
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ビームの目標値からのずれ量を担う制御信号に基づいて、光ビームの光ディスク上の
位置を変化せしめるアクチュエータを駆動制御する光ディスク駆動装置におけるサーボ制
御装置において、
　前記光ビームの前記光ディスクからの反射光に基づいて、ディフェクトを検出するディ
フェクト検出手段と、
　所定のサンプリング間隔で入力される前記制御信号のサンプル値に基づいて、少なくと
も前記ディフェクト検出手段に依存する前記ディフェクトの検出遅れに相当する所定時間
内に得られる前記制御信号のサンプルデータを記憶する記憶手段と、
　前記記憶されたサンプルデータに基づいて、前記ディフェクトの検出遅れに相当する所
定時間内に得られる前記制御信号の影響を打ち消すためのキャンセル信号を生成するキャ
ンセル信号生成手段と、
　前記ディフェクトの検出直後に前記キャンセル信号を前記制御信号として出力する出力
手段と、を備え
　

ことを特徴とする光ディスク駆動装置におけるサーボ装置。
【請求項２】
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、
前記キャンセル信号生成手段は、前記記憶されたサンプルデータを１サンプリング間隔

で積分し、前記サンプルデータとして記憶された制御信号と逆極性で該制御信号の時間幅
よりも小さく、かつ、前記サンプルデータの積分値に等しいパルス信号を、前記キャンセ
ル信号として生成する



　

光ディスク駆動装置におけるサ
ーボ制御装置。
【請求項３】
　

光ディスク駆動装置におけるサ
ーボ制御装置。
【請求項４】
　

光ディスク駆動装置におけるサーボ制御装置。
【請求項５】
　

光ディスク駆動装
置におけるサーボ制御装置。
【請求項６】
　

光ディスク駆動装置におけるサーボ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスク駆動装置におけるサーボ制御装置のサーボ技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通常、ＣＤ（ Compact disk）、ＤＶＤ、若しくはＬＤ（ Laser disk）等のディスクの記録
や再生を行う装置においては、光ディスク上の情報トラック（記録トラック）から正確に
情報を読み取るために、トラッキングサーボ、またはフォーカスサーボが必要である。し
かしながら、光ディスクの情報トラック上に黒点、傷、塵等の障害が存在する場合、光ビ
ームがかかる黒点、傷、塵等を通過する時、戻り光に基づく光ピックアップからの入力信
号にディフェクトが生じ、ディフェクト発生期間中は、サーボエラー（トラッキングエラ
ー（ＴＥ）、または、フォーカスエラー（ＦＥ））が適正な値を示さない（以下「偽エラ
ー」という）ため、これに従いアクチュエータを駆動すると大きくサーボを乱すこととな
る。
【０００３】
そこで、従来は、光ピックアップからの入力信号に含まれるディフェクトの検出手段をサ
ーボ制御装置に備え、ディフェクトを検出した場合には、例えば、通常動作時のサーボ目
標値からのずれ量であるエラー信号に代えて、ディフェクト発生直前のエラー信号（前値
ホールド）や、エラー信号の低域成分（積分信号）を、サーボ制御信号として出力するこ
とにより、ディフェクトによって発生する偽の（目標値からのずれ量を担わない）エラー
信号による位置ずれを低減する方式が採られていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ディフェクトの検出は、ＲＦ信号の包絡線（エンベロープ）レベルが基準レベ
ル以下になったことを検出することにより行う。つまり、光ディスク上の、黒点、傷、塵
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前記記憶手段は、ＦＩＦＯメモリであって、当該ＦＩＦＯメモリの機能に基づいて、前
記記憶されたサンプルデータを出力し、
　前記キャンセル信号生成手段は、前記出力されたサンプルデータの極性を反転してキャ
ンセル信号を生成することを特徴とする請求項１に記載の

前記記憶手段は、ＦＩＬＯメモリであって、当該ＦＩＬＯメモリの機能に基づいて、前
記記憶されたサンプルデータを出力し、
　前記キャンセル信号生成手段は、前記出力されたサンプルデータの極性を反転してキャ
ンセル信号を生成することを特徴とする請求項１に記載の

前記光ビームの目標値からのずれ量を担う制御信号の低域成分のみを抽出して基準信号
を生成する基準信号生成手段をさらに備え、
　前記キャンセル信号生成手段は、前記基準信号生成手段により生成された基準信号の電
圧レベルを基準として、前記記憶手段から出力されたサンプルデータの極性を反転するこ
とを特徴とする請求項２または３に記載の

前記制御信号は、前記光ビームの前記光ディスクからの反射光に基づいて生成されたエ
ラー信号であることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の

前記制御信号は、前記アクチュエータの駆動信号であることを特徴とする請求項１乃至
５の何れか一項に記載の



等により照射光が散乱され、戻り光が減少することから、エンベロープレベルを基準レベ
ルと比較して、エンベロープレベルが、先の基準レベルよりも小さくなった時、ディフェ
クトが発生したとして検出信号を出力するのである。
【０００５】
従って、ディフェクトによりエンベロープの低下が始まってから、基準レベルに到達する
までの間は、実際はディフェクトが発生しているにも拘わらず、ディフェクト検出が行わ
れていない状態が起こる。このようなディフェクトの発生から、ディフェクトが検出され
るまでのまで時間（以下「検出遅れ時間」という）には、サーボ制御装置では、ディフェ
クトの影響を受けた偽のエラー信号に基づいて制御が実行されており、この制御動作が加
速動作を促す作用をすることとなり、光ビームを目標値から大きくずらす可能性がある。
【０００６】
このような検出遅れ時間を低減するためには、基準レベルを大きくすれば（ディフェクト
検出感度を向上させれば）良いが、検出感度を向上させると、過検出となり（つまり、本
来無視して良いノイズ等に対しても反応することになり）、実際のエラー信号に基づいて
行われるフィードバック制御が中断されて、これがサーボを乱す要因になってしまう。さ
らに、エンベロープは、ＲＦ信号をＬＰＦ等に通過させて得るため、かかるＬＰＦが有す
る位相特性に基づく位相ずれ（位相遅れ）も上記検出遅れの要因となる。また、検出遅れ
の影響は、サーボ帯域が、制御の高精度化に伴って広帯域化するほど大きくなる。
【０００７】
そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、ディフェクトの検出遅れがあ
っても安定した制御を行うことができる光ディスク駆動装置におけるサーボ装置を提供す
ることを目的とする。
【０００８】
【発明を解決するための手段】
　上記の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、光ビームの目標値からのずれ量
を担う制御信号に基づいて、光ビームの光ディスク上の位置を変化せしめるアクチュエー
タを駆動制御する光ディスク駆動装置におけるサーボ制御装置において、前記光ビームの
前記光ディスクからの反射光に基づいて、ディフェクトを検出するディフェクト検出手段
と、所定のサンプリング間隔で入力される前記制御信号のサンプル値に基づいて、少なく
とも前記ディフェクト検出手段に依存する前記ディフェクトの検出遅れに相当する所定時
間内に得られる前記制御信号のサンプルデータを記憶する記憶手段と、前記記憶されたサ
ンプルデータに基づいて、前記ディフェクトの検出遅れに相当する所定時間内に得られる
前記制御信号の影響を打ち消すためのキャンセル信号を生成するキャンセル信号生成手段
と、前記ディフェクトの検出直後に前記キャンセル信号を前記制御信号として出力する出
力手段と、を備え 　

ように構成する。
【０００９】
　このように構成された発明によれば、光ビームの光ディスクからの反射光に基づいて、
光ディスク上の黒点、傷等に起因して発生するディフェクトが検出される。この直前に、
ディフェクト検出手段に依存するディフェクトの検出遅れに相当する所定時間内に得られ
る制御信号のサンプルデータが記憶される。そして、記憶されたサンプルデータに基づい
て、ディフェクトの検出遅れに相当する所定時間内に得られる偽のエラー信号に基づく制
御信号の影響を打ち消すためのキャンセル信号が生成され、かかるキャンセル信号がディ
フェクトの検出直後に制御信号として出力される。従って、ディフェクトの検出遅れの影
響で生じるサーボを乱す、偽のエラー信号に基づく制御信号が、アクチュエータに加えら
れても、それによる加速方向の力を、キャンセル信号の減速方向の力により打ち消し、光
ビームを光ディスクの目標位置からずれるのを防止することができるので、安定したサー
ボ制御を行うことができる。
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、 前記キャンセル信号生成手段は、前記記憶されたサンプルデータを
１サンプリング間隔で積分し、前記サンプルデータとして記憶された制御信号と逆極性で
該制御信号の時間幅よりも小さく、かつ、前記サンプルデータの積分値に等しいパルス信
号を、前記キャンセル信号として生成する

また、サーボを乱す偽のエラー信号に基づく偽の制御信号が



【００１２】
　請求項 に記載の発明は、請求項１に記載の光ディスク駆動装置におけるサーボ制御装
置において、前記記憶手段は、ＦＩＦＯメモリであって、当該ＦＩＦＯメモリの機能に基
づいて、前記記憶されたサンプルデータを出力し、前記キャンセル信号生成手段は、前記
出力されたサンプルデータの極性を反転してキャンセル信号を生成するように構成する。
従って、偽のエラー信号に基づく制御信号を、そのままの形で当該メモリから再生するこ
とができるので、偽のエラー信号に基づく制御信号の影響をより高い精度で打ち消すキャ
ンセル信号を容易に生成することができる。
【００１３】
　請求項 に記載の発明は、請求項１に記載の光ディスク駆動装置におけるサーボ制御装
置において、前記記憶手段は、ＦＩＬＯメモリであって、当該ＦＩＬＯメモリの機能に基
づいて、前記記憶されたサンプルデータを出力し、前記キャンセル信号生成手段は、前記
出力されたサンプルデータの極性を反転してキャンセル信号を生成するように構成する。
従って、偽のエラー信号に基づく制御信号を、そのままの形で当該メモリから再生するこ
とができるので、偽のエラー信号に基づく制御信号の影響をより高い精度で打ち消すキャ
ンセル信号を容易に生成することができる。
【００１４】
　請求項 に記載の発明は、請求項 または に記載の光ディスク駆動装置におけるサー
ボ制御装置において、前記光ビームの目標値からのずれ量を担うエラー信号の低域成分の
みを抽出して基準信号を生成する基準信号生成手段をさらに備え、前記キャンセル信号生
成手段は、前記基準信号生成手段により生成された基準信号の電圧レベルを基準として、
前記記憶手段から出力されたサンプルデータの極性を反転するように構成する。従って、
極性の反転に伴う外乱の発生を防止することができる。
【００１５】
　請求項 に記載の発明は、請求項１乃至 の何れか に記載の光ディスク駆動装置に
おけるサーボ制御装置において、前記制御信号は、前記光ビームの前記光ディスクからの
反射光に基づいて生成されたエラー信号であるように構成する。
【００１６】
従って、ディフェクトの検出遅れの影響で生じるサーボを乱す、偽のエラー信号の影響を
より高い精度で打ち消すキャンセル信号を生成することができる。
【００１７】
　請求項 に記載の発明は、請求項１乃至 の何れか に記載の光ディスク駆動装置に
おけるサーボ制御装置において、前記制御信号は、前記アクチュエータの駆動信号である
ように構成する。
【００１８】
従って、ディフェクトの検出遅れの影響で生じるサーボを乱す、偽のエラー信号に基づく
駆動信号の影響をより高い精度で打ち消すキャンセル信号を生成することができる。
【００１９】
【発明の実施形態】
以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
【００２０】
以下に説明する実施の形態は、光ディスク再生装置におけるサーボ制御装置において、光
ビームの光ディスク上の位置を変化せしめるサーボに関して本発明を適用した場合の実施
形態である。なお、光ディスクには、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、
ＣＤ－ＲＯＭなどが含まれる。
【００２１】
図１に本実施形態における光ディスク再生装置におけるサーボ制御装置１００の概略構成
の一例を示す。
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出力した直後、このように生成されたキャンセル信号を瞬時に加えることができるので、
偽のエラー信号に基づく制御信号の打ち消し効果をより増大することができる。

２

３

４ ２ ３

５ ４ 一項

６ ５ 一項



【００２２】
図１に示すように、サーボ制御装置１００は、光ピックアップ１と、信号生成部２と、制
御部３と、ディフェクト処理部４と、アクチュエータ５と、を含んで構成される。
【００２３】
光ピックアップ１は、光ディスクからの反射光を、レンズ（図示せず）を通して受光する
フォトディテクタ（図示せず）を備え、フォトディテクタとしては、例えば、周知の４分
割のフォトディテクタが用いられる。また、光ピックアップ１は、アクチュエータ５によ
り、図示しないレーザダイオード等の発光源から照射された光ビームが、光ディスク上の
適正な位置になるように駆動制御される。即ち、アクチュエータ５は、光ビームの目標値
からのずれ量を担うエラー信号に基づいて、光ビームの光ディスク上の位置を変化せしめ
る。信号生成部２は、加算器及び減算器（図示せず）によって構成され、フォトディテク
タからの出力信号からＲＦ信号およびエラー信号（トラッキングサーボの場合、トラッキ
ングエラー（ＴＥ）信号をいい、フォーカスサーボの場合、フォーカスエラー信号（ＦＥ
）信号をいう）を生成する。
【００２４】
制御部３は、加算器１０と、Ａ／Ｄ変換器１１と、補償器１２と、セレクタ１３と、Ｄ／
Ａ変換器１４と、ドライバ１５と、から構成されており、信号生成部２から供給されるエ
ラー信号に対して位相補償や低域ブースト加算等の処理を行って駆動信号（以下「ドライ
ブ信号」という）を生成し、そのドライブ信号に基づいて、アクチュエータ５を介してピ
ックアップ１における図示しない対物レンズを駆動して、上記エラー信号が「０」になる
ように制御する。
【００２５】
このように、ピックアップ１、信号生成部２、制御部３、アクチュエータ５によってサー
ボループ（クローズループ）が形成される。このようなサーボループは、ディフェクトが
検出されていない間、セレクタ１３（ＳＷ１側）により維持される。なお、このようなサ
ーボループは、周知であるので、詳しい説明は省略する。
【００２６】
次に、ディフェクト処理部４は、本発明の特徴部分であり、ディフェクト検出器１７と、
メモリ１８と、タイミング発生器１９と、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）２０と、演算器２
１と、加算器２２と、を備え、ディフェクト検出時にもサーボを安定させるためのもので
ある。ディフェクト検出器１７は、ＲＦ信号にディフェクトが発生した場合に、これを検
出し、ディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信号を生成して、タイミング発生器１９およびセレ
クタ１３に出力する。
【００２７】
図２に、ディフェクト検出器１７の内部構成の一例を示す。図２に示すように、ディフェ
クト検出器１７は、インバータ３１、ボトム検波部３２、コンパレート部３３、コンパレ
ートレベル設定部３４、インバータ３５を含んで構成される。図２に示すように、ディフ
ェクトが存在するＲＦ信号５１が入力された場合、インバータ３１により反転され、ボト
ム検波部３２に供給される。ボトム検波部３２は、信号５２の検波を行い、検波後の信号
５３をコンパレート部３３に出力する。コンパレート部３３には、コンパレートレベル設
定部３４から所定の基準レベルが供給されており、コンパレート部３３は、検波後の信号
５３が基準レベルよりも低い値の時にハイレベルの電圧を出力し、前記検波後の信号が前
記しきい値電圧より高い値の時にローレベルの電圧を出力する。インバータ３５は、コン
パレート部３３から出力された信号５４を反転し、ディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信号５
５として出力する。これにより、セレクタ１３は、上記サーボループを開放して、ディフ
ェクト処理部４からの信号を出力するようにＳＷ２側に切り換える。また、セレクタ１３
は、ディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信号５５を受けている間（ディフェクト検出期間中）
、ＳＷ２側を保持し続ける。
【００２８】
メモリ１８は、Ａ／Ｄ変換器１１にて所定のサンプリング間隔でサンプリングされ、補償
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器１２によって補償されたエラー信号であるドライブ信号（サンプル値）を記憶する。メ
モリ１８には、例えば、所定のメモリ長のＦＩＦＯ（ファーストイン　ファーストアウト
）メモリや、ＦＩＬＯ（ファーストイン　ラストアウト）メモリを用い、タイミング発生
器１９から指令があるまで、ドライブ値を記憶し、逐次更新する。タイミング発生器１９
は、ディフェクト検出器１７からディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信号を受けると、メモリ
１８に対して、再生指令を与える。なお、メモリ１８は、かかる再生指令を受けた時点に
おいて、ディフェクト検出器１７に依存するディフェクトの検出遅れに相当する所定時間
内に得られるドライブ信号のサンプルデータを記憶している。このサンプルデータは、図
３（Ｃ）に示すようなつの状の偽エラー信号を補償器１２で補償することによって生成さ
れたもので、これが再生指令により、偽ドライブ信号としてメモリ１８から出力されるこ
ととなる。
【００２９】
また、タイミング発生器１９は、メモリ１８に対して、再生指令を与える際に、再生する
サンプルデータのアドレスも指定する。これにより、メモリ１８は、記憶モードから再生
モードに移行され、指定されたアドレスから偽ドライブ信号が再生される。ＬＰＦ２０は
、補償器１２から出力されたドライブ信号の低域成分のみを抽出し、適正なドライブ値を
得る。これにより、基準信号が生成され、演算器２１および加算器２２に出力されること
となる。
【００３０】
なお、ＬＰＦ２０の代わりに、ディスクの回転に同期した信号だけを出力する周回フィル
タを用いても構わない。周回フィルタは、例えば、光ディスクが１回転する間に得られる
所定数のサンプルポイントの各々に対して、同一周期内ではなく、所定周期分、例えば、
図１３に示すように、４周期分の同一サンプルポイント間の平均（フィルタリング）を取
る作用を担うものである。これにより、光ディスクの回転に同期した信号成分を抽出する
ことができる。光ディスクの駆動系に大きな変動（外乱）がなければ、周回フィルタの出
力は、ほぼ同じ軌跡を通ることとなる。つまり、予測がつくことになり、周回フィルタ以
外の前置ホールドやＬＰＦで得られる置換信号に比べて、より精度が高い信号が得られる
こととなる。図１４は、ＬＰＦによる場合と、前置ホールドによる場合と、周回フィルタ
による場合の基準信号出力波形を比較した図である。図１４から明らかな通り、周回フィ
ルタによる場合（Ｃ）の基準信号は、ＬＰＦによる場合（Ａ）と前置ホールドによる場合
（Ｂ）と比較して、ディフェクトが発生していない状態で得られるドライブ信号（または
、エラー信号）により近い信号となっている。
【００３１】
演算器２１は、偽ドライブ信号の極性を反転（折り返す）して、偽ドライブ信号の影響を
打ち消すためのキャンセル信号を生成する。ここで、かかる反転は、図４（Ａ）に示すよ
うに、０Ｖに対して行われるのではなく、ＬＰＦ２０から出力された基準信号の電圧レベ
ルを基準として行われる。つまり、基準信号をゼロレベルとした時の偽ドライブ信号の振
幅値に対して極性を反転するのである。そして、加算器２２は、基準信号にキャンセル信
号を加算して出力する。こうして、偽ドライブ信号が出力された直後に、偽ドライブ信号
と同量で、かつ、逆極性のキャンセル信号がセレクタ１３を介して、Ｄ／Ａ変換器１４お
よびドライバ１５に出力される。演算器２１において、基準信号を基準として反転するの
は、ドライブ信号は、極めて０Ｖに近い値であるが、光ピックアップ１の適正な位置を保
つために、若干０Ｖからずれており、０Ｖに対して折り返すと、図４（Ｂ）に示すように
、外乱が生じ、サーボを乱すこととなるからである。このようなキャンセル信号による補
正により、偽ドライブ信号による加速パルスの影響をキャンセルすることができ、その後
のディフェクト検出期間中、徐々に相対位置（信号面と焦点位置、トラックとビーム位置
）がずれていくことを防止することができる。また、偽ドライブ信号の出力後のディフェ
クト検出期間中は、ＬＰＦ２０からの基準信号のみが、セレクタ１３を介して出力される
。
【００３２】
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なお、上記加算器２２を使用する代わりにセレクタを使用し、演算器２１からのキャンセ
ル信号と、ＬＰＦ２０からの基準信号とを、タイミング発生器１９からの切り換え信号に
基づいて、適宜、当該セレクタを切り換えて出力するように構成しても構わない。例えば
、タイミング発生器１９が、ディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信号を受けると、演算器２１
からのキャンセル信号を出力する側にスイッチを設定する信号（図１の符号５０部）を出
力し、所定回数カウントした後、ＬＰＦ２０からの基準信号を出力する側にスイッチを設
定する信号を出力するように構成する。
【００３３】
次に、本実施形態におけるサーボ装置１００の動作を図５乃至図７のフローチャートに基
づいて説明する。
【００３４】
光ディスクがセットされて、サーボ装置１００が起動すると、光ピックアップ１から読み
込まれた信号に基づき、信号生成器２にて、ＲＦ信号およびエラー信号が生成される。そ
して、ＲＦ信号はディフェクト検出器１７に、エラー信号は、加算器１０を介してＡ／Ｄ
変換器１１にそれぞれ出力される。Ａ／Ｄ変換器１１に出力されたエラー信号は、そこで
、所定のサンプリング間隔でサンプリングされ、補償器１２に出力される（Ｓ１）。補償
器１２では、サンプリングされたエラー信号の位相補償および低域ブースト加算等の処理
を行い、ドライブ信号として出力する（Ｓ２）。補償器１２から出力されたドライブ値は
、メモリ１８の所定のメモリ長に従って、メモリ１８に更新可能に記憶される（Ｓ３）。
【００３５】
次に、ディフェクト検出器１７では、ＲＦ信号にディフェクトがあるか否かが判断される
（Ｓ４）。ＲＦ信号にディフェクトが無い場合には、図６に示す通常のサーボ処理が行わ
れる（Ｓ５）。即ち、補償器１２から出力されたドライブ信号は、セレクタ１３（ＳＷ１
側）、Ｄ／Ａ変換器１４、ドライバ１５、アクチュエータ５、ピックアップ１、および信
号生成部２を介して加算器１０にフィードバックされるとともに、ドライブ信号として、
アクチュエータ５に出力される（Ｓ５１）。これにより、光ピックアップ１は、図示しな
いレーザダイオード等の発光源から照射された光ビームが、光ディスク上の適正な位置に
なるように駆動制御される。また、この間、補償器１２から出力されたドライブ値は、メ
モリ１８に逐次更新されつつ記憶される（Ｓ５２）。
【００３６】
一方、ＲＦ信号にディフェクトがある場合には、図７に示すディフェクト処理が行われる
（Ｓ６）。即ち、先ず、ディフェクト検出器１７にて、ディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信
号が生成される（Ｓ６１）。また、ディフェクト検出器１７にてディフェクトが検出され
るまで、偽エラー信号に基づくドライブ値がメモリ１８に記憶される（Ｓ６２）。次に、
生成されたディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信号が、セレクタ１３およびタイミング発生器
１９に出力される（Ｓ６３）。これにより、セレクタ１３は、ＳＷ１側からＳＷ２側に切
り換えられ、サーボループはオープンとなる。ここで、サーボループがオープンする直前
は、ディフェクト検出器１７に依存するディフェクトの検出遅れに相当する所定時間、メ
モリ１８に記憶されたのに相当する偽ドライブ信号が、セレクタ１３（ＳＷ１側）および
Ｄ／Ａ変換器１４を介して、ドライバ１５に出力されることとなる。タイミング発生器１
９は、ディフェクト（ＤＦＣＴ）検出信号を受けると、メモリ１８に対して再生指令を与
えるとともに、再生するドライブ信号のサンプルデータのアドレスを指定する（Ｓ６４）
。これにより、メモリ１８は、記憶モードから再生モードに切り換えられ、ディフェクト
検出直前に記憶された偽ドライブ信号を再生する（Ｓ６５）。
【００３７】
例えば、メモリ１８がＦＩＦＯメモリの場合には、図８（Ａ）に示すように、始めに記憶
されたサンプルデータから順に再生される。一方、メモリ１８がＦＩＬＯメモリの場合に
は、図８（Ｂ）に示すように、最後に記憶されたサンプルデータから順に再生される。こ
のように、ＦＩＦＯメモリ若しくはＦＩＬＯメモリを用いれば、偽ドライブ信号をそのま
まの形で再生することができるので、後に、偽ドライブ信号の影響をより高い精度で打ち
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消すキャンセル信号を生成することができる。また、このような再生は、メモリ１８のア
ドレスがシフトされて行われるが、例えば、図９に示すように、サンプルデータが再生さ
れる度に、メモリ１８のアドレスに、「０」を書き込むようにする。これにより、一定時
間が経過した後、自動的にキャンセル信号による補正が終了することとなる。
【００３８】
次に、演算器２１では、ＬＰＦ２０から出力された基準信号の電圧レベルを基準として、
メモリ１８から再生された偽ドライブ信号の極性を反転（折り返す）して、キャンセル信
号を生成し、加算器２２に出力する（Ｓ６６）。加算器２２では、ＬＰＦ２０から出力さ
れた基準信号に、演算器２２から出力されたキャンセル信号を加算して、セレクタ２２等
を介して、アクチュエータ５に出力する（Ｓ６７）。こうして、図１０（Ｃ）に示すよう
に、ディフェクト検出直前に、セレクタ１３等を介して、アクチュエータ５に出力された
偽ドライブ信号の直後に、かかる偽ドライブ信号の影響を打ち消すキャンセル信号が、ア
クチュエータ５に出力されることとなる。これにより、図１０（Ｄ）に示すように、光ピ
ックアップ１に加えられた偽ドライブ信号の加速方向の力を、キャンセル信号の減速方向
の力により打ち消し、安定したサーボ、即ち、光ビームを光ディスクの目標位置からずれ
るのを防止することができる。
【００３９】
なお、上記実施形態においては、メモリ１８に記憶された偽ドライブ信号のサンプルデー
タをそのままの形で極性を反転してキャンセル信号として生成したが、この他にも、以下
の方法によりキャンセル信号を生成するように構成してもよい。
【００４０】
即ち、演算器２２において、メモリ１８に記憶されたサンプルデータを得た後、積分し、
その結果得られた積分値に等しい逆極性のパルス信号を生成して、これをキャンセル信号
として出力するのである。これにより、上記にて説明したサンプルデータをそのままの形
で極性を反転したキャンセル信号に近い効果を得ることができる。
【００４１】
さらに、この場合において、かかるパルス信号の時間幅を、偽ドライブ信号の時間幅より
極力小さくし、例えば、図１１（Ａ）に示すように、１クロック乃至は２クロックで、偽
ドライブ信号の積分値と等しい逆極性のパルス信号を生成しキャンセル信号として出力す
る。この場合の計算方法を、図１１（Ｂ）を参照して説明すると、例えば、メモリ１８に
記憶されたサンプルデータが４サンプル分あるとした場合、ディフェクト検出前、４サン
プル分のサンプルデータを１サンプル時間間隔で、逐次、演算器２２にて積分（加算）す
る。そして、ディフェクトが検出された場合に、演算器２２から、ディフェクト検出直前
に、積分したデータをパルス信号として、かつ、極性を反転（基準信号の電圧レベルに対
して）させてキャンセル信号として出力すれば、上記にて説明したサンプルデータをその
ままの形で極性を反転したキャンセル信号よりも、より高い精度で偽ドライブ信号の影響
を打ち消すことができる。
【００４２】
なお、上記実施形態においては、ディフェクト検出信号（ＤＦＣＴ）がハイレベルになる
直前にドライバ１５に対して供給される偽ドライブ信号の極性が正極性であったために、
キャンセル信号の極性は負極性としたが、この偽ドライブ信号の極性が負極性であった場
合には、キャンセル信号の極性は正極性とすれば良い。
【００４３】
また、上記実施形態においては、制御信号としてエラー信号を位相補償する補償器１２か
ら出力されるドライブ信号をディフェクト処理部４に入力し、キャンセル信号を生成する
例について説明したが、別の実施例として、図１２に示すように、構成してもよい。図１
２の例では、補償器１２への入力信号、つまり、エラー信号をディフェクト処理部４に供
給し、キャンセル信号を生成した後、ディフェクト検出信号に応じて選択的に補償器１２
の入力信号として供給する。このように構成しても、図１を参照して説明した実施形態と
同様の効果が得られる。
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【００４４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ディフェクトの検出遅れにより偽エラー信号が、ア
クチュエータに加えられても、それによる加速方向の力を、キャンセル信号の減速方向の
力により打ち消し、光ビームを光ディスクの目標位置からずれるのを防止することができ
るので、安定したサーボ制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態におけるサーボ制御装置の概略構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態におけるサーボ制御装置におけるディフェクト検出器の内部構成の一
例を示す図である。
【図３】ディフェクト発生時に生じる偽エラー信号を示す図である。
【図４】メモリから再生された偽ドライブ信号の極性を反転させるようすを示す図である
。
【図５】本実施形態におけるサーボ制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】図５における通常のサーボ処理を示すフローチャートである。
【図７】図５におけるディフェクト処理を示すフローチャートである。
【図８】ＦＩＦＯメモリ、若しくは、ＦＩＬＯメモリから偽ドライブ信号が出力されるよ
うすを示す図である。
【図９】ＦＩＦＯメモリの再生モード時におけるアドレスシフトのようすを示す図である
。
【図１０】ディフェクト発生時おけるサーボ制御装置の各信号波形を示す図である。
【図１１】偽ドライブ信号のサンプルデータを積分してキャンセル信号とした時の一例を
示す図である。
【図１２】本実施形態におけるサーボ制御装置の概略構成の図１とは別の一例を示す図で
ある。
【図１３】所定周期分の周回フィルタの出力波形を示す図である。
【図１４】ＬＰＦによる場合と、前置ホールドによる場合と、周回フィルタによる場合の
基準信号出力波形を比較した図である。
【符号の説明】
１　光ビックアップ
２　信号生成部
３　制御部
４　ディフェクト処理部
５　アクチュエータ
１０　加算器
１１　Ａ／Ｄ変換器
１２　補償器
１３　セレクタ
１４　Ｄ／Ａ変換器
１５　ドライバ
１７　ディフェクト検出器
１８　メモリ
１９　タイミング発生器
２０　ローパスフィルタ（ＬＰＦ）
２１　演算器
２２　加算器
３１　インバータ
３２　ボトム検波部
３３　コンパレート部
３４　コンパレートレベル設定部
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３５　インバータ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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