
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスクテーブルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向へ移動される移動ベース
と該移動ベースに配置された対物レンズ駆動装置とを備えた光ピックアップであって、
　上記対物レンズ駆動装置は、支持ブロックと、該支持ブロックに対してディスク状記録
媒体の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向及びディスク状記録媒体の略半径
方向であるトラッキング方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可動ブロックと、
支持ブロックと可動ブロックとを連結する支持バネとを有し、
　上記支持ブロックは、上記移動ベースに固定された固定部と、軸方向が上記フォーカシ
ング方向及びトラッキング方向にともに直交する支持軸と、該支持軸を介して固定部に回
動自在に支持されると共に上記支持バネによって可動ブロックに連結されたチルト駆動部
と、該チルト駆動部を固定部に対して回動させるチルト用磁気回路とを有
　

　
　
　

　ことを特徴とする光ピックアップ。
【請求項２】
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し、
上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチル

ト用マグネットとを有し、
チルト用コイルをチルト駆動部に設け、
チルト用マグネットを固定部に設け、
上記チルト用マグネットに引き寄せられてチルト駆動部をその回動方向における中立位

置に保持する磁性部をチルト駆動部に設けた



　ディスクテーブルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向へ移動される移動ベース
と該移動ベースに配置された対物レンズ駆動装置とを備えた光ピックアップであって、
　上記対物レンズ駆動装置は、支持ブロックと、該支持ブロックに対してディスク状記録
媒体の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向及びディスク状記録媒体の略半径
方向であるトラッキング方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可動ブロックと、
支持ブロックと可動ブロックとを連結する支持バネとを有し、
　上記支持ブロックは、上記移動ベースに固定された固定部と、軸方向が上記フォーカシ
ング方向及びトラッキング方向にともに直交する支持軸と、該支持軸を介して固定部に回
動自在に支持されると共に上記支持バネによって可動ブロックに連結されたチルト駆動部
と、該チルト駆動部を固定部に対して回動させるチルト用磁気回路とを有し、
　上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチル
ト用マグネットを有し、
　チルト用コイルを固定部に設け、
　チルト用マグネットをチルト駆動部に設け、
　上記チルト用マグネットを引き寄せてチルト駆動部をその回動方向における中立位置に
保持する磁性部を固定部に設けた
　ことを特徴とする光ピックアップ。
【請求項３】
　上記支持軸を固定部に設けた
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の光ピックアップ。
【請求項４】
　上記チルト駆動部と固定部との間に介在されチルト駆動部をその回動方向における中立
位置に保持する中立用バネを設けた
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の光ピックアップ。
【請求項５】
　上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに、
　上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向に
おける中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置し
た
　ことを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ。
【請求項６】
　上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに、
　上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向に
おける中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置し
た
　ことを特徴とする請求項２に記載の光ピックアップ。
【請求項７】
　上記支持軸を磁性材料によって形成し、
　上記チルト駆動部のフォーカシング方向における支持軸に対向する位置にマグネット部
材を設けた
　ことを特徴とする請求項３に記載の光ピックアップ。
【請求項８】
　上記チルト駆動部に支持軸が挿入される軸受部材を設けた
　ことを特徴とする請求項３に記載の光ピックアップ。
【請求項９】
　上記軸受部材を高分子材料によって形成した
　ことを特徴とする請求項８に記載の光ピックアップ。
【請求項１０】
　上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに、
　支持軸の外周面又は軸受部材の内周面にスラスト方向に離隔して複数の摺動突部を設け
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た
　ことを特徴とする請求項８に記載の光ピックアップ。
【請求項１１】
　上記軸受部材に支持軸の軸方向における端面を受けるスラスト受部を設けた
　ことを特徴とする請求項８に記載の光ピックアップ。
【請求項１２】
　上記フォーカシングコイルとトラッキングコイルとチルト用コイルに給電を行うフレキ
シブルプリント配線板を設け、
　該フレキシブルプリント配線板にトラッキング方向に延びチルト駆動部上に配置される
延設部を形成し、
　該延設部の少なくとも一部をチルト駆動部に固定しないようにした
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の光ピックアップ。
【請求項１３】
　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に装着される
ディスク状記録媒体に対して対物レンズを介してレーザー光を照射する光ピックアップと
を備えたディスクドライブ装置であって、
　上記光ピックアップは、ディスクテーブルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向
へ移動される移動ベースと、該移動ベースに配置された対物レンズ駆動装置とを有し、
　該対物レンズ駆動装置は、支持ブロックと、該支持ブロックに対してディスク状記録媒
体の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向及びディスク状記録媒体の略半径方
向であるトラッキング方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可動ブロックと、支
持ブロックと可動ブロックとを連結する支持バネとを有し、
　上記支持ブロックは、上記移動ベースに固定された固定部と、軸方向が上記フォーカシ
ング方向及びトラッキング方向にともに直交する支持軸と、該支持軸を介して固定部に回
動自在に支持されると共に上記支持バネによって可動ブロックに連結されたチルト駆動部
と、該チルト駆動部を固定部に対して回動させるチルト用磁気回路とを有し、
　上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチル
ト用マグネットを有し、
　チルト用コイルをチルト駆動部に設け、
　チルト用マグネットを固定部に設け、
　上記チルト用マグネットに引き寄せられてチルト駆動部をその回動方向における中立位
置に保持する磁性部をチルト駆動部に設けた
　ことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項１４】
　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に装着される
ディスク状記録媒体に対して対物レンズを介してレーザー光を照射する光ピックアップと
を備えたディスクドライブ装置であって、
　上記光ピックアップは、ディスクテーブルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向
へ移動される移動ベースと、該移動ベースに配置された対物レンズ駆動装置とを有し、
　該対物レンズ駆動装置は、支持ブロックと、該支持ブロックに対してディスク状記録媒
体の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向及びディスク状記録媒体の略半径方
向であるトラッキング方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可動ブロックと、支
持ブロックと可動ブロックとを連結する支持バネとを有し、
　上記支持ブロックは、上記移動ベースに固定された固定部と、軸方向が上記フォーカシ
ング方向及びトラッキング方向にともに直交する支持軸と、該支持軸を介して固定部に回
動自在に支持されると共に上記支持バネによって可動ブロックに連結されたチルト駆動部
と、該チルト駆動部を固定部に対して回動させるチルト用磁気回路とを有し、
　上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチル
ト用マグネットを有し、
　チルト用コイルを固定部に設け、
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　チルト用マグネットをチルト駆動部に設け、
　上記チルト用マグネットを引き寄せてチルト駆動部をその回動方向における中立位置に
保持する磁性部を固定部に設けた
　ことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項１５】
　上記支持軸を固定部に設けた
　ことを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載のディスクドライブ装置。
【請求項１６】
　上記チルト駆動部と固定部との間に介在されチルト駆動部をその回動方向における中立
位置に保持する中立用バネを設けた
　ことを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載のディスクドライブ装置。
【請求項１７】
　上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに、
　上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向に
おける中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置し
た
　ことを特徴とする請求項１３に記載のディスクドライブ装置。
【請求項１８】
　上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに、
　上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向に
おける中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置し
た
　ことを特徴とする請求項１４に記載のディスクドライブ装置。
【請求項１９】
　上記支持軸を磁性材料によって形成し、
　上記チルト駆動部のフォーカシング方向における支持軸に対向する位置にマグネット部
材を設けた
　ことを特徴とする請求項１５に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２０】
　上記チルト駆動部に支持軸が挿入される軸受部材を設けた
　ことを特徴とする請求項１５に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２１】
　上記軸受部材を高分子材料によって形成した
　ことを特徴とする請求項２０に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２２】
　上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに、
　支持軸の外周面又は軸受部材の内周面にスラスト方向に離隔して複数の摺動突部を設け
た
　ことを特徴とする請求項２０に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２３】
　上記軸受部材に支持軸の軸方向における端面を受けるスラスト受部を設けた
　ことを特徴とする請求項２０に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２４】
　上記フォーカシングコイルとトラッキングコイルとチルト用コイルに給電を行うフレキ
シブルプリント配線板を設け、
　該フレキシブルプリント配線板にトラッキング方向に延びチルト駆動部上に配置される
延設部を形成し、
　該延設部の少なくとも一部をチルト駆動部に固定しないようにした
　ことを特徴とする請求項１３又は請求項１４に記載のディスクドライブ装置。
【発明の詳細な説明】

10

20

30

40

50

(4) JP 3912292 B2 2007.5.9



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は光ピックアップ及びディスクドライブ装置に関する。詳しくは、可動ブロックが
支持バネを介して支持された対物レンズ駆動装置を有する光ピックアップ及びこれを備え
たディスクドライブ装置についての技術分野に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光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ドライ
ブ装置があり、このようなディスクドライブ装置には、ディスク状記録媒体の半径方向へ
移動され当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、当該対物レンズ駆動装置によ
って、その可動ブロックに保持された対物レンズをディスク状記録媒体の記録面に離接す
る方向であるフォーカシング方向に動作させてフォーカシング調整を行うと共に対物レン
ズをディスク状記録媒体の略半径方向であるトラッキング方向へ動作させてトラッキング
調整を行い、対物レンズを介してディスク状記録媒体に照射されるレーザー光のスポット
が当該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している。
【０００４】
このように光ピックアップにあっては、対物レンズ駆動装置によってフォーカシング調整
及びトラッキング調整を行うのが一般的であるが、近年、レーザー光のスポットの記録ト
ラックに対する追従性の向上等を図るために、フォーカシング調整及びトラッキング調整
の２軸方向の調整に加え、可動ブロックをディスク状記録媒体の記録面に対して傾動可能
とし、回転中のディスク状記録媒体に面振れ等が生じたときの調整をも可能とした所謂３
軸アクチュエーターと称される対物レンズ駆動装置が開発されている。
【０００５】
３軸アクチュエーターと称される対物レンズ駆動装置としては、従来、以下のようなタイ
プが開発されている。
【０００６】
対物レンズを保持する可動ブロックが支持バネを介して固定ブロックに連結されており、
可動ブロックを固定ブロックに対して傾動させるためのチルト用のコイルが可動ブロック
に設けられている（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
このようなチルト用のコイルが可動ブロックに設けられているムービングコイル型と称さ
れる対物レンズ駆動装置にあっては、可動ブロックにフォーカシング調整用のフォーカシ
ングコイル及びトラッキング調整用のトラッキングコイルがチルト用のコイルとは別に設
けられており、各コイルに駆動電流を供給するための２本ずつの支持バネが必要とされる
。従って、合計６本の支持バネを介して可動ブロックが固定ブロックに支持されている。
【０００８】
ムービングコイル型の対物レンズ駆動装置にあっては、可動ブロックに設けられたフォー
カシングコイル、トラッキングコイル及びチルト用のコイルにマグネットが対向して配置
されており、各支持バネを介してフォーカシングコイル、トラッキングコイル又はチルト
用のコイルに駆動電流が供給され、このとき各コイルと各マグネットにより所定の方向へ
の推力が発生して固定ブロックに対して可動ブロックが必要な方向へ動作されて各調整が
行われる。
【０００９】
一方、ムービングコイル型とは別のタイプの３軸アクチュエーターとしては、対物レンズ
を保持する可動ブロックが支持バネを介して固定ブロックに連結されており、可動ブロッ
クを固定ブロックに対して傾動させるためのチルト用のマグネットが可動ブロックに設け
られている。
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【００１０】
このようなチルト用のマグネットが可動ブロックに設けられているムービングマグネット
型と称される対物レンズ駆動装置にあっては、可動ブロックのマグネットに対向するよう
にして、固定ブロックにフォーカシングコイル、トラッキングコイル及びチルト用のコイ
ルが配置されている。
【００１１】
ムービングマグネット型の対物レンズ駆動装置にあっては、固定ブロックに設けられたフ
ォーカシングコイル、トラッキングコイル又はチルト用のコイルに専用の給電線を介して
駆動電流が供給され、このとき各コイルと各マグネットにより所定の方向への推力が発生
して固定ブロックに対して可動ブロックが必要な方向へ動作されて各調整が行われる。
【００１２】
【特許文献１】
特開２０００―１４９２９２号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、３軸方向への調整が可能な上記した従来の対物レンズ駆動装置にあっては、そ
れぞれ以下のような問題点がある。
【００１４】
ムービングコイル型の対物レンズ駆動装置にあっては、フォーカシング調整及びトラッキ
ング調整のために必要とされる４本の支持バネに加え、チルト用のコイルに電流を供給す
るための２本の支持バネが必要であるため、これまで４本の支持バネによって連結されて
いた固定ブロックと可動ブロックとのバランスが大きく崩れてしまい、４本の支持バネに
よって連結されていた状態と同等の状態に追い込む設計が不可欠とされている。また、こ
の追い込み設計は容易ではないため、対物レンズ駆動装置の製造コストの増大を来たして
いる。
【００１５】
また、可動ブロックにチルト用のコイルを追加するため、可動ブロックの重量が増加し感
度の低下を来たしてしまう。
【００１６】
さらに、可動ブロックに３種類のコイルが設けられるため、これらの各コイルに対向して
配置されるマグネットの仕様の変更等を来たし、対物レンズ駆動装置の小型化及び薄型化
が困難となってしまう。
【００１７】
加えて、可動ブロックの感度を高めてチルト駆動を行おうとするには、支持バネの剛性を
低くする必要があるが、この結果、駆動共振周波数が低くなり、ディスク状記録媒体の種
類によっては、情報信号の記録エラーを生じるおそれがある。
【００１８】
一方、ムービングマグネット型の対物レンズ駆動装置にあっては、比重の大きいマグネッ
トを可動ブロックに設けるため、可動ブロックの重量が特に大きくなり、著しく感度が低
下してしまう。また、感度の低下に対応するためには、磁力の強いマグネットや高い駆動
電流を供給する必要が生じるが、これらにより対物レンズ駆動装置の製造コストの増大や
消費電力の増大等を来たしてしまう。
【００１９】
また、固定ブロックに３種類のコイルを配置するために、対物レンズ駆動装置の組立性の
悪化や大型化を来たすという問題もある。
【００２０】
そこで、本発明光ピックアップ及びディスクドライブ装置は、上記した問題点を克服し、
対物レンズ駆動装置の良好な特性を確保した上でレーザー光のスポットの記録トラックに
対する追従性の向上を図ることを課題とする。
【００２１】
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【課題を解決するための手段】
　本発明対物レンズ駆動装置及びディスクドライブ装置は、上記した課題を解決するため
に、対物レンズ駆動装置の構成要素として、支持ブロックと、該支持ブロックに対してデ
ィスク状記録媒体の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向及びディスク状記録
媒体の略半径方向であるトラッキング方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可動
ブロックと、支持ブロックと可動ブロックとを連結する支持バネとを設け、上記支持ブロ
ックの構成要素として、ディスク状記録媒体の半径方向へ移動可能とされた移動ベースに
固定された固定部と、軸方向が上記フォーカシング方向及びトラッキング方向にともに直
交する支持軸と、該支持軸を介して固定部に回動自在に支持されると共に上記支持バネに
よって可動ブロックに連結されたチルト駆動部と、該チルト駆動部を固定部に対して回動
させるチルト用磁気回路とを

ものである。

【００２２】
従って、本発明対物レンズ駆動装置及びディスクドライブ装置にあっては、可動ブロック
を支持する支持ブロックに設けられたチルト用磁気回路によってチルト駆動部と可動ブロ
ックとが一体となって回動される。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明光ピックアップ及びディスクドライブ装置の実施の形態を添付図面に従っ
て説明する。
【００２４】
先ず、本発明の第１の実施の形態について説明する（図１乃至図６参照）。
【００２５】
ディスクドライブ装置１は、外筐２内に所要の各部材及び各機構が配置されて成り（図１
参照）、外筐２には図示しないディスク挿入口が形成されている。
【００２６】
外筐２内には図示しないシャーシが配置され、該シャーシに取り付けられたスピンドルモ
ーターのモーター軸にディスクテーブル３が固定されている。
【００２７】
シャーシには、平行なガイド軸４、５が取り付けられると共に図示しない送りモーターに
よって回転される図示しないリードスクリューが支持されている。
【００２８】
光ピックアップ６は、移動ベース７と該移動ベース７に設けられた所要の光部品と移動ベ
ース７上に配置された対物レンズ駆動装置８とを有し、移動ベース７の両端部に設けられ
た軸受部７ａ、７ｂがそれぞれガイド軸４、５に摺動自在に支持されている（図１参照）

10

20

30

40

50

(7) JP 3912292 B2 2007.5.9

有し、上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用
コイルに対向して配置されたチルト用マグネットとを有し、チルト用コイルをチルト駆動
部に設け、チルト用マグネットを固定部に設け、上記チルト用マグネットに引き寄せられ
てチルト駆動部をその回動方向における中立位置に保持する磁性部をチルト駆動部に設け
た または、対物レンズ駆動装置の構成要素として、支持ブロックと、該支持
ブロックに対してディスク状記録媒体の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向
及びディスク状記録媒体の略半径方向であるトラッキング方向へ動作されると共に対物レ
ンズを保持する可動ブロックと、支持ブロックと可動ブロックとを連結する支持バネとを
設け、上記支持ブロックの構成要素として、ディスク状記録媒体の半径方向へ移動可能と
された移動ベースに固定された固定部と、軸方向が上記フォーカシング方向及びトラッキ
ング方向にともに直交する支持軸と、該支持軸を介して固定部に回動自在に支持されると
共に上記支持バネによって可動ブロックに連結されたチルト駆動部と、該チルト駆動部を
固定部に対して回動させるチルト用磁気回路とを有し、上記チルト用磁気回路はチルト用
コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチルト用マグネットを有し、チルト用コ
イルを固定部に設け、チルト用マグネットをチルト駆動部に設け、上記チルト用マグネッ
トを引き寄せてチルト駆動部をその回動方向における中立位置に保持する磁性部を固定部
に設けたものである。



。移動ベース７に設けられた図示しないナット部材がリードスクリューに螺合され、送り
モーターによってリードスクリューが回転されると、ナット部材がリードスクリューの回
転方向へ応じた方向へ送られ、光ピックアップ６がディスクテーブル３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。
【００２９】
対物レンズ駆動装置８は支持ブロック９と該支持ブロック９に対して動作される可動ブロ
ック１０とを有している（図２及び図３参照）。
【００３０】
支持ブロック９は、上記移動ベース７上に固定された固定部１１と、該固定部１１に支持
軸１２を介して回動自在に支持されたチルト駆動部１３とを有している。
【００３１】
固定部１１は磁性金属材料によって各部が一体に形成され、一方向に長い略矩形状を為す
ベース部１４と、該ベース部１４の長手方向における両端部からそれぞれ直角に立ち曲げ
られた取付部１５、１５と、ベース部１４の長手方向における中央部の一側縁から直角に
立ち曲げられた軸形成部１６とから成る。
【００３２】
固定部１１は、ベース部１４が移動ベース７に固定され、取付部１５、１５の互いに対向
する面にそれぞれチルト用マグネット１７、１７が取り付けられている。チルト用マグネ
ット１７、１７は、例えば、２極着磁とされている（図４参照）。
【００３３】
支持軸１２は、固定部１１の軸形成部１６からベース部１４を横切るようにして取付部１
５、１５と平行な状態となるように突出されている。
【００３４】
チルト駆動部１３は、ベース部１４と同じ方向に長く形成された略直方体状に形成され、
固定部１１の軸形成部１６に対向する面に回路基板１８が取り付けられている。チルト駆
動部１３の長手方向における両端寄りの位置には、それぞれ上方又は下方に開口された逃
げ用スリット１３ａ、１３ａ、１３ｂ、１３ｂが形成されている（図３及び図４参照）。
【００３５】
チルト駆動部１３は回路基板１８が取り付けられた状態において、中心部に支持軸１２が
挿通されることにより固定部１１に回動自在に支持される（図２乃至図４参照）。
【００３６】
チルト駆動部１３の長手方向における両端面には、それぞれ、例えば、角筒状に巻回され
たチルト用コイル１９、１９が取り付けられている。従って、チルト用コイル１９、１９
と固定部１１の取付部１５、１５に取り付けられたチルト用マグネット１７、１７とは、
それぞれ対向して位置され、チルト用マグネット１７、１７とチルト用コイル１９、１９
とを有するチルト用磁気回路２０、２０が支持ブロック９に形成される。
【００３７】
チルト駆動部１３の長手方向における両端面には、チルト用コイル１９、１９の中心部に
位置するようにしてそれぞれ中立用の鉄片である磁性部２１、２１が取り付けられている
。
【００３８】
チルト用コイル１９、１９には回路基板１８を介して図示しない電源から駆動電流が供給
されるようになっている。チルト用コイル１９、１９に駆動電流が供給されると、チルト
用コイル１９、１９に流れる駆動電流の向きに応じてチルト用磁気回路２０、２０に所定
の方向への推力が発生し、固定部１１に対してチルト駆動部１３が支持軸１２の軸回り方
向へ回動され、この回動動作に伴って可動ブロック１０が一体となって回動される。
【００３９】
チルト駆動部１３に取り付けられた回路基板１８には、細長い板状に形成された支持バネ
２２、２２、・・・の各一端部が互いに離間した状態で取り付けられている。支持バネ２
２、２２、・・・は、それぞれチルト駆動部１３に形成された逃げ用スリット１３ａ、１
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３ａ、１３ｂ、１３ｂを通り固定部１１の軸形成部１６と反対側に突出されている。
【００４０】
支持バネ２２、２２、・・・には、図示しない電源から回路基板１８を介して駆動電流が
供給される。
【００４１】
支持バネ２２、２２、・・・の他端部はそれぞれ可動ブロック１０の所定の部分に取り付
けられている。従って、可動ブロック１０と支持ブロック９とは支持バネ２２、２２、・
・・によって連結され、可動ブロック１０は中空に保持されている。
【００４２】
可動ブロック１０は本体部２３と該本体部２３に取り付けられたコイルボビン２４とを有
している（図２及び図３参照）。
【００４３】
本体部２３はレンズ保持部２５と平面で見てレンズ保持部２５側に開口されたコ字状を為
すボビン取付部２６とが一体に形成されて成る。
【００４４】
レンズ保持部２５には対物レンズ２７が取り付けられて保持されている。
【００４５】
ボビン取付部２６には、その内側の空間に配置されるようにしてコイルボビン２４が取り
付けられている。コイルボビン２４は角筒状を為すフォーカシングコイル巻回部２４ａと
該フォーカシングコイル巻回部２４ａの一の面から互いに離間して突出されたトラッキン
グコイル巻回部２４ｂ、２４ｂとが一体に形成されて成る。フォーカシングコイル巻回部
２４ａにはフォーカシングコイル２８が巻回され、トラッキングコイル巻回部２４ｂ、２
４ｂにはそれぞれトラッキングコイル２９、２９が巻回されている。
【００４６】
コイルボビン２４は、フォーカシングコイル取付部２４ａの軸方向が上下方向となるよう
に、かつ、トラッキングコイル取付部２４ｂ、２４ｂがレンズ保持部２５に対向するよう
にしてボビン取付部２６に取り付けられている。
【００４７】
コイルボビン２４がボビン取付部２６に取り付けられた状態においては、コイルボビン２
４とレンズ保持部２５との間に所定の大きさの空間が形成されている。
【００４８】
コイルボビン２４の内側の空間には、ヨーク片３０と該ヨーク片３０に取り付けられたマ
グネット３１とが下側から挿入されて配置され、コイルボビン２４とレンズ保持部２５と
の間の空間には、ヨーク片３２が下側から挿入されて配置されている。マグネット３１と
ヨーク片３２とはトラッキングコイル２９、２９を挟んで対向した状態とされている。尚
、ヨーク片３０とヨーク片３２とは、その下端部間が連結されており、この連結した部分
が、例えば、移動ベース７上に取り付けられている。
【００４９】
フォーカシングコイル２８及びトラッキングコイル２９、２９には、それぞれ回路基板１
８及び支持バネ２２、２２、・・・を介して電源から駆動電流が供給されるようになって
いる。フォーカシングコイル２８に駆動電流が供給されると、フォーカシングコイル２８
に流れる駆動電流の向きに応じて所定の方向への推力が発生し、可動ブロック１０がチル
ト駆動部１３に対して図２に示すＦ―Ｆ方向、即ち、上記ディスクテーブル３に装着され
るディスク状記録媒体１００の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向に動作さ
れる。一方、トラッキングコイル２９、２９に駆動電流が供給されると、トラッキングコ
イル２９、２９に流れる駆動電流の向きに応じて所定の方向への推力が発生し、可動ブロ
ック１０がチルト駆動部１３に対して図２に示すＴ―Ｔ方向、即ち、上記ディスクテーブ
ル３に装着されるディスク状記録媒体１００の略半径方向であるトラッキング方向に動作
される。
【００５０】
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可動ブロック１０がフォーカシング方向及びトラッキング方向に動作されるときには、支
持バネ２２、２２、・・・が弾性変位される。
【００５１】
以上のようにして構成されたディスクドライブ装置１において、スピンドルモーターの回
転に伴ってディスクテーブル３が回転されると、該ディスクテーブル３に装着されたディ
スク状記録媒体１００が回転され、同時に、光ピックアップ６がディスク状記録媒体１０
０の半径方向へ移動されてディスク状記録媒体１００に対する記録動作又は再生動作が行
われる。
【００５２】
この記録動作及び再生動作において、フォーカシングコイル２８に駆動電流が供給される
と、上記したように対物レンズ駆動装置８の可動ブロック１０がチルト駆動部１３に対し
てフォーカシング方向Ｆ―Ｆへ動作され、移動ベース７に設けられた図示しない半導体レ
ーザーから出射され対物レンズ２７を介して照射されるレーザー光のスポットがディスク
状記録媒体１００の記録トラック上に集光するようにフォーカシング調整が為される。ま
た、トラッキングコイル２９、２９に駆動電流が供給されると、上記したように対物レン
ズ駆動装置８の可動ブロック１０がチルト駆動部１３に対してトラッキング方向Ｔ―Ｔへ
動作され、半導体レーザーから出射され対物レンズ２７を介して照射されるレーザー光の
スポットがディスク状記録媒体１００の記録トラック上に集光するようにトラッキング調
整が為される。
【００５３】
ディスク状記録媒体１００に対する記録動作及び再生動作においては、上記したフォーカ
シング調整及びトラッキング調整に加え、同時に、チルト調整も行われる。このチルト調
整は、例えば、回転中のディスク状記録媒体１００に面振れ等が生じたときに、当該ディ
スク状記録媒体１００に追従するようにチルト駆動部１３と可動ブロック１０とが固定部
１１に対して一体となって図２及び図４に示すＲ―Ｒ方向へ回動動作されることにより行
われる。
【００５４】
チルト駆動部１３は、上記したように、回路基板１８を介して電源からチルト用コイル１
９、１９に供給された駆動電流の向きに応じてチルト用磁気回路２０、２０に所定の方向
への推力が発生することにより動作される。
【００５５】
ディスクドライブ装置１において、上記チルト調整が行われていないときには、チルト駆
動部１３が図４に示すＲ―Ｒ方向における中立位置、即ち、チルト駆動部１３が固定部１
１のベース部１４に平行な状態にある位置で保持されている。
【００５６】
チルト駆動部１３の中立位置における保持は、チルト駆動部１３の両端面に取り付けられ
た磁性部２１、２１がそれぞれチルト用マグネット１７、１７の中央部に引き寄せられる
ことにより行われる。
【００５７】
以上に記載した通り、ディスクドライブ装置１にあっては、支持ブロック９にチルト用磁
気回路２０、２０を形成してチルト調整を行っているため、チルト駆動用の電流を供給す
るためのチルト駆動部１３と可動ブロック１０とを連結する支持バネを設ける必要がなく
、４本の支持バネ２２、２２、・・・によって可動ブロック１０とチルト駆動部１３とを
連結することができる。
【００５８】
従って、支持ブロック９と可動ブロック１０とのバランスが崩れることがなく、両者の間
の良好なバランスを確保した状態で可動ブロック１０を支持ブロック９に対して動作させ
ることができ、対物レンズ駆動装置８の良好な特性を確保したままでレーザー光のスポッ
トのディスク状記録媒体１００の記録トラックに対する追従性の向上を図ることができる
。
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【００５９】
また、各コイル、即ち、チルト用コイル１９、１９、フォーカシングコイル２８及びトラ
ッキングコイル２９、２９が支持ブロック９と可動ブロック１０とに分散して配置される
ため、対物レンズ駆動装置８の小型化及び薄型化によるディスクドライブ装置１の小型化
及び薄型化を図ることができると共に対物レンズ駆動装置８の良好な組立性を確保するこ
とができる。
【００６０】
さらに、可動ブロック１０を４本の支持バネ２２、２２、・・・によって支持すればよい
ため、支持バネ２２、２２、・・・の弾性を高める必要がなく、駆動共振周波数の低下に
よる情報信号の再生エラー及び記録エラーを生じるおそれがない。
【００６１】
加えて、可動ブロック１０にチルト用コイル１９、１９やチルト用マグネット１７、１７
が設けられないため、可動ブロック１０の重量が増加することがなく高い感度を保持する
ことができる。
【００６２】
特に、チルト用コイル１９、１９をチルト駆動部１３に設け、チルト用マグネット１７、
１７を固定部１１に設けることにより、チルト駆動部１３の重量が必要以上に大きくなら
ず、チルト駆動部１３の感度の向上を図ることができる。
【００６３】
また、対物レンズ駆動装置８にあっては、チルト用マグネット１７、１７の中央部に引き
寄せられてチルト駆動部１３を中立位置に保持する磁性部２１、２１を設けているので、
簡単な構成により確実にチルト駆動部１３を中立位置に保持することができ、チルト駆動
部１３の安定した動作状態を確保することができる。
【００６４】
尚、対物レンズ駆動装置８にあっては、上記支持軸１２を固定部１１に設けているが、逆
に、支持軸１２をチルト駆動部１３から突出させて設け、軸形成部１６に支持軸１２が挿
入される支持孔を形成してチルト駆動部１３を固定部１１に対して回動させるようにして
もよい。但し、支持軸１２をチルト駆動部１３から突出させて設け、軸形成部１６に支持
孔を形成した場合には、軸形成部１６の支持軸１２の軸方向における厚みを大きくしてチ
ルト駆動部１３の安定した支持状態を確保する必要があるため、支持軸１２を固定部１１
に設けた場合の方が、対物レンズ駆動装置８の小型化を図ることができる。
【００６５】
また、上記には、チルト駆動部１３を中立位置に保持する手段として、磁性部２１、２１
を設けた例を示したが、磁性部２１、２１に代えてチルト駆動部１３と固定部１１のベー
ス部１４との間に中立用バネを介在させることによりチルト駆動部１３を中立位置に保持
するようにしてもよい（図５及び図６参照）。
【００６６】
図５は、中立用バネ３３、３３としてコイルバネを用いた例であり、少なくとも一方の各
端部がチルト駆動部１３又はベース部１４に取り付けられている。中立用バネ３３、３３
は圧縮コイルバネでも引張コイルバネでもよい。チルト駆動部１３がＲ１方向へ回動され
た場合には、一方の中立用バネ３３が伸びて他方の中立用バネ３３が縮み、チルト駆動部
１３がＲ２方向へ回動された場合には、他方の中立用バネ３３が伸びて一方の中立用バネ
３３が縮む。チルト調整が行われないときには、双方の中立用バネ３３、３３の伸縮量が
同等となり、チルト駆動部１３が中立位置に保持される。
【００６７】
図６は、中立用バネ３４、３４として板バネを用いた例であり、少なくとも一方の各端部
がチルト駆動部１３又はベース部１４に取り付けられている。チルト駆動部１３がＲ１方
向へ回動された場合には、一方の中立用バネ３４のみが撓み、チルト駆動部１３がＲ２方
向へ回動された場合には、他方の中立用バネ３４のみが撓む。チルト調整が行われないと
きには、双方の中立用バネ３４、３４の撓み量が同等となるか又は双方とも撓まない状態
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となり、チルト駆動部１３が中立位置に保持される。
【００６８】
上記のように、チルト駆動部１３を中立位置に保持するために、中立用バネ３３、３３又
は中立用バネ３４、３４を用いた場合にあっても、簡単な構成により確実にチルト駆動部
１３を中立位置に保持することができ、チルト駆動部１３の安定した動作状態を確保する
ことができる。
【００６９】
尚、上記には、何れも２つの中立用バネ３３、３３又は中立用バネ３４、３４を用いた例
を示したが、中立用バネ３３、３３又は中立用バネ３４、３４の数は任意に設定すること
ができ、例えば、１つの中立用バネ３３又は中立用バネ３４をチルト駆動部１３の長手方
向における中央部に配置してチルト駆動部１３を中立位置に保持することもできる。
【００７０】
また、中立用バネ３３、３３又は中立用バネ３４、３４の両端部を、それぞれチルト駆動
部１３とベース部１４とに取り付けることも可能である。両端部をそれぞれチルト駆動部
１３とベース部１４とに取り付けた場合には、チルト駆動部１３の回動方向における中立
位置への保持の他、支持軸１２の軸方向におけるチルト駆動部１３の中立位置への保持を
も行うことができる。
【００７１】
次に、第２の実施の形態について説明する（図７参照）。尚、以下に示す第２の実施の形
態は、上記した第１の実施の形態と比較して、チルト用コイル、チルト用マグネット及び
磁性部が配置された位置が異なることのみが相違するため、上記第１の実施の形態と比較
して異なる部分についてのみ詳細に説明をし、その他の部分については第１の実施の形態
における同様の部分に付した符号と同じ符号を付して説明は省略する。
【００７２】
第２の実施の形態における対物レンズ駆動装置８Ａにあっては、固定部１１の取付部１５
、１５の互いに対向する面に、それぞれチルト用コイル１９、１９が取り付けられている
。固定部１１の取付部１５、１５の互いに対向する面には、チルト用コイル１９、１９の
中心部に位置するようにそれぞれ中立用の鉄片である磁性部２１、２１が取り付けられて
いる。
【００７３】
チルト駆動部１３の長手方向における両端面には、それぞれチルト用マグネット１７、１
７が取り付けられている。
【００７４】
チルト用コイル１９、１９に電源から駆動電流が供給されると、チルト用コイル１９、１
９に流れる駆動電流の向きに応じてチルト用磁気回路２０、２０に所定の方向への推力が
発生し、固定部１１に対してチルト駆動部１３と可動ブロック１０とが一体となって支持
軸１２の軸回り方向へ回動される。従って、回転中のディスク状記録媒体１００に面振れ
等が生じたときに、当該ディスク状記録媒体１００に追従するようにチルト駆動部１３が
固定部１１に対して回動動作され、チルト調整が行われる。
【００７５】
チルト駆動部１３の中立位置における保持は、固定部１１の取付部１５、１５にそれぞれ
取り付けられた磁性部２１、２１にそれぞれチルト用マグネット１７、１７の中央部が引
き寄せられることにより行われる。
【００７６】
以上に記載した通り、対物レンズ駆動装置８Ａにあっては、チルト駆動部１３にチルト用
マグネット１７、１７を設け、固定部１１にチルト用コイル１９、１９を設けているため
、回動動作されるチルト用マグネット１７、１７にチルト用コイル１９、１９が設けられ
ておらず、チルト用コイル１９、１９への給電線の引き回しが容易であり、組立性の向上
を図ることができる。
【００７７】
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尚、第２の実施の形態における対物レンズ駆動装置８Ａにあっても、対物レンズ駆動装置
８と同様に、磁性部２１、２１に代えて、中立用バネ３３、３３又は中立用バネ３４、３
４を用いてチルト駆動部１３を中立位置に保持するようにしてもよい。
【００７８】
次に、第３の実施の形態について説明する（図８乃至図１４参照）。尚、以下に示す第３
の実施の形態は、上記した第１の実施の形態と比較して、チルト用マグネットが配置され
た位置が異なること、軸受部材が設けられていること、マグネット部材が設けられている
こと及びフレキシブルプリント配線板を用いて給電が行われることのみが相違するため、
上記第１の実施の形態と比較して異なる部分についてのみ詳細に説明をし、その他の部分
については第１の実施の形態における同様の部分に付した符号と同じ符号を付して説明は
省略する。
【００７９】
第３の実施の形態における対物レンズ駆動装置８Ｂは、支持ブロック９Ｂと該支持ブロッ
ク９Ｂに対して動作される可動ブロック１０とを有している（図８及び図９参照）。
【００８０】
支持ブロック９Ｂは、上記移動ベース７上に固定された固定部１１と、該固定部１１に支
持軸１２Ｂを介して回動自在に支持されたチルト駆動部１３Ｂとを有している。
【００８１】
固定部１１の取付部１５、１５の互いに対向する面には、それぞれチルト用マグネット１
７Ｂ、１７Ｂが取り付けられている。チルト駆動部１３Ｂの両側面に取り付けられたチル
ト用コイル１９、１９とチルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂとは、それぞれ対向して位置
され、チルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂとチルト用コイル１９、１９とを有するチルト
用磁気回路２０Ｂ、２０Ｂが支持ブロック９Ｂに形成される。
【００８２】
チルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂは、例えば、２極着磁とされ、図９に示すように、支
持軸１２Ｂの軸方向であるスラスト方向における前方側の端面１７ａ、１７ａが取付部１
５、１５の前方側の端面１５ａ、１５ａの稍後側に位置され、スラスト方向における後方
側の端面１７ｂ、１７ｂが取付部１５、１５の後方側の端面１５ｂ、１５ｂと一致されて
いる。従って、チルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂのスラスト方向における中央線１７ｃ
、１７ｃは、チルト用コイル１９、１９の中心部に位置する磁性部２１、２１のスラスト
方向における中央線２１ａ、２１ａより稍後側に位置されている。
【００８３】
このように対物レンズ駆動装置８Ｂにあっては、チルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂの中
央線１７ｃ、１７ｃがそれぞれ磁性部２１、２１の中央線２１ａ、２１ａより稍後側に位
置されているため、チルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂの中央部にそれぞれ磁性部２１、
２１の中央部が引き寄せられ、チルト駆動部１３Ｂは固定部１１に対して後方（図９に示
す矢印Ａ方向）へ付勢される。
【００８４】
支持軸１２Ｂは、例えば、ステンレス鋼（ＳＵＳ）等の磁性材料によって形成され、外周
面にスラスト方向に離隔して、例えば、円環状に形成された摺動突部１２ａ、１２ａが設
けられている（図１０参照）。尚、支持軸１２Ｂに設けられる摺動突部は円環状の形状に
限られることはなく、例えば、図１１に示すような周方向に離隔して設けられた複数の突
起１２ｂ、１２ｂ、１２ｂ、・・・から成る摺動突部１２ｃ、１２ｃであってもよい。
【００８５】
チルト駆動部１３Ｂは、本体部３５にマグネット部材３６及び軸受部材３７が取り付けら
れて成り、本体部３５は、例えば、液晶ポリマーによってベース部１４と同じ方向に長い
略直方体状に形成されている。本体部３５には支持バネ２２、２２、・・・の一端部が埋
設されている。
【００８６】
マグネット部材３６は本体部３５の長手方向における中央部の上面側に取り付けられ、ス
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ラスト方向に長く形成されている（図８参照）。マグネット部材３６は支持軸１２Ｂに下
方へ引き寄せられる。マグネット部材３６は、その全体が支持軸１２Ｂに引き寄せられる
ようにするためにスラスト方向へ長く形成されていることが望ましい。
【００８７】
軸受部材３７はマグネット部材３６の真下の位置に設けられている。軸受部材３７は、図
９及び図１０に示すように、スラスト方向に長い円筒状に形成されたラジアル受部３７ａ
と、該ラジアル受部３７ａの前端部に設けられたスラスト受部３７ｂと、ラジアル受部３
７ａの後端部に設けられたフランジ部３７ｃとが高分子材料によって一体に形成されて成
る。軸受部材３７を形成する高分子材料としては、例えば、ポリアミド、ポリイミド、ポ
リフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）等が用いられる。
【００８８】
固定部１１に設けられた支持軸１２Ｂは軸受部材３７に挿入される。支持軸１２Ｂが軸受
部材３７に挿入された状態においては、図９に示すように、摺動突部１２ａ、１２ａが軸
受部材３７のラジアル受部３７ａの内面に摺接され、先端面がスラスト受部３７ｂの内面
に摺接される。
【００８９】
対物レンズ駆動装置８Ｂにあっては、上記のように、チルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂ
の中央線１７ｃ、１７ｃをそれぞれ磁性部２１、２１の中央線２１ａ、２１ａより稍後側
に位置させてチルト駆動部１３Ｂを固定部１１に対して後方（図９に示す矢印Ａ方向）へ
付勢しているため、支持軸１２Ｂの先端面が軸受部材３７のスラスト受部３７ｂの内面に
確実に接する。従って、チルト駆動部１３Ｂ、固定部１１及び可動部１０間のスラスト方
向における互いの位置関係が異なってしまうようなことがなく、安定した動作状態を確保
することができる。
【００９０】
また、チルト駆動部１３Ｂにはマグネット部材３６が設けられ、該マグネット部材３６が
支持軸１２Ｂに下方へ引き寄せられるため、チルト駆動部１３Ｂが支持軸１２Ｂに対して
傾くことがなく、チルト駆動部１３Ｂの安定した回動動作を確保することができる。
【００９１】
さらに、支持軸１２Ｂの外周面には軸受部材３７の内周面と摺接する摺動突部１２ａ、１
２ａが設けられているため、支持軸１２Ｂと軸受部材３７との間の摩擦係数が小さく、チ
ルト駆動部１３Ｂの回動動作の円滑化を図ることができる。
【００９２】
さらにまた、軸受部材３７がポリアミド、ポリイミド、ポリフェニレンスルフィド等の高
分子材料によって形成されているため、支持軸１２Ｂとの間の摺動性が良好であり、チル
ト駆動部１３Ｂの回動動作の一層の円滑化を図ることができる。
【００９３】
加えて、軸受部材３７にスラスト受部３７ｂが設けられているため、スラスト受部３７ｂ
と支持軸１２Ｂの先端面とが接することによりチルト駆動部１３Ｂの支持軸１２Ｂに対す
るスラスト方向における位置決めが行われ、チルト駆動部１３Ｂの安定した動作状態を確
保することができる。
【００９４】
対物レンズ駆動装置８Ｂにあっては、フレキシブルプリント配線板３８を介してチルト用
コイル１９、１９に駆動電流が供給され、フレキシブルプリント配線板３８及び支持バネ
２２、２２、・・・を介してフォーカシングコイル２８及びトラッキングコイル２９、２
９に駆動電流が供給される。
【００９５】
フレキシブルプリント配線板３８は電源側導電部３９と中間導電部４０と装置側導電部４
１、４１とが順に連続されて成り（図１２参照）、電源側導電部３９と装置側導電部４１
、４１が上下方向を向くように配置され、中間導電部４０が前後方向を向くように配置さ
れている。
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【００９６】
中間導電部４０はチルト駆動部１３Ｂの背面側において該チルト駆動部１３Ｂの長手方向
に沿うように配置され、装置側導電部４１、４１側の端部が固定部１１の軸形成部１６の
背面に取り付けられている。
【００９７】
装置側導電部４１、４１は中間導電部４０から分岐され、一部を除いてチルト駆動部１３
Ｂの上面に配置さている。装置側導電部４１、４１は、それぞれ中間導電部４０に近い側
から基端部４１ａ、４１ａと第１の延設部４１ｂ、４１ｂと連結部４１ｃ、４１ｃと第２
の延設部４１ｄ、４１ｄとが連続されて成り、該第２の延設部４１ｄ、４１ｄの先端部に
それぞれ電極４２、４２、・・・が形成されている。電極４２、４２、・・・はチルト用
コイル１９、１９又は支持バネ２２、２２、・・・に電気的に接続されている。
【００９８】
装置側導電部４１、４１は、それぞれ基端部４１ａ、４１ａが中間導電部４０から前方へ
突出され、第１の延設部４１ｂ、４１ｂが左右方向に長く形成され、連結部４１ｃ、４１
ｃが前後方向に長く形成され、第２の延設部４１ｄ、４１ｄが左右方向に長く形成されて
いる。第１の延設部４１ｂ、４１ｂはチルト駆動部１３Ｂの後縁に沿って配置され、連結
部４１ｃ、４１ｃはそれぞれチルト駆動部１３Ｂの左縁又は右縁に沿って配置され、第２
の延設部４１ｄ、４１ｄはチルト駆動部１３Ｂの前縁に沿って配置されている。
【００９９】
装置側導電部４１、４１は第２の延設部４１ｄ、４１ｄの先端部がチルト駆動部１３上に
接着等によって固定され、他の部分はチルト駆動部１３上に固定されていない。
【０１００】
基端部４１ａ、４１ａは、軸受部材３７のスラスト受部３７ｂと支持軸１２Ｂの先端面と
が接した状態において、チルト駆動部１３Ｂの回動動作時に変形可能なように撓んだ状態
とされている。チルト駆動部１３Ｂは振動等によって前方、即ち、支持軸１２Ｂから脱落
する方向へ移動される可能性があるが、チルト駆動部１３Ｂはフレキシブルプリント配線
板３８の基端部４１ａ、４１ａの撓み量分のみ前方へ移動可能である。従って、このとき
基端部４１ａ、４１ａはチルト駆動部１３Ｂの前方への移動を防止するストッパーとして
機能するため、チルト駆動部１３Ｂの支持軸１２Ｂからの脱落が防止される。
【０１０１】
上記のように対物レンズ駆動装置８Ｂにあっては、フレキシブルプリント配線板３８の装
置側導電部４１の第２の延設部４１ｄ、４１ｄの先端部のみがチルト駆動部１３Ｂに固定
され、他の部分がチルト駆動部１３Ｂに固定されていないため、チルト駆動部１３Ｂの動
作時に生じるフレキシブルプリント配線板３８の反力による負荷が小さく、チルト駆動部
１３Ｂの回動動作の安定化を図ることができる。
【０１０２】
また、対物レンズ駆動装置８Ｂにあっては、チルト駆動部１３Ｂに支持軸１２Ｂが挿入さ
れる軸受部材３７が本体部３５とは別体で設けられている。従って、軸受部材３７の材料
として支持軸１２Ｂに対して摺動性の良好な材料を用いると共に本体部３５の材料として
成形性の良好な材料等を用いることができ、各部の機能性の向上を図ることができる。
【０１０３】
尚、上記には、固定部１１にチルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂを設け、チルト駆動部１
３Ｂにチルト用コイル１９、１９及び磁性部２１、２１を設けた対物レンズ駆動装置８Ｂ
について説明したが、逆に、対物レンズ駆動装置８Ａのように、チルト駆動部１３Ｂにチ
ルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂを設け、固定部１１にチルト用コイル１９、１９及び磁
性部２１、２１を設けてもよい（図１３参照）。
【０１０４】
このようにチルト駆動部１３Ｂにチルト用マグネット１７Ｂ、１７Ｂを設け、固定部１１
にチルト用コイル１９、１９及び磁性部２１、２１を設けた場合において、チルト用マグ
ネット１７Ｂ、１７Ｂの中央線１７ｃ、１７ｃをそれぞれ磁性部２１、２１の中央線２１
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ａ、２１ａより稍前側に位置させることにより、チルト駆動部１３Ｂを固定部１１に対し
て後方（図１３に示す矢印Ａ方向）へ付勢することができる。　チルト駆動部１３Ｂを固
定部１１に対して後方へ付勢することにより、チルト駆動部１３Ｂ、固定部１１及び可動
部１０間のスラスト方向における互いの位置関係が異なってしまうようなことがなく、安
定した動作状態を確保することができる。
【０１０５】
上記には、支持軸１２Ｂの外周面に摺動突部１２ａ、１２ａ又は摺動突部１２ｃ、１２ｃ
を設けた例を示した（図１０及び図１１参照）が、逆に、支持軸に摺動突部１２ａ、１２
ａを設けずに、図１４に示すように、内周面に摺動突部４３ａ、４３ａを有する軸受部材
４３を用いてもよい。摺動突部４３ａ、４３ａは軸受部材４３の軸方向に離隔して設けら
れ、摺動突部４３ａは、例えば、周方向に離隔して設けられた複数の突起４３ｂ、４３ｂ
、４３ｂから成る。
【０１０６】
このように軸受部材４３の内周面に摺動突部４３ａ、４３ａを設けた場合にあっても、支
持軸１２と軸受部材４３との間の摩擦係数が小さく、チルト駆動部１３Ｂの回動動作の円
滑化を図ることができる。
【０１０７】
上記した各実施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。
【０１０８】
【発明の効果】
　以上に記載したところから明らかなように、本発明光ピックアップは、ディスクテーブ
ルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向へ移動される移動ベースと該移動ベースに
配置された対物レンズ駆動装置とを備えた光ピックアップであって、上記対物レンズ駆動
装置は、支持ブロックと、該支持ブロックに対してディスク状記録媒体の記録面に離接す
る方向であるフォーカシング方向及びディスク状記録媒体の略半径方向であるトラッキン
グ方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可動ブロックと、支持ブロックと可動ブ
ロックとを連結する支持バネとを有し、上記支持ブロックは、上記移動ベースに固定され
た固定部と、軸方向が上記フォーカシング方向及びトラッキング方向にともに直交する支
持軸と、該支持軸を介して固定部に回動自在に支持されると共に上記支持バネによって可
動ブロックに連結されたチルト駆動部と、該チルト駆動部を固定部に対して回動させるチ
ルト用磁気回路とを

ことを
特徴とする。
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有し、上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用コイルに
対向して配置されたチルト用マグネットとを有し、チルト用コイルをチルト駆動部に設け
、チルト用マグネットを固定部に設け、上記チルト用マグネットに引き寄せられてチルト
駆動部をその回動方向における中立位置に保持する磁性部をチルト駆動部に設けた

または、ディスクテーブルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向へ移
動される移動ベースと該移動ベースに配置された対物レンズ駆動装置とを備えた光ピック
アップであって、上記対物レンズ駆動装置は、支持ブロックと、該支持ブロックに対して
ディスク状記録媒体の記録面に離接する方向であるフォーカシング方向及びディスク状記
録媒体の略半径方向であるトラッキング方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可
動ブロックと、支持ブロックと可動ブロックとを連結する支持バネとを有し、上記支持ブ
ロックは、上記移動ベースに固定された固定部と、軸方向が上記フォーカシング方向及び
トラッキング方向にともに直交する支持軸と、該支持軸を介して固定部に回動自在に支持
されると共に上記支持バネによって可動ブロックに連結されたチルト駆動部と、該チルト
駆動部を固定部に対して回動させるチルト用磁気回路とを有し、上記チルト用磁気回路は
チルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチルト用マグネットを有し、チ
ルト用コイルを固定部に設け、チルト用マグネットをチルト駆動部に設け、上記チルト用
マグネットを引き寄せてチルト駆動部をその回動方向における中立位置に保持する磁性部
を固定部に設けたことを特徴とする。



【０１０９】
従って、チルト駆動用の電流を供給するためのチルト駆動部と可動ブロックとを連結する
支持バネを設ける必要がないため、支持ブロックと可動ブロックとのバランスが崩れるこ
とがなく、両者の間の良好なバランスを確保した状態で可動ブロックを支持ブロックに対
して動作させることができ、対物レンズ駆動装置の良好な特性を確保したままでレーザー
光のスポットの記録トラックに対する追従性の向上を図ることができる。
【０１１０】
また、チルト用コイル、フォーカシングコイル及びトラッキングコイルが支持ブロックと
可動ブロックとに分散して配置されるため、対物レンズ駆動装置の小型化及び薄型化によ
る光ピックアップの小型化及び薄型化を図ることができると共に対物レンズ駆動装置の良
好な組立性を確保することができる。
【０１１１】
さらに、支持ブロックと可動ブロックとを必要最低限の支持バネによって連結すればよい
ため、支持バネの弾性を高める必要がなく、駆動共振周波数の低下による情報信号の再生
エラー及び記録エラーを生じるおそれがない。
【０１１２】
　加えて、可動ブロックにチルト用コイルやチルト用マグネットを設けないため、可動ブ
ロックの重量が増加することがなく高い感度を保持することができる。

【０１１５】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸を固定部に設けたので、固定部の支持
軸の軸方向における厚みを大きくする必要がなく、対物レンズ駆動装置の小型化による光
ピックアップの小型化を図ることができる。
【０１１８】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記チルト駆動部と固定部との間に介在されチル
ト駆動部をその回動方向における中立位置に保持する中立用バネを設けたので、簡単な構
成により確実にチルト駆動部を中立位置に保持することができ、チルト駆動部の安定した
動作状態を確保することができる。
【０１１９】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに
、上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向に
おける中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置し
たので、チルト駆動部が固定部に対してスラスト方向へ付勢され、チルト駆動部、固定部
及び可動部間のスラスト方向における互いの適正な位置関係を保持することが可能であり
、安定した動作状態を確保することができる。
【０１２０】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたときに
、上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向に
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そして、上記チル
ト用磁気回路がチルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチルト用マグネ
ットとを有するようにし、チルト用コイルをチルト駆動部に設け、チルト用マグネットを
固定部に設けたので、チルト駆動部の重量が必要以上に大きくならず、チルト駆動部の感
度の向上を図ることができる。また、チルト用マグネットに引き寄せられてチルト駆動部
をその回動方向における中立位置に保持する磁性部をチルト駆動部に設けたので、簡単な
構成により確実にチルト駆動部を中立位置に保持することができ、チルト駆動部の安定し
た動作状態を確保することができる。あるいは、チルト用磁気回路がチルト用コイルと該
チルト用コイルに対向して配置されたチルト用マグネットを有するようにし、チルト用コ
イルを固定部に設け、チルト用マグネットをチルト駆動部に設けたので、チルト用コイル
への給電線の引き回しが容易であり、組立性の向上を図ることができる。また、チルト用
マグネットを引き寄せてチルト駆動部をその回動方向における中立位置に保持する磁性部
を固定部に設けたので、簡単な構成により確実にチルト駆動部を中立位置に保持すること
ができ、チルト駆動部の安定した動作状態を確保することができる。

３

４

５

６



おける中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置し
たので、チルト駆動部が固定部に対してスラスト方向へ付勢され、チルト駆動部、固定部
及び可動部間のスラスト方向における互いの適正な位置関係を保持することが可能であり
、安定した動作状態を確保することができる。
【０１２１】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸を磁性材料によって形成し、上記チル
ト駆動部のフォーカシング方向における支持軸に対向する位置にマグネット部材を設けた
ので、マグネット部材が支持軸にフォーカシング方向へ引き寄せられるため、チルト駆動
部が支持軸に対して傾くことがなく、チルト駆動部の安定した回動動作を確保することが
できる。
【０１２２】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記チルト駆動部に支持軸が挿入される軸受部材
を設けたので、軸受部材の材料として支持軸に対して摺動性の良好な材料を用いることが
でき、軸受部材の機能性の向上を図ることができる。
【０１２３】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記軸受部材を高分子材料によって形成したので
、支持軸との間の摺動性が良好であり、チルト駆動部の回動動作の円滑化を図ることがで
きる。
【０１２４】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたとき
に、支持軸の外周面又は軸受部材の内周面にスラスト方向に離隔して複数の摺動突部を設
けたので、支持軸と軸受部材との間の摩擦係数が小さく、チルト駆動部の回動動作の円滑
化を図ることができる。
【０１２５】
請求項 に記載した発明にあっては、上記軸受部材に支持軸の軸方向における端面を受
けるスラスト受部を設けたので、スラスト受部と支持軸の先端面とが接することによりチ
ルト駆動部の支持軸に対する位置決めが行われ、チルト駆動部の安定した動作状態を確保
することができる。
【０１２６】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記フォーカシングコイルとトラッキングコイ
ルとチルト用コイルに給電を行うフレキシブルプリント配線板を設け、該フレキシブルプ
リント配線板にトラッキング方向に延びチルト駆動部上に配置される延設部を形成し、該
延設部の少なくとも一部をチルト駆動部に固定しないようにしたので、チルト駆動部の回
動動作時に生じるフレキシブルプリント配線板の反力による負荷が小さく、チルト駆動部
の回動動作の安定化を図ることができる。
【０１２７】
　本発明ディスクドライブ装置は、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に装着されるディスク状記録媒体に対して対物レンズを介してレーザ
ー光を照射する光ピックアップとを備えたディスクドライブ装置であって、上記光ピック
アップは、ディスクテーブルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向へ移動される移
動ベースと、該移動ベースに配置された対物レンズ駆動装置とを有し、該対物レンズ駆動
装置は、支持ブロックと、該支持ブロックに対してディスク状記録媒体の記録面に離接す
る方向であるフォーカシング方向及びディスク状記録媒体の略半径方向であるトラッキン
グ方向へ動作されると共に対物レンズを保持する可動ブロックと、支持ブロックと可動ブ
ロックとを連結する支持バネとを有し、上記支持ブロックは、上記移動ベースに固定され
た固定部と、軸方向が上記フォーカシング方向及びトラッキング方向にともに直交する支
持軸と、該支持軸を介して固定部に回動自在に支持されると共に上記支持バネによって可
動ブロックに連結されたチルト駆動部と、該チルト駆動部を固定部に対して回動させるチ
ルト用磁気回路とを
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８

９
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１１

１２

有し、上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用コイルに
対向して配置されたチルト用マグネットを有し、チルト用コイルをチルト駆動部に設け、



ことを特
徴とする。

【０１２８】
従って、チルト駆動用の電流を供給するためのチルト駆動部と可動ブロックとを連結する
支持バネを設ける必要がないため、支持ブロックと可動ブロックとのバランスが崩れるこ
とがなく、両者の間の良好なバランスを確保した状態で可動ブロックを支持ブロックに対
して動作させることができ、対物レンズ駆動装置の良好な特性を確保したままでレーザー
光のスポットの記録トラックに対する追従性の向上を図ることができる。
【０１２９】
また、チルト用コイル、フォーカシングコイル及びトラッキングコイルが支持ブロックと
可動ブロックとに分散して配置されるため、対物レンズ駆動装置の小型化及び薄型化によ
るディスクドライブ装置の小型化及び薄型化を図ることができると共に対物レンズ駆動装
置の良好な組立性を確保することができる。
【０１３０】
さらに、支持ブロックと可動ブロックとを必要最低限の支持バネによって連結すればよい
ため、支持バネの弾性を高める必要がなく、駆動共振周波数の低下による情報信号の再生
エラー及び記録エラーを生じるおそれがない。
【０１３１】
　加えて、可動ブロックにチルト用コイルやチルト用マグネットを設けないため、可動ブ
ロックの重量が増加することがなく高い感度を保持することができる。

【０１３４】
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チルト用マグネットを固定部に設け、上記チルト用マグネットに引き寄せられてチルト駆
動部をその回動方向における中立位置に保持する磁性部をチルト駆動部に設けた

また、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
ルに装着されるディスク状記録媒体に対して対物レンズを介してレーザー光を照射する光
ピックアップとを備えたディスクドライブ装置であって、上記光ピックアップは、ディス
クテーブルに装着されるディスク状記録媒体の半径方向へ移動される移動ベースと、該移
動ベースに配置された対物レンズ駆動装置とを有し、該対物レンズ駆動装置は、支持ブロ
ックと、該支持ブロックに対してディスク状記録媒体の記録面に離接する方向であるフォ
ーカシング方向及びディスク状記録媒体の略半径方向であるトラッキング方向へ動作され
ると共に対物レンズを保持する可動ブロックと、支持ブロックと可動ブロックとを連結す
る支持バネとを有し、上記支持ブロックは、上記移動ベースに固定された固定部と、軸方
向が上記フォーカシング方向及びトラッキング方向にともに直交する支持軸と、該支持軸
を介して固定部に回動自在に支持されると共に上記支持バネによって可動ブロックに連結
されたチルト駆動部と、該チルト駆動部を固定部に対して回動させるチルト用磁気回路と
を有し、上記チルト用磁気回路はチルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置され
たチルト用マグネットを有し、チルト用コイルを固定部に設け、チルト用マグネットをチ
ルト駆動部に設け、上記チルト用マグネットを引き寄せてチルト駆動部をその回動方向に
おける中立位置に保持する磁性部を固定部に設けたことを特徴とする。

そして、上記チル
ト用磁気回路がチルト用コイルと該チルト用コイルに対向して配置されたチルト用マグネ
ットとを有するようにし、チルト用コイルをチルト駆動部に設け、チルト用マグネットを
固定部に設けたので、チルト駆動部の重量が必要以上に大きくならず、チルト駆動部の感
度の向上を図ることができる。また、チルト用マグネットに引き寄せられてチルト駆動部
をその回動方向における中立位置に保持する磁性部をチルト駆動部に設けたので、簡単な
構成により確実にチルト駆動部を中立位置に保持することができ、チルト駆動部の安定し
た動作状態を確保することができる。あるいは、チルト用磁気回路がチルト用コイルと該
チルト用コイルに対向して配置されたチルト用マグネットを有するようにし、チルト用コ
イルを固定部に設け、チルト用マグネットをチルト駆動部に設けたので、チルト用コイル
への給電線の引き回しが容易であり、組立性の向上を図ることができる。また、チルト用
マグネットを引き寄せてチルト駆動部をその回動方向における中立位置に保持する磁性部
を固定部に設けたので、簡単な構成により確実にチルト駆動部を中立位置に保持すること
ができ、チルト駆動部の安定した動作状態を確保することができる。



　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸を固定部に設けたので、固定部の支
持軸の軸方向における厚みを大きくする必要がなく、対物レンズ駆動装置の小型化による
ディスクドライブ装置の小型化を図ることができる。
【０１３７】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記チルト駆動部と固定部との間に介在されチ
ルト駆動部をその回動方向における中立位置に保持する中立用バネを設けたので、簡単な
構成により確実にチルト駆動部を中立位置に保持することができ、チルト駆動部の安定し
た動作状態を確保することができる。
【０１３８】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたとき
に、上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向
における中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置
したので、チルト駆動部が固定部に対してスラスト方向へ付勢され、チルト駆動部、固定
部及び可動部間のスラスト方向における互いの適正な位置関係を保持することが可能であ
り、安定した動作状態を確保することができる。
【０１３９】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたとき
に、上記チルト用マグネットのスラスト方向における中央点と上記磁性部のスラスト方向
における中央点とがスラスト方向に離隔するようにチルト用マグネットと磁性部とを配置
したので、チルト駆動部が固定部に対してスラスト方向へ付勢され、チルト駆動部、固定
部及び可動部間のスラスト方向における互いの適正な位置関係を保持することが可能であ
り、安定した動作状態を確保することができる。
【０１４０】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸を磁性材料によって形成し、上記チ
ルト駆動部のフォーカシング方向における支持軸に対向する位置にマグネット部材を設け
たので、マグネット部材が支持軸にフォーカシング方向へ引き寄せられるため、チルト駆
動部が支持軸に対して傾くことがなく、チルト駆動部の安定した回動動作を確保すること
ができる。
【０１４１】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記チルト駆動部に支持軸が挿入される軸受部
材を設けたので、軸受部材の材料として支持軸に対して摺動性の良好な材料を用いること
ができ、軸受部材の機能性の向上を図ることができる。
【０１４２】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記軸受部材を高分子材料によって形成したの
で、支持軸との間の摺動性が良好であり、チルト駆動部の回動動作の円滑化を図ることが
できる。
【０１４３】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記支持軸の軸方向をスラスト方向としたとき
に、支持軸の外周面又は軸受部材の内周面にスラスト方向に離隔して複数の摺動突部を設
けたので、支持軸と軸受部材との間の摩擦係数が小さく、チルト駆動部の回動動作の円滑
化を図ることができる。
【０１４４】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記軸受部材に支持軸の軸方向における端面を
受けるスラスト受部を設けたので、スラスト受部と支持軸の先端面とが接することにより
チルト駆動部の支持軸に対する位置決めが行われ、チルト駆動部の安定した動作状態を確
保することができる。
【０１４５】
　請求項 に記載した発明にあっては、上記フォーカシングコイルとトラッキングコイ
ルとチルト用コイルに給電を行うフレキシブルプリント配線板を設け、該フレキシブルプ
リント配線板にトラッキング方向に延びチルト駆動部上に配置される延設部を形成し、該
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延設部の少なくとも一部をチルト駆動部に固定しないようにしたので、チルト駆動部の回
動動作時に生じるフレキシブルプリント配線板の反力による負荷が小さく、チルト駆動部
の回動動作の安定化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図２乃至図６と共に本発明の第１の実施の形態を示すものであり、本図はディス
クドライブ装置の概略平面図である。
【図２】対物レンズ駆動装置の拡大斜視図である。
【図３】対物レンズ駆動装置を一部を断面にして示す拡大平面図である。
【図４】図３のＩＶ―ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】チルト駆動部を中立位置に保持する手段としてコイルバネを用いた例を示す拡大
断面図である。
【図６】チルト駆動部を中立位置に保持する手段として板バネを用いた例を示す拡大断面
図である。
【図７】第２の実施の形態を示すものであり、対物レンズ駆動装置を一部を断面にして示
す拡大平面図である。
【図８】図９乃至図１４と共に本発明の第３の実施の形態を示すものであり、本図は対物
レンズ駆動装置の拡大斜視図である。
【図９】フレキシブルプリント配線板を取り外した状態で対物レンズ駆動装置を一部を断
面にして示す拡大平面図である。
【図１０】支持軸及び軸受部材を示す拡大斜視図である。
【図１１】複数の突起によって摺動突部が構成された支持軸を示す拡大断面図である。
【図１２】対物レンズ駆動装置を示す拡大平面図である。
【図１３】固定部にチルト用コイルが取り付けられチルト駆動部にチルト用マグネットが
取り付けられた対物レンズ駆動装置を示す拡大平面図である。
【図１４】摺動突部が設けられた軸受部材を一部を断面にして示す拡大斜視図である。
【符号の説明】
１…ディスクドライブ装置、３…ディスクテーブル、６…光ピックアップ、７…移動ベー
ス、８…対物レンズ駆動装置、９…支持ブロック、１０…可動ブロック、１１…固定部、
１２…支持軸、１３…チルト駆動部、１７…チルト用マグネット、１９…チルト用コイル
、２０…チルト用磁気回路、２１…磁性部、２２…支持バネ、２７…対物レンズ、３３…
中立用バネ、３４…中立用バネ、８Ａ…対物レンズ駆動装置、８Ｂ…対物レンズ駆動装置
、９Ｂ…支持ブロック、１２Ｂ…支持軸、１２ａ…摺動突部、１２ｃ…摺動突部、１３Ｂ
…チルト駆動部、１７Ｂ…チルト用マグネット、２０Ｂ…チルト用磁気回路、３６…マグ
ネット部材、３７…軸受部材、３７ｂ…スラスト受部、３８…フレキシブルプリント配線
板、４１ｂ…第１の延設部、４１ｄ…第２の延設部、４３…軸受部材、４３ａ…摺動突部
、１００…ディスク状記録媒体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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