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(57)【要約】
【課題】撮影ユニットに対する振れ補正用の撮影ユニッ
ト駆動機構の構成を改良して振れを確実に補正すること
のできる撮影用光学装置を提供すること。
【解決手段】撮影用光学装置２００において、撮影ユニ
ット１を変位させて振れを補正するにあたって、撮影ユ
ニット１は、計４本のサスペンションワイヤ１９０によ
って固定体２１０に支持されている。光軸Ｌを間に挟む
両側２箇所には、２つが対になった第１撮影ユニット駆
動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動機構２５０
ｙがそれぞれ設けられており、これらの撮影ユニット駆
動機構では、可動体側である撮影ユニット１側に撮影ユ
ニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙが保持され
、固定体２１０側に撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ
、２３０ｙが保持されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともレンズが支持体に支持された可動モジュールと、該可動モジュールを支持す
る固定体と、を有する振れ補正機能付き光学ユニットにおいて、
　前記可動モジュールは、前記固定体上で少なくとも前記レンズの光軸に対して交差する
方向に変位可能に支持され、
　前記可動モジュールと前記固定体との間には、前記固定体上において前記可動モジュー
ルを前記光軸に対して交差する方向に変位させる磁気駆動力を、前記光軸を間に挟んで対
向する２箇所で対になって発生させる振れ補正用の可動モジュール駆動機構を有している
ことを特徴とする振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項２】
　前記可動モジュール駆動機構は各々、前記可動モジュール側および前記固定体側の一方
に保持された可動モジュール駆動用マグネットと、他方に保持された可動モジュール駆動
用コイルと、を備えていることを特徴とする請求項１に記載の振れ補正機能付き光学ユニ
ット。
【請求項３】
　互いに直交する３方向を各々Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸とし、前記光軸に沿う方向をＺ軸とした
とき、
　前記可動モジュールと前記固定体との間には、前記可動モジュール駆動機構として、Ｘ
軸方向において前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対になって前記可動モジュールを
Ｘ軸方向およびＹ軸方向の一方に変位させる磁気駆動力を発生させる第１可動モジュール
駆動機構と、Ｙ軸方向において前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対になって前記可
動モジュールをＸ軸方向およびＹ軸方向のうちの他方に変位させる磁気駆動力を発生させ
る第２可動モジュール駆動機構と、が構成されていることを特徴とする請求項２に記載の
振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項４】
　前記可動モジュールは、前記可動モジュールと前記固定体とに接続されたバネ部材によ
って前記固定体に支持されていることを特徴とする請求項２または３に記載の振れ補正機
能付き光学ユニット。
【請求項５】
　前記バネ部材は、前記固定体から前記光軸方向に沿って延在した複数本のワイヤサスペ
ンションであることを特徴とする請求項４に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項６】
　前記可動モジュールは、前記光軸の周りを囲む３箇所以上の各々において前記光軸方向
に延在する前記ワイヤサスペンションを介して前記固定体に支持されていることを特徴と
する請求項５に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項７】
　前記バネ部材は、前記光軸方向において前記可動モジュール駆動機構を間に挟んだ両側
に第１バネ部材および第２バネ部材として配置されており、
　前記可動モジュールは、前記可動モジュール駆動機構が発生させる磁気駆動力によって
、前記光軸と交差する軸線周りに揺動することを特徴とする請求項４に記載の振れ補正機
能付き光学ユニット。
【請求項８】
　前記光軸方向において、前記可動モジュールの重心は、前記第１バネ部材と前記第２バ
ネ部材との間に位置していることを特徴とする請求項７に記載の振れ補正機能付き光学ユ
ニット。
【請求項９】
　前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記振れ補正用の可動モジュール駆動
機構は各々、前記光軸方向で離間する２箇所に配置され、
　前記バネ部材は、前記光軸方向で離間する２箇所に配置された前記可動モジュール駆動
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機構の間に配置されており、
　前記可動モジュールは、前記可動モジュール駆動機構が発生させる磁気駆動力によって
、前記光軸と交差する軸線周りに揺動することを特徴とする請求項４に記載の振れ補正機
能付き光学ユニット。
【請求項１０】
　前記光軸方向において、前記可動モジュールの重心は、前記光軸方向で離間する２箇所
の間に位置していることを特徴とする請求項９に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項１１】
　前記バネ部材は、前記可動モジュールに連結される内周側連結部と、前記固定体に連結
される外周側連結部と、前記内周側連結部から延在して前記外周側連結部に繋がる複数本
のアーム部とを備えたジンバルバネであることを特徴とする請求項７乃至１０の何れか一
項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項１２】
　前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記可動モジュール駆動機構が備える
前記可動モジュール駆動用コイルに対する通電方向を切り換えて、前記可動モジュールを
前記光軸方向に変位させる駆動力を発生させる第１モードと、前記可動モジュールを前記
光軸に対して交差する方向に変位させる駆動力を発生させる第２モードと、が実行される
ことを特徴とする請求項７乃至１１の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット
。
【請求項１３】
　前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記可動モジュール駆動機構が備える
前記可動モジュール駆動用コイルは、それぞれ独立した方向に通電することが可能であり
、
　前記第１モードでは、前記光軸を間に挟んだ一方の側の前記可動モジュール駆動用コイ
ルと前記可動モジュール駆動用マグネットとの間に働く電磁気力と、前記光軸を間に挟ん
だ他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルと前記可動モジュール駆動用マグネットと
の間に働く電磁気力とが、前記光軸方向で同じ方向になるように、各可動モジュール駆動
用コイルの通電方向を選択し、
　前記第２モードでは、前記光軸を間に挟んだ一方の側の前記可動モジュール駆動用コイ
ルと前記可動モジュール駆動用マグネットとの間に働く電磁気力と、前記光軸を間に挟ん
だ他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルと前記可動モジュール駆動用マグネットと
の間に働く電磁気力とが、前記光軸方向で反対の方向になるように、各可動モジュール駆
動用コイルの通電方向を選択することを特徴とする請求項１２に記載の振れ補正機能付き
光学ユニット。
【請求項１４】
　前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記可動モジュール駆動機構が備える
前記可動モジュール駆動用コイルは、直列に接続されており、
　前記光軸を間に挟んだ一方の側の前記可動モジュール駆動用コイルと前記光軸を間に挟
んだ他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルとの間の接続線には中間端子が設けられ
ており、
　前記一方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して前記中間端子に至る間と、
前記他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して中間端子に至る間とは、互い
に独立した方向に通電することが可能になっていることを特徴とする請求項１３に記載の
振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項１５】
　前記一方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して前記中間端子に至る間と、
前記他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して中間端子に至る間とは、互い
に異なる値の電流を通電することが可能になっていることを特徴とする請求項１４に記載
の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項１６】
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　前記可動モジュールを前記光軸方向で前記固定体に押し付ける付勢手段を有し、
　前記可動モジュール駆動機構は、前記可動モジュールを前記光軸に対して交差する方向
に変位させる際、前記付勢手段の付勢力に抗して前記可動モジュールを前記固定体から離
間させる駆動力を発生させることを特徴とする請求項７乃至１５の何れか一項に記載の振
れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項１７】
　前記付勢手段は、前記バネ部材あるいは他のバネを用いた機械的バネ、および前記可動
モジュール駆動用マグネットあるいは他のマグネットを用いた磁気バネのうちの少なくと
も一方を備えていることを特徴とする請求項１６に記載の振れ補正機能付き光学ユニット
。
【請求項１８】
　前記可動モジュールは、前記支持体に撮像素子が保持された撮像ユニットであることを
特徴とする請求項２乃至１７の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項１９】
　前記レンズは、前記光軸方向に移動可能に前記支持体上に支持された移動体に含まれ、
　前記撮像ユニットにおいて、前記支持体上には前記移動体を前記光軸方向に駆動するレ
ンズ駆動機構が支持されていることを特徴とする請求項１８に記載の振れ補正機能付き光
学ユニット。
【請求項２０】
　レンズ駆動機構は、前記移動体を前記光軸方向に磁気駆動することを特徴とする請求項
１９に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項２１】
　前記可動モジュール駆動用マグネットは前記可動モジュール側に保持され、
　前記可動モジュール駆動用コイルは前記固定体側に保持されていることを特徴とする請
求項２乃至２０の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項２２】
　前記可動モジュールは、前記支持体に撮像素子が保持された撮像ユニットであり、
　前記レンズは、前記光軸方向に移動可能に前記支持体上に支持された移動体に含まれ、
　前記可動モジュールにおいて、前記支持体上には前記移動体を前記光軸方向に磁気駆動
するレンズ駆動機構が支持され、
　前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記可動モジュール駆動機構は各々、
前記可動モジュール駆動用マグネットが前記可動モジュール側に保持され、前記可動モジ
ュール駆動用コイルが前記固定体側に保持され、
　前記可動モジュールは、前記移動体を外周側で囲むカバー部を備え、
　前記レンズ駆動機構は、前記移動体の外周面に保持されたレンズ駆動用コイルと、前記
カバー部の内周面に保持されたレンズ駆動用マグネットとを備え、
　前記可動モジュール駆動用マグネットは、前記カバー部の外周面に保持されていること
を特徴とする請求項２乃至１７の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項２３】
　前記可動モジュール駆動用コイルは、前記可動モジュールに向けて開口する筒状に巻回
され、
　前記可動モジュール駆動用マグネットの一部は、前記可動モジュール駆動用コイルの内
側に位置していることを特徴とする請求項２１または２２に記載の振れ補正機能付き光学
ユニット。
【請求項２４】
　前記固定体は、前記可動モジュール駆動用コイルより外側に固定体側ヨークを備え、当
該固定体側ヨークは、前記可動モジュール駆動用マグネットと対向する部分に開口部を備
えていることを特徴とする請求項２１乃至２３の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光
学ユニット。
【請求項２５】
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　前記固定体には、前記可動モジュールが前記光軸に対して交差する方向に変位した際に
当該可動モジュール側と干渉する緩衝部材が取り付けられていることを特徴とする請求項
２乃至２４の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項２６】
　前記可動モジュールは、前記可動モジュール駆動用マグネットおよび前記可動モジュー
ル駆動用コイルを前記光軸方向の両側で覆う可動モジュール側ヨークを備えていることを
特徴とする請求項２乃至２５の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項２７】
　前記固定体は、前記可動モジュールおよび前記可動モジュール駆動機構を外周側で覆う
固定カバーを有し、
　当該固定カバーにおいて前記光軸と直交する方向から見たときに、少なくとも前記可動
モジュール駆動用マグネットの外側で少なくとも当該可動モジュール駆動用マグネットの
磁束領域内に位置する部分は、磁性体からなることを特徴とする請求項２乃至２６の何れ
か一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項２８】
　前記固定カバーは、非磁性材料からなる第１カバー部分と、前記磁性体からなる第２カ
バー部分とを備えていることを特徴とする請求項２７に記載の振れ補正機能付き光学ユニ
ット。
【請求項２９】
　前記駆動用マグネットにおいて、前記光軸周りに隣接している可動モジュール駆動用マ
グネット同士は、前記光軸周りに隣接する位置の磁極が相違していることを特徴とする請
求項２７または２８に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
【請求項３０】
　前記可動モジュールは、前記可動モジュール駆動用マグネットを保持している可動モジ
ュール側ヨークを備え、
　前記可動モジュール側ヨークは、前記可動モジュール駆動用マグネットの外面に対向す
る位置まで屈曲して延在したコイル側集磁ヨーク部分を備えていることを特徴とする請求
項２１乃至２４の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラ付き携帯電話機などに搭載される振れ補正機能付き光学ユニットに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯機器に搭載される撮影用光学装置は、レンズを備えた移動体、この移動体を光軸方
向に磁気駆動するレンズ駆動機構、および撮像素子が支持体上に支持された撮影ユニット
を備えている。かかる撮影用光学装置においては、ユーザーの手振れによる撮影画像の乱
れを抑制するために、各種の手振れ補正機構が搭載されており、このような手振れ補正機
構としては、撮影ユニットに設けた手振れ補正用レンズを、振れを打ち消す方向にシフト
させる構造や、撮像素子の方を光軸に垂直な面内でシフトさせる構造等が実用化されてい
る。
【０００３】
　しかしながら、手振れ補正機構を撮影ユニット内に組み込んだ構造は、デジタルカメラ
等の比較的大きな携帯機器に搭載される撮影用光学装置では採用可能であるが、カメラ付
き携帯電話機などといった小型の携帯機器に搭載される撮影用光学装置では、撮影ユニッ
トが小型であるため、手振れ補正機構を撮影ユニット内に組み込むことは不可能である。
【０００４】
　そこで、撮影用光学装置において、撮影ユニットと、この撮影ユニットを支持する固定
体との間に手振れ補正機構を構成することが提案されおり、かかる構成を採用する場合、
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撮影ユニットは、固定体上で光軸に対して交差する方向に変位可能な可動モジュールとし
て構成される（特許文献１参照）。
【０００５】
　かかる特許文献１に記載の手振れ補正機構は、固定体に形成したピボット部に対して撮
影ユニットを板バネによって弾性をもって付勢して、ピボット部を支点にして撮影ユニッ
トを変位可能にした構造を有しており、ピボット部からずれた片側１箇所に設けた第１撮
影ユニット駆動機構によって光軸に対して直交するＸ軸周りに撮影ユニットを揺動させる
とともに、ピボット部からずれた別の片側１箇所に設けた第２撮影ユニット駆動機構によ
って光軸に対して直交するＹ軸周りに撮影ユニットを揺動させる。
【特許文献１】特開２００７－３１００８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の手振れ補正機構のように、ピボット部に対して片側
１箇所に配置した第１撮影ユニット駆動機構、あるいはピボット部に対して片側１箇所に
配置した第２撮影ユニット駆動機構では、かかる駆動機構とピボット部の位置関係がわず
かにずれただけでも駆動能力が変動するため、安定した推力を得るのが難しいという問題
点がある。
【０００７】
　また、特許文献１に記載の手振れ補正機構のように、固定体側に撮影ユニット駆動用マ
グネットを設け、可動体側である撮影ユニットの方に撮影ユニット駆動用コイルを設けた
構成では、撮影ユニット駆動用コイルに給電用配線を接続する必要がある分、撮影ユニッ
トに対する配線数が増えるので、配線構造が複雑であるとともに、撮影ユニットの方では
撮影ユニット駆動用コイルの巻回数を多くすることが困難である。また、撮影ユニット駆
動用コイルおよび撮影ユニット駆動用マグネットのうち、質量の大きな撮影ユニット駆動
用コイルの方を、可動体側である撮影ユニットの方に設けたため、撮影ユニットを揺動さ
せるのに大きな力が必要であるとともに、その制御が難しいという問題点がある。
【０００８】
　さらに、特許文献１に記載の手振れ補正機構のように、撮影ユニット駆動用マグネット
と撮影ユニット駆動用コイルとを用いた磁気駆動機構を採用した場合、外部への磁気ノイ
ズの放出によってスピーカなどの磁気デバイスに影響を及ぼす虞がある。また、外部から
磁気的な影響を受けると、手振れ補正を正確に行なえないという問題点がある。
【０００９】
　以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、撮影ユニットのようなレンズを備える可動モ
ジュールに対する振れ補正用の撮影ユニット駆動機構の構成を改良して手振れなどの振れ
を確実に補正することのできる振れ補正機能付き光学ユニットを提供することにある。
【００１０】
　次に本発明の課題は、可動モジュールに対する振れ補正用の撮影ユニット駆動機構を構
成するマグネットとコイルの配置を改良して、少ない消費電力で迅速に振れを補正するこ
とのできる振れ補正機能付き光学ユニットを提供することにある。
【００１１】
　次に本発明の課題は、磁気駆動機構を採用した場合でも、外部への磁気的な影響や、外
部から磁気的な影響を回避することのできる振れ補正機能付き光学ユニットを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明では、少なくともレンズが支持体に支持された可動
モジュールと、該可動モジュールを支持する固定体と、を有する振れ補正機能付き光学ユ
ニットにおいて、前記可動モジュールは、前記固定体上で少なくとも前記レンズの光軸に
対して交差する方向に変位可能に支持され、前記可動モジュールと前記固定体との間には
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、前記固定体上において前記可動モジュールを前記光軸に対して交差する方向に変位させ
る磁気駆動力を、前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対になって発生させる振れ補正
用の可動モジュール駆動機構を有していることを特徴とする。
【００１３】
　本発明では、可動モジュールが固定体に対して変位可能に支持された構造とするととも
に、可動モジュールと固定体との間に、可動モジュールを変位させる可動モジュール駆動
機構を設けてあるため、振れ補正機能付き光学ユニットを搭載したカメラ付き携帯電話な
どで撮影を行なう際、手振れなどの振れが発生したときでも、かかる振れを可動モジュー
ルの変位によって補正することができる。従って、可動モジュールに振れ補正機構を内蔵
させる必要がないので、可動モジュールが小型ゆえに可動モジュール内に振れ補正機構を
設けることができない場合でも、振れ補正を行なうことができる。また、本発明では、光
軸を間に挟む両側２箇所に配置した可動モジュール駆動機構によって可動モジュールを変
位させる磁気駆動力を発生させるため、光軸に対して片側のみに可動モジュール駆動機構
を配置した場合と違って、駆動能力が安定している。すなわち、可動モジュール駆動機構
の光軸からの距離が一方で駆動力が弱まる方にずれたとき、他方の可動モジュール駆動機
構では駆動力が強まる方にずれることになる。それ故、本発明によれば、振れを精度よく
補正することができる。
【００１４】
　本発明において、前記可動モジュール駆動機構は各々、前記可動モジュール側および前
記固定体側の一方に保持された可動モジュール駆動用マグネットと、他方に保持された可
動モジュール駆動用コイルとを備えている構成を採用することができる。
【００１５】
　本発明において、互いに直交する３方向を各々Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸とし、前記光軸に沿う
方向をＺ軸としたとき、前記可動モジュールと前記固定体との間には、前記可動モジュー
ル駆動機構として、Ｘ軸方向において前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対になって
前記可動モジュールをＸ軸方向およびＹ軸方向の一方に変位させる磁気駆動力を発生させ
る第１可動モジュール駆動機構と、Ｙ軸方向において前記光軸を間に挟んで対向する２箇
所で対になって前記可動モジュールをＸ軸方向およびＹ軸方向のうちの他方に変位させる
磁気駆動力を発生させる第２可動モジュール駆動機構と、が構成されていることが好まし
い。このように構成すると、可動モジュールをＸ軸方向およびＹ軸方向に変位させること
ができるので、それらを合成すれば、ＸＹ面全体に対して可動モジュールを変位させるこ
とができる。それ故、カメラ付き携帯電話などで想定される全ての振れを確実に補正する
ことができる。
【００１６】
　本発明において、前記可動モジュールは、前記可動モジュールと前記固定体とに接続さ
れたバネ部材によって前記固定体に支持されている構成を採用することができる。このよ
うに構成すると、簡素な構成で可動モジュールを固定体上で変位可能に支持された構造と
することができる。
【００１７】
　この場合、前記バネ部材としては、前記固定体から前記光軸方向に沿って延在した複数
本のワイヤサスペンションを用いることができる。このように構成すると、可動モジュー
ルの位置を精度よく制御できるので、センサによってレンズ位置を監視する必要がない。
【００１８】
　本発明において、前記可動モジュールは、前記光軸の周りを囲む３箇所以上の各々にお
いて前記光軸方向に延在する前記ワイヤサスペンションを介して前記固定体に支持されて
いることが好ましい。このように構成すると、可動モジュールを変位させた際、可動モジ
ュールの姿勢が変わらず、レンズ光軸が傾かないという利点がある。
【００１９】
　本発明において、前記バネ部材は、前記光軸方向において前記可動モジュール駆動機構
を間に挟んだ両側に第１バネ部材および第２バネ部材として配置されており、前記可動モ
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ジュールは、前記可動モジュール駆動機構が発生させる磁気駆動力によって、前記光軸と
交差する軸線周りに揺動する構成を採用することができる。このように構成すると、可動
モジュール駆動機構が可動モジュールの姿勢を変位させる推力の中心と、可動モジュール
の姿勢が変位することにより変形した第１バネ部材と第２バネ部材が元の形状に復帰しよ
うとする復元トルクの中心とを第１バネ部材と第２バネ部材との間に配置できる。また、
可動モジュール駆動機構が可動モジュールの姿勢を変位させる推力の中心と、可動モジュ
ールの姿勢が変位することにより変形した第１バネ部材と第２バネ部材が元の形状に復帰
しようとする復元トルクの中心とを一致させることもできる。この結果、可動モジュール
が揺動したときに第１バネ部材および第２バネ部材に作用する力が小さくなるので、可動
モジュール駆動機構は小さなトルクで可動モジュールを揺動させることができる。また、
可動モジュールを揺動可能に支持している第１バネ部材および第２バネ部材のバネ力も小
さくてよい。従って、可動モジュールを効率よく変位させることができる。
【００２０】
　本発明では、前記光軸方向において、前記可動モジュールの重心は、前記第１バネ部材
と前記第２バネ部材との間に位置していることが好ましい。このように構成すれば、振れ
補正機能付き光学ユニットの姿勢が変化したときに、振れ補正機能付き光学ユニットに対
して可動モジュールが傾いてしまうことを低減あるいは回避できる。この結果、振れ補正
機能付き光学ユニットの姿勢により可動モジュールが傾いてしまう範囲を可動モジュール
の可動範囲として確保しておく必要がなくなるので、振れ補正機能付き光学ユニットを小
型化できる。また、振れ補正機能付き光学ユニットの姿勢により可動モジュール駆動機構
が発生させる磁気駆動力を変化させる必要がなくなるので、可動モジュールを効率よく変
位させることができる。また、可動モジュールの可動範囲が小さくなるので、例えば、可
動モジュールの可動範囲を規制する規制部材を配置する場合には、可動モジュールと規制
部材との間の隙間を狭くすることができる。この結果、振れ補正機能付き光学ユニットが
衝撃を受けた際などに可動モジュールが規制部材に衝突しても発生する衝撃が小さくなる
ので、可動モジュールの変形を防止できる。従って、振れ補正機能付き光学ユニットを衝
撃に強い装置とすることができる。さらに、可動モジュールのＺ軸方向の外側に、可動モ
ジュールを支持する構造を必要としないので、振れ補正機能付き光学ユニットをＺ軸方向
に薄く構成することができる。
【００２１】
　本発明において、前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記振れ補正用の可
動モジュール駆動機構は各々、前記光軸方向で離間する２箇所に配置され、前記バネ部材
は、前記光軸方向で離間する２箇所に配置された前記可動モジュール駆動機構の間に配置
されており、前記可動モジュールは、前記可動モジュール駆動機構が発生させる磁気駆動
力によって、前記光軸と交差する軸線周りに揺動する構成を採用してもよい。このように
構成すると、可動モジュール駆動機構が可動モジュールの姿勢を変位させる推力の中心と
、可動モジュールの姿勢が変位することにより変形したバネ部材が元の形状に復帰しよう
とする復元トルクの中心とを、上記２箇所の間に配置できる。また、可動モジュール駆動
機構が可動モジュールの姿勢を変位させる推力の中心と、可動モジュールの姿勢が変位す
ることにより変形したバネ部材が元の形状に復帰しようとする復元トルクの中心とを一致
させることもできる。従って、可動モジュールの揺動中心をバネ部材に近い位置に配置で
きる。この結果、可動モジュールが揺動したときにバネ部材に作用する力が小さくなるの
で、可動モジュール駆動機構は小さなトルクで可動モジュールを揺動させることができる
。また、可動モジュールを揺動可能に支持しているバネ部材のバネ力も小さくてよい。従
って、可動モジュールを効率よく変位させることができる。
【００２２】
　本発明では、前記光軸方向において、前記可動モジュールの重心は、前記光軸方向で離
間する２箇所の間に位置していることが好ましい。このように構成すれば、可動モジュー
ルの重心は、バネ部材の近くに位置するので、振れ補正機能付き光学ユニットの姿勢が変
化したときに、振れ補正機能付き光学ユニットに対して可動モジュールが傾いてしまうこ
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とを低減あるいは回避できる。この結果、振れ補正機能付き光学ユニットの姿勢により可
動モジュールが傾いてしまう範囲を可動モジュールの可動範囲として確保しておく必要が
なくなるので、振れ補正機能付き光学ユニットを小型化できる。また、振れ補正機能付き
光学ユニットの姿勢により可動モジュール駆動機構が発生させる磁気駆動力を変化させる
必要がなくなるので、可動モジュールを効率よく変位させることができる。また、可動モ
ジュールの可動範囲が小さくなるので、例えば、可動モジュールの可動範囲を規制する規
制部材を配置する場合には、可動モジュールと規制部材との間の隙間を狭くすることがで
きる。この結果、振れ補正機能付き光学ユニットが衝撃を受けた際などに可動モジュール
が規制部材に衝突しても発生する衝撃が小さくなるので、可動モジュールの変形を防止で
きる。従って、振れ補正機能付き光学ユニットを衝撃に強い装置とすることができる。さ
らに、可動モジュールのＺ軸方向の外側に、可動モジュールを支持する構造を必要としな
いので、振れ補正機能付き光学ユニットをＺ軸方向に薄く構成することができる。
【００２３】
　本発明において、前記バネ部材は、前記可動モジュールに連結される内周側連結部と、
前記固定体に連結される外周側連結部と、前記内周側連結部から延在して前記外周側連結
部に繋がる複数本のアーム部とを備えたジンバルバネであることが好ましい。このように
構成すると、振れ補正機能付き光学ユニットに強い衝撃が加わって可動モジュールが広範
囲に動いた場合でも、アーム部が可動モジュールの変位に追随して変形して、バネ部材が
破損することがない。
【００２４】
　本発明において、前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記可動モジュール
駆動機構が備える前記可動モジュール駆動用コイルに対する通電方向を切り換えて、前記
可動モジュールを前記光軸方向に変位させる駆動力を発生させる第１モードと、前記可動
モジュールを前記光軸に対して交差する方向に変位させる駆動力を発生させる第２モード
と、が実行されることが好ましい。このように構成すれば、可動モジュール駆動用コイル
への通電を制御することにより、第１モードでは、可動モジュールの姿勢を固定しておく
ことができ、第２モードでは、可動モジュールを揺動させることができる。
【００２５】
　この場合には、前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記可動モジュール駆
動機構が備える前記可動モジュール駆動用コイルは、それぞれ独立した方向に通電するこ
とが可能であり、前記第１モードでは、前記光軸を間に挟んだ一方の側の前記可動モジュ
ール駆動用コイルと前記可動モジュール駆動用マグネットとの間に働く電磁気力と、前記
光軸を間に挟んだ他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルと前記可動モジュール駆動
用マグネットとの間に働く電磁気力とが、前記光軸方向で同じ方向になるように、各可動
モジュール駆動用コイルの通電方向を選択し、前記第２モードでは、前記光軸を間に挟ん
だ一方の側の前記可動モジュール駆動用コイルと前記可動モジュール駆動用マグネットと
の間に働く電磁気力と、前記光軸を間に挟んだ他方の側の前記可動モジュール駆動用コイ
ルと前記可動モジュール駆動用マグネットとの間に働く電磁気力とが、前記光軸方向で反
対の方向になるように、各可動モジュール駆動用コイルの通電方向を選択することが好ま
しい。
【００２６】
　また、この場合には、前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をなす前記可動モジュ
ール駆動機構が備える前記可動モジュール駆動用コイルは、直列に接続されており、前記
光軸を間に挟んだ一方の側の前記可動モジュール駆動用コイルと前記光軸を間に挟んだ他
方の側の前記可動モジュール駆動用コイルとの間の接続線には中間端子が設けられており
、前記一方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して前記中間端子に至る間と、
前記他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して中間端子に至る間とは、互い
に独立した方向に通電することが可能になっていることが好ましい。このように構成する
と、各可動モジュール駆動用コイルに対する通電方向を容易に切り換えることができる。
【００２７】
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　さらに、前記一方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して前記中間端子に至
る間と、前記他方の側の前記可動モジュール駆動用コイルを経由して中間端子に至る間と
は、互いに異なる値の電流を通電することが可能になっていることが好ましい。
【００２８】
　本発明において、前記可動モジュールを前記光軸方向で前記固定体に押し付けている付
勢手段を有し、前記可動モジュール駆動機構は、前記可動モジュールを前記光軸に対して
交差する方向に変位させる際、前記付勢手段の付勢力に抗して前記可動モジュールを前記
固定体から離間させる駆動力を発生させることが好ましい。このように構成すれば、可動
モジュール駆動機構が磁気駆動力を発生させていないときには、可動モジュールは固定体
に固定されており、動いてしまうことがない。従って、振れ補正機能付き光学ユニットを
持ち運んでいるときなどに、振れ補正機能付き光学ユニットに加わる振動により可動モジ
ュールと固定体とがぶつかってガタガタする異音やノイズを発生させることがない。
【００２９】
　本発明において、前記付勢手段は、前記バネ部材あるいは他のバネを用いた機械的バネ
、および前記可動モジュール駆動用マグネットあるいは他のマグネットを用いた磁気バネ
のうちの少なくとも一方を備えている構成を採用することができる。
【００３０】
　本発明において、前記可動モジュールは、前記支持体に撮像素子が保持された撮像ユニ
ットとして構成することができる。
【００３１】
　この場合、前記レンズは、前記光軸方向に移動可能に前記支持体上に支持された移動体
に含まれ、前記撮像ユニットにおいて、前記支持体上には前記移動体を前記光軸方向に駆
動するレンズ駆動機構が支持されている構成を採用することができる。このように構成す
ると、可動モジュールがレンズ駆動機構を備えている場合でも、振れ補正機能付き光学ユ
ニットを搭載した携帯電話機などの振れを可動モジュールの変位によって補正することが
できるので、可動モジュールに振れ補正機構を内蔵させる必要がない。それ故、可動モジ
ュールが小型ゆえに可動モジュール内に振れ補正機構を設けることができない場合でも、
振れ補正を行なうことができる。
【００３２】
　また、この場合には、レンズ駆動機構は、前記移動体を前記光軸方向に磁気駆動するも
のとすることができる。
【００３３】
　本発明において、前記可動モジュール駆動用マグネットは前記可動モジュール側に保持
され、前記可動モジュール駆動用コイルは前記固定体側に保持されていることが好ましい
。このように構成すると、可動モジュールに対する配線数が少なくてよいので、配線構造
を簡素化することができる。また、可動モジュール駆動用コイルの巻回数を多くすること
ができるので、大きな駆動力を発揮することができる。さらに、可動モジュール駆動用コ
イルおよび可動モジュール駆動用マグネットのうち、質量の小さな可動モジュール駆動用
マグネットの方を、可動体側である可動モジュールの方に設けたため、可動モジュールの
軽量化を図ることができる。それ故、小さな力で可動モジュールを変位させることができ
るので、振れ補正に要する消費電力を削減することができる。また、振れに対する応答性
に優れているという利点もある。
【００３４】
　本発明において、前記可動モジュールは、前記支持体に撮像素子が保持された撮像ユニ
ットであり、前記レンズは、前記光軸方向に移動可能に前記支持体上に支持された移動体
に含まれ、前記可動モジュールにおいて、前記支持体上には前記移動体を前記光軸方向に
磁気駆動するレンズ駆動機構が支持され、前記光軸を間に挟んで対向する２箇所で対をな
す前記可動モジュール駆動機構は各々、前記可動モジュール駆動用マグネットが前記可動
モジュール側に保持され、前記可動モジュール駆動用コイルが前記固定体側に保持され、
前記可動モジュールは、前記移動体を外周側で囲むカバー部を備え、前記レンズ駆動機構
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は、前記移動体の外周面に保持されたレンズ駆動用コイルと、前記カバー部の内周面に保
持されたレンズ駆動用マグネットとを備え、前記可動モジュール駆動用マグネットは、前
記カバー部の外周面に保持されていることが好ましい。このように構成すると、可動モジ
ュールがレンズ駆動機構を備えている場合でも、振れ補正機能付き光学ユニットを搭載し
た携帯電話機などの振れを可動モジュールの変位によって補正することができるので、可
動モジュールに振れ補正機構を内蔵させる必要がない。それ故、可動モジュールが小型ゆ
えに可動モジュール内に振れ補正機構を設けることができない場合でも、振れ補正を行な
うことができる。また、カバー部を挟む両面にレンズ駆動用マグネットと可動モジュール
駆動用マグネットとを配置するため、レンズ駆動機構と可動モジュール駆動機構との間の
磁気的な干渉を防止することができる。
【００３５】
　本発明において、前記可動モジュール駆動用コイルは、前記可動モジュールに向けて開
口する筒状に巻回され、前記可動モジュール駆動用マグネットの一部は、前記可動モジュ
ール駆動用コイルの内側に位置していることが好ましい。このように構成すると、可動モ
ジュール駆動用マグネットによって可動モジュール駆動用コイルと鎖交する磁界を効率よ
く生成することができるので、可動モジュールに対する推力を向上することができる。
【００３６】
　本発明において、前記固定体は、前記可動モジュール駆動用コイルより外側に固定体側
ヨークを備え、当該固定体側ヨークは、前記可動モジュール駆動用マグネットと対向する
部分に開口部を備えていることが好ましい。このように構成すると、可動モジュール駆動
用マグネットによって可動モジュール駆動用コイルと鎖交する磁界を効率よく生成するこ
とができるので、可動モジュールに対する推力を向上することができる。
【００３７】
　本発明において、前記固定体には、前記可動モジュールが前記光軸に対して交差する方
向に変位した際に当該可動モジュール側と干渉する緩衝部材が取り付けられていることが
好ましい。このように構成すると、振れ補正機能付き光学ユニットに衝撃が加わって可動
モジュールが光軸と交差する方向に変位した際、可動モジュール側が固定体側に当たる際
の衝撃を吸収することができる。
【００３８】
　本発明において、前記可動モジュールは、前記可動モジュール駆動用マグネットおよび
前記可動モジュール駆動用コイルを前記光軸方向の両側で覆う可動モジュール側ヨークを
備えていることが好ましい。このように構成すると、漏れ磁束を低減することができるの
で、可動モジュールに対する推力を向上することができる。
【００３９】
　本発明において、前記固定体は、前記可動モジュールおよび前記可動モジュール駆動機
構を外周側で覆う固定カバーを有し、当該固定カバーにおいて前記光軸と直交する方向か
ら見たときに、少なくとも前記可動モジュール駆動用マグネットの外側で少なくとも当該
可動モジュール駆動用マグネットの磁束領域内に位置する部分は、磁性体からなることが
好ましい。このように構成すれば、可動モジュール駆動機構から固定カバーの外側への漏
れ磁束を少なくできる。また、磁性材料が集磁ヨークとして働くので、可動モジュール駆
動用コイルに鎖交する鎖交磁束が増えるので、可動モジュール駆動機構が可動モジュール
の姿勢を変位させる際に大きな推力を得ることができる。従って、振れに対する応答性に
優れる。
【００４０】
　本発明において、前記固定カバーは、非磁性材料からなる第１カバー部分と、前記磁性
体からなる第２カバー部分と、を備えていることが好ましい。このように構成しても、可
動モジュール駆動機構から固定カバーの外側への漏れ磁束を少なくできる。また、磁性材
料が集磁ヨークとして働くので、可動モジュール駆動用コイルに鎖交する鎖交磁束が増え
るので、可動モジュール駆動機構が可動モジュールの姿勢を変位させる際に大きな推力を
得ることができる。従って、振れに対する応答性に優れる。さらに、外部の磁束が振れ補
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正用磁気駆動機構に侵入して、可動モジュールの姿勢に影響を与えることを低減できる。
さらに、可動モジュール駆動用コイルとの磁気吸引力が可動モジュールを変位させる際の
負荷となるような箇所に磁性体が存在しない構成を容易に実現することができる。
【００４１】
　本発明では、前記固定体は、前記可動モジュールおよび前記可動モジュール駆動機構の
外周側を磁性体部分で覆う固定カバーを有し、前記駆動用マグネットにおいて、前記光軸
周りに隣接している可動モジュール駆動用マグネット同士は、前記光軸周りに隣接する位
置の磁極が相違していることが好ましい。このように構成すれば、光軸周りに隣接してい
る可動モジュール駆動用マグネットの間で磁束が発生するので、固定カバーの側に流れる
磁束が減少する。この結果、固定カバーと可動モジュール駆動用マグネットとの吸引力を
小さくできるので、これらの間の吸引力が可動モジュールの変位に影響を与えることを低
減できる。
【００４２】
　本発明において、前記可動モジュールは、前記可動モジュール駆動用マグネットを保持
している可動モジュール側ヨークを備え、前記可動モジュール側ヨークは、前記可動モジ
ュール駆動用マグネットの外面に対向する位置まで延在したコイル側集磁ヨーク部分を備
えていることが好ましい。このように構成すれば、可動モジュール駆動機構はコイル側集
磁ヨーク部分を備えているヨークによって挟まれるので、可動モジュール駆動機構からの
漏れ磁束を少なくできる。また、可動モジュール駆動用コイルに鎖交する鎖交磁束が増え
るので、可動モジュール駆動機構が可動モジュールの姿勢を変位させる際に、大きな推力
を得ることができる。従って、振れに対する応答性に優れる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明では、可動モジュールが固定体に対して変位可能に支持された構造とするととも
に、可動モジュールと固定体との間に、可動モジュールを変位させる可動モジュール駆動
機構を設けてあるため、振れ補正機能付き光学ユニットを搭載したカメラ付き携帯電話な
どで撮影を行なう際、振れが発生したときでも、かかる振れを可動モジュールの変位によ
って補正することができる。従って、可動モジュールに振れ補正機構を内蔵させる必要が
ないので、可動モジュールが小型ゆえに可動モジュール内に振れ補正機構を設けることが
できない場合でも、振れ補正を行なうことができる。また、本発明では、前記光軸を間に
挟む両側２箇所に配置した可動モジュール駆動機構によって可動モジュールを同一方向に
変位させる磁気駆動力を発生させるため、光軸に対して片側のみに可動モジュール駆動機
構を配置した場合と違って、駆動能力が安定している。すなわち、可動モジュール駆動機
構の光軸からの距離が一方で駆動力が弱まる方にずれたとき、他方の可動モジュール駆動
機構では駆動力が強まる方にずれることになる。それ故、本発明によれば、振れを精度よ
く補正することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。な
お、以下の説明においては、可動モジュールとして撮影ユニットの手振れを防止するため
の構成を例示する。従って、以下の説明では、撮影用光学装置が振れ補正機能付き光学ユ
ニットに相当する。また、以下の説明では、互いに直交する３方向を各々Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ
軸とし、光軸Ｌ（レンズ光軸）に沿う方向をＺ軸とする。従って、以下の説明では、各方
向の振れのうち、Ｘ軸周りの回転は、いわゆるピッチング（縦揺れ）に相当し、Ｙ軸周り
の回転は、いわゆるヨーイング（横揺れ）に相当し、Ｚ軸周りの回転は、いわゆるローリ
ングに相当する。
【００４５】
　［実施の形態１］
　（撮影用光学装置の全体構成）
　図１（ａ）、（ｂ）は各々、本発明の実施の形態１に係る撮影用光学装置を被写体側に
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おいて斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。図２は、本発明の実施の形態
１に係る撮影用光学装置を光軸に平行に切断したときの縦断面図である。
【００４６】
　図１（ａ）、（ｂ）および図２に示す撮影用光学装置（振れ補正機能付き光学ユニット
）２００は、カメラ付き携帯電話機に用いられる薄型カメラであって、全体として略直方
体形状を有している。本形態において、撮影用光学装置２００は、矩形板状のベース２２
０と、このベース２２０の上方に被せられる箱状の固定カバー２３０とを備えており、ベ
ース２２０と固定カバー２３０とによって固定体２１０が構成されている。固定カバー２
３０の上板部分には、光透過用の矩形の窓２３０ａが形成されている。
【００４７】
　後述するように、本形態では、固定カバー２３０の内側には、撮影ユニット１（可動モ
ジュール）と、この撮影ユニット１を変位させて振れ補正を行なうための振れ補正機構と
が構成されている。
【００４８】
　（撮影ユニットの構成）
　図３（ａ）、（ｂ）は各々、本発明を適用した撮影用光学装置２００に用いた撮影ユニ
ット１を斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。図４は、図３に示す撮影ユ
ニット１の動作を模式的に示す説明図である。なお、図４の左半分は、移動体３が無限遠
の位置（通常撮影位置）にあるときの図を示しており、図４の右半分は、移動体３がマク
ロ位置（接写撮影位置）にあるときの図を示している。
【００４９】
　図３（ａ）、（ｂ）、および図４に示すように、撮影ユニット１は、例えば３枚のレン
ズ１２１を光軸Ｌの方向に沿って被写体（物体側）に近づくＡ方向（前側）、および被写
体とは反対側（撮像素子側／像側）に近づくＢ方向（後側）の双方向に移動させるための
ものであり、略直方体形状を有している。撮影ユニット１は、概ね、３枚のレンズ１２１
および固定絞りを内側に保持した移動体３と、この移動体３を光軸方向に沿って移動させ
るレンズ駆動機構５と、レンズ駆動機構５および移動体３等が搭載された支持体２とを有
している。移動体３は、レンズ１２１および固定絞りを保持する円筒状のレンズホルダ１
２と、後述するレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔを外周側面で保持するコイルホルダ１
３とを備えている。
【００５０】
　支持体２は、被写体側と反対側で撮像素子１５５を位置決めする矩形板状の撮像素子ホ
ルダ１９と、撮像素子ホルダ１９に対して被写体側で被さる箱状のケース１８と、ケース
１８の内側に配置される矩形板状のスペーサ１１とを備えており、ケース１８およびスペ
ーサ１１の中央には、被写体からの光をレンズ１２１に取り込むための円形の入射窓１１
０、１８０が各々形成されている。また、撮像素子ホルダ１９の中央には、入射光を撮像
素子１５５に導く穴１９ａが形成されている。
【００５１】
　さらに、撮影ユニット１において、支持体２は、撮像素子１５５が実装されたプレート
１５１を備えており、プレート１５１は撮像素子ホルダ１９の下面に固定されている。
【００５２】
　本形態において、ケース１８は、鋼板等の強磁性板からなり、ヨークとしても機能する
。このため、ケース１８は、後述するレンズ駆動用マグネット１７とともに、コイルホル
ダ１３に保持されたレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔに鎖交磁界を発生させる鎖交磁界
発生体４を構成しており。かかる鎖交磁界発生体４は、コイルホルダ１３の外周面に巻回
されたレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔとともにレンズ駆動機構５を構成している。
【００５３】
　支持体２と移動体３とは、金属製のバネ部材１４ｓ、１４ｔを介して接続されている。
バネ部材１４ｓ、１４ｔは基本的な構成が同様であり、支持体２側に保持される外周側連
結部１４ａと、移動体３の側に保持される円環状の内周側連結部１４ｂと、外周側連結部
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１４ａと内周側連結部１４ｂとを接続するアーム状の板バネ部１４ｃとを備えている。バ
ネ部材１４ｓ、１４ｔのうち、撮像素子側のバネ部材１４ｓは、撮像素子ホルダ１９に外
周側連結部１４ａが保持され、内周側連結部１４ｂが移動体３のコイルホルダ１３の撮像
素子側端面に連結されている。被写体側のバネ部材１４ｔは、スペーサ１１に外周側連結
部１４ａが保持され、内周側連結部１４ｂが移動体３のコイルホルダ１３の被写体側端面
に連結されている。このようにして、移動体３は、バネ部材１４ｓ、１４ｔ介して支持体
２に光軸Ｌの方向に移動可能に支持されている。かかるバネ部材１４ｓ、１４ｔはいずれ
も、ベリリウム銅や非磁性のＳＵＳ系鋼材等といった非磁性の金属製であり、所定厚の薄
板に対するプレス加工、あるいはフォトリソグラフィ技術を用いたエッチング加工により
形成したものである。なお、バネ部材１４ｓ、１４ｔのうち、バネ部材１４ｓは、バネ片
１４ｅ、１４ｆに２分割されており、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔの各端末は各々
、バネ片１４ｅ、１４ｆに接続される。また、バネ部材１４ｓにおいて、バネ片１４ｅ、
１４ｆには各々、端子１４ｄが形成されており、バネ部材１４ｓ（バネ片１４ｅ、１４ｆ
）はレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔに対する給電部材としても機能する。
【００５４】
　本形態においては、コイルホルダ１３の被写体側端面にリング状の磁性片６１が保持さ
れており、かかる磁性片６１の位置は、レンズ駆動用マグネット１７に対して被写体側よ
りの位置である。磁性片６１は、レンズ駆動用マグネット１７との間に作用する吸引力に
より移動体３に対して光軸Ｌの方向の付勢力を印加する。このため、移動体３が無通電時
に自重で変位することを防止することができるので、移動体３に所望の姿勢を維持させ、
さらに耐衝撃性を向上させることが可能である。また、磁性片６１は、一種のヨークとし
て作用し、レンズ駆動用マグネット１７とレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔとの間に構
成される磁路からの漏れ磁束を少なくすることができる。なお、磁性片６１としては、棒
状あるいは球状の磁性体が用いられることもある。ここで、磁性片６１をリング形状にす
れば、レンズホルダ１２が光軸方向に移動する際にレンズ駆動用マグネット１７と引き合
う磁気吸引力が等方的になるという効果がある。
【００５５】
　また、磁性片６１はレンズホルダ１２の被写体側端面に配置されており、磁性片６１は
非通電時（原点位置）においてはレンズ駆動用マグネット１７と吸引することによりレン
ズホルダ１２を撮像素子側に静置できる。また、通電時にはレンズホルダ１２の被写体側
の端面に保持された磁性片６１はレンズ駆動用マグネット１７からよりよく離間した位置
に移動することにより、撮像素子側にレンズホルダ１２を押し付けるような余計な力は働
かない。そのため、少ない電力でレンズホルダ１２を光軸方向に移動させることができる
。
【００５６】
　本形態の撮影ユニット１において、光軸Ｌの方向からみたとき、レンズ１２１は円形で
あるが、支持体２に用いたケース１８は矩形箱状である。従って、ケース１８は、角筒状
胴部１８４を備えており、角筒状胴部１８４の上面側には、入射窓１８０が形成された上
板部１８５を備えている。本形態において、角筒状胴部１８４は四角筒状であり、光軸Ｌ
の方向からみたときに四角形の辺に相当する各位置に４つの側板部１８１を備えている。
【００５７】
　４つの側板部１８１の各々の内面にはレンズ駆動用マグネット１７が固着されており、
かかるレンズ駆動用マグネット１７は各々、矩形の平板状永久磁石からなる。４つのレン
ズ駆動用マグネット１７はいずれも光軸Ｌの方向において２分割されており、いずれにお
いても内面と外面とが異なる極に着磁されている。例えば、４つのレンズ駆動用マグネッ
ト１７では、例えば、上半分では内面がＮ極に着磁され、外面がＳ極に着磁され、下半分
では、内面がＳ極に着磁され、外面がＮ極に着磁されている。このため、４つのレンズ駆
動用マグネット１７では、隣接する永久磁石同士において、磁極の配置が同一であり、コ
イルに対する鎖交磁束線を効率よく発生させることができる。
【００５８】
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　移動体３は、レンズ１２１等を保持する円筒状のレンズホルダ１２と、コイル（レンズ
駆動用コイル３０ｓ、３０ｔ）が外周側面に巻回されたコイルホルダ１３とを備えており
、レンズホルダ１２およびコイルホルダ１３によって移動体３の側壁部分が構成されてい
る。レンズホルダ１２は、上半部が大径の大径円筒部１２ｂになっており、下半部が大径
円筒部１２ｂより小径の小径円筒部１２ａになっている。コイルホルダ１３は、レンズホ
ルダ１２を内側に保持するための円形のレンズホルダ収納穴１３０を備えている。
【００５９】
　本形態では、コイルホルダ１３を光軸Ｌの方向からみたとき、内周形状は円形であるが
、コイルホルダ１３の外周形状を規定する外周側面１３１は四角形であり、四角形の４つ
の辺に相当する各位置に４つの面１３２を備えている。かかるコイルホルダ１３の外周側
面１３１において、光軸Ｌの方向における両端部および中央位置には、その全周にわたっ
てリブ状突起１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃが形成されており、撮像素子側端部に形成さ
れたリブ状突起１３１ａと中央位置に形成されたリブ状突起１３１ｂとに挟まれた凹部は
第１コイル巻回部１３２ａになっており、被写体側端部に形成されたリブ状突起１３１ｃ
と中央位置に形成されたリブ状突起１３１ｂとに挟まれた凹部は第２コイル巻回部１３２
ｂになっている。
【００６０】
　コイルホルダ１３において、４つの面１３２の各々には、第１コイル巻回部１３２ａ、
および第２コイル巻回部１３２ｂの各々に対して、四角形の角部分を避けるように除去し
てなる矩形の貫通穴（貫通穴１３３ａ、１３３ｂ）が形成されており、かかる貫通穴１３
３ａ、１３３ｂは、コイルホルダ１３の側面壁を内外方向で貫通している。このようにし
て、本形態では、コイルホルダ１３の貫通穴１３３ａ、１３３ｂによって、移動体３の外
周側面１３１で内側に凹む肉抜き部が構成されている。貫通穴１３３ａ、１３３ｂは、周
方向においては、コイルホルダ１３の外周側面１３１において隣接する角部分で挟まれた
中央部分に、各面１３２の周方向の長さ寸法（四角形の辺の寸法）の約１／３の寸法で形
成されている。このため、コイルホルダ１３の角部分には、光軸Ｌの方向に向けて延びる
肉厚の支柱部分１３４が同等の太さで形成されている。貫通穴１３３ａ、１３３ｂは、第
１コイル巻回部１３２ａ、および第２コイル巻回部１３２ｂの幅方向（光軸Ｌの方向）の
全体にわたって形成されているが、リブ状突起１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃにかかるよ
うには形成されていない。従って、貫通穴１３３ａ、１３３ｂ（肉抜き部）は、コイルホ
ルダ１３（移動体３）の光軸Ｌの方向における途中部分のみに形成され、両端部を避けた
位置に形成されている。
【００６１】
　このように構成したコイルホルダ１３において、第１コイル巻回部１３２ａにはレンズ
駆動用コイル３０ｓが巻回されており、第２コイル巻回部１３２ｂにはレンズ駆動用コイ
ル３０ｔが巻回されている。ここで、第１コイル巻回部１３２ａおよび第２コイル巻回部
１３２ｂは、光軸Ｌの方向からみたとき四角形であるため、レンズ駆動用コイル３０ｓ、
３０ｔはいずれも四角筒状に巻回されている。なお、４つのレンズ駆動用マグネット１７
はいずれも光軸方向において２分割されており、いずれにおいても内面と外面とが異なる
極に着磁されているため、２つのレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔにおける巻回方向は
反対である。
【００６２】
　また、貫通穴１３３ａ、１３３ｂは、光軸Ｌの方向における長さ寸法は、第１コイル巻
回部１３２ａ、および第２コイル巻回部１３２ｂの光軸Ｌの方向における長さ寸法と等し
く、光軸Ｌの方向において、第１コイル巻回部１３２ａおよび第２コイル巻回部１３２ｂ
の全体にわたって形成されているが、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔは、第１コイル
巻回部１３２ａおよび第２コイル巻回部１３２ｂの全体にわたって巻回され、貫通穴１３
３ａ、１３３ｂの形成領域の全体を通っている。このため、貫通穴１３３ａ、１３３ｂは
、外側で開口する部分がレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔで塞がれている。また、コイ
ルホルダ１３のレンズホルダ収納穴１３０にはレンズホルダ１２が装着されているため、



(16) JP 2009-288770 A 2009.12.10

10

20

30

40

50

貫通穴１３３ａ、１３３ｂのうち、光軸Ｌの方向の被写体側に位置する貫通穴１３３ｂは
、内側で開口する部分がレンズホルダ１２の上半部に形成された大径円筒部１２ｂで塞が
れている一方、光軸方向の撮像素子側に位置する貫通穴１３３ａは、レンズホルダ１２の
下半部に形成された小径円筒部１２ａが対向している。
【００６３】
　このように構成したコイルホルダ１３は、ケース１８の内側に配置される。その結果、
レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔの４つの辺部は各々、ケース１８の角筒状胴部１８４
の内面に固着されたレンズ駆動用マグネット１７に対向することになる。
【００６４】
　このように本形態では、コイルホルダ１３に貫通穴１３３ａ、１３３ｂ（肉抜き部）を
設けることにより、移動体３の軽量化を図り、移動体３の推力を高めてある。また、貫通
穴１３３ａ、１３３ｂは、コイルホルダ１３の外周側面１３１の角部を避けた面１３２に
形成されているため、コイルホルダ１３の角部分には、光軸Ｌの方向に延びた肉厚部分が
支柱部分１３４として形成される。このため、貫通穴１３３ａ、１３３ｂの形成によって
、移動体３の軽量化を図った場合でも、移動体３は十分な強度を有することになる。また
、コイルホルダ１３の角部に貫通穴１３３ａ、１３３ｂに形成すると、レンズ駆動用コイ
ル３０ｓ、３０ｔを巻回した際、角部分でレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔの形状が崩
れ、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔを四角形に巻回できないが、本形態では、角部を
避けた面１３２に貫通穴１３３ａ、１３３ｂが形成されているため、貫通穴１３３ａ、１
３３ｂを通るようにレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔを巻回した場合でも、レンズ駆動
用コイル３０ｓ、３０ｔを四角形に巻回することができる。
【００６５】
　また、貫通穴１３３ａ、１３３ｂは、多角形の辺の中央部分に形成されているため、多
角形の複数の角部分の各々に、光軸Ｌの方向に延びた肉厚の支柱部分１３４を同等の太さ
で形成できるので、移動体の周方向における重量バランスや強度バランスを好適に確保す
ることができる。しかも、貫通穴１３３ａ、１３３ｂは、コイルホルダ１３の光軸Ｌの方
向における両端部を避けた途中部分に形成されているため、コイルホルダ１３の両端が強
度低下することを防止することができる。それ故、コイルホルダ１３の周りにレンズ駆動
用コイル３０ｓ、３０ｔを巻回する際、線材に十分な荷重をかけることができるので、レ
ンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔを密に整列した状態に巻回できる分、十分な推力を得る
ことができる。
【００６６】
　（レンズ駆動機構の動作）
　本形態の撮影ユニット１において、移動体３は、通常は撮像素子側（撮像素子側）に位
置しており、このような状態において、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔに所定方向の
電流を流すと、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔは、それぞれ上向き（前側）の電磁力
を受けることになる。これにより、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔが固着された移動
体３は、被写体側（前側）に移動し始めることになる。このとき、バネ部材１４ｔと移動
体３の前端との間、およびバネ部材１４ｓと移動体３の後端との間には、移動体３の移動
を規制する弾性力が発生する。このため、移動体３を前側に移動させようとする電磁力と
、移動体３の移動を規制する弾性力とが釣り合ったとき、移動体３は停止する。その際、
バネ部材１４ｓ、１４ｔによって移動体３に働く弾性力に応じて、レンズ駆動用コイル３
０ｓ、３０ｔに流す電流量を調整することで、移動体３を所望の位置に停止させることが
できる。
【００６７】
　このように本形態では、弾性力（応力）と変位量（歪み量）との間に線形関係が成立す
るバネ部材１４ｓ、１４ｔを用いていることから、移動体３の移動量とレンズ駆動用コイ
ル３０ｓ、３０ｔに流す電流との間のリニアリティを向上させることができる。また、２
つのバネ部材１４ｓ、１４ｔを用いていることから、移動体３が停止したときに光軸Ｌの
方向に大きな釣り合いの力が加わることになり、光軸Ｌの方向に遠心力や衝撃力等の他の
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力が働いたとしても、より安定に移動体３を停止させることができる。さらに、撮影ユニ
ット１では、移動体３を停止させるのに、衝突材（緩衝材）等に衝突させて停止させるの
ではなく、電磁力と弾性力との釣り合いを利用して停止させることとしているので、衝突
音の発生を防ぐことも可能である。
【００６８】
　また、ケース１８は、角筒状胴部１８４の上面に上板部１８５を備えた箱形状を有して
いるため、レンズ駆動用マグネット１７とレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔとの間に構
成される磁路からの漏れ磁束を少なくすることができる。従って、コイルホルダ１３の移
動量と、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔに流す電流との間の推力を向上させることが
できる。また、撮影ユニット１を携帯電話に組み付けた場合、周囲の電子部品への漏れ磁
束を低減できる。
【００６９】
　また、撮影ユニット１では、レンズ１２１は円形であるが、かかるレンズ形状に関係な
く、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔは四角形であり、レンズ駆動用マグネット１７は
、支持体２において内周面が四角形に形成されたケース１８の角筒状胴部１８４の辺に相
当する複数の内面の各々に固着された平板状永久磁石である。このため、移動体３と支持
体２との間において、移動体３の外周側に十分なスペースがない場合でも、レンズ駆動用
コイル３０ｓ、３０ｔとレンズ駆動用マグネット１７との対向面積が広いので、十分な推
力を発揮することができる。また、移動体３を光軸Ｌの方向からみたときに、移動体３の
外周側面（コイルホルダ１３の外周側面１３１）は、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔ
と同じ四角形であるため、移動体３の外周面（コイルホルダ１３の外周側面１３１）にレ
ンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔを巻回するだけで、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔ
を四角形に巻回することができる。しかも、移動体３をレンズホルダ１２とコイルホルダ
１３とに分割したので、コイルホルダ１３にレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔを巻回し
た後、レンズホルダ１２をレンズホルダ収納穴１３０に収納、装着した構成を採用するこ
とができ、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔを巻回する際、レンズ１２１を損傷する等
の事態を回避することができる。
【００７０】
　また、撮影ユニット１の移動体３には、レンズ駆動用マグネット１７より光軸方向にお
ける被写体側位置にレンズ駆動用マグネット１７との間に磁気吸引力を発生させる磁性片
６１が保持されているため、移動体３の光軸方向の位置を高い精度で制御できる。それ故
、撮影ユニット１では、レンズ１２１の光軸方向の位置をセンサなどで監視してフィード
バックする制御を行なう必要がない。なお、移動体３に磁性片６１を設けた場合、あるい
は移動体３に磁性片６１を設けない場合のいずれにおいても、レンズ１２１の光軸方向の
位置をセンサなどで監視してフィードバックする制御を行なってもよい。
【００７１】
　なお、上記形態において、光軸Ｌの方向からみたとき、角筒状胴部１８４およびレンズ
駆動用コイル３０ｓ、３０ｔが四角形であったが、略四角形であってもよい。すなわち、
角筒状胴部１８４およびレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔについては、四角形の角が丸
まっている形状であってもよく、さらには、四角形の角が直線的に削られて例えば八角形
になっているが、角部分で削れた部分が短くて四角形と同様な形状になっている構成でも
よい。また、上記形態では、角筒状胴部１８４およびレンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔ
が四角形であったが、角筒状胴部およびコイルの形状については、多角形であれば、四角
形に限らず、六角形や八角形等であってもよく、また、レンズ駆動用マグネット１７につ
いては、ヨークの角筒状胴部の全ての面に固定されている構成の他、周方向において１つ
おきに位置する面に固定されている構成を採用してもよい。さらに、上記形態では、コイ
ルホルダ１３の外周形状も多角形であったが、コイルホルダ１３が円筒形であって、その
外周側面に形成した突起等を利用して、多角形に巻回したレンズ駆動用コイル３０ｓ、３
０ｔをコイルホルダ１３の外周側面に固定した構造を採用してもよい。
【００７２】
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　上記形態では、移動体３をレンズホルダ１２とコイルホルダ１３とに分割し、レンズホ
ルダ１２の胴部に対して、移動体３の側壁部分の一部を除去してなる凹部あるいは穴から
なる肉抜き部を構成する貫通穴１３３ａ、１３３ｂを形成したが、レンズホルダ１２の胴
部に対して、その一部を除去してなる凹部あるいは穴を形成し、かかる凹部あるいは穴を
肉抜き部として利用してもよい。
【００７３】
　上記形態では、移動体３をレンズホルダ１２とコイルホルダ１３とに分割したが、一部
品として移動体を構成してもよく、この場合でも、移動体３の外周側面あるいは内周側面
に対して、その一部を除去してなる凹部あるいは穴を肉抜き部として形成すれば、移動体
３の軽量化を図ることができる。この場合の肉抜き部の形成位置等についても、上記形態
において、レンズホルダ１２に貫通穴１３３ａ、１３３ｂを形成した際に角部を避ける等
の構成を採用することが好ましい。
【００７４】
　（撮影ユニットの支持構造）
　再び図１（ａ）、（ｂ）および図２において、本形態の撮影用光学装置２００では、振
れ補正機構を構成するにあたって、まず、ベース２２０の上面には、４つの角部分の各々
に円筒状の突起２２６が形成されており、かかる４つの突起２２６によって、計４本のサ
スペンションワイヤ１９０（バネ部材）の下端部が保持されるようになっている。ここで
、４本のサスペンションワイヤ１９０は、光軸Ｌの周りを囲む複数個所のうち、Ｘ軸とＹ
軸とによって挟まれた各位置から光軸Ｌに平行に延在している。かかるサスペンションワ
イヤ１９０は、例えば、ベリリウム銅や非磁性のＳＵＳ系鋼材等といった非磁性の金属か
らなる。
【００７５】
　また、撮影ユニット１において支持体２の外周面には、ヨーク１６（撮影ユニット側ヨ
ーク）の角筒状の胴部１６４が固定されている。ヨーク１６において胴部１６４の被写体
側端部には外周側に広がる矩形枠状のフランジ部１６６が形成されており、かかるフラン
ジ部１６６の４つの角部分には、計４本のサスペンションワイヤ１９０の上端部が保持さ
れた穴１６９が形成されている。従って、撮影ユニット１は、４本のサスペンションワイ
ヤ１９０によって、ベース２２０から浮いた状態で固定体２１０に支持され、光軸Ｌと交
差する方向に変位可能である。
【００７６】
　ヨーク１６において胴部１６４の撮像素子１５５の側に位置する下端部は内側に小さく
折れ曲がっており、かかる折れ曲がり部分１６７の下面には、ヨーク１６の一部を構成す
る矩形枠状の磁性板１６８が固定されている。かかる磁性板１６８は、ヨーク１６の胴部
１６４よりも外側に大きく張り出している。
【００７７】
　（振れ補正機構の構成）
　本形態では、光軸Ｌに対して交差する方向に撮影ユニット１を変位させる磁気駆動力を
発生させる振れ補正用の撮影ユニット駆動機構（可動モジュール駆動機構）として、撮影
ユニット１と固定体２１０との間には、撮影ユニット１をＸ軸方向に変位させる第１撮影
ユニット駆動機構（第１可動モジュール駆動機構）２５０ｘと、撮影ユニット１をＹ軸方
向に変位させる第２撮影ユニット駆動機構（第２可動モジュール駆動機構）２５０ｙとが
構成されており、かかる第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動
機構２５０ｙの構成を以下に説明する。
【００７８】
　まず、本形態では、ケース１８の角筒状胴部１８４とヨーク１６の胴部１６４とによっ
て移動体３を外周側で囲むカバー部１５０が形成されており、かかるカバー部１５０の４
つの内周側面（ケース１８の角筒状胴部１８４の内周側面）の各々にレンズ駆動用マグネ
ット１７が保持されている。また、カバー部１５０の４つの外周側面（ヨーク１６の胴部
１６４の外周側面）のうち、Ｘ軸方向で相対向する２つの外周側面の各々には、第１撮影
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ユニット駆動機構２５０ｘを構成する矩形板状の撮影ユニット駆動用マグネット（可動モ
ジュール駆動用マグネット）２４０ｘが保持され、Ｙ軸方向で相対向する他の２つの外周
側面の各々には、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙを構成する矩形板状の撮影ユニット
駆動用マグネット２４０ｙが保持されている。
【００７９】
　撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘおよび撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｙ
には同一構成のマグネットを用いることができ、本形態では、いずれも矩形の平板状永久
磁石からなる。また、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘおよび撮影ユニット駆動用
マグネット２４０ｙのいずれにおいても内面と外面とが異なる極に着磁されている。例え
ば、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘおよび撮影ユニット駆動用マグネット２４０
ｙのいずれにおいても、外面側がＮ極に着磁され、内面側がＳ極に着磁されている。
【００８０】
　なお、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘおよび撮影ユニット駆動用マグネット２
４０ｙの着磁方向は上記のパターンだけでなく、本実施形態において、対向する一方のマ
グネットの内面側がＮ極同士（外面側がＳ極同士）、また他方のマグネットの内面側がＳ
極同士（内面側がＮ極同士）であってもよい。
【００８１】
　次に、撮影ユニット１の外周側では、４枚の板状のコイル保持部材２６０が撮影ユニッ
ト駆動用マグネット２４０ｘおよび撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｙに対向するよ
うに配置されており、本形態において、４枚のコイル保持部材２６０は、下端側の突出部
２６２がベース２２０の辺部に形成された切り欠き２２３に嵌った状態で固定カバー２３
０の角筒状の胴部２３５の４つの内周側面に固定されている。コイル保持部材２６０とし
ては、非磁性材料からなるものが用いられている。
【００８２】
　４枚のコイル保持部材２６０のうち、Ｘ軸方向で相対向する２枚のコイル保持部材２６
０の各々の内面には、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘに開口を向けるように角筒
状に巻回された撮影ユニット駆動用コイル（可動モジュール駆動用コイル）２３０ｘが保
持されており、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘは、撮影ユニット駆動用マグネット２
４０ｘに対して内外方向で対向している。また、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ
の外側端部は、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘの内側に入り込んだ状態にあり、撮影
ユニット駆動用マグネット２４０ｘは、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘの各辺に対し
て、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘの内側から外側に鎖交する磁界を形成している。
【００８３】
　このようにして本形態では、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘおよび撮影ユニット駆
動用マグネット２４０ｘによって、Ｘ軸方向において光軸Ｌを間に挟んで対向する２箇所
で対になって撮影ユニット１をＸ軸方向に変位させる第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘ
が構成されている。ここで、２つの撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘは、通電されたと
きに撮影ユニット１をＸ軸方向の同一方向に磁気駆動力を発生するように配線接続されて
おり、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘはプッシュ・プル構成を有している。例
えば、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘの一方が、図２に矢印Ａ１で示す推力を
撮影ユニット１に印加するとき、他方は、図２に矢印Ａ２で示す推力を撮影ユニット１に
印加し、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘは、撮影ユニット１をＸ軸方向の同一
方向に磁気駆動力を同時に印加する。なお、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘに
おいて、２つの撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘの接続方法によっては、２つの撮影ユ
ニット駆動用マグネット２４０ｘの着磁方向を相違させて、２つの第１撮影ユニット駆動
機構２５０ｘをプッシュ・プル構成としてもよい。
【００８４】
　また、Ｙ軸方向で相対向する２枚のコイル保持部材２６０の各々の内面には、撮影ユニ
ット駆動用マグネット２４０ｙに開口を向けるように角筒状に巻回された撮影ユニット駆
動用コイル２３０ｙが保持されており、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙは、撮影ユニ
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ット駆動用マグネット２４０ｙに対して内外方向で対向している。また、撮影ユニット駆
動用マグネット２４０ｙの外側端部は、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙの内側に入り
込んだ状態にあり、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｙは、撮影ユニット駆動用コイ
ル２３０ｙの各辺に対して、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙの内側から外側に鎖交す
る磁界を形成している。
【００８５】
　このようにして本形態では、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙおよび撮影ユニット駆
動用マグネット２４０ｙによって、Ｙ軸方向において光軸Ｌを間に挟んで対向する２箇所
で対になって撮影ユニット１をＹ軸方向に変位させる第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙ
が構成されている。ここで、２つの撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙは、通電されたと
きに撮影ユニット１をＹ軸方向の同一方向に磁気駆動力を発生するように配線接続されて
おり、２つの第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙはプッシュ・プル構成を有している。こ
のため、２つの第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙは、撮影ユニット１をＹ軸方向の同一
方向に磁気駆動力を同時に印加する。なお、２つの第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙに
おいて、２つの撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙの接続方法によっては、２つの撮影ユ
ニット駆動用マグネット２４０ｙの着磁方向を相違させて、２つの第２撮影ユニット駆動
機構２５０ｙをプッシュ・プル構成としてもよい。
【００８６】
　さらに、本形態では、コイル保持部材２６０の内面には、撮影ユニット駆動用コイル２
３０ｘ、２３０ｙの内側に、ゴムなどの弾性体からなる平板状の緩衝部材２６８が固定さ
れており、かかる緩衝部材２６８は、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙ
との間に所定の隙間を介して、内外方向で対向している。かかる緩衝部材２６８は、撮影
用光学装置２００に衝撃が加わって撮影ユニット１がＺ軸方向と交差する方向に変位した
際、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙが当たって衝撃を吸収する機能を
担っている。
【００８７】
　このように構成した第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動機
構２５０ｙにおいて、撮影ユニット１に設けたヨーク１６（撮影ユニット側ヨーク）は、
フランジ部１６６および磁性板１６８によって、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ
、２４０ｙおよび撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙを光軸Ｌ方向の両側で覆
った状態にある。
【００８８】
　（振れ補正動作）
　このように構成した撮影用光学装置２００を搭載したカメラ付き携帯電話機では、撮影
の際の振れを検出するためのジャイロセンサなどの振れ検出センサ（図示せず）が搭載さ
れており、かかる振れ検出センサでの検出結果に基づいて、カメラ付き携帯電話機に搭載
された制御部は、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、および撮影ユニット駆動用コイル
２３０ｙの一方あるいは双方に通電を行い、撮影ユニット１をＸ軸方向およびＹ軸方向の
一方および双方において変位させる。かかる変位を合成すれば、ＸＹ面全体に対して撮影
ユニット１を変位させたことになる。それ故、カメラ付き携帯電話などで想定される全て
の振れを確実に補正することができる。かかる振れ補正を行なう際、光軸Ｌの周りを囲む
４本のサスペンションワイヤ１９０の撓みを利用しているので、撮影ユニット１は、光軸
Ｌが傾くことなく、光軸Ｌが平行移動するように変位する。
【００８９】
　ここで、振れ検出センサは、撮影用光学装置２００自身に搭載された構成を採用するこ
とができる他、カメラ付き携帯電話機において撮影用光学装置２００外部の機器本体に搭
載された構成を採用することができる。
【００９０】
　（本形態の主な効果）
　以上説明したように、本形態の撮影用光学装置２００では、複数本のサスペンションワ
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イヤ１９０を介して撮影ユニット１が固定体２１０に対して変位可能に支持された構造と
するとともに、撮影ユニット１と固定体との間に、撮影ユニット１を変位させる撮影ユニ
ット駆動機構（第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動機構２５
０ｙ）を設けてある。このため、撮影用光学装置２００を搭載したカメラ付き携帯電話な
どで撮影を行なう際、手振れなどの振れが発生したときでも、かかる振れを撮影ユニット
１の変位によって補正することができる。従って、撮影ユニット１に振れ補正機構を内蔵
させる必要がないので、撮影ユニット１が小型ゆえに撮影ユニット１内に振れ補正機構を
設けることができない場合でも、振れ補正を行なうことができる。
【００９１】
　また、本形態では、Ｘ軸方向において光軸Ｌを間に挟む両側２箇所に２つが対になった
第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘを配置するとともに、Ｙ軸方向において光軸Ｌを間に
挟む両側２箇所に２つが対になった第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙを配置してある。
また、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘは各々、撮影ユニット１を同一方向に変
位させる磁気駆動力を発生させ、２つの第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙは各々、撮影
ユニット１を同一方向に変位させる磁気駆動力を発生させる。このため、光軸Ｌに対して
片側のみに第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘを配置した構成や、光軸Ｌに対して片側の
みに第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙを配置した構成と違って、駆動能力が安定してい
るので、振れを精度よく補正することができる。
【００９２】
　すなわち、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘのうち、一方の第１撮影ユニット
駆動機構２５０ｘの光軸Ｌからの距離が、磁気駆動力が小さくなる方向にずれたときには
、他方の第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘの光軸Ｌからの距離が、磁気駆動力が大きく
なる方向にずれることになるので、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘは駆動能力が安定
している。同様に、２つの第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙのうち、一方の第２撮影ユ
ニット駆動機構２５０ｙの光軸Ｌからの距離が、磁気駆動力が小さくなる方向にずれたと
きには、他方の第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙの光軸Ｌからの距離が、磁気駆動力が
大きくなる方向にずれることになるので、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙは駆動能力
が安定している。
【００９３】
　また、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘを構成する撮影ユニット駆動用マグネット２
４０ｘと撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘとの位置関係が２つの第１撮影ユニット駆動
機構２５０ｘの一方で、磁気駆動力が小さくなる方向にずれたときには、他方の第１撮影
ユニット駆動機構２５０ｘでは、一方の第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘでの撮影ユニ
ット駆動用マグネット２４０ｘと撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘとの位置ずれを補正
する方向、すなわち、磁気駆動力が大きくなる方向にずれることになるため、第１撮影ユ
ニット駆動機構２５０ｘは駆動能力が安定している。同様に、第２撮影ユニット駆動機構
２５０ｙを構成する撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｙと撮影ユニット駆動用コイル
２３０ｙとの位置関係が２つの第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙの一方で、磁気駆動力
が小さくなる方向にずれたときには、他方の第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙでは、一
方の撮影ユニット駆動機構２５０ｙでの撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｙと撮影ユ
ニット駆動用コイル２３０ｙとの位置ずれを補正する方向、すなわち、磁気駆動力が大き
くなる方向にずれることになるため、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙは駆動能力が安
定している。
【００９４】
　本形態において、撮影ユニット１は、光軸Ｌが延在する方向に沿って固定体２１０のベ
ース２２０から被写体側に向けて延在した４本のサスペンションワイヤ１９０によって固
定体２１０に支持されているため、簡素な構成で撮影ユニット１を固定体２１０上で変位
可能に支持された構造とすることができるとともに、撮影ユニット１の位置を精度よく制
御できるので、センサによってレンズ位置を監視する必要がない。また、本形態では、光
軸Ｌの周りを囲む３箇所以上、本形態では、４個所に配置されたサスペンションワイヤ１
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９０の撓みを利用しているので、撮影ユニット１が変位する際、撮影ユニット１の姿勢が
変化しないので、光軸Ｌが傾くことなく、光軸Ｌが平行移動するように変位する。
【００９５】
　本形態では、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動機構２５
０ｙのいずれにおいても、可動体側である撮影ユニット１側にマグネット（撮影ユニット
駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙ）が保持され、固定体２１０側にコイル（撮影ユニ
ット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙ）が保持されているので、可動体側である撮影ユニ
ット１に対する配線数が少なくてよいので、配線構造を簡素化することができる。また、
固定体２１０側であれば、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙの巻回数を多く
することができるので、大きな駆動力を発揮することができる。さらに、撮影ユニット駆
動用コイル２３０ｘ、２３０ｙおよび撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙ
のうち、質量の小さな撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙの方を、可動体
側である撮影ユニット１の方に設けたため、撮影ユニット１の軽量化を図ることができる
。それ故、小さな力で撮影ユニット１を変位させることができるので、振れ補正に要する
消費電力を削減することができる。また、本形態によれば、振れに対する応答性に優れて
いるという利点もある。
【００９６】
　本形態において、撮影ユニット１に設けたヨーク１６（撮影ユニット側ヨーク）は、フ
ランジ部１６６および磁性板１６８によって、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、
２４０ｙおよび撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙを光軸Ｌ方向の両側で覆っ
た状態にあるため、漏れ磁束が少ない分、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２
撮影ユニット駆動機構２５０ｙによって撮影ユニット１を変位させる際、大きな推力を得
ることができる。それ故、本形態によれば、振れに対する応答性に優れているという利点
がある。
【００９７】
　本形態において、撮影ユニット１の支持体２、移動体３を外周側で囲むカバー部１５０
を備え、このカバー部１５０の内周面にレンズ駆動用マグネット１７が保持され、カバー
部１５０の外周面に撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙが保持されている
構造になっているため、レンズ駆動機構５と撮影ユニット駆動機構（第１撮影ユニット駆
動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙ）との間の磁気的な干渉を防止
することができる。
【００９８】
　（実施の形態１の変形例）
　図５（ａ）、（ｂ）は各々、本発明を適用した別の撮影用光学装置に用いたコイル保持
部材の構成を示す説明図、および本発明を適用した別の撮影用光学装置を光軸に平行に切
断したときの縦断面図である。
【００９９】
　上記実施の形態では、コイル保持部材２６０として開口部が形成されていない板材から
なるものを用いたが、本形態では、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、コイル保持部材２
６０は、磁性材料によって固定体側ヨークとして形成され、かつ、コイル保持部材２６０
において撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙの内側に位置する部分には貫通穴
からなる開口部２６５が形成されている。かかる開口部２６５は、撮影ユニット駆動用マ
グネット２４０ｘ、２４０ｙに対して外側で対向している。このような構成を採用すると
、コイル保持部材２６０がコイル２３０ｘ、２３０ｙのバックヨーク（固定体側ヨーク）
として機能する。従って、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙが発生させ
る磁界が撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙと交鎖する度合いを高めることが
できるので、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動機構２５０
ｙの駆動効率を高めることができる。
【０１００】
　なお、図５（ａ）、（ｂ）に示す例では、図１および図２に示す緩衝部材２６８が省略
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されている例を示したが、図５（ａ）、（ｂ）に示す例でも、図１および図２に示す緩衝
部材２６８を設けてもよい。
【０１０１】
　［実施の形態２］
　（撮影用光学装置の全体構成）
　図６（ａ）、（ｂ）は各々、本発明の実施の形態２に係る撮影用光学装置を被写体側に
おいて斜め上方からみた外観斜視図、および分解斜視図である。図７は、本発明の実施の
形態２に係る撮影用光学装置をＸ－Ｚ平面で切断したときの縦断面図である。なお、実施
の形態２に係る撮影用光学装置は、実施の形態１に係る撮影用光学装置２００と共通する
部分を備えているので、共通する部分には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【０１０２】
　図６（ａ）、（ｂ）および図７に示す撮影用光学装置２００Ａは、全体として略直方体
形状を有している。撮影用光学装置２００Ａは、矩形板状のベース２２０と、このベース
２２０の上方に被せられる箱状の固定カバー２３０とを備えており、ベース２２０と固定
カバー２３０とによって固定体２１０が構成されている。固定カバー２３０は光軸Ｌ方向
からみたときに矩形であり、矩形の上板部２３４と、上板部２３４の外周縁から下方に延
びる角筒状の胴部２３５とを備えている。上板部２３４には光透過用の円形の窓２３０ａ
が形成されている。固定カバー２３０の内側には、撮影ユニット１と、この撮影ユニット
１を変位させて振れ補正を行なうための振れ補正機構とが構成されている。
【０１０３】
　撮影ユニット１は、その外周側を被うヨーク１６を備えている。ヨーク１６は、Ｚ軸方
向からみたとき矩形であり、被写体側の矩形の天板部１６１と、天板部１６１の外周縁か
ら後側に延びる４つの側板部１６２を備えている。ヨーク１６において、天板部１６１に
は、円形の開口部１６１ａが形成されている。ヨーク１６の後端部は開口しており、開口
縁は外側に折れ曲がったフランジ部が形成されている。ヨーク１６の後側には、その開口
を覆うように金属製のセンサカバー１８６がフランジ部を利用して連結されている。
【０１０４】
　センサカバー１８６の上には、撮影ユニット１の傾きを検出する振れ検出センサ１８２
が配置されている。センサカバー１８６とヨーク１６との間にはＸ軸方向で開口する隙間
が形成されており、そこからは、フレキシブルプリント基板１８３が引き出されている。
フレキシブルプリント基板１８３は、Ｘ軸方向に延在する略矩形のシートを長手方向の３
箇所でＺ軸方向に折り重ねた形状になっている。
【０１０５】
　振れ補正機構は、固定体２１０上において撮影ユニット１をＸ軸周りおよびＹ軸周りに
揺動させる磁気駆動力、および固定体２１０上において撮影ユニット１をＺ軸方向に移動
させる磁気駆動力を、光軸Ｌを間に挟んで対向する２箇所で対になって発生させる。本形
態では、振れ補正用の撮影ユニット駆動機構として、撮影ユニット１をＸ軸周りに揺動さ
せるとともにＺ軸方向に移動させる第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘと、撮影ユニット
１をＹ軸周りに揺動させるとともにＺ軸方向に移動させる第２撮影ユニット駆動機構２５
０ｙとが構成されている。第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙは、ヨー
ク１６の外周側に構成されている。
【０１０６】
　（撮影ユニットの支持構造）
　図８（ａ）は撮影ユニット１を支持している第１板バネの平面図であり、図８（ｂ）は
その斜視図である。本形態では、撮影ユニット１は、Ｚ軸方向において撮影ユニット１駆
動機構を間に挟んだ両側に配置されて、撮影ユニット１と固定体２１０とに接続された第
１板バネ１９１（第１バネ部材）および第２板バネ１９２（第２バネ部材）によって支持
されている。
【０１０７】
　第１、第２板バネ１９１、１９２は、同一形状をしており、平面矩形を有している。第
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１、第２板バネ１９１、１９２は、リン青銅、ベリリウム銅や非磁性のＳＵＳ系鋼材等と
いった金属製のジンバルバネであり、所定厚の薄板に対するプレス加工、あるいはフォト
リソグラフィ技術を用いたエッチング加工により形成されている。
【０１０８】
　第１、第２板バネ１９１、１９２の中央部分には、撮影ユニット１の側に取り付けられ
る略矩形の内周側連結部１９１ａ、１９２ａが形成されている。内周側連結部１９１ａ、
１９２ａの中央領域には、矩形の穴１９１ｂ、１９２ｂが形成されている。第１板バネ１
９１は、この矩形の穴１９１ｂの内側に開口部１６１ａが位置するようにして、ヨーク１
６に接着剤などの方法で固定される。第２板バネ１９２は、この矩形の穴１９２ｂ内にセ
ンサカバー１８６の底板部で後方に突き出た円形部分１８７が挿入された状態で、センサ
カバー１８６に接着剤などの方法で固定される。
【０１０９】
　第１、第２板バネ１９１、１９２の外周側には、矩形枠状の外周側連結部１９１ｃ、１
９２ｃが形成されている。第１板バネ１９１は外周側連結部１９１ｃが矩形の枠体１９３
の上面に固定されており、この枠体１９３を介して固定カバー２３０の内周面に取り付け
られる。第２板バネ１９２は外周側連結部１９２ｃが矩形１９４の枠体の下面に固定され
ており、この枠体１９４を介して固定カバー２３０の内周面に取り付けられる。
【０１１０】
　内周側連結部１９１ａ、１９２ａと外周側連結部１９１ｃ、１９２ｃとの間には、内周
側連結部１９１ａ、１９２ａから延在して外周側連結部１９１ｃ、１９２ｃに繋がる４本
のアーム部１９１ｄ、１９２ｄが形成されている。４本のアーム部１９１ｄ、１９２ｄは
、互いに同一の形状、および大きさをもって光軸Ｌ周りに等角度間隔に配置されている。
また、各アーム部１９１ｄ、１９２ｄは、内周側連結部１９１ａ、１９２ａの角部分から
、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に延在して、光軸Ｌ周りに１８０度離れた角度位置にある外周
側連結部１９１ｃ、１９２ｃの角部に繋がっている。さらに、各アーム部１９１ｄ、１９
２ｄは、細幅に形成されているとともに、その厚さ寸法と幅寸法とが略同一に形成されて
いる。これにより、第１、第２板バネ１９１、１９２は、Ｘ軸回り、Ｙ軸回り、Ｘ軸方向
、Ｙ軸方向およびＺ軸方向に変形可能になっており、撮影ユニットは、Ｘ軸周り、Ｙ軸周
り、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向およびＺ軸方向に変位可能に支持されている。
【０１１１】
　ここで、撮影ユニット１の重心Ｇは第１板バネ１９１と第２板バネ１９２との間に位置
している。また、第１板バネ１９１と第２板バネ１９２は、それぞれ撮影ユニット１をベ
ース２２０に向けて付勢する付勢力を発揮するような状態で取り付けられており、振れ補
正機構が動作していない状態では、撮影ユニット１をベース２２０に押し付けている。
【０１１２】
　（振れ補正機構の構成）
　第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘを構成する撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ
は、撮影ユニット１において、Ｙ軸方向で相対向するヨーク１６の２つの側板部１６２の
外面に保持されている。第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙを構成する撮影ユニット駆動
用マグネット２４０ｙは、Ｘ軸方向で相対向する他の２つの側板部１６２の外面に保持さ
れている。
【０１１３】
　撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙは、Ｚ軸方向に配列された２枚の平
板状永久磁石によって構成されており、これらの平板状永久磁石では、外面側および内面
側が異なる極に着磁されている。また、Ｚ軸方向に配列された２枚の平板状永久磁石では
、着磁方向が逆になっている。そして、光軸Ｌを間に挟んで対向している一対の撮影ユニ
ット駆動用マグネット２４０ｘは、光軸Ｌ側からみたとき、着磁方向がＺ軸方向で同一に
なるように配置されている。同様に、光軸Ｌを間に挟んで対向している一対の撮影ユニッ
ト駆動用マグネット２４０ｙは、光軸Ｌ側からみたとき、着磁方向がＺ軸方向で同一にな
るように配置されている。
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【０１１４】
　固定体２１０において、Ｙ軸方向で相対向する固定カバー２３０の胴部２３５の内周面
部分には、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘを構成する撮影ユニット駆動用コイル２３
０ｘが保持され、Ｘ軸方向で相対向する固定カバー２３０の胴部２３５の内周面部分には
、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙを構成する撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙが保
持されている。撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙは、それぞれ撮影ユニット
駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙに対向しており、撮影ユニット駆動用コイル２３０
ｘ、２３０ｙにおいてＺ軸方向に位置する２つの有効辺部はそれぞれ、撮影ユニット駆動
用マグネット２４０ｘ、２４０ｙにおいてＺ軸方向に配列された２枚の平板状永久磁石の
それぞれと対向している。
【０１１５】
　また、２つの撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘは、光軸Ｌからみたとき、同一方向に
巻き回されているとともに、直列に接続されている。そして、光軸Ｌの一方の側に配置さ
れている撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘと他方の側に配置されている撮影ユニット駆
動用コイル２３０ｘを接続している接続線には、中間端子２５３が設けられている（図９
参照）。同様に、各撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙは、光軸Ｌからみたとき、同一方
向に巻き回されているとともに、直列に接続されている。そして、光軸Ｌの一方の側に配
置されている撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙと他方の側に配置されている撮影ユニッ
ト駆動用コイル２３０ｙを接続している接続線にも中間端子２５３が設けられている。
【０１１６】
　ここで、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２振れ補正用磁気駆動機構２５０
ｙは、それぞれ、振れ検出センサ１８２での検出結果に基づいて、撮影ユニット駆動用コ
イル２３０ｘ、２３０ｙへの通電を制御する通電制御手段（不図示）を備えている。
【０１１７】
　（振れ補正動作）
　図９は通電制御手段が一対の撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘに通電する動作（第１
モードおよび第２モード）を模式的に示した説明図であり、図９（ａ）は、第１モードに
おいて、撮影ユニット１をＺ軸方向に変位させる推力を撮影ユニット１に印加する際の電
流の流れを模式的に示し、図９（ｂ）は、第２モードで撮影ユニット１を光軸Ｌに交差す
る方向に揺動させるモーメントを撮影ユニット１に印加する際の電流の流れを模式的に示
してある。なお、図９では、一対の撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘだけを取り出して
、光軸Ｌの一方の側において撮影ユニット１から離間した位置からみた様子を示してある
。このため、２つの撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘは、光軸Ｌからみたとき、同一方
向に巻き回されているが、図９では、反対方向に巻回されているように表されている。
【０１１８】
　まず、図９（ａ）に示すように、第１モードにおいて、通電制御手段は、光軸Ｌの一方
の側に配置されている撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘから中間端子２５３に向かう電
流を流すとともに、中間端子２５３から光軸Ｌの他方の側に配置されている撮影ユニット
駆動用コイル２３０ｘを経由する電流を流す。すると、可動モジュール駆動用コイル２３
０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４０ｘとの間に電磁気力が発生するので、矢印
Ｆ１で示すように、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘは、撮影ユニット１に対し
て光軸Ｌ方向に変位する推力を印加する。撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙでも同様で
ある。従って、第１、第２板バネ１９１、１９２の付勢力によってベース２２０に向けて
押し付けられていた撮影ユニット１は、Ｚ軸方向に移動して、揺動可能な状態になる。
【０１１９】
　次に、振れ検出センサ１８２の検出結果に基づいて、撮影ユニット１を光軸Ｌに交差す
る方向に揺動させる第２モードでは、図９（ｂ）に示すように、光軸Ｌの一方の側に配置
されている撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙを経由して中間端子２５３に向かう電流を
流すとともに、光軸Ｌの他方の側に配置されている撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘを
経由して中間端子２５３に向かう電流を流す。すると、可動モジュール駆動用コイル２３
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０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４０ｘとの間に電磁気力が発生するので、矢印
Ｆ２で示すように、２つの第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘは、撮影ユニット１に対し
て光軸Ｌに対して交差する方向に揺動するモーメントを印加する。撮影ユニット駆動用コ
イル２３０ｙでも同様である。従って、Ｘ軸周りおよびＹ軸周りの揺動を合成すれば、Ｘ
Ｙ面全体に対して撮影ユニット１を揺動させることができる。従って、カメラ付き携帯電
話などで想定される全ての振れを確実に補正できる。
【０１２０】
　ここで、本形態では、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘと第２撮影ユニット駆動機構
２５０ｙが撮影ユニット１の姿勢を変位させる推力の中心と、撮影ユニット１の姿勢が変
位することにより変形した第１バネ部材と第２板バネ１９２が元の形状に復帰しようとす
る復元トルクの中心と、撮影ユニット１の重心Ｇと、撮影ユニット１の揺動中心とが一致
するように構成されている。
【０１２１】
　なお、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘの巻き回し方向、および、撮影ユニット駆動
用マグネット２４０ｘの着磁方向が上記の構成と異なる場合でも、光軸Ｌを間に挟んだ一
方の側の可動モジュール駆動用コイル２３０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４０
ｘとの間に働く電磁気力と、光軸Ｌを間に挟んだ他方の側の可動モジュール駆動用コイル
２３０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４０ｘとの間に働く電磁気力とが、光軸Ｌ
方向で同じ方向になるように、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘの着磁方向と各可
動モジュール駆動用コイル２３０ｘの通電方向を選択すれば、第１モードを実行すること
ができる。同様に、光軸を間に挟んだ一方の側の可動モジュール駆動用コイル２３０ｘと
可動モジュール駆動用マグネット２４０ｘとの間に働く電磁気力と、光軸Ｌを間に挟んだ
他方の側の可動モジュール駆動用コイル２３０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４
０ｘとの間に働く電磁気力とが、光軸Ｌ方向で反対の方向になるように、撮影ユニット駆
動用マグネット２４０ｘの着磁方向と各可動モジュール駆動用コイル２３０ｘの通電方向
を選択すれば、第２モードを実行することができる。
【０１２２】
　（本形態による主な効果）
　本形態によれば、撮影ユニット１は、Ｚ軸方向において第１、第２撮影ユニット駆動機
構２５０ｘ、２５０ｙを間に挟んだ両側に配置されている第１板バネ１９１および第２板
バネ１９２によって、Ｘ軸周り、Ｙ軸周り、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向およびＺ軸方向に変位可
能に支持されている。従って、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘと第２撮影ユニット駆
動機構２５０ｙが撮影ユニット１の姿勢を変位させる推力の中心と、撮影ユニット１の姿
勢が変位することにより変形した第１板バネ１９１と第２板バネ１９２が元の形状に復帰
しようとする復元トルクの中心とを、第１、第２板バネ１９１、１９２の間に配置できる
。また、これらの位置を第１、第２板バネ１９１、１９２の間で一致させることができる
。従って、撮影ユニット１の揺動中心を第１、第２板バネ１９１、１９２の間に配置でき
る。この結果、撮影ユニット１が揺動したときに第１、第２板バネ１９１、１９２に作用
する力が小さくなるので、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙは小さな
トルクで撮影ユニット１を揺動させることができる。また、撮影ユニット１を揺動可能に
支持している第１、第２板バネ１９１、１９２のバネ力も小さくてよい。従って、撮影ユ
ニット１を効率よく変位させることができる。
【０１２３】
　また、本形態によれば、撮影ユニット１の重心Ｇは、第１板バネ１９１と第２板バネ１
９２の間に位置しているので、撮影用光学装置２００Ａの姿勢が変化したときに、撮影用
光学装置２００Ａに対して撮影ユニット１が傾いてしまうことを低減あるいは回避できる
。この結果、撮影用光学装置２００Ａの姿勢により撮影ユニット１が傾いてしまう範囲を
撮影ユニット１の可動範囲として確保しておく必要がなくなるので、撮影用光学装置２０
０Ａを小型化できる。また、撮影用光学装置２００Ａの姿勢により第１、第２撮影ユニッ
ト駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが発生させる磁気駆動力を変化させる必要がなくなるので
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、撮影ユニット１を効率よく変位させることができる。また、撮影ユニット１の可動範囲
が小さくなるので、例えば、撮影ユニット１の可動範囲を規制する規制部材を配置する場
合には、撮影ユニット１と規制部材との間の隙間を狭くすることができる。この結果、撮
影用光学装置２００Ａが衝撃を受けた際などに撮影ユニット１が規制部材に衝突しても発
生する衝撃が小さくなるので、撮影ユニット１の変形を防止できる。従って、撮影用光学
装置２００Ａを衝撃に強い装置とすることができる。さらに、撮影ユニット１のＺ軸方向
の外側に、撮影ユニット１を支持する構造を必要としないので、撮影用光学装置２００Ａ
をＺ軸方向に薄く構成することができる。
【０１２４】
　また、第１、第２板バネ１９１、１９２は、Ｘ軸回り、Ｙ軸回り、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向
およびＺ軸方向に変形可能になっており、撮影ユニット１のＸ軸周り、Ｙ軸周り、Ｘ軸方
向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の変位に追随して変形する。従って、第１、第２撮影ユニット駆
動機構２５０ｘ、２５０ｙによる推力の中心と、第１板バネ１９１と第２板バネ１９２に
よる復元トルクの中心と、撮影ユニット１の中心とが第１板バネ１９１と第２板バネ１９
２の間にある場合には、撮影用光学装置２００Ａに強い衝撃が加わると撮影ユニット１が
広範囲に動いてしまう可能性があるが、アーム部１９１ｄ、１９２ｄが撮影ユニット１の
変位に追随して変形するので、第１、第２板バネ１９１、１９２が破損することがない。
【０１２５】
　また、本形態によれば、第１、第２通電制御手段によって第１、第２撮影ユニット駆動
機構２５０ｘ、２５０ｙの各撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙへの通電を制
御することにより、撮影ユニット１をＸ軸周りおよびＹ軸周りに揺動可能させることが可
能であり、かつ、撮影ユニット１をＺ軸方向に移動させることが可能である。さらに、撮
影ユニット１は、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが動作していない
ときには、第１、第２板バネ１９１、１９２によってベース２２０に押し付けられており
、振れ補正機構が動作すると、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙは、
第１、第２板バネ１９１、１９２の付勢力に抗して撮影ユニット１をベース２２０から離
間させる磁気駆動力を発生させる。この結果、撮影用光学装置２００Ａを持ち運んでいる
ときなど第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが動作していない間は撮影
ユニット１がベース２２０に固定されていて、動いてしまうことがない。従って、撮影用
光学装置２００Ａを持ち運んでいるときなどに、撮影用光学装置２００Ａに加わる振動に
より撮影ユニット１と固定体２１０とがぶつかってガタガタする異音やノイズを発生させ
ることがない。
【０１２６】
　（実施の形態２の変形例）
　上記の実施の形態では、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが動作し
ていないときに撮影ユニット１をベース２２０に押し付ける付勢力を第１、第２板バネ１
９１、１９２に発揮させているが、この付勢力を第１、第２板バネ１９１、１９２とは異
なる板バネなどの機械的バネを用いて発揮させてもよい。また、固定体２１０の側に撮影
ユニット駆動用マグネットとの間で磁気吸引力を発揮する磁性体を配置することによって
磁気バネを構成して、この磁気バネに、撮影ユニット１をベース２２０に押し付ける付勢
力を発揮させてもよい。
【０１２７】
　［実施の形態３］
　（撮影用光学装置の全体構成）
　図１０（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、本発明を適用した実施の形態３に係る撮影用光学装
置を被写体側において斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。図１１は本発
明を適用した実施の形態３に係る撮影用光学装置をＸ－Ｚ平面で切断したときの縦断面図
である。なお、実施の形態３に係る撮影用光学装置は、実施の形態１に係る撮影用光学装
置撮影と共通する部分を備えているので、共通する部分には同一の符号を付して、その説
明を省略する。
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【０１２８】
　図１０（ａ）、（ｂ）および図２に示す撮影用光学装置２００Ｂは、全体として略直方
体形状を有している。矩形板状のベース２２０と、このベース２２０の上方に被せられる
箱状の固定カバー２３０とを備えており、ベース２２０と固定カバー２３０とによって固
定体２１０が構成されている。固定カバー２３０は光軸Ｌ方向からみたときに矩形形状を
有しており、矩形の上板部２３４と、角筒状の胴部２３５とを備えている。矩形の上板部
２３４には光透過用の円形の窓２３０ａが形成されている。固定カバー２３０の内側には
、撮影ユニット１と、この撮影ユニット１を変位させて振れ補正を行なうための振れ補正
機構とが構成されている。撮影ユニット１の後側には撮影ユニット１の傾きを検出する振
れ検出センサ１８２が配置されており、振れ検出センサ１８２は、撮影ユニット１の後側
から取り付けられた箱型のセンサカバー１８６によって被われている。
【０１２９】
　撮影ユニット１は、その外周側を被写体側の前側と後側とから被う前側ヨーク１６ａと
後側ヨーク１６ｂを備えている。前側ヨーク１６ａは、Ｚ軸方向からみたとき矩形形状で
あり、矩形形状の天板部１６１と天板部１６１の外周縁からは後側に延びる側板部１６２
を備えている。天板部１６１には、円形の開口部１６１ａが形成されている。前側ヨーク
１６ａの後端部は開口しており、その開口縁は外周側に折れ曲がっている。後側ヨーク１
６ｂは、センサカバー１８６を被う底板部１６３と、底板部１６３の外周縁からは前側に
延びる側板部１６５を備えている。後側ヨーク１６ｂの前端部は開口しており、その開口
縁は外周側に折れ曲がっている。前側ヨーク１６ａの後端部の折れ曲がり部分と後側ヨー
ク１６ｂの前端部の折れ曲がり部分は当接し、連結されている。後側ヨーク１６ｂにはＸ
軸方向で開口する隙間１６５ａが形成されており、そこからは、フレキシブルプリント基
板１８３が引き出されている。フレキシブルプリント基板１８３は、Ｘ軸方向に延在する
略矩形形状のシートを長手方向の３箇所でＺ軸方向に折り重ねた形状になっている。
【０１３０】
　振れ補正機構は、固定体２１０上において撮影ユニット１をＸ軸周りおよびＹ軸周りに
揺動させる磁気駆動力、並びに、固定体２１０上において撮影ユニット１をＺ軸方向に移
動させる磁気駆動力を光軸Ｌを間に挟んで対向する２箇所で対になって発生させる。
【０１３１】
　本形態では、振れ補正用の撮影ユニット駆動機構として、撮影ユニット１をＸ軸周りに
揺動させるとともに、Ｚ軸方向に移動させる第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘと、撮影
ユニット１をＹ軸周りに揺動させるとともにＺ軸方向に移動させる第２撮影ユニット駆動
機構２５０ｙとが構成されている。
【０１３２】
　第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘは、前側ヨーク１６ａの外周側に構成されている前
側撮影ユニット駆動機構２５１ｘと、後側ヨーク１６ｂの外周側に構成されている後側撮
影ユニット駆動機構２５２ｘとから構成されており、前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘ
と後側撮影ユニット駆動機構２５２ｘは、光軸Ｌ方向で離間する２箇所に配置されている
。
【０１３３】
　第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙも、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘと同様、前
側ヨーク１６ａの外周側に構成されている前側撮影ユニット駆動機構２５１ｙと、後側ヨ
ーク１６ｂの外周側に構成されている後側撮影ユニット駆動機構２５２ｙとから構成され
ており、前側撮影ユニット駆動機構２５１ｙと後側撮影ユニット駆動機構２５２ｙは、光
軸Ｌ方向で離間する２箇所に配置されている。
【０１３４】
　また、前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘ、２５１ｙ同士は、Ｚ軸方向において同一位
置にあり、後側撮影ユニット駆動機構２５２ｘ、２５２ｙ同士は、Ｚ軸方向において同一
位置にある。
【０１３５】
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　（撮影ユニットの支持構造）
　図１２（ａ）は撮影ユニット１を支持している板バネ１９５の平面図であり、図１２（
ｂ）はその斜視図である。本形態では、撮影ユニット１は、撮影ユニット１と固定体２１
０を接続している１枚の板バネ１９５によって支持されている。板バネ１９５はＺ軸方向
において前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘ、２５１ｙと後側撮影ユニット駆動機構２５
２ｘ、２５２ｙの間に配置されている。
【０１３６】
　図１２に示すように、板バネ１９５は、平面矩形形状を有している。リン青銅、ベリリ
ウム銅や非磁性のＳＵＳ系鋼材等といった金属製のジンバルバネであり、所定厚の薄板に
対するプレス加工、あるいはフォトリソグラフィ技術を用いたエッチング加工により形成
されている。
【０１３７】
　板バネ１９５の中央部分には、撮影ユニット１の側に取り付けられる枠状の内周側連結
部１９５ａが形成されている。内周側連結部１９５ａの中央領域には、矩形の穴１９５ｂ
が形成されている。板バネ１９５は、この矩形の穴１９５ｂの内側に前側ヨーク１６ａが
挿入され、内周側連結部１９５ａが折れ曲がり部分に接着剤などの方法で固定される。
【０１３８】
　板バネ１９５の外周側には、矩形枠状の外周側連結部１９５ｃが形成されている。板バ
ネ１９５は外周側連結部１９５ｃが矩形枠状の枠体１９６に固定され、この枠体１９６を
介して固定カバー２３０の内周面に取り付けられる。
【０１３９】
　内周側連結部１９５ａと外周側連結部１９５ｃとの間には、内周側連結部１９５ａから
延在して外周側連結部１９５ｃに繋がる４本のアーム部１９５ｄが形成されている。４本
のアーム部１９５ｄは、互いに同一の形状およびサイズをもって光軸Ｌ周りに等角度間隔
に配置されている。各アーム部１９５ｄは、内周側連結部１９５ａの角部分から、Ｘ軸方
向またはＹ軸方向に延在して、光軸Ｌ回りに９０度離れた角度位置にある外周側連結部１
９５ｃの角部に繋がっている。また、各アーム部１９５ｄは、Ｚ軸方向には薄く、Ｘ軸方
向およびＹ方向には所定の幅を備えるように形成されている。これにより、板バネ１９５
は、Ｘ軸回り、Ｙ軸回り、およびＺ軸方向に変形可能になっており、撮影ユニット１は、
Ｘ軸周り、Ｙ軸周り、およびＺ軸方向に変位可能に支持されている。また、板バネ１９５
は、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向に変形しずらいようになっているので、撮影ユニット１は、Ｚ軸
方向には移動するが、Ｘ軸方向およびＹ軸方向には移動しずらい。
【０１４０】
　ここで、撮影ユニット１の重心は前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘ、２５１ｙと後側
撮影ユニット駆動機構２５２ｘ、２５２ｙの間に位置している。また、板バネ１９５は、
撮影ユニット１をベース２２０に向けて付勢するように取り付けられており、振れ補正機
構が動作していない状態では、撮影ユニット１をベース２２０に押し付けている。
【０１４１】
　（振れ補正機構の構成）
　第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘを構成する撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ
は、前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘのマグネット２４１ｘと後側撮影ユニット駆動機
構２５２ｘのマグネット２４２ｘとから構成されている。マグネット２４１ｘ、２４２ｘ
は、Ｙ軸方向で相対向する前側ヨーク１６ａおよび後側ヨーク１６ｂの２つの側板部１６
２、１６５の外面にそれぞれ保持されている。マグネット２４１ｘ、２４２ｘは、Ｚ軸方
向に配列された２枚の平板状永久磁石によって構成されており、これらの平板状永久磁石
では、外面側および内面側が異なる極に着磁されている。Ｚ軸方向に配列された２枚の平
板状永久磁石では、着磁方向が逆になっている。また、マグネット２４１x、２４２xは光
軸方向からみたとき着磁方向の配列は互いに同じである。そして、光軸Ｌを間に挟んで対
向している一対のマグネット２４１ｘ、２４２ｘは、着磁方向がＺ軸方向で同一になるよ
うに配置されている。
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【０１４２】
　第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙを構成する撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｙ
は、前側撮影ユニット駆動機構２５１ｙのマグネット２４１ｙと後側撮影ユニット駆動機
構２５２ｙのマグネット２４２ｙとから構成されている。マグネット２４１ｙ、２４２ｙ
は、Ｘ軸方向で相対向する前側ヨーク１６ａおよび後側ヨーク１６ｂの２つの側板部１６
２、１６５の外面にそれぞれ保持されている。マグネット２４１ｙ、２４２ｙは、Ｚ軸方
向に配列された２枚の平板状永久磁石によって構成されており、これらの平板状永久磁石
では、外面側および内面側が異なる極に着磁されている。Ｚ軸方向に配列された２枚の平
板状永久磁石では、着磁方向が逆になっている。また、マグネット２４１ｙ、２４２ｙは
光軸方向からみたとき着磁方向の配列は互いに同じである。そして、光軸Ｌを間に挟んで
対向している一対のマグネット２４１ｙ、２４２ｙは、着磁方向がＺ軸方向で同一になる
ように配置されている。
【０１４３】
　第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘを構成する撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘは、
前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘのコイル２３１ｘと後側撮影ユニット駆動機構２５２
ｘのコイル２３２ｘとから構成されている。コイル２３１ｘ、２３２ｘは、Ｚ軸方向に並
んで配列された２つの矩形の扁平コイルによって構成されており、Ｙ軸方向で相対向する
固定カバー２３０の胴部２３５の内周面部分にそれぞれ保持されている。コイル２３１ｘ
、２３２ｘにおいてＺ軸方向に位置する２つの有効辺部はそれぞれ、マグネット２４１ｘ
、２４２ｘにおいてＺ軸方向に配列された２枚の平板状永久磁石のそれぞれと対向してい
る。
【０１４４】
　コイル２３１ｘ、２３２ｘは、光軸Ｌからみたとき、それぞれ同一方向に巻き回されて
おり、光軸Ｌの一方の側に配置されているコイル２３１ｘ、２３２ｘから他方の側に配置
されているコイル２３１ｘ、２３２ｘへと連続するように直列に接続されている。より詳
細には、光軸Ｌの一方の側に配置されているコイル２３２ｘ、コイル２３１ｘから光軸Ｌ
の他方の側に配置されているコイル２３２ｘ、コイル２３１ｘへと、この順番で接続され
ている。また、光軸Ｌの一方のコイル２３１ｘと、このコイル２３１ｘに接続されている
他方の側のコイル２３２ｘとの接続線には中間端子２５４が設けられている（図１３参照
）。
【０１４５】
　第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙを構成する撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙは、
前側撮影ユニット駆動機構２５１ｙのコイル２３１ｙと後側撮影ユニット駆動機構２５２
ｙのコイル２３２ｙとから構成されている。コイル２３１ｙ、コイル２３２ｙは、Ｚ軸方
向に並んで配列された２つの矩形の扁平コイルによって構成されており、Ｙ軸方向で相対
向する固定カバー２３０の胴部２３５の内周面部分にそれぞれ保持されている。コイル２
３１ｙ、コイル２３２ｙにおいてＺ軸方向に位置する２つの有効辺部はそれぞれ、マグネ
ット２４１ｙ、２４２ｙにおいてＺ軸方向に配列された２枚の平板状永久磁石のそれぞれ
と対向している。
【０１４６】
　コイル２３１ｙ、コイル２３２ｙは、光軸Ｌからみたとき、それぞれ同一方向に巻き回
されており、光軸Ｌの一方の側に配置されているコイル２３１ｙ、コイル２３２ｙから他
方の側に配置されているコイル２３１ｙ、コイル２３２ｙへと連続するように直列に接続
されている。より詳細には、光軸Ｌの一方の側に配置されているコイル２３２ｙ、コイル
２３１ｙから光軸Ｌの他方の側に配置されているコイル２３２ｙ、コイル２３１ｙへと、
この順番で接続されている。また、光軸Ｌの一方のコイル２３１ｙと、このコイル２３１
ｙに接続されている他方の側のコイル２３２ｙとの接続線にも中間端子２５４が設けられ
ている。
【０１４７】
　ここで、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２振れ補正用磁気駆動機構２５０
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ｙは、それぞれ、振れ検出センサ１８２での検出結果に基づいて、撮影ユニット駆動用コ
イル２３０ｘ、２３０ｙへの通電を制御する第１、第２通電制御手段を備えている。第１
通電制御手段は、コイル２３１ｘ、２３２ｘへの通電を制御し、第２通電制御手段は、コ
イル２３１ｙ、コイル２３２ｙへの通電を制御する。
【０１４８】
　（振れ補正動作）
　図１３は通電制御手段が一対の撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘに通電する動作（第
１モードおよび第２モード）を模式的に示した説明図であり、図１３（ａ）は、第１モー
ドにおいて、撮影ユニット１をＺ軸方向に変位させる推力を撮影ユニット１に印加する際
の電流の流れを模式的に示し、図１３（ｂ）は、第２モードで撮影ユニット１を光軸Ｌに
交差する方向に揺動させるモーメントを撮影ユニット１に印加する際の電流の流れを模式
的に示してある。なお、図１３では、一対の撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘだけを取
り出して、光軸Ｌの一方の側において撮影ユニット１から離間した位置からみた様子を示
してある。このため、２つの撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘは、光軸Ｌからみたとき
、同一方向に巻き回されているが、図１３では、反対方向に巻回されているように表され
ている。
【０１４９】
　まず、図１３（ａ）に示すように、第１モードにおいて、通電制御手段は、光軸Ｌの一
方の側に配置されている撮影ユニット駆動用コイル２３１ｘ、２３２ｘから中間端子２５
４に向かう電流を流すとともに、中間端子２５４から光軸Ｌの他方の側に配置されている
撮影ユニット駆動用コイル２３１ｘ、２３２ｘを経由する電流を流す。すると、撮影ユニ
ット駆動用コイル２３１ｘ、２３２ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４１ｘ、２４
２ｘとの間に電磁気力が発生するので、矢印Ｆ１で示すように、２つの第１撮影ユニット
駆動機構２５０ｘは、撮影ユニット１に対して光軸Ｌ方向に変位する推力を印加する。撮
影ユニット駆動用コイル２３０ｙでも同様である。従って、板バネ１９５の付勢力によっ
てベース２２０に向けて押し付けられていた撮影ユニット１は、Ｚ軸方向に移動して、揺
動可能な状態になる。
【０１５０】
　次に、振れ検出センサ１８２の検出結果に基づいて、撮影ユニット１を光軸Ｌに交差す
る方向に揺動させる第２モードでは、図１３（ｂ）に示すように、光軸Ｌの一方の側に配
置されている撮影ユニット駆動用コイル２３１ｘ、２３２ｘを経由して中間端子２５４に
向かう電流を流すとともに、光軸Ｌの他方の側に配置されている撮影ユニット駆動用コイ
ル２３１ｘ、２３２ｘを経由して中間端子２５４に向かう電流を流す。すると、撮影ユニ
ット駆動用コイル２３１ｘ、２３２ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４１ｘ、２４
２ｘとの間に電磁気力が発生するので、矢印Ｆ２で示すように、２つの第１撮影ユニット
駆動機構２５０ｘは、撮影ユニット１に対して光軸Ｌに対して交差する方向に揺動するモ
ーメントを印加する。撮影ユニット駆動用コイル２３０ｙでも同様である。従って、Ｘ軸
周りおよびＹ軸周りの揺動を合成すれば、ＸＹ面全体に対して撮影ユニット１を揺動させ
たことになる。従って、カメラ付き携帯電話などで想定される全ての振れを補正できる。
【０１５１】
　ここで、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘと第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙが撮
影ユニット１の姿勢を変位させる推力の中心と、撮影ユニット１の姿勢が変位することに
より変形した板バネ１９５が元の形状に復帰しようとする復元トルクの中心と、撮影ユニ
ット１の重心と、撮影ユニット１の揺動中心とは一致している。
【０１５２】
　なお、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘの巻き回し方向、および、撮影ユニット駆動
用マグネット２４０ｘの着磁方向が上記の構成と異なる場合でも、光軸Ｌを間に挟んだ一
方の側の可動モジュール駆動用コイル２３０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４０
ｘとの間に働く電磁気力と、光軸Ｌを間に挟んだ他方の側の可動モジュール駆動用コイル
２３０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４０ｘとの間に働く電磁気力とが、光軸Ｌ
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方向で同じ方向になるように、撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘの着磁方向と各可
動モジュール駆動用コイル２３０ｘの通電方向を選択すれば、第１モードを実行すること
ができる。同様に、光軸を間に挟んだ一方の側の可動モジュール駆動用コイル２３０ｘと
可動モジュール駆動用マグネット２４０ｘとの間に働く電磁気力と、光軸Ｌを間に挟んだ
他方の側の可動モジュール駆動用コイル２３０ｘと可動モジュール駆動用マグネット２４
０ｘとの間に働く電磁気力とが、光軸Ｌ方向で反対の方向になるように、撮影ユニット駆
動用マグネット２４０ｘの着磁方向と各可動モジュール駆動用コイル２３０ｘの通電方向
を選択すれば、第２モードを実行することができる。
【０１５３】
　（本形態による主な効果）
　本形態によれば、撮影ユニット１は、Ｚ軸方向に並んで配置されている前側撮影ユニッ
ト駆動機構２５１ｘ、２５１ｙと後側撮影ユニット駆動機構２５２ｘ、２５２ｙの間に配
置されている板バネ１９５によって支持されている。このため、第１撮影ユニット駆動機
構２５０ｘと第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙが撮影ユニット１の姿勢を変位させる推
力の中心と、撮影ユニット１の姿勢が変位することにより変形した板バネ１９５が元の形
状に復帰しようとする復元トルクの中心とを、前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘ、２５
１ｙと後側撮影ユニット駆動機構２５２ｘ、２５２ｙの間に配置できる。また、これらの
位置を前側撮影ユニット駆動機構２５１ｘ、２５１ｙと後側撮影ユニット駆動機構２５２
ｘ、２５２ｙの間で一致させることもできる。従って、撮影ユニット１の揺動中心を板バ
ネ１９５に近い位置に配置できる。この結果、撮影ユニット１が揺動したときに板バネ１
９５に作用する力が小さくなるので、撮影ユニット駆動機構は小さなトルクで撮影ユニッ
ト１を揺動させることができる。また、撮影ユニット１を揺動可能に支持している板バネ
１９５のバネ力も小さくてよい。従って、撮影ユニット１を効率よく変位させることがで
きる。
【０１５４】
　また、本形態によれば、撮影ユニット１の重心Ｇは、前側撮影ユニット駆動機構２５１
ｘ、２５１ｙと後側撮影ユニット駆動機構２５２ｘ、２５２ｙの間にあり、板バネ１９５
の近くに位置しているので、撮影用光学装置２００Ｂの姿勢が変化したときに、撮影用光
学装置２００Ｂに対して撮影ユニット１が傾いてしまうことを低減あるいは回避できる。
この結果、撮影用光学装置２００Ｂの姿勢により撮影ユニット１が傾いてしまう範囲を撮
影ユニット１の可動範囲として確保しておく必要がなくなるので、撮影用光学装置２００
Ｂを小型化できる。また、撮影用光学装置２００Ｂの姿勢により第１、第２撮影ユニット
駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが発生させる磁気駆動力を変化させる必要がなくなるので、
撮影ユニット１を効率よく変位させることができる。また、撮影ユニット１の可動範囲が
小さくなるので、例えば、撮影ユニット１の可動範囲を規制する規制部材を配置する場合
には、撮影ユニット１と規制部材との間の隙間を狭くすることができる。この結果、撮影
用光学装置２００Ｂが衝撃を受けた際などに撮影ユニット１が規制部材に衝突しても発生
する衝撃が小さくなるので、撮影ユニット１の変形を防止できる。従って、撮影用光学装
置２００Ｂを衝撃に強い装置とすることができる。さらに、撮影ユニット１のＺ軸方向の
外側に、撮影ユニット１を支持する構造を必要としないので、撮影用光学装置２００Ｂを
Ｚ軸方向に薄く構成することができる。
【０１５５】
　また、板バネ１９５は、Ｘ軸回り、Ｙ軸回り、およびＺ軸方向に変形可能になっており
、撮影ユニット１は、Ｘ軸周り、Ｙ軸周り、およびＺ軸方向に変位可能に支持されている
。従って、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙによる推力の中心と、板
バネ１９５による復元トルクの中心と、撮影ユニット１の中心とが近い位置にある場合に
は、撮影用光学装置２００Ｂに強い衝撃が加わると撮影ユニット１が広範囲に動いてしま
う可能性があるが、撮影ユニット１は、Ｘ軸方向およびＹ軸方向には移動しずらい。また
、Ｚ軸方向では、アーム部１９５ｄが撮影ユニット１の変位に追随して変形するので、板
バネ１９５が破損することがない。
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【０１５６】
　また、本形態によれば、通電制御手段によって第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０
ｘ、２５０ｙのコイル２３１ｘ、コイル２３２ｘ、コイル２３１ｙ、コイル２３２ｙへの
通電を制御することにより、撮影ユニット１をＸ軸周りおよびＹ軸周りに揺動可能させる
ことが可能であり、かつ、撮影ユニット１をＺ軸方向に移動させることが可能である。さ
らに、撮影ユニット１は、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが動作し
ていないときには、板バネ１９５によってベースに押し付けられており、振れ補正機構が
動作すると、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙは板バネ１９５の付勢
力に抗して撮影ユニット１をベースから離間させる磁気駆動力を発生させる。この結果、
撮影用光学装置２００Ｂを持ち運んでいるときなど、第１、第２撮影ユニット駆動機構２
５０ｘ、２５０ｙが動作していない間は、撮影ユニット１がベース２２０に固定されてい
て、動いてしまうことがない。従って、撮影用光学装置２００Ｂを持ち運んでいるときな
どに、撮影用光学装置２００Ｂに加わる振動により撮影ユニット１と固定体２１０とがぶ
つかってガタガタする異音やノイズを発生させることがない。
【０１５７】
　（実施の形態３の変形例）
　上記の実施の形態では、撮影ユニット駆動機構が動作していないときに撮影ユニット１
をベースに押し付ける付勢力を板バネ１９５に発揮させているが、この付勢力を板バネ１
９５とは異なる板バネなどのバネ部材を用いて発揮させてもよい。また、固定体２１０の
側に撮影ユニット１駆動用マグネットとの間で磁気吸引力を発揮する磁性体を配置するこ
とによって磁気バネを構成して、この磁気バネに、撮影ユニット１をベースに押し付ける
付勢力を発揮させてもよい。
【０１５８】
　［実施の形態４］
　図１４（ａ）は本発明を適用した実施の形態４に係る撮影用光学装置を被写体側におい
て斜め上方からみた斜視図であり、図１４（ｂ）はその側面図であり、図１４（ｃ）はフ
レキシブルプリント基板１８３の周辺部分を示す部分斜視図である。図１４（ａ）、（ｂ
）では、撮影ユニット１の支持構造が分かるように固定体２１０を点線で示している。
【０１５９】
　本形態の撮影用光学装置２００Ｃは、撮影ユニット１を支持するバネ部材として弾性を
備えた配線部材を用いたものである。より具体的には、撮影ユニット１や、振れ検出セン
サ１８と外部機器との間で電力供給や信号の伝達を行うためのフレキシブルプリント基板
１８３をバネ部材として採用している。本形態では、撮影ユニット１の支持構造を除いて
実施の形態２に係る撮影用光学装置と同様の構成を備えているので、撮影ユニットの支持
構造を説明して、その他の説明は省略する。
【０１６０】
　（撮影ユニットの支持構造）
　図１４に示すように、撮影ユニット１は光軸Ｌ方向からみたときに矩形を有しており、
撮影ユニット１の後側には、振れ検出センサ１８２およびこの振れ検出センサ１８２が固
定されている矩形のプレート１８８が取付けられている。プレート１８８の各角部分の近
傍からは、振れ検出センサ１８２に接続されている４枚のフレキシブルプリント基板１８
３（１）～（４）が引き出されている。撮影ユニット１からは、撮影ユニット１と外部機
器との間で電力供給や信号の伝達を行うための中継用フレキシブルプリント基板１８３（
５）が引き出されており、この中継用フレキシブルプリント基板１８３（５）はＺ軸方向
においてＣ字形状に折り曲げられた後に、フレキシブルプリント基板１８３（３）の引き
出し部分に接続されている。
【０１６１】
　４枚のフレキシブルプリント基板１８３（１）～（４）は、それぞれ、プレート１８８
の外周縁および撮影ユニット１の外周壁に沿ってＸ軸方向またはＹ軸方向に延在している
一定幅部分１８３ａと、一定幅部分１８３ａの端部分に形成された幅広部分１８３ｂとを
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備えており、この幅広部分１８３ｂが固定カバー２３０の側に取り付けられる。撮影ユニ
ット１は、４枚のフレキシブルプリント基板１８３（１）～（４）によって、Ｘ軸周り、
Ｙ軸周り、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向およびＺ軸方向に変位可能に支持されている。
【０１６２】
　ここで、各フレキシブルプリント基板１８３（１）～（４）において、所望のバネ定数
を確保するためには、フレキシブルプリント基板１８３（１）～（４）を構成するフィル
ム状の絶縁体の材質を剛性の高いものにしたり、厚さ方向に形成されている層数を増加さ
せたりすればよい。また、固定カバー２３０への取付け位置を、プレート１８８の各角部
分に近い位置に移動させ、一定幅部分１８３ａの長さを短縮すればバネ定数を上げること
できる。さらに、各フレキシブルプリント基板１８３の銅箔形状、銅箔厚を変更すること
により、所望のバネ定数を確保することもできる。また、各フレキシブルプリント基板１
８３（１）～（４）に金属や樹脂からなる別部品を貼り付けることにより、各フレキシブ
ルプリント基板１８３（１）～（４）のバネ定数を確保することができる。
【０１６３】
　また、フレキシブルプリント基板１８３（１）～（４）を、１層で構成した場合には、
一方の面側に配線パターンを配置して、他方の面側を全面銅箔としたり、他方の面側に金
属板を貼り付けたりするにより、所望のバネ定数を確保してもよい。これらの場合には、
銅箔や金属板は電磁シールドとしても機能する。なお、４枚のフレキシブルプリント基板
１８３（１）～（４）の中に、電力の供給や信号の伝達に用いられないダミーのフレキシ
ブルプリント基板が含まれていてもよい。
【０１６４】
　（本形態による主な効果）
　本形態の撮影用光学装置２００Ｃによれば、信振れ検出センサ１８２や撮像素子に電力
供給を行うとともに、信振れ検出センサ１８２や撮像素子と外部の機器との間で信号の伝
達を行うためのフレキシブルプリント基板１８３（１）～（４）によって撮影ユニット１
を支持しているので、バネ部材が必要ない。従って、撮影用光学装置２００Ｃの構成をシ
ンプルにすることができる。また、フレキシブルプリント基板１８３（１）～（４）は接
着剤層を備えているので、この接着剤層によるダンピング効果を得ることができる。
【０１６５】
　（外部への磁束漏れを防止する構成を備える形態）
　上記の実施の形態１～４では、固定カバー２３０およびベース２２０について、それを
形成する材料は特に規定されていないが、固定カバー２３０およびベース２２０磁性材料
から形成すれば、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙから外部への磁束
漏れを防止することができる。また、外部の磁束が第１、第２撮影ユニット駆動機構２５
０ｘ、２５０ｙに侵入して、撮影ユニット１の姿勢に影響を与えることを低減できる。図
１５は固定カバー２３０およびベース２２０を磁性材料から形成した撮影用光学装置の構
成例を示す縦断面図である。図１６は、図１５に示す撮影用光学装置から、固定カバー２
３０、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙの一部、第１バネ１９１、枠体１９
３などを取り除いて、被写体側において斜め上方からみた斜視図である。なお、本形態の
撮影用光学装置は、実施の形態２の撮影用光学装置２００Ｂと対応する構成を備えている
ので、対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１６６】
　図１５に示す撮影用光学装置２００Ｄは、固定カバー２３０およびベース２２０を磁性
材料から形成した構成例である。固定カバー２３０は角筒状の胴部２３５のみを備えてい
る。
【０１６７】
　本例によれば、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙの外周側および後
側は磁性材料からなる固定カバー２３０に被われているので、第１、第２撮影ユニット駆
動機構２５０ｘ、２５０ｙから外部への漏れ磁束を少なくできる。また、固定カバー２３
０が集磁ヨークとして働くので、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙに鎖交す
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る鎖交磁束が増え、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが撮影ユニット
１の姿勢を変位させる際に大きな推力を得ることができる。従って、振れに対する応答性
に優れる。さらに、外部の磁束が第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙに
侵入して、撮影ユニット１の姿勢に影響を与えることを低減できる。
【０１６８】
　ここで、固定カバー２３０を磁性材料から形成すると、撮影ユニット１に取り付けられ
ている撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙと固定カバー２３０との間には
磁気吸引力が発生するので、この磁気吸引力が、振れ補正機構による撮影ユニット１の変
位に影響を及ぼすことがある。
【０１６９】
　このため、本形態では、図１６に示すように、Ｚ軸周りに隣接している第１撮影ユニッ
ト駆動機構２５０ｘの撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘと、第２撮影ユニット駆動
機構２５０ｙの撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｙとをＺ軸方向における磁極が異な
る方向を向くように配置している。このように配置することにより、Ｚ軸周りに隣接して
いる撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙの間で磁束が発生するので、固定
カバー２３０の側に流れる磁束が減少する。この結果、固定カバー２３０と撮影ユニット
駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙとの間で発生する磁気吸引力を小さくできるので、
これらの間の磁気吸引力が撮影ユニット１の変位に影響を与えることを低減できる。
【０１７０】
　また、磁性材料からなる固定カバー２３０が上板部を備えていると、撮影ユニット１に
取り付けられている撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙと固定カバー２３
０との間の磁気吸引力が、上板部に作用して撮影ユニット１をＺ方向に付勢することがあ
る。これに対して、本形態では、固定カバー２３０から上板部を取り除いてあるので、撮
影ユニット１が磁気吸引力によりＺ方向に付勢されることを回避できる。従って、これら
の間の磁気吸引力が撮影ユニット１の変位に影響を与えることを低減できる。同様に、ベ
ース２２０を磁性材料から形成すると、撮影ユニット１に取り付けられている撮影ユニッ
ト駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙとベース２２０との間には磁気吸引力が発生する
。この磁気吸引力によって、Ｚ方向の下側に付勢されることを回避したい場合には、ベー
ス２２０を非磁性体から形成すればよい。
【０１７１】
　なお、固定カバー２３０を磁性材料から形成すると、撮影ユニット１に取り付けられて
いる撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙと固定カバー２３０との間には磁
気吸引力が発生する。従って、Ｚ軸方向における撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ
、２４０ｙの中心と、Ｚ軸方向における固定カバー２３０の中心とをずらしておけば、撮
影ユニット１をＺ軸方向のいずれか一方に向けて吸引する磁気吸引力を発揮させることが
できる。
【０１７２】
　また、本形態の撮影用光学装置２００Ｄでは固定カバー２３０の上板部を取り除いてあ
るので、撮影用光学装置２００Ｄの組み立て作業時に固定カバー２３０と撮影ユニット１
の位置を調整する際に、被写体側から固定カバー２３０と撮影ユニット１の間の隙間を画
像センサなどでモニタリングし、双方の位置関係を確認しながら作業できるので、位置精
度の高い組み立てが可能になる。
【０１７３】
　次に、図１７は、固定カバー２３０の一部分を磁性材料とし、他の部分を非磁性材料か
ら形成した撮影用光学装置の斜視図である。本形態の撮影用光学装置２００Ｅでは、光軸
Ｌと直交する方向から見たときに、固定カバー２３０において撮影ユニット駆動用マグネ
ットが移動する範囲と重なっている移動領域を含む部分（図中の斜線部分）２３０ａを磁
性材料とし、他の部分２３０ｂを非磁性材料としてある。このため、固定カバー２３０は
、非磁性材料からなる第１カバー部分（部分２３０ｂ）と、磁性材料からなる第２カバー
部分（部分２３０ａ）とを備えている。
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【０１７４】
　このように構成しても、固定カバー２３０の磁性材料からなる部分が第１、第２撮影ユ
ニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙを外周側から被っているので、第１、第２撮影ユニッ
ト駆動機構２５０ｘ、２５０ｙから外部への漏れ磁束を少なくできる。また、固定カバー
２３０が集磁ヨークとして働くので、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙに鎖
交する鎖交磁束が増え、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙが撮影ユニ
ット１の姿勢を変位させる際に大きな推力を得ることができる。従って、振れに対する応
答性に優れる。さらに、外部の磁束が第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０
ｙに侵入して、撮影ユニット１の姿勢に影響を与えることを低減できる。
【０１７５】
　なお、磁性材料から形成されている部分と非磁性材料から形成されている部分は別部品
として形成し、組み合わせて固定カバー２３０を構成するようにすることもできるし、一
体成形品とすることもできる。また、光軸Ｌと直交する方向から見たときに撮影ユニット
駆動用マグネットが移動する範囲と重なっている移動領域を含む部分２３０ａを磁性材料
から形成するのに替えて、この部分に固定カバー２３０の外側から板状の磁性体を貼り付
けてもよい。磁性体としては、鉄などの周知の材質からなるものを用いることができる。
【０１７６】
　次に、撮影ユニット１のヨーク１６の形状に変更を加えることにより、第１、第２撮影
ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙから外部への磁束漏れを防止するとともに、外部の
磁束が第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙに侵入して、撮影ユニット１
の姿勢に影響を与えることを低減する撮影用光学装置の構成例を示す。
【０１７７】
　図１８は本形態の撮影用光学装置のヨーク１６の周辺部分を模式的に示す撮影用光学装
置のＸ－Ｚ平面の縦断面図である。撮影用光学装置２００Ｆでは、ヨーク１６は、中央に
開口部１６１ａが形成されている被写体側の矩形の天板部１６１と、天板部１６１の外周
縁から後側に延びる４つの側板部１６２と、側板部１６２の下端縁から外周側に延びる中
継板部分１９７と中継板部分１９７の外周縁からから前側に延びるコイル側集磁ヨーク部
分１９８を備えており、その断面形状はコの字形状をしている。撮影ユニット駆動用コイ
ル２３０ｘ、２３０ｙは光軸Ｌと直交する方向において固定カバー２３０との間に隙間を
備えるようにして固定カバー２３０に取付けられており、コイル側集磁ヨーク部分１９８
は、その隙間において、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙを挟んだ反対側で
撮影ユニット駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙと対向している。なお、固定カバー２
３０は非磁性材料から形成されている。
【０１７８】
　本例によれば、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２５０ｙの撮影ユニット駆
動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙおよび撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙ
は、ヨーク１６によって囲まれているので、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、
２５０ｙからの漏れ磁束を少なくできる。また、撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２
３０ｙに鎖交する鎖交磁束が増えるので、第１、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｘ、２
５０ｙが撮影ユニット１の姿勢を変位させる際に、大きな推力を得ることができる。従っ
て、振れに対する応答性に優れる。さらに、外部の磁束が第１、第２撮影ユニット駆動機
構２５０ｘ、２５０ｙに侵入して、撮影ユニット１の姿勢に影響を与えることを低減でき
る。
【０１７９】
　なお、可動ユニットが揺動する中心がＺ軸方向において可動ユニットよりも下側にある
場合には、各撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙの縦断面形状を下側の長い台
形形状としておき、可動ユニットが揺動する中心がＺ軸方向において可動ユニットと重な
る範囲にある場合には、各撮影ユニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙの縦断面形状を
長方形にしておく。
【０１８０】
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　（その他の実施の形態）
　上記形態では、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよび第２撮影ユニット駆動機構２
５０ｙのいずれにおいても、可動体側である撮影ユニット１側にマグネット（撮影ユニッ
ト駆動用マグネット２４０ｘ、２４０ｙ）が保持され、固定体２１０側にコイル（撮影ユ
ニット駆動用コイル２３０ｘ、２３０ｙ）が保持されている構成を採用したが、可動体側
である撮影ユニット１側に撮影ユニット駆動用コイルが保持され、固定体２１０側に撮影
ユニット駆動用コイルが保持されている構成を採用してもよい。
【０１８１】
　上記形態では、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘによって撮影ユニット１をＸ軸方向
に変位させ、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙによって撮影ユニット１をＹ軸方向に変
位させたが、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘによって撮影ユニット１をＹ軸方向に変
位させ、第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙによって撮影ユニット１をＸ軸方向に変位さ
せるように、撮影ユニット駆動用マグネットおよび撮影ユニット駆動用コイルを配置して
もよい。
【０１８２】
　また、上記形態では、撮影ユニット駆動用マグネットは、単極着磁されている２枚のマ
グネットを着磁方向が反対になるように並べて構成しているが、１枚のマグネットを２極
着磁して用いることもできる。
【０１８３】
　また、上記形態では、撮影ユニット１に対して第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよ
び第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙの双方を設けたが、ユーザーが使用する際、振れが
発生しやすい方向の振れのみを補正するように、第１撮影ユニット駆動機構２５０ｘおよ
び第２撮影ユニット駆動機構２５０ｙの一方のみを設けた場合に本発明を適用てもよい。
【０１８４】
　上記形態では、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔが四角筒状で、レンズ駆動用マグネ
ット１７が平板状である撮影ユニット１を用いた撮影用光学装置２００に本発明を適用し
たが、レンズ駆動用コイル３０ｓ、３０ｔが円筒状で、ケース１８が四角筒状で、ケース
１８の角部分にレンズ駆動用マグネット１７を配置した構成の撮影ユニットを用いた撮影
用光学装置に本発明を適用してもよい。
【０１８５】
　上記形態では、カメラ付き携帯電話機に用いる撮影用光学装置２００に本発明を適用し
た例を説明したが、薄型のデジタルカメラなどに用いる撮影用光学装置２００に本発明を
適用した例を説明してもよい。また、上記形態では、撮影ユニット１にレンズ１２１や撮
像素子１５５に加えて、レンズ１２１を含む移動体３を光軸方向に磁気駆動するレンズ駆
動機構５が支持体２上に支持されている例を説明したが、撮影ユニット１にレンズ駆動機
構５が搭載されていない固定焦点タイプの撮影用光学装置に本発明を適用してもよい。ま
た、上記形態では、可動モジュールとして、レンズおよび撮像素子を備えている撮影ユニ
ットを説明したが、本発明は可動モジュールとして少なくともレンズを備えている光学ユ
ニットに適用することができ、このような光学ユニットには、例えば、レーザポインタや
、携帯用や車載用の投射表示装置などがある。
【０１８６】
　さらに、上記形態では、レンズ駆動機構５は、レンズ１２１を含む移動体３を光軸方向
に磁気駆動するものであったが、圧電素子を用いて、レンズ１２１を含む移動体３を光軸
方向に駆動するレンズ駆動機構を採用することができる。圧電素子を用いたレンズ駆動機
構としては、例えば、円筒形状の圧電素子をステータとし、ステータの環状端面にロータ
を圧接させ、圧電素子に高周波の交流電流を印加してステータに超音波振動を発生させる
ことによりロータを回転させ、ロータの回転運動を直動運動に変換して移動体を光軸方向
に移動させる構成のものなどがある。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
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【図１】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、本発明を適用した実施の形態１に係る撮影用光学装
置を被写体側において斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る撮影用光学装置を光軸に平行に切断したときの縦断面図であ
る。
【図３】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、実施の形態１に係る撮影用光学装置に用いた撮影ユ
ニットを斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。
【図４】図３に示す撮影ユニットの動作を模式的に示す説明図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、本発明を適用した別の撮影用光学装置に用いたコイ
ル保持部材の構成を示す説明図、および本発明を適用した別の撮影用光学装置を光軸に平
行に切断したときの縦断面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、本発明を適用した実施の形態２に係る撮影用光学装
置を被写体側において斜め上方からみた外観斜視図、および分解斜視図である。
【図７】実施の形態２に係る撮影用光学装置を光軸に平行に切断したときの縦断面図であ
る。
【図８】（ａ）は実施の形態２に係る撮影用光学装置の撮影ユニットを支持している板バ
ネの平面図であり、（ｂ）はその斜視図である。
【図９】実施の形態２において通電制御手段が撮影ユニット駆動用コイルに通電する動作
を模式的に示した説明図であり、（ａ）は撮影ユニットをＺ軸方向に移動させる推力を撮
影ユニットに印加する際の電流の流れを模式的に示し、（ｂ）は撮影ユニットを揺動させ
るモーメントを撮影ユニットに印加する際の電流の流れを模式的に示す。
【図１０】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、本発明を適用した実施の形態３に係る撮影用光学
装置を被写体側において斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。
【図１１】実施の形態３に係る撮影用光学装置を光軸に平行に切断したときの縦断面図で
ある
【図１２】（ａ）は実施の形態３に係る撮影用光学装置の撮影ユニットを支持している板
バネの平面図であり、（ｂ）はその斜視図である。
【図１３】実施の形態３において通電制御手段が撮影ユニット駆動用コイルに通電する動
作を模式的に示した説明図であり、（ａ）は撮影ユニットをＺ軸方向に移動させる推力を
撮影ユニットに印加する際の電流の流れを模式的に示し、（ｂ）は撮影ユニットを揺動さ
せるモーメントを撮影ユニットに印加する際の電流の流れ模式的に示す。
【図１４】（ａ）は本発明を適用した実施の形態４に係る撮影用光学装置を被写体側にお
いて斜め上方からみた斜視図であり、（ｂ）はその側面図であり、（ｃ）はフレキシブル
プリント基板の周辺部分を示す部分斜視図である。
【図１５】固定カバーおよびベースを磁性材料から形成した構成例の撮影用光学装置を示
す縦断面図である。
【図１６】図１５に示す撮影用光学装置から、固定カバー、撮影ユニット駆動用コイルの
一部、第１バネ、枠体などを取り除いた状態で、被写体側において斜め上方からみた斜視
図である。
【図１７】固定カバーの一部分を磁性材料とし、他の部分を非磁性材料から形成した撮影
用光学装置の斜視図である。
【図１８】撮影ユニットのヨークの形状に変更を加えた例を模式的に示す縦断面図である
。
【符号の説明】
【０１８８】
１　撮影ユニット（可動モジュール）
２　支持体
３　移動体
５　レンズ駆動機構
１２　レンズホルダ
１３　コイルホルダ
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１４ｓ、１４ｔ　バネ部材
１７　レンズ駆動用マグネット
１６　ヨーク（撮影ユニット側ヨーク）
１９　撮像素子ホルダ
３０ｓ、３０ｔ　レンズ駆動用コイル
６１　磁性片
１５０　カバー部
１５５　撮像素子
１６９　コイル側集磁ヨーク部分
１９０　サスペンションワイヤ（バネ部材）
１９１、１９２、１９５　板バネ（バネ部材）
１９１ｄ、１９２ｄ、１９５ｄ　ジンバルバネのアーム部
２００、２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄ、２００Ｅ、２００Ｆ　撮影用光学装
置
２１０　固定体
２２０　固定カバー
２２０　ベース
２３０ｘ、２３０ｙ　撮影ユニット駆動用コイル（可動モジュール駆動用コイル）
２３１ｘ、２３２ｘ、２３１ｙ、２３２ｙ　コイル
２４０ｘ、２４０ｙ　撮影ユニット駆動用マグネット（可動モジュール駆動用マグネット
）
２４１ｘ、２４２ｘ、２４１ｙ、２４２ｙ　マグネット
２５０ｘ　第１撮影ユニット駆動機構（第１可動モジュール駆動機構）
２５０ｙ　第２撮影ユニット駆動機構（第２可動モジュール駆動機構）
２５１ｘ、２５１ｙ　前側撮影ユニット駆動機構
２５２ｘ、２５２ｙ　後側撮影ユニット駆動機構
２５３、２５４　中間端子
２６０　コイル保持部材（固定体側ヨーク）
２６５　コイル保持部材の開口部
２６８　緩衝部材
Ｌ　光軸
Ｇ　重心
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