
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
記録用レーザービームと再生用レーザービームを情報記録再生媒体に照射することによっ
て、前記情報記録再生媒体に対する情報記録と情報再生を行うピックアップを有する光学
式記録再生装置において、
前記ピックアップにより前記記録用レーザービーム又は前記再生用レーザービームが前記
情報記録再生媒体に照射された際生じるトラッキングエラーの信号を検出する検出手段と
、
前記検出手段から出力されるトラッキングエラーの信号を増幅して出力するトラッキング
サーボゲイン調整用可変増幅手段と、
前記ピックアップが前記情報記録再生媒体の 未記録領域に
前記記録用レーザービームを照射しながらトラックジャンプを行うことで前記検出手段に
より検出されるトラッキングエラーの信号を前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増
幅手段が 増幅することにより出力される を格納する 記憶手
段と、
前記ピックアップが に前記再生用レーザー
ビームを照射 前記検出手段で検出されるトラッキングエラーの信号

前記 記憶手段に格納された を比較す
る比較手段と、
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レーザパワー較正領域における

第１増幅率で 信号の振幅値 第１

前記レーザパワー較正領域における記録後領域
しながら の振幅値を格

納する第２記憶手段と、
第１ 振幅値と前記第２記憶手段に格納された振幅値と



前記比較手段から出力される比較結果に基づいて、前記トラッキングサーボゲイン調整
用可変増幅手段の増幅率を 制御手段とが備えられ、

ことを特徴とする光学式記録再生装置。
【請求項２】
記録用レーザービームと再生用レーザービームを情報記録再記録用レーザービームと再生
用レーザービームを情報記録再生媒体に照射することによって、前記情報記録再生媒体に
対する情報記録と情報再生を行うピックアップを有する光学式記録再生装置において、
前記ピックアップにより前記記録用レーザービーム又は前記再生用レーザービームが前記
情報記録再生媒体に照射された際生じるトラッキングエラーの信号を検出する検出手段と
、
前記検出手段から出力されるトラッキングエラーの信号を増幅して出力するトラッキング
サーボゲイン調整用可変増幅手段と、
前記ピックアップが前記情報記録再生媒体の 未記録領域に
前記再生用レーザービームを照射 前記検出手段で検出されるトラッキングエラー
の信号を前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段が 増幅すること
により出力される を格納する 記憶手段と、
前記ピックアップが 記録後領域に前記再生用レーザー
ビームを照射 前記検出手段で検出されるトラッキングエラーの信号

前記 記憶手段に格納された を比較す
る比較手段と、

前記比較手段から出力される比較結果に基づいて、前記トラッキングサーボゲイン調整
用可変増幅手段の増幅率を 制御手段とが備えられ、

ことを特徴とする光学式記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、仕様形態の異なる書換え可能形の光ディスクに対する記録／再生時のサーボゲ
インを一定とした光学式記録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、光ディスクには、再生専用のコンパクトディスク（ＣＤ）や記録可能なＲ－ＣＤデ
ィスク等がある。
【０００３】
記録可能なディスクとしては、レーザ光を用いて記録／再生する方式をとる追記形（ Writ
e Once）と書換え可能形とがある。ディスクの構造はＣＤと同じであるが、異なる点は信
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前記記録後領域に前記再生用レーザービームを照射して前記検出手段により検出されるト
ラッキングエラーの信号を前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段が増幅して
出力する信号の振幅値と、前記第１記憶手段に格納されている振幅値とが一致するように
、

第２増幅率に調整する
前記情報記録再生媒体に対する情報記録をするときは、前記トラッキングサーボゲイン調
整用可変増幅手段が前記第１増幅率で増幅するトラッキングエラーの信号に基づいてトラ
ッキングサーボ制御を行うとともに、前記情報記録再生媒体の情報再生をするときは、前
記第２増幅率で増幅するトラッキングエラーの信号に基づいてトラッキングサーボ制御を
行う

レーザパワー較正領域における
しながら

第１増幅率で
信号の振幅値 第１

前記レーザパワー較正領域における
しながら の振幅値を格

納する第２記憶手段と、
第１ 振幅値と前記第２記憶手段に格納された振幅値と

前記記録後領域に前記再生用レーザービームを照射して前記検出手段により検出されるト
ラッキングエラーの信号を前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段が増幅して
出力する信号の振幅値と、前記第１記憶手段に格納されている振幅値とが一致するように
、

第２増幅率に調整する
前記情報記録再生媒体に対する情報記録をするときは、前記トラッキングサーボゲイン調
整用可変増幅手段が前記第１増幅率で増幅するトラッキングエラーの信号に基づいてトラ
ッキングサーボ制御を行うとともに、前記情報記録再生媒体の情報再生をするときは、前
記第２増幅率で増幅するトラッキングエラーの信号に基づいてトラッキングサーボ制御を
行う



号を記録する面である。
【０００４】
つまり、追記形の場合の記録信号面の材料は、ＴｅやＢｉを用い、これにレーザ光を当て
るとその部分が熔融してピットが形成される方法と、Ｓｂ 2Ｓｅ 3、ＴｅＯｘや有機色素系
の薄膜を用いてこれにレーザ光を当てると光の反射率が変化する方法の二通りがある。
【０００５】
一方、書換え可能形の場合の記録信号面の材料は、希土類金属（Ｇａ，Ｔｂ，Ｄｒ，Ｈｏ
等）と３ｄ遷移金属（Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ）とのアモルファス合金が用いられており、信号
の記録に際しては光磁気記録方式（ Magnet Optics）  が採用されている。ここでの記録は
、外部磁界によって予めイニシャライズされている光磁気ディスクの記録面の所定箇所を
レーザビームの照射によってキューリー温度（１５０℃程度）より上げると、そこに加わ
った外部磁界により記録面が垂直磁化される。読出しは、これに光を当てた時に偏光面が
ごくわずかに回転する現象（カー効果）を用いることによって行われる。
【０００６】
この他にＳｂＴｅＳｅやＩｎＳｅＴｅ等の材料を用い、結晶相からアモルファスとの相変
化を光で読出す方式や、有機色素２相膜の熱変化を光で読出す方式等も研究されている。
【０００７】
図１は、上記の書換え可能形の光ディスクに対して信号の記録／再生を行う光ピックアッ
プの基本構成を示すもので、レーザダイオード１からの出射光はコリメートレンズ２、マ
ルチプリズム３、反射ミラー４及び対物レンズ５を経て光ディスクの記録面に集光される
。レーザダイオード１からの出射光の一部はマルチプリズム３によってフロントモニタ用
のフォトディテクタ６の検出面に集光されるようになっており、フォトディテクタ６の検
出結果のフィードバックによってレーザダイオード１の出射光の出力の安定化が図られて
いる。
【０００８】
光ディスクからの反射光は、対物レンズ５、反射ミラー４、マルチプリズム３、凸レンズ
７、シリンドリカルレンズ８及びビームスプリッタ９を経てトラッキングエラー検出用の
フォトディテクタＡ及びフォーカスエラー検出用のフォトディテクタＢの検出面に集光さ
れる。
【０００９】
このような構成の光ピックアップでは、信号の記録時にレーザダイオード１からの出射光
のパワーを大とし、再生時においては出射光のパワーを小としている。
このため、信号の記録時及び再生時におけるトラッキングエラー（ＴＥ）サーボ及びフォ
ーカスエラー（ＦＥ）サーボのゲインが異なるので、図２に示すサーボゲイン回路により
、記録時及び再生時におけるサーボゲインを電気的に一定となるようにコントロールして
いる。
【００１０】
つまり、同図（ａ）はＴＥサーボ信号を得るためのサーボゲイン回路であり、フォトディ
テクタＡの検出面Ａ 1 ，Ａ 3 からの出力は減算器１０の＋入力とされている。検出面Ａ 2 
，Ａ 4 からの出力は減算器１０の－入力とされている。また検出面Ａ 1 ～Ａ 4 の出力は、
加算器１１の入力とされている。減算器１０の出力Ｘ及び加算器１１の出力Ｙは、割り算
器１２によってＸ／ＹのＴＥサーボ信号とされる。
【００１１】
一方、同図（ｂ）はＦＥサーボ信号を得るためのサーボゲイン回路であり、フォトディテ
クタＢの検出面Ｂ 1 ，Ｂ 4 からの出力は減算器１３の＋入力とされている。検出面Ｂ 2 ，
Ｂ 3 からの出力は減算器１３の－入力とされている。また検出面Ｂ 1 ～Ｂ 4 の出力は、加
算器１４の入力とされている。減算器１３の出力Ｘ及び加算器１４の出力Ｙは、割り算器
１５によってＸ／ＹのＦＥサーボ信号とされる。
【００１２】
このように、ＴＥ信号及びＦＥ信号を全光量和で割ることにより、レーザダイオード１か
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らの出射光のパワーが変化してもサーボゲインを一定とすることが可能となる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、プッシュプル法を用いた場合のトラッキングエラーに着目すると、信号の記録
の前後でプッシュプルＴＥの変調度の変化の少ない光磁気ディスク等では、上述したサー
ボゲイン回路によりサーボゲインを一定とすることは可能である。
【００１４】
ところが、Ｒ－ＣＤ等に用いられる色素ディスクや書換え可能な相変化ディスク等では信
号の記録の前後でプッシュプルＴＥ変調度が変化するため、サーボゲインが変動して不安
定となる。これは、ピットの形状や深さ等によりエラー量と全光量とが比例関係にはなら
ず、上述したように出力Ｘを全光量で割って正規化しようとしてもその値が異なってしま
うからである。
【００１５】
本発明は、このような事情に対処してなされたもので、

にテスト用信号を記録する動作に併せト
ラックジャンプしてＴＥ量を得、再生時にはそのＴＥ量と同一レベルとなるようにＴＥゲ
イン量を調整することにより、プッシュプルＴＥ変調度の変化を生じる光ディスクに対し
ても安定したＴＥサーボを掛けることができる光学式記録再生装置を提供することを目的
とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するために、記録用レーザービームと再生用レーザービームを
情報記録再生媒体に照射することによって、前記情報記録再生媒体に対する情報記録と情
報再生を行うピックアップを有する光学式記録再生装置において、前記ピックアップによ
り前記記録用レーザービーム又は前記再生用レーザービームが前記情報記録再生媒体に照
射された際生じるトラッキングエラーの信号を検出する検出手段と、前記検出手段から出
力されるトラッキングエラーの信号を増幅して出力するトラッキングサーボゲイン調整用
可変増幅手段と、前記ピックアップが前記情報記録再生媒体の

未記録領域に前記記録用レーザービームを照射しながらトラックジャンプを行うこと
で前記検出手段により検出されるトラッキングエラーの信号を前記トラッキングサーボゲ
イン調整用可変増幅手段が 増幅することにより出力される を格
納する 記憶手段と、前記ピックアップが

に前記再生用レーザービームを照射 前記検出手段で検出されるトラッキングエ
ラーの信号 前記 記憶手段に格納された

を比較する比較手段と、

前記比較手段から出力
される比較結果に基づいて、前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段の増幅率
を 制御手段とが備えられ、

ことを特徴とする。
【００１７】
また、本発明は、記録用レーザービームと再生用レーザービームを情報記録再記録用レー
ザービームと再生用レーザービームを情報記録再生媒体に照射することによって、前記情
報記録再生媒体に対する情報記録と情報再生を行うピックアップを有する光学式記録再生
装置において、前記ピックアップにより前記記録用レーザービーム又は前記再生用レーザ
ービームが前記情報記録再生媒体に照射された際生じるトラッキングエラーの信号を検出
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光ディスクの所定の領域（例えば
Ｒ－ＣＤにおいては、パワー較正領域：ＰＣＡ）

レーザパワー較正領域にお
ける

第１増幅率で 信号の振幅値
第１ 前記レーザパワー較正領域における記録後領

域 しながら
の振幅値を格納する第２記憶手段と、 第１ 振幅値と

前記第２記憶手段に格納された振幅値と 前記記録後領域に前記再
生用レーザービームを照射して前記検出手段により検出されるトラッキングエラーの信号
を前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段が増幅して出力する信号の振幅値と
、前記第１記憶手段に格納されている振幅値とが一致するように、

第２増幅率に調整する 前記情報記録再生媒体に対する情報記録
をするときは、前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段が前記第１増幅率で増
幅するトラッキングエラーの信号に基づいてトラッキングサーボ制御を行うとともに、前
記情報記録再生媒体の情報再生をするときは、前記第２増幅率で増幅するトラッキングエ
ラーの信号に基づいてトラッキングサーボ制御を行う



する検出手段と、前記検出手段から出力されるトラッキングエラーの信号を増幅して出力
するトラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段と、前記ピックアップが前記情報記録
再生媒体の 未記録領域に前記再生用レーザービームを照射

前記検出手段で検出されるトラッキングエラーの信号を前記トラッキングサーボ
ゲイン調整用可変増幅手段が 増幅することにより出力される を
格納する 記憶手段と、前記ピックアップが 記録後
領域に前記再生用レーザービームを照射 前記検出手段で検出されるトラッキング
エラーの信号 前記 記憶手段に格納された

を比較する比較手段と、

前記比較手段から出
力される比較結果に基づいて、前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段の増幅
率を 制御手段とが備えられ、

ことを特徴とする。
【００１８】
【作用】
本発明の光学式記録再生装置では、光ディスクの記録面の所定の領域にテスト用信号を記
録する動作に併せトラックジャンプしてＴＥ量を得、再生時にはそのＴＥ量と同一レベル
となるようにＴＥゲイン量を調整するようにしたものである。
【００１９】
また、所定領域に記録されたテスト用信号の再生時、トラッキングサーボオープン状態で
トラッキングエラーの振幅値を得、情報再生時においてはそのＴＥ量と同一レベルとなる
ようにＴＥゲイン量を調整するようにしたものである。
【００２０】
したがって、Ｒ－ＣＤ等に用いられる色素ディスクや書換え可能な相変化ディスク等にお
いて、信号の記録の前後でプッシュプルＴＥ変調度が変化する場合であっても、ＴＥゲイ
ン量の調整が容易且つ確実となる。
【００２１】
【実施例】
以下、本発明の実施例の詳細を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する図におい
て図２と共通する部分には同一符号を付し重複する説明を省略する。
【００２２】
図３は、本発明の光学式記録再生装置の一実施例に係るＴＥサーボ信号を得るためのサー
ボゲイン回路を示すものであり、フォトディテクタＡの検出面Ａ 1 ，Ａ 3 からの出力は減
算器１０の＋入力とされている。検出面Ａ 2 ，Ａ 4 からの出力は減算器１０の－入力とさ
れている。また検出面Ａ 1 ～Ａ 4 の出力は、加算器１１の入力とされている。減算器１０
の出力Ｘ及び加算器１１の出力Ｙは、割り算器１２によってＸ／ＹのＴＥサーボ信号とさ
れる。
【００２３】
割り算器１２の出力側には、再生時においてオンされる切換えスイッチ２０が配設されて
いる。
【００２４】

アンプ２６の入出
力間に介在されている

【００２５】
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レーザパワー較正領域における
しながら

第１増幅率で 信号の振幅値
第１ 前記レーザパワー較正領域における

しながら
の振幅値を格納する第２記憶手段と、 第１ 振幅値

と前記第２記憶手段に格納された振幅値と 前記記録後領域に前記
再生用レーザービームを照射して前記検出手段により検出されるトラッキングエラーの信
号を前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段が増幅して出力する信号の振幅値
と、前記第１記憶手段に格納されている振幅値とが一致するように、

第２増幅率に調整する 前記情報記録再生媒体に対する情報記
録をするときは、前記トラッキングサーボゲイン調整用可変増幅手段が前記第１増幅率で
増幅するトラッキングエラーの信号に基づいてトラッキングサーボ制御を行うとともに、
前記情報記録再生媒体の情報再生をするときは、前記第２増幅率で増幅するトラッキング
エラーの信号に基づいてトラッキングサーボ制御を行う

割り算器１２の出力は、抵抗２５を介してアンプ２６に取り込まれる。
ゲイン可変抵抗２７の値はマイコン２９によりコントロールされる

。



アンプ２６の出力は、Ａ／Ｄ変換器２８ メモリ３０に格納される。ここで、メ
モリ３０に格納されるデータは、後述する光ディスクの記録面の所定の領域である記録パ
ワー測定領域にテスト用信号を記録する動作に併せトラックジャンプして得られたＴＥ信
号の振幅値である。
【００２６】
またアンプ２６の出力は、切換えスイッチ３１の端子

割り算器１２の出力が取込まれる。ここで、切換えスイッチ３１は、
記録 時、又は 再生 時において端子ａ側に切換えられる。

には端子ｂ側に切換えられる。
【００２７】
一方、切換えスイッチ２０がオン状態にあるとき、割り算器１２の出力はＡ／Ｄ変換器２
１ メモリ２２に格納される。ここで、メモリ２２に格納されるデータは、

再生時における
信号の振幅値である。

【００２８】
メモリ２２に格納されたデータは、リファレンス２３によってメモリ３０のデータと

基準がとられた後、比較器２４によって比較される。マイコン２９は、
メモリ３０のデータ値とが合

うように比較器２４の比較結果に基づいてアンプ２６のゲインを、ゲイン可変抵抗２７を
コントロールすることで調整する。
【００２９】
なお、光ディスクのテスト記録時における は、たとえば
図４に示すように、リードインの内側のプログラムメモリ領域（ＰＭＡ）の更に内側に設
けられている。なお、プログラムメモリ領域（ＰＭＡ）は、たとえば記録した情報の開始
及び終了アドレス等が書込まれる領域である。
【００３０】
続いて、このような構成の光学式記録再生装置の動作を、図５を用いて説明する。
【００３１】
まず、テスト記録時においては、切換えスイッチ２０がオフ状態とされている。この状態
でピックアップをパワーキャリブレ領域に移動させるとともに、記録すべき光ディスクに
対しての最適な記録パワーの設定を行う（ステップ５０１）。
【００３２】
記録パワーの設定に際しては、たとえば仕様形態の異なる光ディスクに対する最適な記録
パワーのデータをマイコン２９に格納しておき、光ディスクの仕様形態の検出を行った後
に格納されているデータに基づいて設定するようにしてもよい。また、ＰＣＡに対してテ
スト記録及びテスト再生を繰り返して行い、最適な記録パワーを設定するようにしてもよ
い。
【００３３】
最適な記録パワーの設定を行った後、パワーキャリブレ領域にて

ピックアップを１トラックジャンプさせ（ステップ５０
２）、記録パワーオンと同時に １トラックジャンプのＴＥ信号の振幅値を得る
とともに、この得た振幅値のデータをメモリ３０に格納する（ステップ５０３）。
【００３４】

再生
時においては、切換えスイッチ２０がオンされ、再生時におけるＴＥ信号の振幅値のデー
タがメモリ２２に格納される。メモリ２２に格納されたデータはリファレンス２３によっ
てメモリ３０のデータと 基準がとられた後、比較器２４によって比較さ
れる。マイコン２９は、
メモリ３０のデータ値とが合うように比較器２４の比較結果に基づいてアンプ２６のゲイ
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を介して、

ａに入力される。切換えスイッチ３
１の端子ｂには、 情
報を する 記録した情報を する また
、未記録の領域を再生するとき

を介して 記録パ
ワー測定領域（ＰＣＡ）に記録したテスト用信号の トラッキングエラーの

すなわち、メモリ２２には、割り算器１２から出力される信号の振
幅値が格納される。

比較
する振幅値に テス
ト再生時におけるＴＥ信号をアンプ２６が増幅する振幅値と

パワーキャリブレ領域（ＰＣＡ）

最適化された記録パワー
のレーザービームを照射しながら

行った上記

記録パワー測定領域に記録したテスト用信号を再生してＴＥ信号を得るためのテスト

比較する振幅値に
テスト再生時におけるＴＥ信号をアンプ２６が増幅する振幅値と



ンを、ゲイン可変抵抗２７をコントロールすることで調整する（ステップ５０４）。
【００３５】
次いで、ＴＥゲインが最適であるか否かの判断が行われ（ステップ５０５）、最適でない
と判断された場合には再度ゲイン可変抵抗２７の値がコントロールされる。
【００３６】
したがって、再生時においては、切換えスイッチ３１が端子ａ側に切換えられることによ
り、ＴＥゲインが最適とされたＴＥ信号に基づいてピックアップのトラッキング制御が行
われる。
【００３７】
このように、この実施例では、パワーキャリブレ領域である記録パワー測定領域（ＰＣＡ
）にキャリブレーション用信号を記録する動作に併せトラックジャンプしてＴＥ量を得、
再生時にはそのＴＥ量と同一レベルとなるようにＴＥゲイン量を調整するようにしたので
、記録の前後でプッシュプルＴＥ変調度の変化を生じる光ディスクであっても安定したＴ
Ｅサーボを掛けることができる。また、仕様形態の異なる他の光ディスクに対しても

ＴＥ量を一定とすることができる。
【００３８】
図６は、 。

まず、ピックアップをパワーキャリブレ領域に移動させるとともに、記録すべき光ディス
クに対しての最適な記録パワーの設定を行う（ステップ６０１）。次に、パワーキャリブ
レーション を行う（ステップ６０２）。すなわち、ス
テップ６０２では、パワーキャリブレ領域にキャリブレーション用信号を記録する。
【００３９】
次に、記録後領域（記録後の領域）を再生して、ＴＥオープン

で、ＴＥ信号の振幅値をメモリ２２に格納する（
ステップ６０３）。そして、未記録 再生時にメモリ３０に格納しておいたＴＥ信号
の振幅値と 合うように、ＴＥゲイン

（ステップ６０４）。
【００４０】
次いで、ＴＥゲインが最適であるか否かの判断を行い（ステップ６０５）、最適でないと
判断された場合には再度ゲイン可変抵抗２７の値がコントロールされる。
【００４１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の光学式記録再生装置によれば、光ディスクの記録面の所定の
領域 にテスト用信号を記録する動作に併せトラックジャンプ
してＴＥ量を得、再生時にはそのＴＥ量と同一レベルとなるようにＴＥゲイン量を調整す
るようにした。また、所定領域に記録されたテスト用信号の再生時、トラッキングサーボ
オープン状態でトラッキングエラーの振幅値を得、情報再生時においてはそのＴＥ量と同
一レベルとなるようにＴＥゲイン量を調整するようにした。
【００４２】
したがって、Ｒ－ＣＤ等に用いられる色素ディスクや書換え可能な相変化ディスク等にお
いて、信号の記録の前後で が変化する場合であっても、安定し
た サーボを掛けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の書換え可能形の光ディスクに対して信号の記録／再生を行う光ピックアッ
プの基本構成を示す斜視図である。
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記録
前後の

他の実施例を示すものである 本実施例では、データが記録されていない領域（
未記録領域）の再生とデータが記録済みの領域（記録後領域）の再生をするにあたり、ト
ラッキングサーボの制御を適切に行うことを目的としている。このため、未記録領域の再
生時において切換えスイッチ３１から出力される信号（トラッキングサーボに用いられる
信号）と、記録後領域の再生時において切換えスイッチ３１から出力される信号とが同じ
になるように制御するものである。

のための処理、いわゆるＯＰＣ処理

（フォーカスサーボをかけ
、トラッキングサーボをかけない状態）

領域の
テスト再生時のＴＥ信号とが 、すなわちアンプ２６の

ゲインを調整する

（パワー較正領域：ＰＣＡ）

トラッキングエラーの振幅
トラッキング



【図２】図１のＴＥ及びＦＥサーボ信号を得るためのサーボゲイン回路を示す図である。
【図３】本発明の光学式記録再生装置の一実施例を示す図である。
【図４】図３の光学式記録再生装置によって情報が記録／再生される光ディスクの一例を
示す図である。
【図５】図３の光学式記録再生装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図６】図５のフローを変えた場合の他の実施例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
Ａ　フォトディテクタ
Ａ 1 ～Ａ 4　  検出面
１０　減算器
１１　加算器
１２　割り算器
２０，３１　切換えスイッチ
２１，２８　Ａ／Ｄ変換器
２２，３０　メモリ
２４　比較器
２６　アンプ
２９　マイコン
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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