部分４５とは一体に繋がっているが、互いに異なる磁区を構成しているため、組み
立てが容易でありながら、第１コイル８０及び第２コイル８２ａの周辺に強い磁場を形成
することが可能である。これにより、フォーカス動作や手振れ補正動作を行うボイスコイ
ルモータの駆動力を高めることができる。
【００５０】
　また、マグネット部４０は、第１マグネット部分４３と第２マグネット部分４５とが光
軸方向に繋がっており、かつ周方向に連続する一体形状であるため、組み立てが容易であ
るとともに、駆動力を発生する方向とは逆方向に第１コイルを鎖交する磁場が発生するこ
とを防止できる。また、マグネット部４０が入射側位置決め部４４と出射側位置決め部４
６とを含む複数の位置決め部４４，４６を有することにより、入射側スプリング３０と出
射側スプリング６０とが、同一の部材であるマグネット部４０に対して位置決めされる。
これにより、レンズ保持装置１０は、入射側スプリング３０と出射側スプリング６０との
間の同軸度を高めることが可能であり、レンズホルダ５０及びレンズが傾いたり斜めに移
動したりする問題を低減できる。また、レンズホルダ５０及びレンズを精度良く位置決め
できるため、レンズのチルト調整工程等を省略若しくは簡略化することが可能であり、レ
ンズ保持装置１０は、組み立てが容易である。また、マグネット部４０が射出成形等によ
り一体に成形されることは、スプリング３０，６０の同軸度を高める観点からさらに好ま
しい。
【００５１】
　また、図５に示すように、第２面４５ａが第２面凹部４５ａｂを有し、第２面凹部４５
ａｂに出射側スプリング６０の外環部６２を固定することにより、レンズ保持装置１０全
体の光軸方向の長さを短縮することができるため、低背化に対して有利である。
【００５２】
その他の実施形態
　レンズ保持装置１０に含まれるマグネット部４０やスプリング３０，６０の形状等は、
レンズ保持装置１０に対して要求される仕様に応じて適宜調整され得る。また、図７に示
すように、レンズ保持装置１０に含まれるマグネット４０Ａは、別々に成形された額縁状
の第１マグネット部分１４３と第２マグネット部分１４５とを、接着等によって一体化さ
れたものであっても良い。また、第２マグネット部分４５は、磁化の方向が互いに反対方
向である第２中間部４５ｃと第２端部４５ｂを有するものに限られず、第１マグネット部
分４３と異なる磁区を構成するものであれば特に限定されない。
【００５３】
　また、マグネット部とスプリング３０，６０の取り付け方法は、接着やカシメに限定さ
れず、入射側スプリング３０又は出射側スプリング６０を金型内に位置決めし射出成形す
ることによりマグネット部を形成することにより、スプリング６０がマグネット部に取り
付けられても良い。この場合も、スプリング３０，６０は、マグネットに対して高精度に
位置決め及び固定される。さらに、ベース部１９によるレンズ保持ユニット１８の支持構
造もサスペンションワイヤを用いる構造に限定されず、光軸に垂直なＸ方向とＹ方向にス
ライドするスライド面を有する構造など、その他の構造が採用されても良い。
【符号の説明】
【００５４】
　１０…レンズ保持装置
　１８…レンズ保持ユニット
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　１９…ベース部
　３０…入射側スプリング
　６０…出射側スプリング
　３０ａ…入射側スプリングＲ
　３０ｂ…入射側スプリングＬ
　４０…マグネット部
　４３…第１マグネット部分
　４３ａ…第１面
　４４…入射側位置決め部
　４５…第２マグネット部分
　４５ａ…第２面
　４５ａａ…第２面凸部
　４５ａｂ…第２面凹部
　４５ｂ…第２端部
　４５ｃ…第２中間部
　４６…出射側位置決め部
　５０…レンズホルダ
　８０…第１コイル
　８２ａ…第２コイル

【図１】 【図２】
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