
JP 2008-282444 A 2008.11.20

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】調整機構を簡素化してコストダウンを図ると共
に、安定した調整を行うことができる、スピンドルモー
タの位置調整機構と位置調整方法を提供する。
【解決手段】トラバースシャーシ３のモータ搭載箇所に
、スピンドルモータの底板に複数形成された雌ネジ孔１
ｂに対応して長円形のネジ挿通孔３ｂを複数形成し、ネ
ジ挿通孔３ｂから雄ネジ６を雌ネジ孔１ｂにねじ込んで
モータを仮止めし、モータの底板の外周部に第一切欠部
７を、また、トラバースシャーシ３のモータ搭載箇所に
第二切欠部８を、ネジ挿通孔３ｂの短径方向に切り欠い
て形成し、第一切欠部７及びその両側部分を露出させる
開口部８ａを第二切欠部８に連ねて形成したスピンドル
モータ位置調整機構とする。第一切欠部７と第二切欠部
８の双方に亘って調整治具先端の板状突片９ａを遊嵌し
、調整治具を回すことで、モータをネジ挿通孔３ｂの長
径方向に移動させて位置調整を行う。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクを回転させるスピンドルモータが搭載されるトラバースシャーシの該モータ
搭載箇所に、スピンドルモータの底板に複数形成された雌ネジ孔に対応して長円形のネジ
挿通孔を複数形成し、雄ネジをネジ挿通孔から雌ネジ孔にねじ込んでスピンドルモータを
トラバースシャーシに仮止めした状態で、ネジ挿通孔の長径方向にスピンドルモータの位
置調整を行った後、雄ネジを本締めしてスピンドルモータをトラバースシャーシに取付固
定するように構成した光ディスク装置のスピンドルモータ位置調整機構において、
　上記スピンドルモータの底板の外周部に、調整治具先端の板状突片の片側が遊嵌される
第一切欠部を上記ネジ挿通孔の短径方向に切り欠いて形成し、上記トラバースシャーシの
モータ搭載箇所に、調整治具先端の板状突片の反対側が遊嵌される第二切欠部を上記第一
切欠部と相対向して上記ネジ挿通孔の短径方向に切り欠いて形成すると共に、上記第一切
欠部及びその両側部分を露出させる開口部を上記第二切欠部に連ねて形成したことを特徴
とするスピンドルモータ位置調整機構。
【請求項２】
　上記スピンドルモータの底板の外周部と、この底板の上に取付けられたプリント配線基
板との双方に、上記第一切欠部を重ねて形成し、プリント配線基板の上記底板から外側に
突き出した部分に、上記トラバースシャーシのモータ搭載箇所の第二切欠部及びその両側
部分を露出させる開口部を上記プリント配線基板の第一切欠部と連ねて形成したことを特
徴とする請求項１に記載のスピンドルモータ位置調整機構。
【請求項３】
　上記第一切欠部の幅が奥端に近づくほど狭くなるように、第一切欠部の両側端を第一切
欠部の中心線に対して同じ傾斜角で互いに逆向きに傾斜させると共に、上記第二切欠部の
幅が奥端に近づくほど狭くなるように、第二切欠部の両側端を第二切欠部の中心線に対し
て同じ傾斜角で互いに逆向きに傾斜させたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
のスピンドルモータ位置調整機構。
【請求項４】
　上記第一切欠部の両側端の傾斜角、及び、上記第二切欠部の両側端の傾斜角を１０°～
４０°に設定したことを特徴とする請求項３に記載のスピンドルモータ位置調整機構。
【請求項５】
　スピンドルモータの底板の外周部においてスピンドルモータの位置調整方向と直交方向
に切り欠いて形成された第一切欠部と、トラバースシャーシのモータ搭載箇所において上
記第一切欠部と相対向してスピンドルモータの位置調整方向と直交方向に切り欠いて形成
された第二切欠部との双方に亘って、調整治具の先端の板状突片を遊嵌し、調整治具を回
すことによってスピンドルモータを位置調整方向に移動させることを特徴とするスピンド
ルモータ位置調整方法。
【請求項６】
　上記調整治具の先端の板状突片の付根部分に形成された当止部を、上記トラバースシャ
ーシのモータ搭載箇所の底面に当接して、上記調整治具を回すことを特徴とする請求項５
に記載のスピンドルモータ位置調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光ディスク装置のトラバースシャーシに搭載されるスピンドルモータの位置調
整機構と位置調整方法に関し、特に、位置調整機構を簡素化して安定した位置調整が可能
となるように工夫したものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、図１２に示すような光ディスク装置のスピンドルモータ位置調整機構を既
に提案した（特許文献１）。このスピンドルモータ位置調整機構は、スピンドルモータ１
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１が搭載されるトラバースシャーシ（不図示）の該モータ搭載箇所に長円形のネジ挿通孔
１２ａ，１２ｂ，１２ｃを形成し、これらのネジ挿通孔から雄ネジ（不図示）をスピンド
ルモータ１１の底面に形成された雌ネジ孔１３ａ，１３ｂ，１３ｃにねじ込んでスピンド
ルモータを仮止めすると共に、スピンドルモータ１１の片側ほぼ半周を覆って縦方向のガ
タをなくすバネ材のブラケット１４をトラバースシャーシに取付け、反対側に調整工具を
挿入する調整孔１５を形成したものである。
【０００３】
　上記のスピンドルモータ位置調整機構は、図１３に示すように円柱部１６ａの先端に小
径の円柱状凸部１６ｂを偏心させて突設した調整工具１６を使用し、その円柱状凸部１６
ｂを上記調整孔１５に挿入して円柱部１６ａをスピンドルモータ１１の側面に接触させな
がら、円柱状凸部１６ｂを中心として調整工具１６を回転させ、その偏心軌道を用いてス
ピンドルモータ１１を横方向（長円形のネジ挿通孔１２ａ，１２ｂ，１２ｃの長径方向）
に移動させることにより、精度良くスピンドルモータ１１の位置調整を行った後、雄ネジ
を本締めしてスピンドルモータ１１をトラバースシャーシのモータ搭載箇所に取付固定す
るものである。
【特許文献１】特開２００６－４５５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１のスピンドルモータ位置調整機構では、調整工具１６の
偏心軌道を利用してスピンドルモータ１１を移動させる関係上、ブラケット１４を省略す
ると、スピンドルモータ１１が横方向（ネジ挿通孔の長径方向）にまっすぐ移動せず、雄
ネジの外径とネジ挿通孔の短径との寸法差だけ縦方向（ネジ挿通孔の短径方向）にも若干
移動して、調整精度が低下する懸念がある。そのため、ブラケット１４をトラバースシャ
ーシに設けてスピンドルモータ１１の縦方向のガタをなくすことが必要になり、その分だ
け機構が複雑化すると共に、部品点数や組立工数が増えてコスト高になるという問題があ
った。
【０００５】
　本発明は上記事情の下になされたもので、その解決しようとする課題は、調整機構をよ
り簡素化してコストダウンを図ると共に、安定した調整を行うことができる、スピンドル
モータの位置調整機構と位置調整方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係るスピンドルモータ位置調整機構は、光ディスク
を回転させるスピンドルモータが搭載されるトラバースシャーシの該モータ搭載箇所に、
スピンドルモータの底板に複数形成された雌ネジ孔に対応して長円形のネジ挿通孔を複数
形成し、雄ネジをネジ挿通孔から雌ネジ孔にねじ込んでスピンドルモータをトラバースシ
ャーシに仮止めした状態で、ネジ挿通孔の長径方向にスピンドルモータの位置調整を行っ
た後、雄ネジを本締めしてスピンドルモータをトラバースシャーシに取付固定するように
構成した光ディスク装置のスピンドルモータ位置調整機構において、上記スピンドルモー
タの底板の外周部に、調整治具先端の板状突片の片側が遊嵌される第一切欠部を上記ネジ
挿通孔の短径方向に切り欠いて形成し、上記トラバースシャーシのモータ搭載箇所に、調
整治具先端の板状突片の反対側が遊嵌される第二切欠部を上記第一切欠部と相対向して上
記ネジ挿通孔の短径方向に切り欠いて形成すると共に、上記第一切欠部及びその両側部分
を露出させる開口部を上記第二切欠部に連ねて形成したことを特徴とするものである。
【０００７】
　本発明のスピンドルモータ位置調整機構においては、スピンドルモータの底板の外周部
と、この底板の上に取付けられたプリント配線基板との双方に、上記第一切欠部を重ねて
形成し、プリント配線基板の上記底板から外側に突き出した部分に、トラバースシャーシ
のモータ搭載箇所の第二切欠部及びその両側部分を露出させる開口部をプリント配線基板



(4) JP 2008-282444 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

の第一切欠部と連ねて形成することが好ましい。
【０００８】
　そして、上記第一切欠部の幅が奥端に近づくほど狭くなるように、第一切欠部の両側端
を第一切欠部の中心線に対して同じ傾斜角で互いに逆向きに傾斜させると共に、上記第二
切欠部の幅が奥端に近づくほど狭くなるように、第二切欠部の両側端を第二切欠部の中心
線に対して同じ傾斜角で互いに逆向きに傾斜させることが好ましく、この第一切欠部の両
側端の傾斜角、及び、第二切欠部の両側端の傾斜角を１０°～４０°に設定することが好
ましい。
【０００９】
　また、本発明に係るスピンドルモータ位置調整方法は、スピンドルモータの底板の外周
部においてスピンドルモータの位置調整方向と直交方向に切り欠いて形成された第一切欠
部と、トラバースシャーシのモータ搭載箇所において上記第一切欠部と相対向してスピン
ドルモータの位置調整方向と直交方向に切り欠いて形成された第二切欠部との双方に亘っ
て、調整治具の先端の板状突片を遊嵌し、調整治具を回すことによってスピンドルモータ
を位置調整方向に移動させることを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明目のスピンドルモータ位置調整方法においては、上記調整治具の先端の板状突片
の付根部分に形成された当止部を、上記トラバースシャーシのモータ搭載箇所の下面に当
接して、調整治具を回すことが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のスピンドルモータ位置調整機構によれば、先端に板状突片を有するマイナスド
ライバーに似た調整治具を使用し、本発明のスピンドルモータ位置調整方法に基づいて、
次の要領でスピンドルモータの位置調整を行うことができる。まず、トラバースシャーシ
のモータ搭載箇所に形成された第二切欠部とこれに連なる開口部に調整治具先端の板状突
片を下方から挿入し、スピンドルモータの底板外周部に形成された第一切欠部と上記第二
切欠部との双方に亘って調整治具先端の板状突片を遊嵌する。そして、調整治具を回し、
その先端の板状突片で第一切欠部と第二切欠部を内側から位置調整方向（長円形のネジ挿
通孔の長径方向）に沿って互いに離反するように押しながら、スピンドルモータをトラバ
ースシャーシに対して位置調整方向に移動させ、後述するように波形モニタ装置でモニタ
したトラッキングエラー信号の振幅が最大となるところで雄ネジを本締めしてスピンドル
モータをトラバースシャーシの搭載箇所に取付固定し、位置調整を完了する。
【００１２】
　本発明のスピンドルモータ位置調整機構は、調整治具先端の板状突片の片側が遊嵌され
る第一切欠部も、該板状突片の反対側が遊嵌される第二切欠部も、長円形のネジ挿通孔の
短径方向（位置調整方向と直交方向）に切り欠いて形成されているため、上記のように調
整治具先端の板状突片を相対向する双方の切欠部に遊嵌して回転すると、第一切欠部と第
二切欠部が該板状突片によって上記のようにネジ挿通孔の長径方向（位置調整方向）に互
いに離反するように押されて、スピンドルモータが位置調整方向にスムーズに移動する。
従って、調整作業がし易く、安定して精度良く位置調整を行うことができるようになり、
しかも、スピンドルモータの縦方向（ネジ挿通孔の短径方向）のガタをなくす従来のブラ
ケットが不要となるので調整機構が簡略化され、部品点数及び組立工数が減少してコスト
ダウンを図ることができるようになる。また、先端に板状突片を有する専用の調整治具を
あえて使用しなくても、先端が板状に尖った汎用のマイナスドライバーを使用して調整す
ることもできるので、便利である。
【００１３】
　本発明のスピンドルモータ位置調整機構において、スピンドルモータの底板の外周部と
、この底板の上に取付けられたプリント配線基板との双方に、上記第一切欠部を重ねて形
成し、プリント配線基板の上記底板から外側に突き出した部分に、トラバースシャーシの
モータ搭載箇所の第二切欠部及びその両側部分を露出させる開口部をプリント配線基板の
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第一切欠部と連ねて形成したものは、調整治具先端の板状突片の片側を、スピンドルモー
タの底板外周部とプリント配線基板の双方に重ねて形成された第一切欠部に深く挿入、遊
嵌して回すことができるので、位置調整作業中に調整治具先端の板状突片の片側が第一切
欠部から外れ難くなるという利点がある。
【００１４】
　そして、本発明のスピンドルモータ位置調整機構において、上記第一切欠部の幅が奥端
に近づくほど狭くなるように、第一切欠部の両側端を第一切欠部の中心線に対して同じ傾
斜角で互いに逆向きに傾斜させると共に、上記第二切欠部の幅が奥端に近づくほど狭くな
るように、第二切欠部の両側端を第二切欠部の中心線に対して同じ傾斜角で互いに逆向き
に傾斜させたものは、後述するように、調整治具先端の板状突片のサイドエッジを第一切
欠部及び第二切欠部の傾斜した側端に沿ってスムーズに滑らせながら調整治具を回してス
ピンドルモータを位置調整方向（ネジ挿通孔の長径方向）に移動させることができるので
、位置調整作業が一層し易くなるという利点がある。特に、第一切欠部及び第二切欠部の
両側端の傾斜角を１０°～４０°に設定したものは、調整治具を回したときの板状突片の
サイドエッジの滑りが良いので、位置調整のし易さが顕著に向上する。
【００１５】
　また、本発明のスピンドルモータ位置調整方法は、安定して精度良く位置調整を行うこ
とができ、調整作業もし易いという効果が得られる。特に、調整治具の先端の板状突片の
付根部分に形成された当止部をトラバースシャーシのモータ搭載箇所の下面に当接して調
整治具を回すと、調整治具をトラバースシャーシに向かって押しても、当止部によって先
端の板状突片がスピンドルモータのケースに当たる心配がなくなり、調整治具を押しなが
ら回すことができるので、調整治具を回している途中で先端の板状突片が第一切欠部及び
第二切欠部から外れることがなくなって、調整作業を一層容易に行うことができるように
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の具体的な実施形態を詳述する。
【００１７】
　図１は本発明の一実施形態に係るスピンドルモータ位置調整機構を備えたトラバースシ
ャーシの底面図、図２は同スピンドルモータ位置調整機構を備えたトラバースシャーシの
平面図、図３はスピンドルモータが中央に位置した状態にある同スピンドルモータ位置調
整機構の拡大底面図、図４はスピンドルモータが左方に移動した状態にある同スピンドル
モータ位置調整機構の拡大底面図、図５はスピンドルモータが右方に移動した状態にある
同スピンドルモータ位置調整機構の拡大底面図、図６はスピンドルモータが中央に位置し
た状態にある同スピンドルモータ位置調整機構の拡大平面図、図７はスピンドルモータの
底面図、図８はトラバースシャーシのモータ搭載箇所の底面図、図９は同スピンドル位置
調整機構の要部説明図、図１０は調整治具先端の板状突片を第一切欠部と第二切欠部の双
方に亘って挿入、遊嵌した状態を示す側面図、図１１は調整治具の部分斜視図である。
【００１８】
　図１，図２において、１は光ディスクを回転させるスピンドルモータであり、図２，図
１０に示すように、このスピンドルモータ１の出力軸には、光ディスクを下方から挟むタ
ーンテーブル２が取付けられている。このスピンドルモータ１はトラバースシャーシ３の
前端寄りのモータ搭載箇所に搭載され、後述するように位置調整を行う前は移動可能に仮
止めされている。このトラバースシャーシ３には、図２に仮想線で示すように、光ピック
アップ４が２本のガイド軸４ａ，４ｂ（主軸と副軸）に沿って、トラッキング方向、つま
りターンテーブル２に対し接近・離反する方向に移動可能に搭載されるようになっている
。そして、このトラバースシャーシ３は、後端部の左右二箇所において、ゴムダンパー（
不図示）を介して光ディスク装置のローダーシャーシ（不図示）に上下回動可能に取付け
られ、カムスライダー（不図示）によって上下に回動（昇降）できるようになっている。
【００１９】
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　図１０，図７に示すように、スピンドルモータ１の金属製の底板１ａの上にはプリント
配線基板５が重ねて取付けられており、この底板１ａの中央には、出力軸を受ける軸受下
端のボス部１ｃが突き出している。そして、この底板１ａには図７に示すように３つの雌
ネジ孔１ｂが円周方向に１２０°の間隔をあけて形成されており、その一つの雌ネジ孔は
、底板１ａとプリント配線基板５の中心線ＣＬ上に位置している。尚、これらのネジ孔１
ｂはプリント配線基板５を貫通している。
【００２０】
　一方、トラバースシャーシ３のモータ搭載箇所には、図８に示すように、スピンドルモ
ータ１の底板１ａの３つの雌ネジ孔１ｂに対応して、３つの長円形のネジ挿通孔３ｂが円
周方向に１２０°の間隔をあけて形成されており、これらのネジ挿通孔３ｂはいずれも、
その長径方向が横方向、即ち、光ピックアップ４の移動方向と直交する位置調整方向とな
るように形成されている。また、このモータ搭載箇所には、スピンドルモータ１の上記ボ
ス部１ｃを挿通する長円形のボス部挿通孔３ｃが形成されており、このボス部挿通孔３ｃ
も、その長径方向が横方向（位置調整方向）となるように形成されている。そして、この
モータ搭載箇所の下面の各ネジ挿通孔３ｂの周囲には、雄ネジの頭部を収容する円形の座
部３ａが凹設されている。
【００２１】
　スピンドルモータ１は、図２，図６，図１０に示すように、トラバースシャーシ３のモ
ータ搭載箇所の上面に載置されて、図３，図１０に示すようにボス部１ｃがモータ搭載箇
所のボス部挿通孔３ｃに挿通されており、下方からモータ搭載箇所のネジ挿通孔３ｂを通
してスピンドルモータ１の底板１ａの雌ネジ孔１ｂにねじ込まれた雄ネジ６（仮想線で示
している）によって、ネジ挿通孔３ｂ及びボス部挿通孔３ｃの長径方向（位置調整方向）
に移動できるように仮止めされている。
【００２２】
　図７に示すように、スピンドルモータ１の底板１ａの外周部には、後述する調整治具先
端の板状突片の片側を遊嵌する第一切欠部７が、上記ネジ挿通孔３ｂの短径方向（位置調
整方向と直交方向）に切り欠いて形成されている。この第一切欠部７は、前記中心線ＣＬ
上に位置して、底板外周部の前記プリント配線基板５の突出する側に形成されており、こ
の第一切欠部１ａはプリント配線基板５にも重ねて形成されている。
【００２３】
　一方、トラバースシャーシ３のモータ搭載箇所には、後述する調整治具先端の板状突片
の反対側を遊嵌する第二切欠部８が、図３に示すように上記の第一切欠部７と相対向して
、ネジ挿通孔３ｂの短径方向（位置調整方向と直交方向）に切り欠いて形成されている。
そして、このモータ搭載箇所には、スピンドルモータの底板外周部に形成された上記の第
一切欠部７及びその両側部分を露出させる方形の開口部８ａが、第二切欠部８に連ねて形
成されている。同様に、プリント配線基板５の上記底板１ａから外側に突き出した部分に
も、図６に示すように、モータ搭載箇所の第二切欠部８及びその両側部分を露出させる方
形の開口部７ａが、上記の第一切欠部７と連ねて形成されている。
【００２４】
　図９に示すように、第一切欠部７は、その幅が奥端に近づくほど狭くなるように、その
両側端７ｂ，７ｂが第一切欠部の中心線ＣＬ７に対して同じ傾斜角θで互いに逆向きに傾
斜しており、同様に、第二切欠部８も、その幅が奥端に近づくほど狭くなるように、その
両側端８ｂ，８ｂが第二切欠部の中心線ＣＬ８に対して同じ傾斜角θで互いに逆向きに傾
斜している。このように傾斜していると、後述する調整治具先端の板状突片９ａを第一切
欠部７と第二切欠部８の双方に挿入、遊嵌して調整治具を回しながらスピンドルモータ１
の位置調整を行うときに、板状突片９ａのサイドエッジ９ｂが傾斜した側端７ｂ，８ｂの
内面沿いにスムーズに滑るため、調整治具が回り易くなり、位置調整作業を一層容易に行
うことができるようになる。
【００２５】
　第一切欠部７の両側端７ｂの傾斜角θ及び第二切欠部８の両側端８ｂの傾斜角θは１０
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°～４０°の範囲に設定することが好ましく、１０°未満では、板状突片９ａの両側端７
ｂ，８ｂに対する角度θ１が鋭角になりすぎるため、調整治具を回したときに板状突片９
ａのサイドエッジ９ｂが第一切欠部７の側端７ｂ及び第二切欠部８の側端８ｂの内面をス
ムーズに滑りにくくなり、逆に、４０°を越えると、サイドエッジ９ｂの滑りはきわめて
良くなるが、これらの切欠部７，８をサイドエッジ９ｂで位置調整方向に押してスピンド
ルモータ１を移動させる距離が短くなり過ぎる恐れが生じるので、いずれも好ましくない
。
【００２６】
　以上のような構成のスピンドルモータ位置調整機構によれば、図１１に示すように円柱
状の軸部９の先端に板状突片９ａが形成され、且つ、該板状突片９ａの付根部分に当止部
９ｃが形成されたマイナスドライバーのような調整治具を使用し、本発明のスピンドルモ
ータ位置調整方法に基づいて、次の要領でスピンドルモータの位置調整を行うことができ
る。
【００２７】
　先ず、光ディスクに光ピックアップからレーザービームを照射したときのトラッキング
エラー信号をモニタするために、波形モニタ装置をトラッキングエラー検出回路に接続す
る。そして、図１０，図３に示すようにトラバースシャーシ３のモータ搭載箇所に形成さ
れた第二切欠部８とこれに連なる開口部８ａに調整治具先端の板状突片９ａを下方から挿
入し、スピンドルモータ１の底板１ａの外周部及びプリント配線基板５に重ねて形成され
た第一切欠部７と、上記第二切欠部８との双方に亘って、調整治具先端の板状突片９ａを
遊嵌した状態で調整治具を回す。
【００２８】
　このように調整治具を回すと、第一切欠部７も第二切欠部８も長円形のネジ挿通孔３ｂ
の短径方向（位置調整方向と直交方向）に切り欠いて形成されているため、板状突片９ａ
によって第一切欠部７と第二切欠部８がネジ挿通孔３ｂの長径方向（位置調整方向）に互
いに離反するように押されて、スピンドルモータ１が位置調整方向にスムーズに移動し、
調整治具を反時計回り方向に回した場合は図４に示すようにスピンドルモータ１が左方に
、時計回り方向に回した場合は図５に示すようにスピンドルモータ１が右方に移動する。
特に、この実施形態のスピンドルモータ位置調整機構では、第一切欠部７の両側端７ｂ，
７ｂも第二切欠部８の両側端８ｂ，８ｂも既述したように傾斜しているため、調整治具を
滑らかに回すことができ、しかも、図１０に示すように調整治具の当止部９ｃをトラバー
スシャーシ３の下面に押し当てて、板状突片９ａが第一切欠部７や第二切欠部８から外れ
ないように調整治具を回すことができるので、スピンドルモータ１を容易に移動させるこ
とができる。
【００２９】
　上記のように調整治具を回してスピンドルモータ１を位置調整方向に移動させながら、
光ピックアップ４からレーザービームを光ディスクに照射すると、波形モニタ装置でモニ
タしたトラッキングエラー信号の振幅が増減変化するので、この振幅が最大になったとこ
ろでスピンドルモータ１の移動を止めて雄ネジ６を本締めし、スピンドルモータ１をトラ
バースシャーシ３のモータ搭載箇所に取付固定することによって、精度良く位置調整を行
うことができる。
【００３０】
　以上のように、本発明のスピンドルモータ位置調整機構は、調整作業がし易く安定して
精度良く位置調整を行うことができ、しかも、従来のブラケットが不要となるので調整機
構を簡略化でき、部品点数及び組立工数の低減によりコストダウンを図ることができる。
また、先端に板状突片を有する専用の調整治具をあえて使用しなくても、先端が板状に尖
った汎用のマイナスドライバーを使用して調整できる便利さもある。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施形態に係るスピンドルモータ位置調整機構を備えたトラバースシ
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【図２】同スピンドルモータ位置調整機構を備えたトラバースシャーシの平面図である。
【図３】スピンドルモータが中央に位置した状態にある同スピンドルモータ位置調整機構
の拡大底面図である。
【図４】スピンドルモータが左方に移動した状態にある同スピンドルモータ位置調整機構
の拡大底面図である。
【図５】スピンドルモータが右方に移動した状態にある同スピンドルモータ位置調整機構
の拡大底面図である。
【図６】スピンドルモータが中央に位置した状態にある同スピンドルモータ位置調整機構
の拡大平面図である。
【図７】スピンドルモータの底面図である。
【図８】トラバースシャーシのモータ搭載箇所の底面図である。
【図９】同スピンドル位置調整機構の要部説明図である。
【図１０】調整治具先端の板状突片を第一切欠部と第二切欠部の双方に亘って挿入、遊嵌
した状態を示す側面図である。
【図１１】調整治具の部分斜視図である。
【図１２】特許文献１のスピンドルモータ位置調整機構の説明図である。
【図１３】従来の調整工具の部分斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　スピンドルモータ
　１ａ　底板
　１ｂ　雌ネジ孔
　３　　トラバースシャーシ
　３ｂ　長円形のネジ挿通孔
　４　　光ピックアップ
　５　　プリント配線基板
　６　　雄ネジ
　７　　第一切欠部
　７ａ　開口部
　７ｂ　両側端
　８　　第二切欠部
　８ａ　開口部
　８ｂ　両側端
　９ａ　調整治具の先端の板状突片
　９ｂ　当止部
　ＣＬ７　第一切欠部の中心線
　ＣＬ８　第二切欠部の中心線
　θ　　第一切欠部及び第二切欠部の両側端の傾斜角
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