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(57)【要約】
【課題】調節ネジを用いてガイド軸をシャーシに高精度
に固定することにより、精度の高い光ピックアップ支持
装置を提供する。
【解決手段】光ピックアップ支持装置では、光ピックア
ップ装置を支持する第２ガイド軸１６の端部を、シャー
シ１２の収納領域３１に内蔵されたコイルばね２９と、
調節ネジ１３により固定している。また、調節ネジ１３
は、シャーシ１２の収納部１５に収納された固定プレー
ト１１に螺合されている。従って、コイルばね２９の反
発力がシャーシ１２の一部分に集中することが無いので
、この反発力によるシャーシ１２の変形や破壊が防止さ
れる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂材料から成るシャーシと、
　光記録媒体にレーザー光を放射し、前記光記録媒体で反射した前記レーザー光を検出す
る光ピックアップ装置と、
　前記光ピックアップ装置に設けられたガイド部に挿通あるいは係合されると共に、両端
付近に設けられた固定部を介して前記シャーシに固定されるガイド軸と、
　を備え、
　前記固定部は、前記ガイド軸と前記シャーシとの間に配置されて前記ガイド軸を付勢す
る付勢部材と、
　前記付勢部材が付勢する側の反対側から前記ガイド軸に接触する調節ネジと、
　前記シャーシの収納部に配置されて前記調節ネジが螺合する固定プレートと、を有する
ことを特徴とする光ピックアップ支持装置。
【請求項２】
　前記シャーシに設けられる前記収納部は、前記固定プレートが収納可能な大きさの凹状
部と、前記凹状部が設けられた箇所の前記シャーシを貫通して設けた貫通部と、前記凹状
部に収納される前記固定プレートの位置を規制する規制部と、を有することを特徴とする
請求項１に記載の光ピックアップ支持装置。
【請求項３】
　前記収納部には、前記固定プレートを側方から挿入可能な挿入孔が設けられ、
　前記固定プレートの主面を部分的に隆起させて当接部を設け、前記挿入孔が設けられた
箇所の前記規制部に内側から前記当接部が接触することを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の光ピックアップ支持装置。
【請求項４】
　前記シャーシは射出成形された樹脂材料から成り、前記固定プレートは金属材料から成
ることを特徴とする請求項１から請求項３の何れかに記載の光ピックアップ支持装置。
【請求項５】
　前記ガイド軸は、前記光ピックアップ装置のガイド孔に挿通された第１ガイド軸と、前
記光ピックアップ装置のガイド溝に係合された第２ガイド軸とを含み、
　前記固定部は、前記第１ガイド軸の両端付近を前記シャーシに固定する第１固定部およ
び第２固定部と、第２ガイド軸の両端付近を前記シャーシに固定する第３固定部および第
４固定部とを含み、
　前記第１固定部では、前記シャーシの一部から成る固定部位により前記第１ガイド軸の
端部の位置が決定され、
　前記第２固定部、前記第３固定部および前記第４固定部は、前記付勢部材、前記調節ネ
ジおよび前記固定プレートを含むことを特徴とする請求項１から請求項４の何れかに記載
の光ピックアップ支持装置。
【請求項６】
　前記第１固定部では、前記シャーシの前記固定部位の弾性変形または塑性変形で生じた
反発力により、前記第１ガイド軸の端部を、スピンドルモータを支持するモータ支持部材
の一部から成る位置規制部に押圧固定することを特徴とする請求項５に記載の光ピックア
ップ支持装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６の何れかに記載された光ピックアップ支持装置を備えたことを特
徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクの読み出し動作や記録動作を行う光ピックアップ装置を所定方向
に移動させる光ピックアップ支持装置およびそれを備えた光ディスク装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　光ピックアップ装置から照射されるレーザー光を光ディスクの信号記録層に照射するこ
とによって、信号の読み出し動作や信号の記録動作を行うことが出来る光ディスク装置が
普及している。
【０００３】
　光ディスク装置としては、ＣＤやＤＶＤと呼ばれる光ディスクを使用するものが一般に
普及しているが、最近では記録密度を更に向上させたＢｌｕ－ｒａｙ規格と呼ばれる光デ
ィスクを使用するものが開発されている。
【０００４】
　光ディスク装置に組み込まれる光ピックアップ装置は、光ディスクの径方向へピックア
ップ送り用モータの回転駆動力によって移動されるように構成されている。そして、斯か
る光ピックアップ装置は、光ディスクに記録されている信号を正確に読み出す必要がある
ため、光ディスクの径方向への移動動作を精度良く行う必要があり、一般には固定基板に
固定されている一対のガイドシャフトによって移動動作がガイドされるように構成されて
いる（特許文献１）。
【０００５】
　更にまた、上記したガイドシャフトは、枠状のシャーシによりその位置が保持されてい
る（特許文献２）。具体的には、特許文献２の図１を参照して、２本のガイドシャフトの
両端部付近は、ねじ機構等の締結手段により所定位置に調整されてシャーシ１１に固定さ
れている。ネジによる微調整が施された状態で、ガイドシャフトがシャーシに取り付けら
れることにより、光ピックアップ装置の読み取り動作および記録動作を精度良く行うこと
が可能となる。
【０００６】
　また、光ピックアップ装置による読み出し動作および書き込み動作を安定して行うため
には、光ピックアップ装置の移動を案内する２つのシャフトが含まれる走行面を、光ディ
スクの情報記録層に対して平行に調整する必要がある。下記特許文献３では、シャーシに
設けられたネジ穴に挿入されたネジを回転調整することにより、ガイド軸の位置調整を行
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－６６７６７号公報
【特許文献２】特開２００３－２０８７６７号公報
【特許文献３】特開２００６－１７２５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記した特許文献３に記載された構造では、シャーシ自体に設けられた
ネジ穴に調節用のネジを挿入していたので、樹脂材料から成るシャーシが採用された場合
、ネジに大きな締結力が作用すると、ネジ穴が破壊されてしまう恐れがあった。
【０００９】
　また、２つのガイド軸をシャーシに固定するためには、それぞれのガイド軸の両端がシ
ャーシに固定される必要がある。しかしながら、上記した特許文献３に記載されたような
調節ネジを採用した機構で、２つのガイド軸の端部をシャーシに固定すると、これらのガ
イド軸から成る走行面がディスクに対して平行にはなるが、走行面とディスクとの距離が
所定の値から離れてしまう場合がある。このようになると、光ピックアップ装置の動作が
不安定になる。
【００１０】
　本発明はこの様な問題点を鑑みて成されたものであり、本発明の目的は、調節ネジを用
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いてガイド軸をシャーシに高精度に固定することにより、低コストで且つ精度の高い光ピ
ックアップ支持装置およびそれを備えた光ディスク装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の光ピックアップ支持装置は、樹脂材料から成るシャーシと、光記録媒体にレー
ザー光を放射し、前記光記録媒体で反射した前記レーザー光を検出する光ピックアップ装
置と、前記光ピックアップ装置に設けられたガイド部に挿通あるいは係合されると共に、
両端付近に設けられた固定部を介して前記シャーシに固定されるガイド軸と、を備え、前
記固定部は、前記ガイド軸と前記シャーシとの間に配置されて前記ガイド軸を付勢する付
勢部材と、前記付勢部材が付勢する側の反対側から前記ガイド軸に接触する調節ネジと、
前記シャーシの収納部に配置されて前記調節ネジが螺合する固定プレートと、を有するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　更に、本発明の光ディスク装置は、このような構成の光ピックアップ支持装置を備えた
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、固定プレートの雌ネジに螺合する調節ネジと付勢部材とにより、ガイ
ド軸の端部をシャーシに固定している。従って、付勢部材により発生する反発力は調節ネ
ジおよび固定プレートにより受け止められ、反発力が局所的にシャーシに作用しないので
、この反発力によるシャーシの変形や破壊が抑制されている。
【００１４】
　更に本発明では、調節ネジによりガイド軸の端部をシャーシに固定しているが、調節ネ
ジの雄ネジはシャーシ自体ではなく、シャーシの収納部に収納された金属板からなる固定
プレートに螺合している。このことから、樹脂から成るシャーシに設けた雌ネジに調整ネ
ジを螺合した場合と比較すると、調節ネジを締め付けることによりシャーシに与えられる
ダメージを小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の光ピックアップ支持装置を示す図であり、（Ａ）は光ピックアップ装置
の対物レンズが露出する面を上方に向けて載置した状態を示す斜視図であり、（Ｂ）は（
Ａ）の状態を表裏逆転した光ピックアップ支持装置を示す斜視図である。
【図２】本発明の光ピックアップ支持装置を部分的に抜き出して示す斜視図である。
【図３】本発明の光ピックアップ支持装置の構成を部分的に示す図であり、（Ａ）は第４
固定部を示す斜視図であり、（Ｂ）は収納部を示す斜視図であり、（Ｃ）は表裏逆転した
状態の第４固定部を示す斜視図であり、（Ｄ）は固定プレートを示す斜視図であり、（Ｅ
）は（Ａ）のＥが付された線での断面図である。
【図４】本発明の光ピックアップ支持装置の構成および組み立て方法を示す斜視図である
。
【図５】本発明の光ピックアップ支持装置に含まれるモータユニットを示す図であり、（
Ａ）は斜視図であり、（Ｂ）は断面図である。
【図６】本発明の光ピックアップ支持装置を部分的に示す図であり、（Ａ）はシャーシの
第１固定部を示す斜視図であり、（Ｂ）は光ピックアップ装置等の各部品が組み込まれた
状態のシャーシを示す斜視図であり、（Ｃ）から（Ｅ）は第１固定部を詳細に示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１を参照して、本形態の光ピックアップ支持装置１０の構成を説明する。図１（Ａ）
は光ピックアップ装置３０の対物レンズ３２が上方を向く状態で載置された光ピックアッ
プ支持装置１０を示す斜視図であり、図１（Ｂ）は図１（Ａ）の状態を表裏逆転させた光
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ピックアップ支持装置１０を示す斜視図である。
【００１７】
　図１（Ａ）を参照して、光ピックアップ支持装置１０は、枠形状あるいは額縁形状のシ
ャーシ１２と、シャーシ１２に両端が固定された第１ガイド軸１４および第２ガイド軸１
６と、両ガイド軸により移動可能な状態で支持された光ピックアップ装置３０と、モータ
支持部材３６を介してシャーシ１２に固定されたスピンドルモータ３４とを備えている。
【００１８】
　光ピックアップ支持装置１０は、スピンドルモータ３４により回転される光ディスク（
光記録媒体）に対して、光ピックアップ装置３０の対物レンズ３２からレーザー光を照射
する。そして、光ディスクの情報記録層で反射したレーザー光を、光ピックアップ装置３
０に内蔵されたＰＤＩＣで読み取る。ここで、光ピックアップ装置から放射されるレーザ
ー光としては、ＢＤ（Blu-ray Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）またはＣＤ（
Compact Disk）規格のレーザー光が採用される。同様に、スピンドルモータ３４により回
転される光ディスクの規格としても、これらのいずれかが採用される。
【００１９】
　このような構成の光ピックアップ支持装置１０が所定形状の筐体に収納されることで、
光ディスク装置が構成される。
【００２０】
　シャーシ１２は、樹脂材料を射出成形して枠体形状に成形され、光ピックアップ支持装
置１０の各構成要素を一体的に支持する機能を有する。シャーシ１２を構成する樹脂材料
としては、ポリカーボネート、変性ＰＰＥ、ＡＢＳ樹脂が採用される。また、ガラス繊維
が充填された樹脂材料がシャーシ１２の材料として採用されても良い。尚、シャーシ１２
の４隅には、ネジ等の締結手段により光ディスク装置の筐体にシャーシ１２を取り付ける
ための切り欠き部が設けられている。
【００２１】
　第１ガイド軸１４および第２ガイド軸１６は、光ピックアップ装置３０を光ディスクの
半径方向に対して移動可能に支持するための部材である。従って、第１ガイド軸１４およ
び第２ガイド軸１６は、光ディスクの径方向に対して平面視で平行に配置されると共に、
光ディスクの情報記録面に対しても平行に配置される。尚、第１ガイド軸１４および第２
ガイド軸１６は、棒状のステンレス等の金属材料から成る。ここで、第１ガイド軸１４は
主ガイド軸と称され、第２ガイド軸は副ガイド軸と称される場合もある。更には、ガイド
軸はシャフトと称される場合がある。
【００２２】
　第１ガイド軸１４の両端付近は、第１固定部２２および第２固定部２４にて、シャーシ
１２に取り付けられる。また、第２ガイド軸１６の両端付近は、第３固定部２６および第
４固定部２８にてシャーシ１２に取り付けられる。
【００２３】
　スピンドルモータ３４は、チャッキング機構により保持された光ディスクを所定速度で
回転させる機能を有する。スピンドルモータ３４は、金属板を所定形状に成形したモータ
支持部材３６を介してシャーシ１２に固定されている。尚、スピンドルモータ３４は、回
転軸を中心に回転自在な状態でモータ支持部材３６に固定されている。
【００２４】
　光ピックアップ装置３０は、樹脂を所定形状に成形したハウジングの内部に、発光チッ
プ、受光チップその他の光学素子が収納されている。光ピックアップ装置３０のハウジン
グの両端付近が、第１ガイド軸１４および第２ガイド軸１６により、光ディスクの径方向
に対して移動可能な状態で保持されている。この保持する機構の詳細については、図２を
参照して後述する。
【００２５】
　図１（Ｂ）を参照して、第１ガイド軸１４、第２ガイド軸１６およびリードスクリュー
３８は互いに平行に配置されている。リードスクリュー３８の外面には、螺旋状にガイド
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溝が形成されており、その一端はスレッドモータ４０に接続されている。一方、光ピック
アップ装置３０のハウジングに固着された係合部４２の先端部分は、リードスクリュー３
８の溝に係合するように付勢されている。従って、トラッキング信号がスレッドモータ４
０に印加されると、リードスクリュー３８が所定角度回転される。そして、リードスクリ
ュー３８のガイド溝に係合する係合部４２に対しては、リードスクリュー３８の軸方向に
沿って移動する力が作用する。このことにより、係合部４２に固定された光ピックアップ
装置３０が、第１ガイド軸１４および第２ガイド軸１６により支持された状態で、所定量
移動する。
【００２６】
　本形態では、第１固定部２２ではシャーシ１２の一部を突起状にした固定部位を用いて
第１ガイド軸１４の端部をシャーシの所定箇所に固定している。この事項は図６を参照し
て後述する。一方、第２固定部２４、第３固定部２６および第４固定部では、調節ネジが
採用された機構により各ガイド軸がシャーシに固定されている。調節ネジが採用されたこ
れらの機構は図３および図４を参照して後述する。
【００２７】
　ここで、単に各ガイド軸を光ディスクに対して平行にするのであれば、全ての固定部に
て調整ネジを用いた機構により各ガイド軸をシャーシ１２に取り付ければ良い。しかしな
がら、この方法であると各ガイド軸と光ディスクとの位置を規定する基準点が存在しない
ため、両ガイド軸で位置が規定される光ピックアップ装置３０と光ディスクとの距離が設
計値と異なり、光ピックアップ装置の動作が不安定になる恐れがある。このような問題を
排除するために本形態では、第１固定部２２ではシャーシ１２の一部からなる固定部位に
て、第１ガイド軸１４の端部を規定の箇所に固定し、他の固定部では調整ネジを用いてガ
イド軸の位置調整を行っている。このようにすることで、第１固定部により規定される箇
所に、両ガイド軸を含む光ピックアップ装置３０の走行面を光ディスクに対して平行に設
けることが可能となる。
【００２８】
　図２を参照して、光ピックアップ装置３０は、ハウジング４６と、ハウジング４６の上
面に固着されて対物レンズ３２を支持するアクチュエータ４８と、光ピックアップ装置３
０の入出力端子であるコネクタ４４と、ハウジング４６の左右両端に設けられたガイド孔
１８およびガイド溝２０とを備えている。
【００２９】
　尚、ハウジング４６に収納された各種光学素子は、コネクタ４４および不図示のフレキ
シブル配線基板を経由して、光ディスク装置の筐体に内蔵された主回路基板と接続される
。
【００３０】
　ガイド孔１８は、ハウジング４６と一体的に樹脂材料を射出成形して設けられた孔部で
あり、第１ガイド軸１４が挿通されている。ガイド孔１８は、光ディスクの径方向への移
動を許容しつつ支持するのみではなく、この径方向に直行する方向への移動を規制する機
能も有している。従って、ガイド孔１８の内径は、第１ガイド軸１４に沿う方向への移動
を許容すると共に、ガタつきが抑制される程度の長さとされる。
【００３１】
　ガイド溝２０は、ハウジング４６のガイド孔１８に対向する端部に設けられており、外
側に向かって開口するＵ字形状またはコの字形状を呈している。第２ガイド軸１６は、ガ
イド溝２０の内部に係合あるいは挿通されている。
【００３２】
　図３および図４を参照して、本形態の要旨である固定部の構成を説明する。図３（Ａ）
は調節ネジが採用された第４固定部２８を示す斜視図であり、図３（Ｂ）は第４固定部２
８を構成する収納部１５を示す斜視図であり、図３（Ｃ）は光ピックアップ支持装置の表
裏を逆転した状態の第４固定部２８を示す斜視図であり、図３（Ｄ）は収納部１５に収納
される固定プレート１１を示す斜視図であり、図３（Ｅ）は図３（Ａ）のＥ線に於ける断
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面図である。
【００３３】
　図３（Ａ）および図３（Ｅ）を参照して、第４固定部２８は、シャーシ１２に内蔵され
て上方から第２ガイド軸１６を付勢する付勢部材であるコイルばね２９と、下方から第２
ガイド軸１６を保持する調節ネジ１３と、調節ネジ１３と螺合する雌ネジ２３が設けられ
た固定プレート１１と、を備えている。従って、第２ガイド軸１６は、コイルばね２９お
よび調節ネジ１３により上下両方向から押圧されることで、シャーシ１２に対して所定位
置で固定されている。このような構成は、図１に示す第２固定部２４および第３固定部２
６に関しても同様である。ここで、不勢力を持つ付勢部材としてはコイルばね２９以外の
ものも採用可能であり、例えば「竹の子ばね」あるいはゴム等の他の弾性体を採用可能で
ある。
【００３４】
　図３（Ａ）を参照して、第４固定部２８では、シャーシ１２の一部を凹状に成形した収
納部１５に、金属板から成る固定プレート１１が収納されている。
【００３５】
　固定プレート１１は、図３（Ｄ）に示すように、矩形状の金属板の一部を貫通して雌ネ
ジ２３が形成されている。また、固定プレート１１の上面を部分的に上方に隆起させるこ
とで当接部２５が設けられている。尚、固定プレート１１の平面視での大きさは、図３（
Ｂ）に示す収納部１５の凹状部１７と同程度または若干小さい程度である。
【００３６】
　図３（Ｂ）を参照すると、収納部１５は、シャーシ１２を凹状に窪ませた凹状部１７と
、凹状部１７の底部を部分的に貫通させた貫通部１９と、凹状部１７の上端付近から内側
に突出する規制部２１とを備えている。この規制部２１は、固定プレート１１の上面を支
持する役割を有し、固定プレート１１の４つの側辺に対応して４つの規制部２１が設けら
れている。
【００３７】
　更に図３（Ｂ）を参照して、紙面上にて手前に配置された規制部２１の下方のシャーシ
１２を部分的に側方に貫通して挿入孔２７が設けられている。挿入孔２７の大きさは、固
定プレート１１の断面よりも若干大きい程度である。収納部１５に固定プレート１１（図
３（Ｄ）参照）を収納する際には、挿入孔２７を経由して、固定プレート１１が収納部１
５に挿入される。固定プレート１１が収納されると、図３（Ｅ）に示すように、規制部２
１Ａの内側側面の下端部分に、固定プレート１１の当接部２５が内側から当接する。この
ことにより、固定プレート１１の離脱が防止される。
【００３８】
　図３（Ｃ）を参照して、第２ガイド軸１６の端部および調節ネジ１３は、シャーシ１２
を溝状に窪ませた収納領域３１に収納されている。第２ガイド軸１６の、図３（Ｃ）の紙
面上における横方向の位置は、溝状の収納領域３１に収納されることで決定される。更に
、収納領域３１の調節ネジ１３が配置される部分は調節ネジ１３の形状に即して円形に拡
大された形状を呈している。また、図３（Ｅ）を参照して、コイルばね２９も収納領域３
１に収納されるが、このコイルばね２９が収納される部分の収納領域３１も、コイルばね
２９が収納可能なように円形に拡大された形状を呈している。
【００３９】
　図３（Ｅ）を参照して、第２ガイド軸１６の右側端部は、コイルばね２９により付勢さ
れることで固定される。具体的には、シャーシ１２の収納領域３１に圧縮された状態で収
納されたコイルばね２９の反発力により、第２ガイド軸１６は下方に押圧される。そして
、第２ガイド軸１６の端部の下端は、調節ネジ１３の頭部により保持されている。調節ネ
ジ１３の頭部は第２ガイド軸１６を十分に支持できる大きさである。
【００４０】
　雄ネジが設けられた調節ネジ１３の柱部分は、収納部１５に収納された固定プレート１
１の雌ネジ２３に螺合される。このことから、調節ネジ１３の締め付けにより第２ガイド
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軸１６を固定しても、この締め付けによる締結力は固定プレート１１を介してシャーシ１
２の平坦面に伝わる。
【００４１】
　調節ネジ１３の役割は、上記の様に第２ガイド軸１６の端部を固定するだけではなく、
第２ガイド軸１６の紙面上下方向に於ける位置を調整することにもある。具体的には、調
節ネジ１３を回転することにより、第２ガイド軸１６の端部と光ディスクとの距離が調整
される。更には、両固定部に配置された調節ネジ１３を調整することで、両ガイド軸によ
り規定される光ピックアップ装置の走行面が、光ディスクの情報記録層と所定距離で平行
になる。
【００４２】
　本形態では、コイルばね２９から発生する反発力を調節ネジ１３の頭部で受け止め、更
に、この調節ネジ１３を固定プレート１１で支持している。従って、コイルばね２９から
発生した反発力は、調節ネジ１３および固定プレート１１を経由してシャーシ１２に伝達
される。このことから、シャーシ１２に対して局所的に反発力が作用しないので、コイル
ばね２９の反発力によるシャーシ１２の変形や破壊が防止されている。
【００４３】
　更に本形態では、樹脂材料から成るシャーシ１２に調節ネジの雌ネジを設けるのではな
く、ステンレス等の金属材料から成る固定プレート１１に雌ネジを設けている。このよう
にすることで、コイルばね２９の反発力を受けるために調節ネジ１３を強く締結しても、
金属材料から成る固定プレート１１に形成された雌ネジ２３が破壊されることは無い。
【００４４】
　図４を参照して、次に、光ピックアップ支持装置の組み立て方法を説明する。この図で
は、両ガイド軸により支持される光ピックアップ装置は省かれている。
【００４５】
　ここでは、第１ガイド軸１４の両端は第１固定部２２および第２固定部２４を介してシ
ャーシ１２に固定され、第２ガイド軸１６は第３固定部２６および第４固定部２８を介し
てシャーシ１２に固定される。そして、第１固定部２２ではシャーシ１２の一部分から成
る固定部位を用いて固定され、この事項は図６を参照して説明する。一方、他の第２固定
部２４－第４固定部２８は、上記したようにネジを採用した機構が採用されている。
【００４６】
　先ず、第２固定部２４、第３固定部２６および第４固定部２８で、各固定部の収納部１
５（図３（Ｂ）参照）に固定プレート１１を挿入する。この挿入を行うと、図３（Ｅ）を
参照して、固定プレート１１の当接部２５が、規制部２１Ａに接触する。従って、シャー
シ１２に落下衝撃等の外力が作用しても、一旦挿入された固定プレート１１は収納部１５
から離脱しない。
【００４７】
　次に、各固定部の収納領域３１にコイルばね２９を収納させた後に、各ガイド軸の端部
を収納する。第３固定部２６および第４固定部２８に関しては、コイルばね２９および第
２ガイド軸１６をこの順序で組み込めば良い。更に、第３固定部２６および第４固定部２
８に調節ネジ１３を挿入し、調節ネジ１３の頭部により第２ガイド軸１６の両端部を固定
する。
【００４８】
　第１固定部２２および第２固定部２４に第１ガイド軸１４を組み込む方法は、第１固定
部２２の構成が他の固定部とは異なるので、上記とは異なる。具体的には、第１固定部２
２の下面に設けた固定部位（図６参照）に、第１ガイド軸１４の手前側の端部を挿入して
固定する。次に、第２固定部の収納領域３１に、コイルばね２９および第１ガイド軸１４
の奥行き側の端部をこの順番で配置する。その後、第２固定部２４の固定プレート１１に
調節ネジ１３を螺合し、第１ガイド軸１４の奥行き側の端部を第２固定部２４に固定する
。
【００４９】
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　更に、上記工程が終了した後は、第１ガイド軸１４および第２ガイド軸１６から形成さ
れる光ピックアップ装置の走行面が、光ディスクの情報記録層と平行になるように、第２
固定部２４－第４固定部２８に締結された調節ネジ１３を回転調整する。
【００５０】
　本形態では、上記したように、第１固定部２２にて第１ガイド軸１４の端部を所定位置
に固定した後に、他の固定部で両ガイド軸の端部の位置を微調整している。従って、両ガ
イド軸により形成される光ピックアップ装置の走行面は、所定位置に正確に配置される。
【００５１】
　図５を参照して次に、光ピックアップ支持装置１０に組み込まれるモータユニット５０
の構成を説明する。図５（Ａ）はモータユニット５０を示す斜視図であり、図５（Ｂ）は
その断面図である。
【００５２】
　図５（Ａ）を参照して、モータユニット５０は、金属板を所定形状に成形したモータ支
持部材３６と、このモータ支持部材３６に回転可能な状態で固定されたスピンドルモータ
３４と、第１ガイド軸１４の位置を規制する位置規制部５２とを備えている。更に、モー
タ支持部材３６の上面には、スピンドルモータ３４を駆動する電流が通過する配線が設け
られたモータ基板５６と、このモータ基板５６の配線と接続されたフレキシブル配線基板
５４が配置されている。また、モータ支持部材３６には、シャーシに対して固定するため
の孔部が複数箇所設けられている。
【００５３】
　図５（Ｂ）を参照して、スピンドルモータ３４の構成を説明する。回転軸支持部材７０
は、モータ支持部材３６を部分的に窪ませた凹状部分に固定されており、複数個の駆動コ
イル６８が固定されている。また、回転軸支持部材７０には軸受７２が内蔵されており、
この軸受７２により回転軸５８が支持されている。
【００５４】
　ロータ６４は、回転軸５８に嵌合固定されており、回転軸５８と一体的に回転する。ま
た、ロータ６４の内面にはリング状のマグネット６６が接着固定されている。ターンテー
ブル６２は、光ディスクの主面が当接される面であり、ロータ６４と共に回転する。セン
タリング部材６０はチャッキング機能を備え、光ディスクの中央部に設けられた孔部をセ
ンタリング部材６０に嵌合することにより、光ディスクの主面方向での位置が所定位置と
される。
【００５５】
　このような構成のスピンドルモータ３４において、前記モータ基板５６等に組み込まれ
ているモータ駆動回路から駆動コイル６８に駆動信号が供給されると、駆動コイル６８か
ら誘起される磁力とマグネット６６から発生する磁力とによってロータ６４に対する回転
力が生成される。このことにより、ロータ６４は回転軸５８を中心として回転する。
【００５６】
　ロータ６４に発生する回転駆動力によって回転軸５８が回転すると、回転軸５８に嵌合
固定されているターンテーブル６２が回転するので、ターンテーブル６２に載置されてい
る光ディスクを回転させることが出来る。そして、前記駆動コイル６８に供給される駆動
信号の大きさや駆動パルスの間隔等を制御することによって、光ディスクの回転速度を所
望の回転速度になるように制御することが出来る。
【００５７】
　図５（Ａ）を参照して、位置規制部５２は金属板から成るモータ支持部材３６の端部を
直角に折り曲げた部位であり、第１ガイド軸１４が挿通可能な貫通部が設けられている。
図５（Ｂ）を参照して、位置規制部５２の内辺は、紙面上にて左側の辺である第１位置規
制部７４と、上側の辺である第２位置規制部７６を含む。そして、位置規制部５２に挿通
された第１ガイド軸は、第１位置規制部７４および第２位置規制部７６に押圧されること
により、その位置が規定される。従って、第１ガイド軸１４の端部は、光ディスクを回転
させるスピンドルモータ３４に対して正確に固定されることとなる。
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【００５８】
　図６を参照して、第１固定部２２にて第１ガイド軸１４をシャーシ１２に固定する構造
を説明する。図６（Ａ）は第１固定部２２でのシャーシ１２の構造を示す斜視図であり、
図６（Ｂ）は第１固定部２２で第１ガイド軸１４がシャーシ１２に固定される構造を示す
斜視図であり、図６（Ｃ）は図６（Ｂ）のＣが付された線での断面図であり、図６（Ｄ）
は図６（Ｂ）のＤが付された線での断面図であり、図６（Ｅ）は図６（Ｂ）のＥが付され
た線での断面図である。
【００５９】
　図６（Ａ）を参照して、ガイド軸が固定される第１固定部２２に対応するシャーシ１２
には、シャーシ１２と一体的に形成された固定部位７８が設けられている。上記したよう
にシャーシ１２はポリカーボネート樹脂等の樹脂材料を射出成形することにより形成され
るので、固定部位７８は、シャーシ１２の表面から一体的に突起する突起部として形成さ
れる。
【００６０】
　具体的には、固定部位７８は、第１固定部位８０、ガイド部８４、第２固定部位８２お
よび当接部８６から構成されている。第１固定部位８０および第２固定部位８２は、これ
ら自身が変形することで発生する反発力により、第１ガイド軸１４をモータ支持部材３６
の位置規制部５２に押圧固定する。
【００６１】
　ガイド部８４は、アルファベットの「Ｌ」を上下反転させた形状を呈し、第１固定部位
８０に隣接されている。ガイド部８４は、製造工程時にて第１ガイド軸１４の挿通を容易
にする機能を有する。また、第１ガイド軸１４の挿通をスムーズにするために、図６（Ｅ
）に示すように、装置内部に面するガイド部８４の下端部は面取り加工されている。この
面取り加工により、ガイド部８４の断面がアルファベットの「Ｃ」を呈する状態にしても
良い。この事項は第１固定部位８０に関しても同様である。また、ガイド部８４と第１固
定部位８０とで、全体として四角形の枠形状を呈している。
【００６２】
　第２固定部位は、第１ガイド軸１４が挿通される部分のシャーシ１２の主面を突起させ
た部位であり、ガイド部８４と当接部８６とで挟まれる領域に配置されている。第２固定
部位８２は、下方から第１ガイド軸１４に対して押圧力を与える。
【００６３】
　当接部８６は、第１ガイド軸１４の先端部が当接して位置決めされる部位であり、当接
部８６により第１ガイド軸１４が軸方向に位置決めされる。
【００６４】
　図６（Ｂ）は、シャーシ１２に、光ピックアップ装置３０、第１ガイド軸１４およびモ
ータユニット５０を取り付けた状態を示す斜視図である。
【００６５】
　図６（Ｃ）～図６（Ｅ）を参照して、第１固定部２２で第１ガイド軸１４の端部が所定
の位置に固定される構造を説明する。ここで、上記したように、第１ガイド軸１４の端部
をシャーシ１２の固定部位７８およびモータ支持部材３６の位置規制部５２に挿通するこ
とで、固定部位７８の反発力により第１ガイド軸１４が位置規制部５２に押圧固定されて
いる。
【００６６】
　図６（Ｃ）を参照すると、シャーシ１２の第１固定部位８０は紙面上にて右側に弾性変
形の範囲内で湾曲している。このことにより、紙面上にて第１ガイド軸１４を左側に移動
させる反発力が発生し、図６（Ｄ）に示すように第１ガイド軸１４が位置規制部５２の第
１位置規制部７４に押圧される。第１位置規制部７４を含む位置規制部５２は金属板から
成るので、固定部位７８による反発力により第１ガイド軸１４が押圧されても変形しない
。従って、第１ガイド軸１４が第１位置規制部７４に押圧固定されることにより、第１ガ
イド軸１４の紙面横方向の位置が正確に規定される。
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【００６７】
　また、第１ガイド軸１４の下面は図６（Ｃ）に示されているように、シャーシ１２の上
面を突起させた第２固定部位８２に接触している。そして、第１ガイド軸１４の下面によ
り押圧されることにより、第２固定部位８２の頂部が部分的に塑性変形して潰れている。
このことにより第１ガイド軸１４を上方に押し上げる反発力が発生する。この反発力によ
り第１ガイド軸１４は、図６（Ｄ）および図６（Ｅ）に示す第２位置規制部７６に押し付
けられる。厚い金属板から成る第２位置規制部７６に対して、第１ガイド軸１４の上端部
が押圧固定されることにより、紙面上の上下方向に於ける第１ガイド軸１４の位置が正確
に規定される。
【符号の説明】
【００６８】
１０   光ピックアップ支持装置
１１   固定プレート
１２   シャーシ
１３   調節ネジ
１４   第１ガイド軸
１５   収納部
１６   第２ガイド軸
１７   凹状部
１８   ガイド孔
１９   貫通部
２０   ガイド溝
２１，２１Ａ  規制部
２２   第１固定部
２３   雌ネジ
２４   第２固定部
２５   当接部
２６   第３固定部
２７   挿入孔
２８   第４固定部
２９   コイルばね
３０   光ピックアップ装置
３１   収納領域
３２   対物レンズ
３４   スピンドルモータ
３６   モータ支持部材
３８   リードスクリュー
４０   スレッドモータ
４２   係合部
４４   コネクタ
４６   ハウジング
４８   アクチュエータ
５０   モータユニット
５２   位置規制部
５４   フレキシブル配線基板
５６   モータ基板
５８   回転軸
６０   センタリング部材
６２   ターンテーブル
６４   ロータ
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６６   マグネット
６８   駆動コイル
７０   回転軸支持部材
７２   軸受
７４   第１位置規制部
７６   第２位置規制部
７８   固定部位
８０   第１固定部位
８２   第２固定部位
８４   ガイド部
８６   当接部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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