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(57)【要約】
　【課題】　トレイにディスクが載置されずにオープン
状態に放置されているとき、所定時間を経て警告を発し
たり、電源パワーを自動遮断させたり、自動再生を開始
させたりすることができるディスクトレイ制御装置を提
供する。
【解決手段】　トレイ検知手段６およびディスク検知手
段７の各検知信号が導かれ、トレイ３が引き出し位置に
あり、そのトレイ３にディスクが載置されていないこと
を示す検知信号を受けたときは、所定時間経過後にモー
タ制御部１０を介しローディングモータ５を短時間周期
で所定時間だけ正逆回転させた後、電源回路１４に対し
負荷側への電圧供給を遮断させる一方、前記トレイ３が
引き出し位置にあり、そのトレイ３にディスクが載置さ
れていることを示す検知信号を受けたときは、所定時間
経過後に情報再生手段９に再生動作を開始させる制御を
行う制御手段１５と、を備えてなる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディスクの記録情報を再生する情報再生手段と、
前記ディスクを載置するトレイを正逆回転可能なローディングモータにより装置本体から
引き出す一方、この装置本体内に引き込むトレイ搬送手段と、
前記トレイの引き出し位置から引き込み位置までの移動を検知して検知信号を出力するト
レイ検知手段と、
前記トレイの引き出し位置で前記ディスクが載置されているか否かを検知して検知信号を
出力するディスク検知手段と、
前記ローディングモータの回転を制御するモータ制御部と、
前記トレイ検知手段およびディスク検知手段の各検知信号が導かれ、前記トレイが引き出
し位置にあり、そのトレイにディスクが載置されていないことを示す検知信号を受けたと
きは、所定時間経過後に前記モータ制御部を介し前記ローディングモータを短時間周期で
所定時間だけ正逆回転させた後、電源回路に対し負荷側への電圧供給を遮断させる一方、
前記トレイが引き出し位置にあり、そのトレイにディスクが載置されていることを示す検
知信号を受けたときは、所定時間経過後に前記情報再生手段に再生動作を開始させる制御
を行う制御手段と、を備えてなるディスクトレイ制御装置。
【請求項２】
ディスクの記録情報を再生する情報再生手段と、
前記ディスクを載置するトレイを正逆回転可能なローディングモータにより装置本体から
引き出す一方、この装置本体内に引き込むトレイ搬送手段と、
前記トレイの引き出し位置から引き込み位置までの移動を検知して検知信号を出力するト
レイ検知手段と、
前記トレイの引き出し位置で前記ディスクが載置されているか否かを検知して検知信号を
出力するディスク検知手段と、
前記ローディングモータの回転を制御するモータ制御部と、
前記トレイ検知手段およびディスク検知手段の各検知信号が導かれ、前記トレイが引き出
し位置にあり、そのトレイにディスクが載置されているか否かを示す検知信号に応じて、
前記ローディングモータの回転を制御するとともに電源回路の電圧供給をオン・オフ制御
し、さらに、前記情報再生手段の再生動作を制御する制御手段と、を備えてなるディスク
トレイ制御装置。
【請求項３】
前記制御手段が、前記トレイにディスクが載置されていないことを示すディスク検知信号
を受けたとき、所定時間経過後に前記モータ制御回路へ前記ローディングモータを短時間
周期で所定時間だけ正逆回転させる指令信号を送出することを特徴とする請求項２に記載
のディスクトレイ制御装置。
【請求項４】
前記制御手段が、前記トレイにディスクが載置されていないことを示すディスク検知信号
を受けたとき、所定時間経過後に電源回路に対し負荷側への電圧供給を遮断させるパワー
オフの指令信号を送出することを特徴とする請求項２または３に記載のディスクトレイ制
御装置。
【請求項５】
前記制御手段が、前記トレイにディスクが載置されていることを示すディスク検知信号を
受けたとき、所定時間経過後に再生手段へ再生開始の指令信号を送出することを特徴とす
る請求項２に記載のディスクトレイ制御装置。
【請求項６】
前記各所定時間を任意に設定する時間設定部を備えてなることを特徴とする請求項３また
は５の何れかに記載のディスクトレイ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ＤＶＤ等の光ディスクを記録・再生するディスク装置に係り、特に、光ディ
スクを載置して出し入れするトレイがオープン状態で放置されるのを防止し得るディスク
トレイ制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ディスクに情報を記録し、また記録情報を再生するディスクレコーダー等は、通常、
フロントパネルにトレイが設けられており、トレイ搬送機構によってディスクの引き出し
位置（オープン）と引き込み位置（クローズ）との間を移動するようになっている。
【０００３】
　このトレイは、オープン状態に放置されると、傷付いたり故障する等の障害が発生する
ため、各種の防止策が提案されている。
その一例として、トレイを自動的に収納させるディスクレコーダーが提案されている。
このディスクレコーダーは、トレイの退出動作を検出し設定時間内でトレイを自動的に収
納させる格納手段を備えた構成となっている。
よって、トレイを退出位置で放置しても、変形する前に収納されるため、安全に使用する
ことができる。
【特許文献１】実開平３－６１６５５号公報また、同じくトレイの傷付きを防止すること
を目的としたローディング装置も知られている。このローディング装置は、トレイの前面
に測距センサが取り付けられている。そして、この測距センサの出力に応じてアラーム動
作するアラーム発生部と、このアラーム発生部が駆動したときにアラーム音を発するスピ
ーカを備えている。このローディング装置によれば、トレイが障害物に衝突する前にトレ
イを停止または元の位置に戻すので、トレイが不要に傷付くことなく、しかもローディン
グモータに負荷がかかるのも防止されるため、モータの寿命を縮めないという効果を有し
ている。
【特許文献２】特開平７－２８７９２５号公報さらに、オープン状態のトレイを所定時間
後にクローズさせる情報再生装置のローディング、アンローディング方法も知られている
。このものは、トレイにディスクが載置されたことを検知するセンサを備えている。そし
て、トレイのオープン時にディスクが載置されたとき又は所定時間が経過したとき、トレ
イを本体内に収納するようになっている。
【０００４】
　これにより、トレイがオープン状態に保たれることはないので、損傷が防止されるとい
うものである。
【特許文献３】特開昭６３－２２２３６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、上記特許文献１乃至３の発明は、何れもトレイがオープンとなっているとき、
トレイを自動的にクローズして本体内へ収納するので、トレイの損傷を防止できるが、ト
レイにディスクが載置されているか否かに応じた動作は行えない。
このため、トレイにディスクが載置されている場合に、所定時間の経過後、自動的に再生
を開始させたり、所定時間後に電源パワーを自動オフするといったことはできなかった。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、トレイにディスクが載置されずにオープン
状態に放置されているとき、所定時間を経て警告を発したり、電源パワーを自動遮断させ
たり、自動再生を開始させたりすることができるディスクトレイ制御装置を提供すること
を目的としている。　　　　　　　　 
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するため本発明は、ディスクの記録情報を再生する情報再生手段と、前記
ディスクを載置するトレイを正逆回転可能なローディングモータにより装置本体から引き
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出す一方、この装置本体内に引き込むトレイ搬送手段と、前記トレイの引き出し位置から
引き込み位置までの移動を検知して検知信号を出力するトレイ検知手段と、前記トレイの
引き出し位置で前記ディスクが載置されているか否かを検知して検知信号を出力するディ
スク検知手段と、前記ローディングモータの回転を制御するモータ制御部と、前記トレイ
検知手段およびディスク検知手段の各検知信号が導かれ、前記トレイが引き出し位置にあ
り、そのトレイにディスクが載置されていないことを示す検知信号を受けたときは、所定
時間経過後に前記モータ制御部を介し前記ローディングモータを短時間周期で所定時間だ
け正逆回転させた後、電源回路に対し負荷側への電圧供給を遮断させる一方、前記トレイ
が引き出し位置にあり、そのトレイにディスクが載置されていることを示す検知信号を受
けたときは、所定時間経過後に前記情報再生手段に再生動作を開始させる制御を行う制御
手段と、を備えてなることを特徴としている。
また、ディスクの記録情報を再生する情報再生手段と、前記ディスクを載置するトレイを
正逆回転可能なローディングモータにより装置本体から引き出す一方、この装置本体内に
引き込むトレイ搬送手段と、前記トレイの引き出し位置から引き込み位置までの移動を検
知して検知信号を出力するトレイ検知手段と、前記トレイの引き出し位置で前記ディスク
が載置されているか否かを検知して検知信号を出力するディスク検知手段と、前記ローデ
ィングモータの回転を制御するモータ制御部と、前記トレイ検知手段およびディスク検知
手段の各検知信号が導かれ、前記トレイが引き出し位置にあり、そのトレイにディスクが
載置されているか否かを示す検知信号に応じて、前記ローディングモータの回転を制御す
るとともに電源回路の電圧供給をオン・オフ制御し、さらに、前記情報再生手段の再生動
作を制御する制御手段と、を備えてなることを特徴としている。
また、前記制御手段が、前記トレイにディスクが載置されていないことを示すディスク検
知信号を受けたとき、所定時間経過後に前記モータ制御回路へ前記ローディングモータを
短時間周期で所定時間だけ正逆回転させる指令信号を送出することを特徴としている。
また、前記制御手段が、前記トレイにディスクが載置されていないことを示すディスク検
知信号を受けたとき、所定時間経過後に電源回路に対し負荷側への電圧供給を遮断させる
パワーオフの指令信号を送出することを特徴としている。
また、前記制御手段が、前記トレイにディスクが載置されていることを示すディスク検知
信号を受けたとき、所定時間経過後に再生手段へ再生開始の指令信号を送出することを特
徴としている。
また、前記各所定時間を任意に設定する時間設定部を備えてなることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００７】
以上のように本発明は、トレイが引き出し位置にあり、そのトレイにディスクが載置され
ていないとき、ローディングモータを短時間周期で所定時間だけ正逆回転させるので、振
動音が周囲に放音されるから、トレイがオープン状態にあることをユーザーに気付かせる
ことができる。
【０００８】
　また、トレイがオープン状態にあるときは、電源回路に対し負荷側への電圧供給を遮断
させるため、無駄な電力消費を抑制することができる。
さらに、トレイにディスクが載置されているときは、所定時間経過後、情報再生手段に再
生動作を開始させるので、ユーザーの再生操作を待たずにディスクの情報が自動再生され
、ユーザーに気付かせることができるうえ、トレイの傷付きが防止されるといった効果が
ある。
また、トレイが引き出し位置にあり、そのトレイにディスクが載置されているか否かを示
す検知信号に応じて、ローディングモータの回転を制御するとともに電源回路の電圧供給
をオン・オフ制御し、さらに、情報再生手段の再生動作を制御するので、ローディングモ
ータを短時間周期で所定時間だけ正逆回転させることにより、振動音を周囲に放音させて
トレイがオープン状態にあることをユーザーに気付かせることができる。
同じく、トレイがオープン状態にあるときは、電源回路からの電圧供給を遮断させるため
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、無駄な電力消費を抑制することができる。
同様に、トレイがオープン状態にあるときは、情報再生手段に再生動作を開始させるので
、ユーザーの再生操作を待たずにディスクの情報を自動再生させることができるといった
利点がある。
また、制御手段が、トレイにディスクが載置されていないことを示すディスク検知信号を
受けたとき、所定時間経過後にモータ制御回路へローディングモータを短時間周期で所定
時間だけ正逆回転させる指令信号を送出することから、振動音を周囲に放音させてトレイ
がオープン状態にあることをユーザーに気付かせることができる。
また、制御手段が、トレイにディスクが載置されていないことを示すディスク検知信号を
受けたとき、所定時間経過後に電源回路に対し負荷側への電圧供給を遮断させるパワーオ
フの指令信号を送出することから、無駄な電力消費を抑制することができる。
また、制御手段が、トレイにディスクが載置されていることを示すディスク検知信号を受
けたとき、所定時間経過後に再生手段へ再生開始の指令信号を送出することから、ユーザ
ーの再生操作を待たずにディスクの情報を自動再生させることができる。
また、前記各所定時間を任意に設定する時間設定部を備えてなるので、トレイがオープン
状態にあるときに、振動音を放音させる時間、電源回路から負荷側への電圧供給を遮断さ
せる時間、ディスクの情報を自動再生させる時間等を最適な値に設定できる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明に係るディスクトレイ制御装置の実施形態について、図面を参照しながら
詳述する。
図１は、本発明の一実施形態に係るディスクトレイ制御装置の概要構成を示す説明図であ
る。
このディスクトレイ制御装置は、ディスクレコーダーに適用され、装着本体１にトレイ３
やトレイ搬送機構４等のメカ機構部、情報記録・再生部９、制御部１５その他回路各部が
収納されている。
そして、装着本体１のフロントパネル２には、トレイ３の出入口２ａが開設されている。
また、ディスク検知センサ７、操作部、表示部１２および表示灯１３等も設けられている
。
トレイ３は、長方形の板状で、上面３ｂに種類の異なるディスクを載置可能な凹所が形成
されている。そして、ほぼ中央には、ピックアップによりディスクに情報を書き込むとと
もに、情報を読み取るための読み取り孔が穿設されている。
また、この読み取り孔の近傍には、トレイ３上にディスクが載置されているか否かを検知
するためのディスク検知孔３ａが形成されている。
トレイ搬送機構４は、ローディングモータ５やギャ機構等からなり、モータ制御部１０か
らの出力が導かれている。
このモータ制御部１０は、制御部１５の指令により、ローディングモータ５を正逆回転さ
せて、トレイ３を装置本体１から引き出す一方、この装置本体１内に引き込む制御を行う
。
また、ローディングモータ５を短時間周期で正逆回転させることにより、微振動を惹起さ
せて、警告音を発生させるようになっている。
６はトレイ検知センサであり、例えば、赤外光センサが用いられる。このトレイ検知セン
サ６は、トレイ３の後端３ｃ側における上部に設けて、発光部をトレイ３側に向けている
。
このトレイ検知センサ６は、出力信号を制御部１５に与えており、トレイ３が引き出し位
置にあるとき、オープン検知信号を出力し、引き込み位置にあるとクローズ検知信号を出
力する。
７はディスク検知センサであり、発光器７ａと受光器７ｂとを備えて構成されている。発
光器７ａは、フロントパネル２の出入口２ａにおける上部側に設け、受光器７ｂを発光器
７ａに対向して下部側に取り付けている。
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このディスク検知センサ７は、出力信号を制御部１５に与えており、トレイ３が引き出し
位置にあるとき、発光器７ａからの光線が前記ディスク検知孔３ａを介し受光器７ｂで受
光されると、トレイ３にディスクが載置されていないことを示すディスク無の検知信号を
出力する。
一方、発光器７ａからの光線が載置ディスクに遮光され、受光器７ｂ側で受光されないと
き、トレイ３にディスクが載置されていることを示すディスク有の検知信号を出力する。
８はブザーであり、装着本体１の内側面１ａに取り付けられている。このブザー８には、
制御部１５からの出力が導かれており、オン指令があるとアラーム音を発するようになっ
ている。
９は情報記録・再生部であり、制御部１５からの指令に応じて光ピックアップによりディ
スクに情報を記録させ、またこの記録情報を再生させる。
１１は時間設定キーであり、フロントパネル２に設けられた操作部に備えられている。こ
の操作部は、図示省略しているが、各種操作キーを有しており、出力が制御部１５に接続
されていて、キー操作に応じた信号が送出される。
この時間設定キー１１は、前記トレイ３が引き出し位置にあるとき、アラーム音や振動音
を発生させるまでの時間、また、このアラーム音や振動の発生時間等を分単位で任意に設
定できるようなっている。
なお、フロントパネル２には、トレイ３をオープンまたはクローズさせる開閉キー、電源
パワーをオン・オフする電源スイッチを設けている。
１２は操作部の近傍に装着された液晶の表示部であり、制御部１５からの表示指令に応じ
て、操作部の操作内容等を表示する。
１４は電源回路であり、商用交流電源を交直変換し所要の電圧で各負荷回路に供給する。
この電源回路１４には、制御部１５からの出力が導かれており、電源オン・オフの指令に
応じて各負荷回路へ電圧を供給し、また、この供給を遮断する。
なお、この電源回路１４には、赤色と緑色のＬＥＤからなる電源表示灯１３が接続されて
おり、制御部１５から電源パワーオンの指令があると緑色のＬＥＤを点灯させる一方、電
源パワーオフの指令があるときに赤色を点灯させる。
制御部１５は、装置全体を制御するマイコンであって、メモリ、タイマおよびカウンタ等
を備えており、その機能に応じて前記回路各部と一方向または双方向性に接続されている
。
そして、図示省略したリモコンの操作に応じてディスクに情報を記録し、また、この記録
情報を再生させる動作制御を行う。
また、トレイ検知センサ６やディスク検知センサ７からの検知信号をチェックし、トレイ
３が引き出し位置にあるか否か、また、トレイ３にディスクが載置されているか否かに応
じて警告を発したり、所定時間の経過後に電源パワーを遮断させたり、自動的に再生を開
始させるといった制御をも行う構成となっている。
次に、上記ディスクトレイ制御装置の動作について、図面を参照しながら説明する。
ここでは、ユーザーが使用を開始する操作を行った後、その場を離れたような場合につい
て説明する。
電源パワーオンにより、制御部１５が動作を開始すると、トレイ開閉キーが押されたか否
かをチェックする（ステップＳ１１）。
ここで、ユーザーがトレイ開閉キーを押すと、トレイ搬送機構４のローディングモータ５
が回転し、トレイ３を引き出してオープン位置まで移動させる（ステップＳ１２）。
つぎに、制御部１５は、タイマおよびカウンタにより、予め設定された時間が経過したか
否かを判別する（ステップＳ１３）。
ユーザーがトレイ開閉キーを押した後、次の操作を行わない場合、トレイ３はオープン状
態を維持している。
この状態で所定時間が経過すると、制御部１５はブザー８を動作させて警告音を放音させ
る（ステップＳ１４）。
また、モータ制御部１０を制御しローディングモータ５を短時間周期で正逆回転させるこ
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とにより、振動音を発生させる（ステップＳ１５）。
これにより、予め設定した時間、ブザー音と振動音とが周囲に放音されるから、トレイ３
がオープン状態にあることをユーザーに気付かせることができる。
続いて、制御部１５は、予め設定された時間が経過したか否かを判別する（ステップＳ１
６）。
さらに、ディスク検知センサ７からの検知信号をチェックし、引き出し位置にあるトレイ
３にディスクが載置されているか否かをチェックする（ステップＳ１７）。
ここで、トレイ３にディスクが載置されていないときは、トレイ搬送機構４を制御し、ト
レイ３を引き込み位置まで移動させてクローズにする。
また、電源回路１４へオフ指令を送出し、負荷回路への電圧供給を遮断させる（ステップ
Ｓ１８）。よって、表示灯が赤から緑に変わるのみで、電力の使用が軽減される。
一方、トレイ３にディスクが載置されているときは、情報記録・再生部９に指令信号を出
力して再生を開始させる（ステップＳ１９）。
これにより、自動的に再生音が放音されるから、ディスクをセットしてあったことをユー
ザーに気付かせることができる。
この後、制御部１５は、再生が終了したか否かをチェックし（ステップＳ２０）、再生終
了時点で一連の動作を終了する。
なお、上記実施の形態では、ブザー８を同時に動作させる場合について説明したが、ロー
ディングモータ５を短時間に正逆回転させるのみの構成としても良い。
また、本発装置明は上記の各実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、
種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るディスクトレイ制御装置の電気的構成を示すブロック
線図である。
【図２】同ディスクトレイ制御装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００１１】
３　　　トレイ
５　　　ローディングモータ
６　　　トレイ検知手段
９　　　情報再生手段
１０　　モータ制御部
１４　　電源回路
１５　　制御手段
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