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(57)【要約】
【課題】種類情報が不正確な光ディスクでもデータの読
取を開始し、該光ディスクに記録されている映像や音声
の再生を可能にした光ディスク装置を提供する。
【解決手段】制御部１０は、ＤＶＤ１００の物理的な特
性を調査する。制御部１０は、その調査結果に基づくサ
ーボ制御の下、ＤＶＤ１００から物理フォーマット情報
をＰＵヘッド２に読取らせる。そして、制御部１０は、
規格で定められているＤＶＤ１００の物理的な特性に、
調査結果が一致するかどうか判定する。調査結果が規格
に一致していないと判定した時、制御部１０は、種類情
報をＰＵヘッド２に読取らせて判定を行う再判定処理を
、調査結果が規格に一致するまで繰り返す規格判定制御
を行う。そして、カウンタ１０Bのカウント値が一定回
数に達すると、制御部１０は、規格判定制御を停止し、
調査結果に基づくサーボ制御の下、ＤＶＤ１００からデ
ータの読取をＰＵヘッド２に開始させる。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクが装置本体にセットされると、該光ディスクを回転させるとともに、該光デ
ィスクに対してピックアップヘッドからレーザ光を照射して、該光ディスクの物理的な特
性を調査する調査手段と、
　前記光ディスクを目標回転速度または目標回転数に追随させるとともに、前記レーザ光
の照射位置および合焦位置をデータの記録されているトラックに追随させるサーボ制御を
、前記調査手段の調査結果に基づいて開始するサーボ手段と、
　前記調査手段を有し、前記調査結果に基づく前記サーボ制御の下、ディスクの種類を示
す種類情報を前記光ディスクから読取る読取手段と、
　前記読取手段が前記種類情報を読取ると、その種類の規格で定められている光ディスク
の物理的な特性に、前記調査結果が一致するかどうか判定し、前記調査結果が前記規格に
一致していると判定した時、前記光ディスクからデータを読取るよう前記読取手段に指示
する制御手段と、を備えた光ディスク装置において、
　前記制御手段は、
　前記調査結果が前記規格に一致していないと判定した時、前記種類情報を前記読取手段
に読取らせて前記判定を行う再判定処理を、前記調査結果が前記規格に一致するまで繰り
返す規格判定制御を行う判定手段と、
　前記判定を行った回数をカウントするカウント手段と、を有し、
　前記判定手段は、前記カウント手段によるカウント値が一定回数に達すると、前記規格
判定制御を停止し、前記調査結果に基づく前記サーボ制御の下、前記光ディスクからデー
タを読取るよう前記読取手段に指示する光ディスク装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記調査結果が前記規格に一致していないと判定した時、前記光ディスクの規格で定め
られている光ディスクの物理的な特性に基づく前記サーボ制御を前記再判定処理の前に前
記サーボ手段に実行させ、
　その規格に基づく前記サーボ制御に成功すると、そのサーボ制御の下、前記光ディスク
からデータを読取るよう前記読取手段に指示する請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項３】
　前記カウント手段によるカウント値が一定回数に達した場合に、前記種類情報が不正確
であることを示すエラーメッセージを表示する表示手段を備える請求項１又は２に記載の
光ディスク装置。
【請求項４】
　前記光ディスクの物理的な特性は、前記データ記録面に対する前記レーザ光の反射率、
前記データ記録面のウォブル周波数、前記光ディスクを回転させるスピンドルモータに一
定電圧印加した時の前記スピンドルモータの回転数または回転速度である請求項１から３
のいずれかに記載の光ディスク装置。
【請求項５】
　前記一定回数は、１回から３回までの回数である請求項１から４のいずれかに記載の光
ディスク装置。
【請求項６】
　前記光ディスクは、ブルーレイディスク又はＤＶＤのいずれかである請求項１から５の
いずれかに記載の光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーボ制御の下、該光ディスクに記録されているデータを読取る光ディスク
装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、サーボ制御の下、光ディスクに対しレーザ光を照射し、該光ディスクからデ
ータを読取って再生する光ディスク装置が一般に普及している。
【０００３】
　この光ディスク装置に光ディスクがセットされると、光ディスク装置は、まず、その光
ディスクの物理的な特性を調査する。物理的な特性は、例えば、データ記録面に対するレ
ーザ光の反射率、データ記録面のウォブル周波数、又はスピンドルモータに一定電圧印加
した時のスピンドルモータの回転速度である。次に、光ディスク装置は、その調査結果に
基づいてサーボ制御を実行し、そのサーボ制御下で、ディスクの種類（種別）を示す種類
情報を読取る。ディスクの種類は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷで
ある。そして、光ディスク装置は、その種類の規格で定められている光ディスクの物理的
な特性に、調査結果が一致するかどうか判定する。光ディスク装置は、調査結果が規格に
一致していると判定した時、光ディスクからのデータの読取を開始する。これにより、再
生が開始し、ユーザは、光ディスクに記録されている映像や音声を視聴できる。
　なお、特許文献１では、情報記録再生装置が提案されている。
【特許文献１】特開２００６－１２０２２５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、上述の種類情報は、光ディスクへのデータの記録失敗等により、不正確
な場合がある。この場合、調査結果が規格に一致せず、上記従来の光ディスク装置は、光
ディスクからのデータの読取を開始できなかった。
　よって、上記従来の光ディスク装置では、光ディスクの種類情報が不正確な場合、該光
ディスクを再生できなかった。従って、ユーザは、光ディスクに記録されている映像や音
声の視聴を断念せざるを得なかった。
【０００５】
　本発明はこのような従来の課題を解決しようとするものであり、種類情報が不正確な光
ディスクでもデータの読取を開始し、該光ディスクに記録されている映像や音声の再生を
可能にした光ディスク装置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】
【０００６】
　本発明の光ディスク装置は、前記課題を解決するために以下の構成を備えている。
【０００７】
（１）光ディスクが装置本体にセットされると、該光ディスクを回転させるとともに、該
光ディスクに対してピックアップヘッドからレーザ光を照射して、該光ディスクの物理的
な特性を調査する調査手段と、
　前記光ディスクを目標回転速度または目標回転数に追随させるとともに、前記レーザ光
の照射位置および合焦位置をデータの記録されているトラックに追随させるサーボ制御を
、前記調査手段の調査結果に基づいて開始するサーボ手段と、
　前記調査手段を有し、前記調査結果に基づく前記サーボ制御の下、ディスクの種類を示
す種類情報を前記光ディスクから読取る読取手段と、
　前記読取手段が前記種類情報を読取ると、その種類の規格で定められている光ディスク
の物理的な特性に、前記調査結果が一致するかどうか判定し、前記調査結果が前記規格に
一致していると判定した時、前記光ディスクからデータを読取るよう前記読取手段に指示
する制御手段と、を備えた光ディスク装置において、
　前記制御手段は、
　前記調査結果が前記規格に一致していないと判定した時、前記種類情報を前記読取手段
に読取らせて前記判定を行う再判定処理を、前記調査結果が前記規格に一致するまで繰り
返す規格判定制御を行う判定手段と、
　前記判定を行った回数をカウントするカウント手段と、を有し、
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　前記判定手段は、前記カウント手段によるカウント値が一定回数に達すると、前記規格
判定制御を停止し、前記調査結果に基づく前記サーボ制御の下、前記光ディスクからデー
タを読取るよう前記読取手段に指示する。
【０００８】
　この構成において、物理的な特性は、例えば、データ記録面に対するレーザ光の反射率
、データ記録面のウォブル周波数、又はスピンドルモータに一定電圧印加した時のスピン
ドルモータの回転速度である。また、サーボ制御は、レーザ光の照射位置を光ディスクの
所定トラックの中心に追随させるトラッキングサーボ制御と、及びレーザ光の合焦位置を
データ記録面に追随させるフォーカスサーボ制御と、光ディスクを回転させるスピンドル
モータの回転速度を目標回転速度または目標回転数に追随させるスピンドルサーボ制御と
、を含む。また、ディスクの種類は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ+Ｒ、
ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、又はＤＶＤ+ＲＷである。
【０００９】
　この構成では、光ディスクへのデータの記録失敗等により、光ディスクの種類を示す種
類情報が不正確となっている場面を想定している。まず、ユーザが光ディスクを装置本体
にセットすると、該光ディスクの物理的な特性が調査手段により調査される。そして、サ
ーボ手段がその調査結果に基づいてサーボ制御を実行し、そのサーボ制御下で、読取手段
が種類情報を読取る。そして、光ディスク装置は、その種類の規格で定められている光デ
ィスクの物理的な特性に、調査結果が一致するかどうか判定する。調査結果が規格に一致
していない場合、判定手段により規格判定制御が行われる。しかし、判定を一定回数行っ
ても一致しない場合、種類情報が不正確であるとみなして、判定手段は規格判定制御を停
止する。そして、判定手段は、調査結果に基づくサーボ制御の下、データの読取を開始す
る。これにより、再生が開始し、ユーザは、光ディスクに記録されている映像や音声を視
聴できる。
　よって、光ディスク装置では、種類情報が不正確な光ディスクでも、光ディスクに記録
されている映像や音声の再生を可能にすることができる。
【００１０】
（２）前記制御手段は、
　前記調査結果が前記規格に一致していないと判定した時、前記光ディスクの規格で定め
られている光ディスクの物理的な特性に基づく前記サーボ制御を前記再判定処理の前に前
記サーボ手段に実行させ、
　その規格に基づく前記サーボ制御に成功すると、そのサーボ制御の下、前記光ディスク
からデータを読取るよう前記読取手段に指示する。
【００１１】
　この構成では、調査手段が物理特性の調査に失敗した場合でも、再判定処理を繰り返す
ことなく、光ディスクに記録されている映像や音声の再生を可能にすることができる。そ
のため、再判定処理の繰り返しが無い分ユーザは待たなくとも済む。
【００１２】
（３）前記カウント手段によるカウント値が一定回数に達した場合に、前記種類情報が不
正確であることを示すエラーメッセージを表示する表示手段を備える。
【００１３】
　種類情報が不正確であるにも係わらず光ディスクを再生しているため、光ディスクの再
生時に異常を来たすことがある。そのため、光ディスク装置が故障したのではないかとユ
ーザに誤解される恐れがある。そこで、上記エラーメッセージを表示手段で表示させてい
る。このエラーメッセージにより、ユーザは再生異常の原因を特定できる。そのため、光
ディスク装置が故障したのではないかと誤解されるのを防止できる。
【００１４】
（４）前記光ディスクの物理的な特性は、前記データ記録面に対する前記レーザ光の反射
率、前記データ記録面のウォブル周波数、前記光ディスクを回転させるスピンドルモータ
に一定電圧印加した時の前記スピンドルモータの回転数または回転速度である。
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【００１５】
（５）前記一定回数は、１回から３回までの回数である。
【００１６】
（６）前記光ディスクは、ブルーレイディスク又はＤＶＤのいずれかである。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、種類情報が不正確な光ディスクでも、光ディスクに記録されている
映像や音声の再生を可能にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態である光ディスク装置について説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態である光ディスク装置の主要部の構成を示すブロック図であ
る。光ディスク装置１は、所謂ＤＶＤプレーヤである。光ディスク装置１は、ＤＶＤ１０
０（Digital Versatile Disk）を回転させるスピンドルモータ１８と、スピンドルモータ
１８に取り付けられ、スピンドルモータ１８の回転速度を検出するFG（FrequencyGenerat
or）センサ１２と、FGセンサ１２から入力された回転速度を示すFGパルス信号に基づいて
スピンドルモータ駆動信号を生成するサーボ回路４と、電源部（不図示）によって商用電
源から取り出された駆動電源を該電源部から取得し、回転開始電圧を生成するモータ駆動
開始部９と、後述の制御部１０の指示によりドライバ回路５への入力を切替える選択回路
８と、入力された電気信号に基づいてスピンドルモータ１８を駆動するドライバ回路５と
、を備える。
【００２０】
　さらに、光ディスク装置１は、スピンドルモータ１８によって回転しているＤＶＤ１０
０にレーザ光を照射し、その反射光を検出するピックアップヘッド２（以下、ＰＵヘッド
２と称する）と、該反射光に基づいてエラー信号を生成するエラー信号生成部６と、エラ
ー信号に基づいて駆動信号を生成するサーボ回路４と、駆動信号に基づいてサーボ制御を
行うドライバ回路５と、を備えている。
【００２１】
　さらに、光ディスク装置１は、光ディスク装置１の各部の動作を制御する制御部１０と
、ＰＵヘッド２で検出された反射光からＲＦ信号を生成してデータを取得するＲＦアンプ
３と、そのデータを一時的に格納するバッファＲＡＭ６と、バッファＲＡＭ６からデータ
を順次読み出して再生信号を生成し、光ディスク装置１の外部に出力する再生部７と、ユ
ーザからの入力操作を受け付ける操作部１７と、光ディスク装置１の動作状態などを表示
する表示部１６と、を備えている。
　なお、この実施形態では、光ディスクの１つであるＤＶＤを用いて説明しているが、実
施の際は、ブルーレイディスクなどの他のディスクでも構わない。
　また、ＦＧセンサ１２、サーボ回路４、ドライバ回路５、エラー生成部１３、サーボ回
路１４、及びドライバ回路１５が、本発明の「サーボ手段」に相当する。また、ＰＵヘッ
ド２、ＲＦアンプ３、及び再生部７が、本発明の「読取手段」に相当する。
【００２２】
　まず、スピンドルサーボ制御について説明する。最初に、モータ駆動開始部９によって
生成された一定電圧の回転開始電圧によって、ドライバ回路５がＤＶＤ１００を一定回転
速度（rpm）または一定回転数まで回転させる。この後、スピンドルサーボ制御が行われ
る。まず、制御部１０は、ドライバ回路５への入力をサーボ回路４に切替えるよう選択回
路８に指示する。ＤＶＤ１００が回転すると、FGセンサ１２は、一回転毎に均等な幅のパ
ルス信号をFGパルス信号としてサーボ回路４に出力する。サーボ回路４は、FGセンサ１２
から入力された回転速度を示すFGパルス信号に基づいて、スピンドルモータ１８の回転速
度を目標回転速度または目標回転数にするためのスピンドルモータ駆動信号を生成し、ド
ライバ回路５に出力する。ドライバ回路５は、入力されたスピンドルモータ駆動信号に基
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づいてスピンドルモータ１８を駆動する。これらの一連の動作を繰り返すことにより、ス
ピンドルサーボ制御が行われる。
【００２３】
　次に、フォーカスサーボ制御およびトラッキングサーボ制御について説明する。
　ＰＵヘッド２は、図示しないレーザダイオード（ＬＤ）、コリメータレンズ、ビームス
プリッタ、対物レンズ、フォトディテクタ、スレッドモータ、アクチュエータを備えてい
る。
　ＰＵヘッド２は、公知の光ディスク装置と同様に、ＤＶＤ１００の半径方向に延びる軸
に移動自在に取り付けられている。スレッドモータが、ＰＵヘッド２をＤＶＤ１００の半
径方向に移動させる。
　ＬＤは、レーザ光を出力する光源である。フォトディテクタは、複数の受光素子で形成
されており、ＤＶＤ１００からの反射光を検出する。フォトディテクタは、例えば、受光
領域がほぼ均等に４分割されており、４つの受光領域を形成している。
　対物レンズは、ＤＶＤ１００に対するレーザ光の照射位置を調節する。また、アクチュ
エータは、対物レンズをＤＶＤ１００に接離する方向、およびＤＶＤ１００の半径方向に
移動させる。
【００２４】
　エラー信号生成部６は、ＰＵヘッド２のフォトディテクタを構成する複数の受光素子で
検出したＤＶＤ１００からの反射光に基づいてフォーカスエラー信号（以下、「ＦＥ信号
」と称する。）を生成し、これをサーボ回路４に出力する。また、エラー信号生成部６は
、ＰＵヘッド２のフォトディテクタを構成する複数の受光素子で検出したＤＶＤ１００か
らの反射光に基づいてトラッキングエラー信号（以下、「ＴＥ信号」と称する。）を生成
し、これをサーボ回路４に出力する。
【００２５】
　サーボ回路４は、エラー信号生成部６が出力したＦＥ信号、ＴＥ信号に基づいて、ＦＥ
信号の値を０（基準レベル）にするためのフォーカシング駆動信号、及びＴＥ信号の値を
０（基準レベル）にするためのトラッキング駆動信号を生成し、これらをドライバ回路５
に出力する。
【００２６】
　ドライバ回路５は、フォーカシング駆動信号をアクチュエータに与え、ピックアップヘ
ッド２の対物レンズをＤＶＤ１００に対して光軸方向に移動し、ＤＶＤ１００の記録面に
レーザ光を合焦させるフォーカスサーボ制御を行う。また、ドライバ回路５は、トラッキ
ング駆動信号をアクチュエータに与え、ピックアップヘッド２の対物レンズをＤＶＤ１０
０の半径方向に移動し、ＤＶＤ１００のトラックの中心にレーザ光を照射させるトラッキ
ングサーボ制御を行う。
【００２７】
　フォーカスサーボ制御およびトラッキングサーボ制御を行うことで、レーザ光を所望の
トラックに追随させるとともにこのトラックにレーザ光の焦点を合わせることができる。
【００２８】
　最後に、再生時における動作について説明する。
　ＰＵヘッド２は、ＤＶＤ１００に対して読取パワーのレーザ光を照射し、ＤＶＤ１００
からの反射光をフォトディテクタで検出する。これにより、光ディスク装置１は、ＤＶＤ
１００に記録されているデータを光学的に読み出す。
【００２９】
　ＲＦアンプ３は、ＰＵヘッド２に設けられたフォトディテクタを構成する複数の受光素
子で検出したＤＶＤ１００からの反射光に基づいてＲＦ信号を生成する。ＲＦ信号は、Ｄ
ＶＤ１００に記録されているデータの読取信号である。そして、ＲＦアンプ３は、そのＲ
Ｆ信号を増幅して、そのＲＦ信号を処理して映像と音声のデータを取り出す。ここで、取
り出されるデータは、例えばＭＰＥＧでエンコードされている。最後に、ＲＦアンプ３は
、取り出した映像と音声のデータをバッファＲＡＭ６に順次格納する。
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【００３０】
　再生部７は、バッファＲＡＭ６に格納されているデータを順次読み出してデコードする
デコーダ（不図示）を内蔵する。再生部７は、デコーダでデコードされたデータから再生
信号を生成し、光ディスク装置１の外部に出力する。光ディスク装置１には、例えば液晶
モニタやスピーカが接続される。これにより、ユーザは、液晶モニタやスピーカなどにお
いて、ＤＶＤ１００に記憶されているコンテンツを視聴する。
【００３１】
　記憶部１１は、例えばEEPROMで構成される。記憶部１１は、光ディスク装置１の各部の
動作を制御する制御方法が記述された制御プログラムを格納する。
　制御部１０は、例えばマイクロコンピュータで構成される。制御部１０は、上記制御プ
ログラムで処理されるデータを展開するためのワークフィールドとしてのRAM１０Aと、判
定を行った回数をカウントするカウンタ１０Bと、を内蔵する。ここで、カウンタ１０Bの
詳細については、後述する。
【００３２】
　操作部１７には、ユーザの入力操作を受け付ける複数のキーが設けられている。操作部
１７は、それらの操作に応じた信号（コマンド）を制御部１０に伝送する。
　表示部１６は、例えばLCD（Liquid Crystal Display）で構成される。表示部１６は、
時刻、光ディスク装置１の動作状態を示す情報、再生中のデータに関する情報、ユーザへ
のメッセージなどを表示する。
【００３３】
　図２は、ＤＶＤ１００の記録領域を示す図である。ＤＶＤ１００の記録領域は、その内
周から外周にかけてＰＣＡ９０、ＲＭＡ９１、リードイン領域９２、データ領域９３、リ
ードアウト領域９４に分けられている。
【００３４】
　ＰＣＡ９０は、レーザパワーの校正が行われる領域である。そのため、光ディスク装置
１は、レーザパワーの校正が行われた回数を、ＰＣＡ９０を調査することにより取得する
。このレーザパワーの校正は、データの記録開始時に行われる。そのＰＣＡ９０では、現
在の規格上、レーザパワーの校正が９９回行える。
【００３５】
　ＲＭＡ９１は、光ディスク装置１にとって必要な記録管理情報が記録されている領域で
ある。記録管理情報は、ＤＶＤ１００上におけるデータの記録範囲を示す情報である。
【００３６】
　リードイン領域９２は、ＤＶＤ１００の物理フォーマット情報が記録されている領域で
ある。この物理フォーマット情報は、ＤＶＤ１００のディスクの種類を示す種類情報を含
むデータである。ディスクの種類は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ+Ｒ、
ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、又はＤＶＤ+ＲＷである。
【００３７】
　データ領域９３は、保存されたデータが記録されている領域である。リードアウト領域
９４は、保存されたデータがファイナライズされた場合に作成される領域である。
【００３８】
　図３は、本発明の実施形態である光ディスク装置の制御部が行う動作を示すフローチャ
ートである。この動作は、ユーザがＤＶＤ１００を光ディスク装置１にセットした時の動
作である。
【００３９】
　ＤＶＤ１００が光ディスク装置１にセットされると、制御部１０は、一定電圧である回
転開始電圧をモータ駆動開始部９に生成させ、ＤＶＤ１００を回転させる（Ｓ１）。
【００４０】
　次に、制御部１０は、ＤＶＤ１００の物理的な特性を調査する（Ｓ２）。物理的な特性
は、例えば、データ記録面に対するレーザ光の反射率、データ記録面のウォブル周波数、
又はスピンドルモータ１８に一定電圧印加した時のスピンドルモータ１８の回転速度であ
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る。制御部１０は、ＤＶＤ１００に対してＰＵヘッド２からレーザ光を照射して、その反
射光を調査することにより、レーザ光の反射率とウォブル周波数とを取得する。また、制
御部１０は、ＦＧセンサ１２から出力されるFGパルス信号を調査することにより、スピン
ドルモータ１８の回転速度を取得する。ここで、制御プログラムには、一定電圧印加時に
取得される回転速度が、ディスクサイズと対応付けられて予め記憶されている。これによ
り、制御部１０は、スピンドルモータ１８の回転速度から、ディスクサイズを算出する。
【００４１】
　制御部１０は、Ｓ２における調査結果に基づいて、サーボ調整を行う（Ｓ３）。サーボ
調整は、例えばエラー生成部１３のゲイン調整、サーボ回路４のゲイン調整である。
【００４２】
　制御部１０は、Ｓ２における調査結果に基づいて、スピンドルサーボ制御、フォーカス
サーボ制御、およびトラッキングサーボ制御を開始する（Ｓ４）。
【００４３】
　制御部１０は、Ｓ２における調査結果に基づくサーボ制御の下、ＤＶＤ１００から物理
フォーマット情報をＰＵヘッド２に読取らせる（Ｓ５）。読取られた物理フォーマット情
報は、ＲＦアンプ３を介して制御部１０に入力される。制御部１０は、物理フォーマット
情報に含まれる種類情報を解析し、ＤＶＤ１００の種類を判別する。これにより、制御部
１０は、ＤＶＤ１００が、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ+Ｒ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、
ＤＶＤ－ＲＷ、又はＤＶＤ+ＲＷの内のいずれの種類のディスクであるか識別できる。こ
こで、これらのディスクは、規格で定められているディスクの物理的な特性が種類毎に異
なる。例えばＤＶＤ－ＲＯＭであれば、ディスクサイズが１２０ｍｍで、反射率が４５か
ら８５％であり、ウォブル周波数はない。また、ＤＶＤ－Ｒであれば、ディスクサイズが
１２０ｍｍで、反射率が４５から８５％であり、ウォブル周波数は１４０ｋＨｚである。
また、ＤＶＤ+Ｒであれば、ディスクサイズが１２０ｍｍで、反射率が４５から８５％で
あり、ウォブル周波数は８１７ｋＨｚである。これらのディスクの物理的な特性は、ディ
スクの種類と対応付けて制御プログラムに予め記述されている。
【００４４】
　そして、制御部１０は、その種類の規格で定められているＤＶＤ１００の物理的な特性
に、調査結果が一致するかどうか判定する（Ｓ６）。例えば、調査結果がディスクサイズ
１２０ｍｍで反射率６５％でウォブル周波数１４０ｋＨｚである場合、ＤＶＤ１００の種
類がＤＶＤ－Ｒであれば、判定は肯定である。逆に、調査結果がディスクサイズ１２０ｍ
ｍで反射率５５％でウォブル周波数１４０ｋＨｚである場合、ＤＶＤ１００の種類がＤＶ
Ｄ+Ｒであれば、判定は否定である。ここで、この判定否定では、ＤＶＤ１００へのデー
タの記録失敗等により、ＤＶＤ１００の種類を示す種類情報が不正確となっている場面を
想定している。
【００４５】
　Ｓ６において調査結果が規格に一致していると判定した時、制御部１０は、ＤＶＤ１０
０からデータの読取をＰＵヘッド２に開始させ（Ｓ７）、本処理を終了する。これにより
、再生が開始し、ユーザは、ＤＶＤ１００に記録されている映像や音声を視聴できる。
【００４６】
　一方、Ｓ６において調査結果が規格に一致していないと判定した時、制御部１０は、種
類情報をＰＵヘッド２に読取らせて判定を行う再判定処理を、調査結果が規格に一致する
まで繰り返す規格判定制御を行う（Ｓ８、Ｓ９、Ｓ３～Ｓ６）。ここで、この規格判定制
御について以下詳述する。
【００４７】
　まず、調査結果が規格に一致していないと判定した時、制御部１０は、カウンタ１０B
のカウント値をインクリメント（プラス１）する（Ｓ８）。ここで、カウンタ１０Bは、
カウント値が一定回数に達すると、オーバーフローする。この一定回数は、予め設定され
る値である。一定回数は、あまり回数を多く設定するとその分再判定処理が繰り返されて
ユーザを待たせることになるため、１回から３回までの回数が好ましい。この実施携帯で
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は、一定回数は、１回に設定する。
【００４８】
　制御部１０は、カウンタ１０Bのカウント値が一定回数に達するまで（Ｓ９）、Ｓ３に
戻り処理を継続する。
【００４９】
　そして、カウンタ１０Bのカウント値が一定回数に達すると（Ｓ９）、制御部１０は、
規格判定制御を停止し、Ｓ２における調査結果に基づいて、サーボ調整を行う（Ｓ１０）
。例えば、調査結果がディスクサイズ１２０ｍｍで反射率５５％でウォブル周波数１４０
ｋＨｚである場合であって、ＤＶＤ１００の種類がＤＶＤ+Ｒである場合、制御部１０は
、ディスクサイズ１２０ｍｍで反射率５５％でウォブル周波数１４０ｋＨｚに基づいて、
サーボ調整を行う。
【００５０】
　そして、制御部１０は、調査結果に基づくサーボ制御の下、ＤＶＤ１００からデータの
読取をＰＵヘッド２に開始させ（Ｓ７）、本処理を終了する。これにより、再生が開始し
、ユーザは、ＤＶＤ１００に記録されている映像や音声を視聴できる。
　よって、光ディスク装置１では、種類情報が不正確なＤＶＤ１００でも、ＤＶＤ１００
に記録されている映像や音声の再生を可能にすることができる。
【００５１】
　なお、種類情報が不正確であるにも係わらずＤＶＤ１００を再生しているため、ＤＶＤ
１００の再生時に異常を来たすことがある。そのため、光ディスク装置１が故障したので
はないかとユーザに誤解される恐れがある。そこで、Ｓ１０の後に、制御部１０は、種類
情報が不正確であることを示すエラーメッセージを表示部１６で表示するのが好ましい。
このエラーメッセージは、例えば「ＤＶＤ１００の種類を示す情報が壊れており、ＤＶＤ
１００の種類が分かりません。そのため、ＤＶＤ１００が正常に再生されないことがあり
ます。」である。このエラーメッセージにより、ユーザは異常の原因を特定できる。その
ため、光ディスク装置１が故障したのではないかと誤解されるのを防止できる。
【００５２】
　また、本発明の実施形態は、以下の変形例を採用することができる。
【００５３】
　図４は、本発明の実施形態の変形例である光ディスク装置の制御部が行う動作を示すフ
ローチャートである。この動作は、図３のＳ６とＳ８の間にＳ２０とＳ２１の処理を追加
した動作であり、その他の処理（Ｓ１～Ｓ８）については同じである。
　Ｓ６において調査結果が規格に一致していないと判定した時、制御部１０は、規格で定
められているＤＶＤ１００の物理的な特性に基づいてサーボ調整を行う（Ｓ２０）。例え
ば、調査結果がディスクサイズ１２０ｍｍで反射率５５％でウォブル周波数１４０ｋＨｚ
である場合であって、ＤＶＤ１００の種類がＤＶＤ+Ｒである場合、制御部１０は、ディ
スクサイズ１２０ｍｍ、反射率４５から８５％、及びウォブル周波数８１７ｋＨｚに基づ
いて、サーボ調整を行う。
　そして、制御部１０は、その規格に基づく、スピンドルサーボ制御、フォーカスサーボ
制御、およびトラッキングサーボ制御を開始できるかどうか判定する（Ｓ２１）。その規
格に基づくサーボ制御に失敗すると、制御部１０は、Ｓ８に進み処理を継続する。
　制御部１０は、その規格に基づくサーボ制御に成功すると、そのサーボ制御の下、ＤＶ
Ｄ１００からデータの読取をＰＵヘッド２に開始させ（Ｓ７）、本処理を終了する。
　これにより、Ｓ２において物理特性の調査に失敗した場合でも、再判定処理を繰り返す
ことなく、ＤＶＤ１００に記録されている映像や音声の再生を可能にすることができる。
そのため、再判定処理の繰り返しが無い分ユーザは待たなくとも済む。従って、ＤＶＤ１
００がセットされてから再生が開始されるまでの間の時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施形態である光ディスク装置の主要部の構成を示すブロック図
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【図２】ＤＶＤ１００の記録領域を示す図
【図３】本発明の実施形態である光ディスク装置の制御部が行う動作を示すフローチャー
ト
【図４】本発明の実施形態の変形例である光ディスク装置の制御部が行う動作を示すフロ
ーチャート
【符号の説明】
【００５５】
１－光ディスク装置
２－ピックアップヘッド
３－ＲＦアンプ
４－サーボ回路
５－ドライバ回路
６－エラー信号生成部
７－再生部
８－選択回路
９－モータ駆動開始部
１０－制御部
１２－ＦＧセンサ
１３－エラー生成部
１４－サーボ回路
１５－ドライバ回路
１６－表示部
１７－操作部
１８－スピンドルモータ
１００－ＤＶＤ
【図１】 【図２】
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