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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャーシと、前記シャーシに設けられた支持体と、前記支持体から延びる弾性部材に支
持されたレンズホルダと、前記レンズホルダに保持されてその上方に位置する記録媒体に
対向する対物レンズと、前記レンズホルダを前記対物レンズの光軸方向Ｏｃに沿うフォー
カス方向Ｆおよび、前記弾性部材の延びる方向と前記光軸方向Ｏｃの双方に直交するトラ
ッキング方向Ｔへ動作させる補正駆動手段とが設けられた光ピックアップ装置において、
　前記対物レンズの中心を通り前記トラッキング方向と直交する方向に延びる中心線をタ
ンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏｒとしたときに、
　前記レンズホルダには、前記タンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏｒを挟む両側から突出
して前記弾性部材の先部が固定される突出部と、前記対物レンズの表面よりも下側で且つ
前記タンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏｒを挟む両側であって前記突出部と異なる位置に
突出する当接部が設けられ、前記レンズホルダ以外の部分には、前記タンゼンシャル方向
中心線Ｏｒ－Ｏｒを挟む両側にストッパが設けられており、
　前記ストッパは、前記対物レンズの表面から上方へ突出せず、且つ前記突出部に対向す
ることなく前記当接部に対して上方に間隔を開けて対向し、
　前記ストッパには、前記当接部に対して前記トラッキング方向Ｔに間隔を開けて対向す
るトラッキング規制部が設けられ、前記トラッキング規制部によって、前記レンズホルダ
のトラッキング方向への移動量が規制されていることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項２】
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　前記ストッパは、前記レンズホルダがフォーカス補正動作範囲の中立位置にあるときに
、前記対物レンズの表面から上方へ突出せずに前記当接部に対して上方に間隔を開けて対
向する位置に設けられている請求項１記載の光ピックアップ装置。
【請求項３】
　前記シャーシは板金材料で形成されており、前記ストッパが前記シャーシから一体に延
びている請求項１または２記載の光ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＤ（コンパクトディスク）やＤＶＤ（ディジタルバーサタイルディスク）な
どの記録媒体に記録されたデータの読み取りあるいは書き込みに使用される光ピックアッ
プ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光ピックアップ装置は、レンズホルダに対物レンズが保持されており、前記レンズホルダ
がワイヤーサスペンションなどの弾性部材により微動作可能に支持されている。そして前
記レンズホルダをフォーカス方向およびトラッキング方向へ動作させる補正駆動手段が設
けられている。
【０００３】
最近のディスク装置は薄型化が要求されているため、対物レンズとディスクとの作動距離
ＷＤが１ｍｍ程度、または１ｍｍ未満に設定されることが多い。一方、前記レンズホルダ
をフォーカス方向へ動作させる補正範囲は、ディスクが回転するときの面振れ、ターンテ
ーブルの面振れ、ピックアップ装置とターンテーブルとの組立時の高さ誤差などに応じて
ある程度長く確保することが必要である。
【０００４】
したがって、ディスク装置にディスクが装填されている状態で、再生動作などが停止し、
補正駆動手段によるフォーカスサーボがＯＦＦ状態にあるとき、外部振動が作用すると、
レンズホルダがフォーカス方向へ動いて、対物レンズがディスクに当たり、ディスクに傷
を付けることがある。特に車載用のディスク装置では、車体振動によりレンズホルダが動
く確率が高くなり、ディスクを傷つけやすくなる。
【０００５】
従来の光ピックアップ装置において、前記対物レンズとディスクとの接触を防止する手段
としては、レンズホルダを覆うカバーを設け、外部振動によりレンズホルダが動いたとき
にレンズホルダを前記カバーに当てるようにしたものがある。
【０００６】
または、合成樹脂材料で形成されたレンズホルダに、対物レンズの表面よりも突出する突
起を設け、外部振動でレンズホルダが動いたときに、前記突起がディスクに優先的に当た
るようにして、レンズによりディスクが傷を受けることを防止できるようにしたものもあ
る。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記のようにレンズホルダを覆うカバーを設ける構造では、レンズホルダとディ
スクとの間にカバーが位置することになって、結果的にディスク装置の薄型化を阻害する
ことになる。
【０００８】
また、レンズホルダに突起を設けた構造では、前記突起がディスクに当たる頻度が高くな
り、ディスク表面の保護という点で最適とは言えない。また、レンズホルダの動きを規制
する手段を設けていないと、外部振動などでレンズホルダがローリング方向へ傾いたとき
に、ディスクに前記突起が当たらずに、レンズホルダの角部がディスクに当たり、または
レンズホルダの側部に設けられたコイル端子あるいはこのコイル端子に付着した半田がデ
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ィスクに当たって、ディスクを傷つけることがある。
【０００９】
　本発明は上記従来の課題を解決するものであり、レンズホルダが記録媒体に当たる確率
を低下でき且つ薄型化が可能であり、さらにレンズホルダの角部などがディスクに当たる
ことを有効に阻止することが可能な光ピックアップ装置を提供することを目的としている
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、シャーシと、前記シャーシに設けられた支持体と、前記支持体から延びる弾
性部材に支持されたレンズホルダと、前記レンズホルダに保持されてその上方に位置する
記録媒体に対向する対物レンズと、前記レンズホルダを前記対物レンズの光軸方向Ｏｃに
沿うフォーカス方向Ｆおよび、前記弾性部材の延びる方向と前記光軸方向Ｏｃの双方に直
交するトラッキング方向Ｔへ動作させる補正駆動手段とが設けられた光ピックアップ装置
において、
　前記対物レンズの中心を通り前記トラッキング方向と直交する方向に延びる中心線をタ
ンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏｒとしたときに、
　前記レンズホルダには、前記タンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏｒを挟む両側から突出
して前記弾性部材の先部が固定される突出部と、前記対物レンズの表面よりも下側で且つ
前記タンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏｒを挟む両側であって前記突出部と異なる位置に
突出する当接部が設けられ、前記レンズホルダ以外の部分には、前記タンゼンシャル方向
中心線Ｏｒ－Ｏｒを挟む両側にストッパが設けられており、
　前記ストッパは、前記対物レンズの表面から上方へ突出せず、且つ前記突出部に対向す
ることなく前記当接部に対して上方に間隔を開けて対向し、
　前記ストッパには、前記当接部に対して前記トラッキング方向Ｔに間隔を開けて対向す
るトラッキング規制部が設けられ、前記トラッキング規制部によって、前記レンズホルダ
のトラッキング方向への移動量が規制されていることを特徴とするものである。
【００１１】
また好ましくは、前記ストッパは、前記レンズホルダがフォーカス補正動作範囲の中立位
置にあるときに、前記対物レンズの表面から上方へ突出せずに前記当接部に対して上方に
間隔を開けて対向する位置に設けられているものである。
【００１２】
本発明では、振動によりレンズホルダが動いたときに、当接部がストッパに当たることに
よって、レンズホルダが記録媒体に当たる確率を低下させることができる。また前記当接
部と前記ストッパは、対物レンズよりも上方へ突出しない位置に形成されているため、デ
ィスク装置を薄型化できる。
【００１４】
　また、レンズホルダがローリング方向へ傾いて記録媒体に当たるのを防止でき、レンズ
ホルダの角部や、レンズホルダから突出するコイル端子あるいはコイル端子に付着した半
田が記録媒体に当たるのを防止でき、記録媒体の損傷を防ぎやすくなる。
【００１６】
　そして、レンズホルダがトラッキング方向へ大きく動くのを規制することにより、レン
ズホルダの損傷や、補正駆動手段のコイルの損傷、あるいは弾性部材の劣化などを防止で
きる。
【００１７】
また、前記シャーシは板金材料で形成されており、前記ストッパが前記シャーシから一体
に延びていると、最少の部品で構成できるようになる。なお、前記ストッパはシャーシと
別部品で形成されて、シャーシに固定されているものでもよいし、またはストッパは、レ
ンズホルダまたは可動部以外であれば、シャーシ以外の固定側部分に設けられていてもよ
い。
【００１８】
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【発明の実施の形態】
図１は本発明の光ピックアップ装置の平面図、図２は前記光ピックアップ装置が記録媒体
であるディスクに対向した状態を示す側面図、図３は同じく光ピックアップ装置がディス
クに対向した状態を示す図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線の断面図である。
【００１９】
この光ピックアップ装置のシャーシ１は、１枚の板金材料をプレス加工することにより構
成されている。このシャーシ１は図示しないピックアップベースに搭載される。前記ピッ
クアップベースには、レーザー発光素子、レーザー光を対物レンズに与える立上げミラー
、および受光素子などが搭載されており、前記シャーシ１は前記ピックアップベースに対
して設置角度（スキュー角度）を調整できるように取付けられる。
【００２０】
前記シャーシ１は、左右の両側板１ａ，１ｂと、基部側で前記両側板１ａと１ｂを連結す
る基部支持板１ｃと、先部側で前記両側板１ａと１ｂを連結する先部支持板１ｄを有して
いる。前記基部支持板１ｃには、その一部が上方へほぼ直角に折り曲げられて基部ヨーク
板１ｅが一体に形成され、先部支持板１ｄにも、上方へほぼ直角に曲げられた先部ヨーク
板１ｆが一体に形成されている。
【００２１】
前記シャーシ１の両側板１ａと１ｂには、前記板金材料から一体に上方へ延びたストッパ
２と３が形成されている。図３に示すように、前記ストッパ２と３には、その上端から内
側へ折り曲げられたフォーカス規制部２ａ，３ａと、前記両側板１ａ，１ｂと同一面に上
方に延びるトラッキング規制部２ｂ，３ｂが形成されている。
【００２２】
前記シャーシ１の基部支持板１ｃの上面には、合成樹脂材料で形成された支持体５が固定
されており、この支持体５の背面には、ガラスエポキシ製などのプリント基板で形成され
た弾性変形可能な支持板６の中央部が固定されている。前記支持板６の左右両端の弾性腕
部６ａ，６ａの一方には、弾性部材であるワイヤーサスペンション７，７の基端部が、他
方にはワイヤーサスペンション８，８の基端部が、それぞれ半田９，９によって固着され
ている。
【００２３】
前記ワイヤーサスペンション７，７および８，８は、前記支持体５に形成された貫通穴５
ａ，５ａ内を通過して前方に延び、前記ワイヤーサスペンション７，７および８，８によ
って、合成樹脂製のレンズホルダ１１が支持されている。そしてレンズホルダ１１の中央
部には対物レンズ１５が保持されている。
【００２４】
前記ワイヤーサスペンション７と７は互いに平行で、ワイヤーサスペンション８と８も互
いに平行である。前記レンズホルダ１１の一方の側部には、２個の金属製のコイル端子１
２，１２が、他方の側部には２個のコイル端子１３，１３が突出するようにそれぞれ固定
されている。各ワイヤーサスペンション７，７の先部は前記コイル端子１２，１２に、各
ワイヤーサスペンション８，８は、前記コイル端子１３，１３に、それぞれ半田付けなど
の電気的な導通が可能な固着手段により固定されている。
【００２５】
前記レンズホルダ１１の周囲にはフォーカスコイルＦｃが巻かれている。また前記レンズ
ホルダ１１の前後端面には、それぞれ２個ずつのトラッキングコイルＴｃが固定されてい
る。
【００２６】
　前記フォーカスコイルＦｃのコイル線の端末は、前記コイル端子１２，１２とコイル端
子１３，１３のいずれか一方に半田付けされており、前記トラッキングコイルＴｃのコイ
ル線の端末も、他方のコイル端子に半田付けされている。よって、前記ワイヤーサスペン
ション７，７および８，８からフォーカスコイルＦｃならびにトラッキングコイルＴｃに
補正電流が供給可能とされている。
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【００２７】
また、前記基部ヨーク板１ｅと、先部ヨーク板１ｆにはマグネットＭ，Ｍが固着され、前
記マグネットＭ，Ｍが、前記フォーカスコイルＦｃおよびトラッキングコイルＴｃに対向
している。前記フォーカスコイルＦｃとトラッキングコイルＴｃ、および前記マグネット
Ｍ，Ｍによって、補正駆動手段が構成されている。
【００２８】
前記レンズホルダ１１の両側部には突起が一体に突出形成され、この突起が当接部１６，
１７となっている。そして、前記ストッパ２，３のフォーカス規制部２ａと３ａは、前記
当接部１６，１７の上方に対向している。図２と図３では、前記レンズホルダ１１が、フ
ォーカス方向Ｆへの補正動作範囲の中立位置にある状態を示している。レンズホルダ１１
が前記中立位置にあるとき、前記当接部１６の上面とフォーカス規制部２ａとの間、およ
び当接部１７の上面とフォーカス規制部３ａとの間に、フォーカス方向の間隔δｆが開け
られている。
【００２９】
また、レンズホルダ１１がトラッキング方向Ｔへの補正動作範囲の中立位置にあるとき、
前記当接部１７と前記トラッキング規制部２ｂとの間、および当接部１７とトラッキング
規制部３ｂとの間に、トラッキング方向の間隔δｔが開けられている。
【００３０】
前記間隔δｆは、記録媒体であるディスクＤの回転時の面振れ、ディスクＤが設置される
ターンテーブルの面振れ、光ピックアップ装置とターンテーブルとの組立時の誤差など加
味し、フォーカス補正に必要な対物レンズ１５のフォーカス方向Ｆの動作範囲のほぼ１／
２に設定されている。同様に、前記間隔δｔは、対物レンズ１５のトラッキング方向Ｔへ
の補正動作範囲のほぼ１／２に設定されている。
【００３１】
そして、図３に示すように、前記当接部１６，１７およびストッパ２，３の上端部は、レ
ンズホルダ１１がフォーカス補正の中立位置にあるときの対物レンズ１５の表面よりも下
側（ディスクから離れる側）に位置している。このように、前記当接部１６，１７および
ストッパ２，３がレンズホルダ１１の厚さ寸法の内部に位置しており、ストッパ２，３が
、レンズホルダ１１とディスクＤとの間に位置していないため、光ピックアップ装置全体
の薄型化が可能である。
【００３２】
また、レンズホルダ１１がフォーカス補正動作範囲の中立位置にあるとき、対物レンズ１
５とディスクＤとの作動距離ＷＤは、１ｍｍまたは１ｍｍ未満に設定されている。
【００３３】
また、この実施の形態では、レンズホルダ１１の上面の四隅部分に、前記対物レンズ１５
の表面よりもわずかに上方へ延びる保護突起１９が形成されている。この保護突起１９は
、レンズホルダ１１と同じ樹脂材料で一体に形成されており、それぞれの保護突起１９の
表面は曲面形状であり、好ましくは球面形状である。また、前記保護突起１９は、レンズ
ホルダ１１とは別の材料、例えばレンズホルダ１１よりも軟質な樹脂材料やエラストマー
などで形成されて、レンズホルダ１１に固着されているものであってもよい。
【００３４】
前記光ピックアップ装置では、フォーカスコイルＦｃに与えられるフォーカス補正信号に
よりレンズホルダ１１がフォーカス方向Ｆへ補正駆動され、トラッキングコイルＴｃに与
えられるトラッキング補正信号によりレンズホルダ１１がトラッキング方向Ｔへ補正駆動
される。
【００３５】
前記フォーカス補正信号およびトラッキング補正信号の供給が断たれたサーボＯＦＦ状態
のとき、車体振動などの外部振動が与えられ、レンズホルダ１１にディスクＤの方向へ加
速度が与えられると、レンズホルダ１１は上方へ動くが、このとき当接部１６と１７が、
その上方に位置するフォーカス規制部２ａ，３ａに当たり、それ以上レンズホルダ１１が



(6) JP 4188575 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

ディスクＤに接近することがない。よってこのときディスク装置にディスクＤが装填され
ていても、対物レンズ１５の表面が直接にディスクＤの面に当たることが生じにくくなる
。
【００３６】
また、前記当接部１６，１７およびストッパ２，３が、図１に示すタンゼンシャル方向中
心線Ｏｒ－Ｏｒ（対物レンズの中心を通ってワイヤーサスペンション７，７および８，８
が延びる方向と平行な中心線）を挟んで両側に位置しているため、前記レンズホルダ１１
に前記タンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏｒ回り（ローリング方向）の傾きが生じたとし
ても、当接部１６，１７がフォーカス規制部２ａ，３ａに当たることによって、前記レン
ズホルダ１１が傾いた状態のままディスクＤに当たるのを防止できる。
【００３７】
よって、レンズホルダ１１の左右両角部１１ａ，１１ａがディスクＤに当たったり、また
はコイル端子１２，１３あるいはこのコイル端子１２，１３に付着している半田がディス
クＤに当たるのを防止できる。
【００３８】
レンズホルダ１１が、前記ローリング方向へ傾いてディスクＤに当たるのを防止するため
には、前記当接部１６，１７とストッパ２，３が前記タンゼンシャル方向中心線Ｏｒ－Ｏ
ｒを挟む両側に配置されていることが必要である。さらに、図の実施の形態では、前記当
接部１６，１７がレンズホルダ１１の両側部から突出しており、さらに当接部１６，１７
とフォーカス規制部２ａ，３ａとの当接点が、前記コイル端子１２，１３でのコイル線端
末の半田付け部よりも左右外側に位置しているため、レンズホルダ１１にローリング方向
への傾き力が作用しても、前記角部１１ａ，１１ａさらにはコイル端子１２，１３の半田
付け部がディスクＤに当たることがなくなる。
【００３９】
また、ディスクのＤの回転時の面振れなどが大きく、その結果、万一レンズホルダ１１の
上面がディスクＤに当たることがあっても、レンズホルダ１１の上面の保護突起１９がデ
ィスクＤに当たるため、対物レンズ１５が直接にディスクＤに当たることがない。また、
当接部１６，１７とフォーカス規制部２ａ，３ａとが当接するまでレンズホルダ１１が上
方へ移動し、このときレンズホルダ１１がディスクＤに当たることがあっても、傾くこと
なくレンズホルダ１１がディスクＤと平行な状態でディスクＤに当たる。よって、４つの
保護突起１９が同時にディスクＤに当たるようになり、ディスクＤに傷を付ける可能性が
きわめて低くなる。
【００４０】
また、前記外部振動によりレンズホルダ１１にトラッキング方向Ｔの力が作用しても、当
接部１６，１７がトラッキング規制部２ｂ，３ｂに当たることによって、レンズホルダ１
１がトラッキング方向へ大きく振れることがない。よってコイル端子１２，１３が損傷を
受けたり、コイル線が断線したり、あるいはワイヤーサスペンション７，７および８，８
が劣化するなどの問題を防止できる。
【００４１】
【発明の効果】
以上のように本発明では、外部振動が与えられたときに対物レンズがディスクに当たって
ディスクを傷つけるなどの不都合を防止できる。またストッパなどが対物レンズよりも上
方へ突出していないため、光ピックアップ装置を薄型にできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の光ピックアップ装置の平面図、
【図２】前記光ピックアップ装置がディスクに対向している状態を示す側面図、
【図３】前記光ピックアップ装置がディスクに対向している状態を示す図１のＩＩＩ－Ｉ
ＩＩ線の断面図、
【符号の説明】
１　シャーシ
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２，３　ストッパ
２ａ，３ａ　フォーカス規制部
２ｂ，３ｂ　トラッキング規制部
５　支持体
７，８　ワイヤーサスペンション（弾性部材）
１１　レンズホルダ
１２，１３　コイル端子
１５　対物レンズ
１６，１７　当接部
１９　保護突起

【図１】

【図２】

【図３】
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