
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リードイン領域内の第１エリアに読取不可能な領域を有すると共に第１エリアとは別の読
取可能な第２エリアにディスクタイプ情報が記録された第１のディスクと、リードイン領
域内の読取可能な第１エリアにディスクタイプ情報が記録されている第２のディスクのデ
ィスクタイプを判別する方法であって、
ディスク上の所定の位置においてウォブルの有無を検出し、
前記ウォブルが検出されない場合は前記第１エリアにサーチして前記ディスクタイプ情報
を読取り、前記ウォブルが検出された場合は第２エリアをサーチして前記ディスクタイプ
情報を読み取りディスクタイプを判別することを特徴とするディスクタイプ判別方法。
【請求項２】
　前記第１エリアはコントロールデータゾーン、前記第２のエリアはＲＷフィジカル・フ
ォーマット・インフォーメーション・ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記
第２のディスクはＤＶＤ－Ｒ であり、
　前記ウォブルが検出されない場合は前記コントロールデータゾーンにサーチし、ディス
クタイプ情報を読取り、そのディスクタイプがＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）
であるか否かを判別し、
　前記ウォブルが検出された場合は前記ＲＷフィジカル・フォーマット・インフォーメー
ション・ゾーンをサーチしてその記録情報を読取り、

記録情報が０であるときは前記コントロールデータゾーンにサーチ
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またはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）

その記録情報がＤＶＤ－ＲＷである
か否かを判別し、その



し、前記ディスクタイプ情報を読取り、そのディスクタイプ情報がＤＶＤ－Ｒであるか否
かを判別することを特徴とする請求項１に記載のディスクタイプ判別方法。
【請求項３】
前記第１エリアはコントロールデータゾーン、前記第２のエリアはＲＷフィジカル・フォ
ーマット・インフォーメーション・ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記第
２のディスクはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であり、
前記ウォブルが検出されない場合は前記コントロールデータゾーンにサーチし、ディスク
タイプがＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であるか否かを判別し、
前記ウォブルが検出された場合は前記ＲＷフィジカル・フォーマット・インフォーメーシ
ョン・ゾーンをサーチしてそのディスクタイプ情報を読取り、そのディスクタイプがＤＶ
Ｄ－ＲＷであるか否かを判別することを特徴とする請求項１に記載のディスクタイプ判別
方法。
【請求項４】
リードイン領域内の第１エリアに読取不可能な領域を有すると共に前記第１エリアとは別
の読取可能な第２エリアにディスクタイプ情報が記録された第１のディスクと、リードイ
ン領域内の読取可能な第１エリアにディスクタイプ情報が記録されている第２のディスク
を再生可能な再生装置であって、
ウォブルの有無を検出するウォブル検出部と、
前記ウォブルが検出されない場合は前記第１エリアにサーチして前記ディスクタイプ情報
を読取り、前記ウォブルが検出された場合は第２エリアをサーチして
前記ディスクタイプ情報を読取るディスクタイプ情報読取り部と、
前記ディスクタイプ情報に応じた再生動作を行う再生制御部と、
を備えたことを特徴とするティスク再生装置。
【請求項５】
　前記第１エリアはコントロールデータゾーン、前記第２エリアはＲＷフィジカル・フォ
ーマット・インフォーメーション・ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記第
２のディスクはＤＶＤ－Ｒ であり、
　前記再生制御部は、前記ウォブルが検出されない場合は前記コントロールデータゾーン
にサーチしてそのディスクタイプ情報を読取り、ディスクタイプＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ
－ Videoも含む）であることを確認した後再生を行い、前記ウォブルが検出された場合は
前記ＲＷフィジカル・フォーマット・インフォーメーション・ゾーンをサーチしてその記
録情報を読取り、
記録情報が０であるときは前記コントロールデータゾーンにサーチして前記ディスクタイ
プ情報を読取り、ディスクタイプ情報がＤＶＤ－Ｒであることを確認した後再生を行うこ
とを特徴とする請求項４に記載のディスク再生装置。
【請求項６】
前記第１エリアはコントロールデータゾーン、前記第２のエリアはＲＷフィジカル・フォ
ーマット・インフォーメーション、ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記第
２のディスクはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であり、
前記再生制御部は、前記ウォブルが検出されない場合は前記コントロールデータゾーンに
サーチし、そのディクタイプ情報を読取り、ディスクタイプがＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－
Videoも含む）であることを確認した後再生を行い、前記ウォブルが検出された場合は前
記ＲＷフィジカル・フォーマット・インフォーメーション・ゾーンをサーチして前記ディ
スクタイプ情報を読取り、そのディスタイプ情報がＤＶＤ－ＲＷであることを確認した後
再生を行うことを特徴とする請求項４に記載のディスク再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特に、ＤＶＤ－ＲＷ再生装置に用いて好適な、光ディスクのタイプ判別方法な
らびにその再生装置に関する。
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またはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）

その記録情報がＤＶＤ－ＲＷであることを確認した後再生を行い、その



【０００２】
【従来の技術】
ＣＤ－ＲＯＭフォーマットの多様化、及びＤＶＤ（ Digital　 Versatile　 Disk）の登場に
より、光ディスクに種々のタイプが出現し、今後も増加傾向にある。現状、ＣＤ－ＲＯＭ
フォーマットでは、読み取り専用のＣＤ－ＲＯＭ、書き込み可能なＣＤ－Ｒがあり、ＤＶ
Ｄでは、読み取り専用のＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）、書き換え回数が１回
、あるいは有限であるＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、何度でもリードライトできるＤＶＤ－
ＲＡＭがある。
【０００３】
ところで、上記したＤＶＤ－Ｒは、トラックフォーマットとしてウォブルならびにランド
プリピットが採用され、ディスクのランド部分にデータを記録するという点でＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）と変化はない。このランド部分にアドレス情報等のデータ
が記録されており、これを利用することでデータの正確な位置情報をドライブが知ること
ができる。これによって、データを追記する際、高精度で記録できる。
【０００４】
このＤＶＤ－Ｒをベースに発展させ、データを書き込んだり、消去したりできる（追記）
ようにした規格がＤＶＤ－ＲＷである。現在ＤＶＤフォーラムの場でＤＶＤ－ＲＷバージ
ョン１．０の規格取り纏め作業が進行している最中である。ＤＶＤ－ＲＷは、シーケンシ
ャルライトで物理的な仕様は、ＤＶＤ－Ｒとほぼ同じである。将来的には、ＤＶＤ－Ｒ／
ＲＷドライブとして提供され、ひとつのドライブでＤＶＤ－ＲとＤＶＤ－ＲＷの両方のメ
ディアを読み書きできるようになる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来のＤＶＤ－ＲＷ再生装置は、再生時、リードイン領域として割り付けられ
た物理セクタ番号“３００００ｈ”（セクタナンバ）の少し外周位置にフォーマッティン
グされたデータ領域をサーチすることによって立ち上げ、装填されたディスクがＤＶＤと
判定されたら“２Ｆ２００ｈ”をサーチしてコントロールデータを取得していた。これら
フォーマット情報については図３を用いて後述する。
【０００６】
しかしながら、上述したＤＶＤ－ＲＷバージョン１．０では、“２Ｆ２００ｈ”～“２Ｆ
Ｅ００ｈ”のコントロールデータゾーンに割り付けられたデータは、エンボスピットによ
って読出し／書き込みができないデータとして記録されているため、この領域へのサーチ
は不可能である。
【０００７】
例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）あるいはＤＶＤ－Ｒのようにコントロ
ーデータゾーンに実際に読めるデータを記録した場合、ＤＶＤ－ＲＷバージョン１．０に
従うＤＶＤ－ＲＷによれば、ランド部分にランドプリピット（ガイド信号）があり、この
部分の存在によってコントロールデータゾーンのデータを読むことができない。従って、
１個の再生装置でＤＶＤ－ＲＷとＤＶＤ－ＲまたはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含
む）の各メディアを再生することは困難になる。
【０００８】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、再生装置に装填されたメディアがＤＶＤ
と判定されたときに、ウォブルの有無を検出し、ウォブルが存在しなければコントロール
データ領域をサーチし、存在した場合、ＲＷフィジカル・フォーマット・インフォメーシ
ョン・ゾーンをサーチしてタイプ情報を確認し、タイプ情報がＤＶＤ－ＲＷであれば、デ
ータ領域を再度サーチして再生を行い、オール“０”であればＤＶＤ－Ｒと判別し、コン
トロールデータゾーンをサーチしてＤＶＤ－Ｒであることを確認のうえ再生することによ
り、アンリーダブルゾーンへのアクセスを回避しながら、ＤＶＤ－ＲまたはＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ（ＤＶＤ－ Videoも含む）を含む従来バージョンにおけるディスクとの互換性を維持で
きるＤＶＤ－ＲＷバージョン１．０対応の光ディスクのタイプ判別方法ならびにその再生
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装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【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請求項１に記載の発明は、リードイン領域内の第１エリア
に読取不可能な領域を有すると共に第１エリアとは別の読取可能な第２エリアにディスク
タイプ情報が記録された第１のディスクと、リードイン領域内の読取可能な第１エリアに
ディスクタイプ情報が記録されている第２のディスクのディスクタイプを判別する方法で
あって、ディスク上の所定の位置においてウォブルの有無を検出し、前記ウォブルが検出
されない場合は前記第１エリアにサーチして前記ディスクタイプ情報を読取り、前記ウォ
ブルが検出された場合は第２エリアをサーチして前記ディスクタイプ情報を読み取りディ
スクタイプを判別することを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のディスクタイプ判別方法において、前記第
１エリアはコントロールデータゾーン、前記第２のエリアはＲＷフィジカル・フォーマッ
ト・インフォーメーション・ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記第２のデ
ィスクはＤＶＤ－Ｒ であり、前記ウォブ
ルが検出されない場合は前記コントロールデータゾーンにサーチし、ディスクタイプ情報
を読取り、そのディスクタイプがＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であるか否か
を判別し、前記ウォブルが検出された場合は前記ＲＷフィジカル・フォーマット・インフ
ォーメーション・ゾーンをサーチしてその記録情報を読取り、

記録情報が０であるときは前記コントロールデータゾーン
にサーチし、前記ディスクタイプ情報を読取り、そのディスクタイプ情報がＤＶＤ－Ｒで
あるか否かを判別することを特徴とする。
【００１１】
請求項３に記載の発明は、請求項１に記載のディスクタイプ判別方法において、
前記第１エリアはコントロールデータゾーン、前記第２のエリアはＲＷフィジカル・フォ
ーマット・インフォーメーション・ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記第
２のディスクはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であり、前記ウォブルが検出さ
れない場合は前記コントロールデータゾーンにサーチし、ディスクタイプがＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であるか否かを判別し、前記ウォブルが検出された場合は前
記ＲＷフィジカル・フォーマット・インフォーメーション・ゾーンをサーチしてそのディ
スクタイプ情報を読取り、そのディスクタイプがＤＶＤ－ＲＷであるか否かを判別するこ
とを特徴とする。
【００１２】
請求項４に記載の発明は、リードイン領域内の第１エリアに読取不可能な領域を有すると
共に前記第１エリアとは別の読取可能な第２エリアにディスクタイプ情報が記録された第
１のディスクと、リードイン領域内の読取可能な第１エリアにディスクタイプ情報が記録
されている第２のディスクを再生可能な再生装置であって、ウォブルの有無を検出するウ
ォブル検出部と、前記ウォブルが検出されない場合は前記第１エリアにサーチして前記デ
ィスクタイプ情報を読取り、前記ウォブルが検出された場合は第２エリアをサーチして、
前記ディスクタイプ情報を読取るディスクタイプ情報読取り部と、前記ディスクタイプ情
報に応じた再生動作を行う再生制御部とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載のディスク再生装置において、前記第１エリ
アはコントロールデータゾーン、前記第２エリアはＲＷフィジカル・フォーマット・イン
フォーメーション・ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記第２のディスクは
ＤＶＤ－Ｒ であり、前記再生制御部は、
前記ウォブルが検出されない場合は前記コントロールデータゾーンにサーチしてそのディ
スクタイプ情報を読取り、ディスクタイプＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であ
ることを確認した後再生を行い、前記ウォブルが検出された場合は前記ＲＷフィジカル・
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またはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）

その記録情報がＤＶＤ－Ｒ
Ｗであるか否かを判別し、その

またはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）



フォーマット・インフォーメーション・ゾーンをサーチしてその記録情報を読取り、
記録情報が０であると

きは前記コントロールデータゾーンにサーチして前記ディスクタイプ情報を読取り、ディ
スクタイプ情報がＤＶＤ－Ｒであることを確認した後再生を行うことを特徴とする。
【００１４】
請求項６に記載の発明は、請求項４に記載のディスク再生装置において、前記第１エリア
はコントロールデータゾーン、前記第２のエリアはＲＷフィジカル・フォーマット・イン
フォーメーション、ゾーン、前記第１のディスクはＤＶＤ－ＲＷ、前記第２のディスクは
ＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であり、前記再生制御部は、前記ウォブルが検
出されない場合は前記コントロールデータゾーンにサーチし、そのディクタイプ情報を読
取り、ディスクタイプがＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であることを確認した
後再生を行い、前記ウォブルが検出された場合は前記ＲＷフィジカル・フォーマット・イ
ンフォーメーション・ゾーンをサーチして前記ディスクタイプ情報を読取り、そのディス
タイプ情報がＤＶＤ－ＲＷであることを確認した後再生を行うことを特徴とする。
上記構成により、ひとつのドライブでＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）またはＤ
ＶＤ－ＲとＤＶＤ－ＲＷの両方のメディアを読み書きできるＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Vi
deoも含む）またはＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブが提供でき、このことにより、ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）またはＤＶＤ－Ｒを含む従来バージョンにおけるディスク
との互換性を維持することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　図１は、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷのデータ構造を模式的に示した図である。図１にお
いて、本ディスクには、クランピングエリアを中心としてグルー （ Groove）とランド（
Land）が螺旋状に形成されており、ランドには、物理アドレスを規定するためのランドプ
リピット（ Land PrePit が形成されている。ランドプリピットのアドレス情報に基づい
て、情報記録再生装置のピックアップが位置合わせ制御されて、グルーブへの情報記録（
データ書き込み）とグルーブからの情報再生（データ読み取り）が行われるようになって
いる。上記データ書き込み又はデータ読み取りが行われるグルーブには、半径方向内側か
ら半径方向外側に向けてＲ－インフォメーションエリア（Ｒ－ Information Area：ＲＩＡ
）とインフォメーションエリア（ Information Area：ＩＡ）が割り当てられている。
【００１６】
　Ｒ－インフォメーションエリアＲＩＡは、パワーキャリブレーションエリア（ Power Ca
libration Area：ＰＣＡ）とレコーディングマネージメントエリア（ Recording Manageme
nt Area：ＲＭＡ）で構成され、インフォメーションエリアＩＡは、リードインエリア（ L
ead-in Area：ＬＩＡ）とデータ記録エリア（ Data Recor ble Area：ＤＲＡ）及びリー
ドアウトエリア（ Lead-out Area：ＬＯＡ）で構成されている。
【００１７】
ここで、データ記録エリアＤＲＡには、オーディオデータやビデオデータ等の各種コンテ
ンツデータ及びコンテツデータをファイルとして管理するためのファイル管理情報が記録
される。レコーディングマネージメントエリアＲＭＡとリードインエリアＬＩＡ及びリー
ドアウトエリアＬＯＡには、データ記録エリアＤＲＡに記録されるメインデータの記録状
態を示す記録管理データが記録される。パワーキャリアブレーションエリアＰＣＡは、情
報記録再生装置がデータ書き込みを行う際、試し書き等を行って適当な動作状態でのデー
タ書き込みが行えるようにピックアップの光量等を調整するために設けられている。レコ
ーディングマネージメントエリアＲＭＡには、リードイン、リードアウト、及びＤＲＡの
記録状態を管理するための記録管理データが記録される。
【００１８】
リードインエリアＬＩＡには、ディスクの物理情報を示す記録管理データが記録される。
リードアウトエリアＬＯＡは、データ記録エリアＤＲＡに記録されるメインデータの終端
位置に設けられる。リードアウトエリアＬＯＡには、（００）ｈのデータが記録される。
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リードアウトエリアＬＯＡの記録開始位置は、メインデータのデータ量に応じて変化する
。
【００１９】
これら各エリアＰＣＡ、ＲＩＡ、ＬＩＡ、ＤＲＡ、ＬＯＡの領域アドレスと、データの記
録アドレスは、上記のランドプリピットに基づいて物理的に決められたＥＣＣブロックア
ドレスに従って設定されるようになっている。
【００２０】
図２は、ＤＶＤ－ＲＷ（１）におけるグルーブとランドの配置関係を示す図である。ＤＶ
Ｄ－ＲＷにおいて、トラックはグルーブ２に記録され、左右にランドプリピット４（ガイ
ド信号）が配置され、ランド３（ガイドトラック）に書かれてあるアドレスを見てはグル
ーブ２の物理的なセクタナンバを生成して情報信号を記録する。
【００２１】
図３は、リードインエリアの構成を示す図であり、ＤＶＤ－ＲＷバージョン１．０と、Ｄ
ＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）およびＤＶＤ－Ｒのそれぞれを（ａ）（ｂ）とし
て対比して示してある。
【００２２】
図３において、（ａ）（ｂ）ともにリードインの開始位置であるセクタナンバ“２２ＦＡ
０ｈ”にはイニシャルゾーンが割り付けられ、このイニシャルゾーンには、ブランクを意
味する（００）ｈがセットされている。
【００２３】
（ａ）において、このイニシャルゾーンに続いてセクタナンバ“２Ｄ６００”からシステ
ムゾーンが割り付けられ、セクタナンバ“２Ｅ２００”からブランク（００）ｈのバッフ
ァゾーンが設けられている。続いてセクタナンバ“２Ｅ４００ｈ”には、ＲＷ・フィジカ
ル・フォーマット・インフォメーション・ゾーンが割り付けられ、ここには、適用される
ＤＶＤ規格のタイプ（ＤＶＤ規格のタイプ（ＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）・
ＤＶＤ－ＲＡＭ・ＤＶＤ－ＲＷ等）およびパートバージョン、ディスクサイズおよび最大
読出レート、ディスク構造（１層ＲＯＭディスク・１層ＲＡＭディスク・２層ＲＯＭ／Ｒ
ＡＭディスク等）、記録密度、データエリアアロケーション、バーストカッティングエリ
アにおける記録時の露光量指定のための線速度条件、読出しパワー、ピークパワー、バイ
アスパワー、媒体の製造に関する諸情報等が記録されている。
【００２４】
そして、セクタナンバ“２Ｆ０００”以降は、（ａ）（ｂ）とも、同じようにフォーマッ
ティングされ、まず、リファレンスコードゾーンが設けられ、このリファレンスコードゾ
ーンには、エンボス基準コードが記録されている。エンボス基準コードとして予め定めら
れた変換テーブル中のコードワードが繰り返されている。この所定のコードワードが正し
く読み出されるように、換言すれば、所定のエラー率の範囲内で読み出されるように装置
が設定される。このリファレンスコードゾーンに続いてまたブランク（００）ｈのバッフ
ァゾーン、そして、コントロールゾーンが設けられている。
【００２５】
図４は、本発明のディスク再生装置の内部構成を機能展開して示したブロック図であり、
ここでは、ＤＶＤ－ＲＷ再生装置を構成する各機能ブロックのうち、フォーマット制御に
関係するブロックのみ抽出して示したものである。
具体的には、ディスク再生装置の制御中枢となるシステムコントローラ（図示せず）が相
当する。システムコントローラは、プログラムに基づき再生装置を制御するＣＰＵと、プ
ログラムを格納するＲＯＭと、作業領域が割り付けられＣＰＵにより使用されるＲＡＭで
構成される。
【００２６】
ＤＶＤ－ＲＷ再生装置１０は、ウォブル検出部１１と、タイプ情報読み取り部１２と、再
生制御部１３からなる。ウォブル検出部は、データ領域をサーチして立ち上げ、ＤＶＤと
判定されたときに、ウォブルの有無を検出する機能を有する。タイプ情報読み取り部は、
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ウォブルが存在しなければリードイン領域に割り付けられたコントロールデータ領域をサ
ーチし、存在した場合、リードイン領域に割り付けられたＲＷ物理フォーマット情報領域
をサーチしてタイプ情報を得る機能を有する。再生制御部は、タイプ情報がＤＶＤ－ＲＷ
であれば、前記データ領域を再度サーチして再生を行い、オール“０”であれば、ＤＶＤ
－Ｒと判断し、前記リードイン領域に割り付けられたコントロールデータ領域をサーチし
、ＤＶＤ－Ｒであることを確認して再生する機能を有する。つまり、物理フォーマット情
報領域にサーチしたときに、図３に示したように、ＤＶＤ－ＲＷであればタイプ情報等が
記録されており、ＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）、ＤＶＤ－Ｒであればイニシ
ャルゾーンのオール“０”が記録されているのである。
【００２７】
図５は、本発明のディスクタイプ判別方法を説明するために引用したフローチャートであ
る。以下、図５に示すフローチャートを参照しながら本発明実施形態の動作について詳細
に説明する。
【００２８】
まず、ＤＶＤ－ＲＷ再生装置１０は、セクタナンバ“３００００ｈ”の少し外周をサーチ
して立ち上げ、ＤＶＤと判別された後にウォブルの検出を行う（ステップＳ５１）。ＤＶ
Ｄの判別は、例えば、ＣＤとＤＶＤではトラックピッチが異なるため、所定の区間トラッ
クを横切ったときに得られるトラッキングエラー信号の周期の数が所定値より多いときは
ＤＶＤ、少ないときはＣＤと判別する。
【００２９】
ウォブル有無のチェックの結果、ウォブルがなかった場合（ステップＳ５１：ＮＯ）、Ｄ
ＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であるとして、セクタナンバ“２Ｆ２００ｈ”以
降のコントロールデータゾーンにサーチし、その中のフィジカル・フォーマット・インフ
ォメーション・エリア内に記録されているブックタイプを読み込み（ステップＳ５２）、
ブックタイプがＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）であることを確認した後、“３
００００ｈ”以降のデータエリアへサーチし、ファイルシステムを読み込み（ステップＳ
６０）、以降、再生処理に入る。
【００３０】
　一方、ウォブルがあった場合（ステップＳ５１：ＹＥＳ）、ＤＶＤ－ ＷまたはＤＶＤ
－Ｒとして、“２Ｅ４００ｈ”以降のＲＷフィジカル・フォーマット・インフォメーショ
ン・ゾーンにサーチし、その中のフィジカル・フォーマット・インフォメーション・エリ
アに記録されているブックタイプを読むべく、フィジカル・フォーマット・インフォメー
ション・エリアの最初の１バイトを読み込む（ステップＳ５３）。ここで、ブックタイプ
は、フィジカル・フォーマット・インフォメーション・エリアの最初の１バイト中の頭４
ビットに割付けられている。
【００３１】
そして、ブックタイプがＤＶＤ－ＲＷであれば（ステップＳ５４：ＹＥＳ）、ＤＶＤ－Ｒ
Ｗであると判別してデータエリアへサーチし、ファイルシステムを読み込み（ステップＳ
６０）、再生処理に入る。ブックタイプがＤＶＤ－ＲＷでなければ（ステップＳ５４：Ｎ
Ｏ）、読み込んだフィジカル・フォーマット・インフォメーション・エリアが全て“０”
であるか否かを判断し、全て“０”であれば（ステップＳ５５：ＹＥＳ）、前述したよう
にＤＶＤ－Ｒとして、“２Ｆ２００ｈ”以降のコントロールデータゾーンにサーチし、そ
の中のフィジカル・フォーマット・インフォメーション・エリアに記憶されているブック
タイプを読み込み（ステップＳ５２）、ブックタイプがＤＶＤ－Ｒであることを確認した
後（ステップＳ５９：ＹＥＳ）、データエリアへサーチし、ファイルシステムを読み込み
（ステップＳ６０）、再生処理に入る。
【００３２】
なお、ウォブルがあるにもかかわらず、ブックタイプがＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Video
も含む）と判断された場合には（ステップＳ５６；ＹＥＳ、ステップＳ５８：ＹＥＳ）、
違法にコピーされたディスクと判断してトレイがオープンされる（ステップＳ６１）。
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【００３３】
以上説明のように、本発明によれば、ＤＶＤ－ＲＷバージョン１．０で、コントロールデ
ータゾーンの内容がエンボスピットにより読出しができない状態にあってもウォブルを検
出し、ブックタイプを読むことによって、アンリーダブルゾーンへのアクセスを回避しな
がら、ＤＶＤ－ＲＷとＤＶＤ－Ｒ、あるいはＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）の
判別が可能となり、１台のＤＶＤ再生装置でＤＶＤ－ＲＷとＤＶＤ－ＲおよびＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ（ＤＶＤ－ Videoも含む）の各メディアを読み書きできるようになる。
【００３４】
尚、ディスクの立ち上げ時、“３００００ｈ”の少し外周をサーチしたが、要は、コント
ロールデータゾーンのサーチを回避できる場所であればどこでもよい。
また、図５のステップＳ５５で、フィジカル・フォーマット・インフォメーション・エリ
アが全て“０”であるか否かを判断したが、それに限らずフィジカル・フォーマット・イ
ンフォメーション・エリア内の任意のエリアの所定バイト数が“０”であるか否かを判断
してもよい。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明のように本発明によれば、再生装置に装填されたメディアがＤＶＤであると判定
されたときにウォブルの有無を検出し、ウォブルが存在しなければコントロールデータゾ
ーンをサーチし、存在した場合、ＤＶＤ－ＲＷフィジカルフォーマットインフォメーショ
ンゾーンをサーチしてタイプ情報を確認し、タイプ情報がＤＶＤ－ＲＷであればデータ領
域を再度サーチして再生を行い、オール“０”であればＤＶＤ－Ｒと判別し、コントロー
ルデータ領域をサーチしてＤＶＤ－Ｒであることを確認したうえで再生を開始することで
、アンリーダブルゾーンへのアクセスを回避しながら、ＤＶＤ－ＲまたはＤＶＤ－ＲＯＭ
（ＤＶＤ－ Videoも含む）を含む従来バージョンにおけるディスクとの互換性を維持した
ＤＶＤ－ＲＷバージョン１．０対応のディスク再生装置、ここではＤＶＤ再生装置を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明において使用されるＤＶＤ－ＲＷのディスク構造を示す図である。
【図２】図１に示すＤＶＤ－ＲＷにおけるグルーブとランドの配置関係を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態をリードインエリアのレイアウトとして示した図である。
【図４】本発明のディスク再生装置の内部構成を機能展開して示したブロック図である。
【図５】本発明のディスクタイプ判別方法を説明するために引用したフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１…ディスク、２…グルーブ、３…ランド、４…ランドプリピット、１１…ウォブル検出
部、１２…タイプ情報読み取り部、１３…再生制御部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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