
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報の単位であるセクターが定義され、
上記セクターが１個以上集まって構成されるエラー訂正ブロックが記録データとして定義
され、
前記エラー訂正ブロックの少なくとも一部が記録されるユーザデータ記録領域と、複数の
前記ユーザデータ記録領域の間に配置される中間領域とを含み、
前記ユーザデータ記録領域及び前記中間領域を 配列した記録トラックは、

ウォーブル形成されており、
前記中間領域では、前記ユーザデータ記録領域に対応した同期合わせ用として前記ウォー
ブルのパターンで表現されたデータの領域が含まれており、

さらに前記記録データの記録位置に対応した特定のウォーブルパターンの開始
位置から後方にずれた位置が前記記録データの記録開始位置に設定され、

ことを特徴とする多目的情報記憶媒体。
【請求項２】
情報の単位であるセクターが定義され、
上記セクターが１個以上集まって構成されるエラー訂正ブロックが記録データとして定義
され、
前記エラー訂正ブロックの少なくとも一部が記録されるユーザデータ記録領域と、複数の
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前記ユーザデータ記録領域の間に配置される中間領域とを含み、
前記ユーザデータ記録領域及び前記中間領域を 配列した記録トラックは、

ウォーブル形成されており、
前記中間領域では、前記ユーザデータ記録領域に対応した同期合わせ用として前記ウォー
ブルのパターンで表現されたデータの領域が含まれており、

さらに前記記録データの記録位置に対応した特定のウォーブルパターンの開始
位置から後方にずれた位置が前記記録データの記録開始位置に設定され、

ことを特徴とする情報記憶方法。
【請求項３】
情報の単位であるセクターが定義され、
上記セクターが１個以上集まって構成されるエラー訂正ブロックが記録データとして定義
され、
前記エラー訂正ブロックの少なくとも一部が記録されるユーザデータ記録領域と、複数の
前記ユーザデータ記録領域の間に配置される中間領域とを含み、
前記ユーザデータ記録領域及び前記中間領域を 配列した記録トラックは、

ウォーブル形成されており、
前記中間領域では、前記ユーザデータ記録領域に対応した同期合わせ用として前記ウォー
ブルのパターンで表現されたデータの領域が含まれており、

さらに前記記録データの記録位置に対応した特定のウォーブルパターンの開始
位置から後方にずれた位置が前記記録データの記録開始位置に設定され、

前記特定のウォーブルパターンが再生されて参照され、前記先行する記録単位の記録デー
タの再生の次に再生すべき前記記録データの再生が行われることを特徴とする情報再生方
法。
【請求項４】
情報の単位であるセクターが定義され、
上記セクターが１個以上集まって構成されるエラー訂正ブロックが記録データとして定義
され、
前記エラー訂正ブロックの少なくとも一部が記録されるユーザデータ記録領域と、複数の
前記ユーザデータ記録領域の間に配置される中間領域とを含み、
前記ユーザデータ記録領域及び前記中間領域を 配列した記録トラックは、

ウォーブル形成されており、
前記中間領域では、前記ユーザデータ記録領域に対応した同期合わせ用として前記ウォー
ブルのパターンで表現されたデータの領域が含まれており、

さらに前記記録データの記録位置に対応した特定のウォーブルパターンの開始
位置から後方にずれた位置が前記記録データの記録開始位置に設定され、

前記特定のウォーブルパターンが再生されて参照され、前記先行する記録単位の記録デー
タの再生の次に再生すべき前記記録データの再生を行う手段を有することを特徴とする情
報再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光記録媒体、光学的再生が可能な情報記憶媒体、情報記憶媒体に記録するデ
ータ構造、情報再生装置、情報記録再生装置、情報再生方法、情報記録再生方法に関わる
。またこの発明は、上記データ構造を利用した通信設備にも適用が可能である。
【０００２】
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またこの発明の実施例では、情報記憶媒体に記録するデータフォーマット（記録データ形
式）の改良または情報記憶媒体に情報を記録する記録方法または再生方法の改良と情報再
生装置または情報記録再生装置の改良を説明している。
【０００３】
またこの発明が有効とされる例としては、次世代ＤＶＤフォーマット、次世代ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭの記録フォーマット、次世代ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷの記録フォーマット、次世代のＤＶＤ
－ＲＯＭとＤＶＤ－Ｒ／ＲＷまたはＤＶＤ－ＲＡＭ間の互換性確保技術として有効である
。
【０００４】
【従来の技術】
近年、情報記録密度が高密度化された光ディスクの分野では、各種のフォーマットが混在
するようになっている。光ディスクとしては、再生専用の情報記憶媒体（ＤＶＤ－ＲＯＭ
）、追記可能な情報記憶媒体（ＤＶＤ－Ｒ）、書き換え可能な情報記憶媒体（ＤＶＤ－Ｒ
ＷまたはＤＶＤ－ＲＡＭ）、が開発されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように各種のフォーマットが混在する光ディスクの分野では、ユーザ側、メーカ側

って、再生、記録装置などを購入、製造する上で不便である。
【０００６】
そこで本発明は、上記問題を鑑み、各種の情報記録媒体に対して、互換性の優れたデータ
構造を開発し、そのデータの再生方法、記録方法、再生装置、記録装置、記録再生方法及
び装置、さらには記録媒体を提供することを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明は、情報の単位であるセクターが定義され、上記セクターが１個以上集まって構
成されるエラー訂正ブロックが記録データとして定義され、前記エラー訂正ブロックの少
なくとも一部が記録されるユーザデータ記録領域と、複数の前記ユーザデータ記録領域の
間に配置される中間領域とを含み、前記ユーザデータ記録領域及び前記中間領域を
配列した記録トラックは、 ウォーブル形成されており、前記中間領域では、前
記ユーザデータ記録領域に対応した同期合わせ用として前記ウォーブルのパターンで表現
されたデータの領域が含まれており、 さらに前記
記録データの記録位置に対応した特定のウォーブルパターンの開始位置から後方にずれた
位置が前記記録データの記録開始位置に設定され、

ことを基本としている。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【０００９】
まず、本発明の着目している点を分りやすくするために、現行の光ディスクにおけるデー
タ構造と、その再生手段、或は記録手段などを説明する。
【００１０】
ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク；ＤｉｇｉｔａｌＶｅｒｓａｔｉｌｅＤｉｓｃ）
規格はＤＶＤフォーラムで作成した規格書に記載されている。ここでは“メインデータ（
ＭａｉｎＤａｔａ）のスクランブル（Ｓｃｒａｍｂｌｅ）方法”、“セクター内のデータ
構造”、“ＥＣＣ（ＥｒｒｏｒＣｏｒｒｅｃｔｉｏｎＣｏｄｅ）ブロックの構成方法”、
“ＳＹＮＣＣｏｄｅ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｃｏｄｅ：再生時の同期合わせコード）の
パターンとその挿入方法”、が、全て再生専用の情報記憶媒体（ＤＶＤ－ＲＯＭ）、追記
可能な情報記憶媒体（ＤＶＤ－Ｒ）、書き換え可能な情報記憶媒体（ＤＶＤ－ＲＷまたは
ＤＶＤ－ＲＡＭ）で共通化されており、再生時のフォーマット上の互換性を確保している
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。
【００１１】
本発明においては、上記のように記録フォーマット（情報記憶媒体上に記録される情報の
データ構造）が、再生専用の情報記憶媒体（ＤＶＤ－ＲＯＭ）、追記可能な情報記憶媒体
（ＤＶＤ－Ｒ）、書き換え可能な情報記憶媒体（ＤＶＤ－ＲＷまたはＤＶＤ－ＲＡＭ）で
共通化され、再生時のフォーマット上の互換性を確保している情報記憶媒体の事を“多目
的情報記憶媒体（ＤｉｇｉｔａｌＶｅｒｓａｔｉｌｅＤｉｓｋ）”、（再生専用目的、追
記目的、書き換え目的のそれぞれの目的に適応できるの意味）と定義する。
【００１２】
［各種ディスクに対して着目した点］
ここで、各種光ディスクの特徴を述べ、その問題点についても述べる。
【００１３】
（Ａ）　追記可能な情報記憶媒体としてＤＶＤ－Ｒが現存している。
【００１４】
ＤＶＤ－Ｒは再生専用情報記憶媒体であるＤＶＤ－ＲＯＭと全く同じフォーマットでデー
タが記録され、一連の記録終了位置にはスクランブル・変調前の元データとしてネクスト
ボーダーマーカー（“ＮｅｘｔＢｏｒｄｅｒＭａｒｋｅｒ”）、記録後に“００”の繰り
返しデータが長期間記録されているボーダーアウトエリア（ＢｏｒｄｅｒｏｕｔＡｒｅａ
）を記録する。
【００１５】
その後、更に新たな情報を追記する場合には、ＢｏｒｄｅｒｏｕｔＡｒｅａの後にボーダ
ーインエリア（ＢｏｒｄｅｒｉｎＡｒｅａ）を記録した後、ユーザ情報（ＤＶＤ－ＲＯＭ
と全く同じフォーマット）を記録し、ユーザ情報記録終了後に再びＢｏｒｄｅｒｏｕｔＡ
ｒｅａを記録する。
【００１６】
そのような方法を採用した場合には１枚の情報記憶媒体上で頻繁にユーザ情報の追記を行
うとＢｏｒｄｅｒｏｕｔ／Ｂｏｒｄｅｒｉｎのユーザ情報から見た場合の不要な記録領域
が増え、１枚の情報記憶媒体上に記録可能なユーザ情報量が低下する（記録効率の低下が
発生する）と言う問題が発生する。
【００１７】
このように追記毎にＢｏｒｄｅｒｉｎ／Ｂｏｒｄｅｒｏｕｔを記録する必要な理由として
は以下のような理由がある。
【００１８】
（Ａ１）　理由：アクセス時のトラッキング安定性を確保するため。
【００１９】
ＤＶＤ－ＲＯＭの規格化と製品化の後でＤＶＤ－Ｒの規格化と製品化が行われた。ＤＶＤ
－Ｒディスク（追記形情報記憶媒体）に記録された情報は、既に先に製品化されたＤＶＤ
－ＲＯＭディスクに対する再生専用の情報再生装置で再生可能な必要が有った。現在ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭディスク再生時に行われるトラックずれ検出方法はほとんどがＤＰＤ（位相差
検出；ＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌＰｈａｓｅＤｅｔｅｃｔｉｏｎ）法が用いられている。
【００２０】
未記録状態でのＤＶＤ－Ｒディスクは連続溝（Ｐｒｅｇｒｏｏｖｅ）が形成され、未記録
場所でのトラックずれ検出法はプッシュプル（Ｐｕｓｈ－Ｐｕｌｌ）法が利用されている
。ＤＶＤ－Ｒディスクでの既記録領域では上記の理由からＤＰＤ法でトラックずれ検出が
可能になっている。
【００２１】
従ってＤＶＤ－Ｒディスクでは既記録領域と未記録領域ではトラックずれ検出方法が異な
る。この様な状況では例えば光学ヘッド全体を移動させて再生位置を移動させる粗アクセ
スを行った直後からの既記録領域のデータ再生を試みた時に、粗アクセスの段階で光学ヘ
ッドが誤って未記録領域に移動し、トラッキングを掛けようとするとＤＰＤでのトラック
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ずれ検出が不可能なためトラッキングが掛からないと言う問題が生じる。そこで、Ｂｏｒ
ｄｅｒｉｎ／Ｂｏｒｄｅｒｏｕｔを記録することでトラッキングが安定化するようにして
いる。
【００２２】
（Ａ２）　理由：追記前の既記録領域データと追記後のデータ間の同期ずれの問題点を解
決するため。
【００２３】
ＤＶＤ－Ｒディスク上で既記録領域の直後から別のデータをＤＶＤ－ＲＯＭのフォーマッ
トに則って追記した場合の問題点を説明する。この場合には情報記録再生装置内の記録パ
ルス作成用に用いられる基準クロックの周波数と位相がその直前に存在する既記録領域の
データを記録した時の（過去の）基準クロックの周波数と位相が完全に一致できないため
、追記前の既記録領域データと追記後のデータ間の同期ずれが発生する。従ってこのよう
に追記した場合には、追記開始位置を境界としてその前後のデータ間で位相ずれが発生し
、ビットシフトエラーが発生しやすくなる。そのため、新たに追記する場合には追記前の
既記録領域の後ろにＢｏｒｄｅｒｏｕｔＡｒｅａを配置し、また追記場所ではユーザデー
タを記録する前にＢｏｒｄｅｒｉｎＡｒｅａを配置する事で追記開始位置を境界としたそ
の前後のユーザデータ間の物理的距離を離し、ＢｏｒｄｅｒｉｎＡｒｅａ内で情報再生装
置の同期合わせをし直す事で追記開始位置を境界とした前後のユーザデータ位置での同期
合わせ精度を確保している。
【００２４】
（Ｂ）　書き換え可能な情報記憶媒体としてＤＶＤ－ＲＷが存在している。
【００２５】
ＤＶＤ－ＲＷでの情報の書き換え方法としてリストリクテッドオーバーライト（Ｒｅｓｔ
ｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒｗｒｉｔｅ）と言う記録方法が有る。この方法は上記のＢｏｒｄｅ
ｒｉｎ／Ｂｏｒｄｅｒｏｕｔを記録せずに、既に記録されたデータの後から次のデータを
追記または書き換えが可能な記録方法である。
【００２６】
しかしこのＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒｗｒｉｔｅによる記録方法は既に記録されたデ
ータの一部を破壊して新データの書き換えを行うため、既に記録されたデータの信頼性を
著しく低下させてしまう。このようにＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒｗｒｉｔｅによる記
録方法を用いた場合に既に記録されたデータの一部を破壊する理由（問題点）は下記の通
りとなる。
【００２７】
（Ｂ１）　追記または書き換え情報を再生するために必要な同期合わせ準備領域がＤＶＤ
－ＲＯＭには存在しない。
【００２８】
即ち、現状のＤＶＤ－ＲＯＭではＡＶ（Ａｕｄｉｏ＆Ｖｉｄｅｏ）情報の再生やプログラ
ムのインストールを主な主目的としているため、アクセスの高速性への要求や再生開始時
間までの時間短縮への要求がそれ程大きく無い。従って現状のＤＶＤ－ＲＯＭに記録され
ているデータのデータ構造として特定の同期合わせ用の情報として用いられるＶＦＯ（可
変周波数オシレータ；ＶａｒｉａｂｌｅＦｒｅｑｕｅｎｃｙＯｓｃｉｌｌａｔｏｒ）の記
録領域が無くユーザデータが連続して記録されたデータ構造を取っている。
【００２９】
情報再生装置がＤＶＤ－ＲＯＭディスクから情報を再生する場合には、適当な位置へ光学
ヘッドがアクセスし、既に記録されているユーザデータからの再生信号を用いて同期合わ
せを行う。従って、この方法ではアクセス直後の再生データに対しては同期合わせが完了
し無いのでユーザデータに対する解読はできない。アクセス終了後、しばらくして同期合
わせが完了した所からユーザデータの再生・解読が可能となる。このＤＶＤ－ＲＯＭのデ
ータ構造に合わせた状態でセクター単位でのデータの追記または書き換えを行おうとする
と、上記（２）で説明したように既記録済みのセクターのデータとその直後に追記または
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書き換えを行ったセクターデータとの間に同期ずれが発生し、その前後を連続して安定に
再生する事が不可能となる。
【００３０】
上記の問題に対して暫定的な解決案として次のような方法を採用している。つまりＤＶＤ
－ＲＷでのＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒｗｒｉｔｅモードでは、ＤＶＤ－ＲＯＭで同期
合わせ用のＶＦＯが存在しない。その代わりに、同期合わせ用の準備領域（助走期間）と
して記録開始位置の直前の既記録なセクターデータを一部潰して同期合わせ用の準備領域
を作成している。同期合わせ用の準備領域を検出し、記録開始位置を判定し、記録開始位
置からの正確な再生を可能としている。
【００３１】
ＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒｗｒｉｔｅの方法では、新規に追記または書き換えを行っ
た部分の記録開始位置からデータの再生・解読が可能なように、事前の同期合わせが完了
する方法になっている。
【００３２】
しかしこの方法では、新規に追記または書き換えを開始する直前の既記録データが（同期
合わせ用の準備領域作成のために）破壊され、その破壊された部分での再生動作の信頼性
が大幅に欠如する。
【００３３】
（Ｃ）　再生専用の情報記憶媒体としてＤＶＤ－ＲＯＭが存在している。
【００３４】
（Ｃ１）　ＤＶＤ－ＲＯＭでは、データがセクタ（Ｓｅｃｔｏｒ）単位で記録され、所望
ポイントがアクセスされる時には、各Ｓｅｃｔｏｒの先頭位置に記録されている識別デー
タ（ＩｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＤａｔａ；本発明実施例のＤａｔａＩＤ１に対応）の
情報が再生される。これにより、各Ｓｅｃｔｏｒの位置（アドレス）情報を確認できる仕
組みになっている。しかし現行のＤＶＤ－ＲＯＭでは１６Ｓｅｃｔｏｒｓがまとまって１
ＥＣＣブロック（ＥｒｒｏｒＣｏｒｒｅｃｔｉｏｎＣｏｄｅ）を構成しているため、ＥＣ
Ｃブロックの先頭に位置しているＳｅｃｔｏｒから順次情報を再生する必要がある。現行
では直接ＥＣＣブロックの先頭位置を見いだす方法が無く、順次ＳｅｃｔｏｒのＩｄｅｎ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＤａｔａを解読しながら順番にＳｅｃｔｏｒ毎に追って再生して行
くしか無く、ＥＣＣブロックの先頭位置へのアクセスに時間が掛かる。
【００３５】
そこで本発明は、次世代ＤＶＤ－ＲＯＭと次世代ＤＶＤ－Ｒの互換性を確保しつつ次世代
ＤＶＤ－Ｒで既記録のユーザデータを破壊せずにセグメント単位の追記を行えるようにす
ることを目的としている。
【００３６】
すなわち、上記の内容をさらに詳細な言葉で表現すると、セグメント（Ｓｅｇｍｅｎｔ）
単位での情報の追記または書き換え可能な情報記憶媒体との互換性を確保する再生専用の
情報記憶媒体を提供する。また、上記追記または書き換え可能な情報記憶媒体に於いてＳ
ｅｇｍｅｎｔ単位での追記または書き換えを行っても既に記録された領域のデータを破壊
する事無く記録されたデータに対する高い信頼性を確保するものである。
【００３７】
このような目的を実現できる、情報記憶媒体のデータ構造（記録フォーマット）、もしく
は情報記憶媒体への記録方法、再生方法、情報記録再生装置、情報再生装置を提供する。
【００３８】
また、本発明では次世代ＤＶＤ－ＲＯＭ単体としてもＥＣＣブロックの先頭位置へのアク
セスの高速化を可能とする情報記憶媒体のデータ構造（記録フォーマット）、それに適し
た情報記憶媒体への記録方法及び再生方法、または情報記録再生装置及び情報再生装置を
提供する事も目的としている。
【００３９】
［各図が示している概要の説明］
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次に、各図面に示した内容について説明する。
【００４０】
図１、図２は、本発明の基本的な考え方を説明するために示している。図３には本発明に
係る再生専用情報記憶媒体又は情報記憶媒体の再生専用領域内における１セグメント領域
（連続データの記録単位）を説明するために示している。
【００４１】
図４、図５では、本発明に係る情報記憶媒体上のデータ配置方法による利点を説明するた
めに示している。そして図６は、本発明に係る記録可能な情報記憶媒体の記録領域（追記
可能領域又は書換え可能領域）内における１セグメント領域（連続データの記録単位）を
説明するために示している。そして図７は、本発明に係る記録可能な情報記憶媒体の記録
領域（追記可能領域又は書換え可能領域）内におけるユーザデータ記録方法の第１の例を
示している。図８、図９は、記録可能な情報記憶媒体上の構造と、図７に示したユーザデ
ータ記録方法を説明するために示している。図８、図９においては、ＥＣＣブロックの開
始位置と非開始位置とでウォーブル変調パターンを変えた例を示している。しかし、これ
以外に記録開始位置決め用目印内に、この目印（或はセグメント）がＥＣＣブロック内の
何処に位置するかを示す存在位置を示す情報（例えばセグメントＩＤ情報など）が予め記
録されてもよい。
【００４２】
図１０は、図８、図９に示した隙間領域の必要性を説明するために示している。更に図１
１、図１２は、本発明に係る記録可能な情報記憶媒体の記録領域（追記可能領域又は書換
え可能領域）内におけるユーザデータ記録方法の第２、第３の例を示している。
【００４３】
図１３、図１４、図１５、図１６は、本発明におけるＥＣＣブロックを説明するために示
している。図１７、図１８、図１９は、１物理セクタデータ内のシンクフレーム構造を説
明するために示している。図２０は、本発明に係る同期コードを説明するために示してい
る。図２０において、同期位置検出用コード１２１のパターンは、“１”と“１”の間隔
が、（１）変調規則で発生し得る最大長よりも長くする（図の例では、“０”が“ｋ＋３
個”続いている。（２）変調規則で発生し得る最密（最小）長さを含まない（“０”を“
２個”続けるパターンが含まれている）。
【００４４】
図２１は、１物理セクタ内の同期コードの配列例を示している。この配置構造は、再生専
用領域、記録領域共に同じ配置構造が採用される。図２２、図２３は、同期コード内のシ
ンクフレーム位置識別コードの並び順から、１物理セクタデータ内のシンクフレーム位置
を割り出すための方法を説明するために示している。
【００４５】
図２４、図２５、図２６、図２７は、本発明の情報記憶媒体上に記録される共通データ構
造の他の例を説明するために示している。
【００４６】
図２８は、情報記録再生装置の記録系の構成を示している。図２９は、情報記録再生装置
の再生系の構成を示している。図３０は、スクランブル回路の内部構造を示している。図
３１は、デスクランブル回路の内部構造を示している。
【００４７】
図３２、図３３、図３３、図３５は、情報記録再生装置が情報記憶媒体上の所定位置へア
クセスするときの制御方法を示した図。図３６は、情報記録再生装置における記録方法又
は書換え方法の説明図である。
【００４８】
［要部となる点の説明］
次に、具体的に本実施例における要部となる点を、コンパクトに説明する。
【００４９】
まず、（１）のアクセス時のトラッキング安定性を確保するための課題に対しては、再生
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専用の情報記憶媒体（次世代のＤＶＤ－ＲＯＭ）と、追記可能な情報記憶媒体の内、１回
のみの記録可能な情報記憶媒体（次世代のＤＶＤ－Ｒ）と書き換え可能な情報記憶媒体（
次世代のＤＶＤ－ＲＷまたは次世代のＤＶＤ－ＲＡＭ）との間で、リードインエリア（Ｌ
ｅａｄｉｎＡｒｅａ）の物理形状及びそのエリアのデータ構造を同様な形態（共通化）と
し、このＬｅａｄｉｎＡｒｅａでのトラックずれ検出法を共通化する。
【００５０】
そうする事で情報記憶媒体の種類に依らずＬｅａｄ－ｉｎＡｒｅａは安定にトラックずれ
補正が行われる（例えばＤＰＤ（ＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌＰｈａｓｅＤｅｔｅｃｔｉｏ
ｎ）法をトラックずれ検出に用いる）と共に非常に信頼性の高い再生信号とその識別情報
が得れる。更にそのＬｅａｄｉｎＡｒｅａ内に上記情報記憶媒体の種類を示すメディア識
別情報を記録しておく。
【００５１】
それにより安定に情報記憶媒体の種類を検出し、各種情報記憶媒体に合わせてユーザデー
タ領域での最適なトラックずれ検出方法（例えば再生専用の情報記憶媒体ではＤＰＤ法、
追記可能な情報記憶媒体に対してはＤＰＰ（ＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌＰｕｓｈ－Ｐｕｌ
ｌ）法を用いるなど）を情報再生装置側で切り替えてユーザデータ領域に対して安定にト
ラッキングを行えるようにする。
【００５２】
また、先の（Ａ１）の追記前の既記録領域データと追記後のデータ間の同期ずれを無くす
ことの課題と、先の（Ｂ１）の追記または書き換え情報を再生するために必要な同期合わ
せ準備領域がＤＶＤ－ＲＯＭには存在しないことの対応策に関しては、以下のような対策
を行なっている。
【００５３】
Ｓｅｇｍｅｎｔ単位に構成される“ユーザデータ記録領域”と次の“ユーザデータ記録領
域”の間に“中間領域”を配置し、この“中間領域”内に同期合わせに利用されるデータ
（ＶＦＯデータ）を記録し、この“中間領域”を、次に記録されている“ユーザデータ記
録領域”に対する同期合わせの準備領域として活用する。
【００５４】
その結果、本発明では既に記録されたユーザデータを破壊する事無く、このＳｅｇｍｅｎ
ｔ単位で情報の追記または書き換えが可能となる。またこの構造を追記可能な情報記憶媒
体と再生専用の情報記憶媒体間で共用させ、再生専用の情報記憶媒体と全く同じデータ構
造を持った追記可能な情報記憶媒体でもＳｅｇｍｅｎｔ間での同期ずれの影響を受けず（
（Ａ１）の課題の対策）、既記録状態にある他のＳｅｇｍｅｎｔのデータを破壊する事が
無い（（Ｂ１）の課題の対策）情報記憶媒体およびそのデータ構造または情報記録方法と
情報記録再生装置を提供すると共にそのデータ構造で記録された情報記憶媒体に対する情
報再生方法と情報再生装置を提供する所に本発明の大きな特徴が有る。
【００５５】
先の（Ｃ１）の再生専用情報記憶媒体でのＥＣＣブロック先頭位置へのアクセス時間が掛
かる問題点に対しては、以下の対策をとる。１ＥＣＣブロック内で複数のセクター（Ｓｅ
ｃｔｏｒ）毎に纏めてＳｅｇｍｅｎｔを構成させ、各Ｓｅｇｍｅｎｔ内にある中間領域３
０１内に中間位置を検出する情報（ＰＡ／ＰＳ領域）を持たせる。それにより中間位置３
０１の場所を検出可能にすることで、現行の方法よりもＥＣＣブロック先頭位置へのアク
セスが容易となる。
【００５６】
ＥＣＣブロックの先頭位置へのアクセス方法として現行の様に順番にＳｅｃｔｏｒ先頭の
ＩｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＤａｔａを順次再生するより、Ｓｅｃｔｏｒを複数纏めて
グルーピングしたＳｅｇｍｅｎｔ単位で検出する方がアクセス制御が容易である。
【００５７】
［実施例における有効な点、機能、効果等］
次に本実施の形態で、特に有効なポイントと機能効果を先にまとめて説明する。
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【００５８】
［１］：　再生専用情報記憶媒体または記録可能な情報記憶媒体内の再生専用領域（図１
のリードイン領域３２０など）において“ユーザデータ記録領域”と“中間領域”が交互
に記録され、“中間領域”には少なくとも同期合わせに利用されるデータが記録されてい
る［図１、図２の記載内容に相当する］。
【００５９】
有効な点：　ＥＣＣブロック境界位置検出が容易となり、ＥＣＣブロックを用いたエラー
訂正処理を開始するまでの処理が簡素化されるので、制御の高速化とバグの発生頻度の低
減、装置の低価格化が可能となる。
【００６０】
即ち、現行のＤＶＤは、１物理セクター１０３内の２６箇所に配置された同期コード１１
０の情報を解読して１物理セクター１０３の先頭位置を検索し、物理セクター１０３の先
頭位置に記録されたＤａｔａＩＤ１の情報を再生して初めてＥＣＣブロック境界位置の検
出が可能となっていた（図４の符号ｃの部分に示した方法）。それに比べて本発明の実施
例（図５の符号ｆの部分の記載内容に相当する）では“中間領域”の位置を検出すれば、
その“中間領域”の後方に配置され、Ｓｅｇｍｅｎｔ間隔で離散的な（１Ｓｅｇｍｅｎｔ
内に存在するＳｅｃｔｏｒの数だけジャンプした）アドレス情報が記載されたＤａｔａＩ
Ｄの位置がすぐに分かる。したがって本発明では、ＥＣＣブロック境界位置を容易に検出
できるようになっている。
【００６１】
特に本発明では図２４、図２５、図２６、図２７、図４、図５０、図４、図５１に示すよ
うに書き換え回数を向上させるために、ＤａｔａＩＤ１部にもスクランブルを掛ける方法
を採用している。したがって、ＤａｔａＩＤ１を再生するには、時間が掛かる。つまり本
発明のデータ構造では、物理セクターデータ内のＤａｔａＩＤ１を逐次再生・解読したの
では現行のシステムよりも、データクセスに時間が掛かる。
【００６２】
従って本発明のようなスクランブルの掛け方を採用した場合には、まず最初に中間領域３
０１の位置検出を行い、データクセスする方がよりアクセス時間の短縮化に対する効果が
大きい。
【００６３】
［１ａ］：　［１］で述べた“中間領域”のデータサイズを“１シンクフレーム”サイズ
の整数倍に合わせている（図１の記載内容に相当する）。
【００６４】
図１８に示す様に固定長のシンクフレーム長３０８の先頭位置に同期コード１１０が配置
されている。同様に中間領域３０１のサイズは図２の符号ｃの部分に示すようにシンクフ
レーム長３０８に一致し、かつ同一シンクフレーム長３０８内に同期コード１１０と類似
した構造のＰＡ領域３１１が配置されている。
【００６５】
有効な点：（１ａ－１）“ユーザデータ記録領域”内のシンクフレーム間隔を“中間領域
”内でも保持しているため、同期コード位置の検出が容易となる。
【００６６】
すなわち、物理セクターデータ５内には固定長のシンクフレーム長３０８の先頭位置に同
期コード１１０が配置され、シンクフレーム長３０８に一致したサイズを持つ中間領域３
０１の先頭位置にＰＡ領域３１１を持つ。このために情報記憶媒体９内の全領域に亘り（
再生専用領域と記録可能領域の如何に関わらず）ＰＡ領域３１１と同期コード１１０の配
置間隔が常に一致した構造となっている。
【００６７】
その結果、１度同期コード１１０あるいはＰＡ領域３１１を検出すれば、必ずその後で等
間隔に同期コード１１０あるいはＰＡ領域３１１が配置されているので、次に同期コード
１１０あるいはＰＡ領域３１１が来るタイミングが予想できる。
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【００６８】
そのため同期コード１１０あるいはＰＡ領域３１１の検出が非常に容易となるばかりで無
く、同期コード１１０あるいはＰＡ領域３１１の検出精度が大幅に向上する。
【００６９】
（１ａ－２）ウォーブルグルーブの連続性を確保できる。
【００７０】
即ち、追記可能な情報記憶媒体の“ユーザデータ記録領域”には図８、図９に示すように
ウォーブルされた連続溝（Ｐｒｅｇｒｏｏｖｅ）が形成されている。そして、図７の符号
ｄの部分、図１１の符号ｄの部分、図１２の符号ｄの部分に示すように、１シンクフレー
ムの物理的な長さが上記連続溝のウォーブル周期の整数倍になっている。
【００７１】
よって、“中間領域”のデータサイズを“１シンクフレーム”サイズの整数倍に合わせる
事で、“中間領域”の物理的長さをウォーブル周期の整数倍に合わせる事が可能である。
このことは、“ユーザデータ記録領域”の開始位置と終了位置でのウォーブル位相を常に
一致させることが可能であることを意味する。
【００７２】
［１ｂ］：　［１］で述べた“中間領域”内に相対的なアドレス情報（図１符号ａの部分
ＥＣＣ内位置情報３１４／３１５）を記録するようにしている。
【００７３】
有効な点：その結果、各ＳｅｇｍｅｎｔのＥＣＣブロック内での位置が分かる。再生時に
は必ずＥＣＣブロックの先頭位置を検索し、そのＥＣＣブロックの先頭位置からＥＣＣブ
ロック単位でエラー訂正処理を行う。従って本発明のように中間領域”内に相対的なアド
レス情報を記録し、各ＳｅｇｍｅｎｔのＥＣＣブロック内での位置が分かる構造にする事
でＥＣＣブロック先頭位置が速く見つかり、エラー訂正処理までの処理時間の短縮化が図
れる。
【００７４】
［１ｃ］：　“ユーザデータ記録領域”内の同期コード１１０のうち少なくとも一部（Ｐ
Ａ領域３１１及びＰＳ領域内の“ＳＹ０”か“ＳＹ５”）が“中間領域”内の同期コード
（の少なくとも一部）に利用されている（図２０に示したシンクフレーム位置番号１１５
のＳＹ０、ＳＹ４、ＳＹ５に相当する）。
【００７５】
有効な点：　図２０に示すように物理セクターデータ５内の位置に応じて特定の同期コー
ド１１０パターンが配置されている。よって図２９に示すシンクコード（ＳＹＮＣＣｏｄ
ｅ）位置抽出部４５内で図２１、図２２～図２３に示すように検出される同期コード１１
０のつながりを用いて物理セクターデータ５内の位置を検出できる。ＰＡ領域３１１及び
ＰＳ領域内の“ＳＹ０”であるか“ＳＹ５”であるかを判定することで、同期コード１１
０と同じ構造・機能を持たせることができる。これにより、図２９のＳＹＮＣＣｏｄｅ位
置抽出部４５内で、中間領域３０１の位置検出と、ＥＣＣブロック３０４内の中間領域３
０１の位置抽出との２種類の位置抽出を行えるので情報記録再生装置または情報再生装置
の回路構造を簡素化できると共に図３２、図３３、図３３、図３５で説明するように処理
の簡素化か可能となる
［１ｄ］：“ユーザデータ記録領域”内の同期コード１１０と“中間領域”内の同期コー
ド間でパターン内容を変える（図２０、図２の記載内容に相当する）。
【００７６】
有効な点：　“ユーザデータ記録領域”内の同期コード１１０と“中間領域”内の同期コ
ード間でパターン内容を変える事で図２９内ＳＹＮＣＣｏｄｅ位置抽出部４５内で検出情
報が物理セクターデータ５内の位置か中間領域３０１位置かを高速に検出が可能となる
［２］：［１］で述べた“中間領域”内に記録されたデータパターンの特徴を利用して“
中間領域”の記録場所を検出する。つまり、“中間領域”内に記録された同期コードを検
出して“中間領域”の記録場所を検出する。
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【００７７】
有効な点：　ＥＣＣブロック境界位置検出が容易となり、ＥＣＣブロックを用いたエラー
訂正処理を開始するまでの処理が簡素化されるので、制御の高速化とバグの発生頻度の低
減、装置の低価格化が可能となる。
【００７８】
現行のＤＶＤは、１物理セクター１０３内の２６箇所に配置された同期コード１１０の情
報を解読して１物理セクター１０３の先頭位置を検索し、物理セクター１０３の先頭位置
に記録されたＤａｔａＩＤ１の情報を再生して初めてＥＣＣブロック境界位置の検出が可
能となっていた（図４の符号ｃの部分に示した方法）。
【００７９】
それに比べて、本発明の実施例（図５の符号ｆの部分の記載内容）では，“中間領域”の
位置を検出すれば、その“中間領域”の後方に配置され、Ｓｅｇｍｅｎｔ間隔で離散的な
（１Ｓｅｇｍｅｎｔ内に存在するＳｅｃｔｏｒの数だけ飛び飛びの）アドレス情報が記載
されたＤａｔａＩＤの位置がすぐに分かるのでＥＣＣブロック境界位置の検出が容易とな
る。
【００８０】
［３］：追記可能な情報記憶媒体と再生専用情報記憶媒体もしくは（記録可能な情報記憶
媒体内の）再生専用領域内で“ユーザデータ記録領域”と“中間領域”の配置状態または
データビット数から見たそれぞれの領域の配置間隔を一致させている。
【００８１】
即ち、図３と図６を比較すれば明らかなように“ユーザデータ記録領域”と“中間領域”
の配置状態またはデータビット数が追記可能（記録可能）な情報記憶媒体と再生専用情報
記憶媒体もしくは（記録可能な情報記憶媒体内の）再生専用領域内でほぼ一致し、ＶＦＯ
ｆｉｅｌｄのサイズのみが異なっている。
【００８２】
有効な点：（ａ）再生専用記憶媒体と追記可能な情報記憶媒体との間の互換性が保てる。
再生用の処理回路を再生専用の情報再生装置と記録可能な情報記録再生装置との間で兼用
化が可能なため装置の低価格化が可能となる。
【００８３】
（ｂ）現行のＢｏｒｄｅｒｏｕｔを形成する必要が無く、またＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖ
ｅｒＷｒｉｔｅをする事無く、Ｓｅｇｍｅｎｔ単位での追記または書き換えが可能である
。このたため、追記可能または記録可能な情報記憶媒体での細かい単位（Ｓｅｇｍｅｎｔ
単位）での追記、書き換えが行え（無駄なＢｏｒｄｅｒｏｕｔ／ｉｎの記録する領域が不
要となるため）、情報記憶媒体上への記録時の利用効率が向上する。
【００８４】
［４］：追記可能な情報記憶媒体に対してＳｅｇｍｅｎｔ単位で連続した“ユーザデータ
記録領域”と“中間領域”を交互に記録し、Ｓｅｇｍｅｎｔ単位でユーザデータの追記ま
たは書き換えを行い、追記／書き換え時には上記“中間領域”の途中の位置から記録開始
を行い、“中間領域”の途中の位置で記録終了処理を行うようにしている（図１の符号ｄ
の部分および図７符号ｂの部分、図７の符号ｃの部分、図１１符号ｂの部分、図１１の符
号ｃの部分、図１２符号ｂの部分、図１２の符号ｃの部分の記載内容に相当）。
【００８５】
有効な点：　連続データ記録単位１１０の先端である記録開始位置と連続データ記録単位
１１０の後端である記録終了位置が必ずＶＦＯ領域３１２、３３１～３３５内に有る。Ｖ
ＦＯ領域は、物理セクターデータ５が配置されているユーザデータ記録領域３０３の外に
有る。このため、（Ｂ）で記述したようにＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒｗｒｉｔｅによ
る記録方法を用いた場合でのユーザデータの破壊が起こらず、何度重ね書きしてもユーザ
データ記録領域３０３内の情報の高信頼性を保持出来る。
【００８６】
［５］：追記可能な情報記憶媒体に対する１個のデータの記録単位（Ｓｅｇｍｅｎｔ）の
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中に離散的に配置された（分散して挿入された）アドレス情報を複数箇所に記録する（図
１、図２の記載内容に相当）。
【００８７】
別の言い方をするとアドレス情報を含むＤａｔａＩＤ１データを１箇所以上含むＳｅｃｔ
ｏｒが複数集まって１個のデータの記録単位（Ｓｅｇｍｅｎｔ）を構成する。
【００８８】
有効な点：　（ａ）記録効率が向上する。（ｂ）アクセスの高速性が得られる。
【００８９】
即ち、記録単位（Ｓｅｇｍｅｎｔ単位）で記録されているデータに対してその記録単位（
１Ｓｅｇｍｅｎｔ）の途中から再生開始した場合でも再生開始直後に再生されるＤａｔａ
ＩＤ情報内容の識別により現在再生中の場所を認識できる。このことは、再アクセス処理
までの時間が短くなるため、トータル的なアクセス時間の短縮化が可能となることである
。
【００９０】
［６］：追記可能な情報記憶媒体に於いて同一面内に追記可能な記録領域と、Ｌｅａｄ－
ｉｎ領域など微少な凹凸形状で予め情報が記録されているエンボス領域が存在し、記録領
域に追記可能なデータ構造とエンボス領域内に予め記録されているデータのデータ構造が
共に“ユーザデータ記録領域”と“中間領域”を交互に配置する構造を持つ（図１、図２
の記載内容）。
【００９１】
有効な点：　（ａ）追記可能（１回のみの追記可能／書き換え可能の両方を含む）な情報
記憶媒体では，追記可能な記録領域とエンボス領域とで記録されるデータ構造が一致して
いるので記録領域から情報を再生する再生回路とエンボス領域から情報を再生する再生回
路を共通化でき、再生回路の簡素化と低価格化が図れる。（ｂ）　再生専用の情報記憶媒
体でも追記可能な情報記憶媒体と同様、Ｌｅａｄ－ｉｎ領域を持つ場合が多い。このこと
と、［３］のポイントとを組み合わせると、Ｌｅａｄ－ｉｎ領域でのデータ構造を再生専
用の情報記憶媒体と追記可能な情報記憶媒体間で全く共通化できる。その効果として、
（ａ１）再生専用な情報記憶媒体と追記可能な情報記憶媒体の両方に対して再生可能な情
報再生装置でＬｅａｄ－ｉｎ領域に対する再生処理回路を両者の情報記憶媒体間で共通化
が可能となり、情報再生装置の簡素化・低価格化が図れる。
【００９２】
（ｂ１）再生専用の情報記憶媒体と追記可能な情報記憶媒体間で、Ｌｅａｄ－ｉｎ領域の
構造を全く同じに出来る。このため、Ｌｅａｄ－ｉｎ領域内での再生信号処理回路だけで
無く、トラックずれ検出方法も共通化できる。再生専用の情報記憶媒体（ＲＯＭディスク
）と、追記可能な情報記憶媒体である１回のみ追記可能なＲディスクと、書き換え可能な
ＲＡＭディスクとの間のメディア識別情報がＬｅａｄ－ｉｎ領域に記録してある。このた
め、異なるタイプの情報記憶媒体に対して共通なトラックずれ検出方法と共通な再生信号
処理回路でＬｅａｄ－ｉｎ領域を再生し、容易にしかも信頼性高くメディア識別情報を再
生する事が可能になる。
【００９３】
［実施例の具体的な説明］
次に、さらに具体的に図面を参照しながら説明する。
【００９４】
図１の符号ｇの部分は情報記憶媒体９の概観を示している。
【００９５】
追記可能または書き換え可能な情報記憶媒体に於いては、同一面内に追記可能な記録領域
と、Ｌｅａｄ－ｉｎ領域３２０など微少な凹凸形状で予め情報が記録されているエンボス
領域とが存在する。
【００９６】
Ｌｅａｄ－ｉｎ領域３２０には、情報記憶媒体の種類（例えば、次世代のＤＶＤ－ＲＯＭ
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、次世代のＤＶＤ－Ｒ、次世代のＤＶＤ－ＲＷ、次世代のＤＶＤ－ＲＡＭ）を示す識別情
報が記述されている。
【００９７】
記録領域に追記可能なデータ構造と、エンボス領域内に予め記録されているデータのデー
タ構造とは、共に“ユーザデータ記録領域”と“中間領域”とを交互に配置する構造を持
つ。
【００９８】
３２個の物理セクターデータ５（図１の符号ｅの部分）が集まって１個のＥＣＣブロック
３０４（図１の符号ｆの部分を構成している。ＥＣＣブロック内の配置を図１３、図１４
、図１５、図１６に示す。図１３、図１４、図１５、図１６に関しては後述する。
【００９９】
ここで、４物理セクターデータが１セグメント領域３０５内に配置され、ユーザデータ記
録領域３０３を構成する（図１の符号ｄの部分）。
【０１００】
１セグメント領域３０５内には更に中間領域３０１が存在する。
【０１０１】
中間領域３０１のサイズはシンクフレーム長３０８の整数倍（図２の符号ｃの部分）にな
っている。中間領域３０１内にはＰＡ（Ｐｏｓｔａｍｂｌｅ）領域３１１、ＶＦＯ（Ｖａ
ｒｉａｂｌｅＦｒｅｑｕｅｎｃｙＯｓｃｉｌｌａｔｏｒ）領域３１２、ＰＳ（Ｐｒｅ－Ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｃｏｄｅ）領域３１３が存在する（図２符号ｂの部分）。
【０１０２】
ＰＡ（Ｐｏｓｔａｍｂｌｅ）領域３１１には、後述するＳＹ０またはＳＹ４の情報が記録
される（図符号ａの部分）。また、ＰＳ（Ｐｒｅ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｃｏｄｅ）領
域３１３には、ＳＹ０またはＳＹ５と、ＥＣＣ内位置情報３１４又は３１５と、そのエラ
ー検出コード３１６又は３１７が記録されている（図２符号ａの部分）。
【０１０３】
図１、図２は、再生専用情報記憶媒体または記録媒体内の再生専用領域の構造を示してい
る。しかし記録可能または追記可能な情報記憶媒体での記録領域のデータ構造とほぼ一致
させている所に本発明の特徴が有る。
【０１０４】
記録領域のデータ構造としては、１セグメント領域３０５単位でデータの追記または記録
を可能としている。そして、図２の符号ｄの部分に示すように“中間領域”の途中の位置
から記録開始を行い、“中間領域”の途中の位置で記録終了処理を行ようになっている所
に特徴がある。
【０１０５】
図１の符号ｄの部分に示したセグメント領域３０５内のデータ構造を分かり易く描き直し
た図が図３である。
【０１０６】
次世代ＤＶＤ－ＲＯＭでは、１セグメント領域３０５内のシンクフレームのトータルが“
１シンクフレーム”サイズ（固定長）になるように、データの１セグメントの前後に“Ｖ
ＦＯＦｉｅｌｄ”、“ＰｒｅＳｅｔＦｉｅｌｄ”、“ＰｏｓｔＡｍｂｌｅＦｉｅｌｄ”を
配置する。そして、図３の“ＤａｔａＦｉｅｌｄ”は連続する４個分のＳｅｃｔｏｒ情報
（１Ｓｅｃｔｏｒのデータサイズ：２０４８バイト）が入り、データの“１セグメント”
を形成する。データの各セグメントはその直前に“ＶＦＯＦｉｅｌｄ”、“ＰｒｅＳｅｔ
Ｆｉｅｌｄ”を配置し、その直後に“ＰｏｓｔＡｍｂｌｅＦｉｅｌｄ”を配置する。
【０１０７】
図１、図２及び図３に示した本発明のデータ構造の機能あるいは効果について図４、図５
を用いて説明する。
【０１０８】
現行のＤＶＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ－Ｒ／ＲＷのデータ構造では、本発明のように中間領域
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３０１が無い。現行のＤＶＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ－Ｒ／ＲＷのデータ構造では、１６個の
物理セクターデータ５で１ＥＣＣブロックを形成している。データを配置する情報記憶媒
体上の位置３２１を、この１ＥＣＣブロック分が占有している。
【０１０９】
また、同期コード１１０の情報内容から１個の物理セクターデータ５内の位置が検出され
、物理セクターデータ５内の先頭位置に記録されたＩＤ情報からアドレス位置が解読され
ることで、データクセス制御が可能になっている。
【０１１０】
現行のＤＶＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ－Ｒ／ＲＷに対するアクセス制御方法を図４の符号ｃの
部分に示す。
【０１１１】
（ａ－１）始めに情報記憶媒体９上の予想される位置への粗アクセスが実行され、情報記
録再生部４１により、到達した位置でのデータ再生が開始される。次に（ａ－２）同期コ
ード１１０の位置が検出され物理セクターデータの先頭位置が検出される。（ａ－３）物
理セクターデータ内のＤａｔａＩＤ１（またはＩＤ）情報からＥＣＣブロック内位置が割
り出される。（ａ－４）次の同期コード１１０位置が検出され、ＤａｔａＩＤ１（または
ＩＤ）情報が読込まれた後、（ａ－５）次のＥＣＣブロック先頭位置まで（ａ－４）の操
作を繰り返す。
【０１１２】
その結果、（ａ－６）情報記録再生部４１が情報記憶媒体９上の次のＥＣＣブロック先頭
位置へ到達し、そこから情報再生とエラー訂正を開始する。このように現行では、情報再
生／エラー訂正を開始するＥＣＣブロックの先頭位置に到達するまで逐次物理セクターデ
ータ情報（ＤａｔａＩＤ１）を再生する必要が有る。
【０１１３】
更に本発明のように、図２４～図３１で説明するようにＤａｔａＩＤ１（またはＩＤ）情
報までスクランブルを掛けた場合、次のことが問題となる。即ち、再生時にスクランブル
のかかったＤａｔａＩＤ１（またはＩＤ）情報を解読する方法であると、ＥＣＣブロック
の先頭位置に到達するまで更に時間が掛かる。つまり、より一層アクセス時間が遅くなる
と言う問題が生じる。
【０１１４】
それに対して、本発明の方法では、複数の物理セクターデータ５をまとめてセグメント領
域３０５を構成し、セグメント領域３０５を単位としてアクセス制御を行うようにしてい
る。このために、アクセス処理を容易にすると共にアクセス時間を短縮化する。この点は
本発明の大きな特徴でもある。
【０１１５】
本発明における情報記録再生装置または情報再生装置の構造を図２８、図２９に示す。こ
の情報再生装置の詳細については、後述することにする。
【０１１６】
図５の符号ｄの部分、図５の符号ｅの部分に示した本発明のデータ構造に対するアクセス
処理方法を図５の符号ｆの部分および図３２、図３３、図３４、図３５に示す。
【０１１７】
インターフェース部４２から再生すべき範囲の指示を受信すると（ＳＴ３１）、再生すべ
き範囲の先頭位置に対応する物理セクターデータ５が含まれるＥＣＣブロックの先頭位置
に有る物理セクターデータ内のＤａｔａＩＤ１の値を算出する（ＳＴ３２）。情報記録再
生部４１では粗アクセスした位置から再生を開始する（ＳＴ３３）。
【０１１８】
情報記録再生部４１で、先頭にＰＡ領域３１１をもつ中間領域３０１が混在したデータ（
図１符号ｂの部分）を再生し、再生されたデータをそのままＳＹＮＣＣｏｄｅ位置抽出部
４５へ転送する（ＳＴ３４）。ＳＹＮＣＣｏｄｅ位置抽出部４５では、シンクフレーム位
置識別用コードの並び順、または直接ＳＹ４のパターンを検出してＰＡ領域３１１の位置
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を割り出し、その結果により中間領域３０１の場所を検出する（ＳＴ３５）。
【０１１９】
図３２、図３３はこのＰＡ領域３１１の情報のみを用いてアクセスする方法を示し、図３
３、図３では更にＰＳ領域３１３内のＥＣＣ内位置情報３１４或は３１５も利用してアク
セスする方法を示している。
【０１２０】
図３２、図３３に示すようにＰＡ領域３１１の情報のみを用いてアクセスする場合、この
中間領域３０１の直後に配置されたスクランブル状態の物理セクタデータ４５－２８のデ
ータを復調回路５２に与える。復調後のデータはデスクランブル回路５８へ転送される（
ＳＴ３６）。
【０１２１】
デスクランブル回路５８内では、物理セクタデータ４５－２８をデスクランブルする。そ
して先頭位置に存在するＤａｔａＩＤ１－０と、ＩＥＤ２－０情報（デスクランブル後の
情報）をＤａｔａＩＤ部とＩＤＥ抽出部７１へ転送する（ＳＴ３７）。ＤａｔａＩＤ部の
エラーチック部７２では、ＩＤＥ２の情報を利用して検出したＤａｔａＩＤ１情報にエラ
ーがないかチェックする（ＳＴ３８、ＳＴ３９）。
【０１２２】
エラーがある場合には、ＥＣＣでコーディング回路１６２でエラー訂正処理後のＤａｔａ
ＩＤ１を抽出する（ＳＴ４０ａ）。そして、制御部４３内で、ＤａｔａＩＤ１を利用して
、再生を開始したいアドレスとのずれ量を算出する。そしてこのずれ量が現在のトラック
位置が所望のトラック位置から大きくずれているかどうかを判定する（ＳＴ４０ｂ）。ス
テップＳＴ３９にてエラーがなかった場合は、このステップＳＴ４０ｂに直接移行する。
【０１２３】
上記のずれ量が大きい場合には、再生結果のＤａｔａＩＤ１の値と、再生開始予定セクタ
のＤａｔａＩＤ１の値との差分値を得る。そして、情報記憶媒体９上のトラックずれ量を
制御部１４３内で算出し、その結果に基き密アクセスを行なう（ＳＴ４１）。
【０１２４】
つまり、物理セクターデータ４５－２８のＤａｔａＩＤ１情報を解読してＥＣＣブロック
内の位置を検出する。すなわちデスクランブル回路５８でスクランブル状態の物理セクタ
ーデータ４５－２８内のＤａｔａＩＤ１部をデスクランブルしてＥＣＣブロック内の位置
を割り出す（ＳＴ３６）。この時、解読されたＤａｔａＩＤ１の値とＳＴ３２で割り出し
た到達したい値との間の乖離が激しい場合には（ＳＴ４０ｂ）、再度密アクセスを実行す
る（ＳＴ４１）。
【０１２５】
ステップＳＴ４０ｂで大きなトラックずれがないことが判明した場合、ステップＳＴ４２
に移行する。そして、解読されたＤａｔａＩＤ１の値のすぐ後に、ステップＳＴ３２で割
り出した値（到達したい場所を示す）が、現在位置より何セグメント（Ｓｅｇｍｅｎｔ）
後方にあるかを制御部４３が算出する。この後方位置は、次のＥＣＣブロック３２２ｂの
先頭の物理セクターデータ４５－３２に相当する（ＳＴ４２）。次に、制御部４３は、ス
テップＳＴ３４、３５の方法で、情報記録再生部４１は、通過する情報記憶媒体９内の中
間領域を逐次モニターしながら、ステップＳＴ４２で算出したセグメント３０５数だけセ
グメントが通過することを、確認する（ＳＴ４３）。つまり、情報記録再生部４１は、算
出した数だけＳｅｇｍｅｎｔを通過させる（またはＳＴ４３）。
【０１２６】
情報記録再生部４１が希望するＥＣＣブロック３２２ｂの先頭位置に到達すると再生デー
タの内、中間領域３０１を除去し、ユーザデータ記録領域３０３内のデータのみを復調回
路５２、ＥＣＣデコーディング回路６２、デスクランブル回路５９へ順次転送し、メイン
データ（Ｍａｉｎｄａｔａ）抽出部７３にてユーザデータを抽出してインターフェース部
４２を経由して外部へ出力する（ＳＴ４４）。
【０１２７】
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図３３、図３５は、ＰＳ領域３１３のＥＣＣ内位置情報３１４、３１５も利用して、所望
の位置へアクセスする場合の手順を示している。ステップＳＴ３１からステップＳＴ３５
までは、図３２、図３３の場合と同じである。
【０１２８】
つまり、図３３、図３５あるいは図５のｆの（３’）に示すように、ＥＣＣブロック内の
ＰＳ領域３１３のＥＣＣ内位置情報３１４又は３１５も利用してアクセスする場合には、
ＰＡ領域３１１の位置を割り出し、その結果により中間領域３０１の場所を検出する（Ｓ
Ｔ３５）。次に、ＥＣＣブロック内のＰＳ領域３１３の位置情報３１４或は３１５を読み
取り、ＥＣＣブロック３０４内の中間領域３０１の現在位置を調べる（ＳＴ５１）。
【０１２９】
次に、該当する中間領域３０１が、ＥＣＣブロック内の先頭位置かどうかを判定する（Ｓ
Ｔ５２）。この方法としては、後部に位置するＰＳ領域３１３の情報を解読する。ＰＳ領
域３１３の先頭情報がＳＹ０で有るかＳＹ５かを判定する（ＳＴ５２）。
【０１３０】
図２に示すように先頭情報がＳＹ５の場合には中間領域３０１がＥＣＣブロックの先頭に
存在している事が分かる。また先頭情報がＳＹ０の場合にはその直後のＥＣＣ内位置情報
３１５を解読し、該当するＳｅｇｍｅｎｔがＥＣＣブロック３０４内のどの位置に有るか
を判断する。
【０１３１】
該当する中間領域３０１が、ＥＣＣブロック内の先頭位置でない場合には、ステップＳＴ
３４～ＳＴ５１の処理により、ＥＣＣブロック３０４内の先頭位置に配置された中間領域
３０１を再生するまで待つ（ＳＴ５３）。
【０１３２】
実際には、次のＥＣＣブロック３２２ｂの先頭位置に到達するまでに何Ｓｅｇｍｅｎｔ通
過する必要が有るかを割り出し、その割り出したＳｅｇｍｅｎｔ数だけ情報記録再生部４
１をトラック方向へ通過させる（ＳＴ５３）。この部分が図３２、図３３と図３３、図３
５に示した処理手順の相違点である。
【０１３３】
該当する中間領域３０１が、ＥＣＣブロック内の先頭位置である場合には、ＥＣＣブロッ
ク３２２ｂ内の先頭のスクランブル状態の物理セクタデータ４５－３２のデータを復調回
路５３に供給し、復調する。復調データは、デスクランブル回路５８へ転送される。この
処理は、制御部４３の制御に基づき得られる（ＳＴ５４）。
【０１３４】
以後の処理であるステップＳＴ３７からＳＴ４１までは、図３２、図３３に示した手順と
同じである。ステップＳＴ４０ｂの次に実行されるステップＳＴ５５では、ステップＳＴ
３３からステップＳＴ４０ｂまでの処理を実行し、ステップＳＴ３２で割り出したＥＣＣ
ブロック３０４の先頭にある物理セクタデータ４５－３２の位置にアクセス位置を到達さ
せる。アクセス位置が所望の位置に到達した後は、ステップＳＴ４４に移行する。
【０１３５】
先に述べた図３の１セグメント領域のデータ配置構造は、再生専用領域における構造であ
った。これに対して、図６は、追記可能領域又は書き換え可能領域における１セグメント
領域のデータ配置構造を示している。
【０１３６】
追記可能な次世代ＤＶＤ－Ｒまたは書き換え可能な次世代ＤＶＤ－ＲＡＭのデータ構造は
基本的に図３の構造を踏襲ている。したがって、図３に示した例と同様に、ＶＦＯ領域３
１２、ＰＳ領域３１３、ユーザデータ記録領域３０３、ＰＡ領域３１１が１セグメント領
域に含まれる。しかし、図６の１セグメント領域では、実施例により、ＶＯＦ領域のサイ
ズが異なる。つまり、“ＶＦＯＦｉｅｌｄ”のサイズが実施例により異なる。
【０１３７】
例えば、図７、図１１には、追記可能領域または書き換え可能領域に対するユーザデータ
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記録方法の例を示している。ここで、図７に示した実施例ではＶＦＯ領域３３１と３３２
の間に隙間１１１（ＭｉｒｒｏｒＦｉｅｌｄ）が存在する。また、図１１に示した実施例
では、ＶＦＯ領域３３３の直前に隙間１１１（ＭｉｒｒｏｒＦｉｅｌｄ）が存在する。つ
まり、図１１の実施例では、ＰＡ領域３１１直後のＶＦＯ領域サイズが“０”で有ること
を意味し、ＰＡ領域３１１の直後に隙間１１１が配置されている。隙間１１１を設けて、
スピンドルモータの回転むらによる記録終了位置の変動の影響を除去することができる。
【０１３８】
図８、図９は、図７に示したユーザデータの記録方法と、情報記憶媒体上の物理的構造と
の関係を示している。図８、図９に示すように、記録領域では、蛇行（ウォーブル）した
連続溝（プリグルーブ）がスパイラル状に配置され、その連続溝（プリグルーブ）の上に
記録マーク１２７が形成する構造である。
【０１３９】
追記可能な情報記憶媒体または書き換え可能な情報記憶媒体９においては、セグメント領
域３０５単位である連続データ記録単位１１０の記録開始位置を示すための記録開始位置
決め用目印１４１が連続溝（プリグルーブ）に沿って形成されている。この目印１４１に
は一般のウォーブルグルーブ領域１４３とは異なるウォーブルパターンが予め形成されて
いる。また、本発明ではＥＣＣブロック内の位置によりパターンが異なっている。すなわ
ちＥＣＣブロックの先頭位置と非先頭位置でのパターンを変え、それによりＥＣＣブロッ
ク先頭位置をより高速に検出可能な構造になっている。また記録開始位置決め用目印１４
１の隣には予め決められたウォーブル周期分の長さの記録準備領域１４２が存在する。
【０１４０】
連続データ記録単位１１０で記録を開始する場合にはまず記録開始位置決め用目印１４１
を検出した後、その目印１４１が終了した後に記録準備領域１４２の長さ分だけウォーブ
ル検出信号をカウントした後に記録を開始する。
【０１４１】
図８、図９に示すように追記可能な次世代ＤＶＤ－Ｒまたは書き換え可能な次世代ＤＶＤ
－ＲＡＭでは、この隙間１１１の直後からセグメント単位の追記が可能になっている。こ
の隙間１１１により既記録データの位相と、後から行う追記処理により記録される後続の
記録データとの間の位相ずれを分断し、前後のデータ処理間の位相ずれの影響を除去する
働きをする。その結果、次世代ＤＶＤ－Ｒでは“ボーダーイン”、“ボーダーアウト”を
記録する事無くセグメント単位での追記が可能となる。
【０１４２】
上記の方法で連続データ記録単位１１０の記録開始位置は一意的に決まっている。しかし
図１０に示すように情報記憶媒体９を回転させるスピンドルモーターの回転ムラにより連
続データ記録単位１１０ａの実際の長さが変化し、隙間１１１を越えてデータの重なり部
分１１６が発生する場合がある。このようにデータの重なり部分１１６（図１０の（ｂ）
）が発生しても、本実施例では、ユーザデータ領域３０３のデータを破壊しないようにな
っている。これは、図６に示すように、セグメント領域３０５の先頭に必ずＶＦＯ領域３
１２を配置する（重なり部分１１６をＶＦＯ領域３１２内に必ず納まるように設定する）
構造であるからである。この点は本実施例の大きな特徴である。
【０１４３】
図１０の（ｂ）のように最悪時のデータの重なり部分１１６を容認させる本発明の他の実
施例を図１２に示した。
【０１４４】
図１２に示すように、予めＶＦＯ領域３３４、３３５のサイズを大きく設定して、スピン
ドルモーターの回転ムラが無い状態でもＶＦＯ重なり領域３３８が存在するように配置す
る。図１２のｂは、既に記録されているデータと、新たに追記或は書き換えされるデータ
との時間軸方向の配置関係を示している。このように新たにデータを追記或は書き換えす
るとにに、ＶＦＯ領域の一部を重ね書きしている。これにより、隙間１１１を持つことな
く再生専用領域のデータ構造と、図に示したデータ構造とを一致させることができる。こ
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のことは、再生時には、再生専用領域と追記或は書き換え可能領域のデータを、全く同じ
再生回路で再生できることを意味する。
【０１４５】
図３６には、追記形または書き換え形情報記憶媒体９に対するＳｅｇｍｅｎｔ単位での追
記または書き換え方法を示した。
【０１４６】
本実施例における追記形または書き換え形情報記憶媒体９はＣＬＶ（ＣｏｎｓｔａｎｔＬ
ｉｎｅａｒＶｅｒｏｓｉｔｙ）方式を採用している。このため、情報記憶媒体９の半径方
向で、セグメント（Ｓｅｇｍｅｎｔ）単位での書き出し位置の角度が異なる。
【０１４７】
従って記録場所の指示を受ける（ＳＴ１１）と、図８、図９に示した記録開始位置決め用
目印１４１の回転方向での角度位置を予測する（ＳＴ１２）必要が有る。またインターフ
ェース部４２から入力される情報には、図６に示すＰＳ領域３１３とＰＡ領域３１１の情
報は含まれて無いので、ＳＹＮＣＣｏｄｅ選択部４７内でそのデータを作成する（ＳＴ１
４）。
【０１４８】
粗アクセス後に情報記憶媒体９上の予定の角度位置に記録開始位置決め用目印１４１を検
出したかどうかを判定し（ＳＴ１６）、この結果に基き予定のトラックに、再生装置の情
報再生位置が到達したかを判断する。
【０１４９】
図９符号ａの部分、図９符号ｂの部分に示すようにＥＣＣブロック内の位置によりプリブ
ルーブのウォーブルパターンが異なるので、このウォーブルパターンの違いを検出してＥ
ＣＣブロックの先頭位置を判別して（ＳＴ２１）、記録処理の準備を行う。情報記録再生
部４１が情報記憶媒体９上の記録開始位置決め用目印１４１の後端部を通過後、記録準備
領域１４２内でのウォーブル数をカウントすると共に記録処理の準備を行う（ＳＴ１７）
。ここで、所定のカウント数だけウォーブルを通過したら、その直後からＳｅｇｍｅｎｔ
単位毎に記録を行う（ＳＴ１８）。
【０１５０】
記録が終了したかどうかを判定し（ＳＴ１９）、終了していない場合にはステップＳＴ１
６に戻る。終了している場合にはステップＳＴ２０へ移行する。
【０１５１】
図２０に示すように、本実施形態では、物理セクターデータ５（図１３、図１４、図１５
参照）内の同期コード１１０とは異なる同期パターンにより、中間領域３０１内のＰＡ領
域３１１とＰＳ領域３１３のパターンを設定する所に大きな特徴が有る。図２０の符号（
ｃ）に示すようにシンクフレーム位置番号１１５としてＳＹ０～ＳＹ３を物理セクターデ
ータ５内の同期コード１１０として使う。
【０１５２】
図２の符号ａに示すようにＰＡ領域３１１のパターンとしてはＳＹ０またはＳＹ４を採用
する。またＰＳ領域３１３内の先頭のパターンとしては該当ＳｅｇｍｅｎｔがＥＣＣブロ
ック内の先頭位置に有るときにはＳＹ５のパターンを利用し、非先頭位置の場合にはＳＹ
０のパターンを採用する。
【０１５３】
また本実施例では、図２１に示すように、
図２１符号ｂの部分に示したＳＹ０～ＳＹ３の具体的なパターン内容は図２０に示した内
容に一致する。図２１に示した同期コード配置方法は１物理セクターデータ５内に１箇所
のみＳＹ０を配置し、しかも同一物理セクターデータ５内の先頭位置に配置させた所に特
徴が有る。それによりＳＹ０を検出するだけで物理セクターデータ５内の先頭位置が容易
に分かるという効果がある。また、同期パターンの数を従来のＤＶＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷ
／ＲＡＭに比べてＳＹ０～ＳＹ３と４種類に減らし、同期コードのパターンを利用した物
理セクターデータ５内の位置検出処理を簡素化させた所に次の特徴が有る。
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【０１５４】
また図２１に示すように同期コード１１０と変調後のシンクフレームデータ１０６を合わ
せたデータサイズであるシンクフレーム長３０８が至る所一定で１１１６チャネルビット
になっている。この固定長のシンクフレーム長３０８と中間領域３０１のデータサイズを
一致させている。
【０１５５】
本実施例では、図２２、図２３に示すように、図２１に示すデータ構造から任意に抽出し
た連続する３個の同期コード１１０の組み合わせは、同一物理セクターデータ内の位置に
より全て異なっている。この特徴を利用してＰＡ領域３１１を含めた各同期コード１１０
配置順を用いて同一物理セクターデータ５内の位置のみならず、中間領域３０１の位置ま
で検出する事が可能となる。
【０１５６】
図２２、図２３に位置検出方法の一例を示す。例えば図２３の符号ｄの部分に示すように
“ＳＹ１→ＳＹ３→ＳＹ１”、の順の配置が検出された場合には図２１符号ｂの部分の並
び順からＳＹ１の直後の変調後のシンクフレームデータは１０６－６である事が分かる。
また図２３の符号ｆの部分に示すように“ＳＹ０→ＳＹ０→ＳＹ１”、とＳＹ０が２回連
続して続く場合には図２符号ａの部分または図２０の情報から最初のＳＹＯは中間領域３
０１に属している事が分かる。また“ＳＹ４→ＳＹ０→ＳＹ１”、と物理セクターデータ
５内では存在し得ないパターンＳＹ４が検出された場合には３パターンのつながりを調べ
るまでも無く、ＳＹ４は中間領域３０１内のＰＡ領域３１１のパターンを示していると即
座に判定できる。
【０１５７】
次に、図１３、図１４、図１５乃至図３１を参照して、ＥＣＣブロック（図１３、図１４
、図１５、図１６）、１物理セクタデータ内のシンクフレーム構造（図１７、図１８、図
１９）、同期コード（図２０）、１物理セクタ内の同期コードの配列例（図２１）、同期
コード内のシンクフレーム位置識別コードの並び順から、１物理セクタデータ内のシンク
フレーム位置を割り出すための方法（図２２、図２３）に付いて説明する。
【０１５８】
また、情報記憶媒体上に記録される共通データ構造の他の例（図２４、図２５、図２６、
図２７）、情報記録再生装置の記録系の構成（図２８）、情報記録再生装置の再生系の構
成（図２９）、スクランブル回路の内部構造（図３０）、デスクランブル回路の内部構造
（図３１）を説明する。
【０１５９】
図１３には、図１の符号ｄに示した情報記憶媒体９の物理セクタデータ５－０，５－１、
…の配列を示している（図１３の符号ｆ）。１つの物理セクタデータは、複数の行として
のデータ０－０－０、０－０－１、０－０－２、…と、各行に付加されているパリティー
としての内符号ＰＩ０－０－０、ＰＩ０－０－１、ＰＩ０－０－２、…と、１２行目の次
に１行分付加された外符号ＰＯ　０－０を含む。
【０１６０】
他の物理セクタデータも同様なデータ構成である。ここで、上記の各物理セクタは、論理
セクタ情報１０３－０、１０３－１、１０３－３、…に対応するものとして定義されてい
る（図１３の符号ｂとｅとｆの関係参照）。さらに論理セクタ情報は、１つのビデオパッ
ク或はオーディオパックに対応するものとして定義されている（図１３の符号ａ，ｂ，ｅ
の関係を参照）。符号ａの部分は、ビデオパック１０１ａ、オーディオパック１０２ａ、
…などのパック列を示しており、符号ｂの部分は、各パックに対応する論理セクタ情報１
０３－０，１０３ａ－１，１０３－２…を示している。
【０１６１】
図１４には、符号ｅのデータの内容を更に詳しく示している。データ０－０－０は、先頭
行に対応するものであり、データ０－０－１は、その次の行に対応する（図１４の符号ｃ
、ｄ、ｅ参照、図１４の符号ａ，ｂは、図１３の符号ａ、ｂに対応する）。
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【０１６２】
符号ｃの部分には、１つの論理セクタ情報１０３－０がスクランブルされ、スクランブル
後の論理セクタ情報が１２行分に分割され、それぞれの行（この例では１２行）にはＰＩ
情報が付加さた様子を示している。さらに先頭の行には、Ｄａｔａ　ＩＤ，ＩＥＤ，ＣＰ
Ｒ＿ＭＡＩが付加されている。また、この論理セクタの最後の行（第１３行目）は、ＰＯ
情報となっている。
【０１６３】
図１５、１６は、物理セクタデータと、ＥＣＣブロックとの関係を示している。ＥＣＣブ
ロックは、情報記憶媒体９にデータをするときにエラー訂正符号を付加する単位、さらに
は、情報記憶媒体９からデータを読み出してエラー訂正を行なうときに取り扱う単位であ
る。
【０１６４】
図１５の符号ｅ（図１３の符号ｆ、ｅ、及び図１の符号ｅに対応する）の部分に示したデ
ータ列が、ＥＣＣブロックとして構築される様子を示している。
【０１６５】
各物理セクタデータは、１つおきに選択され、第１の小ＥＣＣブロック７－０と、第２の
小ＥＣＣブロック７－１とに振り分けられる（図１６参照）。
【０１６６】
この例であると、１つの物理セクタデータは、１３行からなる。このうち１行は、ＰＯ情
報の一部である。ＥＣＣブロックの各行をデータ０－０－０、０－０－１、０－０－２、
…として記述している。１つの小ＥＣＣブロックは、３１個の物理セクタデータからなる
。６２個の物理セクタデータ（２つの小ＥＣＣブロック）が、例えば、偶数セクタデータ
と奇数セクタデータに分けられて、それぞれの偶数セクタデータによるブロックと、奇数
セクタデータによるブロックのそれぞれ対してＰＯ情報が作成されている。ＰＯ情報は、
複数の物理セクタで構築された１ＥＣＣブロック単位で作成され、各物理セクタに１行づ
つ分散されている。つまり、小ＥＣＣブロック単位で３１行のＰＯ情報が作成されるが、
このＰＯ情報は、３１個のデータブロックに１行づつ分散されている。１個のデータブロ
ックは、１２行のデータを含む。
【０１６７】
図１７、図１８、図１９は、１物理セクタデータ内のシンクフレームの構造を説明する図
である。
【０１６８】
図１７の符号ｃの部分に示すセクタブロック（１３行分のデータ（ＰＯ情報の１行分を含
む）に相当）は、シンクフレームデータ１０５－０、１０５－１、…に分割される（全部
で２６（＝１３×２）個）。そしてシンクフレームデータの間には、後述する同期コード
が付加される。つまり各シンクフレームデータの先頭には、同期コードが付加される。
【０１６９】
つまり図１８の符号ｄ，符号ｅの部分で示すようにシンクフレームデータの間に同期コー
ドが挿入される。同期コードは、図１９の符号ｆで示す部分のように、例えば、可変コー
ド領域１１２、固定コード領域１１１、可変コード領域１１３からなり、各領域は、図１
９の符号ｇの部分で示すような内容となっている。
【０１７０】
特徴的な構成を説明すると以下のようになる。
【０１７１】
映像情報は、図１７に示すように、２０４８バイト単位でのビデオパック１０１、オーデ
ィオパック１０２の形（符号ａの部分）で情報記憶媒体９上に記録されている。この２０
４８バイト記録単位は論理セクタ情報１０３（符号ｂの部分）として扱われる。
【０１７２】
現行のＤＶＤ規格ではこのデータに対してＤａｔａ　ＩＤ　１－０、ＩＥＤ　２－０、Ｃ
ＰＲ＿ＭＡＩ　８－０を付加し、図１６に示すＥＣＣ構造に対応したＰＩ（Ｐａｒｉｔｙ
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　ｏｆ　Ｉｎｎｅｒ－ｃｏｄｅ）情報とＰＯ（Ｐａｒｉｔｙ　ｏｆ　Ｏｕｔｅｒ－ｃｏｄ
ｅ）情報を付加したデータを２６等分してシンク・フレーム・データ１０５－０～１０５
－２５を形成する（図１７の符号ｄの部分）。この場合、ＰＯ情報も２分される。図１７
の符号ｃの部分では、ＰＯ情報が２分されてＰＯ　０－０－０と、ＰＯ　０－０－１とし
て示されている。
【０１７３】
各シンク・フレーム・データ１０５をそれぞれ変調し、図１９の符号ｅに示すように、変
調後のシンクフレームデータ１０６の間に同期コード１１０を挿入する。変調方法は一般
に（ｄ，ｋ；ｍ，ｎ）で表し、この記号の意味は“ｍビット”の元データを“ｎチャネル
ビット”に変換し、変調後のチャネルビットパターンは“０”が連続する範囲が最小で“
ｄ個”、最大で“ｋ個”になることである。
【０１７４】
本実施例としては例えば“特開２０００－３３２６１３”に示す変調方式を採用する場合
を示す。前記変調方式では
ｄ　＝　１、ｋ　＝　９、ｍ　＝　４、ｎ　＝　６
となる。
【０１７５】
同期コード１１０内を固定コード領域１１１と可変コード領域１１２，１１３に分割し、
可変コード領域１１２、１１３の中を更に“変調時の変換テーブル選択コード１２２”の
記録場所と“シンクフレーム位置識別用コード１２３”の記録場所と“ＤＣ抑圧用極性反
転パターン１２４”の記録場所に細分割した構造にする（一部記録場所の合体・兼用も含
む）所に大きな特徴が有る（図１９の符号ｇ参照）。
【０１７６】
ここで言う変調とは、上記の変調規則に従って、入力データを変調データに変換すること
である。この場合、この変換処理は変換テーブルに記載されている多数の変調データの中
から、入力データに対応する変調データを選択する手法がとられている。ここで変換テー
ブルは複数が用意されている。したがって、変調時のどのテーブルを用いて変換した変調
データであるのかを示す情報が必要であり、この情報が、“変調時の変換テーブル選択コ
ード１２２”であり、これは、同期コードの直前の変調データの次に来る変調データを生
成した変換テーブルを表している。
【０１７７】
“シンクフレーム位置識別用コード１２３”は、シンクフレームが物理セクタ内のどの位
置のフレームであるかを識別させるためのコードである。フレームを識別するには、前後
の複数のシンクフレーム位置識別用コードの配列パターンにより識別することができる。
【０１７８】
同期位置検出用コード１２１の具体的内容の例は、図２０に示している。
【０１７９】
同期コード１１０の位置検出を容易にするため変調後のシンクフレームデータ１０６内に
は存在し得ないコードを同期位置検出用コード１２１内に配置している。変調後のシンク
フレームデータ１０６は（ｄ，ｋ；ｍ，ｎ）変調規則に従って変調されているので、変調
後のデータ内には“０”が連続して“ｋ＋１個”続く事はあり得ない。従って同期位置検
出用コード１２１内のパターンとして“０”が連続して“ｋ＋１個以上”続くパターンを
配置する事が望ましい。
【０１８０】
しかし同期位置検出用コード１２１内のパターンとして“０”が連続して“ｋ＋１個”続
くパターンを配置した場合には、変調後のシンクフレームデータ１０６の再生時に、１個
のビットシフトエラーが発生すると同期位置検出用コード１２１と誤検知する危険性があ
る。したがって同期位置検出用コード１２１内のパターンとして“０”が連続して“ｋ＋
２個”続くパターンを配置する事が望ましい。しかし“０”の連続するパターンが余り長
く続くとＰＬＬ回路１７４での位相ずれが発生し易くなる。
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【０１８１】
現状ＤＶＤでは、“０”が“ｋ＋３個続く”パターンを利用している（現行ＤＶＤの変調
規則は（２，１０；８，１６））。従って現行ＤＶＤよりもビットシフトエラーの発生を
抑えて同期コード１１０位置検出および情報再生の信頼性を確保するには本実施例におい
て“０”が続く長さを“ｋ＋３”以下にする必要があり、望ましくは“ｋ＋２”にした方
が良い。
【０１８２】
“特願平１０－２７５３５８号”（特開２００－１０５９８１）の図８とその説明文に示
すように変調後のビットパターンによりＤＳＶ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｍ　Ｖａｌｕｅ）
値が変化する。ＤＳＶ値が０から大きくずれた場合には最適なビットパターン位置で“０
”から“１”にビットを変化させることでＤＳＶ値を０に近付ける事が出来る。
【０１８３】
したがって、ＤＳＶ値を０に近付けるための特定パターンを持ったＤＣ抑圧用極性反転パ
ターン１２４を同期コード１１０内に持たせている。
【０１８４】
また“特開２０００－３３２６１３”に示す変調方式を採用する場合以下のことを考慮す
る必要がある。即ち、復調対象の６チャネルビットの変調後データの直後に存在する「６
チャネルビット変調後データを変調する時に採用した変換テーブルの選択情報」も利用し
て、復調対象である６チャネルビットの復調を行う必要がある。
【０１８５】
したがって、同期コード１１０の直前に配置された変調後のシンクフレームデータ１０６
の最後の６チャネルビットの次に来るべき６チャネルビットの変換テーブルの選択情報を
、同期コード１１０内の先頭の「変調時の変換テーブル選択コード１２２」内に記録して
いる。つまり、同期コード１１０内には、変調時の変換テーブル選択コード１２２が存在
する。
【０１８６】
この変調時の変換テーブル選択コード１２２は、直前のシンクフレームデータ１０６の最
後の６チャンネルビットデータの次に来るべき６チャンネルビットデータのための、変換
テーブル選択情報である。この変換テーブル情報を参照することにより、次のデータを復
調するときに、使用すべき変換テーブルを決めることができる。
【０１８７】
次に同期コード１１０の具体的例を説明する。
【０１８８】
図２０は、同期コード１１０の具体例である。この同期コード１１０は、可変コード領域
１１２と固定コード領域１１１を有する。可変コード領域１１２には、図１９で説明した
、変調時の変換テーブル選択コード１２２、シンクフレーム位置識別用コード１２３、Ｄ
Ｃ抑圧用極性反転パターンを一体化したデータ構造を配置する。
【０１８９】
例えばシンクフレーム位置識別用の番号として０－６が用意されている。番号０―６は、
シンクＹＳ０―ＹＳ５に対応する。さらに変調時の変換テーブルテーブル選択コードを表
すために、変換テーブル番号１１６が用意されている。変換テーブル番号＝１の場合パタ
ーンと、変換テーブル番号＝０の場合パターンしては、それぞれの場合に、大別してＤＣ
抑圧のためのパターンＡとＢが用意されている。
【０１９０】
例えば、この例であると、シンクフレームは、８チャンネルビットが割り当てられ、シン
クフレームＳＹ０を示す場合には、“１０００００００”、又は“１０００００００”、
又は“０００１００００”、又は、“０００１００１０”が同期コードとして存在するこ
とになる。また、“１０００００００”のときは変換テーブル番号＝０が使用され、“０
００１００００”、又は、“０００１００１０”のときは変換テーブル番号＝１が使用さ
れていることを意味する。この同期パターンはＤＳＶに応じて選択されて使用される。
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【０１９１】
同期位置検出用コード１２１は、１６チャンネルビットが割り当てられ、例えば“１００
００００００００００１００”である。
【０１９２】
ここで、本実施例では、図１で説明した中間領域３０１で使用する同期パターンの選択形
態に特徴がある。
【０１９３】
即ち、本実施形態では、物理セクタデータ５内の同期コード１１０とは異なる同期パター
ンが、中間領域３０１内のＰＡ領域３１１とＰＳ領域３１３の同期パターンとして設定さ
れる所に大きな特徴が有る。図２０の符号（ｃ）に示すようにシンクフレーム位置番号１
１５としてＳＹ０～ＳＹ３を物理セクタデータ５内の同期コード１１０として使うように
している。
【０１９４】
そして、図１の符号符号ａの部分に示すようにＰＡ領域３１１のパターンとしてはＳＹ０
またはＳＹ４を採用する。またＰＳ領域３１３内の先頭のパターンとしては該当Ｓｅｇｍ
ｅｎｔがＥＣＣブロック内の先頭位置に有るときにはＳＹ５のパターンを利用し、非先頭
位置の場合にはＳＹ０のパターンを採用するものである。
【０１９５】
図２１には、１物理セクタデータ内の同期コードの配置例を示している。
【０１９６】
同期コードは、先に説明したように８チャンネルビットの同期パターンと、１６チャンネ
ルビットの同期位置検出用コード１２１の合計で２４チャンネルビットである。変調後の
シンクフレームデータは、１行分が１０９２チャンネルビットである。図２１の符号ｂは
、同図の符号ａのデータ列（図１９の符号ｅのデータ列と同じ）における、返答後のフレ
ームデータ１０６－０、１０６－１、…をマトリックス状に並べ変えて、同期コード位置
を見やすくしたものである。同期コードと変調後のシンクフレームデータのチャンネルビ
ット長をシンクフレーム長（固定長１１６チャンネルビット）３０８としている（この形
態は図２にも示している）。
【０１９７】
図２１の符号ｂの部分に示したＳＹ０～ＳＹ３の具体的なパターン内容は、図２０に示し
たパターンから選択されている。図２１に示した同期コード配置方法は１物理セクターデ
ータ５内に１箇所のみＳＹ０を配置が配置され、しかも同一物理セクターデータ５内の先
頭位置に配置させた所に特徴がある。
【０１９８】
これによりＳＹ０を検出するだけで物理セクタデータ５内の先頭位置が容易に分かるとい
う効果がある。また、同期パターンの数を、現行のＤＶＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷ／ＲＡＭに
比べてＳＹ０～ＳＹ３と４種類に減らし、同期コードのパターンを利用して物理セクタデ
ータ５内の位置検出処理を行なえるようにしている。このため位置検出処理が、簡素化さ
せた所に特徴がある。
【０１９９】
また図２１に示すように同期コード１１０と変調後のシンクフレームデータ１０６を合わ
せたデータサイズであるシンクフレーム長３０８が至る所一定で１１１６チャネルビット
になっている。かつ固定長のシンクフレーム長３０８と中間領域３０１のデータサイズを
一致させているところにも特徴がある。
【０２００】
次に、図２２、図２３を参照して、同期コードを検出し、現在再生中のデータが物理物理
セクタ内のどの位置のものであるかを判定する方法について説明する。
【０２０１】
図２２の符号ｂに示すように、情報記録媒体から情報記録再生部４１により再生された変
調後のシンクフレームデータは、同期コード位置抽出部４５に入力されて、同期コード位

10

20

30

40

50

(23) JP 3559540 B2 2004.9.2



置検出の対象とされる。同期位置抽出部４５では、例えばパターンマッチング法により、
同期位置検出用コード１２１（図２０の固定コード領域のコード）の位置を検出する。
【０２０２】
これにより、同期コード位置が検出され、同期コードを抽出することができる。検出され
た同期コード１１０の情報は、制御部４３を介して、図２２、図２３に示すメモリ部１３
７（符号ｃの部分）に順次保持される。同期コード１１０の位置がわかれば、変調後のシ
ンクフレームデータの位置もわかるので、シンクフレームデータは、図２２に示すように
シフトレジスタ回路１７０（符号ａの部分）に順次格納される。
【０２０３】
同期コードの配置順を検査することにより、変調後のしくフレームデータが図２１のマト
リックス系のどのポジションであるかを判別することができる。これは、図２１に示すよ
うなパターン（ＳＹ０→ＳＹ１→ＳＹ１→ＳＹ１→ＳＹ２→ＳＹ１→ＳＹ１→ＳＹ３→Ｓ
Ｙ１→ＳＹ２→ＳＹ２→ＳＹ１→ＳＹ３→ＳＹ２→ＳＹ１→ＳＹ２→ＳＹ３→ＳＹ３→Ｓ
Ｙ３→ＳＹ２→ＳＹ２→ＳＹ２→ＳＹ３→ＳＹ２→ＳＹ３→ＳＹ１）で同期コードを配置
したからである。
【０２０４】
図２１において任意に抽出した連続する３個の同期コード１１０の組み合わせは、同一物
理セクタデータ内の位置により全て異なっている。この特徴を利用してＰＡ領域３１１を
含め、各同期コード１１０配置順を用いて同一物理セクターデータ５内でのデータ位置の
みならず、中間領域３０１内でのデータ位置まで検出する事が可能となる。
【０２０５】
図２２に位置検出方法の一例を示す。例えば図２１の符号ｄに示すように“ＳＹ１→ＳＹ
３→ＳＹ１”の配置順が検出された場合には図２１の符号ｂに示すような並び順から、Ｓ
Ｙ１の直後の変調後のシンクフレームデータは１０６－６である事が分かる。
【０２０６】
また、図２１の符号ｆに示すように“ＳＹ０→ＳＹ０→ＳＹ１”、とＳＹ０が２回連続し
て続く場合には図１の符号ａで示したような取り決め、または図２０の情報から最初のＳ
ＹＯは中間領域３０１に属している事が分かる。また“ＳＹ４→ＳＹ０→ＳＹ１”、と物
理セクターデータ５内では存在し得ないパターンＳＹ４が検出された場合には３パターン
のつながりを調べるまでも無く、ＳＹ４は中間領域３０１内のＰＡ領域３１１のパターン
を示していると即座に判定できる。
【０２０７】
また、図２１の符号ｅに示すように“ＳＹ０→ＳＹ１→ＳＹ１”　の配置順が検出された
場合には図２１の符号ｂに示すような並び順から、ＳＹ０の直後の変調後のシンクフレー
ムデータは１０６－１である事が分かる。
【０２０８】
次に、変調前のセクタデータがスクランブルされる場合の他の例を示す。
【０２０９】
図１３、図１４で示したように物理セクタデータはスクランブルされているとして説明し
た。そして図１４に示した例では、物理セクタデータの先頭のデータＩＤ、ＩＤＥ、ＣＰ
Ｒ＿ＭＡＩはスクランブルされていないものとして示した。
【０２１０】
しかし図２３に示すように、データＩＤ　１、ＩＥＤ　２、特定データ３，４、メインデ
ータ（ＥＤＣを含む）の全てをスクランブル処理してもよい。
【０２１１】
図２４の例は、スクランブルを実行するための初期データとして、特定データ（例えばデ
ータタイプ３、プリセットデータ４）を利用している。図２３の符号ａの部分は、まずメ
インデータ（セクタデータ）から特定データを抽出した様子を概念的に示している。次に
、図２４の符号ｂの部分では、抽出した特定データをそのまま、スクランブル回路の初期
値（或はトリガ）として用い、スクランブル処理を実行し、上記メインデータ（セクタデ
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ータ）が全てスクランブルされた様子を示している。そして図２４の符号ｃの部分は、ス
クランブル後のデータが所定の変調規則に従い変調され、次に、前述した同期コードが付
加された様子を示している。このような処理が行われたデータが書き換え可能な情報記憶
媒体２１に書き込れる。
【０２１２】
図２５は、上記の特定データがＣＰＲ＿ＭＡＩ（コピーライト管理情報）　ａ８に置き換
わった例である。ＤＶＤ＿ＲＯＭでは、特定データの部分に、このＣＰＲ＿ＭＡＩが採用
されているからである。他の処理は、図２４の例と同じである。
【０２１３】
図２６は、図２４の記録処理に対応する再生処理における手順を説明するために示してい
る。書き換え可能な情報記憶媒体２１から再生されたデータは、同期コード１９ａ，１９
ｂ，１９ｃ，…と復調前のデータ１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，…とからなる。そして先に説
明したように同期コードと復調前のデータとは分離されて、復調前のデータが集合される
。集合された復調前のデータは、所定の復調規則に従い復調され、スクランブルされたま
まのデータ１７として集合される（図２５の符号ｅで示す部分）。このデータ１７には、
図２３で説明したように、特定データがスクランブルされて含まれている。このスクラン
ブルされた特定データは、予め取り決めた所定の位置から抽出される。そして、デスクラ
ンブル部は、スクランブルされたままの特定データを用いて、スクランブルされたままの
データ１７をデスクランブルする（図２６の符号ｆで示す部分）。デスクランブル処理に
より、図２４の符号ａに示したデータと同じデータ（元のデータが復元）される。
【０２１４】
図２７は、図２５の記録処理に対応する再生処理における手順を説明するために示してい
る。この例では、上記の特定データがＣＰＲ＿ＭＡＩ（コピーライト管理情報）　ａ８に
置き換わっただけである。ＤＶＤ＿ＲＯＭでは、特定データの部分に、このＣＰＲ＿ＭＡ
Ｉが採用されているからである。他の処理は、図２６の例と同じである。
【０２１５】
図２８は、情報記録再生装置において、特に記録系に関する部分のブロックを示している
。書替可能情報記憶媒体または再生専用情報記憶媒体に対する情報記録系の構成を説明す
るブロック図である。
【０２１６】
記録用メインデータ（ソースデータまたはユーザデータ）は、インターフェース部４２を
介して、所定情報付加部６８に送られる。この所定情報付加部６８において、ソースデー
タはセクタ単位に細分化され、細分化されたソースデータが図２４または図２５のメイン
データ６部分に配列格納される。
【０２１７】
記録に用いる媒体が書替可能情報媒体２１である場合は、この所定情報付加部６８におい
て、メインデータ６部分の前に、そのセクタのデータＩＤ・１、ＩＥＤ２、データタイプ
３、プリセットデータ４および予約エリア５が付加され、メインデータ６部分の後にＥＤ
Ｃ７が付加される。このとき付加されるデータＩＤ・１はデータＩＤ発生部６５から得ら
れ、プリセットデータ４はプリセットデータ発生部６６から得られる。プリセットデータ
発生部６６は「乱数発生機能」を持っており、時変のランダムデータをプリセットデータ
４として常に発生できるようになっている。なお、プリセットデータ発生部６６は、プリ
セットデータの下位ｎビットも別途発生できるようになっており、発生された下位ｎビッ
ト同期コード選択キーの一部として同期コード選択部４６に送られる。
【０２１８】
一方、記録に用いる媒体が再生専用情報媒体２２である場合は、所定情報付加部６８にお
いて、メインデータ６部分の前に、そのセクタのデータＩＤ・１、ＩＥＤ２および著作権
管理情報８（８ａと８ｂ）が付加され、メインデータ６部分の後にＥＤＣ７が付加される
。このとき付加されるデータＩＤ・１はデータＩＤ発生部６５から得られ、著作権管理情
報８（８ａと８ｂ）は著作権管理情報のデータ発生部６７から得られる。なお、著作権管
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理情報のデータ発生部６７は、著作権管理情報の下位ｎビットも別途発生できるようにな
っており、発生された下位ｎビットは同期コード選択キーの一部として同期コード選択部
４６に送られる。
【０２１９】
なお、この実施の形態では、下位ｎビットの“ｎ”は、１～８ビットの範囲から選択され
る。
【０２２０】
所定情報付加部６８において生成された図２４のようなデータ構造のセクタデータ、デー
タ配置部分交換部（或はデータ抽出部）６３に送られる。データ配置部分交換部６３では
、送られてきたセクタデータの特定データの抽出する。
【０２２１】
抽出された特定データと全体のセクタデータは、スクランブル回路５７に送られる。スク
ランブル回路５７は、セクタ先頭からセクタ末尾までのセクタ全体に対して、スクランブ
ル処理を施す。
【０２２２】
こうしてスクランブル処理されたセクタデータは、順次ＥＣＣエンコーディング回路６１
に送られる。ＥＣＣエンコーディング回路６１では、送られてきたセクタデータを所定個
数（例えば１６セクタ分ないし３２セクタ分）纏めてＥＣＣエンコーディングする。
【０２２３】
ＥＣＣエンコーディングされたデータは変調回路５１に送られる。変調回路５１は、変調
用変換テーブル記録部５３から必要な情報を得ながら、送られてきたデータに所定の変調
（例えば８／１６変調など、変調はこの方式に限るものではない）を施す。変調されたデ
ータは、データ合成部４４に送られる。
【０２２４】
データ合成部４４に送られた変調後のデータのうち、各セクタの末尾部分の変調データ（
例えば６チャンネルビット）に対して、そのデジタル・サム・バリュー（ＤＳＶ）の値が
、ＤＳＶ値計算部４８で計算される。計算されたＤＳＶ値は、同期コード選択部４６に送
られる。
【０２２５】
同期コード選択部４６は、ＤＳＶ値計算部４８で計算されたＤＳＶ値と、プリセットデー
タ発生部からの下位ｎビットデータまたは著作権管理情報のデータ発生部６７からの下位
ｎビットデータとに基づいて、同期コード選択テーブル記録部４７に記録されている多種
類の同期コードテーブルから、特定の（最適な）同期コードを選択する。
【０２２６】
なお、この実施の形態では、セクタ内の同一場所（例えば先頭位置）での同期コード（１
９ａあるいは１９ｅ）に対する同期コードテーブルを、４種類以上（例えば８種類）用意
してもよい。このようにすれば、各セクタ（３３または３４）の先頭位置にくる同期コー
ドのビットパターンを複数種類（例えば８種類）利用できる。
【０２２７】
同期コード選択部４６により同期コード選択テーブル記録部４７から選択された同期コー
ドテーブル中の同期コードは、データ合成部４４において、変調回路５１からの変調デー
タと、交互に配置される。
【０２２８】
こうして構成されたデータが書替可能情報媒体２１（相変化記録方式を採用するＲＡＭデ
ィスク、ＲＷディスクなど）に書き込まれる。
【０２２９】
一方、合成されたデータが再生専用情報媒体用である場合は、そのデータは、
（ａ）ＲＯＭディスクの原盤記録部によりＲＯＭディスク複製用の原盤にカッティングさ
れるか、
（ｂ）情報記録再生部４１により、一旦記録した後は再生専用となるＲディスク（書き込
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みレーザ照射部分の反射率が永久変化する色素を利用したディスクなど）に焼き込まれる
。
【０２３０】
上記の装置の各ブロック要素の動作は、制御部４３内のＲＯＭに書き込まれた制御プログ
ラムに従い、その中のＲＡＭをワークエリアに用いて、その中のＭＰＵにより、制御され
るようになっている。
【０２３１】
図２９は、書替可能情報記憶媒体または再生専用情報記憶媒体に対する情報再生系の構成
を説明するブロック図である。
【０２３２】
情報記録再生部（または記録機能のない再生部）４１により情報記憶媒体（２１または２
２）から再生された直後のデータ構造では、例えば図２６の例の場合、復調前のデータ１
５ａ、１５ｂ、…と同期コード１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、…が混在配置されている。再生
部４１で再生された直後のデータは、同期コード位置検出／抽出部４５および復調回路５
２に送られる。
【０２３３】
同期コード位置検出／抽出部４５は、パターンマッチング法を用いて、再生された直後の
データ中から、各セクタ先頭の同期コードを検索し、検出する。先頭の同期コードが検出
されたあと、そのセクタ内の後続同期コードも検出され、抽出される。
【０２３４】
抽出された同期コードの情報は、復調回路５２に送られる。復調回路５２は、同期コード
位置検出／抽出部４５からの同期コードの情報により、再生部４１からの再生データのセ
クタ先頭位置を知るとともに、そのセクタ内の同期コード位置も知ることができる。
【０２３５】
復調回路５２内では、同期コード位置検出／抽出部４５からの同期コード情報により、セ
クタ内に含まれる同期コードが削除される。そして、削除後にセクタ内に残った復調後の
データ（これらは８／１６変調されている）は、復調用変換テーブル記録部５４からの復
調情報に基づいて、復調される。
【０２３６】
復調回路５２で復調されたデータは、デスクランブル回路５８、ＥＣＣデコーディング回
路６２に送られる。デスクランブル処理は、図２６、図２７にて説明した。
【０２３７】
即ち、デスクランブルされたデータの所定範囲には、特定データの情報が入っている。デ
スクランブル回路５８は、スクランブルされたままの特定データを用いて、まず、データ
ＩＤ，ＩＥＤの部分をデスクランブルする。スクランブル解除されたデータＩＤ、ＩＥＤ
は、データＩＤ部＆ＩＥＤ部抽出部７１で抽出される。データＩＤ部＆ＩＥＤ部抽出部７
１は、データＩＤ、ＩＥＤを制御部４３に送る。制御部４３は、順次得られるデータＩＤ
を監視している。
【０２３８】
スクランブル解除されたデータＩＤ・１の情報内容により、制御部４３のＭＰＵは、トラ
ック外れ検出を行うことができる。
【０２３９】
トラック外れが合ったことが検出された場合、短期間内に再度、情報の読み取りを行なう
ことができる。
【０２４０】
復調回路５２で復調されたデータは、ＥＣＣデコーディング回路６２にも送られている。
ＥＣＣデコーディング回路６２は、所定個数（１６個あるいは３２個など）分のセクタを
１つのＥＣＣブロックにまとめ、ＥＣＣエンコーディングされたデータをＥＣＣデコーデ
ィングしてから、デスクランブル回路５８、５９に送っている。
【０２４１】
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デスクランブル回路５９ではメインデータ部全体のデスクランブルを実行する。このとき
は、先に抽出したスクランブルされたままの特定データを用いている。この処理は、トラ
ック外れがないことが検出されたときに実行される。
【０２４２】
なお、使用媒体が書替可能情報媒体２１であるか再生専用情報記憶媒体２２であるかの識
別は、媒体の特定部（ディスク状媒体では内周部）に記録されているメディア識別情報（
図示せず）を用いて行うことができる。
【０２４３】
デスクランブル処理後のデータは、データ配置部分交換部６４に送られる。データ配置部
分交換部６４は、送られてきたデスクランブル処理後のデータの中の特定データをデータ
ＩＤ部＆ＩＥＤ部抽出部７１に送る。
【０２４４】
デスクランブル処理されたデータの中のデータＩＤ、ＩＥＤはデータＩＤ部＆ＩＥＤ部抽
出部７１により検出され、エラーチェック後のデータＩＤが抽出される。また、得られた
各セクタデータの先頭位置から一定長後のメインデータ６はメインデータ抽出部７３によ
り抽出され、インターフェイス部４２を介して、外部に出力される。
【０２４５】
図２９の装置の各ブロック要素の動作は、制御部４３内のＲＯＭに書き込まれた制御プロ
グラムに従い、その中のＲＡＭをワークエリアに用いて、その中のＭＰＵにより、制御さ
れる。また、図３２から図３６で説明したデータ処理も制御プログラムに従い実行される
。
【０２４６】
次に、スクランブル回路、デスクランブル回路の具体例について説明する。
【０２４７】
図３０はスクランブル回路、図３１はデスクランブル回路を示している。
【０２４８】
スクランブル対象のビット列を１ビットづつ８ビット（１バイト）単位で処理するように
なっている。
【０２４９】
スクランブル回路５７は、８ビットのシフトレジスタ回路９１と、所定のオン／オフパタ
ーンを持つ８ビット分のスイッチアレイ９３と、このスイッチアレイ９３を介してシフト
レジスタ回路９１の各ビットｒ０～ｒ７に選択的に接続される加算回路アレイ９５とで構
成されている。
【０２５０】
シフトレジスタ回路９１は最初はクリア（ＣＬＲ）されており、データポート（ＤＡＴＡ
）への入力Ａがない状態では各ビットｒ０～ｒ７は全て“０”となっている。シフトレジ
スタ回路９１は、所定のクロック（ＣＫ）のクロックタイミングでデータポートＤＡＴＡ
への入力を１ビットづつ受け取り、受け取ったビットデータを順次ビットｒ０～ｒ７にビ
ットシフトしながら取り込むようになっている。
【０２５１】
加算回路アレイ９５は、シフトレジスタ回路９１の各ビットｒ０～ｒ７に選択的に接続さ
れる７個の直列接続１ビット加算器と、これらの１ビット加算器の累積加算結果とスクラ
ンブル入力Ａとを１ビット加算して出力する終段１ビット加算器（アレイ９５の右端）と
を備えている。この終段１ビット加算器から、スクランブル結果（スクランブルデータ１
１ａ）が出力される。
【０２５２】
なお、スイッチアレイ９３のオン／オフパターンは、図３１に示すデスクランブル回路５
９のスイッチアレイ９３のオン／オフパターンと同じである。このオン／オフパターンは
、スクランブル／デスクランブル処理にとって一種の鍵情報となっている。
【０２５３】

10

20

30

40

50

(28) JP 3559540 B2 2004.9.2



スクランブル回路５７は、図２４の符号ａ，或は図２５の符号ｊに相当する入力ａまたは
ｂに対して、次のように動作する。
【０２５４】
＜入力ａの場合＞
まず、スクランブルしようとするセクタデータから抽出された特定データ（データタイプ
４、プリセットデータ４のうちの最初の８ビット）の先頭から、加算回路アレイ９５の終
段１ビット加算器（アレイ９５の右端）を介して、シフトレジスタ回路９１のデータポー
トＤＡＴＡに入力される。この特定データＳＤ－Ａ（８ビットの０／１ビット列）は、そ
の先頭から１ビットづつ、クロックＣＫのタイミングに同期して、シフトレジスタ回路９
１の各ビットｒ０～ｒ７に順次取り込まれる。
【０２５５】
シフトレジスタ回路９１の各ビットｒ０～ｒ７は、所定のオン／オフパターンを持つ８ビ
ット分のスイッチアレイ９３を介して、８個の直列接続された１ビット加算器からなる加
算回路アレイ９５に接続されている。加算回路アレイ９５は、スイッチアレイ９３のうち
オンとなっている位置のシフトレジスタビット（例えばビットｒ７、ｒ５、ｒ３、ｒ１）
にセットされた（セット前ならクリアされた状態の）１ビットデータ（“０”または“１
”）を累積的にリアルタイムで１ビット加算（２進加算）して、加算結果（１ビットの“
０”または“１”）を終段の１ビット加算器（入力Ａが与えられている１ビット加算器）
に入力している。この終段１ビット加算器の出力（１ビット加算結果）が、入力Ａに対す
る最初のスクランブル結果のビットであり、スクランブルデータ１１ａの特定データの先
頭となる。
【０２５６】
同様に、クロックＣＫのタイミングに同期して１ビットづつシリアルにスクランブル前の
データビットがシフトレジスタ回路９１に取り込まれ、これと同時並行して、クロックＣ
Ｋのタイミングに同期して１ビットづつシリアルにスクランブル後のデータビットが加算
回路アレイ９５の終段１ビット加算器から出力される。こうして最初の８ビットのスクラ
ンブルデータ出力が済むと、休止なく直ちに、次の８ビットが同様にスクランブルされ、
スクランブル後のデータビットが加算回路アレイ９５の終段１ビット加算器から出力され
る。以下同様に、所定単位（８ビットすなわち１バイト）で後続データ（データＩＤ・１
以後）がスクランブルされ、スクランブルデータ１１ａとして、ＥＣＣエンコーディング
回路６１に送られる。
【０２５７】
このようにしてシリアルに得られた８ビット（１バイト）単位の０／１ビット列のうち、
最初の所定バイト数（例えば１バイト）で構成される特定データ相当分は、スクランブル
の火種（スクランブル処理開始のきっかけ）として用いられたものである。これは記録情
報としては不要なので、後の記録処理で捨てる（あるいは無視する）ことになる。捨てら
れた特定データ相当分と同じ内容はその後のスクランブルデータ中にも含まれているので
、捨てても困らない。
【０２５８】
＜入力ｂの場合＞
スクランブル回路５７の回路動作そのものは、入力ａの場合と同じである。ただし、入力
ａの場合はスクランブルの火種が時変データ（プリセットデータ４）を含んデータのに対
し、入力ｂの場合はスクランブルの火種が固定データ（著作権管理情報ＣＰＲ＿ＭＡＩ）
となっていることが異なる。入力ａと入力ｂとではスクランブルの火種が異なっているの
で、同じスクランブル回路が用いられていても、入力ａに対するスクランブル後のデータ
１１ａと入力ｂに対するスクランブル後のデータ１１ｂは、異なるビット配列となる。
【０２５９】
図３０のスクランブル回路５７においては、加算回路アレイ９５が処理ループを構成して
いない（終段１ビット加算器の加算結果が他の加算器入力にフィードバックしていない）
ので、スクランブル処理中に何らかの原因でエラーが発生しても、そのエラーが８ビット
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分以上広がることはない。すなわち、エラー伝搬距離が８ビットに制限されているため、
スクランブル回路動作上の信頼性が高くなる。
【０２６０】
図３１は、デスクランブルする回路５８の一例を示す回路図である。ここでは、スクラン
ブル回路５７と同様に、デスクランブル対象のビット列を１ビットづつ８ビット（１バイ
ト）単位で処理するようになっている。
【０２６１】
デスクランブルする回路５８は、８ビットのシフトレジスタ回路９１と、所定のオン／オ
フパターン（図３０のスイッチアレイ９３のオン／オフパターンと同じ）を持つ８ビット
分のスイッチアレイ９３と、このスイッチアレイ９３を介してシフトレジスタ回路９１の
各ビットｒ０～ｒ７に選択的に接続される加算回路アレイ９５とで構成されている。
【０２６２】
ここで、シフトレジスタ回路９１は最初はクリアＣＬＲされており、データポートＤＡＴ
Ａへの入力がない状態では各ビットｒ０～ｒ７は全て“０”となっている。シフトレジス
タ回路９１は、所定のクロックＣＫのクロックタイミングでデータポートＤＡＴＡへの入
力を１ビットづつ受け取り、受け取ったビットデータを順次ビットｒ０～ｒ７にビットシ
フトしながら取り込むようになっている。
【０２６３】
加算回路アレイ９５は、シフトレジスタ回路９１の各ビットｒ０～ｒ７に選択的に接続さ
れる８個の直列接続１ビット加算器を備えている。ビットｒ０に選択的に接続される初段
１ビット加算器（アレイ９５の右端）に、デスクランブルするビット列が、その先頭から
１ビットづつ入力される。そして、加算回路アレイ９５の１ビット加算器の累積加算結果
は、終段１ビット加算器（アレイ９５の左端）から出力される。この終段１ビット加算器
から、デ・スクランブル結果（出力ｃまたは出力ｄ）のビット列が得られる。
【０２６４】
＜図２３に示したデータがデスクランブルされる場合＞
図３１のデスクランブルする回路は、符号ａに示すようなスクランブルデータスクランブ
ルデータ１６に対して、次のように動作する。
【０２６５】
スクランブルされたままのデータタイプとプリセットデータの位置のデータ２３と、スク
ランブルされたままのデータ１７が順次シフトレジスタ回路９１のデータポートＤＡＴＡ
に入力される。このデータ（８ビットの０／１ビット列）は、その先頭から１ビットづつ
、クロックＣＫのタイミングに同期して、シフトレジスタ回路９１の各ビットｒ０～ｒ７
に順次取り込まれる。
【０２６６】
シフトレジスタ回路９１の各ビットｒ０～ｒ７は、図３０のスイッチアレイ９３と同じオ
ン／オフパターンを持つ８ビット分のスイッチアレイ９３を介して、８個の直列接続され
た１ビット加算器からなる加算回路アレイ９５に接続されている。加算回路アレイ９５は
、スイッチアレイ９３のうちオンとなっている位置のシフトレジスタビットにセットされ
た１ビットデータ（“０”または“１”）を累積的にリアルタイムで１ビット加算（２進
加算）して、加算結果（１ビットの“０”または“１”）を終段の１ビット加算器（レジ
スタｒ７が接続されている左端の１ビット加算器）から出力している。この終段１ビット
加算器の出力（１ビット加算結果）が、デスクランブル後のデータとなる。
【０２６７】
同様に、クロックＣＫのタイミングに同期して１ビットづつシリアルにデ・スクランブル
前のデータビットがシフトレジスタ回路９１に取り込まれるとともに加算回路アレイ９５
の右端の初段１ビット加算器に入力され、クロックＣＫのタイミングに同期して１ビット
づつシリアルにデスクランブル後のデータビットが加算回路アレイ９５の終段１ビット加
算器から出力される。こうして最初の８ビットのデスクランブルデータ出力が済むと、休
止なく直ちに、次の８ビットが同様にスクランブルされ、スクランブル後のデータビット
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が加算回路アレイ９５の終段１ビット加算器から出力される。以下同様に、所定単位（８
ビットすなわち１バイト）で後続データがデスクランブルされ、デースクランブル後の出
力Ａが得られる。
【０２６８】
このようにしてシリアルに得られた８ビット（１バイト）単位の０／１ビット列のうち、
最初の所定バイト数（ここでは１バイト）で構成される特定データ相当分は、デスクラン
ブルの処理開始のきっかけとして用いられたものであり、再生情報としては不要なので、
後の記録処理で捨てる（あるいは無視する）ことになる。捨てられた特定データ（ＳＤ－
Ａ）相当分と同じ内容はその後のスクランブルデータ中に含まれているので、捨てても困
らない。
【０２６９】
＜図２４に示したようなデータがデスクランブルされる場合＞
デスクランブルする回路の回路動作そのものは、データ１７の場合と同じである。ただし
、データ１７の場合はデ・スクランブルの火種が時変データ（プリセットデータ４）を含
んデータのに対し、データ１８の場合はデ・スクランブルの火種が固定データ（著作権管
理情報ＣＰＲ＿ＭＡＩ）となっていることが異なる。
【０２７０】
このデ・スクランブルする回路においても、加算回路アレイ９５は処理ループを構成して
いない（終段１ビット加算器の加算結果が他の加算器入力にフィードバックしていない）
ので、デスクランブル処理中に何らかの原因でエラーが発生しても、そのエラーが８ビッ
ト分以上広がることはない。すなわち、エラー伝搬距離が８ビットに制限されているため
、デ・スクランブル回路動作上の信頼性が高い。
【０２７１】
＜図３１の実施の形態の特徴＞
もし、デスクランブル回路が入力データに対するフィードバックループを持つ場合は、何
らかの原因（情報記憶媒体２１／２２上の欠陥および／または媒体表面のゴミや傷の等の
影響）で入力データにエラーが発生すると、フィードバックループの循環処理動作により
、それ以後の処理にエラーが伝搬されてしまう。しかし、フィードバックループを持たな
いようにすれば、仮に入力データにエラーが含まれた場合でもそのエラー箇所がフィード
バック（循環）されることはなく、シフトレジスタ回路９１内を通過した後はそのままシ
フトレジスタ回路９１内から消えてしまう。つまり、フィードバックループを持たない回
路構成を取ることで、シフトレジスタ回路９１のビット数以上はエラー伝搬しない特性（
エラー伝搬抑制特性）が現れる。
【０２７２】
【発明の効果】
以上説明したようにこの発明によれば、同期コードの位置検出に関する簡素化を図ると共
に同期コードの検出信頼性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る再生専用情報記憶媒体又は情報記憶媒体の再生専用領域内のデー
タ配置方法を説明するための説明図。
【図２】図１の関連において、再生専用情報記憶媒体又は情報記憶媒体の再生専用領域内
のデータ配置方法を説明するための説明図。
【図３】再生専用情報記憶媒体又は情報記憶媒体の再生専用領域内における１セグメント
領域（連続データ記録単位）範囲の説明図。
【図４】この発明に係る情報記憶媒体上のデータ配置方法の効果を説明するために示した
比較用の説明図。
【図５】この発明に係る情報記憶媒体上のデータ配置方法の効果を説明するために示した
説明図。
【図６】この発明に係る記録可能な情報記憶媒体の記録領域（追記可能領域又は書き換え
可能領域）内における１セグメント領域（連続データ記録単位）範囲を示す説明図。
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【図７】この発明に係る記録可能な情報記憶媒体の記録領域（追記可能領域又は書き換え
可能領域）内におけるユーザデータ記録方法の一例を示す説明図。
【図８】この発明に係る記録可能な情報記憶媒体の構造と図７に示したユーザデータ記録
方法を説明するために示した図。
【図９】この発明に係る記録可能な情報記憶媒体の構造と図７に示したユーザデータ記録
方法を図８に関連して説明するために示した図。
【図１０】本発明に係る図８に示した隙間領域の必要性に関する説明図。
【図１１】この発明に係る記録可能な情報記憶媒体の記録領域（追記可能領域又は書き換
え可能領域）内におけるユーザデータ記録方法の第２の例を示す説明図。
【図１２】この発明に係る記録可能な情報記憶媒体の記録領域（追記可能領域又は書き換
え可能領域）内におけるユーザデータ記録方法の第３の例を示す説明図。
【図１３】この発明に係る情報記憶媒体の再生専用領域、追記可能領域、書き換え可能領
域のデータ構造に対して適用されている物理セクタと論理セクタとの関係ついて説明する
ための図。
【図１４】この発明に係る情報記憶媒体の再生専用領域、追記可能領域、書き換え可能領
域のデータ構造に対して適用されている物理セクタと論理セクタと更にスクランブル後の
情報について説明するための図。
【図１５】この発明に係る情報記憶媒体の再生専用領域、追記可能領域、書き換え可能領
域のデータ構造に対して適用されているＥＣＣブロックについて説明するための図。
【図１６】この発明に係る情報記憶媒体の再生専用領域、追記可能領域、書き換え可能領
域のデータ構造に対して適用されている物理セクタとＥＣＣブロックの関係について説明
するための図。
【図１７】この発明に係る情報記憶媒体の再生専用領域、追記可能領域、書き換え可能領
域のデータ構造に対して適用されているシンクフレームデータの配置について説明するた
めの図。
【図１８】上記のシンクフレームデータと同期コード、シンクフレーム長の関係について
示す説明図。
【図１９】この発明に係る同期コードの構造の例を示す説明図。
【図２０】この発明に係る同期コードの構造の詳細な例を示す説明図。
【図２１】この発明に係る同期コードとシンクフレームデータの配置パターンの例を示す
説明図。
【図２２】上記の同期コード内のシンクフレーム位置識別用コードの並び順から１物理セ
クタ内のシンクフレーム位置を割り出す方法を示す説明図。
【図２３】同じく上記の同期コード内のシンクフレーム位置識別用コードの並び順から１
物理セクタ内のシンクフレーム位置を割り出す方法を示す説明図。
【図２４】この発明に係る情報記憶媒体上に記録されるデータのスクランブル処理の方法
を示す説明図。
【図２５】この発明に係る情報記憶媒体上に記録されるデータのスクランブル処理の方法
を示す説明図。
【図２６】この発明に係る情報記憶媒体上に記録されたデータがデスクランブル処理され
る方法を示す説明図。
【図２７】この発明に係る情報記憶媒体上に記録されたデータがデスクランブル処理され
る方法を示す説明図。
【図２８】この発明に係る情報記録再生装置の構成において記録系を示す図。
【図２９】この発明に係る情報記録再生装置の構成において再生系を示す図。
【図３０】この発明に係るスクランブル回路の構成例を示す図。
【図３１】この発明に係るデスクランブル回路の構成例を示す図。
【図３２】この発明に係る情報記録再生装置においてＰＡ領域を利用して所定位置へのア
クセス制御方法を示すフローチャート。
【図３３】図３２の続きを示すフローチャート。
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【図３４】この発明に係る情報記録再生装置においてＰＳ領域を利用して所定位置へのア
クセス制御方法を示すフローチャート。
【図３５】図３４の続きを示すフローチャート。
【図３６】この発明に係る情報記録再生装置における記録方法又は書き換え方法を説明す
るために示すフローチャート。
【符号の説明】
９…情報記憶媒体、５－０、５－１、５－２、…物理セクタデータ、１１０…同期コード
、３０１ａ…中間領域、３０３ａ…ユーザデータ領域、３０４…エラー訂正コードブロッ
ク、３０５ａ，３０５ｂ…１セグメント領域、３０８…シンクフレーム長、３１１…ＰＡ
領域、３１２…ＶＦＯ領域、３１３…ＰＳ領域。 10
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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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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】
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【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】
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【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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