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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学ディスクが載置されて上記光学ディスクと共に回転駆動されるディスクテーブルと
、
　上記光学ディスクに対して情報を記録及び／又は再生する光ピックアップと、
　上記ディスクテーブル上に載置された上記光学ディスクを回転可能に保持するクランプ
部材と、上記クランプ部材を上記ディスクテーブルに対して近接離間する方向に移動操作
可能に支持する支持部材とを有するクランプ機構と、
　上記ディスクテーブル及び上記光ピックアップを支持する支持台を有し、上記ディスク
テーブルを上記クランプ部材に対して近接離間する方向に移動させる移動手段と、
　上記クランプ機構及び上記支持台を支持する支持基盤とを備え、
　上記支持部材は、上記支持基盤に、上記クランプ部材が上記ディスクテーブルに対して
近接離間する方向に回動するように取り付けられると共に、上記クランプ部材を支持する
支持面が上記支持部材の基端側から先端側に向かって厚みを小とするように傾斜されて形
成され、
　上記クランプ機構は、上記光学ディスクの保持状態を解除する際に、上記支持部材が上
記クランプ部材を上記ディスクテーブルに対して離間する方向に回動すると、上記支持面
が上記支持部材の基端側からクランプ部材に当接されて、上記ディスクテーブルの軸線に
対して上記クランプ部材の軸線を傾斜させることにより、上記光学ディスクに対して上記
クランプ部材を剥離させるディスクドライブ装置。
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【請求項２】
　上記移動手段は、上記支持台が、上記ディスクテーブルを上記クランプ部材に対して近
接離間させるように上記支持基盤に回動可能に設けられた請求項１に記載のディスクドラ
イブ装置。
【請求項３】
　上記クランプ機構は、上記光学ディスクを保持する際に、上記クランプ部材の軸線を、
上記ディスクテーブルの軸線と略平行な状態で、上記クランプ部材を上記光学ディスクに
近接させる請求項１に記載のディスクドライブ装置。
【請求項４】
　上記クランプ機構は、上記光学ディスクを保持する際に、上記クランプ部材の軸線を、
上記ディスクテーブルの軸線に近接させる方向に上記クランプ部材を移動させることを特
徴とする請求項３に記載のディスクドライブ装置。
【請求項５】
　上記移動手段は、上記支持台を移動することにより、上記クランプ機構の支持部材を回
動させる請求項１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、例えば光ディスクや光磁気ディスク等の光学ディスクを回転駆動するディスク
ドライブ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば光ディスクや光磁気ディスク等の光学ディスクから情報を再生するディスクプレー
ヤがある。
【０００３】
この種のディスクプレーヤは、例えば図９に示すように、光学ディスク１０５を回転駆動
するディスク回転駆動機構１１３と、光学ディスク１０５から情報を再生する再生機構１
１４と、光学ディスク１０５を回転可能に保持するクランプ機構１１５と、ディスク回転
駆動機構１１３及び再生機構１１４を支持する支持台１１６と、クランプ機構１１５及び
支持台１１６を支持する支持基盤１１７とを備えている。
【０００４】
ディスク回転駆動機構１１３は、図９に示すように、光学ディスク１０５が載置されるデ
ィスクテーブル１３１と、このディスクテーブル１３１を回転駆動するスピンドルモータ
１３２とを有している。ディスクテーブル１３１は、磁性を有する金属材料によって略円
筒状に形成されており、一端側の外周部に、光学ディスク１０５が載置されるフランジ状
のディスク載置面１３１ａが形成されている。ディスクテーブル１３１の内周部には、光
学ディスク５の中心穴に係合される略円筒状の係合部材１３３が配設されている。スピン
ドルモータ１３２は、ディスクテーブル１３１が取り付けられるスピンドル軸１３４を有
しており、このスピンドル軸１３４の先端がディスクテーブル１３１の係合部材１３３の
内周部に挿通されている。
【０００５】
再生機構１１４は、図９に示すように、光学ディスク１０５から情報を再生する光ピック
アップ１３５と、この光ピックアップ１３５を光学ディスク１０５の径方向に移動する送
り機構（図示せず）とを有している。光ピックアップ１３５は、光学ディスク１０５の記
録面にレーザ光を合焦させる対物レンズを有する光学系と、対物レンズを駆動変位させる
レンズ駆動機構とを有している。
【０００６】
クランプ機構１１５は、図９に示すように、光学ディスク１０５を回転可能に保持するク
ランプ部材１４１と、光学ディスク１０５に当接される円板状のクランププレート１４２
と、クランプ部材１４１をディスクテーブル１３１に対して近接離間させる方向に移動操
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作する操作アーム１４３とを有している。
【０００７】
クランプ部材１４１は、図９に示すように、略円筒状に形成されており、ディスクテーブ
ル１３１の係合部材１３３の内周部に係合される係合突部１４６と、操作アーム１４３に
よって支持されるフランジ部１４７とを有している。クランプ部材１４１には、係合突部
１４６の外周部に、ディスクテーブル１３１のディスク載置面１３３ａに磁気吸着するた
めの円環状のマグネット１４８が設けられている。係合突部１４６は、略円筒状に形成さ
れており、内周部に、スピンドル軸１３４の先端が挿入される軸穴１４９が設けられてい
る。フランジ部１４７は、係合突部１４６の外周部に配設されている。クランププレート
１４２は、中央に係合穴１５０を有する円板状に形成されており、係合穴１５０がクラン
プ部材１４１の係合突部１４６の外周部に係合されて取り付けられている。
【０００８】
操作アーム１４３は、対向する両側面の長手方向の中途部に位置して、支持基盤１１７に
矢印ｊ１　方向及びｊ２　方向に回動可能に支持される回動支軸１５１が設けられており
、一端部に、支持台１１６によって回動操作される操作軸１５２が設けられている。また
、操作アーム１４３は、クランプ部材１４１のフランジ部１４７を支持する一対の支持片
１５４，１５４が形成されている。これら支持片１５４の先端部には、図１０に示すよう
に、フランジ部１４７に対向する側に、クランプ部材１４１を支持する略断面三角形状の
支持部１５５が形成されており、この支持部１５５の尖端がフランジ部１４７に当接され
ている。
【０００９】
支持台１１６には、図９に示すように、クランプ機構１１５に対向する主面上に、ディス
ク回転駆動機構１１３及び再生機構１１４がそれぞれ配設されている。支持台１１６には
、一端側に、支持基盤１１７に矢印ｋ１　方向及びｋ２　方向に回動可能に支持される回
動支軸１５７が設けられている。また、支持台１１６には、操作アーム１４３の操作軸１
５２を操作するための鉤状の操作部１５８が設けられている。そして、この支持台１１６
は、図示しない回動機構により、回動支軸１５７を回動中心として回動操作されるととも
に、操作部１５８によってクランプ機構１１５の操作アーム１４３を回動させる。
【００１０】
支持基盤１１７は、図９に示すように、略断面コ字状に形成されており、支持台１１６の
回動支軸１５７を回動可能に支持する背面部１６７と、操作アーム１４３の回動支軸１５
１を回動可能に支持する天板部１６８とを有している。
【００１１】
以上のように構成されたディスクプレーヤは、光学ディスク１０５から情報を再生する際
、光学ディスク１０５がディスクテーブル１３１上に載置されて、支持台１１６が矢印ｋ

１　方向に回動されることにより、クランプ機構１１５の操作アーム１４３が矢印ｊ１　
方向に回動される。クランプ機構１１５は、操作アーム１４３が矢印ｊ１　方向に回動さ
れることにより、操作アーム１４３の操作部１５８に支持されたクランプ部材１４１が光
学ディスク１０５に近接する方向に移動されて、ディスクテーブル１３１上に載置された
光学ディスク１０５に対してクランプ部材１４１が当接されることにより、クランプ部材
１４１とディスクテーブル１３１との間に光学ディスク１０５が回転可能に保持される。
【００１２】
そして、ディスクプレーヤは、ディスク回転駆動機構１１３によって光学ディスク１０５
が回転駆動されるとともに、再生機構１１４の光ピックアップ１３５が光学ディスク１０
５の径方向に移動されて、光学ディスク１０５から情報が再生される。
【００１３】
また、ディスクプレーヤは、クランプ部材１４１による光学ディスク１０５の保持状態を
解除する際、支持台１１６が矢印ｋ２　方向に回動されることにより、クランプ機構１１
５の操作アーム１４３が矢印ｊ２　方向に回動されて、光学ディスク１０５が載置された
ディスクテーブル１３１とクランプ部材１４１が互いに離間する方向にそれぞれ移動され
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て、光学ディスク１０５の保持状態が解除される。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、例えば情報の追記可能なＣＤ－Ｒ(Recordable)や、情報の書換可能なＣＤ－Ｒ
Ｗ(ReWritable)等の光学ディスク１０５には、情報が記録される記録面の裏面側のレーベ
ル面にユーザが好みのレーベルを印刷することが可能とされたものがある。
【００１５】
このような光学ディスク１０５は、印刷用インクの種類によっては、レーベルが印刷され
たレーベル面が粘着性を有することがある。このため、光学ディスク１０５は、レーベル
面がクランプ部材１４１側に貼り付いてしまうという問題があり、クランプ部材１４１に
よる保持状態を解除する際に光学ディスク１０５がクランプ部材１４１側から離れないと
いう問題がある。
【００１６】
また、例えばＣＤ(Compact Disc)等をレンタルする店舗では、貸し出されるＣＤのレーベ
ル面上に、管理用レーベルを貼付して管理を行っており、このような管理用レーベルを貼
り替えた場合等に、管理用レーベルを剥がした跡の接着剤によって、レーベル面に粘着性
が残ることがある。
【００１７】
したがって、上述したような従来のディスクプレーヤは、レーベル面が粘着性を有する光
学ディスク１０５のクランプ動作不良が発生するという問題がある。
【００１８】
上述した問題点の対策として、従来のディスクプレーヤは、ディスクテーブル１３１上に
載置された光学ディスク１０５に対してクランププレート１４２を強制的に剥離すること
が考えられる。
【００１９】
しかしながら、従来のディスクプレーヤは、クランプ機構１１５によってクランプ部材１
４１が光学ディスク１０５のレーベル面に直交する方向に離間されるため、光学ディスク
１０５のレーベル面とクランプ部材１４１のクランププレート１４２との当接領域の全領
域で、同時に剥離するという問題がある。このため、従来のディスクプレーヤは、クラン
プ機構１１５等の剛性や駆動力を充分に確保する必要があり、クランプ機構１１５及び装
置全体が大型化してしまうという不都合もある。
【００２０】
そこで、本発明は、クランプ手段による光学ディスクの保持状態を解除する際に、光学デ
ィスクがクランプ部材側に貼り付くことを防止し、クランプ手段による光学ディスクのク
ランプ動作の信頼性を向上することができるディスクドライブ装置を提供することを目的
とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するため、本発明に係るディスクドライブ装置は、光学ディスクが
載置されて光学ディスクと共に回転駆動されるディスクテーブルと、光学ディスクに対し
て情報を記録及び／又は再生する光ピックアップと、ディスクテーブル上に載置された上
記光学ディスクを回転可能に保持するクランプ部材と、クランプ部材をディスクテーブル
に対して近接離間する方向に移動操作可能に支持する支持部材とを有するクランプ機構と
、ディスクテーブル及び光ピックアップを支持する支持台を有し、ディスクテーブルをク
ランプ部材に対して近接離間する方向に移動させる移動手段と、クランプ機構及び支持台
を支持する支持基盤とを備える。そして、支持部材は、支持基盤に、クランプ部材がディ
スクテーブルに対して近接離間する方向に回動するように取り付けられると共に、クラン
プ部材を支持する支持面が支持部材の基端側から先端側に向かって厚みを小とするように
傾斜されて形成されている。クランプ機構は、光学ディスクの保持状態を解除する際に、
支持部材がクランプ部材をディスクテーブルに対して離間する方向に回動すると、支持面
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が支持部材の基端側からクランプ部材に当接されて、ディスクテーブルの軸線に対してク
ランプ部材の軸線を傾斜させることにより、光学ディスクに対してクランプ部材を剥離さ
せる。
【００２２】
以上のように構成したディスクドライブ装置によれば、クランプ手段による光学ディスク
の保持状態を解除する際に、光学ディスクが載置されたディスクテーブルの軸線に対して
クランプ部材の軸線を傾斜させることにより、クランプ機構による光学ディスクの保持領
域の外周の一端側から徐々に剥離されて、光学ディスクからクランプ部材が離間される。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施形態について、ディスクプレーヤを図面を参照して説明する
。
【００２４】
図１及び図２に示すように、ディスクプレーヤ１は、複数の光学ディスク５が載置される
ディスクトレイ１１と、このディスクトレイ１１を回転可能に支持するスライドトレイ１
２と、スライドトレイ１２を矢印ａ１　方向及びａ２　方向にスライドさせるローディン
グ機構（図示せず）と、ディスクトレイ１１を回転させるトレイ回転駆動機構（図示せず
）とを備えている。
【００２５】
また、図２に示すように、ディスクプレーヤ１は、光学ディスク５を回転駆動するディス
ク回転駆動機構１３と、光学ディスク５から情報を再生する再生機構１４と、光学ディス
ク５を保持するクランプ機構１５と、ディスク回転駆動機構１３及び再生機構１４を支持
する支持台１６と、クランプ機構１５及び支持台１６を支持する支持基盤１７と、支持台
１６を矢印ｂ１　方向及びｂ２　方向に回動する回動機構１８とを備えている。
【００２６】
ディスクトレイ１１は、図２に示すように、略円盤状に形成されており、中央が回転軸２
０を介してスライドトレイ１２上に回転可能に支持されている。ディスクトレイ１１の主
面上には、光学ディスク５が載置される複数のディスク載置凹部２１が、外周部に沿って
それぞれ形成されている。
【００２７】
各ディスク載置凹部２１には、中央に、ディスク回転駆動機構１３を光学ディスク５の中
心穴に臨ませるための駆動用の開口部２２が設けられている。また、この駆動用の開口部
２２には、ディスク回転駆動機構１３に対してディスク載置凹部２１を位置決めするため
の位置決め溝２３が設けられている。また、ディスク載置凹部２１には、再生機構１４を
光学ディスク５に臨ませるため再生用の開口部２４が、ディスクトレイ１１の外周部から
駆動用の開口部２２に連続して設けられている。
【００２８】
スライドトレイ１２は、図２に示すように、略矩形状に形成されており、主面上に、ディ
スクトレイ１１が回転可能に載置されるトレイ載置部２６がそれぞれ設けられている。ス
ライドトレイ１２は、矢印ａ１　方向及びａ２　方向に平行な対向する両側面部に、ガイ
ド部２７，２７がそれぞれ設けられており、これらガイド部２７，２７が、支持基盤１７
に設けられたガイドレール（図示せず）に移動可能に係合されている。
【００２９】
ローディング機構は、図示しないが、スライドトレイ１２に設けられたラック部に噛合さ
れたギヤ群と、これらギヤ群を回転駆動するモータとを有している。ローディング機構は
、ギヤ群を介して、ディスクトレイ１１に対して光学ディスク５を着脱可能とする着脱位
置と、ディスクトレイ１１に載置された光学ディスク５から情報を再生する再生位置とに
スライドトレイ１２をそれぞれ移動させる。
【００３０】
トレイ回転駆動機構は、図示しないが、スライドトレイ１２の底面部に配設されており、
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ディスクトレイ１１を回転可能に支持する回転軸２０に設けられたギヤと、このギヤを回
転駆動するモータとを有している。トレイ回転駆動機構は、スライドトレイ１２上のディ
スクトレイ１１を回転駆動することにより、所望のディスク載置凹部２１をスライドトレ
イ１２の前端側に移動させて、ディスク載置凹部２１に対する光学ディスク５の着脱操作
を容易に行うことを可能とする。
【００３１】
ディスク回転駆動機構１３は、図３に示すように、光学ディスク５が載置されるディスク
テーブル３１と、このディスクテーブル３１を回転駆動するスピンドルモータ３２とを有
している。ディスクテーブル３１は、磁性を有する金属材料によって略円筒状に形成され
ており、一端側の外周部に、光学ディスク５が載置されるフランジ状のディスク載置面３
１ａが形成されている。ディスクテーブル３１の内周部には、光学ディスク５の中心穴に
係合される略円筒状の係合部材３３が配設されている。スピンドルモータ３２は、ディス
クテーブル３１が取り付けられるスピンドル軸３４を有しており、このスピンドル軸３４
の先端がディスクテーブル３１の係合部材３３の内周部に挿通されている。
【００３２】
再生機構１４は、図３に示すように、光学ディスク５から情報を再生する光ピックアップ
３５と、この光ピックアップ３５を光学ディスク５の径方向に移動する送り機構（図示せ
ず）とを有している。光ピックアップ３５は、光学ディスク５の記録面にレーザ光を合焦
させる対物レンズを有する光学系と、対物レンズの光軸に平行な方向及び対物レンズの光
軸に直交する方向に対物レンズを駆動変位させるレンズ駆動機構とを有している。図示し
ないが、送り機構は、光ピックアップ３５を支持する支持ベースと、この支持ベースを光
学ディスク５の径方向に平行な方向に移動可能に支持する主軸及び副軸と、支持ベースを
送り動作させるスレッドモータとを有している。
【００３３】
クランプ機構１５は、図３に示すように、光学ディスク５を回転可能に保持するクランプ
部材４１と、光学ディスク５に当接される円板状のクランププレート４２と、クランプ部
材４１をディスクテーブル３１に対して近接離間させる方向に移動操作する操作アーム４
３とを有している。
【００３４】
クランプ部材４１は、図３に示すように、略円筒状に形成されており、ディスクテーブル
３１のｃ係合部材３３の内周部に係合される係合突部４６と、操作アーム４３によって支
持されるフランジ部４７とを有している。クランプ部材４１には、係合突部４６の外周部
に、ディスクテーブル３１のディスク載置面３１ａに磁気吸着するための円環状のマグネ
ット４８が設けられている。係合突部４６は、略円筒状に形成されており、内周部に、ス
ピンドル軸３４の先端が挿入される軸穴４９が設けられている。フランジ部４７は、クラ
ンプ部材４１の一端部の外周に形成されている。マグネット４８は、係合突部４６の外周
部に配設されている。
【００３５】
クランププレート４２は、図３に示すように、中央に係合穴５０を有する円板状に形成さ
れており、係合穴５０がクランプ部材４１の係合突部４６の外周部に係合されて取り付け
られている。
【００３６】
操作アーム４３は、図３に示すように、対向する両側面の長手方向の中途部に位置にして
、支持基盤１７に矢印ｃ１　方向及びｃ２　方向に回動可能に支持される回動支軸５１，
５１が一体に突出されて形成されており、一端部に、支持台１６によって回動操作される
操作軸５２が設けられている。また、操作アーム４３は、図３に示すように、クランプ部
材４１のフランジ部４７を支持する一対の支持片５４，５４が一体に設けられている。こ
れら一対の支持片５４，５４は、クランプ部材４１の外周部の対向する位置にそれぞれ設
けられており、図４に示すように、先端部に位置して、フランジ部４７に対向する面にク
ランプ部材４１を支持する支持面５５，５５がそれぞれ形成されている。この支持面５５
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は、支持片５４の基端側から先端側に向かって厚みを小とするように傾斜されて形成され
ている。
【００３７】
したがって、操作アーム４３は、回動支軸５１，５１を回動中心として矢印ｃ２　方向に
回動された際に、支持片５４の支持面５５の基端側から先端側に向かって徐々にクランプ
部材４１のフランジ部４７に当接されることにより、クランプ部材４１の軸線が傾斜され
るため、クランプ部材４１のクランププレート４２の外周部の一端側から光学ディスク５
に対して徐々に離間させて移動させる。
【００３８】
また、操作アーム４３には、図３に示すように、矢印ｃ１　方向の回動量を規制するため
の規制片５６が、支持基盤１７に対向する位置に形成されており、規制片５６が支持基盤
１７に当接することにより、矢印ｃ１　方向の位置が規制される。
【００３９】
支持台１６は、図３に示すように、略矩形をなすブロック状に形成されており、操作アー
ム４３に対向する主面上に、ディスク回転駆動機構１３及び再生機構１４がそれぞれ配設
されている。支持台１６には、一端側に、支持基盤１７に矢印ｂ１　方向及びｂ２　方向
に回動可能に支持される回動支軸５７，５７が設けられるとともに、操作アーム４３の操
作軸５２を操作するための鉤状の操作部５８が一体に突出されて形成されている。この操
作部５８は、先端が操作アーム４３の操作軸５２に係合されており、支持台１６が矢印ｂ

１　方向に回動することに伴って、操作アーム４３を矢印ｃ１　方向に回動させる。
【００４０】
また、支持台１６には、図３に示すように、他端に、回動機構１８に係合される係合軸５
９が設けられており、この係合軸５９を介して回動機構１８により回動操作される。また
、支持台１６には、ディスクトレイ１１の各ディスク載置凹部２１に係合されることによ
り、各ディスク載置凹部２１に載置された光学ディスク５をディスクテーブル３１に対し
て位置決めするための位置決め軸６１が設けられている。また、支持台１６は、トレイ回
転駆動機構（図示せず）により回転駆動されたディスクトレイ１１の各ディスク載置凹部
２１の位置決め溝２３に係合することにより、ディスクテーブル３１に対応する位置に各
ディスク載置凹部２１が位置決めされる。
【００４１】
支持基盤１７は、図３に示すように、スライドトレイ１２を矢印ａ１　方向及びａ２　方
向に移動可能に支持する主面部６６と、支持台１６の回動支軸５７，５７を回動可能に支
持する背面部６７と、操作アーム４３の回動支軸５１，５１を回動可能に支持する天板部
６８とを有している。図示しないが、支持基盤１７の主面部６６には、支持台１６が回動
可能に配設される開口部（図示せず）が設けられている。背面部６７には、支持台１６の
回動支軸５７，５７を回動可能に支持する軸受部が形成されている。天板部６８には、操
作アーム４３の回動支軸５１，５１を回動可能に支持する軸受部が形成されている。
【００４２】
回動機構１８は、図示しないが、支持台１６の係合軸５９を移動させるカムと、このカム
を回転駆動するギヤ群とを有しており、ローディング機構に連動して作動される。カムは
、係合軸５９を矢印ｄ１　方向及びｄ２　方向に移動するカム溝が外周に亘って形成され
ており、回転駆動されることによって、カム溝内に係合された係合軸５９を介して支持台
１６を矢印ｂ１　方向及びｂ２　方向に回動させる。
【００４３】
以上のように構成されたディスクプレーヤ１について、クランプ機構１５が光学ディスク
５を保持する動作及び光学ディスク５の保持状態を解除する動作を図面を参照してそれぞ
れ説明する。
【００４４】
まず、ディスクプレーヤ１は、ディスクトレイ１１が回転駆動されることにより、ディス
クトレイ１１の所定のディスク載置凹部２１内に載置された光学ディスク５が、ディスク
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テーブル３１及びクランプ部材４１に対向する位置に移動される。
【００４５】
ディスクプレーヤ１は、図３及び図５に示すように、回動機構１８のカムが回転駆動する
ことにより、支持台１６の係合軸５９が矢印ｄ１　方向に移動される。ディスク回転駆動
機構１３及び再生機構１４を支持する支持台１６は、係合軸５９が矢印ｄ１　方向に移動
されることに伴って、回動支軸５７，５７を回動中心として矢印ｂ１　方向に回動される
。したがって、支持台１６は、矢印ｂ１　方向に回動されることによって、ディスクテー
ブル３１がクランプ部材４１に近接する方向に移動されて、ディスクテーブル３１上に光
学ディスク５が載置される。
【００４６】
また、支持台１６は、矢印ｂ１　方向に回動されることによって、操作部５８に係合され
た操作アーム４３の操作軸５２を移動させる。操作軸５２が移動されることによって、操
作アーム４３は、回動支軸５１，５１を回動中心として矢印ｃ１　方向に回動されること
によって、支持片５４，５４が矢印ｃ１　方向に回動されるとともに支持片５４，５４に
支持されたクランプ部材４１をディスクテーブル３１に近接させる方向に移動させる。
【００４７】
クランプ機構１５は、図５に示すように、操作アーム４３によりクランプ部材４１がディ
スクテーブル３１上に載置された光学ディスク５に近接されるとき、操作アーム４３の支
持片５４，５４の支持面５５の全面で、クランプ部材４１のフランジ部４７が支持されて
おり、クランプ部材４１のクランププレート４２の主面が、ディスクテーブル３１上に載
置された光学ディスク５のレーベル面５ａに対して略平行な状態とされている。
【００４８】
したがって、クランプ機構１５は、図５に示すように、クランプ部材４１のクランププレ
ート４２の主面が、ディスクテーブル３１上に載置された光学ディスク５のレーベル面５
ａに対して略平行な状態で近接されて、クランププレート４２が光学ディスク５に当接さ
れる。
【００４９】
すなわち、クランプ機構１５は、クランプ部材４１の軸線がディスクテーブル３１の軸線
と略平行な状態で、クランププレート４２がディスクテーブル３１に近接される。クラン
プ機構１５は、ディスクテーブル３１上に載置される光学ディスク５に対してクランプ部
材４１のクランププレート４２が良好な角度で近接されるため、光学ディスク５のレーベ
ル面５ａに対してクランププレート４２が衝突することなく、光学ディスク５を良好に保
持することが可能とされる。
【００５０】
さらに、クランプ機構１５は、図６に示すように、操作アーム４３が更に矢印ｃ１　方向
に回動されることにより、クランプ部材４１が操作アーム４３の支持片５４，５４の支持
面５５に沿って矢印ｅ方向に所定の移動量だけスライドされて、クランプ部材４１の軸線
ｌ１　が、ディスクテーブル３１の軸線ｌ２　に対して略平行に近接される方向に移動さ
れるため、クランプ部材４１がディスクテーブル３１に対して良好な位置とされて、ディ
スクテーブル３１上に載置された光学ディスク５を良好に保持することが可能とされる。
【００５１】
クランプ部材４１は、図６に示すように、ディスクテーブル３１に近接する方向に移動さ
れることにより、ディスクテーブル３１上に載置された光学ディスク５にクランププレー
ト４２が当接されて、マグネット４８によりディスクテーブル３１のディスク載置面３１
ａに磁気吸着される。したがって、ディスクテーブル３１上に載置された光学ディスク５
は、クランプ部材４１のクランププレート４２とディスクテーブル３１との間に挟持され
て、これらディスクテーブル３１及びクランププレート４２と一体的に回転駆動可能とさ
れる。
【００５２】
ディスクプレーヤ１は、ディスク回転駆動機構１３によりディスクテーブル３１上に載置
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された光学ディスク５が回転駆動されて、再生機構１４の光ピックアップ３５が、光学デ
ィスク５の径方向に移動されて、光学ディスク５から情報が再生される。
【００５３】
つぎに、ディスクプレーヤ１は、クランプ部材４１による光学ディスク５の保持状態を解
除する際、回動機構１８がカムを回転駆動することにより、支持台１６の係合軸５９を矢
印ｄ２　方向に移動させて、支持台１６が回動支軸５７，５７を回動中心として矢印ｂ２

　方向に回動される。
【００５４】
支持台１６は、矢印ｂ２　方向に回動されることによって、光学ディスク５が載置された
ディスクテーブル３１がクランプ部材４１から離間する方向に移動されるとともに、操作
部５８が、操作アーム４３の操作軸５２を移動させる。
【００５５】
操作アーム４３は、操作軸５２が移動されることにより、回動支軸５１，５１を回動中心
として矢印ｃ２　方向に回動される。操作アーム４３は、図７及び図８に示すように、矢
印ｃ２　方向に回動されることよって、支持片５４，５４の支持面５５の基端側からクラ
ンプ部材４１のフランジ部４７に当接されることにより、クランプ部材４１の軸線ｌ１　
を傾斜させるため、光学ディスク５に当接されているクランプ部材４１を、クランププレ
ート４２の外周部の一端側から徐々に剥離させる。
【００５６】
操作アーム４３は、矢印ｃ２　方向に更に回動されることに伴って、支持片５４の支持面
５５の全面で、クランプ部材４１のフランジ部４７に当接されて、クランプ部材４１をデ
ィスクテーブル３１の軸方向に対して傾斜された方向に移動させる。
【００５７】
したがって、クランプ部材４１は、光学ディスク５の保持状態を解除する際に、ディスク
テーブル３１の軸線ｌ２　に対してクランプ部材４１の軸線ｌ１　が傾斜されることによ
って、光学ディスク５のレーベル面５ａが粘着性を有している場合であっても、光学ディ
スク５がクランププレート４２から強制的に剥離される。
【００５８】
ディスクプレーヤ１は、支持台１６が矢印ｂ２　方向に更に回動されることに伴ってディ
スクテーブル３１が移動されて、ディスクテーブル３１上に載置された光学ディスク５が
、ディスクトレイ１１のディスク載置凹部２１内に載置される。
【００５９】
ディスクプレーヤ１は、トレイ回転駆動機構がディスクトレイ１１を回転させることによ
り、光学ディスク５が載置されたディスク載置凹部２１が、スライドトレイ１２の前端側
に移動されるとともに、ローディング機構がスライドトレイ１２を矢印ｂ２　方向に移動
されることにより、図１に示すように、光学ディスク５が載置されたディスク載置凹部２
１が装置外方に臨まされて、光学ディスク５が着脱される。
【００６０】
上述したように、ディスクプレーヤ１は、クランプ部材４１による光学ディスク５の保持
状態を解除する際に、クランプ機構１５がクランプ部材４１の軸線ｌ１　をディスクテー
ブル３１の軸線ｌ２　に対して傾斜させることにより、クランププレート４２が光学ディ
スク５に当接されている当接領域の外周の一端側から徐々に剥離されるため、レーベル面
５ａに粘着性を有する光学ディスク５とクランププレート４２との貼り付きを防止して、
光学ディスク５のクランプ動作の信頼性を向上することができる。
【００６１】
また、ディスクプレーヤ１によれば、ディスクテーブル３１上に載置された光学ディスク
５が保持される際に、光学ディスク５の主面に対してクランプ部材４１のクランププレー
ト４２の主面が略平行な状態で近接されるため、光学ディスク５を良好に保持することが
可能とされて、クランプ動作の信頼性を向上することができる。
【００６２】
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また、ディスクプレーヤ１によれば、ディスクテーブル３１上に載置された光学ディスク
５が保持される際に、操作アーム４３の支持片５４，５４の支持面５５に沿ってクランプ
部材４１の軸線ｌ１　が、ディスクテーブル３１の軸線ｌ２に近接する方向に移動される
ため、光学ディスク５を良好に保持することが可能とされて、クランプ動作の信頼性を向
上することができる。
【００６３】
なお、本発明に係るディスクプレーヤは、光学ディスク５に対する情報の再生を行うよう
に構成されたが、例えば、再生機構に対向する位置に磁気ヘッド部を配設することにより
、光磁気ディスク等の他の光学ディスクに対して情報を記録再生するように構成されても
よいことは勿論である。
【００６４】
【発明の効果】
上述したように本発明に係るディスクドライブ装置によれば、粘着性を有する光学ディス
クとクランプ部材との貼り付きが防止されて、クランプ手段による光学ディスクのクラン
プ動作の信頼性を向上することができる。
【００６５】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るディスクプレーヤを示す斜視図である。
【図２】上記ディスクプレーヤを説明するために示す斜視図である。
【図３】クランプ機構を説明するために示す側面図である。
【図４】上記クランプ機構の要部を説明するために示す側面図である。
【図５】上記クランプ機構のクランプ部材がディスクテーブルに載置された光学ディスク
に近接された状態を示す側面図である。
【図６】上記クランプ機構のクランプ部材が光学ディスクを保持した状態を示す側面図で
ある。
【図７】上記クランプ機構が光学ディスクの保持状態を解除する状態を示す側面図である
。
【図８】上記クランプ部材のクランププレートが光学ディスクから剥離される状態を説明
するために示す側面図である。
【図９】従来のクランプ機構を示す側面図である。
【図１０】従来のクランプ機構の要部を説明するために示す側面図である。
【符号の説明】
１　ディスクプレーヤ、５　光学ディスク、１３　ディスク回転駆動機構、１５　クラン
プ機構、１６　支持台、１８　回動機構、３１　ディスクテーブル、３５　光ピックアッ
プ、４１　クランプ部材
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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