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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メインデータエリアとリンキングエリアとを有するブロックが連続して、エンボスピッ
トによるデータトラックが形成され、上記メインデータエリアの後端側のみに２フレーム
の上記リンキングエリアが形成され、
　上記各ブロックにおいて、上記メインデータエリアに記録されたメインデータと、上記
リンキングエリアに記録されたリンキングデータは、フレームデータ部分とフレームシン
クを含むフレーム単位で構成されており、前記メインデータとリンキングデータのフレー
ムデータ部分は上記メインデータに割り当てられた物理アドレスを、初期値としてプリセ
ットされた１６ビットシフトレジスタを用いて発生されたデータのうちの８ビットのスク
ランブリングバイトによってスクランブルされている
　再生専用記録媒体。
【請求項２】
　メインデータエリアとリンキングエリアとを有するブロックが連続して、エンボスピッ
トによるデータトラックが形成され、上記メインデータエリアの後端側のみに２フレーム
の上記リンキングエリアが形成され、
　上記各ブロックにおいて、上記メインデータエリアに記録されたメインデータと、上記
リンキングエリアに記録されたリンキングデータは、フレームデータ部分とフレームシン
クを含むフレーム単位で構成されており、前記メインデータとリンキングデータのフレー
ムデータ部分は上記メインデータに割り当てられた物理アドレスを、初期値としてプリセ
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ットされた１６ビットシフトレジスタを用いて発生されたデータのうちの８ビットのスク
ランブリングバイトによってスクランブルされている再生専用記録媒体に、少なくとも対
応してデータ再生を行う再生装置において、
　装填された記録媒体から情報読出を行う読出手段と、
　上記読出手段で読み出された情報のデータデコード処理、及び上記スクランブルに対す
るデスクランブル処理を行って、上記メインデータ及び上記リンキングデータを再生する
デコード手段と、
　を備え、
　上記デコード手段は、上記読出手段で読み出された上記２フレームのリンキングエリア
に記録されたリンキングデータについて、フレーム単位で上記メインデータに割り当てら
れた物理アドレスを用いてプリセットを行うことで、２つの各リンキングフレームのデー
タに対応して、それぞれスクランブリングバイトを得るようにされたスクランブリングデ
ータを用いて上記デスクランブル処理を行う
　再生装置。
【請求項３】
　メインデータエリアとリンキングエリアとを有するブロックが連続して、エンボスピッ
トによるデータトラックが形成され、上記メインデータエリアの後端側のみに２フレーム
の上記リンキングエリアが形成され、上記各ブロックにおいて、上記メインデータエリア
に記録されたメインデータと、上記リンキングエリアに記録されたリンキングデータは、
フレームデータ部分とフレームシンクを含むフレーム単位で構成されており、前記メイン
データとリンキングデータのフレームデータ部分は上記メインデータに割り当てられた物
理アドレスを、初期値としてプリセットされた１６ビットシフトレジスタを用いて発生さ
れたデータのうちの８ビットのスクランブリングバイトによってスクランブルされている
再生専用記録媒体再生専用記録媒体から、データ再生を行う再生方法として、
　装填された記録媒体から情報読出を行い、
　読み出された情報からデータデコード処理、及びフレーム単位で上記メインデータに割
り当てられた物理アドレスを用いてプリセットを行うことで、２つの各リンキングフレー
ムのデータに対応して、それぞれスクランブリングバイトを得るようにされたスクランブ
リングデータを用いたデスクランブル処理を行って、上記メインデータ及び上記リンキン
グデータを再生する
　再生方法。
【請求項４】
　エンボスピットによるデータトラックとして、メインデータエリアとリンキングエリア
とを有するブロックが連続し、上記リンキングエリアは、上記メインデータエリアの後端
側のみに２フレーム形成されている再生専用のディスク記録媒体を製造するディスク製造
方法として、
　上記メインデータエリアに記録するメインデータ、及び上記リンキングエリアに記録す
るリンキングデータは、フレームデータ部分とフレームシンクを含むフレーム単位で構成
されており、前記メインデータとリンキングデータのフレームデータ部分は上記メインデ
ータに割り当てられた物理アドレスを、初期値としてプリセットされた１６ビットシフト
レジスタを用いて発生されたデータのうちの８ビットのスクランブリングバイトによって
スクランブルされているとともに、フレーム単位でプリセットを行うことで、２つの各リ
ンキングフレームのデータに対応して、それぞれスクランブリングバイトを得るようにさ
れているスクランブル処理を行い、
　該スクランブル処理を行ったデータを用いてディスクのマスタリングを行う
　ディスク製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスク等の記録媒体であって特に再生専用記録媒体のデータフォーマッ
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トに関する。また、その再生専用記録媒体についての再生装置及び再生方法、さらにはデ
ィスク製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルデータを記録・再生するための技術として、例えば、ＣＤ（Compact Disk），
ＭＤ（Mini-Disk），ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）などの、光ディスク（光磁気デ
ィスクを含む）を記録メディアに用いたデータ記録技術がある。光ディスクとは、金属薄
板をプラスチックで保護した円盤に、レーザ光を照射し、その反射光の変化で信号を読み
取る記録メディアの総称である。
　光ディスクには、例えばＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどとして知られている
ように再生専用タイプのものと、ＭＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ
Ｗ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭなどで知られているようにユーザーデータが記録可能
なタイプがある。記録可能タイプのものは、光磁気記録方式、相変化記録方式、色素膜変
化記録方式などが利用されることで、データが記録可能とされる。色素膜変化記録方式は
ライトワンス記録方式とも呼ばれ、一度だけデータ記録が可能で書換不能であるため、デ
ータ保存用途などに好適とされる。一方、光磁気記録方式や相変化記録方式は、データの
書換が可能であり音楽、映像、ゲーム、アプリケーションプログラム等の各種コンテンツ
データの記録を始めとして各種用途に利用される。
　更に近年、ＤＶＲ（Data & Video Recording）或いはブルーレイディスクと呼ばれる高
密度光ディスクが開発され、著しい大容量化が図られている。
【０００３】
　このＤＶＲのような高密度ディスクについては、ディスク厚み方向に０．１ｍｍのカバ
ー層を有するディスク構造において、波長４０５ｎｍのレーザ（いわゆる青色レーザ）と
ＮＡが０．８５の対物レンズの組み合わせという条件下でフェーズチェンジマーク（相変
化マーク）を記録再生を行うとし、トラックピッチ０．３２μｍ、線密度０．１２μｍ／
bitで、６４ＫＢ（キロバイト）のデータブロックを１つの記録再生単位として、フォー
マット効率約８２％としたとき、直系１２cmのディスクに２３．３ＧＢ（ギガバイト）程
度の容量を記録再生できる。
　また、同様のフォーマットで、線密度を０．１１２μｍ／bitの密度とすると、２５Ｇ
Ｂの容量を記録再生できる。
　さらに、記録層を多層構造とすることでさらに飛躍的な大容量化が実現できるる。例え
ば記録層を２層とすることにより、容量は上記の２倍である４６．６ＧＢ、又は５０ＧＢ
とすることができる。
【０００４】
　ところで、上記各種の光ディスクにおいて、再生専用ディスク、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ
等では、データは、基本的に誤り訂正ブロック単位で、ディスク上にあらかじめ作られた
ピット（エンボスピット等）として記録されている。
　そして従来知られている再生専用ディスクのデータフォーマットとしては、誤り訂正ブ
ロック単位がとぎれなく連続して記録されている。
　これは、誤り訂正ブロックが１つの記録再生単位のブロックとされ、ブロックとブロッ
クの間にはリンキング領域（バッファ領域）が形成されていないという意味である。
【０００５】
　記録可能なディスク（記録再生ディスク）でも、再生専用ディスクと同様に、基本的に
誤り訂正ブロック単位で、ディスク上にデータ記録及びその再生を行う。
　ただし、ランダムアクセス記録性を考慮して、ブロックとブロックの間にはリンキング
領域が形成される場合がある。
　リンキングを用いると、記録再生装置でブロックのランダムアクセスを実現する場合に
、リンキング無しのデータフォーマットの場合に比べて単純で安価なハードウエアで実現
できるという利点がある。
　リンキングを有するディスクフォーマット技術は、例えば次の文献に開示されている。
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【０００６】
【特許文献１】特開平４－３０１２６４号公報
【特許文献２】特開平５－８９６０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、基本的に同種のディスクとして再生専用ディスクと記録再生ディスクを考える
。例えば再生専用ディスクとしてのＤＶＤ－ＲＯＭと、記録再生ディスクとしてのＤＶＤ
－ＲＡＭ等のことである。または、上記高密度ディスク（ＤＶＲ）としての再生専用ディ
スクと記録再生ディスクである。
【０００８】
　このような同種のディスク間では、相互の再生互換性が求められるものであるが、デー
タ配置方式（データフォーマット）が、リンキングのない再生専用ディスクと、リンキン
グの有る記録再生ディスクというように異なってしまうと、互換性が低下してしまうこと
になる。
　即ちそのような場合、両ディスクに対応する再生装置では、再生タイミング発生回路や
同期回路、ファームウエア等として、類似するハードウエア或いはソフトウエアを再生専
用ディスク用と記録再生ディスク用で二重に備えるようにし、再生するディスクに応じて
、それらを切り換えるようにしなければならないことになる。つまり、互換性維持のため
には装置構成に負担を強いることになる。
　そこで、例えば上記高密度ディスクのフォーマットとしては、再生専用ディスクにおい
てもリンキングエリアを設けるようにすることが提案されている。
【０００９】
　ところが、例えば上記の高密度ディスクにおいて、エンボスピットによりデータが記録
される再生専用ディスクについてもリンキングを設ける場合、以下のような問題が生じて
いた。
【００１０】
　上記高密度ディスクとしての書換型ディスク（以下、リライタブルディスク）は、ディ
スク上にグルーブ（溝）をスパイラル状に形成し、そのグルーブにそって相変化マークを
記録再生するものである。
　そして、レーザ光がグルーブを沿うようにするためのトラッキングサーボのためには、
プッシュプル信号によるトラッキングエラー信号を用いることが行われている。
【００１１】
　ここで、上記リライタブルディスクと同じ密度、同じデータフォーマットで、エンボス
によるピットを形成する再生専用ディスク（以下、ＲＯＭディスク）を考える。
　上記リライタブルディスクでは、メディアノイズを軽減するため、λ/10程度（λ＝レ
ーザ波長）の浅いグルーブを形成していた。
　これに対してＲＯＭディスクでは、再生ＲＦ信号を大きくするには、λ/4程度の深さの
ピットを形成することが望ましい。
　しかし、トラッキングサーボの観点からみると、プッシュプル信号を大きくするには、
λ/8程度の深さのピットを形成することが望ましいという事情がある。　このためプッシ
ュプル信号を用いたトラッキングサーボを前提とする場合、ＲＯＭディスクの形成の条件
を決定することが難しい。
【００１２】
　一方、トラッキングエラー信号の検出方式としては、プッシュプル信号を用いた方式の
ほかに、ＤＰＤ（Defferantial Phase Detection：位相差検出）方式が知られている。こ
のＤＰＤ信号は、λ/4の深さのピットで大きな信号が得られ、これは再生ＲＦ信号と同じ
条件であるため、ＲＯＭディスクとして望ましいものである。このため、ＲＯＭディスク
では、トラッキングエラー信号としてはＤＰＤ信号が使われるようにすることが考えられ
ている。
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【００１３】
　しかしながらＤＰＤ信号は、隣接トラックのピットパターンが同じ場合、十分な信号が
得られない。
　このとき、上記のようにリライタブルディスクとの互換性を考慮して設定されたＲＯＭ
ディスクにおけるリンキングエリアが問題となる。
　ブロック単位で記録再生を行うリライタブルディスクでは、ブロックの先端と終端のリ
ンキングエリアは、ＰＬＬ同期や記録データの保護を目的としており、例えばＰＬＬ処理
等のために固定のプリアンブルパターンが使用されている。
　このようなリライタブルディスクとの互換性を考えてリンキングエリアを設けたＲＯＭ
ディスクの場合において、隣接トラックにリンキングエリアが並ぶと、その部分では、隣
接トラック同士でピットパターンが同じとなる。従って、そのような部分でＤＰＤ信号が
十分に得られず、トラッキングサーボに影響を及ぼすことがあった。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明はこのような問題に鑑みて、リライタブルディスクとの間で互換性に優れたデー
タフォーマットとされ、さらにトラッキングサーボの観点からも有利な再生専用記録媒体
を実現することを目的とする。
【００１５】
　このために本発明の再生専用記録媒体は、メインデータエリアとリンキングエリアとを
有するブロックが連続して、エンボスピットによるデータトラックが形成され、上記メイ
ンデータエリアの後端側のみに２フレームの上記リンキングエリアが形成され、上記各ブ
ロックにおいて、上記メインデータエリアに記録されたメインデータと、上記リンキング
エリアに記録されたリンキングデータは、フレームデータ部分とフレームシンクを含むフ
レーム単位で構成されており、前記メインデータとリンキングデータのフレームデータ部
分は上記メインデータに割り当てられた物理アドレスを、初期値としてプリセットされた
１６ビットシフトレジスタを用いて発生されたデータのうちの８ビットのスクランブリン
グバイトによってスクランブルされているものとする。
【００１６】
　本発明の再生装置は、メインデータエリアとリンキングエリアとを有するブロックが連
続して、エンボスピットによるデータトラックが形成され、上記メインデータエリアの後
端側のみに２フレームの上記リンキングエリアが形成され、上記各ブロックにおいて、上
記メインデータエリアに記録されたメインデータと、上記リンキングエリアに記録された
リンキングデータは、フレームデータ部分とフレームシンクを含むフレーム単位で構成さ
れており、前記メインデータとリンキングデータのフレームデータ部分は上記メインデー
タに割り当てられた物理アドレスを、初期値としてプリセットされた１６ビットシフトレ
ジスタを用いて発生されたデータのうちの８ビットのスクランブリングバイトによってス
クランブルされている再生専用記録媒体に、少なくとも対応してデータ再生を行う再生装
置において、装填された記録媒体から情報読出を行う読出手段と、上記読出手段で読み出
された情報のデータデコード処理、及び上記スクランブルに対するデスクランブル処理を
行って、上記メインデータ及び上記リンキングデータを再生するデコード手段と、を備え
、上記デコード手段は、上記読出手段で読み出された上記２フレームのリンキングエリア
に記録されたリンキングデータについて、フレーム単位で上記メインデータに割り当てら
れた物理アドレスを用いてプリセットを行うことで、２つの各リンキングフレームのデー
タに対応して、それぞれスクランブリングバイトを得るようにされたスクランブリングデ
ータを用いて上記デスクランブル処理を行う。
【００１７】
　本発明の再生方法は、メインデータエリアとリンキングエリアとを有するブロックが連
続して、エンボスピットによるデータトラックが形成され、上記メインデータエリアの後
端側のみに２フレームの上記リンキングエリアが形成され、上記各ブロックにおいて、上
記メインデータエリアに記録されたメインデータと、上記リンキングエリアに記録された
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リンキングデータは、フレームデータ部分とフレームシンクを含むフレーム単位で構成さ
れており、前記メインデータとリンキングデータのフレームデータ部分は上記メインデー
タに割り当てられた物理アドレスを、初期値としてプリセットされた１６ビットシフトレ
ジスタを用いて発生されたデータのうちの８ビットのスクランブリングバイトによってス
クランブルされている再生専用記録媒体再生専用記録媒体から、データ再生を行う再生方
法として、装填された記録媒体から情報読出を行い、読み出された情報からデータデコー
ド処理、及びフレーム単位で上記メインデータに割り当てられた物理アドレスを用いてプ
リセットを行うことで、２つの各リンキングフレームのデータに対応して、それぞれスク
ランブリングバイトを得るようにされたスクランブリングデータを用いたデスクランブル
処理を行って、上記メインデータ及び上記リンキングデータを再生する。
【００１８】
　本発明のディスク製造方法は、メインデータエリアとリンキングエリアとを有するブロ
ックが連続して、エンボスピットによるデータトラックが形成され、上記メインデータエ
リアの後端側のみに２フレームの上記リンキングエリアが形成され、上記各ブロックにお
いて、上記メインデータエリアに記録されたメインデータと、上記リンキングエリアに記
録されたリンキングデータは、
フレームデータ部分とフレームシンクを含むフレーム単位で構成されており、前記メイン
データとリンキングデータのフレームデータ部分は上記メインデータに割り当てられた物
理アドレスを、初期値としてプリセットされた１６ビットシフトレジスタを用いて発生さ
れたデータのうちの８ビットのスクランブリングバイトによってスクランブルされている
とともに、フレーム単位でプリセットを行うことで、２つの各リンキングフレームのデー
タに対応して、それぞれスクランブリングバイトを得るようにされているスクランブル処
理を行い、該スクランブル処理を行ったデータを用いてディスクのマスタリングを行う。
【００１９】
　上記本発明の再生専用記録媒体では、メインデータエリアとリンキングエリアを含むブ
ロックが連続するデータフォーマットであることで、リライタブルディスクとの互換性に
好適になる。そしてさらに、リンキングエリアにおいてもスクランブル処理が行われるこ
とで、例えば隣接トラックでリンキングエリア同士が並んでも、同一のピットパターンが
並ぶことにはならない。
【発明の効果】
【００２０】
　以上の説明から理解されるように本発明によれば次の効果が得られる。
　本発明の再生専用記録媒体（ＲＯＭディスク）では、ブロックがメインデータエリアと
リンキングエリアにより構成され、つまりリライタブルディスクと同様にリンキングエリ
アが設けられるデータフォーマットとされることで、互換性に好適なものとすることがで
きる。
【００２１】
　そして各ブロックにおいて、メインデータエリアに記録されるメインデータと、リンキ
ングエリアに記録されるリンキングデータは、同一方式で発生されたスクランブルデータ
によってスクランブルされたデータである。
　リンキングデータがスクランブルされたものであることは、隣接トラック同士でリンキ
ングエリアが並んでしまっても、そのピットパターンが同一とはならない。従って、ＤＰ
Ｄ信号をエラー信号とするトラッキングサーボ方式において不利となる問題、つまり同一
のピットパターンによってＤＰＤ信号が良好に得られない、といった問題が解消される。
換言すれば、ＤＰＤ信号を用いたトラッキングサーボ方式により、エンボスピットによる
再生専用記録媒体について安定したトラッキング制御を行うことができるようになり、再
生装置の再生性能を向上させることもできる。
【００２２】
　また、メインデータにおいても、スクランブル処理により、検出の点からみて最悪のパ
ターンが連続することがなくなり、データの検出が容易になる。
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　またメインデータエリア、リンキングエリアについて、同じスクランブル方式でのスク
ランブル処理、デスクランブル処理が実行でき、つまり再生装置において、メインデータ
及びリンキングデータについてスクランブルに関する処理を行うハードウエア構成を共用
できることで、回路構成が簡略化される。
　特にリンキングデータとして何らかのデータが記録される場合は、再生時に必ずリンキ
ングデータに関してのデスクランブル処理が必要となるが、この場合にデスクランブル処
理回路系を複数持つ必要はない。
【００２３】
　また、スクランブルデータは、ブロックのアドレス情報を初期値としてランダム系列で
発生されたデータとしている。これは、ブロック毎に初期値が異なることを意味する。つ
まり、ピットパターンがブロック毎に異なる状態にスクランブルされて形成される。従っ
て、例えばリンキングデータがオールゼロデータ、或いは同一パターンデータなどとする
場合をも含めて、隣接するリンキングエリア同士でピットパターンが同一となることはな
くなり、上記ＤＰＤ信号を用いたサーボ制御にとって好ましい状態を実現できる。
【００２４】
　また本発明のディスク製造方法によれば、これらの効果を得ることのできる再生専用記
録媒体を製造できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の再生専用記録媒体の実施の形態として、再生専用光ディスクを説明し、
また再生専用光ディスク及びデータ記録可能な記録再生光ディスクに対して再生できる再
生装置、さらには再生専用光ディスクを製造するためのマスタリング装置についても述べ
る。
　なお、実施の形態の再生専用光ディスクを「ＲＯＭディスク」と呼び、また記録再生光
ディスクを「リライタブルディスク」と呼ぶこととする。説明は次の順序で行う。
１．ＲＵＢ構造
２．スクランブル方式
３．リライタブルディスクのデータフォーマット
４．ＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜１＞
５．ＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜２＞
６．ＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜３＞
７．ＥＣＣブロック及びアドレス
８．シンクパターン及び順序
９．ディスクドライブ装置
１０．ディスク製造方法
　
【００２６】
１．ＲＵＢ構造
　
　本実施の形態のＲＯＭディスクは、同一範疇のリライタブルディスクとの互換性に好適
なデータフォーマットとすることを目的の１つとしている。
　まず、ＲＯＭディスク及びリライタブルディスクにおける記録再生ブロックであるＲＵ
Ｂ（Recording Unit Block）の構造について説明する。
【００２７】
　実施の形態のＲＯＭディスク及びリライタブルディスクは、ＤＶＲディスク（ブルーレ
イディスク）として上述した高密度ディスクの範疇に属するものとする。
　リライタブルディスクの場合、直径１２ｃｍの光ディスクであって、ディスク厚み方向
に０．１ｍｍのカバー層を有するディスク構造とされる。そして波長４０５ｎｍのレーザ
（いわゆる青色レーザ）とＮＡが０．８５の対物レンズの組み合わせという条件下でフェ
ーズチェンジマーク（相変化マーク）を記録再生を行うものとされ、トラックピッチ０．



(8) JP 4775401 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

３２μｍ、線密度０．１２μｍ／bitで、６４ＫＢ（キロバイト）のデータブロックを１
つの記録再生単位（ＲＵＢ）として記録再生を行う。
　ＲＯＭディスクについては、これと同様の直径１２ｃｍサイズのディスクであり、λ／
４程度の深さのエンボスピットにより再生専用のデータが記録される。同様にトラックピ
ッチ０．３２μｍ、線密度０．１２μｍ／bitで、６４ＫＢ（キロバイト）のデータブロ
ックを１つの記録再生単位（ＲＵＢ）として記録再生を行う。
　ＲＯＭディスクの再生の場合には、トラッキングサーボにおいてＤＰＤ信号がサーボエ
ラー信号として用いられる。
【００２８】
　この高密度ディスクとしてのＲＯＭディスク及びリライタブルディスクの記録再生単位
であるＲＵＢは、１５６シンボル×４９６フレームのＥＣＣブロック（クラスタ）に対し
て、例えばその前後に１フレームのＰＬＬ同期等のためのリンクエリアを付加して生成さ
れた合計４９８フレームとなる。
　なお、リライタブルディスクの場合、ディスク上にはグルーブ（溝）が蛇行（ウォブリ
ング）されて形成され、このウォブリンググルーブが記録再生トラックとされる。そして
グルーブのウォブリングは、いわゆるＡＤＩＰデータを含むものとされる。つまりグルー
ブのウォブリング情報を検出することで、ディスク上のアドレスを得ることができるよう
にされている。
【００２９】
　リライタブルディスクの場合、ウォブリンググルーブによって形成されるトラック上に
はフェイズチェンジマークによるレコーディングマークが記録されるが、フェーズチェン
ジマークはＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調方式（ＲＬＬ；Run Length Limited、ＰＰ：Parity
 preserve/Prohibit rmtr(repeated minimum transition runlength)）等により、線密度
0.12μｍ/bit、0.08μｍ/ch bitで記録される。
　１ｃｈビットを１Ｔとすると、マーク長は２Ｔから８Ｔで最短マーク長は２Ｔである。
　ＲＯＭディスクの場合、グルーブは形成されないが、同様にＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調
方式で変調されたデータがエンボスピット列として記録されるものとなる。
【００３０】
　再生チャンネルデータの単位（記録再生単位）となるＲＵＢの構造を図１に示す。
　ＲＵＢは図１（ａ）に示すように、ディスクのデータ記録開始位置から順に、連続した
シーケンスとしてディスク上のアドレスで指定された所定の位置に記録されている。
　ここでは、クラスタアドレスＣＮ（ｎ－１）、ＣＮ（ｎ）、ＣＮ（ｎ＋１）としてのＲ
ＵＢを示している。
　クラスタとは６４ＫＢの単位であり、ＲＵＢのメインデータエリアに相当する。６４Ｋ
Ｂのクラスタにリンキングエリアが付加された単位が、ここでいうＲＵＢとなる。
　そしてこのため、クラスタアドレスとはＲＵＢ単位のアドレスとも言える。
【００３１】
　ＲＵＢは、図１（ｂ）に示すようにフレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９７の４９８フレーム
で構成される。
　図１（ａ）においては、各ＲＵＢ内をフレーム単位で区切って示しているが、斜線を付
したフレームはリンキングエリアとなるフレームとし、斜線を付していないフレームはメ
インデータエリアとしてのフレームとしている。
　そしてリライタブルディスクの場合、図１（ａ）（ｂ）のように、各ＲＵＢの先頭のフ
レームＦｒｍ０と終端のフレームＦｒｍ４９７が、リンキングエリアとしてのフレームと
され、フレームＦｒｍ１～Ｆｒｍ４９６がメインデータエリアとしてのフレームとされる
。
【００３２】
　メインデータエリアを形成する４９６個の各フレーム（図１（ａ）（ｂ）の場合はＦｒ
ｍ１～Ｆｒｍ４９６）には、その先頭にフレームシンクＦＳが配され、それに続いてフレ
ームデータＦＤが配される。フレームシンクＦＳは３０チャンネルビットとされる。フレ
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ームデータＦＤとしてはメインデータ（ユーザーデータ）が記録される。
　各フレームは、３０チャンネルビットのフレームシンクＦＳを含めて１９３２チャンネ
ルビットとなる。
　なお、リンキングエリアとなるフレーム（図１（ａ）（ｂ）の場合はＦｒｍ０、Ｆｒｍ
４９７）も、１９３２チャンネルビットの領域とされるが、そのフレーム内の構造につい
ては後述する。
【００３３】
　本実施の形態のＲＯＭディスクのＲＵＢ構造としては、後にＲＯＭフォーマット例＜１
＞＜２＞＜３＞として３つの例を説明するが、ＲＯＭフォーマット例＜１＞の場合は、図
１（ａ）（ｂ）に示したものとなる。
　つまり、メインデータエリアの前端側及び後端側に１フレームづつリンキングエリアと
なるフレームが付加される例である。
　ＲＯＭフォーマット例＜２＞では、図１（ｃ）に示すように、ＲＵＢの先頭の２フレー
ムをリンキングエリアとなるフレームとする。つまりこの場合、フレームＦｒｍ０、Ｆｒ
ｍ１がリンキングエリアとなり、フレームＦｒｍ２～Ｆｒｍ４９７がメインデータエリア
となる。
　ＲＯＭフォーマット例＜３＞では、図１（ｄ）に示すように、ＲＵＢの終端の２フレー
ムをリンキングエリアとなるフレームとする。つまりこの場合、フレームＦｒｍ４９６、
Ｆｒｍ４９７がリンキングエリアとなり、フレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９５がメインデー
タエリアとなる。
【００３４】
　なお、以下の説明では、リンキングエリアとなるフレームを「リンキングフレーム」、
メインデータエリアとなるフレームを「データフレーム」ともいう。
　
【００３５】
２．スクランブル方式
　
　次に本実施の形態において採用されるスクランブル方式について説明する。本実施の形
態のＲＯＭディスクでは、上記したメインデータエリアとしてのフレームに記録されるフ
レームデータＦＤ（メインデータ：ユーザーデータ）についてだけでなく、リンキングエ
リアとなるフレームにおけるデータについても、以下説明するスクランブル処理が行われ
る。
【００３６】
　図２はスクランブル回路を模式的に示したものである。
　ＰＳ０～ＰＳ３１の３２ビットは、物理セクターナンバ（Physical Sector Number）で
ある。
　物理セクターナンバは、データ２ＫＢのセクターに対する物理アドレスで、４バイト（
３２ビット）となる。１ＲＵＢを構成する１クラスタ６４ＫＢ単位で記録再生する場合、
１クラスタには３２個の物理セクターナンバが割り当てられることになる。
　３２ビットの物理セクターナンバのうち、ＰＳ５～ＰＳ１９の１５ビットがクラスタナ
ンバ（ＲＵＢ単位のクラスタアドレスＣＮ）である。
【００３７】
　スクランブル回路は、
Φ（x）＝X１６＋X１５＋X１３＋X４＋１
　の多項式に基づいた１６ビットシフトレジスタ１と、イクスクルーシブオア回路（ＥＸ
－ＯＲ回路）２，３，４で構成される。
　Ｓ０～Ｓ１５はシフトレジスタ１に保持されるデータを示している。
　シフトレジスタ１は、シフトクロックＣＫｓの１クロック毎に、データＳｎの値をＳ（
ｎ＋１）にシフトする（ｎ＝０～１４）。
　但し、データＳ０としては、ＥＸ－ＯＲ回路２，３，４を介した値が入力される。つま
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り「＄」をExclusive-or論理をあらわすとすると、データＳ０としては、（Ｓ１５）＄（
Ｓ１４）＄（Ｓ１２）＄（Ｓ３）が入力される。
【００３８】
　スクランブルの方法は、スクランブルを行うデータブロック（ＲＵＢ）の先頭で、パラ
レルロード信号ＰＬに基づいて、シフトレジスタ１に対してデータＳ０～Ｓ１５がロード
される。
　この場合、データＳ０～Ｓ１４として、物理セクターナンバにおけるＰＳ５～ＰＳ１９
の値がロードされる。なお、このようにプリセットされる物理セクターナンバは、クラス
タの最初の物理セクターナンバである。
　データＳ１５としては、固定値「１」がロードされる。
【００３９】
　このようにシフトレジスタ１のデータＳ０～Ｓ１５として、物理セクターナンバの内の
クラスタナンバが初期値としてプリセットされるが、その際の最初のデータＳ０～Ｓ７が
、最初のスクランブリングバイトＳＣＢとなる。
　その後、８ビットシフト後のデータＳ０～Ｓ７が、次のスクランブリングバイトＳＣＢ
となる。
【００４０】
　図１に示したようにリンキングエリアとなるフレームは１ＲＵＢに２フレームである。
　フレームにおいてフレームシンクを除いたデータは１５５バイトであり、２フレーム区
間では３１０バイトとなる。
　リンキングエリアに記録される、この３１０バイトのデータをデータＤ０～Ｄ３０９と
する。この場合スクランブル回路では、８ビットシフトが３０９回繰り返される。即ちロ
ード時のデータＳ０～Ｓ７と、その後の３０９回の各８ビットシフト毎の時点のデータＳ
０～Ｓ７が、それぞれデータＤ０～Ｄ３０９についてのスクランブリングバイト（ＳＣＢ
０～ＳＣＢ３０９）となる。
【００４１】
　そしてリンキングエリアにおけるデータＤ０～Ｄ３０９は、スクランブリングバイト（
ＳＣＢ０～ＳＣＢ３０９）によってスクランブルされたものとなる。
　即ちリンキングエリアに記録されるデータＤ０～Ｄ３０９の、元のデータ（スクランブ
ルされる前のデータ）をＬＤ０～ＬＤ３０９とすると、
　Ｄ（ｋ）＝（ＬＤ（ｋ））＄（ＳＣＢ（ｋ））
　としてスクランブルされることになる。なお、「＄」はイクスクルーシブオア論理を示
し、「ｋ」は０～３０９の値である。
【００４２】
　ここで実際には、リンキングエリアに記録しようとする元のデータＬＤ０～ＬＤ３０９
がオールゼロデータであるとすると、上記スクランブル処理により、上記のように得られ
た３１０個のスクランブリングバイト（ＳＣＢ０～ＳＣＢ３０９）が、そのままリンキン
グエリアのデータＤ０～Ｄ３０９とされることになる。
　また、リンキングエリアに記録しようとする元のデータＬＤ０～ＬＤ３０９として、意
味のあるデータ、例えば制御や管理に用いるデータを記録する場合、その各データＬＤ０
～ＬＤ３０９が各スクランブリングバイト（ＳＣＢ０～ＳＣＢ３０９）でスクランブルさ
れて、リンキングエリアのデータＤ０～Ｄ３０９とされる。
【００４３】
　なお、ここでは初期値プリセット後、３０９回の８ビットシフトを行うことでスクラン
ブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ３０９を得るものとしたが、フレーム単位（１５５バイ
ト単位）でプリセットを行うこと（１５４回の８ビットシフトを行うこと）で、２つの各
リンキングフレームのデータに対応して、それぞれスクランブリングバイト（ＳＣＢ０～
ＳＣＢ１５４）を得るようにしてもよい。
　その場合、上記Ｄ（ｋ）＝（ＬＤ（ｋ））＄（ＳＣＢ（ｋ））における「ｋ」は０～１
５４の値となる。
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　そして、リンキングエリアに記録しようとする元のデータＬＤ０～ＬＤ３０９がオール
ゼロデータであるとすると、結局、データＤ０～Ｄ１５４、及びＤ１５５～Ｄ３０９は、
それぞれスクランブリングバイト（ＳＣＢ０～ＳＣＢ１５４）の値となる。
【００４４】
　一方、６４ＫＢのクラスタのメインデータエリアにおいては、２ＫＢ単位で上記スクラ
ンブル回路で８ビットシフトが２０５１回くりかえされ、８ビットシフト毎にデータＳ０
～Ｓ７としてのスクランブリングバイト（ＳＣＢ０～ＳＣＢ２０５１）が得られる。
　なお、１クラスタ内には物理セクターナンバが割り当てられる２ＫＢ単位のセクターが
３２個存在することになるが、シフトレジスタ１にロードされる初期値は同じクラスタナ
ンバであるため、３２個の各２ＫＢのセクタ単位では、スクランブリングバイト（ＳＣＢ
０～ＳＣＢ２０５１）は同一となる。
【００４５】
　クラスタにおける各２ＫＢのセクターに記録されるメインデータ、つまりスクランブル
されたデータをＲＤ０～ＲＤ２０５１とする。
　そしてスクランブルされる前の元のデータをＵＤ０～ＵＤ２０５１とすると、
　ＲＤ（ｋ）＝（ＵＤ（ｋ））＄（ＳＣＢ（ｋ））
　としてスクランブルされることになる。なお、「＄」はイクスクルーシブオア論理を示
し、「ｋ」は０～２０５１の値である。
　このようにスクランブルされたデータＲＤ０～ＲＤ２０５１は、フレーム単位で同期信
号（フレームシンクＦＳ）が付加されてディスクに記録されることになる。
　
【００４６】
３．リライタブルディスクのデータフォーマット
　
　本実施の形態のＲＯＭディスクは、リライタブルディスクとの互換性に好適なデータフ
ォーマットとすることを目的の１つとしている。このため、実施の形態のＲＯＭディスク
の説明に先立って、リライタブルディスクのデータフォーマットを説明する。
【００４７】
　図３（ａ）（ｂ）に或るＲＵＢと次のＲＵＢの境界部分、即ちリンキングエリアを含む
部分を詳しく示す。
　ここで示すＲＵＢは、それぞれがクラスタナンバ、即ち上述した物理セクターナンバの
ＰＳ５～ＰＳ１９としてのクラスタナンバがＣＮ（n-1）、ＣＮ（ｎ）、ＣＮ（n＋１）と
されている部分としている。
　上記図１（ａ）にも示したように、１つのＲＵＢは、先頭のフレームＦｒｍ０と終端の
フレームＦｒｍ４９７がリンキングエリアのフレームとなる。これにより、或るＲＵＢの
メインデータエリアと次のＲＵＢのメインデータエリアの間が２フレームのリンキングエ
リアとなる。
【００４８】
　この２フレーム分の区間としてのリンキングは、ＲＵＢのバッファとして各種の機能を
持たせることができる。
　例えば、データ記録再生時にＰＬＬクロック引き込みのための領域として用いられる。
またデータ記録時、レーザパワーの自動調整(APC：Auto Power Control)用に使うことが
できる。
　また、記録開始位置精度による記録位置の変動に対処するためのバッファエリアともな
る。
　また、スタートポジションシフトと呼ばれる処理を可能とするためのバッファともなる
。スタートポジションシフトとは、ディスクが過度に疲労するのを避けるために、各記録
単位ブロックのスタート位置がランダムなチャンネルビット分だけ規定のスタートポジシ
ョンからシフトされるときのポジションシフトを意味する。
　さらに例えば、再生時の波形等化処理及びビタビ復号処理等の時間を要する処理のため
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の時間的なバッファエリアとしても使うことができる。
　また、ブロックの記録終了時におけるレーザパワーのAPC用にも使うことができる。
【００４９】
　図３（ｂ）に示すように、リンキングフレームとなるＲＵＢ先頭のフレームＦｒｍ０で
は、クラスタ先頭のデータフレームＦｒｍ１のフレームシンクＦＳ０の２０チャンネルビ
ット前の位置に、シンクＳ２が記録され、さらにその４０チャンネルビット前の位置にシ
ンクＳ１が記録される。このシンクＳ１，Ｓ２はデータフレームの先頭（＝フレームＦｒ
ｍ１）を示すための同期信号となる。
　リンキングフレームＦｒｍ０において、シンクＳ１，Ｓ２以外の部分は、３Ｔ、３Ｔ、
２Ｔ、２Ｔ、５Ｔ、５Ｔ（Ｔはチャンネルビット長）のパターンが繰り返し記録される。
【００５０】
　同じくリンキングフレームとなるＲＵＢの最後のフレームＦｒｍ４９７では、先頭にフ
レームシンクＳ３が記録され、続いてデータフレームの終了を示すための情報として９Ｔ
パターンが６回くりかえし記録される。それ以外は、３Ｔ、３Ｔ、２Ｔ、２Ｔ、５Ｔ、５
Ｔのパターンがくりかえし記録される。
【００５１】
　メインデータエリアを形成するデータフレームは、フレームＦｒｍ１～Ｆｒｍ４９６と
なる。
　各データフレームの先頭にはフレームシンクＦＳが記録される。フレームシンクパター
ンについては後述するが、図示するようにデータフレームＦｒｍ１ではシンクパターンＦ
Ｓ０のフレームシンクが記録され、データフレームＦｒｍ４９６ではシンクパターンＦＳ
２のフレームシンクが記録される。
【００５２】
　このフレームＦｒｍ１～Ｆｒｍ４９６のメインデータエリアにおいて、前述したスクラ
ンブル回路でプリセット値（シフトレジスタ初期値）をクラスタナンバとしたときに得ら
れるスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ２０５１でスクランブルされた２ＫＢのセ
クターが、３２セクター記録されることになる。
【００５３】
　ＲＵＢを構成する各フレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９７は、変調後、フレームシンクＦＳ
の３０チャンネルビットを含めて１９３２チャンネルビットで構成される。
　リライタブルディスクにおいては、変調パターンに、検出しづらい最悪パターンが連続
することを防ぐために前述したスクランブルを行うことになる。
　
【００５４】
４．ＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜１＞
　
　ＲＯＭフォーマット例＜１＞を図４（ａ）（ｂ）に示す。
　上記図３と同様に、ここで示すＲＵＢは、それぞれがクラスタナンバ（物理セクターナ
ンバのＰＳ５～ＰＳ１９）がＣＮ（n-1）、ＣＮ（ｎ）、ＣＮ（n＋１）とされている部分
としている。
　このフォーマット例＜１＞では、上記図１（ａ）にも示したように、１つのＲＵＢでは
、先頭のフレームＦｒｍ０と終端のフレームＦｒｍ４９７がリンキングフレームとなり、
フレームＦｒｍ１～Ｆｒｍ４９６がメインデータエリアを形成するデータフレームとなる
。
　これにより、或るＲＵＢのメインデータエリアと次のＲＵＢのメインデータエリアの間
が２フレームのリンキングエリアとなる。
【００５５】
　図４（ｂ）に示すように、リンキングフレームとなるＲＵＢ先頭のフレームＦｒｍ０で
は、先頭位置にシンクＳ４が記録される。またＲＵＢの終端のリンキングフレームとなる
フレームＦｒｍ４９７では先頭位置にシンクＳ３が記録される。
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　これらリンキングフレームＦｒｍ０，Ｆｒｍ４９７には、シンクＳ４，Ｓ３以外に、リ
ンキングデータＤ０～Ｄ３０９が記録される。
　この場合、リンキングフレームＦｒｍ０にはリンキングデータＤ０～Ｄ１５４が、また
リンキングフレームＦｒｍ４９７にはリンキングデータＤ１５５～Ｄ３０９が記録される
ことになる。
【００５６】
　上記スクランブル方式において説明したように、このリンキングデータＤ０～Ｄ３０９
は、図２のスクランブル回路でプリセット値（シフトレジスタ初期値）をクラスタナンバ
としたときに得られるスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ３０９でスクランブルさ
れたデータである。
　リンキングデータとすべき元のデータがオールゼロであったとすると、リンキングフレ
ームＦｒｍ０のデータＤ０～Ｄ１５４としてスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ１
５４がそのまま記録され、リンキングフレームＦｒｍ４９７におけるデータＤ１５５～Ｄ
３０９としてスクランブリングバイトＳＣＢ１５５～ＳＣＢ３０９が記録される。
【００５７】
　なお、上述したようにスクランブル処理においてフレーム単位でプリセット値を更新す
るとした場合は、リンキングデータＤ０～Ｄ１５４と、リンキングデータＤ１５５～Ｄ３
０９は、それぞれスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ１５４でスクランブルされた
データとなる。
【００５８】
　メインデータエリアを形成するデータフレームは、フレームＦｒｍ１～Ｆｒｍ４９６と
なる。
　各データフレームの先頭にはフレームシンクＦＳが記録される。図示するようにデータ
フレームＦｒｍ１ではシンクパターンＦＳ０のフレームシンクが記録され、データフレー
ムＦｒｍ４９６ではシンクパターンＦＳ２のフレームシンクが記録される。
　このフレームＦｒｍ１～Ｆｒｍ４９６のメインデータエリアにおいて、図２のスクラン
ブル回路でプリセット値（シフトレジスタ初期値）をクラスタナンバとしたときに得られ
るスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ２０５１でスクランブルされた２ＫＢのセク
ターが、３２セクター記録されることになる。
【００５９】
　ＲＵＢを構成する各フレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９７は、変調後、フレームシンクＦＳ
の３０チャンネルビットを含めて１９３２チャンネルビットで構成される。
【００６０】
　このようなＲＯＭフォーマットによれば、リンキングエリアを有することでリライタブ
ルディスクとの互換性に有利である。即ちリライタブルディスク、ＲＯＭディスクの両方
に対応する再生装置の設計に都合が良く、装置の簡易化、コストダウンに好適である。
　さらにリンキングエリアも含めて、ＲＵＢ内のフレームが、各物理セクターナンバ（ク
ラスタナンバ）を初期値としてランダム系列で発生されたスクランブリングバイトにより
スクランブルされているため、隣接トラックと同じデータストリームとなることがなく、
ＤＰＤ信号が精度良く得られるため、ＤＰＤ信号を用いたトラッキングサーボに好適なも
のとなる。
　また、ＲＵＢ内のリンキングフレームとデータフレームは、同一方式で発生されたスク
ランブルデータ、つまり図２で説明したようにクラスタナンバを初期値として発生された
スクランブリングバイトＳＣＢでスクランブルされている。このため、スクランブル処理
回路、或いはデスクランブル処理回路をリンキングエリア用とメインデータエリア用で別
に設ける必要はなく、回路構成を簡略化できる。
【００６１】
　また、シンクＳ３、Ｓ４によりリンキングであるか否かに関わらず全てのフレーム区間
毎で規則的にシンクパターンが発生するため、フレーム同期保護、フレーム同期引き込み
に有利となる。
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　特にＲＯＭディスクの場合、ウォブリンググルーブが存在しないためシンク検出に基づ
いてスピンドル回転速度情報を得るものとなるが、これが、全てのフレーム区間毎で規則
的にシンクパターンが発生することで適切に実行できる。つまりシンクパターンを用いた
スピンドルＰＬＬの位相誤差信号生成に有利である。特にＰＬＬ非同期状態でも、シンク
パターン発生間隔を回転速度情報とすることができる。
　
【００６２】
５．ＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜２＞
　
　ＲＯＭフォーマット例＜２＞を図５（ａ）（ｂ）に示す。
　上記図４と同様に、ここで示すＲＵＢは、それぞれがクラスタナンバ（物理セクターナ
ンバのＰＳ５～ＰＳ１９）がＣＮ（n-1）、ＣＮ（ｎ）、ＣＮ（n＋１）とされている部分
としている。
　このフォーマット例＜２＞では、上記図１（ｃ）にも示したように、１つのＲＵＢの先
頭の２フレームＦｒｍ０、Ｆｒｍ１がリンキングフレームとなり、フレームＦｒｍ２～Ｆ
ｒｍ４９７がメインデータエリアを形成するデータフレームとなる。
　これにより、或るＲＵＢのメインデータエリアと次のＲＵＢのメインデータエリアの間
が２フレームのリンキングエリアとなる。
【００６３】
　図５（ｂ）に示すように、リンキングフレームとなるＲＵＢ先頭のフレームＦｒｍ０で
は、先頭位置にシンクＳ３が記録される。また次のリンキングフレームＦｒｍ１では先頭
位置にシンクＳ４が記録される。
　これらリンキングフレームＦｒｍ０，Ｆｒｍ１には、シンクＳ３，Ｓ４以外に、リンキ
ングデータＤ０～Ｄ３０９が記録される。
　この場合、リンキングフレームＦｒｍ０にはリンキングデータＤ０～Ｄ１５４が、また
リンキングフレームＦｒｍ１にはリンキングデータＤ１５５～Ｄ３０９が記録されること
になる。
【００６４】
　上記スクランブル方式において説明したように、このリンキングデータＤ０～Ｄ３０９
は、図２のスクランブル回路でプリセット値（シフトレジスタ初期値）をクラスタナンバ
としたときに得られるスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ３０９でスクランブルさ
れたデータである。
　リンキングデータとすべき元のデータがオールゼロであったとすると、リンキングフレ
ームＦｒｍ０のデータＤ０～Ｄ１５４としてスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ１
５４がそのまま記録され、リンキングフレームＦｒｍ１におけるデータＤ１５５～Ｄ３０
９としてスクランブリングバイトＳＣＢ１５５～ＳＣＢ３０９が記録される。
【００６５】
　なお、上述したようにスクランブル処理においてフレーム単位でプリセット値を更新す
るとした場合は、リンキングデータＤ０～Ｄ１５４と、リンキングデータＤ１５５～Ｄ３
０９は、それぞれスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ１５４でスクランブルされた
データとなる。
【００６６】
　メインデータエリアを形成するデータフレームは、フレームＦｒｍ２～Ｆｒｍ４９７と
なる。
　各データフレームの先頭にはフレームシンクＦＳが記録される。図示するようにデータ
フレームＦｒｍ２ではシンクパターンＦＳ０のフレームシンクが記録され、データフレー
ムＦｒｍ４９７ではシンクパターンＦＳ２のフレームシンクが記録される。
　このフレームＦｒｍ２～Ｆｒｍ４９７のメインデータエリアにおいて、図２のスクラン
ブル回路でプリセット値（シフトレジスタ初期値）をクラスタナンバとしたときに得られ
るスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ２０５１でスクランブルされた２ＫＢのセク
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ターが、３２セクター記録されることになる。
【００６７】
　ＲＵＢを構成する各フレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９７は、変調後、フレームシンクＦＳ
の３０チャンネルビットを含めて１９３２チャンネルビットで構成される。
　このようなＲＯＭフォーマット例＜２＞によっても、上記ＲＯＭフォーマット例＜１＞
と同様の効果を得ることができる。
　
【００６８】
６．ＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜３＞

　ＲＯＭフォーマット例＜３＞を図６（ａ）（ｂ）に示す。
　上記図５と同様に、ここで示すＲＵＢは、それぞれがクラスタナンバ（物理セクターナ
ンバのＰＳ５～ＰＳ１９）がＣＮ（n-1）、ＣＮ（ｎ）、ＣＮ（n＋１）とされている部分
としている。
　このフォーマット例＜３＞では、上記図１（ｄ）にも示したように、１つのＲＵＢの終
端の２フレームＦｒｍ４９６、Ｆｒｍ４９７がリンキングフレームとなり、フレームＦｒ
ｍ０～Ｆｒｍ４９５がメインデータエリアを形成するデータフレームとなる。
　これにより、或るＲＵＢのメインデータエリアと次のＲＵＢのメインデータエリアの間
が２フレームのリンキングエリアとなる。
【００６９】
　図６（ｂ）に示すように、リンキングフレームとなるＲＵＢの最後から２つ目のフレー
ムＦｒｍ４９６では、先頭位置にシンクＳ３が記録される。また次のリンキングフレーム
Ｆｒｍ４９７では先頭位置にシンクＳ４が記録される。
　これらリンキングフレームＦｒｍ４９６，Ｆｒｍ４９７には、シンクＳ３，Ｓ４以外に
、リンキングデータＤ０～Ｄ３０９が記録される。
　この場合、リンキングフレームＦｒｍ４９６にはリンキングデータＤ０～Ｄ１５４が、
またリンキングフレームＦｒｍ４９７にはリンキングデータＤ１５５～Ｄ３０９が記録さ
れることになる。
【００７０】
　上記スクランブル方式において説明したように、このリンキングデータＤ０～Ｄ３０９
は、図２のスクランブル回路でプリセット値（シフトレジスタ初期値）をクラスタナンバ
としたときに得られるスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ３０９でスクランブルさ
れたデータである。
　リンキングデータとすべき元のデータがオールゼロであったとすると、リンキングフレ
ームＦｒｍ４９６のデータＤ０～Ｄ１５４としてスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣ
Ｂ１５４がそのまま記録され、リンキングフレームＦｒｍ４９７におけるデータＤ１５５
～Ｄ３０９としてスクランブリングバイトＳＣＢ１５５～ＳＣＢ３０９が記録される。
【００７１】
　なお、上述したようにスクランブル処理においてフレーム単位でプリセット値を更新す
るとした場合は、リンキングデータＤ０～Ｄ１５４と、リンキングデータＤ１５５～Ｄ３
０９は、それぞれスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ１５４でスクランブルされた
データとなる。
【００７２】
　メインデータエリアを形成するデータフレームは、フレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９５と
なる。
　各データフレームの先頭にはフレームシンクＦＳが記録される。図示するようにデータ
フレームＦｒｍ０ではシンクパターンＦＳ０のフレームシンクが記録され、データフレー
ムＦｒｍ４９５ではシンクパターンＦＳ２のフレームシンクが記録される。
　このフレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９５のメインデータエリアにおいて、図２のスクラン
ブル回路でプリセット値（シフトレジスタ初期値）をクラスタナンバとしたときに得られ
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るスクランブリングバイトＳＣＢ０～ＳＣＢ２０５１でスクランブルされた２ＫＢのセク
ターが、３２セクター記録されることになる。
【００７３】
　ＲＵＢを構成する各フレームＦｒｍ０～Ｆｒｍ４９７は、変調後、フレームシンクＦＳ
の３０チャンネルビットを含めて１９３２チャンネルビットで構成される。
　このようなＲＯＭフォーマット例＜３＞によっても、上記ＲＯＭフォーマット例＜１＞
と同様の効果を得ることができる。
　
【００７４】
７．ＥＣＣブロック及びアドレス
　
　上記のように本例ではスクランブリングバイトを得るための初期値として物理セクター
ナンバ（クラスタナンバ）としてのアドレス値を用いる。そこで、ここではＥＣＣブロッ
ク及びアドレスの構造について説明しておく。
　図７に、メインデータ（ユーザーデータ）についてのＥＣＣフォーマットを示している
。
【００７５】
　ＥＣＣ（エラー訂正コード）としては、１クラスタとなるメインデータ６４ＫＢ（＝１
セクターの２０４８バイト×３２セクター）に対するＬＤＣ（long distance code）と、
ＢＩＳ(Burst indicator subcode)の２つがある。
【００７６】
　図７（ａ）に示すメインデータ６４ＫＢについては、図７（ｂ）のようにＥＣＣエンコ
ードされる。即ちメインデータは１セクタ２０４８Ｂについて４ＢのＥＤＣ(error detec
tion code)を付加し、３２セクタに対し、ＬＤＣを符号化する。ＬＤＣはＲＳ(248,216,3
3)、符号長２４８、データ２１６、ディスタンス３３のＲＳ(reed solomon)コードである
。３０４の符号語がある。
【００７７】
　一方、ＢＩＳは、図７（ｃ）に示す７２０Ｂのデータに対して、図７（ｄ）のようにＥ
ＣＣエンコードされる。即ちＲＳ(62,30,33)、符号長６２、データ３０、ディスタンス３
３のＲＳ(reed solomon)コードである。２４の符号語がある。
【００７８】
　図８にメインデータについてのフレーム構造を示している。
　上記ＬＤＣのデータと、ＢＩＳは図示するフレーム構造を構成する。即ち１フレームに
つき、データ（３８Ｂ）、ＢＩＳ（１Ｂ）、データ（３８Ｂ）、ＢＩＳ（１Ｂ）、データ
（３８Ｂ）が配されて１５５Ｂの構造となる。つまり１フレームは３８Ｂ×４の１５２Ｂ
のデータと、３８ＢごとにＢＩＳが１Ｂ挿入されて構成される。
　フレームシンクＦＳ（フレーム同期信号）は、１フレーム１５５Ｂの先頭に配される。
１つのブロックには４９６のフレームがある。
　ＬＤＣデータは、０，２，・・・の偶数番目の符号語が、０，２，・・・の偶数番目の
フレームに位置し、１，３，・・・の奇数番目の符号語が、１，３，・・・の奇数番目の
フレームに位置する。
【００７９】
　ＢＩＳはＬＤＣの符号より訂正能力が非常に優れた符号をもちいており、ほぼ、すべて
訂正される。つまり符号長６２に対してディスタンスが３３という符号を用いている。
　このため、エラーが検出されたＢＩＳのシンボルは次のように使うことができる。
　ＥＣＣのデコードの際、ＢＩＳを先にデコードする。図８のフレーム構造において隣接
したＢＩＳあるいはフレームシンクＦＳの２つがエラーの場合、両者のあいだにはさまれ
たデータ３８Ｂはバーストエラーとみなされる。このデータ３８Ｂにはそれぞれエラーポ
インタが付加される。ＬＤＣではこのエラーポインタをつかって、ポインターイレージャ
訂正をおこなう。
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　これによりＬＤＣだけの訂正より、訂正能力を上げることができる。
　ＢＩＳにはアドレス情報等が含まれている。このアドレスは、本例のＲＯＭディスクな
ど、ウォブリンググルーブによるアドレス情報がない場合につかわれる。
【００８０】
　図８のメインデータブロック構造において、図９に示すようにアドレスユニットが構成
される。
　即ち、メインデータブロックにおいては、１６個のアドレスユニット”０”～”１５”
が構成される。１つのアドレスユニットは３１フレームから構成される。
　各アドレスユニットのＢＩＳには、アドレス情報として物理セクターナンバとエラー訂
正情報から構成されたアドレスフィールドが記録されている。
【００８１】
　アドレスフィールドは９バイトで構成される。図９において示されるように、各フレー
ムには３カ所に１バイトのＢＩＳがあるが、各アドレスユニットの先頭の連続する３フレ
ームにおけるＢＩＳ、つまり９バイト分のＢＩＳがアドレスフィールド０～８とされる。
図９においては、単に０～８の数字により、各アドレスユニットのアドレスフィールドを
示している。
【００８２】
　６４ＫＢのメインデータブロック、つまりクラスタでは、最初の物理セクターナンバに
おけるクラスタナンバが図２のスクランブル回路の初期値として使われている。従って再
生の際には、物理セクターナンバにおけるクラスタナンバを用いてデスクランブル処理を
行い、メインデータを再生することになる。
【００８３】
　図１０に、上記のようにＢＩＳに含まれる物理セクターナンバのアドレスユニット、ア
ドレスフィールドを示す。
　６４ＫＢのメインデータブロックには１６個のアドレスユニット”０”～”１５”によ
り１６個の物理セクターナンバが設定されている。
　各アドレスユニットは、９バイトのアドレスフィールド（ＡＦ０，Ｓ）～（ＡＦ８，Ｓ
）（但しＳは０～１５）で構成される。
　アドレスフィールド（ＡＦ０，Ｓ）～（ＡＦ３，Ｓ）の４バイトは、上述した４バイト
の物理セクターナンバとされる。（ＡＦ０，Ｓ）がＭＳＢ側、（ＡＦ３，Ｓ）がＬＳＢ側
となる。
　アドレスフィールド（ＡＦ４，Ｓ）はフラグビットとなる。
　アドレスフィールド（ＡＦ５，Ｓ）～（ＡＦ３，Ｓ）はＲＳ（９、５、５）のパリティ
で、アドレスフィールド（ＡＦ０，Ｓ）～（ＡＦ４，Ｓ）がＲＳ（９、５、５）のデータ
である。
　
【００８４】
８．シンクパターン及び順序
　
　例えば上記した各ＲＯＭディスクのフォーマット例で述べたように、４９６個の各デー
タフレームの先頭にはフレームシンクＦＳが記録される。またリンキングフレームにはシ
ンクＳ３，Ｓ４が記録される。
【００８５】
　メインデータブロック内のアドレッシングとしては、上述のようにＲＵＢの４９６フレ
ームが３１フレーム毎の１６個のアドレスユニット（物理セクタ）に区分けしてなされる
。
　そして、フレームシンクＦＳのパターン検出によって物理セクタ内で３１個の各フレー
ムのフレームナンバ（０～３０）が検出できることで、フレーム単位でアドレスを検知で
きることになる。つまり、ＲＵＢ／セクタナンバとフレームナンバとしてデータ内でのフ
レーム単位のアドレスを得ることができるようにされている。
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【００８６】
　フレームシンクＦＳ及びシンクＳ３，Ｓ４として用いるシンクパターンとしては、図１
１（ａ）に示すように、ＦＳ０からＦＳ７の７つのシンクパターンが定義されている。
　各シンクパターンＦＳ０～ＦＳ６は、ＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調規則に沿わない２４ビ
ットパターンの本体部（シンクボディ：sync body）と、識別情報となる６ビットのシン
クＩＤ（sync ID）から成る。
【００８７】
　シンクパターンは変調ビットにより定められ、図１１（ａ）のビット例に示す「１」は
信号の反転を表している。ディスクへの記録前に、このようなフレームシンクコードはＮ
ＲＺＩチャンネルビットストリームに変換される。つまり、シンクボディは「0101000000
0010000000010」であり、図に示すように「１」で反転する、９Ｔが２回連続するパター
ンとなる。
　シンクボディの先頭の＃には、＃の前のパターンがＲＬＬ（１，７）ＰＰの変調法則を
みたすように、０あるいは１を挿入する。
　そして各シンクパターンＦＳ０～ＦＳ７は、シンクボディは同様であるが、シンクＩＤ
によって区別される。
【００８８】
　ＲＵＢのメインデータブロックにおいて３１フレーム単位の物理セクタにおいては、そ
の３１個のフレームが、フレームシンクＦＳにより識別できるように、各シンクパターン
ＦＳ０～ＦＳ６が図１１（ｂ）のようにマッピングされている。
　なお、３１個のフレームを識別するのに７種類のシンクパターンでは不充分であるため
、７種類のフレームシンクＦＳ（ＦＳ０～ＦＳ６）が所定の順序で配されるようにし、そ
の前後のフレームシンクの組み合わせにより識別が行われる。
【００８９】
　図１１（ｂ）に示すように、各物理セクタの最初のフレーム（フレームナンバ０）につ
いてはシンクパターンＦＳ０とされる。このシンクパターンＦＳ０は物理セクタ内でユニ
ークなシンクパターンとされ、これによって物理セクタ、即ちアドレスユニットの先頭で
あることを検出しやすくしている。即ち物理セクターナンバ位置の検出に使われる。
【００９０】
　その他のフレーム（フレームナンバ１～３０）については、シンクパターンＦＳ１～Ｆ
Ｓ６が、図示するように割り当てられている。
　この場合、すべての連続する５つのフレームシンクのシンクパターンのならびはユニー
クであり、５つのうちのどれか２つが検出されれば、アドレスユニット内のどのフレーム
の位置かを検出することができる。
【００９１】
　具体的には、フレームナンバｎに係るシンクパターンと、フレームナンバｎ－１、ｎ－
２、ｎ－３、ｎ－４のいずれかに係るシンクパターンとの組み合わせからフレームナンバ
ｎを特定することができる。
　例えば、現フレームのフレームナンバを５（第５フレーム）として、それより前の第１
、２、３のフレームについてフレームシンクＦＳ（ＦＳ１、ＦＳ２、ＦＳ３）が失われた
場合でも、１つ前の第４フレームのフレームシンクＦＳ（ＦＳ３）と、現フレーム（第５
フレーム）のフレームシンクＦＳ（ＦＳ１）から、現フレームがフレームナンバ５と識別
できる。これはシンクパターンＦＳ３の次にＦＳ１が来る場合は、図１１（ｂ）の特定の
箇所、つまり、フレームナンバ４、５でしか起こり得ないとされていることによる。
【００９２】
　また、図４，図５，図６のＲＯＭフォーマット例＜１＞＜２＞＜３＞において示したよ
うにリンキングフレームにはシンクＳ３，Ｓ４が記録されるが、シンクＳ３はシンクパタ
ーンＦＳ７が、シンクＳ４はシンクパターンＦＳ２が用いられる。
　なお、図３のリライタブルディスクの場合に示したシンクＳ１，Ｓ２，Ｓ３は、それぞ
れシンクパターンＦＳ４，ＦＳ６，ＦＳ０が用いられる。
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　図４，図５，図６のＲＯＭフォーマット例＜１＞＜２＞＜３＞では、リンキングエリア
を含めると、すべての連続する５つのフレームシンクのならびがユニークであるというこ
とはなくなるが、シンクＳ３，Ｓ４としてシンクパターンＦＳ７、ＦＳ２が用いられるこ
とで、すべての連続する４つのフレームシンクのならびはユニークであり、４つのうちの
どれか２つが検出されれば、リンキングエリア、およびアドレスユニット内のどのフレー
ムの位置かを検出することができる。
　
【００９３】
９．ディスクドライブ装置
　
　次に、上記のようなＲＯＭディスク或いはリライタブルディスクとしてのディスク１に
対応して記録／再生を行うことのできるディスクドライブ装置を説明していく。
　図１２はディスクドライブ装置の構成を示す。
【００９４】
　ディスク１は、図示しないターンテーブルに積載され、記録／再生動作時においてスピ
ンドルモータ５２によって一定線速度（ＣＬＶ）で回転駆動される。
　そして光学ピックアップ（光学ヘッド）５１によってディスク１上のデータ、即ちＲＯ
Ｍディスクの場合のエンボスピットによるデータや、リライタブルディスクの場合のフェ
イズチェンジマークによるデータの読出が行われる。
　またリライタブルディスクの場合、グルーブトラックのウォブリングとして埋め込まれ
たＡＤＩＰ情報やディスクインフォメーションの読み出しがおこなわれる。
　またリライタブルディスクに対する記録時には光学ピックアップによってグルーブトラ
ックにデータがフェイズチェンジマークとして記録される。
【００９５】
　ピックアップ５１内には、レーザ光源となるレーザダイオードや、反射光を検出するた
めのフォトディテクタ、レーザ光の出力端となる対物レンズ、レーザ光を対物レンズを介
してディスク記録面に照射し、またその反射光をフォトディテクタに導く光学系（図示せ
ず）が形成される。
　レーザダイオードは、波長４０５ｎｍのいわゆる青色レーザを出力する。また光学系に
よるＮＡは０．８５である。
【００９６】
　ピックアップ５１内において対物レンズは二軸機構によってトラッキング方向及びフォ
ーカス方向に移動可能に保持されている。
　またピックアップ５１全体はスレッド機構５３によりディスク半径方向に移動可能とさ
れている。
　またピックアップ５１におけるレーザダイオードはレーザドライバ６３からのドライブ
信号（ドライブ電流）によってレーザ発光駆動される。
【００９７】
　ディスク１からの反射光情報はフォトディテクタによって検出され、受光光量に応じた
電気信号とされてマトリクス回路５４に供給される。
　マトリクス回路５４には、フォトディテクタとしての複数の受光素子からの出力電流に
対応して電流電圧変換回路、マトリクス演算／増幅回路等を備え、マトリクス演算処理に
より必要な信号を生成する。
　例えば再生データに相当する高周波信号（再生データ信号）、サーボ制御のためのフォ
ーカスエラー信号、トラッキングエラー信号などを生成する。
　トラッキングエラー信号としては、ディスク１がリライタブルディスクの場合は、例え
ばプッシュプル信号を生成し、ディスク１がＲＯＭディスクの場合は、ＤＰＤ信号を生成
する。
　さらに、グルーブのウォブリングに係る信号、即ちウォブリングを検出する信号として
プッシュプル信号を生成する。
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　なお、マトリクス回路５４は、ピックアップ５１内に形成される場合もある。
【００９８】
　マトリクス回路５４から出力される再生データ信号はリーダ／ライタ回路５５へ、フォ
ーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号はサーボ回路６１へ、ウォブリンググルー
ブの検出情報であるプッシュプル信号はウォブル回路５８へ、それぞれ供給される。
【００９９】
　リーダ／ライタ回路５５は、再生データ信号に対して２値化処理、ＰＬＬによる再生ク
ロック生成処理等を行い、フェイズチェンジマークやエンボスポットから読み出されたデ
ータを再生して、変復調回路５６に供給する。
　変復調回路５６は、再生時のデコーダとしての機能部位と、記録時のエンコーダとして
の機能部位を備える。
　再生時にはデコード処理として、再生クロックに基づいてランレングスリミテッドコー
ドの復調処理を行う。
【０１００】
　またＥＣＣ／スクランブル回路５７は、記録時にエラー訂正コードを付加するＥＣＣエ
ンコード処理、及び図２で説明したスクランブル処理を行う。
　再生時には、図２で説明したスクランブル処理に対するデスクランブル処理を行うとと
もに、エラー訂正のためのＥＣＣデコード処理を行う。
　この再生時には、変復調回路５６で復調されたデータを内部メモリに取り込んで、デス
クランブル処理及びエラー検出／訂正処理を行って再生データを得ることになる。
　デスクランブル処理の際には、ＲＵＢ毎のリンキングフレーム及びデータフレームにつ
いてのデータに対し、アドレスデコーダ５９で得られる物理セクタアドレスのうちのクラ
スタナンバに基づいて、図２で説明したようにスクランブリングバイトを発生させる。そ
してそのスクランブリングバイトを用いて、上述したスクランブルに対するデスクランブ
ル処理を行うことになる。
　また、このＥＣＣ／スクランブル回路５７でのＥＣＣエンコード処理、及びＥＣＣデコ
ード処理は、上述したＲＳ(248,216,33)、符号長２４８、データ２１６、ディスタンス３
３のＲＳ(reed solomon)コードを用いたＥＣＣフォーマットに対応する処理となる。
【０１０１】
　ＥＣＣ／スクランブル回路５７で再生データにまでデコードされたデータは、システム
コントローラ６０の指示に基づいて、読み出され、ＡＶ（Audio-Visual）システム１２０
に転送される。
【０１０２】
　ディスク１がリライタブルディスクの場合において、グルーブのウォブリングに係る信
号としてマトリクス回路５４から出力されるプッシュプル信号は、ウォブル回路５８にお
いて処理される。ＡＤＩＰ情報としてのプッシュプル信号は、ウォブル回路５８において
ＭＳＫ復調、ＨＭＷ復調され、ＡＤＩＰアドレスを構成するデータストリームに復調され
てアドレスデコーダ５９に供給される。
　アドレスデコーダ５９は、供給されるデータについてのデコードを行い、アドレス値を
得て、システムコントローラ６０に供給する。
　またアドレスデコーダ５９はウォブル回路５８から供給されるウォブル信号を用いたＰ
ＬＬ処理でクロックを生成し、例えば記録時のエンコードクロックとして各部に供給する
。
【０１０３】
　ディスク１がＲＯＭディスクの場合には、アドレスデコーダ５９において、再生データ
信号からフレームシンク同期処理が行われ、アドレス情報、即ち物理セクターナンバは上
述したＢＩＳに含まれているアドレスフィールドの情報を得ることで読み出される。そし
て得られたアドレス情報はシステムコントローラ６０に供給される。この場合、アドレス
検出のためのクロックは、リーダ／ライタ回路５５におけるＰＬＬによる再生クロックが
用いられる。
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【０１０４】
　リライタブルディスクに対する記録時には、ＡＶシステム１２０から記録データが転送
されてくるが、その記録データはＥＣＣ／スクランブル回路５７におけるメモリに送られ
てバッファリングされる。
　この場合ＥＣＣ／スクランブル回路５７は、バファリングされた記録データのエンコー
ド処理として、エラー訂正コード付加やスクランブル処理、サブコード等の付加を行う。
　またＥＣＣエンコード及びスクランブル処理されたデータは、変復調回路５６において
ＲＬＬ（１－７）ＰＰ方式の変調が施され、リーダ／ライタ回路５５に供給される。
　記録時においてこれらのエンコード処理のための基準クロックとなるエンコードクロッ
クは上述したようにウォブル信号から生成したクロックを用いる。
【０１０５】
　エンコード処理により生成された記録データは、リーダ／ライタ回路５５で記録補償処
理として、記録層の特性、レーザー光のスポット形状、記録線速度等に対する最適記録パ
ワーの微調整やレーザドライブパルス波形の調整などが行われた後、レーザドライブパル
スとしてレーザードライバ６３に送られる。
　レーザドライバ６３では供給されたレーザドライブパルスをピックアップ５１内のレー
ザダイオードに与え、レーザ発光駆動を行う。これによりディスク１に記録データに応じ
たピット（フェイズチェンジマーク）が形成されることになる。
【０１０６】
　なお、レーザドライバ６３は、いわゆるＡＰＣ回路（Auto Power Control）を備え、ピ
ックアップ５１内に設けられたレーザパワーのモニタ用ディテクタの出力によりレーザ出
力パワーをモニターしながらレーザーの出力が温度などによらず一定になるように制御す
る。記録時及び再生時のレーザー出力の目標値はシステムコントローラ６０から与えられ
、記録時及び再生時にはそれぞれレーザ出力レベルが、その目標値になるように制御する
。
【０１０７】
　サーボ回路６１は、マトリクス回路５４からのフォーカスエラー信号、トラッキングエ
ラー信号から、フォーカス、トラッキング、スレッドの各種サーボドライブ信号を生成し
サーボ動作を実行させる。
　即ちフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号に応じてフォーカスドライブ信号
、トラッキングドライブ信号を生成し、ピックアップ５１内の二軸機構のフォーカスコイ
ル、トラッキングコイルを駆動することになる。これによってピックアップ５１、マトリ
クス回路５４、サーボ回路６１、二軸機構によるトラッキングサーボループ及びフォーカ
スサーボループが形成される。
【０１０８】
　またサーボ回路６１は、システムコントローラ６０からのトラックジャンプ指令に応じ
て、トラッキングサーボループをオフとし、ジャンプドライブ信号を出力することで、ト
ラックジャンプ動作を実行させる。
【０１０９】
　またサーボ回路６１は、トラッキングエラー信号の低域成分として得られるスレッドエ
ラー信号や、システムコントローラ６０からのアクセス実行制御などに基づいてスレッド
ドライブ信号を生成し、スレッド機構５３を駆動する。スレッド機構５３には、図示しな
いが、ピックアップ５１を保持するメインシャフト、スレッドモータ、伝達ギア等による
機構を有し、スレッドドライブ信号に応じてスレッドモータを駆動することで、ピックア
ップ５１の所要のスライド移動が行なわれる。
【０１１０】
　スピンドルサーボ回路６２はスピンドルモータ２をＣＬＶ回転させる制御を行う。
　スピンドルサーボ回路６２は、ウォブル信号に対するＰＬＬ処理で生成されるクロック
を、現在のスピンドルモータ５２の回転速度情報として得、これを所定のＣＬＶ基準速度
情報と比較することで、スピンドルエラー信号を生成する。
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　またデータ再生時においては、リーダ／ライタ回路５５内のＰＬＬによって生成される
再生クロック（デコード処理の基準となるクロック）が、現在のスピンドルモータ５２の
回転速度情報となるため、これを所定のＣＬＶ基準速度情報と比較することでスピンドル
エラー信号を生成することもできる。
　そしてスピンドルサーボ回路６２は、スピンドルエラー信号に応じて生成したスピンド
ルドライブ信号を出力し、スピンドルモータ６２のＣＬＶ回転を実行させる。
　またスピンドルサーボ回路６２は、システムコントローラ６０からのスピンドルキック
／ブレーキ制御信号に応じてスピンドルドライブ信号を発生させ、スピンドルモータ２の
起動、停止、加速、減速などの動作も実行させる。
【０１１１】
　以上のようなサーボ系及び記録再生系の各種動作はマイクロコンピュータによって形成
されたシステムコントローラ６０により制御される。
　システムコントローラ６０は、ＡＶシステム１２０からのコマンドに応じて各種処理を
実行する。
【０１１２】
　例えばＡＶシステム１２０から書込命令（ライトコマンド）が出されると、システムコ
ントローラ６０は、まず書き込むべきアドレスにピックアップ５１を移動させる。そして
ＥＣＣ／スクランブル回路５７、変復調回路５６により、ＡＶシステム１２０から転送さ
れてきたデータ（例えばＭＰＥＧ２などの各種方式のビデオデータや、オーディオデータ
等）について上述したようにエンコード処理を実行させる。そして上記のようにリーダ／
ライタ回路５５からのレーザドライブパルスがレーザドライバ６３に供給されることで、
記録が実行される。
【０１１３】
　また例えばＡＶシステム１２０から、ディスク１に記録されている或るデータ（ＭＰＥ
Ｇ２ビデオデータ等）の転送を求めるリードコマンドが供給された場合は、まず指示され
たアドレスを目的としてシーク動作制御を行う。即ちサーボ回路６１に指令を出し、シー
クコマンドにより指定されたアドレスをターゲットとするピックアップ５１のアクセス動
作を実行させる。
　その後、その指示されたデータ区間のデータをＡＶシステム１２０に転送するために必
要な動作制御を行う。即ちディスク１からのデータ読出を行い、リーダ／ライタ回路５５
、変復調回路５６、ＥＣＣ／スクランブル回路５７におけるデコード／バファリング等を
実行させ、要求されたデータを転送する。
【０１１４】
　なお、これらのデータの記録時や再生時には、システムコントローラ６０は、アドレス
デコーダ５９によって検出されるＡＤＩＰアドレス、或いはＢＩＳに含まれるアドレスを
用いてアクセスや記録再生動作の制御を行う。
【０１１５】
　ところで、この図１２の例は、ＡＶシステム１２０に接続されるディスクドライブ装置
としたが、本発明のディスクドライブ装置としては例えばパーソナルコンピュータ等と接
続されるものとしてもよい。
　さらには他の機器に接続されない形態もあり得る。その場合は、操作部や表示部が設け
られたり、データ入出力のインターフェース部位の構成が、図４０とは異なるものとなる
。つまり、ユーザーの操作に応じて記録や再生が行われるとともに、各種データの入出力
のための端子部が形成されればよい。
　もちろん構成例としては他にも多様に考えられ、例えば、再生専用装置としての例も考
えられる。
　
【０１１６】
１０．ディスク製造方法
　



(23) JP 4775401 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

　続いて、上述した本例のＲＯＭディスクの製造方法を説明する。
　ディスクの製造プロセスは、大別すると、いわゆる原盤工程（マスタリングプロセス）
と、ディスク化工程（レプリケーションプロセス）に分けられる。原盤工程はディスク化
工程で用いる金属原盤（スタンパー）を完成するまでのプロセスであり、ディスク化工程
はスタンパーを用いて、その複製である光ディスクを大量生産するプロセスである。
【０１１７】
　具体的には、原盤工程は、研磨した硝子基板にフォトレジストを塗布し、この感光膜に
レーザビームによる露光によってピットやグルーブを形成する、いわゆるマスタリングを
行なう。
　本例の場合、ＲＯＭディスクには、上述したＲＯＭフォーマット例＜１＞＜２＞＜３＞
のようなＲＵＢ構造を有するピット列が形成されるものとなり、このためマスタリング工
程において、当該ピット列のマスタリングが行われる。
　マスタリングでは、メインデータ及びリンキングデータに対して必要なエンコード（Ｅ
ＣＣエンコードやＲＬＬ（１，７）ＰＰエンコード等）や、図２で説明したスクランブル
処理を行う。そのようにして生成されたデータ列に基づいて、硝子基板上にピート列とし
ての露光部分が形成されていくようにする。
　なお、記録するメインデータはプリマスタリングと呼ばれる準備工程で用意される。
【０１１８】
　そしてマスタリングが終了すると、現像等の所定の処理を行なった後、例えば電鋳によ
って金属表面上への情報の転送を行ない、ディスクの複製を行なう際に必要なスタンパー
を作成する。
　次に、このスタンパーを用いて例えばインジェクション法等によって、樹脂基板上に情
報を転写し、その上に反射膜を生成した後、必要なディスク形態に加工する等の処理を行
なって、最終製品を完成する。
【０１１９】
　このような製造工程においてマスタリングを行う。マスタリング装置は、例えば図１３
に示すように、コントローラ７０、ＥＣＣ／スクランブル処理部７１、シンク処理部７２
、切換部７３、マスタリング部７４、リンキングデータ発生部７５，アドレス発生部７６
、スクランブル処理部７７を備える。
【０１２０】
　ＥＣＣ／スクランブル処理部７１は、プリマスタリング工程で用意されたメインデータ
について、ＥＣＣエラー訂正符号化処理や、図２で説明したスクランブル処理を行う。
　リンキングデータ発生部７５は、リンキングフレームに記録するデータＤ０～Ｄ３０９
の元のデータＬＤ０～ＬＤ３０９を発生する。そしてこのデータＬＤ０～ＬＤ３０９は、
スクランブル処理部７７で、図２で説明したスクランブル処理が行われ、データＤ０～Ｄ
３０９とされる。
【０１２１】
　アドレス発生部は、物理セクターナンバとしてのアドレス情報を発生させる。このアド
レス情報は、ＥＣＣ／スクランブル処理部７１，及びスクランブル処理部７７に供給され
る。
　ＥＣＣ／スクランブル処理部７１では、エンコード処理の際に、ＢＩＳに含まれるアド
レスフィールドの情報として、供給される物理セクターナンバをセットする。また、スク
ランブル処理の際に、物理セクターナンバのクラスタナンバをスクランブル初期値として
利用する。
　スクランブル処理部７７でも、アドレス発生部７６から供給される物理セクターナンバ
のクラスタナンバをスクランブル初期値として利用する。
【０１２２】
　切換部７３は、ＥＣＣ／スクランブル処理部７１からメインデータエリアに相当するフ
レームデータが出力される期間にはＥＣＣ／スクランブル処理部７１の出力を選択し、一
方、スクランブル処理部７７からリンキングエリアに相当するフレームデータが出力され
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る期間にはスクランブル処理部７７の出力を選択する。従って、上述したＲＵＢ構造のデ
ータストリームがシンク処理部７２に供給される。
　シンク処理部７２は、各フレーム毎に、上述した所定のシンクパターンでのフレームシ
ンクＦＳ、或いはシンクＳ３，Ｓ４を付加する。
【０１２３】
　これらのＥＣＣ／スクランブル処理部７１、リンキングデータ発生部７５，アドレス発
生部７６によるデータ出力タイミングや、切換部７３の切換タイミング制御はコントロー
ラ７０によって行われる。
【０１２４】
　マスタリング部７４は、フォトレジストされた硝子基板１０１にレーザービームを照射
してマスタリングを行なう光学部（８２，８３，８４）と、硝子基板１０１を回転駆動及
びスライド移送する基板回転／移送部８５と、入力データを記録データに変換して光学部
に供給する信号処理部８１を有する。
【０１２５】
　上記光学部としては、例えばＨｅ－Ｃｄレーザからなるレーザ光源８２と、このレーザ
光源８２からの出射光を記録データに基づいて変調する変調部８３と、変調部８３からの
変調ビームを集光して硝子基板１０１のフォトレジスト面に照射するマスタリングヘッド
部８４が設けられている。
　変調部８３としてはレーザ光源８２からの出射光をオン／オフする音響光学型の光変調
器（ＡＯＭ）や、レーザ光源８２からの出射光をウォブル生成信号に基づいて偏向する音
響光学型の光偏向器（ＡＯＤ）が設けられる。
【０１２６】
　また、基板回転／移送部８５は、硝子基板１０１を回転駆動する回転モータと、回転モ
ータの回転速度を検出する検出部（ＦＧ）と、硝子基板１０１をその半径方向にスライド
させるためのスライドモータと、回転モータ、スライドモータの回転速度や、マスタリン
グヘッド部８４のトラッキング等を制御するサーボコントローラなどを有して構成される
。
【０１２７】
　信号処理部８１は、例えばシンク処理部７２から供給されるデータに対して、例えばＲ
ＬＬ（１，７）ＰＰ変調処理や、さらにマスタリングのために変調部８９に供給する駆動
信号としての変調処理を行う。
【０１２８】
　マスタリング部７４では、マスタリングの際、基板回転／移送部８５が硝子基板１０１
を一定線速度で回転駆動するとともに、硝子基板７１を回転させたまま、所定のトラック
ピッチでらせん状のトラックが形成されていくようにスライドさせる。
　同時に、レーザ光源８２からの出射光は変調部８３を介して、信号処理部８１からの変
調信号に基づく変調ビームとされてマスタリングヘッド部８４から硝子基板７１のフォト
レジスト面に照射されていき、その結果、フォトレジストがデータやグルーブに基づいて
感光される。
　コントローラ７０は、このようなマスタリング部７４のマスタリング時の動作の実行制
御も行う。
【０１２９】
　このような動作により、硝子基板１０１上に、上述したＲＯＭフォーマット例のような
ＲＵＢ構造とされたピット列に相当する露光部が形成されていく。
　その後、現像、電鋳等を行ないスタンパーが生成され、スタンパーを用いてＲＯＭディ
スクが生産される。
　生成されたＲＯＭディスクは、上述の通り、リンキングエリアを有すると共に、メイン
データエリア及びリンキングエリアの全てのフレームのデータが、それぞれクラスタナン
バを初期値として得られたスクランブリングバイトＳＣＢによってスクランブル処理され
たものとなる。
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【０１３０】
　以上、実施の形態のディスク及びそれに対応するディスクドライブ装置、ディスク製造
方法について説明してきたが、本発明はこれらの例に限定されるものではなく、要旨の範
囲内で各種変形例が考えられるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】本発明の実施の形態のＲＯＭディスク及びリライタブルディスクのＲＵＢ構造の
説明図である。
【図２】実施の形態のスクランブル方式の説明図である。
【図３】リライタブルディスクのデータフォーマットの説明図である。
【図４】実施の形態のＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜１＞の説明図である。
【図５】実施の形態のＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜２＞の説明図である。
【図６】実施の形態のＲＯＭディスクのデータフォーマット例＜３＞の説明図である。
【図７】実施の形態のＲＯＭディスクのＥＣＣブロックの説明図である。
【図８】実施の形態のＲＯＭディスクのフレーム構造の説明図である。
【図９】実施の形態のＲＯＭディスクのアドレスユニットの説明図である。
【図１０】実施の形態のＲＯＭディスクのアドレスユニットの構造の説明図である。
【図１１】実施の形態のＲＯＭディスクのフレームシンクパターン及びフレームシンク順
序の説明図である。
【図１２】実施の形態のディスクドライブ装置のブロック図である。
【図１３】実施の形態のマスタリング装置のブロック図である。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　ディスク、５１　ピックアップ、５２　スピンドルモータ、５３　スレッド機構、
５４　マトリクス回路、５５　リーダ／ライタ回路、５６　変復調回路、５７　ＥＣＣ／
スクランブル回路、５８　ウォブル回路、５９　アドレスデコーダ、６０　システムコン
トローラ、６１　サーボ回路、６２　スピンドルサーボ回路、６３　レーザドライバ、７
０　コントローラ、７１　ＥＣＣ／スクランブル処理部、７２　シンク処理部、７７　ス
クランブル処理部、７４　マスタリング部、７５　リンキングデータ発生部、７６　アド
レス発生部、１２０　ＡＶシステム
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