
JP 4170075 B2 2008.10.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体と、
　前記記録媒体の表面に向き合わせられるヘッドスライダと、
　先端で前記ヘッドスライダを支持するヘッドアクチュエータと、
　前記ヘッドアクチュエータの先端を受け止め、前記記録媒体から離れた位置に前記ヘッ
ドスライダを保持するランプ部材と、
　前記ランプ部材に形成されて、前記記録媒体の表面に向き合わせられる整流面に、前記
記録媒体との間に規定される相対移動方向に交差する方向に延びる複数の溝または突片ま
たは段差を有する整流板とを備えることを特徴とする記録媒体駆動装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録媒体駆動装置において、前記溝または前記突片または前記段差は
、前記記録媒体および前記整流板の間で設定される相対移動方向基準線上で交差する傾斜
線対に基づき規定されることを特徴とする記録媒体駆動装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）といった記録媒体駆動装置に関し、
特に、記録媒体駆動装置の筐体に固定される取り付け台と、取り付け台から記録媒体に向
かって延び、先端に向かうにつれて記録媒体に近づく傾斜面を規定する滑り台とを備える
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記録媒体駆動装置用ランプ部材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
いわゆるランプ部材を備えるハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）は広く知られる。ランプ
部材は、磁気ディスクの静止時に磁気ディスクの表面から離れた位置にヘッドスライダを
保持する。こうしたランプ部材によれば、磁気ディスクの静止時に、磁気ディスクの表面
に広がる潤滑剤とヘッドスライダとの吸着は効果的に阻止されることができる。
【０００３】
【特許文献１】
特開平０６－０８４３１３号公報
【特許文献２】
特開２００１－３３２０４８号公報
【特許文献３】
特開平０８－３３９６５０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ＨＤＤには一層の記録密度の向上が要求される。記録密度の向上にあたって例えばトラッ
クピッチは狭められていく。すなわち、隣接する記録トラック同士の間隔は狭められる。
こうして記録トラック同士の間隔が狭められていくと、書き込み素子や読み出し素子すな
わちヘッドスライダは一層高い精度で位置決めされなければならない。特に、こういった
精度の向上にあたって前述のランプ部材が利用されれば、ＨＤＤの組立工程の複雑化は確
実に回避されることができる。
【０００５】
本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、一層の記録密度の向上に大いに貢献するこ
とができる記録媒体駆動装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、記録媒体と、前記記録媒体の表面に向き
合わせられるヘッドスライダと、先端で前記ヘッドスライダを支持するヘッドアクチュエ
ータと、前記ヘッドアクチュエータの先端を受け止め、前記記録媒体から離れた位置に前
記ヘッドスライダを保持するランプ部材と、前記ランプ部材に形成されて、前記記録媒体
の表面に向き合わせられる整流面に、前記記録媒体との間に規定される相対移動方向に交
差する方向に延びる複数の溝または突片または段差を有する整流板とを備えることを特徴
とする記録媒体駆動装置が提供される。
【０００７】
記録媒体の移動が引き起こされると、記録媒体の表面に沿って気流が生成される。気流の
乱れは整流板の働きで十分に抑制される。こうして気流の乱れが抑制されると、ヘッドス
ライダの揺れは抑え込まれる。ヘッドスライダは目的の位置に高い精度で位置決めされる
ことができる。その一方で、気流が乱れると、ヘッドスライダの位置決めは妨げられてし
まう。こういった記録媒体駆動装置は一層の記録密度の向上に大いに貢献することができ
る。気流の乱れの抑制にあたって、整流板は、記録媒体上に規定されるデータゾーンに向
き合わせられることが望まれる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。
【００１６】
図１は、本発明の第１実施形態に係る磁気記録媒体駆動装置の一具体例すなわちハードデ
ィスク駆動装置（ＨＤＤ）１１の内部構造を概略的に示す。このＨＤＤ１１は、例えば平
たい直方体の内部空間を区画する箱形の筐体本体１２を備える。収容空間には、記録媒体
としての１枚以上の磁気ディスク１３が収容される。磁気ディスク１３はスピンドルモー
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タ１４の回転軸に装着される。スピンドルモータ１４は例えば７２００ｒｐｍや１０００
０ｒｐｍといった高速度で磁気ディスク１３を回転させることができる。筐体本体１２に
は、筐体本体１２との間で収容空間を密閉する蓋体すなわちカバー（図示されず）が結合
される。
【００１７】
磁気ディスク１３の表面には、最内周記録トラック１５と最外周記録トラック１６との間
にデータゾーン１７が区画される。データゾーン１７には同心円状に記録トラックが描か
れる。最内周記録トラック１５の内側や最外周記録トラック１６の外側に区画される非デ
ータゾーンには情報すなわちデータは記録されない。
【００１８】
収容空間にはヘッドアクチュエータ１８がさらに収容される。このヘッドアクチュエータ
１８は、垂直方向に延びる支軸１９に回転自在に連結される。ヘッドアクチュエータ１８
は、支軸１９から水平方向に延びる複数のアクチュエータアーム２１と、各アクチュエー
タアーム２１の先端に取り付けられてアクチュエータアーム２１から前方に延びる弾性サ
スペンション２２とを備える。アクチュエータアーム２１には所定の剛性が与えられる。
こういったアクチュエータアーム２１は、例えばステンレス板から打ち抜き加工に基づき
成型されてもよく、アルミニウム材料から押し出し加工に基づき成型されてもよい。アク
チュエータアーム２１は磁気ディスク１３の表面および裏面ごとに設置される。
【００１９】
アクチュエータアーム２１は、図１から明らかなように、磁気ディスク１３の静止時に所
定の静止位置に位置決めされる。この静止位置では、弾性サスペンション２２の先端は磁
気ディスク１３の外縁よりも外側に位置決めされる。アクチュエータアーム２１は静止位
置から支軸１９回りで揺動する。こうしてアクチュエータアーム２１が支軸１９回りで揺
動すると、弾性サスペンション２２の先端は最内周記録トラック１５と最外周記録トラッ
ク１６との間でデータゾーン１７を横切ることができる。データゾーン１７の横断中、ア
クチュエータアーム２１は媒体対向面で磁気ディスク１３に向き合わせられる。アクチュ
エータアーム２１の揺動は例えばボイスコイルモータ（ＶＣＭ）といった動力源２３の働
きを通じて実現されればよい。
【００２０】
弾性サスペンション２２の先端では、いわゆるジンバルばね（図示されず）の働きで浮上
ヘッドスライダ２４が片持ち支持される。浮上ヘッドスライダ２４には、磁気ディスク１
３の表面に向かって弾性サスペンション２２から押し付け力が作用する。磁気ディスク１
３の回転に基づき磁気ディスク１３の表面で生成される気流の働きで浮上ヘッドスライダ
２４には浮力が作用する。弾性サスペンション２２の押し付け力と浮力とのバランスで磁
気ディスク１３の回転中に比較的に高い剛性で浮上ヘッドスライダ２４は浮上し続けるこ
とができる。こうした浮上ヘッドスライダ２４の浮上中に、前述のようにアクチュエータ
アーム２１が揺動すると、浮上ヘッドスライダ２４は磁気ディスク１３上の所望の記録ト
ラックに位置決めされることができる。アクチュエータアーム２１が静止位置に位置決め
されると、浮上ヘッドスライダ２４は最外周記録トラック１６を越えて磁気ディスク１３
から外れた位置に到達する。
【００２１】
浮上ヘッドスライダ２４にはいわゆる磁気ヘッドすなわち電磁変換素子（図示されず）が
搭載される。この電磁変換素子は、例えば、薄膜コイルパターンで生成される磁界を利用
して磁気ディスク１３に情報を書き込む薄膜磁気ヘッドといった書き込み素子（図示され
ず）と、スピンバルブ膜やトンネル接合膜の抵抗変化を利用して磁気ディスク１３から情
報を読み出す巨大磁気抵抗効果素子（ＧＭＲ）やトンネル接合磁気抵抗効果素子（ＴＭＲ
）といった読み出し素子（図示されず）とで構成されればよい。
【００２２】
弾性サスペンション２２の先端には、弾性サスペンション２２の先端からさらに前方に延
びるロードバー２５が固定される。ロードバー２５は、アクチュエータアーム２１の揺動
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に基づき磁気ディスク１３の半径方向に移動することができる。ロードバー２５の移動経
路上には磁気ディスク１３の外側でランプ部材２６が配置される。アクチュエータアーム
２１が静止位置に位置決めされると、ランプ部材２６はロードバー２５を受け止めること
ができる。ロードバー２５およびランプ部材２６は、後述されるように、協働していわゆ
るロード／アンロード機構を構成する。ランプ部材２６は例えば硬質プラスチック材料か
ら成型されればよい。
【００２３】
図２に示されるように、ランプ部材２６は、筐体本体１２の底板に例えばねじ留めされる
取り付け台２８と、この取り付け台２８から水平方向に磁気ディスク１３の回転軸に向か
って延びる滑り台２９とを備える。図３から明らかなように、滑り台２９は最外周記録ト
ラック１６の外側で磁気ディスク１３上の非データゾーンに向き合わせられる。滑り台２
９の先端は非データゾーン上の空間内に留められる。隣接する磁気ディスク１３同士の間
では磁気ディスク１３ごとに滑り台２９が収容される。
【００２４】
各滑り台２９には、滑り台２９の先端から磁気ディスク１３の半径方向外側に向かって広
がる傾斜面３１が規定される。この傾斜面３１は、磁気ディスク１３の半径方向外側に向
かうにつれて磁気ディスク１３の表面から徐々に遠ざかる。傾斜面３１の外端には、同様
に磁気ディスク１３の半径方向外側に向かって延びる誘導路３２が接続される。誘導路３
２の外端には窪み３３が接続される。
【００２５】
ランプ部材２６は、取り付け台２８から水平方向に磁気ディスク１３の回転軸に向かって
延びる整流板３４を備える。図３から明らかなように、整流板３４の先端は滑り台２９の
先端よりも磁気ディスク１３の回転軸に近づく。整流板３４は、磁気ディスク１３の表面
に平行に広がる整流面３４ａで磁気ディスク１３のデータゾーン１７に向き合わせられる
。整流面３４ａの詳細は後述される。隣接する磁気ディスク１３同士の間では２つの滑り
台２９に対して１整流板３４が配置されればよい。こういった整流板３４はその表裏面に
規定される整流面３４ａ、３４ａで個々の磁気ディスク１３、１３に向き合わせられれば
よい。整流板３４は各滑り台２９に連続してもよく取り付け台２８に連続してもよい。磁
気ディスク１３の円周方向に沿って測定される整流板３４の横幅は滑り台２９や傾斜面３
１のそれよりも大きく設定される。
【００２６】
図２に示されるように、ランプ部材２６では、滑り台２９に隣接して受け止め台３５が規
定される。この受け止め台３５には、誘導路３２や窪み３３に並列に延びる受け面３５ａ
が規定される。受け止め台３５の表裏に１対の受け面３５ａが規定されればよい。
【００２７】
いま、磁気ディスク１３の回転が停止する場面を想定する。情報の書き込みや読み出しが
完了すると、動力源２３は静止位置に向けて順方向にアクチュエータアーム２１を駆動す
る。図４に示されるように、浮上ヘッドスライダ２４が最外周記録トラック１６を越えて
非データゾーンすなわちランディングゾーンに向き合うと、ロードバー２５は滑り台２９
の傾斜面３１に接触する。さらにアクチュエータアーム２１が揺動すると、ロードバー２
５は傾斜面３１を登っていく。ロードバー２５が傾斜面３１を登るにつれて、浮上ヘッド
スライダ２４は磁気ディスク１３の表面から徐々に遠ざかっていく。こうしてロードバー
２５はランプ部材２６に受け止められる。アクチュエータアーム２１が完全に静止位置に
位置決めされると、ロードバー２５は窪み３３に受け入れられる。浮上ヘッドスライダ２
４は受け止め台３５の受け面３５ａに受け止められる。磁気ディスク１３の回転は停止す
る。こうしてロードバー２５はランプ部材２６上に保持されることから、無風状態にも拘
わらず磁気ディスク１３に対する浮上ヘッドスライダ２４の衝突や接触は回避されること
ができる。磁気ディスク１３の表面に広がる潤滑剤と浮上ヘッドスライダ２４との吸着は
効果的に阻止されることができる。
【００２８】
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ＨＤＤ１１が情報の書き込みや読み出しといった指令を受け取ると、まず、磁気ディスク
１３の回転が始まる。磁気ディスク１３の回転が定常状態に達すると、動力源２３は前述
の順方向とは反対の逆方向にアクチュエータアーム２１を駆動し始める。ロードバー２５
は窪み３３から傾斜面３１に向かって進んでいく。さらにアクチュエータアーム２１が揺
動すると、ロードバー２５は傾斜面３１を下っていく。
【００２９】
こうしてロードバー２５が傾斜面３１を下っていく間に浮上ヘッドスライダ２４は磁気デ
ィスク１３の表面に向き合う。浮上ヘッドスライダ２４には、磁気ディスク１３の表面に
沿って生成される気流に基づき浮力が付与される。その後、アクチュエータアーム２１が
さらに揺動すると、ロードバー２５は傾斜面３１すなわちランプ部材２６から離脱する。
磁気ディスク１３が定常状態で回転する結果、ランプ部材２６に支えられなくても浮上ヘ
ッドスライダ２４は磁気ディスク１３の表面から浮上し続けることができる。
【００３０】
以上のようなＨＤＤ１１では、磁気ディスク１３の回転中に磁気ディスク１３に沿って気
流が生成される。気流の乱れは整流板３４の働きで十分に抑制される。こうして気流の乱
れが抑制されると、浮上ヘッドスライダ２４の揺れは抑え込まれる。浮上ヘッドスライダ
２４は目的の記録トラックに対して高い精度で位置決めされることができる。その一方で
、気流が乱れると、浮上ヘッドスライダ２４の位置決めは妨げられてしまう。しかも、整
流板３４の働きで気流が整流されると、回転中の磁気ディスク１３の撓みすなわち振動は
抑制されることができる。その結果、位置決めの精度は一層高められることができる。こ
ういったＨＤＤ１１は一層の記録密度の向上に大いに貢献することができる。
【００３１】
特に、前述のＨＤＤ１１では、整流板３４の配置にあたってランプ部材２６が利用される
。整流板３４およびランプ部材２６は１部品として取り扱われることができる。したがっ
て、整流板３４の付加にも拘わらずＨＤＤ１１の組立工程の複雑化は極力回避されること
ができる。ＨＤＤ１１は効率的に生産されることができる。こういったランプ部材２６の
実現にあたって、取り付け台２８、滑り台２９および整流板３４は例えば１樹脂材料から
一体に成型されればよい。その他、整流板３４は、取り付け台２８や滑り台２９の材料と
は異なる材料から構成されてもよい。こういった場合には整流板３４は樹脂材料や金属材
料から構成されればよい。ランプ部材２６の成型時に整流板３４はランプ部材２６内に鋳
込まれればよい。
【００３２】
前述の整流板３４では整流面３４ａに所定の模様が刻まれてもよい。こういった模様は、
例えば図５に示されるように、磁気ディスク１３および整流板３４の相対移動に基づき確
立される相対移動方向すなわち円周方向に延びる溝３７で構成されればよい。こういった
整流面３４ａによれば、磁気ディスク１３の表面で気流は一層効果的に整流されることが
できる。その他、模様は、例えば図６に示されるように、相対移動方向すなわち円周方向
に延びる突片３８で構成されてもよい。
【００３３】
以上のような溝３７や突片３８に代えて、整流面３４ａには、例えば図７に示されるよう
に、相対移動方向基準線３９上で交差する傾斜線対４１、４１に基づき所定の模様が確立
されてもよい。相対移動方向基準線３９は、磁気ディスク１３および整流板３４の間で確
立される相対移動方向に基づき設定されればよい。こういった模様は、例えば図８に示さ
れるように、傾斜線対４１、４１に基づき形成される溝４２で構成されればよい。模様で
は、例えば図９に示されるように、溝４２に代えて突片４３が用いられてもよい。その他
、例えば図１０に示されるように、模様では、傾斜線対４１、４１に基づき段差４４が形
成されてもよい。
【００３４】
本発明者は、以上のような整流板３４の効果を検証した。検証にあたって本発明者は７台
の２．５インチ型ＨＤＤ１１を用意した。個々のＨＤＤ１１には２枚の磁気ディスク１３
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が組み込まれた。各磁気ディスク１３の表裏面に浮上ヘッドスライダ２４は向き合わせら
れた。磁気ディスク１３の回転中に各浮上ヘッドスライダ２４の半径方向ずれ量は測定さ
れた。測定にあたって浮上ヘッドスライダ２４は最外周記録トラック１６および最内周記
録トラック１５、両者の半径方向中間位置に位置決めされた。磁気ディスク１３の回転速
度は５４００ｒｐｍに設定された。測定環境は摂氏６５度に設定された。７台のＨＤＤ１
１に基づき半径方向ずれ量の平均値は算出された。
【００３５】
個々のＨＤＤ１１ごとに３種類のランプ部材は用意された。本発明の第１具体例では、磁
気ディスク１３の外周から回転中心に向かって整流板３４に４［ｍｍ］の長さが確保され
た。本発明の第２具体例では、磁気ディスク１３の外周から回転中心に向かって整流板３
４に１０［ｍｍ］の長さが確保された。いずれの場合でも整流板３４の整流面３４ａと磁
気ディスク１３との間隔は０．４［ｍｍ］に設定された。ただし、整流面３４ａに模様は
描かれなかった。同時に本発明者は比較例を用意した。この比較例では従来通りに整流板
３４の形成は省略された。
【００３６】
図１１に示されるように、磁気ディスク１３の外周域では整流板３４の働きに基づき浮上
ヘッドスライダ２４の位置ずれが抑制されることが確認された。特に、磁気ディスク１３
同士の間に配置される第２および第３ヘッドでは整流板３４の働きで浮上ヘッドスライダ
２４の位置決めの精度が大きく改善することが確認された。なお、浮上ヘッドスライダ２
４は、筐体本体１２の底板からカバーに向かって第１～第４ヘッドと名称付けされた。
【００３７】
図１２には、磁気ディスク１３の半径方向中間位置で測定された浮上ヘッドスライダ２４
の半径方向ずれ量が示される。同様に、図１３には、最外周記録トラック１６に位置決め
された浮上ヘッドスライダ２４の半径方向ずれ量が示される。図１２および図１３から明
らかなように、整流板３４は磁気ディスク１３の外周域に向き合わせられるにも拘わらず
、半径方向中間位置や磁気ディスク１３の内周域でも同様に浮上ヘッドスライダ２４の位
置ずれは抑制されることが確認された。すなわち、整流板３４の働きで磁気ディスク１３
の撓みが抑制される結果、半径方向中間位置や磁気ディスク１３の内周域でも浮上ヘッド
スライダ２４の位置決めの精度は改善することが容易く想像される。
【００３８】
（付記１）　記録媒体と、記録媒体の表面に向き合わせられるヘッドスライダと、先端で
ヘッドスライダを支持するヘッドアクチュエータと、ヘッドアクチュエータの先端を受け
止め、記録媒体から離れた位置にヘッドスライダを保持するランプ部材と、ランプ部材に
形成されて、記録媒体の表面に向き合わせられる整流板とを備えることを特徴とする記録
媒体駆動装置。
【００３９】
（付記２）　付記１に記載の記録媒体駆動装置において、前記整流板は、前記記録媒体上
に規定されるデータゾーンに向き合わせられることを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００４０】
（付記３）　付記２に記載の記録媒体駆動装置において、前記整流板は、所定の模様に刻
まれる整流面で記録媒体の表面に向き合わせられることを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００４１】
（付記４）　記録媒体駆動装置の筐体に固定される取り付け台と、取り付け台から記録媒
体に向かって延び、先端に向かうにつれて記録媒体に近づく傾斜面を規定する滑り台と、
取り付け台および滑り台の少なくともいずれかから延び、記録媒体の表面に向き合わせら
れる整流板とを備えることを特徴とする記録媒体駆動装置用ランプ部材。
【００４２】
（付記５）　付記４に記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において、前記整流板は、前
記記録媒体上に規定されるデータゾーンに向き合わせられることを特徴とする記録媒体駆
動装置用ランプ部材。
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【００４３】
（付記６）　付記５に記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において、前記整流板は、所
定の模様に刻まれる整流面で記録媒体の表面に向き合わせられることを特徴とする記録媒
体駆動装置用ランプ部材。
【００４４】
（付記７）　付記６に記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において、前記模様は、記録
媒体および整流板の間で両者の相対移動に基づき設定される相対移動方向に沿って延びる
溝を含むことを特徴とする記録媒体駆動装置用ランプ部材。
【００４５】
（付記８）　付記６に記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において、前記模様は、記録
媒体および整流板の間で両者の相対移動に基づき設定される相対移動方向に沿って延びる
突片を含むことを特徴とする記録媒体駆動装置用ランプ部材。
【００４６】
（付記９）　付記６に記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において、前記模様は、記録
媒体および整流板の間で設定される相対移動方向基準線上で交差する傾斜線対で規定され
る溝を含むことを特徴とする記録媒体駆動装置用ランプ部材。
【００４７】
（付記１０）　付記６に記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において、前記模様は、記
録媒体および整流板の間で設定される相対移動方向基準線上で交差する傾斜線対で規定さ
れる突片を含むことを特徴とする記録媒体駆動装置用ランプ部材。
【００４８】
（付記１１）　付記６に記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において、前記模様は、記
録媒体および整流板の間で設定される相対移動方向基準線上で交差する傾斜線対で規定さ
れる段差を含むことを特徴とする記録媒体駆動装置用ランプ部材。
【００４９】
（付記１２）　付記９～１１のいずれかに記載の記録媒体駆動装置用ランプ部材において
、前記傾斜線対は前記相対移動方向基準線に沿って配列されることを特徴とする記録媒体
駆動装置用ランプ部材。
【００５０】
（付記１３）　記録媒体と、記録媒体の表面に向き合わせられるヘッドスライダと、先端
でヘッドスライダを支持し、支軸回りで揺動するヘッドアクチュエータと、ヘッドアクチ
ュエータの支軸を基準にヘッドスライダの移動経路よりも半径方向外側で記録媒体の表面
に向き合わせられる整流板とを備えることを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５１】
（付記１４）　付記１３に記載の記録媒体駆動装置において、前記整流板は、前記記録媒
体上に規定されるデータゾーンに向き合わせられることを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５２】
（付記１５）　付記１４に記載の記録媒体駆動装置において、前記整流板は、所定の模様
に刻まれる整流面で記録媒体の表面に向き合わせられることを特徴とする記録媒体駆動装
置。
【００５３】
（付記１６）　付記１５に記載の記録媒体駆動装置において、前記模様は、記録媒体およ
び整流板の間で両者の相対移動に基づき設定される相対移動方向に沿って延びる溝を含む
ことを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５４】
（付記１７）　付記１５に記載の記録媒体駆動装置において、前記模様は、記録媒体およ
び整流板の間で両者の相対移動に基づき設定される相対移動方向に沿って延びる突片を含
むことを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５５】
（付記１８）　付記１５に記載の記録媒体駆動装置において、前記模様は、記録媒体およ
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び整流板の間で設定される相対移動方向基準線上で交差する傾斜線対で規定される溝を含
むことを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５６】
（付記１９）　付記１５に記載の記録媒体駆動装置において、前記模様は、記録媒体およ
び整流板の間で設定される相対移動方向基準線上で交差する傾斜線対で規定される突片を
含むことを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５７】
（付記２０）　付記１５に記載の記録媒体駆動装置において、前記模様は、記録媒体およ
び整流板の間で設定される相対移動方向基準線上で交差する傾斜線対で規定される段差を
含むことを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５８】
（付記２１）　付記１８～２０のいずれかに記載の記録媒体駆動装置において、前記傾斜
線対は前記相対移動方向基準線に沿って配列されることを特徴とする記録媒体駆動装置。
【００５９】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、記録媒体の表面に沿って生じる気流の乱れは整流板の働き
で十分に抑制されることができる。こういった整流板が組み込まれる記録媒体駆動装置は
一層の記録密度の向上に大いに貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係るハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）の構造を概略的
に示す平面図である。
【図２】　ランプ部材の拡大斜視図である。
【図３】　図１の３－３線に沿ったＨＤＤの部分拡大断面図であって、整流板の構造を概
略的に示す図である。
【図４】　図１の４－４線に沿ったＨＤＤの部分拡大断面図であって、ランプ部材の構造
および機能を概略的に示す図である。
【図５】　整流面に刻まれる模様の一具体例を概略的に示す整流板の拡大斜視図である。
【図６】　整流面に刻まれる模様の他の具体例を概略的に示す整流板の拡大斜視図である
。
【図７】　整流面に刻まれる模様の他の具体例を模式的に示す整流板の拡大平面図である
。
【図８】　傾斜線対に基づき整流面に刻まれる模様の一具体例を概略的に示す整流板の拡
大斜視図である。
【図９】　傾斜線対に基づき整流面に刻まれる模様の他の具体例を概略的に示す整流板の
拡大斜視図である。
【図１０】　傾斜線対に基づき整流面に刻まれる模様のさらに他の具体例を概略的に示す
整流板の拡大斜視図である。
【図１１】　磁気ディスクの外周域に位置決めされる浮上ヘッドスライダの半径方向ずれ
量の平均値を示すグラフである。
【図１２】　磁気ディスクの半径方向中間域に位置決めされる浮上ヘッドスライダの半径
方向ずれ量の平均値を示すグラフである。
【図１３】　磁気ディスクの内周域に位置決めされる浮上ヘッドスライダの半径方向ずれ
量の平均値を示すグラフである。
【符号の説明】
１１　記録媒体駆動装置（ハードディスク駆動装置）、１３　記録媒体（磁気ディスク）
、１７　データゾーン、１８　ヘッドアクチュエータ、２４　ヘッドスライダ、２６　ラ
ンプ部材、２８　取り付け台、２９　滑り台、３１　傾斜面、３４　整流板、３４ａ　整
流面、３７　溝、３８　突片、３９　相対移動方向基準線、４１　傾斜線対、４２　溝、
４３　突片、４４　段差。
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