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(57)【要約】
【課題】傷等で再生できない損傷データを有する光ディ
スクメディアを、データを精度良く補完することで、再
生することができ、光ディスクメディアの寿命を延ばす
ことができる光ディスク装置及びこれを用いたデータ補
完方法を提供する。
【解決手段】前記不良データのアドレス情報があるかど
うか確認する不良データ確認工程Ｓ１５と、補完データ
が記録されているか確認する補完データ確認工程Ｓ１７
と、補完サーバに補完データの送信要求を行う補完デー
タ送信要求工程Ｓ１９と、前記補完データを前記通信ネ
ットワークを介して取得する補完データ取得工程Ｓ１１
１と、補完データを記録する補完データ記録工程Ｓ１１
２とを含むデータ補完方法。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークに接続するためのネットワーク接続手段と、
　可搬性を備えた外部メモリと、
　前記光ディスクのディスク識別情報を取得する識別情報取得手段と、
　制御手段とを有し、コンテンツデータの記録及び再生を行うことができる光ディスク装
置であって、
　前記外部メモリには前記光ディスクの再生時に読出しができない不良データの前記光デ
ィスク上のアドレスが予め前記ディスク識別情報ごとに格納されている不良データ用デー
タベースと、前記通信ネットワーク上に配置されている補完データが備えられた補完サー
バのネットワークアドレスが備えられたネットワークアドレスデータベースと、前記不良
データに対応し、前記不良データ用データベースとリンクした補完データを備える補完デ
ータ記録領域とが備えられており、
　前記制御手段は前記光ディスクの再生時に再生に先立って該光ディスクの識別情報をも
とに前記不良データ用データベースを検索し、該光ディスクのこれから読み出す領域に前
記不良データのアドレス情報があるかどうか確認し、
　前記確認されたアドレス情報をもとに、前記不良データに対応する補完データが前記補
完データ記録領域に記録されているか確認し、記録されていない場合、前記ネットワーク
アドレスデータベースより検出された前記補完サーバのネットワークアドレスをもとに補
完サーバに前記補完データの送信要求をおこなうとともに、前記補完データを前記通信ネ
ットワークを介して取得し、
　前記取得された補完データを前記不良データ用データベースにリンクさせて前記データ
記録領域に記録し、
　前記不良データのアドレス情報が前記光ディスクのこれから読み出す領域に含まれる場
合、前記補完データ記録領域に予め記録されている補完データ或いは前記補完サーバより
取得された補完データを用いて前記コンテンツデータの補完を行い、
　前記光ディスクのデータの読出しを所定回数或いは所定時間失敗したときに、その部分
のデータは読み出せない不良データと認識し、不良データの該光ディスク上のアドレスを
該光ディスクの識別情報とともに前記不良データ用データベースに記録することを特徴と
する光ディスク装置。
【請求項２】
　前記光ディスクのディスク識別情報を取得する識別情報取得手段と、
　制御手段とを有し、コンテンツデータの記録及び再生を行うことができる光ディスク装
置であって、
　読出しができない不良データの前記光ディスク上のアドレスが前記ディスク識別情報ご
とに格納されている不良データ用データベースと、前記不良データに対応する補完データ
が前記不良データ用データベースとリンクされて格納されている補完データ格納手段とを
有し、
　前記制御手段は前記光ディスクの再生時に再生に先立って該光ディスクの識別情報をも
とに前記不良データ用データベースを検索し、該光ディスクのこれから読み出す領域に前
記不良データのアドレス情報があるかどうか確認し、
　前記不良データのアドレス情報が前記光ディスクのこれから読み出す領域に含まれる場
合、前記補完データ格納手段に予め記録されている補完データを用いて前記コンテンツデ
ータの補完を行うことを特徴とする光ディスク装置。
【請求項３】
　前記制御手段は前記光ディスクのデータの読出しを所定回数或いは所定時間失敗したと
きに、その部分のデータは読み出せない不良データと認識し、不良データの該光ディスク
上のアドレスを前記不良データ用データベースに記録することを特徴とする請求項２に記
載の光ディスク装置。
【請求項４】
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　前記光ディスク装置は通信ネットワークに接続するためのネットワーク接続手段と、
　前記通信ネットワーク上に配置された補完データを送信するための補完サーバのネット
ワークアドレスが前記光ディスクの識別情報ごとに格納されているネットワークアドレス
データベースとを備えており、
　前記制御手段は前記不良データ用データベースを検索し、前記不良データに対応する前
記補完データが前記補完データ格納手段に記録されていない場合、前記ネットワークアド
レスデータベースより補完サーバのネットワークアドレスを検出し、該ネットワークアド
レスをもとに補完サーバに前記補完データの送信要求を行うとともに、該補完データを前
記通信ネットワークを介して取得することを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の光
ディスク装置。
【請求項５】
　前記補完データ記録手段にはデータの記録が可能であり、
　前記制御手段は前記補完サーバにて取得された補完データを前記不良データ用データベ
ースのアドレス情報とリンクさせて前記補完データ格納手段に記録することを特徴とする
請求項４に記載の光ディスク装置。
【請求項６】
　前記補完データ記録手段は可搬性を有する外部メモリを備えていることを特徴とする請
求項２から請求項５のいずれかに記載の光ディスク装置。
【請求項７】
　前記補完データは異なる装置で記録されたデータを含むことを特徴とする請求項６に記
載の光ディスク装置。
【請求項８】
　通信ネットワークに接続するためのネットワーク接続手段と、前記光ディスクのディス
ク識別情報を取得する識別情報取得手段と、読出しができない前記光ディスク上の不良デ
ータのアドレスが前記ディスク識別情報ごとに格納されている不良データ用データベース
と、前記通信ネットワーク上に配置されている補完データが備えられた補完サーバのネッ
トワークアドレスが備えられたネットワークアドレスデータベースと、前記不良データに
対応し、前記不良データ用データベースとリンクした補完データを備える補完データ記録
領域とを有する光ディスク装置において、一部のデータが読み出せなくなった光ディスク
の再生できない不良データを補完して再生を行う光ディスクのデータ補完方法であって、
　前記光ディスクの再生時に前記光ディスクの再生時に再生に先立って該光ディスクの識
別情報をもとに前記不良データ用データベースを検索し、該光ディスクのこれから読み出
す領域に前記不良データのアドレス情報があるかどうか確認する不良データ確認工程と、
　前記不良データ確認工程にて確認されたアドレス情報をもとに、前記不良データに対応
する補完データが前記補完データ記録領域に記録されているか確認する補完データ確認工
程と、
　前記ネットワークアドレスデータベースより検出された前記補完サーバのネットワーク
アドレスをもとに補完サーバに前記補完データの送信要求を行う補完データ送信要求工程
と、
　前記補完データを前記通信ネットワークを介して取得する補完データ取得工程と、
　前記データ取得工程にて取得された補完データを前記不良データ用データベースにリン
クさせて前記データ記録領域に記録する補完データ記録工程と、
　前記不良データのアドレス情報が前記光ディスクのこれから読み出す領域に含まれる場
合、前記補完データ記録領域に予め記録されている補完データ或いは前記補完サーバより
取得された補完データを用いて前記コンテンツデータの補完を行うデータ補完工程と、
　前記光ディスクのデータの読出しが所定回数或いは所定時間失敗したときに、その部分
のデータは読み出せない不良データと認識し、不良データの該光ディスク上のアドレスを
該光ディスクの識別情報とともに前記不良データ用データベースに記録するデータベース
記録工程とを含むことを特徴とするデータ補完方法。
【請求項９】
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　光ディスクのディスク識別情報を取得する識別情報取得手段と、読出しができない前記
光ディスク上の不良データのアドレスが前記ディスク識別情報ごとに格納されている不良
データ用データベースと、前記不良データに対応する補完データが前記不良データ用デー
タベースとリンクされて格納されている補完データ格納手段とを有する光ディスク装置に
おいて、一部のデータが読み出せなくなった光ディスクの再生できない不良データを補完
して再生を行う光ディスクのデータ補完方法であって、
　前記光ディスクの再生時に再生に先立って該光ディスクの識別情報をもとに前記不良デ
ータ用データベースを検索し、該光ディスクのこれから読み出す領域に前記不良データの
アドレス情報があるかどうか確認する不良データ確認工程と、
　前記不良データのアドレス情報が前記光ディスクのこれから読み出す領域に含まれる場
合、前記補完データ格納手段に予め記録されている補完データを用いて前記コンテンツデ
ータの補完を行うデータ補完工程とを特徴とするデータ補完方法。
【請求項１０】
　前記光ディスクの不良データを検出する不良データ検出工程と、
　前記不良データの前記光ディスク上のアドレスを前記不良データ用データベースに記録
するデータベース記録工程とを有することを特徴とする請求項９に記載のデータ補完方法
。
【請求項１１】
　前記光ディスク装置は通信ネットワークに接続するためのネットワーク接続手段を有し
、
　前記不良データ用データベースを検索し、前記不良データに対応する前記補完データが
前記補完データ格納手段に記録されていない場合、前記補完データを前記ネットワーク上
に配置された補完サーバより取得する補完データ取得工程を有することを特徴とする請求
項９又は請求項１０に記載のデータ補完方法。
【請求項１２】
　前記補完データ記録手段にはデータの記録が可能であり、
　前記データ取得工程にて取得された補完データを前記不良データ用データベースのアド
レス情報とリンクさせて前記補完データ格納手段に記録する補完データ記録工程を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載のデータ補完方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＤ、ＤＶＤ等の光ディスクの記録・再生を行う光ディスク装置であって、
前記光ディスクの再生できない部分のデータを補完する光ディスク装置及びそのデータ補
完方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　映像や音声のデータの記録媒体として、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）やＣＤに比
べて記録容量が大きなＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）等の光
ディスクが広く採用されている。また、最近はＤＶＤよりもさらに記録容量が大きなＢＤ
（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）が開発され、製品化されている。前記光ディスクメディア
にレーザ光を照射することで、データの記録を行い、或いは、該光ディスクメディアから
の反射光を検知することでデータを再生を行う光ディスク装置が広く用いられてきている
。
【０００３】
　上述の光ディスクを記録媒体として利用する光ディスク装置は、ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ等
の光ディスクメディアにその種類に応じた波長のレーザ光を照射することで該光ディスメ
ディアに情報を記録したり、前記光ディスクメディアからの反射光を検知することで情報
を再生したりする光ピックアップを備えている。
【０００４】
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　前記光ディスク装置は光ディスクメディアの記録面や基板に傷等がある場合、正確にデ
ータを読み出すことができない。前記光ディスク装置では光ディスクメディアの読出しが
できない場合、その読み出しができない部分の再読み出しを、予め決められた回数だけ行
い、それでも、読み出しができない場合、読み出しができない部分を飛ばして次の部分の
より読出しを再開するようにしたり、読出しができない旨を表示して読み出しを終了する
ようにしたりしていた。
【０００５】
　そこで、特開２０００－１３４５８３号公報に記載の発明では、オリジナルのデータを
圧縮した圧縮データを光ディスクの別の領域に保存しておき、読出しができなかったオリ
ジナルデータ（損傷データ）を前記圧縮データで補完して修正するものが開示されている
。
【０００６】
　ところで、前記光ディスクメディアを用いて提供されるデータとして、百科事典、カラ
オケ、地図等ような、修正又は更新が必要なものもある。記録可能な光ディスクメディア
内に記録されている上述のような修正又は更新が必要なデータを、インターネット等のネ
ットワークを介して修正又は更新することができるネットワーク対応型の光ディスク装置
も開発されている。
【０００７】
　前記ネットワーク対応型光ディスク装置は、内部に挿入されている光ディスクメディア
に修正／更新を必要とするデータが存在する場合、自動又は手動で前記ネットワーク上に
設置されたサーバに接続し、修正／更新データをダウンロードし、前記光ディスクメディ
アに追加記録するか、或いは、修正／更新データと置き換えて記録するものである（例え
ば、特表２００３－５２９１１８号公報、特開２００２－４９５１８号公報等参照）。
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－１３４５８３号公報
【特許文献２】特表２００３－５２９１１８号公報
【特許文献３】特開２００２－４９５１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特開２０００－１３４５８３号公報に記載の発明の場合、補完用の圧縮
データを備えている必要があり、その分だけ、記録領域が小さくなってしまう。また、予
め圧縮データを備えていない光ディスクにおいてデータの損傷が発生した場合、データの
補完を行うことができず、従来の光ディスク装置同様に損傷データを再生することができ
ない。
【００１０】
　また、ネットワークを介してデータの修正／更新を行う光ディスク装置は、記録可能な
光ディスクが挿入されている場合にはデータの修正／更新を行うことが可能であるが、読
出し専用の光ディスクが挿入されている場合には、ダウンロードしたデータを記録するこ
とができない。たとえば、ナビゲーションシステム用の地図データが記録された光ディス
クが、読出し専用の光ディスクの場合、ネットワークを介してのデータの修正／更新を行
うことはできない。また、ネットワークで更新するデータが多くなるとネットワークの負
荷が大きくなる不具合も発生する。
【００１１】
　そこで本発明は、傷等で再生できない損傷データを有する光ディスクメディアを、該当
箇所のデータを補完することで、再生することができる光ディスク装置及びこれを用いた
データ補完方法を提供することを目的とする。
【００１２】
　また本発明は、光ディスクメディアの損傷したデータを精度良く補完することができ、
それだけ、光ディスクメディアの寿命を延ばすことができる光ディスク装置及びこれを用
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いたデータ補完方法を提供することを目的とする。
【００１３】
　さらに本発明は、ネットワーク経由で損傷データを補完することものであり、データ補
完時のネットワークの負荷を低減することができる光ディスク装置及びこれを用いたデー
タ補完方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため本発明は、前記光ディスクのディスク識別情報を取得する識別
情報取得手段と、制御手段とを有し、コンテンツデータの記録及び再生を行うことができ
る光ディスク装置であって、読出しができない不良データの前記光ディスク上のアドレス
が前記ディスク識別情報ごとに格納されている不良データ用データベースと、前記不良デ
ータに対応する補完データが前記不良データ用データベースとリンクされて格納されてい
る補完データ格納手段とを有し、前記制御手段は前記光ディスクの再生時に再生に先立っ
て該光ディスクの識別情報をもとに前記不良データ用データベースを検索し、該光ディス
クのこれから読み出す領域に前記不良データのアドレス情報があるかどうか確認し、前記
不良データのアドレス情報が前記光ディスクのこれから読み出す領域に含まれる場合、前
記補完データ格納手段に予め記録されている補完データを用いて前記コンテンツデータの
補完を行うことを特徴とする。
【００１５】
　この構成によると、前記光ディスク装置が前記不良データ用データベース及び前記補完
データ格納手段とを備えており、前記不良データ用データベースと前記補完データ格納手
段とを用いて、コンテンツデータを補完することができる。
【００１６】
　これにより、再生不可能な部分を有するコンテンツデータを、該再生不可能な部分を飛
ばしたり、無理な補完をしたりすることなく、もとのデータと同じあるいはほぼ同じ状態
で再生することができる。
【００１７】
　このことは、前記光ディスクに再生不可能な部分が発生しても、コンテンツを精度よく
再生することができるので、該光ディスクの再生寿命を長くすることができる。
【００１８】
　前記不良データベース及び前記補完データは、前記光ディスク装置にて生成されるもの
であってもよく、別の機器にて生成されるものであってもよい。
【００１９】
　上記構成において前記制御手段が前記光ディスクのデータの読出しを所定回数或いは所
定時間失敗したときに、その部分のデータは読み出せない不良データと認識し、不良デー
タの該光ディスク上のアドレスを前記不良データ用データベースに記録するものとしても
よい。
【００２０】
　この構成によると、光ディスクに不良データのデータを常に監視し、新しい不良データ
がある場合、そのデータのアドレスを前記不良データ用データベースに記録するので、光
ディスクのどの位置にどの長さの不良データがあるかどうか、すぐに検索することができ
る。
【００２１】
　上記構成において、前記光ディスク装置は通信ネットワークに接続するためのネットワ
ーク接続手段と、前記通信ネットワーク上に配置された補完データを送信するための補完
サーバのネットワークアドレスが前記光ディスクの識別情報ごとに格納されているネット
ワークアドレスデータベースとを備えており、前記制御手段は前記不良データ用データベ
ースを検索し、前記不良データに対応する前記補完データが前記補完データ格納手段に記
録されていない場合、前記ネットワークアドレスデータベースより補完サーバのネットワ
ークアドレスを検出し、該ネットワークアドレスをもとに補完サーバに前記補完データの
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送信要求を行うとともに、該補完データを前記通信ネットワークを介して取得するものと
してもよい。
【００２２】
　この構成によると、通信ネットワークを用いて、不良データを補完する補完データを取
得することができるので、新たな不良データが発生した場合であっても、ネットワーク上
に配置された補完サーバより補完データを取得し、補完することができる。
【００２３】
　上記構成において、前記補完データ記録手段にはデータの記録が可能であり、前記制御
手段は前記補完サーバにて取得された補完データを前記不良データ用データベースのアド
レス情報とリンクさせて前記補完データ格納手段に記録するようにしてもよい。
【００２４】
　上記構成において、前記補完データ記録手段は可搬性を有する外部メモリを備えており
、前記補完データは異なる装置で記録されたデータであってもよい。外部メモリとして、
予め備えられているメモリスロットに挿入する、いわゆるメモリカードやＵＳＢスロット
に接続するＵＳＢメモリ等を例示することができる。また、補完データ記録手段は、ＨＤ
Ｄを備えていてもよい。
【００２５】
　以上説明した光ディスク装置のさらに詳細な例は以下のように説明できる。通信ネット
ワークに接続するためのネットワーク接続手段と、可搬性を備えた外部メモリと、前記光
ディスクのディスク識別情報を取得する識別情報取得手段と、制御手段とを有し、コンテ
ンツデータの記録及び再生を行うことができる光ディスク装置であって、前記外部メモリ
には前記光ディスクの再生時に読出しができない不良データの前記光ディスク上のアドレ
スが予め前記ディスク識別情報ごとに格納されている不良データ用データベースと、前記
通信ネットワーク上に配置されている補完データが備えられた補完サーバのネットワーク
アドレスが備えられたネットワークアドレスデータベースと、前記不良データに対応し、
前記不良データ用データベースとリンクした補完データを備える補完データ記録領域とが
備えられており、前記制御手段は前記光ディスクの再生時に再生に先立って該光ディスク
の識別情報をもとに前記不良データ用データベースを検索し、該光ディスクのこれから読
み出す領域に前記不良データのアドレス情報があるかどうか確認し、前記確認されたアド
レス情報をもとに、前記不良データに対応する補完データが前記補完データ記録領域に記
録されているか確認し、記録されていない場合、前記ネットワークアドレスデータベース
より検出された前記補完サーバのネットワークアドレスをもとに補完サーバに前記補完デ
ータの送信要求をおこなうとともに、前記補完データを前記通信ネットワークを介して取
得し、前記取得された補完データを前記不良データ用データベースにリンクさせて前記デ
ータ記録領域に記録し、前記不良データのアドレス情報が前記光ディスクのこれから読み
出す領域に含まれる場合、前記補完データ記録領域に予め記録されている補完データ或い
は前記補完サーバより取得された補完データを用いて前記コンテンツデータの補完を行い
、前記光ディスクのデータの読出しを所定回数或いは所定時間失敗したときに、その部分
のデータは読み出せない不良データと認識し、不良データの該光ディスク上のアドレスを
該光ディスクの識別情報とともに前記不良データ用データベースに記録する。
【００２６】
　上記目的を達成するため本発明は、光ディスクのディスク識別情報を取得する識別情報
取得手段と、読出しができない前記光ディスク上の不良データのアドレスが前記ディスク
識別情報ごとに格納されている不良データ用データベースと、前記不良データに対応する
補完データが前記不良データ用データベースとリンクされて格納されている補完データ格
納手段とを有する光ディスク装置において、一部のデータが読み出せなくなった光ディス
クの再生できない不良データを補完して再生を行う光ディスクのデータ補完方法であって
、前記光ディスクの再生時に再生に先立って該光ディスクの識別情報をもとに前記不良デ
ータ用データベースを検索し、該光ディスクのこれから読み出す領域に前記不良データの
アドレス情報があるかどうか確認する不良データ確認工程と、前記不良データのアドレス
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情報が前記光ディスクのこれから読み出す領域に含まれる場合、前記補完データ格納手段
に予め記録されている補完データを用いて前記コンテンツデータの補完を行うデータ補完
工程とを特徴とする。
【００２７】
　この方法によると、前記光ディスク装置が前記不良データ用データベース及び前記補完
データ格納手段とを備えており、前記不良データ用データベースと前記補完データ格納手
段とを用いて、コンテンツデータを補完することができる。
【００２８】
　これにより、再生不可能な部分を有するコンテンツデータを、該再生不可能な部分を飛
ばしたり、無理な補完をしたりすることなく、もとのデータと同じあるいはほぼ同じ状態
で再生することができる。
【００２９】
　このことは、前記光ディスクに再生不可能な部分が発生しても、コンテンツを精度よく
再生することができるので、該光ディスクの再生寿命を長くすることができる。
【００３０】
　上記構成において、前記光ディスクの不良データを検出する不良データ検出工程と、前
記不良データの前記光ディスク上のアドレスを前記不良データ用データベースに記録する
データベース記録工程とを有していてもよい。
【００３１】
　この構成によると、光ディスクに不良データのデータを常に監視し、新しい不良データ
がある場合、そのデータのアドレスを前記不良データ用データベースに記録するので、光
ディスクのどの位置にどの長さの不良データがあるかどうか、すぐに検索することができ
る。
【００３２】
　上記構成において、前記光ディスク装置は通信ネットワークに接続するためのネットワ
ーク接続手段を有し、前記不良データ用データベースを検索し、前記不良データに対応す
る前記補完データが前記補完データ格納手段に記録されていない場合、前記補完データを
前記ネットワーク上に配置された補完サーバより取得する補完データ取得工程を有するこ
とを特徴とする。
【００３３】
　上記構成において、前記補完データ記録手段にはデータの記録が可能であり、前記デー
タ取得工程にて取得された補完データを前記不良データ用データベースのアドレス情報と
リンクさせて前記補完データ格納手段に記録する補完データ記録工程を有することを特徴
とする。
【００３４】
　以上説明したデータ補完方法のさらに詳細な例は以下のように説明できる。通信ネット
ワークに接続するためのネットワーク接続手段と、前記光ディスクのディスク識別情報を
取得する識別情報取得手段と、読出しができない前記光ディスク上の不良データのアドレ
スが前記ディスク識別情報ごとに格納されている不良データ用データベースと、前記通信
ネットワーク上に配置されている補完データが備えられた補完サーバのネットワークアド
レスが備えられたネットワークアドレスデータベースと、前記不良データに対応し、前記
不良データ用データベースとリンクした補完データを備える補完データ記録領域とを有す
る光ディスク装置において、一部のデータが読み出せなくなった光ディスクの再生できな
い不良データを補完して再生を行う光ディスクのデータ補完方法であって、前記光ディス
クの再生時に前記光ディスクの再生時に再生に先立って該光ディスクの識別情報をもとに
前記不良データ用データベースを検索し、該光ディスクのこれから読み出す領域に前記不
良データのアドレス情報があるかどうか確認する不良データ確認工程と、前記不良データ
確認工程にて確認されたアドレス情報をもとに、前記不良データに対応する補完データが
前記補完データ記録領域に記録されているか確認する補完データ確認工程と、前記ネット
ワークアドレスデータベースより検出された前記補完サーバのネットワークアドレスをも
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とに補完サーバに前記補完データの送信要求を行う補完データ送信要求工程と、前記補完
データを前記通信ネットワークを介して取得する補完データ取得工程と、前記データ取得
工程にて取得された補完データを前記不良データ用データベースにリンクさせて前記デー
タ記録領域に記録する補完データ記録工程と、前記不良データのアドレス情報が前記光デ
ィスクのこれから読み出す領域に含まれる場合、前記補完データ記録領域に予め記録され
ている補完データ或いは前記補完サーバより取得された補完データを用いて前記コンテン
ツデータの補完を行うデータ補完工程と、前記光ディスクのデータの読出しが所定回数或
いは所定時間失敗したときに、その部分のデータは読み出せない不良データと認識し、不
良データの該光ディスク上のアドレスを該光ディスクの識別情報とともに前記不良データ
用データベースに記録するデータベース記録工程とを含む。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によると、傷等で再生できない損傷データを有する光ディスクメディアを、該当
箇所のデータを補完することで、再生することができる光ディスク装置及びこれを用いた
データ補完方法を提供することができる。
【００３６】
　また本発明によると、光ディスクメディアの損傷したデータを精度良く補完することが
でき、それだけ、光ディスクメディアの寿命を延ばすことができる光ディスク装置及びこ
れを用いたデータ補完方法を提供することができる。
【００３７】
　さらに本発明によると、ネットワーク経由で損傷データを補完することものであり、デ
ータ補完時のネットワークの負荷を低減することができる光ディスク装置及びこれを用い
たデータ補完方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は本発明にかかる光ディスク
装置であるＤＶＤプレーヤの一例のブロック図である。
【００３９】
　図１のブロック図に示すように、本発明のＤＶＤプレーヤ１は、少なくとも、ＤＶＤユ
ニット１０、制御部１１、内部メモリ１２、外部メモリ１３、復調部１４、識別情報取得
部１５、デコーダ部１６、データ出力部１７、制御プログラム記憶部１８、操作ボタン群
２１及びネットワーク接続部２３を含むように構成されている。
【００４０】
　ＤＶＤユニット１０は、ＤＶＤメディアＭｄにレーザ光を照射するとともに反射光を検
出する光ピックアップ１０１と、ＤＶＤメディアＭｄを保持するターンテーブル１０２と
、ターンテーブル１０２を回動させる駆動モータ１０３とを備えている。光ピックアップ
１０１及び駆動モータ１０３は制御部１１にて制御されている。光ピックアップ１０１で
検出された光は光ピックアップ１０１に備えられた受光部（図示省略）で電気信号に変換
され、復調部１４に送られる。
【００４１】
　制御部１１は、ＤＶＤプレーヤ１の各部の駆動を有機的に制御することにより映像情報
処理（コンテンツの記録、或いは再生等）を統括制御するための中央処理装置である。ま
た制御部１１は、各装置（例えばＤＶＤユニット１０等）の制御やデータの計算、加工処
理等を行う中枢部分となっている。制御部１１は、例えば、マイコンやＣＰＵ等の演算装
置を含んでいる。
【００４２】
　内部メモリ１２は、ＤＶＤプレーヤ１が保持する各種データを一時的に記憶する媒体で
あり、例えば書込可能なＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等により
構成されている。内部メモリ１２は、例えば制御部１１によって各種情報処理が行われる
際の処理データや、外部メモリ１３からのデータを保管するデータベース等を一時的に記
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憶しておくためのバッファメモリとしての役割を持つ。
【００４３】
　外部メモリ１３は、メモリカードスロット１３０に挿入されたメモリカード１３１であ
り、ＤＶＤプレーヤ１に関する各種データ（映像情報、コンテンツ情報等）を記録するた
めの記録媒体である。外部メモリ１３として、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリを挙
げることができる。メモリカードスロット１３０として、例えばＵＳＢ等のコネクタを挙
げることができる。
【００４４】
　復調部１４は、光ピックアップ１０１より送られてきた電気信号を復調するものである
。アナログデータをデジタルデータに変換するＡ／Ｄコンバータを備えている。復調部１
４にて復調されたデータは、制御部１１に送られる。
【００４５】
　ＤＶＤメディアＭｄには、そのメディアを特定するための識別情報（以下ディスクＩＤ
という）が記録されており識別情報取得部１５は、制御部１１に送られたデータよりデー
タ内に含まれている、ディスクＩＤを取得するものである。
【００４６】
　デコーダ部１６は、圧縮された映像データ及び音声データを伸長（デコード）するため
の処理回路である。伸張が行われたデータは、例えば後述するデータ出力部１７等を用い
て外部機器に対して出力される。
【００４７】
　データ出力部１７は、例えばモニタなどの外部装置に対して映像データ及び音声データ
を出力するための出力インターフェースである。なお、出力先の機器がアナログインタフ
ェースしか備えていない場合は、Ｄ／Ａコンバータを用いてデジタルの映像データ及び音
声データをアナログデータに変換して出力することが可能である。
【００４８】
　制御プログラム記憶部１８は、例えば制御部１１を用いた各種処理（例えば映像データ
の入出力制御等）を行うためのプログラムデータを記憶するための媒体であり、例えば情
報の読み出しのみが可能なＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等が用いられる
。
【００４９】
　操作ボタン群２１は、ユーザが各種指示をＤＶＤプレーヤ１に対して行うための入力イ
ンターフェースである。
【００５０】
　ネットワーク接続部２３はインターネット等の通信ネットワークに接続するためのもの
である。ネットワーク接続部２３はネットワーク上に配された、後述する不良データに対
応する補完データを取得できる補完サーバＲｓに接続し、補完データの送信要求を行うも
のである。
【００５１】
　ＤＶＤプレーヤ１はＤＶＤメディアＭｄにレーザ光を照射し反射光を読み取ることで、
ＤＶＤメディアＭｄに記録されているデータを再生することができる。ＤＶＤメディアＭ
ｄには、ＤＶＤメディアＭｄ上でのデータの位置を指定するアドレスがつけられている。
ＤＶＤプレーヤ１は、このアドレスをもとに、データの再生開始点、再生終了点等の位置
を決定する。ＣＤ、ＢＤ等の光ディスクにおいても、データの位置をアドレスで指定する
ようになっている。
【００５２】
　ＤＶＤメディアＭｄは表面に傷がつくと、その傷でレーザ光が屈折したり、乱反射した
りし、ＤＶＤメディアＭｄの記録面に記録されているデータを正確に読み出すことができ
なくなる。また、傷以外にも、記録面自体に損傷がある場合やＤＶＤメディアの変形等に
よっても、データを正確に読み出せなくなる。読み出されたデータが正確なデータかどう
かを確認する方法は、従来よく知られているエラーチェック方法があり、詳細な説明は省
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略する。
【００５３】
　ＤＶＤメディアＭｄは上述したように、アドレスによって、データの位置を識別してい
るので、メディアを再生するときに傷等により正確に読み出されなかったデータ（以下不
良データという）の開始アドレス及び終了アドレスについても検出が可能である。
【００５４】
　外部メモリ１３には、不良データのアドレスを、ＤＶＤメディアＭｄの識別情報（ディ
スクＩＤ）ごとに格納する不良データ用データベース３が備えられている。また、不良デ
ータに対応するコンテンツデータ（以下補完データという）を記録する補完データ記録領
域４も備えている。さらに、ＤＶＤメディアＭｄのディスクＩＤに対する補完データが送
信されるサーバのネットワークアドレスが記載された補完データ情報テーブル３２も備え
ている。
【００５５】
　図２は外部メモリに格納されている不良データ用データベース及び外部メモリに記録さ
れている補完データの概念図であり、図３はネットワーク接続の概念図である。図２に示
すように不良データ用データベース３は、ディスクＩＤ（Ｄｉｓｃ＿ＩＤ[ｎ]：ｎは通し
番号）３０と、そのディスクＩＤ３０のＤＶＤメディアＭｄの不良データの数を示す不良
データ数（ｔａｂｌｅ＿ｐｏｉｎｔ［ｎ］：ｎは通し番号）３１１とが格納されている不
良データ管理テーブル３１を備えている。
【００５６】
　また、各ディスクＩＤ３０ごとの補完データを取得できる補完サーバのネットワークア
ドレス（ｎｔｗ＿ａｄｒ［ｎ］：ｎは通し番号）３２１及び不良データが記録されている
アドレス（ａｄｒ［ｎ］：ｎは通し番号）３２２と、外部メモリ１３内の補完データの保
管場所データ（ｄａｔａ＿ｐｏｉｎｔ［ｎ］：ｎは通し番号）３２３とが格納されている
補完データ情報テーブル３２を備えている。不良データのアドレス３２２はそれには限定
されないが、不良データの開始アドレスと終了アドレスが記載されているものである。補
完データの保管場所データ３２３は、補完データが外部メモリに記録されていない場合に
は空欄になっている。また、それに限定されるものではなく、補完データが保管されてい
ない場合に、あらかじめ決められた特定のデータが当てられるようになっていてもよい。
【００５７】
　図２に示すように、補完データ情報テーブル３２はディスクＩＤごとに１個ずつ形成さ
れているデータテーブルである。さらに、外部メモリ１３には不良データ管理テーブル３
１及び補完データ情報テーブル３２以外に、補完データ（ｄａｔａ［ｎ］：ｎは通し番号
）４１が記録されている、補完データ記録領域４も備えられている。この補完データ記録
領域４もディスクＩＤごとに１個ずつ形成されているものである。
【００５８】
　図２ではディスクＩＤ３０に対して、１個のネットワークアドレス３２１が備えられて
いるが、複数個備えられていてもよい。ネットワークアドレス３２１を複数個備えること
で、複数のサーバへの接続が可能であり、接続できない事態を回避しやすい。ネットワー
クアドレス３２１として、たとえば、ＤＶＤメディアＭｄの製造元が用意するサーバ、Ｄ
ＶＤメディアＭｄに記録されているデータを提供する提供者が用意するサーバ等のネット
ワークアドレス３２１を例示することができる。また、これに限定するものではなく、補
完データを提供することができるネットワークアドレスを広く採用することが可能である
。
【００５９】
　図３に示すように、ＤＶＤプレーヤ１は、ネットワーク接続部２３を介してネットワー
ク（ここでは、インターネット）に接続する。ＤＶＤプレーヤ１は、ディスクＩＤ３０及
びアドレスデータ３２２を補完サーバＲｓに送信し、補完サーバＲｓより補完データ４１
の送信を要求する。補完サーバＲｓはディスクＩＤ３０とアドレスデータ３２２とをもと
に、補完データ４１をＤＶＤプレーヤ１の送信する。



(12) JP 2008-84423 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

【００６０】
　内部メモリ１２には、ディスクＩＤ３０、ディスク上でのアドレス３２２、ネットワー
クアドレス３２１及び外部メモリ１３の補完データの保管場所データ３２３を一時保管す
るための、データベース５が備えられている。
【００６１】
　図４は本発明にかかる光ディスク装置でデータの補完を行うときのフローチャートであ
る。図４に示すフローチャートで説明される光ディスク装置はＤＶＤプレーヤ１であり、
各部の符号は図１に図示したＤＶＤプレーヤと同じである。図４に示すフローチャートは
ＤＶＤメディアの再生処理を行う前に、実行される処理である。まず、ＤＶＤプレーヤ１
にＤＶＤメディアＭｄが挿入されると同時に、制御部１１は前処理を行う（ステップＳ１
１）。この前処理は、例えば挿入されたＤＶＤメディアＭｄを、ターンテーブルで掴むク
ランプ処理、光ピックアップ１０１を所定の初期位置に移動する処理等、ＤＶＤメディア
Ｍｄに記録されたデータを読み出すために必要な処理である。
【００６２】
　制御部１１は内部メモリ１２に備えられているデータベース５を初期化する（ステップ
Ｓ１２）。データベース５を初期化することで、前に再生した光ディスクの不良データの
情報を消去することができる。
【００６３】
　識別情報取得部１５は制御部１１より指示を受け、ＤＶＤメディアＭｄのディスクＩＤ
３０を取得する（ステップＳ１３）。制御部１１はそのディスクＩＤ３０をもとに、外部
メモリ１３に記録されている不良データ用データベース３の不良データ管理テーブル３１
を検索し、不良データ数３１１検出する（ステップＳ１４）。さらに制御部１１は不良デ
ータ数３１１が０かどうか判定する（ステップＳ１５）。不良データ数３１１が０の場合
（ステップＳ１５でＮＯの場合）、制御部１１は補完データ情報テーブル３２より、挿入
されたＤＶＤメディアＭｄのディスクＩＤ３０に対応する補完サーバのネットワークアド
レス３２１を取得し、内部メモリ１２に記録する（ステップＳ１５１）。その後、内部メ
モリ１２のデータベース５を初期化し（ステップＳ１５２）、再生処理（図５参照）に移
る。
【００６４】
　また、不良データ数３１１が０でない場合（ステップＳ１５でＹＥＳの場合）、制御部
１１は不良データ用データベース３の補完データ情報テーブル３２を取得し、内部メモリ
１２のデータベース５に記録する（ステップＳ１６）。制御部１１は内部メモリ１２のデ
ータベース５を参照し、補完データの保管場所データ３２３が存在しないアドレス３２２
があるかどうかチェックする（ステップＳ１７）。保管場所データ３２３が存在しないア
ドレス３２２がない場合（ステップＳ１７でＮＯの場合）、制御部１１は補完サーバのネ
ットワークアドレス３２１を取得するとともに内部メモリ１２に記録し（ステップＳ１７
１）、再生処理（図５参照）に移る。
【００６５】
　保管場所データ３２３が存在しないアドレス３２２が存在する場合（ステップＳ１７で
ＹＥＳの場合）、制御部１１はディスクＩＤ３０より補完サーバＲｓのネットワークアド
レス３２１を取得し、内部メモリ１２に記録する（ステップＳ１８）。制御部１１はネッ
トワークアドレス３２１及び保管場所データ３２３が存在しないアドレス３２２をもとに
、補完サーバＲｓに接続する（ステップＳ１９）。制御部１１は補完サーバＲｓに対して
、ディスクＩＤ３０及び不良データのアドレス３２２を送信し、不良データに対応する補
完データの送信を要求する（ステップＳ１１０）。
【００６６】
　補完サーバＲｓより送信されてきた補完データはネットワーク接続部２３にて受信され
、制御部１１に送られる（ステップＳ１１１）。制御部１１は補完データを外部メモリ１
３の補完データ記録領域４に記録するとともに、補完データが記録された保管場所データ
３２３をアドレス３２２に対応させて補完データ情報テーブル３２に記録する（ステップ
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Ｓ１１２）。その後、再生処理（図５参照）に移る。
【００６７】
　図５は本発明にかかる光ディスク装置にて光ディスクを再生するときのフローチャート
である。図５に示すフローチャートで説明される光ディスク装置はＤＶＤプレーヤ１であ
り、各部の符号は図１に図示したＤＶＤプレーヤ１と同じである。図４に示す再生前処理
が行われた後の状態（特に内部メモリ１２、外部メモリ１３）である。ＤＶＤプレーヤ１
は、ＤＶＤメディアＭｄを再生するときに、予め読出したデータを内部メモリ１２に格納
しておき、そのデータをデコーダ部１６、データ出力部１７を介して外部機器であるモニ
タ等に出力するものである。
【００６８】
　また、制御部１１は読出しを行うデータのアドレスを決定する（ステップＳ２１）。こ
のアドレスはＤＶＤメディアＭｄに予め設定されているアドレス、ユーザによって再生が
指定されたデータが記録されているアドレス等、これから再生されるデータのアドレスで
ある。ＤＶＤプレーヤ１は上述のとおり、予め読出したデータを内部メモリ１２に記録し
ておくいわゆる先読みを行っており、制御部１１は先読みを行う範囲のアドレスを検出す
る（ステップＳ２２）。この先読みを行う範囲はそれには限定されないが、ここでは、内
部メモリ１２の容量に依存するものである。
【００６９】
　制御部１１は先読みを行う範囲に内部メモリ１２のデータベース５に記録された不良デ
ータのアドレス３２２があるかどうかチェックする（ステップＳ２３）。不良データのア
ドレスがない場合（ステップＳ２３でＮＯの場合）、制御部１１は光ディスクユニット１
０を操作し、ステップＳ２２で検出したアドレスに従って、光ディスクの先読み範囲の読
出し可能なデータを読出し、内部メモリ１２に記録する（ステップＳ２５）。
【００７０】
　不良データのアドレスがある場合（ステップＳ２３でＹＥＳの場合）、制御部１１は補
完データ情報テーブル３２より不良データのアドレス３２２をもとに補完データの保管場
所データ３２３を取り出し、保管場所データ３２３をもとに、補完データを読出し、内部
メモリ１２に記録する（ステップＳ２４）。その後、制御部１１は不良データのアドレス
がない場合と同様に、先読み範囲の読出し可能なデータを読出し、内部メモリ１２に記録
する（ステップＳ２５）。
【００７１】
　制御部１１はＤＶＤメディアＭｄの先読み範囲に読み出していないデータがあるかどう
かチェックする（ステップＳ２６）。先読み範囲に読出していない範囲がない場合（ステ
ップＳ２６でＮＯの場合）、制御部１１は内部メモリ１２に補完データがあるかどうか確
認し（ステップＳ２７）、ない場合（ステップＳ２７でＮＯ）は、内部メモリ１２に記録
されたデータを再生する（ステップＳ２９）。補完データがある場合（ステップＳ２７で
ＹＥＳの場合）、内部メモリ１２に記録されたデータと補完データとをアドレスをもとに
補完し（ステップＳ２８）、再生する（ステップＳ２９）。
【００７２】
　読出していないデータがある場合（ステップＳ２６でＮＯの場合）、制御部１１は光デ
ィスクの先読み範囲に読出しができない部分があるかどうかチェックする（ステップＳ２
１０）。読出しができない部分がない場合（ステップＳ２１０でＮＯの場合）、制御部１
１はステップＳ２５に戻り、先読み範囲の読出しを続行する。読出しができない部分があ
る場合（ステップＳ２１０でＹＥＳの場合）、制御部１１は読出しができないデータのア
ドレスを不良データのアドレス３２２として、内部メモリ１２のデータベース５及び補完
データ情報テーブル３２に追加する（ステップＳ２１１）。
【００７３】
　制御部１１は、図４に示す前処理段階で内部メモリ１２に記録した補完サーバＲｓのネ
ットワークアドレス３２１をもとに、ネットワーク接続部２３を介して、通信ネットワー
ク上の補完サーバＲｓに接続する（ステップＳ２１２）。制御部１１はネットワーク接続
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部２３を介してディスクＩＤ３０と内部メモリ１２のデータベース５に追加されたアドレ
ス３２２を、サーバに送り、補完データの送信を要求する（ステップＳ２１３）。
【００７４】
　補完サーバＲｓより送られてきた補完データは、ネットワーク接続部２３で受信され、
制御部１１に送られる（ステップＳ２１４）。制御部１１は補完データを内部メモリ１２
に記録するとともに、外部メモリ１３の補完データ記録領域４に記録し、補完データが記
録された保管場所データ３２３をアドレス３２２に対応させて補完データ情報テーブル３
２に記録する（ステップＳ２１５）。その後、制御部１１はステップＳ２５に戻り、先読
み範囲の読出しを続行する。
【００７５】
　以上の処理を繰り返すことで、ＤＶＤプレーヤ１は、不良データを補完データで補完し
つつ再生することができる。
【００７６】
　図６はネットワーク接続ができない光ディスク装置で光ディスクを再生するときのフロ
ーチャートである。図６に示すデータ再生は、図５のステップＳ２１０～ステップＳ２１
５と置換して実行することができるものであり、便宜上、ステップＳ２１０～ステップＳ
２１５と置換される部分のみを示している。
【００７７】
　制御部１１は光ディスクの先読み範囲に読出しができない部分があるかどうかチェック
する（ステップＳ３１）。読出しができない部分がない場合（ステップＳ３１でＮＯの場
合）、制御部１１は先読み範囲の読出しを続行する（ステップＳ２５）。読出しができな
い部分がある場合（ステップＳ３１でＹＥＳの場合）、制御部１１は読出しができないデ
ータのアドレスを不良データのアドレス３２２として、内部メモリ１２のデータベース５
及び補完データ情報テーブル３２に追加し（ステップＳ３２）、ステップＳ２５に戻り読
出しを再開する。
【００７８】
　ネットワーク接続部２３を備えていても、ネットワークがダウンしていたり、サーバへ
の接続が不可能な場合も同様の操作を行うことができる。
【００７９】
　この再生処理では、ネットワーク接続を行わないので、新たな不良データが発見された
ときに、新たな補完データを補完データ記録領域４に記録することができないが、ＤＶＤ
メディアＭｄの新たな不良データがある場所を、不良データ用データベース３の補完デー
タ情報テーブル３２に記録することができる。
【００８０】
　この外部メモリ１３を、例えばＰＣ等のネットワークに接続できる外部機器に接続し、
外部機器を介して、補完データを取得できるようにしていてもよい。この場合、ネットワ
ーク接続できないＤＶＤプレーヤであっても、新たな不良データの補完を行うことができ
る。また、ＤＶＤプレーヤ１をネットワークに接続する必要が無いので、ネットワークの
回線が混線するのを抑制することができる。
【００８１】
　以上に示したように、ＤＶＤプレーヤ１では、ＤＶＤメディアＭｄに傷等があり、ＤＶ
ＤメディアＭｄに読出しができない部分がある場合であっても、外部メモリ１３に記録さ
れている補完データをもとに補完することで、データを再生することができる。また、外
部メモリ１３を用いていることで、ＤＶＤメディアＭｄと同時に持ち運ぶことができ、Ｄ
ＶＤプレーヤ１の個体が変わった場合であっても、ネットワークに接続することなく、不
良データの補完を行うことができる。これによると、ネットワーク接続ができないＤＶＤ
プレーヤにおいても、不良データの補完を行うことができる。
【００８２】
　また、通信ネットワークを用いて補完データを得ることができるので、手軽にデータを
補完することができ、それだけ、ＤＶＤメディアの再生寿命を延ばすことができる。
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【００８３】
　上述のＤＶＤプレーヤでは不良データ用データベース３、補完データ情報テーブル３２
及び補完データ記録領域４が外部メモリ１３に備えられているものを例に説明しているが
、それに限定されるものではなく、ＤＶＤプレーヤ１に備えられたＨＤＤ等の記録装置に
備えられるようにしてもよい。この場合、外部メモリに比べてＨＤＤは容量あたりの単価
が安価であり、補完データの記録量を安価に増やすことが可能である。
【００８４】
　外部メモリ１３及びＨＤＤの両方を用いるものであってもよい。この場合、ＤＶＤメデ
ィアＭｄと同時に、不良データ用データベース３、補完データ情報テーブル３２及び補完
データ記録領域４を持ち運ぶ場合に利用するようにすれば、容量の小さな外部メモリ１３
でも利用可能である。
【００８５】
　本実施例では、光ディスクメディアとして、ＤＶＤメディアを例に説明しているが、そ
れに限定されるものではなく、ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ等のディスク記録媒体を広く採用する
ことができる。また、光ディスク装置としてＤＶＤプレーヤを例に説明しているが、それ
に限定されるものではなく、光ディスク装置として、ＣＤプレーヤ、ＤＶＤプレーヤ、Ｄ
ＶＤレコーダ、ＢＤプレーヤ、ＢＤレコーダ等、ディスク記録媒体の再生を行うことがで
きるものをあげることができる。また、複数種類のディスク記録媒体の記録又は再生を行
うことができるものであってもかまわない。
【００８６】
　以上、発明の実施形態を具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に限定するもので
はなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。各実施形態に記載した特徴の
うち複数を備えていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、ＤＶＤ、ＣＤ、ＢＤ等の光ディスクを記録媒体とする光ディスク装置におい
て適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明にかかる光ディスク装置であるＤＶＤプレーヤの一例のブロック図である
。
【図２】外部メモリに格納されている不良データ用データベース及び外部メモリに記録さ
れている補完データの概念図である。
【図３】ネットワーク接続の概念図である。
【図４】本発明にかかる光ディスク装置でデータの補完を行うときのフローチャートであ
る。
【図５】本発明にかかる光ディスク装置にて光ディスクを再生するときのフローチャート
である。
【図６】ネットワーク接続ができない光ディスク装置で光ディスクを再生するときのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００８９】
１　ＤＶＤプレーヤ
１１　制御部
１２　内部メモリ
１３　外部メモリ
１４　復調部
１５　識別情報取得部
１６　デコーダ部
１７　データ出力部
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１８　制御プログラム記憶部
２１　操作ボタン群
２３　ネットワーク接続部
３　不良データ用データベース
４　補完データ記録領域
５　データベース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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