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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タングを有するジンバルと、
　前記タングの一部を構成するステージと、
　前記ステージに固定されているヘッド・スライダと、
　前記タング内において前記ステージの後側に配置され、前側接続パッドと後側接続パッ
ドとを有し前後方向に伸縮する第１のピエゾ素子と、
　前記タング内において前記ステージの後側に配置され、前側接続パッドと後側接続パッ
ドとを有し前後方向に伸縮する第２のピエゾ素子と、
　前記ジンバル上に形成されているトレースと、を有し
　前記トレースは、前記ヘッド・スライダの複数接続パッドと相互接続される複数接続パ
ッドとプリアンプＩＣとの接続パッドとを結ぶ複数のリード線を有し、
　前記複数のリード線は、前記第１のピエゾ素子の前側端子と前記第２のピエゾ素子の前
側端子との間を通っており、前記第１のピエゾ素子と前記第２のピエゾ素子の間で二つに
わかれて広がり、前記第１のピエゾ素子の後側端子と前記第２のピエゾ素子の後側端子の
外側を通って前記プリアンプＩＣとの接続パッドに向かって延びている、
　ヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項２】
　前記複数のリード線は、前記ステージの前記ヘッド・スライダの接着領域を迂回しつつ
、前記ヘッド・スライダの下を通っている、
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　請求項１に記載のヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項３】
　前記複数のリード線は、前記接着領域の後端に沿って、前記ヘッド・スライダの下を前
記のタングの前後方向の延びる中心線へ向かって延びている、
　請求項２に記載のヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項４】
　前記複数のリード線は前記ヘッド・スライダの下において前記ステージの回動中心の近
傍を通過している、
　請求項１に記載のヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項５】
　前記ジンバルは、本体部と、前記本体部から前方に延び前記タングの両サイドを支持す
る二つのアームと、を有し、
　前記複数のリード線は、前記ヘッド・スライダの接続パッドと相互接続される接続パッ
ドから前記本体部まで、前記二つのアームの間を延びている、
　請求項１に記載のヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項６】
　前記ジンバルは、本体部と、前記本体部から前方に延び前記タングの両サイドを支持す
る二つのアームと、を有し、
　前記タングは、前記ステージの後側にそのステージを支持し前記アームに接続された支
持部を有し、
　前記トレースは、前記支持部の後端部と前記本体部とをつないでいる、
　請求項１に記載のヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項７】
　さらに、前記ステージを前記二つのアームのそれぞれとつなぎ、前記トレースの絶縁層
と同一の材料で形成されたリミッタを有する、
　請求項６に記載のヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項８】
　前記ジンバルを支持するロード・ビームをさらに有し、
　前記タングよりも前側及び後側に、前記ジンバルと前記ロード・ビームとの固定点が存
在している、
　請求項１に記載のヘッド・ジンバル・アセンブリ。
【請求項９】
　筐体と、
　前記筐体内に固定され、ディスクを回転するスピンドル・モータと、
　前記スピンドル・モータが回転するディスク上においてヘッド・スライダを支持するサ
スペンションを備え、ボイス・コイル・モータにより回動するアクチュエータと、
　を有し、
　前記サスペンションは、
　タングを有するジンバルと、
　前記タングの一部を構成し、前記ヘッド・スライダが固定されるステージと、
　前記タング内において前記ステージの後側に配置され、前側接続パッドと後側接続パッ
ドとを有し前後方向に伸縮する第１のピエゾ素子と、
　前記タング内において前記ステージの後側に配置され、前側接続パッドと後側接続パッ
ドとを有し前後方向に伸縮する第２のピエゾ素子と、
　前記ジンバル上に形成されているトレースと、を有し
　前記トレースは、前記ヘッド・スライダの複数接続パッドと相互接続される複数接続パ
ッドとプリアンプＩＣとの接続パッドとを結ぶ複数のリード線を有し、
　前記複数のリード線は、前記第１のピエゾ素子の前側端子と前記第２のピエゾ素子の前
側端子との間を通っており、前記第１のピエゾ素子と前記第２のピエゾ素子の間で二つに
わかれて広がり、前記第１のピエゾ素子の後側端子と前記第２のピエゾ素子の後側端子の
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外側を通って前記プリアンプＩＣとの接続パッドに向かって延びている、
　ディスク・ドライブ。
【請求項１０】
　前記複数のリード線は、前記ステージの前記ヘッド・スライダの接着領域を迂回しつつ
、前記ヘッド・スライダの下を通っている、
　請求項９に記載のディスク・ドライブ。
【請求項１１】
　前記複数のリード線は前記ヘッド・スライダの下において前記ステージの回動中心の近
傍を通過している、
　請求項９に記載のディスク・ドライブ。
【請求項１２】
　前記ジンバルは、本体部と、前記本体部から前方に延び前記タングの両サイドを支持す
る二つのアームと、を有し、
　前記複数のリード線は、前記ヘッド・スライダの接続パッドと相互接続される接続パッ
ドから前記本体部まで、前記二つのアームの間を延びている、
　請求項９に記載のディスク・ドライブ。
【請求項１３】
　前記ジンバルは、本体部と、前記本体部から前方に延び前記タングの両サイドを支持す
る二つのアームと、を有し、
　前記タングは、前記ステージの後側にそのステージを支持し前記アームに接続された支
持部を有し、
　前記トレースは、前記支持部の後端部と前記本体部とをつないでいる、
　請求項９に記載のディスク・ドライブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッド・ジンバル・アセンブリ及びディスク・ドライブに関し、特に、ピエ
ゾ素子が実装されたヘッド・ジンバル・アセンブリにおける配線構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスク・ドライブ装置として、光ディスク、光磁気ディスク、あるいはフレキシブル
磁気ディスクなどの様々な態様の記録ディスクを使用する装置が知られているが、その中
で、ハードディスク・ドライブ（ＨＤＤ）は、コンピュータの記憶装置として広く普及し
、現在のコンピュータ・システムにおいて欠かすことができない記憶装置の一つとなって
いる。この他、動画像記録再生装置、カーナビゲーション・システム、あるいは携帯電話
など、ＨＤＤの用途は、その優れた特性により益々拡大している。
【０００３】
　ＨＤＤで使用される磁気ディスクは、同心円状に形成された複数のデータ・トラックと
複数のサーボ・トラックとを有している。各データ・トラックには、ユーザ・データを含
む複数のデータ・セクタが記録されている。各サーボ・トラックはアドレス情報を有する
。サーボ・トラックは、円周方向において離間して配置された複数のサーボ・データによ
って構成されており、各サーボ・データの間に１もしくは複数のデータ・セクタが記録さ
れている。ヘッド素子部がサーボ・データのアドレス情報に従って所望のデータ・セクタ
にアクセスすることによって、データ・セクタへのデータ書き込み及びデータ・セクタか
らのデータ読み出しを行うことができる。
【０００４】
　ヘッド素子部はスライダ上に形成されており、さらにそのスライダはアクチュエータの
サスペンション上に固着されている。アクチュエータとヘッド・スライダのアセンブリを
、ヘッド・スタック・アセンブリ（ＨＳＡ）と呼ぶ。また、サスペンションとヘッド・ス
ライダのアセンブリを、ヘッド・ジンバル・アセンブリ（ＨＧＡ）と呼ぶ。磁気ディスク
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に対向するスライダ浮上面と回転している磁気ディスクとの間の空気の粘性による圧力が
、サスペンションによって磁気ディスク方向に加えられる圧力とバランスすることによっ
て、ヘッド・スライダは磁気ディスク上を浮上することができる。アクチュエータが回動
軸を中心に回動することによって、ヘッド・スライダを目的のトラックへ移動すると共に
、そのトラック上に位置決めする。
【０００５】
　磁気ディスクのＴＰＩ（Track Per Inch）の増加に従い、ヘッド・スライダの位置決め
精度の向上が求められている。しかし、ＶＣＭ（Voice Coil Motor）によるアクチュエー
タの駆動は、その位置決め精度に限界が存在する。そのため、アクチュエータの先端に小
型のアクチュエータ（マイクロアクチュエータ）を実装し、より精細な位置決めを行う二
段アクチュエータの技術が提案されている（例えば特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００８－１５２９０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、マイクロアクチュエータはその微動によりヘッド・スライダの精細な位
置決めを可能とする。しかし、従来のサスペンション構造を変更することなくマイクロア
クチュエータをサスペンションに実装すると、ヘッド・スライダの位置決め精度の大きな
向上は見られない。これは、マイクロアクチュエータより引き起こされるサスペションの
特性の悪化が原因となっている。
【０００７】
　一つには、マイクロアクチュエータの質量と体積の増加により、サスペンションの風乱
振動特性が悪化する。他の一つには、マイクロアクチュエータの駆動（振動）に伴い、多
くのサスペンション振動モードが励起されることがある。この他、マイクロアクチュエー
タによる質量増加により、サスペンションの耐衝撃特性やロード／アンロード特性が悪化
する。
【０００８】
　これらの特性を改善する好ましいマイクロアクチュエータの一つとして、ジンバル・タ
ング内に固定されたピエゾ素子によりヘッド・スライダを回動させる機構がある。このマ
イクロアクチュエータを有するＨＧＡにおいて、ジンバル・タングはトレーリング側にス
テージを有し、そのステージ上にヘッド・スライダが接着剤で固定されている。二つのピ
エゾ素子がヘッド・スライダのリーディング側において、ジンバル・タング内に固定され
ている。
【０００９】
　二つのピエゾ素子はアクチュエータの回動方向に並んで配置され、サスペンションの前
後方向（ヘッド・スライダの飛行方向）に沿って伸縮する。左右のピエゾ素子が反対の伸
縮動作を行うことでステージが回動し、その上固定されているヘッド・スライダも回動す
る。ヘッド・スライダの回動により、ヘッド素子部（薄膜ヘッド部）の磁気ディスクの半
径方向における微細な動きを可能とする。
【００１０】
　ジンバル・タング内に二つのピエゾ素子を配置することで上記サスペンションの特性の
悪化を抑制することができる。しかし、発明者らが検討したところ、ジンバル・タング内
にあるピエゾ素子の動きは、サスペンション上に形成されているトレースにより大きな影
響を受けることがわかった。トレースは、ヘッド・スライダの信号を伝送する複数のリー
ド線とそれらを保護する樹脂層とで形成されている。左右のピエゾ素子の伸縮によりヘッ
ド・スライダを回動させるとき、トレースの剛性がピエゾ素子の動きを阻害し、ピエゾ素
子の伸縮量に対するヘッド・スライダの回動量を低下させる。
【００１１】
　従って、ジンバル・タング内に装着された二つのピエゾ素子の伸縮及びそれによりヘッ
ド・スライダの回動に対して、トレース剛性による望ましくない影響を抑制することがで
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きるＨＧＡの構造が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様のヘッド・ジンバル・アセンブリは、タングを有するジンバルと、前記
タングの一部を構成するステージと、前記ステージに固定されているヘッド・スライダと
、前記タング内において前記ステージの後側に配置され、前側接続パッドと後側接続パッ
ドとを有し前後方向に伸縮する第１のピエゾ素子と、前記タング内において前記ステージ
の後側に配置され、前側接続パッドと後側接続パッドとを有し前後方向に伸縮する第２の
ピエゾ素子と、前記ジンバル上に形成されているトレースとを有する。前記トレースは、
前記ヘッド・スライダの複数接続パッドと相互接続される複数接続パッドとプリアンプＩ
Ｃとの接続パッドとを結ぶ複数のリード線を有し、前記複数のリード線は、前記第１のピ
エゾ素子の前側端子と前記第２のピエゾ素子の前側端子との間を通っている。これにより
、ピエゾ素子の伸縮動作によるヘッド・スライダの回動に対するトレースの悪影響を抑制
することができる。
【００１３】
　前記複数のリード線は前記ヘッド・スライダの下を通っていることが好ましい。前記複
数のリード線は、前記ステージの前記ヘッド・スライダの接着領域を迂回していることが
好ましい。さらに、前記複数のリード線は、前記接着領域の後端に沿って、前記ヘッド・
スライダの下を前記のタングの前後方向の延びる中心線へ向かって延びていることが好ま
しい。これらにより、ヘッド・スライダの回動に対するトレースの悪影響をさらに抑制す
ることができる。
【００１４】
　好ましくは、前記複数のリード線は前記ヘッド・スライダの下において前記ステージの
回動中心の近傍を通過している。これらより、ヘッド・スライダの回動に対するトレース
の悪影響をさらに抑制することができる前記複数のリード線は、前記第１のピエゾ素子と
前記第２のピエゾ素子の間で二つにわかれて広がり、前記第１のピエゾ素子の後側端子と
前記第２のピエゾ素子の後側端子の外側を通って前記プリアンプＩＣとの接続パッドに向
かって延びている。これにより、ジンバルの動きに対するトレースの悪影響を抑制するこ
とができる。
【００１５】
　前記ジンバルは、本体部と、前記本体部から前方に延び前記タングの両サイドを支持す
る二つのアームとを有する。前記複数のリード線は、前記ヘッド・スライダの接続パッド
と相互接続される接続パッドから前記本体部まで、前記二つのアームの間を延びているこ
とが好ましい。これにより、トレースによる振動を抑制することができる。
【００１６】
　前記ジンバルは、本体部と、前記本体部から前方に延び前記タングの両サイドを支持す
る二つのアームとを有する。前記タングは、前記ステージの後側にそのステージを支持し
前記アームに接続された支持部を有する。前記トレースは、前記支持部の後端部と前記本
体部とをつないでいる。これにより、ジンバルの過度の変形を抑制できる。さらに、前記
ステージを前記二つのアームのそれぞれとつなぎ、前記トレースの絶縁層と同一の材料で
形成されたリミッタを有する。これにより、質量の増加を抑えつつ、ジンバルの過度の変
形を抑制できる。前記ジンバルを支持するロード・ビームをさらに有し、前記タングより
も前側及び後側に、前記ジンバルと前記ロード・ビームとの固定点が存在している。これ
により、ジンバルの過度の変形を効果的に抑制できる。
【００１７】
　本発明の他の態様のディスク・ドライブは、筐体と、前記筐体内に固定されディスクを
回転するスピンドル・モータと、前記スピンドル・モータが回転するディスク上において
ヘッド・スライダを支持するサスペンションを備えボイス・コイル・モータにより回動す
るアクチュエータとを有する。前記サスペンションは、タングを有するジンバルと、前記
タングの一部を構成し、前記ヘッド・スライダが固定されるステージと、前記タング内に
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おいて前記ステージの後側に配置され、前側接続パッドと後側接続パッドとを有し前後方
向に伸縮する第１のピエゾ素子と、前記タング内において前記ステージの後側に配置され
、前側接続パッドと後側接続パッドとを有し前後方向に伸縮する第２のピエゾ素子と、前
記ジンバル上に形成されているトレースとを有する。前記トレースは、前記ヘッド・スラ
イダの複数接続パッドと相互接続される複数接続パッドとプリアンプＩＣとの接続パッド
とを結ぶ複数のリード線を有する。前記複数のリード線は、前記第１のピエゾ素子の前側
端子と前記第２のピエゾ素子の前側端子との間を通っている。これにより、ヘッド・スラ
イダの位置決め制度を向上することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ジンバル・タング内にピエゾ素子が固定されたヘッド・ジンバル・ア
センブリにおいて、ピエゾ素子の伸縮動作によるヘッド・スライダの回動に対するトレー
スの悪影響を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を説明する。説明の明確化のため、以下の記載及
び図面は、適宜、省略及び簡略化がなされている。又、各図面において、同一要素には同
一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略されている
。本実施形態においては、ディスク・ドライブの一例として、ハードディスク・ドライブ
（ＨＤＤ）について説明する。
【００２０】
　本形態のＨＤＤは、ボイス・コイル・モータによる位置決め機構とサスペンション上の
ピエゾ素子による位置決め機構（マイクロアクチュエータ）を有する二段アクチュエータ
を備えている。本形態のマイクロアクチュエータは、ジンバル・タング内に固定されてい
る二つのピエゾ素子を有している。二つのピエゾ素子はアクチュエータの回動方向（左右
方向）に並んで配置され、サスペンションの前後方向（ヘッド・スライダの飛行方向）に
沿って伸縮する。
【００２１】
　ジンバル・タングはトレーリング側にステージを有し、そのステージ上にヘッド・スラ
イダが接着剤で固定されている。左右のピエゾ素子が反対の伸縮動作を行うことでステー
ジが回動し、その上に固定されているヘッド・スライダも回動する。ヘッド・スライダの
回動により、ヘッド素子部（薄膜ヘッド部）の磁気ディスクの半径方向における微細な動
きを可能とする。
【００２２】
　本形態のＨＧＡの特徴的な点として、ヘッド・スライダの信号を伝送するリード線は、
ヘッド・スライダと接続される接続パッドから、二つのピエゾ素子のヘッド・スライダ側
の接続パッドの間を通って延びている。これにより、ピエゾ素子の伸縮に対するトレース
剛性による応力を低減し、ピエゾ素子のストロークの減少を抑え、また、スムーズなピエ
ゾ素子の伸縮によりヘッド・スライダを回動させることができる。これにより、スライダ
駆動変位を増加させ、高精度なヘッド位置決めを実現する。
【００２３】
　本形態のＨＧＡについて説明を行う前に、図１を参照して、ＨＤＤの全体構成について
説明を行う。ＨＤＤ１の機構的構成要素は、ベース１０２内に収容されている。ベース１
０２内の各構成要素の制御は、ベース外に固定された回路基板上の制御回路（不図示）が
行う。ＨＤＤ１は、データを記憶するディスクである磁気ディスク１０１と、磁気ディス
ク１０１にアクセス（リードあるいはライト）するヘッド・スライダ１０５を有している
。ヘッド・スライダ１０５は、ユーザ・データの磁気ディスク１０１への書き込み及び／
又は読み出しを行うヘッド素子部と、そのヘッド素子部がその面上に形成されているスラ
イダとを備えている。
【００２４】



(7) JP 5570111 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

　アクチュエータ１０６は、ヘッド・スライダ１０５を保持している。磁気ディスク１０
１へのアクセスのため、アクチュエータ１０６は回動軸１０７を中心に回動することで、
回転している磁気ディスク１０１上でヘッド・スライダ１０５を移動する。駆動機構とし
てのボイス・コイル・モータ（ＶＣＭ）１０９は、アクチュエータ１０６を駆動する。ア
クチュエータ１０６は、ヘッド・スライダ１０５が配置された長手方向におけるその先端
部から、サスペンション１１０、アーム１１１、コイル・サポート１１２及びＶＣＭコイ
ル１１３の結合された各構成部材を備えている。
【００２５】
　ベース１０２に固定されたスピンドル・モータ（ＳＰＭ）１０３は、所定の角速度で磁
気ディスク１０１を回転する。磁気ディスク１０１に対向するスライダの浮上面と回転し
ている磁気ディスク１０１との間の空気の粘性による圧力が、サスペンション１１０によ
って磁気ディスク１０１方向に加えられる圧力とバランスすることによって、ヘッド・ス
ライダ１０５は磁気ディスク１０１上を浮上する。図１において、磁気ディスクは反時計
回りに回転する。ヘッド・スライダ１０５の信号及びマイクロアクチュエータのピエゾ素
子の信号は、アクチュエータ１０６の回動軸付近にあるプリアンプＩＣ１８１により増幅
される。プリアンプＩＣ１８１は、基板１８２上に実装されている。
【００２６】
　ヘッド・スライダ１０５による非アクセス時、アクチュエータ１０６は、磁気ディスク
１０１の外側にあるランプ１０４上に待避する。アクチュエータ１０６の磁気ディスク上
からランプ１０４への移動動作をアンロード、ランプ１０４から磁気ディスク上への移動
動作をロードと呼ぶ。本発明はランプ・ロード・アンロードのＨＤＤに有用であるが、ラ
ンプ１０４を有しておらず、非アクセス時にアクチュエータ１０６がディスク内周領域に
移動するＨＤＤにも適用することができる。
【００２７】
　図２（ａ）は、本形態のＨＧＡ２００の構成を示す斜視図であり、ディスク側からＨＧ
Ａ２００を見た図である。図２（ｂ）は、図２（ａ）において円Ｂで囲まれた部分の拡大
図である。図２（ａ）に示すように、ＨＧＡ２００は、サスペンション１１０、ヘッド・
スライダ１０５を有している。サスペンション１１０は、トレース２０１、ジンバル２０
２、ロード・ビーム２０３及びマウント・プレート２０４を有している。
【００２８】
　ロード・ビーム２０３を基準として、その上にジンバル２０２が固定され、さらにジン
バル２０２の上にトレース２０１が形成されている。ヘッド・スライダ１０５は、ジンバ
ル２０２上において、トレース２０１と同じ面に固定されている。また、図２（ｂ）に示
すように、ＨＧＡ２００は、マイクロアクチュエータの一部を構成するピエゾ素子２０５
ａ、２０５ｂを有している。ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂは、サスペンション１１０の
ヘッド・スライダ１０５が固定されている面の裏側に固定されている。
【００２９】
　ロード・ビーム２０３は、精密な薄板バネとして、ステンレス鋼などによって形成され
る。その剛性はジンバル２０２よりも高い。ロード・ビーム２０３は、バネ性を有するこ
とによってヘッド・スライダ１０５への荷重を発生させる。マウント・プレート２０４及
びジンバル２０２は、例えば、ステンレス鋼（ＳＵＳ）で形成する。ヘッド・スライダ１
０５はジンバル２０２上に固定される。ジンバル２０２は弾性的に支持されており、ヘッ
ド・スライダ１０５を保持すると共に、自由に傾くことによってヘッド・スライダ１０５
の姿勢制御に寄与する。
【００３０】
　図２（ｂ）に示すように、本形態のＨＧＡ２００において、ジンバル２０２は、ヘッド
・スライダ１０５より前方の点２２１と、後方の点２２２ａ、２２２ｂとでロード・ビー
ム２０３に接合されている。接合は、典型的には、レーザ・スポット溶接により行う。こ
のように、ヘッド・スライダ１０５の前後双方の位置においてジンバル２０２をロード・
ビーム２０３に接合することで、ＨＧＡ２００は優れたロード／アンロード特性（ピール
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特性）を得ることができる。
【００３１】
　複数のリード線を有するトレース２０１の一端の端子は、ピエゾ素子２０５ａ、２０５
ｂ及びヘッド・スライダ１０５に接続され、他端の端子はマルチコネクタ２１１において
まとめられ、アクチュエータ１０６に固定される基板１８２に接続される。本構成例にお
いて、マルチコネクタ２１１は８つの接続パッドを有しており、それらは、リード信号、
ライト信号、クリアランス調整のためのヒータ素子の信号、そして二つのピエゾ素子２０
５ａ、２０５ｂの信号のためのものである。なお、接続パッドの数は、ヘッド・スライダ
１０５の構造及びピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの制御方法により変化する。
【００３２】
　図１に示すように、基板１８２上には、ヘッド・スライダの素子（リード素子やライト
素子）及びピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの信号の増幅回路１８１が実装されている。ト
レース２０１は、リード信号やライト信号の他、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂを制御（
駆動）する信号を伝送する。本形態において、アクチュエータ１０６（サスペンション１
１０）の先端と回動軸１０７と結ぶ方向を前後方向、磁気ディスク１０１の主面（記録面
）に平行かつ前後方向と垂直な方向（アクチュエータ１０６の回動方向）を左右方向とす
る。
【００３３】
　図３（ａ）、（ｂ）は、本形態のＨＧＡ２００におけるヘッド・スライダ１０５、ピエ
ゾ素子２０５ａ、２０５ｂ及びそれらの周辺の構造を示す平面図である。図３（ａ）、（
ｂ）において、ロード・ビーム２０３は省略している。図３（ａ）は、ＨＧＡ２００を磁
気ディスク側（ヘッド・スライダ側）から見た図であり、図３（ｂ）は、その反対側から
見た図である。図３（ａ）において、ヘッド・スライダ１０５は破線で示され、また、透
過して描かれている。
【００３４】
　図２（ａ）、（ｂ）を参照して説明したように、ジンバル２０２の同一面に、トレース
２０１とヘッド・スライダ１０５が配置されている。図３（ａ）においては、トレース２
０１とヘッド・スライダ１０５とがジンバル２０２の上側に示されており、図３（ｂ）に
おいては、ジンバル２０２がトレース２０１の上側に示されている。図３（ｂ）に示すよ
うに、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂは、ヘッド・スライダ１０５の反対側において、ト
レース２０１上に配置されている。
【００３５】
　ジンバル２０２は、中央のジンバル・タング２２３と、ジンバル・タング２２３の左右
両側においてジンバル・タング２２３から離間して前後方向の延びるサイド・アーム２２
４ａ、２２４ｂとを有している。ジンバル・タング２２３は、左右のコネクタ・タブ２２
５ａ、２２５ｂにより、サイド・アーム２２４ａ、２２４ｂに接続されている。
【００３６】
　ジンバル・タング２２３は、ステージ１３１と、ステージ１３１の後側（リーディング
側）においてステージ１３１と接続され、ステージ１３１を支持する支持部１３２とを有
している。支持部１３２は、前後方向に延びる二つのスリット１３３ａ、１３３ｂを有し
ている。スリット１３３ａ、１３３ｂは左右方向に配列されており、スリット１３３ａ、
１３３ｂのそれぞれの内部にピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂが配置されている。ピエゾ素
子２０５ａ、２０５ｂが前後方向に互いに逆に伸縮することで、ステージ１３１及びその
上のヘッド・スライダ１０５が回動する。
【００３７】
　支持部１３２は、スリット１３３ａ、１３３ｂの間の中央部１３４と、ピエゾ素子２０
５ａとサイド・アーム２２４ａとの間の側部１３５ａ、そしてピエゾ素子２０５ｂとサイ
ド・アーム２２４ｂとの間の側部１３５ｂとから構成されている。中央部１３４、側部１
３５ａ、側部１３５ｂは、後端部（基部）１３６においてつながっている。側部１３５ａ
はコネクタ・タブ２２５ａによりサイド・アーム２２４ａに接続され、側部１３５ｂはコ
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ネクタ・タブ２２５ｂによりサイド・アーム２２４ｂに接続されている。また、中央部１
３４の先端（トレーリング端）は、ステージ１３１の後端（リーディング端）に接続され
ている。
【００３８】
　ステージ１３１の上にはヘッド・スライダ１０５が配置、固定される。好ましくは、ス
テージ１３１に塗布した接着剤により、ヘッド・スライダ１０５をステージ１３１に接着
固定する。図３（ａ）において、ヘッド・スライダ１０５は、接着領域１３３に接着剤で
固定されている。これにより、強固にヘッド・スライダ１０５をジンバル・タング２２３
に固定することができる。ＨＧＡ２００のピール剛性を高めるため、ステージ１３１は、
左右のポリイミド・リミッタ２２６ａ、２２６ｂにより、サイド・アーム２２４ａ、２２
４ｂに接続されている。ポリイミド・リミッタ２２６ａ、２２６ｂは、トレース２０１の
ポリイミド層と同時に形成することができる。
【００３９】
　サイド・アーム２２４ａ、２２４ｂは、ステージ１３１の前方と接続している。また、
サイド・アーム２２４ａ、２２４ｂの先端には支持プレート２２７が接続され、その支持
プレート２２７はロード・ビーム２０３に接合されている。ジンバル２０２よりも高い剛
性を有するロード・ビーム２０３が、サイド・アーム２２４ａ、２２４ｂを支持している
。さらに、サイド・アーム２２４ａ、２２４ｂは、ポリイミド・リミッタ２２６ａ、２２
６ｂによりステージ１３１及びその上のヘッド・スライダ１０５を支持する。
【００４０】
　このように、ヘッド・スライダ１０５の前方においてポリイミド・リミッタ２２６ａ、
２２６ｂによりジンバル・タング２２３を支持することで、ピッチ方向におけるジンバル
・タング２２３（ジンバル２０２）の過度の変形を防ぐことができる。また、このような
リミッタ構造を有することで、ジンバル内にリミッタ（ステンレスによるリミッタ）を形
成する必要がなく、質量の減少による風乱振動の低減を実現できる。さらに、リミッタが
ヘッド・スライダ１０５（ステージ１３１）に対して、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂと
反対側にあるため、衝撃時にピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂにかかる曲げ負荷を低減する
ことができる。
【００４１】
　図３（ｂ）に示すように、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂは、トレース２０１に対して
ヘッド・スライダ１０５の反対側から接続されている。図４は、本形態のＨＧＡ２００の
積層構造を模式的に示す図である。ジンバルのステンレス層２０２の上に、トレース２０
１を構成するポリイミド下層２１２、その上の導体層２１３、その上のポリイミド第１上
層２１４、そして、その上のポリイミド第２上層２１５が積層されている。サスペンショ
ン１１０の製造は、上記積層構造を有する基板において各層をエッチングすることで所望
の形状を形成する。
【００４２】
　導体層２１３は、典型的には銅層であり、ヘッド・スライダ１０５及びピエゾ素子２０
５ａ、２０５ｂの信号を伝送するリード線を構成する。ポリイミド下層２１２は導体層２
１３とジンバル２０２のステンレンス層との間の絶縁層、そしてポリイミド第１上層２１
４は導体層２１３の保護層である。ポリイミド第２上層２１５は、ヘッド・スライダ１０
５を支持するスタッドの層であり、この点については後述する。
【００４３】
　図４において、ヘッド・スライダ１０５はステンレス層２０２の上側に接着剤１５１で
固着される。具体的には、ヘッド・スライダ１０５は、ポリイミド第２上層２１５、ポリ
イミド第１上層２１４、導体層２１３そしてポリイミド下層２１２を除去して露出したス
テンレス層２０２に接着剤で固着される。露出したステンレス層２０２は、図３（ａ）に
おけるステージ１３１に相当する。ステンレス層２０２の上にはスタッド２１６と同様の
構造を有する３以上のスタッドが形成されている。ヘッド・スライダ１０５はスタッドの
上に配置され、高さ位置が決められる。典型的には、ステージ１３１上の２点そしてステ
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ージ１３１の外に１点のスタッドを形成する。
【００４４】
　ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂは、ヘッド・スライダ１０５の反対側において、トレー
ス２０１と接続されている。図４は、ピエゾ素子２０５ａの接続パッド２５１ａと本体部
２５２ａを示している。ピエゾ素子２０５ａは、ステンレス層２０２から露出したトレー
ス２０１上に固定されている。具体的には、接続パッド２５１ａは、ステンレス層２０２
及びポリイミド下層２１２から露出している導体層２１３と半田接合により電気的かつ物
理的に接続されている。
【００４５】
　図３（ａ）、（ｂ）に示すように、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂは、それぞれ、前側
接続パッド、そして後側接続パッドを有している。これらは、ポリイミド下層２１２から
露出している導体層２１３の接続パッド３５１ａ、３５１ｂ、３５２ａ、３５２ｂに半田
接合されている。ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの伸縮を阻害しないため、好ましくは、
ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂはポリイミド下層２１２とは接着されず、それらは分離さ
れている。
【００４６】
　図３（ａ）、（ｂ）に示すように、ステージ１３１は、トレース２０１を介してピエゾ
素子２０５ａ、２０５ｂと接続されており、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの伸縮により
、ステージ１３１は回動中心３１１において回動する。ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂが
、互いに逆に伸縮することで、ステージ１３１の回動量を大きくすることができる。
【００４７】
　好ましい構造において、ロード・ビーム２０３のディンプルとジンバル２０２の接触点
は、ステージ１３１の回動中心３１１と一致している。図５（ｂ）は、図５（ａ）におけ
るＢ－Ｂ切断線での断面図である。Ｂ－Ｂ切断線は、サスペンション１１０の長手方向に
延びる中心線である。
【００４８】
　図５（ｂ）に示すように、ロード・ビーム２０３は、ジンバル２０２に向かって突出す
るディンプル２３１を有している。ディンプル２３１は曲面を有し、曲面の頂点がジンバ
ル２０２に当接している。上述のように、このディンプル２３１の当接点とステージ１３
１の回動中心は一致しており、回動中心は、図３に示す支持部１３２内の中央部１３４の
ステージ側端部上にある。ディンプル位置と回動中心とが一致していることで、よりスム
ーズにステージ１３１及びその上のヘッド・スライダ１０５を回動することができる。
【００４９】
　図６は、符号以外は、図３（ａ）と同様の図である。図６に示すように、ヘッド・スラ
イダ１０５は、その前端面（トレーリング端面）に左右方向に配列された複数の接続パッ
ドを有し、それらはステージ１３１上に形成されているトレース２０１の接続パッドに接
続されている。典型的には、これらは半田接続により相互接続される。本構成例において
、６つの接続パッドが形成されており、それらは、リード信号、ライト信号そしてヒータ
素子の信号(電力)に対応している。
【００５０】
　トレース２０１は６本の面内で離間して配設されたリード線２１７ａ～２１７ｆを有し
ており、それぞれ、上記６つの接続パッドとつながっている。リード線２１７ａ～２１７
ｆは、対応するヘッド・スライダ１０５の接続パッドの信号を、プリアンプＩＣとヘッド
・スライダ１０５の間で伝送する。図６において、ヘッド・スライダ１０５のリード線２
１７ａ～２１７ｆは、ステージ１３１上で、接続パッドから前方へ向かった後、それらの
右側半分のリード線２１７ａ～２１７ｃは右側へ向かい、左側半分のリード線２１７ｄ～
２１７ｆは左側へ向かう。
【００５１】
　リード線２１７ａ～２１７ｃは、ステージ１３１の右側辺１３２ａ（図３（ｂ）参照）
とヘッド・スライダ１０５の接着領域１３３の間を通って後方に進み、さらに内側へ曲が
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ってヘッド・スライダ１０５の下に入る。このとき、リード線２１７ｄ～２１７ｆは、ス
テージ１３１の左側辺１３２ｂ（図３（ｂ）参照）と接着領域１３３の間を通って後方に
進み、さらに内側に向かって進んでヘッド・スライダ１０５の下に入る。
【００５２】
　リード線２１７ａ～２１７ｆは、ヘッド・スライダ１０５とステンレス層２０２との間
（ヘッド・スライダ１０５の下）を、接着領域１３３の後端に沿ってジンバル・タング２
２３の中央（前後方向に延びる中心線）へと向かう。図３（ａ）の例においては、リード
線２１７ａ～２１７ｆは、ヘッド・スライダ１０５（ステージ１３１）の回動中心３１１
へと向かって進み、回動中心３１１の近傍で合流して後方へと進む。
【００５３】
　リード線２１７ａ～２１７ｃがヘッド・スライダ１０５の下を通ることで、できるだけ
前側においてリード線２１７ａ～２１７ｃを中央に集めることができ、ピエゾ素子２０５
ａ、２０５ｂの伸縮を阻害する応力を低減することができる。なお、接着領域１３３を大
きくするため、回動中心３１１が接着領域後端近傍にあることが好ましいが、回動中心３
１１は図の位置よりも後側にあってもよい。
【００５４】
　リード線２１７ａ～２１７ｃが内側に入って回動中心３１１へと進むとき、リード線２
１７ａ～２１７ｃは、ステージ１３１上を、ピエゾ素子２０５ａの前側接続パッドと相互
接続されるトレース２０１の接続パッド３５１ａと接着領域１３３との間を通って回動中
心３１１に向かう。リード線２１７ｄ～２１７ｆは、ステージ１３１上を、ピエゾ素子２
０５ｂの前側接続パッドと相互接続される接続パッド３５１ｂと接着領域１３３との間を
通って回動中心３１１に向かう。
【００５５】
　つまり、リード線２１７ａ～２１７ｃはピエゾ素子２０５ａの前側接続パッドと接着領
域１３３との間を通り、リード線２１７ｄ～２１７ｆはピエゾ素子２０５ｂの前側接続パ
ッドと接着領域１３３との間を通る。このように、リード線２１７ａ～２１７ｆがピエゾ
素子２０５ａ、２０５ｂの前で中央に集まることで、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの伸
縮を阻害する応力を低減することができる。また、リード線２１７ａ～２１７ｆが回動中
心３１１の近傍を通過することで、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの伸縮を阻害する応力
を低減することができる。
【００５６】
　回動中心３１１の近傍で合流したリード線２１７ａ～２１７ｆは、ピエゾ素子２０５ａ
の前側接続パッド（トレースの接続パッド３５１ａ）とピエゾ素子２０５ｂの前側接続パ
ッド（トレースの接続パッド３５１ｂ）との間を通って後方へと進む。これらの間を通過
した後、リード線２１７ａ～２１７ｆは左右に分かれる。リード線２１７ａ～２１７ｃは
並んで右側へと進み、ジンバル・タング２２３（支持部１３２）から外れる（図３（ｂ）
も合わせて参照）。また、リード線２１７ｄ～２１７ｆは並んで左側へと進み、ジンバル
・タング２２３（支持部１３２）から外れる（図３（ｂ）も合わせて参照）。
【００５７】
　リード線２１７ａ～２１７ｃは、サイド・アーム２２４ａの手前で曲がり、サイド・ア
ーム２２４ａの内側においてサイド・アーム２２４ａに沿って後方へと進む。また、リー
ド線２１７ａ～２１７ｃに、ピエゾ素子２０５ａの後側接続パッドと相互接続されるトレ
ース２０１の接続パッド３５２ａのリード線２１７ｇが合流する。リード線２１７ｄ～２
１７ｆは、サイド・アーム２２４ｂの手前で曲がり、サイド・アーム２２４ｂの内側にお
いてサイド・アーム２２４ｂに沿って後方へと進む。また、リード線２１７ｄ～２１７ｆ
に、ピエゾ素子２０５ｂの後側接続パッドと相互接続されるトレース２０１の接続パッド
３５２ｂのリード線２１７ｈが合流する。
【００５８】
　リード線２１７ａ～２１７ｃ、２１７ｇは、サスペンション１１０の後方にサイド・ア
ーム２２４ａに沿って延び、ピエゾ素子２０５ａの後側接続パッド（接続パッド３５１ａ
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）とサイド・アーム２２４ａとの間を通りすぎる。リード線２１７ａ～２１７ｃ、２１７
ｇは、内側に向かって曲がり、ピエゾ素子２０５ａの後側接続パッド（接続パッド３５１
ａ）の後側を通ってサスペンション１１０中央（前後方向に延びる中心線）へと向かう。
【００５９】
　同様に、リード線２１７ｄ～２１７ｆ、２１７ｈは、サスペンション１１０の後方にサ
イド・アーム２２４ｂに沿って進み、ピエゾ素子２０５ｂの後側接続パッド（接続パッド
３５１ｂ）とサイド・アーム２２４ｂとの間を通りすぎる。リード線２１７ｄ～２１７ｆ
、２１７ｈは、その後、内側に向かって曲がり、ピエゾ素子２０５ｂの後側接続パッド（
接続パッド３５１ｂ）の後側を通ってサスペンション１１０中央へと向かう。
【００６０】
　その後、リード線２１７ａ～２１７ｈは、サスペンション１１０の後方に向かって曲が
り、サスペンション１１０の後方へと進み、サイド・アーム２２４ａ、２２４ｂを支持す
るジンバル２０２の本体部２２８へと至る。図３（ｂ）に示すように、リード線２１７ａ
～２１７ｈがジンバル・タング２２３から外れてからジンバル本体部２２８に至るまでの
部分はステンレス層上にはなく、宙に浮いている（フライング・トレース部）。その後、
図２に示したように、リード線２１７ａ～２１７ｈは、ジンバル本体部２２８からテール
部上を通ってマルチコネクタ２１１の各接続パッドにつながる。
【００６１】
　このように、リード線２１７ａ～２１７ｈが、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの前後接
続パッドの間で外側へと広がることで、ジンバル２０２の剛性が高くなることを押さえ、
ジンバル・タング２２３のヘッド・スライダ１０５の飛行姿勢変化に対する追従性の低下
を抑制する。
【００６２】
　トレース２０１において、導体層２１３は、接続パッドが形成されている部分以外は、
上下のポリイミド層２１２、２１４により覆われており、露出していはいない。従って、
上記リード線２１７ａ～２１７ｈの引き回しの説明において、リード線２１７ａ～２１７
ｈの周囲にポリイミド層２１２、２１４が配置されている。これは、ステンレス層２０２
上に形成されているリード線２１７ａ～２１７ｈ及びフライング・トレース部において同
様である。
【００６３】
　図６に示す好ましい構成において、リード線２１７ａ～２１７ｈ（トレース２０１）は
、ヘッド・スライダ１０５との接続パッドからジンバル本体部２２８に至るまで、二つの
サイド・アーム２２４ａ、２２４ｂの間を延在しており、それらの外側へでることがない
。この構成により、トレース２０１の振動によるジンバル２０２の風乱振動を抑制し、ま
た、ジンバル・タング２２３の後端支持による信頼性の向上と適切なジンバル剛性とを得
ることができる。また、トレース２０１がサスペンション中心近くにあるのでサスペンシ
ョンのねじれ方向の慣性モーメントが小さくなり、ＨＧＡの動特性が向上する。
【００６４】
　図６に示すように、トレース２０１は、ジンバル・タング２２３（支持部１３２）のリ
ーディング側と重なる一枚のシート部２１９を有している。シート部２１９のリーディン
グ端はジンバル・タング２２３のリーディング端と略一致している。シート部２１９は、
シート状のポリイミド層２１２、２１４と、リード線の２１７ａ～２１７ｈの一部、そし
て、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの後側パッドと接続される接続パッド３５２ａ、３５
２ｂを有している。
【００６５】
　このシート部２１９は、ジンバル・タング２２３の支持部１３２を構成する中央部１３
４、側部１３５ａ、１３５ｂ、後端部１３６をつなぎ、これらの振動特性を改善する。さ
らに、シート部２１９は、フライング・トレース部を介して、ジンバル本体部２２８に固
定されている。このように、トレース２０１は、ジンバル・タング２２３の後側（リーデ
ィング側）とジンバル本体部２２８とつないで、ジンバル・タング２２３の後側を支持し
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ている。これにより、ロード／アンロードにおけるジンバル２０２の過度の変形を抑制す
るリミッタとしての働きをすることができる。
【００６６】
　図６を参照して説明したように、ヘッド・スライダ１０５からのリード線２１７ａ～２
１７ｆの全ては、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの前側パッド（トレースの接続パッド３
５１ａ、３５１ｂ）の間を通ってサスペンション１１０の後方へと延びている。これによ
り、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの前側との接続パッドと３５１ａ、３５１ｂとヘッド
・スライダ１０５との接続パッドとの間において、トレース２０１をピエゾ素子２０５ａ
、２０５ｂの外側へと大きく広げることなく、リード線２１７ａ～２１７ｆを引き回すこ
とができる。
【００６７】
　これにより、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの伸縮に対抗するトレース２０１からの応
力を低減し、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの伸縮量によるヘッド・スライダ１０５の回
動量を増加させることができる。また、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂのスムーズな伸縮
動作により、ヘッド・スライダ１０５の高精度な変位制御を行うことができる。
【００６８】
　図６を参照して説明したように、リード線２１７ａ～２１７ｆは、ステージ１３１の接
着領域１３３を迂回して、その中を通過していないことが好ましい。ヘッド・スライダ１
０５の接着剤による固定は、接着剤がジンバルのステンレス層２０２と接着しているとき
に最も強固なものとすることができる。そのため、リード線２１７ａ～２１７ｆを接着領
域の外を通すことで、ヘッド・スライダ１０５を強固に接着し、また、接着領域１３３を
小さくすることができる。
【００６９】
　また、リード線２１７ａ～２１７ｆは、ヘッド・スライダ１０５とステンレス層２０２
との間（スライダ浮上面の反対側）を通って、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの間の領域
へと至る。このように、リード線２１７ａ～２１７ｆのヘッド・スライダ１０５の内側よ
り中央で延在していることで、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの伸縮に対するトレース２
０１の応力をより低減することができる。特に、リード線２１７ａ～２１７ｆがヘッド・
スライダ１０５の回動中心３１１の近傍を通過することで、よりその効果を高めることが
できる。
【００７０】
　図６において、ヘッド・スライダ１０５の後端（リーディング端）から前（トレーリン
グ側）において、リード線２１７ａ～２１７ｆはヘッド・スライダ１０５の下あるいはス
テージ１３１上を引き回されている。このため、ヘッド・スライダ１０５の後端より前に
おいて、ヘッド・スライダ１０５の外側にはフライング・トレース部が存在していない。
これによりピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂのストロークに対するストレスを低減し、ヘッ
ド・スライダ１０５の駆動変位を増加させることができる。
【００７１】
　また、リード線２１７ａ～２１７ｆは、ピエゾ素子２０５ａ、２０５ｂの前側接続パッ
ド（トレースの接続パッド３５１ａ、３５１ｂ）間を通過した後、左右に広がって後側パ
ッド（接続パッド３５２ａ、３５２ｂ）の外側をフライング配線として通過している。こ
のため、ジンバル・タング２２３は、その左右サイドにおいてトレース２０１に支持され
ている。これにより、ジンバル・タング２２３のピッチ剛性を下げ、ヘッド・スライダ１
０５の飛行姿勢の変化にスムーズに追従することができる。
【００７２】
　以上、本発明を好ましい実施形態を例として説明したが、本発明が上記の実施形態に限
定されるものではない。当業者であれば、上記の実施形態の各要素を、本発明の範囲にお
いて容易に変更、追加、変換することが可能である。例えば、本発明はＨＤＤに特に有用
であるが、それ以外のディスク・ドライブ装置に適用してもよい。例えば、本発明は、磁
気ディスクをトップ・カバーから見て時計回りに回転するＨＤＤに適用することができる
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トレースの接続パッドとの相互接続部の前後方向における位置は上記の位置に限定されず
、ヘッド・スライダのリーディング端よりも前にあってもよく、その回動中心よりもトレ
ーリング側にあってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本実施形態のＨＤＤの筐体のカバーがない状態を示す平面図である。
【図２】本実施形態のＨＧＡの構成を示す斜視図と、その一部拡大図である。
【図３】本実施形態のＨＧＡにおけるヘッド・スライダ、ピエゾ素子及びそれらの周辺の
構造を示す平面図である。
【図４】本実施形態のＨＧＡの積層構造を模式的に示す断面図である。
【図５】本実施形態のＨＧＡの一部を示す側面図及び断面図である。
【図６】本実施形態のＨＧＡにおけるヘッド・スライダ、ピエゾ素子及びそれらの周辺の
構造を示す平面図である。
【符号の説明】
【００７４】
１０１　磁気ディスク、１０２　ベース、１０３　スピンドル・モータ、１０４　ランプ
１０５　ヘッド・スライダ、１０６　アクチュエータ、１０７　回動軸
１１０　サスペンション、１１１　アーム、１１２　コイル・サポート、１１３　コイル
１３１　ステージ、１３２　支持部、１３２ａ　右側辺、１３２ｂ　左側辺
１３３　接着領域、１３３ａ、１３３ｂ　スリット、1３４　中央部、１３５ａ　側部
１３５ｂ　側部、１３６　後端部、１５１　接着剤、１８１　プリアンプＩＣ
１８２　基板、２０１　トレース、２０２　ジンバル、２０３　ロード・ビーム
２０４　マウント・プレート、２０５ａ　ピエゾ素子、２０５ｂ　ピエゾ素子
２１１　マルチコネクタ、２１２　ポリイミド層、２１３　導体層
２１４、２１５　ポリイミド層、２１６　スタッド、２１７ａ～２１７ｈ　リード線
２１９　シート部、２１１　マルチコネクタ、２２１、２２２ａ、２２２ｂ　溶接点
２２３　ジンバル・タング、２２４ａ、２２４ｂ　サイド・アーム
２２５ａ、２２５ｂ　コネクタ・タブ、２２６ａ、２２６ｂ　ポリイミド・リミッタ
２２７　支持プレート、２２８　　ジンバル本体部、２３１　ディンプル
２５１ａ　ピエゾ接続パッド、２５２ａ　ピエゾ本体部、３１１　回動中心
３５１ａ、３５１ｂ、３５２ａ、３５２ｂ　接続パッド
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【図５】 【図６】
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