
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対物レンズを備えたピックアップ部が、送り機構により光ディスクの半径方向に移動可
能に設けられるともにガイド機構により案内され、上記ピックアップ部における上記対物
レンズの光軸の上記光ディスクに対する傾きを調整可能に設けられたディスクドライブ装
置のスキュー調整装置において、
　上記ガイド機構 スキュ
ー調整手段 、
　このスキュー調整手段は、

上記ガイド機構において上記光ディスクの半径方向に平行
に複数設置され、それぞれの調整動作により上記ピックアップ部を、上記送り機構のリー
ドスクリューを中心として微少回動させ、このピックアップ部における対物レンズの光軸
の上記光ディスクに対する接線方向の傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側とでそれ
ぞれ調整可能に構成されたことを特徴とするディスクドライブ装置のスキュー調整装置。
【請求項２】
　対物レンズを備えたピックアップ部が、送り機構により光ディスクの半径方向に移動可
能に設けられるともにガイド機構により案内され、上記ピックアップ部における上記対物
レンズの光軸の上記光ディスクに対する傾きを調整可能に設けられたディスクドライブ装
置のスキュー調整装置において、
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は、ピックアップ部を係止する樹脂製のピックアップガイドと、
とを備え

ピックアップガイドを貫通して金属製のサポートプレートに
螺合されるスクリューにより、弾性部材を介して上記ピックアップガイドの長手方向複数
箇所を支持するよう構成され、



　 第 1ス
キュー調整手段と
　この第 1スキュー調整手段は、

上記ガイド機構において上記光ディスクの半径方向に
平行に複数設置され、それぞれの調整動作により上記ピックアップ部を、上記送り機構の
リードスクリューを中心として微少回動させ、このピックアップ部における上記対物レン
ズの光軸の上記光ディスクに対する接線方向の傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側
とでそれぞれ調整可能とし、
　更に、上記送り機構及び上記ガイド機構を支持するスキューベースに第２スキュー調整
手段が設置され、この第２スキュー調整手段の調整動作により上記スキューベースを、上
記リードスクリューに直交する軸を中心として微少回動させて、上記ピックアップ部にお
ける上記対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する半径方向の傾きを調整可能とするよ
う構成されたことを特徴とするディスクドライブ装置のスキュー調整装置。
【請求項３】
　

に記載のディスクドライブ
装置のスキュー調整装置。
【請求項４】
　

のいずれかに記載のディスクドライブ装置のスキュ
ー調整装置。
【請求項５】
　光ディスクを支持して回転駆動させるディスクテーブルと、送り機構により上記光ディ
スクの半径方向に移動可能に設けられるともにガイド機構により案内され、対物レンズを
備えたピックアップ部と、このピックアップ部における上記対物レンズの光軸の上記光デ
ィスクに対する傾きを調整するスキュー調整装置と、を有するディスクドライブ装置にお
いて、
　上記ガイド機構 スキュ
ー調整手段 、
　このスキュー調整手段は、

上記ガイド機構において上記光ディスクの半径方向に平行
に複数設置され、それぞれの調整動作により上記ピックアップ部を、上記送り機構のリー
ドスクリューを中心として微少回動させ、このピックアップ部における対物レンズの光軸
の上記光ディスクに対する接線方向の傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側とでそれ
ぞれ調整可能に構成されたことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項６】
　光ディスクを支持して回転駆動させるディスクテーブルと、送り機構により光ディスク
の半径方向に移動可能に設けられるともにガイド機構により案内され、対物レンズを備え
たピックアップ部と、このピックアップ部における上記対物レンズの光軸の上記光ディス
クに対する傾きを調整するスキュー調整装置と、を有するディスクドライブ装置において
、
　 第 1ス
キュー調整手段と
　上記スキュー調整装置は、第１スキュー調整手段及び第２スキュー調整装置を備えてな
り、
　この第 1スキュー調整手段は、
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上記ガイド機構は、ピックアップ部を係止する樹脂製のピックアップガイドと、
を備え、

ピックアップガイドを貫通して金属製のサポートプレー
トに螺合されるスクリューにより、弾性部材を介して上記ピックアップガイドの長手方向
複数箇所を支持するよう構成され、

上記第２スキュー調整手段は、弾性部材を介してスクリューにより、スキューベースを
シャーシに支持するよう構成されたことを特徴とする請求項２

上記スキュー調整手段、第 1スキュー調整手段または第２スキュー調整手段のスクリュ
ーは、シャーシに形成された開口内、またはシャーシの外方に位置付けられるよう構成さ
れたことを特徴とする請求項１乃至３

は、ピックアップ部を係止する樹脂製のピックアップガイドと、
とを備え

ピックアップガイドを貫通して金属製のサポートプレートに
螺合されるスクリューにより、弾性部材を介して上記ピックアップガイドの長手方向複数
箇所を支持するよう構成され、

上記ガイド機構は、ピックアップ部を係止する樹脂製のピックアップガイドと、
を備え、

ピックアップガイドを貫通して金属製のサポートプレー
トに螺合されるスクリューにより、弾性部材を介して上記ピックアップガイドの長手方向



上記ガイド機構において上記光ディスクの半径方向に
平行に複数設置され、それぞれの調整動作により上記ピックアップ部を、上記送り機構の
リードスクリューを中心として微少回動させ、このピックアップ部における上記対物レン
ズの光軸の上記光ディスクに対する接線方向の傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側
とでそれぞれ調整可能とし、
　更に、上記送り機構及び上記ガイド機構を支持するスキューベースに上記第２スキュー
調整手段が設置され、この第２スキュー調整手段の調整動作により上記スキューベースを
、上記リードスクリューに直交する軸を中心として微少回動させて、上記ピックアップ部
における上記対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する半径方向の傾きを調整可能とす
るよう構成されたことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項７】
　上記第２スキュー調整手段は、弾性部材を介してスクリューにより、スキューベースを
シャーシに支持するよう構成されたことを特徴とする に記載のディスクドライブ
装置。
【請求項８】
　上記スキュー調整手段、第 1スキュー調整手段または第２スキュー調整手段のスクリュ
ーは、シャーシに形成された開口内、またはシャーシの外方に位置付けられるよう構成さ
れたことを特徴とする のいずれかに記載のディスクドライブ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ピックアップ部の対物レンズの光軸の光ディスクに対する傾き（スキュー）を
調整するディスクドライブ装置のスキュー調整装置、及びこのスキュー調整装置を備えた
ディスクドライブ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光学情報記録媒体であるＤＶＤ等の光ディスクに情報を記録し、再生するＤＶＤプレーヤ
等のディスクドライブ装置では、ピックアップ部の対物レンズの光軸と光ディスクとの間
で相対的な傾き（スキュー）が生じ易い。
【０００３】
ピックアップ部の対物レンズで集光した光スポットを、光ディスクのピットやグルーブに
正確に照射して高精度な記録、再生を実行するためには、対物レンズの光軸の上記傾きを
調整する必要がある。光ディスクへの情報記録密度が高い場合には、特にこの要請が強い
。
【０００４】
従来のディスクドライブ装置では、光ディスクを支持して回転させるディスクテーブルや
ピックアップ部に、対物レンズの光軸の上記傾きを調整するための角度調整機構を装備し
たものが提案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、角度調整機構をピックアップ部に装備した場合には、構造が複雑になりコスト
が上昇してしまう。
【０００６】
また、対物レンズの光軸の光ディスクに対する傾きを、光ディスクの内周側と外周側とで
調整する場合、内周側と外周側のいずれか一方側を調整すると、他方側の調整が不十分と
なる場合がある。
【０００７】
更に、ディスクドライブ装置の組み立て後には、ピックアップ部に装着された角度調整機
構による調整ができず、この角度調整を実施するためにはディスクドライブ装置を分解し
なければならない。
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複数箇所を支持するよう構成され、

請求項６

請求項５乃至７



【０００８】
本発明の目的は、上述の事情を考慮してなされたものであり、ピックアップ部における対
物レンズの光軸の光ディスクに対する傾きを高精度に調整できるディスクドライブ装置の
スキュー調整装置、及びディスクドライブ装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、対物レンズを備えたピックアップ部が、送り機構により光デ
ィスクの半径方向に移動可能に設けられるともにガイド機構により案内され、上記ピック
アップ部における上記対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する傾きを調整可能に設け
られたディスクドライブ装置のスキュー調整装置において、上記ガイド機構

スキュー調整手段 、このスキ
ュー調整手段は、

上記ガイド機構において上記光ディスクの半径方向に平行に複数設置
され、それぞれの調整動作により上記ピックアップ部を、上記送り機構のリードスクリュ
ーを中心として微少回動させ、このピックアップ部における対物レンズの光軸の上記光デ
ィスクに対する接線方向の傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側とでそれぞれ調整可
能に構成されたことを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、対物レンズを備えたピックアップ部が、送り機構により光デ
ィスクの半径方向に移動可能に設けられるともにガイド機構により案内され、上記ピック
アップ部における上記対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する傾きを調整可能に設け
られたディスクドライブ装置のスキュー調整装置において、

第 1スキュー調整手段と この
第 1スキュー調整手段は、

上記ガイド機構において上記光ディスクの半径方向に平行に
複数設置され、それぞれの調整動作により上記ピックアップ部を、上記送り機構のリード
スクリューを中心として微少回動させ、このピックアップ部における上記対物レンズの光
軸の上記光ディスクに対する接線方向の傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側とでそ
れぞれ調整可能とし、更に、上記送り機構及び上記ガイド機構を支持するスキューベース
に第２スキュー調整手段が設置され、この第２スキュー調整手段の調整動作により上記ス
キューベースを、上記リードスクリューに直交する軸を中心として微少回動させて、上記
ピックアップ部における上記対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する半径方向の傾き
を調整可能とするよう構成されたことを特徴とするものである。
【００１３】
　 に記載の発明は、 に記載の発明において、

とするものである。
【００１４】
　 に記載の発明は、 のいずれかに記載の発明において、

とするものである。
【００１５】
　 に記載の発明は、光ディスクを支持して回転駆動させるディスクテーブルと、
送り機構により上記光ディスクの半径方向に移動可能に設けられるともにガイド機構によ
り案内され、対物レンズを備えたピックアップ部と、このピックアップ部における上記対
物レンズの光軸の上記光ディスクに対する傾きを調整するスキュー調整装置と、を有する
ディスクドライブ装置において、上記ガイド機構
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は、ピックア
ップ部を係止する樹脂製のピックアップガイドと、 とを備え

ピックアップガイドを貫通して金属製のサポートプレートに螺合される
スクリューにより、弾性部材を介して上記ピックアップガイドの長手方向複数箇所を支持
するよう構成され、

上記ガイド機構は、ピックア
ップ部を係止する樹脂製のピックアップガイドと、 を備え、

ピックアップガイドを貫通して金属製のサポートプレートに螺
合されるスクリューにより、弾性部材を介して上記ピックアップガイドの長手方向複数箇
所を支持するよう構成され、

請求項３ 請求項２ 上記第２スキュー調整手段
は、弾性部材を介してスクリューにより、スキューベースをシャーシに支持するよう構成
されたことを特徴

請求項４ 請求項１乃至３ 上記スキ
ュー調整手段、第 1スキュー調整手段または第２スキュー調整手段のスクリューは、シャ
ーシに形成された開口内、またはシャーシの外方に位置付けられるよう構成されたことを
特徴

請求項５

は、ピックアップ部を係止する樹脂製の



スキュー調整手段 、このスキュー調整手段は、

上記ガ
イド機構において上記光ディスクの半径方向に平行に複数設置され、それぞれの調整動作
により上記ピックアップ部を、上記送り機構のリードスクリューを中心として微少回動さ
せ、このピックアップ部における対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する接線方向の
傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側とでそれぞれ調整可能に構成されたことを特徴
とするものである。
【００１６】
　 に記載の発明は、光ディスクを支持して回転駆動させるディスクテーブルと、
送り機構により光ディスクの半径方向に移動可能に設けられるともにガイド機構により案
内され、対物レンズを備えたピックアップ部と、このピックアップ部における上記対物レ
ンズの光軸の上記光ディスクに対する傾きを調整するスキュー調整装置と、を有するディ
スクドライブ装置において、

第 1スキュー調整手段と 上記スキュー調整装置は、第１スキ
ュー調整手段及び第２スキュー調整装置を備えてなり、この第 1スキュー調整手段は、

上記ガイド機構において上記光ディスクの半径方向に平行に複数設置され、それぞれの調
整動作により上記ピックアップ部を、上記送り機構のリードスクリューを中心として微少
回動させ、このピックアップ部における上記対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する
接線方向の傾きを、当該光ディスクの内周側と外周側とでそれぞれ調整可能とし、更に、
上記送り機構及び上記ガイド機構を支持するスキューベースに上記第２スキュー調整手段
が設置され、この第２スキュー調整手段の調整動作により上記スキューベースを、上記リ
ードスクリューに直交する軸を中心として微少回動させて、上記ピックアップ部における
上記対物レンズの光軸の上記光ディスクに対する半径方向の傾きを調整可能とするよう構
成されたことを特徴とするものである。
【００１９】
　 に記載の発明は、 に記載の発明において、上記第２スキュー調整手段
は、弾性部材を介してスクリューにより、スキューベースをシャーシに支持するよう構成
されたことを特徴とするものである。
【００２０】
　 に記載の発明は、 のいずれかに記載の発明において、上記スキ
ュー調整手段、第 1スキュー調整手段または第２スキュー調整手段のスクリューは、シャ
ーシに形成された開口内、またはシャーシの外方に位置付けられるよう構成されたことを
特徴とするものである。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面に基づき説明する。
【００２２】
図１は、本発明に係るディスクドライブ装置の一実施の形態を示す斜視図であり、図２は
、図１のディスクドライブ装置の平面図である。
【００２３】
これらの図１及び図２に示すディスクドライブ装置１０は、ＤＶＤ（ Digital Versatile 
Disk）、ＣＤ（ Compact Disk）等の光ディスク１１に情報を記録し、または再生するもの
であり、ディスクテーブル１２、ピックアップ部１３、送り機構１４、ガイド機構１５、
シャーシ１６、並びに第１スキュー調整手段２１及び第２スキュー調整手段２２を備えて
なるスキュー調整装置１７を有して構成される。
【００２４】
ディスクテーブル１２は、光ディスク１１を載置して支持可能とし、図示しないスピンド
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ピックアップガイドと、 とを備え ピックア
ップガイドを貫通して金属製のサポートプレートに螺合されるスクリューにより、弾性部
材を介して上記ピックアップガイドの長手方向複数箇所を支持するよう構成され、

請求項６

上記ガイド機構は、ピックアップ部を係止する樹脂製のピッ
クアップガイドと、 を備え、

ピ
ックアップガイドを貫通して金属製のサポートプレートに螺合されるスクリューにより、
弾性部材を介して上記ピックアップガイドの長手方向複数箇所を支持するよう構成され、

請求項７ 請求項６

請求項８ 請求項５乃至７



ルモータにより回転駆動される。また、ピックアップ部１３は対物レンズ１８を備える。
この対物レンズ１８がレーザ光を光ディスク１１に照射して、この光ディスク１１に情報
を書き込み、またはこの光ディスク１１から情報を読み取る。
【００２５】
送り機構１４及びガイド機構１５は、上記第２スキュー調整手段２２を介してシャーシ１
６に配置された（後に詳説する）スキューベース１９に設置される。送り機構１４は、ス
キューベース１９の一端側に設置される。この送り機構１４は、図２、図３及び図８に示
すように、ピックアップ部１３の一端側を螺合するリードスクリュー２０と、このリード
スクリュー２０にギア輪列２３を介して駆動力を伝達する送り用モータ２４と、を有して
なる。また、ガイド機構１５は、スキューベース１９の他端側に設置され、スキューベー
ス１９に第１スキュー調整手段２１を介して設置された（後に詳説する）ピックアップガ
イド２５を有する。このピックアップガイド２５に、ピックアップ部１３の他端側に形成
された係合凹部２６が係合される。
【００２６】
リードスクリュー２０及びピックアップガイド２５は、光ディスク１１の半径方向と平行
に延在される。ピックアップ部１３は、送り用モータ２４の駆動により回転するリードス
クリュー２０によって、その係合凹部２６がピックアップガイド２５に摺接し、これによ
りピックアップガイド２５に案内されて、光ディスク１１の半径方向に移動可能に構成さ
れる。
【００２７】
光ディスク１１を載置して支持したディスクテーブル１２が回転し、ピックアップ部１３
が上述のように光ディスク１１の半径方向に移動することによって、ピックアップ部１３
の対物レンズ１８により光ディスク１１に情報が記録され、または記録された情報が再生
される。
【００２８】
なお、ピックアップ部１３には、図７に示すように、係合凹部２６の下側にホールドプレ
ート２７が固着されている。このホールドプレート２７は、ピックアップ部１３がリード
スクリュー２０によりピックアップガイド２５に沿って移動する間にピックアップガイド
２５に接触して、ピックアップ部１３の係合凹部２６とピックアップガイド２５とのがた
つきを防止する。
【００２９】
さて、ディスクドライブ装置１０においては、光ディスク１１に対してピックアップ部１
３の対物レンズ１８の光軸Ｏ（図４、図７）が傾斜してしまう、いわゆるスキューが発生
することがある。ディスクドライブ装置１０にこのスキューが発生すると、ピックアップ
部１３の対物レンズ１８による光ディスク１１への情報の記録、再生特性が低下してしま
う。
【００３０】
前記スキュー調整装置１７は、このスキューを許容範囲内に調整するものである。このス
キュー調整装置１７は、図２に示すように、ピックアップ部１３における対物レンズ１８
の光軸Ｏの光ディスク１１に対する接線方向Ｘの傾きを調整する前記第１スキュー調整手
段２１と、ピックアップ部１３における対物レンズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対す
る半径方向Ｙの傾きを調整する前記第２スキュー調整手段２２とを有してなる。
【００３１】
上記第１スキュー調整手段２１が配設されるガイド機構１５のピックアップガイド２５は
光ディスク１１の半径方向に平行に延在され、その中央部が、図６及び図８に示すように
、スキューベース１９の他端側に突設された支柱２８に、遊びを持って嵌合される。そし
て、このピックアップガイド２５の長手方向における複数箇所、例えばピックアップガイ
ド２５の両端部に、第１スキュー調整手段２１を構成するスクリュー２９及び弾性部材と
してのコイルスプリング３０と、スクリュー３１及び弾性部材としてのコイルスプリング
３２とがそれぞれ配置されている。
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【００３２】
つまり、コイルスプリング３０及び３２は、スキューベース１９の他端側とピックアップ
ガイド２５との間に介装される。スクリュー２９はスキューベース１９の下方から、この
スキューベース１９、コイルスプリング３０、ピックアップガイド２５を貫通する。スク
リュー３１もスキューベース１９の下方から、このスキューベース１９、コイルスプリン
グ３２、ピックアップガイド２５を貫通する。これらのスクリュー２９及び３１の先端部
は、金属製のサポートプレート３３に螺合されて第１スキュー調整手段２１が構成される
。支柱２８の先端は、サポートプレート３３の中央部に遊嵌されている。
【００３３】
スクリュー２９、３１を回転させる調整動作により、コイルスプリング３０、３２の付勢
力がピックアップガイド２５に作用して、このピックアップガイド２５が図６の上下方向
（矢印Ａにて示す）に移動し、図７に示すように、ピックアップ部１３がリードスクリュ
ー２０を中心として微少回動する。これにより、ピックアップ部１３における対物レンズ
１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する接線方向Ｘの傾きθが調整可能とされる。
【００３４】
この対物レンズ１８の光ディスク１１に対する接線方向Ｘの傾きθ調整は、図５（Ａ）、
（Ｂ）に示すように、光ディスク１１の内周側と外周側とで個別に実施可能とされる。つ
まり、図５（Ａ）に示すように、スクリュー２９を回転させ、ピックアップガイド２５に
おいて支柱２８よりもスクリュー２９側を矢印Ａ方向に上下動させることにより、このピ
ックアップガイド２５のスクリュー２９側においてピックアップ部１３がリードスクリュ
ー２０を中心に微少回動し、光ディスク１１の内周側において、ピックアップ部１３にお
ける対物レンズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する接線方向Ｘの傾きθが調整可能と
される。
【００３５】
また、図５（Ｂ）に示すように、スクリュー３１を回転させ、ピックアップガイド２５に
おいて支柱２８よりもスクリュー３１側を矢印Ａ方向に上下動させることにより、このピ
ックアップガイド２５のスクリュー３１側においてピックアップ部１３がリードスクリュ
ー２０を中心に微少回動し、光ディスク１１の外周側において、ピックアップ部１３にお
ける対物レンズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する接線方向Ｘの傾きθが調整可能と
される。
【００３６】
ピックアップ部１３における対物レンズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する接線方向
Ｘの傾きθは、光ディスク１１の内周側と外周側とで異なって発生する面振れ等に起因し
て、光ディスク１１の内周側と外周側とで異なったものとなるが、スクリュー２９または
３１を回動させることによって、この接線方向Ｘの傾きθが、光ディスク１１の内周側と
外周側とでそれぞれ個別に調整可能とされる。
【００３７】
なお、スクリュー２９及び３１は、ピックアップガイド２５を貫通してサポートプレート
３３に螺合されたが、これはピックアップガイド２５が樹脂製であるためであり、更にこ
のサポートプレート３３によって、ピックアップガイド２５の熱変形等が防止される。
【００３８】
一方、前記第２スキュー調整手段２２は、図４及び図９に示すように、スキューベース１
９とシャーシ１６との間に介在され、スクリュー３４、弾性部材としてのコイルスプリン
グ３５及び取付ブラケット３６を有して構成される。
【００３９】
ここで、上記スキューベース１９は、図２に示すように、一端側及び他端側に、リードス
クリュー２０と直交する回転軸３７を備える。この回転軸３７がシャーシ１６の支持片３
８（図２、図９）に回動自在に結合されて、スキューベース１９はシャーシ１６に対し回
転軸３７を中心に微少回動可能に構成されている。
【００４０】
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上記取付ブラケット３６は、図２及び図９に示すように、断面略コ字形状であり、シャー
シ１６にねじ固定される。この取付ブラケット３６とスキューベース１９との間にコイル
スプリング３５を介在させ、スキューベース１９の下方からこのスキューベース１９及び
コイルスプリング３５にスクリュー３４を貫通させ、このスクリュー３４を取付ブラケッ
ト３６に螺合させて第２スキュー調整手段２２が構成される。
【００４１】
スクリュー３４を回動させる調整動作により、コイルスプリング３５の付勢力がスキュー
ベース１９に作用して、このスキューベース１９が図４の上下方向（矢印Ｂにて示す）に
移動して回転軸３７を中心に微少回動する。これにより、ピックアップ部１３における対
物レンズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する半径方向Ｙの傾きφが調整可能とされる
。
【００４２】
また、この第２スキュー調整手段２２におけるスクリュー３４は、図９に示すように、シ
ャーシ１６に形成された開口３９に位置づけられ、更に、第１スキュー調整手段２１にお
けるスクリュー２９は、シャーシ１６に形成された開口４０に位置づけられる。また、第
１スキュー調整手段２１のスクリュー３１は、図１に示すように、シャーシ１６の外方に
位置づけられる。これにより、ピックアップ部１３における対物レンズ１８の光軸Ｏの光
ディスク１１に対する傾きθ、φの調整時に、シャーシ１６の下方から、スクリュー２９
、３１または３４を回動操作することが可能となる。
【００４３】
以上のように構成されたことから、上記実施の形態によれば、次の効果▲１▼～▲３▼を
奏する。
【００４４】
▲１▼第１スキュー調整手段２１がガイド機構１５における光ディスク１１の半径方向に
平行に複数個設置され、それぞれの調整動作によりピックアップ部１３を、送り機構１４
のリードスクリュー２０を中心として微少回動させ、このピックアップ部１３における対
物レンズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する接線方向Ｘの傾きθを、光ディスク１１
の内周側と外周側とで調整可能に構成されたことから、光ディスク１１の内周側と外周側
とで対物レンズ１８の光軸Ｏの傾きθを、簡単な構造で高精度に調整できる。
【００４５】
▲２▼スキューベース１９とシャーシ１６との間に第２スキュー調整手段２２が配置され
、この第２スキュー調整手段２２の調整動作によりスキューベース１９を、リードスクリ
ュー２０に直交する回転軸３７を中心として微少回動させて、ピックアップ部１３におけ
る対物レンズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する半径方向Ｙの傾きφを調整可能に構
成されたことから、光ディスク１１に対する接線方向Ｘの傾きθを一旦調整しておけば、
光ディスク１１に対する半径方向Ｙの傾きφを一括して調整できるので、光ディスク１１
に対する対物レンズ１８の光軸Ｏの傾きの調整を容易に実施できる。
【００４６】
▲３▼第１スキュー調整手段２１のスクリュー２９、第２スキュー調整手段２２のスクリ
ュー３４がシャーシ１６の開口４０、３９のそれぞれに対応して位置づけられ、第１スキ
ュー調整手段２１のスクリュー３１がシャーシ１６の外方に位置づけられることから、デ
ィスクドライブ装置１０の組み付け後であっても、ピックアップ部１３における対物レン
ズ１８の光軸Ｏの光ディスク１１に対する傾き（傾きθ、φ）を良好に調整できる。
【００４７】
以上、本発明を上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はない。
【００４８】
【発明の効果】
　 に記載の発明に係るディスクドライブ装置のスキュー調整装置によれば
、ピックアップ部における対物レンズの光軸の光ディスクに対する傾きを高精度に調整で
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きる。
【００４９】
　 に記載の発明に係るディスクドライブ装置によれば、ピックアップ部に
おける対物レンズの光軸の光ディスクに対する傾きを高精度に調整できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るディスクドライブ装置の一実施の形態を示す斜視図である。
【図２】図１のディスクドライブ装置の平面図である。
【図３】図１のピックアップ部、送り機構及びガイド機構を示す斜視図である。
【図４】図３の IV－ IV線に沿う断面図である。
【図５】図３のピックアップ部が光ディスクの内周側、外周側へ移動した時におけるスキ
ュー調整動作を示す斜視図である。
【図６】図５（Ｂ）の VI－ VI線に沿う断面図である。
【図７】図５（Ｂ）の VII－ VII線に沿う断面図である。
【図８】図３のピックアップ部、送り機構及びガイド機構の分解斜視図である。
【図９】図１のディスクドライブ装置を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
１０　ディスクドライブ装置
１１　光ディスク
１２　ディスクテーブル
１３　ピックアップ部
１４　送り機構
１５　ガイド機構
１６　シャーシ
１７　スキュー調整装置
１８　対物レンズ
１９　スキューベース
２０　リードスクリュー
２１　第１スキュー調整手段
２２　第２スキュー調整手段
２５　ピックアップガイド
２９　スクリュー
３０　コイルスプリング
３１　スクリュー
３２　コイルスプリング
３４　スクリュー
３５　コイルスプリング
３６　取付ブラケット
３７　回転軸
３９、４０　開口
Ｘ　接線方向
Ｙ　半径方向
θ、φ　傾き
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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