
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転駆動される光ディスクの半径方向に移動して、前記光ディスク上に主情報として形
成される第１記録領域を読み取るための光ピックアップと、
　前記光ディスクの前記第１記録領域の内 側にある第２記録領域に対向する位置で、か
つ、前記光ディスクの中心を基準として前記光ピックアップが移動する半径方向の径を中
心として左右６０度以内の領域を除く場所に位置し、前記第２記録領域に記録される副情
報を読み取る光センサと、
　 前記光
センサから出射される光に対向する位置に開口部を有するカバー部材と、を有し、
　前記光センサは、前記光ディスクを回転駆動する スピンドルモータの取り付け部材
に、高さ調整を行うスペーサ部材を介して設置され、且つ前記光センサの信号を伝達する
通電手段の上に実装されていることを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
　前記通電手段は、前記スピンドルモータの駆動回路基板であることを特徴とする請求項
１に記載の光ディスク装置。
【請求項３】
　回転駆動される光ディスクの半径方向に移動して、前記光ディスク上に主情報として形
成される第１記録領域を読み取るための光ピックアップと、
　前記光ディスクの前記第１記録領域の内 側にある第２記録領域に対向する位置で、か
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つ、前記光ディスクの中心を基準として前記光ピックアップが移動する半径方向の径を中
心として左右６０度以内の領域を除く場所に位置し、前記第２記録領域に記録される副情
報を読み取る光センサと、
　 前記光
センサから出射される光に対向する位置に開口部を有するカバー部材と、を有し、
　前記光センサは、前記光ディスクを回転駆動する スピンドルモータの取り付け部材
又は前記光ピックアップを保持するシャーシに設置され、且つ前記光センサの信号を伝達
する通電手段の上に実装されていることを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスク装置に係り、特に、光ディスクの第１の記録領域に主情報が記録
されており、更に第１の記録領域の内周側の第２の記録領域に副情報が記録されている光
ディスクに対し、前記主情報および副情報を選択的に再生することができる

に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光ディスクに記録されている情報を光ディスク装置の光ピックアップで読み取る
ためには、光ピックアップの対物レンズから出射されるレーザの可動範囲が光ディスクの
情報の存在する半径方向の位置を網羅するように構成する必要がある。例えば、特許文献
１に開示されている技術においては、光ディスクの通常の記録層（主情報）の内周側に、
主情報とは異種の特定情報（副情報）が記録されている場合に、上述したように、光ピッ
クアップのレーザの出射位置が、光ディスクの半径方向において主情報が存在する領域の
みならず特定情報（副情報）の存在する領域にまで及ぶように構成する必要がある（例え
ば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－１０１６６８号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上述した従来の技術において、レーザの出射位置を拡張し、光ディスクの通常
の情報記録領域よりも内周側に記録されている特定情報の読取りを可能にするためには、
光ピックアップおよびディスク回転モータ（スピンドルモータ）等の形状変更が必要にな
る。特に、スリム型の光ディスクドライブ等の省スペース化が必須の光ディスク装置にお
いては、スペース上の制約がかなり厳しくなる
　本発明の目的は、光ピックアップやスピンドルモータの形状変更を強いることなく、ス
リム型の光ディスクドライブ等にも好適であり、光ディスクの通常の情報記録領域よりも
内周側の特定情報を読み取り可能な を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上述した課題を解決するために本発明の光ディスク装置は、回転駆動される光ディスク
の半径方向に移動して、前記光ディスク上に主情報として形成される第１記録領域を読み
取るための光ピックアップと、前記光ディスクの前記第１記録領域の内側にある第２記録
領域に対向する位置で、かつ、前記光ディスクの中心を基準として前記光ピックアップが
移動する半径方向の径を中心として左右６０度以内の領域を除く場所に位置し、前記第２
記録領域に記録される副情報を読み取る光センサと、

前記光センサから出射される光に対向する位
置に開口部を有するカバー部材と、を有し、前記光センサは、前記光ディスクを回転駆動
する スピンドルモータの取り付け部材に、高さ調整を行うスペーサ部材を介して設置
され、且つ前記光センサの信号を伝達する通電手段の上に実装されていることを特徴とす
る。
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【０００５】
　このため、 とは別に、副情報の読取り用に固定配置された

を設けたことにより、光ピックアップやスピンドルモータの形状変更を強いることなく
、スリム型の光ディスクドライブ等にも好適な、 を提供することができる
。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明を用いることにより、光ピックアップやスピンドルモータの形状変更を強いるこ
となく、スリム型の光ディスクドライブ等にも好適な、光ディスクの通常の情報記録領域
よりも内周側の特定情報を読み取り可能な を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
【０００８】
　図１ のパーソナルコンピュータを示した模式図である。パーソナルコンピ
ュータ３０は、例えばＤＶＤドライブ等の のスリム型光ディスク装置３２（図におい
ては光ディスク装置のトレイが出ている状態を示している）を搭載している。この

３０には、光ディスク装置３２ 光ディスクに記録するための情報や 光ディスク
から再生した情報を記憶する半導体メモリやハードディスク装置と、光ディスク
への情報の記録や再生を指示すると共に、これらの情報を処理するためのＣＰＵ

等を備えている。特に本発明 、光ディスクの主情報と副情報を選択的に、つま
り別々にも、また同時にも取り扱うことができる。
【０００９】
　光ディスク装置３２は、図２に示すように、 ボタン３４を備えており、この

ボタン３４を押下する等により、ドロワー部が図３に示すように射出される。
【００１０】
　当該ドロワー部は、図４に示すように、図中破線で示す光ディスク装置の駆動回路基板
部９と、図中楕円で囲んだメカユニット８とから構成される。また、メカユニット８には
本発明の第１の読取手段に該当する光ピックアップ（ＰＵＨ）２が設けられ、光ピックア
ップ２はディスク回転モータ（スピンドルモータ）１を中心とした半径方向であるα方向
に駆動される。
【００１１】
　メカユニット８は、図５に示すように、スピンドルモータ１と、光ピックアップ２と、
本発明で新たに搭載した第２の読取手段に該当する、光ディスクの内周部の特定情報等を
読み取るための光センサ４と、スピンドルモータ１、光ピックアップ２および光ピックア
ップ２を駆動させる機構等を保持するシャーシ６と、これらのメカ部を覆うためのカバー
部材７と、読み取りレーザを射出するため光ピックアップ２に搭載されている対物レンズ
１０とから構成されている。なお、メカユニット８は、フレキシブルケーブル（ＦＰＣ）
１４によって、光ディスク装置３２の所定の回路基板に接続される。
【００１２】
　ここで、カバー部材７の光センサ４に対向する部分には開口部が設けられ、光センサ４
の光射出に支障が出ないように構成している。このように、必要最小限の開口部を設ける
ことにより、カバー部材７の強度低下を防止することができる。
【００１３】
　次に、本発明で新たに搭載した光センサ４の構成について、図６を参照して説明する。
図６は、メカユニット８を図５とは反対側（裏面）から見た平面図である。
【００１４】
　また、この平面図はスピンドルモータ１の中心を基準として示されている。そして、径
方向は、スピンドルモータ１の中心と光ピックアップ２に搭載されている対物レンズ１０
の中心とを結んだ半径方向の径βを中心線として示している。この径βを中心線として左
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右６０度の範囲（合計１２０度の範囲）以外、つまり光ピックアップ２が移動する半径方
向と１８０度逆方向の径を中心線として左右に各１２０度の領域内であって、かつ、スピ
ンドルモータ１の中心から半径Ｒ１７～半径Ｒ２３の範囲内、すなわち、斜線で示した範
囲内に光センサ４を配置する。この斜線の範囲内に光センサ４を設置することにより、光
ピックアップ２からのレーザと干渉せずに、また半径Ｒ１７～半径Ｒ２３に設置すること
により光ディスクの通常の情報記録領域よりも更に内周側に記録された特定情報を大抵の
場合に読み取ることができる。ここで、光ディスクの内周部の特定情報とは、例えば、光
ディスクの通常であれば透明な素材となっている部分に記録されている情報であり、光デ
ィスクへの記録あるいは再生動作を制御するための制御情報や、主情報の種類やコンテン
スを示すための付属情報等、様々な副情報として利用することができる。なお、本発明の
実施形態では、径βを中心として左右６０度の範囲以外の範囲としたが、光ピックアップ
２に対し十分な距離を与え、光センサ４および光ピックアップ２のいずれからも他方に干
渉しないように、より安全に配置するには、径βを中心線としてとして左右９０度～１６
０度の範囲に設置することが好ましい。
【００１５】
　また図７に示すように、スピンドルモータ１の取り付け機構は、駆動回路基板１６と、
この駆動回路基板１６と光ディスク装置３２の回路系とを接続するためのフレキシブルケ
ーブル１４と、光センサ４を適当な高さに設置するためのスペーサ部材１２と、スペーサ
部材１２上に配置され、光センサ４と駆動回路基板１６とを接続するためのフレキシブル
ケーブル１３と、スピンドルモータ１の取付板１１とから構成される。
【００１６】
　すなわち、光センサ４は、フレキシブルケーブル１３上に実装され、スピンドルモータ
１の取付板１１上に、光センサ４が光ディスク上の情報を検知するのに必要な位置と高さ
になるように取付板１１にネジ止め等で固定されたスペーサ部材１２上に位置決め固定さ
れると共に、フレキシブルケーブル１３は、スピンドルモータ１の駆動回路基板１６また
はフレキシブルケーブル１４に半田付け等で接続され、光センサ４に通電、動作する。
【００１７】
　また、光センサ４は、例えば図８に示すように、出光部４ａ、受光部４ｃ、出光部４ａ
と受光部４ｃとの光の干渉を防ぐための隔離部４ｂを備えている。出光部４ａから出た光
は、光ディスク３０で反射し、受光部４ｃで受光される。なお、光センサ４は、出光部４
ａと受光部４ｃとが１つとなった構成としてもよい。
【００１８】
　図７に示した実施形態では、光センサ４を実装するフレキシブルケーブル１３と、スピ
ンドルモータ１の駆動回路基板１６またはフレキシブルケーブル１４は分離した構造であ
るが、これらを一体的に形成するようにしてもよい。この場合、製造工数・コスト面に関
して有利となる。
【００１９】
　次に、本発明の実施形態に係る別の実施形態を図９に示す。
【００２０】
　当該実施形態では、光センサ４を実装するフレキシブルケーブルを使用せずに光センサ
４を検知に必要な高さに設置できるように基板１５を実装する。この基板１５は、駆動回
路基板１６またはフレキシブルケーブル１４に実装し、光センサ４に通電、動作させる。
このような構成とすることで、図７に示したフレキシブルケーブル１３を使用しなくても
基板１５を通して光センサ４を通電させることができ、製造工数や部品点数の削減等が可
能となる。
【００２１】
　また、さらに別の実施形態としては、以下のような構成が考えられる。上述した実施形
態では、スピンドルモータ１に光センサ４を搭載した構成となっているが、メカユニット
８の構成部材であるシャーシ６に光センサ４を実装した基板またはフレキシブルケーブル
を取付け、これをスピンドルモータ１の駆動回路またはフレキシブルケーブル、あるいは
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、光ディスクドライブの駆動回路に接続し、光センサ４に通電、動作させることも可能で
ある。以下、光センサ４をシャーシ６に搭載する場合の構成を図１０～図１３を参照して
説明する。なお、シャーシ６部分については合わせて図５も参照されたい。
【００２２】
　図１０に示すように、図１０何も搭載されていないシャーシ６上の光センサ用孔４ｄに
接合するように、光センサ４、フレキシブルケーブル１３、固定 ２０、固定ネジ２１の
順に設置する。図１２は、シャーシ６の裏面から見た斜視図である。シャーシ６上に光セ
ンサ４、フレキシブルケーブル１３、固定 ２０、固定ネジ２１の順に設置した後は、図
１１に示すような状態となる。なお、図１３は、シャーシ６の裏面から見た斜視図である
。
【００２３】
　以上説明したように、本発明の上記各実施形態によれば、光ディスクの通常の情報記録
領域よりも内周側の特定情報を読み取るために、光ピックアップとは別に光センサを設け
たことにより、光ピックアップの可動範囲を拡張させることなく、よって光ピックアップ
やスピンドルモータの形状変更を行うことなく、スリム型の光ディスクドライブ等にも好
適な、光ディスク装置を提供することができる。また、光センサを固定とし、その最適な
配置を行うことにより、構成を複雑化することなく、省スペース性を維持した構造となっ
ている。
【００２４】
　更には、光ピックアップと光センサを別個に設けることにより、光ピックアップによっ
て主情報の読み取りや記録を行っている最中にも、光センサによって特定情報（副情報）
を読み取ることができるため、例えば副情報によって主情報の再生や記録を制御する必要
がある場合には、主情報の再生や記録を中断することなく、リアルタイムに制御すること
が可能になる。
【００２５】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に関する情報処理装置であるパーソナルコンピュータを示した
模式図。
【図２】本発明の実施形態に関する光学ドライブを示した模式図。
【図３】本発明の実施形態に関する光学ドライブからドロワー部が射出した状態を示した
模式図。
【図４】本発明の実施形態に関する光学ドライブのドロワー部を示した模式図。
【図５】本発明の実施形態に関する光学ドライブのメカユニットを示した模式図。
【図６】本発明の実施形態に関する光学ドライブの光センサ等の配置を示した模式図。
【図７】本発明の実施形態に関するスピンドルモータの構成を示した斜視図。
【図８】本発明の実施形態に関する光センサの構成を示した斜視図。
【図９】本発明の別の実施形態に関するスピンドルモータの構成を示した斜視図。
【図１０】本発明の別の実施形態に関する光センサをシャーシ部分に搭載した場合の構成
を示した斜視図。
【図１１】本発明の別の実施形態に関する光センサをシャーシ部分に搭載した場合の構成
を示した斜視図。
【図１２】本発明の別の実施形態に関する光センサをシャーシ部分に搭載した場合の構成
を示した斜視図。
【図１３】本発明の別の実施形態に関する光センサをシャーシ部分に搭載した場合の構成
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を示した斜視図。
【符号の説明】
【００２７】
１…スピンドルモータ、２…光ピックアップ、４…光センサ、６…シャーシ、７…カバー
部材、８…メカユニット、９…駆動回路基板部、１０…レンズ、１１…取付板、１２…ス
ペーサ部材、１３…フレキシブルケーブル、１４…フレキシブルケーブル、１５…基板、
１６…駆動回路基板、３０…パーソナルコンピュータ、３２…光ディスク装置、３４…イ
ジャクトボタン

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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