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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　光を発光する発光素子と、
　光を受光する受光素子と、
　潤滑剤が塗布された軸と、
　前記軸をガイドとして可動に設けられ、光学部品を有する光学部品搭載部材と、を備え
た光ピックアップ装置において、
　前記筐体は、
　断面が略Ｕ字状に形成され、互いに対向する部分で前記軸を架橋する壁面と、
　前記壁面と前記軸との間に設けられた保持壁とを有し、
　前記壁面の断面で前記壁面上に形成される曲率半径は、前記壁面と前記保持壁との間に
形成される曲率半径よりも大きいことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記壁面の断面で前記壁面上に形成される最も小さい曲率半径は、前記壁面と前記保持
壁との間に形成される曲率半径よりも大きいことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記壁面は、互いに対向する第一の壁面及び第二の壁面と、
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　前記第一の壁面及び第二の壁面とを接続する第三の壁面とを有し、
　前記保持壁は、前記第一乃至第三の壁面と接続されており、
　前記曲率半径は、前記第一の壁面と前記第三の壁面との間に形成される曲率半径である
ことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項４】
　請求項1において、
　前記壁面上に形成される曲率半径Ｒは、Ｒ≧０．２ｍｍであることを特徴とする光ピッ
クアップ装置。
【請求項５】
　筐体と、
　光を発光する発光素子と、
　光を受光する受光素子と、
　潤滑剤が塗布された軸と、
　前記軸をガイドとして可動に設けられ、光学部品を有する光学部品搭載部材と、を備え
た光ピックアップ装置において、
　前記筐体は、
　断面が略Ｕ字状に形成され、互いに対向する部分で前記軸を架橋する壁面と、
　前記壁面と前記軸との間に設けられた保持壁とを有し、
　前記壁面の断面で前記壁面同士により形成される角度は、前記壁面と前記保持壁との間
に形成される角度よりも大きいことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記壁面の断面で前記壁面同士により形成される最も小さい角度は、前記壁面と前記保
持壁との間に形成される角度よりも大きいことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項７】
　請求項５において、
　前記壁面は、互いに対向する第一の壁面及び第二の壁面と、
　前記第一の壁面及び第二の壁面とを接続する第三の壁面とを有し、
　前記保持壁は、前記第一乃至第三の壁面と接続されており、
　前記角度は、前記第一の壁面と前記第三の壁面との間に形成される角度であることを特
徴とする光ピックアップ装置。
【請求項８】
　請求項５において、
　前記壁面同士により形成される角度Θは、Θ≧１２５°であることを特徴とする光ピッ
クアップ装置。
【請求項９】
　請求項１において、
　前記壁面と前記保持壁との間に形成される曲率半径は、前記軸に近い部分は前記軸に遠
い部分よりも小さいことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項１０】
　請求項５において、
　前記壁面と前記潤滑剤保持壁との間に形成される角度は、前記軸に近い部分は前記軸に
遠い部分よりも小さいことを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項１１】
　請求項１または請求項５において、
　前記壁面、前記保持壁及び前記軸は、一体に形成されていることを特徴とする光ピック
アップ装置。
【請求項１２】
　請求項１または請求項５において、
　前記軸と前記保持壁の関係が、前記軸厚＞前記保持壁壁厚であり、
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　前記保持壁が潤滑剤保持部が形成されていることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項１３】
　請求項１または請求項５において、
　前記保持壁及び前記軸に、軸方向に沿って溝が設けられていることを特徴とする光ピッ
クアップ装置。
【請求項１４】
　請求項１または請求項５において、
　前記軸と前記保持壁の関係が、前記軸厚＜前記保持壁厚であることを特徴とする光ピッ
クアップ装置。
【請求項１５】
　請求項１または請求項５において、
　前記光学部品搭載部材は、前記壁面付近まで可動可能なことを特徴とする光ピックアッ
プ装置。
【請求項１６】
　請求項１または請求項５において、
　前記筐体の材質を、Ｚｎ、Ｍｇ、Ａｌ、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）のいず
れかを主成分としたことを特徴とする光ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＤ（コンパクトディスク）やＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）お
よびＢＤ（ブルーレイディスク、登録商標）等の光ディスクの再生、記録に用いられる光
ピックアップ装置、または光ピックアップ装置を組み込んだ光ディスクドライブ装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＣＤやＤＶＤおよびＢＤ等の光ディスクの再生、記録に用いられる光ピックアッ
プ装置、または光ピックアップ装置を組み込んだ光ディスクドライブ装置は、図２で示さ
れるような構造となっている。光学系を構成するための部品はＺｎ、Ｍｇ、Ａｌなどの金
属及びＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）樹脂などを主成分とした、ダイカストやモ
ールドからなる光ピックアップ用ケース９に配置、接着固定されている。
【０００３】
　光ピックアップの光学経路は、図３に示すように、レーザダイオードなどの発光素子１
１からの出射光が、レンズ１２、プリズム１３、ミラー等の光学部品を介して対物レンズ
１５に導き、光ディスク１６上で集光させた後に、光ディスク１６からの戻り光を対物レ
ンズ１５及び他各種レンズ、ミラー等の光学部品を介して、光出力を電気信号に変換する
ためのフォトダイオード１７で受光する構成になっている。
【０００４】
　ところで、ＣＤ、ＤＶＤおよびＢＤディスク等の光記録媒体は、それぞれ光源波長、光
保護層の厚さ、必要とする対物レンズの開口数（ＮＡ）が異なっている。そのため、どの
規格のディスクにも対応させるためには、対物レンズ１５以外に、球面収差を補正する機
構が必要である。
【０００５】
　この球面収差を補正するためには、光ピックアップ装置の対物レンズの手前に、可動レ
ンズを１４設け、この可動レンズ１４の光軸方向の位置を、図２で示したようなレンズ送
り装置１０で微調整し、球面収差を補正することが必要となる。
【０００６】
　レンズ送り装置１０に関しては、例えば、特開２００９－４０１３号公報（以下、特許
文献１と称す）に示されるような構造となっており、代表例として、図４に、可動レンズ
１４を移動させるレンズ送り装置１０の斜視図を示す。
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【０００７】
　同図に示されているように、可動レンズ１４は、耐摩耗性で摩擦係数の小さい合成樹脂
の成形体からなる可動部材１５の先端部側に固定保持されている。可動部材１５の中間位
置には、可動レンズ１４の光軸方向に向けて、中空状になった枠体部１６が一体に設けら
れ、その枠体部１６の可動レンズ１４とは反対側の基端部側には、側面形状が略コ字状を
した嵌合部１７が一体に形成されている。
【０００８】
　前記枠体部１６の内側には、駆動軸１８が貫通するように挿入され、前記嵌合部１７は
副軸１９の外周部にスライド可能に嵌合されている。駆動軸１８と副軸１９は平行に設置
されており、可動部材１５（可動レンズ１４）は駆動軸１８と副軸１９により可動レンズ
１４の光軸方向に案内されるようになっている。
【０００９】
　前記枠体部１６の内側には、駆動軸１８の他に、駆動軸１８に圧着する圧着部材２０と
、その圧着部材２０と枠体部の側壁の間に介挿された圧着用バネ部材が配置され、圧着用
バネ部材のバネ力により圧着部材２０を駆動軸１８に圧着することにより、結果的には枠
体部１６が駆動軸１８上で摺動できる程度の適正な圧力で押圧されている。
【００１０】
　ハウジング２１上には、所定の間隔をおいて一対の駆動軸支持壁２２ａ，２２ｂと一対
の副軸支持壁２３ａ，２３ｂとが、それぞれ対向するように設けられている。前記駆動軸
１８の両端部は、前記駆動軸支持壁２２ａ，２２ｂに形成された案内穴２４ａ，２４ｂに
僅かな隙間を持って軸方向に摺動可能なように支持されている。一方、副軸１９の両端部
は、前記副軸支持壁２３ａ，２３ｂに固定されている。
【００１１】
　前記駆動軸１８および副軸１９には、通常、軸と嵌合部との摺動性を向上させるために
、潤滑剤が塗布されている。潤滑剤は、一般的に、オレフィン系合成油、フッ素系樹脂、
シリコーン系樹脂等が主成分のグリスまたはオイルが使用されている。
【００１２】
　また、レンズ送り装置１０が稼動した場合、軸に塗布した潤滑剤により、稼動レンズ１
４の摺動性は向上するが、潤滑剤の飛散、または潤滑剤が筐体の壁に付着、流れ出すこと
による光学部品の汚染が問題となっている。
【００１３】
　光ピックアップ装置において、レンズ送り装置駆動時のグリス飛散汚れを防止する構造
に関して、例えば、特許文献２などに記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００９－４０１３号公報
【特許文献２】特開平１１－１７６１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従来は、球面収差を補正するためのレンズ送り装置１０は、別途組み立てされ、光ピッ
クアップ１００に搭載されている。しかしながら、光ピックアップのさらなる小型化、原
価低減のためには、レンズ送り装置１０の軸を筐体９と一体型にし、光ピックアップの球
面収差の補正を行う方法が効果的である。この方法の場合、レンズ送り装置１０のハウジ
ング２１を削減できるため、小型化および原価低減が可能となる。
【００１６】
　しかし、軸を筐体と一体型にした場合、レンズ送り装置が摺動すると、軸に塗布した潤
滑剤が壁側に押し寄せられ、壁の隅部を伝い、流れ出し、他の光学部品を汚染する新たな
問題が発生する。
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【００１７】
　以上のことから、レンズ送り装置の軸を筐体と一体型にするためには、潤滑剤が壁を伝
い、流れ出し、光学部品を汚染するのを防止できる構造が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、上記の目的を達成するために、筐体と、光を発光する発光素子と、光を受光
する受光素子と、潤滑剤が塗布された軸と、軸をガイドとして可動に設けられ、光学部品
（レンズ）を有する光学部品搭載部材と、を備えた光ピックアップ装置において、筐体は
、断面略Ｕ字状の壁面を有し、壁面の対応した部分が軸を架橋し、この壁面から軸まで伸
びる保持壁を形成し、保持壁の端面を軸とすることで軸を筐体と一体する。壁面の略Ｕ字
状の断面上に形成される曲率半径を、壁面と潤滑剤保持部との間に形成される曲率半径よ
りも大きくすることで、壁面上を潤滑剤が濡れ上がって流れ出すことを抑制し、潤滑剤を
保持壁上に保持することにより上記目的が達成される。また、壁面の略Ｕ字状の断面上に
形成される角度を、壁面と潤滑剤保持部との間に形成される角度よりも大きくすることに
よっても、同様に壁面上を潤滑剤が濡れ上がって流れ出すことを抑制し、潤滑剤を保持壁
上に保持して目的が達成される。
【発明の効果】
【００１９】
　以上のように、本発明によれば、レンズ送り装置の駆動軸を光ピックアップの筐体と一
体型にした場合においても、潤滑剤が流れ出し他の光学部品を汚染することを抑制し、高
い信頼性を保持できる光ピックアップ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施例にかかる光ピックアップ装置の説明図である。
【図２】従来の光ピックアップ装置の斜視図である。
【図３】光ピックアップ装置の光路の概略説明図である。
【図４】従来の実施の形態を示す説明図である。
【図５】本発明の一実施例の概略である。
【図６】本発明の第１実施形態における筐体隅部の曲率半径と濡れ上がりの関係説明図で
ある。
【図７】本発明の第２実施形態における筐体隅部の角度と濡れ上がりの関係説明図である
。
【図８】本発明の他の実施の形態を示す説明図である。
【図９】本発明の他の実施の形態を示す説明図である。
【図１０】本発明の他の実施の形態を示す説明図である。
【図１１】本発明の他の実施の形態を示す説明図である。
【図１２】本発明の他の実施の形態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を、図１、図２および図５から図１２を用いて説明する。光ピ
ックアップ装置１００の光路に配置される各種光学部品は、少なくともポリオレフィン、
アクリルのいずれかを主成分としたモールドで構成され、その光学部品を光路に固定する
ため、光ピックアップの筐体９の材料は、少なくともＺｎ、Ｍｇ、Ａｌ、ＰＰＳ（ポリフ
ェニレンサルファイド）のいずれかを主成分としたダイカスト又はモールドで構成されて
いる。また、ＢＤディスクは、１枚の光ディスク内で、ディスクの厚さ方向に、第１の記
録層と第２の記録層が所定の間隔をおいて配置されているため、一方の記録層から他方の
記録層に切り替わる際に、球面収差が発生する。そこで、この球面収差を補正するため、
レンズ可動装置１０を搭載している。
【００２２】
　本実施形態では、光ピックアップの小型化および原価低減のために、上記レンズ可動装
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置１０が筐体９と一体化した場合に、軸用潤滑剤が光学部品への付着することを防止する
構造について説明する。
【実施例１】
【００２３】
　まずはじめに、図１および図５から図７により、本実施例の概要について説明する。
【００２４】
　図１は、レンズ駆動装置の副軸２と、レンズ（光学部品）７ａを有する光学部品搭載部
材７と、副軸２に塗布された潤滑剤とを備えた光ピックアップ装置である。筐体は、互い
に対向し、副軸２を架橋する平坦な第一の壁３及び第二の壁６とを有し、これらの第一の
壁３と第二の壁６とを接続するように平坦な第三の壁５が設けられて、第一乃至第三の壁
により断面が略Ｕ字状の壁面を形成されている。さらに第一の壁３、第二の壁６、第三の
壁５と副軸２とで囲まれた領域には潤滑剤保持部（第四の壁）４が設けられ、潤滑剤保持
部４の端面に副軸２が設けられている。この潤滑剤保持部は、副軸２を保持するとともに
、軸からあふれた潤滑剤を保持している。光学部品搭載部材は７、副軸上を第一の壁３付
近及び第二の壁４付近まで移動可能である。本実施例は第一の壁３と第三の壁５とが形成
する隅部１及び第二の壁６と第三の壁５とが形成する隅部１が、曲面になっている構造例
である。
【００２５】
　次に、隅部１の構造について、図５から図７を用いて詳細に説明する。図５(ａ)、(ｂ)
は、それぞれ従来構造の光ピックアップ装置の隅部１付近の上視図および斜視図である。
【００２６】
　副軸２を筐体と一体型にした場合、光学部品搭載部材７が摺動すると、副軸２に塗布し
た潤滑剤が壁側に押し寄せられ、壁の角部に集まる。潤滑剤２５による光学部品の汚染は
、従来構造の場合、潤滑剤２５中の油分が毛細管現象により角部から隅部を伝い、濡れ上
がる現象により発生する。毛細管現象は、細い管状物体の内側壁面の濡れ性の高さにより
壁面に液体が濡れ上がり、管の中を上昇する現象である。隅部１では、二つの壁が形成す
る角度が小さいことにより、細い管状物体の中と同様の現象が生じる。本実施例のような
隅部１の構造では、液体が上昇する力は壁面の濡れ性により生じて液体は上昇する。すな
わち、液体の量に対して液体が壁面に接している部分の潤滑剤を持ち上げる力が大きいほ
ど、液体の上昇量が大きくなる。
【００２７】
　前記第一の壁３と第三の壁５との隅部が、従来構造の図５(ａ)、(ｂ)の場合は、第一の
壁３と第三の壁５が直交しているため角度が小さい。そのため、隅部の局所部においては
液体は第一の壁３及び第三の壁５の両方に接することができ、液体が第一の壁３と第三の
壁５に濡れ上がるため、液体を持ち上げる力は第一の壁３と第三の壁５の２方向から働き
、より上昇しやすくなる。
【００２８】
　この濡れ上がり現象を低減するためには、第一の壁３と第三の壁５の２方向から働いて
いる液体の持ち上げる力を分散する必要がある。そのためには、図５(ｃ) 、(ｄ)および
図５(ｅ) 、(ｆ)で示されるような構造をとれば、有効であると考えられる。
【００２９】
　図５(ｃ) 、(ｄ)は、それぞれ筐体隅部１を曲面にした構造の上視図および斜視図であ
る。また、図６は、筐体隅部１の曲率半径Ｒと潤滑剤の濡れ上がり高さを検討した結果で
ある。筐体には、ＰＰＳを使用し、４種類の潤滑剤Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを用いて、検証した。
なお、潤滑剤の塗布量は０．４ｍｇとした。その結果、潤滑剤Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄともに、個
体差はあるが、Ｒ≧０．２ｍｍで濡れ上がり低減効果が確認された。以上の結果より、隅
部１の曲率半径Ｒは、Ｒ≧０．２ｍｍであることが望ましい。
【００３０】
　また、光ピックアップの筐体を作製する上での曲率半径Ｒの公差は、±０．１ｍｍとな
っている。よって、今回の検証においては、設計上での曲率半径Ｒは、０．２ｍｍである
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が、その公差を考慮すると、Ｒ≧０．１ｍｍでも効果が有ると言える。
【００３１】
　図５(ｅ) 、(ｆ)は、それぞれ、筐体隅部１の角度を第一の壁３と前記第三の壁５とが
形成する隅部１の最小の角度を潤滑剤保持部４と前記第一の壁３（または第三の壁６）が
形成する隅部１の最小の角度よりも大きくした構造の上視図および斜視図である。隅部１
に、第一の壁３と前記第三の壁５との間に別の方向を向いた壁を形成することにより、第
一の壁３と前記第三の壁５とが形成する隅部１の最小の角度を約１３５°と大きくしてい
る。
【００３２】
　また、図７は、筐体隅部１の角度と潤滑剤の濡れ上がり高さを検討した結果である。な
お、筐体には、アルミニウム（Ａｌ）を使用し、２種類の潤滑剤Ａ、Ｂを用いて、検証し
た。なお、潤滑剤の塗布量は図６での検証と同量の０．４ｍｇとした。その結果、潤滑剤
Ａ、Ｂともに、Θ≧１２５°で濡れ上がり低減効果が確認された。以上の結果より、隅部
１の角度は、Θ≧１２５°であることが望ましい。よって、例えば、図５(ｆ)におけるΘ
およびΘ’は、それぞれが１２５°であることが望ましい。
【００３３】
　また、光ピックアップの筐体を作製する上での角度の公差は、±５°となっている。よ
って、今回の検証においては、設計上での曲率半径（Ｒ）は、Θ≧１２５°であるが、そ
の公差を考慮すると、Θ≧１２０°でも効果が有るといえる。
【００３４】
　なお、上記検討における潤滑剤Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、オレフィン系合成油を基油としたも
のを使用した。潤滑剤濡れ上がり試験は、潤滑剤を筐体に塗布し、８５℃雰囲気下で１０
分間放置後に、高さ測定を行った。
【００３５】
　図５（ｃ）～（ｆ）のいずれも、第一の壁面３と第三の壁面５との間の曲率半径や角度
を大きくしたが、第一の壁面３と潤滑剤保持部（第四の壁）４との間や第三の壁面５と潤
滑剤保持部４との間の曲率半径や角度は小さいままであり、潤滑剤が濡れ上がりやすくな
っている。これによって、潤滑剤を潤滑保持部４上に保持しやすくなっている。また、潤
滑剤を潤滑保持部４上に保持する力によって、表面張力により隅部１における潤滑剤の濡
れ上がりを小さくする効果もある。すなわち、第一の壁面３と第三の壁面５との間の曲率
半径（壁面の断面で壁面上に形成される曲率半径）を、第一の壁面３と潤滑剤保持部４と
の間及び第三の壁面５と潤滑剤保持部４との間の曲率半径より大きくすることで、隅部１
の潤滑剤の濡れ上がりを小さくすることができる。また、第一の壁面３と第三の壁面５と
の間の壁面が形成する角度（壁面の断面で壁面同士により形成される角度）を、第一の壁
面３と潤滑剤保持部（第四の壁）４との間及び第二の壁面５と潤滑剤保持部４との間の壁
面が形成する角度より大きくすることで、隅部１の潤滑剤の濡れ上がりを小さくすること
ができる。
【００３６】
　このとき、隅部１の潤滑剤の濡れ上がりが押さえられることにより、第一の壁面３と潤
滑剤保持部４との間への潤滑剤の濡れ上がりが大きくなる。潤滑剤の濡れ上がりの先には
、副軸２が存在しているので、潤滑剤の濡れ上がりにより潤滑剤が副軸２に戻っていく効
果も得られる。この潤滑剤の戻りの効果は、上記に加えて第三の壁面５と潤滑剤保持部４
との間の潤滑剤の濡れ上がりも抑制すると、第一の壁面３と潤滑剤保持部４との間への潤
滑剤の濡れ上がりが大きくなり、効果が大きくなる。すなわち、第一の壁面３と潤滑剤保
持部４との間の曲率半径を、第一の壁面３と第三の壁面５との間及び第三の壁面５と潤滑
剤保持部４との間の曲率半径より小さくすること（副軸２に近い部分の曲率半径を副軸２
に遠い部分の曲率半径よりも小さくすること）で、副軸２への潤滑剤の戻りを多くするこ
とができる。また、第一の壁面３と潤滑剤保持部（第四の壁）４との間の壁面が形成する
角度を、第一の壁面３と第三の壁面５との間及び第二の壁面５と潤滑剤保持部４との間の
壁面が形成する角度より大きくする（副軸２に近い部分の角度は副軸２に遠い部分の角度
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よりも小さくする）ことで、副軸２への潤滑剤の戻りを多くすることができる。
【実施例２】
【００３７】
　図８(ａ)～（ｄ）は、筐体隅部１の形態を、上記図６、図７における検証結果を反映し
た構造例の上視図である。この実施例以降では、実施例で説明しない点は、実施例１と同
じである。図８(ａ)は、光ピックアップの筐体隅部１の曲率半径ＲをＲ≧０．２ｍｍにし
た構造例である。図８(ｂ)は、光ピックアップの筐体隅部１の角度Θを、Θ≧１２５°に
した構造例である。図８(ｃ)は、光ピックアップの筐体隅部１の角度Θを、Θ≧１２５°
にし、両端隅部に向かい、曲率半径ＲをＲ≧０．２ｍｍにした構造例である。図８(ｄ)は
、光ピックアップの筐体隅部１の角度Θを、Θ≧１２５°にし、両端隅部に向かい、角度
がΘ≧１２５°となる角を複数も受けた構造例である。いずれの構造においても、第一乃
至第三の壁３～５が、断面略Ｕ字状の壁面を形成している。なお、どの構造でも両端の隅
部１を同じ構造にする必要はなく、筐体隅部１の構造を、曲率半径ＲをＲ≧０．２ｍｍ、
または角度ΘをΘ≧１２５°にすればよい。
【実施例３】
【００３８】
　図９（ａ）は、図８(ａ) ａ－ａ’線の拡大断面図である。図９(ａ)から図９（ｄ）は
、副軸２と前記第四の壁４の関係が、前記軸厚２７＞前記第四の壁厚２８であり、第四の
壁４が潤滑剤保持部として機能している構造例である。図９(ａ)は、第四の壁厚よりも、
副軸２が上下に凸型となっている構造例である。図９（ｂ）は、第四の壁厚２８よりも、
副軸２が上に凸型となっている構造例である。図９（ｃ）は、第四の壁から副軸２にかけ
てなだらかに広がっている構造例である。図９（ｄ）は、第四の壁厚２８よりも、副軸２
が下に凸型となっている構造例である。なお、上記実施例の筐体隅部１（図示せず）の形
態は、上記図６、図７における検証結果を反映した構造となっている。
【実施例４】
【００３９】
　図１０は、本発明における他の実施例であり、図８(ａ) ａ－ａ’線部分の拡大断面図
である。図１０（ａ）から図１０（ｅ）は、前記軸２と前記第四の壁４の関係が、前記軸
厚２７≦前記第四の壁厚２８であり、軸ガイドが設けられている構造例である。図１０（
ａ）両方に凹型のくぼみを設けて、軸ガイドとしている構造例である。図１０（ｂ）、（
ｃ）は、上下いずれか片方に、凹型のくぼみを設けて、軸ガイドとしている構造例である
。図１０（ｄ）、（ｅ）は、上下いずれか片方の軸に、軸ガイドとしてくぼみを設けてい
る構造例である。なお、上記実施例の筐体隅部１（図示せず）の形態は、上記図６、図７
における検証結果を反映した構造となっている。
【実施例５】
【００４０】
　図１１は、本発明における他の実施例であり、図８(ａ) ａ－ａ’線 部分の拡大断面図
である。図１１（ａ）から１１（ｃ）は、前記軸２と前記第四の壁４の関係が、前記軸厚
２７＜前記第四の壁厚２８であり、前記第四の壁から前記軸にかけて、少なくとも上下片
方になだらかな傾斜を設けており、余分な潤滑剤を積極的に軸に戻すことができる構造例
である。図１１（ａ）は、前記第四の壁厚（ｂ）から前記軸厚（ａ）にかけてなだらかに
傾斜している構造例である。図１１（ｂ）、（ｃ）は、前記第四の壁厚２８から前記軸厚
２７にかけて、上下片側がなだらかに傾斜しており、もう一方には凹型のくぼみを設けて
、軸ガイドとしている構造例である。なお、上記実施例の筐体隅部１（図示せず）の形態
は、上記図６、図７における検証結果を反映した構造となっている。
【実施例６】
【００４１】
　図１２(ａ)～（ｆ）は、本発明における他の実施例であり、上記図６、図７における検
証結果を反映した形態で、第一の壁３または第二の壁６と、第三の壁５とで共通する平面
方向（第四の壁４の法線方向、図面の上下方向）が、開放されている構造例の上視図であ
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【００４２】
　図１２（ａ）は、第四の壁４の隅部１に貫通穴２９を設けた構造例である。図１２（ｂ
）は、第四の壁４が副軸２の中央部のみを支えている構造例である。図１２（ｃ）は、第
四の壁４における副軸２側が上下方向に開放されている構造例である。図１２（ｄ）は、
第四の壁４における第三の壁５側が上下方向に開放されている構造例である。図１２（ｅ
）は、第四の壁４における中央部が上下方向に開放されている構造例である。図１２（ｆ
）は、第四の壁４自体が撤去されている構造例である。いずれの構造の場合においても、
筐体隅部の曲率半径または角度を規定すると、十分な効果が得られる。
【００４３】
　また、上記実施例２からの実施例６すべての形状は、説明上、全ての角を角型状に記載
したが、摺動性を向上するために、流線型であるとなおよい。
【００４４】
　また、本発明では、上記実施例１と上記実施例２から実施例６は、すべて組み合わせて
適用することが可能であるが、潤滑剤の濡れ上がり防止構造としては、筐体隅部の曲率半
径または、角度を規定するだけでも十分な効果はある。
【００４５】
　本発明に関わる、光ピックアップの筐体における潤滑剤の濡れ上がり防止構造は、主に
光ピックアップのレンズ稼動装置への適用を主としているが、本発明はこれに限定される
ものではなく、例えば、ミラーなど光学部品以外の光学素子の送り装置について、その他
ドライブ装置や潤滑剤を使用する環境下におかれた装置一般にも本発明を適用することも
可能である。
【符号の説明】
【００４６】
１・・・筐体隅部、２・・・副軸、３・・・第一の壁、４・・・第四の壁（潤滑剤保持部
）、５・・・第三の壁、６・・・第二の壁、７・・・可動レンズ、８・・・主軸、９・・
・光ピックアップの筐体、１０・・・レンズ可動装置、１１・・・レーザダイオード、１
２・・・調整用レンズ、１３・・・プリズム、１４・・・可動レンズ、１５・・・対物レ
ンズ、１６・・・光ディスク、１７・・・嵌合部、１８・・・駆動軸、１９・・・副軸、
２０・・・圧着部材、２１・・・ハウジング、２２ａｂ・・・一対の駆動軸支持壁、２３
ａｂ・・・一対の副軸支持壁、２４ａｂ・・・案内穴、２５・・・潤滑剤、２６・・・濡
れ上がり高さ、２７・・・副軸厚、２８・・・第四の壁厚、２９・・・貫通穴、１００・
・・光ピックアップ装置、１０１・・・光ディスクドライブ装置。
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