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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着されたディスクを回転駆動させる回転手段と、前記回転手段を固定するシャーシと
、前記シャーシに固定されたディスク半径方向に略平行な主ガイド軸及び副ガイド軸と、
ディスクに対して記録再生を行う光ピックアップを保持するスライドベースとを備え、
　前記スライドベースの第１の軸受け及び第２の軸受けが、それぞれ前記主ガイド軸及び
副ガイド軸に係合され、前記スライドベースの前記第１の軸受け側に設けられたガイドラ
ックが、一端側で前記主ガイド軸と平行に設置された送りねじ部と係合され、前記送りね
じ部の回転に応じて、前記ガイドラックが前記送りねじ部に沿って移動することにより、
前記スライドベースが前記シャーシに対してディスク半径方向に移動可能となっている光
ディスク装置において、
　前記第２の軸受けは、前記スライドベースと一箇所で接触し、
　前記主ガイド軸及び副ガイド軸は円柱形状であり、かつ前記副ガイド軸の直径が前記主
ガイド軸の直径よりも大きいことを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
　前記副ガイド軸の断面が中空軸形状であることを特徴とする請求項１記載の光ディスク
装置。
【請求項３】
　前記副ガイド軸の断面二次モーメントと前記主ガイド軸の断面二次モーメントとの比が
１．４以上であることを特徴とする請求項１または２に記載の光ディスク装置。
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【請求項４】
　装着されたディスクを回転駆動させる回転手段と、前記回転手段を固定するシャーシと
、前記シャーシに固定されたディスク半径方向に略平行な主ガイド軸及び副ガイド軸と、
ディスクに対して記録再生を行う光ピックアップを保持するスライドベースとを備え、
　前記スライドベースの第１の軸受け及び第２の軸受けが、それぞれ前記主ガイド軸及び
副ガイド軸に係合されることにより、前記スライドベースが前記シャーシに対してディス
ク半径方向に移動可能となっている光ディスク装置において、
　前記副ガイド軸の両端は、前記シャーシに固定された支持部で支持され、前記副ガイド
軸の側面は、樹脂製の連結材を介して前記シャーシと連結され、
　前記主ガイド軸は円柱形状であり、前記副ガイド軸は前記第２の軸受けに係合しない部
分において軸方向に伸びる溝を形成した円柱形状であり、前記溝には前記シャーシに連結
されるための板状部材が係合されていることを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光ディスク装置に係り、特に、コンパクトディスク（ＣＤ）、ディジタルバー
サタイルディスク（ＤＶＤ）、ブルーレイディスク（ＢＤ）等に採用可能であり、記録再
生を行う際の信号の読み取り誤りや、書き込み誤りを防止するための防振手段を備えた光
ディスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光ディスク装置には、記録再生を行う際の信号の読み取り誤りや、書き込み誤り
を防止するための何らかの防振手段が施されている。
【０００３】
　例えば、コンパクトディスク、ディジタルバーサタイルディスク等の光ディスク装置の
防振手段としては、ガイド軸自体や前記ガイド軸を支持する支持部を樹脂で形成するもの
がある。
【０００４】
　光ディスク装置の主要な構成要素であるガイド軸には、主ガイド軸と副ガイド軸とが存
在するが、従来の光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸の長さは、光ピックアップが
移動するストロークの関係から、一般に、両者とも同じ長さであり、またコスト面から、
主ガイド軸と副ガイド軸は、同じ材質の金属で製造されることが多く、また、両者とも同
じ形状（軸形状）に形成されることが多い。
【０００５】
　近年、ブルーレイディスク装置などの高記録容量の光ディスク装置においては高い位置
決め精度が要求されており、特に、フォーカス方向及びトラッキング方向の位置決め精度
には、従来の光ディスク装置に比べ、高い精度が要求されている。
【０００６】
　なお、この分野の特許文献として、例えば、特許文献１には、主ガイド軸に支持される
第１及び第２の軸受けと、副ガイド軸に支持される第３の軸受けとを備え、前記第３の軸
受けの支点の位置を、前記第１及び第２の軸受け部の支点を結ぶ線分の中点と、光ピック
アップを含むスライドベースの重心とを結ぶ直線上に配置するように構成する技術が開示
されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－３１１３６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記背景技術で述べた従来の光ディスク装置にあっては、例えば、前述
の特許文献１に開示された技術の場合、光ピックアップの振動及びガイド軸の振動共振状
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態を防止する方法までは開示されていないので、これだけでは防振効果が十分ではないと
いう問題点があった。
【０００９】
　特に、ブルーレイディスク装置などの高記録容量の光ディスク装置においては、前述の
とおり、フォーカス方向及びトラッキング方向の位置決め精度には、従来の光ディスク装
置に比べ、高い精度が要求されているが、従来は、主ガイド軸と副ガイド軸との振動共振
状態を防止するための効果的な対策が講じられていなかった。
【００１０】
　より具体的には、従来の光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸の長さは、ディスク
の内周、外周を移動する光ピックアップストロークの関係から、両者とも同じ長さに設定
されており、また、コスト面から、主ガイド軸と副ガイド軸は、同じ金属素材で製造され
ており、さらに、両者とも同じ形状（軸形状）に形成されていた。このため、光ディスク
に情報を記録・再生するための動作時、即ち、スライドベース自体の移動時において、光
ピックアップを含めた主ガイド軸系の固有振動数と副ガイド軸系の固有振動数とが同じ値
となるので、ここに主ガイド軸と副ガイド軸との間の振動共振状態が生じることになり、
かつその振動数の条件において、光ピックアップのフォーカス方向の振動特性を悪化させ
るという問題点が生じており、近年、このような問題点は益々顕在化してきている。
【００１１】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、主ガイド軸と副ガイド軸
との間で引き起こされる振動共振を抑制し、光ピックアップのフォーカス制御の外れやト
ラッキング制御の外れを防止することができる光ディスク装置を提供することを目的とし
ている。
【００１２】
　本発明の他の目的は、従来の製造方法を大きく変更することなく、主ガイド軸と副ガイ
ド軸との間で引き起こされる振動共振を抑制し、光ピックアップのフォーカス制御の外れ
やトラッキング制御の外れを防止することができる光ディスク装置を提供することにある
。
【００１３】
　本発明の他の目的は、主ガイド軸を構成する素材と副ガイド軸を構成する素材とを同じ
素材としても、主ガイド軸と副ガイド軸との間で引き起こされる振動共振を抑制できて、
光ピックアップのフォーカス制御の外れやトラッキング制御の外れを防止することができ
る光ディスク装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記解決課題に鑑みて鋭意研究の結果、本発明者は、光ピックアップを保持するスライ
ドベースを案内する主ガイド軸と副ガイド軸との断面形状や断面積を異ならせて、両者の
振動共振を抑制することに想到した。
【００１５】
　すなわち、本発明は、装着されたディスクを回転駆動させる回転手段と、前記回転手段
を固定するシャーシと、前記シャーシに固定されたディスク半径方向に略平行な主ガイド
軸及び副ガイド軸と、ディスクに対して記録再生を行う光ピックアップを保持するスライ
ドベースとを備え、前記スライドベースの第１の軸受け及び第２の軸受けが、それぞれ前
記主ガイド軸及び副ガイド軸に係合されることにより、前記スライドベースが前記シャー
シに対してディスク半径方向に移動可能となっている光ディスク装置において、前記主ガ
イド軸及び副ガイド軸は円柱形状であり、かつ前記主ガイド軸の断面形状と前記副ガイド
軸の断面形状とが異なっていることを特徴とする光ディスク装置を提供するものである。
【００１６】
　このように構成することで、主ガイド軸と副ガイド軸の断面二次モーメントの相違によ
り、両者の固有振動数を異なる数値とすることができるので、主ガイド軸と副ガイド軸と
の間で引き起こされる振動共振を抑制することが可能となり、これにより、光ピックアッ
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プのフォーカス制御の外れやトラッキング制御の外れを防止することができる光ディスク
装置を実現している。
【００１７】
　本発明は、また、装着されたディスクを回転駆動させる回転手段と、前記回転手段を固
定するシャーシと、前記シャーシに固定されたディスク半径方向に略平行な主ガイド軸及
び副ガイド軸と、ディスクに対して記録再生を行う光ピックアップを保持するスライドベ
ースとを備え、前記スライドベースの第１の軸受け及び第２の軸受けが、それぞれ前記主
ガイド軸及び副ガイド軸に係合されることにより、前記スライドベースが前記シャーシに
対してディスク半径方向に移動可能となっている光ディスク装置において、前記主ガイド
軸及び副ガイド軸は円柱形状であり、かつ前記副ガイド軸の断面が中空軸形状であること
を特徴とする光ディスク装置を提供するものである。
【００１８】
　このように構成することで、主ガイド軸と副ガイド軸の断面形状の相違により、両者の
固有振動数を異なる数値とすることができるので、主ガイド軸と副ガイド軸との間で引き
起こされる振動共振を抑制することが可能となり、これにより、光ピックアップのフォー
カス制御の外れやトラッキング制御の外れを防止することができる光ディスク装置を実現
している。
【００１９】
　本発明の光ディスク装置において、前記副ガイド軸の直径が前記主ガイド軸の直径より
も大きいことを特徴とする。また、前記副ガイド軸の断面二次モーメントと前記主ガイド
軸の断面二次モーメントとの比が１．４以上であることが好ましい。
【００２０】
　本発明は、また、装着されたディスクを回転駆動させる回転手段と、前記回転手段を固
定するシャーシと、前記シャーシに固定されたディスク半径方向に略平行な主ガイド軸及
び副ガイド軸と、ディスクに対して記録再生を行う光ピックアップを保持するスライドベ
ースとを備え、前記スライドベースの第１の軸受け及び第２の軸受けが、それぞれ前記主
ガイド軸及び副ガイド軸に係合されることにより、前記スライドベースが前記シャーシに
対してディスク半径方向に移動可能となっている光ディスク装置において、前記主ガイド
軸は円柱形状であり、前記副ガイド軸は前記第２の軸受けに係合しない部分において軸方
向に伸びる溝を形成した円柱形状であり、前記溝には前記シャーシに連結されるための板
状部材が係合されていることを特徴とする光ディスク装置を提供するものである。
【００２１】
　このように構成することで、前記板状部材の振動吸収作用により、主ガイド軸と副ガイ
ド軸との間で引き起こされる振動共振を抑制することが可能となり、これにより、光ピッ
クアップのフォーカス制御の外れやトラッキング制御の外れを防止することができる光デ
ィスク装置を実現している。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明の光ディスク装置によれば、ディスクとピックアップの相
対位置ずれを無くし、スライドベースを含めたガイド軸の軸振動共振を抑制し、ディスク
情報の記録・再生誤りを防止することができる効果がある。また、前記の効果を有する光
ディスク装置を、従来の光ディスク装置の製造工程を踏襲して実現することができるので
、追加的な設備コストが不要となる効果がある。さらに、前記の効果を有する光ディスク
装置を、主ガイド軸と副ガイド軸とに同じ材料を使用して実現することができるので、信
頼性が高くなり、かつ材料コストを節約できる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の光ディスク装置を実施するための最良の形態
を詳細に説明する。図１～図９は、本発明の実施の形態を例示する図であり、これらの図
において、同一の符号を付した部分は同一物を表わし、基本的な構成及び動作は同様であ
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るものとする。
【００２４】
〔第１の実施形態〕
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置の全体構成を示す平面図である
。同図において、本実施形態の光ディスク装置は、他の構成要素全体を支える基材となる
シャーシ１と、光ディスクを回転させるためのスピンドルモータ２と、光ピックアップ３
と、光ピックアップ３を含むスライドベース４と、スライドベース４の移動機構が設けら
れたガイドラック５と、光ピックアップ３の移動をガイドする主ガイド軸６ａと、主ガイ
ド軸６ａと共に光ピックアップ３の移動をガイドする副ガイド軸６ｂと、スライドベース
４を移動させるための駆動力を発生させる送りモータ７と、主ガイド軸６ａを所定の位置
及び所定の姿勢に調整して支持するガイド支持部８ａ、８ｂと、副ガイド軸６ｂを所定の
位置及び所定の姿勢に調整して支持するガイド支持部８ｃ、８ｄと、ガイドラック５に送
りモータ７の駆動力を伝える送りねじ部９と、を備えて構成される。
【００２５】
　主ガイド軸６ａは、形状が円柱状で、スライドベース４のガイドラック５側に係合され
ており、光ピックアップ３の光ディスク半径方向への移動を案内する。副ガイド軸６ｂは
、形状が円柱状で、スライドベース４のガイドラック５が取り付けられた側とは反対側の
部分に係合されており、光ピックアップ３の光ディスク半径方向への移動を主ガイド軸５
ａと共に案内する。送りねじ部９は、送りモータ７によって回転駆動され、ガイドラック
５に送りモータ７の駆動力を伝える。
【００２６】
　シャーシ１、光ピックアップ３、主ガイド軸６ａ、及び副ガイド軸６ｂは、金属を素材
として構成されている。主ガイド軸６ａと副ガイド軸６ｂは、同種の素材で構成すること
が可能である。ガイド支持部８ａ、８ｂ、及びガイド支持部８ｃ、８ｄは、樹脂を素材と
して構成されている。
【００２７】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置のスライドベース４の構成を示
す斜視図である。同図において、上記スライドベース４には、２個の第１の軸受け１０ａ
、１０ｂと、第２の軸受け１１とが設けられている。第１の軸受け１０ａ、１０ｂの形状
は、主ガイド軸６ａを貫通させる穴形状であり、これにより、主ガイド軸６ａの垂直方向
及び水平方向の動きを規制できるようにしている。第２の軸受け１１の形状は、コの字形
状であり、その内径は、副ガイド軸６ｂの直径よりも大きく設定されており、これにより
、ガイド支持部８ｃ、８ｄが、副ガイド軸６ｂを所定の位置及び所定の姿勢に調整できる
ようにしている。
【００２８】
　図３は、本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸のＡ
－Ｂ断面を示す断面図である。同図に示す断面図は、図１に示す光ディスク装置の主ガイ
ド軸６ａと副ガイド軸６ｂに関するＡ－Ｂ断面を示しているが、本実施の形態では、副ガ
イド軸６ｂの直径を、主ガイド軸６ａの直径よりも大きく設定する構成としている。
【００２９】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置のガイド軸共振の変形モードを
示す説明図であり、図４（ａ）は、１次のガイド軸共振の変形モード図（同位相）を示し
、図４（ｂ）は、２次のガイド軸共振の変形モード図（逆位相）を示すものである。
【００３０】
　主ガイド軸６ａと副ガイド軸６ｂの断面形状を同一とした場合、光ディスクに情報を記
録、再生する動作時、即ちスライドベース４の移動時において発生する１次のガイド軸共
振の変形モード図（同位相）は、図４（ａ）で示される。また、スライドベース４の移動
時において発生する２次のガイド軸共振の変形モード図（逆位相）は、図４（ｂ）で示さ
れる。
【００３１】



(6) JP 4603478 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

　図４（ａ）及び（ｂ）において、破線で示す領域は、スライドベース４が存在する部分
を示している。スライドベース４の移動時においては、スライドベース４を含むガイド軸
が同位相で変形または、逆位相で変形している場合が最も振幅が大きい。この場合は、即
ち光ピックアップとディスク間の相対変位が大きくなり、サーボ外れの原因となる。本実
施の形態では、サーボが外れてしまう問題を解決したものである。
【００３２】
　以下、本実施形態に係る光ディスク装置の具体的な動作を説明する。
【００３３】
　本実施形態に係る光ディスク装置の場合、主ガイド軸６ａの共振周波数では、副ガイド
軸６ｂは共振状態にはならない。即ち、本実施の形態に係る光ディスク装置の特徴的な機
能は、主ガイド軸６ａの断面二次モーメントと副ガイド軸６ｂの断面二次モーメントとを
相違させることによって、両者の固有振動数を相違させるようにしたことにある。より具
体的には、一般に、ガイド軸が円柱状の場合、直径をｄとして、ガイド軸の断面二次モー
メントＺは、次式で表される。
【００３４】
【数１】

【００３５】
　ここで、主ガイド軸の断面二次モーメントをＺ１（＝１）とし、副ガイド軸の断面二次
モーメントをＺ２とすると、本実施の形態に係る光ディスク装置では、その比Ｚ２／Ｚ１
が、１．４以上となるように構成している。
【００３６】
　以下、本実施の形態に係る光ディスク装置の構成を前記のとおりとした時の、光ピック
アップ３部分の振幅について説明する。図５は、本実施の形態に係る光ディスク装置の主
ガイド軸と副ガイド軸の断面二次モーメント比と光ピックアップ部の振幅との関係を示し
たグラフである。同図の横軸は、主ガイド軸６ａの断面二次モーメントと副ガイド軸６ｂ
の断面二次モーメントとの比を示し、同図の縦軸は光ピックアップの振幅比を示す。
【００３７】
　図５では、主ガイド軸６ａと副ガイド軸６ｂとの断面二次モーメントが仮に等しいとし
た場合（即ち、仮に、従来と同様に主ガイド軸６ａの直径と副ガイド軸６ｂの直径が等し
いとした場合）の光ピックアップ部（光ピックアップ３部分）の振幅比を１としている。
同図に示すように、断面二次モーメント比（Ｚ２／Ｚ１）が増加するに連れて、光ピック
アップ部の振幅比は減少し、光ピックアップの振幅比は、０．５に漸近している。特に、
主ガイド軸６ａと副ガイド軸６ｂとの断面二次モーメント比が１．４以上となる辺りから
、光ピックアップ部の振幅比の減少の割合は大きくなることが理解される。よって、主ガ
イド軸６ａと副ガイド軸６ｂとの断面二次モーメント比を１．４以上とする構成をとるこ
とにより、主ガイド軸６ａと副ガイド軸６ｂの共振時の振幅を小さくすることが可能とな
り、結果として光ピックアップ部の振動も抑えられ、フォーカス制御の外れや、トラッキ
ング制御の外れなどを防ぐことができる。
【００３８】
　また、副ガイド軸６ｂと軸受け（第２の軸受け１１）との接点は１箇所だけであり、本
実施の形態に係る光ディスク装置では前述の構成をとることにより、副ガイド軸６ｂの断
面形状を大きくすることができるので、副ガイド軸６ｂの軸受け（第２の軸受け１１）の
面圧を小さくすることが可能となり、よって、実際に副ガイド軸６ｂの断面形状を大きく
とる構成にすれば、スライドベース４が軸上を移動する際の摺動特性が向上することにな
り、ひいては、信頼性の高い光ディスク装置を提供することができる。
【００３９】
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　以上説明したように本実施形態の光ディスク装置では、主ガイド軸６ａと副ガイド軸６
ｂの固有振動数を異なる値とすることができるので、両者の共振が抑制され、光ピックア
ップ部の振動も抑えられるので、フォーカス制御の外れや、トラッキング制御の外れなど
を防ぐ効果がある。
【００４０】
〔第２の実施形態〕
　本発明の第２の実施形態に係る光ディスク装置の全体構成は、図１に示す第１の実施形
態に係る光ディスク装置の全体構成とほぼ同じであるが、第１の実施形態における主ガイ
ド軸６ａよりも直径が大きい主ガイド軸１２ａと、第１の実施形態における副ガイド軸６
ｂとは異なり中空軸となっている副ガイド軸１２ｂとを有していることを特徴としている
。
【００４１】
　図６は、本発明の第２の実施形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸のＡ
－Ｂ断面を示す断面図である。同図に示すように、本実施の形態では、副ガイド軸１２ｂ
の断面形状を中空軸にし、副ガイド軸１２ｂの直径を主ガイド軸１２ａの直径よりも大き
い構成としている。このような構成とすることで、主ガイド軸１２ａと副ガイド軸１２ｂ
の断面二次モーメントが異なる値となり、両者の固有振動数を異なる値とすることができ
る。これにより、主ガイド軸１２ａ及び副ガイド軸１２ｂの共振が抑制され、光ピックア
ップ部の振動も抑えられるので、第１の実施形態と同様にフォーカス制御の外れや、トラ
ッキング制御の外れなどを防ぐことが可能となる。さらに、副ガイド軸１２ｂの断面形状
を中空軸にしたことにより軽量化を図ることができ、装置全体の軽量化に寄与することに
もなる。
【００４２】
　尚、主ガイド軸１２ａと副ガイド軸１２ｂは、同種の金属素材で構成することが可能で
ある。また、図６では、主ガイド軸１２ａと副ガイド軸１２ｂとは径の大きさを異にして
いるが、同じ径の大きさとしてもよい。両者の径が同じであっても、副ガイド軸１２ｂが
中空軸であるため、両者の断面二次モーメントは異なる値となるためである。
【００４３】
〔第３の実施形態〕
　図７は、本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置の全体構成を示す構成図である
。同図に示すように、本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置は、本発明の第１の
実施形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸６ａが主ガイド軸１３に、副ガイド軸６ｂが
副ガイド軸１４に、それぞれ置き代わり、また、シャーシ１と副ガイド軸１４間に連結材
１５を配している。その他の図１と重複する部分については、説明を省略する。尚、主ガ
イド軸１３と副ガイド軸１４は、同種の金属素材で構成することが可能である。
【００４４】
　図８は、本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸のＣ
－Ｄ断面を示す断面図である。図８において、主ガイド軸１３の形状は円柱状である。主
ガイド軸１３及び副ガイド軸１４は、金属を素材として構成されている。主ガイド軸１３
は、スライドベース４のガイドラック５側に係合され、上記光ピックアップ３の光ディス
ク半径方向への移動を案内する。副ガイド軸１４は、スライドベース４のガイドラック５
が取り付けられた側とは反対側の部分に係合され、光ピックアップ３の光ディスク半径方
向への移動を主ガイド軸１３と共に案内する。
【００４５】
　図９は、本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置の副ガイド軸の組み立て図であ
る。図９に示すように、副ガイド軸１４は、主ガイド軸１３と同径の円柱状構造部材１４
ａと板状部材１４ｂと、を備える。円柱状構造部材１４ａには、主ガイド軸１３と対向す
る反対側の面に、軸方向に平行な溝部１４ｃと、上記溝部１４ｃ部に板状部材１４ｂと係
合させるための結合穴１４ｄとが形成されている。板状部材１４ｂには、ピン１４ｅが配
置されている。この結合穴１４ｄとピン１４ｅとを係合することによって、副ガイド軸１
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４を形成している。円柱状構造部材１４ａ及び板状部材１４ｂは、金属を素材として構成
されている。連結材１５は、樹脂を素材として形成されている。
【００４６】
　以下、本実施形態に係る光ディスク装置の機能について説明する。
【００４７】
　副ガイド軸１４の断面二次モーメントは、主ガイド軸１３の断面二次モーメントよりも
大きくしている。すなわち、主ガイド軸の直径ｄ、副ガイド軸１４の板状部材１４ｂで突
出した部分の板厚ｈ、長さをＬとすると、副ガイド軸１４の断面二次モーメントＺ３は、
（２）式で示される。
【００４８】
【数２】

【００４９】
　即ち、副ガイド軸１４の断面二次モーメントは、主ガイド軸１３の断面二次モーメント
よりも大きく設定できる。
【００５０】
　また、連結材１５は、少なくとも１箇所で、副ガイド軸１４を連結しており、前述のと
おり樹脂製であることから、連結材１５は副ガイド軸１４が振動する時に、この振動を吸
収して減衰させる。これにより、光ピックアップ３部分の振動も抑えられ、フォーカス制
御の外れや、トラッキング制御の外れなどを防ぐ効果がある。
【００５１】
　本実施形態の光ディスク装置では、円柱状構造部材１４ａと板状部材１４ｂとで副ガイ
ド軸１４を構成するものとしているが、本発明はこの構成に限定されるものではない。例
えば、副ガイド軸１４を金属素材で一体形成する構成としても、前記と同様の効果が得ら
れる。
【００５２】
　以上、本発明の光ディスク装置について、具体的な実施の形態を示して説明したが、本
発明はこれらに限定されるものではない。当業者であれば、本発明の要旨を逸脱しない範
囲内において、上記各実施形態又は他の実施形態にかかる発明の構成及び機能に様々な変
更・改良を加えることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、光ディスク装置の実現に適用可能であり、特に、コンパクトディスク、ディ
ジタルバーサタイルディスク、及びブルーレイディスクの実現に適している。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置の全体構成を示す平面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置のスライドベースの構成を示す斜
視図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸のＡ－
Ｂ断面を示す断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置のガイド軸共振の変形モードを示
す説明図であり、図４（ａ）は、１次のガイド軸共振の変形モード図（同位相）を示し、
図４（ｂ）は、２次のガイド軸共振の変形モード図（逆位相）を示すものである。
【図５】本実施の形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸の断面二次モーメ
ント比と光ピックアップ部の振幅との関係を示したグラフである。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸のＡ－
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Ｂ断面を示す断面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置の全体構成を示す構成図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置の主ガイド軸と副ガイド軸のＣ－
Ｄ断面を示す断面図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置の副ガイド軸の組み立て図である
。
【符号の説明】
【００５５】
　１…シャーシ、２…スピンドルモータ、３…光ピックアップ、４…スライドベース、５
…ガイドラック、６ａ…主ガイド軸、６ｂ…副ガイド軸、７…送りモータ、８ａ…主ガイ
ド軸のガイド支持部、８ｂ…主ガイド軸のガイド支持部、８ｃ…副ガイド軸のガイド支持
部、８ｄ…副ガイド軸のガイド支持部、９…送りねじ部、１０ａ…第１の軸受け、１０ｂ
…第１の軸受け、１１…第２の軸受け、１２ａ…主ガイド軸、１２ｂ…副ガイド軸、１３
…主ガイド軸、１４…副ガイド軸、１４ａ…円柱状構造部材、１４ｂ…板状部材、１４ｃ
…溝部、１４ｄ…結合穴、１４ｅ…ピン、１５…連結材

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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