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(57)【要約】
　光ディスク装置は、光ヘッド部と駆動手段と記録面状
態判別手段とを具備し、情報記録面の状態に基づいて、
光ディスクの種類を判定する。情報記録面は、管理情報
が記録され、案内溝またはプリピット列により形成され
るトラックを備える管理領域と、ユーザデータが記録さ
れ、案内溝またはプリピット列により形成されるトラッ
クを備えるデータ記録領域とを含む。光ヘッド部は、回
転する光ディスクの情報記録面に集光ビームを照射する
。駆動手段は、光ヘッド部を駆動して集光ビームを光デ
ィスクの半径方向に移動する。記録面状態判別手段は、
集光ビームの反射光に基づいて情報記録面の状態を判別
する。光ディスク装置は、この管理領域とデータ記録領
域にまたがって設定される判定領域内の情報記録面の状
態に基づいて、光ディスクの種類を判定する。



(2) JP WO2008/069246 A1 2008.6.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転する光ディスクの情報記録面に集光ビームを照射する光ヘッド部と、前記情報記録
面は、案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを備え、前記光ディスクの管
理情報が記録される管理領域と、案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを
備え、ユーザデータが記録されるデータ記録領域とを含み、
　前記光ヘッド部を駆動して前記集光ビームを前記光ディスクの半径方向に移動させる駆
動手段と、
　前記集光ビームの反射光に基づいて前記情報記録面の状態を判別する記録面状態判別手
段と、
　前記記録面状態判別手段が判別した前記管理領域と前記データ記録領域にまたがって設
定される判定領域内の前記情報記録面の状態に基づいて、前記光ディスクの種類を判定す
る制御手段と
　を具備する光ディスク装置。
【請求項２】
　前記記録面状態判別手段は、前記集光ビームが前記判定領域内を走査するときに前記反
射光が実質的に変化しない状態が一定時間以上継続する信号無変化期間の有無を検出し、
案内溝またはプリピット列により形成されるトラックが存在しないミラー領域が前期判定
領域内に含まれるか否かを判別する
　請求の範囲１に記載の光ディスク装置。
【請求項３】
　前記記録面状態判別手段は、前記反射光の光量を所定の基準値と比較する比較手段を備
え、
　前記比較手段の出力が変動する回数を示す変動数が所定の第１変動数を越える場合にプ
リピット形成領域またはユーザデータが記録された前記データ記録領域と判別し、
　前記変動数が所定の第２変動数に満たず、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準値
を超えている場合に前記ミラー領域であると判別する
　請求の範囲２に記載の光ディスク装置。
【請求項４】
　前記記録面状態判別手段は、前記反射光の光量を所定の基準値と比較する比較手段を備
え、
　前記比較手段の出力が変動する間隔を示す変動間隔が所定の第１変動間隔に満たない場
合にプリピット形成領域またはユーザデータが記録された前記データ記録領域と判別し、
　前記変動間隔が所定の第２変動間隔を超え、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準
値を超えている場合に前記ミラー領域であると判別する
　請求の範囲２に記載の光ディスク装置。
【請求項５】
　前記反射光の変化は、反射光ファーフィールドにおける光量分布の変化であり、
　前記記録面状態判別手段は、トラックエラー信号に基づいて、
　プッシュプル（Ｐｕｓｈ　Ｐｕｌｌ）トラックエラー信号が有効である領域は案内溝形
成領域であると判別し、
　位相差（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）トラックエラ
ー信号が有効である領域はプリピット形成領域であると判別し、
　反射光量分布の変化が少なく、プッシュプルトラックエラー信号および位相差トラック
エラー信号が無効である領域は前記ミラー領域と判別する
　請求の範囲２に記載の光ディスク装置。
【請求項６】
　前記光ディスクは、前記管理領域と前記データ記録領域との間に前記半径方向に所定の
幅を有する円環状の前記ミラー領域を有する第１光ディスクと、前記管理領域と前記デー
タ記録領域とが隣接する第２光ディスクとを含み、



(3) JP WO2008/069246 A1 2008.6.12

10

20

30

40

50

　前記制御手段は、前記記録面状態判別手段が前記判定領域内に前記ミラー領域を検出し
た場合に前記第１光ディスクと判定し、前記ミラー領域を検出しなかった場合に前記第２
光ディスクと判定する
　請求の範囲２から請求の範囲５のいずれかに記載の光ディスク装置。
【請求項７】
　前記光ヘッド部の移動を検知して前記集光ビームの位置を検出する位置検出手段をさら
に具備し、
　前記第１光ディスクは、前記ミラー領域を所定の半径方向の位置に有する第３光ディス
クと、前記所定の半径方向の位置より内周側に前記ミラー領域を有する第４光ディスクと
を含み、
　前記制御手段は、前記記録面状態判別手段が前記ミラー領域を検出したときの前記集光
ビームの位置に基づいて、前記第３光ディスクであるか前記第４光ディスクであるかを判
定する
　請求の範囲６に記載の光ディスク装置。
【請求項８】
　さらに、前記データ記録領域のアドレスを示すＣＡＰＡヘッダの有無を検出するＣＡＰ
Ａ検出手段を具備し、
　前記第１光ディスクは、前記ＣＡＰＡヘッダを有する第３光ディスクと、前記ＣＡＰＡ
ヘッダを有していない第４光ディスクとを含み、
　前記制御手段は、前記ＣＡＰＡ検出手段が前記データ記録領域に前記ＣＡＰＡヘッダを
検出した場合に前記第３光ディスクと判定し、前記ＣＡＰＡヘッダが検出されない場合に
前記第４光ディスクと判定する
　請求の範囲６に記載の光ディスク装置。
【請求項９】
　光ディスクを回転駆動するステップと、前記光ディスクは、案内溝またはプリピット列
により形成されるトラックを備え、前記光ディスクの管理情報が記録される管理領域と、
案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを備え、ユーザデータが記録される
データ記録領域とを含み、
　回転する前記光ディスクの半径方向に移動しながら集光ビームを照射するステップと、
　前記光ディスクの情報記録面で反射する前記集光ビームの反射光に基づいて前記情報記
録面の状態を判別する面状態判別ステップと、
　前記管理領域と前記データ記録領域にまたがって設定される判定領域内の前記情報記録
面の状態の判別された結果に基づいて前記光ディスクの種類を判定する種類判定ステップ
と
　を具備する
　光ディスク種類判定方法。
【請求項１０】
　前記面状態判別ステップは、
　前記集光ビームが前記判定領域内を走査するときに前記反射光が実質的に変化しない状
態が一定時間以上継続する信号無変化期間の有無を検出するステップと、
　前記信号無変化期間の有無に基づいて、前記情報記録面に案内溝またはプリピット列に
より形成されるトラックが存在しないミラー領域であるか否かを判別するステップと
　を備える
　請求の範囲９に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１１】
　前記面状態判別ステップは、
　前記反射光の光量を所定の基準値と比較して、前記反射光の光量が前記所定の基準値を
超える頻度により示される変動数を計数する比較ステップと、
　前記変動数が所定の第１変動数を越える場合にプリピット形成領域またはユーザデータ
が記録された前記データ記録領域と判別するステップと、
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　前記変動数が所定の第２変動数に満たず、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準値
を超えている場合に前記ミラー領域であると判別するステップと
　を備える
　請求の範囲１０に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１２】
　前記面状態判別ステップは、
　前記反射光の光量を所定の基準値と比較して、前記反射光の光量が前記所定の基準値を
超えている期間を示す変動期間を測定するステップと、
　前記変動期間が所定の第１変動期間に満たない場合にプリピット形成領域またはユーザ
データが記録された前記データ記録領域と判別するステップと、
　前記変動期間が所定の第２変動期間を超え、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準
値を超えている場合に前記ミラー領域であると判別するステップと
　を備える
　請求の範囲１０に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１３】
　前記反射光の変化は、反射光ファーフィールドにおける光量分布の変化であり、
　前記面状態判別ステップは、トラックエラー信号に基づいて、
　プッシュプル（Ｐｕｓｈ　Ｐｕｌｌ）トラックエラー信号が有効である領域は案内溝形
成領域であると判別するステップと、
　位相差（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）トラックエラ
ー信号が有効である領域はプリピット形成領域であると判別するステップと、
　反射光量分布の変化が少なく、プッシュプルトラックエラー信号および位相差トラック
エラー信号が無効である領域は前記ミラー領域と判別するステップと
　を備える
　請求の範囲１０に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１４】
　前記光ディスクは、前記管理領域と前記データ記録領域との間に前記半径方向に所定の
幅を有する円環状の前記ミラー領域を有する第１光ディスクと、前記管理領域と前記デー
タ記録領域とが隣接する第２光ディスクとを含み、
　前記種類判定ステップは、
　前記判定領域内に前記ミラー領域が検出されたとき前記第１光ディスクと判定するステ
ップと、
　前記判定領域内に前記ミラー領域が検出されないとき前記第２光ディスクと判定するス
テップと
　を備える
　請求の範囲１０から請求の範囲１３のいずれかに記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１５】
　前記集光ビームの半径方向の位置を検出するステップをさらに備え、
　前記第１光ディスクは、前記ミラー領域の半径方向の位置により、第３光ディスクと、
前記第３光ディスクより内周側に前記ミラー領域を有する第４光ディスクとを含み、
　前記種類判定ステップは、前記ミラー領域を検出したときの前記集光ビームの位置に基
づいて、前記第３光ディスクと前記第４光ディスクとを判定するステップを備える
　請求の範囲１４に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１６】
　さらに、前記データ記録領域のアドレスを示すＣＡＰＡヘッダの有無を検出するステッ
プを備え、
　前記第１光ディスクは、前記ＣＡＰＡヘッダを有する第３光ディスクと、前記ＣＡＰＡ
ヘッダがない第４光ディスクとを含み、
　前記種類判定ステップは、
　前記データ記録領域に前記ＣＡＰＡヘッダが検出された場合に前記第３光ディスクと判
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定するステップと、
　前記データ記録領域に前記ＣＡＰＡヘッダが検出されない場合に前記第４光ディスクと
判定するステップと
　を備える
　請求の範囲１４に記載の光ディスク種類判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数種類の光ディスクを再生及び又は記録可能な光ディスク装置及び光ディ
スクの種類の判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報の多様化等に伴い、ストレージ分野においても扱うデータ量の増加が進んでいる。
光ディスクにおいてもＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）からＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）というように高密度化による大容量化への取り組みがな
されてきた。さらに、次世代光ディスク（例えば、いわゆるＨＤ　ＤＶＤ）が市場に登場
しつつある。これらの光ディスクでは、外形形状は同一であるが、記憶容量が異なってい
る。この容量の違いは、形成されているピット（形成されるマーク）の大きさ、溝の幅（
トラックピッチ）等の形式を変えることによって達成されている。
【０００３】
　これら容量の異なる各々の光ディスクに対しては、情報読み出しや記録に用いられるレ
ーザ光の波長も、例えば、ＣＤでは波長７８０ｎｍ近傍、ＤＶＤでは波長６５０ｎｍ近傍
、ＨＤ　ＤＶＤでは波長４０５ｎｍ近傍のレーザが用いられ、各々異なっている。このよ
うに外形形状が同じでも、実質的には複数の種類の光ディスクが存在する。各々の光ディ
スクを個別に扱う光ディスク装置が個別に複数存在することになるが、容量の異なる複数
の光ディスクを扱って再生や記録を行うことが可能な単一の光ディスク装置も登場してい
る。このような状況にあって、以下に述べるような光ディスク判別方法、装置が知られて
いる。
【０００４】
　例えば、ＣＤとＤＶＤとの判別に関しては、特開平９－３２０１７９号公報に開示され
ている。この判別方法は、レーザ光源から出射されたレーザ光を集束させながら光ディス
クに導く対物レンズを光軸方向に移動させ、対物レンズの光軸方向の移動中において、光
ディスクから反射されるレーザ光により生成されるフォーカスエラー信号が示す所定のＳ
字波形の発生タイミングとその振幅により判別を行う。これは、ＣＤとＤＶＤとでは情報
が記録されている記録面までの基板の厚みが異なっている（ディスク表面と記録面との距
離が異なっている）ことを利用した判別方法である。しかしながら、次世代光ディスク、
特にＤＶＤとディスク構造が近い次世代光ディスクであるＨＤ　ＤＶＤでは基板厚は同じ
であり、このような基板厚の差を利用する方法では、速く正確に識別ができない。
【０００５】
　さらに、次世代光ディスクも含めた光ディスク判別方法が、特開２００４－１５２４５
２号公報に開示されている。これによれば、ＣＤ、ＤＶＤ、次世代光ディスク（ＨＤ　Ｄ
ＶＤ）用の３つのＰＤ（ＰｈｏｔｏＤｅｔｅｃｔｏｒ）をもつ光ヘッドにおいて、少なく
とも２つのＰＤでのフォーカスエラー信号振幅を用いて光ディスクの種類が判別される。
この方法では、次世代光ディスクに最初から対応している機能を有する光ディスク装置に
おいては識別が可能ではあるが、３種類（カテゴリ）のディスク識別のために３種類のＰ
Ｄを備えていることが必要である。そのため、次世代光ディスクに対応していない装置に
は適用できない。
【０００６】
　また、同一カテゴリ（いわゆるＤＶＤ規格やＣＤ規格）に属する光ディスクを識別する
方法が、特開２０００－２８５５８２号公報に開示されている。これには、光ディスク装
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置において、フォーカス制御だけを行い、ＲＦ信号振幅の差を用いてＤＶＤ－ＲＯＭとＤ
ＶＤ－ＲＡＭを識別する技術が開示されている。このディスクの反射率を用いる方法では
、製造された光ディスクの反射率のばらつき、ピックアップや受光部の感度のばらつき、
校正した際の光ディスクのばらつきが存在し、実際の運用では誤判定しやすい。光ディス
クの普及に伴い様々な光ディスクが多く出回る状況となっており、その判断の基準となる
境界が狭まりつつあることも一因となっているが、反射率差を利用するという振幅を主に
用いる方法では、判別精度が低くなりやすく、また、高速な判別として適用しにくい。
【０００７】
　さらに、光ディスクの特徴を用いて判定する技術としては、特開２００４－２２７６４
０号公報には偽物と本物の光ディスクを識別する技術が開示されている。光ディスクにお
けるデータ記録領域外に設けられた管理情報領域のランドトラックの一部に、トラック方
向に切断したトラック幅より広い平坦部（ミラー領域：ディスク周方向に間欠的に設けた
極微小な領域）が形成される。このミラー領域を含むランドトラックに不可逆的な記録マ
ークによりディスク固有の識別情報が記録されている。特定の条件でトラッキングをかけ
、ランドトラック信号レベルとミラー部の信号レベルの不可逆的な記録マークの信号レベ
ルとの間に設けたスライスレベルにより正規ディスクが判別される。この方法では、光デ
ィスク自体に識別する仕組みを組み込むため、全ての媒体メーカでの運用が必要である。
そのため、既に発売されている光ディスクを含めて複数種類の光ディスクの識別を行う方
法としては必ずしも有効ではない。
【０００８】
　また、ディスク種類の判別を高速に行う技術として、特開２００６－１８９３１号公報
では、ディスクの記録面からの反射光量に含まれるノイズ成分を検出し、検出したノイズ
成分をＤＶＤ－ＲＡＭのアドレス部分（ＣＡＰＡ）との相関を判定してＤＶＤ－ＲＡＭで
あることを高速に判別する方法が開示されている。
【０００９】
　その他、特開２００４－２９５９５２号公報には、複数種類の光ディスクを判別する光
ディスク判別方法が開示されている。この判別方法は、対物レンズを光ディスクの記録面
に近づける又は遠ざけるように移動させながら、光ディスクに対して波長の異なる複数レ
ーザの時分割照射を繰り返し、これらの照射による光ディスクからの反射光を検出して光
ディスクの種類を判別する。
【００１０】
　特開２００６－３１７７９号公報には、プッシュプル信号に基づいてディスク判別する
光ディスク装置が記載されている。この光ディスク装置は、光ピックアップと、フォーカ
ス制御手段と、信号生成手段と、ディスク判別手段とを備える。光ピックアップは、レー
ザ光をディスクに照射する。フォーカス制御手段は、ディスクに対するレーザ光のフォー
カス制御を行う。信号生成手段は、ディスクからの戻り光を受光してラジアルプッシュプ
ル信号を生成出力する。ディスク判別手段は、所定波長のレーザ光をディスクにフォーカ
ス合わせしたときに信号生成手段から出力されるプッシュプル信号に基づいてディスク種
類を判別する。
【００１１】
　ここで、光ディスクのフォーマット構造に関して説明する。多くの光ディスクでは、情
報をピット列（マーク又はスペースからなる信号も含む）によって記録するデータ記録領
域と、光ディスクに関する管理情報（例えば、形状やＲＯＭ媒体／記録可能媒体の種別、
マークの大きさ等）が記録されている管理領域（管理情報領域）を備えている。なお、こ
の管理情報領域は光ディスクの種類により細かい呼称は異なっている。
【００１２】
　次に、他の背景技術としてサーボ技術に関して簡単に説明する。光ディスクから情報を
読み出す場合、光ディスク装置は光軸方向のフォーカス制御をした後に、径方向のトラッ
キング制御を行う。フォーカス制御には代表的には非点収差法、ナイフエッジ法等があり
、トラッキング制御には位相差検出（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｅｔｅ
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ｃｔｉｏｎ）法、プッシュプル（Ｐｕｓｈ　Ｐｕｌｌ）法がある。特に、トラッキング制
御はピットがある場合か、溝があるかにより使い分けられ、位相差検出法はピット（マー
ク又はスペースからなる信号がある場合を含む）場合に用いられる。したがって、管理情
報領域は、ファイナライズと言われる処理がなされていない場合を除けば、位相差検出法
により安定してトラッキングをかけることができる。
【発明の開示】
【００１３】
　本発明の目的は、高速に光ディスクの種類を識別可能とする光ディスク装置及び光ディ
スク種類判定方法を提供することにある。
【００１４】
　また、本発明の他の目的は、複雑な機構、特別な仕組みを施すことなく、簡易かつ高精
度に、光ディスクの種類を識別可能とする光ディスク装置及び光ディスク種類判定方法を
提供することにある。
【００１５】
　本発明の観点では、光ディスク装置は、光ヘッド部と、駆動手段と、記録面状態判別手
段と、制御手段とを具備し、光ディスクの情報記録面の状態に基づいて、光ディスクの種
類を判定する。光ディスクの情報記録面は、管理領域とデータ記録領域とを含む。管理領
域は、案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを備え、光ディスクの管理情
報が記録される。データ記録領域は、案内溝またはプリピット列により形成されるトラッ
クを備え、ユーザデータが記録される。光ヘッド部は、回転する光ディスクの情報記録面
に集光ビームを照射する。駆動手段は、光ヘッド部を駆動して集光ビームを光ディスクの
半径方向に移動させる。記録面状態判別手段は、集光ビームの反射光に基づいて情報記録
面の状態を判別する。制御手段は、この管理領域とデータ記録領域にまたがって設定され
る判定領域内の情報記録面の状態を前記記録面状態判別手段が判別した結果に基づいて、
光ディスクの種類を判定する。
【００１６】
　本発明の他の観点では、光ディスク種類判定方法は、光ディスクを回転駆動するステッ
プと、集光ビームを照射するステップと、面状態判別ステップと、種類判定ステップとを
具備する。光ディスクは、管理領域とデータ記録領域とを含む。管理領域は、案内溝また
はプリピット列により形成されるトラックを備え、光ディスクの管理情報が記録される。
データ記録領域は、案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを備え、ユーザ
データが記録される。集光ビームを照射するステップは、回転する光ディスクの半径方向
に移動しながら集光ビームを照射するステップである。面状態判別ステップは、光ディス
クの情報記録面で反射する集光ビームの反射光に基づいて情報記録面の状態を判別するス
テップである。種類判定ステップは、管理領域とデータ記録領域にまたがって設定される
判定領域内の情報記録面の状態の判別された結果に基づいて光ディスクの種類を判定する
ステップである。
【００１７】
　このように、本発明によれば、光ディスクの種類を高速に判別可能な光ディスク装置及
び光ディスク種類判定方法を提供することができる。また、本発明によれば、複雑な機構
、特別な仕組みを施すことなく、簡易かつ高精度に、光ディスクの種類を識別可能な光デ
ィスク装置及び光ディスク種類判定方法を提供することができる。さらに、本発明によれ
ば、次世代光ディスクを再生する能力を有しない装置であっても、光ディスクの種類を識
別可能とする光ディスク種類判定方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　上記発明の目的、効果、特徴は、添付される図面と連携して実施の形態の記述から、よ
り明らかになる。
【００１９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る光ディスクの構造を説明する概略図である。



(8) JP WO2008/069246 A1 2008.6.12

10

20

30

40

50

【図２】図２Ａ～２Ｃは、本発明の実施の形態に係る光ディスクの構造を説明するために
一次元的に示した図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係る光ディスク装置の概略構成を示すブロック図
である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る光ヘッド部の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る記録面状態判別器の概略構成を示すブロック
図である。
【図６】図６Ａ～６Ｂは、本発明の実施の形態に係る記録面状態判別器の入出力信号を示
す図である。
【図７】図７Ａ～７Ｃは、本発明の実施の形態に係る目標領域を走査したときの記録面状
態判別器の入力信号を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態に係る光ディスク装置の動作を示す図（１）である
。
【図９】図９は、本発明の実施の形態に係る光ディスク装置の動作を示す図（２）である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下添付した図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
　先ず、本発明における着目点に関して説明する。光ディスクにおいて、基板厚に着目し
て判別する方法は、先に説明したが、基板厚が１．２ｍｍのディスクと０．６ｍｍの基板
を２枚張り合わせたディスクとの判別、即ち、基板厚の異なる光ディスクの判別に関して
有効である。しかし、ＤＶＤ系光ディスクは、基板厚が同じであり、物理構造は類似して
いるが異なった方式のＨＤ　ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、その他のＤＶＤの光ディスクがあ
る。これらＤＶＤ系の光ディスクは、図１に示されるように、ユーザデータが記録される
データ記録領域４８と、光ディスク４０の内周側に光ディスク４０を管理するための情報
やデータ記録領域４８の記録状態を示す情報等の管理情報が記録される管理領域４４と、
さらに内周側に不使用領域４２とを備える。ＨＤ　ＤＶＤおよびＤＶＤ－ＲＡＭの光ディ
スクは、さらに、データ記録領域４８と管理領域４４との間にミラー領域４６を備える。
【００２１】
　図２Ａ～２Ｃに示されるように、これらの光ディスクの領域は、１次元で模式的に示さ
れる。図２Ａにその他のＤＶＤディスク５０の領域が示される。その他のＤＶＤディスク
５０は、光ディスクの内周側にあって情報が記録されない不使用領域５２と、ＤＶＤディ
スク５０の管理情報が記録される管理領域５４と、ユーザデータが記録されるデータ記録
領域５８とを備える。ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０は、図２Ｂに示されるように、光ディ
スクの内周側にあって情報が記録されない不使用領域６２と、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６
０の管理情報が記録される管理領域６４と、ピットや案内溝が無く、情報が記録されてい
ないミラー領域６６と、ユーザデータが記録されるデータ記録領域６８とを備える。ＨＤ
　ＤＶＤディスク７０は、図２Ｃに示されるように、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０と同じ
ように、不使用領域７２と、管理領域７４と、ミラー領域７６と、データ記録領域７８と
を備える。ＨＤ　ＤＶＤディスク７０のミラー領域７６は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０
のミラー領域６６より内周側にある。即ち、ＨＤ　ＤＶＤディスク７０のミラー領域７６
の外周側の境界Ａは、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０のミラー領域６６の内周側の境界より
内周側にある。
【００２２】
　したがって、ＨＤ　ＤＶＤディスク７０およびＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０は、その他
のＤＶＤディスク５０との差異がミラー領域７６、６６の有無にあり、ミラー領域７６、
６６を検出することにより判別できることが分かる。ＨＤ　ＤＶＤディスク７０とＤＶＤ
－ＲＡＭディスク６０とは、検出されたミラー領域７６、６６の位置を比較することによ
って判別が可能となる。なお、ここでは、通常の記録状態（データ記録領域での記録状態
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）と異なる記録状態である領域、つまり、通常のデータ記録を行わない領域でしかも管理
情報を有している領域を管理領域（管理情報領域）とする。
【００２３】
　このように、光ディスクの物理構造の差異に着目して光ディスクの種類を判別する光デ
ィスク装置の概略構成が図３に示される。光ディスク装置は、光ヘッド部（ＰＵＨ：Ｐｉ
ｃｋ　Ｕｐ　Ｈｅａｄ）１０、スピンドル駆動部２８、プリアンプ回路部２４、スレッド
駆動部２６、位置検出部２５、サーボコントローラ２３、記録面状態判別器３０を含む信
号処理回路部２２、システムコントローラ２１を備える。
【００２４】
　光ヘッド部１０は、図４に示されるように、対物レンズ１２と、レーザダイオード（Ｌ
Ｄ）駆動部１４と、光検出部１６とを備え、光ディスク４０にレーザ光を照射する。対物
レンズ１２は、サーボ制御信号に基づいて光軸方向に移動し、光ディスク４０上のレーザ
光のフォーカスを制御する。ＬＤ駆動部１４は、複数種類の光ディスク４０に対応できる
ように、複数のレーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２を搭載する。例えば、レーザダイオード
ＬＤ１はＣＤ系光ディスクに使用され、レーザダイオードＬＤ２はＤＶＤ系光ディスクに
使用される。また、ＬＤ駆動部１４は、システムコントローラ２１から出力されるＬＤ制
御信号に基づいて、レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２を切り替えて駆動するＬＤ駆動回路
ＬＤＤを備えている。光ディスク４０に記録するとき、ＬＤ駆動回路ＬＤＤは、信号処理
回路部２２から供給される記録２値データ信号に基づいて、レーザダイオードＬＤ１、Ｌ
Ｄ２を駆動する。光検出部１６は、光ディスク４０で反射された反射光を検出し、再生信
号およびサーボ検出信号を生成する。再生信号は、プリアンプ回路部２４に出力され、サ
ーボ検出信号は、サーボコントローラ２３に出力される。
【００２５】
　スピンドル駆動部２８は、システムコントローラ２１の制御に基づいて光ディスク４０
を回転駆動する。プリアンプ回路部２４は、入力される再生信号にフィルタリング等の処
理を行い、信号処理回路部２２に出力する。スレッド駆動部２６は、システムコントロー
ラ２１から出力されるスレッド制御信号に基づいて、光ヘッド部１０を光ディスク４０の
半径方向に移動させる。
【００２６】
　位置検出部２５は、光ヘッド部１０の位置を検出し、位置情報信号をシステムコントロ
ーラ２１に出力する。位置検出部２５は、ロータリーエンコーダ等を備える。スレッド駆
動部２６が光ヘッド部１０を移動する際に生成されるパルス数を計数する等により、位置
検出部２５は、光ヘッド部１０のおおよその位置を検出することが可能である。その精度
は、数十μｍ程度を確保することが可能であり、このような位置検出は当業者によく知ら
れている。
【００２７】
　サーボコントローラ２３は、光ヘッド部１０から出力されるサーボ検出信号に基づいて
、サーボ制御信号を出力して光ディスク４０に照射する光の焦点を制御する。また、サー
ボコントローラ２３は、トラックエラー信号等を信号処理部２２に出力する。
【００２８】
　信号処理回路部２２は、図示されないが、入力信号を復調する復調器、記録すべき信号
を変調する変調器、光ディスク４０のフォーマットの違いに起因するアドレスの特徴を抽
出するアドレス抽出部等を備える。信号処理回路部２２は、変調器によって変調した記録
２値データ信号を光ヘッド部１０に出力する。さらに、信号処理回路部２２は、光ディス
ク記録面の状態を判別する記録面状態判別器３０を備え、判定結果をシステムコントロー
ラ２１に出力する。
【００２９】
　システムコントローラ２１は、ＬＤ制御信号を光ヘッド部１０に出力し、光源を制御す
る。位置検出部２５から出力される位置情報信号に基づいて、システムコントローラ２１
は光ヘッド部１０の位置、即ち光ディスク４０の記録面上の光スポットの位置を知ること
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ができる。システムコントローラ２１は、記録面状態判別器３０から出力される光ディス
ク記録面の状態の判別結果に基づいて、光ディスクの種類を判定する。また、システムコ
ントローラ２１は、この光ディスク装置全体を統括制御する。
【００３０】
　記録面状態判別器３０は、図５に示されるように、コンパレータ３１と、カウンタ３３
と、カウント値判定回路３５とを備える。コンパレータ３１は、プリアンプ回路部２４で
処理された再生信号を入力する。コンパレータ３１は、その入力信号と所定の比較レベル
とを比較し、比較結果をカウンタ３３およびカウント値判定回路３５に出力する。カウン
タ３３は、単位時間当たりの比較結果のパルス数をカウントする。或いは、所定のクロッ
ク信号を入力し、クロック数を計数して各パルスの幅（時間）を求めてもよい。カウント
値判定回路３５は、カウンタ３３から出力される計数値と、コンパレータ３１から出力さ
れる比較結果とを入力し、光ディスク４０の記録面の状態を判定する。ここでは、カウン
ト値判定回路３５は、周期的にカウンタ３３の計数値およびコンパレータ３１の比較結果
をチェックすると共に、カウンタ３３をリセットし、記録面の状態を判定する。
【００３１】
　図６を参照して、記録面状態判別器３０の動作を説明する。図６は、記録面状態判定器
３０の入出力信号の波形例を示す。図６（ａ）に示されるように、入力信号がプリアンプ
回路部２４から入力される。期間Ｐ１の波形は、光ディスク４０にデータが記録されてい
る部分を走査していることを示し、比較的高い周波数の波形となる。期間Ｐ２の波形は、
ミラー領域を走査していることを示し、入力信号はほとんど変化せずにハイレベルになっ
ている。ミラー領域は、光ディスク４０の半径方向に所定の幅を有するため、一定の期間
は波形が変化しない。期間Ｐ３の波形は、データが記録されていない領域を走査している
ことを示し、入力信号はほとんど変化せずにローレベルになっている。
【００３２】
　コンパレータ３１は、この入力信号を所定の比較レベルと比較し、比較レベルを超える
ときにハイレベルを出力し、比較レベルに満たないときにローレベルを出力する。したが
って、ミラー領域を走査しているときは連続的にハイレベルを出力し、未記録領域を走査
しているときは連続的にローレベルを出力し、記録済み領域を走査しているときはハイレ
ベルおよびローレベルを交互に出力する。なお、ＤＶＤ－ＲＡＭのデータ記録領域は、ユ
ーザデータが未記録状態であってもＣＡＰＡヘッダがあるため、概ねローレベルの出力の
中に若干のハイレベルが出力される。
【００３３】
　即ち、このコンパレータ３１の出力が頻繁に変化するか否か、変化していないときはハ
イ／ローどちらのレベルになっているかにより記録面の状態を判定することができる。ハ
イレベルで変化しない期間が所定の時間を越えたときにミラー領域を走査していることが
分かる。この所定の時間は、カウント値判定回路３５が計数値、比較結果を観測する回数
に対応する。コンパレータ３１の出力が頻繁に変化するか否かは、カウンタ３３の計数値
を観測することにより判定でき、レベルは、コンパレータ３１の判定結果を観測すること
により判定できる。即ち、カウント値判定回路３５は、これらの情報に基づいて記録面の
状態を判定する。
【００３４】
　記録面判別器３０は、ピークホールド信号又はボトムホールド信号若しくはその両方を
用いて、アナログ演算回路、コンパレータを組み合わせて構成することも可能である。ま
た、記録面状態判別器３０は、入力信号を切り替える切り替え器を備え、サーボコントロ
ーラから得られる信号（例えばトラックエラー信号）を入力信号として、記録面の状態を
判定することも可能である。いずれの信号が入力された場合でも、記録面状態判別器３０
は、予め想定された信号検出回数が得られた場合、若しくは高周波の波形として信号が検
出された場合にはプリピット形成領域と判定し、信号が検出できない場合、ミラー領域（
信号無変化領域）と判定して、カウント値判定回路３５からその判定結果を出力する動作
を行う。
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【００３５】
　また、カウント値判定回路３５の代わりにシステムコントローラ２１がカウンタの出力
を周期的に取り込み、カウント値に基づいてプリピット形成領域とミラー領域（信号無変
化領域）とを判定してもよい。その場合、システムコントローラ２１は、カウント値を取
り込んだ直後にカウンタ３３をリセットする。
【００３６】
　次に、図８を参照して、光ディスク装置における光ディスク種類の判定動作を説明する
。
　光ディスク４０が光ディスク装置に装填されると、システムコントローラ２１は、光デ
ィスク４０を回転させ、光ヘッド部１０を光ディスク４０の中心から４０ｍｍよりも外側
に位置させる。光ディスク４０には、ディスク径が８０ｍｍのディスクと１２０ｍｍのデ
ィスクがあり、この初期位置設定は、光ディスク４０のディスク径を識別するために行わ
れる。光ヘッド部１０は、ディスク径が１２０ｍｍであればデータ記録領域に位置するこ
とになり、ディスク径が８０ｍｍであればディスクの外側に位置することになる。
【００３７】
　このディスク径の識別は、光ディスクの回転速度が一定の速度に達するまでの時間を測
定して判定することもできる。また、光源を点灯し、その位置に光ディスクの記録面があ
れば光ディスクからの反射光が得られ、光ディスクの記録面が無ければ反射光が得られな
いことにより、判定することもできる。光ディスク径を判定しないのであれば、光ヘッド
部１０が移動可能な最内周を光ヘッド部１０の初期位置としてもよいし、管理領域４４付
近を光ヘッド部１０の初期位置としてもよい。
【００３８】
　ステップＳ１０では、システムコントローラ２１の指示に応答してＬＤ駆動回路ＬＤＤ
は、ＤＶＤ用のレーザダイオードＬＤ２を点灯する。
【００３９】
　ステップＳ１２では、サーボコントローラ２３は、対物レンズ１２を光軸方向に上下さ
せ、フォーカスＳ字の大きさ、および、光ディスク４０からの反射光量の合計等に基づい
て、基板厚が０．６ｍｍであるか、或いは、１．２ｍｍであるかの判定を行う。基板厚が
１．２ｍｍであると判定された場合、ＣＤ系光ディスクであるとしてステップＳ１４に移
行する。基板厚が０．６ｍｍと判定された場合、ＤＶＤ系光ディスクであるとして、ステ
ップＳ１６に移行する。
【００４０】
　ステップＳ１４では、ＬＤ駆動回路ＬＤＤは、システムコントローラ２１の指示に応答
して、ＤＶＤ系光ディスク用のレーザダイオードＬＤ２を消灯し、ＣＤ系光ディスク用の
レーザダイオードＬＤ１を点灯する。その後、システムコントローラ２１は、ＣＤ系光デ
ィスク対応の動作を行う。
【００４１】
　ステップＳ１６では、ＤＶＤ系光ディスクに対して、基板厚０．６ｍｍに応じたフォー
カス引き込みが行われる。続いて、ステップＳ１８では、システムコントローラ２１は、
フォーカスサーボのみかけて目標領域の走査を行う。目標領域は、光ディスク４０の管理
領域４４の所定の半径位置からデータ記録領域４８の所定の半径位置に至る領域、或いは
、データ記録領域４８の所定の半径位置から管理領域４４の所定の半径位置に至る領域に
設定される。したがって、光ヘッド部１０は、回転している光ディスク４０に設定された
目標領域を半径方向に移動する。そのため、光ヘッド部１０から照射される光スポットは
、光ディスク４０の記録面を螺旋状、同心円状に走査することになる。
【００４２】
　図７Ａ～７Ｃには、ＤＶＤ系光ディスクのうちのＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０およびＨ
Ｄ　ＤＶＤディスク７０に設定された目標領域をフォーカスサーボのみかけて走査したと
き、プリアンプ回路部２４から出力される信号の波形が示される。管理領域６４、７４側
から外周側に走査されると、図７Ａ～７Ｃの左から右に向かうように信号が出力され、デ



(12) JP WO2008/069246 A1 2008.6.12

10

20

30

40

50

ータ記録領域６８、７８側から内周側に走査されると、図７Ａ～７Ｃ右から左に向かうよ
うに信号が出力されることになる。ここでは、光ヘッド部１０の初期位置を光ディスク４
０の中心から約４０ｍｍの位置とし、光ヘッド１０は外周側から内周側に走査する。
【００４３】
　図７Ａには、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０の目標領域走査時の信号波形が示される。図
７Ａに示される信号波形は、データ記録領域６８に信号が記録されていない場合の波形で
ある。ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０のデータ記録領域６８にはＣＡＰＡヘッダが配置され
ているため、所々にＣＡＰＡヘッダを示すインパルス状の波形が見られる。図７Ｂには、
データ記録領域７８に信号が記録されているＨＤ　ＤＶＤディスク７０の目標領域走査時
の信号波形が示される。図７Ｃには、データ記録領域７８に信号が記録されていないＨＤ
　ＤＶＤディスク７０の目標領域走査時の信号波形が示される。信号が記録されている領
域は、それ以外の部分よりも高周波の波形が得られることがわかる。なお、その他のＤＶ
Ｄディスク５０の場合、このミラー領域の部分のない波形が出力されることになる。
【００４４】
　ステップＳ２０では、システムコントローラ２１は、目標領域の中にミラー領域４６が
検出されるか否か判定する。光ディスク４０がＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０またはＨＤ　
ＤＶＤディスク７０の場合、図７Ａ～７Ｃに示されるように、光ディスク４０からの反射
光が実質的に変化しない期間が一定時間以上継続し、記録面状態判定器３０からミラー領
域４６を検出したことが通知される。その場合、ステップＳ２４に移行する。記録面状態
判定器３０からミラー領域４６の検出が通知されずに目標領域の走査が終了すると、装填
されている光ディスク４０がその他のＤＶＤ５０であると判定され、ステップＳ２２に移
行する。ステップ２２では、その他のＤＶＤディスク５０対応の動作が継続される。
【００４５】
　ステップＳ２４では、光ディスク４０がＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０であるかＨＤ　Ｄ
ＶＤ７０であるかが判定される。ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０はＣＡＰＡヘッダを備えて
いるため、ＣＡＰＡヘッダ検出により判定可能である。ＣＡＰＡヘッダ検出技術は、当業
者に知られている技術であるため、ここでは説明を省略する。ＣＡＰＡヘッダが検出され
ると、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０と判定されてステップＳ２６に移行し、ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍディスク６０の処理が行われる。ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０でなければ、ステップＳ
２８に移行してＨＤ　ＤＶＤディスク７０の処理が行われる。
【００４６】
　また、ミラー領域を有する光ディスクにおけるディスク種類の判定方法は、図９に示さ
れるように、ミラー領域が検出されたタイミングを利用することも可能である。図９のス
テップＳ１０からステップＳ１８までは、図８のステップＳ１０からステップＳ１８まで
と同じであるため、説明を省略する。
【００４７】
　先に述べたように、目標領域を走査するときに得られる信号波形は、図７Ａ～７Ｃに示
される。目標領域の外周側から内周側に向かって走査する場合、図７Ａ～７Ｃから分かる
ように、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０のミラー領域６６は、ＨＤ　ＤＶＤディスク７０の
ミラー領域７６より早く検出される。ＨＤ　ＤＶＤディスク７０のミラー領域７６がＤＶ
Ｄ－ＲＡＭ６０のミラー領域６６より内周側に設定されているためである。したがって、
図７Ａ～７Ｃに破線Ａで示される位置より外周側でミラー領域を検出されるとＤＶＤ－Ｒ
ＡＭディスク６０、内周側で検出されるとＨＤ　ＤＶＤディスク７０であると判定するこ
とができる。
【００４８】
　ステップＳ３０では、ミラー領域が第１基準位置までに検出できるか否かが判定される
。第１基準位置は、例えば、図７Ａ～７Ｃ破線Ａで示される位置とする。光ヘッド部１０
の位置が、第１基準位置に達するまでにミラー領域が検出されたとき、システムコントロ
ーラ２１は、装填された光ディスク４０がＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０であると判定して
ステップＳ３２に移行する。ステップＳ３２では、ＤＶＤ-ＲＡＭディスク６０の処理が
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行われる。走査位置が第１基準位置を越えると、ステップＳ３４に移行する。
【００４９】
　ステップＳ３４では、ミラー領域が第２基準位置までに検出できるか否かが判定される
。第２基準位置は、例えば、ＨＤ　ＤＶＤディスク７０の管理領域７４の最外周の位置と
する。光ヘッド部１０の位置が、第２基準位置に達するまでにミラー領域が検出されたと
き、システムコントローラ２１は、装填された光ディスク４０がＨＤ　ＤＶＤディスク７
０であると判定してステップＳ３６に移行する。ステップＳ３６では、ＨＤ　ＤＶＤディ
スク７０の処理が行われる。第２基準位置までにミラー領域が検出されない場合、装填さ
れている光ディスク４０は、ミラー領域がないその他のＤＶＤディスク５０と判定され、
処理はステップＳ３８に移行し、その他のＤＶＤディスク５０の処理が行われる。
【００５０】
　ここでは、光ヘッド１０は、外周側から内周側に向かって走査するものとして説明した
が、逆向きに内周側から外周側に向かって走査しても同じようにシステムコントローラ２
１は光ディスクの種類を判別できる。例えば、システムコントローラ２１は、目標領域の
走査が破線Ａで示される位置に達するまでにミラー領域を検出するとＨＤ　ＤＶＤディス
ク７０と判定し、それ以降に検出するとＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０と判定し、目標領域
内にミラー領域を検出できなかった場合はその他のＤＶＤディスク５０と判定する。この
判定方法では、ＣＡＰＡ検出などのアドレス判定を実施せずに、簡易でより高速にディス
クの判別が可能になる。
【００５１】
　このように、ＨＤ　ＤＶＤディスク７０、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク６０、その他のＤＶ
Ｄディスク５０、ＣＤ系ディスクの判別が可能となる。ここでは、システムコントローラ
２１は、光ディスク４０からの反射光の光量の変化具合に基づいて記録面状態を判別し、
上記のようにディスク種類を判別した。
【００５２】
　光量の変化は、振幅の絶対値を判定するのではなく相対値判定であり、反射率に依存し
ない。したがって、反射率に依存しないディスク種類の識別が可能となることが分かる。
このことから、反射光の光量ではなく、トラックエラー信号を用いた場合でも検出が可能
であることが分かる。即ち、光量変化による判定と同じように、光ディスク４０に設定さ
れる目標領域を走査し、記録面にトラックが検出されず有意なプッシュプルトラックエラ
ー信号または位相差トラックエラー信号を得ることができないときに、その位置がミラー
領域であると判定することも可能である。したがって、これらのトラックエラー信号に基
づいて光ディスクの種類を識別することが可能になる。
【００５３】
（実施例１）
　上述のように光ディスクの種類を判別する装置により実動試験を行った。この光ディス
ク装置は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクとＨＤ　ＤＶＤディスクとの判別をＣＡＰＡヘッダの
検出により行う。光ヘッド部１０は、波長７８０ｎｍのレーザ光を出力するレーザダイオ
ードＬＤ１と、波長６５０ｎｍのレーザ光を出力するレーザダイオードＬＤ２とを搭載す
る。光ディスク４０として、直径１２０ｍｍ、０．６ｍｍ厚のポリカーボネイト基板上に
ランド・グルーブフォーマット用の案内溝を設け、データ記録領域のトラックピッチが０
．３４μｍ、そのデータ記録領域にはデータが未記録であるディスクを用意した。光ディ
スク装置にこの光ディスク４０が装填されたとき、光ヘッド部１０は初期位置である半径
位置４５ｍｍ近傍に移動している。スピンドル駆動部２８は光ディスク４０を回転させ、
システムコントローラ２１は、レーザダイオードＬＤ２を発光させて反射光の有無を調べ
る。このディスクは直径１２０ｍｍであるため、反射光があり、システムコントローラ２
１は１２０ｍｍ径ディスクと判定する。さらにシステムコントローラ２１は、Ｓ字波形な
どにより基板厚を調べ、基板厚は０．６ｍｍであると判定した。
【００５４】
　その後、フォーカス制御によりフォーカス引き込みを行い、管理領域の内側近傍を目標
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領域としてシステムコントローラ２１が光ヘッド部１０を移動させつつ、ディスクからの
戻り光を検出する。この走査において、記録面状態判別器３０の出力から、光ディスク４
０からの反射光が実質的に変化しない期間が一定時間以上継続することが通知され、シス
テムコントローラ２１は、ＨＤ　ＤＶＤまたはＤＶＤ－ＲＡＭのディスクと判定した。
【００５５】
　システムコントローラ２１は、再度、光ヘッド部１０をデータ記録領域に移動し、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭの特徴となるＣＡＰＡヘッダ検出処理を実行した。この光ディスク４０からは
ＣＡＰＡヘッダが検出できなかったので、システムコントローラ２１は、装填されている
光ディスク４０がＨＤ　ＤＶＤ系の光ディスクであると判定した。本検討に用いられた光
ディスク装置は、ＨＤ　ＤＶＤに対する記録／再生ができないため、ディスク種類を判定
した後、ＨＤ　ＤＶＤ用処理として、光ディスク４０の装填を解除した。
【００５６】
　次に、直径１２０ｍｍ、０．６ｍｍ厚のポリカーボネイト基板上に、ピットが形成され
ているＤＶＤ－ＲＯＭディスク（トラックピッチ０．７４μｍ）を用意した。上記のよう
にディスク種類の判定動作を行うと、記録面状態判別器３０から、光ディスクからの反射
光が実質的に変化しない期間が一定時間以上継続するミラー領域を検出したという結果が
通知されなかった。システムコントローラ２１は、その他のＤＶＤディスク（ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭディスク）と判定して、ＤＶＤ再生処理を実行した。これら一連の動作によりこの光
ディスクの種類判別方法の有効性及び効果が確認された。
【００５７】
（実施例２）
　次に、ミラー領域の半径位置によりＤＶＤ－ＲＡＭディスクとＨＤ　ＤＶＤディスクと
の判別を行う光ディスク装置による実動試験を行った。光ヘッド部１０は、波長７８０ｎ
ｍのレーザ光を出力するレーザダイオードＬＤ１と、波長６５０ｎｍのレーザ光を出力す
るレーザダイオードＬＤ２を搭載する。光ディスク４０は、直径１２０ｍｍ、０．６ｍｍ
厚のポリカーボネイト基板上に、イングルーブフォーマット用の案内溝が設けられている
。トラックピッチが０．４μｍのトラックを有するデータ記録領域には、データが記録済
みである。
【００５８】
　光ディスク装置に光ディスク４０が装填され、光ヘッド部１０は初期位置である半径位
置４５ｍｍ近傍に移動している。スピンドル駆動部２８は光ディスク４０を回転させ、シ
ステムコントローラ２１は、レーザダイオードＬＤ２を発光させて反射光の有無を調べる
。システムコントローラ２１は、反射光を検出して１２０ｍｍ径ディスクと判定する。さ
らにシステムコントローラ２１は、Ｓ字波形などにより基板厚を調べ、基板厚は０．６ｍ
ｍであると判定した。
【００５９】
　その後、システムコントローラ２１は、レーザダイオードＬＤ２を消灯して光ヘッド部
１０を半径位置２４．２ｍｍまで移動する。ここでシステムコントローラ２１は、レーザ
ダイオードＬＤ２を再度点灯し、フォーカス制御によりフォーカス引き込みを行う。この
位置から管理領域の内側近傍（半径位置２３ｍｍ）までを目標領域としてシステムコント
ローラ２１が光ヘッド部１０を移動させつつ、光ディスク４０からの戻り光を観測する。
ＤＶＤ－ＲＡＭディスクの半径位置２４．２ｍｍの内側近傍にはミラー領域があり、ＨＤ
　ＤＶＤディスクの半径位置２４．２ｍｍ近傍はデータ記録領域になっている。
【００６０】
　この目標領域の走査において、図７Ｂに示されるように、高周波波形が続いた後、光デ
ィスクからの反射光が実質的に変化しない期間が一定時間以上継続する信号が光ヘッド部
１０から出力された。したがって、記録面状態判別器３０は、データ記録状態を示す結果
を出力した後、ミラー領域を検出したことを示す結果を出力した。この結果からシステム
コントローラ２１は、図７Ｂ相当の状態であると判定し、ＨＤ　ＤＶＤ系ディスクである
と判定した。本検討に用いられた光ディスク装置は、ＨＤ　ＤＶＤに対する記録／再生が
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できないため、ディスク種類を判定した後、ＨＤ　ＤＶＤ用処理として、光ディスク４０
の装填を解除した。
【００６１】
　次に、データ記録領域にデータが未記録のＤＶＤ－ＲＡＭディスク（トラックピッチ０
．６１５μｍ）を用意した。上記のようにディスク種類の判定動作を行うと、目標領域の
走査直後から記録面状態判別器３０はミラー領域検出の結果を出力し、システムコントロ
ーラ２１は、図７Ａ相当の状態、即ち、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクであると判定した。その
後、システムコントローラ２１は、ＤＶＤ－ＲＡＭ用処理を実行した。これら一連の動作
によりこの光ディスクの種類判別方法の有効性及び効果が確認された。
【００６２】
（実施例３）
　次に、トラックエラー信号に基づいてミラー領域の有無を判定する光ディスク装置によ
る実動試験を行った。この光ディスク装置は、再生専用であり、光ヘッド部１０は、波長
７８０ｎｍのレーザ光を出力するレーザダイオードＬＤ１と、波長６５０ｎｍのレーザ光
を出力するレーザダイオードＬＤ２を搭載する。光ディスク４０は、直径１２０ｍｍ、０
．６ｍｍ厚のポリカーボネイト基板上に、イングルーブフォーマット用の案内溝が設けら
れている。トラックピッチが０．４μｍのトラックを有するデータ記録領域には、データ
が記録済みである。
【００６３】
　光ディスク装置に光ディスク４０が装填され、光ヘッド部１０は初期位置である半径位
置４５ｍｍ近傍に既に移動している。スピンドル駆動部２８は光ディスク４０を回転させ
、システムコントローラ２１は、レーザダイオードＬＤ２を発光させて反射光の有無を調
べる。システムコントローラ２１は、反射光が検出されたことから１２０ｍｍ径ディスク
と判定する。さらにシステムコントローラ２１は、Ｓ字波形などにより基板厚を調べ、基
板厚は０．６ｍｍであると判定した。
【００６４】
　その後、システムコントローラ２１は、レーザダイオードＬＤ２を消灯して光ヘッド部
１０を半径位置２４．２ｍｍまで移動する。ここでシステムコントローラ２１は、レーザ
ダイオードＬＤ２を再度点灯し、フォーカス制御によりフォーカス引き込みを行う。この
位置から管理領域の内側近傍（半径位置２３ｍｍ）までを目標領域としてシステムコント
ローラ２１が光ヘッド部１０を移動させつつ、光ディスク４０からの戻り光を観測する。
【００６５】
　この目標領域の開始位置近傍において、位相差トラッキング法によるトラック引き込み
を行った。この時、記録面状態判別器３０は、高周波波形を検出してデータ記録状態を示
す結果を出力した。引き続き、システムコントローラ２１は、トラックサーボのみを停止
してフォーカスサーボをかけつつ、光ヘッド部１０をＤＶＤ－ＲＡＭディスクの管理領域
付近まで内周側に移動する。システムコントローラ２１は、その半径位置において、トラ
ックサーボ引き込み動作を行う。この時、トラックサーボの引き込みができず、記録面状
態判定器３０は、ミラー領域検出を出力する。システムコントローラ２１は、図７Ｂ相当
の状態であると判定し、ＨＤ　ＤＶＤ系ディスクであると判定した。本検討に用いられた
光ディスク装置は、ＨＤ　ＤＶＤに対する再生ができないため、ＨＤ　ＤＶＤ用処理とし
て、光ディスク４０の装填を解除した。以上よりトラックエラー信号を用いる光ディスク
の種類判別方法の効果が確認された。
【００６６】
　本実施の形態において、レーザダイオードＬＤから出力されるレーザ光の波長は、７８
０ｎｍと６５０ｎｍとの２種類としたが、どちらか一方と波長４０５ｎｍのレーザダイオ
ードとを組み合わせてもよい。また、波長７８０ｎｍ、６５０ｎｍ、４０５ｎｍの３種類
のレーザダイオードを搭載する装置に適用することもできる。波長４０５ｎｍのレーザダ
イオード（以下ＢＬＤ）を搭載している場合、ステップＳ１０におけるレーザダイオード
の点灯は、このＢＬＤの点灯であってもよい。また、ＨＤ　ＤＶＤ系ディスクの記録／再
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ディスクを装填したまま、ＨＤ　ＤＶＤ用処理が続行可能であることは言うまでもない。
【００６７】
　また、ディスクの傷や汚れにおいても信号が無変化となる場合があるが、その場合は信
号の極性を考慮して判定することができる。また、予め想定したミラー領域（信号無変化
領域）近傍において、半径方向への走査をステップ移動（一定の時間移動しては一定時間
移動を止める）とする等により、円環状にミラー領域が存在するかを判定してもよい。そ
の場合はより高精度に判定することができる。なお、ステップ移動の場合、装填された光
ディスクが偏芯を持つことにより、ディスク１回転ごとにミラー領域となる場合とプリピ
ット領域となる場合と両者が混合される場合とがあるが、そのような状況においても、管
理領域とデータ記録領域との間にあるミラー領域の検出は可能である。
【００６８】
　本発明によれば、光ディスクの種類を高速に判別可能な光ディスク装置及び光ディスク
種類判定方法を提供することができる。また、本発明によれば、複雑な機構、特別な仕組
みを施すことなく、簡易かつ高精度に、光ディスクの種類を識別可能な光ディスク装置及
び光ディスク種類判定方法を提供することができる。さらに、本発明によれば、次世代光
ディスクを再生する能力を有しない装置であっても、光ディスクの種類を識別可能とする
光ディスク種類判定方法を提供することができる。
【００６９】
　以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態に限定
されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解
し得る様々な変更をすることができる。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月7日(2008.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転する光ディスクの情報記録面に集光ビームを照射する光ヘッド部と、前記情報記録
面は、案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを備え、前記光ディスクの管
理情報が記録される管理領域と、案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを
備え、ユーザデータが記録されるデータ記録領域とを含み、
　前記光ヘッド部を駆動して前記集光ビームを前記光ディスクの半径方向に移動させる駆
動手段と、
　前記集光ビームの反射光に基づいて前記情報記録面の状態を判別する記録面状態判別手
段と、
　前記記録面状態判別手段が判別した前記管理領域と前記データ記録領域にまたがって設
定される判定領域内の前記情報記録面の状態に基づいて、前記トラックが存在しないミラ
ー領域の有無と、前記ミラー領域が有る場合には前記ミラー領域の開始位置とを検出し、
前記光ディスクの種類を判定する制御手段と
　を具備する光ディスク装置。
【請求項２】
　前記記録面状態判別手段は、前記集光ビームが前記判定領域内を走査するときに前記反
射光が実質的に変化しない状態が一定時間以上継続する信号無変化期間の有無を検出し、
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前記ミラー領域が前記判定領域内に含まれるか否かを判別する
　請求の範囲１に記載の光ディスク装置。
【請求項３】
　前記記録面状態判別手段は、前記反射光の光量を所定の基準値と比較する比較手段を備
え、
　前記比較手段の出力が変動する回数を示す変動数が所定の第１変動数を越える場合にプ
リピット形成領域またはユーザデータが記録された前記データ記録領域と判別し、
　前記変動数が所定の第２変動数に満たず、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準値
を超えている場合に前記ミラー領域であると判別する
　請求の範囲２に記載の光ディスク装置。
【請求項４】
　前記記録面状態判別手段は、前記反射光の光量を所定の基準値と比較する比較手段を備
え、
　前記比較手段の出力が変動する間隔を示す変動間隔が所定の第１変動間隔に満たない場
合にプリピット形成領域またはユーザデータが記録された前記データ記録領域と判別し、
　前記変動間隔が所定の第２変動間隔を超え、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準
値を超えている場合に前記ミラー領域であると判別する
　請求の範囲２に記載の光ディスク装置。
【請求項５】
　前記反射光の変化は、反射光ファーフィールドにおける光量分布の変化であり、
　前記記録面状態判別手段は、トラックエラー信号に基づいて、
　プッシュプル（Ｐｕｓｈ　Ｐｕｌｌ）トラックエラー信号が有効である領域は案内溝形
成領域であると判別し、
　位相差（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）トラックエラ
ー信号が有効である領域はプリピット形成領域であると判別し、
　反射光量分布の変化が少なく、プッシュプルトラックエラー信号および位相差トラック
エラー信号が無効である領域は前記ミラー領域と判別する
　請求の範囲２に記載の光ディスク装置。
【請求項６】
　前記光ディスクは、前記管理領域と前記データ記録領域との間に前記半径方向に所定の
幅を有する円環状の前記ミラー領域を有する第１光ディスクと、前記管理領域と前記デー
タ記録領域とが隣接する第２光ディスクとを含み、
　前記制御手段は、前記記録面状態判別手段が前記判定領域内に前記ミラー領域を検出し
た場合に前記第１光ディスクと判定し、前記ミラー領域を検出しなかった場合に前記第２
光ディスクと判定する
　請求の範囲２から請求の範囲５のいずれかに記載の光ディスク装置。
【請求項７】
　前記光ヘッド部の移動を検知して前記集光ビームの位置を検出する位置検出手段をさら
に具備し、
　前記第１光ディスクは、前記ミラー領域を所定の半径方向の位置に有する第３光ディス
クと、前記所定の半径方向の位置より内周側に前記ミラー領域を有する第４光ディスクと
を含み、
　前記制御手段は、前記記録面状態判別手段が前記ミラー領域を検出したときの前記集光
ビームの位置に基づいて、前記第３光ディスクであるか前記第４光ディスクであるかを判
定する
　請求の範囲６に記載の光ディスク装置。
【請求項８】
　さらに、前記データ記録領域のアドレスを示すＣＡＰＡヘッダの有無を検出するＣＡＰ
Ａ検出手段を具備し、
　前記第１光ディスクは、前記ＣＡＰＡヘッダを有する第３光ディスクと、前記ＣＡＰＡ
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ヘッダを有していない第４光ディスクとを含み、
　前記制御手段は、前記ＣＡＰＡ検出手段が前記データ記録領域に前記ＣＡＰＡヘッダを
検出した場合に前記第３光ディスクと判定し、前記ＣＡＰＡヘッダが検出されない場合に
前記第４光ディスクと判定する
　請求の範囲６に記載の光ディスク装置。
【請求項９】
　光ディスクを回転駆動するステップと、前記光ディスクは、案内溝またはプリピット列
により形成されるトラックを備え、前記光ディスクの管理情報が記録される管理領域と、
案内溝またはプリピット列により形成されるトラックを備え、ユーザデータが記録される
データ記録領域とを含み、
　回転する前記光ディスクの半径方向に移動しながら集光ビームを照射するステップと、
　前記光ディスクの情報記録面で反射する前記集光ビームの反射光に基づいて前記情報記
録面の状態を判別する面状態判別ステップと、
　前記管理領域と前記データ記録領域とにまたがって設定される判定領域内の前記情報記
録面の状態の判別された結果に基づいて、案内溝またはプリピット列により形成されるト
ラックが存在しないミラー領域の有無と、前記ミラー領域が有る場合には前記ミラー領域
の開始位置とを検出して、前記光ディスクの種類を判定する種類判定ステップと
　を具備する
　光ディスク種類判定方法。
【請求項１０】
　前記面状態判別ステップは、
　前記集光ビームが前記判定領域内を走査するときに前記反射光が実質的に変化しない状
態が一定時間以上継続する信号無変化期間の有無を検出するステップと、
　前記信号無変化期間の有無に基づいて、前記情報記録面に前記ミラー領域があるか否か
を判別するステップと
　を備える
　請求の範囲９に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１１】
　前記面状態判別ステップは、
　前記反射光の光量を所定の基準値と比較して、前記反射光の光量が前記所定の基準値を
超える頻度により示される変動数を計数する比較ステップと、
　前記変動数が所定の第１変動数を越える場合にプリピット形成領域またはユーザデータ
が記録された前記データ記録領域と判別するステップと、
　前記変動数が所定の第２変動数に満たず、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準値
を超えている場合に前記ミラー領域であると判別するステップと
　を備える
　請求の範囲１０に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１２】
　前記面状態判別ステップは、
　前記反射光の光量を所定の基準値と比較して、前記反射光の光量が前記所定の基準値を
超えている期間を示す変動期間を測定するステップと、
　前記変動期間が所定の第１変動期間に満たない場合にプリピット形成領域またはユーザ
データが記録された前記データ記録領域と判別するステップと、
　前記変動期間が所定の第２変動期間を超え、かつ、前記反射光の光量が前記所定の基準
値を超えている場合に前記ミラー領域であると判別するステップと
　を備える
　請求の範囲１０に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１３】
　前記反射光の変化は、反射光ファーフィールドにおける光量分布の変化であり、
　前記面状態判別ステップは、トラックエラー信号に基づいて、
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　プッシュプル（Ｐｕｓｈ　Ｐｕｌｌ）トラックエラー信号が有効である領域は案内溝形
成領域であると判別するステップと、
　位相差（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）トラックエラ
ー信号が有効である領域はプリピット形成領域であると判別するステップと、
　反射光量分布の変化が少なく、プッシュプルトラックエラー信号および位相差トラック
エラー信号が無効である領域は前記ミラー領域と判別するステップと
　を備える
　請求の範囲１０に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１４】
　前記光ディスクは、前記管理領域と前記データ記録領域との間に前記半径方向に所定の
幅を有する円環状の前記ミラー領域を有する第１光ディスクと、前記管理領域と前記デー
タ記録領域とが隣接する第２光ディスクとを含み、
　前記種類判定ステップは、
　前記判定領域内に前記ミラー領域が検出されたとき前記第１光ディスクと判定するステ
ップと、
　前記判定領域内に前記ミラー領域が検出されないとき前記第２光ディスクと判定するス
テップと
　を備える
　請求の範囲１０から請求の範囲１３のいずれかに記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１５】
　前記集光ビームの半径方向の位置を検出するステップをさらに備え、
　前記第１光ディスクは、前記ミラー領域の半径方向の位置により、第３光ディスクと、
前記第３光ディスクより内周側に前記ミラー領域を有する第４光ディスクとを含み、
　前記種類判定ステップは、前記ミラー領域を検出したときの前記集光ビームの位置に基
づいて、前記第３光ディスクと前記第４光ディスクとを判定するステップを備える
　請求の範囲１４に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１６】
　さらに、前記データ記録領域のアドレスを示すＣＡＰＡヘッダの有無を検出するステッ
プを備え、
　前記第１光ディスクは、前記ＣＡＰＡヘッダを有する第３光ディスクと、前記ＣＡＰＡ
ヘッダがない第４光ディスクとを含み、
　前記種類判定ステップは、
　前記データ記録領域に前記ＣＡＰＡヘッダが検出された場合に前記第３光ディスクと判
定するステップと、
　前記データ記録領域に前記ＣＡＰＡヘッダが検出されない場合に前記第４光ディスクと
判定するステップと
　を備える
　請求の範囲１４に記載の光ディスク種類判定方法。
【請求項１７】
　前記制御手段は、前記トラックが存在しないミラー領域を走査する走査時間を測定して
前記ミラー領域の有無を検出する
　請求の範囲１に記載の光ディスク装置。
【請求項１８】
　前記種類判定ステップは、前記トラックが存在しないミラー領域を走査する走査時間を
測定して前記ミラー領域の有無を検出するステップを備える
　請求の範囲９に記載の光ディスク種類判定方法。
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