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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同期情報を夫々に含む単位情報を含んで構成される記録情報が記録されるべき記録媒体
であって、前記単位情報が記録されるべき領域毎に前記同期情報に対応する同期信号が少
なくとも予め記録されている記録媒体に対して、当該同期信号に基づいて前記記録情報の
記録を開始する記録開始タイミングを設定する記録タイミング設定システムにおいて、
　前記記録媒体上に前記同期情報を含む前記記録情報が既に記録されているとき、当該同
期情報を検出する第１検出手段と、
　前記検出した同期情報に基づいて、前記記録されている記録情報に追加して前記記録情
報を記録する際に前記同期信号が検出されるべきタイミングを予測し、当該タイミングを
示す検出タイミング信号を生成する第１生成手段と、
　前記生成された検出タイミング信号に基づいて前記記録開始タイミングを設定する第１
設定手段と、
　を備える第１タイミング設定装置と、
　前記記録媒体上に前記記録情報が記録されていないとき、複数の前記同期信号のうち、
予め設定された前記同期信号である特定同期信号を検出する第２検出手段と、
　前記特定同期信号が検出された後に継続して他の前記同期信号が検出されないとき、前
記検出された特定同期信号に基づいて当該特定同期信号が検出された後に記録すべき前記
記録情報に対応する前記記録開始タイミングを予測し、予測タイミング信号を生成する第
２生成手段と、
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　前記生成された予測タイミング信号に基づいて、前記記録開始タイミングを設定する第
２設定手段と、
　を備える第２タイミング設定装置と、
　前記記録媒体上に前記記録情報が記録されているとき、前記第１タイミング装置により
設定された前記記録開始タイミングを選択して出力すると共に、前記記録媒体上に前記記
録情報が記録されていないとき、前記第２タイミング装置により設定された前記記録開始
タイミングを選択して出力する選択手段と、
　を備えることを特徴とする記録タイミング設定システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録タイミング設定システムを含む情報記録システムであって、
　前記記録媒体上に前記記録情報が記録されているか否かを検出する第３検出手段と、
　前記第１タイミング設定装置又は前記第２タイミング設定装置のうちいずれか一方によ
って設定された前記記録開始タイミングから前記記録情報の記録を開始する記録手段と、
　を備えることを特徴とする情報記録システム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスク等の記録媒体に対する記録情報の記録タイミング（記録位置）を設
定して当該記録情報を記録するための記録タイミング設定装置並びに当該記録タイミング
設定装置を備えた情報記録装置の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、記録可能な従来の光ディスクとしてのＣＤ－Ｒ（Compact　Disk－Recordable）に
比して数倍記録密度を向上させると共に記録情報を複数回記録することが可能な光ディス
クであるＤＶＤ－Ｒ／Ｗの開発が行われているが、このＤＶＤ－Ｒ／Ｗに記録情報を記録
するための情報記録装置においては、当該ＤＶＤ－Ｒ／Ｗに予め（記録情報が何ら記録さ
れていない状態で）離散的な配置のピットとして記録されている同期信号を検出し、当該
検出した同期信号に基づいて記録時の基準となる記録クロック信号を生成すると共に、記
録情報を記録すべきＤＶＤ－Ｒ／Ｗ上の位置を示すアドレス情報を取得して記録を行う構
成となっている。
【０００３】
この構成によれば、外乱によってＤＶＤ－Ｒ／Ｗの回転が定常速度からずれたとしても当
該ずれに合わせて記録クロック信号の周波数をもずらすことが可能となり、これにより当
該ＤＶＤ－Ｒ／Ｗの回転に常に同期した周波数を有する記録クロック信号を生成して正確
に記録情報を記録することが可能となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の情報記録装置の構成によると、何ら記録情報が記録されていな
いＤＶＤ－Ｒ／Ｗの領域に対して新たに記録情報を記録する場合に、当該ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ
の表面の傷や指紋等に起因して当該ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ上の上記同期信号が検出できないとき
には、その間に上記記録クロック信号が生成できないこととなり、よって、所望の記録位
置に正確に記録情報を新たに記録することができないという問題点があった。
【０００５】
一方、既に記録情報が記録されているＤＶＤ－Ｒ／Ｗの領域に対して新たな記録情報を上
書き記録する場合には、上記同期信号を示すピット（従来のＤＶＤ－Ｒ／Ｗにおいては、
この同期信号を示すピットは、記録情報が記録されるべきグルーブトラックに隣接するラ
ンドトラック上の位置に位相ピットとして形成されている。）を検出した結果得られる検
出信号に対して当該既に記録されている記録情報に対応する検出信号が重畳され、これに
より、当該記録情報がない場合に比して当該同期信号を示すピットに対応する検出信号が
検出し難くなってしまい、結果として、正確に同期信号を検出することができない場合が
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あるという問題点もあった。
【０００６】
そこで、本発明は、上記各問題点に鑑みて為されたもので、その課題は、少なくともＤＶ
Ｄ－Ｒ／Ｗ等の光ディスク上の既に記録情報が記録されている領域に新たに記録情報を上
書き記録するときに記録制御のための上記同期信号が検出できない場合でも、上書き記録
すべき記録情報に対応する記録位置を設定することが可能である記録タイミング設定装置
を提供すると共に、当該記録タイミング装置を備えて正確な記録位置で記録情報を上書き
記録することが可能な情報記録装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、同期情報を夫々に含む単位情
報を含んで構成される記録情報が記録されるべき記録媒体であって、前記単位情報が記録
されるべき領域毎に前記同期情報に対応する同期信号が少なくとも予め記録されているＤ
ＶＤ－Ｒ／Ｗ等の記録媒体に対して、当該同期信号に基づいて前記記録情報の記録を開始
する記録開始タイミングを設定する記録タイミング設定システムにおいて、前記記録媒体
上に前記同期情報を含む前記記録情報が既に記録されているとき、当該同期情報を検出す
るシンク検出部等の第１検出手段と、前記検出した同期情報に基づいて、前記記録されて
いる記録情報に追加して前記記録情報を記録する際に前記同期信号が検出されるべきタイ
ミングを予測し、当該タイミングを示す検出タイミング信号を生成する第２記録タイミン
グ信号生成器等の第１生成手段と、前記生成された検出タイミング信号に基づいて前記記
録開始タイミングを設定する第２記録タイミング信号生成器等の第１設定手段と、を備え
る第１タイミング設定装置と、前記記録媒体上に前記記録情報が記録されていないとき、
複数の前記同期信号のうち、予め設定された前記同期信号である特定同期信号を検出する
プリピット検出部等の第２検出手段と、前記特定同期信号が検出された後に継続して他の
前記同期信号が検出されないとき、前記検出された特定同期信号に基づいて当該特定同期
信号が検出された後に記録すべき前記記録情報に対応する前記記録開始タイミングを予測
し、予測タイミング信号を生成する第１記録タイミング生成器等の第２生成手段と、前記
生成された予測タイミング信号に基づいて、前記記録開始タイミングを設定する第１記録
タイミング生成器等の第２設定手段と、を備える第２タイミング設定装置と、前記記録媒
体上に前記記録情報が記録されているとき、前記第１タイミング装置により設定された前
記記録開始タイミングを選択して出力すると共に、前記記録媒体上に前記記録情報が記録
されていないとき、前記第２タイミング装置により設定された前記記録開始タイミングを
選択して出力するスイッチ等の選択手段と、を備える。
【００２３】
【発明の実施の形態】
次に本発明に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。なお、以下に説明す
る実施の形態は、情報を記録すべきＤＶＤ－Ｒ／Ｗ上の位置を示すアドレス情報がプリ情
報としてプリピットを形成して記録されている共に、記録時におけるＤＶＤ－Ｒ／Ｗの回
転数を制御するための上記同期信号が記録されている記録媒体としてのＤＶＤ－Ｒ／Ｗに
対して情報を記録するための情報記録装置について本発明を適用した場合の実施形態であ
る。
【００２４】
（Ｉ）ＤＶＤ－Ｒ／Ｗの実施形態
初めに、上記プリ情報に対応したプリピットが形成されていると共に後述のグルーブトラ
ックを所定の周波数でウォブリングさせて上記同期信号が記録されているＤＶＤ－Ｒ／Ｗ
の実施形態について図１及び図２を用いて説明する。
【００２５】
なお、図1（ａ）は実施形態のＤＶＤ－Ｒ／Ｗの断面斜視図であり、図１（ｂ）は当該断
面斜視図における矢印方向からグルーブトラックを見た断面図であり、図２はＤＶＤ－Ｒ
／Ｗに予め記録されているプリ情報及び回転制御情報の記録フォーマットを示す模式図で



(4) JP 4040780 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

ある。
【００２６】
先ず、図１を用いて本実施形態のＤＶＤ－Ｒ／Ｗの物理的構造について説明する。
【００２７】
図１（ａ）及び（ｂ）において、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１は相変化薄膜からなる記録層１１を備
えた複数回の情報の書込みが可能な相変化型ＤＶＤ－Ｒ／Ｗであり、情報が記録されるべ
きトラックであるグルーブトラック２と当該グルーブトラック２に再生光又は記録光とし
てのレーザビーム等の光ビームＢを誘導するためのランドトラック３とが基板９上に形成
されている。
【００２８】
また、各グルーブトラック２においては、特に図１（ｂ）に示すように、記録層１１を挟
むように当該記録層１１を保護する機能を有する誘電体層５及び８と、記録された記録情
報を再生する際に光ビームＢを反射するための金蒸着面６と、記録層１１、誘電体層５及
び８並びに金蒸着面６を外気から更に保護するための樹脂層９Ａ並びに保護膜７が、夫々
基板９上に積層されて形成されている。
【００２９】
一方、上記ランドトラック３には上記プリ情報に対応するプリピット４が形成されている
。このプリピット４はＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１を出荷する前に予め形成されているものである。
【００３０】
更に、当該ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１においては、グルーブトラック２を当該ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１の
回転速度に対応する周波数でウォブリングさせている。このグルーブトラック２のウォブ
リングによる回転制御のための同期信号の記録は、上記プリピット４と同様に、ＤＶＤ－
Ｒ／Ｗ１を出荷する前に予め実行されるものである。そして、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に記録情
報（プリ情報及び同期信号以外の本来記録すべき画像情報等の情報をいう。以下同じ。）
を記録する際には、後述の情報記録装置においてグル－ブトラック２のウォブリングの周
波数を検出することにより同期信号を取得してＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１を所定の回転速度で回転
制御すると共に、プリピット４を検出することにより予めプリ情報を取得し、それに基づ
いて記録光としての光ビ－ムＢの最適出力等が設定されると共に、記録情報を記録すべき
ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の位置であるアドレス情報等が取得され、このアドレス情報に基づい
て記録情報が対応する記録位置に記録される。
【００３１】
ここで、記録情報の記録時には、光ビームＢをその中心がグルーブトラック２の中心と一
致するように照射してグルーブトラック２上に記録情報に対応する相変化ピットを形成す
ることにより記録情報を形成する。この時、光スポットＳＰの大きさは、図１（ａ）に示
すように、その一部がグルーブトラック２だけでなくランドトラック３にも照射されるよ
うに設定される。そして、このランドトラック３に照射された光スポットＳＰの一部の反
射光を用いてプッシュプル法（ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１の回転方向に平行な分割線により分割さ
れた光検出器を用いたラジアルプッシュプル法）によりプリピット４からプリ情報を検出
して当該プリ情報が取得されると共に、グルーブトラック２に照射されている光スポット
ＳＰの反射光を用いてグルーブトラック２からウォブリング信号が検出されて回転制御用
のクロック信号が取得される。
【００３２】
次に、本実施形態のＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に予め記録されているプリ情報及び回転制御情報の
記録フォーマットについて、図２を用いて説明する。なお、図２において、上段は記録情
報における記録フォーマットを示し、下段の波型波形は当該記録情報を記録するグルーブ
トラック２のウォブリング状態（すなわち、グルーブトラック２の平面図）を示し、記録
情報とグルーブトラック２のウォブリング状態の間の上向き矢印は、プリピット４が形成
される位置を模式的に示すものである。ここで、図２においては、グルーブトラック２の
ウォブリング状態は、理解の容易のため実際の振幅よりも大きい振幅を用いて示してあり
、記録情報は当該グルーブトラック２の中心線上に相変化ピットを形成して記録される。
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【００３３】
図２に示すように、本実施形態においてＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に記録される記録情報は、予め
シンクフレーム毎に分割されている。そして、２６のシンクフレームにより一のレコーデ
ィングセクタが形成され、更に、１６のレコ－ディングセクタにより情報ブロックとして
の一のＥＣＣブロックが形成される。
【００３４】
なお、一のシンクフレームは、上記記録情報を記録する際の記録フォーマットにより規定
されるビット間隔に対応する単位長さ（以下、Ｔという。）の１４８８倍（１４８８Ｔ）
の長さを有しており、更に、一のシンクフレームの先頭の１４Ｔの長さの部分にはシンク
フレ－ム毎に記録時の同期を取るための同期情報ＳＹが記録される。
【００３５】
一方、本実施形態においてＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に記録されているプリ情報は、シンクフレー
ム毎に記録されている。ここで、プリピット４によるプリ情報の記録においては、記録情
報内の夫々のシンクフレームにおける同期情報ＳＹが記録される領域に隣接するランドト
ラック３上にプリ情報における同期信号を示すものとして必ず一のプリピット４が形成さ
れると共に、当該同期情報ＳＹ以外の当該シンクフレーム内の前半部分に隣接するランド
トラック３上に記録すべきプリ情報の内容（アドレス情報）を示すものとして二又は一の
プリピット４が形成される（なお、同期情報ＳＹ以外の当該シンクフレーム内の前半部分
については、記録すべきプリ情報の内容によってはプリピット４が形成されない場合もあ
る。また、一のレコーディングセクタの先頭のシンクフレームでは、その前半部分に必ず
三つのプリピット４が連続して形成される。）。この際、本実施形態では、一のレコ－デ
ィングセクタにおいては、偶数番目のシンクフレーム（以下、ＥＶＥＮフレームという。
）のみ又は奇数番目のシンクフレーム（以下、ＯＤＤフレームという。）のみのいずれか
一方にプリピット４が形成されてプリ情報が記録される。すなわち、図２において、ＥＶ
ＥＮフレームにプリピット４が形成された場合には（図２において実線上向き矢印で示す
。）それに隣接するＯＤＤフレームにはプリピット４は形成されない。
【００３６】
更に、グルーブトラック２のウォブリングとプリピット４の位置の関係については、当該
ウォブリングにおける最大振幅の位置にプリピット４が形成されている。
【００３７】
一方、グルーブトラック２は、全てのシンクフレームに渡って１４０ｋＨｚ（一のシンク
フレームがグルーブトラック２の変動波形の８波分に相当する周波数）の一定ウォブリン
グ周波数でウォブリングされている。そして、後述の情報記録装置において、当該一定の
ウォブリング周波数を検出することでＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１を回転させるためのスピンドルモ
ータの回転制御のための同期信号が検出される。
【００３８】
（II）情報記録装置の実施形態
次に、上述した構成を有するＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に対して記録情報を記録するための本発明
に係る情報記録装置の実施形態について、図３乃至図１７を用いて説明する。
【００３９】
なお、以下に説明する情報記録装置は、既に記録情報が記録されているＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１
上の領域に新たな記録情報を上書き記録する処理（以下、単に上書き記録処理と称する。
）と、記録情報が未だ記録されていないＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の領域に新たに記録情報を記
録する処理（以下、追加記録処理と称する。）とが共に可能な情報記録装置である。
【００４０】
始めに、実施形態に係る情報記録装置の全体構成について、図３を用いて説明する。
【００４１】
なお、図３は実施形態の情報記録装置の概要構成を示すブロック図である。ここで、当該
図３は情報記録装置のうち本発明に係る部分のみを示すブロック図であり、実際の情報記
録装置においては、図３に示すブロック図の内容に加えて、トラッキングサーボ制御（実
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施形態の情報記録装置においては、いわゆる３ビーム法によるトラッキングサーボ制御を
用いる。）及びフォーカスサーボ制御（当該情報記録装置においては、いわゆる非点収差
法によるフォーカスサーボ制御を用いる。）並びに後述するスピンドルモータの回転制御
を行うためのスピンドルサーボ制御夫々のためのサーボ制御系、情報記録装置の動作状態
を表示するための表示部及び外部から情報記録装置の動作を指定するための操作部等が含
まれている。
【００４２】
図３に示すように、実施形態の情報記録装置Ｓは、再生手段としてのピックアップ１０と
、第２検出手段としてのプリピット検出部１１と、タイミングジェネレータ１２と、ＣＰ
Ｕ１４と、記録手段としてのＤＶＤエンコーダ１５と、ストラテジ回路１６と、プリピッ
トデコーダ１７と、ウォブル検出部１８と、スピンドルモータ１９と、分周器３５と、Ｒ
Ｆ検出部９５と、検出手段及び第１検出手段としてのシンク検出部９６と、データデコー
ダ９７と、位相変調部ＥＰと、ウォブルＰＬＬ（Phase　Locked　Loop）部ＷＰと、スピ
ンドル制御部ＳＰと、により構成されている。
【００４３】
ここで、ピックアップ１０は、光ビームＢを生成して射出する図示しないレーザダイオー
ド、射出された光ビームＢをＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上に集光する図示しない対物レンズ、光ビ
ームＢのＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１からの反射光に対して上記非点収差法によるフォーカスサーボ
制御を行うべく非点収差を与えるための図示しないシリンドリカルレンズ、当該反射光を
受光して後述する検出ＲＦ信号Ｓpf及び検出信号Ｓpを生成する図示しないディテクタ及
び光ビームＢの集光位置をＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１の半径方向に移動してトラッキングサーボ制
御を行うと共にその情報記録面に垂直な方向に移動してフォーカスサーボ制御を行うべく
上記対物レンズを当該半径方向又は垂直な方向に移動するための図示しないアクチュエー
タ等を含んで構成されている。
【００４４】
また、本実施形態の情報記録装置Ｓにおいては、上述したようにフォーカスサーボ制御は
いわゆる非点収差法を用いて行われ、更にトラッキングサーボ制御はいわゆる３ビーム法
を用いて行われる。そこで、上記ディテクタは、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１の半径方向に平行な分
割線を介して互いに隣接すると共にその周方向に平行な分割線を介して互いに隣接する四
つの扇形の部分ディテクタからなる主ディテクタ（上記反射光を受光する主ディテクタ）
と、上記３ビーム法によるトラッキングサーボ制御用のトラッキングエラー信号を生成す
るための二つの副ディテクタ（トラッキングサーボ制御のための図示しない二つの副ビー
ム（すなわち、光ビームＢのＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の集光位置に対してその周方向の前後に
一定間隔をおいて夫々照射される二つの副ビーム）を受光するための副ディテクタ）と、
により構成されている。そして、当該反射光を受光することで当該主ディテクタから出力
される四つの受光信号に基づいて上記検出ＲＦ信号Ｓpf及び検出信号Ｓp並びにフォーカ
スサーボ制御用のフォーカスエラー信号が生成されると共に、夫々の副ビームの反射光を
することで副ディテクタから夫々出力される二つの受光信号に基づいて上記トラッキング
サーボ制御用のトラッキングエラー信号が生成される。
【００４５】
一方、位相変調部ＥＰは、分周器２０及び２４と、位相比較部２１及び２５と、イコライ
ザ２２及び２６と、位相シフタ２３と、ＶＣＯ（Voltage　Controlled　Oscillator）２
７とにより構成されている。
【００４６】
更に、ウォブルＰＬＬ部ＷＰは、分周器３０及び３１と、位相比較部３２と、イコライザ
３３と、ＶＣＯ３４とにより構成されている。
【００４７】
更にまた、スピンドル制御部ＳＰは、参照信号発生部４０と、分周器４１と、位相比較部
４２と、イコライザ４３とにより構成されている。
【００４８】
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次に、全体動作を説明する。
【００４９】
上記上書き記録処理時及び追加記録処理時の双方において、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に記録すべ
き記録情報としての記録データＳrは、外部から入力され、ＤＶＤエンコーダ１５におい
て後述するクロック信号Ｓck及び記録開始信号Ｓsttに基づき８／１６変調され、変調信
号Ｓecとしてストラテジ回路１６に出力される。この時、当該記録開始信号ＳsttはＤＶ
Ｄエンコーダ１５に対して記録データＳrの記録の際に一のＥＣＣブロック（当該ＤＶＤ
エンコーダ１５内で形成されるものである。）の先頭となるべきデータが当該ＤＶＤエン
コーダ１５に入力されるべきタイミングを認識させる機能を有している。
【００５０】
そして、ストラテジ回路１６において、変調信号Ｓecに対して後述するクロック信号Ｓck
に基づいてＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上に形成される記録ピットの形状を調整するための波形変換
が施され、記録信号Ｓrrとしてピックアップ１０に出力される。
【００５１】
その後、当該ピックアップ１０は、記録信号Ｓrrにより強度変調された光ビームＢを、記
録データＳrに対応する相変化ピットを形成すべきグルーブトラック２上に照射し、記録
を行う。
【００５２】
一方、上書き記録処理時及び追加記録処理時の双方において、当該ピックアップ１０は、
記録データＳrに対応する相変化ピットの形成に先立ち、光ビームＢをＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１
に照射し（図１参照）、上記プリピット４及びグルーブトラック２のウォブリングにより
変調された当該光ビームＢの反射光を受光して、上記プリピット４及びグルーブトラック
２のウォブリングの情報を含む検出信号Ｓpを生成し、プリピット検出部１１及びウォブ
ル検出部１８へ出力する。
【００５３】
次に、プリピット検出部１１は、検出信号Ｓpに含まれるプリピット４に対応するプリピ
ット信号Ｓppを上記ラジアルプッシュプル法により抽出し、当該プリピット信号Ｓppをタ
イミングジェネレータ１２及びプリピットデコーダ１７へ出力する。
【００５４】
そして、プリピットデコータ１７は、入力されたプリピット信号Ｓppを後述するクロック
信号Ｓclに基づいてデコードし、一つのＥＣＣブロックを記録すべきＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上
の領域を示すアドレス信号Ｓatを生成し、上記ＣＰＵ１４に出力する。
【００５５】
一方、これらの処理と平行して、上記上書き記録処理時において、ＲＦ検出部９５は、ピ
ックアップ１０から出力される検出ＲＦ信号Ｓpfに基づいて、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上に既に
記録されている記録情報に対応する再生ＲＦ信号Ｓrfを生成し、タイミングジェネレータ
１２に出力する。
【００５６】
次に、上書き記録処理時において、シンク検出部９６は、上記検出ＲＦ信号Ｓpfに基づい
て、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上に既に記録されている記録情報における同期情報ＳＹ（図２参照
）を検出し、各シンクフレームにおける当該同期情報ＳＹの検出が終了したタイミングで
「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に変化するシンク信号Ｓsyを生成して同じくタイミングジェ
ネレータ１２に出力する。
【００５７】
更に、上書き記録処理時において、データデコーダ９７は、上記検出ＲＦ信号Ｓpfに基づ
いて、当該検出ＲＦ信号Ｓpfに含まれている記録情報（既に記録されていた記録情報）が
記録されていたＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の位置を示す再生アドレス情報を含むアドレス信号Ｓ
addを生成してＣＰＵ１４へ出力する。
【００５８】
次に、タイミングジェネレータ１２は、上記入力された再生ＲＦ信号Ｓrf、シンク信号Ｓ
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sy及びプリピット信号Ｓppを用いると共に、後述するウォブリング信号Ｓw及びクロック
信号Ｓck並びにＣＰＵ１４からの記録データＳrの記録を指示する指示信号Ｓrt及び記録
位置を検索する等のためにピックアップ１０がいわゆるトラックジャンプしたことを示す
ジャンプ信号Ｓjpに基づき、これから記録すべき記録情報における一つのＥＣＣブロック
に対応する上記記録データＳrの記録を開始すべきタイミングを示す上記記録開始信号Ｓs
ttを生成し、ＤＶＤエンコーダ１５に出力する。
【００５９】
なお、タイミングジェネレータ１２は、上記上書き記録処理時においては、再生ＲＦ信号
Ｓrf、シンク信号Ｓsy、プリピット信号Ｓpp、ウォブリング信号Ｓｗ、クロック信号Ｓck
、指示信号Ｓrt及びジャンプ信号Ｓjpを用いて記録開始信号Ｓsttを生成し、一方、上記
追加記録処理時においては、再生ＲＦ信号Ｓrf及びシンク信号Ｓsyが検出されないことか
ら、プリピット信号Ｓpp、ウォブリング信号Ｓｗ、クロック信号Ｓck、指示信号Ｓrt及び
ジャンプ信号Ｓjpを用いて記録開始信号Ｓsttを生成する。
【００６０】
このとき、上記指示信号Ｓrtは、使用者が上記操作部を操作することにより記録データＳ
rの記録を指示したことをＣＰＵ１４が検知したときに、上記アドレス信号Ｓatにより取
得しているＥＣＣブロックを記録すべきＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の領域を参照して当該ＣＰＵ
１４が記録情報の上書き記録処理又は追加記録処理を開始すべきタイミングを指定するた
めに出力する信号である。
【００６１】
また、上記ジャンプ信号Ｓjpは、使用者が上記操作部を操作することにより記録データＳ
rのＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の記録位置を指示した時等において、これに対応してピックアッ
プ１０における光ビームＢの照射位置を例えばＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１の半径方向に移動させた
時に出力されるものであり、このトラックジャンプ時には、上記クロック信号Ｓckの位相
と参照信号発生部４０から出力される参照信号（スピンドルモータ１９の回転制御のため
の基準信号ともなるものである。）の位相とがずれる（すなわち、いわゆるロックが外れ
る）こととなり、これにより正確な記録位置を設定して記録データＳrの記録ができなく
なるため、当該正確な記録ができない状態になっていることをタイミングジェネレータ１
２に認識させるべくＣＰＵ１４が上記ジャンプ信号Ｓjpを出力するものである。
【００６２】
更に、タイミングジェネレータ１２は、上書き記録処理時においては、その内部において
プッシュプル信号Ｓpp等に基づいて生成された後述する抽出プッシュプル信号Ｓgtpをゲ
ートプッシュプル信号Ｓgppとして位相変調部ＥＰ内の位相比較器２１の一方の端子に出
力すると共に、追加記録処理時においては、上記プッシュプル信号Ｓppをそのままゲート
プッシュプル信号Ｓgppとして当該位相比較器２１の一方の端子に出力する。ここで、当
該ゲートプッシュプル信号Ｓgppは、上書き記録処理時及び追加記録処理時のいずれの場
合においてもより正確にプリピット４に対応している信号として位相比較器２１へ出力さ
れるものである。
【００６３】
次に、検出信号Ｓpが入力されているウォブル検出部１８は、当該検出信号Ｓpからグルー
ブトラック２のウォブリングに対応するウォブル検出信号Ｓwpを生成し、ウォブルＰＬＬ
部ＷＰ内の分周器３０並びにスピンドル制御部ＳＰ内の位相比較部４２へ出力する。
【００６４】
そして、ウォブル検出信号Ｓwpが入力されるウォブルＰＬＬ部ＷＰは、当該ウォブル検出
信号Ｓwpに基づいて、グルーブトラック２のウォブリング周波数に同期した周波数を有す
るクロック信号Ｓclを生成し、分周器３５及びプリピットデコーダ１７に出力すると共に
、再度フィードバックのために分周器３１に出力する。このため、ウォブルＰＬＬ部ＷＰ
では、ウォブル検出信号Ｓwpを分周器３０により分周した信号とクロック信号Ｓclを分周
器３１により分周した信号とを位相比較部３２により位相比較し、その比較結果をイコラ
イザ３３にて周波数補正した信号を用いてＶＣＯ３４を駆動し、上記クロック信号Ｓclを
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生成している。
【００６５】
また、分周器３５は、上記クロック信号Ｓclを再度分周し、上記ウォブリング周波数に対
応するウォブリング信号Ｓwを生成して上記タイミングジェネレータ１２に出力する。
【００６６】
更に、上記ゲートプリピット信号Ｓgpp及びクロック信号Ｓclが入力されている位相変調
部ＥＰは、それらの信号に基づいて記録データＳrの記録時における基準クロックとなる
上記クロック信号Ｓck（その周期は上記Ｔ）を生成し、上記ＤＶＤエンコーダ１５、スト
ラテジ回路１６及びタイミングジェネレータ１２に出力すると共に、再度フィードバック
のために分周器２４に出力する。このため、位相変調部ＥＰでは、始めに、クロック信号
Ｓclを分周器２０により分周した信号とゲートプリピット信号Ｓgppとを位相比較部２１
により位相比較し、次にその比較結果をイコライザ２２にて周波数補正した信号を用いて
クロック信号Ｓclを分周器２０により分周した信号の位相を位相シフタ３３によりシフト
させ、当該位相シフトした信号とクロック信号Ｓckを分周器２４により分周した信号とを
再度位相比較部２５により位相比較し、最後にその比較結果をイコライザ２６にて周波数
補正した信号を用いてＶＣＯ２７を駆動して上記クロック信号Ｓckを生成している。
【００６７】
一方、上記ウォブル検出信号Ｓwpが入力されるスピンドル制御部ＳＰは、当該ウォブル検
出信号Ｓwpに基づいてスピンドルモータ１９の回転数を制御して駆動するための駆動信号
Ｓdを生成し、当該スピンドルモータ１９に出力する。このため、スピンドル制御部ＳＰ
では、参照信号発生部４０から出力されるスピンドルモータ１９の駆動のための基準信号
を分周器４１にて分周し、その分周結果と上記ウォブル検出信号Ｓwpとを位相比較部４２
にて位相比較し、その比較結果の周波数特性をイコライザ４３により補正して上記駆動信
号Ｓdを生成している。
【００６８】
次に、本発明に係るタイミングジェネレータ１２の構成及び動作について、図４乃至図１
７を用いて説明する。
【００６９】
始めに、タイミングジェネレータ１２の全体構成について、図４を用いて説明する。なお
、図４は当該タイミングジェネレータ１２の全体構成を示すブロック図である。
【００７０】
図４に示すように、タイミングジェネレータ１２は、プリピット信号Ｓpp、ウォブリング
信号Ｓw及びクロック信号Ｓckを用いて、当該プリピット信号Ｓppから同期信号に相当す
るプリピット信号Ｓppを検出し、検出シンク信号Ｓpsを出力するシンク検出器４５と、検
出シンク信号Ｓps及びクロック信号Ｓckに基づいて、上記クロック信号Ｓckの位相と参照
信号発生部４０からの参照信号の位相とがずれることにより正確な記録ができない、いわ
ゆるロックが外れた状態か否かを検出するのに用いられるシンクゲート信号Ｓsg1及び後
述する第１記録タイミング生成器４８において記録データＳrの記録開始タイミングを予
測設定する時に用いられるシンクゲート信号Ｓsg2とを生成するシンクゲート生成器４６
と、上記ジャンプ信号Ｓjp、検出シンク信号Ｓps及びシンクゲート信号Ｓsg1を用いて正
確な記録が可能なロック状態か否かを示すロック信号Ｓlkを生成するロック検出器４７と
、上記シンクゲート信号Ｓsg2、プリピット信号Ｓpp、ロック信号Ｓlk、アドレス信号Ｓa
t、クロック信号Ｓck及び指示信号Ｓrtを用いて、記録データＳrの記録開始タイミングを
設定するための第１スタート信号Ｓstt1を生成する第２生成手段及び第２設定手段として
の第１記録タイミング生成器４８と、上記プリピット信号Ｓpp、ウォブリング信号Ｓw、
ジャンプ信号Ｓjp、シンク信号Ｓsy及び指示信号Ｓrtを用いて、記録データＳrの記録開
始タイミングを設定するための第２スタート信号Ｓstt2を生成すると共に上記抽出プッシ
ュプル信号Ｓgtpを生成する生成手段、設定手段、第１生成手段および第２設定手段とし
ての第２記録タイミング生成器４９と、再生ＲＦ信号Ｓrfに基づいて、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１
から当該再生ＲＦ信号Ｓrfが検出されるとき、すなわち、上書き記録処理を行うときは上
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記第２記録スタート信号Ｓstt2を上記記録開始信号ＳsttとしてＤＶＤエンコーダ１５に
出力すると共に、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１から当該再生ＲＦ信号Ｓrfが検出されないとき、すな
わち、追加記録処理を行うときは上記第１記録スタート信号Ｓstt1を上記記録開始信号Ｓ
sttとしてＤＶＤエンコーダ１５に出力する選択手段としてのスイッチＳＷ１と、再生Ｒ
Ｆ信号Ｓrfに基づいて、上書き記録処理を行うときは上記抽出プッシュプル信号Ｓgtpを
上記ゲートプッシュプル信号Ｓgppとして位相比較器２１に出力すると共に、追加記録処
理を行うときは上記プッシュプル信号Ｓppをそのままゲートプッシュプル信号Ｓgppとし
て位相比較器２１に出力するスイッチＳＷ２と、により構成されている。
【００７１】
ここで、上記スイッチＳＷ１の動作により、上書き記録処理時においては上記構成のうち
のシンク検出器４５、シンクゲート生成器４６、ロック検出器４７及び第１記録タイミン
グ生成器４８の動作が有効になると共に、追加記録処理時においては上記構成のうちの第
２記録タイミング生成器４９の動作が有効になることとなる。
【００７２】
次に、主として追加記録時におけるタイミングジェネレータ１２の全体動作（スイッチＳ
Ｗ１の動作を除く、追加記録時における上記第１スタート信号Ｓstt1が生成されるまでの
全体動作）について、図５を用いて説明する。なお、図５は追加記録時における当該タイ
ミングジェネレータ１２の全体動作を示すタイミングチャートである。
【００７３】
先ず、シンク検出器４５に対して、図５最上段に示すジャンプ信号Ｓjp（図５から明らか
なように、当該ジャンプ信号Ｓjpはトラックジャンプ中に「ＬＯＷ」となり、トラックジ
ャンプしていない時に「ＨＩＧＨ」となる。）が「ＨＩＧＨ」となったタイミングから正
規のクロック信号Ｓckが生成されるまでの予め設定された所定の整定時間だけ経過した後
にプリピット４が正規に検出されたことによりプリピット信号Ｓpp（図５上から二段目参
照）の入力が開始されると、当該シンク検出器４５は、当該プリピット信号Ｓppにおける
一のレコーディングセクタの先頭を示す（すなわち、プリピット４が三つ連続して含まれ
ている）同期信号としてのプリピット信号Ｓppを検出し、当該プリピット信号Ｓppが検出
されたことを示すパルス信号である検出シンク信号Ｓps（図５上から三段目参照）を生成
する。
【００７４】
次に、ロック検出器４７は、上記ジャンプ信号Ｓjpが「ＨＩＧＨ」に変化した後に、上記
検出シンク信号Ｓpsと上記シンクゲート信号Ｓsg1との時間的関係が図５上から三段目及
び四段目に示す関係（すなわち、検出シンク信号Ｓpsの立ち上がりタイミングが、シンク
ゲート信号Ｓsg1が「ＨＩＧＨ」となっている期間のほぼ中間タイミングとなる関係）と
なることが予め設定された所定の回数（例えば、最低２回程度）継続すると、正確な記録
が可能なロック状態となったとして上記ロック信号Ｓlk（図５上から五段目に示すように
、ジャンプ信号Ｓjpが「ＬＯＷ」となったときにロック状態が解除されたとして「ＬＯＷ
」に変化し、上記検出シンク信号Ｓpsとシンクゲート信号Ｓsg1との時間的関係が図５上
から三段目及び四段目に示す関係となることが上記所定の回数となったときに再びロック
状態に復帰したとして「ＨＩＧＨ」に変化する。）を生成して第１記録タイミング生成器
４８に出力する。
【００７５】
一方、シンクゲート生成器４６は、上記検出シンク信号Ｓps及びクロック信号Ｓckに基づ
いて、上記ロック状態か否かを検出するためのシンクゲート信号Ｓsg1及び記録データＳr
の記録開始タイミングを予測設定する時に用いられるシンクゲート信号Ｓsg2とを生成し
、夫々ロック検出器４７及び第１記録タイミング生成器４８に出力する。
【００７６】
ここで、当該シンクゲート信号Ｓsg1は、図５上から四段目に示すように、一の検出シン
ク信号Ｓpsが正規に生成された場合に、当該検出シンク信号Ｓpsの立ち上がりタイミング
がシンクゲート信号Ｓsg1の「ＨＩＧＨ」となっている期間のほぼ中間タイミングとなる
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ように、過去に検出された検出シンク信号Ｓpsに基づいて生成されるゲート信号である。
【００７７】
また、シンクゲート信号Ｓsg2は、図５下から二段目に示すように、同期信号を示す三つ
のプリピット４が正規に検出された場合にその先頭のプリピット４が検出されたタイミン
グがシンクゲート信号Ｓsg2の「ＨＩＧＨ」となっている期間のほぼ中間タイミングとな
るように、同じく過去に検出された検出シンク信号Ｓpsに基づいて生成されるゲート信号
である。
【００７８】
そして、第１記録タイミング生成器４８は、上記シンクゲート信号Ｓsg2、プリピット信
号Ｓpp、ロック信号Ｓlk、クロック信号Ｓck及び指示信号Ｓrt（図５下から三段目参照。
このとき、当該指示信号Ｓrtは、アドレス信号Ｓatに基づきＣＰＵ１４において判断され
た追加記録すべき記録データＳrの記録が開始されるＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の記録位置に対
応するタイミングよりも当該ＣＰＵ１４において算出された予め設定された時間（具体的
には、第１記録タイミング生成器４８、スイッチＳＷ１、ＤＶＤエンコーダ１５及びスト
ラテジ回路１６夫々における処理遅延時間並びにピックアップ１０内のレーザダイオード
の発振遅延時間等を考慮して当該記録位置から正確に記録データＳrの記録が開始される
ように予め設定された時間）だけ前に「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に変化する信号である
。）を用いて、上記ロック状態にある時に記録データＳrの記録開始タイミングを示す上
記第１スタート信号Ｓstt1を生成してスイッチＳＷ１の一方の入力端子に出力する。
【００７９】
このとき、当該第１スタート信号Ｓstt1は、検出シンク信号Ｓpsが正規に生成されている
時には当然に出力されるが、たとえプリピット４が検出されずに検出シンク信号Ｓpsが生
成されない時でも、後述するシンクゲート信号Ｓsg2の機能により記録データＳrの記録を
開始するべきタイミングを予測してそのタイミングを設定可能なように生成されるもので
ある。
【００８０】
そして、この後は、上記スイッチＳＷ１により、現在が追加記録処理を行うべきタイミン
グであれば、生成された第１スタート信号Ｓstt1が記録開始信号ＳsttとしてＤＶＤエン
コーダ１５に出力され、当該ＤＶＤエンコーダ１５は記録開始信号Ｓsttにより一のＥＣ
Ｃブロックの先頭となるべき記録データＳrを記録するべきタイミングを認識し、これに
より実際の追加記録処理動作が実行される。
【００８１】
次に、シンク検出器４５の細部構成及び細部動作について、図６及び図７を用いて説明す
る。なお、図６はシンク検出器４５の細部構成を示すブロック図であり、図７はシンク検
出器４５の細部動作を示すタイミングチャートである。
【００８２】
図６に示すように、シンク検出器４５は、立上がりエッジ作成回路５０と、立下がりエッ
ジ作成回路５１と、Ｄ型のフリップフロップ回路５２、５３、５４、５５及び５７と、ア
ンド回路５６とにより構成されている。
【００８３】
次に、図７を用いてその動作を説明する。なお、シンク検出器４５においては、一のレコ
ーディングセクタの先頭のシンクフレームに対応する同期信号としてのプリピット４が、
グルーブトラック２のウォブリングにおける最大振幅の位置に連続して三つ形成されてい
ることを利用して当該一のレコーディングセクタの先頭を示すプリピット４を検出し、検
出シンク信号Ｓpsを生成している。
【００８４】
立上がりエッジ作成回路５０に入力されたウォブリング信号Ｓwは、当該立上がりエッジ
作成回路５０によりその立上がりタイミングが検出され、立上がり信号Ｓ1としてフリッ
プフロップ回路５２のクリア端子に出力される。また、これと並行して、立下がりエッジ
作成回路５１に入力されたウォブリング信号Ｓwは、当該立下がりエッジ作成回路５１に
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よりその立下がりタイミングが検出され、立下がり信号Ｓ2としてフリップフロップ回路
５３乃至５５のクロック端子に出力される。
【００８５】
一方、プリピット信号Ｓppが入力されているフリップフロップ回路５２では、当該プリピ
ット信号Ｓppが入力されたとき「ＨＩＧＨ」」となり、次の立上がり信号Ｓ1が入力され
るまでの間「ＨＩＧＨ」を維持するので、結局、一のレコーディングセクタの先頭のタイ
ミングでは、図７に示すような連続する三つのパルスを有するタイミング信号Ｓ3を生成
する。
【００８６】
次に、タイミング信号Ｓ3が入力されているフリップフロップ回路５３では、クロック端
子に入力されている立下がり信号Ｓ2が「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」となると共にタイミ
ング信号Ｓ3が「ＨＩＧＨ」である最初のタイミングから、次に立下がり信号Ｓ2のみが「
ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」となるタイミングまでの間に「ＨＩＧＨ」を維持するタイミン
グ信号Ｓ4を生成する。
【００８７】
次に、タイミング信号Ｓ4が入力されているフリップフロップ回路５４では、クロック端
子に入力されている立下がり信号Ｓ2が「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」となると共にタイミ
ング信号Ｓ4が「ＨＩＧＨ」である最初のタイミングから、次に立下がり信号Ｓ2のみが「
ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」となるタイミング（すなわち、タイミング信号Ｓ4が「ＨＩＧ
Ｈ」から「ＬＯＷ」に変わるタイミング）までの間に「ＨＩＧＨ」を維持するタイミング
信号Ｓ5を生成する。このタイミング信号Ｓ5は、フリップフロップ回路５５に出力される
と共にアンド回路５６の一方の端子にも出力されている。
【００８８】
そして、タイミング信号Ｓ5が入力されているフリップフロップ回路５５では、クロック
端子に入力されている立下がり信号Ｓ2が「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」となると共にタイ
ミング信号Ｓ5が「ＨＩＧＨ」である最初のタイミングから、次に立下がり信号Ｓ2のみが
「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」となるタイミング（すなわち、タイミング信号Ｓ5及びＳ4が
「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に変わるタイミング）までの間に「ＨＩＧＨ」を維持するタ
イミング信号Ｓ6を生成する。このタイミング信号Ｓ6はアンド回路５６の他方の端子に出
力されている。
【００８９】
そして、アンド回路５６において、タイミング信号Ｓ5とＳ6の論理積が算出され、タイミ
ング信号Ｓ7が生成される。
【００９０】
図６に示す構成を有するシンク検出器４５では、三つの連続するプリピット４が検出され
なければタイミング信号Ｓ7が生成されないこととなるので、結局、当該タイミング信号
Ｓ7が「ＨＩＧＨ」であるときは、その直前に検出された三つのプリピット４が一のレコ
ーディングセクタの先頭であることを示している。
【００９１】
そして、フリップフロップ回路５７においてタイミング信号Ｓ7とクロック信号Ｓckとの
整合性が取られ、上記検出シンク信号Ｓpsが生成される。
【００９２】
次に、シンクゲート生成器４６の細部構成及び細部動作について、図８乃至図１０を用い
て説明する。なお、図８はシンクゲート生成器４６の細部構成を示すブロック図であり、
図９及び図１０はシンクゲート生成器４６の細部動作を示すタイミングチャートである。
【００９３】
図８に示すように、シンクゲート生成器４６は、インバータ６０と、Ｄ型のフリップフロ
ップ回路６１、６６及び７０と、ｎ進カウンタ６２と、コンパレータ６３、６４、６７及
び６８と、アンド回路６５及び６９と、により構成されている。ここで、ｎ進カウンタ６
２は一度計数が開始された後は、計数値が
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【数１】

となる度に再度「０」から計数を開始することを繰り返す、いわゆるフライホイールカウ
ンタである。
【００９４】
上記した構成のうち、インバータ６０、フリップフロップ回路６１及び６６、ｎ進カウン
タ６２、コンパレータ６３及び６４並びにアンド回路６５が上記シンクゲート信号Ｓsg1
を生成するための回路であり、一方、インバータ６０、フリップフロップ回路６１及び７
０、ｎ進カウンタ６２、コンパレータ６７及び６８並びにアンド回路６９が上記シンクゲ
ート信号Ｓsg2を生成するための回路である。
【００９５】
次に、図９及び図１０を用いてその動作を説明する。なお、図１０に示すタイミングチャ
ートは、図９に示すタイミングチャートにおける破線で囲んだタイミングの各信号の波形
を拡大表示したものである。
【００９６】
始めに、上述したシンクゲート信号Ｓsg1を生成するための回路の動作について説明する
。
【００９７】
フリップフロップ回路６１のクロック端子には、インバータ６０により反転された検出シ
ンク信号Ｓpsが入力されており、一方、クリア端子には各種サーボ制御回路が整定したこ
とを示す信号であって、シンクゲート生成器４６によるシンクゲート信号Ｓsg1及びＳsg2
の生成を許可する意味を有する上記ジャンプ信号Ｓjpに基づいて生成されたイネーブル信
号Ｓenが入力されている。従って、フリップフロップ回路６１の出力であるタイミング信
号Ｓ10としては、図９上から三段目に示すように、検出シンク信号Ｓpsが「ＨＩＧＨ」か
ら「ＬＯＷ」に変わるタイミングにおいて「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に変化する信号が
出力される。
【００９８】
そして、クロック信号Ｓckが入力されているｎ進カウンタ６２は、検出シンク信号Ｓpsに
基づいて生成されたタイミング信号Ｓ10が「ＨＩＧＨ」となることにより一度計数が開始
されると、その後にタイミング信号Ｓ10が「ＬＯＷ」となるまで、検出シンクＳpsの有無
に拘わらず当該クロック信号Ｓckに含まれるパルスを上記ｎ（＝３８６８８Ｔ）まで計数
した後に「０」に戻ってまたｎまで計数する動作を繰り返し、その結果として、検出シン
ク信号Ｓpsの有無に拘わらず図８に示すような鋸歯状に変化する計数値を含む計数信号Ｓ
ctを出力する。
【００９９】
次に、計数信号Ｓctが入力されるコンパレータ６３では、図１０に示すように、当該計数
信号Ｓctの計数値と予め設定された設定値Ａ１に対応する設定値信号Ｓa1とを常に比較し
、当該計数値のほうが設定値Ａ１よりも大きくなったタイミングから次に計数信号Ｓctの
計数値が「０」に戻るまでの間に「ＨＩＧＨ」となる比較信号Ｓc1を生成し、アンド回路
６５の一方の入力端子に出力する。
【０１００】
ここで、設定値Ａ１は、図１０に示すように、同期信号を示すプリピット４が正規に検出
された時に上記検出シンクＳpsが生成されて「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に転じるタイミ
ングを含むようにシンクゲート信号Ｓsg1の立ち上がりタイミングを設定するものであり
、より具体的には、計数信号Ｓctが初期化されてから（すなわち、計数値が「０」となっ
てから）３８４０９Ｔ（一のレコーディングセクタ周期に対応する期間からウォブリング
周期の１．５倍を引いた値。すなわち、
【数２】
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１４８８Ｔ（１シンクフレーム）×２６－１８６Ｔ×１．５
＝３８４０９Ｔ
であり、これは、検出シンク信号Ｓpsとレコーディングセクタの先頭のプリピット４の関
係が図７に示す関係にあることによる。）だけ計数されたタイミングを示すものである。
【０１０１】
一方、計数信号Ｓctが同様に入力されるコンパレータ６４では、当該計数信号Ｓctの計数
値と予め設定された設定値Ｂ１に対応する設定値信号Ｓｂ1とを常に比較し、当該計数値
のほうが設定値Ｂ１よりも大きくなったタイミングから次に計数信号Ｓctが「０」に戻る
までの間に「ＬＯＷ」となる比較信号Ｓc2を生成し、アンド回路６５の他方の入力端子に
出力する。
【０１０２】
　ここで、設定値Ｂ１は、図１０に示すように、同期信号を示すプリピット４が正規に検
出された時に生成された上記検出シンクＳpsが「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に変わるタイ
ミングを含まないようにシンクゲート信号Ｓsg1の立ち下がりタイミングを設定するもの
であり、より具体的には、計数信号Ｓctが「０」に戻ってから３８５９５Ｔ（一のレコー
ディングセクタに対応する期間からウォブリング周期の０．５倍を引いた値。すなわち、
【数３】
　１４８８Ｔ（１シンクフレーム）×２６－１８６Ｔ×０．５
　＝３８５９５Ｔ
　であり、これは、設定値Ａ１と同様に検出シンク信号Ｓpsとレコーディングセクタの先
頭のプリピット４の関係が図７に示す関係にあることによる。）だけ計数されたタイミン
グを示すものである。
【０１０３】
そして、上記比較信号Ｓc1及びＳc2が入力されているアンド回路６５では、これらの論理
積を演算し、積信号Ｓm1を生成してフリップフロップ回路６６に出力する。
【０１０４】
次に、フリップフロップ回路６６において積信号Ｓm1とクロック信号Ｓckとの整合性が取
られ、ロック状態か非ロック状態かを示す信号を生成するための上記シンクゲート信号Ｓ
sg1が生成される。
【０１０５】
なお、当該シンクゲート信号Ｓsg1については、一度生成された後は、いわゆるフリーラ
ンカウンタ等を用いれば当該シンクゲート信号Ｓsg1を出力し続けるように構成すること
ができる。
【０１０６】
次に、上述したシンクゲート信号Ｓsg2を生成するための回路の動作について説明する。
【０１０７】
当該シンクゲート信号Ｓsg2を生成するための回路のうち、フリップフロップ回路６１、
インバータ６０及びｎ進カウンタ６２は、上述したシンクゲート信号Ｓsg1を生成するた
めの回路における場合と同時並行的に同じ動作を行い、計数信号Ｓctを出力する。
【０１０８】
次に、計数信号Ｓctが入力されるコンパレータ６７では、当該計数信号Ｓctの計数値と予
め設定された設定値Ａ２に対応する設定値信号Ｓa2とを常に比較し、当該計数値のほうが
設定値Ａ２よりも大きくなったタイミングから次に計数信号Ｓctが初期化されるまでの間
に「ＨＩＧＨ」となる比較信号Ｓc3を生成し、アンド回路６９の一方の入力端子に出力す
る。
【０１０９】
ここで、設定値Ａ２は、図１０に示すように、三つ連続するプリピット信号Ｓppのうちの
先頭のパルスのタイミングに対応するウォブリング信号Ｓwのパルスが「ＨＩＧＨ」に変
わるタイミングを示すものであり、より具体的には、計数信号Ｓctが初期化されてから（
すなわち、計数値が「０」となってから）３８０３７Ｔ（一のレコーディングセクタ周期
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に対応する期間からウォブリング周期の３．５倍を引いた値。すなわち、
【数４】
１４８８Ｔ（１シンクフレーム）×２６－１８６Ｔ×３－９３Ｔ
＝３８０３７Ｔ
であり、これは、検出シンク信号Ｓpsとレコーディングセクタの先頭のプリピット４の関
係が図７に示す関係にあることによる。）だけ計数されたタイミングを示すものである。
【０１１０】
一方、計数信号Ｓctが同様に入力されるコンパレータ６８では、当該計数信号Ｓctの計数
値と予め設定された設定値Ｂ２に対応する設定値信号Ｓｂ2とを常に比較し、当該計数値
のほうが設定値Ｂ２よりも大きくなったタイミングから次に計数信号Ｓctが「０」に戻る
までの間に「ＬＯＷ」となる比較信号Ｓc4を生成し、アンド回路６９の他方の入力端子に
出力する。
【０１１１】
ここで、設定値Ｂ２は、図１０に示すように、三つ連続するプリピット信号Ｓppのうちの
先頭のパルスのタイミングに対応するウォブリング信号Ｓwのパルスが「ＬＯＷ」に変わ
るタイミングを示すものであり、より具体的には、計数信号Ｓctが初期化されてから３８
１３０Ｔ（一のレコーディングセクタに対応する期間からウォブリング周期の３倍を引い
た値。すなわち、
【数５】
１４８８Ｔ（１シンクフレーム）×２６－１８６Ｔ×３
＝３８１３０Ｔ
であり、これは、設定値Ｂ１と同様に検出シンク信号Ｓpsとレコーディングセクタの先頭
のプリピット４の関係が図７に示す関係にあることによる。）だけ計数されたタイミング
を示すものである。
【０１１２】
そして、上記比較信号Ｓc3及びＳc4が入力されているアンド回路６９では、これらの論理
積を演算し、積信号Ｓm2を生成してフリップフロップ回路７０に出力する。
【０１１３】
次に、フリップフロップ回路７０において積信号Ｓm2とクロック信号Ｓckとの整合性が取
られ、一のレコーディングセクタの先頭のタイミングを示す上記シンクゲート信号Ｓsg2
が生成される。
【０１１４】
なお、当該シンクゲート信号Ｓsg2については、上記シンクゲート信号Ｓsg1と同様に、一
度生成された後は、いわゆるフリーランカウンタ等を用いれば当該シンクゲート信号Ｓsg

2を出力しつづけるように構成することができる。
【０１１５】
次に、ロック検出器４７の細部構成及び細部動作について、図１１及び図１２を用いて説
明する。なお、図１１はロック検出器４７の細部構成を示すブロック図であり、図１２は
ロック検出器４７の細部動作を示すタイミングチャートである。
【０１１６】
図１１に示すように、ロック検出器４７は、インバータ７１、７３、７６、７７及び８０
と、Ｄ型のフリップフロップ回路７２及び８１と、ｎ進カウンタ７４及び７８と、コンパ
レータ７５及び７９と、により構成されている。
【０１１７】
このうち、インバータ７１及び７３、フリップフロップ回路７２、ｎ進カウンタ７４及び
コンパレータ７５が、それまでクロック信号Ｓckの位相と参照信号発生部４０からの参照
信号の位相とがずれてロックが外れた状態だったものが再びロック状態となって記録デー
タＳｒの記録が可能となったことを検出する回路（すなわち、上記ロック信号Ｓlkの立ち
上がりタイミングを設定する回路）であり、インバータ７１、７６、７７及び８０、フリ
ップフロップ回路７２、ｎ進カウンタ７８及びコンパレータ７９がそれまでロック状態が
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保たれていたものが、例えばＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の傷等により同期信号としてのプリピッ
ト４が検出されなかったことに起因して当該ロック状態が外れたことを検出する回路（す
なわち、すなわち、上記ロック信号Ｓlkの立ち下がりタイミングを設定する回路）である
。
【０１１８】
次に、ロック検出器４７の細部動作について、図１２を用いて説明する。
【０１１９】
始めに、上述したロック状態となったことを検出する回路の動作について、図１２（ａ）
を用いて説明する。
【０１２０】
フリップフロップ回路７２の入力端子には上記検出シンク信号Ｓpsがそのまま入力されて
おり、更にクロック端子には上記シンクゲート信号Ｓsg1をインバータ７１により反転し
た信号が入力されている。
【０１２１】
ここで、一般に、Ｄ型のフリップフロップ回路は、クロック端子に入力されている信号が
「ＨＩＧＨ」となったタイミングに入力されている信号の論理（「ＨＩＧＨ」又は「ＬＯ
Ｗ」）となるように当該タイミングで出力される出力信号を更新すると共に、その出力信
号の論理をクロック端子に入力されている信号が次に「ＨＩＧＨ」となるまで保持する動
作を繰り返す。
【０１２２】
従って、同期信号としてのプリピット４が正常に検出され、且つ検出シンク信号Ｓpsが正
常に生成されているとき（図１２最上段中、例えば符号ａ及びｂで示すタイミング）は、
フリップフロップ回路７２は、図１２（ａ）に示すように、シンクゲート信号Ｓsg1が「
ＬＯＷ」となったタイミングで、その出力信号Ｓ8の論理がそのタイミングに入力されて
いる検出シンク信号Ｓpsの論理となるように当該出力信号Ｓ8の論理を更新し、次にシン
クゲート信号Ｓsg1が「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に切り替るタイミングまでその論理を
保持することを繰り返す。よって、検出シンク信号Ｓpsとシンクゲート信号sg1とが正常
に生成されているときは、出力信号Ｓ8の論理は常に「ＨＩＧＨ」となる。
【０１２３】
これに対し、例えばＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の傷等によりプリピット４が正常に検出されず、
従って検出シンク信号Ｓpsが正常に生成されなかった場合には（図１２最上段中、例えば
符号ｃで示すタイミング）、シンクゲート信号Ｓsg1が立ち下がったときには検出シンク
信号Ｓpsは「ＬＯＷ」であるので、この立ち下がりタイミングから出力信号Ｓ8の論理は
「ＬＯＷ」に転じ、以後、次に検出シンク信号Ｓpsが正常に検出されるまで「ＬＯＷ」を
保持する。
【０１２４】
そして、次に再び正常に検出シンク信号Ｓpsが検出され始めると（図１２最上段中、符号
ｄで示すタイミング）、対応するシンクゲート信号Ｓsg1が立ち下がるタイミングで出力
信号Ｓ8の論理は「ＨＩＧＨ」に転じ、以後、これを保持する。
【０１２５】
次に、当該出力信号Ｓ8がイネーブル端子及びクリア端子に入力されているｎ進カウンタ
７４では、そのクロック端子に検出シンク信号Ｓpsをインバータ７３で反転させた信号が
入力されている。
【０１２６】
ここで、図１２に示すｎ進カウンタ７４及び７８は、そのイネーブル端子に入力される信
号の論理が「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に転じたときにクロック端子に入力されているパ
ルスの計数を開始して計数信号Ｓnc又はＳmcの出力を始め、クリア端子に入力される信号
が「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に転じるタイミングで計数信号Ｓnc又はＳmcの計数値を初
期化することを繰り返す。
【０１２７】



(17) JP 4040780 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

従って、図１２（ａ）上から四段目に示すように、検出シンク信号Ｓpsが正常に検出され
ずフリップフロップ回路７２の出力信号Ｓ8が「ＬＯＷ」のときは計数信号Ｓncの計数値
は「０」であり、次に検出シンク信号Ｓpsが生成されて出力信号Ｓ8が「ＨＩＧＨ」に転
じると（図１２（ａ）中、符号ａで示すタイミング）、当該転じたタイミングのときに「
ＨＩＧＨ」となっている検出シンク信号Ｓpsが立ち下がるタイミングで計数信号Ｓncの計
数値が「１」だけインクリメントされ、以後計数値が増加していく。
【０１２８】
そして、次に検出シンク信号Ｓpsが生成されずに出力信号Ｓ8が「ＬＯＷ」に転じると（
図１２（ａ）中、符号ｃで示すタイミング）、その「ＬＯＷ」に転じたタイミングで計数
信号Ｓncが初期化される。
【０１２９】
以後は上述の計数動作が繰り返され、次に検出シンク信号Ｓpsが生成されたときから再び
計数信号Ｓncの計数値が増加し始める。
【０１３０】
次に、計数信号Ｓncが入力されているコンパレータ７５では、当該計数信号Ｓncの計数値
と予め設定された設定値Ｎに対応する設定値信号Ｓvnとを常に比較し、当該計数値が設定
値Ｎに等しくなっている期間（検出シンク信号Ｓpsにおける一周期）だけ「ＨＩＧＨ」と
なる比較信号Ｓlc1を生成し、フリップフロップ回路８１のクロック端子に出力する。
【０１３１】
ここで、上記設定値Ｎは、図１２（ａ）に示すように、検出シンク信号Ｓpsが正常に生成
され始めてから確実に上記ロック状態であると判断できるまでに生成されるべき検出シン
ク信号Ｓpsの数を示すものであり、より具体的な値としては、例えば少なくとも「２」程
度であることが必要である。
【０１３２】
そして、フリップフロップ回路８１では、比較信号Ｓlc1が入力されたタイミングでそれ
まで「ＬＯＷ」であったロック信号Ｓlkの論理を「ＨＩＧＨ」に転じさせ、以後、当該フ
リップフロップ回路８１のクリア端子に後述する反転比較信号Ｓvlc2が入力されるまでロ
ック信号Ｓlkの「ＨＩＧＨ」の論理を保持する。
【０１３３】
なお、図１２（ａ）に示すように、ロック信号Ｓlkが「ＨＩＧＨ」となったときにはジャ
ンプ信号Ｓjpは「ＨＩＧＨ」となっていることはいうまでもない。
【０１３４】
次に、上述したロック状態が外れたことを検出する回路の動作について、図１２（ｂ）を
用いて説明する。
【０１３５】
まず、インバータ７１及びフリップフロップ回路７２の動作は、上述したロック状態とな
ったことを検出する回路と同様であるので、細部の説明は省略する。
【０１３６】
次に、当該出力信号Ｓ8の論理をインバータ７６及び７７により反転させた信号がイネー
ブル端子及びクリア端子に夫々入力されているｎ進カウンタ７８では、そのクロック端子
にシンクゲート信号Ｓsg1をインバータ７１で反転させた信号が入力されている。
【０１３７】
従って、図１２（ｂ）上から四段目に示すように、検出シンク信号Ｓpsが正常に検出され
て出力信号Ｓ8が「ＨＩＧＨ」のときはｎ進カウンタ７８における計数動作は開始されず
、計数信号Ｓmcの計数値は「０」である。
【０１３８】
次に検出シンク信号Ｓpsが生成されなくなり出力信号Ｓ8が「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」
に転じると（図１２（ｂ）上から三段目中、符号ｅで示すタイミング）、そのタイミング
からｎ進カウンタ７８におけるシンクゲート信号Ｓsg1を反転させた信号のパルスの計数
動作が開始され、以後、シンクゲート信号Ｓsg1が「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に転じる
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タイミング毎に計数信号Ｓmcの計数値が「１」だけインクリメントされる動作が繰り返さ
れる（図１２（ｂ）上から三段目及び四段目中、符号ｆで示すタイミング以降）。
【０１３９】
そして、次に検出シンク信号Ｓpsが生成されて出力信号Ｓ8が「ＨＩＧＨ」に転じる（図
１２（ａ）上から三段目参照）と、その「ＨＩＧＨ」に転じたタイミングで計数信号Ｓmc
が初期化される。
【０１４０】
以後は上述の計数動作が繰り返され、次に検出シンク信号Ｓpsが生成されなくなったとき
から再び計数信号Ｓmcの計数値が増加し始める。
【０１４１】
次に、計数信号Ｓmcが入力されているコンパレータ７９では、当該計数信号Ｓmcの計数値
と予め設定された設定値Ｍに対応する設定値信号Ｓvmとを常に比較し、当該計数値が設定
値Ｍに等しくなっている期間（検出シンク信号Ｓpsにおける一周期）だけ「ＨＩＧＨ」と
なる比較信号Ｓlc2を生成し、これをインバータ８０によりその論理を反転させて反転比
較信号Ｓvlc2とした後にフリップフロップ回路８１のクリア端子に出力する。
【０１４２】
ここで、上記設定値Ｍは、図１２（ｂ）上から四段目に示すように、検出シンク信号Ｓps
が生成されなくなってから確実に上記ロック状態が外れたと判断できるまでに生成されな
かった検出シンク信号Ｓpsの数を示すものであり、より具体的な値としては、例えば「５
」又は「６」程度が適当である。
【０１４３】
そして、フリップフロップ回路８１では、比較信号Ｓlc1により「ＨＩＧＨ」に転じてい
るロック信号Ｓlkの論理を、比較信号Ｓlc2が「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に転じたタイ
ミングで再び「ＬＯＷ」に転じさせ（図１２（ｂ）最下段参照。）、以後、次に上記比較
信号Ｓlc1が「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に転じるまで「ＬＯＷ」の論理を保持する。
【０１４４】
以上のロック検出器４７の動作により、ロック状態が確立された時に「ＨＩＧＨ」に転じ
ると共に当該ロック状態が外れたことが確立された時に「ＬＯＷ」に転じる上記ロック信
号Ｓlkが生成されて記録タイミング生成器４８へ出力される。
【０１４５】
次に、第１記録タイミング生成器４８の細部構成及び細部動作について、図１３及び図１
４を用いて説明する。なお、図１３は第１記録タイミング生成器４８の細部構成を示すブ
ロック図であり、図１４は第１記録タイミング生成器４８の細部動作を示すタイミングチ
ャートである。
【０１４６】
図１３に示すように、記録タイミング生成器４８は、ｎ進カウンタ８５と、二入力のアン
ド回路８６及び９４と、Ｄ型のフリップフロップ回路８７、８９、９１及び９３と、加算
器８８と、コンパレータ９０と、三入力のアンド回路９２と、により構成されている。
【０１４７】
次に、第１記録タイミング生成器４８の細部動作について、図１４を用いて説明する。な
お、図１４最上段は、一のレコーディングセクタ夫々の先頭のプリピット４における同期
信号に関る部分のみを示すものであり、また、破線で示すパルスは、本来そのタイミング
で検出されるべきプリピット４がＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１の傷等により検出されなかった場合を
示している。
【０１４８】
アンド回路８６には、プリピット信号Ｓpp（図１４最上段参照）及び上記シンクゲート信
号Ｓsg2（図１４上から二段目参照）が入力されており、その両者が「ＨＩＧＨ」のとき
のみ積信号Ｓaを生成してフリップフロップ回路８７及び８９のクロック端子に出力する
。従って、プリピット４が正常に検出されないときは当該積信号Ｓaは「ＬＯＷ」のまま
であり、フリップフロップ８７及び８９の後述する出力信号Ｓc及びＳadがそのタイミン
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グで更新されることはない。
【０１４９】
一方、シンクゲート信号Ｓsg2がイネーブル端子及びクリア端子に、クロック信号Ｓck（
図１４上から四段目参照）がクロック端子に夫々入力されているｎ進カウンタ８５は、シ
ンクゲート信号Ｓsg2が「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に転じるタイミングからクロック信
号Ｓckにおけるパルスの計数を開始しその計数値に対応する計数信号Ｓctt（図１４上か
ら五段目参照。）を出力し、シンクゲート信号Ｓsg2が次に「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」
に転じるタイミングで当該計数を停止して計数信号Ｓcttの計数値を「０」に初期化する
ことを、シンクゲート信号Ｓsgのパルスが入力される度に繰り返す。
【０１５０】
次に、フリップフロップ回路８７は、その入力端子に入力されている計数信号Ｓcttの計
数値のうち、クロック端子に入力されている積信号Ｓaが「ＨＩＧＨ」になったときの当
該計数値を保持し出力信号Ｓcとしてその後出力し続けると共に、次に積信号Ｓaが「ＨＩ
ＧＨ」になったときにそれまでの出力信号Ｓcに含まれる計数値を当該次に積信号Ｓaが「
ＨＩＧＨ」になったタイミングに入力端子に入力されている計数信号Ｓcttの計数値に更
新して保持しその後出力し続けることを、積信号Ｓaのパルスが入力される度に繰り返す
。
【０１５１】
従って、上述のように、プリピット４が検出されずに積信号Ｓaが「ＬＯＷ」のままの時
は、出力信号Ｓcに含まれている計数値が計数信号Ｓcttの値に更新されることはなく、そ
れまでの値が保持され続ける（図１４最上段中符号「ａ」乃至「ｃ」で示される期間参照
）。
【０１５２】
一方、上記出力信号Ｓcとフリップフロップ回路８９の出力信号Ｓadとが入力されている
加算器８８は、同じビット数（例えば、ｎビットとする。）を有する出力信号Ｓcと出力
信号Ｓadとを加算してｎビットの加算信号Ｓddとして出力するので、結果として、加算信
号Ｓddは、出力信号Ｓcに含まれている計数値と出力信号Ｓadに含まれている計数値との
平均値に相当する値を有することとなる（図１４上から七段目参照）。
【０１５３】
次に、フリップフロップ回路８９は、その入力端子に入力されている加算信号Ｓddの値の
うち、クロック端子に入力されている積信号Ｓaが「ＨＩＧＨ」になったときの当該値を
保持し出力信号Ｓad（図１４下から六段目参照）としてその後加算器８８及びコンパレー
タ９０に出力し続けると共に、次に積信号Ｓaが「ＨＩＧＨ」になったときにそれまでの
出力信号Ｓadに含まれる計数値を当該次に積信号Ｓaが「ＨＩＧＨ」になったタイミング
に入力端子に入力されている加算信号Ｓddの値に更新して保持しその後出力し続けること
を、積信号Ｓaのパルスが入力される度に繰り返す。
【０１５４】
従って、上述のように、プリピット４が検出されずに積信号Ｓaが「ＬＯＷ」のままの時
は、出力信号Ｓadに含まれている計数値が加算信号Ｓadの値に更新されることはなく、そ
れまでの値が保持されつ続ける（図１４最上段中符号「ａ」乃至「ｃ」示される期間参照
）
次に、出力信号Ｓadと上記計数信号Ｓcttとが夫々別個に入力されているコンパレータ９
０では、当該出力信号Ｓadに含まれる計数値と計数信号Ｓcttに含まれる計数値とを常に
比較し、双方の計数値が等しくなったタイミング（具体的には、例えば、図１４中符号「
ａ」で示されるシンクゲート信号Ｓsg2における場合では、ｎ進カウンタ８５の計数動作
が開始されたタイミングにおける出力信号Ｓadに含まれる計数値（図１４下から六段目に
おいてＭn-1で示される値）と計数信号Ｓcttに含まれる計数値とが一致したタイミング）
で「ＨＩＧＨ」となる比較信号Ｓf（図１４下五段目参照）を生成し、アンド回路９２の
一の入力端子に出力する。
【０１５５】
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ここで、当該比較信号Ｓfは、これまで説明したフリップフロップ回路８７及び８９並び
に加算器８８の動作により、プリピット４が正常に検出されない場合でも、フリップフロ
ップ回路８９に保持されている計数値に対応するタイミングで「ＨＩＧＨ」となる。
【０１５６】
次に、記録データＳrを記録すべきＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の記録位置に対して一レコーディ
ングセクタ分だけ前の記録位置を示す指示信号Ｓrtが図１４下から三段目に示すタイミン
グで入力されたとすると、フリップフロップ回路９１は、指示信号Ｓrtが「ＨＩＧＨ」と
なったタイミング以降に「ＨＩＧＨ」となり続ける出力信号Ｓg（図１４下から二段目参
照）を生成してアンド回路９２の第二の入力端子に出力する。このとき、当該出力信号Ｓ
gは、ピックアップ１０が光ビームＢを照射している位置が、記録データＳrを記録すべき
位置が含まれるレコーディングセクタの一つ前のレコーディングセクタの位置であること
を示していることとなる。
【０１５７】
一方、アンド回路９２は、夫々入力されている出力信号Ｓad及びＳg、並びにロック信号
Ｓlkが全て「ＨＩＧＨ」の時に、タイミング信号Ｓffを出力する。従って、当該タイミン
グ信号Ｓffは、検出シンク信号Ｓpsが安定に生成されて（すなわち、プリピット４が正常
に検出されて）ロック状態となっていると共に、記録データＳrを記録すべき位置が含ま
れるレコーディングセクタの一つ前のレコーディングセクタを光スポットＳＰが照射中で
あり、且つ、現在記録データＳrを記録すべき位置を設定するための基準となるタイミン
グであるときに「ＨＩＧＨ」となる。
【０１５８】
次に、フリップフロップ回路９３は、指示信号Ｓrtが「ＨＩＧＨ」であるときは、入力さ
れるタイミング信号Ｓffをタイミング信号Ｓvgとしてそのままアンド回路９４に出力する
。
【０１５９】
そして、アンド回路９４は、タイミング信号Ｓvgと指示信号Ｓrtとが共に「ＨＩＧＨ」で
ある時に「ＨＩＧＨ」となる上記第１スタート信号Ｓstt1（図１４最下段参照）を生成し
て、上記スイッチＳＷ１に出力する。
【０１６０】
次に、主として上書き記録処理時においてその動作が有効となる第２記録タイミング生成
器４９の細部構成及び細部動作について、図１５乃至図１７を用いて説明する。なお、図
１５は第２記録タイミング生成器４９の細部構成を示すブロック図であり、図１６はタイ
ミング生成器１０６の細部構成を示すブロック図であり、図１７は上書き記録処理時にお
ける当該第２記録タイミング生成器４９を含めた情報記録装置Ｓ全体の動作を示すタイミ
ングチャートである。また、図１７に示されているプッシュプル信号Ｓppにおいて、無印
の破線で示されているパルスは、本来検出されるべきタイミングであるにも拘らず隣接し
て形成されている同期情報ＳＹを示す相変化ピットの影響により検出されない状況を示し
ており、一方、丸印付きの破線で示されているパルスは、本来検出されないタイミングで
当該相変化ピットの影響により恰もプリピット信号Ｓppのようなパルス信号が検出されて
いる状況を示している。
【０１６１】
図１５に示すように、第２記録タイミング生成器４９は、タイマ１００と、シンクナンバ
デコーダ１０１と、ナンド回路１０２と、計数手段としてのフリーランカウンタ１０３と
、ゲート信号生成手段としての位置・幅設定器１０４と、セクタ先頭ゲート生成器１０５
と、タイミング信号生成手段としてのタイミング生成器１０６と、アンド回路１０７と、
により構成されている。
【０１６２】
また、図１６に示すように、タイミング生成器１０６は、インバータ１１０と、アンド回
路１１１と、演算器１１２と、生成器１１３と、により構成されている。
【０１６３】
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次に、第２記録タイミング生成器４９の動作を中心とした上書き記録処理時における情報
記録装置Ｓの動作について、図１５乃至図１７を用いて説明する。なお、図１７上から三
段目に示されている再生ＲＦ信号Ｓrfのうち、斜線部分は既にＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に記録さ
れていた記録情報の部分を示し、白抜き部分は同期情報ＳＹ（図２参照）の部分を示して
いる。
【０１６４】
先ず、上記ジャンプ信号Ｓjpが入力されているタイマ１００は、当該ジャンプ信号Ｓjpが
「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に変化したタイミング（すなわち、上記ロック状態が外れた
タイミング）から計時を開始し予め設定された同期情報検出期間だけ経過したときに当該
計時を終了することを、ジャンプ信号Ｓjpが「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に変化する度に
繰り返す。そして、この計時処理により、ジャンプ信号Ｓjpが「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ
」に変わったタイミングで「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に変化し、且つタイマ１００にお
ける計時が終了したときに「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に変化するリシンクイネーブル信
号Ｓrseが生成されナンド回路１０２及びタイミング生成器１０６へ出力される。
【０１６５】
ここで、当該同期情報検出期間とは、ジャンプ信号Ｓjpが「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に
変化したタイミングから各種サーボ制御が再開されるまでの予め設定された上記整定時間
（図５参照）経過後に少なくとも一パルス上記シンク信号Ｓsyが検出される時間として予
め設定されている時間であり、より具体的には、当該整定時間経過後少なくとも一レコー
ディングセクタ分の検出ＲＦ信号Ｓrfが検出される期間内にＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の傷等に
より同期情報ＳＹが検出できない場合を考慮したマージン時間を加えた期間とされる。
【０１６６】
一方、これと並行して、シンクナンバデコーダ１０１は、入力されるシンク信号Ｓsyにお
ける各同期情報ＳＹの内容を解読し、一のレコーディングセクタにおける最後のシンクフ
レームにおける同期情報ＳＹが検出された直後に「ＨＩＧＨ」に変化し、一シンクフレー
ムに対応する長さだけ経過した後に「ＬＯＷ」に変化する最終シンクナンバ信号Ｓlnを生
成してナンド回路１０２の一の入力端子及びセクタ先頭ゲート生成器１０５へ出力する。
【０１６７】
ここで、当該同期情報ＳＹは、一のシンクフレームの先頭を示すタイミング情報としての
意味を持つと共に、その内容としては、それが含まれているシンクフレームが一のレコー
ディングセクタにおける何番目のシンクフレームであるかを示すナンバ情報（その値は、
「０」から「２５」の範囲を取る。）が含まれている。従って、上記最終シンクナンバ信
号Ｓlnは、その中のナンバ情報の値が「２５」である同期情報ＳＹに対応するシンク信号
Ｓsyが入力されたタイミングから一シンクフレーム分だけ「ＨＩＧＨ」となって出力され
ることとなる。換言すれば、最終シンクナンバ信号Ｓlnが「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に
変化したタイミングは、一のレコーディングセクタにおける先頭のシンクフレーム内の同
期情報ＳＹが検出し終わった直後のタイミングと同一であるということになる（図１７上
から三段目及び同五段目参照）。
【０１６８】
次に、ナンド回路１０２は、シンク信号Ｓsy（図１７上から三段目及び同四段目に示すよ
うに、検出される再生ＲＦ信号Ｓrfの同期情報ＳＹが終了したタイミングで「ＬＯＷ」か
ら「ＨＩＧＨ」に変化するパルス信号とされている。）、リシンクイネーブル信号Ｓrse
及び最終シンクナンバ信号Ｓlnが共に「ＨＩＧＨ」となったときに「ＨＩＧＨ」から「Ｌ
ＯＷ」に変化し、シンク信号Ｓsyが「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に変化したタイミングで
「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に変化するリシンク信号Ｓrsを生成し、フリーランカウンタ
１０３に出力する。
【０１６９】
この処理により、当該リシンク信号Ｓrsは、一のレコーディングセクタにおける最終シン
クフレーム内の同期情報ＳＹが検出され終わったタイミングを示す信号となる。
【０１７０】
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次に、フリーランカウンタ１０３は、リシンク信号Ｓrsが「ＨＩＧＨ」から「ＬＯＷ」に
変化したタイミングでリセットされると共に、一のシンクフレームに対応する数（具体的
には、図２により「８」となる。）だけ上記ウォブリング信号Ｓwにおけるパルスを計数
したときにリセットされることを繰り返しつつ当該ウォブリング信号Ｓwにおけるパルス
の計数を行い、その計数結果が予め設定されている閾値ＴＨとなったタイミングを示すカ
ウント信号Ｓcntを生成して位置・幅設定器１０４へ出力する。このとき、当該閾値ＴＨ
は、図１７上から八段目に示すように、一のシンクフレームに相当する期間から同期情報
ＳＹが検出される期間だけ減じた期間（すなわち、一のシンクフレームにおける記録情報
のみに対応する時間）Ｔに計数されるべきウォブリング信号Ｓwのパルスの数と等しい値
とされる。この処理により、リシンク信号Ｓrsが上述したように一のレコーディングセク
タの最後のシンクフレームにおける同期情報ＳＹが検出され終わったタイミングを示して
いることから、ジャンプ信号Ｓjpが「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に変化した以降に始めて
カウント信号Ｓcntが「ＨＩＧＨ」となるタイミング（図１７中符号＊で示す。）は、一
のレコーディングセクタにおける先頭のシンクフレームが開始されるタイミングを示すこ
ととなる。そして、それ以降に生成されるカウント信号Ｓcntは、当該一のレコーディン
グセクタ内の後続する各シンクフレームの先頭のタイミングを示していることとなる。
【０１７１】
次に、位置・幅設定器１０４は、カウント信号Ｓcntが「ＨＩＧＨ」となったタイミング
（すなわち、一のシンクフレームが開始されるタイミング）から同期情報ＳＹに対応する
期間に検出されるべきプリピット４に対応するプリピット信号Ｓppのパルスのみが含まれ
るべき期間（通常は、当該同期情報ＳＹが検出される期間）だけ「ＨＩＧＨ」となるシン
クゲート信号Ｓsg3を生成してセクタ先頭ゲート生成器１０５、タイミング生成器１０６
及びアンド回路１０７へ出力する。このシンクゲート信号Ｓsg3は上述の通りプリピット
信号Ｓppには依存せずに生成されるので、同期情報ＳＹの位置に対応するプリピット４が
ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の傷等の理由により検出されなくとも、当該プリピット４が検出され
るであろう期間を正確に示す信号として生成される。
【０１７２】
次に、セクタ先頭ゲート生成器１０５は、最終シンクナンバ信号Ｓln及びシンクゲート信
号Ｓsg3に基づいて、当該最終シンクナンバ信号Ｓlnをシンクゲート信号Ｓsg3によりラッ
チし、これにより、最終シンクナンバ信号Ｓlnが「ＨＩＧＨ」となっている期間中であっ
てシンクゲート信号Ｓsg3が「ＨＩＧＨ」となったタイミングで「ＬＯＷ」から「ＨＩＧ
Ｈ」に変化し、且つ一のシンクフレームに相当する期間だけ「ＨＩＧＨ」状態を継続する
セクタ先頭ゲート信号Ｓstg（図１７上から六段目参照）を生成してタイミング生成器１
０６へ出力する。この処理により、セクタ先頭ゲート信号Ｓstgが「ＨＩＧＨ」の期間に
生成されるシンクゲート信号Ｓsg3が一のレコーディングセクタの先頭を示すシンクゲー
ト信号Ｓsg3であることが認識できることとなる。
【０１７３】
次に、タイミング生成器１０６内のインバータ１１０は、上記リシンクイネーブル信号Ｓ
rseを反転し、反転信号Ｓivを生成してアンド回路１１１の一の入力端子に出力する。
【０１７４】
これによりアンド回路１１１は、上記反転信号Ｓiv、シンクゲート信号Ｓsg3、セクタ先
頭ゲート信号Ｓstg及びプッシュプル信号Ｓppが全て「ＨＩＧＨ」であるときのみ「ＨＩ
ＧＨ」となるセクタ先頭タイミング信号Ｓstpを生成して演算器１１２へ出力する。この
処理により、セクタ先頭タイミング信号Ｓstpは、一のレコーディングセクタの先頭のシ
ンクフレームにおける同期情報ＳＹに対応するプリピット信号Ｓppが入力されたタイミン
グを示すこととなる。
【０１７５】
次に、演算器１１２は、セクタ先頭タイミング信号Ｓstpが入力されるタイミング毎（す
なわち、各レコーディングセクタの先頭が検出される毎）に、入力されているシンクゲー
ト信号Ｓsg3が「ＨＩＧＨ」となるタイミングから図示しない基準クロックの計数を開始
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し、当該シンクゲート信号Ｓsg3内にプリピット信号Ｓppが検出されたときにその計数を
終了し、その計数結果（図１７下から三段目において符号ｎ1及びｎ2で示す。）を蓄積す
る動作を繰り返す。このとき、当該計数処理は、シンクゲート信号Ｓsg3内に含まれるプ
リピット信号Ｓppがその近傍に形成されている同期情報ＳＹを示すピットの影響により検
出されないときには実行されない。そして、演算器１１２は、当該計数処理が終了する度
に算出された新たな計数値をそれまでの計数値の平均値に加算した後に更に平均する動作
を繰り返し、新たに算出された平均値を示す演算値信号Ｓmvを生成して生成器１１３へ出
力する。
【０１７６】
この処理により、演算値信号Ｓmvにより示される平均値ｍは、各レコーディングセクタの
先頭に相当するシンクゲート信号Ｓsg3と当該シンクゲート信号Ｓsg3に対応するプリピッ
ト信号Ｓppとの位置関係を示す計数値（図１７の場合は計数値ｎ1及びｎ2）の平均値を常
に更新しつつ算出された最新の（換言すれば、各レコーディングセクタの先頭におけるシ
ンクゲート信号Ｓsg3とプリピット信号Ｓppと時間的関係として最も確からしい）当該位
置関係を、双方の信号の時間的ずれの量として示すこととなる。
【０１７７】
次に、生成器１１３は、上記指示信号Ｓrtにより記録データＳrを開始すべきＥＣＣブロ
ックの先頭のタイミングが到来することが示されると、当該指示信号Ｓrtが「ＨＩＧＨ」
に変化した直後に入力されるシンクゲート信号Ｓsg3が「ＨＩＧＨ」に変化したタイミン
グから演算値信号Ｓmvにより示される平均値ｍに対応する時間だけ経過したタイミング以
降に「ＨＩＧＨ」となる第２スタート信号Ｓstt2（図１７最下段参照）を生成してスイッ
チＳＷ２の一方の入力端子に出力する。
【０１７８】
ここで、当該指示信号Ｓrtの生成については、記録を開始すべき記録データＳrの最初の
ＥＣＣブロックを記録すべきＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上の記録位置を当該ＣＰＵ１４が図示しな
い操作部における記録開始操作に基づいて認識すると、次に，ＣＰＵ１４が当該記録位置
に相当するＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１上のアドレス（以下、このアドレスを所望アドレスと称する
。）から二つ前のレコーディングセクタを示すアドレスが検出されたことを当該ＣＰＵ１
４に入力されているアドレス信号Ｓaddを参照して確認し、次に所望アドレスから一つ前
のレコーディングセクタに相当する期間に「ＬＯＷ」から「ＨＩＧＨ」に変化する上記指
示信号Ｓrtを生成して当該生成器１１３へ出力するものである。なお、この指示信号Ｓrt
が「ＨＩＧＨ」に変化するタイミングとしては、当該所望アドレスから一つ前のレコーデ
ィングセクタに相当する期間のうちなるべく早期のタイミングであることが望ましい。
【０１７９】
一方、これらの処理と平行して、アンド回路１０７は、シンクゲート信号Ｓsg3とプリピ
ット信号Ｓppとが共に「ＨＩＧＨ」となるタイミングで「ＨＩＧＨ」となる上記抽出プッ
シュプル信号Ｓgtpを生成してスイッチＳＷ２の一方の入力端子に出力する。これにより
、再生ＲＦ信号Ｓrfを基準として各シンクフレームの先頭のプリピット４により確からし
く対応するプリピット信号Ｓppである抽出プリピット信号Ｓgtpを生成できることとなる
。
【０１８０】
以上説明したように、実施形態の情報記録装置Ｓの動作によれば、既に記録されている記
録情報中の同期情報ＳＹに基づいて上書き記録処理する記録データＳrの記録開始タイミ
ングを設定するので、記録情報が既に記録されているＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１からプリピット信
号Ｓppが検出されない場合でも、正確に記録開始タイミングを設定して記録データＳrの
記録を開始することができる。
【０１８１】
また、上書き記録処理する記録データＳrを記録する際にプリピット信号Ｓppが検出され
るべきタイミングを含むシンクゲート信号Ｓsg3と既に検出されたプリピット信号Ｓppと
に基づいて記録開始タイミングを予測し設定するので、より正確に記録開始タイミングを
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設定することができる。
【０１８２】
更に、フリーランカウンタ１０３の計数結果と予め設定されている閾値ＴＨとを比較する
ことによりシンクゲート信号Ｓsg3を生成するので、簡易な構成でシンクゲート信号Ｓsg3
を生成して記録開始タイミングを設定することができる。
【０１８３】
更にまた、タイミング生成器１０６が記録データＳrにおけるＥＣＣブロックの記録を開
始するタイミング設定するので、ＥＣＣブロック毎の記録開始タイミングを正確に設定す
ることができる。
【０１８４】
また、記録情報が既に記録されているＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に対して記録データＳrを上書き
記録する場合及び記録情報が未だ記録されていないＤＶＤ－Ｒ／Ｗ１に対して記録データ
Ｓrを追加記録する場合の双方において、シンクフレームの先頭を示すプリピット信号Ｓp
pが検出されない場合でも、上書き記録処理又は新たに追加記録処理すべき記録データＳr
に対応する記録開始位置を正確に設定して記録を開始することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ランドトラックにプリピットを形成したＤＶＤ－Ｒ／Ｗの構造例を示す図であり
、（ａ）はその斜視図であり、（ｂ）はその断面図である。
【図２】実施形態のＤＶＤ－Ｒ／Ｗにおける記録フォーマットを示す図である。
【図３】実施形態の情報記録装置の概要構成を示すブロック図である。
【図４】タイミングジェネレータの概要構成を示すブロック図である。
【図５】タイミングジェネレータの全体動作を示すタイミングチャートである。
【図６】シンク検出器の構成を示すブロック図である。
【図７】シンク検出器の動作を示すタイミングチャートである。
【図８】シンクゲート生成器の構成を示すブロック図である。
【図９】シンクゲート生成器の動作を示すタイミングチャート（Ｉ）である。
【図１０】シンクゲート生成器の動作を示すタイミングチャート（II）である。
【図１１】ロック検出器の概要構成を示すブロック図である。
【図１２】ロック検出器の動作を示すタイミングチャートである。
【図１３】第１記録タイミング生成器の概要構成を示すブロック図である。
【図１４】第１記録タイミング生成器の動作を示すタイミングチャートである。
【図１５】第２記録タイミング生成器の概要構成を示すブロック図である。
【図１６】タイミング生成器の概要構成を示すブロック図である。
【図１７】第２記録タイミング生成器の動作を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
１…ＤＶＤ－Ｒ／Ｗ
２…グルーブトラック
３…ランドトラック
４…プリピット
５…誘電体層
６…金蒸着膜
７…保護膜
８…誘電体層
９…基板
９Ａ…樹脂層
１０…ピックアップ
１１…プリピット検出部
１２…タイミングジェネレータ
１４…ＣＰＵ
１５…ＤＶＤエンコーダ
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１６…ストラテジ回路
１７…プリピットデコーダ
１８…ウォブル検出部
１９…スピンドルモータ
２０、２４、３０、３１、３５、４１…分周器
２１、２５、３２、４２…位相比較部
２２、２６、３３、４３…イコライザ
２３…位相シフタ
２７、３４…ＶＣＯ
４０…参照信号発生部
４５…シンク検出器
４６…シンクゲート生成器
４７…ロック検出器
４８…第１記録タイミング生成器
４９…第２記録タイミング生成器
５０…立上がりエッジ作成回路
５１…立下がりエッジ作成回路
５２、５３、５４、５５、５７、６１、６６、７０、７２、７３、８１、８７、８９、９
１、９３…フリップフロップ回路
５６、６５、６９、８６、９２、９４、１１１…アンド回路
６０、７１、７３、７６、７７、８０…インバータ
６２、７４、７８、８５…ｎ進カウンタ
６３、６４、６７、６８、７５、７９、９０…コンパレータ
９５…ＲＦ検出部
９６…シンク検出部
９７…データデコーダ
１００…タイマ
１０１…シンクナンバデコーダ
１０２…ナンド回路
１０３…フリーランカウンタ
１０４…位置・幅設定器
１０５…セクタ先頭ゲート生成器
１０６…タイミング生成器
１１０…インバータ
１１２…演算器
１１３…生成器
ＥＰ…位相変調部
ＷＰ…ウォブルＰＬＬ部
ＳＰ…スピンドル制御部
ＳＷ１、ＳＷ２…スイッチ
Ｓ…情報記録装置
Ｂ…光ビーム
ＳＹ…同期情報
Ｓp…検出信号
Ｓpp…プリピット信号
Ｓgpp…ゲートプリピット信号
Ｓgtp…抽出プリピット信号
Ｓpf…検出ＲＦ信号
Ｓrf…再生ＲＦ信号
Ｓsy…シンク信号
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Ｓadd…アドレス信号
Ｓr…記録データ
Ｓd…駆動信号
Ｓrr…記録信号
Ｓec…変調信号
Ｓwp…ウォブル検出信号
Ｓw…ウォブリング信号
Ｓck、Ｓcl…クロック信号
Ｓps…検出シンク信号
Ｓ1…立上がり信号
Ｓ2…立下がり信号
Ｓ3、Ｓ4、Ｓ5、Ｓ6、Ｓ7、Ｓ10、Ｓff、Ｓvg…タイミング信号
Ｓen…イネーブル信号
Ｓct、Ｓctt、Ｓnc、Ｓmc…計数信号
Ｓcnt…カウント信号
Ｓc1、Ｓc2、Ｓc3、Ｓc4、Ｓlc1、Ｓlc2、Ｓf…比較信号
Ｓvlc2…反転比較信号
Ｓlk…ロック信号
Ｓm1、Ｓm2、Ｓa…積信号
Ｓa1、Ｓa2、Ｓb1、Ｓb2、Ｓvn、Ｓvm…設定値信号
Ｓsg1、Ｓsg2、Ｓsg3…シンクゲート信号
Ｓstt…記録開始信号
Ｓstt1…第１スタート信号
Ｓstt2…第２スタート信号
Ｓrt…指示信号
Ｓ8、Ｓad、Ｓg…出力信号
Ｓdd…加算信号
Ｓjp…ジャンプ信号
Ｓrse…リシンクイネーブル信号
Ｓrs…リシンク信号
Ｓln…最終シンクナンバ信号
Ｓstg…セクタ先頭ゲート信号
Ｓstp…セクタ先頭タイミング信号
Ｓiv…反転信号
Ｓmv…演算値信号
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