
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
係合部が形成されて、内部に磁気テープが収納されたカートリッジと、前記係合部を係止
する係止部を有する第１スライド部材と、この第１スライド部材に連結されて前記第１ス
ライド部材をスライドさせる第２スライド部材と、前記第１と第２のスライド部材をそれ
ぞれ個別にスライド可能に保持する筺体とを備え、前記

ことを特徴とする磁気記録再生装置。
【請求項２】
前記

するようにしたことを特徴とする
請求項 記載の磁気記録再生装置。
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筺体は窓部を有する底板を有し、
前記第１スライド部材に形成した係止部は、前記窓部上、および前記底板上にスライド可
能に配設され、前記窓部に前記係止部が位置したときに、前記カートリッジを着脱する動
作で、前記係止部を前記窓部内で上下動させることにより、前記係止部と前記カートリッ
ジの係合部との係脱を可能とし、
前記前記カートリッジを係合した前記第１スライド部材をスライドさせて、前記係止部を
前記窓部から前記底板上に移動させて、前記係止部の下方への動きを規制し、前記カート
リッジの係止状態を維持するようにした

第１と第２のスライド部材を連結するリンク部材を備え、このリンク部材の一端側を
前記第１スライド部材に、他端側を前記第２スライド部材にそれぞれ連結すると共に、前
記リンク部材の一端側と他端側の間を前記筺体の底板に回動可能に軸支して、前記第２ス
ライド部材をスライドさせると、前記第１スライド部材が前記リンク部材を介して、前記
第２スライド部材のスライド方向と反対方向にスライド

１



【請求項３】
前記第

するようにしたこと
を特徴とする請求項 記載の磁気記録再生装置。
【請求項４】
前記

するようにし
たことを特徴とする請求項 記載の磁気記録再生装置。
【請求項５】

ようにしたことを特徴とする磁気記録再生装置。
【請求項６】
前記

するようにしたことを特徴とする請求項 記載の磁気記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、磁気記録再生装置に関し、特に磁気テープを収納するカートリッジを確実に装
着するための装着機構に関する
【０００２】
【従来の技術】
従来の磁気記録再生装置を、図１６の平面図と、この図１６のＡ－Ａ断面図である図１７
Ａと、この図１７Ａの要部側面図である図１７Ｂとを参考に説明する。
まず、従来の磁気記録再生装置２１（以下装置２１と称する）は、下部に配設されたベー
スプレート２１ａに、コ字状溝を有する一対のレール状のガイド部材２１ｂ、２１ｃが、
図１６に示す右側端部寄りの図示上下に対向状態で取り付けられている。
また、図１７Ａに示すように、一対のガイド部材２１ｂ、２１ｃが位置する部分の、ベー
スプレート２１ａの一部に、一対の開口２１ｄが形成されている。
また、図１７Ａに示す磁気記録再生装置の図示右側端部に、後述するカートリッジ２３の
底板２３ｃをガイドしてカートリッジ２３を磁気記録装置内部に挿入するための挿入口２
１ｅが形成されている。
また、ベースプレート２１ａの前記ガイド部材２１ｂ、２１ｃが位置する裏面には、一方
がネジ止めされ、他方が自由端になった弾性力が大きな一対の板バネ２２が配設されてい
る。そして、この板バネ２２の自由端先端に係止部２２ａが折り曲げ形成され、この係止
部２２ａに回転自在に係止ローラ２２ｂが支持されている。
そして、ベースプレート２１ａの開口２１ｄに係止ローラ２２ｂが位置し、この係止ロー
ラ２２ｂが、開口２１ｄ内部で一方のネジ止め部を支点として上下動できるようになって
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２スライド部材は第１部材と第２部材とから成り、この第１部材と第２部材との間
に張架された弾性部材を備え、前記リンク部材の他端側を前記第１部材に連結し、前記第
２部材をスライドさせると前記第１部材が前記弾性部材を介して前記第２部材と同方向に
スライドし、前記リンク部材の一端側に連結された第１スライド部材が、前記リンク部材
を介して前記第２スライド部材のスライド方向と反対方向にスライド

２

筺体に回転可能に軸支された搬送ローラと、前記カートリッジ内部に回転自在のピン
チローラとを備え、前記カートリッジを装着完了後、更に前記第２スライド部材の第２部
材をスライドさせて、前記弾性部材の弾性力を前記第１部材と前記リンク部材を介して、
前記第１スライド部材に伝達し、前記ピンチローラを前記搬送ローラに圧接

３

係合部が形成され、内部に磁気テープが収納されたカートリッジと、このカートリッジの
前面に設けられた開閉自在の蓋体と、前記カートリッジの係合部を係止する係止部を有す
る第１スライド部材と、この第１スライド部材に設けられた前記カートリッジの蓋体を開
閉する開閉部と、前記第１スライド部材に連結されて前記第１スライド部材をスライドさ
せる第２スライド部材と、この第２スライド部材をスライドさせる駆動源と、前記第１と
第２のスライド部材をそれぞれ個別にスライド可能に保持する筺体とを備え、前記第１ス
ライド部材に前記カートリッジを搭載すると、手動による搭載開始から前記駆動源による
搭載完了に至るまで前記第１スライド部材の開閉部を前記カートリッジの蓋体に当接させ
て該蓋体を開く

カートリッジの蓋体を開く動作と同時、または、前記蓋体を開く動作の後に、前記第
１スライド部材の係止部を前記カートリッジの係合部に位置させて、前記カートリッジを
係止 ５



いる。
【０００３】
また、図示２点鎖線で示すカートリッジ３は、挿入口２１ｅから挿入され、ガイド部材２
１ａ、２１ｂに案内されて装置２１内部に装着されるようになっている。このカートリッ
ジ２３は、内部に磁気テープ２３ａが収納され、外側の両側面には、図１７Ｂに示すよう
に、コ字状の一対の案内溝２３ｂが形成されている。　そして、この一対の案内溝２３ｂ
が前記レール状のガイド部材２１ｂ、２１ｃにガイドされて、カートリッジ２３が装置２
１の内部に案内されるようになっている。
また、カートリッジ２３の案内溝２３ｂを構成する底板２３ｃの一部に、切り欠き部２３
ｄが形成されている。また、カートリッジ２３の内部には、テープ送りベルト２３ｇを介
して磁気テープ２３ａを左右に搬送する回転自在のピンチローラ２３ｆが配設されている
。
また、装置２１の内部には磁気ヘッド２４と搬送ローラ２５とが配設されている。
【０００４】
前記カートリッジ２３を装置２１に装着するローディング動作は、まず、カートリッジ２
３の先端部を、装置２１の挿入口２１ｅから矢印Ｄ方向に手作業で挿入する。
そして、カートリッジ２３の底板２３ｃの先端部が、板バネ２２の係止ローラ２２ｂにぶ
つかりる。
この状態から、更に強い力でカートリッジ２３を装置２１の内部に押し込むと、カートリ
ッジ２３の底板２３ｃで、係止ローラ２２ｂが下方に押し下げられ、板バネ２２が下方に
撓み、係止ローラ２２ｂが底板２３ｃの下面側に弾接する。
そして、更にカートリッジ２３を装置２１の内部に押し込むと、前記底板２３ｃの下面側
に押し下げられていたローラ２２ｂは、カートリッジ２３の切り欠き部２３ｄに位置して
、板バネ２２の大きな弾性力で、切り欠き部２３ｄに上昇する。すると、図１７Ａに示す
ように、前記切り欠き部２３ｄの一端に係止ローラ２２ｂが弾接し、この係止ローラ２２
ｂにより、切り欠き部２３ｄの一端が矢印Ｃ方向の斜め上方に押圧され、カートリッジ２
３は、装置２１内部のストッパ（図示せず）に当接して停止し装置２１の内部に装着され
る。
【０００５】
このとき、カートリッジ２３のピンチローラ２３ｆは、装置２１内部の搬送ローラ２５に
圧接して、これ以上装置２１の内部にカートリッジ２３が侵入しないようになっている。
このピンチローラ２３ｆと搬送ローラ２５とが圧接した状態で、搬送ローラ２５が回転す
るとピンチローラ２３ｆも回転し、カートリッジ２３の内部のテープ送りベルト２３ｇを
介して、磁気テープ２３ａを左右に搬送できるようになっている。
前記カートリッジ２３を装置２１の内部に装着すると、外部からのコンピュータ（図示せ
ず）等からの指示で、搬送ローラ２５を回転させて、磁気ヘッド２４により磁気テープ２
３ａに所定の情報を記録、あるいは再生することができる。
また、装置２１からカートリッジ２３を抜き取るイジェクト動作は、図１６に示す装置２
１の外部に出っ張っている、カートリッジ２３の後端部２３ｅを、手作業で強く矢印Ｅ方
向に引っ張ると、前記係止ローラ２２ｂが、カートリッジ２３の切り欠き部２３ｄから下
方に逃げて、カートリッジ２３を装置２１から抜き取ることができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述したような従来の装置２１では、カートリッジ２３の着脱を手作業で行って
いるため、前記板バネ２２の大きな弾性力により、着脱動作に大きな力（約１．５～３Ｋ
ｇｆ）が必要となり、カートリッジ２３の着脱作業を非力な人が行うのは大変であった。
また、力まかせに無理に、カートリッジ２３を装置２１に押し込んだりすると、カートリ
ッジの前面側が装置２１内部のストッパ（図示せず）にぶつかり、両方が傷ついたり壊れ
たりすることがあった。
また、カートリッジ２３の着脱を容易にするために、前記板バネ２２の弾性力を小さくす
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ると、装置２１にカートリッジ２３を装着したときの保持力が弱くなり、搬送ローラ２５
に圧接しているピンチローラ２３ｆがスリップしたりして、磁気テープ２３ａの送りが不
安定となり、正確な記録・再生ができなくなることがあった。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決す めの第１の手段として本発明の磁気記録再生装置は、係合部が形成
されて、内部に磁気テープが収納されたカートリッジと、前記係合部を係止する係止部を
有する第１スライド部材と、この第１スライド部材に連結されて前記第１スライド部材を
スライドさせる第２スライド部材と、前記第１と第２のスライド部材をそれぞれ個別にス
ライド可能に保持する筺体とを備え、前記

構成とした。
【０００８】
また、前記課題を解決するための第２の手段として、前記

するようにした構成とした。
【０００９】
また、前記課題を解決するための第３の手段として、前記第

するようにした構成とした。
【００１０】
また、前記課題を解決するための第４の手段として、前記

するようにした構成とした。
【００１１】
また、前記課題を解決するための第５の手段として、

ようにした構成とし
た。
【００１２】
また、前記課題を解決するための第６の手段として、前記
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るた

筺体は窓部を有する底板を有し、前記第１スラ
イド部材に形成した係止部は、前記窓部上、および前記底板上にスライド可能に配設され
、前記窓部に前記係止部が位置したときに、前記カートリッジを着脱する動作で、前記係
止部を前記窓部内で上下動させることにより、前記係止部と前記カートリッジの係合部と
の係脱を可能とし、前記前記カートリッジを係合した前記第１スライド部材をスライドさ
せて、前記係止部を前記窓部から前記底板上に移動させて、前記係止部の下方への動きを
規制し、前記カートリッジの係止状態を維持するようにした

第１と第２のスライド部材を連
結するリンク部材を備え、このリンク部材の一端側を前記第１スライド部材に、他端側を
前記第２スライド部材にそれぞれ連結すると共に、前記リンク部材の一端側と他端側の間
を前記筺体の底板に回動可能に軸支して、前記第２スライド部材をスライドさせると、前
記第１スライド部材が前記リンク部材を介して、前記第２スライド部材のスライド方向と
反対方向にスライド

２スライド部材は第１部材と
第２部材とから成り、この第１部材と第２部材との間に張架された弾性部材を備え、前記
リンク部材の他端側を前記第１部材に連結し、前記第２部材をスライドさせると前記第１
部材が前記弾性部材を介して前記第２部材と同方向にスライドし、前記リンク部材の一端
側に連結された第１スライド部材が、前記リンク部材を介して前記第２スライド部材のス
ライド方向と反対方向にスライド

筺体に回転可能に軸支された搬
送ローラと、前記カートリッジ内部に回転自在のピンチローラとを備え、前記カートリッ
ジを装着完了後、更に前記第２スライド部材の第２部材をスライドさせて、前記弾性部材
の弾性力を前記第１部材と前記リンク部材を介して、前記第１スライド部材に伝達し、前
記ピンチローラを前記搬送ローラに圧接

係合部が形成され、内部に磁気テー
プが収納されたカートリッジと、このカートリッジの前面に設けられた開閉自在の蓋体と
、前記カートリッジの係合部を係止する係止部を有する第１スライド部材と、この第１ス
ライド部材に設けられた前記カートリッジの蓋体を開閉する開閉部と、前記第１スライド
部材に連結されて前記第１スライド部材をスライドさせる第２スライド部材と、この第２
スライド部材をスライドさせる駆動源と、前記第１と第２のスライド部材をそれぞれ個別
にスライド可能に保持する筺体とを備え、前記第１スライド部材に前記カートリッジを搭
載すると、手動による搭載開始から前記駆動源による搭載完了に至るまで前記第１スライ
ド部材の開閉部を前記カートリッジの蓋体に当接させて該蓋体を開く

カートリッジの蓋体を開く動作
と同時、または、前記蓋体を開く動作の後に、前記第１スライド部材の係止部を前記カー



するようにした構成とした。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明の磁気記録再生装置の１実施の形態を図１～図１５に基づいて説明する。まず、本
発明の磁気記録再生装置１（以下装置１と称する）の概略構成は、図１、図２の斜視図に
示すように、内部に後述する各種部品が取り付けられて外形が略矩形の筺体２と、この筺
体２の上部を蓋閉するカバー３と、筺体２の前面にはカートリッジ挿入口１ａが形成され
ている。
また、装置１に装着されるカートリッジ４は、内部に磁気テープが収納され、外部の両側
面には、カートリッジ４を装置１の内部に案内するガイド部４ａ、４ｂが上下に形成され
、下方のガイド部４ａには切り欠きされた係合部４ｃが設けられている。
また、図２はカートリッジ４を装置１に装着したときの外観図で、カートリッジ４の全体
が装置１の内部に挿入されている。
【００１６】
前述したような装置１の詳細な構成を、図３～図１６に基づいて説明する。図３は装置１
のカバー３を取り去って、筺体２の内部を上方からみた概略上面図である。
まず、本発明の装置１には、複数の異なる部品を収納する筺体２が配設され、この筺体２
は、図４の上面図、および図５の正面図に示すように、金属板等をプレス加工等により、
打ち抜きおよび折り曲げされて外形が矩形に形成されている。
この筺体２は、底部に略平坦状の底板２ａが形成され、この底板２ａの図示左には、一対
の側板２ｂ、２ｂが対向状態で上方に折り曲げ形成されている。
また図４に示す図示下方の底板２ａの左右２箇所には、プレス等で略矩形の一対の窓部２
ｃ、２ｃが打ち抜き形成されている。この一対の窓部２ｃ、２ｃに挟まれた略中央部には
、図示上下方向に縦長の長孔２ｄが打ち抜き形成されている。
この長孔２ｄの周囲には、底板２ａの裏側から突き出しされて凸部２ｋが形成されている
。
【００１７】
また、長孔２ｄの図示右上方には、略矩形のヘッド取付孔２ｅが打ち抜き形成され、この
ヘッド取付孔２ｅの図示下方側の内面には、２個のストッパ２ｆが上方に切り起こし形成
されている。
また、長孔２ｄの図示上部から左斜め上方にかけて、略楕円形状のローラ取付孔２ｇが形
成されている。このローラ取付孔２ｇの図示左側で、前記左側の側板２ｂ近傍には縦長の
開口２ｈが打ち抜き形成されている。
また、図示上端部で図示左寄りには、後述するカートリッジ４をスライドさせて装置１に
装着、あるいは排出するための略矩形のモータ取付孔２ｊが形成され、このモータ取付孔
２ｊの近傍周辺には、小径で複数の丸孔が打ち抜き形成されている。
【００１８】
また、装置１に装着されるカートリッジ４は、外形が箱状に形成され、図６に示すように
左右両側面の上下には、２つのガイド部４ａ、４ｂがそれぞれ外側にレール状に突出形成
されている。また、下部側のガイド部４ａには、切り欠きされた係合部４ｃが形成されて
いる。
また、カートリッジ４の内部には、磁気テープ４ｄが収納され、この磁気テープ４ｄは両
端部が回転自在のリール４ｅ、４ｅにそれぞれ巻回されている。
また、カートリッジ４の前面側４ｆの中央部に切り欠き部４ｇが形成され、この切り欠き
部４ｇから外周部の一部がはみ出して、回転自在のピンチローラ４ｈが配設されている。
このピンチローラ４ｈの回転に連動して、テープ送りベルト４ｐを介してリール４ｅ、４
ｅが時計方向、あるいは反時計方向に回転し、磁気テープ４ｄがそれぞれのリール４ｅ、
４ｅに巻取り、あるいは巻き戻しできるようになっている。
【００１９】
また、カートリッジ４の前記切り欠き部４ｇの右側には、磁気テープ４ｄを前面側４ｆに

10

20

30

40

50

(5) JP 3570533 B2 2004.9.29

トリッジの係合部に位置させて、前記カートリッジを係止



露出させて、後述する磁気ヘッド１８に磁気テープ４ｄを摺動させるための開口部４ｊが
形成され、この開口部４ｊには開閉可能な蓋体４ｋが配設されている。
この蓋体４ｋには図示右側に端部４ｍが形成され、この端部４ｍが支持ピン４ｎに軸支さ
れて、蓋体４ｊが回動可能になっている。
また、支持ピン４ｎには、ねじりコイルバネ（図示せず）が巻回されて、カートリッジ４
が装置１に装着されていないときは、蓋体４ｋが常に開口部４ｊを蓋閉して、カートリッ
ジ４の内部にゴミ等が侵入しないようになっている。
また、図３に示すように筺体２の内部にカートリッジ４を挿入すると、このカートリッジ
４を係止して装置１の内部にスライドさせる、第１スライド部材５が筺体２の底板２ａ上
に配設されている。
【００２０】
この第１スライド部材５は、ステンレス等のバネ性のある金属板から成り、図７の斜視図
に示すように、図示手前側に基部５ａと、この基部５ａの左右両側にアーム部５ｂ、５ｃ
と、中央部に平板状のリンク支持部５ｄが形成されて、外形が略Ｅ字状になっている。
また、図示右側のアーム部５ｂの先端寄りには、略Ｕ字状のローラ保持部５ｅが上方に折
り曲げられて形成されている。このローラ保持部５ｅの上方の手前側端部が、外方に直角
に折り曲げられて、開閉部５ｆが形成されている。この開閉部４ｆは、前記カートリッジ
４が装置１内部に挿入されると、カートリッジ４の蓋体４ｋの端部４ｍが当接し、蓋体４
ｋが回動してカートリッジ４の前方に開くことができるようになっている。
【００２１】
また、前記基部５ａの図示左側のアーム部５ｃの先端寄りにも、上方に折り曲げられたロ
ーラ保持部５ｇが設けられ、このローラ保持部５ｇは、図示右側のローラ保持部５ｅと対
向状態になっている。
このローラ保持部５ｇの先端部が、直角に内方に折り曲げられてストッパ部５ｈが設けら
れている。このストッパ部５ｈは、、前記カートリッジ４を第１スライド部材５に搭載す
るときに、カートリッジ４の前面側４ｆが当接して、カートリッジ４がストッパ部５ｈよ
り内部側に押し込むことができないいようになっている。
また、前記ローラ保持部５ｅ、５ｇの外側には、コロ状の係止ローラから成る一対の係止
部５ｊ、５ｊが、それぞれ対向する位置に回転自在に軸支されている。
また、前記リンク支持部５ｄの先端寄りには、図示右側のアーム部５ｄ方向に突出する凸
部５ｋが形成され、この凸部５ｋには、一方が矩形で他方が円形の略鍵穴状のリンク取付
溝５ｍが打ち抜き形成されている。
また、リンク支持部５ｄには第１スライド部材５を、筺体２の長孔２ｄにスライド可能に
取り付けるための２個の取付孔５ｎが形成されている。
このような第１スライド部材５は、筺体２の底板２ａ上にスライド可能に取り付けられて
、前記係止部５ｊ、５ｊは、窓部２ｃ、２ｃ上、および底板２ａ上をスライド可能になっ
ている。
【００２２】
また、図３に示すように、前記第１スライド部材５のリンク取付溝５ｍには、リンク部材
６の一端側がスライド可能に軸支されて連結されている。このリンク部材６は図８に示す
ように、図示左側の他端側に略矩形の開口部６ａと、図示右側の一端側に丸孔６ｂと、前
記一端側と他端側の間で若干開口部６ａ寄りの位置に支持孔６ｃとが、それぞれプレス等
で打ち抜き形成されている。
このリンク部材６は、図３に示すように、筺体２の底板２ａにカシメ等で軸支された支持
ピン６ｄに、支持孔６ｃが挿入されて回動自在に取り付けられている。　そして、リンク
部材６は支持ピン６ｄを支点として、前記一端側と他端側とが反対方向に回動するシーソ
運動をするようになっている。
また、リンク部材６の一端側の丸孔６ｂにはガイドピン６ｅが軸支され、このガイドピン
６ｅが第１スライド部材５のリンク取付溝５ｍに位置するようになっている。そして、リ
ンク部材６が支持ピン６ｄを支点として回動すると、ガイドピン６ｅがリンク取付溝５ｍ
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内を移動し、図３に示す第１スライド部材５が矢印Ｆ、Ｇ方向にスライドするようになっ
ている。
【００２３】
また、リンク部材６の他端側の開口部６ａには、図３に示すような第２スライド部材Ｓが
筺体２の底板２ａ上にスライド可能に軸支されている。この第２スライド部材Ｓは第１部
材７と、この第１部材７の上部に配設された第２部材８の２つの部材から成り、この第１
と第２の部材７、８は、それぞれ金属板等をプレス加工で折り曲げ形成されている。
前記第１部材７は図９の斜視図に示すように、図示手前側の先端部７ａが略Ｌ字状に形成
され、この先端部７ａ寄りの左右両側が、対向状態で上方に折り曲げられた、２つのガイ
ド７ｂ、７ｂが形成されている。
【００２４】
また、この２つのガイド部７ｂ、７ｂに挟まれた平坦部を、図示上方に切り起こして押圧
部７ｃが設けられている。
前記ガイド７ｂ、７ｂの図示後方には、所定の孔径の取付孔７ｄが形成され、この取付孔
７ｄの図示後方に平坦部７ｅが形成されている。
そして、手前側の平坦部７ｅに取付孔７ｆと、後方側の平坦部７ｅに２つの取付孔７ｇ、
７ｈとが、それぞれ所定の幅で図示縦長に打ち抜き形成されている。また、前記後方側の
２つの取付孔７ｇ、７ｈは、手前側の取付孔７ｆに対して、若干図示左側にズレた状態で
形成されている。
【００２５】
また、第１部材７の図示後方の後端部７ｊには、図示右側が上方に折り曲げられてストッ
パ部７ｋが形成され、後端部７ｊの図示左側には、平坦部７ｅから突出して凹部を有する
バネ係止部７ｍが形成されている。
このような構成の第１部材７は、図３に示すように取付孔７ｄにカシメ等で支持ピン７ｎ
が取り付けられている。この支持ピン７ｎが前記リンク部材６の開口部６ａに挿入されて
、リンク部材６の他端側が抜け止めリング（図示せず）等で抜け止めされ、第２スライド
部材Ｓの第１部材７にスライド可能に軸支されている。
そして、第１部材７が図３に示す矢印Ｆ、あるいは矢印Ｇ方向にスライドすると、第２部
材７に取り付けられた支持ピン７ｎが、リンク部材６の開口部６ａ内をスライドして、リ
ンク部材６を回動するようになっている。
また、第１部材７は、図３に示す筺体２の底板２ａにカシメ等で固定された３個の固定ピ
ン７ｐに、前記３個の取付孔７ｆ、７ｇ、７ｈがそれぞれ挿入されて軸支され、底板２ａ
上を図示縦方向にスライドできるようになっている。
【００２６】
また、第１部材７の後端部７ｊ寄りの平坦部７ｅ上には、図１０に示すような、第２部材
８がスライド可能に配設されている。
この第２スライド部材Ｓの第２部材８は金属板等から成り、横方向に延びる基部８ａと、
この基部８ａと直交する縦方向に縦長の支持部８ｂとが形成されて、外形が略Ｔ字状にな
っている。
そして基部８ａには一方が略矩形で他方が円形に形成された、横長のカム溝８ｃが打ち抜
き形成されている。また、支持部８ｂの図示下方側に先端部８ｄと、図示上方に後端部８
ｅとが形成され、支持部８ｂ上には縦長で矩形の２個の取付孔８ｆ、８ｇが打ち抜き形成
されている。また、前記支持部８ｂの先端部８ｄ側の図示左側には、凹部を有するバネ係
止部８ｈが突出して形成されている。
【００２７】
このような構成の第２部材８は、図３に示すように、第１部材７の２個の取付孔７ｇ、７
ｈに挿入された２個の固定ピン７ｐ、７ｐに、取付孔８ｆ、８ｇが挿入されて、前記固定
ピン７ｐ、７ｐにそれぞれＥワッシャ（図示せず）等で抜け止めされ、第１部材７上にス
ライド可能に取り付けらっれている。
そして、第２スライド部材Ｓは、第１部材７と第２部材８との、それぞれのバネ係止部７
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ｍ、８ｈに、コイルバネ等から成る弾性部材９が張架され、この弾性部材９の弾性力によ
り、第２部材８の後端部８ｅが、第１部材７のストッパ部７ｋに当接した状態になってい
る。
【００２８】
また、第２部材８の基部８ａの下面側には、図３に示すように、金属板等から成り外周部
に歯車が形成されたカム部材１０が配設され、このカム部材１０は筺体２の底面２ａに回
転自在に軸支されている。前記カム部材１０の回転中心から離れた位置に駆動ピン１０ａ
が取り付けられている。
また、カム部材１０の図示右側には、カム部材１０の外周部の歯車に噛み合うピニオンギ
ア１１ａと、径の大きな平歯車１１ｂとから成る２段歯車１１が配設され、この２段歯車
１１は、筺体２の底板２ａに回転自在に軸支されている。
また、２段歯車１１の図示上方には、２段歯車１１の平歯車１１ｂに噛み合う２段ピニオ
ン１２が配設され、この２段ピニオン１２は筺体２の底板２ａに回転自在に軸支されてい
る。前記２段ピニオン１２は、上部と下部に、径の異なるピニオンギアが一体に形成され
、上部には前記２段歯車１１の平歯車１１ｂが噛み合う小ピニオンギア１２ａが形成され
、下部に小ピニオンギア１２ａより外形の大きな大ピニオンギア１２ｂが形成されている
。
また、前記カム部材１０の図示上方のモータ取付孔２ｊには、モータ等から成る駆動源１
３が取り付けられている。この駆動源１３の回転軸にはウオームギア１３ａが圧入等で取
り付けられ、このウオームギア１３ａが前記２段ピニオン１２の大ピニオン１２ｂと噛み
合うようになっている。
【００２９】
また、図３に示す筺体２の図示右側の側板２ｂには、図１１に示すような縦長の作動部材
１４がスライド可能に取り付けられている。この作動部材１４は金属板等から成り、前記
右側の側板２ｂにスライド可能に取り付けられる取付部１４ａと、この取付部１４ａから
図示左側に階段状に折り曲げられたアーム部１４ｂとから成り、このアーム部１４ｂには
、手前側端部が図示左側に折り曲げられて先端部１４ｃが形成されている。
また、取付部１４ａの下方側が図示左方向に折り曲げられて、平坦状の作動部１４ｄが形
成され、この作動部１４ｄに連接する後端部１４ｅが下方側に折り曲げ形成されている。
前記取付部１４ａの上端寄りには、取付部１４ａの長手方向２個の取付孔１４ｆ、１４ｇ
が、直列状に打ち抜き形成されている。
【００３０】
また、前記アーム部１４ｂの下方側が図示左側に折り曲げられて底板１４ｈが形成され、
この底板１４ｈの手前側端部が上方に折り曲げられて、バネ係止部１４ｊが形成され、こ
のバネ係止部１４ｊには丸孔が形成されている。
また、アーム部１４ｂと対向する図示左側には、底板１４ｈの左側端部が上方側に折り曲
げられた当接部１４ｋが形成されている。
前記作動部材１４は、カートリッジ４を第１スライド部材５上に搭載するときに、カート
リッジ４の前面側４ｆの右側端部で、前記当接部１４ｋが押圧され、作動部材１４もカー
トリッジ４と一緒に装置１の内部側にスライド移動するようになっている。
【００３１】
また、作動部材１４のバネ係止部１４ｊと、第１スライド部材５の開閉部５ｆとに形成さ
れている、それぞれの丸孔にコイルバネ１５が張架され、装置１に装着されたカートリッ
ジ４を取り出すイジェクト動作のときに、第１スライド部材５が矢印Ｇ方向にスライドす
ると、コイルバネ１５で作動部材１４が引っ張られ、作動部材１４も矢印Ｇ方向のカート
リッジ挿入口１ａ側にスライドするようにな　また、図３に示す筺体２の底板２ａのヘッ
ド取付孔２ｅの図示左側には、前記駆動源１３とは別の図示しない駆動源により、回転可
能な搬送ローラ１８が取り付けられている。この搬送ローラ１８は、外周部にゴム等の摩
擦部材が取り付けられ、カートリッジ４のピンチローラ４ｈが圧接されて回転するときに
、ピンチローラ４ｈがスリップしないようになっている。
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また、ヘッド取付孔２ｅの２つのストッパ２ｆ寄りには、磁気ヘッド１８が図示しない部
材に取り付けられて配設されている。
また、筺体２の図示左側の側板２ｂの手前側には、縦長のイジェクトボタン１９がスライ
ド可能に取り付けられている。
【００３２】
前述したような構成の本発明の装置１の動作を説明すると、まず、カートリッジ４を挿入
する前の装置１の内部には、図３に示すように第１スライド部材５がカートリッジ挿入口
１ａ側に位置し、一対の係止ローラから成る係止部５ｊ、５ｊが、筺体２のそれぞれの窓
部２ｃ、２ｃに位置した状態になっている。
この状態の装置１に、２点鎖線で示すカートリッジ４を装着するローディング動作は、ま
ずカートリッジ挿入口１ａから、カートリッジ４を矢印Ｆ方向に挿入する。
すると、筺体２の左右両側の側板２ｂ、２ｂのカートリッジ挿入口１ａ寄りに配設されて
いる案内レール（図示せず）に、カートリッジ４の左右のガイド部４ａ、４ｂが案内され
て、カートリッジ４が筺体２の内部に侵入する。
すると図１２に示すように、カートリッジ４のガイド部４ａの先端部が、第１スライド部
材５の係止部５ｊを、筺体２の窓部２ｃ内に押し下げる。
この状態から更にカートリッジ４を装置１の内部に押し込むと、カートリッジ４の蓋体４
ｋの端部４ｍが、第１スライド部材５の開閉部５ｆに当接して、蓋体４ｋがカートリッジ
４の前方に開かれる。
【００３３】
前記蓋体４ｋを開く動作と同時、または、蓋体４ｋを開いた後、更にカートリッジ４を装
置１の内部に押し込むことにより、前記筺体２の窓部２ｃ内に押し下げられていた係止部
５ｊが、図１３に示すように、窓部２ｃの位置で係合部４ｃに位置し、係止部５ｊが元の
水平状態に弾性復帰して、係止部５ｊでカートリッジ４の係合部４ｃを係止する。
この係止部５ｊが水平状態に弾性復帰することにより、挿入していたカートリッジ４にク
リック感が生じて、第１スライド部材５の係止部５ｊがカートリッジ４を係止したことを
、操作者が認識することができる。
【００３４】
また、装置１の内部にカートリッジ４を挿入する慣性力によって、カートリッジ４は更に
装置１の内部側に押し込まれるが、第１スライド部材５のストッパ部５ｈに、カートリッ
ジ４の前面側４ｆの左端部が当接して、これ以上カートリッジ４を装置１の内部に挿入す
ることができないようになっている。
また、第１スライド部材５にカートリッジ４を搭載する動作で、カートリッジ４の前面側
４ｆの右端部が、作動部材１４の当接部１４ｋに当接して、作動部材１４を装置１の内部
側に移動する。
すると、作動部材１４の作動部１４ｄが、スイッチ等から成る検出部材（図示せず）を作
動して、この検出部材がＯＮする。この検出部材がＯＮすると、モータ等から成る駆動源
１３の回転が開始する。
【００３５】
この駆動源１３の回転が、図３に示す２段ピニオンギア１２を介して、２段歯車１１と、
カム部材１０とに伝達され、このカム部材１０が回転する。
そして、このカム部材１０の回転にともなって、駆動ピン１０ａが第２スライド部材Ｓの
第２部材８のカム溝８ｃ内を移動して、駆動ピン１０ａは図１５に示すように下方側に位
置する。
すると、第２スライド部材Ｓは、前記弾性部材９の作用で、題意２部材８の下部にスライ
ド可能に取り付けられている第１部材７が、第２部材８と同方向にスライドし、第１部材
７の支持ピン７ｎにスライド可能濡時櫛されているリンク部材６の他端側が矢印Ｇ方向に
スライドする。
そして、リンク部材６は支持ピン６ｄを回動中心として反時計方向に回動し、カートリッ
ジ４を搭載した第１スライド部材５が、第２スライド部材Ｓのスライド方向と反対方向の
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、矢印Ｆ方向にスライドする。
【００３６】
この第１スライド部材Ｓが矢印Ｆ方向にスライドすると、底板２ａの窓部２ｃに位置して
いた係止部５ｊは、図１４に示すように筺体２の底板２ａ上にスライド移動し、係止部５
ｊの矢印Ｈ方向の下方側への動きが規制され、係止部５ｊでカートリッジ４の係合部４ｃ
を係止した状態を維持することができる。
そのために、カートリッジ４を装置１から取りだそうとしても、係止部５ｊが下方に逃げ
ることができないので、カートリッジ４を装置１から取り出すことができない。
【００３７】
前述のように、係止部５ｊでカートリッジ４を係止した後、更に駆動源１３を駆動させて
第１スライド部材５を矢印Ｆ方向にスライドさせると、カートリッジ４のピンチローラ４
ｈが搬送ローラ１７に当接し、弾性部材９の作用でピンチローラ４ｈが搬送ローラ１７に
圧接され、カートリッジ４が装置１に装着されてローディング動作が終了すると共に、駆
動源１３の駆動が停止する。このとき磁気ヘッド１８のテープ摺接面に磁気テープ４ｄが
摺接される。
そして、外部のコンピュータ（図示せず）等からの指令で、図示しない駆動源を回転させ
搬送ローラ１７を回転させて、ピンチローラ４ｈを回転させ、このピンチローラの回転に
連動して、テープ送りベルト４ｐを介してリール４ｅが回転して、磁気テープ４ｄを搬送
し、この磁気テープ４ｄに磁気ヘッド１８で記録再生を行うことができる。
【００３８】
また、装置１からカートリッジ４を取り出すイジェクト動作は、イジェクトボタン１９の
先端部１９ａを操作者が押圧して、筺体２の内部の図示しないスイッチをＯＮする。
すると、駆動源１３が回転して、カム部材１０が回転して駆動ピン１０ａが、図３に示す
上方側に移動して、第２スライド部材Ｓが矢印Ｆ方向に移動する。すると、リンク部材６
が支持ピン６ｄを回動中心として時計方向に回動し、ガイドピン６ｅが矢印Ｇ方向に移動
して、第１スライド部材５がカートリッジ挿入口１ａ側にスライドする。
【００３９】
すると、図１４に示す底板２ａ上に位置していた第１スライド部材５の係止部５ｊが、カ
ートリッジ４を係止した状態で、図１３に示す筺体２の底板２ａの窓部２ｃに位置し、図
３に示すようにカートリッジ４の後端側が装置１の外部に排出されて、カートリッジ４の
イジェクト動作が終了する。
この状態から、カートリッジ４を抜き取ると、カートリッジ４のガイド部４ａで、係止部
５ｊが下方の窓部２ｃ内に押圧されて下方に逃げ、カートリッジ４を装置１の外部に容易
に取り出すことができる。
即ち、本発明の装置１は、底板２ａの窓部２ｃに係止部５ｊが位置しているとき、第１ス
ライド部材５にカートリッジ４を着脱する動作で、係止部５ｊを上下動させて、係止部５
ｊでカートリッジ４の係合部４ｃを係脱することができるようになっている。
【００４０】
また、本発明の装置１は、係合部４ｃが形成され、内部に磁気テープ４ｄが収納されたカ
ートリッジ４と、前記係合部４ｃを係止する係止部５ｊを有する第１スライド部材５と、
この第１スライド部材５に連結されて前記第１スライド部材５をスライドさせる第２スラ
イド部材Ｓと、前記第１と第２のスライド部材５、Ｓとをそれぞれ個別にスライド可能に
保持する筺体２とを備え、前記第１スライド部材５の係止部５ｊで前記カートリッジ４の
係合部４ｃに係止して、前記第１と第２のスライド部材５、Ｓのスライドにより前記カー
トリッジ４をスライドさせて着脱するようになっている。
また、前述した本発明の装置１では、第２スライド部材Ｓを第１部材７と第２部材８の２
つの部材で説明したが、第２スライド部材を１つの部材にしたものでもよい。このときは
弾性部材９をなくすことができる。
【００４１】
【発明の効果】
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本発明の磁気記録再生装置は、第１スライド部材の係止部でカートリッジの係合部を係止
して、前記第１と第２のスライド部材のスライドにより前記カートリッジをスライドさせ
て着脱するようにしたので、カートリッジの着脱をスムーズに行うことができる。また、
カートリッジの係止を確実に行うことができ、磁気記録再生装置に振動等が加わっても、
カートリッジが振動しにくく、高精度の記録再生が可能な磁気記録再生装置を提供するこ
とができる。
【００４２】
また、筺体は窓部を有する底板を備え、前記第１スライド部材の前記係止部は、前記窓部
上、および前記底板上にスライド可能に配設され、前記窓部に前記係止部が位置している
とき、前記第１スライド部材に前記カートリッジを着脱する動作で、前記係止部を前記窓
部内で上下動させて、前記係止部で前記カートリッジの係合部を係脱するようにしたので
、カートリッジを第１スライド部材に着脱する作業を、軽い力でスムーズに行うことがで
き、力の弱い人でも無理なくカートリッジを装着することができる。
【００４３】
また、前記第１スライド部材に搭載された前記カートリッジが、前記窓部の位置で前記係
止部を前記係合部に位置させて、前記カートリッジを係止した状態で、前記第１スライド
部材をスライドさせて、前記係止部を前記窓部から前記底板上に移動させ、前記係止部の
下方への動きを規制させて、前記係止状態を維持するようにしたので、カートリッジを係
止後は、カートリッジの動きが規制されて、高精度の記録再生ができる磁気記録再生装置
を提供することができる。
【００４４】
また、前記第１と第２のスライド部材を連結するリンク部材を備え、このリンク部材の一
端側を前記第１スライド部材に、他端側を前記第２スライド部材にそれぞれ連結すると共
に、前記リンク部材の一端側と他端側の間を前記筺体の底板に回動可能に軸支して、前記
第２スライド部材をスライドさせると、前記第１スライド部材が前記リンク部材を介して
、前記第２スライド部材のスライド方向と反対方向にスライドするようにしたので、前記
リンク部材のシーソ運動で第１スライド部材に係止したカートリッジを、スライドさせる
ことができ、小型化が可能な磁気記録再生装置を提供することができる。
【００４５】
また、前記第２スライド部材は第１部材と第２部材とから成り、この第１部材と第２部材
との間に張架された弾性部材を備え、前記リンク部材の他端側を前記第１部材に連結し、
前記第２部材をスライドさせると前記第１部材が前記弾性部材を介して前記第２部材と同
方向にスライドし、前記リンク部材の一端側に連結された第１スライド部材が、前記リン
ク部材を介して前記第２部材のスライド方向と反対方向にスライドするようにしたので、
前記弾性部材の弾性力でカートリッジを確実に搬送ローラに圧接することができ、高精度
の記録再生ができる磁気記録再生装置を提供することができる。
【００４６】
また、前記筺体に回転可能に軸支された搬送ローラと、前記カートリッジ内部に回転自在
のピンチローラとを備え、前記カートリッジを装着完了後、更に前記第２スライド部材の
第２部材をスライドさせて、前記弾性部材の弾性力を前記第１部材と前記リンク部材を介
して、前記第１スライド部材に伝達し、前記ピンチローラを前記搬送ローラに圧接するよ
うにしたので、前記ピンチローラで磁気テープを確実に搬送ローラに圧接して搬送するこ
とができ、搬送ローラとピンチローラとがスリップしたりすることがない。
【００４７】
また、第１スライド部材にカートリッジを搭載すると、前記第１スライド部材の開閉部で
前記カートリッジの蓋体を開くようにしたので、第１スライド部材をスライドさせる前に
、第１スライド部材にカートリッジを搭載するときに蓋体を開くことができる。そのため
に、第１スライド部材をスライドさせるための駆動源の駆動力を小さくすることができ、
低消費電力の磁気記録再生装置を提供することができる。
【００４８】
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また、前記カートリッジの蓋体を開く動作と同時、または、前記蓋体を開く動作の後に、
前記第１スライド部材の係止部を前記カートリッジの係合部に位置させて、前記カートリ
ッジを係止するようにしたので、蓋体が確実に開かれてからカートリッジを係止した第１
スライド部材をスライドさせることができる。そのために、開閉途中の蓋体が磁気ヘッド
等にぶつかることがなく、誤動作等の発生しにくい磁気記録再生装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の磁気記録再生装置、およびカートリッジの概略斜視図。
【図２】本発明の磁気記録再生装置にカートリッジを装着した状態の概略斜視図。
【図３】本発明の磁気記録再生装置の筺体内部を説明する概略上面図。
【図４】本発明の磁気記録再生装置の筺体の上面図。
【図５】本発明の磁気記録再生装置の筺体の正面図。
【図６】本発明の磁気記録再生装置に用るカートリッジの斜視図。
【図７】本発明の磁気記録再生装置の第１スライド部材の斜視図。
【図８】本発明の磁気記録再生装置のリンク部材の平面図と断面側面図。
【図９】本発明の磁気記録再生装置の第２スライド部材の第１部材の斜視図。
【図１０】本発明の磁気記録再生装置の第２スライド部材の第２部材の平面図。
【図１１】本発明の磁気記録再生装置の作動部材の斜視図。
【図１２】本発明の磁気記録再生装置の動作を説明する要部断面側面図。
【図１３】本発明の磁気記録再生装置の動作を説明する要部断面側面図。
【図１４】本発明の磁気記録再生装置の動作を説明する要部断面側面図。
【図１５】本発明の磁気記録再生装置の動作を説明する概略上面図。
【図１６】従来の磁気記録再生装置の概略平面図。
【図１７】従来の磁気記録再生装置の要部断面図と要部側面図。
【符号の説明】
１　本発明の磁気記録再生装置
１ａ　カートリッジ挿入口
２　筺体
２ａ　底板
２ｄ　側板
２ｃ　窓部
２ｅ　ヘッド取付部
３　カバー
４　　カートリッジ
４ａ、４ｂ　ガイド部
４ｃ　係合部
４ｄ　磁気テープ
４ｅ　リール
４ｆ　前側面
４ｈ　ピンチローラ
４ｋ　蓋体
４ｍ　端部
４ｐ　テープ送りベルト
５　第１スライド部材
５ａ　基部
５ｆ　開閉部
５ｊ　係止部
６　　リンク部材
７　第１部材
７ｍ　バネ係止部
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８　第２部材
８ｃ　カム溝
８ｇ　バネ係止部
９　弾性部材
１０　カム部材
１０ａ　駆動ピン
１１　２段歯車
１２　２段ピニオン
１３　駆動源
１３ａ　ウオームギア
１４　作動部材
１４ａ　取付部
１４ｊ　バネ係止部
１５　　コイルバネ
１７　搬送ローラ
１８　磁気ヘッド
１９　イジェクトボタン
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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