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(57)【要約】
【課題】複数のディスクを収納したマガジンがディスク
チェンジャシステム等の記録再生装置に装着された場合
に、時間のかかるマウント作業をせずに即時に記録再生
動作を実行できるようなディスクマガジン及びディスク
チェンジャシステムを提供する。
【解決手段】薄型ディスク複数枚を同一のマガジンに格
納するディスクマガジンに関するものであり、管理情報
（複数枚のディスクについての履歴情報や固有情報）を
記録する記憶素子をマガジンと一体に装備し、その記憶
素子にディスクの管理情報を含む情報を収納する 。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　０．３ｍｍ以下の厚さを有するディスクを複数枚収納するディスクマガジンであって、
　前記マガジンによって収納されるディスクの履歴情報や固有情報を含む管理情報を記録
するための記録装置が前記マガジンと一体に構成されていることを特徴とするディスクマ
ガジン。
【請求項２】
　前記記録装置は、半導体メモリで構成されることを特徴とする請求項１に記載のディス
クマガジン。
【請求項３】
　前記記録装置に対して、無線通信により前記管理情報の記録または再生動作が実行され
ることを特徴とする請求項２に記載のディスクマガジン。
【請求項４】
　前記管理情報には、ディスクの固有情報として欠陥を有するディスクの情報又は前記マ
ガジンから引き抜かれて欠落したディスクの情報が含まれることを特徴とする請求項１乃
至３の何れか１項に記載のディスクマガジン。
【請求項５】
　前記管理情報には、複数のディスクに跨って記録されたファイルに関する情報が含まれ
ることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載のディスクマガジン。
【請求項６】
　複数のディスクを収納するディスクマガジンが装着され、このディスクマガジンからデ
ィスクを取り出して情報の記録・再生動作を実行するディスクチェンジャシステムであっ
て、
　前記ディスクマガジンに収納された複数のディスクの管理情報を記録する記録装置と通
信して前記管理情報を取得する管理情報取得手段と、
　前記管理情報取得手段によって取得した管理情報に基づいて、前記ディスクマガジンを
特定し、前記ディスクマガジンに格納されたディスクに対する記録・再生動作を制御する
処理制御手段と、を備え、
　前記記録装置は前記ディスクマガジンに一体的に取り付けられていることを特徴とする
ディスクチェンジャシステム。
【請求項７】
　さらに、複数のディスクマガジンを装着できるようにする複数の棚を備え、
　前記管理情報取得手段は、前記複数の棚のそれぞれに前記複数のディスクマガジンが有
する記録装置と通信するための通信手段を有し、前記記録装置に含まれるディスクマガジ
ンの固有アドレスと前記複数の棚のそれぞれに設定された棚の固有アドレスとを関連付け
て前記複数のディスクマガジンを認識することを特徴とする請求項６に記載のディスクチ
ェンジャシステム。
【請求項８】
　前記通信手段は非接触半導体素子による無線通信手段であり、前記ディスクマガジンが
装着されたときに前記記録装置と対向関係にあることを特徴とする請求項６又は７に記載
のディスクチェンジャシステム。
【請求項９】
　前記記録装置は、前記ディスクマガジンの駆動装置における位置基準近傍であって、前
記ディスクチェンジャシステムに前記ディスクマガジンを装着したときに、前記ディスク
マガジンの装着ズレが前記無線通信手段との対向関係に影響を与えない位置に設置されて
いることを特徴とする請求項８に記載のディスクチェンジャシステム。
【請求項１０】
　前記管理情報には、ディスクの固有情報として欠陥を有するディスクの情報又は前記マ
ガジンから引き抜かれて欠落したディスクの情報が含まれることを特徴とする請求項６乃
至９の何れか１項に記載のディスクチェンジャシステム。
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【請求項１１】
　前記管理情報には、複数のディスクに跨って記録されたファイルに関する情報が含まれ
ることを特徴とする請求項６乃至１０の何れか１項に記載のディスクチェンジャシステム
。
【請求項１２】
　複数のディスクを収納するディスクマガジンが装着され、このディスクマガジンからデ
ィスクを取り出して情報の記録・再生動作を実行するディスクチェンジャシステムであっ
て、
　複数のディスクマガジンを装着できるようにする複数の棚と、
　前記ディスクマガジンに収納された複数のディスクの管理情報を記録する記録装置と通
信して前記管理情報を取得する管理情報取得手段と、
　前記管理情報取得手段によって取得した管理情報に基づいて、前記ディスクマガジンを
特定し、前記ディスクマガジンに格納されたディスクに対する記録・再生動作を制御する
処理制御手段と、を備え、
　前記管理情報取得手段は、前記複数の棚のそれぞれに前記複数のディスクマガジンが有
する記録装置と通信するための通信手段を有し、前記記録装置に含まれるディスクマガジ
ンの固有アドレスと前記複数の棚のそれぞれに設定された棚の固有アドレスとを関連付け
て前記複数のディスクマガジンを認識することを特徴とするディスクチェンジャシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば光ディスク記録媒体のようなディスクを収容するためのディスクマガ
ジン及びそこからディスクを取り出して情報の記録再生を実行するディスクチェンジャシ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ディスクの分野では、光ディスクの高密度化に伴い光学的に必要とする基板厚
みは薄くなる反面、情報読み取りの安定性を確保するため基板表面の平坦性が一層求めら
れている。また、高密度化を進めるため光ヘッドの対物レンズのＮＡを大きくすると、基
板面傾きの許容範囲を狭め、隣接トラックとのクロストークを配慮する必要性がより高ま
るようになる。
【０００３】
　しかし、基板を薄くすれば基板としての剛性が無くなり、変形しやすいことは当然であ
ることから、基板表面の平坦性を確保するのは難しく、また、記録再生時の基板面の傾き
も比較的大きくなる傾向にある。
【０００４】
　ところで、光ディスクの記録方法としては、基板越しにレーザ光を照射するものと、基
板とは相対する面に透光性のカバー層を設け、そのカバー層を介して記録する方法がある
。後者の方法では基板は厚いままにしておいてカバー層を薄く設計できるため、より高い
ＮＡの対物レンズを使用することができるのでレーザ光ビームを絞って記録することがで
き、ハイビジョン画像記録用として商品化されている。その一方で、従来の基板厚を保持
したまま、従来光ディスクとの互換性を考慮しつつ高密度化を目指す努力も進められてい
る。そのため基板の光学的特性の一様性は一層求められ、製造技術の向上によりそれを実
現することになる。
【０００５】
　現状ではいずれの方法も一長一短あり、共に記録密度を高める努力を重ねているが、更
なる高密度化を考慮する時、基板の特性をより高精度なものに仕上げる必要性があること
は当然である。
【０００６】



(4) JP 2008-65921 A 2008.3.21

10

20

30

40

50

　光ディスクでは、高密度化のために面密度を挙げる努力を続ける一方、体積あたりの記
録密度を大きくする努力を図っている。一定の体積空間の中で記録密度を上げるためには
光ディスク記録層の多層化を進める必要があり、ＤＶＤでは片面２層化が規格化され、Ｈ
ＤＤＶＤ（登録商標）やＢｌｕ－Ｒａｙ（登録商標）と称される青色レーザ記録ディスク
でも実用化されつつある。この場合、基板の厚みは機械特性の問題から０．６ｍｍが必要
とされるが、機械特性の問題を解決するなら、記録に必要な条件ではないので薄い光ディ
スクが可能になる。薄型ディスクの場合、その基板の薄さ故に、ディスクの取扱には慎重
さが要求され、またその駆動にも工夫が求められるのが現状である。
【０００７】
　そこで、このような薄型光ディスクは保存性や取扱性のために、これを保護する筐体、
すなわちマガジン（「カートリッジ」ともいう）を必要とする。このマガジンに効率よく
ディスクを収納するためには一枚ではなく複数の光ディスクを纏めて収納し、１つのマガ
ジンの記録容量をなるべく大きくすることが望ましい。つまりこの場合には、マガジンを
単位として複数の光ディスクを取扱うことが薄型光ディスクでは望ましいのである。
【０００８】
　また、薄型光ディスクは機械的な剛性がなく自重で変形し易いため、これを矯正して平
坦な面を作り駆動しなければならない。そのためには駆動手段として空気流をディスク下
面に発生させてディスクの姿勢を矯正する方法も考え出されている。
【０００９】
　一方、光学特性として光ディスクで重要な項目に複屈折またはリターデーションと称す
る基板の評価項目がある。複屈折が大きいと収束光に乱れが生じ記録再生特性に障害を生
じる。しかし、基板厚さに反比例して小さくなるためその障害は小さいものとなる。複屈
折率は記録波長が短くなり光ヘッドのＮＡが大きいときにしばしば問題になるため、高密
度技術の展開としては非常に重要である。また、基板厚さが薄いと基板内を通過する光学
的距離が短くなるため、入射光傾き（すなわちチルト）の影響が小さい。薄い基板の特徴
を生かした駆動方法が得られれば、体積あたりの記録密度を大きくできる可能性がある。
通常のＤＶＤ基板が０．６ｍｍであり、ここでは薄型ディスクとしてその半分の０．３ｍ
ｍ以下の光ディスクとして考える。機械的な剛性は厚さの３乗に比例するため、薄型ディ
スクはＤＶＤ単板ディスクの１／８の剛性を有する基板となる。なお、ここでは、このよ
うに光ディスクの駆動に平坦性を確保する駆動手段を考慮しなければならないものを薄型
光ディスクとして定義することとする。
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－３５０５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　１つのマガジンに薄型光ディスクを実装する場合、複数枚のディスクを実装することに
より実装効率が高まり体積あたりの記録密度を高めることができるようになる。実装する
それぞれのディスクは通常市販されているディスクと同様に管理されており、例えばＤＶ
Ｄ－Ｒのように内周側にシステムリードイン、外周側にシステムリードアウト領域を備え
る。それぞれのディスクは固有の識別子により区別されており識別子により特定すること
ができる。
【００１２】
　ところで、特許文献１に記載されているような従来の光ディスクチェンジャでは、チェ
ンジャ装置に光ディスク投入の際に、光ディスクを使用する前に一度ドライブで駆動し、
そのディスクを特定して特定の棚に収容する。これは光ディスクと光ディスクを収納する
棚との関係を決定するための作業であり、相当の時間を要する。この光ディスクのマウン
ト作業は必ず使用する前に実行しなければならず、また、光ディスクを追加する際にも実
行される必要がある。
【００１３】
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　しかしながら、マガジン内に複数実装した光ディスクにおけるマウント作業として上記
と同様に行うことも可能であるが、やはりその作業時間内は本来の記録再生動作は実行で
きないため不便である。マガジンをチェンジャ装置に装填したら即時に使用できる状態に
することが望ましい。
【００１４】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、複数のディスクを収納したマガ
ジンがディスクチェンジャシステム等の記録再生装置に装着された場合に、時間のかかる
マウント作業をせずに即時に記録再生動作を実行できるようなディスクマガジン及びディ
スクチェンジャシステムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明は、薄型ディスク複数枚を同一のマガジンに格納す
るディスクマガジンに関するものであり、管理情報を記録する記憶素子をマガジンと一体
に装備し、その記憶素子にディスクの管理情報を含む情報を収納することを特徴としてい
る。
【００１６】
　より特定的には、本発明によるディスクマガジンは、０．３ｍｍ以下の厚さを有するデ
ィスクを複数枚収納するディスクマガジンであって、マガジンによって収納されるディス
クの履歴情報や固有情報を含む管理情報を記録するための記録装置が前記マガジンと一体
に構成されていることを特徴とする。記録装置としては、例えばＲＦＩＤ素子のような半
導体メモリを用いることができ、その記録装置に対しては、無線通信により管理情報の記
録または再生動作が実行される。
【００１７】
　本発明によるディスクチェンジャシステムは、複数のディスクを収納するディスクマガ
ジンが装着され、このディスクマガジンからディスクを取り出して情報の記録・再生動作
を実行するディスクチェンジャシステムであって、ディスクマガジンに収納された複数の
ディスクの管理情報を記録する記録装置と通信して管理情報を取得する管理情報取得手段
と、管理情報取得手段によって取得した管理情報に基づいて、ディスクマガジンが固有の
マガジンであると認識し、ディスクマガジンに格納されたディスクに対する記録・再生動
作を制御する処理制御手段と、を備えることを特徴とする。なお、この記録装置はディス
クマガジンと一体的に取り付けられている。
【００１８】
　このディスクチェンジャシステムは、さらに、複数のディスクマガジンを装着できるよ
うにする複数の棚を備え、管理情報取得手段は、複数の棚のそれぞれに複数のディスクマ
ガジンが有する記録装置と通信するための通信手段を有し、記録装置に含まれるディスク
マガジンの固有アドレスと複数の棚のそれぞれに設定された棚の固有アドレスとを関連付
けて複数のディスクマガジンを認識するようにしている。なお、通信手段は、例えば非接
触半導体素子による無線通信手段であり、ディスクマガジンが装着されたときに記録装置
と対向関係にある。また、記録装置は、ディスクマガジンの位置基準近傍であって、ディ
スクチェンジャシステムにディスクマガジンを装着したときに、ディスクマガジンの装着
ズレが無線通信手段との対向関係に影響を与えない位置に設置されているようにするのが
好ましい。
【００１９】
　上述の管理情報には、ディスクの固有情報として欠陥を有するディスクの情報又はマガ
ジンから引き抜かれて欠落したディスクの情報や、複数のディスクに跨って記録されたフ
ァイルに関する情報が含まれるようにしてもよい。
【００２０】
　さらなる本発明の特徴は、以下本発明を実施するための最良の形態および添付図面によ
って明らかになるものである。
【発明の効果】
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【００２１】
　本発明によれば、複数のディスクを収納したマガジンがディスクチェンジャシステム等
の記録再生装置に装着された場合に、時間のかかるマウント作業をディスク毎にせずに即
時に記録再生動作を実行できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、添付図面を参照して、本発明による実施形態について説明する。なお、本発明
は、実施形態に限定されるものではなく、本発明の本質的な範囲を逸脱しない限り、構成
の変形・追加・代用が可能であることはもちろんである。
【００２３】
　＜光ディスク用収納マガジンの構成＞
　図１は、本実施形態による光ディスク用収納マガジンの外観構成を示す図である。図１
に示されるように、このマガジンはマガジンケース１で構成され、その収納部には複数の
光ディスク２が収納可能となっている。ここで、光ディスク２は、特にアーカイブファイ
ルとして保存性、改竄防止効果のあるライトワンス型光ディスクを用いることを想定した
が、記録書き換え型媒体やＲＯＭ媒体でも用いることができるのはもちろんである。
【００２４】
　また、マガジンケース１の側面には、マガジン管理情報（単に「管理情報」ともいう）
を記録する識別装置４が埋設されている。この識別装置４としては、例えばＲＦＩＤ素子
を用いることができる。ＲＦＩＤ素子（以下、ＲＦＩＤ素子４として標記される場合もあ
る）は電磁気的な結合により通信するものであり、接触しないでも記録または再生動作が
可能である。接触型の識別装置と比較して信頼性の点で有利であり、また物理的に埋め込
むことが可能なためマガジンと一体とした管理が可能になる。なお後述（図４）するよう
に、本実施形態のマガジンは記録再生装置としての光ディスクチェンジャ装置に複数積み
重ねられて装着されるため、識別装置４はその通信範囲を限定して動作させることが望ま
しい。図４に示すごとく複数のマガジンを並べて配置して管理する使用方法では、相互の
干渉がないように通信距離を制限しなければならないからである。また、使用するＲＦＩ
Ｄ素子は比較的長い波長での通信と小さなコイル状アンテナの組合せにより最適な構成が
出来る。例えば日立マクセル製のコイルオンチップ（登録商標）を用いると効果的である
。
【００２５】
　ＲＦＩＤ素子４に記録されるマガジン管理情報には、例えば、マガジン固体の識別番号
、改竄を防止するためのセキュリティ情報、マガジンに収納されている複数の光ディスク
がどのように使われているかについての情報やディスクにどのような情報が記録されてい
るかについての情報（簡易化された記録ファイル情報）、或いは内包する光ディスクの個
々の履歴情報やタイムスタンプ等が含まれる。より詳しくは、例えば、マガジンに１００
枚の光ディスクが収納されているとするとその１００枚のディスクのうち１０枚目と３６
枚目のディスクに欠陥があり記録・再生できないといった情報（これにより欠陥のあるデ
ィスクを無視して動作させたり、ディスクを入れ替えたりすることが可能）、あるファイ
ルの情報が１２枚目の途中まで記録されているといった情報（これにより１２枚目の途中
から再度情報が書き込めるということが判別できる）、マガジンから何枚目の光ディスク
が引き抜かれているかについての情報、１つのファイルが複数の光ディスクに跨って記録
されている場合にそのディスクのどこに当該ファイルのどの部分が記録されているかの情
報等が、管理情報として用いられる。また、データに対するセキュリティ確保のための暗
号コード情報に関して、通常の光ディスクではリードインやリードアウトに記録するのに
対して、管理情報としてＲＦＩＤ素子４に記録すれば、マガジン内の全ての光ディスクに
記録される情報の暗号コード情報を一括で管理することができるようになる。
【００２６】
　従来、マガジンに対して動作の準備をする際に上述のような管理情報を取得するには、
マガジン内の光ディスクの全てに対してアクセスしなければならず、管理情報取得に相当
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の時間が掛かっていた（光ディスク単位で管理されていたため）。しかし、上述の管理情
報をＲＦＩＤ素子４に記録するようにすれば、マガジン単位で複数の光ディスクを簡単に
管理することができ、さらには１枚１枚の光ディスクにアクセスして管理情報を取得する
必要がないので、マガジンに対する記録・再生動作準備の時間を劇的に短縮することがで
きるようになる。なお、初期の管理情報は、例えば光ディスク及びマガジン製造工場にお
いて、ＲＦＩＤ素子に記録されるようにすればよい。
【００２７】
　ＲＦＩＤ素子で構成される識別装置４は、例えば図１に示されるようなマガジンの特定
の設置位置３に設けられる。設置位置３は、図２に示すごとく、マガジンの側面で角に近
い位置、或いはマガジン上面等さまざまな位置とすることができるが、いずれも位置合わ
せに都合の良い場所に設けることが肝要である。なぜなら通信するためのアンテナ素子７
との位置関係が重要であり、識別装置４とアンテナ素子７は互いに対抗する位置に置かな
ければならないからである。この様子が図３に示されているので、次のセクションでＲＦ
ＩＤ素子（識別装置）４の読み取り装置の構成について説明する。
【００２８】
　＜ＲＦＩＤ素子（識別装置）４の読み取り装置の構成＞
　図３は、ＲＦＩＤ素子（識別装置）４に含まれる上述の管理情報を読み取るための装置
の構成を示している。図３において、読み取り装置を構成するアンテナ素子７は、固定用
フレーム６によりチェンジャ装置（図示せず）のマガジン設定フレーム５に固定されてい
る。マガジンがマガジン設定フレーム５に設置された場合に、マガジンに組み込まれた識
別装置４はアンテナ素子７と対抗する配置関係にあるようにすることが必要であり、その
ために位置出しのし易い配置として図２に例示として示すものである。
　そして、アンテナ素子７は、アンテナケーブル８によりコネクタ９及びコネクタ１０を
介してリーダライタモジュール２１（図５参照）と接続される。
【００２９】
　＜マガジンの位置出し＞
　図４は、マガジンの位置出しの例を示す図である。マガジン（マガジンケース１）がマ
ガジン設定フレーム５に挿入されると、マガジンケース１の側面に設けられたＲＦＩＤ素
子（識別装置）４の設置位置３が、チェンジャ装置のマガジン設定フレーム５における１
つのマガジン挿入棚の特定の位置に来るようになっている。つまり、図４に示されるよう
に、１つのマガジン挿入棚の奥から距離ａ、底面から距離ｂの位置（マガジンの位置基準
近傍であって近接するマガジンのＲＦＩＤ素子用アンテナとのクロストークが生じないよ
うな位置）に設定位置３が配置される。そして、それと略同じ位置にマガジン設定フレー
ムに設けられたアンテナ素子７も配置されている。本実施形態の場合、クロストーク発生
を防止するためにアンテナ素子を小さくしている。
【００３０】
　このように、ＲＦＩＤ素子４の設置位置３をマガジンの位置基準付近（機械的に精度が
出しやすい）に設定することにより、マガジンの微妙な装着ずれ（微妙なガタツキ）によ
るＲＦＩＤ素子への影響を少なくしている。つまり、ＲＦＩＤ素子４は、マガジンの位置
基準近傍であって、ディスクチェンジャシステムにマガジンを装着したときに、マガジン
の装着ズレがアンテナ素子との対向関係に影響を与えない位置に設置される。なお、図４
では４個のマガジンを設置している様子を示したが、個数に制限はなく縦方向、または横
方向、それらの組合せによる配置においても可能である。
【００３１】
　＜ＲＦＩＤシステムの構成＞
　図５は識別装置４及びその読み取り／書き込み装置を含むＲＦＩＤシステムの概略構成
例を示す図である。識別装置４はコイルを有しており、図５ではタグ２３として構成され
ている。このタグ２３と通信するアンテナ素子７は、共振用のコンデンサ等を含むアンテ
ナモジュール２２として構成される。アンテナモジュール２２とリーダライタモジュール
２１とは同軸ケーブル等で接続される。さらにリーダライタモジュール２１はバスインタ
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ーフェイスによりホスト２４と接続している。例えば、バスインターフェイスとしてＲＳ
２３２ＣやＵＳＢが使用される。
【００３２】
　識別装置（ＲＦＩＤ素子）４に記録されているデータ（管理情報）を読み出すとき、或
いはそれにデータを書き込むときには、アンテナ電源回路によってアンテナモジュールの
アンテナ部に電流を供給することによりタグ２３（ＲＦＩＤ素子４）との間で通信を実行
する。例えば、タグ２３から情報を読み出す場合には、読み出された信号が検波回路によ
って検波され、その後その信号が情報に変換されてチェンジャ装置及びホストＰＣ２４に
送信される。送信されてきた情報はＩｎｄｅｘ管理用メモリ３５（図６参照）に格納され
る。
【００３３】
　＜チェンジャ装置の構成＞
　図６は複数のマガジンを装着することができるチェンジャ装置（ディスクチェンジャシ
ステム）３０の概略構成を示す図である。チェンジャ装置３０は、複数のマガジンが装着
されるマガジン棚と、マガジンケースに設けられた識別装置群４から情報を読み取るため
のアンテナ素子群７と、読み取った情報を一時的に記憶するためのＩｎｄｅｘ管理用メモ
リ３５と、マガジンから光ディスクを取り出し、かつマガジンに取り出して使用した光デ
ィスクを返却するハンドリング機構３９と、光ディスクに対して情報の記録再生を行うた
めのドライブ３７及び３８と、ディスクから読み出した情報を、ホストインターフェイス
３３を介してホストＰＣ３１に送信し、またディスクに記録する情報を、ホストインター
フェイス３３を介してホストＰＣから受信して処理するデータハンドリング部３４と、Ｃ
ａｓｈ管理メモリ３６と、を備えている。また、チェンジャ装置３０は、ホストＰＣと接
続されており、ホストＰＣ内のチェンジャ制御ソフトによって様々な動作が制御される。
【００３４】
　図６において、マガジンケース（マガジン）１は、それぞれ複数枚のディスクを内蔵し
ている。マガジン１には識別装置４が設置され、前述のように、これに対向する位置にア
ンテナ素子７が配置され、各アンテナにより通信して得られた、識別装置４に格納されて
いる情報はＩＮｄｅｘ管理用メモリ３５に記録される。このメモリは情報を一時的に記録
するものであり、チェンジャ内にあるマガジンの属性等を含む管理情報を集合的に管理す
る。このＩＮｄｅｘ管理用メモリ３５に記録されたマガジン情報に基づいてチェンジャ内
のデータハンドリングがデータハンドリング部３４によって実行される。
【００３５】
　一方、光ディスク用ドライブ３７及び３８は、マガジン内の複数ディスクから選択した
光ディスクを一枚選び出しハンドリング機構３９により光ディスクをローディングする。
チェンジャ装置３０はドライブを複数有し、同時に異なる光ディスクの駆動を行うことが
できるようになっている。ドライブでデータを記録・再生する際に、Ｃａｓｈメモリを用
いるとデータ処理速度を速めることができる。Ｃａｓｈ管理メモリ３６は記録・再生速度
向上のために機能するものである。
【００３６】
　ドライブや管理用メモリのデータはデータハンドリング部３４によって処理され、ホス
トインターフェイス３３を経由してホストＰＣ３１に供給される。ホストＰＣではチェン
ジャ制御・ファイル管理ソフト３２（単に、「管理システム」ともいう）が稼動しており
、チェンジャ装置３０の動作（ファイル管理等を含む）を制御している。
【００３７】
　＜チェンジャ装置の動作例の詳細＞
　図７は、チェンジャ装置３０における動作例として、マガジンアクセス動作を説明する
ためのフローチャートである。なお、特に断らない限り、各ステップの制御主体は、ホス
トＰＣ等の図示しない制御部（チェンジャ制御・ファイル管理ソフトを含む）である。
【００３８】
　ステップＳ７０１において、初めにマガジンの指定が行われる。具体的には、例えばユ
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ーザのファイル指定に従って、チェンジャ制御・ファイル管理ソフト３２がマガジンを指
定する。情報（ファイル）がどこのマガジンに含まれる光ディスクに記録されているかは
、チェンジャ制御・ファイル管理ソフト３２が管理しており、ファイルが指定されること
で物理的なアドレスであるマガジン番号の指定と光ディスクの指定が行われ、該当する記
録媒体である光ディスクが選択される。
【００３９】
　ステップＳ７０２において、どのマガジンが該当しているかをスキャンするか、特定の
マガジン設定フレームアドレスを指定して、マガジンに内包しているＲＦＩＤ素子４と通
信することによって、光ディスクの選択が実行される。ＲＦＩＤ素子４にはマガジンに関
する管理情報が記録されており、ステップＳ７０３において、その管理情報が再生される
。
【００４０】
　ステップＳ７０４において、再生された管理情報について、チェンジャ制御・ファイル
管理ソフト３２が管理しているマガジンの管理情報（Ｉｎｄｅｘ管理用メモリ３５に記録
されている）との照合が行われる。そして、ステップＳ７０５において、正しいデータで
あるか（両データが合致するか）検証され、正しいデータである（両データが合致する）
場合には管理システム及びＲＦＩＤ素子４内の管理情報を更新する必要がないので、処理
はステップＳ７０７に移行する。一方、ステップＳ７０５で正しいデータではないと判断
された場合には、管理情報の更新を行うために処理はステップＳ７０６に移行する。以上
のような照合処理は、改竄されたマガジンを排除するための措置であり、また何らかの原
因で破壊したＲＦＩＤ素子４のデータの更新、あるいはホスト内管理システムの管理デー
タの更新等を行うためである。
【００４１】
　ステップＳ７０６では、ＲＦＩＤ素子４内のデータ（マガジン管理情報）を管理システ
ム内管理データとして記録（更新）する処理が実行される。つまり、タイムスタンプが同
じで照合データが一致しない場合は、いずれかがデータ誤りを起こしている可能性があり
、エラー検出フラグによりその修正を行うことが可能である。そして、ステップＳ７０７
において、基本的にＲＦＩＤ素子４内のデータ（ＲＦＩＤ素子４から読み出されたマガジ
ン管理情報）がマガジンを管理するデータとして扱われるようになる。
【００４２】
　さらに処理はステップＳ７０８に移行し、マガジン内の選択された光ディスクに対して
光ディスク駆動装置により記録・再生動作が実行される。ステップＳ７０９では、記録・
再生動作が終了し、マガジンの使用が終了したか否かが判断され、終了していなければ記
録・再生処理は継続される。マガジンの使用が終了したと判断されると、処理はステップ
Ｓ７１０に移行する。
【００４３】
　ステップＳ７１０において、管理システム内の管理情報が更新される。つまり、ステッ
プＳ７０８で実行された記録・再生動作によりその対象となった光ディスクに記憶されて
いる情報が変更された場合、チェンジャ制御・ファイル管理ソフト３２が、Ｉｎｄｅｘ管
理用メモリ３５に記録されているマガジン管理情報を更新して変更内容を反映させる。
【００４４】
　ステップＳ７１１において、記録・再生終了後の光ディスクがマガジン内の所定位置に
戻されると、チェンジャ装置３０はアンテナ素子７を介してＲＦＩＤ素子４と通信するこ
とにより、Ｉｎｄｅｘ管理用メモリ３５に記録されているマガジン管理情報でＲＦＩＤ素
子４に記録されている管理情報が更新される。管理情報の更新時は、ＲＦＩＤ素子４の管
理情報と管理システム内の管理情報は同期がとられ、同時にＲＦＩＤ素子４内にタイムス
タンプが記録される。なお、Ｉｎｄｅｘ管理用メモリ３５の機能は、ホストＰＣ３１の中
でも全体としての機能には影響なく実行することができる。
【００４５】
　＜まとめ＞
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　ファイルデータはファイル管理ソフトによるボリューム設定によりマガジン内の複数の
光ディスクに亘って記録されることになり、光ディスク毎の個々の管理は困難である。そ
のため複数の光ディスクを包含するマガジンを単位として管理することが必要となる。
【００４６】
　本発明の実施形態によれば、複数枚の光ディスクを同一のマガジンに収納して格納する
マガジンであって、このマガジンに収納する光ディスクの履歴や固有情報に関する管理情
報を記録する記録装置をマガジンと一体に構成している。このようにすれば、ボリューム
セットされたディスクは一体として媒体管理されるため、一個の大容量光媒体（ボリュー
ム化された容量）として使用することができる。従って、ユーザにとっては大容量の記録
媒体として使用することが可能となり、非常に使い勝手の良い記録媒体システムを構築す
ることができる。
【００４７】
　また、本発明の実施形態によれば、複数枚の光ディスクを同一のマガジンに収納して格
納するマガジンを複数配置するチェンジャシステムにおいて、該マガジンに収納する光デ
ィスクの管理情報を記録する記録装置（ＲＦＩＤ素子）を備え、かつ該記録装置にて使用
する記録媒体はマガジンと一体に構成しており、マガジンを所定の位置に配置する（チェ
ンジャ装置に装着する）ことで、該マガジンに関する管理情報をチェンジャ装置に設けた
通信端末装置と記録装置とが通信し、チェンジャ装置はそれを固有のマガジンであると認
識し、該マガジンに格納した光ディスクの管理情報を得て記録再生動作の制御を行う。こ
のように管理情報としてマガジン固有の識別子を設けることで、マガジン内に記録されて
いる情報内容とチェンジャ管理アドレスとの対応関係をとることが可能になる。マガジン
固有識別子はユニークな内容であり、識別子の判別で情報検索が迅速に行えるようになる
。また、マガジンを配置する棚の一部に設けた通信端末装置によりマガジンと通信して管
理情報は伝達され、その棚に設定される固有アドレスと該マガジンの固有アドレスとが関
連付けされた情報として認識することが出来る。このように装置として連携した動作をサ
ポートするチェンジャ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の光ディスクマガジンの外観構成図である。
【図２】本発明で使用する不揮発メモリ（ＲＦＩＤ素子）のマガジンにおける配置例を示
す図である。
【図３】ＲＦＩＤ素子（識別装置）に含まれる管理情報を読み取るための装置の構成を示
す図である。
【図４】マガジンの位置出しの例を示す図である。
【図５】ＲＦＩＤ素子（識別装置）及びその読み取り／書き込み装置を含むＲＦＩＤシス
テムの概略構成を示す図である。
【図６】複数のマガジンを装着することができるチェンジャ装置の概略構成を示す図であ
る。
【図７】チェンジャ装置における動作例として、マガジンアクセス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】
【００４９】
１　・・・　光ディスクマガジンケース
２　・・・　薄型光ディスク
３　・・・　ＲＦＩＤ素子埋込み部
４　・・・　ＲＦＩＤ素子
５　・・・　マガジン設定フレーム
６　・・・　アンテナ固定用フレーム
７　・・・　アンテナ素子
８　・・・　アンテナ接続ケーブル
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９　・・・　アンテナ接続コネクタ
１０　・・・　ＲＦＩＤリーダライタコネクタ
１１　・・・　ＲＦＩＤリーダライタ接続ケーブル
２１　・・・　ＲＦＩＤリーダライタ
２２　・・・　ＲＦＩＤアンテナモジュール
２３　・・・　ＲＦＩＤタグ
２４　・・・　ＲＦＩＤ素子制御ホスト
３０　・・・　チェンジャ装置
３１　・・・　チェンジャ装置制御ホスト
３２　・・・　ファイル管理システムソフト
３３　・・・　チェンジャ装置ホストインターフェイス
３４　・・・　データハンドリングブロック
３５　・・・　マガジン管理ＲＦＩＤデータメモリ
３６　・・・　記録再生データキャシュ
３７　・・・　光ディスク駆動装置Ａ
３８　・・・　光ディスク駆動装置Ｂ
３９　・・・　マガジン内光ディスク取り出し、格納ハンドリング機構

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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