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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスク状記録媒体を載置するターンテーブルと、回転するすべての部材の合成した重
心を、回転中に回転軸上に位置させる自動調芯機構と、ターンテーブル及び自動調芯機構
を回転させるスピンドルモータとを備えたディスク回転駆動機構であって、
　自動調芯機構は、非磁性材料からなり一方の端面が閉塞された扁平な筒状をし、上記タ
ーンテーブルのテーブル部の外周縁寄り部位に内周側から外周側に行くに従い上方に変位
するように環状に延びるテーパ状の段差部が形成されたケース体と、
　該ケース体の内部空間内において移動自在に設けられた２つ以上のバランス部材と、
　該バランス部材を停止時及び低速回転時に吸着する吸着マグネットとを備え、
　上記ケース体をスピンドルモータのスピンドル軸に支持すると共に、その閉塞側端面を
上記ターンテーブルのテーブル部とした
　ことを特徴とするディスク回転駆動機構。
【請求項２】
　請求項１に記載したディスク回転駆動機構であって、
　上記ケース体がプレス加工により形成された
　ことを特徴とするディスク回転駆動機構。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載したディスク回転駆動機構であって、
　自動調芯機構のケース体の開放された端面がスピンドルモータのロータケースの閉塞さ
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れた端面により覆われた
　ことを特徴とするディスク回転駆動機構。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２に記載したディスク回転駆動機構であって、
　上記自動調芯機構のバランス部材が、上記ケース体の内周面を直接転動するようにした
　ことを特徴とするディスク回転駆動機構。
【請求項５】
　ディスク状記録媒体を載置するターンテーブルと、回転するすべての部材の合成した重
心を、回転中に回転軸上に位置させる自動調芯機構と、ターンテーブル及び自動調芯機構
を回転させるスピンドルモータとを備え、
　自動調芯機構は、非磁性材料からなり一方の端面が閉塞された扁平な筒状をし、上記タ
ーンテーブルのテーブル部の外周縁寄り部位に内周側から外周側に行くに従い上方に変位
するように環状に延びるテーパ状の段差部が形成されたケース体と、該ケース体の内部空
間内において移動自在に設けられた２つ以上のバランス部材と、該バランス部材を停止時
及び低速回転時に吸着する吸着マグネットとを備え、
　上記ケース体をスピンドルモータのスピンドル軸に支持すると共に、その閉塞側端面を
上記ターンテーブルのテーブル部としたディスク回転駆動機構を用いた
　ことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項６】
　請求項５に記載したディスクドライブ装置であって、
　上記ケース体がプレス加工により形成された
　ことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６に記載したディスクドライブ装置であって、
　自動調芯機構のケース体の開放された端面がスピンドルモータのロータケースの閉塞さ
れた端面により覆われた
　ことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項８】
　請求項５又は請求項６に記載したディスクドライブ装置であって、
　上記自動調芯機構のバランス部材が、上記ケース体の内周面を直接転動するようにした
　ことを特徴とする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】
　本発明はディスク回転駆動機構に関する技術分野に属する。詳しくは、バランス部材を
移動空間内において移動させることによりスピンドルモータによる回転が回転中心の偏心
を生じない状態で為されるようにしたいわゆる自動調芯機構を備えたディスク回転駆動機
構において、部品点数の削減及び組立作業性の向上を図る技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、コンピュータに備えられ光ディスクや光磁気ディスク等の記録ディスクに対する
再生や記録を行うディスクドライブ装置は、記録ディスクをディスク回転駆動機構によっ
て回転させている。このディスク回転駆動機構は、回転駆動手段となるスピンドルモータ
と該スピンドルモータのスピンドル軸の先端側に固定され記録ディスクの中心部分を保持
するターンテーブルとを有している。そして、このような回転駆動機構によって回転され
る記録ディスクに関して、光学ピックアップや磁気ヘッド装置により、情報信号の記録及
び／又は再生が行われる。
【０００３】
ところで、上記した光ディスク等の記録ディスクは、製造時等に重量的なアンバランスを
生じてしまう場合がある。このような重量的なアンバランスがある記録ディスクをディス
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ク回転駆動機構によって回転させると、回転中心と重心とが一致しないため記録ディスク
がターンテーブルと共に振動してしまう。そして、この振動により、光学ピックアップ装
置による記録ディスクの信号記録面に対するフォーカシングやトラッキング、磁気ヘッド
装置による記録ディスクの記録トラックへの追従が良好に行われなくなってしまう。
【０００４】
そこで、回転駆動手段によって回転される移動空間内に複数のバランス部材を移動可能に
配置し、バランス部材が回転駆動手段によって回転されると共に移動空間内を移動して、
回転駆動手段によって回転する部材及び回転駆動手段に含まれる回転する部材（以下、こ
れらの回転する部材を総称して「合成回転体」という。）の重心（合成重心）が回転軸上
に位置するようにした自動調芯機能を有する回転駆動機構が提案されている。例えば、本
出願人が既に出願した平成９年特許願第５３７０４号、平成９年特許願第９６２３１号、
平成９年特許願第９６２３２号、平成９年特許願第９６２３３号等に示されたものがそれ
である。
【０００５】
図４は、このような自動調芯機構を備えたディスク回転駆動機構の従来例を示す。
【０００６】
ディスク回転駆動機構ａは、スピンドルモータｂと該スピンドルモータｂによって回転さ
れる支軸（スピンドル軸）ｃの上端寄りの位置に配設された自動調芯機構ｄと同じくスピ
ンドル軸ｃの上端部に固定されたターンテーブルｅとを備えている（図４参照）。
【０００７】
スピンドル軸ｃはメカシャーシｆ上に支持された軸支持部材ｇに対して、回転軸受けｈ、
ｈを介して軸回りに回転可能に支持されている。スピンドル軸ｃにはスピンドルモータｂ
を構成するロータケースｉが取り付けられ、該ロータケースｉは一端面が閉塞された略円
筒状に形成されその内周面部に円筒状の駆動マグネットｊが固定されている。
【０００８】
軸支持部材ｇには、ステータコイルｋが取着されており、該ステータコイルｋは上記駆動
マグネットｊと対向するように配設されている（図４参照）。
【０００９】
メカシャーシｆには、モータ基板ｌが設けられており、該モータ基板ｌは上記軸支持部材
ｇに取着されたステータコイルｋに給電するようになっている。
【００１０】
そして、スピンドルモータｂにおいて、ステータコイルｋに駆動電流が供給されると、該
ステータコイルｋが発生する磁界が駆動マグネットｊに作用し、該駆動マグネットｊ及び
ロータケースｉがスピンドル軸ｃと共に回転され、これにより上記自動調芯機構ｄ及びタ
ーンテーブルｅが一体となって回転される。即ち、スピンドル軸ｃはスピンドルモータｂ
の支軸（駆動軸）となっている。
【００１１】
ターンテーブルｅは、スピンドル軸ｃが圧入されると共に中央部に記録ディスクｍの位置
決めを行うための位置決め突起ｎが形成されたセンタリングガイド部ｏと、該センタリン
グガイド部ｏから軸心に対して直交する方向に張り出した円板状のテーブル部ｐとから成
り、センタリングガイド部ｏは合成樹脂材料により形成され、テーブル部ｐは非磁性の金
属材料から形成されており、テーブル部ｐはセンタリングガイド部ｏとインサート成形に
より一体に形成される。
【００１２】
位置決め突起ｎは略円錐台形状に突出して形成され、記録ディスクｍの中心孔ｑに嵌合し
て記録ディスクｍの位置決めを行い、また、位置決め突起ｎ内にはマグネットｒが内蔵さ
れており、磁性材料を有する図示しないチャッキング部材（クランパ部材）を吸着するよ
うになっている。
【００１３】
テーブル部ｐの外周縁には、円環状のフリクションシートｓが貼着されており、テーブル
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部ｐに載置された記録ディスクｍに回転力を適確に伝達するようになっている。
【００１４】
自動調芯機構ｄは、非磁性の金属材料からなり一端面が閉塞された扁平な円筒状のケース
体ｔと、該ケース体ｔ内においてケース体ｔと同軸上に配設されたリング状の吸着マグネ
ットｕと、該吸着マグネットｕとケース体ｔの外周壁との間の空間（移動空間）に収納さ
れた複数のバランス部材ｖ、ｖ、・・・と、上記吸着マグネットｕに取着された円環状の
ヨークｗとから成る。
【００１５】
ケース体ｔは、その閉塞された側の端面が上記ロータケースｉの閉塞された側の端面と接
触するようにスピンドル軸ｃ上に固定されており、これにより、ケース体ｔのターンテー
ブルｅ側の端面が開放されている。
【００１６】
また、ケース体ｔの開放された側の端面が上記ターンテーブルｅのテーブル部ｐにより覆
われるようになっている。
【００１７】
そして、このような自動調芯機構ｄを備えたディスク回転駆動機構ａによれば、所定回転
数になると遠心力によりバランス部材ｖ、ｖ、・・・が吸着マグネットｕから離脱してケ
ース体ｔの外周壁の内面に接触し、合成回転体の偏重心をキャンセルする方向に、各バラ
ンス部材ｖ、ｖ、・・・が移動することにより、調芯が為される。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記従来のディスク回転駆動機構ａにあっては、ターンテーブルｅのテーブル
部ｐを金属材料にて形成し、センタリングガイド部ｏにインサート成形により一体に形成
しており、部品点数の増大及びインサート成形という組立作業性の悪化などにより、コス
トが高価であるという問題がある。
【００１９】
　そこで、本発明は、上記した問題点を克服し、部品点数の削減、組立作業性の向上を図
り、コストを低減することを課題とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記した課題を解決するために、自動調芯機構を、非磁性材料からなり一方
の端面が閉塞された扁平な筒状をし、ターンテーブルのテーブル部の外周縁寄り部位に内
周側から外周側に行くに従い上方に変位するように環状に延びるテーパ状の段差部が形成
されたケース体と、該ケース体の内部空間内において移動自在に設けられた２つ以上のバ
ランス部材と、該バランス部材を停止時及び低速回転時に吸着する吸着マグネットとから
構成し、上記ケース体をスピンドルモータのスピンドル軸に支持すると共に、その閉塞側
端面を上記ターンテーブルのテーブル部としたものである。
【００２１】
　従って、本発明にあっては、非磁性材料からなるケース体の閉塞側端面をターンテーブ
ルのテーブル部としたので、従来、ターンテーブルのテーブル部としていた非磁性の金属
製のテーブル部が不要となり、従来必要であったセンタリングガイド部に金属製のテーブ
ル部を一体化するためのインサート成形を行なう必要がなく、部品点数の削減及びコスト
の低減を図ることができる。また、ターンテーブルのテーブル部の外周縁寄り部位に内周
側から外周側に行くに従い上方に変位するように環状に延びるテーパ状の段差部を形成し
たので、テーブル部の剛性が高まると共に、内部空間（移動空間）が広くなって、より大
きなバランス部材を収納することができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下に、本発明の各実施の形態を添付図面を参照して説明する。尚、以下に示した各実
施の形態は、本発明を光ディスクや光磁気ディスクの如き記録ディスクに対する再生や記



(5) JP 4038911 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

録を行うディスクドライブ装置のディスク回転駆動機構に適用したものである。
【００２３】
ディスクドライブ装置１は回転駆動手段となるスピンドルモータ２及び光学ピックアップ
装置３が載置されるメカシャーシ４と、ベースシャーシ５に対してメカシャーシ４をフロ
ーティング支持する複数のダンパ６、６、・・・等を備えている（図１参照）。
【００２４】
光学ピックアップ装置３は上記メカシャーシ４にガイドシャフト７、７を介してターンテ
ーブルに装着された記録ディスク８の半径方向に移動自在に支持されている。そして、光
学ピックアップ装置３は、レーザダイオードの如き図示しない光源及び光検出器を有し、
光源より発せられるレーザ光を対物レンズ９を介して記録ディスク８に照射し、また、レ
ーザ光の記録ディスク８よりの反射光を光検出器によって検出するように構成されている
。
【００２５】
第１の実施の形態にかかるディスク回転駆動機構１０は、上記スピンドルモータ２と、該
スピンドルモータ２によって回転されるスピンドル軸１１の上端寄りの位置に配設された
自動調芯機構１２と、スピンドル軸１１の上端部に固定されたターンテーブル１３と、該
ターンテーブル１３と協動して記録ディスク８を挾持するチャッキングプーリ１４を備え
る（図１参照）。
【００２６】
尚、各図において矢印で示す、Ｕ方向、Ｄ方向は、それぞれ、上方、下方を意味するもの
とする。
【００２７】
スピンドル軸１１はメカシャーシ４上に支持された軸支持部材１５に対して、回転軸受け
１６、１６を介して軸回りに回転可能に支持されている。スピンドル軸１１にはスピンド
ルモータ２を構成するロータケース１７が取り付けられ、該ロータケース１７は一端面（
上端面）が閉塞された略円筒状に形成されその内周面に円筒状の駆動マグネット１８が固
定されている。
【００２８】
軸支持部材１５には、ステータコイル１９が取着されており、該ステータコイル１９は上
記駆動マグネット１８と対向するように配設されている（図２参照）。
【００２９】
メカシャーシ４には、モータ基板２０が設けられており、該モータ基板２０は上記軸支持
部材１５に取着されたステータコイル１９に給電するようになっている。
【００３０】
そして、スピンドルモータ２において、ステータコイル１９に駆動電流が供給されると、
該ステータコイル１９が発生する磁界が駆動マグネット１８に作用し、該駆動マグネット
１８及びロータケース１７がスピンドル軸１１と共に回転され、これにより上記自動調芯
機構１２及びターンテーブル１３が一体となって回転される。即ち、スピンドル軸１１は
スピンドルモータ２の支軸（駆動軸）となっている。
【００３１】
自動調芯機構１２は、非磁性材料からなり一端面（上端面）が閉塞された扁平な円筒状の
ケース体２１と、該ケース体２１内においてケース体２１と同軸上に配設されたリング状
の吸着マグネット２２と、該吸着マグネット２２とケース体２１の外周壁との間の空間（
移動空間）２３に収納された複数のバランス部材２４、２４、・・・と、上記吸着マグネ
ット２２に取着された円環状のヨーク２５とから成る。
【００３２】
ケース体２１は、閉塞された側（上側）の端面２６と、その中心部にスピンドル軸１１が
圧入される筒状の軸圧入部２７と、該軸圧入部２７に近接して下方に向かって切起状に形
成された４つの切起片２８、２８、・・・と、上記閉塞側端面２６の外周縁からほぼ直角
に下方に向かって折り曲げられた外周壁２９とから成り、このようなケース体２１は、プ
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レス加工により形成される。尚、ケース体２１の閉塞側端面２６は、後述するようにター
ンテーブル１３のテーブル部として機能するため、以下、該閉塞側端面２６をテーブル部
という。
【００３３】
テーブル部２６の外周縁寄り部位には、内周側から外周側に行くに従い上方に変位するよ
うに環状に延びる段差部３０が形成されており、これにより、テーブル部２６の剛性が高
まると共に、内部空間、即ち、上記移動空間２３が広くなり、より大きなバランス部材２
４、２４、・・・を収納することができる。
【００３４】
また、テーブル部２６の上面であって上記段差部３０より外周側部分には、円環状のシー
ト状部材からなるフリクションシート３１が貼着されており、テーブル部２６に載置され
た記録ディスク８に回転力を適確に伝達するようになっている。
【００３５】
上記切起片２８、２８、・・・は、周方向にほぼ等間隔に形成されていて、上記リング状
の吸着マグネット２２の内周縁が当接するようになっており、これにより、吸着マグネッ
ト２２をケース体２１内に配設したときに、ケース体２１と同軸上に配設される。尚、吸
着マグネット２２は、ケース体２１のテーブル部２６の内側面に貼着される。
【００３６】
このようなケース体２１はその開口端面（下面）が下方を向く向きで、上記ロータケース
１７の上方からスピンドル軸１１に圧入されて固定される。そして、ケース体２１の開口
端面はロータケース１７の上面により閉塞される。これにより、ケース体２１の内部空間
は、ほぼ閉空間とされ、内部への塵埃などの進入を防止することができる。図示は省略し
たが、ケース体２１の外周壁２９の開口側周縁とロータケース１７との接触部にシートパ
ッキンなどを配設すれば、更に、防塵効果に寄与する。
【００３７】
ターンテーブル１３は、スピンドル軸１１が圧入されると共に中央部に記録ディスク８の
位置決めを行うための位置決め突起３２が形成されたセンタリングガイド部３３と、記録
ディスク８を載置するテーブル部２６とから成り、該テーブル部２６は上述したように、
自動調芯機構１２のケース体２１の閉塞側端面を利用するものである。
【００３８】
従って、ターンテーブル１３は、ケース体２１をスピンドル軸１１に圧入固定した後、セ
ンタリングガイド部３３をスピンドル軸１１に圧入固定することにより、構成される。
【００３９】
センタリングガイド部３３の位置決め突起３２は、略円錐台形状に突出して形成され、記
録ディスク８の中心孔８ａに嵌合して記録ディスク８の位置決めを行い、また、位置決め
突起３２にはマグネット３４が埋設されており、上記チャッキングプーリ１４に設けられ
た磁性部材（図示は省略する。）を吸着することにより、記録ディスク８をテーブル部２
６との間で挟持してチャッキングを行なうようになっている。
【００４０】
しかして、本実施の形態にかかるディスク回転駆動機構１０によれば、自動調芯機構１２
のケース体２１の閉塞側端面をターンテーブル１３のテーブル部２６としたので、従来、
必要だった単体のテーブル部ｐが不要となる。
【００４１】
そして、このようなディスクドライブ装置１によれば、上記例示した公報に記載の通り、
自動調芯機構１２により記録ディスク８に重量的なアンバランスがあったとしても、それ
をキャンセルすることができ、振動のない安定した回転が実現される。
【００４２】
尚、上記した実施の形態においては、アンバランスを有する記録ディスク８をターンテー
ブルに装着したときに、合成回転体に対して自動調芯作用を実行させる例を示したが、合
成回転体のうちの記録ディスク８以外の部材がアンバランスを有する場合においても、デ
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ィスク回転駆動機構１０によって自動調芯作用を実行させて回転時の振動を抑制すること
ができる。
【００４３】
また、上記実施の形態において、バランス部材２４を球状のものとして説明したが、本発
明はこれに限らず、円柱状、樽状等適宜の形状であって良く、要は、移動空間２３内を移
動することができるものであれば良い。
【００４４】
次に、第２の実施の形態にかかるディスク回転駆動機構１０Ａについて説明する。この第
２の実施の形態にかかるディスク回転駆動機構１０Ａが上記第１の実施の形態にかかるデ
ィスク回転駆動機構１０と比較して相異する点は、以下の通りである。
１．自動調芯機構の構造
２．自動調芯機構をスピンドルモータ２のロータケースの外側に配置した点
３．ロータケースの上面をターンテーブルの一部にした点
４．ターンテーブルにおけるセンタリングガイド部の構造
であるので、他の部分については図面の各部に前記第１の実施の形態に係るディスク回転
駆動機構１における同様の部分に付した符号と同じ符号を付すことによりその説明を省略
する。
【００４５】
第２の実施の形態にかかるディスク回転駆動機構１０Ａは、上記スピンドルモータ２Ａと
、該スピンドルモータ２Ａによって回転されるロータケース３５の外周寄りの位置に配設
された自動調芯機構１２Ａと、上記ロータケース３５の一部を利用してその上部に配設さ
れたターンテーブル１３Ａとを備える（図３参照）。
【００４６】
スピンドルモータ２Ａのロータケース３５は、非磁性部材から成り一端面（上端面）が閉
塞したほぼ扁平な円筒状をしており、その平面形状の大きさは、上記ステータコイル１９
、１９、・・・の外周面を結んでできる円周よりも大きく形成されている。
【００４７】
ロータケース３５の中心部には上方に突出する円筒状のボス部３６が一体に形成されてお
り、該ボス部３６が上記スピンドル軸１１に圧入固定されており、また、その外周壁３５
ａよりも中心寄りの位置に、磁性体から成りリング状で断面がクランク状をしたヨーク部
材３７がロータケース３５に取着されている。これにより、ヨーク部材３７の垂直壁３７
ａとロータケース３５の外周壁３５ａとの間には適宜な空間３８が形成され、該空間３８
が自動調芯機構１２Ａの移動空間とされる。従って、上記ロータケース３５の外周部分が
自動調芯機構１２Ａのケース体の一部を為している。
【００４８】
また、上記移動空間３８の下面は上記ヨーク部材３７の下面水平壁３７ｂにより覆われて
いて、該移動空間３８はほぼ閉空間となっている。また、ヨーク部材３７の下面水平壁３
７ｂにはリング状の吸着マグネット３９が吸着され、更に、該吸着マグネット３９の上面
には辷り性の良好なシート部材４０が貼着されている。尚、かかるシート部材４０は、吸
着マグネット３９に蒸着などの手段により薄膜の保護層を形成するようにしても良い。
【００４９】
ロータケース３５の外周壁３５ａの内周面４１は曲率が比較的小さな凹Ｒ面に形成され、
かかる凹Ｒ面４１の曲率は当該移動空間３８内に収納されるバランス部材４２、４２、・
・・の曲率よりも小さく形成されている。従って、バランス部材４２、４２、・・・が凹
Ｒ面４１に接触した状態では、両者は点接触とされる。
【００５０】
尚、ロータケース３５は非磁性部材であれば、アルミニウム材、真鍮材、合成樹脂材等で
あっても良く、プレス加工、切削加工、樹脂成形等適宜な方法により作成される。
【００５１】
ヨーク部材３７の垂直壁３７ａの内周面に円筒状の駆動マグネット１８が固定されており
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、該駆動マグネット１８がステータコイル１９、１９、・・・に対向されている。
【００５２】
ロータケース３５の閉塞された側の端面（上端面）４３は、後述するようにターンテーブ
ル１３Ａのテーブル部として機能するため、以下、該閉塞側端面４３をテーブル部という
。
【００５３】
ロータケース３５のボス部３６には、直径が上記記録ディスク８に中心孔８ａとほぼ同じ
か又はやや小さい円板状のセンタリング部材４４が圧入固定されており、該センタリング
部材４４には、３つのチャッキング爪４５、４５、・・・（図３では１つのみ示す。）が
設けられており、該チャッキング爪４５、４５、・・・により、記録ディスク８がテーブ
ル部２６面に押し付けられるようにしてチャッキングが為されるようになっている。従っ
て、ターンテーブル１３Ａは上記ロータケース３５の一部とセンタリング部材４４とチャ
ッキング爪４５、４５、・・・とから構成されている。
【００５４】
しかして、スピンドルモータ２Ａが回転して所定回転数に達すると、バランス部材４２、
４２、・・・が遠心力により吸着マグネット３９から離間して凹Ｒ面４１を下側から登っ
て、移動空間３８のうちもっとも直径の大きな部分に位置されて、自動調芯が為される。
【００５５】
また、バランス部材４２、４２、・・・が凹Ｒ面４１に位置された状態では、バランス部
材４２、４２、・・・は凹Ｒ面４１に対して点接触なので、摩擦抵抗が少なく、バランス
部材４２、４２、・・・の転がり摩擦係数が小さく自動調芯がスムーズに為される。
【００５６】
吸着マグネット３９の上面には、シート部材４０が貼着されているため、バランス部材４
２、４２、・・・が直接吸着マグネット３９に接触することはなく、転がり摩擦抵抗が小
さく、自動調芯を更にスムーズにする。
【００５７】
また、吸着マグネット３９上をバランス部材４２、４２、・・・が転動することがないた
め、粉塵（磁粉）が発生することがなく、移動空間３８内をクリーンに保つことができ、
これによっても、自動調芯作用をスムーズに行なうことができる。
【００５８】
　この第２の実施の形態にかかるディスク回転駆動機構１０Ａによれば、ロータケース３
５の閉塞側端面をターンテーブル１３Ａのテーブル部としたので、上記第１の実施の形態
にかかるディスク回転駆動機構１０と同様に、従来必要だった単体のテーブル部が不要と
なると共に、更に、自動調芯機構１２Ａをスピンドルモータ２Ａの外側に位置させ、かつ
、ロータケース３５の一部を自動調芯機構１２Ａのケース体の一部を為すようにしたので
、軸方向の大きさを小さくすることができ、装置の薄型化を図ることができる。
【００５９】
また、ロータケース３５の外周壁３５ａの内周面をバランス部材４２、４２、・・・が直
接転動する面としたので、従来、リング状のレース部材をケース体（本実施の形態におけ
るロータケース３５）とは別体に形成し該ケース体にレース部材を内嵌したものに比較し
て、部品点数の低減、径方向の寸法の小型化を図ることができると共に、バランス部材４
２、４２、・・・の転動面とスピンドル軸１１との同心度を一致させることができ、自動
調芯機構１２Ａの精度を向上させることができる。
【００６０】
即ち、レース部材をケース体と別体に形成したものにあっては、レース部材をケース体に
内嵌するために、その分のクリアランスが必要であり、ケース体に対する同心度を保ちに
くいからである。
【００６１】
そして、このようなディスク回転駆動機構１０Ａによれば、上記例示した公報に記載の通
り、自動調芯機構１２Ａにより記録ディスク８に重量的なアンバランスがあったとしても
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、それをキャンセルすることができ、振動のない安定した回転を実現することができる。
【００６２】
このほか、上記した実施の形態において示した各部の具体的な形状及び構造は、何れも本
発明を実施するに際しての具体化のほんの一例を示したものにすぎず、これらによって本
発明の技術的範囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
【００６３】
【発明の効果】
　以上に記載したところから明らかなように、本発明は、自動調芯機構を、非磁性材料か
らなり一方の端面が閉塞された扁平な筒状をし、ターンテーブルのテーブル部の外周縁寄
り部位に内周側から外周側に行くに従い上方に変位するように環状に延びるテーパ状の段
差部が形成されたケース体と、該ケース体の内部空間内において移動自在に設けられた２
つ以上のバランス部材と、該バランス部材を停止時及び低速回転時に吸着する吸着マグネ
ットとから構成し、上記ケース体をスピンドルモータのスピンドル軸に支持すると共に、
その閉塞側端面を上記ターンテーブルのテーブル部としたことを特徴とする。
【００６４】
　従って、本発明にあっては、非磁性材料からなるケース体の閉塞側端面をターンテーブ
ルのテーブル部としたので、従来、ターンテーブルのテーブル部としていた非磁性の金属
製のテーブル部が不要となり、従来必要であったセンタリングガイド部に金属製のテーブ
ル部を一体化するためのインサート成形を行なう必要がなく、部品点数の削減及びコスト
の低減を図ることができる。また、ターンテーブルのテーブル部の外周縁寄り部位に内周
側から外周側に行くに従い上方に変位するように環状に延びるテーパ状の段差部を形成し
たので、テーブル部の剛性が高まると共に、内部空間（移動空間）が広くなって、より大
きなバランス部材を収納することができる。
【００６５】
　請求項３と請求項７に記載した発明にあっては、ケース体の開口端面をロータケースの
閉塞側端面で覆うようにしたので、ケース体内への塵埃などの侵入を防ぐことができ、よ
って、バランス部材のケース体内におけるスムーズな移動をいつまでも維持することがで
きる。
【００６６】
　請求項４と請求項８に記載した発明にあっては、自動調芯機構のバランス部材が、ケー
ス体の内周面を直接転動するようにしたので、リング状のレース部材をケース体とは別体
に形成し該ケース体にレース部材を内嵌したものに比較して、部品点数の低減、径方向の
寸法の小型化を図ることができると共に、バランス部材の転動面とスピンドル軸との同心
度を一致させることができ、自動調芯機構の精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図２と共に、本発明に係る第１の実施の形態について説明するための図であり、
本図はディスク回転駆動機構を用いたディスクドライブ装置の構成を概略的に示す斜視図
である。
【図２】ディスク回転駆動機構を拡大して示す縦断面図である。
【図３】第２の実施の形態にかかるディスク回転駆動機構を拡大して示す縦断面図である
。
【図４】従来のディスク回転駆動機構を拡大して示す縦断面図である。
【符号の説明】
　１…ディスクドライブ装置、２…スピンドルモータ、８…記録ディスク（ディスク状記
録媒体）、１０…ディスク回転駆動機構、１１…スピンドル軸、１２…自動調芯機構、１
３…ターンテーブル、１７…ロータケース、２１…ケース体、２２…吸着マグネット、２
３…移動空間（ケース体の内部空間）、２４…バランス部材、２６…テーブル部（閉塞側
端面）、３０…段差部、２Ａ…スピンドルモータ、１０Ａ…ディスク回転駆動機構、１２
Ａ…自動調芯機構、１３Ａ…ターンテーブル、３５…ロータケース（ケース体）、３８…
移動空間、３９…吸着マグネット、４１…凹Ｒ面（内周面）、４２…バランス部材、４３
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