
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報が記録されているディスクから情報を再生する再生装置であって、
　前記ディスクのトラックから情報を再生する再生手段と、
　前記再生手段の出力からエラーを検出するエラー検出手段と、
　前記エラー検出手段でエラー検出があると、前記再生手段の再生をリトライするリトラ
イ手段と、
　前記リトライ回数と再生パラメータを変更する手段と、
　前記ディスクから第１の転送レートで再生した再生情報を一時記憶する一時記憶手段と
、
　前記一時記憶手段で一時記憶した前記再生情報を第１の転送レートより遅い第２の転送
レートで読み出す読出手段と、
　前記ディスクの管理情報領域から前記再生情報の種類及び又は転送レートに関する管理
情報を読み出す管理情報読出手段と、
　前記管理情報読出手段から読み出した前記管理情報によって、前記リトライ手段を制御
するリトライ制御手段とを有することを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　情報を記録可能なディスクに情報を記録する記録装置であって、
　前記ディスクのトラックに情報を記録する記録手段と、
　記録情報の種類及び又は転送レートを決定する決定手段と、
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　前記記録情報を第１の転送レートで一時記憶する一時記憶手段と、
　前記一時記憶手段で一時記憶した前記記録情報を第１の転送レートより速い第２の転送
レートで読み出して前記ディスクに記録するように、前記一時記憶手段を制御する記録制
御手段と、
　記録時にエラーを検出するエラー検出手段と、
　前記エラー検出手段からエラー検出出力があると、前記記録手段の記録をリトライする
リトライ手段と、
　前記リトライ回数と記録パラメータを変更する手段と、
　前記記録情報の種類及び又は転送レートによって、前記リトライ手段を制御するリトラ
イ制御手段とを有することを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　再生情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報である場合
には、前記一時記憶手段による第１と第２の転送レートの補償の範囲で、所定の転送レー
トの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴とする請求項 記載の再生装置
。
【請求項４】
　記録情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報である場合
には、前記一時記憶手段による第１と第２の転送レートの補償の範囲で、所定の転送レー
トの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴とする請求項 記載の記録装置
。
【請求項５】
　再生情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合には、
連続性を持つ情報に対するリトライ回数より多いリトライ回数分リトライを行うことを特
徴とする請求項 記載の再生装置。
【請求項６】
　記録情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合には、
連続性を持つ情報に対するリトライより多いリトライ回数分リトライを行うことを特徴と
する請求項 記載の記録装置。
【請求項７】
　情報が記録されているディスクから情報を再生する再生装置であって、
　前記ディスクのトラックから情報を再生する再生手段と、
　前記再生手段の出力からエラーを検出するエラー検出手段と、
　前記エラー検出手段でエラー検出があると、前記再生手段の再生をリトライするリトラ
イ手段と、
　前記リトライ回数と再生パラメータを変更する手段と、
　前記ディスクから第１の転送レートで再生した再生情報を一時記憶する一時記憶手段と
、
　前記一時記憶手段で一時記憶した前記再生情報を外部制御装置に転送する転送手段と、
　前記再生情報の種類を記録してある前記ディスクの管理情報領域の管理情報を前記外部
制御装置に転送する管理情報領域転送手段と、
　前記管理情報を前記外部制御手段から受け取る受け取り手段と、
　前記再生情報の種類によって、前記リトライ手段を制御するリトライ制御手段とを有す
ることを特徴とする再生装置。
【請求項８】
　情報を記録可能なディスクに情報を記録する記録装置であって、
　前記ディスクのトラックに情報を記録する記録手段と、
　記録情報を外部制御手段に入力する入力手段と、
　前記外部制御手段に入力した記録要求と記録情報の種類に関する情報とを受ける受取手
段と、
　入力した記録情報を一時記憶する一時記憶手段と、
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　一時記憶手段から読み出した前記記録情報を前記記録手段に供給する手段と、
　記録時にエラーを検出するエラー検出手段と、
　前記エラー検出手段からエラー検出出力があると、前記記録手段の記録をリトライする
リトライ手段と、
　前記リトライ回数と記録パラメータを変更する手段と、
　前記記録情報の種類及び又は転送レートによって、前記リトライ手段を制御するリトラ
イ制御手段とを有することを特徴とする記録装置。
【請求項９】
　再生情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報である場合
には、所定の転送レートの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴とする請
求項 記載の再生装置。
【請求項１０】
　記録情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報である場合
には、所定の転送レートの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴とする請
求項 記載の記録装置。
【請求項１１】
　再生情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合には、
連続性を持つ情報に対するリトライ回数より多いリトライ回数分リトライを行うことを特
徴とする請求項 記載の再生装置。
【請求項１２】
　記録情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合には、
連続性を持つ情報に対するリトライより多いリトライ回数分リトライを行うことを特徴と
する請求項 記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、１枚のディスク媒体上に多種類のデータ（例えばコンピュータデータ、ビデ
オデータ、オーディオデータ）または複数の転送レートのデータを混在して記録または再
生する際に、何らかの原因で記録再生状態の途中でエラーにより中断が生じても、データ
の種類または複数の転送レートにより最適なリトライを行なって、再び記録再生状態に良
好に戻すことが可能な光ディスクや磁気ディスク装置に関す 生装置、記録装 関す
る
【０００２】
【従来の技術】
従来、圧縮伸長技術を用いて連続的なオーディオデータを記録再生するポータブルＭＤプ
レーヤは、４Ｍビットのメモリー（トラックバッファー（以下ＴＢと記す）、またはショ
ックプルーフメモリー）を備えている。そして、ＴＢまたはショックプルーフメモリーを
用いて、入力側と出力側の転送速度の差を吸収し、また、ショック等のエラーで記録再生
中に、記録再生が中断した際にこれを検出し、オーディオデータの連続再生があまり違和
感無く再生出来る範囲で、再度中断した位置から記録再生を行うようにリトライ制御をし
ていた。
また、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）等のコンピュータデータを記録再生する機器に
おいては、記録信号の連続性については問題にならないから、エラーが発生した場合は、
所定のエラー処理を行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、近年、光ディスクや磁気ディスク等に記録されるデータの種類は、コンピュータ
データ、オーディオデータ、ビデオデータ等様々である。こうした多種のデータを一枚の
ディスク媒体に記録するようになると、例えば、転送レートに関係しないコンピュータデ
ータの記録再生中の何らかのエラーによる中断に対しては、何度もリトライすれば、エラ
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ーを最小限にして、品質のよい再生データが得られ、前後のデータが繋がり良くこの記録
再生を続行することが可能である。一方、オーディオデータ、ビデオデータの転送レート
はデータによって固定ではなく、複数の転送レートの設定が可能である。この結果、オー
ディオデータ、ビデオデータの記録再生中の何らかのエラーによる中断に対しては、この
中断前後の転送レートが一致する範囲でリトライを行わないと、データの連続性が無くな
ってしまい、オーディオデータ、ビデオデータ等の連続性のあるデータを繋がり良く記録
再生を続行することは不可能である。
【０００４】
具体的には、転送レートが低い場合には、リトライを何度も可能であるという光ディスク
装置であれば、最高転送レートの場合のリトライ方法に、低い転送レートの場合のリトラ
イ方法を合わせてしまうと、低い転送レートでは、リトライが何度も可能であるにも関わ
らずこれができないという無駄なことが発生することになり、装置としての信頼性を損な
うという問題が発生していた。
また、実際にこのようにリトライをデータの種類や転送レートによって、変更しようとし
た場合に、ドライブ装置においては、データの種類や転送レートを知る方法が無く、これ
を変更することが不可能であった。
特に、光ディスクは一般的に交換可能であり、ディスク表面をユーザーが触ることが出来
るために、光ディスクには後天的なゴミの付着等が原因のエラーによるリトライの可能性
や、振動衝撃等に対してピックアップがトラッキングはずれをおこしやすい等の問題があ
り、磁気ディスク等に比較してこの問題を解決することは大きな課題であった。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、本発明は、次の構成を有す 生装置、記録装 提
供する。

情報が記録されているディスクから情報を再生する再生装置であって、前記ディス
クのトラックから情報を再生する再生手段と、前記再生手段の出力からエラーを検出する
エラー検出手段と、前記エラー検出手段でエラー検出があると、前記再生手段の再生をリ
トライするリトライ手段と、 前記
ディスクから第１の転送レートで再生した再生情報を一時記憶する一時記憶手段と、前記
一時記憶手段で一時記憶した前記再生情報を第１の転送レートより遅い第２の転送レート
で読み出す読出手段と、前記ディスクの管理情報領域から前記再生情報の種類及び又は転
送レートに関する管理情報を読み出す管理情報読出手段と、前記管理情報読出手段から読
み出した前記管理情報によって、前記リトライ手段を制御するリトライ制御手段とを有す
ることを特徴とする再生装置。

情報を記録可能なディスクに情報を記録する記録装置であって、前記ディスクのト
ラックに情報を記録する記録手段と、記録情報の種類及び又は転送レートを決定する決定
手段と、前記記録情報を第１の転送レートで一時記憶する一時記憶手段と、前記一時記憶
手段で一時記憶した前記記録情報を第１の転送レートより速い第２の転送レートで読み出
して前記ディスクに記録するように、前記一時記憶手段を制御する記録制御手段と、記録
時にエラーを検出するエラー検出手段と、前記エラー検出手段からエラー検出出力がある
と、前記記録手段の記録をリトライするリトライ手段と、

前記記録情報の種類及び又は転送レートによって、前記リトライ
手段を制御するリトライ制御手段とを有することを特徴とする記録装置。

再生情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報である
場合には、前記一時記憶手段による第１と第２の転送レートの補償の範囲で、所定の転送
レートの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴とする 記載の再生装
置。

記録情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報である
場合には、前記一時記憶手段による第１と第２の転送レートの補償の範囲で、所定の転送
レートの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴とする 記載の記録装
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置。
再生情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合に

は、連続性を持つ情報に対するリトライ回数より多いリトライ回数分リトライを行うこと
を特徴とする 記載の再生装置。

記録情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合に
は、連続性を持つ情報に対するリトライより多いリトライ回数分リトライを行うことを特
徴とする 記載の記録装置。
（ ）情報が記録されているディスクから情報を再生する再生装置であって、前記ディス
クのトラックから情報を再生する再生手段と、前記再生手段の出力からエラーを検出する
エラー検出手段と、前記エラー検出手段でエラー検出があると、前記再生手段の再生をリ
トライするリトライ手段と、 前記
ディスクから第１の転送レートで再生した再生情報を一時記憶する一時記憶手段と、前記
一時記憶手段で一時記憶した前記再生情報を外部制御装置に転送する転送手段と、前記再
生情報の種類を記録してある前記ディスクの管理情報領域の管理情報を前記外部制御装置
に転送する管理情報領域転送手段と、前記管理情報を前記外部制御手段から受け取る受け
取り手段と、
　前記再生情報の種類 よって、前記リトライ手段を制御するリトライ制御手段とを有す
ることを特徴とする再生装置。

情報を記録可能なディスクに情報を記録する記録装置であって、前記ディスクのト
ラックに情報を記録する記録手段と、記録情報を外部制御手段に入力する入力手段と、前
記外部制御手段に入力した記録要求と記録情報の種類に関する情報とを受ける受取手段と
、入力した記録情報を一時記憶する一時記憶手段と、一時記憶手段から読み出した前記記
録情報を前記記録手段に供給する手段と、記録時にエラーを検出するエラー検出手段と、
前記エラー検出手段からエラー検出出力があると、前記記録手段の記録をリトライするリ
トライ手段と、前記リトライ回数と記録パラメータを変更する手段と、前記記録情報の種
類及び又は転送レートによって、前記リトライ手段を制御するリトライ制御手段とを有す
ることを特徴とする記録装置。

再生情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報である
場合には、所定の転送レートの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴とす
る 記載の再生装置。

記録情報の種類がオーディオやビデオ等の所定の転送レートの連続的な情報であ
る場合には、所定の転送レートの連続性を損なわないようにリトライを行うことを特徴と
する 記載の記録装置。

再生情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合
には、連続性を持つ情報に対するリトライ回数より多いリトライ回数分リトライを行うこ
とを特徴とする 記載の再生装置。

記録情報の種類がコンピュータ情報や静止画情報等の非連続的な情報である場合
には、連続性を持つ情報に対するリトライより多いリトライ回数分リトライを行うことを
特徴とする 記載の記録装置。
　また、本発明は次の構成を有する光ディスク装置 ても良い。
　図１，図２，図３に示すように、互いに相違するデータフォーマットを有する複数種類
のデータ（例えばコンピュータデータ、ビデオデータ、オーディオデータ等のデータ）が
それぞれ記録可能な光ディスク１を再生する光ディスク装置であって、
　前記ディスク１は、前記複数種類のデータのうちの少なくとも 1のデータが記録されか
つ予め基準信号（光ディスク１上に埋め込まれたウオブリング信号にタイミング信号とし
て埋め込まれたシンク信号）が形成されているデータ領域と、前記データ領域に記録され
ているデータに関する記録情報が記録されている制御領域とを備えており、
　前記光ディスク１上の前記制御領域及び前記データ領域をそれぞれ再生走査する再生手
段（光学ピックアップ）３と、
　前記再生手段３から出力される読出信号から、前記光ディスク１の前記制御領域に記録
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されている前記記録情報を再生走査して得た再生制御信号と、前記光ディスク１の前記デ
ータ領域に記録されている前記データ及び前記基準信号を再生走査して得た再生信号及び
サーボエラー信号とを出力する再生信号手段（プリアンプ）４と、
　前記再生信号手段４から出力される前記サーボエラー信号に基づいて、前記再生手段３
のフォーカス及びトラッキング制御を行なうと共に前記光ディスク１の回転制御を行なう
サーボ制御手段（サーボ部）８と、
　前記再生信号手段４から出力される前記再生信号を一時記憶する記憶手段（トラックバ
ッファメモリ）１１と、
　前記再生信号手段４から出力される前記再生制御信号に基づいて、再生走査している前
記データの種別及びデータ転送レート等を検知し、この検知した前記データの種別及びデ
ータ転送レート等に対応して前記記憶手段１１に対する前記再生信号の書き込み読み出し
を制御する制御手段（システムコントローラ）９とを備え、
　前記光ディスク１の前記データ領域を再生走査中に前記再生手段３から出力される前記
読出信号に中断が生じた場合には、前記制御手段９は、前記再生制御信号に基づいて検知
した前記データの種別及びデータ転送レート等に適合したリトライを行なって、中断が生
じたときに再生走査していた前記データ領域部分の先頭に前記再生手段３を再度移送して
、データの再生を再開始することを特徴とする光ディスク装置。
【０００６】
【発明の実施の態様】
　以下、本発明を、図面に沿って説明する。
　本発明 光ディスク装置は、例えば１枚のディスク媒体上に多種類のデータ（
例えばコンピュータデータ、ビデオデータ、オーディオデータ）を混在して記録再生する
際に、何らかの原因で記録再生中に中断が生じても、これらのデータの種別及びその転送
レートに応じて最適なリトライを行なって、再び記録再生状態に良好に戻すことが可能な
光ディスク装置である。以下の説明においては、ディスク媒体（光ディスク）として、Ｄ
ＶＤ－ＲＷを用い、このＤＶＤ－ＲＷに対してデータを記録再生する場合について説明す
るが、他の記録可能なＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷや次世代ＤＶＤ等の高密度型光ディスク
についてもこれを適用できることは言うまでもない。
　また、以下の説明で用いるリトライとは、光ディスクのデータ領域を記録又は再生走査
中に記録又は再生手段において記録又は読出信号に中断が生じた場合に、この中断状態を
検出して、記録又は再生しているデータの種別及びデータ転送レート等に適合した復帰動
作を行なって、中断が生じたときに記録又は再生走査していた前記データ領域部分の先頭
に前記記録又は再生手段を再度移送して、データの記録又は再生を再開始することを意味
している。
【０００７】
図１，図２はそれぞれ光ディスク装置の２つの例を示すブロック図である。光ディスク装
置は、図１，図２に示すように、スピンドルモータ（ＳＰ　ＭＯＴＯＲ）２、光学ピック
アップ（ＰＵ）３、プリアンプ（ＰＡＭＰ）４、信号処理部５、ＡＶ符号化復号化部（Ａ
Ｖ－ＥＮＤＥＣ）６、ドライバ（ＤＲＩＶＥＲ）７、サーボ部（ＳＥＲＶＯ）８、システ
ムコントローラ（ＳＹＳＴＥＭＣＯＮＴ）９、キー入力部（ＫＥＹ）１０、トラックバッ
ファメモリ１１、メモリ１２、インターフェイス部（ＡＴＡＰＩ（ ATA Packet Interface
））１３、ホストコンピュータ（ホスト）１４を備えている。図中、１は光ディスク。
以下の説明において、まず図 1に示す光ディスク装置について説明した後に、図２に示す
光ディスク装置について説明する。
【０００８】
光ディスク１は、例えば相変化材料からなる記録層を有するＤＶＤ－ＲＷフォーマットの
光ディスクであって、このＤＶＤ－ＲＷディスクは、ディスク内でセクター（トラック）
が螺旋状に配され、線速度一定（ＣＬＶ）にて回転が制御され、また、連続する１６セク
ターで１ブロックを構成し、この１ブロックが前記のエラー訂正の処理単位（ＥＣＣブロ
ック）となされている。この光ディスク１は、図示しないチャッキング機構によってスピ
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ンドルモータ２に取り付けられている。
【０００９】
スピンドルモータ２は、ドライバ７により回転駆動され、チャッキング機構によってチャ
ッキングされている光ディスク１を回転させる。また、このスピンドルモータ２は、ＦＧ
ジェネレータと、ホール素子などの回転位置信号の検出手段とを備えて成る。このＦＧジ
ェネレータからのＦＧ信号及びホール素子からの回転位置信号は、回転サーボ信号として
ドライバ７を介してサーボ部８に帰還される。
【００１０】
光学ピックアップ３は、半導体レーザを光源とし、コリメータレンズ、対物レンズ等によ
って、光ディスク１の所定のトラック上にレーザー光Ｌｅによるレーザスポットを形成し
、また、２軸アクチュエータにて対物レンズを駆動することにより、レーザスポットのフ
ォーカシング及びトラッキングを行う。半導体レーザはレーザ駆動回路により駆動され、
２軸アクチュエータはドライバ７により駆動される。
【００１１】
キー入力部１０は、ユーザにより操作される複数のキーを備えてなり、ユーザからのキー
操作入力情報をシステムコントローラ９に送る。即ちこのキー入力部１０からは、記録開
始や再生開始、記録停止、再生停止等を指示する各種のキー操作入力情報がユーザにより
入力可能となされている。
【００１２】
システムコントローラ９は、キー入力部１０からのキー操作入力情報として、記録開始や
再生開始、記録停止、再生停止等の各種キー操作入力情報に応じて、光ディスク装置の各
部のＬＳＩ（信号処理部５やサーボ部８、アンプ部４、ＡＶ符号化復号化部６等）を制御
する。なお、例えば記録したい画像の解像度や、カーレースなどのスピードの速いシーン
等を取り分ける場合や、記録時間優先で設定するための制御データが、キー入力部１０や
入力端子から入力された場合も、システムコントローラ９はその制御データを認識し、そ
の認識結果に基づいて記録時間を変更したり、その設定を外部のユーザが選択出来るよう
にしている。
【００１３】
ここで、光ディスク１の再生を行う場合に、キー入力部１０から再生開始の指令がなされ
ることにより、これに応じてシステムコントローラ９はアンプ部４、サーボ部８及びドラ
イバ７を再生制御する。即ち、光ディスク１の再生を行う場合には、システムコントロー
ラ９は、先ず最初に、光ディスク１を回転させると共にレーザースポットを光ディスク１
上に照射して、信号トラックに予め形成されているアドレス信号を読み取り、そのアドレ
ス情報から再生するべき目的セクター（トラック）を見つけ、その目的セクター（トラッ
ク）上にレーザスポットが配置するように光学ピックアップ３を移動制御する。この目的
セクターへの移動が完了した後は、光学ピックアップ３は当該目的セクターから再生を開
始する。
【００１４】
アンプ部４は、光学ピックアップ３にて光ディスク１の目的セクターから再生されたＲＦ
信号が供給されこれを増幅すると共に、このＲＦ信号から再生信号、トラッキングエラー
信号及びフォーカスエラー信号を生成出力する。また、アンプ部４は、少なくとも再生信
号の周波数特性を最適化するイコライザと、再生信号からバイトクロックを抽出すると共
に速度サーボ信号を生成するＰＬＬ（位相ロックループ）回路と、このＰＬＬ回路からの
バイトクロックと再生信号の時間軸との比較からジッタ成分を取り出すジッタ生成器とを
備えている。このジッタ値はシステムコントローラ９に送出される。アンプ部４はトラッ
キングエラー信号、フォーカスエラー信号及び速度サーボ信号をサーボ部８に送出する。
また、アンプ部４は再生信号を信号処理部５に出力する。
【００１５】
サーボ部８は、アンプ部４から供給されるトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信
号及び速度サーボ信号と、スピンドルモータ２から供給される回転サーボ信号とに基づい
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て、それぞれ対応する部位のサーボ制御を行う。
【００１６】
具体的には、サーボ部８は、アンプ部４のＰＬＬ回路が光ディスク１の回転速度に応じて
生成した速度サーボ信号と、スピンドルモータ２からの回転サーボ信号とに基づいて、ス
ピンドルモータ２を所定の回転速度で回転させるように、即ち光ディスク１を線速度一定
（ＣＬＶ）にて回転させるような、回転速度サーボ制御信号を生成する。
【００１７】
また、サーボ部８は、フォーカすエラー信号及びトラッキングエラー信号に基づいて、光
学ピックアップ３が光ディスク１上に正確にフォーカシング及びトラッキングするための
光学ピックアップサーボ制御信号を生成する。これら回転速度サーボ制御信号と光学ピッ
クアップサーボ制御信号は、ドライバ７に送られる。なお、これ以降、光ディスク１の記
録速度（記録データ転送レート）を記録レートと呼び、光ディスク１の再生速度（再生デ
ータ転送レート）を再生レートと呼ぶことにする。
【００１８】
ドライバ７はサーボ部８からの回転速度サーボ制御信号に応じてスピンドルモータ２をＣ
ＬＶで回転駆動するための駆動信号をスピンドルモータ２に送出する。また、ドライバ７
は光学ピックアップサーボ制御信号に応じて光学ピックアップ３の２軸アクチュエータを
駆動する。こうして、スピンドルモータ２はＣＬＶで回転駆動され、また、光学ピックア
ップ３は光ディスク１上でのレーザスポットのフォーカシング及びトラッキングが良好に
行われることになる。
【００１９】
信号処理部５は、アンプ部４より供給された再生信号をＡ／Ｄ（アナログ／ディジタル）
変換し、このＡ／Ｄ変換により得られたディジタル信号から同期検出を行うと共に、この
ディジタル信号に施されているいわゆるＥＦＭ＋信号（８－１６変調信号）からＮＲＺ（
Non Return to Zero）データへのデコードを行い、さらにエラー訂正処理を行って、光デ
ィスク１上のセクターのアドレスデータと再生データとを得る。信号処理部５にて得られ
たアドレスデータと同期信号とはシステムコントローラ９に送出される。
【００２０】
ここで、アンプ部４より供給される再生信号が例えばＭＰＥＧの可変転送レートで圧縮符
号化されたデータである場合、この再生データは、６４ＭバイトのＤ－ＲＡＭであるトラ
ックバッファメモリ１１に一時的に記憶される。システムコントローラ９はトラックバッ
ファメモリ１１への再生データの書き込み／読み出しを適宜制御することで、再生データ
の可変転送レートの時間変動分を吸収することができる。なお、トラックバッファメモリ
１１は圧縮符号化されたデータを一時記憶するバッファメモリのことを示しており、例え
ばＤＶＤにおいて一般的に備えられている可変転送レートを吸収するためのバッファメモ
リや、ＭＰＥＧのエンコードやデコード時に用いるバッファメモリを含む。このトラック
バッファメモリ１１の記憶容量及び記憶領域の管理、書き込み／読み出し制御は、信号処
理部５を介して例えばシステムコントローラ９が行う。
【００２１】
ＡＶ符号化復号化部６は、トラックバッファメモリ１１から供給された再生データが、例
えばＭＰＥＧ２にて圧縮符号化され且つオーディオデータとビデオデータとが多重化され
たデータであるとき、この再生データから圧縮オーディオデータと圧縮ビデオデータとを
分離すると共に、それぞれをＭＰＥＧ２にて伸長復号化し、さらにＤ／Ａ（ディジタル／
アナログ）変換して、オーディオ信号及びビデオ信号として出力する。この出力されたビ
デオ信号は、図示しないＮＴＳＣ（ National Television System Committee）エンコーダ
等にて処理されてモニタ装置に表示され、また、オーディオ信号は、図示しないスピーカ
等に送られて放音される。
【００２２】
なお、再生時におけるＡＶ符号化復号化部６で行われる伸長復号化の速度（伸長復号化時
のデータ転送レート、以下、伸長レートと呼ぶことにする）は、記録時に設定された記録
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モードと相補的であることは言うまでもない。言い換えると、ＡＶ符号化復号化部６は、
複数の伸長レートに応じた伸長復号化処理が可能となされており、記録時に設定された記
録モードに応じて当該伸長レートを決定し、そのレートで伸長復号化を行う。この記録モ
ードの情報は、コントロールデータとして記録データと共に光ディスク１に記録されてお
り、光ディスク１の再生時にこのコントロールデータが読み出されてシステムコントロー
ラ９に送られ、システムコントローラ９がこのコントロールデータに基づいてＡＶ符号化
復号化部６の伸長レートを設定する。因みに前記したＤ／Ａ変換はＡＶ符号化復号化部６
の外部にて行うことも可能である。
【００２３】
前述したのは光ディスク１の再生についてであるが、次に、光ディスク１へ記録を行う場
合について説明する。
キー入力部１０から記録開始の指令がなされることにより、これに応じてシステムコント
ローラ９はアンプ部４、サーボ部８及びドライバ７を記録制御する。即ち、光ディスク１
の記録を行う場合には、システムコントローラ９は、先ず最初に、光ディスク１を回転さ
せると共にレーザースポットを光ディスク１上に照射して、信号トラックに予めプリピッ
トとして形成されているアドレス信号を読み取り、そのアドレス情報から記録するべき目
的セクター（トラック）を見つけ、その目的セクター（トラック）上にレーザスポットが
配置するように光学ピックアップ３を移動制御する。この目的セクターへの移動が完了し
た後は、光学ピックアップ３は当該目的セクターから記録を開始する。
【００２４】
光ディスク１に記録するオーディオ及びビデオ信号はＡＶ符号化復号化部６に入力される
。ＡＶ符号化復号化部６は、供給されたオーディオ信号及びビデオ信号をＡ／Ｄ変換し、
それぞれオーディオデータ及びビデオデータを、記録モードに応じた速度にてＭＰＥＧ２
の圧縮符号化を行い、さらにそれらを多重化して信号処理部５に送る。以下、このＡＶ符
号化復号化部６における圧縮符号化の速度（圧縮符号化時のデータ転送レート）を圧縮レ
ートと呼ぶことにする。即ち、ＡＶ符号化復号化部６は、記録モードに応じた複数の圧縮
レートで圧縮符号化を行い得るものである。
【００２５】
６４ＭビットのＤ－ＲＡＭであるメモリ１２は、ＡＶ符号化復号化部６における圧縮伸長
の際にオーディオデータ及びビデオデータを一時的に記憶するためのメモリである。因み
に前記したＡ／Ｄ変換はＡＶ符号化復号化部６の外部にて行うことも可能である。
【００２６】
前述したのはオーディオデータ及びビデオデータの記録についてであったが、静止画情報
やコンピュータ上のプログラムファイル等のデータを記録することも可能である。信号処
理部５では、ＡＶ符号化復号化部６からの圧縮データやシステムコントローラ９を介した
プログラムファイル等のデータに対して、エラー訂正符号を付加し、ＮＲＺとＥＦＭ＋の
エンコードを行い、さらにシステムコントローラ９から供給される同期信号を付加して記
録データを生成する。
【００２７】
この記録データはトラックバッファメモリ１１に一時的に記憶された後、光ディスク１へ
の記録レートに応じた読出レートで当該トラックバッファメモリ１１から読み出される。
トラックバッファメモリ１１から読み出された記録データは、信号処理部５にて所定の変
調処理が行われ、記録信号としてアンプ部４に送られ、光学ピックアップ３にて光ディス
ク１上の目的セクター（トラック）に記録される。
【００２８】
また、このときのシステムコントローラ９は、アンプ部４からのジッタ値をＡ／Ｄ（アナ
ログ／ディジタル）変換して測定し、この測定ジッタ値やアシンメトリ値に従って、記録
時のアンプ部４における波形補正量を変更する。即ち、光ディスク１に信号を記録する場
合、アンプ部４では、信号処理部５からの信号を波形補正し、この波形補正した信号を光
学ピックアップ３のレーザ駆動回路へ送るのである。
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【００２９】
上述した図１の光ディスク装置において、前記したリトライを実行するブロックは、図３
に示す、信号処理部５、サーボ部８、システムコントローラ９である。即ち、図３に示す
ように、信号処理部５には、再生時に再生信号のＰＬＬ制御がアンロックになったことを
示すＰＬＬＮＧ信号、再生時又は記録時に用いられかつ光ディスク１上に埋め込まれたウ
オブリング信号にタイミング信号として埋め込まれたシンク信号の未検出を示すシンク検
出ＮＧ信号、再生時に再生信号のエラー訂正が不可能であることを示す訂正ＮＧ信号がシ
ステムコントローラ９にそれぞれ供給される。一方、サーボ部８では前記したフォーカス
、トラッキング、スピンドルのそれぞれのサーボ状態がＮＧであることを示すフォーカス
ＮＧ検出信号、トラッキングＮＧ検出信号、スピンドルＮＧ検出信号が、システムコント
ローラ９にそれぞれ供給される。
【００３０】
これらのＮＧ信号を受けてシステムコントローラ９は、その内部に格納した記録信号又は
再生信号の種類を識別記憶した信号種類記憶部の記憶値を基に、リトライの方法を決定す
る。そして、信号処理部５、サーボ部８に対してリトライの指示をそれぞれ行う。例えば
前記した記憶値は、記録信号又は再生信号の種類が連続データではないコンピュータデー
タあるいは連続的なデータであるオーディオデータ、ビデオデータ等であるかの種別、ま
たオーディオデータ、ビデオデータの場合には、転送レート（前記した伸長レート、圧縮
レート）の複数の値を含んでいる。
【００３１】
具体的なリトライの指示は、記録又は再生中のセクターアドレスの中で、ＮＧが発生した
セクターアドレスに、光学ピックアップ３を再度移送して、そのセクターアドレスから記
録又は再生を繋げる処理である。
【００３２】
光ディスク装置は、記録したい画像の解像度や、カーレースなどのスピードの速いシーン
等を取り分ける場合や、記録時間優先で設定するための、キー入力や外部よりの制御デー
タをシステムコントローラ９が認識し、切り替え端子をもっていて、これにより記録時間
を変更可能とし、その設定を外部のユーザーが選択出来る。キー入力等の設定によって、
システムコントローラ９はＭＰＥＧエンコーダに対して、記録時の転送レートを設定する
。
【００３３】
例えば、原画像として入力されてきたビデオ画像を圧縮する場合に、
高画質な転送レート８Ｍｂｐｓの記録時間２時間のモード
やや高画質な転送レート４Ｍｂｐｓの記録時間４時間のモード
普通画質な転送レート２Ｍｂｐｓの記録時間８時間のモード
の画質優先での選択が可能である。
【００３４】
また、記録したい画像の解像度や、カーレースなどのスピードの速いシーン等を取り分け
る場合や、記録時間優先で設定するためのキー入力をシステムコントローラ９が認識し、
これに応じて転送レートを切り替えることにより、記録時間を任意に変更可能である。
【００３５】
記録時（記録モード）の場合には、前記したＭＰＥＧエンコーダは各転送レートに対して
エンコード可能な構成になっており、ユーザーが任意の転送レートを設定して、記録すべ
き信号をＡＶ符号化復号化部６のエンコーダとメモリ１２との間にてＭＰＥＧ２の圧縮符
号化を行ない、さらにそれらを多重化して、設定した転送レート値に従って、ＦＵＬＬ（
データが１００％近く記憶されている状態）とＥＭＰＴＹ（データが０％近く記憶されて
いる状態）との値をそれぞれ設定してあるトラックバッファメモリ１１に、所定の記録単
位にして一時的に書き込む。
【００３６】
この時、光学ピックアップ３は待機状態として所定の記録すべきトラックでキック待ちの
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状態とする（図４（Ａ）～（Ｃ）のａ領域）。システムコントローラ９はトラックバッフ
ァメモリ１１の残量の制御を行いながら、トラックバッファメモリ１１が所定のＦＵＬＬ
の値になったら、信号処理部５はエラー訂正コード、アドレスやシンク信号を加えてトラ
ックバッファメモリ１１から読み出した記録データをレーザーの駆動制御を行うプリアン
プ４に供給する。こうして、光学ピックアップ３は光ディスク１に記録データの記録を開
始する（図４（Ａ）～（Ｃ）のｂ領域）。この後、トラックバッファメモリ１１がＥＭＰ
ＴＹになったら、前記した記録動作を中止し、キック待ちの待機状態とする。これを繰り
返して、連続的な記録を行う。
【００３７】
図４は記録時におけるトラックバッファメモリ１１へのデータの書き込み読み出し状態を
示している。図４（Ａ）では、転送レート２Ｍｂｐｓの場合を示し、ａ領域ではトラック
バッファメモリ１１へのデータの書き込みは、転送レート２Ｍｂｐｓで書き込まれる。ま
たｂ領域では、光ディスク１への書き込み速度が１０Ｍｂｐｓであるから、転送レート８
Ｍｂｐｓ（１０－２＝８Ｍｂｐｓ）でトラックバッファメモリ１１からデータが読み出さ
れる。
図４（Ｂ）では、転送レート４Ｍｂｐｓの場合を示し、ａ領域ではトラックバッファメモ
リ１１へのデータの書き込みは、転送レート４Ｍｂｐｓで書き込まれる。またｂ領域では
、光ディスク１への書き込み速度が１０Ｍｂｐｓであるから、転送レート６Ｍｂｐｓ（１
０－４＝６Ｍｂｐｓ）で、トラックバッファメモリ１１からデータが読み出される。
【００３８】
図４（Ｃ）では、転送レート８Ｍｂｐｓの場合を示し、ａ領域でｆトラックバッファメモ
リ１１へのデータの書き込みは、転送レート８Ｍｂｐｓで書き込まれる。またｂ領域では
、光ディスク１への書き込み速度が１０Ｍｂｐｓであるから、転送レート２Ｍｂｐｓ（１
０－８＝２Ｍｂｐｓ）で、トラックバッファメモリ１１からデータが読み出される。
【００３９】
この３つの場合（図４（Ａ）～（Ｃ））において、光ディスク１の記録時の転送レートで
ある１０Ｍｂｐｓに対して、トラックバッファメモリ１１への転送レートを２、４、８Ｍ
ｂｐｓと低く設定してあるため、ａ領域或いはｃ領域の光学ピックアップ３の待機状態に
て、これを吸収して、連続的に記録が行える。
【００４０】
このように、オーディオデータ及びビデオデータの転送レートやコンピュータデータの種
類がキー入力等により決定されていて、記録途中でエラーが発生して、記録状態が中断し
た場合には、図６に示す処理でリトライを行なうことにより、良好に記録が続行可能とな
る。
【００４１】
記録状態が中断した場合には、図６に示すように、まず信号種類判断を行い、それぞれの
信号の種類、転送レートの種類によって、以下のようにリトライの回数を設定する（ステ
ップＳ１）。システムコントローラ９はリトライカウンタを持っていて、このリトライを
行う度に回数をカウントする。ここでは、リトライ回数の設定であるが、信号の種類によ
っては、リトライ回数のみでなく、サーボ系のパラメータ等を変更しながらリトライを行
ってもよい。また、ここでは、信号の種類、転送レートの種類によって、リトライ回数を
一義的に決定しているがトラックバッファメモリ１１の残量との関係で、この回数を調整
してもよい。
【００４２】
コンピュータデータならリトライ回数５回
転送レート８Ｍｂｐｓのビデオデータ、オーディオデータならリトライ回数１回
転送レート４Ｍｂｐｓのビデオデータ、オーディオデータならリトライ回数２回
転送レート２Ｍｂｐｓのビデオデータ、オーディオデータならリトライ回数３回
【００４３】
コンピューターデータの場合信頼性が高く、また、連続的なデータではないので時間の制
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約は関係なく回数は最も多い回数であるがより増やすことが出来る。
【００４４】
また、ビデオデータ、オーディオデータの連続的なデータの場合は、トラックバッファメ
モリ１１のＥＭＰＴＹの位置から残量が０になるまでの時間内は、リトライが可能である
から、予めリトライ時間と転送レートの時間とトラックバッファメモリ１１の容量との関
係を計算しておくことにより、リトライ回数を計算出来、転送レートが低い程、前記のよ
うに光学ピックアップ３をキックして待機状態の時間が長いので、リトライ回数を多く出
来る。
【００４５】
次に、上記のようにトラックバッファメモリ１１の残量制御を行いながら光ディスク１に
データを記録する記録処置を開始した時点で、エラー（記録状態の中断）が発生したかど
うかをチェックする（ステップＳ２，Ｓ３）。エラーが発生していない場合は、所定の記
録データが終了するまで記録処理が続行されるが（ステップＳ７）、エラーが発生した場
合には、信号の種類、転送レートの種類によって設定されたリトライ回数に従って、エラ
ーが発生した光ディスク 1上のセクターに、光学ピックアップ３を移送してその領域に対
して再度記録を行い、リトライカウントを行い、この領域のエラーが無くなったかをチェ
ックする（ステップＳ４～Ｓ６）。
【００４６】
その結果、エラーが無くなった場合は、通常の記録状態に戻り、また回復しない場合は、
設定されたリトライ回数のリトライが終了するまで、前記のリトライ処理を繰り返すこと
になる（ステップＳ７）。そして、リトライ回数が所定回数になっても、エラーが回復し
ない場合でも、前記エラーしたセクターに対して所定の範囲の領域を飛ばして、次の領域
から記録を行う。そして、記録が終了した時点で、前記記録データの種類及び転送レート
等の情報を、前記記録データを記録した位置情報と共に管理領域に記録する。
【００４７】
記録の場合には、信号の種類、転送レートの種類に関係なくエラー処理を行うことで、連
続的に入力された信号がトラックバッファメモリ１１がＦＵＬＬになってしまうことによ
り、光ディスク１に記録できないという問題も無く、最大限の許容される時間の中でリト
ライを行うことが出来、光ディスク装置の信頼性を最大限に向上することが出来る。
【００４８】
次に、光ディスク装置が再生モードとなり、光ディスク 1から信号を再生する場合には、
光学ピックアップ３は所定のコントロールデータが記録されている管理領域の再生トラッ
クのに移動し、開始セクターアドレスを待ち、信号処理部５にてこの信号をデコードし、
コントロールデータの中の再生信号の位置情報及び、データの種類がコンピュータデータ
なのか、ビデオデータ及びオーディオデータ等の連続データなのか、そしてこれがビデオ
データ及びオーディオデータの場合、再生時の圧縮された信号の転送レートを読み出し、
この値に従って、トラックバッファメモリ１１のＦＵＬＬとＥＭＰＴＹの値をそれぞれ設
定し、再生信号の位置に移動し、トラックバッファメモリ１１に書き込み開始する（図５
（Ａ）～（Ｃ）のｂ領域）。
【００４９】
そして、システムコントローラ９でトラックバッファメモリ１１の残量を監視し、残量が
ＥＭＰＴＹを越えた時点で、再生を開始するためＡＶ符号化復号化部６へトラックバッフ
ァメモリ１１からデータ転送を開始する。（図５（Ａ）～（Ｃ）のｃ領域）そして、トラ
ックバッファメモリ１１の残量がＦＵＬＬになったら、トラックバッファメモリ１１への
データの書き込みを停止し、この時は光学ピックアップ３は待機状態として所定の再生す
べきトラックでキック待ちの状態とする。ＭＰＥＧデコーダは各転送レートに対して設定
可能な構成になっており、再生信号をＡＶ符号化復号化部６とメモリ１２との間にてオー
ディオデータ及びビデオデータをＭＰＥＧ２でデータ伸長し、Ｄ／Ａ変換器からオーディ
オ信号とビデオ信号とを出力する（図５（Ａ）～（Ｃ）のｄ領域）。これを繰り返して、
連続的な再生を行う。
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【００５０】
図５は再生時におけるトラックバッファメモリ１１へのデータの書き込み読み出し状態を
示している。図５（Ａ）では、転送レート２Ｍｂｐｓの場合を示し、ｂ領域でのトラック
バッファメモリ１１へのデータ書き込みは、光ディスク１からの読み出し速度が１０Ｍｂ
ｐｓであるから、転送レート１０Ｍｂｐｓで行われる。再生開始のｃ領域では、転送レー
ト８Ｍｂｐｓ（１０－２＝８Ｍｂｐｓ）で、トラックバッファメモリ１１へデータが書き
込まれる。ｄ領域では、転送レート２Ｍｂｐｓでトラックバッファメモリ１１からデータ
が読み出される。
【００５１】
図５（Ｂ）では、転送レート４Ｍｂｐｓの場合を示し、ｂ領域ではトラックバッファメモ
リ１１へのデータの書き込みは、光ディスク１からの読み出し速度が１０Ｍｂｐｓである
から、転送レート１０Ｍｂｐｓで書き込まれ、再生開始のｃ領域では、転送レート６Ｍｂ
ｐｓ（１０－４＝６Ｍｂｐｓ）で、トラックバッファメモリ１１へデータが書き込まれる
。ｄ領域では、転送レート４Ｍｂｐｓでトラックバッファメモリ１１からデータが読み出
される。
【００５２】
図５（Ｃ）では、転送レート８Ｍｂｐｓの場合を示し、ｂ領域でのトラックバッファメモ
リ１１へのデータの書き込みは、光ディスク１からの読み出し速度が１０Ｍｂｐｓである
から、転送レート１０Ｍｂｐｓで書き込まれ、再生開始のｃ領域では、転送レート２Ｍｂ
ｐｓ（１０－８＝２Ｍｂｐｓ）で、トラックバッファメモリ１１へデータが書き込まれる
。ｄ領域では、転送レート８Ｍｂｐｓでトラックバッファメモリ１１からデータが読み出
される。
【００５３】
この３つの場合（図５（Ａ）～（Ｃ））において、光ディスク１の再生時の転送レートで
ある１０Ｍｂｐｓに対して、トラックバッファメモリ１１への転送レートを２、４、８Ｍ
ｂｐｓと低く設定してあるため、ｄ領域の待機状態にて、これを吸収して、連続した再生
が行える。
【００５４】
このように、光ディスク１上のコントロールデータにより読み出される信号の種類である
オーディオデータ及びビデオデータの転送レートやコンピュータデータの種類が決定され
、上記のように再生途中でエラーが発生して、再生状態が中断した場合には、図７に示す
処理でリトライを行なうことにより、良好に再生が続行可能となる。
【００５５】
再生状態が中断した場合には、図７に示すように、まず信号種類判断を行い、それぞれの
信号の種類、転送レートの種類によって、以下のようにリトライの回数を設定する（ステ
ップＳ１１）。システムコントローラ９はリトライカウンタを持っていて、リトライを行
うたびに回数をカウントする。ここでは、リトライ回数の設定であるが、信号の種類によ
っては、リトライ回数のみでなく、サーボ系のパラメータ等を変更しながらリトライを行
ってもよい。また、ここでは、信号の種類、転送レートの種類によって、リトライ回数を
一義的に決定しているがトラックバッファメモリ１１の残量との関係で、この回数を調整
してもよい。
【００５６】
コンピュータデータならリトライ回数５回
転送レート８Ｍｂｐｓのビデオデータ、オーディオデータならリトライ回数１回
転送レート４Ｍｂｐｓのビデオデータ、オーディオデータならリトライ回数２回
転送レート２Ｍｂｐｓのビデオデータ、オーディオデータならリトライ回数３回
【００５７】
コンピューターデータの場合信頼性が高く、また、連続的なデータではないので時間の制
約は関係なく回数は最も多い回数であるがより増やすことが出来る。
【００５８】
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また、ビデオデータ、オーディオデータの連続的データの場合は、トラックバッファメモ
リ１１のＦＵＬＬの位置から残量が最大値（１００％）になるまでの時間内は、リトライ
が可能であるから、予めリトライ時間と転送レートの時間とトラックバッファメモリ１１
の容量との関係を計算しておくことにより、リトライ回数を計算出来、転送レートが低い
程、前記のように光学ピックアップ３をキックして待機状態の時間が長いので、リトライ
回数を多く出来る。
【００５９】
そして、上記のようにトラックバッファメモリ１１の残量制御を行いながら光ディスク１
からデータを再生する再生処置を開始した時点で、エラー（再生状態の中断）が発生した
かどうかをチェックする（ステップＳ１２，Ｓ１３）。エラーが発生していない場合は、
所定の再生データが終了するまで再生処理が続行されるが（ステップＳ１７）、エラーが
発生した場合には、信号の種類、転送レートの種類によって設定されたリトライ回数に従
って、エラーが発生した光ディスク 1上のセクターに、光学ピックアップ３を移送してそ
の領域に対して再度再生を行い、リトライカウントを行い、この領域のエラーが無くなっ
たかをチェックする（ステップＳ１４～Ｓ１６）。
【００６０】
その結果、エラーが無くなった場合は、通常の再生に戻り、また回復しない場合は、設定
したリトライ回数が終了するまで、前記のリトライ処理を繰り返すことになる（ステップ
Ｓ１７）。そして、リトライ回数が所定回数になっても、エラーが回復しない場合でも、
前記エラーしたセクターに対して所定の範囲の領域を飛ばして、次の領域から再生を行う
。
【００６１】
これにより、エラーが回復出来ない場合でも、エラーした領域の信号については、ビデオ
データ及びオーディオデータとしての補間処理を行うことにより、連続したビデオ信号及
びオーディオ信号を得ることが出来る。これにより最大限の許容される時間の中でリトラ
イを行うことが出来、悲歌のディスク装置の信頼性を最大限に向上することが出来る。
【００６２】
さて次に、図２に示す光ディスク装置について説明する。
図２に示す光ディスク装置は、前述した図１に示す光ディスク装置がビデオデータ及びオ
ーディオ信号を圧縮伸張を行う記録再生用プレーヤであるのに対して、圧縮伸張のブロッ
クを持たないドライブであり、また、このドライブと外部の接続をインターフェイス部１
３を介して行う点と、外部との接続にはホストコンピュータ１４を用いている点が異なる
が、それ以外の部分は図１に示したものと同様である。前述したものと同一構成部分には
同一符号を付し、その説明を省略する。
【００６３】
具体的には、図２に示す光ディスク装置には、インターフェイス部１３にＩ／Ｆブロック
があり、ＡＶ符号化復号化部６にもＩ／Ｆブロックがある。インターフェイス部１３は、
コンピュータ周辺ディスク記憶装置のコマンドを規定している業界団体の「マウントフジ
Ｍｔ．Ｆｕｊｉ」のコマンド体系を基本にドライブの制御を行っている。
【００６４】
ここでは、エラー信号を検出する説明の図３、トラックバッファメモリ１１の制御を行う
説明の図４、図５、記録再生時の処理フローを説明する図６、図７も同様であるが、記録
又は再生する信号の種類を知る方法が異なる。
つまり、上記した図１の光ディスク装置では、記録時はキー入力等の入力手段にて入力信
号の種類を決定し、再生時は光ディスク１のコントロールデータをデコードして、リトラ
イ回数を決定していたが、この図 2に示す光ディスク装置にあっては、ドライブ部分にキ
ー入力部や光ディスク１のコントロールデータをデコードするデコード部を持たないため
に、記録時には記録する信号の種類はホストコンピュータ１４側からインターフェイス部
１３のＩ／Ｆを介して入力される。
【００６５】
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この場合、ホストコンピュータ１４側に接続されたユーザーからの入力信号によって、例
えばビデオデータの転送レート２Ｍｂｐｓの信号が入力されると、ホストコンピュータ１
４はＡＶ符号化復号化部６のＩ／Ｆブロックにその内容を転送し、下記のように記録コマ
ンドと記録開始アドレス等の情報に加えて、前記の信号の種類フラグをドライブに転送す
る。これを、ドライブの信号処理部５でデコードして、その種類に応じて前記のように記
録処理を行う。
【００６６】
記録コマンド内容
コマンド種類　　「記録」　　　　　　　　　　　　　１０００
記録開始アドレス　　　　　　　　　　　　　　ＸＸＸＸＸＸＸ
データ種類
コンピュータデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０００１
ビデオデータ及びオーディオデータ　転送レート８Ｍｂｐｓ　０００８
ビデオデータ及びオーディオデータ　転送レート４Ｍｂｐｓ　０００４
ビデオデータ及びオーディオデータ　転送レート２Ｍｂｐｓ　０００２
【００６７】
次に、再生処理の場合、前記のようにマウントフジのコマンド体系に基づいて、再生のコ
マンドに従って、光ディスク１の内周の所定のアドレスに記録されている例えばビデオデ
ータの制御データであるコントロールデータを再生する。例えばＤＶＤビデオ等の場合の
マイクロＵＤＦやビデオマネージャー等のファイルである。
【００６８】
このデータをホストコンピュータ１４が解釈し、コントロールデータに記録してある信号
の種類を理解する。そして、この種類を、次に例えば所定のアドレスに記録されているビ
デオデータを再生する場合に、例えばビデオデータの転送レート２Ｍｂｐｓの信号である
ことを、ホストコンピュータ１４はＡＶ符号化復号化部６のＩ／Ｆブロックにその内容を
転送し、下記のように再生コマンドに加えて、前記の信号の種類フラグを転送する。これ
を、信号処理部５でデコードして、その種類に応じて前記のように再生処理を行う。
【００６９】
再生コマンド内容
コマンド種類　　「再生」　　　　　　　　　　　　　０１００
再生開始アドレス　　　　　　　　　　　　　　ＸＸＸＸＸＸＸ
データ種類
コンピュータデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０００１
ビデオデータ及びオーディオデータ　転送レート８Ｍｂｐｓ　０００８
ビデオデータ及びオーディオデータ　転送レート４Ｍｂｐｓ　０００４
ビデオデータ及びオーディオデータ　転送レート２Ｍｂｐｓ　０００２
【００７０】
つまり、このように光ディスク装置では、ディジタルデータの内容が理解できないので、
記録の処理時に内容である信号の種類を外部のＩ／Ｆから入力する事により、同様に最適
なエラー処理を行うことが出来る。また、再生の処理時には光ディスク１上のコントロー
ルデータを一旦外部装置に転送し、外部装置で理解した結果をである信号の種類を再度外
部のＩ／Ｆから入力する事により、同様に最適なエラー処理を行うことが出来る。
なお、本実施例における記録再生の手順や、表示の内容ついては一実施例に過ぎずこの範
囲に限定されるものではない。
【００７１】
また、ここで信号の種類とは主に、ビデオやオーディオ等の連続的な信号と、この信号の
転送レートと、コンピュータデータ等の連続的でない信号を中心に説明しているが、所定
の時間の中で処理されなければ意味をなさないコンピュータデータ等は、連続的なデータ
に属するし、逆にビデオデータでも音声情報を伴わない場合等では、時間的制約を受けな
い場合もあるのでこの実施例のみの範囲ではない。
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【００７２】
また、記録再生装置として光ディスクであるＤＶＤ－ＲＷを例にとったが、例えば、ＨＤ
Ｄ（ハードディスクドライブ）等の磁気ディスクを用いた記録装置を用いてもかまわない
のは、周知の事実である。
ただし、光ディスクは一般的に交換可能であり、ディスク表面をユーザーが触ることが出
来る媒体では、後天的なゴミの付着等によるリトライの可能性や、振動衝撃等に対してピ
ックアップがトラッキングはずれをおこしやすい等の問題は、磁気ディスク等に比較して
多くより大きな課題であり、かつ、螺旋状にトラックが形成されていて、トラック上を連
続的にデータを記録再生可能なシステムとして、本技術はより光ディスク記録再生装置に
対して有用である。
【００７３】
【発明の効果】
上記したように本発明によれば、例えばビデオやオーディオ等の連続した信号の記録再生
の品質を最大限に良好にした状態で、再生信号の連続した再生を行うことが出来、また、
コンピュータデータ等の記録再生には、最大の信頼性を確保することが出来るリトライシ
ステムを提供する事により、装置の信頼性を最大限に向上することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】光ディスク装置の一例を示すブロック図である。
【図２】光ディスク装置の別の例を示すブロック図である。
【図３】リトライ制御を説明するための図である。
【図４】記録時のトラックバッファー制御の概念図である。
【図５】再生時のトラックバッファー制御の概念図である。
【図６】記録時のリトライ処理を説明するフローチャートである。
【図７】再生時のリトライ処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１　光ディスク
３　光学ピックアップ
４　プリアンプ
８　サーボ部
９　システムコントローラ
１１　トラックバッファメモリ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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