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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光学ディスクの径方向に平行に設けられた直線状のガイド部に沿って移動可能に支持され
る対物レンズを有する光ピックアップと、
上記光ピックアップに設けられて上記光ピックアップを移動するための第１のラック部と
、
上記第１のラック部に対してスライド可能に設けられ、上記第１のラック部とともに上記
光ピックアップを上記ガイド部に沿って移動させる第２のラック部を有するスライド部材
と、
上記第１のラック部と上記スライド部材の第２のラック部との間に張架された弾性部材と
、
上記スライド部材に設けられて、光学ディスクに対向する上記対物レンズの対向面を覆う
閉塞位置と、上記対物レンズの上記対向面を光学ディスクに臨ませる開放位置とにそれぞ
れ移動される開閉部材と、
上記第１及び第２のラック部にそれぞれ噛合する駆動ギヤを有し、上記駆動ギヤによって
上記第１及び第２のラック部を駆動する駆動機構とを備え、
上記光ピックアップが所定方向に移動されて所定位置に到達したときに、上記第１のラッ
ク部と上記駆動ギヤとの噛合状態が解除されて、上記第２のラック部のみが上記駆動機構
によって駆動されて、上記第１のラック部に対して上記スライド部材が更に移動されるこ
とによって、上記開閉部材が上記開放位置から上記閉塞位置に移動されることを特徴とす
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る光ピックアップ装置。
【請求項２】
上記光ピックアップ装置は、上記光ピックアップが上記所定位置に移動されたときに上記
光ピックアップと当接して上記光ピックアップの移動を規制する規制部を備え、
上記光ピックアップが上記規制部によって規制されたときに、上記第１のラック部と上記
駆動ギヤの噛合状態が解除されることを特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置
。
【請求項３】
上記スライド部材には、上記第１のラック部に対する相対位置に規制する突部が設けられ
るとともに、
上記第１のラック部には、上記第２のラック部が上記所定方向と逆方向に移動されたとき
に、上記突部と係合することにより、上記第１のラック部を再び上記駆動ギヤと噛合させ
るための被係合部が設けられていることを特徴とする請求項２に記載の光ピックアップ装
置。
【請求項４】
上記弾性部材は、上記第１のラック部及び上記第２のラック部が上記駆動ギヤにそれぞれ
噛合されている状態で、上記第１のラック部と上記第２のラック部を、上記駆動ギヤに対
してバックラッシュを打ち消す方向に付勢することを特徴とする請求項３に記載の光ピッ
クアップ装置。
【請求項５】
上記第１のラック部は、上記光ピックアップが上記所定位置に移動されたときに、上記駆
動ギヤとの噛合状態が解除される終端に位置する歯先が、三角状に形成されていることを
特徴とする請求項４に記載の光ピックアップ装置。
【請求項６】
上記光ピックアップ装置は、所定方向に移動される上記光ピックアップによって作動され
て、上記光ピックアップの移動位置を検出する位置検出手段を備え、
上記駆動機構は、上記位置検出手段が作動された後に、所定時間だけ駆動されて、上記ス
ライド部材を移動させること
を特徴とする請求項２に記載の光ピックアップ装置。
【請求項７】
上記光ピックアップは、上記対物レンズを上記対物レンズの光軸方向及び／又は上記光軸
に直交する方向に駆動する駆動部と、
上記対物レンズを光学ディスクに臨ませる開口部を有し、上記駆動部を覆うカバー部材と
を備え、
上記レンズ開閉部材は、上記カバー部材の外周面上を摺動するように設けられていること
を特徴とする請求項１に記載の光ピックアップ装置。
【請求項８】
対物レンズを有する光ピックアップと、
上記光ピックアップを光学ディスクの径方向に移動させる移動機構とを備え、
上記移動機構は、
上記光ピックアップに設けられて上記光ピックアップを移動するための第１のラック部と
、
上記第１のラック部に対してスライド可能に設けられ、上記第１のラック部とともに上記
光ピックアップを光学ディスクの径方向に移動させる第２のラック部を有するスライド部
材と、
上記第１のラック部と上記スライド部材の上記第２のラック部との間に張架された弾性部
材と、
上記スライド部材に設けられて、光学ディスクに対向する上記対物レンズの対向面を覆う
閉塞位置と、上記対物レンズの上記対向面を光学ディスクに臨ませる開放位置とにそれぞ
れ移動される開閉部材と、
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上記第１及び第２のラック部にぞれぞれ噛合する駆動ギヤを有し、上記駆動ギヤによって
上記第１及び第２のラック部を駆動する駆動機構とを備え、
上記光ピックアップが所定方向に移動されて所定位置に到達したときに、上記第１のラッ
ク部と上記駆動ギヤとの噛合状態が解除されて、上記第２のラック部のみが上記駆動機構
によって駆動されて、上記第１のラック部に対して上記スライド部材が更に移動されるこ
とによって、上記開閉部材が上記開放位置から上記閉塞位置に移動されることを特徴とす
る記録及び／又は再生装置。
【請求項９】
上記記録及び／又は再生装置は、上記光ピックアップと当接して上記光ピックアップの移
動を規制する規制部を備え、
上記光ピックアップは上記規制部と当接する上記所定位置に到達して上記光ピックアップ
の移動が規制されたときに、上記第１のラック部と上記駆動ギヤの噛合状態が解除される
ことを特徴とする請求項８に記載の記録及び／又は再生装置。
【請求項１０】
上記スライド部材には、上記第１のラック部に対する相対位置を規制するための突部が設
けられるとともに、
上記第１のラック部には、上記第２のラック部が上記所定方向と逆方向に移動されたとき
に、上記突部と係合することにより、上記第１のラック部を再び上記駆動ギヤと噛合させ
るための被係合部が設けられていることを特徴とする請求項９に記載の記録及び／又は再
生装置。
【請求項１１】
上記弾性部材は、上記第１のラック部と上記第２のラック部とが、
上記駆動ギヤに噛合している状態で、上記第１のラック部及び上記第２のラック部を、上
記駆動ギヤに対してバックラッシュを打ち消す方向に付勢することを特徴とする請求項１
０に記載の記録及び／又は再生装置。
【請求項１２】
上記第１のラック部は、上記光ピックアップが上記所定位置に移動されたときに、上記駆
動ギヤとの噛合状態が解除される終端に位置する歯先が、三角状に形成されていることを
特徴とする請求項１１に記載の記録及び／又は再生装置。
【請求項１３】
上記記録及び／又は再生装置は、上記光ピックアップが、光学ディスクの内周側の所定位
置に到達したか否かを検出する検出手段を備え、
上記光ピックアップが光学ディスクの内周方向に移動されて、
上記検出手段を操作した後、所定時間だけ上記駆動機構を動作させて、
上記スライド部材を移動させることを特徴とする請求項９に記載の記録及び／又は再生装
置。
【請求項１４】
上記検出手段は、光学ディスクの内周側に設けられている目録領域に上記光ピックアップ
が到達したか否かを検出することを特徴とする請求項１３に記載の記録及び／又は再生装
置。
【請求項１５】
上記光ピックアップは、上記対物レンズの光軸方向及び／又は上記光軸方向に直交する方
向に上記対物レンズを駆動する駆動部と、上記対物レンズを光学ディスクの臨ませるため
の開口部とを有し、上記駆動部を覆うカバー部材を備え、
上記開閉部材は、上記カバー部材の外周面上を摺動するように設けられていることを特徴
とする請求項８に記載の記録及び／又は再生装置。
【請求項１６】
上記開閉部材は、上記開放位置及び閉塞位置との間を、光学ディスクの径方向と平行な方
向に移動されることを特徴とする請求項１５に記載の記録及び／又は再生装置。
【発明の詳細な説明】



(4) JP 4300689 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

【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に対して情報を記録及び
／又は再生する光ピックアップ装置及びこの光ピックアップ装置を備える記録及び／又は
再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光学ディスクとして例えばＣＤ(Compact Disc)等の光ディスクから情報を再生する光ピッ
クアップ装置が知られている。この種の光ピックアップ装置は、図１３に示すように、光
ディスクから情報を再生する光ピックアップ１１１と、この光ピックアップ１１１を光デ
ィスクの径方向に移動する移動機構１１２と、光ピックアップ１１１を移動可能に支持す
るとともに移動機構１１２を支持するシャーシ１１３とを備えている。
【０００３】
光ピックアップ１１１は、図１３に示すように、シャーシ１１３に設けられた移動用の開
口部１１６内に図１３中矢印ｂ1 方向及びｂ2 方向に移動可能に設けられている。光ピッ
クアップ１１１は、対物レンズ１１８を有する光学系（図示せず）と、対物レンズ１１８
の光軸方向及びこの光軸方向に直交する方向に対物レンズ１１８をそれぞれ駆動変位させ
る駆動部（図示せず）と、この駆動部を覆うカバー部材１２０とを有している。
【０００４】
図示しないが、光学系は、レーザ光を出射する光源と、光路を構成するレンズ群と、光デ
ィスクからの反射光を受光する受光部とを有している。図示しないが、駆動部は、対物レ
ンズ１１８を保持するレンズホルダと、このレンズホルダを変位可能に支持する支持機構
と、レンズホルダを電磁力によって駆動する電磁回路部とを有している。カバー部材１２
０は、図１３に示すように、例えば樹脂材料によって略箱状に形成されており、対物レン
ズ１１８を光ディスクに臨ませるための略楕円状の開口部１２１が設けられている。
【０００５】
移動機構１１２は、図１３に示すように、光ピックアップ１１１を支持する支持ベース１
２３と、この支持ベース１２３を光ディスクの径方向に移動可能に支持する支軸１２４と
、支持ベース１２３を移動可能にガイドするガイド部１２５と、支持ベース１２３を移動
させるスライド部材１２６と、支持ベース１２３に対してスライド部材１２６を支軸１２
４の軸方向に付勢する圧縮コイルバネ１２７と、スライド部材１２６を駆動する駆動ギヤ
１２８と、この駆動ギヤ１２８を回転駆動する駆動モータ（図示せず）とを備えている。
【０００６】
支持ベース１２３は、図１３及び図１４に示すように、主面上に、光ピックアップ１１１
が配設されており、支軸１２４が移動可能に挿通される軸受部１３１，１３１と、ガイド
部１２５に移動可能に係合するガイド凹部１３２とを有している。また、支持ベース１２
３には、一側端に、駆動ギヤ１２８に噛合されて移動されるラック部１３３が一体に形成
されている。
【０００７】
このラック部１３３は、図１３に示すように、支軸１２４の軸方向と平行に形成されてい
る。ラック部１３３には、スライド部材１２６に係合する係合爪１３５，１３５と、圧縮
コイルバネ１２７の一端が掛止される掛止片１３６とを有している。
【０００８】
支軸１２４は、図１３に示すように、シャーシ１１３の移動用の開口部１１６に跨って、
軸方向が光ディスクの径方向に平行に配設されており、シャーシ１１３上に、両端が図示
しない固定部によってそれぞれ固定されている。
【０００９】
ガイド部１２５は、図１３に示すように、樹脂材料によって直線状に形成されており、支
軸１２４の軸方向と平行に、シャーシ１１３の移動用の開口部１１６の一側縁部に沿って
形成されている。このガイド部１２５には、図１４に示すように、支持ベース１２３のガ
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イド凹部１３２が移動可能に係合されている。
【００１０】
スライド部材１２６は、図１５に示すように、支軸１２４の軸方向と平行に形成されたラ
ック部１３８を有し、このラック部１３８を支持ベース１２３のラック部１３３に対して
１／２歯厚程度ずらした状態で取り付けられている。スライド部材１２６には、図１３に
示すように、支持ベース１２３のラック部１３３の係合爪１３５，１３５が係合する係合
孔１４０，１４０が形成されている。また、スライド部材１２６には、主面の略中央に、
圧縮コイルバネ１２７が配設される開口部１４１が設けられており、この開口部１４１の
一端に、圧縮コイルバネ１２７の他端が掛止される掛止片１４２が形成されている。
【００１１】
圧縮コイルバネ１２７は、図１３に示すように、一端が支持ベース１２３のラック部１３
３の掛止片１３６に掛止されるとともに、他端がスライド部材１２６の掛止片１４２に掛
止されている。したがって、圧縮コイルバネ１２７は、弾性力によって、支持ベース１２
３のラック部１３３に対してスライド部材１２６を支軸１２４の軸方向に平行な矢印ｂ2 
方向に付勢している。
【００１２】
また、光ピックアップ装置は、図１３に示すように、再生待機状態等における装置内の気
流によって、光ピックアップ１１１の対物レンズ１１８の光ディスクに対向する対向面に
塵埃が付着することを防止するために、対物レンズ１１８の対向面を覆う閉塞位置と、対
物レンズ１１８の対向面を光ディスクに臨ませるように開放する開放位置とに開閉可能に
設けられた開閉部材１４６を有する開閉機構１４５を備えている。
【００１３】
この開閉機構１４５は、図１３及び図１６に示すように、対物レンズ１１８の対向面を開
閉する開閉部材１４６と、この開閉部材１４６を回動可能に支持する回動軸１４７と、開
閉部材１４６を閉塞位置に付勢する引っ張りコイルバネ１４８とを有している。
【００１４】
開閉部材１４６は、図１３に示すように、光ピックアップ１１１のカバー部材１２０の開
口部１２１を開閉する開閉部１５１と、回動軸１４７に回動可能に支持される軸受部１５
２と、カバー部材１２０に摺動可能に係合されて開閉部５１をガイドするガイド部１５３
と、開閉部１５１を図１３中矢印ｃ1 方向及びｃ2 方向に回動させるための作動部１５４
とを有している。
【００１５】
開閉部１５１は、略平板状に形成されており、カバー部材１２０の上面を摺動して、カバ
ー部材１２０の開口部１２１を開閉する。軸受部１５２は、開閉部１５１の一端部に位置
して一体に形成されており、回動軸１４７が回動可能に挿入される軸穴を有している。ガ
イド部１５３は、断面略コ字状に形成されており、カバー部材１２０の外周部に一体に突
出形成された略円弧状のガイド片１５５に摺動可能に係合されている。作動部１５４は、
軸受部１５２の外周部に、図１３に示すように、シャーシ１１３上に設けられた操作突部
１５６に臨む位置に形成されている。作動部１５４は、光ピックアップ１１１が光ディス
クの記録領域の最内周部に移動されたときに、操作突部１５６に当接されて、軸受部１５
２を回動軸１４７の軸回り方向に回動させる。
【００１６】
回動軸１４７は、支持ベース１２３上に立設されており、開閉部材１４６の軸受部１５２
の軸穴に回動可能に挿入されている。引っ張りコイルバネ１４８は、図１３に示すように
、一端が、支持ベース１２３に設けられた掛止片１５８に掛止されるとともに、他端が、
開閉部材１４６の軸受部１５２近傍に位置する掛止片１５９に掛止されている。引っ張り
コイルバネ１４８は、支持ベース１２３のラック部１３３とスライド部材１２６のラック
部１３８を駆動ギヤ１２８に対してバックラッシュを打ち消す方向に付勢しており、駆動
ギヤ１２８によって支持ベース１１３及びスライド部材１２６に高精度に移動される。す
なわち、光ピックアップ装置は、支持ベース１２３のラック部１３３及びスライド部材１
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２６のラック部１３８が、圧縮コイルバネ１２７によって付勢された状態で駆動ギヤ１２
８にそれぞれ噛合されているため、光ピックアップ１１１を高精度に移動することが可能
とされている。
【００１７】
また、シャーシ１１３上には、光ディスクを回転駆動するディスク回転駆動機構が配設さ
れている。ディスク回転駆動機構は、図１６に示すように、光ディスクが載置されるディ
スクテーブル１６０と、このディスクテーブル１６０を回転駆動するスピンドルモータ（
図示しない）とを有している。
【００１８】
以上のように構成された光ピックアップ装置は、光ディスクから情報を再生する際に、移
動機構１１２によって支軸１２４及びガイド部１２５に沿って支持ベース１２３が移動さ
れて、光ピックアップ１１１が光ディスクの径方向に移動される。
【００１９】
光ピックアップ装置は、図１７に示すように、光ピックアップ１１１が光ディスクの径方
向に移動されて、光ディスクの記録領域の最内周部に移動されたときに、シャーシ１１３
上の操作部１５６に開閉部材１４６の作動部１５４が当接されて、光ピックアップ１１１
が更に所定量だけ移動されることによって、引っ張りコイルバネ１４８の付勢力に抗して
開閉部材１４６が矢印ｃ2 方向に回動される。光ピックアップ装置は、光ピックアップ１
１１が光ディスクの最内周に移動されたとき、図１７に示すように、開閉部材１４６が閉
塞位置に回動されてカバー部材１２０の開口部１２１が閉塞されることによって、対物レ
ンズ１１８の対向面に塵埃が付着することが防止されている。
【００２０】
また、光ピックアップ装置は、光ピックアップ１１１が記録領域の内周側のＴＯＣエリア
内に移動されたとき、開閉部材１４６が開放位置に回動されて、光ピックアップ１１１の
対物レンズ１１８の対向面が光ディスクに臨まされることにより、光ディスクから情報を
再生することが可能とされる。光ピックアップ１１１は、図１６に示すように、開閉部材
１４６が開放位置に移動された状態で、光ディスクから情報を再生する。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した従来の光ピックアップ装置は、開閉部材１４６を開閉動作させる開閉
機構１４５が、回動軸１４７や引っ張りコイルバネ１４８を有することによって、製造コ
ストが嵩むとともに、組み立て作業が煩雑であり、組み立て不良が発生し易いという問題
があった。
【００２２】
また、従来の光ピックアップ装置は、開閉部材１４６が回動軸１４７を介して回動可能に
設けられていることによって、軸受部１５２近傍の回動量と開閉部１５１の回動量とにて
こ比が係わっている。
【００２３】
すなわち、従来の光ピックアップ装置は、開閉部材１４６を回動させるときに移動される
光ピックアップ１１１の移動量と、開閉部材１４６の回動量との比が大きいため、光ピッ
クアップ１１１の移動に応じて開閉部材１４６の開閉動作を制御回路等によって制御する
ことが非常に困難であるという問題がある。
【００２４】
このため、従来の光ピックアップ装置は、開閉部材１４６の回動位置にバラツキが生じて
、カバー部材１２０の開口部１２１が完全に閉塞されないという問題がある。また、開閉
機構１４５は、開閉部材１４６の開閉動作のバラツキを抑えようとすると、各部品の精度
を上げる必要があるため、製造コストが嵩むという不都合がある。
【００２５】
また、従来の光ピックアップ装置は、例えば開閉機構１４５の組み立て精度等のバラツキ
によって、開閉部材１４６のガイド部１５３とカバー部材１２０のガイド片１５５との摺
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動抵抗に僅かなバラツキが生じることによって、この摺動抵抗がてこ比によって増幅され
るため、開閉部材１４６を開閉動作させることができなくなるという問題がある。
【００２６】
そこで、本発明は、光ピックアップの対物レンズに塵埃が付着することを防止する開閉部
材の開閉動作の信頼性を向上するとともに、全体構成の簡素化を図り、製造コストを低減
することができる光ピックアップ装置及びこの光ピックアップ装置を備える記録及び／又
は再生装置を提供することを目的とする。
【００２７】
【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、本発明に係る光ピックアップ装置は、光学ディスクの径方
向に平行に設けられた直線状のガイド部に沿って移動可能に支持される対物レンズを有す
る光ピックアップを備える。また、この光ピックアップ装置は、光ピックアップに設けら
れて光ピックアップを移動するための第１のラック部と、この第１のラック部に対してス
ライド可能に設けられて第１のラック部とともに光ピックアップをガイド部に沿って移動
させる第２のラック部を有するスライド部材と、第１のラック部とスライド部材の第２の
ラック部との間に張架された弾性部材と、第１及び第２のラック部にそれぞれ噛合する駆
動ギヤを有しこの駆動ギヤによって第１及び第２のラック部を駆動する駆動機構とを備え
る。また、この光ピックアップ装置は、スライド部材に設けられて、光学ディスクに対向
する対物レンズの対向面を覆う閉塞位置と、対物レンズの対向面を光学ディスクに臨ませ
る開放位置とにそれぞれ移動される開閉部材を備える。
【００２８】
以上のように構成した光ピックアップ装置は、光ピックアップが所定方向に移動されて所
定位置に到達したときに、第１のラック部と駆動ギヤとの噛合状態が解除される。光ピッ
クアップ装置は、第１のラック部と駆動ギヤとの噛合状態が解除されることにより、第２
のラック部のみが駆動機構によって駆動されて、第１のラック部に対してスライド部材が
更に移動される。このため、開閉部材は、スライド部材の移動に伴って、開放位置から閉
塞位置に移動されて、この開閉部材によって対物レンズの対向面が覆われる。
【００２９】
また、本発明に係る記録及び／又は再生装置は、対物レンズを有する光ピックアップと、
この光ピックアップを光学ディスクの径方向に移動させる移動機構とを備える。そして、
移動機構は、光ピックアップに設けられて光ピックアップを移動するための第１のラック
部と、この第１のラック部に対してスライド可能に設けられて第１のラック部とともに光
ピックアップを光学ディスクの径方向に移動させる第２のラック部を有するスライド部材
と、第１のラック部とスライド部材の第２のラック部との間に張架された弾性部材と、第
１及び第２のラック部にぞれぞれ噛合する駆動ギヤを有しこの駆動ギヤによって第１及び
第２のラック部を駆動する駆動機構とを備える。また、移動機構は、スライド部材に設け
られて、光学ディスクに対向する対物レンズの対向面を覆う閉塞位置と、対物レンズの対
向面を光学ディスクに臨ませる開放位置とにそれぞれ移動される開閉部材を備える。
【００３０】
以上のように構成した記録及び／又は再生装置は、移動機構によって光ピックアップが所
定方向に移動されて所定位置に到達したときに、第１のラック部と駆動ギヤとの噛合状態
が解除される。移動機構は、第１のラック部と駆動ギヤとの噛合状態が解除されることに
よって、第２のラック部のみが駆動機構によって駆動されて、第１のラック部に対してス
ライド部材が更に移動される。このため、開閉部材は、スライド部材の移動に伴って、開
放位置から閉塞位置に移動されて、この開閉部材によって対物レンズの対向面が覆われる
。
【００３１】
【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、光ピックアップ機構を備えるディスクドライ
ブ装置を図面を参照して説明する。図１に示すように、ディスクドライブ装置は、光学デ
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ィスクに対して情報の記録再生を行う光ピックアップ機構１と、光学ディスクを回転駆動
するディスク駆動機構２とを備えている。
【００３２】
本発明に係るディスクドライブ装置に装着される光学ディスクとしては、例えば、情報が
記録されたＣＤ（Compact Disc）等の光ディスクが適用される。光ディスクは、情報が記
録された記録領域の内周側及び外周側に、リードインエリア及びリードアウトエリアがそ
れぞれ設けられており、リードインエリアに例えば記録された情報のインデックスや物理
アドレス等が記録されたＴＯＣ(Table Of Contents) 領域が設けられている。
【００３３】
図１に示すように、光ピックアップ機構１は、対物レンズ１４を有する光ピックアップ１
１と、この光ピックアップ１１を光ディスクの径方向に平行な矢印ａ1 方向及びａ2 方向
に移動させる移動機構１２と、光ピックアップ１１を移動可能に支持するとともに移動機
構１２を支持するシャーシ１３とを備えている。
【００３４】
光ピックアップ１１は、図１及び図２に示すように、シャーシ１３に設けられた移動用の
開口部１６内に移動可能に設けられている。光ピックアップ１１は、対物レンズ１４を有
する光学系と、対物レンズ１４の光軸方向に平行なフォーカシング方向及び光軸方向に直
交するトラッキング方向に対物レンズ１４をそれぞれ駆動変位する駆動部（図示せず）と
、この駆動部を覆うカバー部材１８とを有している。
【００３５】
図示しないが、駆動部は、対物レンズ１４を保持するレンズホルダと、このレンズホルダ
を変位可能に支持する支持機構と、対物レンズ１４を電磁力によって駆動変位させる電磁
回路部とを有している。
【００３６】
図示しないが、光学系は、レーザ光を出射する光源と、光路を構成するレンズ群と、光デ
ィスクからの反射光を受光する受光部とを有している。
【００３７】
カバー部材１８は、例えばＡＢＳ樹脂等の樹脂材料によって、光ディスクの記録面に略平
行な上面を有する略箱状に形成されている。カバー部材１８には、図１及び図２に示すよ
うに、上面の略中央に、対物レンズ１４を光ディスクの記録面に臨ませるための開口部２
０が設けられている。この開口部２０は、光ディスクの径方向に長径とされた略楕円形状
に形成されている。
【００３８】
移動機構１２は、図２に示すように、光ピックアップを支持する支持ベース２１と、この
支持ベース２１を光ディスクの径方向に移動可能に支持する支軸２２と、支持ベース２１
を移動可能にガイドするガイド部２３と、支持ベース２１を移動させるためのスライド部
材２４と、支持ベース２１に対してスライド部材２４を支軸２２の軸方向に付勢する引っ
張りコイルバネ２５と、スライド部材２４を駆動する駆動ギヤ２６と、この駆動ギヤ２６
を回転駆動するギヤ群（図示せず）と、これらギヤ群を介して駆動ギヤ２６を回転駆動す
る駆動モータ２８とを有している。
【００３９】
支持ベース２１は、図３に示すように、主面上に、光ピックアップ１１が配設されており
、支軸２２が移動可能に挿通される軸受部３１と、ガイド部２３に移動可能に係合する一
対のガイド片３２，３２とを有している。また、支持ベース２１には、図２に示すように
、一側端に、駆動ギヤ２６に噛合されて移動されるラック部３３が一体に形成されている
。
【００４０】
このラック部３３は、図２に示すように、支軸２２の軸方向と平行に形成されている。ラ
ック部３３には、スライド部材２４に移動可能に係合される係合爪３５，３６と、引っ張
りコイルバネ２５の一端が掛止される掛止片３７とがそれぞれ一体に形成されている。ま
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た、ラック部３３は、図４及び図５に示すように、光ディスクの外周側の終端に位置する
歯３８が、他の歯３９に比して歯厚が１／２程度に小さくされた略三角形状に形成されて
おり、駆動ギヤ２６から容易に離間されて支持ベース２１のラック部３３との噛合状態が
解除されるようになされている。
【００４１】
また、支持ベース２１には、図３に示すように、光ディスクの内周側に対応する位置に、
支持ベース２１が矢印ａ1 方向に移動することを規制する内周側ストッパ片４１が、移動
方向と平行に一体に突出形成されている。また、シャーシ１３には、移動用の開口部１６
の内周側の一側縁部に、支持ベース２１の内周側ストッパ片４１が当接される規制用凹部
４２が切り欠かれて形成されている。
【００４２】
また、支持ベース２１には、図３に示すように、光ディスクの外周側に対応する位置に、
支持ベース２１が矢印ａ2 方向に移動することを規制する外周側ストッパ片４３が、移動
方向と平行に一体に突出形成されている。また、シャーシ１３には、移動用の開口部の外
周側の一側縁部に、支持ベース２１の外周側ストッパ片４３が当接される規制用凹部４４
が切り欠かれて形成されている。
【００４３】
支軸２２は、図１及び図２に示すように、シャーシ１３の移動用の開口部１６に跨って、
軸方向が光ディスクの径方向に平行に配設されており、シャーシ１３上に、両端が固定部
（図示しない）によってそれぞれ固定されている。
【００４４】
ガイド部２３は、図２及び図３に示すように、支軸２２の軸方向と平行に、シャーシ１３
の移動用の開口部１６の一側縁部に沿って形成されている。このガイド部２３には、支持
ベース２１のガイド片３２，３２が移動可能に係合されており、支軸２２の軸回り方向に
対する支持ベース２１の自由度を規制している。
【００４５】
スライド部材２４は、図２に示すように、支軸２２の軸方向と平行に形成されたラック部
４６を有し、このラック部４６を支持ベース２１のラック部３３に一致させて支持ベース
２１上に設けられている。スライド部材２４には、支持ベース２１のラック部３３の各係
合爪３５，３６が、支軸２２の軸方向と平行に移動可能に係合する係合溝４８，４９がそ
れぞれ形成されている。
【００４６】
また、スライド部材２４には、図２及び図４に示すように、支持ベース２１のラック部３
３の一方の係合爪３６に当接されることによって、ラック部３３に対する相対位置を規制
するための規制ピン５０，５０がそれぞれ一体に突出形成されている。
【００４７】
また、スライド部材２４には、駆動ギヤ２６に移動可能に係合されるガイド片５２が、ラ
ック部４６に沿って一体に突出形成されている。また、スライド部材２４には、引っ張り
コイルバネ２５が掛止される掛止片５３が一体に形成されている。
【００４８】
引っ張りコイルバネ２５は、図２に示すように、一端が支持ベース２１のラック部３３の
掛止片３７に掛止されるとともに、他端がスライド部材２４の掛止片５３に掛止されてい
る。したがって、引っ張りコイルバネ２５は、弾性力によって、支持ベース２１のラック
部３３に対してスライド部材２４を支軸２２の軸方向に平行な方向である矢印ａ2 方向に
付勢している。
【００４９】
駆動ギヤ２６は、図２に示すように、支持ベース２１及びスライド部材２４の各ラック部
３３，４６に噛合するギヤ部５５を有している。また、駆動ギヤ２６は、図２に示すよう
に、先端に、スライド部材２４のガイド片５２が移動可能に係合するガイド溝５６が形成
されている。駆動ギヤ２６及びギヤ群は、シャーシ１３上に、支軸２２を介して回転可能
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にそれぞれ設けられている。駆動モータ２８は、シャーシ１３上に、ギヤ群に噛合されて
設けられている。
【００５０】
また、移動機構１２は、図１及び図２に示すように、光ピックアップ１１の対物レンズ１
４の光ディスクに対向する対向面を覆う閉塞位置と、対物レンズ１４の対向面を光ディス
クに臨ませるように開放する開放位置とに開閉可能に設けられた開閉板５８を有している
。
【００５１】
開閉板５８は、図２に示すように、例えばＰＯＭ（ポリオキシメチレン）等の樹脂材料に
よって略矩形状に形成されており、カバー部材１８の開口部２０を閉塞するに足る面積を
有している。開閉板５８は、図２に示すように、弾性を有する一対の直線状の連結片５９
，５９を介してスライド部材２４に一体に形成されており、これら連結片５９，５９の弾
性力によってカバー部材１８の上面に付勢されている。
【００５２】
また、移動機構１２は、図２及び図３に示すように、光ピックアップ１１が光ディスクの
ＴＯＣ領域の内周側に移動されたことを検出する検出機構６０を有している。検出機構６
０は、支持ベース２１に設けられた検出片６１と、この検出片６１が当接されたことを検
出する検出スイッチ６２とを有している。
【００５３】
検出片６１は、支持ベース２１の底面側に、光ピックアップ１１の移動方向に略直交する
方向に延長されて一体に突出形成されている。
【００５４】
検出スイッチ６２は、シャーシ１３に取り付けられた回路基板上に設けられており、光ピ
ックアップ１１の対物レンズ１４が、光ディスクのＴＯＣ領域内の径方向の略々中央に移
動されたときに、検出片に当接する位置に配設されている。また、回路基板には、検出ス
イッチ６２が光ピックアップ１１を検出した後に光ピックアップ１１を所定時間だけ移動
させるためのタイマー回路を有するコントローラが設けられている。
【００５５】
駆動モータ２８は、タイマー回路によって所定時間だけ駆動されて、支持ベース２１のラ
ック部３３に対してスライド部材２４を所定量だけ移動させることにより、開閉板５８を
カバー部材１８の開口部２０を閉塞する閉塞位置に移動させる。
【００５６】
ディスク回転駆動機構２は、図１に示すように、光ディスクが載置されるディスクテーブ
ル６５と、このディスクテーブル６５を回転駆動するスピンドルモータ（図示せず）とを
有している。スピンドルモータは、シャーシ１３に固定されて設けられており、回路基板
に設けられた駆動回路によって駆動制御される。
【００５７】
以上のように構成されたディスクドライブ装置が備える光ピックアップ機構１について、
光ピックアップ１１の移動に伴って、開閉板５８が開閉される動作を図面を参照して説明
する。
【００５８】
まず、光ピックアップ機構１は、再生動作を待機する初期状態で、光ピックアップ１１が
光ディスクのＴＯＣ領域の内周側に位置されており、図６に示すように、開閉板５８によ
ってカバー部材１８の開口部が閉塞されて対物レンズ１４の対向面が覆われている。した
がって、光ピックアップ機構１は、再生操作を待機する初期状態で、対物レンズ１４の対
向面に塵埃が付着することが防止されている。この初期状態で、光ピックアップ機構１は
、図６に示すように、支持ベース２１のラック部３３と駆動ギヤ２６との噛合状態が解除
されているとともに、開閉板５８が設けられたスライド部材２４のラック部４６が駆動ギ
ヤ２６に噛合されている。以下、この状態をＳ4 状態と称する。
【００５９】



(11) JP 4300689 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

つぎに、光ピックアップ機構１は、光ディスクを再生が開始されたとき、図７に示すよう
に、駆動ギヤ２６にラック部４６が噛合されたスライド部材２４が、駆動ギヤ２６によっ
て矢印ａ2 方向に移動されることに伴って開閉板５８が矢印ａ2 方向に移動されて、カバ
ー部材１８の開口部２０を開放するとともに対物レンズ１４の対向面を光ディスクに臨ま
せる開放位置に移動される。また、図７に示すように、光ピックアップ機構１は、スライ
ド部材２４が矢印ａ2 方向に移動されることに伴って、支持ベース２１のラック部３３の
係合爪３６に、スライド部材２４の規制ピン５０，５０が当接される。以下、この状態を
Ｓ3 状態と称する。
【００６０】
光ピックアップ機構１は、係合爪３６に規制ピン５０，５０が当接されることによって、
支持ベース２１に引っ張りコイルバネ２５の付勢力が作用されて、支持ベース２１が矢印
ａ2 方向に移動される。このため、図８に示すように、光ピックアップ機構１は、支持ベ
ース２１のラック部３３が駆動ギヤ２６に噛合されて、支持ベース２１のラック部３３及
びスライド部材２４のラック部４６の各歯が互いに一致されて、駆動ギヤ２６にそれぞれ
噛合される。このとき、支持ベース２１は、ラック部３３が駆動ギヤ２６に噛合される際
の噛み合わせによって、支持ベース２１が矢印ａ2 方向に微小距離ｄだけ変位する。この
ため、移動機構１２は、支持ベース２１が矢印ａ2 方向に微小距離ｄだけ変位することに
伴って、図８に示すように、規制ピン５０，５０に対して係合爪３６が微小距離ｄだけ離
間される。移動機構１２は、図８に示すように、規制ピン５０，５０と係合爪３６との間
が離間することによって、引っ張りコイルバネ２５の付勢力が、支持ベース２１のラック
部３３及びスライド部材２４のラック部４６と駆動ギヤ２６とのバックラッシュを打ち消
すように作用する。以下、この状態をＳ2 状態と称する。
【００６１】
そして、光ピックアップ機構１は、図９に示すように、光ディスクの記録領域から情報を
再生する再生状態で、引っ張りコイルバネ２５の付勢力によってバックラッシュが打ち消
されているため、移動機構１２によって光ピックアップ１１を矢印ａ1 方向及びａ2 方向
に高精度に移動されて良好に情報を再生することが可能とされる。以下、この状態をＳ1 
状態と称する。
【００６２】
また、光ピックアップ機構１は、図８に示すように、光ピックアップ１１が光ディスクの
内周側である矢印ａ1 方向に移動されて、光ディスクのＴＯＣ領域に移動された場合、支
持ベース２１の検出片６１が検出スイッチ６２に当接することによって、光ピックアップ
がＴＯＣ領域に移動されたことが検出されて、検出スイッチ６２がＯＮ状態にされる。
【００６３】
検出スイッチ６２は、図１０に示すように、ＯＮ状態とされたときに、検出信号をコント
ローラ７１に出力する。このコントローラ７１は、タイマー回路７２によって所定時間だ
け、駆動モータ２８を回転駆動する制御信号を駆動回路７３から出力されるように、駆動
回路７３を制御する。すなわち、光ピックアップ１１は、図１２に示すように、タイマー
回路７２に予め設定された時間だけ、駆動モータ２８によって光ピックアップ１１を矢印
ａ1 方向に移動させる。
【００６４】
また、この検出スイッチ６２は、図１１及び図１２に示すように、光ピックアップが光デ
ィスクのＴＯＣ領域の略中央に位置されたときに、支持ベース２１の検出片６１によって
ＯＮ状態とされる。
【００６５】
光ピックアップ機構１は、図７及び図１２に示すように、光ピックアップ１１が矢印ａ2 
方向に更に移動されてＳ3 状態のときに、支持ベース２１の内周側ストッパ片４１が規制
凹部４２に当接されて、支持ベース２１の移動が規制されて停止される。図７及び図１０
に示すように、移動機構１２は、支持ベース２１の移動が規制されることによって、支持
ベース２１のラック部３３の歯３８と駆動ギヤ２６から離間されて、ラック部３３と駆動
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ギヤ２６との噛合状態が解除される。
【００６６】
そして、光ピックアップ機構１は、図６及び図１２に示すように、支持ベース２１の移動
が規制されたため、タイマー回路７２によって所定時間だけ駆動される駆動ギヤ２６によ
ってスライド部材２４のみが、引っ張りコイルバネ２５の弾性力に抗して矢印ａ1 方向に
移動される。したがって、移動機構１２は、図６及び図１２に示すように、支持ベース２
１に対してスライド部材２４が相対的に矢印ａ1 方向に移動されて、スライド部材２４に
設けられた開閉板５８が矢印ａ1 方向に移動されて、光ピックアップ１１の対物レンズ１
４を覆う閉塞位置に移動される。
【００６７】
以上のように光ピックアップ機構１は、光ピックアップ１１の対物レンズ１４がＴＯＣ領
域内に位置するときに、開閉板５８が開放位置に確実に位置されているため、ＴＯＣ領域
を良好に再生することが可能とされている。
【００６８】
上述したように、ディスクドライブ装置が備える光ピックアップ機構１は、開閉板５８の
開閉動作に、上述した従来の開閉機構のようなてこ比による影響を受けないため、開閉板
５８の開閉動作を高精度に制御することが可能とされて、開閉動作の信頼性を向上するこ
とが可能とされるとともに、高精度に動作を制御することができる。
【００６９】
したがって、この光ピックアップ機構１によれば、カバー部材１８の開口部２０を確実に
閉塞することができるため、対物レンズ１４に塵埃が付着することを良好に防止すること
ができる。
【００７０】
また、ディスクドライブ装置が備える光ピックアップ機構は、引っ張りコイルバネ２５の
付勢力をバックラッシュを打ち消すためと開閉板５８を開放する方向に付勢するためとに
それぞれ用いることにより、上述した従来の開閉機構１４５が有する回動軸１４７や引っ
張りコイルバネ１４８が不要とされるため、部品点数が削減されて構成の簡素化が図られ
て、製造コストを低減することができる。
【００７１】
また、ディスクドライブ装置及び光ピックアップ機構は、構成の簡素化が図られることに
よって、組み立て作業を簡素化することができるため、作業性が向上されるとともに、組
み立て不良が低減されて歩留まりを向上することができる。
【００７２】
なお、上述したディスクドライブ装置は、光ディスクに対して情報を再生するように構成
されたが、情報を追記可能な追記型の光ディスクや、情報を書換可能な書換型の光ディス
クに対して情報を記録するように構成されてもよく、光ピックアップ装置に対向する位置
に情報を記録するための磁気ヘッド機構を配設する構成にすることにより、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。
【００７３】
【発明の効果】
上述したように本発明に係る光ピックアップ装置、記録及び／又は再生装置によれば、開
閉部材の開閉動作の信頼性を向上することが可能となり、対物レンズの対向面に塵埃が付
着することを確実に防止することができる。また、この光ピックアップ装置、記録及び／
又は再生装置によれば、全体構成の簡素化を図り、製造コストを低減することができる。
【００７４】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る光ピックアップ機構を備えるディスクドライブ装置の要部を示す平
面図である。
【図２】上記光ピックアップ機構を示す分解斜視図である。
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【図３】上記光ピックアップ機構を説明するために示す斜視図である。
【図４】上記光ピックアップ機構が備える支持ベースのラック部及びスライド部材のラッ
ク部を説明するために示す平面図である。
【図５】上記支持ベースのラック部の一歯を説明するために示す平面図である。
【図６】上記光ピックアップ機構が備える開閉板が閉塞位置に移動された状態を説明する
ために示す模式図である。
【図７】上記開閉板が開放位置に移動された状態を説明するために示す模式図である。
【図８】光ピックアップの対物レンズが光ディスクのＴＯＣ領域に移動された状態を説明
するために示す模式図である。
【図９】光ピックアップの対物レンズが光ディスクの記録領域に移動された状態を説明す
るために示す模式図である。
【図１０】上記開閉板の開閉動作の概略を説明するために示すフローチャートである。
【図１１】上記光ピックアップ機構が備える検出スイッチの動作時期を説明するために示
す図である。
【図１２】上記開閉板の開閉動作と光ピックアップの位置の関係を説明するために示す　
図である。
【図１３】従来の光ピックアップ装置を説明するために示す分解斜視図である。
【図１４】従来の光ピックアップ装置が備える支持ベースを説明するために示す斜視図で
ある。
【図１５】従来の光ピックアップ装置が備える支持ベースのラック部及びスライド部材の
ラック部を説明するために示す平面図である。
【図１６】従来の光ピックアップ装置が備える開閉機構の開閉部材が開放されている状態
を説明するために示す平面図である。
【図１７】上記開閉機構の開閉部材が閉塞されている状態を説明するために示す平面図で
ある。
【符号の説明】
１　光ピックアップ機構、１１　光ピックアップ、１２　移動機構、１４　対物レンズ、
２２　支軸、２３　ガイド部、２４　スライド部材、２５　引っ張りコイルバネ、２６　
駆動ギヤ、３３　ラック部、４６　ラック部、５８　開閉板
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