
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
付勢手段により装着されるディスクの径方向に付勢されると共に前記ディスク中央に設け
られた中央孔の周縁と係合する保持爪を有し、該保持爪により該ディスクをターンテーブ
ル上に保持して回転させるディスク保持機構を具備してなるディスク装置であって、
水平または前記ディスクの装着を案内する方向に傾斜した案内面と、前記ディスクの中心
に向け突出するスプリング取付部と

を前記保持爪に形成し、
該スプリング取付部にコイルバネを挿通することにより、前記保持爪を前記ディスクの装
着方向に揺動可能な構成とし、

かつ、装着される前記ディスクに付勢されて 前記保持爪が
揺動することにより、揺動状態における前記ターンテーブル面に対する前記案内面の実質
的な傾斜角度が、非揺動状態における前記案内面の傾斜角度に対して大きくなるよう構成
したことを特徴とするディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はディスク装置に係り、特にトレーに装着されたディスクを高速回転させてディス
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、前記案内面の形成位置とは反対側の端部近傍に前記
ターンテーブルに向け突出形成される揺動突起部と

前記保持爪の前記揺動突起部を除く部分が前記ターンテーブルの上面に対し離間した構成
とし、

前記揺動用突起部を中心として



クの記録面に記録された情報を読み取るよう構成されたディスク装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えばデータベースやソフトウエアなどの情報を記憶させる記憶媒体として、レーザ式ピ
ックアップにより再生されるコンパクトディスクが使用されている。そのため、薄型化さ
れたノート型パソコン等にも組み込めるように、ノート型パソコンの筐体内に内蔵される
内蔵形ＣＤ－ＲＯＭドライブ装置の開発が行われている。
【０００３】
この種のディスク装置では、ディスクを装着されたトレーが前後方向に摺動自在に設けら
れており、手動操作によりトレーを摺動させる構成となっている。またトレーには、ディ
スクに記録された情報を光学的に検出するピックアップ部、及びディスクを保持（クラン
プ）するディスク保持機構が取り付けられている。このディスク保持機構は、スピンドル
モータに接続されており、よってスピンドルモータが回転することによりディスク保持機
構も回転し、これによりディスクを回転駆動する構成とされている。
【０００４】
図１０は、従来のディスク装置に設けられていたディスク保持機構１の一例を示している
。同図に示されるように、ディスク保持機構１はターンテーブル２上に保持爪３を有した
構成とされている。この保持爪３は、保持爪摺動室１３に配設されたコイルスプリング４
により図中矢印Ｘ１方向に弾性付勢されている。しかるに、ターンテーブル２に設けられ
たストッパ５と当接することにより、図示した位置より矢印Ｘ１方向には移動が規制され
た構成となっている。
【０００５】
また、保持爪３の矢印Ｘ１方向先端部には、被駆動面７及びディスク押圧部８が形成され
ている。被駆動面７は図中矢印Ｚ１方向に装着されるディスク１０を案内するものであり
、図中矢印θで示す傾斜角を有した傾斜面とされている。また、ディスク押圧部８は装着
されたディスク１０（装着されたディスク１０を図中破線で示す）を押圧することにより
保持するものであり、被駆動面７と逆方向に傾斜した傾斜面とされている。
【０００６】
上記構成とされたディスク保持機構１における、ディスク装着時における各構成要素の動
作について説明する。
ディスク１０をディスク保持機構１に装着するには、ディスク１０をディスク保持機構１
に向け矢印Ｚ１方向に挿入する。この操作により、先ずディスク１０の中央に形成されて
いるセンターホール１１の下縁部１２ａが被駆動面７に当接する。前記したように、被駆
動面７は傾斜面とされているため、ディスク１０はこの被駆動面７上を摺動することによ
り案内され、矢印Ｚ１方向に移動する。これに伴い、保持爪３は図中矢印Ｘ２方向に摺動
する。
【０００７】
そして、被駆動面７とディスク押圧部８が形成する頂部をセンターホール１１の上縁部１
２ｂが越えると、保持爪３は矢印Ｘ１方向に変位しディスク押圧部８は上縁部１２ｂを押
圧し、これによりディスク１０はターンテーブル２に向け押圧される。これにより、ディ
スク１０はディスク保持機構１に保持された状態となる。
【０００８】
また、この保持された状態において、ディスク保持機構１は図示しないスピンドルモータ
によりターンテーブル回転中心９を中心に回転し、これによりディスク１０は回転駆動さ
れる。尚、この保持状態においてディスク１０はフェルト材６と当接しているため、回転
時における滑りが防止されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記したディスク保持機構１を具備するＣＤ－ＲＯＭドライブ装置は、薄型化
が要望されているノート型パソコン等に内蔵されるものである。このため、ディスク保持
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機構１においても薄型化を図る必要がある。ここで、ディスク保持機構１の薄型化を図る
とは、ディスク保持機構１の図中矢印Ｚ１，Ｚ１方向の高さを小さくすることである。
【００１０】
ディスク保持機構１を構成する各構成要素において、矢印Ｚ１，Ｚ１方向の高さが最も大
きい部品は保持爪３である。よって、ディスク保持機構１の薄型化を図るには、保持爪３
の高さを小さくする必要がある。これを実現するには、被駆動面７及びディスク押圧部８
の矢印Ｚ１，Ｚ１方向の高さを小さくする必要がある。
【００１１】
しかるに、ディスク押圧部８においては、ディスク１０の厚さＨは予め決まっており、ま
たディスク１０を確実に保持するためには、図中矢印αで示す部分は必ず必要となる。よ
って、ディスク押圧部８の高さを小さくすることは、困難である。
一方、被駆動面７の高さを小さくしようとした場合、傾斜角θを小さくすることが考えら
れる。このように傾斜角θを小さくした場合、被駆動面７の高さは小さくなり、これに伴
い保持爪３の薄型化を図ることができる。しかるに、傾斜角θを小さくすると、被駆動面
７の本来の機能であるディスク装着時におけるディスク１０の装着案内機能が低下してし
まい、ディスク保持機構１に対しディスク１０が適正に装着できなくなるおそれがある。
【００１２】
更に、近年ではＣＤ－ＲＯＭドライブ装置は、高速処理化のために例えば６倍速，１２倍
速等の高速回転を行う傾向にある。このように高速で回転するディスク１０を確実に保持
するためには、保持爪３をディスク１０に強く押圧させる必要があり、よってコイルスプ
リング４の弾性力を増大させる必要がある。
ところが、弾性力を増大させたコイルスプリング４を用い、かつ薄型化のために傾斜角θ
を小さくすると、保持爪３を矢印Ｘ２方向に移動させるのに要する力（ディスク挿入負荷
）が大きくなってしまい、ディスク１０の装着性が悪くなってしまうという問題点も生じ
る。
【００１３】
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、装置の薄型化及びディスク装着性の向上
を共に図りうるディスク装置を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明では、
付勢手段により装着されるディスクの径方向に付勢されると共に前記ディスク中央に設け
られた中央孔の周縁と係合する保持爪を有し、この保持爪によりディスクをターンテーブ
ル上に保持して回転させるディスク保持機構を具備してなるディスク装置であって、
水平または前記ディスクの装着を案内する方向に傾斜した案内面と、前記ディスクの中心
に向け突出するスプリング取付部と

を前記保持爪に形成し、
該スプリング取付部にコイルバネを挿通することにより、前記保持爪を前記ディスクの装
着方向に揺動可能な構成とし、

かつ、装着される前記ディスクに付勢されて 前記保持爪が
揺動することにより、揺動状態における前記ターンテーブル面に対する前記案内面の実質
的な傾斜角度が、非揺動状態における前記案内面の傾斜角度に対して大きくなるよう構成
したことを特徴とするものである
ディスク装置を上記構成とすることにより、保持爪はディスクの装着方向に揺動可能な構
成とされているため、ディスクが装着されることにより保持爪はディスクに付勢されるこ
とにより、ディスク装着方向に揺動する。
【００１５】
また、保持爪には水平またはディスクの装着を案内する方向に傾斜した案内面が形成され

10

20

30

40

50

(3) JP 3595682 B2 2004.12.2

、前記案内面の形成位置とは反対側の端部近傍に前記
ターンテーブルに向け突出形成される揺動突起部と

前記保持爪の前記揺動突起部を除く部分が前記ターンテーブルの上面に対し離間した構成
とし、

前記揺動用突起部を中心として



ており、保持爪が揺動することにより案内面のターンテーブル面に対する傾斜角度は変化
する。
この際、上記構成とされたディスク装置は、揺動状態におけるターンテーブル面に対する
案内面の実質的な傾斜角度が、非揺動状態における案内面の傾斜角度に対して大きくなる
よう構成していることを特徴としている。これにより、ディスクが挿入されない非揺動状
態においては、案内面の傾斜角度は小さくなっているため、ディスク保持装置（即ち、デ
ィスク装置）の薄型化を図ることができる。
【００１６】
また、ディスク装着時である揺動状態においては、ディスクに付勢されて保持爪は揺動し
、ターンテーブル面に対する案内面の実質的な角度は大きくなるため、ディスク挿入負荷
は低減する。よって、仮に付勢手段の付勢力が大きくても、容易にディスクをディスク保
持機構に装着することができ、操作性の向上を図ることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態ついて図面と共に説明する。
図１乃至図３及び図７乃至図９は本発明の一実施例であるディスク装置２０に設けられる
ディスク保持機構５０を示しており、図４乃至図６は本発明の一実施例であるディスク装
置２０を示している。尚、以下の説明では、ディスク装置２０としてＣＤ－ＲＯＭドライ
ブ装置を例に挙げて説明するものとする。
【００１８】
先ず、ディスク装置２０の構成について、図４乃至図６を用いて説明する。このディスク
装置２０（ＣＤ－ＲＯＭドライブ装置）は、例えばノート型パソコン（図示せず）の筐体
に内蔵されるものである。
図４は、ディスク装置２０の外観を示している。このディスク装置２０は、記録媒体であ
るディスク２１が装着されるトレー２２を有しており、このトレー２２はシャーシ２８に
前後方向（図中矢印Ａ，Ｂ方向）に摺動自在に設けられている。トレー２２は、ディスク
装着時にはＢ方向に摺動してディスク装置２０内に収納された状態で係止される。また、
トレー２２の前面ベゼル２５には、横方向に延在する長方形の取付孔２５ａが設けられて
いる。
【００１９】
取付孔２５ａにはイジェクト操作用つまみ２４が設けられており、取付孔２５ａに沿って
図中矢印Ｃ，Ｄ方向に摺動自在に取り付けられている。このイジェクト操作用つまみ２４
は、通常Ｄ方向に附勢されており、トレー２２をイジェクトする際にＣ方向に摺動操作さ
れる。
イジェクト操作用つまみ２４は、摺動操作される構成であるので、例えば操作者がノート
型パソコンのキーボード（図示せず）を操作する際、誤ってイジェクト操作用つまみ２４
に触れたとしてもイジェクト操作用つまみ２４をＣ方向に摺動させることはできず、トレ
ー２２をイジェクトすることはできない。
【００２０】
図５は、ディスク装置２０の内部構成を示す分解斜視図である。ディスク装置２０は、大
略するとトレー２２と、このトレー２２の下面に固定された駆動ユニット２６と、トレー
２２の摺動動作をガイドするトレーガイド機構２７と、トレー２２を支持するシャーシ２
８と、装着されたトレー２２の上方を覆うようにシャーシ２８に固定される天板２９と、
本発明の要部となるディスク保持機構５０等を有した構成とされている。
【００２１】
トレー２２は、ディスク（図示せず）の一部がトレー２２からはみ出るようにディスク外
径よりも横幅寸法が小さくなるように形成されており、手動操作により図中矢印Ａ，Ｂ方
向に摺動してディスク交換位置又はディスク装着位置に移動する構成となっている。この
ため、ディスク装置２０には、トレー２２を図中矢印Ａ，Ｂ方向に移動させるための駆動
機構（モータ及び伝達機構等）を設ける必要はなく、よってその分部品点数が減少してい
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るため、小型化，薄型化，及び低コスト化が図られている。
【００２２】
また、トレー２２の下面前部には、イジェクト操作用つまみ２４のスライド操作により動
作するイジェクト機構３０が設けられ、トレー２２の下面後部には、トレー２２をイジェ
クト方向（図中、矢印Ａ方向）に押圧する押圧機構３１が設けられている。
駆動ユニット２６は、トレー２２の下面に固定されるベース３２と、ベース３２に取り付
けられたピックアップ部３３と、ピックアップ部３３をディスク半径方向に移動させるピ
ックアップ駆動部３４と、スピンドルモータ３５により回転駆動されるターンテーブル３
６と、ピックアップ部３３とスピンドルモータ３５の基板３７とを接続するフレキシブル
配線板３８とよりなる。後述するディスク保持機構５０は、スピンドルモータ３５に接続
されており、このスピンドルモータ３５に駆動されて回転する。
【００２３】
トレーガイド機構２７は、上記トレー２２の両側面に設けられた係合部３９，４０に摺動
自在に係合するスライドレール４１，４２と、シャーシ２８の側面内壁に固定されスライ
ドレール４１，４２を摺動自在に保持するガイド部材４３，４４とを有する。
このトレーガイド機構２７は、トレー２２が図中矢印Ａ方向に引き出されると共にスライ
ドレール４１，４２も同方向にスライドする構成となっている。よって、図６に示すよう
に、イジェクト操作により引き出されたトレー２２は、スライドレール４１，４２を介し
てガイド部材４３，４４に保持されながらイジェクト位置に移動する。
【００２４】
続いて、本発明の要部となるディスク保持機構５０について説明する。
先ず、図１、図７及び図８を用いてディスク保持機構５０の構成について説明する。この
ディスク保持機構５０は装着されるディスク２１を保持し、接続されたスピンドルモータ
３５により回転駆動されることにより、ディスク２１を所定の回転数で回転させる機能を
奏するものである。
【００２５】
各図に示されるように、ディスク保持機構５０は、大略するとターンテーブル３６，保持
爪５１，及びコイルスプリング５２等により構成されている。
ターンテーブル３６は円盤状の部材であり、その下部にスピンドルモータ３５が同軸的に
配設されている。そして、スピンドルモータ３５の回転軸（図示せず）は、ターンテーブ
ル３６に接続されており、これによりディスク保持機構５０は、スピンドルモータ３５に
駆動されて回転する構成となっている。
【００２６】
また、ターンテーブル３６の外周近傍位置にはフェルト材５３が張りつけられている。こ
のフェルト材５３は、ディスク２１が装着された状態（以下、装着状態という）において
ディスク２１と当接し、回転時におけるターンテーブル３６とディスク２１との間におけ
るずれの発生を防止する。更に、ターンテーブル３６の内周所定位置には、環状に起立し
た壁部３６ａが形成されている。
【００２７】
保持爪５１及びコイルスプリング５２は、トップクランパ５５に図中矢印Ｘ１，Ｘ２方向
に移動可能に組み込まれている。そして、このトップクランパ５５をターンテーブル３６
に取り付けることにより、保持爪５１及びコイルスプリング５２もターンテーブル３６に
取り付けられた構成となる。
具体的には、前記したターンテーブル３６に形成された壁部３６ａには係合凹部５７が形
成されており、またトップクランパ５５の内周には係合凸部５６が形成されている。そし
て、筒状のトップクランパ５５を、同じく筒状の壁部３６ａに挿入し、係合凸部５６と係
合凹部５７とを係合させることにより、トップクランパ５５はターンテーブル３６に位置
決めされた状態で固定される。これに伴い、トップクランパ５５に取り付けられている保
持爪５１及びコイルスプリング５２も、所定位置に位置決めされた状態でターンテーブル
３６に取り付けられた状態となる。
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【００２８】
保持爪５１は、トップクランパ５５内において図中矢印Ｘ１，Ｘ２方向に移動可能な構成
とされており、またコイルスプリング５２により図中矢印Ｘ１方向に弾性付勢された構成
とされている。また、保持爪５１の先端部は、トップクランパ５５に形成された孔部６３
から外側に向け突出しうる構成となっている。
更に、前記のように保持爪５１はコイルスプリング５２により矢印Ｘ１方向に付勢されて
いるが、図７に示すように、保持爪５１の両側部には鍔状のストッパー５４が形成されて
おり、このストッパー５４がトップクランパ５５と当接することにより、それ以上に矢印
Ｘ１方向に移動しないよう構成されている。また、この保持爪５１は押圧されることによ
り、コイルスプリング５２の弾性付勢力に抗して矢印Ｘ２方向に移動する。
【００２９】
ところで、後に詳述するように、ディスク２１がディスク保持機構５０に装着された状態
において、保持爪５１はディスク２１と係合してこれを保持する。この際、保持爪５１に
よるディスク２１の保持力は、コイルスプリング５２の弾性付勢力により決定される。本
実施例で対象としているディスク装置２０は、例えばディスク２１を３２倍速等の高速回
転で回転させるものである。
【００３０】
よって、ディスク２１を確実に回転させるためには、ディスク保持機構５０がディスク２
１を確実に保持する必要がある。そこで、本実施例で用いているコイルスプリング５２は
、従来のコイルスプリング４（図１０参照）の弾性付勢力に比べて強い弾性力を発生する
ものを用いている。
一方、保持爪５１の矢印Ｘ１方向先端部には、ディスク案内用傾斜面５８（以下、単に傾
斜面という）及びディスク押圧部５９が形成されている。傾斜面５８は、図中矢印Ｚ１方
向に装着される を案内するものであり、ターンテーブル３６の上面（水平面
）に対し図中矢印θ１で示す傾斜角を有している。この傾斜角θ１は、図１０に示した従
来の保護爪３に設けられた被駆動面７の傾斜角θに対して小さく設定されている（θ１＜
θ）。
【００３１】
このように、傾斜角θ１を小さく設定することにより、傾斜面５８の矢印Ｚ１，Ｚ２方向
の高さ（図中、矢印Ｌで示す）を小さくすることができ、よってディスク保持機構５０の
薄型化を図ることができる。これに伴い、ディスク保持機構５０が装着されるディスク装
置２０の薄型化も図ることができる。
尚、図１に示されるように、ディスク２１が装着される前の状態（以下、装着前状態とい
う）において、保持爪５１の上端部（符号５１ａで示す）の高さは、トップクランパ５５
の高さと同一或いは、それよりも低くなるよう構成されている。
【００３２】
一方、ディスク押圧部５９は傾斜面５８の下部に形成されており、図９に示すように、装
着されたディスク２１の上縁部２３ｂを押圧することによりこれを保持する機能を奏する
ものである。このディスク押圧部５９は、傾斜面５８と逆方向に湾曲状に傾斜した面とさ
れている。従って、傾斜面５８とディスク押圧部５９との境界部には頂部６４が形成され
ている。
【００３３】
また、保持爪５１の上部には、前記したコイルスプリング５２が装着されるスプリング取
付部６１が形成されると共に、下部には揺動用突部６０が下方（Ｚ１方向）に向け突出形
成されている。この揺動用突部６０は、保持爪５１の図中矢印Ｘ２方向端部の近傍にその
形成位置が選定されており、かつターンテーブル３６の上面に摺動可能な構成とされてい
る。
【００３４】
また、揺動用突部６０を設けることにより、図１に示されるように装着前状態においては
、保持爪５１の揺動用突部６０を除く部分はターンテーブル３６の上面に対し離間した状
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態となっている（図１に矢印ΔＬで示す寸法だけ離間している）。従って、保持爪５１は
、揺動用突部６０を中心として図中矢印Ｄ１，Ｄ２で示す方向に揺動可能な構成となって
いる。
【００３５】
よって、この保持爪５１に下方向（図中矢印Ｚ１方向）に力が作用すると、保持爪５１は
揺動用突部６０を中心として矢印Ｄ１方向に揺動する（以下、この状態を揺動状態という
）。また、この矢印Ｄ１方向への揺動はコイルスプリング５２の弾性変形を伴うため、下
方向への力を解除することによりコイルスプリング５２は弾性復元し、よって保持爪５１
は再び図１に示す揺動していない状態（以下、この状態を非揺動状態という）に戻る。
【００３６】
続いて、上記構成とされたディスク保持機構５０のディスク２１を装着する時の動作につ
いて、主に図１乃至図３を用いて説明する。尚、図２及び図３においては、図示の便宜上
、コイルスプリング５２はその中心軸を一点鎖線で示すものとする。
図１は、前記のように装着前状態のディスク保持機構５０を示している。この装着前状態
では、コイルスプリング５２は直線状に伸長した状態であり、よって保持爪５１は矢印Ｘ
１方向限位置（即ち、図７に示すようにストッパ５４がトップクランパ５５の内壁と当接
する位置）まで移動した状態となっている。よって、保持爪５１の先端部はトップクラン
パ５５の外周壁から突出した状態となっており、また保持爪５１は揺動していない（非揺
動状態）。
【００３７】
ディスク保持機構５０に対しディスク２１を装着するには、センターホール２３の縁部２
３ａ，２３ｂと保持爪５１とを概略的に位置決めした上で、ディスク２１をディスク保持
機構５０に向け矢印Ｚ１方向に挿入する。この操作により、先ずディスク２１の中央に形
成されている が傾斜面５８に当接する。
【００３８】
前記したように、傾斜面５８の傾斜角θ１は小さな角度に設定されており、かつコイルス
プリング５２の弾性力は強く設定されているため、保持爪５１を図中矢印Ｘ２方向に変位
させるのに要する力（以下、これをディスク挿入負荷という）は大きい。このため、ディ
スク装着によりディスク２１が傾斜面５８を押圧しても、非揺動状態の保持爪５１は図中
矢印Ｘ２方向には移動しない。
【００３９】
よって、ディスク装着によりディスク２１が傾斜面５８を押圧する力は、保持爪５１を図
中矢印Ｄ１方向に揺動させる力として作用する。従って、ディスク２１がディスク保持機
構５０に向け挿入されることにより、図２に示されるように、先ず保持爪５１は揺動用突
部６０を中心として矢印Ｄ１方向に揺動変位する（揺動状態となる）。
【００４０】
この際、保持爪５１はターンテーブル３６に向かう方向（矢印Ｄ１方向）に揺動するため
、揺動状態となっても保持爪５１の上端部５１ａがトップクランパ５５の高さより高くな
るようなことはない。従って、揺動状態においても、ディスク保持機構５０の薄型化され
た状態は維持されている。
ここで、揺動状態における傾斜面５８のターンテーブル３６の上面（水平面）に対する傾
斜角θ２に注目すると、前記のように揺動用突部６０が揺動することにより、ターンテー
ブル３６の上面（水平面）に対する実質的な傾斜角θ２は、非揺動状態における傾斜面５
８の傾斜角度θ１より大きくなっている（θ２＞θ１）。このように、傾斜面５８の実質
的な傾斜角度θ２が大きくなることによりディスク挿入負荷は小さくなり、よってディス
ク２１の下方への挿入力により、保持爪５１は図中矢印Ｘ２方向への移動を開始する。
【００４１】
また、保持爪５１が揺動しディスク挿入負荷が小さくなることにより、ディスク２１をデ
ィスク保持機構５０に装着するのに要する挿入力（押圧力）も軽減される。よって、軽い
力で装着操作ができるため、ディスク２１の装着操作性を向上させることができる。
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上記のように、保持爪５１が矢印Ｘ２方向に向け移動を開始することにより、ディスク２
１の下縁部２３ａは傾斜面５８に案内された状態で下動してゆく。図３は、ディスク２１
の下縁部２３ａが、保持爪５１に形成された頂部６４まで摺動した状態を示している。
【００４２】
ディスク２１の下縁部２３ａが頂部６４を越えて下方に移動した時点において、保持爪５
１に対する下方向への付勢力がなくなるため、保持爪５１はコイルスプリング５２の弾性
復元力により図中矢印Ｄ２方向に摺動して非揺動状態になる。
更にディスク２１が下方へ挿入されると、頂部６４はディスク２１の下縁部２３ａと上縁
部２３ｂとの間の壁部を摺動してゆく。そして、ディスク２１の上縁部２３ｂが保持爪５
１のディスク押圧部５９と対向し図中矢印Ｘ１方向に移動する。
【００４３】
これにより、図９（Ａ）に示すように、湾曲状の傾斜面を有したディスク押圧部５９はデ
ィスク２１の上縁部２３ｂと係合し、ディスク２１を下方向（矢印Ｚ１方向）に向け押圧
する。従って、ディスク２１は、ディスク保持機構５０によりターンテーブル３６に確実
に保持された状態（装着状態）となる。
この装着状態においてスピンドルモータ３５が駆動し、よってディスク保持機構５０及び
ターンテーブル３６が回転すると、ディスク２１はディスク保持機構５０に保持された状
態を維持しつつ所定の回転数で回転する。この際、上記のようにコイルスプリング５２の
弾性力は強く設定されているため、３２倍速等の高速回転を行ってもディスク２１が所定
位置からずれるようなことはない。
【００４４】
尚、現在提供されているディスクのディスク厚は一様ではなく、図９（Ａ）乃至（Ｃ）に
矢印Ｈ１～Ｈ３（Ｈ１＝１．２ｍｍ，Ｈ２＝０．８ｍｍ，Ｈ２＝１．５ｍｍ　）　で示す
ように種々の厚さを有したディスク２１，２１Ａ，２１Ｂが提供されている。しかるに、
本実施例に係るディスク保持機構５０によれば、ディスク押圧面５９が湾曲形状を有して
いるため、何れの厚さを有するディスク２１，２１Ａ，２１Ｂに対しても、確実に保持を
行うことができる。
【００４５】
尚、保持爪の形状に係り、ディスク案内用傾斜面５８の傾斜角θ１を非揺動状態ではゼロ
となるよう構成してもよい。
また、本発明は上記実施例のようなＣＤ－ＲＯＭドライブ装置に限定されるものではなく
、他のディスク状記録媒体、例えば、ＣＤ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク
等についても適用可能なものである。
【００４６】
また、本発明のディスク装置は、ノート形パソコンの筐体内に収納される構成を一例とし
て説明したが、これに限らず、デスクトップ形パソコン等の他の電子機器は勿論、電子機
器とは別体の外部機器として使用される構成の装置にも適用可能なものである。
更に、上記実施例では、トレーを手動操作により移動操作する構成例を例に挙げて説明し
たが、本発明がモータ等の駆動手段によりトレーを移動させる構成の装置にも適用できる
ことは勿論である。
【００４７】
【発明の効果】
上述の如く、本発明によれば、ディスクが挿入されない非揺動状態においては、案内面の
傾斜角度は小さくなっているため、ディスク保持装置（即ち、ディスク装置）の薄型化を
図ることができる。
また、ディスク装着時である揺動状態においては、ディスクに付勢されて保持爪は揺動す
ることによりディスク挿入負荷は低減し、よって仮に付勢手段の付勢力が大きくても、容
易にディスクをディスク保持機構に装着することができ操作性の向上を図ることができる
。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の一実施例であるディスク装置に設けられるディスク保持機構のディスク
装着前状態を拡大して示す図である。
【図２】本発明の一実施例であるディスク装置に設けられるディスク保持機構のディスク
装途中前状態を拡大して示す図である（その１）。
【図３】本発明の一実施例であるディスク装置に設けられるディスク保持機構のディスク
装途中前状態を拡大して示す図である（その２）。
【図４】本発明の一実施例であるディスク装置の外観図である。
【図５】本発明の一実施例であるディスク装置の分解斜視図である。
【図６】本発明の一実施例であるディスク装置のトレーが引き出された状態を示す斜視図
である。
【図７】本発明の一実施例であるディスク装置に設けられるディスク保持機構の平面図で
ある。
【図８】本発明の一実施例であるディスク装置に設けられるディスク保持機構の正面図で
ある。
【図９】本発明の一実施例であるディスク装置に設けられるディスク保持機構の各種厚さ
を有したディスクの装着状態を拡大して示す図である。
【図１０】従来のディスク装置に設けられているディスク保持機構の一例を拡大して示す
図である。
【符号の説明】
２０　装置（ＣＤ－ＲＯＭドライブ装置）
２１，２１Ａ，２１Ｂ　ディスク
２２　トレー
２３　センターホール
２３ａ　下縁部
２３ｂ　上縁部
２５　全面ベゼル
２６　駆動ユニット
２７　トレーガイド機構
２８　シャーシ
３３　ピックアップ部
３６　ターンテーブル
５０　ディスク保持機構
５１　保持爪
５２　コイルスプリング
５３　フェルト材
５４　ストッパ
５５　トップクランパ
５８　傾斜面
５９　ディスク押圧部
６０　揺動突起
６１　スプリング取付部
６２　ターンテーブル回転中心
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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 】 【 図 １ ０ 】
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