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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿入排出用開口を有する固定フレー
ムと、
　前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に配設され、ディスク状記録媒体の挿入
動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク挿入排出用開口の少なくとも一部を閉
鎖可能に構成されたディスクガイドと、
　前記固定フレームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で
配置され、ディスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティング
ユニットを具備し、
　前記フローティングユニットは、ディスク状記録媒体をディスクガイドに押し付けて自
転し、当該ディスク状記録媒体を所望の位置に搬送するローラアームを有するディスク搬
送部を備え、前記ディスク搬送部がディスク状記録媒体を記録再生位置に搬送したとき、
前記ローラアームが回動若しくは移動して、前記ディスクガイドにより前記ディスク挿入
排出用開口の少なくとも一部を閉鎖することを特徴とするディスク装置。
【請求項２】
　ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿入排出用開口を有する固定フレー
ムと、
　前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に配設され、ディスク状記録媒体の挿入
動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク挿入排出用開口の少なくとも一部を閉
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鎖可能に構成されたディスクガイドと、
　前記固定フレームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で
配置され、ディスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティング
ユニットを具備し、
　前記フローティングユニットは、ディスク状記録媒体をディスクガイドに押し付けて自
転し、当該ディスク状記録媒体を所望の位置に搬送するローラアームを持つディスク搬送
部を有しており、前記ディスク搬送部がディスク状記録媒体を記録再生位置に搬送したと
き、前記ディスクガイドの一部がディスク状記録媒体の移動軌跡と交差する方向に移動し
、前記ディスクガイドによりディスク挿入排出用開口の少なくとも一部が閉鎖されるディ
スク装置。
【請求項３】
　ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿入排出用開口を有する固定フレー
ムと、
　前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に配設され、ディスク状記録媒体の挿入
動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク挿入排出用開口の少なくとも一部を閉
鎖可能に構成されたディスクガイドと、
　前記固定フレームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で
配置され、ディスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティング
ユニットを具備し、
　前記固定フレームが上フレームと下フレームで構成され、前記ディスクガイドが前記上
フレームの裏面に所定角度回動可能に懸装されたディスク装置。
【請求項４】
　ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿入排出用開口を有する固定フレー
ムと、
　前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に配設され、ディスク状記録媒体の挿入
動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク挿入排出用開口の少なくとも一部を閉
鎖可能に構成されたディスクガイドと、
　前記固定フレームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で
配置され、ディスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティング
ユニットを具備し、
　前記ディスク挿入排出用開口を形成する位置に円弧状に突出したチンガードを有し、デ
ィスクが記録再生位置にあるとき前記ディスクガイドが前記チンガードと当接するディス
ク装置。
【請求項５】
　ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿入排出用開口を有する固定フレー
ムと、
　前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に配設され、ディスク状記録媒体の挿入
動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク挿入排出用開口の少なくとも一部を閉
鎖可能に構成されたディスクガイドと、
　前記固定フレームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で
配置され、ディスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティング
ユニットを具備し、
前記ディスクガイドの前記ディスク挿入排出用開口を閉鎖する部分が凹部形状を有してい
るディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＤ、ＤＶＤ等のディスク状記録媒体の記録及び/又は再生を行うディスク
装置に関し、特にディスク装置におけるディスク状記録媒体のディスクローディング機構
に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＤ、ＤＶＤ等のディスク状記録媒体（以下、ディスクと略称する）を記録及び
/又は再生するディスク装置は、小型化、薄型化及び軽量化されて携帯用又は車載用とし
て使用されている。このようなディスク装置において、装置外部からの振動が記録再生中
のディスクに対して直接的に伝わらないよう、ターンテーブルやスピンドルモータが実装
されたブロックは、振動吸収部材により固定側フレームに保持されたフローティング構造
となっている。このようなフローティング構造のブロック（フローティングブロック）に
は、挿入されたディスクを記録再生位置に搬送し記録再生位置からディスクを排出するデ
ィスク搬送駆動機構、記録再生位置のディスクを固定するディスク挟着機構、及び記録再
生位置のディスクを記録再生するためのディスク記録再生機構等の多くの機構が設けられ
ている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　特許文献１のディスク装置において、ディスクをディスク挿入口より挿入すると、ディ
スクの周縁部にガイドピンが摺動してディスクを案内するとともに、ガイドピンと連動す
るマイクロスイッチがディスク検知信号を制御回路に出力するよう構成されている。この
ディスク検知信号が制御回路に入力されることにより、正逆回転モータが駆動され、ディ
スクの表面に当接している移送ローラが回転を始め、ディスクは搬送される。このとき、
フローティングブロックに設けられているディスク挟着機構のクランパは持ち上がってお
り、ターンテーブルの上方はディスクの搬送空間として確保されている。また、このとき
フローティングブロックは、ガイドピンと連動したロック手段により固定側フレームに固
定されてロック状態となっている。ターンテーブル上に案内されたディスクは、コイルバ
ネの付勢力で回動したクランパにより挟着されるとともにディスクを挟着するフローティ
ングブロックのロック手段は係合状態が外れる。この結果、フローティングフレームは、
ロック手段から完全に解放され、フローティングブロックは振動吸収部材のみに支持され
たフローティング状態となり、ディスクは記録再生可能な状態となる。
【０００４】
　上記のように構成されたディスク装置は、ディスクが直接装置内に挿入されて、そのデ
ィスクが装置内を搬送されて記録再生位置に配置されるスロットローディング方式である
。このようなスロットローディング方式のディスク装置は小型化、薄型化及び軽量化を図
ることが容易であるため、携帯用又は車載用のディスク装置として一般的に用いられてい
た。
　この他の方式としては、トレイにディスクを載置してそのトレイを装置内を搬送して記
録再生位置に配置するトレイローディング方式がある。このようなトレイローディング方
式のディスク装置においては、ディスクが記録再生位置にあるときユーザが誤ってさらに
ディスクを２重に装着しようとしても、トレイを排出してディスクを載置する方式である
ため、２枚のディスクが同時に挿入されることはなく、また、記録再生中のディスクに対
してユーザが触れたり、他のディスクが接触することもなく好ましい方式であった。しか
し、トレイローディング方式のディスク装置は、ディスクを載置したトレイを駆動制御す
る構成であるため、小型化、薄型化及び軽量化を図る上で好ましい方式ではなかった。
　したがって、携帯用又は車載用としては、小型化、薄型化及び軽量化が可能で利便性が
良いスロットローディング方式のディスク装置が一般的に用いられていた。
【特許文献１】特開平０７－３２０３７１号公報（第４頁、第１２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように構成された従来のスロットローディング方式のディスク装置においては、
携帯用又は車載用として小型化、薄型化及び軽量化を達成すべく各構成部品が小型に構成
されているが、スロットローディング方式であるため、ディスクが記録再生位置にあると
きユーザが誤ってさらにディスクを挿入することを防止する機構が必要であった。このよ
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うなディスクの２重挿入防止機構としては、ディスクが記録再生位置にあるときディスク
挿入口に２重挿入防止ピンを配置するよう構成した従来例があった。
　しかし、ディスクが記録再生位置にあるときに２重挿入防止ピンを設ける構成は、機構
が複雑になり、小型化、薄型化及び軽量化に逆行するものであった。また、ディスクを直
接ディスク挿入口に挿入する従来の方式の場合には、記録再生位置のディスクの記録面が
ディスク挿入口から見える位置にあり、ユーザが誤って２枚目のディスクをディスク挿入
口に挿入しようとした場合には、２重挿入防止ピンにより挿入は防止されるが、互いのデ
ィスクが縁部分若しくは縁周辺部分が接触する場合があった。このように、互いのディス
クの縁部分若しくは縁周辺部分が接触することにより記録面が損傷するおそれがあり好ま
しいものではなかった。
　本発明は、ディスク装置の小型化、薄型化及び軽量化を達成するとともに、簡単な構成
でディスクの２重挿入を確実に防止して、ディスク同士の接触のない信頼性の高いディス
ク装置を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　また、本発明のディスク装置は、ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿
入排出用開口を有する固定フレームと、
　前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に配設され、ディスク状記録媒体の挿入
動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク挿入排出用開口の少なくとも一部を閉
鎖可能に構成されたディスクガイドと、
前記固定フレームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で配
置され、ディスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティングユ
ニットを具備し、前記フローティングユニットは、ディスク状記録媒体をディスクガイド
に押し付けて自転し、当該ディスク状記録媒体を所望の位置に搬送するローラアームを有
するディスク搬送部を備え、前記ディスク搬送部がディスク状記録媒体を記録再生位置に
搬送したとき、前記ローラアームが回動若しくは移動して、前記ディスクガイドにより前
記ディスク挿入排出用開口の少なくとも一部を閉鎖することを特徴とする。このように構
成された本発明のディスク装置は、ディスク装置の小型化、薄型化及び軽量化を達成する
とともに、簡単な構成でディスクの２重挿入を確実に防止して、ディスク同士の接触のな
い信頼性の高いディスク装置を提供することができる。
【０００８】
　また、本発明のディスク装置は、ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿
入排出用開口を有する固定フレームと、前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に
配設され、ディスク状記録媒体の挿入動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク
挿入排出用開口の少なくとも一部を閉鎖可能に構成されたディスクガイドと、前記固定フ
レームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で配置され、デ
ィスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティングユニットを具
備し、前記フローティングユニットは、ディスク状記録媒体をディスクガイドに押し付け
て自転し、当該ディスク状記録媒体を所望の位置に搬送するローラアームを持つディスク
搬送部を有しており、前記ディスク搬送部がディスク状記録媒体を記録再生位置に搬送し
たとき、前記ディスクガイドの一部がディスク状記録媒体の移動軌跡と交差する方向に移
動し、ディスクガイドによりディスク挿入排出用開口の少なくとも一部が閉鎖されるよう
構成されている。このように構成された本発明のディスク装置は、ディスク装置の小型化
、薄型化及び軽量化を達成するとともに、ディスクの２重挿入を確実に防止して、ディス
ク同士の接触のない信頼性の高いディスク装置を提供することができる。
【０００９】
　また、本発明のディスク装置は、ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿
入排出用開口を有する固定フレームと、前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に
配設され、ディスク状記録媒体の挿入動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク
挿入排出用開口の少なくとも一部を閉鎖可能に構成されたディスクガイドと、前記固定フ
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レームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で配置され、デ
ィスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティングユニットを具
備し、前記固定フレームが上フレームと下フレームで構成され、ディスクガイドが前記上
フレームの裏面に所定角度回動可能に懸装された。このように構成された本発明のディス
ク装置は、装置の小型化、薄型化及び軽量化を達成した装置を容易に構成することができ
る。
【００１１】
　また、本発明のディスク装置は、ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿
入排出用開口を有する固定フレームと、前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に
配設され、ディスク状記録媒体の挿入動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク
挿入排出用開口の少なくとも一部を閉鎖可能に構成されたディスクガイドと、前記固定フ
レームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で配置され、デ
ィスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティングユニットを具
備し、前記ディスク挿入排出用開口を形成する位置に円弧状に突出したチンガードを有し
、ディスクが記録再生位置にあるとき前記ディスクガイドが前記チンガードと当接するよ
う構成されている。このように構成された本発明のディスク装置は、ディスク装置の小型
化、薄型化及び軽量化を達成するとともに、簡単な構成でディスクの２重挿入を確実に防
止して、ディスク同士の接触のない信頼性の高いディスク装置を提供することができる。
【００１２】
　また、本発明のディスク装置は、ディスク状記録媒体が挿入及び排出されるディスク挿
入排出用開口を有する固定フレームと、前記ディスク挿入排出用開口の近傍に回動可能に
配設され、ディスク状記録媒体の挿入動作及び排出動作を案内するとともに前記ディスク
挿入排出用開口の少なくとも一部を閉鎖可能に構成されたディスクガイドと、前記固定フ
レームに弾性部材を介して前記固定フレームの内部にフローティング状態で配置され、デ
ィスク状記録媒体の記録及び／又は再生を行う機能を有するフローティングユニットを具
備し、前記ディスクガイドの前記ディスク挿入排出用開口を閉鎖する部分が凹部形状を有
している。このように構成された本発明のディスク装置は、ディスク装置の小型化、薄型
化及び軽量化を達成するとともに、簡単な構成でディスクの２重挿入を確実に防止して、
ディスク同士の接触のない信頼性の高いディスク装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ディスク装置の小型化、薄型化及び軽量化を達成するとともに、簡単
な構成でディスクの２重挿入を確実に防止して、ディスク同士が接触することのない信頼
性の高いディスク装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係るディスク装置の好適な実施の形態について添付の図面を参照して説
明する。
【００１５】
《実施の形態１》
　図１は実施の形態１のディスク装置における外観となる筐体を取り除いた状態を示す斜
視図である。図２は図１に示したディスク装置に対してディスク状記録媒体であるディス
クが挿入された状態を示す斜視図である。図３は図１に示したディスク装置の内部構成を
示す分解斜視図である。
　図１から図３に示す実施の形態１のディスク装置は、ディスク状記録媒体（以下、ディ
スクと略称する）１０１、例えば、ＣＤ、ＤＶＤ等を記録及び再生する機能を有しており
、ディスク１０１がその直径方向に挿入されて記録再生位置に装着され、当該ディスク１
０１の記録又は再生が行われる。
【００１６】
　実施の形態１のディスク装置において、外観となる筐体に固定された固定側フレームは
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上フレーム１と下フレーム９に２分割されている。固定側フレームの内部には粘弾性体で
形成された複数のダンパーバネ９０により支持され、フローティング状態のフローティン
グユニット１０が設けられている。ただし、フローティングユニット１０のフローティン
グ状態は、ディスクの記録再生状態のときであり、その他の状態のときにはフローティン
グユニット１０が固定側フレームにロック機構により固定されるよう構成されている。こ
のロック機構の詳細については後述する。
【００１７】
　図３の分解斜視図に示すように、フローティングユニット１０には挿入されたディスク
１０１をターンテーブル７０との間で挟着するクランパ部３と、ディスク１０１を搬送す
るディスク搬送部４と、このディスク搬送部４の駆動源であるモータ５０等を有するディ
スク搬送駆動部５と、ディスク１０１を所望の記録再生位置に配置するトラバースシャー
シ６と、ディスク１０１を回転駆動してデータの記録又は再生を行うディスク記録再生駆
動部７と、トラバースシャーシ６の裏面（ディスク載置面と反対の面）に配設されフロー
ティングユニット１０内の各機構を駆動制御する電気回路を有するプリント基板８とが設
けられている。
【００１８】
　図４は固定側フレームの上フレーム１を示す分解斜視図である。図４に示すように、上
フレーム１の裏面には、２箇所で回動可能に懸装されたディスクガイド２が設けられてい
る。ディスクガイド２の装置奥側に形成された２つの突起２ａ、２ａが上フレーム１に形
成された係合孔１ａ，１ａのそれぞれに係合して、ディスクガイド２は上フレーム１に対
してその係合部分を中心に装置前面側が所定角度回動するよう構成されている。
　ディスクガイド２はその両側に爪２ｂが形成されており、この爪２ｂがディスク排出完
了時（ディスクローディング完了時）に後述するローラアーム４０と係合するよう構成さ
れている。ディスクガイド２の前面側は凹面状の凹面部２ｃが形成されており、この凹面
部２ｃの近傍には複数のリブが形成された補強部２ｅとなっている。また、ディスクガイ
ド２の中央部分には、細長い円弧状の孔２ｄが形成されており、２重挿入されようとした
ディスク１０１と当接してそれ以上の挿入を防止し、ディスクガイド２の軽量化が図られ
ている。
【００１９】
　図５は記録再生位置のディスク１０１を挟着するためのクランパ部３を示す斜視図であ
る。図５に示すように、クランパ部３は挿入されたディスク１０１を押圧するクランパ３
０と、クランパ３０を遊動可能に保持するクランパ保持部３１と、クランパ保持部３１を
クランパアーム３２を介してトラバースシャーシ６に固定するクランパベース３３とを有
している。クランパベース３３とクランパ保持部３１とを機械的に接続するクランパアー
ム３２は、弾性部材、例えば薄い金属板で構成されており、クランパ３０によるディスク
挟着時の押圧力を規制している。クランパ３０はその中心部分においてクランパ保持部３
１により回転可能な係合状態で保持されている。
【００２０】
　上記のように構成されたクランパ部３のクランパ３０は、ディスク１０１が挿入されて
搬送されているとき、ターンテーブル７０の上方、即ちターンテーブル７０から離間する
位置に配置されて、上フレーム１に当接している。クランパ部３はクランパベース３３が
フローティングユニット１０のトラバースシャーシ６に軸止されており、その軸に設けた
付勢手段（図示省略）、例えばバネやクランク機構やカム機構によりクランパ３０がター
ンテーブル７０の方向に常に付勢されている。しかし、ディスク１０１が記録再生位置以
外のときには、クランパ３０は係止手段により上フレーム１に当接して、クランパ３０が
ターンテーブル７０から離間した位置に配置される。そして、挿入されたディスク１０１
がターンテーブル７０上の位置（記録再生位置）に搬送されたとき、前記係止手段が外れ
てバネの付勢力やクランク機構やカム機構によりクランパ３０がディスク１０１を間にし
てターンテーブル７０を押圧する。この結果、ディスク１０１はターンテーブル７０上に
確実に配置され記録再生可能な状態となる。
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【００２１】
　図６は、実施の形態１のディスク装置のフローティングユニット１０における、ディス
ク搬送部４、ディスク搬送駆動部５、及びトラバースシャーシ６を示す斜視図である。
　ディスク搬送部４は、装置内に挿入されたディスク１０１をディスクガイド２に押圧し
つつ自転することにより装置内の所定方向に搬送する搬送ローラ４０ａを持つローラアー
ム４０を有している。
　上記のように、ローラアーム４０は搬送ローラ４０ａを有しており、この搬送ローラ４
０ａの形状は、その中心部分の直径が小さく両側へ行くほど直径が太くなる２つの円錐形
で構成されている。搬送ローラ４０ａにおけるディスク１０１との接触部分はゴム材で構
成されている。このように構成されたローラアーム４０は、ディスク搬送時において搬送
ローラ４０ａに対してディスク１０１の外周縁のみが接触し、ディスク記録面が保護され
ている。ローラアーム４０の搬送ローラ４０ａは、ディスク１０１が記録再生位置以外の
時、バネの付勢力によりディスクガイド２に押し付けられており、ディスク搬送が完了し
てディスク１０１が記録再生位置に到達したとき、搬送ローラ４０ａは下方（上フレーム
１から離間する方向）に移動するよう構成されている。
【００２２】
　図６に示すディスク搬送駆動部５は、ディスク搬送時（ディスクローディング時とディ
スクアンローディング時）にローラアーム４０の搬送ローラ４０ａを回転駆動する前述の
モータ５０と、ディスク挿入前及びディスク排出完了時（ディスクアンローディング完了
時）にトラバースシャーシ６を固定側フレームに固定する等の機能を持つ制御スライダ５
１と、ディスクローディングが完了したときのディスク１０１の記録再生位置の到達を検
知するトリガーレバー５２と、モータ５０の回転をローラアーム４０や制御スライダ５１
等に伝動するギヤ列５３と有している。なお、図６においては、トリガーレバー５２がト
ラバースシャーシ６内の後方位置に配置して示したが、トリガーレバー５２の一端は制御
スライダ５１の後方端部に接触するよう構成されており、トリガーレバー５２の移動によ
り制御スライダ５１が連動するよう構成されている。トリガーレバー５２の他端であるト
ラバースシャーシ６内の端部は、ディスク１０１が記録再生位置の上方に到達したときデ
ィスク１０１の縁部と当接する位置に配置されている。
　上記のように構成されたディスク搬送部４とディスク搬送駆動部５とが装着されたトラ
バースシャーシ６には、ディスク記録再生駆動部７とプリント基板８が取り付けられてい
る。このトラバースシャーシ６の前面には、ディスク挿入排出口１１の近傍に配置されデ
ィスク１０１が装置内に挿入されたことを検出するディスク検出レバー４１と、ディスク
検出レバー４１の後方に配置され、ディスク１０１の排出を検出するイジェクト検出レバ
ー４２が設けられている。ディスク挿入検知レバー４１とイジェクト検出レバー４２は、
バネの付勢力により常に上方向へ付勢されており、ディスク１０１が挿入されていないと
き、上方の所定位置に配置されている。
【００２３】
　図６に示すように、ディスク検出レバー４１は、ディスク挿入排出口１１の両側近傍に
配設されており、両側に広がりその両端が少し持ち上がった羽根形状を有している。ディ
スク１０１がディスク挿入排出口１１から挿入されたとき、ディスク１０１の外縁部分が
両側に配置されたディスク検出レバー４１のいずれか一方若しくはそれぞれの検出面（図
６における上面）４１ａを押し下げて、検出レバー４１に形成された突起４１ｂがマイク
ロスイッチである検出スイッチ８１を押圧する。この検出スイッチ８１が押圧されること
により、正逆回転するモータ５０が所望の方向への回転を始動し、ギヤ列５３を介してロ
ーラアーム４０の搬送ローラ４０ａを回転駆動する。この結果、挿入されたディスク１０
１はローラアーム４０の搬送ローラ４０ａの回転駆動によりトラバースシャーシ６におけ
る記録再生位置に搬送される。
【００２４】
　なお、ディスク１０１の排出動作時においては、モータ５０が挿入動作時と逆の方向に
回転してディスク１０１を記録再生位置からディスク挿入排出口１１へ搬送ローラ４０ａ
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の回転駆動により搬送される。ディスク１０１がディスク挿入排出口１１から排出された
ことはイジェクト検出レバー４２により検出される。イジェクト検出レバー４２はディス
ク検出レバー４１と同様の形状を有しており、上面が検出面４２ａとなっている。この検
出面４２ａがディスク１０１の外周面との接触から外れることによりディスク１０１の排
出動作の完了を検知する。
【００２５】
　図７はディスク記録再生駆動部７、プリント基板８、及び下フレーム９を示す分解斜視
図である。ディスク１０１が記録再生位置にあるとき下フレーム９はフローティングユニ
ット１０をダンパーバネ９０によりフローティング状態で保持している。
　図７に示すように、ディスク記録再生駆動部７はディスク１０１を載置して回転駆動す
るターンテーブル７０、このターンテーブル７０を回転するスピンドルモータ７１、ディ
スク１０１の記録再生を行う光ピック部７２、及び光ピック部７２をディスク１０１の径
方向に駆動する光ピック駆動モータ７３を有している。プリント基板８はトラバースシャ
ーシ６の裏面に取りつけられており、トラバースシャーシ６に設けられた各機構を駆動制
御する電気回路が形成されている。
【００２６】
　上記のように構成されたトラバースシャーシ６は、筐体に取り付けられた固定側フレー
ムである下フレーム９により粘弾性機能を有するダンパーバネ９０により保持されている
。ディスク挿入前の状態において、トラバースシャーシ６は制御スライダ５１とローラア
ーム４０のディスクガイド２への押し付け動作により上フレーム１と下フレーム９による
フレーム内部において下方位置にある。この状態において、ディスク１０１が挿入される
と、ディスク１０１がローラアーム４０とディスクガイド２との間に入り記録再生位置に
搬送される。ディスク１０１が記録再生位置に到達すると、トラバースシャーシ６はフロ
ーティング状態となり上昇して、ディスク１０１はターンテーブル７０とクランパ３０に
より挟着される。
　次に、ディスク１０１の排出動作においては、ローラアーム４０のディスクガイド２へ
の押し付け動作と制御スライダ５１により、ダンパーバネ９０が圧縮されてトラバースシ
ャーシ６が下降して固定側フレーム内部の下方位置となる。
【００２７】
　前述のように、実施の形態１のディスク装置において、ディスク１０１がディスクロー
ディング完了時、すなわち記録再生位置にあるとき、ローラアーム４０の搬送ローラ４０
ａは上フレーム１から離間する方向（下方向）に移動する。ディスク１０１が記録再生装
置に配置されたとき、ディスク１０１の縁部がトリガーレバー５２を押圧する。トリガー
レバー５２の一端がディスク１０１により押圧されると、トリガーレバー５２の他端が制
御スライダ５１を装置前方へ摺動させる（図６参照）。制御スライダ５１が装置前方へ摺
動すると、ローラ制御アーム５５がローラアーム４０を下方の所定位置まで回動される。
この結果、ローラアーム４０の搬送ローラ４０ａが接触しているガイドプレート２は上フ
レーム１から垂れ下がった状態となり、トラバースシャーシ６のチンガード６１に当接し
て、ディスク挿入排出口１１を閉鎖状態とする。これにより、挿入されたディスク１０１
が記録再生位置にあるとき、ディスク挿入排出口１１からは２枚目のディスク１０１の挿
入が確実に禁止される。
【００２８】
　また、トリガーレバー５２の一端がディスク１０１に押圧され、制御スライダ５１が装
置前方へ摺動すると、制御スライダ５１が上フレーム１の裏面を押圧する当接状態が外れ
てフローティングユニット１０をロック状態から解放し、フローティング状態とする。こ
のようにディスク１０１が記録再生位置に配置されたとき、フローティングユニット１０
はフローティング状態となり記録再生可能な状態となる。
　フローティング状態のフローティングユニット１０の上下方向（装置の幅方向）のレベ
ル位置は、ローラアーム４０の搬送ローラ４０ａがディスク１０１をガイドプレート２に
押し付けて搬送する搬送動作（ローディング動作）のときのレベル位置より上方となって
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いる。これは、フローティングユニット１０に設けたローラアーム４０が固定側フレーム
（上フレーム１）に設けたガイドプレート２に対して押し付け動作を行うためである。し
たがって、フローティングユニット１０はディスク搬送時には下方に位置してディスク搬
送空間を確保し、ディスクが記録再生位置に配置されたとき上昇してディスクを確実に挟
着するよう構成されている。
【００２９】
　次に、記録再生位置のディスク１０１に対する排出指令が生じたとき、ローラアーム４
０はガイドプレート２とともにローラ制御アーム５５により上方へ回動される。このとき
、ローラアーム４０の搬送ローラ４０ａはディスク１０１を排出する方向への自転動作を
開始し、排出すべきディスク１０１をガイドプレート２へ押し付けつつ排出する。またこ
のとき、制御スライダ５１は装置後方へ摺動して、制御スライダ５１と固定側フレームで
ある上フレーム１とが当接状態となり、制御スライダ５１が設けられたフローティングユ
ニット１０をロック状態とする。このロック状態において、フローティングユニット１０
と下フレーム９との間のダンパーバネ９０は圧縮された状態である。
　ディスク排出検出レバー４２がディスク１０１の排出を検知したあと、ディスク１０１
をユーザーにより取り出されると、ローラアーム４０はバネの付勢力により上フレーム１
の方向へ上昇し、上フレーム１に当接しているディスクガイド２に形成された爪２ｂとロ
ーラアーム４０の係合部４０ｂが係合する。図８はディスクガイド２に形成された爪２ｂ
とローラアーム４０の係合部４０ｂとが係合した状態を示す斜視図である。図９は装置前
面から見た右側におけるディスクガイド２に形成された爪２ｂとローラアーム４０の係合
部４０ｂとが係合した状態を示す斜視図である。
【００３０】
　実施の形態１のディスク装置においては、ディスク１０１の排出が完了すると、上記の
ように、ローラアーム４０がバネの付勢力により上フレーム１の方向へ上昇し、ディスク
ガイド２の爪２ｂとローラアーム４０の係合部４０ｂが係合するとともに、ローラアーム
４０に形成された係合爪４０ｃが固定側フレームの下フレーム９に形成された凹部９ａと
係合してその回動が規制されている。図１０は実施の形態１のディスク装置の裏面の一部
を拡大して示した斜視図であり、ローラアーム４０の係合爪４０ｃと下フレーム９の凹部
９ａとの係合動作を示す部分図である。図１０の（ａ）は記録再生状態のときのローラア
ーム４０の係合爪４０ｃと下フレーム９の凹部９ａとを示し、（ｂ）は排出完了時のロー
ラアーム４０の係合爪４０ｃと下フレーム９の凹部９ａとの係合状態を示している。
【００３１】
　以上のように、実施の形態１のディスク装置において、ディスク１０１の排出が完了し
た後において、制御スライダ５１と上フレーム１とが当接状態になるとともに、ディスク
ガイド２の爪２ｂとローラアーム４０の係合部４０ｂが係合（図８及び図９参照）し、ロ
ーラアーム４０の係合爪４０ｃと下フレーム９の凹部９ａが係合（図１０の（ｂ））する
。この結果、実施の形態１のディスク装置は、ディスク１０１の排出完了後においてはフ
ローティングユニット１０が確実に固定側フレームに固定された状態となる。
【００３２】
　図１１は実施の形態１のディスク装置におけるディスク挿入排出口１１の近傍を拡大し
て示した斜視図である。図１１の（ａ）はディスク１０１が装着されていない状態のディ
スク装置を示し、図１１の（ｂ）はディスク１０１が装着されたときの状態を示している
。
　図１１の（ａ）に示すように、ディスク１０１が装着されていないとき、ディスクガイ
ド２が持ち上がった状態であり、ディスク挿入排出口１１が開口状態である。図１１の（
ｂ）に示すように、ディスク１０１がローディングが完了し装着されると、ディスクガイ
ド２は回動してその先端が下降し、チンガード６１に当接する。この結果、ディスク挿入
排出口１１の一部は閉鎖されてさらなるディスク１０１の挿入が防止される。なお、実施
の形態１においては、ディスクガイド２の回動角度が約３度に設定されている。この回動
角度は、ディスクガイド２の形状及び上フレーム１との係合位置等により異なるものであ
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り、ディスクガイド２がチンガード６１に当接して、ディスク１０１の２重挿入を防止で
きる角度であれば問題はない。
【００３３】
　実施の形態１のディスク装置において、ディスクガイド２の先端部分に凹面部２ｃが形
成されている。これは、ディスク１０１が既に装着されている状態においてユーザが２枚
目のディスクを挿入しようとしたとき、ディスク挿入排出口１１を塞いでいるディスクガ
イド２をユーザが容易に２枚目のディスクにより跳ね上げられないよう構成したものであ
る。
　また、実施の形態１のディスク装置においては、装着されたディスク１０１がチンガー
ド６１の内側に配置されているため、記録再生動作中のディスク１０１に対して他のディ
スクが直接接触できないよう構成されており、特にディスク１０１の記録面への接触は完
全に防止されている。
【００３５】
　本発明のディスク装置は、実施の形態１において詳細に説明したように、装置内のディ
スク１０１の搬送を案内するガイドプレート２が固定側フレームに設けられており、この
ガイドプレートが記録再生状態においてディスク１０１の２重挿入を防止する機能を有し
ており、信頼性の高いディスク装置となる。
　また本発明のディスク装置は、ディスク搬送のためのディスクガイド２が固定側フレー
ムである上フレーム１に設けられているため、ディスクガイドがフローティングユニット
に設けられた場合に比べて装置の薄型化及び小型化が可能となる。ディスクガイドがフロ
ーティングユニットに設けられた場合には、フローティングユニットをフローティング状
態とするためにディスクガイドと固定側フレームとの間に保持空間を必要とする。しかし
、本発明に係る実施の形態１のディスク装置においては、ディスクガイド２が固定側フレ
ームに設けられておりその間には保持空間を必要としない構成である。また、本発明に係
る実施の形態１のディスク装置においては、ディスクガイド２とフローティングユニット
１０との間の空間は、ディスクを搬送するための搬送空間であるとともにフローティング
ユニット１０をフローティング状態で保持するための保持空間となっている。さらに、本
発明のディスク装置においては、ディスク搬送時にローラアーム４０がディスクガイド２
へ押し付け動作を行うことにより、所望の大きさの搬送空間を形成し、記録再生時にロー
ラアーム４０が回動しクランパ部３が挟着動作を行うことにより、フローティングユニッ
ト１０が固定側フレームに対して所望の保持空間を有してフローティング状態となる。以
上のように、本発明のディスク装置は小型化、薄型化及び軽量化を達成しつつ所望の搬送
空間及び保持空間を確保することが可能となる。
　なお、上記の実施の形態においては、記録及び再生が可能なディスク装置について説明
したが、本発明はこのような装置に限定されるものではなく、ディスク状記録媒体の記録
装置又は再生装置等のディスク装置においても適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は、ＣＤ、ＤＶＤ等のディスク状記録媒体の記録又は再生を行う小型のディスク
装置に特に有用であり、装置に挿入されたディスクを確実に挟着できる薄型のディスク装
置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る実施の形態１のディスク装置における外観筐体を取り除いた状態を
示す斜視図である。
【図２】図１に示したディスク装置に対してディスク状記録媒体の挿入途中状態を示す斜
視図である。
【図３】図１に示したディスク装置の内部構成を示す斜視図である。
【図４】実施の形態１における上フレーム１を示す分解斜視図である。
【図５】実施の形態１におけるクランパ部３を示す斜視図である。
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【図６】実施の形態１のディスク装置におけるフローティングユニット１０の搬送部４、
ディスク搬送駆動部５、及びトラバースシャーシ６を示す斜視図である。
【図７】実施の形態１のディスク装置におけるディスク記録再生駆動部７とプリント基板
８、及びトラバースシャーシ６をダンパーバネ９０により保持する下フレーム９０を示す
分解斜視図である。
【図８】ディスク搬送部４とディスクガイド２との係合関係を示す斜視図である。
【図９】図１１に示したディスク搬送部４における装置前面から見た右側部分を示す斜視
図である。
【図１０】実施の形態１のディスク装置の裏面の一部を拡大して示した斜視図であり、ロ
ーラアーム４０の係合爪４０ｃと下フレーム９の凹部９ａとの係合動作を示す部分図であ
る。
【図１１】実施の形態１のディスク装置におけるディスク１０１が装着されていない状態
を示す拡大斜視図（ａ）、及びディスク１０１が装着されたときの状態を示す拡大斜視図
（ｂ）である。
【符号の説明】
【００３８】
　　１　　上フレーム
　　１ａ　係合孔
　　２　　ディスクガイド
　　２ａ　突起
　　２ｂ　爪
　　２ｃ　凹面部
　　２ｄ　孔
　　２ｅ　補強部
　　３　　クランパ部
　　４　　ディスク搬送部
　　５　　ディスク搬送駆動部
　　６　　トラバースシャーシ
　　７　　ディスク記録再生駆動部
　　８　　プリント基板
　　９　　下フレーム
　　９ａ　凹部
　１０　　フローティングユニット
　１１　　ディスク挿入排出口
　３０　　クランパ
　３１　　クランパ保持部
　３２　　クランパアーム
　３３　　クランパベース
　４０　　ローラアーム
　４０ａ　搬送ローラ
　４０ｂ　凹部
　４０ｃ　係合爪
　４１　　ディスク検出レバー
　４２　　イジェクト検出レバー
　５０　　モータ
　５１　　制御スライダ
　５２　　トリガーレバー
　５３　　ギヤ列
　５５　　ローラ制御アーム
　６１　　チンガイド
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　７０　　ターンテーブル
　７１　　スピンドルモータ
　７２　　光ピック部
　７３　　モータ
　８１　　検出スイッチ
　９０　　ダンパーバネ
１０１　　ディスク　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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