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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクメディアをクランプするクランプ部と、
　前記クランプ部と連結され、前記クランプ部によってクランプされた前記光ディスクメ
ディアを駆動するモータと、
　前記クランプ部によってクランプされた前記光ディスクメディアのレーベル面に印刷を
行う印刷ヘッドと、
　前記モータの回転数を検出する回転数検出部と、
　前記モータを停止させるように制御し、前記モータの回転数が所定の値以下になったこ
とが前記回転数検出部にて検出されたとき、前記印刷ヘッドによる印刷を実行させる制御
部と、
　を具備することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
　前記クランプ部が、前記モータの駆動軸に固定された下ディスククランプと、前記光デ
ィスクメディアを前記下ディスククランプとの間で挟持しつつ前記下ディスククランプお
よび前記光ディスクメディアとともに一体で回転する上ディスククランプとを有し、
　前記上ディスククランプには、これと同軸に一体で回転する荷重調整部材が連結されて
い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】
　前記荷重調整部材の前記上ディスククランプとの連結のオンオフを切り替える荷重調整
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部材連結切替部をさらに具備することを特徴とする請求項２に記載の光ディスク装置。
【請求項４】
　前記印刷ヘッド、前記上ディスククランプ、および前記荷重調整部材が、１つのユニッ
トとして一体化され、装置本体に対して着脱自在に構成されていることを特徴とする請求
項３に記載の光ディスク装置。
【請求項５】
　前記印刷ヘッドを前記光ディスクメディアの半径方向に搬送する印刷ヘッド搬送機構を
さらに具備す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６】
　前記ユニットは、
　前記印刷ヘッドを表出させる開口部と、
　前記印刷ヘッド搬送機構により搬送された前記印刷ヘッドを受けて前記開口部を開放す
るように移動自在なシャッターと
　をさらに具備することを特徴とする請求項５に記載の光ディスク装置。
【請求項７】
　光ディスクメディアをクランプするクランプ部と、前記クランプ部と連結され、前記ク
ランプ部によってクランプされた前記光ディスクメディアを駆動するモータと、前記クラ
ンプ部によってクランプされた前記光ディスクメディアのレーベル面に印刷を行う印刷ヘ
ッドとを備え、
　制御部からの停止命令により前記ディスクモータの回転数が所定の値以下になったこと
が検出されたとき、前記印刷ヘッドによる前記光ディスクメディアのレーベル面への印刷
を開始するように制御することを特徴とする光ディスク装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、追記型や書き替え型の光ディスクメディアに対する情報の記録または再生を
行う光ディスク装置に係り、特に、当該光ディスクメディアのレーベル面への印刷を行う
ことが可能なレーベル印刷機能を搭載した光ディスク装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）－ＲやＣＤ－Ｒなど
の追記型ディスク、ＤＶＤ－ＲＷ、ＣＤ－ＲＷなどの書き替え型ディスクを映像や音声な
どのコンテンツを記録する媒体として利用することが一般的になってきている。所有する
これらの光ディスクメディアの枚数が増大すると、これらの管理が煩雑になることから、
光ディスクメディアのレーベル面に記録コンテンツに関する情報を印刷することがユーザ
にとって大変有益である。
【０００３】
　そこで、光ディスクメディアのレーベル面に印刷を行う機能を搭載した光ディスク装置
が各種提案されている。たとえば、特許文献１では、光ピックアップのレーザ光を用いて
印刷を行う方式が提案されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、光ディスク装置に印刷ヘッドを搭載して、スピンドルモータに
よって回転する光ディスクに印刷ヘッドで印刷を行う方式が提案されている。
【特許文献１】特開２００４－２８０９５３号公報
【特許文献２】特表２００２－５１２１４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、光ピックアップのレーザ光を用いて印刷を行う方式は、描画専用色素を
採用した専用メディアを用いなければならないなど、使用できるメディアの制約がある。
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また、スピンドルモータによって光ディスクを回転させて印刷ヘッドで印刷を行う方式で
は、レーベル印刷に好適な低回転数ではスピンドルモータの回転が安定せずに印刷の歪み
が発生しやすいという問題があった。
【０００６】
　本発明は、これらの状況を鑑みてなされたものであり、光ディスクメディアのレーベル
面に良好に印刷を行うことのできる光ディスク装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の光ディスク装置は、光ディスクメディアをクラン
プするクランプ部と、前記クランプ部と連結され、クランプ部によってクランプされた光
ディスクメディアを駆動するモータと、クランプ部によってクランプされた光ディスクメ
ディアのレーベル面に印刷を行う印刷ヘッドと、モータの回転数を検出する回転数検出部
と、モータを停止させるように制御し、モータの回転数が所定の値以下になったことが回
転数検出部にて検出されたとき、印刷ヘッドによる印刷を実行させる制御部とを具備する
ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、クランプ部など、モータの負荷となる部品の荷重を選定することによ
って、モータが停止した後、それらの荷重がもたらす慣性力によって、モータが光ディス
クメディアのレーベル印刷に適した速度で安定して回転する。これにより、良好な品位で
レーベル印刷を行うことが可能になる。
【０００９】
　また、本発明において、クランプ部は、モータの駆動軸に固定された下ディスククラン
プと、光ディスクメディアを下ディスククランプとの間で挟持しつつ下ディスククランプ
および光ディスクメディアとともに一体で回転する上ディスククランプとを有し、上ディ
スククランプには、これと同軸に一体で回転する荷重調整部材が連結された構成とするこ
とも可能である。
【００１０】
　さらに、本発明は、荷重調整部材の上ディスククランプとの連結のオンオフを切り替え
る荷重調整部材連結切替部をさらに具備するものであってもよい。
【００１１】
　また、印刷ヘッド、上ディスククランプ、および荷重調整部材が、１つのユニットとし
て一体化され、装置本体に対して着脱自在に構成されていてもよい。これにより、既存の
光ディスク装置へのレーベル印刷機能の後付けを容易に行うことができ、レーベル印刷機
能のメンテナンス性が向上する。
【００１２】
　また、本発明は、印刷ヘッドを光ディスクメディアの半径方向に搬送する印刷ヘッド搬
送機構をさらに具備するものであってもよい。これにより光ディスクメディアの異なる半
径位置にわたって印刷を行うことができ、光ディスクメディアのレーベル面のほぼ全面に
印刷を行うことができる。
【００１３】
　また、ユニットは、印刷ヘッドを表出させる開口部と、印刷ヘッド搬送機構により搬送
された印刷ヘッドを受けて開口部を開放するように移動自在なシャッターとをさらに具備
するものであってもよい。これによりレーベル印刷時以外の余分な飛散インクを防ぐこと
ができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の光ディスク装置およびその制御方法によれば、光ディスクメディアのレーベル
面に良好に印刷を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００１６】
　図１は本発明の第１の実施形態にかかるレーベル印刷機構を搭載したトレイ方式の光デ
ィスク装置１００を示す斜視図である。図２は図１の光ディスク装置が備えるディスクク
ランプ構造を示す図である。
【００１７】
　この光ディスク装置１００は、立方体に形成される筐体１の一側面（前面）から、光デ
ィスクメディアＤを搭載するディスクトレイ３をせり出すことができるように構成されて
いる。すなわち、ディスクトレイ３は、光ディスクメディアＤを筐体１内の光ピックアッ
プにより記録が行われる第１の位置と筐体１の外のユーザによるメディア交換作業が可能
な第２の位置との間で、光ディスクメディアＤのレーベル面に沿う方向に搬送可能なよう
に設けられている。筐体１の前面にはディスクトレイ３を出し入れするための開口部５が
設けられ、この開口部５はディスクトレイ３の出し入れに連動してほぼ９０度の範囲で回
動するトレイカバー７によって開放／閉鎖される。
【００１８】
　ディスクトレイ３の表面には、光ディスクメディアＤの外形に適合するディスク搭載凹
部９が形成され、ディスクトレイ３はこのディスク搭載凹部９に光ディスクメディアＤを
そのデータ記録面を裏向きにセットした状態で搬送される。
【００１９】
　ディスクトレイ３のディスク搭載凹部９には、ディスクトレイ３の裏側から、後述する
ディスク駆動機構であるスピンドルモータの駆動軸の先端に固定されたディスク保持部の
挿入を可能にし、かつ光ピックアップの少なくとも対物レンズ部分をディスクトレイ３に
搭載された光ディスクメディアＤのデータ記録面に対して開口するための穴部８が設けら
れている。下ディスククランプ２２は、図２に示すように、後述する印刷ユニット１５に
設けられた上ディスククランプ３９との間で、光ディスクメディアＤのセンター穴の周辺
部を挟持して光ディスクメディアＤを保持するものである。下ディスククランプ２２と上
ディスククランプ３９とはたとえばマグネットなどの結合手段３８によって着脱可能とさ
れている。
【００２０】
　図３は図１の光ディスク装置１００の内部を示した斜視図、図４は図３中の光ディスク
装置１００の内部構成から印刷ユニット１５を取り外して示す斜視図である。
【００２１】
　筐体１内には、光ディスクメディアＤを保持して駆動するディスク駆動機構が設けられ
ている。ディスク駆動機構は、モータホルダ２０と、このモータホルダ２０に固定された
スピンドルモータ２１と、このスピンドルモータ２１の駆動軸２３に固定された下ディス
ククランプ２２とを備えている。上記のスピンドルモータ２１は、自ら（ロータ）の回転
数を検出するための周波数ジェネレータ（ＦＧ）を備える。下ディスククランプ２２は、
光ディスクメディアＤのセンター穴と係合しつつこのセンター穴の周囲を印刷ユニット１
５に設けられた上ディスククランプ３９との間で挟持する。
【００２２】
　また、筐体１内には、ディスク駆動機構に保持されつつ駆動される光ディスクメディア
Ｄのデータ記録面にレーザ光を照射して記録や再生を行う光ピックアップ１１と、ディス
クトレイ３を光ピックアップ１１により光ディスクメディアＤへの記録が行われる位置と
筐体１の外のユーザによるメディア交換作業が可能な位置との間で搬送する搬送機構など
が内蔵されている。搬送機構はスレッドモータ２５を動力源とする。なお、スレッドモー
タ２５は、スレッドモータ２５の動作量を計測するポテンショメータを有している。また
、ディスクトレイ３の搬送を案内するために、筐体１内の対向する一対の内側面にはそれ
ぞれトレイガイドレール４，４が設けられている。
【００２３】
　さらに、ディスクトレイ３の引き込み動作と連動して、ディスクトレイ３に搭載された
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光ディスクメディアＤを下ディスククランプ２２で下方から若干量押し上げてディスクク
ランプとの間で保持（クランプ）し、逆にディスクトレイ３の排出動作と連動してクラン
プを解除し、ディスクトレイ３のディスク搭載凹部９に光ディスクメディアＤを返却する
ように、モータホルダ２０をモータガイド板２７のガイド溝２８に従って上下動させるた
めの機構が設けられている。なお、モータガイド板２７はモータホルダ２０の両側に対向
して配置されている。図４では一方のモータガイド板２７のみが示されている。ガイド溝
２８には、モータホルダ２０に突出して設けられたガイドピン２９が係合されており、こ
のガイドピン２９がガイド溝２８に沿って案内されることで、モータホルダ２０の上下動
が行われるようになっている。モータガイド板２７はディスクトレイ３の搬送に伴ってこ
のディスクトレイ３の搬送方向に共にスライドするように支持されている。モータガイド
板２７がスライドすることでガイド溝２８内でのガイドピン２９の位置が変位し、ガイド
溝２８のカム形状に従ってモータホルダ２０が上下動する。
【００２４】
　光ピックアップ１１は、ディスク駆動機構に保持された光ディスクメディアＤの径方向
に搬送可能に支持されている。光ピックアップ１１には、ガイド軸１３に沿って自らを搬
送駆動するための図示しない送り機構が搭載されている。
【００２５】
　次に、このトレイ方式の光ディスク装置１００の基本的な動作を説明する。
【００２６】
　光ディスクメディアＤを搭載したディスクトレイ３はスレッドモータ２５を動力源とす
る搬送機構によって筐体１の内へ引き込まれ、筐体１内に全体が収容される。このディス
クトレイ３の引き込み動作と連動してモータホルダ２０が上昇する。するとスピンドルモ
ータ２１の下ディスククランプ２２がディスクトレイ３の穴部８を通り抜け、ディスクト
レイ３のディスク搭載凹部９にセットされている光ディスクメディアＤのセンター穴の周
辺面と当接してディスク搭載凹部９から光ディスクメディアＤを若干量押し上げ、印刷ユ
ニット１５の下面に配置されている上ディスククランプ３９との間で光ディスクメディア
Ｄを保持する。この状態でスピンドルモータ２１を起動させることによって光ディスクメ
ディアＤが回転され、光ピックアップ１１からレーザ光を出射して光ディスクメディアＤ
のデータ記録面に集光させることによって、光ディスクメディアＤに対して情報の記録ま
たは再生が行われる。
【００２７】
　光ディスクメディアＤを取り出す場合には、ディスクトレイ３がスレッドモータ２５を
動力源とする搬送機構によって筐体１内から排出される。このディスクトレイ３の排出動
作と連動してモータホルダ２０が下降する。これによりスピンドルモータ２１がディスク
トレイ３の引き込み時とは逆方向に一定量移動し、下ディスククランプ２２と上ディスク
クランプ３９とによる光ディスクメディアＤの保持が解除され、光ディスクメディアＤは
ディスクトレイ３のディスク搭載凹部９に収まる。光ディスクメディアＤがディスクトレ
イ３のディスク搭載凹部９に収まった後もディスクトレイ３の排出のための搬送は継続さ
れ、最終的に筐体１の外の、ユーザによるメディア交換作業が可能な位置まで排出され、
ディスクトレイ３のディスク搭載凹部９から光ディスクメディアＤを取り出すことが可能
になる。
【００２８】
　さらに、筐体１内には、ディスクトレイ３に搭載された光ディスクメディアＤのデータ
記録面とは反対側の面であるレーベル面に文字や画像をインクにより印刷するための印刷
ヘッドを搭載した印刷ユニット１５が着脱自在に設けられている。この印刷ユニット１５
はディスクトレイ３の上方、すなわち印刷ヘッドのヘッド面がディスクトレイ３に搭載さ
れた光ディスクメディアＤのレーベル面と対向するように配置されている。印刷ユニット
１５の左右の計４箇所には取り付け片３１が設けられており、これらの取り付け片３１は
トレイガイドレール４，４に設けられたユニット受け部３３にて支持され、ビスなどの連
結具によって連結されている。
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【００２９】
　図５は印刷ユニット１５をディスクトレイ３と対向する面側からみた斜視図である。印
刷ユニット１５のディスクトレイ３との対向面には、上ディスククランプ３９が突出して
配置されている。同対向面には印刷ヘッド１６を表出させるための開口３５が設けられて
おり、この開口３５より印刷ヘッド１６はそのインク吐出口３７の部分を突出させて配置
されている。
【００３０】
　図６は印刷ヘッド１６を示す斜視図である。印刷ヘッド１６のヘッド面にはインク吐出
口３７が形成されている。インク吐出口３７は、たとえば数十本のインク吐出ノズルを有
している。インクジェット方式の場合、印刷ヘッド１６のヘッド面は、搬送される光ディ
スクメディアＤのレーベル面に対して矢印方向に相対的に移動し、光ディスクメディアＤ
のレーベル面にインクを吹き付けて印刷を行う。
【００３１】
　図７は印刷ユニット１５のトップカバー１５ａを外して示した斜視図、図８は、図７か
ら印刷ヘッドベース４１を外して示す斜視図である。印刷ヘッドベース４１は、印刷ヘッ
ド１６を保持するとともにこの印刷ヘッド１６をディスクトレイ３の搬送方向に移動させ
る機構を支持するベースである。
【００３２】
　この印刷ヘッド１６の搬送機構においては、印刷ヘッド１６が印刷ヘッドホルダ４３に
着脱自在に保持されている。印刷ヘッドホルダ４３は、シャフト連結板１１３を介して一
対のヘッドシャフト４６にてスライド自在に支持されている。ヘッドシャフト４６は、複
数のシャフト支持部４７を介して印刷ヘッドベース４１と印刷ユニット１５のバックカバ
ー１５ｃとに固定されている。また、印刷ヘッドベース４１には、ヘッド可動モータ４９
が支持されている。このヘッド可動モータ４９の駆動軸には、同軸でボールネジ５１が連
結されており、このボールネジ５１は、シャフト連結板１１３に設けられたラック５３と
噛み合っている。すなわち、ヘッド可動モータ４９は、その動力がボールネジ５１を通じ
てラック５３に伝達されることによって、印刷ヘッドホルダ４３をヘッドシャフト４６に
沿って移動させる。
【００３３】
　さらに、印刷ユニット１５には、光ディスクメディアＤへのレーベル印刷時に光ディス
クメディアＤの印刷に適した低速で安定して回転させるための低速回転安定化機構１０１
が設けられている。
【００３４】
　次に、この低速回転安定化機構１０１について主に図７および図８に基づき説明を行う
。
【００３５】
　この低速回転安定化機構１０１は、スピンドルモータ２１と一体で回転する、荷重調整
部材であるはずみ車１０２を備える。すなわち、印刷ユニット１５のアンダーカバー１５
ａには、貫通孔１０３が穿孔されており、貫通孔１０３をスピンドルモータ２１の駆動軸
２３が貫通している。はずみ車１０２は、アンダーカバー１５ａを挟んで、上ディスクク
ランプ３９と対向する位置で駆動軸２３に固定されている。したがって、下ディスククラ
ンプ２２、上ディスククランプ３９、これらに挟持される光ディスクメディアＤ、および
はずみ車１０２は、スピンドルモータ２１の駆動により、当該はずみ車１０２による慣性
力を得ながら一体となって回転する。
【００３６】
　ここで、光ディスク装置１００は、上記した印刷ユニット１５や、スピンドルモータ２
１の駆動回路などを含む装置内の各ハードウェアを統括的に制御するコントローラを備え
る。このコントローラは、スピンドルモータ２１の駆動回路を構成する周波数ジェネレー
タ（ＦＧ）を通じて、当該スピンドルモータ自身（ロータ）の回転数、つまりスピンドル
モータ２１の回転数を検出する。
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【００３７】
　さらに、コントローラは、光ディスクメディアＤへのレーベル印刷時に次のような制御
を行う。コントローラは、光ピックアップ１１による光ディスクメディアＤのへの情報の
記録が完了した後、スピンドルモータ２１の停止命令を発生して図示しないモータ駆動回
路に出力する。これによりスピンドルモータ２１への駆動電流が途絶えてスピンドルモー
タ２１の回転が徐々に減速する。コントローラは、スピンドルモータ２１の回転数が所定
の回転数（たとえば８０～１２０ｒｐｍ）以下になったことを、上記の周波数ジェネレー
タ（またはロータリエンコーダなど）を通じて検出すると、印刷ヘッド１６を備える印刷
ユニット１５を制御して印刷動作を開始するように制御する。この際、スピンドルモータ
２１は減速しつつも、はずみ車１０２による荷重の付与による慣性力によって安定した回
転を行うこととなる。これにより、レーベル印刷に適する速度で光ディスクメディアＤが
安定して回転し、良好な品位でレーベル印刷を行うことが可能になる。また。本実施形態
では、レーベル印刷のための機能が印刷ユニット１５にまとめられているので、既存の光
ディスク装置へのレーベル印刷機能の後付けを行うことが容易になる。
【００３８】
　なお、下ディスククランプ２２、上ディスククランプ３９など、スピンドルモータ２１
にとっての負荷となる部品の荷重を選定することによって、はずみ車１０２が荷重調整部
材として付加されている構成と同等の作用を生じさせることができる。したがって、この
場合には、上記の低速回転安定化機構１０１を構成から排除することも可能である。
【００３９】
　印刷ユニット１５の印刷ヘッド１６と回転する光ディスクメディアＤのレーベル面との
相対的な移動によって、光ディスクメディアＤのレーベル面には、たとえば、図９に示す
ような印刷１９が達成される。印刷ヘッド１６は、上記のように、ヘッド可動モータ４９
の動力でディスクトレイ３の搬送方向に移動させることが可能であるため、光ディスクメ
ディアＤの異なる半径位置にわたって印刷を行うことができる。これにより光ディスクメ
ディアＤのレーベル面のほぼ全面に印刷を行うことができる。
【００４０】
　また、レーベル印刷の際、光ディスク装置１００のコントローラは、光ディスクメディ
アＤに記録したコンテンツのタイトル（ファイル名）、日付などの情報を収集してコント
ローラ内のメモリに記憶しておき、レーベル印刷時にこれらの情報をもとに印刷データを
生成して印刷を行うことが可能である。
【００４１】
　また、光ディスク装置１００を総括的に制御するコントローラは、セットされた光ディ
スクメディアＤの種別、たとえば読み出し専用ディスク、追記型ディスク、書き替え型デ
ィスク、両面記録ディスクなどの種別を、たとえば光の反射率の測定結果などをもとに判
別することが可能である。この種の技術は既に多数提案されている。この技術と組み合わ
せることで、次のような機能を実現できる。
【００４２】
　ユーザから光ディスク装置１００のコントローラにレーベル印刷の実行命令が与えられ
る。この場合、コントローラは印刷実行制限部として次のように機能する。すなわち、コ
ントローラはこのレーベル印刷の実行命令に従って上記のレーベル印刷を開始する前に、
セットされた光ディスクメディアＤの種別の判別結果から、レーベル印刷に不向きな種別
の光ディスクメディアＤがセットされていることを判断した場合には、レーベル印刷の実
行を無効にするように制御を行う。ここで、印刷に不向きな種別の光ディスクメディアＤ
とは、読み出し専用ディスク、両面記録ディスクなどである。
【００４３】
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。本実施形態は低速回転安定化機構の変形例
である。
【００４４】
　図１０はこの第２の実施形態にかかる低速回転安定化機構１０１の構成を示す斜視図、
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図１１はこの低速回転安定化機構１０１の断面図である。本例は、上ディスククランプ３
９とはずみ車１０２との連結のオンオフを切り替える機構を追加したものである。はずみ
車１０２の上面から突出した軸１１８が、連結板１１３に回動自在に支持されている。こ
の連結板１１３は、その一端がヒンジ部１１１にて回動自在に支持されており、その他端
がアンダーカバー１５ｂに固定された連結モータ１１４の駆動軸に同軸に設けられたボー
ルネジ１１７によって支持されている。連結板１１３のボールネジ１１７との結合部はネ
ジ溝を内周面に有する穴１１６となっている。すなわち、この低速回転安定化機構１０１
では、連結モータ１１４の動力によってボールネジ１１７が回転されることで、連結板１
１３がヒンジ部１１１を支点に傾動して、連結板１１３に軸１１８を介して回転自在に連
結されたはずみ車１０２が上下動し、この結果、はずみ車１０２と上ディスククランプ３
９との結合のオンオフを切り替えることができる。はずみ車１０２と上ディスククランプ
３９との結合には、たとえばマグネット１２１，１２２などが用いられている。
【００４５】
　コントローラは、光ピックアップ１１による光ディスクメディアＤへの情報の記録が完
了してスピンドルモータ２１への通電を停止させるように制御を行った後、連結モータ１
１４を作動させてボールネジ１１７を所定の方向に回転させる。このボールネジ１１７の
所定方向の回転より、連結板１１３のボールネジ１１７との係合位置が変位（下降）し、
連結板１１３がヒンジ部１１１を支点に回動することによって、はずみ車１０２と上ディ
スククランプ３９とがマグネット１２１，１２２を介して結合される。これにより、はず
み車１０２の荷重が付与されることによる慣性力によって光ディスクメディアＤは回転数
を下げながら安定して回転する。そして、回転数が所定の値以下になったところで、コン
トローラは印刷ヘッド１６によるレーベル印刷を開始するように制御を行う。
【００４６】
　なお、連結モータ１１４は連結時とその解除時に通電すればよいので、消費電力の増大
分は僅かで済む。また、連結モータ１１４は安価なＤＣモータで十分その機能をはたすこ
とができる。
【００４７】
　次に、本発明の第３の実施形態を説明する。本実施形態は、印刷ユニットの変形例であ
る。図１２は本実施形態の印刷ユニット１５のディスクトレイ３との対向面を示す斜視図
である。本実施形態は、印刷ユニット１５から印刷ヘッド１６を表出させるための開口３
５にシャッター８１が設けられている点に特徴がある。このシャッター８１は印刷ユニッ
ト１５のアンダーカバー１５ｂに固定された軸８２によって、アンダーカバー１５ｂの面
に沿って回動自在に支持されている。このシャッター８１は、レーベル印刷を開始するた
めに印刷ヘッド格納部８４内の待機位置より印刷実行位置へ向けて搬送された印刷ヘッド
１６の側面を受ける受け部８３を有している。この受け部８３が印刷ヘッド１６の側面に
よって押圧されることで、シャッター８１が軸８２を中心に回動してシャッター８１の裏
に隠れていた開口３５が表れるようになっている。また、シャッター８１は、レーベル印
刷を行うとき以外は閉じているように図示しないバネなどの付勢部材によって一定の回転
方向つまり印刷ヘッド１６の側面によって押圧されたときの回転方向とは逆方向に付勢さ
れている。これによりレーベル印刷時以外の余分な飛散インクを防ぐことができる。なお
、飛散インクは印刷ヘッド格納部８４に設けた図示しないインク吸収体で吸収されて外部
に漏れるのを防止している。
【００４８】
　以上、本発明にかかる実施形態を説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるも
のではなく、次のような変形、応用の範囲を含むものである。
【００４９】
　上記の印刷ユニット１５の印刷ヘッド１６の搬送機構はレーベル印刷を行うために必ず
しも必須ではない。
【００５０】
　トレイ方式に限らず、スロット方式にも本発明は適用可能である。スロット方式とは、
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の両面を一対のロール体の間で挟持しつつ搬送する方式である。
【００５１】
　印刷ヘッド１６は、インクジェット方式に限らず、他の様々な方式のものに代えること
ができる。
【００５２】
　ＤＶＤ－ＲＡＭのように光ディスクメディアＤをカートリッジなどの収容体に収容して
搬送する方式にも本発明は適用できる。この場合、カートリッジの面がレーベル印刷の対
象領域となる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかるレーベル印刷機構を搭載したトレイ方式の光デ
ィスク装置を示す斜視図。
【図２】図１の光ディスク装置のディスククランプ機構を示す斜視図。
【図３】図１の光ディスク装置の内部を示した斜視図。
【図４】図３から印刷ユニットを取り外して示す斜視図。
【図５】図３の印刷ユニットのディスクトレイとの対向面を示す斜視図。
【図６】図５の印刷ヘッドを示す斜視図。
【図７】図３の印刷ユニットのトップカバーを外して示した斜視図。
【図８】図７から印刷ヘッドベースを外して示す斜視図。
【図９】光ディスクメディアのレーベル面への印刷の例の示す図。
【図１０】本発明の第２の実施形態である低速回転安定化機構の変形例を示す斜視図。
【図１１】図１０の低速回転安定化機構の断面図。
【図１２】本発明の第３の実施形態である印刷ユニットの変形例を示す斜視図。
【符号の説明】
【００５４】
　　Ｄ　　　光ディスクメディア
　　１　　　筐体
　　３　　　ディスクトレイ
　１１　　　光ピックアップ
　１５　　　印刷ユニット
　１６　　　印刷ヘッド
　２１　　　スピンドルモータ
　２２　　　下ディスククランプ
　３９　　　上ディスククランプ
１００　　　光ディスク装置
１０１　　　低速回転安定化機構
１０２　　　はずみ車
１１１　　　ヒンジ部
１１３　　　シャフト連結板
１１４　　　連結モータ
１１７　　　ボールネジ
１２１，１２２　　　マグネット
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