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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、光線をイメージセン
サーに集光し、該イメージセンサーにセンサー載置シートが設けられ、この構造は、
　オートフォーカスモジュールであって、レンズセットを駆動して光線進入方向上で前後
方向のＺ軸に移動させて、イメージセンサーに集光する、上記オートフォーカスモジュー
ルと、
　フレームであって、上方にカバーを有し、中央が中空状を呈して該オートフォーカスモ
ジュールを固定する上記フレームと、
　レンズブラケットであって、少なくとも一つの補正レンズが組み合わされ、並びに複数
の吊掛線に接続され、これらの吊掛線の一端は該フレーム上のカバーに固定され、該補正
レンズを該レンズセット下方の光線進入方向上に吊掛る上記レンズブラケットと、
　ブレ補正駆動部であって、該レンズブラケットを駆動して水平方向のＸ軸或いはＹ軸に
移動させて手ブレによる画像のブレを補正する上記ブレ補正駆動部と、
　を包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項２】
　請求項１記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、
　手ブレセンサーであって、手ブレを検出してブレ信号を発生し、該ブレ信号をブレ補正
駆動部に送り、該レンズブラケットを駆動して水平方向のＸ軸或いはＹ軸移動させる根拠
となす、上記手ブレセンサー、
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　をさらに包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止
構造。
【請求項３】
　請求項１記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、
　これらの吊掛線は撓み性線材で形成されたことを特徴とするレンズのオートフォーカス
モジュールの手ブレ防止構造。
【請求項４】
　請求項１記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、
　これらの吊掛線は導電性を有し、該ブレ補正駆動部の駆動電流伝導線とされることを特
徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項５】
　請求項１記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該ブ
レ補正駆動部は、
　磁石アセンブリであって、少なくとも一つのＸ軸磁石と少なくとも一つのＹ軸磁石を包
含する上記磁石アセンブリと、
　コイルアセンブリであって、それぞれ該Ｘ軸磁石と該Ｙ軸磁石に対応する少なくとも一
つのＸ軸コイルと少なくとも一つのＹ軸コイルを包含し、ブレ信号の発生する電磁場を受
けて、該レンズブラケットと該補正レンズを駆動してＸ軸移動とＹ軸移動させる上記コイ
ルアセンブリと、
　を包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項６】
　請求項５記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該ブ
レ補正駆動部は、さらに、
　移動量検出アセンブリであって、該Ｘ軸磁石と該Ｙ軸磁石に対応するＸ軸センサーとＹ
軸センサーを包含し、Ｘ軸或いはＹ軸の移動量を検出してそれに正確な補正位置を達成さ
せる上記移動量検出アセンブリ、
　を包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項７】
　請求項６記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該Ｘ
軸センサーは、ホールセンサー、ＭＲセンサー、フラックスゲートセンサーのような移動
センサー素子とされることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防
止構造。
【請求項８】
　請求項５記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該磁
石アセンブリは該オートフォーカスモジュールの底部に固定され、該コイルアセンブリは
該レンズブラケットに接続されることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュール
の手ブレ防止構造。
【請求項９】
　請求項５記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該コ
イルアセンブリは該オートフォーカスモジュールの底部に固定され、該磁石アセンブリは
該レンズブラケットに接続されることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュール
の手ブレ防止構造。
【請求項１０】
　請求項５記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該コ
イルアセンブリは該センサー載置シートに接続され、該磁石アセンブリは該レンズブラケ
ットの底部に接続されることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ
防止構造。
【請求項１１】
　請求項５記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該磁
石アセンブリは該センサー載置シートに接続され、該コイルアセンブリは該レンズブラケ
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ットの底部に接続されることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ
防止構造。
【請求項１２】
　レンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、光線をイメージセン
サーに集光し、該イメージセンサーにセンサー載置シートが設けられ、この構造は、
　フレームであって、上方にカバーが設けられ、中央が中空孔状であり、該カバーに複数
の貫通孔が設けられた上記フレームと、
　オートフォーカスモジュールであって、該フレームの該カバーに固定されて、レンズセ
ットを光線進入方向上で前後方向のＺ軸に移動させて、該イメージセンサーに集光する上
記オートフォーカスモジュールと、
　レンズブラケットであって、補正レンズが配置されると共に、複数の吊掛線が接続され
、該吊掛線の別端が該カバーの該貫通孔をとおり、センサー載置シートに接続され、該補
正レンズは該レンズセット上方の光線進入方向に対応するように吊掛けられる上記レンズ
ブラケットと、
　ブレ補正駆動部であって、該レンズブラケットを駆動して水平方向のＸ軸或いはＹ軸移
動させ、これにより手ブレによる画像のブレを補正する、上記ブレ補正駆動部と、
　を包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項１３】
　請求項１２記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、
　手ブレセンサーであって、手ブレを検出してブレ信号を発生し、該ブレ信号をブレ補正
駆動部に送り、該レンズブラケットを駆動して水平方向のＸ軸或いはＹ軸移動させる根拠
となす、上記手ブレセンサー、
　をさらに包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止
構造。
【請求項１４】
　請求項１２記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、
　これらの吊掛線は撓み性線材で形成されたことを特徴とするレンズのオートフォーカス
モジュールの手ブレ防止構造。
【請求項１５】
　請求項１２記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、
　これらの吊掛線は導電性を有し、該ブレ補正駆動部の駆動電流伝導線とされることを特
徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項１６】
　請求項１２記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該
ブレ補正駆動部は、
　磁石アセンブリであって、少なくとも一つのＸ軸磁石と少なくとも一つのＹ軸磁石を包
含する上記磁石アセンブリと、
　コイルアセンブリであって、それぞれ該Ｘ軸磁石と該Ｙ軸磁石に対応する少なくとも一
つのＸ軸コイルと少なくとも一つのＹ軸コイルを包含し、ブレ信号の発生する電磁場を受
けて、該レンズブラケットと該補正レンズを駆動してＸ軸移動とＹ軸移動させる上記コイ
ルアセンブリと、
　を包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項１７】
　請求項１６記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該
該ブレ補正駆動部は、さらに、
　移動量検出アセンブリであって、該Ｘ軸磁石と該Ｙ軸磁石に対応するＸ軸センサーとＹ
軸センサーを包含し、Ｘ軸或いはＹ軸の移動量を検出してそれに正確な補正位置を達成さ
せる上記移動量検出アセンブリ、
　を包含することを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造。
【請求項１８】
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　請求項１７記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該
Ｘ軸センサーは、ホールセンサー、ＭＲセンサー、フラックスゲートセンサーのような移
動センサー素子とされることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ
防止構造。
【請求項１９】
　請求項１６記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該
磁石アセンブリは該フレームのカバーに固定され、該コイルアセンブリは該レンズブラケ
ットの底部に接続されることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ
防止構造。
【請求項２０】
　請求項１６記載のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造において、該
コイルアセンブリは該フレームのカバーの底部に固定され、該磁石アセンブリは該レンズ
ブラケットに接続されることを特徴とするレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ
防止構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一種のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は一種のレンズのオートフォーカス（Ａｕｔｏ　Ｆｏｃｕｓ，ＡＦ）モジュール
の手ブレ防止構造（Ａｎｔｉ　Ｓｈａｋｅ，ＡＳ）構造に係り、特に、ハイレベルカメラ
のレンズオートフォーカスモジュールに使用される手ブレ防止構造に関する。
【０００３】
　テクノロジーの進歩により、デジタルカメラの体積は大きく縮小され、現在、多くの小
型電子装置、例えば携帯電話のほとんどにデジタルカメラ機能が組み込まれ、これらはレ
ンズモジュールの微小化に起因する。しかし、現在、撮像品質及び性能の要求が高まる中
、画素数は１００万画素にも達し、マルチオートフォーカス（ＡＦ）及び手ブレ防止（Ａ
Ｓ）等の機能を具備することが、ハイレベルカメラのローレベルカメラとの明かな違いと
なっている。
【０００４】
　カメラモジュールにある機能を付加すれば、必然的に対応するモジュール機構の追加が
必要となり、モジュール機構が多くなるほど、体積も増加し得る。これにより、どのよう
に撮像モジュールの多種機能の機構を縮小するかが、各カメラモジュールメーカーの研究
開発の標的となっている。
【０００５】
　周知のマイクロタイプレンズ内には、多種類のオートフォーカス駆動機構があり、現在
、最も一般的に使用されているのは、ボイスコイルモータ（ＶＣＭ）であり、コイル磁石
とバネの組合せにより、レンズを保持して光軸方向に前後に移動させて、オートフォーカ
スと焦点距離を変える機能を達成している。それは、体積が小さく、使用電力が少なく、
移動駆動が正確で価格が安価である等の長所ゆえに、マイクロレンズオートフォーカスの
短距離駆動に適合する。
【０００６】
　手ブレ防止技術に関しては、数種類の方法により達成されており、例えば、結像素子が
機構の保持部で運動補償することで、振動過程により画像の曖昧化という影響を打ち消す
。或いは、レンズに機械式構造を設けて手ブレを除去する。或いは、二つのジャイロセン
サー（Ｇｙｒｏ　Ｓｅｎｓｏｒ）により結像素子の水平と垂直振動を検出し、並びに磁力
を利用して運動補償を行う。
【０００７】
　本発明者による特許文献１「ＡＮＴＩ－ＳＨＡＫＥ　ＡＵＴＯ－ＦＯＣＵＳ　ＭＯＤＵ
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ＬＡＲ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ」において、移動センサーが発生する移動信号を利用して全
体のオートフォーカスモジュールを駆動して水平Ｘ－Ｙ軸の瞬間移動を行わせ、手ブレを
補正する。
【０００８】
　本願の発明者は従来の構造を基礎とし、新たなレンズのオートフォーカスモジュールの
手ブレ防止構造を設計し、従来の発明においては、オートフォーカスモジュール全体を移
動させて手ブレを補正していたのに対し、本発明では、レンズ装置の一つのレンズのみを
移動させることで、手ブレを補正し、手ブレ防止構造を、より簡単で、省電力駆動が行え
、且つスピーディーな手ブレ補正機能を有するものとし、ハイレベルカメラのレンズモジ
ュールの要求に符合するものとする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第１２／６３０，６８８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、手ブレ防止構造が結合されたハイレベルカメラのレンズ装置に使用さ
れる、レンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の目的を達成するため、本発明の主要な技術特徴は、一種のレンズのオートフォー
カスモジュールの手ブレ防止構造を提供することにあり、それは、光線をイメージセンサ
ー（Ｉｍａｇｅ　Ｓｅｎｓｏｒ）に集光し、この構造は、オートフォーカスモジュール（
Ａｕｔｏ－Ｆｏｃｕｓ　Ｍｏｄｕｌｅ）であって、レンズセットを駆動して光線進入方向
上で前後（Ｚ軸）に移動させて、イメージセンサーに集光する、上記オートフォーカスモ
ジュールと、フレームであって、上方にカバーを有し、中央が中空状を呈して該オートフ
ォーカスモジュールを固定する上記フレームと、レンズブラケットであって、補正レンズ
が組み合わされ、並びに複数の吊掛線（Ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　Ｗｉｒｅ）に接続され、
一端は該フレーム上のカバーに固定され、該補正レンズを該レンズセット下方の光線進入
方向上に吊掛る上記レンズブラケットと、該レンズブラケットを駆動して水平（Ｘ軸或い
はＹ軸）に移動させて手ブレによる画像のブレを補正するブレ補正駆動部とを包含する。
【００１２】
　本発明の次の技術特徴は、上述のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構
造において、該ブレ補正駆動部は、少なくとも一つのＸ軸磁石と少なくとも一つのＹ軸磁
石を包含する磁石アセンブリと、それぞれ該Ｘ軸磁石と該Ｙ軸磁石に対応する少なくとも
一つのＸ軸コイルと少なくとも一つのＹ軸コイルを包含し、ブレ信号の発生する電磁場を
受けて、該レンズブラケットと該補正レンズを駆動してＸ軸移動とＹ軸移動させるコイル
アセンブリと、該Ｘ軸磁石と該Ｙ軸磁石に対応するＸ軸センサーとＹ軸センサーを包含し
、Ｘ軸或いはＹ軸の移動量を検出してそれに正確な補正位置を達成させる移動量検出アセ
ンブリと、を包含する。
【００１３】
　本発明の別の技術特徴は、上述のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構
造において、該磁石アセンブリは該オートフォーカスモジュールの底ブレ補正駆動部に固
定され、該コイルアセンブリ及び該移動量検出アセンブリは該レンズブラケットに接続さ
れるか、或いは該コイルアセンブリと該移動量検出アセンブリは該オートフォーカスモジ
ュール底部に固定され、該磁石アセンブリは該オートフォーカスモジュールの底部に固定
され、該コイルアセンブリは該レンズブラケットに接続されるか、或いは該コイルアセン
ブリ及び移動量検出アセンブリはセンサー載置シートに接続され、該コイルアセンブリ及
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び該移動量検出アセンブリは該レンズブラケットの底部に接続されることである。
【００１４】
　本発明の別の技術特徴は、一種のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構
造を提供することにあり、それはイメージセンサーに集光し、該構造は、フレームであっ
て、内部にカバーが設けられ、中央が中空孔状であり、該カバーに複数の貫通孔が設けら
れた上記フレームと、オートフォーカスモジュールであって、該フレームの該カバーに固
定されて、レンズセットを光線進入方向上で前後（Ｚ軸）に移動させて、該イメージセン
サーに集光する上記フレームと、レンズブラケットであって、補正レンズが配置されると
共に、複数の吊掛線が接続され、該吊掛線の別端が該カバーの該貫通孔をとおり、センサ
ー載置シートに接続され、該補正レンズは該レンズセット上方の光線進入方向に対応する
ように吊掛けられる上記レンズブラケットと、ブレ補正駆動部であって、該レンズブラケ
ットを駆動して水平（Ｘ軸或いはＹ軸）移動させて、手ブレによる画像のブレを補正する
上記ブレ補正駆動部と、を包含することである。
【００１５】
　本発明のさらに別の技術特徴は、上述のレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ
防止構造において、該磁石アセンブリは該フレームの該カバーに固定され、該コイルアセ
ンブリ及び該移動量検出アセンブリは該レンズブラケットの底部に接続させるか、或いは
該コイルアセンブリ及び該移動量検出アセンブリは該フレームの該カバーに接続され、該
磁石アセンブリは該レンズブラケットの底部に接続されることである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は上述されたレンズのオートフォーカスモジュールの手ブレ防止構造であって、
完全に手ブレ防止の目的を達成する。各種の実施例の技術は単独で使用可能であるほか、
二種類以上の実施例の技術を結合して使用することも可能であり、例えば、補正レンズ及
びその吊掛機構を一つのオートフォーカスモジュール中に増設することで、多重補正の目
的を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施例の側面図である。
【図２】本発明の第１実施例の立体分解図である。
【図３】本発明の第２実施例の側面図である。
【図４】本発明の第３実施例の側面図である。
【図５】本発明の第４実施例の側面図である。
【図６】本発明の第５実施例の側面図である。
【図７】本発明の第６実施例の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１及び図２を共に参照されたい。図１は本発明の第１実施例の側面図であり、図２は
本発明の第１実施例の立体分解図である。本発明のレンズのオートフォーカスモジュール
の手ブレ防止構造は、ポータブル装置（図示せず）、例えばカメラ或いは携帯電話等に取
り付け可能なハイレベルの撮像モジュールである。
【００１９】
　一般にハイレベルのポータブル装置にはブレ検出素子、例えばジャイロセンサー、加速
度センサー（Ａｃｃｅｌｅｒｏｍｅｔｅｒ）が設けられ、該ブレ検出素子はブレ信号を発
生する。本発明は該ブレ検出素子のブレ信号をキャプチャする手ブレ防止構造の手ブレセ
ンサーとされるか、或いは本発明中に該手ブレセンサー１００が設けられる。
【００２０】
　本発明の構造は、イメージ回路基板１０、オートフォーカスモジュール２０（Ａｕｔｏ
－Ｆｏｃｕｓ　Ｍｏｄｕｌｅ）２０、及び手ブレ防止機構（Ａｎｔｉ－Ｓｈａｋｅ　Ｍｅ
ｃｈａｎｉｓｍ）３０を包含する。そのうち、該イメージ回路基板１０にはイメージセン
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サー１１が設けられ、該イメージセンサー１１はセンサー載置シート１２を被覆し、該セ
ンサー載置シートの中心に偏光フィルター１３が設置される。
【００２１】
　そのうち、該オートフォーカスモジュール２０はレンズセット２１（Ｌｅｎｓ）を駆動
しフォーカスし、ボイスコイルモータ（ＶＣＭ）、ステップモータ、圧電アクチュエータ
、超音波モータ等の駆動素子が使用され得る。該レンズセット２１は光線画像を撮像し、
該レンズセット２１と該イメージセンサー１１は光線進入方向（Ｚ軸方向）の直線位置上
に位置し、該オートフォーカスモジュール２０は該レンズセット２１を駆動して光線進入
方向（Ｚ軸方向）上で前後に移動させ、該レンズセット２１が撮影した画像が該イメージ
センサー１１に集光されるようにする。
【００２２】
　該オートフォーカスモジュール２０はフレーム２２を包含し、該フレーム２２の上方に
カバー２２１が設けられ、中央は円形中空状とされ、アウターカバー２２２が該フレーム
２２外部を被覆し、その上方にはまた円形中空が設けられて、レンズセット２１を内部に
取り付けることができる。
【００２３】
　ベース２３が該フレーム２２内のカバー２２１底部に接続され、レンズ載置シート２３
１が該レンズセット２１を載置し、該レンズ載置シート２３１外部はコイル２３２に被覆
され、該ベース２３内部に該コイル２３２に対応する四つの磁石２３３が設けられている
。
【００２４】
　該レンズ載置シート２３１は上板バネ２３４と下板バネ２３５の可動内環に接続され、
該上板バネ２３４と該下板バネ２３５の外環は該ベース２３に固定され、これにより全体
のオートフォーカスモジュール２０が該フレーム２２内のカバー２２１と接続される。
【００２５】
　そのうち、該手ブレ防止機構３０は該イメージ回路基板１０とオートフォーカスモジュ
ール２０の間に配置され、該手ブレ防止機構３０にはレンズブラケット３１、複数の吊掛
線３２及びブレ補正駆動部が設けられている。
【００２６】
　そのうち、該レンズブラケット３１は中央に少なくとも一組の補正レンズ３１１が配設
され、これら吊掛線３２は撓み性線材で形成され、導電性を有して、該ブレ補正駆動部の
駆動電流を伝導する伝導線とされ、好ましくは４本設けられて、その一端はフレーム２２
内のカバー２２１に、もう一端は該レンズブラケット３１に接続され、これにより、該レ
ンズブラケット３１及び該補正レンズ３１１が該レンズセット２１下方の光線進入方向に
上に対応するように吊掛られる。
【００２７】
　該レンズブラケット３１には該ブレ補正駆動部が接続され、該ブレ補正駆動部は手ブレ
防止駆動回路板３３、固定フレーム３４、磁石アセンブリ３５、コイルアセンブリ３６及
び移動量検出アセンブリ３７を包含し、該手ブレ防止駆動回路板３３に設けられた振動防
止駆動回路は、該手ブレセンサー１００の発生するブレ信号を検出し、並びに該レンズブ
ラケット３１を駆動して水平（Ｘ軸或いはＹ軸）に移動させ、これにより手ブレの形成す
る画像のブレを補正する。
【００２８】
　本発明の第１実施例において、該ブレ補正駆動部は該固定フレーム３４により該磁石ア
センブリ３５を該オートフォーカスモジュール２０のベース２３の底部に固定し、不可動
部を形成し、該磁石アセンブリ３５は少なくとも一つのＸ軸磁石３５ｘとＹ軸磁石３５ｙ
を包含し、該手ブレ防止駆動回路板３３は該レンズブラケット３１に接続されるか、該コ
イルアセンブリ３６及び該移動量検出アセンブリ３７に接続されて、可動部を形成する。
【００２９】
　該コイルアセンブリ３６は少なくとも一つのＸ軸コイル３６ｘとＹ軸コイル３６ｙを包
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含し、該Ｘ軸コイル３６ｘは該Ｘ軸磁石３５ｘの位置に対応し、該Ｙ軸コイル３６ｙは該
Ｙ軸磁石３５ｙの位置に対応する。これにより、該Ｘ軸コイル３６ｘ及びＹ軸コイル３６
ｙが電磁場を発生する時、Ｘ軸磁石３５ｘとＹ軸磁石３５ｙとＸ軸或いはＹ軸の吸引力或
いは排斥力を形成し、該レンズブラケット３１及び該補正レンズ３１１にＸ軸或いはＹ軸
移動を行わせる。
【００３０】
　該移動量検出アセンブリ３７はＸ軸センサー３７ｘとＹ軸センサー３７ｙを包含し、そ
れぞれ該Ｘ軸磁石３５ｘと該Ｙ軸磁石３５ｙに対応し、Ｘ軸或いはＹ軸の移動量を検出し
、これにより該補正レンズ３１１を正確な補正位置まで移動させられる。該移動量検出ア
センブリ３７は移動センシング素子、例えばホールセンサー（Ｈａｌｌ　Ｓｅｎｓｏｒ）
、ＭＲセンサー、フラックスゲートセンサー（Ｆｌｕｘｇａｔｅ）で構成されるのがよい
。
【００３１】
　図３は本発明の第２実施例の側面図であり、該実施例は、第１実施例（図１）の可動部
素子と不可動部素子を対向させ、そのうち、該ブレ補正駆動部の不可動部は該手ブレ防止
駆動回路板３３が該オートフォーカスモジュール２０のベース２３の底部に固定され、さ
らに該コイルアセンブリ３６及び該移動量検出アセンブリ３７に接続されて構成される。
【００３２】
　該ブレ補正駆動部の可動部は、該磁石アセンブリ３５を該レンズブラケット３１に接続
し、並びに該レンズブラケット３１は該コイルアセンブリ３６及び該移動量検出アセンブ
リ３７に対応する。
【００３３】
　図４は本発明の第３実施例の側面図であり、そのうち、該センサー載置シート１２は該
フレーム２２の底部に接続され、該センサー載置シート１２に該磁石アセンブリ３５が接
続されて、不可動部を形成している。
【００３４】
　該コイルアセンブリ３６及び該移動量検出アセンブリ３７は該手ブレ防止駆動回路板３
３に接続され、さらに該レンズブラケット３１の底部に接続されて、可動部を形成し、並
びに該コイルアセンブリ３６及び該移動量検出アセンブリ３７は該磁石アセンブリ３５に
対応し、該レンズブラケット３１を駆動してＸ軸或いはＹ軸方向に移動させる。
【００３５】
　図５は本発明の第４実施例の側面図であり、この実施例は第３実施例（図４）の可動部
素子と不可動部素子を対応させ、そのうち、該ブレ補正駆動部の不可動部は、該手ブレ防
止駆動回路板３３により該センサー載置シート１２に接続され、それにさらに該コイルア
センブリ３６及び該移動量検出アセンブリ３７が接続されてなる。
【００３６】
　該ブレ補正駆動部の可動部は、該磁石アセンブリ３５を該レンズブラケット３１の底部
に接続し、並びに該磁石アセンブリ３５は該コイルアセンブリ３６と該移動量検出アセン
ブリ３７に対応し、該レンズブラケット３１を駆動してＸ軸或いはＹ軸方向に移動させる
。
【００３７】
　図６は本発明の第５実施例の側面図である。この実施例では、該フレーム２２内のカバ
ー２２１に吊掛線に対応する複数の貫通孔２２５が設けられ、これら吊掛線３２の一端は
該レンズブラケット３１に接続され、別端は該カバー２２１の貫通孔２２５をとおり、該
センサー載置シート１２に接続され、これにより、該レンズブラケット３１及び該補正レ
ンズ３１１が該レンズセット２１の上方の光線進入方向上に取り付けられる。
【００３８】
　該ブレ補正駆動部の不可動部は、該磁石アセンブリ３５を該フレーム２２に接続し、該
ブレ補正駆動部の可動部は、該レンズブラケット３１の底面に該手ブレ防止駆動回路板３
３を接続し、さらに該コイルアセンブリ３６と該移動量検出アセンブリ３７も該磁石アセ
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【００３９】
　図７は本発明の第６実施例の側面図である。この実施例は第５実施例（図６）の可動部
素子と不可動部素子を対応させ、そのうち、該ブレ補正駆動部の不可動部は、該手ブレ防
止駆動回路板３３を該フレーム２２のカバー２２１に固定し、さらに該コイルアセンブリ
３６及び該移動量検出アセンブリ３７を接続する。
【００４０】
　該ブレ補正駆動部の可動部は、該レンズブラケット３１の底面に該磁石アセンブリ３５
を接続し、並びに該コイルアセンブリ３６及び該移動量検出アセンブリ３７を該磁石アセ
ンブリ３５に対応させる。
【符号の説明】
【００４１】
１１　イメージセンサー
１２　センサー載置シート
１３　偏光フィルター
２０　オートフォーカスモジュール
２１　レンズセット
２２　フレーム
２２１　カバー
２２２　アウターカバー
２２５　貫通孔
２３　ベース
２３１　レンズ載置シート
２３２　コイル
２３３　磁石
２３４　上板バネ
２３５　下板バネ
３０　手ブレ防止機構
３１　レンズブラケット
３１１　補正レンズ
３２　吊掛線
３３　手ブレ防止駆動回路板
３４　固定フレーム
３５　磁石アセンブリ
３５ｘ　Ｘ軸磁石
３５ｙ　Ｙ軸磁石
３６　コイルアセンブリ
３６ｘ　Ｘ軸コイル
３６ｙ　Ｙ軸コイル
３７　移動量検出アセンブリ
３７ｘ　Ｘ軸センサー
３７ｙ　Ｙ軸センサー
１００　手ブレセンサー
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