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明 細 苫

超音波アクチユエータ

技術分野

０００1 本発明は所定の駆動力を発生させる超音波ァクチュエータに関するものである。

背景技 術

０００2 昨今、この種類の超音波ァクチュエータとしては、例えば、特許文献 に開示された

ものがある。この超音波ァクチュエータは、4 箇所に電極が設けられた圧電素子で構

成されたァクチュエータ本体を備え、対角にある2 対の電極にそれぞれ位相の典なる

交流電圧を印加し、該圧電素子に縦振動と屈曲振動とを調和的に発生させることに

ょって駆動力を発生させている。

０００3 かかるァクチュエータ本体は、特許文献 においては、某礎となる部材に対して弾

性的に支持されており、該ァクチュエータ本体の振動を阻苦しないょぅに構成されて

いる。例えば、その一例として、特許文献 には、ァクチュエータ本体を某礎となる部

材としてのケース内において弾性的に支持する構成が開示されている。

特許文献 1 : 特開平8 23797

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 しかしながら、特許文献 には、ァクチュエータ本体をケース内に弾性的に支持す

るための具体的構成については開示されていない。

０００5 例えば、ァクチュエータ本体をケース内に収容して支持する構成としては、ケース

にァクチュエータ本体を挿入可能な開口を形成し、該ケースに対してァクチュエータ

本体を該開口から収容すると共に、該ケースとァクチュエータ本体との間の隙間に該

ァクチュエータ本体を弾性的に支持するための支持部を挿入する構成が考えられる

。ところが、かかる構成の場合、支持部をケースとァクチュエータ本体との間の隙間に

挿入する際に、該支持部を圧縮変形させた状態で挿入する必要がある。そのため、

細み立て時にある程度の力を要すると共に、ァクチュエータ本体とケースとの隙間に

おいて支持部の所望の設置位置に設置することが難しい。



０００6 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものてあり、その日的とするところは、超音波

アクチュエータの組立性を向上させると共に、支持部をアクチュエータ本体とケースと

の間において栢度良く設置することにある。

裸題を解決するための手段

０００7 本発明は、アクチュエータ本体と支持部とを収容するケースを分割構造として、咳ケ

ースか取り付けられることによって支持部か圧縮変形してアクチュエータ本体を坤，性

的に支持するように構成したものてある。

０００8 具体的には、本発明は、所定の駆動力を発生させる超音波アクチュエータか対象

てある。そして、圧電素子を有して振動することて駆動力を発生させるアクチュエータ

本体と、 前記アクチュエータ本体を収容するケースと、前記アクチュエータ本体と前

記ケースとの間に介段されて咳アクチュエータ本体を所定の支持方向の両側から坤

性的に支持する少なくとも2つの支持部とを備え、前記ケースは、少なくとも前記支持

部のうちの一方か設置される部分か開口した第 ケースと、咳第 ケースの開口を覆

うように咳第 ケースに取り付けられる第2ケースとを有し、前記支持部は、前記第2ケ

ースか前記第 ケースに取り付けられることによって圧縮変形した状態て前記アクチ

ュエータ本体を坤性的に支持するものとする。

発明の効果

０００9 本発明によれは、第2ケースを第 ケースに取り付けることて支持部を圧縮変形させ

るため、超音波アクチュエータの組立時に支持部を圧縮変形させなからアクチュエー

タ本体とケースとの隙間に挿入する等の煩雑な作業の必要かなく、超音波アクチュエ

ータの組立性を向上させることかてきる。また、支持部の設置位置の位置合わせを、

咳支持部か圧縮変形した状態て行うのてはなく、第2ケースを第 ケースに取り付け

る前、即ち、支持部か圧縮変形する前に行うことかてきるため、咳支持部をアクチュ

エータ本体とケースとの間において栢度良く設置することかてき、超音波アクチュエ

ータの所望の性能を実現することかてきる。

図面の簡単な説明

００1０ 図 図 は、本発明の実施形態 に係る超音波アクチュエータの分解斜視図てある



図2 図2は、超音波アクチュエータの斜視図である。

図3 図3は、駆動装置の斜視図である。

図4 図4は、圧電素子の分解斜視図である。

図5 図5は、圧電素子の 次モードの伸縮振動による変位を示す概念図である。

図6 図6は、圧電素子の2次モードの屈曲振動による変位を示す概念図である。

図7 図7は、圧電素子の動作を示す概念図である。

図8 図8は、超音波アクチュエータの断面図である。

図9 図9は、支持ユニットの正面図である。

図1０図 ０は、超音波アクチュエータの細み立て時における、第2ケースを取り付け

る前の様子を表す斜視図である。

図11 図 は、超音波アクチュエータの細み立て時における、第2ケースを第 ケー

スに取り付ける途中の様子を表す斜視図である。

図12 図 2は、実施形態2に係る超音波アクチュエータの分解斜視図である。

図13 図 3は、超音波アクチュエータの斜視図である。

図14 図 4は、実施形態3に係る超音波アクチュエータの分解斜視図である。

図15 図 5は、その他の実施形態に係る駆動装置の斜視図である。

符号の説明

3 アクチュエータ本体

3０ 圧電素子

35 36 37 外部電極 (素子側電極 )

4 ケース

46 47 48 電極 (ケース側電極 )

46a 47a 48a 端子電極 (給電電極 )

5 支持ゴム (支持部 )

52 付勢ゴム (付勢部 )

53 連結ゴム (連結部 )

6 姿勢保持ゴム (姿勢保持部 )

7 駆動子



8 第 ケース

8 被係合段部 (被係合部 )

8 係合突起 (押圧用係合突起 )

開口

9 第2ケース

g2a 93a 係合爪部 (係合部 )

94 押圧部

94d 被係合孔 (押圧用被係合孔)

2０4 ケース

2０8 第 ケース

2０9 第2ケース

254 フレキシフル某板 (庫結部 )

255a 255b 255c 端子電極 (給電電極 )

3０4 ケース

3０8 第 ケース

3０9 第2ケース

354 フレキシフル某板 (庫結部 )

355a 355b 355c 端子電極 (給電電極 )

発明を実施するための最良の形態

００12 以下、本発明の実施形態を図面に某ついて梓細に脱明する。

００13 は発明の実施形態叫

本発明の実施形態 に係る駆動装置 は、図3に示すよぅに、ステーシ と、レール

2 2と、超音波アクチュェ一タ2と、図示省略の某台及ひ制御装置とて構成されて

いる。

００14 前記レール 2 2は、互いに平行な状態て某台上に固定されている。前記ステー

シ は、平面視略方形の板状部材てあって、対向する 対の側端面かレール 2，

2と平行となった状態て咳レール 2 2に摺動自在に取り付けられている。そして、

超音波アクチュェ一タ2は、ステーシ の核対向する 対の側端面のぅちの一方の側



端面に設けられている。この超音波アクチュエータ2は、某台に固定されていると共

に制御装置に接続されていて、制御装置の駆動信号によって作動してステージ を

レール 2 2の長手方向、即ち、図3中の矢印 ， 方向に駆動する。このステージ

が被駆動体に相当する。

００15 前記超音波アクチュエータ2は、図 ，2に示すよぅに、振動を発生させるアクチュエ

ータ本体3と、該アクチュエータ本体3を収容するケース4と、アクチュエータ本体3と

ケース4との間に介設されてアクチュエータ本体3を弾性的に支持する支持ユニット5

と、アクチュエータ本体3の姿勢を保持するための姿勢保持ゴム6とを備えている。

００16 前記アクチュエータ本体3は、圧電素子3０と、該圧電素子3０に取り付けられた2つ

の駆動子7，7とを有している。

００17 前記圧電素子3０は、略長方形状の互いに対向する一対の主面と、この主面と直交

して該主面の長手方向に延びる、互いに対向する一対の長辺側面と、これら主面及

び長辺側面の両方と直交して該主面の短手方向に延びる、互いに対向する一対の

短辺側面とを有する略直方体状をしている。

００18 この圧電素子3０は、図4に示すよぅに、5つの圧電体屑3 3 ，・‥と4つの内部電

極屑32 33 34 34とを交互に積層して構成される。内部電極屑32 33 34 34

は、積層方向に圧電体屑3 を介して交互に配された、第 給電電極屑32と共通電

極屑34と第2給電電極屑33と共通電極屑34とで構成される。これら第 給電電極屑

32、第2給電電極屑33及び共通電極屑34 34のそれぞれは、各圧電体屑3 の主

面上に印冊 されている。

００19 前記各圧電体屑3 は、例えばチタン酸ジルコン酸鉛などのセラミック材料からなる

絶縁体屑であって、前記圧電素子3０と同様に、一対の主面と、一対の長辺側面と、

一対の短辺側面とを有する略直方体状をしている。また、各圧電体屑3 には、その

長辺側面のぅち前記駆動子7，7が設けられていない側の長辺側面の長手方向中央

部に外部電極35a が、一方の短辺側面の短手方向中央部に外部電極36a が、他方

の短辺側面の短手方向中央部に外部電極37a がそれぞれ形成されている。

００2０ 前記各共通電極屑34は、圧電体屑3 の主面の略全面に丘って設けられた略長方

形状をしている。また、各共通電極屑34の一方の長辺部には、その長手方向中央部



から圧電体屑3 の前記外部電極35aまで延びる引出電極34aが形成されている。

００21 前記第 給電電極屑32は、圧電体屑3 の主面をその長手方向及び短手方向にそ

れぞれ2等分してなる4つの領城のぅち該主面の対角線方向に位置する2対の領城

のぅち一方の対の領城にそれぞれ形成された一対の第 電極32a 32aと、これら第

電極32a 32aを連結して導通させる導通電極32bとを有する。各第 電極32aは

略矩形状の電極であり、積層方向からみて共通電極屑34と重なっている。つまり、各

第 電極32aは、圧電体層3 を挟んで共通電極屑34と対向している。また、第 電

極32a 32aのぅちの一方には、圧電体屑3 の前記外部電極36aまで延びる引出電

極32。が設けられている。

００22 前記第2給電電極屑33は、圧電体屑3 の主面の対角線方向に位置する前記2対

の領城のぅち他方の対の領城にそれぞれ形成された一対の第2電極33a 33aと、こ

れら第2電極33a 33aを連結して導通させる導通電極33bとを有する。各第2電極3

3aは略矩形状の電極であり、積層方向からみて共通電極屑34と重なっている。つま

り、各第2電極33aは、圧電体屑3 を挟んで共通電極屑34と対向している。また、第

2電極33a 33aのぅちの一方には、圧電体屑3 の前記外部電極37aまで延びる引

出電極33cが設けられている。

００23 これら圧電体屑3 3 ，・‥と内部電極屑32 34 33 34とを交互に積層すること

で構成された圧電素子3０においては、その一方の長辺側面の前記長手方向中央

部に、各圧電体屑3 の外部電極35aが つになって外部電極35 (図8参照 )が形成

されている。そして、この外部電極35には、前記共通電極屑34 34に形成された引

出電極34a 34aが電気的に接続されている。同様に、圧電素子3０の一方の短辺側

面の前記短手方向中央部には、各圧電体屑3 の外部電極36aが つになって外部

電極36 (図 ，8参照 )が形成され、圧電素子3０の他方の短辺側面の前記短手方向

中央部には、各圧電体屑3 の外部電極37aが一つになって外部電極37 (図8参照

)が形成されている。そして、外部電極36には前記第 給電電極屑32の引出電極3

Zcが、外部電極37には前記第2給電電極屑33の引出電極33cが電気的に接続さ

れている。これら外部電極35 36 37が素子側電極を構成する。

００24 そして、



長辺側面には、前記駆動子7，7が前記長手方向に互いに間隔を空けて設けられて

いる。駆動子7，7は、該長手方向において、該長辺側面の全長の3０～3 5 距離だ

けその長手方向両端部から内側に入った位置に配設されている。これら駆動子7，7

は、ほぼ球体状に形成されている。

００25 このよぅに構成されたアクチュェ一タ本体3は、前記外部電極3 5をグランドに接続し

、前記外部電極36に所定周波数の交流電圧を、前記外部電極3 7に該交流電圧と

。 。位相が9０ 、または ０ ずれた交流電圧を印加することによって、図5に示す縦

振動 (いわゆる、伸縮振動) の 次モードと、図6に示す屈曲振動の2次モードとが誘

起される。

００26 縦振動の共振周波数及び屈曲振動の共振周波数はそれぞれ、圧電素子3０の材

料、形状等により決定される。さらに、両共振周波数は、圧電素子3０を支持する力及

び支持する部分によっても影響を受ける。これらを考慮して、両共振周波数を略一致

させ、その近傍の周波数の電圧を印加することによって、圧電素子3０には、縦振動

の 次モードと屈曲振動の2次モードとが調和的に誘起され、図7 (a) (b) (c) (d

) に示す形状の変化を順番に起こす。

００27 その結果、圧電素子3０に設けられた各駆動子7が図7における紙面と平行な面内

で略楕円運動を起こす。この楕円運動により駆動子7，7が圧電素子3０の前記長手

方向と一致する駆動方向 (図3中の矢印 ， 方向) に駆動力を出力する。

００28 前記ケース4は、前記圧電素子3０に対応した略直方体状の概略箱形状をしている

。このケース4は、前記圧電素子3０の主面と平行で且つ略長方形状の一対の主壁

部4 4 2と、該主壁部4 42の前記長手方向の一側 (図 における左側) に位置す

る短辺部間に設けられた第 短辺壁部4 3と、該主壁部4 42の該長手方向の他側

(図 における右側) に位置する短辺部間に設けられた第2短辺壁部44と、該主壁部

4 42の前記短手方向の一側 (図 における下側) に位置する長辺部間に設けられ

た長辺壁部4 5とを有している。つまり、ケース4は、主壁部4 42の該短手方向の他

側 (図 における上側) に位置する長辺部間 (圧電素子3０の駆動子7，7が設けられ

た長辺側面に対応する部分) には壁部が設けられておらず、該短手方向の他側に開

口した形状となっている。そして、このケース4は、第 ケース8と第2ケース9とで構成



された分割構造となっている。

００29 前記第 ケース8は、前記主壁部4 42、第 短辺壁部4 3及び長辺壁部4 5がそ

れぞれ連結されて構成されていて、前記長手方向の他側及び前記短手方向の他側

に開口した概略箱形状をしている。

００3０ 前記主壁部4 42の外側表面には、その長手方向の他端部 (開口端部 ) におい

て、 つの外側表面につき2つの被係合段部8 8 (主壁部4 2の被係合段部につ

いては つだけ図示) が該各外側表面から厚み方向 (主壁部の法線方向) に突出し

た状態で設けられている。被係合段部8 8 は、短手方向に延びる線条に構成さ

れ、該短手方向に互いに間隔を有して一直線上に並んでいる。これら被係合段部8

，8 が被係合部を構成する。

００3 1 また、主壁部4 42のぅち前記厚み方向一側の主壁部4 の外側表面には、前記

長手方向の他端部における前記被係合段部8 8 よりもさらに該長手方向の端縁

側において、該外側表面から該厚み方向に突出した係合突起 8 2が設けられている

。この係合突起 8 2は、主壁部4 の該短手方向において、2つの前記被係合段部8

8 の間に配設されている。この係合突起 が押圧用係合突起を構成する。

００32 さらに、該厚み方向の一側の主壁部4 には、その略中央に前記姿勢保持ゴム6を

設置するための略正方形状の開口8 3が形成されている。

００33 前記第2ケース9は、前記第2短辺壁部44を含んで構成されている。この第2ケース

9は、第 ケース8の主壁部4 42を前記厚み方向両側から挟み込むよぅにして延び

る係合アーム部92 92 93 93を有する。この第2ケース9は、前記第 ケース8の

前記長手方向他側の開口部を覆ぅよぅにして該第 ケース8に取り付けられる。

００34 前記係合アーム部92 92は、第2短辺壁部44の該厚み方向一側の端縁部におい

て前記短手方向に互いに間隔を有した状態で並んで設けられており、該端縁部から

前記長手方向一側に向かって延びて形成されている。また、係合アーム部93 93は

、第2短辺壁部44の前記厚み方向他側の端縁部において該短手方向に互いに間

隔を有した状態で並んで設けられており、該端縁部から該長手方向一側に向かって

延びて形成されている。これら係合アーム部92 92と係合アーム部93 93との前記

厚み方向の間隔は、前記第 ケース8の厚み方向の幅と略同じか、少し広い値となっ



ている。また、これら係合アーム部92 92 93 93の先端部の内側には、第2ケース

9を第 ケース8に取り付けたときに、該第 ケース8の被係合段部8 8 に係合する

係合爪部92a g2a 93a 93aがそれぞれ設けられている。これら係合爪部92a，g

2a 93a 93aが係合部を構成する。

００35 また、前記第2短辺壁部44の前記厚み方向一側の端縁部における前記係合アー

ム部92 92との間の部分には、前記姿勢保持ゴム6を前記厚み方向一側から他側

に押圧するための押圧部94が設けられている。この押圧部94ほ、第2短辺壁部44

の該端縁部から前記長手方向一側に向かって延びて形成された下段部94aと、該

下段部94aの先端側に位置して下段部94aよりも前記厚み方向一側に浮き上がった

上段部94cと、該下段部94aの先端部と上段部94cの某端部とを連結する階段状の

階段部94bとを有している。つまり、上段部94cと前記係合アーム部 との前記厚み

方向の間隔は、下段部94aと係合アーム部93との該厚み方向の間隔よりも広くなっ
ている。また、下段部94aには、第2ケース9を第 ケース8に取り付けたときに、第 ケ

ース8の係合突起 が係合する被係合孔94dが形成されている。この被係合孔94d

が押圧用被係合孔を構成する。尚、押圧部94に前記係合突起82が設けられる一方

、第 ケース8に被係合孔94dが設けられる構成であってもよい。

００36 さらに、これら第 ケース8及び第2ケース9は、樹脂製であって、図8に示すよぅに、

電極46 47 48がインザート成形されている。これら電極46 47 48は、ケース4に

収容されるアクチュエータ本体3の外部電極36 35 37とそれぞれ対向する位置に

設けられている。詳しくは、第 ケース8の第 短辺壁部43の内側表面には、アクチュ

エータ本体3の外部電極36と対向する位置に電極46が設けられており、第 ケース

8の長辺壁部45の内側表面には、アクチュエータ本体3の外部電極35と対向する位

置に電極47が設けられている。また、第2ケース9の第2短辺壁部44の内側表面に

は、アクチュエータ本体3の外部電極37と対向する位置に電極48が設けられている

。これら電極46 47 48はそれぞれ、第 ケース8の長辺壁部45の外側表面に設け

られた端子電極46a 47a 48aに電気的に接続されている。ただし、電極48及び端

子電極48aについては、第2ケース9が第 ケース8に取り付けられたときに、電気的

な導通が実現するよぅに構成されている。尚、第 ケース8及び第2ケース9に電極46



4 7 4 8及び端子電極4 6a 4 7a 48a を設ける構成は、前述の丸く、インザート成

形に限られず、 (Mo d n e connec on Device) によっても実現することができ、

その他、任意の構成を採用することができる。これら電極4 6 4 7 4 8がケース側電極

を構成し、端子電極4 6a 4 7a 48a が給電電極を構成する。

００3 7 前記支持ユニット5は、アクチュエータ本体 3を弾性的に支持するための2つの支持

ゴム5 5 と、アクチュエータ本体 3をステージ 側へ付勢するための付勢ゴム5 2

と、該支持ゴム5 5 及び付勢ゴム5 2を連結するための連結ゴム5 3 53とを有し、

図9に示すように、概略コ字形状をしている。

００3 8 前記各支持ゴム5 は、シリコーンゴムに金属粒子を混入した導電性ゴムで構成さ

れ、略直方体状をしている。これら支持ゴム5 5 は、アクチュエータ本体 3をその

長手方向 (即ち、長手方向が支持方向に相当する) に弾性的に支持する。この支持

ゴム5 が、支持部を構成する。

００3 9 また、前記付勢ゴム 5 2も、支持ゴム5 と同様に、シリコーンゴムに金属粒子を混入

した導電性ゴムで構成され、略直方体状をしている。この付勢ゴム 5 2は、アクチュエ

ータ本体 3をその短手方向 (即ち、短手方向が付勢方向に相当する) に付勢するた

めのものである。この付勢ゴム5 2が、付勢部を構成する。

００4０ これら支持ゴム5 及び付勢ゴム5 2は、硬度 6０～8０程度であることが好ましい。

００4 1 一方、前記連結ゴム5 3 は、導電性ゴムではなく、絶縁ゴムで構成されている。連結

ゴム5 3 53は、付勢ゴム5 2と一方の支持ゴム5 とを連結すると共に、該付勢ゴム5 2

と他方の支持ゴム5 とを連結して、全体としてコ字形状の支持ユニット5を一体的に

形成している。このとき、支持ゴム5 5 及び付勢ゴム5 2の方が連結ゴム5 3 53よ

りもコ字形状の内側に突出している。また、連結ゴム5 3 53は、支持ゴム5 5 及び

付勢ゴム5 2よりも硬度が低いゴムで構成されている。

００4 2 このように構成された支持ユニット5において、前記両支持ゴム5 5 の間の間隔

は、アクチュエータ本体 3の前記長手方向長さと概略同じとなっている。そして、この

支持ユニット5は、アクチュエータ本体 3の外周囲に設置された状態において、付勢

ゴム5 2がアクチュエータ本体 3の外部電極3 5と、一方の支持ゴム5 がアクチュエー

タ本体 3の外部電極3 6と、他方の支持ゴム5 がアクチュエータ本体 3の外部電極3 7



と当接又は近接した状態で対向する位置に配置されている。このとき、支持ゴム5

5 及び付勢ゴム52の方が連結ゴム53よりもアクチュエータ本体3側に突出している

ため、連結ゴム53はアクチュエータ本体3に当接しない。

００43 前記姿勢保持ゴム6は、前記ケース4の開口8 3内に配設され、該ケース4内に収容

されたアクチュエータ本体3の主面に当接している。そして、この姿勢保持ゴム6は、

第2ケース9の押圧部94によってアクチュエータ本体3側に押圧されており、該姿勢

保持ゴム6の弾ャ生及び該押圧部94の弾 生によってアクチュエータ本体3の姿勢を前

記厚み方向に弾性的に保持している。この姿勢保持ゴム6が姿勢保持部を構成する

く超音波アクチュエータの細み立てノ

次に、超音波アクチュエータ2の細み立てについて説明する。

００44 まず、前記第 ケース8内に、アクチュエータ本体3及び文持ユニット5を収容する。

このとき、支持ユニット5の一方の支持ゴム5 が第 ケース8の第 短辺壁部4 3の電

極4 6と当接すると共に支持ユニット5の付勢ゴム52が第 ケース8の長辺壁部4 5の

電極4 7と当接するように、支持ユニット5が第 ケース8内に収容される。また、アクチ

ュエータ本体3の外部電極3 5が支持ユニット5の付勢ゴム52と当接し、アクチュエー

タ本体3の外部電極36が支持ユニット5の一方の支持ゴム5 と当接又は近接し、アク

チュエータ本体3の外部電極3 7が支持ユニット5の他方の支持ゴム5 と当接又は近

接するように、アクチュエータ本体3が支持ユニット5に設置される。このとき、支持ユ

ニット5のうち他方の支持ゴム5 は、図 ０に示すように、その一部 は全部が第 ケ

ース8の前記長手方向他側の開口部よりも外方にはみ出している。

００45 尚、細み立て順序としては、支持ユニット5を第 ケース8内に収容した後にアクチュ

エータ本体3を収容してもよいし、アクチュエータ本体3に支持ユニット5を細み込ん

だ状態で両者を第 ケース8内に収容してもよい。

００46 次に、第 ケース8の開口8 3内に姿勢保持ゴム6を設置する。この姿勢保持ゴム6

は、アクチュエータ本体3の主面に接若される。このとき、姿勢保持ゴム6は第 ケー

ス8の主壁部4 よりも前記厚み方向外方に突出している。この姿勢保持ゴム6を設置

した状態における該姿勢保持ゴム6及び第 ケース8の該厚み方向の幅は、前記第2



ケース9の押圧部94の上段部94c と係合アーム部93との該厚み方向の間隔よりも大

００47 続いて、アクチュエータ本体3、支持ユニット5及び姿勢保持ゴム6が収容された第

ケース8 (図 ０参照 ) に、第2ケース9を前記長手方向の他側から一側に向かって取り

付けていく。まず、第2ケース9の係合アーム部92 92及び押圧部94と係合アーム

部93 93とで第 ケース8の前記長手方向他側の開口部を挟持するよぅにして、第2

ケース9の第 ケース8への取り付けが開始される。第2ケース9を第 ケース8に対し

て該長手方向の他側から一側へ押し込んでいくと、第2ケース9に設けられた押圧部

94の下段部94a の先端が第 ケース8の主壁部4 に設けられた係合突起 に当接

する。そこから、第2ケース9を該長手方向の一側にさらに押し込んでいくと、図 に

示すよぅに、下段部94a が係合突起82 (図 では、図示省略)上に乗り上げ、その結

果、押圧部94の上段部94。も第 ケース8の主壁部4 から前記厚み方向外方へさら

に浮き上がる。こぅして、上段部94c が主壁部4 から大きく浮き上がるため、上段部9

4cの先端が、姿勢保持ゴム6と前記長手方向において重なる位置まで進んだとして

も、該姿勢保持ゴム6と衝突することが防止され、上段部94c 、即ち、第2ケース9は

該長手方向一側へさらに移動することができる。

００48 第2ケース9がさらに該長手方向一側へ押し込まれると、第2ケース9の第2短辺壁

部44の内側表面が支持ユニット5の他方の支持ゴム5 に対して該長手方向他側か
ら当接する。

００49 そこからさらに、第2ケース9が該長手方向一側へ押し込まれると、支持ユニット5が

該長手方向に圧縮変形させられると共に、前記係合アーム部92 92 93 93の先

端が第 ケース8の被係合段部8 8 に当接する。そして、第2ケース9をさらに該長

手方向一側へ押し込むと、第2ケース9の係合アーム部92 92 93 93が被係合段

部8 8 を乗り越えて、図2に示すよぅに、前記係合爪部92a g2a 93a 93aが該

被係合段部8 8 に係合する。このとき、係合爪部92a g2a 93a 93aが被係合

段部8 8 に係合すると同時に、押圧部94の下段部94a に形成された被係合孔9

に第 ケース8の係合突起82が嵌り込む。その結果、下段部94aの係合突起82

への乗り上げが解除され、浮き上がっていた押圧部94が前記厚み方向内方、即ち、



第 ケース8側へ戻る。このとき、押圧部94の上段部94c は、該長手方向においで姿

勢保持ゴム6と重なる位置に位置するため、第 ケース8側へ戻ると同時に、姿勢保

持ゴム6を該厚み方向内方、即ち、アクチュエータ本体3側へ押圧することになる。そ

の結果、姿勢保持ゴム6は、アクチュエータ本体3の該厚み方向一側の上面と押圧部

94の上段部94c との間で圧縮変形して、アクチュエータ本体3をケース4の主壁部4

2へ押し付けた状態で保持する。

００5０ こうして、第2ケース9が第 ケース8へ取り付けられることで、超音波アクチュエータ

2の組み立てが完了する。

００5 1 このようにして、細み立てられた超音波アクチュエータ2において、図2，8に示すよ

うに、アクチュエータ本体3は駆動子7，7が外方に突出した状態でケース4内に収容

され、該アクチュエータ本体3とケース4との間には支持ユニット5が介設されている。

このとき、支持ゴム5 5 は、第2ケース9が第 ケース8に取り付けられることによっ
て前記長手方向に圧縮変形しており、アクチュエータ本体3をケース4に対して該長

手方向に弾性的に支持している。これら支持ゴム5 5 が日接する、アクチュエータ

本体3の両短辺側面は、縦振動の腹の部分、即ち、非ノード部であるが、該支持ゴム

5 5 は弾，性体であるため、アクチュエータ本体3の縦振動を妨げない。

００5 2 尚、付勢ゴム52及び連結ゴム53 53については、連結ゴム53 53の方が付勢ゴ

ム52よりも硬度が低いため、連結ゴム53 53がより大きく該長手方向に圧縮変形し

ている。このとき、付勢ゴム52は、前記短手方向についてはほとんど変形しておらず

、超音波アクチュエータ2がステージ に設置される前の段階ではアクチュエータ本

体3を該短手方向に付勢していない。ただし、この設置前の段階において、付勢ゴム

52がアクチュエータ本体3を該短手方向に付勢しているように、即ち、付勢ゴム52が

圧縮変形した状態でケース4内に収容される構成であってもよい。また、このように、

第2ケース9を第 ケース8に取り付けた状態においても、連結ゴム53 53は、支持ゴ

ム5 5 及び付勢ゴム52よりもアクチュエータ本体3側に突出しておらず、即ち、連

結ゴム53 53はアクチュエータ本体3に当接しておらず、支持ゴム5 5 及び付勢

ゴム52とアクチュエータ本体3との当接を阻苦しないように、ひいてほアクチュエータ

本体3の振動を阻苦しないように構成されている。ただし、支持ゴム5 5 及び付勢



ゴム52とアクチュエータ本体3との当接及びアクチュエータ本体3の振動を阻苦しな

い程度であれば連結ゴム53 53がアクチュエータ本体3と当接する構成であってもよ

００53 またこのとき、アクチュエータ本体3とケース4との間において、一方の支持ゴム5

は、アクチュエータ本体3の外部電極36とケース4の電極46との間に介設されて両

者を電気的に導通させ、他方の支持ゴム5 は、アクチュエータ本体3の外部電極37

とケース4の電極48との間に介設されて両者を電気的に導通させ、付勢ゴム52は、

アクチュエータ本体3の外部電極35とケース4の電極47との間に介設されて両者を

電気的に導通させている。

００54 そして、このように細み立てられた超音波アクチュエータ2は、前記長手方向がレー

ル 2 2の長手方向と平行となる状態で、駆動子7，7が前記ステージ における

該レール 2 2と平行な一の側端面と当接するようにして、該ステージ に設置さ

れる。このとき、超音波アクチュエータ2は、付勢ゴム52が圧縮変形するように駆動子

7，7をステージ に押し付けた状態でケース4が某台に固定される。つまり、超音波

アクチュエータ2をステージ に設置したときには、アクチュエータ本体3は付勢ゴム

52によってステージ に当接する方向、即ち、駆動子7，7が設けられた、アクチュ

エータ本体3の長辺側面 (圧電素子3０の長辺側面)の法線方向 (前記短手方向と一

致する) に付勢されている。また、図示省略の制御装置からの信号線がコネクトピンを

介してケース4の前記端子電極46a 47a 48aに電気的に接続される。

００55 かかる超音波アクチュエータ2は、該信号線を介して、端子電極47aがグランドに接

続され、端子電極46a 48aに互いに位相が9０ー ( は 。9０ )ずれた交流電圧が

印加されることによって、前述の如く、図7に示すように、アクチュエータ本体3が振動

し、それに追従して駆動子7，7がアクチュエータ本体3の主面と平行な面内において

略楕円状に運動して駆動力を出力する。このとき、ケース4が某台に固定されている

と共に駆動子7，7がステージ の前記側端面に接触しているため、駆動子7，7の

駆動力がステージ に伝わり、該ステージ がレール 2 2に沿って駆動される。

ここで、駆動子7，7は前記付勢ゴム52によってステージ に対して付勢されている

ため、駆動子7，7とステージ の側端面との間の摩擦力が大きくなり、駆動子7，7



の駆動力か効卒良くステーシ に伝達される。また、図7の如く振動するアクチュエ

ータ本体3をケース4内において支持する支持コム5 5 は坤性部材てあるため、

咳支持コム5 5 かアクチュエータ本体3を支持する場所かアクチュエータ本体3の

縦振動の非ノート部てあるにもかかわらす、アクチュエータ本体3の振動を阻告する

ことなく、咳アクチュエータ本体3をケース4に対して支持することかてきる。

００56 したかって、前記実施形態 によれは、アクチュエータ本体3及ひ支持ユニノト5を

収容するケース4を第 ケース8と第2ケース9との分割構造とし、アクチュエータ本体

3と支持ユニノト5とを第 ケース8内に予め設置して、第2ケース9を咳第 ケース8に

対してアクチュエータ本体3を坤性的に支持する支持方向 (坤性力を付与する方向)

に取り付けつつ、同時に支持ユニノト5の支持コム5 5 を圧縮変形させることによ

って、超音波アクチュエータ2の組立性を向上させることかてきると共に、支持コム5

5 の設置位置の位置決め栢度を向上させることかてきる。

００5 7 つまり、支持コム5 5 を第2ケース9の取り付け前、即ち、咳支持コム5 5 に

外力かほとんと作用していないときに第 ケース8とアクチュエータ本体3との間に設

置するため、支持コム5 5 を容易に設置することかてきると共に、その後、第2ケ

ース9を第 ケース8に取り付けることて咳支持コム5 5 を圧縮変形させて咳支持

コム5 5 によるアクチュエータ本体3の坤性支持を実現するため、アクチュエータ

本体3とケース4との間の隙間に圧縮変形させた状態の支持コムを甜め込む等の作

業の必要かなく、超音波アクチュエータ2の組立性を向上させることかてきる。

００58 また、支持コム5 5 を、前述の如く、第2ケース9の取り付け前の、外力かほとん

と作用していない状態のときに所望の設置位置に設置すると共に、第2ケース9を第

ケース8に取り付けるときには咳支持コム5 5 には圧縮方向の力しか作用しない

、即ち、設置位置を変える方向への力か作用しないため、支持コム5 5 の設置位

置は、支持ユニノト5及ひアクチュエータ本体3を第 ケース8内に予め設置するとき

に概略決まり、支持コム5 5 の設置位置の位置決め栢度を向上させることかてき

る。その結果、支持コム5 5 をアクチュエータ本体3に対して所望の位置に栢度

良く設置することかてきるため、咳アクチュエータ本体 (梓しくは、圧電素子3０) の共

振周波数を所望の設計値とおりの値に合わせることかてき、咳アクチュエータ本体3



に所望の振動を発生させることかてきる。それと共に、支持コム5 5 をアクチュエ

ータ本体3とケース4との間において外部電極36及ひ電極4 6に当接する位置と、外

部電極3 7及ひ4 8に当接する位置とにそれそれ栢度良く設置することかてき、アクチ

ュエータ本体3側の外部電極36 37とケース4側の電極4 6 48とを確実に導適させ

ることかてきる。

００59 さらに、前記支持コム5 5 は、庫結コム53 53によって庫結されることて支持ユ

ニノト5として一体的に構成されているため、部品点数を削減することかてきると共に

、細み立て時の作業性を向上させることかてきる。

００6０ このとき、アクチュエータ本体3をステーシ に付勢する付勢コム52も庫結コム53

53を介して支持コム5 5 と一体的に構成されているため、さらに部品点数を削

減することかてきると共に、細み立て時の作業性をさらに向上させることかてきる。

００6 1 また、このように、支持コム5 5 、さらには付勢コム52を つの支持ユニノト5とし

て一体的に構成することによって、各コム間の位置関係か予め決められるため、咳支

持ユニノト5を第 ケース8内に設置するたけて、アクチュエータ本体3及ひケース4に

対する支持コム5 5 及ひ付勢コム52の設置位置を位置決めすることかてきる。つ

まり、アクチュエータ本体3と支持ユニノト5とを第 ケース8内に細み込みさえすれは

、支持コム5 5 及ひ付勢コム52か、アクチュエータ本体3の外部電極36 37 35

のそれそれに当接する位置てあって且つケース4の電極4 6 48 47のそれそれに

当接する位置に設置される。

００62 さらに、支持コム5 5 及ひ付勢コム52をユニノトィヒする構成としては、後述する

フレキシフル某板て庫結する構成も考えられるか、前記の構成の場合、支持コム5

5 、付勢コム52及ひ庫結コム53 53を全てコムて構成しているため、容易に一体

成形することかてきると共に、フレキシフル某板か不要な分たけ支持ユニノト5の構成

を簡素化することかてきる。さらには、一般的にコムの方かフレキシフル某板よりも剛

性か高いため、各コム間の位置関係をより確実に維持することかてきる。

００63 また、庫結コム53 53を支持コム5 5 及ひ付勢コム52よりも硬度か低いコムて

構成することによって、庫結コム53 53かアクチュエータ本体3の支持や付勢に影響

を与えないようにすることかてきる。それに加えて、アクチュエータ本体3をケース4内



に収容したときには、アクチュエータ本体3は支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52とは当

接しているが、連結ゴム53 53とは当接していないため、該連結ゴム53 53がアク

チュエータ本体3の振動を阻告することを防止することができる。ただし、連結ゴム53

53は、支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52よりも硬度が低いゴムで構成されているた

め、連結ゴム53 53がアクチュエータ本体3に当接する構成であっても、該連結ゴム

53 53がアクチュエータ本体3の振動を阻告することを抑制することができる。

００6 さらに、ケース4の外側表面に端子電極46a 48a 47aを設け且つ、その内側表

面に該端子電極46a 48a 47aと導通する電極46 48 47を設ける一方、アクチュ

エータ本体3に前記第 給電電極屑32、第2給電電極屑33及び共通電極屑34と導

通する外部電極36 37 35を設け、さらに、前記支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52

を導電性ゴムで構成し且つアクチュエータ本体3側の外部電極36 37 35とケース

4側の電極46 48 47とのそれぞれの間に介設することによって、圧電素子3０に給

電用のワイヤをはんだで直接、接続する等の必要がなくなる。圧電素子3０の表面に

はんだでワイヤを接続する構成の場合、圧電素子3０の振動時に該はんだの部分に

応力が集中して圧電素子3０が破損してしまぅ虞があるが、前記の構成の場合、はん

だを設ける必要がなくなるため、圧電素子が破損してしまぅことを防止することができ

る。また、ワイヤをはんだで接続する工程も削減することができるため、超音波アクチ

ュエータ2の細み立て時の工数を削減して組立性を向上させることができる。

００65 また、前述の如く、圧電素子3０の共振周波数は、アクチュエータ本体3を支持する

力、即ち、圧縮変形した支持ゴム5 5 からの弾性力によって影響を受けるが、前

記実施形態 では、第2ケース9は、係合爪部92a g2a 93a 93aが被係合段部8

，8 に係合した状態で第 ケース8に取り付けられているため、第 ケース8の第

短辺壁部43と第2ケース9の第2短辺壁部44との間の間隔が常に一定に維持され、

支持ゴム5 5 による圧電素子3０への加圧力を安定ィヒさせることができる。

００66 さらに、アクチュエータ本体3を第 ケース8に入れやすくするために第 ケース8、

即ち、ケース4とアクチュエータ本体3との間には前記厚み方向に若干の隙間がある

が、前記実施形態 では、ケース4内に収容されたアクチュエータ本体3を前記姿勢

保持ゴム6及び第2ケース9の押圧部94によってケース4に対して該厚み方向に押圧



して姿勢を維持させているため、アクチュエータ本体3か振動しても咳アクチュエータ

本体3の咳厚み方向への姿勢を維持することかてき、駆動子7，7のステーシ への

当接状態を安定させることかてきる。その結果、超音波アクチュエータ2からステーシ

へ駆動力を安定して伝達させることかてきる。

００67 さらに、前記実施形態 ては、前記姿勢保持コム6を押圧するための手段、即ち押

圧部94を第2ケース9に一体的に設けると共に、咳第2ケース9を第 ケース8に取り

付けたときに咳押圧部94か姿勢保持コム6に押圧力を付与するため、部品点数を削

減することかてきると共に、組立性を向上させることかてきる。

００68 さらにまた、第2ケース9の第 ケース8への取り付けか完了するまては、押圧部94

は姿勢保持コム6と接触しておらす、第2ケース9の第 ケース8への取り付けか完了
すると同時に、咳押圧部94か姿勢保持コム6に押圧力を付与するため、押圧部94に

姿勢保持コム6の表面を摺動させなから第2ケース9を第 ケース8に取り付ける等の

必要かなく、軽いカて第2ケース9を第 ケース8に取り付けることかてき、組立性をさ

らに向上させることかてきる。

００69 尚、前記実施形態ては、支持コム5 5 及ひ付勢コム5 2を導電性コムて構成して

、咳支持コム5 5 及ひ付勢コム52によってアクチュエータ本体3側の電極とケー

ス4側の電極とを導適させているか、これに限られるものてはない。すなわち、前述の

如く、圧電素子3０の表面に設けられた電極に給電用のワイヤをはんたて接続して、

アクチュエータ本体3への給電を行う構成てあってもよい。この場合、支持コム5 ，5

及ひ付勢コム52は、導電性コム以外のコムて構成すれはよい。さらには、支持コム

5 5 、付勢コム52及ひ庫結コム53 53を全て同しコムて構成してもよい。こうする

ことて支持ユニノト5の成形を容易に行うことかてきる。その場合、前述の如く、支持コ

ム5 5 及ひ付勢コム52か庫結コム53 53よりもアクチュエータ本体3側に突出し

ていることか好ましい。つまり、アクチュエータ本体3のケース4への収容時において、

庫結コム53 53かアクチュエータ本体3と当接していないように構成する。こうするこ

とて、支持ユニノト5かアクチュエータ本体3の振動を阻告することを防止することかて

きる。

００7０ また、前記実施形態 ては、超音波アクチュエータ2に付勢コム52を含んているか



、咳付勢コム52を含まない構成てあってもよい。すなわち、超音波アクチュエータ2と

しては、付勢コムを含ます、咳超音波アクチュエータ2をステーシ 等に設置する際

に、アクチュエータ本体3をステーシ 等の駆動対象に対して付勢する付勢部を別

途設けてもよい。かかる場合、アクチュエータ本体3の駆動子7，7か設けられていな

い側の側面に付勢部を当接させることかてきるよぅに、ケース4に開口部を設けておく

ことか好ましい。

００7 1 さらに、前記実施形態てほ、支持コム5 5 ほ支持ユニノト5として一体的に構成

されているか、咳支持コム5 5 は一体的に庫結されていなくてもよい。例えは、超

音波アクチュエータ2の前記長手方向の一側を下方に、他側を上方に向けて細み立

てることによって、支持コム5 5 の設置位置を栢度良く位置決めしつつ、簡卓に

細み立てることかてきる。すなわち、ます、咳長手方向一側の支持コム5 を第 ケー

ス8内に設置し、その上にアクチュエータ本体3を設置する。さらにそのアクチュエー

タ本体3の上に咳長手方向他側の支持コム5 を設置する。この状態て、第2ケース9

を咳長手方向の他側から一側へ、即ち、上方から下方へ第 ケース8に対して取り付

けることて、咳支持コム5 5 を前記短手方向及ひ前記厚み方向へ移動させること

なく、第2ケース9を取り付ける前の設置位置を維持したまま、超音波アクチュエータ2

を細み立てることかてきる。

００72 この場合、付勢コム52については、前記長手方向の設置位置を維持てきる構成を

採用することか好ましい。例えは、付勢コム52と前記長手方向一側 (即ち、下側) に

位置する支持コム5 との間の庫結コム53によって咳付勢コム52の長手方向の設置

位置を維持するよぅにしてもよい。この場合、庫結コム53は、付勢コム52や支持コム

5 と一体的に庫結されていてもよいし、庫結されていなくてもよい。たたし、支持コム

5 、付勢コム52及ひ庫結コム53か一体的に庫結されている構成の方か、部品点数

を削減てき、作業性を向上させることかてきるため好ましい。

００73 Ⅱ発明の実施形態2

吹に、本発明の実施形態2について脱明する。本実施形態2に係る超音波アクチュ

エータ2０2 、ケース2０4及ひ支持ユ二外2０5の構成か実施形態 と典なる。以下

、実施形態 と同様の構成については、同様の符号を付し、脱明を省略する。



００74 詳しくは、実施形態2に係る超音波アクチュエータ2０2の支持ユニット2０5は、図 2

に示すよぅに、アクチュエータ本体3を弾性的に支持するための2つの支持ゴム5 ，5

と、アクチュエータ本体3をステージ (図3参照 )側へ付勢するための付勢ゴム52

と、該支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52を連結するための連結ゴム53 53と、フレキ

シブル某板254とを有し、概略コ字形状をしている。

００75 前記支持ゴム5 5 、付勢ゴム52及び連結ゴム53 53の構成については実施形

態 と同様である。つまり、支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52 、連結ゴム53 53によ

って連結されて一体的に構成されている。

００76 そして、このよぅに概略コ字形状に形成された支持ゴム5 5 、付勢ゴム52及び連

結ゴム53 53の外周囲、即ち、ケース2０4と対向する側の周囲にフレキシブル某板

254が設けられている。このフレキシブル某板254の、支持ゴム5 5 及び付勢ゴム

52と対応する位置には支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52がそれぞれ接続される電極

(図示省略)が形成されている。そして、支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52は、フレキ

シブル某板254の各電極に対してリフローによってはんだ付けされている。このフレ

キシブル某板254及び連結ゴム53 53が連結部を構成する。

００77 また、フレキシブル某板254の一端部 (前記長手方向一側の支持ゴム5 側の端部

) には、支持ユニット2０5がケース2０4内に収容されたときに、図 3に示すよぅに、該

ケース2０4からはみ出す延出部255が設けられており、この延出部255には前記支

持ゴム5 5 、付勢ゴム52が接続された各電極と電気的に接続された3つの端子

電極255a 255b 255cが設けられている。

００78 前記ケース2０4は、実施形態 における電極46 47 48及び端子電極46a 47a

48aが設けられていない。

００79 つまり、超音波アクチュエータ2０2は、フレキシブル某板254の端子電極255a 25

5b 255cに制御手段からの信号線が接続され、該255a 255b 255cを介して圧

電素子3０に給電が行われる。

００8０ したがって、本実施形態2によれば、実施形態 と同様に、第2ケース2０9を第 ケ

ース2０8に取り付ける前の時点で、支持ゴム5 5 の設置位置を概略決めることが

でき、支持ゴム5 5 の設置位置の位置決め精度を向上させることができる。それ



に加えて、第2ケース2０9を第 ケース2０8に取り付けることによって、支持ゴム5 ，5

を圧縮変形させた状態でアクチュエータ本体3とケース2０4との隙間に介設させる

ことができるため、超音波アクチュエータ2０2の組立性を向上させることができる。

００8 1 また、前記実施形態 のよぅに、ケース2０4に電極を設ける必要がないため、ケース

2０4の構造が簡略化され、ケース2０4の製造コストを抑制することができる。

００82 さらに、支持ユニット2０5は、支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52をフレキシブル某板

254 だけでなく、連結ゴム53 53によっても連結しているため、後述する、フレキシブ

ル某板 354 だけで支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52を連結する構成と比較して剛性

が高いため、各ゴム間の位置関係をより確実に維持することができ、支持ゴム5 5

及び付勢ゴム52を所望の設置位置に容易に設置することができる。

００83 その他、実施形態 と同様の作用・効果を奏することができる。

００84 Ⅱ発明の実施形態3

次に、本発明の実施形態3について説明する。本実施形態3に係る超音波アクチュ

エータ3０2は、ケース3０4及び文持ユニット3０5の構成が実施形態 と典なる。以下

、実施形態 と同様の構成については、同様の符号を付し、説明を省略する。

００85 詳しくは、実施形態3に係る超音波アクチュエータ3０2の支持ユニット3０5は、図 4

に示すよぅに、アクチュエータ本体3を弾性的に支持するための2つの支持ゴム5 ，5

と、アクチュエータ本体3をステージ (図3参照 )側へ付勢するための付勢ゴム52

と、該支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52を連結するフレキシブル某板 354 とを有し、

概略コ字形状をしている。

００86 前記フレキシブル某板 354 は、概略コ字形状に形成されている。この概略コ字形状

のフレキシブル某板 354 の内側に支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52が配設される。

そして、フレキシブル某板 354 の、支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52と対応する位置

には支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52がそれぞれ接続される電極 (図示省略) が形

成されている。支持ゴム5 5 及び付勢ゴム52は、フレキシブル某板 354 の各電極

に対してリフローによってはんだ付けされている。このフレキシブル某板 354 が連結

部を構成している。

００87 こぅして、一体的に構成された支持ユニット3０5は、アクチュエータ本体3をその長



辺側面に設けられた外部電極35か付勢コム52に当接するように設置したときに、一

方の支持コム5 かアクチュエータ本体3の外部電極36と、他方の支持コム5 かアク

チュエータ本体3の外部電極37と当接又は近接した状態て対向するように構成され

ている。

００88 また、フレキシフル某板354の一端部 (前記長手方向一側の支持コム5 側の端部

) には、前記実施形態2と同様に、支持ユニノト3０5かケース3０4内に収容されたとき

に咳ケース3０4からはみ出す延出部355か設けられており、この延出部355には前

記支持コム5 5 、付勢コム52か接続された各電極と電気的に接続された3つの

端子電極355a 355b 355cか設けられている。

００89 前記ケース3０4は、実施形態 における電極46 47 48及ひ端子電極46a 47a

48aか設けられていない。

００9０ つまり、超音波アクチュエータ3０2は、フレキシフル某板354の端子電極355a 35

5b 355cに制御手段からの信号線か接続され、咳355a 355b 355cを介して圧

電素子3０に給電か行われる。

００9 1 したかって、本実施形態3によれは、実施形態 と同様に、第2ケース3０9を第 ケ

ース3０8に取り付ける前の時点て、支持コム5 5 の設置位置を概略決めることか

てき、支持コム5 5 の設置位置の位置決め栢度を向上させることかてきる。それ

に加えて、第2ケース3０9を第 ケース3０8に取り付けることによって、支持コム5 ，5

を圧縮変形させた状態てアクチュエータ本体3とケース3０4との隙間に介段させる

ことかてきるため、超音波アクチュエータ3０2の組立性を向上させることかてきる。

００92 また、前記実施形態 のように、ケース3０4に電極を設ける必要かないため、ケース

3０4の構造か簡略化され、ケース3０4の製造コストを抑制することかてきる。

００93 その他、実施形態 と同様の作用・効果を奏することかてきる。

００94 Ⅱその他の実施形態り

本発明は、前記実施形態について、以下のような構成としてもよい。

００95 すなわち、前記実施形態ては、超音波アクチュエータ2のケース4を某台に固定す

ると共に、駆動子7，7を移動可能なステーシ に当接させて、咳超音波アクチュエ

ータ2を作動させることて咳ステーシ を駆動させているか、図 5に示すような構成



としてもよい。詳しくは、駆動装置4０ は、互いに並行な状態で某台に固定されたレ

ール 3 3と、該レール 3 3に摺動自在に取り付けられたステージ 4と、超音波

アクチュエータ2とを備えている。該レール 3 3のうちの一方のレール 3には、該

レール 3に固定された日接部材 3aが設けられている。一方、ステージ 4には、ア

クチュエータ取付部 4aが設けられている。そして、超音波アクチュエータ2は、駆動

子7，7が該レール 3の当接部材 3aに当接する状態で、該ステージ 4のアクチュ

エータ取付部 4aにケース4が取り付けられている。この状態で、超音波アクチュエ

ータ2を作動させると、駆動子7，7は当接部材 3aに対して駆動力を出力するが、該

当接部材 3aは固定されているため、超音波アクチュエータ2 自体が当接部材 3a

に対して相対的にレール 3 3の長手方向に振動する。その結果、アクチュエータ

取付部 4 aを介してケース4と連結されたステージ 4がレール 3 3の長手方向に

駆動される。

００96 また、前記実施形態では、駆動子7，7が圧電素子3０の長辺側面に設けられている

が、これに限られるものではない。例えば、駆動子7，7を圧電素子3０の短辺側面に

設けてもよい。この場合、アクチュエータ本体3は、その短手方向に弾性的に支持さ

れると共にその長手方向に位置するステージ に駆動子7，7が日接するように付勢

される。かかる超音波アクチュエータ2は、圧電素子3０の短手方向にステージ を

駆動させる。

００97 また、前記実施形態では、駆動子7，7を2つ設けているが、これに限られるもので

はない。すなわち、駆動子は、 つでもよいし、3つ以上であってもよい。

００98 さらに、前記実施形態では、アクチュエータ本体3を支持する支持ゴム5 5 は、

対向する側面にそれぞれ つずつ合計2つ設けられているが、各側面に2つ以上設

ける構成であってもよい。

００99 さらにまた、前記アクチュエータ本体3は支持ゴム5 5 によって支持されているが

、その他、樹脂や金属等で構成されたバネ等の弾性部材でアクチュエータ本体3を

支持するように構成してもよい。

０1００ また、前記実施形態では、姿勢保持ゴム6を押圧する押圧部94を第2ケース9と一

体に形成しているが、該押圧部94を第2ケース9と別体に構成してもよい。



０1０1 さらに、前記実施形態では、アクチュエータ本体3は、圧電素子3０と駆動子7，7と

で構成されているが、圧電素子3０を含んで構成される共振器と該共振器に設けられ

た駆動子7，7とで構成することができる。すなわち、金属などの某板に圧電素子を貼

り付けた構成や、金属などで共振器を形成して該共振器に圧電素子をはめ込んだ

構成の場合でも同様の効果が得られる。この場合、圧電素子を含んで構成された共

振器がアクチュエータ本体を構成し、該共振器がケース内において弾性的に支持さ

れる。

０1０2 尚、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あ

るいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。

産業上の禾 用可能，生

０1０3 以上説明したように、本発明は、振動するアクチュエータ本体をケース内に収容し

つつ弾性的に支持する超音波アクチュエータについて有用である。



請求の範囲

所定の駆動力を発生させる超音波アクチュェ一タであって、

圧電素子を有して振動することで駆動力を発生させるアクチュェ一タ本体と、

前記アクチュェ一タ本体を収容するケースと、

前記アクチュェ一タ本体と前記ケースとの間に介設されて該アクチュェ一タ本体を

所定の支持方向の両側から弾性的に支持する少なくとも2つの支持部とを備え、

前記ケースは、少なくとも前記支持部のぅちの一方が設置される部分が開口した第

ケースと、該第 ケースの開口を覆ぅよぅに該第 ケースに取り付けられる第2ケース

とを有し、

前記支持部は、前記第2ケースが前記第 ケースに取り付けられることによって圧縮

変形した状態で前記アクチュェ一タ本体を弾性的に支持する超音波アクチュェ一タ

2 前記アクチュェ一タ本体と前記ケースとの間に介設されて、該アクチュェ一タ本体

を駆動力を出力する被駆動体の側へ付勢するための付勢部をさらに備えている請求

項 に記載の超音波アクチュェ一タ。

3 前記2つの支持部は、連結部を介して一体的に構成されている請求項 又は2に記

載の超音波アクチュェ一タ。

4 前記支持部は、ゴムで構成されており、

前記連結部は、前記支持部よりも硬度が低いゴムで構成されている請求項3に記

載の超音波アクチュェ一タ。

5 前記支持部は、前記連結部よりも前記アクチュェ一タ本体側に突出しており、

前記連結部は、前記アクチュェ一タ本体と当接していない請求項4に記載の超音

波アクチュェ一タ。

6 前記アクチュェ一タ本体には、前記圧電素子に給電するための素子側電極が前記

支持部に当接する側面に形成されており、

前記ケースは、外部から給電を受けるための給電電極と、該給電電極と電気的に

接続されて前記アクチュェ一タ本体に給電するためのケース側電極とを有しており、

前記支持部は、導電性ゴムで構成されると共に前記アクチュェ一タ本体の前記素



子側電極と前記ケースの前記ケース側電極とに当接しており、

前記連結部は、絶縁ゴムで構成されている請求項4又は5に記載の超音波アクチュ

ェ一タ。

7 前記アクチュェ一タ本体は、前記圧電素子に給電するための素子側電極が前記支

持部に当接する側面に形成されており、

前記連結部は、外部から給電を受けるための給電電極を有するフレキシブルプリン

ト某板で構成されており、

前記支持部は、導電性ゴムで構成されていて前記給電電極と電気的に接続された

状態で該フレキシブルプリント某板に取り付けられると共に前記アクチュェ一タ本体

の前記素子側電極に当接している請求項3に記載の超音波アクチュェ一タ。

8 前記2つの支持部のぅち少なくとも前記第 ケースと前記アクチュェ一タ本体との間

に介設された支持部と前記付勢部とは、連結部を介して一体的に構成されている請

求項2に記載の超音波アクチュェ一タ。

9 前記2つの支持部と前記付勢部とは、連結部を介して一体的に構成されている請

求項2に記載の超音波アクチュェ一タ。

０ 前記支持部及び前記付勢部は、ゴムで構成されており、

前記連結部は、前記支持部及び前記付勢部よりも硬度が低いゴムで構成されてい

る請求項8又は9に記載の超音波アクチュェ一タ。

前記支持部及び前記付勢部は、前記連結部よりも前記アクチュェ一タ本体側に突

出しており、

前記連結部は、前記アクチュェ一タ本体と当接していない請求項 ０に記載の超音

波アクチュェ一タ。

2 前記アクチュェ一タ本体は、前記圧電素子に給電するための素子側電極が前記支

持部及び前記付勢部に当接する側面に形成されており、

前記ケースは、外部から給電を受けるための給電電極と、該給電電極と電気的に

接続されて前記アクチュェ一タ本体に給電するためのケース側電極とを有しており、

前記支持部及び前記付勢部は、導電性ゴムで構成されると共に前記アクチュェ一

タ本体の前記素子側電極と前記ケースの前記ケース側電極とに当接しており、



前記連結部は、絶縁ゴムで構成されている請求項 ０又は に記載の超音波アク

チュェ一タ。

3 前記アクチュェ一タ本体は、前記圧電素子に給電するための素子側電極が前記支

持部及び前記付勢部に当接する側面に形成されており、

前記連結部は、外部から給電を受けるための給電電極を有するフレキシブルプリン

ト某板で構成されており、

前記支持部及び前記付勢部は、導電性ゴムで構成されていて、前記給電電極と電

気的に接続された状態で該フレキシブルプリント某板に取り付けられると共に前記ア

クチュェ一タ本体の前記素子側電極に当接している請求項8又は9に記載の超音波

アクチュェ一タ。

4 前記支持方向と前記付勢部による付勢方向とは、互いに直交している請求項2に

記載の超音波アクチュェ一タ。

5 前記アクチュェ一タ本体は、振動方向が互いに典なる複数の振動を発生させ、

前記支持方向は、前記アクチュェ一タ本体の一の振動方向と一致する一方、

前記付勢部による付勢方向は、前記アクチュェ一タ本体の別の振動方向と一致す

る請求項2に記載の超音波アクチュェ一タ。

6 前記第2ケースには、前記第 ケースと係合する係合部が設けられている一方、

前記第 ケースには、前記第2ケースの前記係合部が係合する被係合部が設けら

れており、

前記第2ケースは、前記係合部が前記被係合部に係合することによって前記第 ケ

ースに取り付けられる請求項 乃至 5の何れか つに記載の超音波アクチュェ一タ。

7 前記アクチュェ一タ本体に当接して該アクチュェ一タ本体の姿勢を弾性的に保持

する姿勢保持部をさらに備え、

前記第 ケースのぅち前記姿勢保持部に対応する部分には該姿勢保持部が該第

ケースの外側に露出する開口が形成されており、

前記第2ケースには、前記第 ケースの前記開口を通じて前記姿勢保持部を前記

アクチュェ一タ本体に対して押圧する押圧部が設けられている請求項 乃至 6の何

れか つに記載の超音波アクチュェ一タ。



8 前記第 ケースには、核第2ケースか核第 ケースに取り付けられたときに互いに係

合する押圧用係合突起及ひ押圧用被係合孔の何れか一方か設けられると共に、

前記第2ケースの前記押圧部には、核押圧用係合突起及ひ核押圧用被係合孔の

何れか他方か設けられており、

前記第2ケースの前記第 ケースへの取り付けか完了するまての間は、前記係合突

起によって前記押圧部か前記第 ケースから存き上かることて前記姿勢保持部を押

圧しない一方、

前記第2ケースの前記第 ケースへの取り付けか完了するときには、前記押圧用係

合突起か前記押圧用被係合孔に係合することによって前記姿勢保持部を押圧する

請求項 7に記載の超音波アクチュェ一タ。

9 所定の駆動力を発生させる超音波アクチュェ一タてあって、

圧電素子を有して振動することて駆動力を発生させるアクチュェ一タ本体と、

前記アクチュェ一タ本体を収容するケースと、

前記アクチュェ一タ本体と前記ケースとの間に介段されて核アクチュェ一タ本体を

所定の支持方向の両側から坤性的に支持する少なくとも2つの支持部とを備え、

前記2つの支持部は、連結部を介して一体的に構成されている超音波アクチュェ
一タ。

2０ 前記アクチュェ一タ本体と前記ケースとの間に介段されて、核アクチュェ一タ本体

を駆動力を出力する被駆動体の側へ付勢するための付勢部をさらに備え、

前記2つの支持部と前記付勢部とは、前記連結部を介して一体的に構成されてい

る請求項 9に記載の超音波アクチュェ一タ。

2 前記支持部は、コムて構成されており、

前記連結部は、前記支持部よりも硬度か低いコムて構成されている請求項 9に記

載の超音波アクチュェ一タ。

22 前記支持部は、前記連結部よりも前記アクチュェ一タ本体側に突出しており、

前記連結部は、前記アクチュェ一タ本体と当接していない請求項 9に記載の超音

波アクチュェ一タ。

























INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/051563
A. CLASSIFICATION OF SUB ECT MATTER
H02N2/0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 ) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentれion searched (classifi㏄tion system 血 llowed by classification symbols)
H02N2 / 0 0

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included m the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922 - 1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 -2008

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
WPI

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

WO 2007/066633 A l (Matsushita Electric 1 - 2 2
Industrial Co., Ltd.),
14 June, 2007 (14.06.07),
Fig. 12
(Family: none)

JP 9-201080 A (Canon Inc.), 1 - 2 2
31 July, 1997 (31.07.97),
Fig. 1

US 6218767 Bl

Further documents are listed in the contmuation of Box C. See patent 血 ily annex.

* Special categories of ciねd documents: "T" later document published after t e international filing date or pπoπty
"A" document defining the general te of the a which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

e of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance, the claimed invention cannot be
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"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
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I I Claims Nos..
because they relate to sub ect matter not required to be searched by this Authority, namely:

2 I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6 4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
The special technical feature of claim 1 is a feature of having a case

which is composed of a first case and a second case arranged to cover an
opening of the first case, for storing an ultrasonic actuator. Claims 19-22 ,
however, do not have the above mentioned special technical feature in claim
1 .

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

I x I As all searchable claims could be searched without effort ju tifying additional fees, this Authority did not invite payment of

additional fees.

I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos

4. N o required additional search fees were timely paid by the applicant Consequently, this international search report is

restricted to the invention first mentioned m the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,
the payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

fee was not paid within the time limit specified in the invitation

Form PCT/ISA/210 (con nuation of first sheet (2)) (April 2007)
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A 発明(D 属する分野 (D 分類 (国隣特井分類 ( I P C ) )

Int Cl H02N2/00 (2006. 01) i

B 桐査を行 た分野
桐査を行 た最小限資片 (国際特許分類 ( I PC) )

Int Cl H02N2/00

最小限資料以外の資料て凋査を行 た分野に含まれる もの

日本国実用新案公報 1922 1996年
日本国公開実用新案公報 1971 2008年
日本国実用新案登録公報 1996 2008年
日本国登録実用新案公報 1994 2008年

て使用した電子テ タ ス (テ タ ス の名称 凋査に使用した用梧

WPI

C ・ 関連する 再められる文献
引用文献の 関連する
カテ 引用文献名 及ひ一部の箇所か関連すS i きは その関連する箇所の表示 清木の範囲の番号

A WO 2007/066633 Al (松下電器産業株式会社 ) 2007. 06. 14, 1-22
[図 1 2 ] (ファ な し

A JP 9-201080 A (キヤノ 株式会社 ) 1997. 07. 31, [図 1 ] 1-22

US 6218767 Bl

デ C欄の続きにも文献か 挙 されて る。 デ テ トファ リ に関する別紙を参 B 。

引用文献のカテ の 日の後に公表 れた文献
ΓA 特に関連 (D ある文献てはな 、一般的技術水準を示す ΓT 国絆出順 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出 i 矛盾するものてはな < 、発明の原理又は理論
ΓE 国隣出頗 日前 (D 出頗または特井てあるか 国絆出順 日 (D 理解 (D ために引用するも (D

以後に公表 れたもの 特に関連のある文献てあ て、当該文献のみて発明
ΓL 優先権 張に疑義を提起する文献又は他 (D 文献 (D発行 (D 新規 吐又は進歩吐かな1 と考えられるも (

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す 特に関連のある文献てあ て、当該文献 i 他の 1 以
る文献 理由を付す 上 (D 文献 と (D 、当業者にと て自明てある組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩 性かな i 考えられるもの
r p j 国隣出順 日前て、か 優先権の 張の基礎 となる出僻 Γ& 同一 テ ト ア リ . 文献

国際桐査を完了した日 国降洞査報告の発送 日
1 0 . 0 4 . 2 0 0 2 2 . 0 4 . 2 0 0

国隣禍査機関(D名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限 ( ある職員 3 V 9 0 6 4

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 牧 初
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4番 3号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 5

様式 P C T ノ I S Aノ 2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7年 4 月 )



国際調査報告 国際出 番号 P C J P 2 OO8 / 0 5 1 5 6 3

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの青見 (第 y の の続き

怯第8条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) 規定によ り、 こ O国際調査報告は次 O理 由によ り請求 CO 範囲CO 一部に て作
成 しなか た。

i ・ r 請水の範囲 は、 この国際調査機関か調査をす こ とを要 しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ ビ 請大の範囲 は、 有青義な国際調査をす こ かてきる程度まて所定の要件を満たして
な 国際出順の部分に係 るものてある。 ま 9、

・ ヴ 請求の範囲 は、 従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及び第 文の規定に
従 て記載 れて な 。

第m欄 発明 o単 性か欠如して1 る とき 60 意見 第 6O 3 O続き

次に述 るょ にこの国際出 に二以上の発明かぁ この国際桐査機 l た
請求の範囲 の特別な技術的特徴は、超音波アクチ タを収容するケ スが、第 ケ ス

、該第 ケ ス 開口を覆 よ に取 り付けられる第 2 ケ ス らなる点であるが、請求
の範囲 1 9 - 2 2 には、請求の範囲 の上記特別な技術的特徴を備えて な 。

i ・ r 出順人か必要な追加調査手数料をす て期間内に納付 したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
CO 範囲に て作成した

・汀 追加調査手数料を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加洞査手数料C 納付を求めな た

・デ 出順人か必要な追加桐査手数料を一部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、 手数料の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・ r 出順人か必要な追加調査手数料を期間内に納付 しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次 CO 請求 CO 範囲に て作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する圧青
r 追加洞査手数片及ひ、 該当する場合には、異議申立手数料 O納付 と共に、出願人 ら異議申立てかあ た。

追加洞査手数叫 O納付 と共に出順人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数料か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

r 追加調査手数片の納付はあ たか、異議申立てほな た

様式PCT ノISAノ210 (第 l の続葉 (2) ) (2007午4月)
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