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(57)【要約】
【課題】　小型化及び製造コストの低減を図る。
【解決手段】　ベースシャーシ２に取り付けられたガイ
ド軸１４、１４と、ベース体４と該ベース体に配置され
た対物レンズ駆動装置５とをそれぞれ有しベースシャー
シに開口部２ａを挟んだ反対側にそれぞれ配置された二
つの光ピックアップ３、３と、ディスク状記録媒体１０
０が装着されるディスクテーブル１９と該ディスクテー
ブルを回転させるスピンドルモーター１８とを有すると
共にディスクテーブルに装着されたディスク状記録媒体
の半径方向へガイド軸に案内されて開口部において移動
されるディスク回転ユニット１６と、ディスク回転ユニ
ットをディスク状記録媒体の半径方向へ移動させる駆動
モーター６を有する移動機構２１とを設けた。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動用空間として形成された開口部を有するベースシャーシと、
　前記ベースシャーシに取り付けられたガイド軸と、
　ベース体と該ベース体に配置された対物レンズ駆動装置とをそれぞれ有し前記ベースシ
ャーシに前記開口部を挟んだ反対側にそれぞれ配置された二つの光ピックアップと、
　ディスク状記録媒体が装着されるディスクテーブルと該ディスクテーブルを回転させる
スピンドルモーターとを有すると共に前記ディスクテーブルに装着された前記ディスク状
記録媒体の半径方向へ前記ガイド軸に案内されて前記開口部において移動されるディスク
回転ユニットと、
　前記ディスク回転ユニットを前記ディスク状記録媒体の半径方向へ移動させる駆動モー
ターを有する移動機構とを備えた
　ディスク駆動装置。
【請求項２】
前記ベースシャーシに対して前記二つの光ピックアップの位置調整をそれぞれ可能とした
　請求項１に記載のディスク駆動装置。
【請求項３】
前記二つの光ピックアップの各ベース体としてベースシャーシに対する配置の向きが反対
とされた同一の部品を用いた
　請求項１に記載のディスク駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はディスク駆動装置に関する。詳しくは、ディスクテーブルとスピンドルモータ
ーを有するディスク回転ユニットを二つの光ピックアップに対してディスク状記録媒体の
半径方向へ移動させて小型化及び製造コストの低減を図る技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ディスクや光磁気ディスク等のディスク状記録媒体に対して情報信号の記録や再生を
行うディスク駆動装置があり、このようなディスク駆動装置には、ディスク状記録媒体の
半径方向へ移動され該ディスク状記録媒体に対してレーザー光を照射する光ピックアップ
が設けられている。
【０００３】
　光ピックアップには対物レンズ駆動装置が設けられており、該対物レンズ駆動装置は、
固定ブロックと該固定ブロックに金属製のワイヤー等の複数の支持バネを介して支持され
た可動ブロックとを備えている。
【０００４】
　このようなディスク駆動装置には、例えば、レーザー光の使用波長が７８０ｎｍ付近で
あるＣＤ（Compact Disc）、使用波長が６６０ｎｍ付近であるＤＶＤ（Digital Versatil
e Disc）、使用波長が４０５ｎｍ付近であるブルーレイディスク（Blu-ray Disc）等の種
類の異なるディスク状記録媒体に対して情報信号の記録や再生を行うことが可能なものが
ある（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　特許文献１に記載されたディスク駆動装置にあっては、ベースシャーシにスピンドルモ
ーターと該スピンドルモーターのモーター軸に固定されたディスクテーブルとを有するデ
ィスク回転ユニットが取り付けられ、該ディスク回転ユニットを挟んだ両側の位置に光ピ
ックアップがそれぞれ移動可能に支持されている。
【０００６】
　従って、ディスクテーブルに第１のディスク状記録媒体が装着されて回転されると、一
方の光ピックアップが第１のディスク状記録媒体の半径方向へガイド軸に案内されて移動
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される。また、ディスクテーブルに第１のディスク状記録媒体とは種類の異なる第２のデ
ィスク状記録媒体が装着されて回転されると、他方の光ピックアップが第２のディスク状
記録媒体の半径方向へガイド軸に案内されて移動される。
【０００７】
　光ピックアップはピックアップ移動機構によってディスク状記録媒体の半径方向へ移動
され、ピックアップ移動機構は、ガイド軸、駆動モーター、該駆動モーターによって回転
されるリードスクリュー、該リードスクリューに螺合され光ピックアップに取り付けられ
たナット部材等を有している。
【０００８】
　光ピックアップがディスク状記録媒体の半径方向へ移動されるときには、対物レンズ駆
動装置の対物レンズを介してディスク状記録媒体に照射されたレーザー光のスポットがデ
ィスク状記録媒体の記録トラックに集光されるように対物レンズ駆動装置の可動ブロック
が変位され、フォーカス調整及びトラッキング調整が行われる。
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－１１６０３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、特許文献１に記載されたディスク駆動装置にあっては、二つの光ピックアッ
プがディスク回転ユニットを挟んだ反対側においてそれぞれディスク状記録媒体の半径方
向へ移動される構成とされているため、二つの光ピックアップについて各別のピックアッ
プ移動機構が必要とされている。
【００１１】
　従って、ディスク駆動装置の部品点数が多く、機構も複雑となり、小型化及び製造コス
トの低減を図ることが困難であると言う問題がある。
【００１２】
　そこで、部品点数の削減を行うために、二つの光ピックアップを一対の同じガイド軸に
移動自在に支持する構成とすることが可能である。
【００１３】
　しかしながら、このような構成にした場合には、二つの光ピックアップが一対の同じガ
イド軸に支持されるため、一対のガイド軸のベースシャーシに対する位置調整を行ったと
きに、二つの光ピックアップをそれぞれディスク回転ユニットに対して最適な位置に調整
することが困難になってしまう。
【００１４】
　そこで、本発明ディスク駆動装置は、上記した問題点を克服し、小型化及び製造コスト
の低減を図ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　ディスク駆動装置は、上記した課題を解決するために、移動用空間として形成された開
口部を有するベースシャーシと、前記ベースシャーシに取り付けられたガイド軸と、ベー
ス体と該ベース体に配置された対物レンズ駆動装置とをそれぞれ有し前記ベースシャーシ
に前記開口部を挟んだ反対側にそれぞれ配置された二つの光ピックアップと、ディスク状
記録媒体が装着されるディスクテーブルと該ディスクテーブルを回転させるスピンドルモ
ーターとを有すると共に前記ディスクテーブルに装着された前記ディスク状記録媒体の半
径方向へ前記ガイド軸に案内されて前記開口部において移動されるディスク回転ユニット
と、前記ディスク回転ユニットを前記ディスク状記録媒体の半径方向へ移動させる駆動モ
ーターを有する移動機構とを設けたものである。
【００１６】
　従って、ディスク駆動装置にあっては、ベースシャーシに配置された二つの光ピックア
ップの間で移動機構によってディスク回転ユニットがディスク状記録媒体の半径方向へ移
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動される。
【００１７】
　上記したディスク駆動装置においては、前記ベースシャーシに対して前記二つの光ピッ
クアップの位置調整をそれぞれ可能とすることが望ましい。
【００１８】
　ベースシャーシに対して二つの光ピックアップの位置調整をそれぞれ可能とすることに
より、ディスク回転ユニットに対する各光ピックアップの位置調整が可能となる。
【００１９】
　また、上記したディスク駆動装置においては、前記二つの光ピックアップの各ベース体
としてベースシャーシに対する配置の向きが反対とされた同一の部品を用いることが望ま
しい。
【００２０】
　各ベース体としてベースシャーシに対する配置の向きが反対とされた同一の部品を用い
ることにより、部品の共通化が図られる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明ディスク駆動装置は、移動用空間として形成された開口部を有するベースシャー
シと、前記ベースシャーシに取り付けられたガイド軸と、ベース体と該ベース体に配置さ
れた対物レンズ駆動装置とをそれぞれ有し前記ベースシャーシに前記開口部を挟んだ反対
側にそれぞれ配置された二つの光ピックアップと、ディスク状記録媒体が装着されるディ
スクテーブルと該ディスクテーブルを回転させるスピンドルモーターとを有すると共に前
記ディスクテーブルに装着された前記ディスク状記録媒体の半径方向へ前記ガイド軸に案
内されて前記開口部において移動されるディスク回転ユニットと、前記ディスク回転ユニ
ットを前記ディスク状記録媒体の半径方向へ移動させる駆動モーターを有する移動機構と
を備えている。
【００２２】
　従って、ディスク駆動装置の部品点数の削減及び機構の簡素化が図られ、小型化及び製
造コストの低減を図ることができる。
【００２３】
　請求項２に記載した発明にあっては、前記ベースシャーシに対して前記二つの光ピック
アップの位置調整をそれぞれ可能としたので、ディスク回転ユニットに対して光ピックア
ップをそれぞれ所望の位置に位置決めすることができ、各光ピックアップ３、３をそれぞ
れディスク回転ユニット１６に対して最適な位置に位置決めすることができる。
【００２４】
　請求項３に記載した発明にあっては、前記二つの光ピックアップの各ベース体としてベ
ースシャーシに対する配置の向きが反対とされた同一の部品を用いたので、製造コストの
削減を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に、本発明ディスク駆動装置の最良の形態を添付図面を参照して説明する。
【００２６】
　ディスク駆動装置１は、例えば、上下方向を向くベースシャーシ２に所要の各部材及び
各機構が配置されて成る（図１乃至図５参照）。
【００２７】
　ベースシャーシ２は略長方形状に形成され、該ベースシャーシ２の中央部には上下に貫
通され移動用空間として機能する略長方形状の開口部２ａが形成されている。ベースシャ
ーシ２には、開口部２ａの長手方向における両側に、それぞれ上方に開口された浅い配置
凹部２ｂ、２ｂが形成されている（図１乃至図３参照）。
【００２８】
　ベースシャーシ２には配置凹部２ｂの外周部にそれぞれ上方へ突出された位置決め用突



(5) JP 2010-27173 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

部２ｃ、２ｄが設けられている。位置決め用突部２ｃ、２ｄは互いに直交する方向を向く
ように形成されている。
【００２９】
　ベースシャーシ２の配置凹部２ｂ、２ｂの外周部には、それぞれ周方向に離隔して固定
用突部２ｅ、２ｅ、・・・が設けられている。固定用突部２ｅ、２ｅ、・・・は、例えば
、丸軸状に形成されている。
【００３０】
　ベースシャーシ２の配置凹部２ｂ、２ｂには、それぞれ光ピックアップ３、３が取り付
けられている。
【００３１】
　光ピックアップ３はベース体４と該ベース体４に配置された対物レンズ駆動装置５とを
有している。ベース体４の側縁には緩やかな円弧状に形成された切欠縁４ａが形成されて
いる。
【００３２】
　ベース体４、４は同一の部品が用いられており、反対の向きでベースシャーシ２に配置
されている。即ち、光ピックアップ３、３はベース体４、４の切欠縁４ａ、４ａが対向す
る向きで配置凹部２ｂ、２ｂに取り付けられ、切欠縁４ａ、４ａはそれぞれ開口部２ａの
開口縁に略沿うように位置されている。
【００３３】
　ベースシャーシ２の底面には駆動モーター６が取り付けられている（図４及び図５参照
）。駆動モーター６にはリードスクリュー７が連結され、該リードスクリュー７はベース
シャーシ２に取り付けられたブラケット８に回転自在に支持されている。リードスクリュ
ー７はベースシャーシ２の長手方向に延びるように開口部２ａの開口縁に沿って位置され
ている。
【００３４】
　ベースシャーシ２の底面には四つの軸支持体９、９、・・・が取り付けられている。軸
支持体９、９、・・・は、それぞれ開口部２ａの開口縁における四つの角部に取り付けら
れている。
【００３５】
　軸支持体９は、図６に示すように、ベースシャーシ２に固定された軸受部材１０と該軸
受部材１０に固定された押さえ部材１１とを有し、該押さえ部材１１は軸受部材１０に、
例えば、固定用ネジ１２によって固定されている。固定用ネジ１２はベースシャーシ２に
軸受部材１０も固定している。軸支持体９の押さえ部材１１には調整用ネジ１３が螺合さ
れている。
【００３６】
　軸支持体９、９、・・・にはガイド軸１４、１４が支持されている。ガイド軸１４は両
端部がそれぞれ軸支持体９、９に支持されている。
【００３７】
　軸支持体９の内部には、ベースシャーシ２の底面とガイド軸１４の間に調整用バネ１５
が配置されており、該調整用バネ１５によってガイド軸１４が下方へ付勢されている。調
整用ネジ１３を押さえ部材１１に対して回転すると、調整用ネジ１３の回転方向に応じて
、調整用バネ１５によって下方へ付勢されているガイド軸１４が上下方向へ変位される。
【００３８】
　従って、押さえ部材１１、１１、・・・にそれぞれ螺合された調整用ネジ１３、１３、
・・・を所望の方向へ回転することにより、ガイド軸１４、１４のベースシャーシ２に対
する位置調整（傾き調整）が行われる。
【００３９】
　ガイド軸１４、１４にはディスク回転ユニット１６が移動自在に支持されている（図１
乃至図５参照）。ディスク回転ユニット１６は移動ベース１７と該移動ベース１７上に配
置されたスピンドルモーター１８と該スピンドルモーター１８のモーター軸に固定された
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ディスクテーブル１９とを有している。
【００４０】
　移動ベース１７の両端部にはそれぞれ軸受部１７ａ、１７ａが設けられ、該軸受部１７
ａ、１７ａがそれぞれガイド軸１４、１４に摺動自在に支持されている。
【００４１】
　移動ベース１７にはナット部材２０が取り付けられ、該ナット部材２０はリードスクリ
ュー７に螺合されている（図３及び図５参照）。従って、駆動モーター６の駆動力によっ
てリードスクリュー７が回転されると、該リードスクリュー７の回転方向に応じた方向へ
ナット部材２０が送られ、ディスク回転ユニット１６がガイド軸１４、１４に案内されて
ディスクテーブル１９に装着されるディスク状記録媒体１００の半径方向へ移動される。
ディスク回転ユニット１６は、スピンドルモーター１８の外周縁の一部が一方の光ピック
アップ３の切欠縁４ａに近接する第１の位置（図１参照）とスピンドルモーター１８の外
周縁の別の一部が他方の光ピックアップ３の切欠縁４ａに近接する第２の位置（図２参照
）との間で移動される。
【００４２】
　駆動モーター６、リードスクリュー７、ガイド軸１４、１４及びナット部材２０はディ
スク回転ユニット１６をディスク状記録媒体１００の半径方向へ移動させる移動機構２１
として機能する。
【００４３】
　ディスク駆動装置１にあっては、上記したように、軸支持体９、９、・・・にそれぞれ
螺合された調整用ネジ１３、１３、・・・を回転することにより、ガイド軸１４、１４の
ベースシャーシ２に対する位置調整（傾き調整）が行われる。従って、この位置調整によ
りガイド軸１４、１４に支持されたディスク回転ユニット１６におけるディスクテーブル
１９の光ピックアップ３、３に対する位置調整が行われることになる。
【００４４】
　以上のようにして構成されたディスク駆動装置１において、スピンドルモーター１８の
回転に伴ってディスクテーブル１９が回転されると、該ディスクテーブル１９に装着され
たディスク状記録媒体１００が回転され、同時に、ディスク回転ユニット１６がディスク
状記録媒体１００の半径方向へ開口部２ａにおいて移動されて該ディスク状記録媒体１０
０に対する記録動作又は再生動作が行われる。
【００４５】
　ディスク駆動装置１においては、異なる種類のディスク状記録媒体１００に対する情報
信号の記録及び再生が可能とされている。例えば、レーザー光の使用波長が７８０ｎｍ付
近であるＣＤ（Compact Disc）、使用波長が６６０ｎｍ付近であるＤＶＤ（Digital Vers
atile Disc）、使用波長が４０５ｎｍ付近であるブルーレイディスク（Blu-ray Disc）等
の種類の異なるディスク状記録媒体１００に対して情報信号の記録及び再生を行うことが
可能とされている。
【００４６】
　所定の種類のディスク状記録媒体１００がディスクテーブル１９に装着されると、ディ
スク回転ユニット１６は第１の位置から第２の位置へ向けて移動され、ディスク状記録媒
体１００に対する情報信号の記録又は再生が行われる。また、別の所定の種類のディスク
状記録媒体１００がディスクテーブル１９に装着されると、ディスク回転ユニット１６は
第２の位置から第１の位置へ向けて移動され、ディスク状記録媒体１００に対する情報信
号の記録又は再生が行われる。
【００４７】
　以上に記載した通り、ディスク駆動装置１にあっては、二つの光ピックアップ３、３を
ベースシャーシ２の開口部２ａを挟んだ反対側にそれぞれ配置し、ディスクテーブル１９
と該ディスクテーブル１９を回転させるスピンドルモーター１８とを有するディスク回転
ユニットと１６を二つの光ピックアップ３、３間においてディスク状記録媒体１００の半
径方向へ移動させるようにしている。
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【００４８】
　従って、異なる種類のディスク状記録媒体１００に対する情報信号の記録及び再生を一
つの移動機構２１を設けて行うことができ、ディスク駆動装置１の部品点数の削減及び機
構の簡素化が図られ、小型化及び製造コストの低減を図ることができる。
【００４９】
　また、ディスク回転ユニット１６を位置調整することにより二つの光ピックアップ３、
３に対するディスクテーブル１９の位置調整を行うことができ、二つの光ピックアップ３
、３に対するディスクテーブル１９のそれぞれ最適な位置への調整を容易に行うことがで
きる。
【００５０】
　さらに、ディスク駆動装置１にあっては、二つの光ピックアップ３、３のベース体４、
４として同一の部品を用いているため、製造コストの削減を図ることができる。
【００５１】
　以下に、光ピックアップ３、３のベースシャーシ２に対する位置調整作業について説明
する（図７参照）。位置調整作業は、光ピックアップ３を、例えば、調整用保持具２００
によって保持し、ベースシャーシ２を図示しない固定具によって所定の位置に固定した状
態で行う。調整用保持具２００は光ピックアップ３を保持した状態で上下前後左右に移動
可能とされると共に任意の角度傾動可能とされている。
【００５２】
　光ピックアップ３の位置調整作業は、先ず、光ピックアップ３を保持した調整用保持具
２００を必要な方向へ移動し、光ピックアップ３のベース体４の各側面を配置凹部２ｂに
設けられた位置決め用突部２ｄ、２ｅにそれぞれ押し当てる。光ピックアップ３のベース
体４の各側面を位置決め用突部２ｄ、２ｅにそれぞれ押し当てることにより、光ピックア
ップ３の配置凹部２ｂに対する水平方向における位置決めが行われる。
【００５３】
　次に、ディスク回転ユニット１６に対して光ピックアップ３が所定の位置及び角度とな
るように、光ピックアップ３を位置決め用突部２ｄ、２ｅに押し当てたままの状態で調整
用保持具２００を上下方向へ移動させると共に傾動させる。調整用保持具２００を上下方
向へ移動させることにより光ピックアップ３のディスク回転ユニット１６に対する垂直方
向における位置決めが行われ、調整用保持具２００を傾動させることにより光ピックアッ
プ３のディスク回転ユニット１６に対するラジアル方向及びタンジェンシャル方向におけ
る位置決めが行われる。
【００５４】
　次いで、光ピックアップ３のベース体４を、例えば、半田付け又は接着により配置凹部
２ｂに設けられた固定用突部２ｅ、２ｅ、２ｅに固定する。
【００５５】
　最後に、調整用保持具２００による光ピックアップ３の保持を解除することにより位置
調整作業を終了する。
【００５６】
　上記したように、ディスク駆動装置１にあっては、ベースシャーシ２に対して二つの光
ピックアップ３、３の位置調整をそれぞれ行うことが可能であるため、各光ピックアップ
３、３をそれぞれディスク回転ユニット１６に対して最適な位置に位置決めすることがで
きる。
【００５７】
　上記した発明を実施するための最良の形態において示した各部の具体的な形状及び構造
は、何れも本発明を実施する際の具体化のほんの一例を示したものにすぎず、これらによ
って本発明の技術的範囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】図２乃至図７と共に本発明ディスク駆動装置を実施するための最良の形態を示す
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ものであり、本図はディスク駆動装置の概略斜視図である。
【図２】ディスク回転ユニットが図１とは異なる位置に移動された状態で示すディスク駆
動装置の概略斜視図である。
【図３】ディスク駆動装置の概略平面図である。
【図４】ディスク駆動装置の底面側を示す概略斜視図である。
【図５】ディスク駆動装置の概略底面図である。
【図６】ガイド軸が取り付けられている状態を示す拡大断面図である。
【図７】ベースシャーシに対する光ピックアップの位置調整を行う状態を示す拡大斜視図
である。
【符号の説明】
【００５９】
　１…ディスク駆動装置、２…ベースシャーシ、２ａ…開口部、３…光ピックアップ、４
…ベース体、６…駆動モーター、１４…ガイド軸、１６…ディスク回転ユニット、１８…
スピンドルモーター、２１…移動機構、１００…ディスク状記録媒体

【図１】 【図２】
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