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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　書換可能又は追記可能な記録方式によるユーザーデータの記録再生及びグルーブのウォ
ブリングにより記録されているプリアドレス情報の再生が可能とされる記録再生領域と、
　グルーブのウォブリングにより記録されているプリレコーデッド情報の再生が可能とさ
れる再生専用領域とを備え、
　上記ユーザーデータは、第１の変調方式を用いて記録されるとともに、第１のエラー訂
正ブロック構造を有し、
　上記プリアドレス情報は、第２の変調方式を用いてグルーブのウォブリングにより記録
されており、
　上記プリレコーデッド情報は、第２の変調方式とは異なる第３の変調方式を用いてグル
ーブのウォブリングにより記録されるとともに、上記第１のエラー訂正ブロック構造と同
一の訂正符号による第２のエラー訂正ブロック構造を有することを特徴とするディスク記
録媒体。
【請求項２】
　上記第１のエラー訂正ブロックは、
　第１のフレーム構造と、第１の訂正符号からなる第１のサブブロック構造と、第２の訂
正符号からなる第２のサブブロック構造とから構成され、
　上記第２のエラー訂正ブロックは、
　第２のフレーム構造と、上記第１の訂正符号からなる第３のサブブロック構造と、上記
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第２の訂正符号からなる第４のサブブロック構造とから構成されることを特徴とする請求
項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項３】
　上記プリアドレス情報及びプリレコーデッド情報は、予め形成されたウォブリンググル
ーブによって記録されており、
　上記ユーザーデータは、上記書換可能な記録方式として、上記ウォブリンググルーブに
よるトラック上への相変化マークによる記録方式を用いて記録されることを特徴とする請
求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項４】
　上記プリアドレス情報及びプリレコーデッド情報は、予め形成されたウォブリンググル
ーブによって記録されており、
　上記ユーザーデータは、上記書換可能な記録方式として、上記ウォブリンググルーブに
よるトラック上への光磁気マークによる記録方式を用いて記録されることを特徴とする請
求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項５】
　上記再生専用領域に記録されるプリレコーデッド情報には、プリアドレス情報が含まれ
ていることを特徴とする請求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項６】
　上記プリレコーデッド情報の記録密度は、上記ユーザーデータの記録密度より緩くされ
ているとともに、
　上記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数をｍの倍数とし、
　上記第２のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数を、上記第１のエラー訂正ブロック
の訂正符号の符号数のｎ／ｍとすることで、
　上記第２のエラー訂正ブロックのデータ数を、上記第１のエラー訂正ブロックのデータ
数のｎ／ｍとした（但し、ｎ及びｍは正の整数）、
　ことを特徴とする請求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項７】
　上記プリレコーデッド情報の記録密度は、上記ユーザーデータの記録密度より緩くされ
ているとともに、
　上記第１のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数をｍの倍数とし、
　上記第３のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数を、上記第１のサブブ
ロックの訂正符号の符号数のｎ／ｍとすることで、
　上記第３のサブブロックのデータ数を、上記第１のサブブロックのデータ数のｎ／ｍと
し（但し、ｎ及びｍは正の整数）、
　さらに、
　上記第２のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数をｐの倍数とし、
　上記第４のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数を、上記第２のサブブ
ロックの訂正符号の符号数のｑ／ｐとすることで、
　上記第４のサブブロックのデータ数を、上記第２のサブブロックのデータ数のｑ／ｐと
した（但し、ｐ及びｑは正の整数）、
　ことを特徴とする請求項２に記載のディスク記録媒体。
【請求項８】
　上記「ｍ」は、「２」のべき乗の値としたことを特徴とする請求項６又は請求項７に記
載のディスク記録媒体。
【請求項９】
　上記「ｎ」は、「１」としたことを特徴とする請求項６又は請求項７又は請求項８に記
載のディスク記録媒体。
【請求項１０】
　上記第１のエラー訂正ブロック、及び上記第２のエラー訂正ブロックのブロック長は、
ディスク上にトラック１周回以内で記録できるブロック長とされていることを特徴とする
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請求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項１１】
　上記第１のエラー訂正ブロックのフレーム内のデータ数、及び上記第２のエラー訂正ブ
ロックのフレーム内のデータ数を、上記訂正符号の符号語数の和と同程度もしくはそれ以
下とすることを特徴とする請求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項１２】
　上記第１のエラー訂正ブロックのフレーム内のデータ数、及び上記第２のエラー訂正ブ
ロックのフレーム内のデータ数を、上記訂正符号の符号語数の和と同程度もしくはそれ以
下とすることを特徴とする請求項２に記載のディスク記録媒体。
【請求項１３】
　上記第２のフレーム中の、上記第３のサブブロックに相当するデータの一部に同期信号
を配したことを特徴とする請求項２に記載のディスク記録媒体。
【請求項１４】
　上記第１のエラー訂正ブロック及び上記第２のエラー訂正ブロックにはリンキング用の
フレームが付加されていることを特徴とする請求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項１５】
　上記第１のエラー訂正ブロックにはリンキング用のフレームが付加され、
　上記第２のエラー訂正ブロックには、リンキング用のフレームが付加されていないこと
を特徴とする請求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項１６】
　上記第１の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
　上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であり、
　上記第３の変調方式はバイフェーズ変調方式であることを特徴とする請求項１に記載の
ディスク記録媒体。
【請求項１７】
　上記第１の変調方式と上記第３の変調方式は同一の変調方式である
ことを特徴とする請求項１に記載のディスク記録媒体。
【請求項１８】
　上記第１の変調方式と上記第３の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
　上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であることを特徴とする請求項１に記載のディス
ク記録媒体。
【請求項１９】
　書換可能又は追記可能な記録方式によるユーザーデータの記録再生及びグルーブのウォ
ブリングにより記録されているプリアドレス情報の再生が可能とされる記録再生領域と、
グルーブのウォブリングにより記録されているプリレコーデッド情報の再生が可能とされ
る再生専用領域とを備え、上記ユーザーデータは、第１の変調方式を用いて記録されると
ともに、第１のエラー訂正ブロック構造を有し、上記プリアドレス情報は、第２の変調方
式を用いてグルーブのウォブリングにより記録されており、上記プリレコーデッド情報は
、第２の変調方式とは異なる第３の変調方式を用いてグルーブのウォブリングにより記録
されるとともに、上記第１のエラー訂正ブロック構造と同一の訂正符号による第２のエラ
ー訂正ブロック構造を有するディスク記録媒体に対して、データの記録又は再生を行うデ
ィスクドライブ装置であって、
　上記グルーブにより形成されるトラックに対してレーザ照射を行い反射光信号を得るヘ
ッド手段と、
　上記反射光信号からトラックのウォブリングに係る信号を抽出するウォブリング抽出手
段と、
　上記反射光信号から上記ユーザーデータに係る信号を抽出する第１データ信号抽出手段
と、
　上記記録再生領域の再生時において、上記ウォブリング抽出手段によって抽出された上
記ウォブリングに係る信号について第２の変調方式に対する復調を行なう第２データ復調
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手段と、
　上記記録再生領域の再生時において、上記第１データ抽出手段によって抽出された上記
ユーザーデータに係る信号について上記第１の変調方式に対する復調を行なう第１データ
復調手段と、
　上記再生専用領域の再生時において、上記ウォブリング抽出手段によって抽出された上
記ウォブリングに係る信号について上記第３の変調方式に対する復調を行なう第３データ
復調手段と、
　上記第１データ復調手段の復調出力と、上記第３データ復調手段の復調出力に対して上
記エラー訂正符号によるエラー訂正処理を行うエラー訂正手段と、
　上記記録再生領域の記録再生時には、上記第２データ復調手段の処理を実行させるとと
もに上記エラー訂正手段に対して上記第１のエラー訂正ブロックに対する処理を指示し、
上記再生専用領域の再生時には、上記第３データ復調手段の処理を実行させるとともに上
記エラー訂正手段に対して上記第２のエラー訂正ブロックに対する処理を指示する制御手
段と、
　を備えたことを特徴とするディスクドライブ装置。
【請求項２０】
　上記エラー訂正手段は、
　第１のフレーム構造と、第１の訂正符号からなる第１のサブブロック構造と、第２の訂
正符号からなる第２のサブブロック構造とから構成される上記第１のエラー訂正ブロック
に関してエンコード及びデコード可能とされるとともに、
　第２のフレーム構造と、上記第１の訂正符号からなる第３のサブブロック構造と、上記
第２の訂正符号からなる第４のサブブロック構造とから構成される上記第２のエラー訂正
ブロックに関してデコード可能とされることを特徴とする請求項１９に記載のディスクド
ライブ装置。
【請求項２１】
　上記制御手段は、
　上記記録再生領域においては、上記プリアドレス情報として抽出されるプリアドレス情
報に基づいて上記ヘッド手段のアクセスを実行させ、
　上記再生専用領域においては上記プリレコーデッド情報に含まれているプリアドレス情
報に基づいて上記ヘッド手段のアクセスを実行させることを特徴とする請求項１９に記載
のディスクドライブ装置。
【請求項２２】
　上記エラー訂正手段は、上記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数をｍの倍数
とし、上記第２のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数を、上記第１のエラー訂正ブロ
ックの訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の整数）として処理を行うことを
特徴とする請求項１９に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２３】
　上記エラー訂正手段は、
　上記第１のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数をｍの倍数とし、上記
第３のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数を、上記第１のサブブロック
の訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の整数）とし、
　さらに、上記第２のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数をｐの倍数と
し、上記第４のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数を、上記第２のサブ
ブロックの訂正符号の符号数のｑ／ｐ（但し、ｐ及びｑは正の整数）として処理を行うこ
とを特徴とする請求項２０に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２４】
　上記「ｍ」は、「２」のべき乗の値としたことを特徴とする請求項２２又は請求項２３
に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２５】
　上記「ｎ」は、「１」としたことを特徴とする請求項２２又は請求項２３又は請求項２
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４に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２６】
　上記第１の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
　上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であり、
　上記第３の変調方式はバイフェーズ変調方式であることを特徴とする請求項１９に記載
のディスクドライブ装置。
【請求項２７】
　上記第１の変調方式と上記第３の変調方式は同一の変調方式であることを特徴とする請
求項１９に記載のディスクドライブ装置。
【請求項２８】
　上記第１の変調方式と上記第３の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
　上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であることを特徴とする請求項１９に記載のディ
スクドライブ装置。
【請求項２９】
　書換可能又は追記可能な記録方式によるユーザーデータの記録再生及びグルーブのウォ
ブリングにより記録されているプリアドレス情報の再生が可能とされる記録再生領域と、
グルーブのウォブリングにより記録されているプリレコーデッド情報の再生が可能とされ
る再生専用領域とを備え、上記ユーザーデータは、第１の変調方式を用いて記録されると
ともに、第１のエラー訂正ブロック構造を有し、上記プリアドレス情報は、第２の変調方
式を用いてグルーブのウォブリングにより記録されており、上記プリレコーデッド情報は
、第２の変調方式とは異なる第３の変調方式を用いてグルーブのウォブリングにより記録
されるとともに、上記第１のエラー訂正ブロック構造と同一の訂正符号による第２のエラ
ー訂正ブロック構造を有するディスク記録媒体に対する再生方法として、
　上記記録再生領域の再生時には、
　上記グルーブにより形成されるトラックに対してレーザ照射を行った際の反射光信号か
ら、トラックのウォブリングに係る信号、及び上記ユーザーデータに係る信号を抽出し、
抽出された上記ウォブリングに係る信号について上記第２の変調方式に対する復調を行っ
てプリアドレス情報をデコードするとともに、抽出された上記ユーザーデータに係る信号
について上記第１の変調方式に対する復調、及び上記エラー訂正符号による上記第１のエ
ラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行って上記ユーザーデータを再生し、
　上記再生専用領域の再生時には、
　上記グルーブにより形成されるトラックに対してレーザ照射を行った際の反射光信号か
ら、トラックのウォブリングに係る信号を抽出し、抽出された上記ウォブリングに係る信
号について上記第３の変調方式に対する復調、及び上記エラー訂正符号による上記第２の
エラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行って上記プリレコーデッド情報を再生す
る、
　ことを特徴とする再生方法。
【請求項３０】
　上記記録再生領域の再生時には、第１のフレーム構造と、第１の訂正符号からなる第１
のサブブロック構造と、第２の訂正符号からなる第２のサブブロック構造とから構成され
る上記第１のエラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行い、
　上記再生専用領域の再生時には、第２のフレーム構造と、上記第１の訂正符号からなる
第３のサブブロック構造と、上記第２の訂正符号からなる第４のサブブロック構造とから
構成される上記第２のエラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行うことを特徴とす
る請求項２９に記載の再生方法。
【請求項３１】
　上記記録再生領域の再生時には、上記プリアドレス情報として抽出されるプリアドレス
情報に基づいてアクセスを実行し、
　上記再生専用領域の再生時には、上記プリレコーデッド情報に含まれているプリアドレ
ス情報に基づいてアクセスを実行することを特徴とする請求項２９に記載の再生方法。
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【請求項３２】
　上記エラー訂正処理においては、上記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数を
ｍの倍数とし、上記第２のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数を、上記第１のエラー
訂正ブロックの訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の整数）として処理を行
うことを特徴とする請求項２９に記載の再生方法。
【請求項３３】
　上記エラー訂正処理においては、
　上記第１のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数をｍの倍数とし、上記
第３のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数を、上記第１のサブブロック
の訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の整数）とし、
　さらに、上記第２のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数をｐの倍数と
し、上記第４のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数を、上記第２のサブ
ブロックの訂正符号の符号数のｑ／ｐ（但し、ｐ及びｑは正の整数）として処理を行うこ
とを特徴とする請求項３０に記載の再生方法。
【請求項３４】
　上記「ｍ」は、「２」のべき乗の値としたことを特徴とする請求項３２又は請求項３３
に記載の再生方法。
【請求項３５】
　上記「ｎ」は、「１」としたことを特徴とする請求項３２又は請求項３３又は請求項３
４に記載の再生方法。
【請求項３６】
　上記第１の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
　上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であり、
　上記第３の変調方式はバイフェーズ変調方式であることを特徴とする請求項２９に記載
の再生方法。
【請求項３７】
　上記第１の変調方式と上記第３の変調方式は同一の変調方式であることを特徴とする請
求項２９に記載の再生方法。
【請求項３８】
　上記第１の変調方式と上記第３の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
　上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であることを特徴とする請求項２９に記載の再生
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスク等のディスク記録媒体、およびそのディスク記録媒体の製造のため
のディスク製造方法、さらにはディスク記録媒体に対するディスクドライブ装置、再生方
法に関し、特に、プリグルーブとしてトラックがウォブリングされたディスクに関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
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），Ｍ
Ｄ（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－ＲＷ
、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
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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。
【０００３】
光磁気記録方式、色素膜変化記録方式、相変化記録方式などの記録可能なディスクに対し
てデータを記録するには、データトラックに対するトラッキングを行うための案内手段が
必要になり、このために、プリグルーブとして予め溝（グルーブ）を形成し、そのグルー
ブもしくはランド（グルーブとグルーブに挟まれる断面台地状の部位）をデータトラック
とすることが行われている。
またデータトラック上の所定の位置にデータを記録することができるようにアドレス情報
を記録する必要もあるが、このアドレス情報は、グルーブをウォブリング（蛇行）させる
ことで記録される場合がある。
【０００４】
すなわち、データを記録するトラックが例えばプリグループとして予め形成されるが、こ
のプリグループの側壁をアドレス情報に対応してウォブリングさせる。
このようにすると、記録時や再生時に、反射光情報として得られるウォブリング情報から
アドレスを読み取ることができ、例えばアドレスを示すピットデータ等を予めトラック上
に形成しておかなくても、所望の位置にデータを記録再生することができる。
このようにウォブリンググルーブとしてアドレス情報を付加することで、例えばトラック
上に離散的にアドレスエリアを設けて例えばピットデータとしてアドレスを記録すること
が不要となり、そのアドレスエリアが不要となる分、実データの記録容量を増大させるこ
とができる。
なお、このようなウォブリングされたグルーブにより表現される絶対時間（アドレス）情
報は、ＡＴＩＰ（Absolute Time In Pregroove）又はＡＤＩＰ（Adress In Pregroove）
と呼ばれる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで特に書換型のディスクについては、予め生産者サイドで各種の情報を出荷時情報
として記録した上で出荷したいという事情がある。（出荷時情報：ディスク出荷前に予め
書き込んでおくプリレコーデッド情報）
この出荷時情報としては、ディスクへの記録条件、例えば記録線速度やレーザパワー推奨
値などを示すディスク情報や、ハックされた機器を排除するためなどのシステム情報を記
録したい。
そしてこれらの出荷時情報は、高い信頼性と、ある程度のデータ量と、改竄されないこと
が必要とされる。
【０００６】
高い信頼性が要求されるのは、例えば出荷時情報としてディスク情報が正確に得られなけ
れば、ユーザーサイドの機器で最適な記録条件が得られないなどのことが生じるためであ
る。
また、コンテンツデータの記録にあたっては、著作権保護の観点からデータを暗号化する
ことが考えられるが、システム情報から暗号化に用いられる鍵が正確に得られないと、暗
号化データを復号してコンテンツを利用することができず、またコンテンツデータの記録
の際の暗号化ができないためである。
これらのことから、出荷時情報として記録されるディスク情報やシステム情報には、記録
再生されるユーザデータ以上に高い信頼性が要求される。
【０００７】
また出荷時情報が、ある程度大きなデータ量となることは次のような事情による。
例えばハックされたときにシステムのマスターキーを更新することを考え、その排除単位
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としてシステム（商品）の機種単位などを考えた場合、マスターキーを更新するためには
、各々の単位でマスターキーを特定するための鍵情報の束として、ある程度の情報量が必
要となる。このようなことからシステム情報は比較的データサイズの大きな情報となって
しまう。
また、ディスク上のディフェクト（傷や汚れ）の可能性を考慮した場合でも、正確に出荷
時情報が読み出せることが上記信頼性の点から必要で、このためにディスク情報やシステ
ム情報を多重書き（同じデータを複数回記録する）することが行われる。当然、出荷時情
報としてのデータ量は大きくならざるを得ない。
【０００８】
改竄防止については、例えば上記のようにハックされた機器を排除するためなどのシステ
ム情報は、当然ながら改竄は防止されなければ意味がないためである。改竄は強固に防止
されなければシステム情報としての機能が果たせない。
【０００９】
プリレコーデッド情報としての出荷時情報については、これらの条件が満たされることが
必要であるとされ、この出荷時情報としての好適な記録方式が求められている。
【００１０】
なお、出荷時情報をディスクにプリレコードする方法としては、エンボスピットをディス
ク上に形成することが知られている。
ところが光ディスクに高密度に記録再生することを考えると、エンボスピットによるプリ
レコード方法は不都合が生ずる。
光ディスクに高密度に記録再生する場合、グルーブの深さを浅くすることが必要とされて
いる。そしてスタンパによってグルーブとエンボスピットを同時に生産するディスクにお
いては、グルーブとエンボスピットの深さを異なる深さとすることは非常に困難である。
このため、エンボスピットの深さはグルーブの深さと同じにならざるを得ない。
ところが、エンボスピットの深さが浅くなると、エンボスピットから品質のよい信号が得
られないという問題がある。
【００１１】
例えば、光学系として４０５ｎｍの波長のレーザダイオードと、ＮＡ＝０．８５の対物レ
ンズを用い、カバー（サブストレート）厚み0.1mmのディスク上に、トラックピッチ０．
３２μｍ、線密度０．１２μｍ／ｂｉｔにて、フェーズチェンジマーク（相変化マーク）
を記録再生することで、直径１２cmの光ディスクに２３ＧＢ（ギガバイト）の容量を記録
再生することができる。
この場合、フェーズチェンジマークは、ディスク上にスパイラル状に形成されたグルーブ
上に記録再生されるが、高密度化のためにメディアノイズをおさえるためには、グルーブ
の深さは、約２０ｎｍ、つまり波長λに対してλ／１３～λ／１２がのぞましい。
一方、品質のよいエンボスピットからの信号を得るには、エンボスピットの深さは、λ／
８～λ／４がのぞましく、結局グルーブ及びエンボスピットとしての共通の深さとして、
いい解が得られないでいた。
このような事情から、エンボスピットにかわる、出荷時情報をプリレコードする方法が求
められていた。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明はこれらの事情に鑑みて、ディスク記録媒体としての大容量化や記録再生性能の向
上に好適なプリレコード方式を用いる新規なディスク記録媒体、及びそれを製造するため
のディスク製造方法、及びディスクドライブ装置、再生方法を提供することを目的とする
。
【００１３】
　このために本発明のディスク記録媒体は、書換可能な記録方式によるユーザーデータの
記録再生及びグルーブのウォブリングにより記録されているプリアドレス情報の再生が可
能とされる記録再生領域と、グルーブのウォブリングにより記録されているプリレコーデ
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ッド情報の再生のみが可能とされる再生専用領域とを備え、上記ユーザーデータは、第１
の変調方式を用いて記録されるとともに、第１のエラー訂正ブロック構造を有し、上記プ
リアドレス情報は、第２の変調方式を用いてグルーブのウォブリングにより記録されてお
り、上記プリレコーデッド情報は、第２の変調方式とは異なる第３の変調方式を用いてグ
ルーブのウォブリングにより記録されるとともに、上記第１のエラー訂正ブロック構造と
同一の訂正符号による第２のエラー訂正ブロック構造を有するものとする。
　また、上記第１のエラー訂正ブロックは、第１のフレーム構造と、第１の訂正符号から
なる第１のサブブロック構造と、第２の訂正符号からなる第２のサブブロック構造とから
構成され、上記第２のエラー訂正ブロックは、第２のフレーム構造と、上記第１の訂正符
号からなる第３のサブブロック構造と、上記第２の訂正符号からなる第４のサブブロック
構造とから構成されるようにする。
【００１４】
　また、上記プリアドレス情報及びプリレコーデッド情報は、予め形成されたウォブリン
ググルーブによって記録されており、上記ユーザーデータは、上記書換可能な記録方式と
して、上記ウォブリンググルーブによるトラック上への相変化マークによる記録方式を用
いて記録されるようにする。
　或いは、上記プリアドレス情報及びプリレコーデッド情報は、予め形成されたウォブリ
ンググルーブによって記録されており、上記ユーザーデータは、上記書換可能な記録方式
として、上記ウォブリンググルーブによるトラック上への光磁気マークによる記録方式を
用いて記録されるようにする。
　また、上記再生専用領域に記録されるプリレコーデッド情報には、プリアドレス情報が
含まれているようにする。
【００１５】
　また、上記プリレコーデッド情報の記録密度は、上記ユーザーデータの記録密度より緩
くされているとともに、上記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数をｍの倍数と
し、上記第２のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数を、上記第１のエラー訂正ブロッ
クの訂正符号の符号数のｎ／ｍとすることで、上記第２のエラー訂正ブロックのデータ数
を、上記第１のエラー訂正ブロックのデータ数のｎ／ｍとする（但し、ｎ及びｍは正の整
数）。
　また、上記プリレコーデッド情報の記録密度は、上記ユーザーデータの記録密度より緩
くされているとともに、上記第１のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数
をｍの倍数とし、上記第３のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数を、上
記第１のサブブロックの訂正符号の符号数のｎ／ｍとすることで、上記第３のサブブロッ
クのデータ数を、上記第１のサブブロックのデータ数のｎ／ｍとし（但し、ｎ及びｍは正
の整数）、さらに、上記第２のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数をｐ
の倍数とし、上記第４のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数を、上記第
２のサブブロックの訂正符号の符号数のｑ／ｐとすることで、上記第４のサブブロックの
データ数を、上記第２のサブブロックのデータ数のｑ／ｐとする（但し、ｐ及びｑは正の
整数）。
　これらの場合、上記「ｍ」は、「２」のべき乗の値とする。
　また、上記「ｎ」は、「１」とする。
【００１６】
　また上記第１のエラー訂正ブロック、及び上記第２のエラー訂正ブロックのブロック長
は、ディスク上にトラック１周回以内で記録できるブロック長とされているものとする。
　また上記第１のエラー訂正ブロックのフレーム内のデータ数、及び上記第２のエラー訂
正ブロックのフレーム内のデータ数を、上記訂正符号の符号語数の和と同程度もしくはそ
れ以下とする。
　また、上記第１のエラー訂正ブロックのフレーム内のデータ数、及び上記第２のエラー
訂正ブロックのフレーム内のデータ数を、上記訂正符号の符号語数の和と同程度もしくは
それ以下とする。
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【００１７】
　また、上記第２のフレーム中の、上記第３のサブブロックに相当するデータの一部に同
期信号を配する。
【００１８】
また、上記第１のエラー訂正ブロック及び上記第２のエラー訂正ブロックにはリンキング
用のフレームが付加されている。
或いは、上記第１のエラー訂正ブロックにはリンキング用のフレームが付加され、上記第
２のエラー訂正ブロックには、リンキング用のフレームが付加されていないものとする。
【００１９】
上記第１の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、上記第２の変調方式はＭＳＫ変
調方式であり、上記第３の変調方式はバイフェーズ変調方式であるとする。
又は、上記第１の変調方式と上記第３の変調方式は同一の変調方式であるとする。
又この場合、上記第１の変調方式と上記第３の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であ
り、上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であるとする。
【００２０】
　本発明のディスクドライブ装置は、書換可能又は追記可能な記録方式によるユーザーデ
ータの記録再生及びグルーブのウォブリングにより記録されているプリアドレス情報の再
生が可能とされる記録再生領域と、グルーブのウォブリングにより記録されているプリレ
コーデッド情報の再生のみが可能とされる再生専用領域とを備え、上記ユーザーデータは
、第１の変調方式を用いて記録されるとともに、第１のエラー訂正ブロック構造を有し、
上記プリアドレス情報は、第２の変調方式を用いてグルーブのウォブリングにより記録さ
れており、上記プリレコーデッド情報は、第２の変調方式とは異なる第３の変調方式を用
いてグルーブのウォブリングにより記録されるとともに、上記第１のエラー訂正ブロック
構造と同一の訂正符号による第２のエラー訂正ブロック構造を有するディスク記録媒体に
対して、データの記録又は再生を行うディスクドライブ装置である。
　そして、上記グルーブにより形成されるトラックに対してレーザ照射を行い反射光信号
を得るヘッド手段と、上記反射光信号からトラックのウォブリングに係る信号を抽出する
ウォブリング抽出手段と、上記反射光信号から上記ユーザーデータに係る信号を抽出する
第１データ信号抽出手段と、上記記録再生領域の再生時において、上記ウォブリング抽出
手段によって抽出された上記ウォブリングに係る信号について第２の変調方式に対する復
調を行なう第２データ復調手段と、上記記録再生領域の再生時において、上記第１データ
抽出手段によって抽出された上記ユーザーデータに係る信号について上記第１の変調方式
に対する復調を行なう第１データ復調手段と、上記再生専用領域の再生時において、上記
ウォブリング抽出手段によって抽出された上記ウォブリングに係る信号について上記第３
の変調方式に対する復調を行なう第３データ復調手段と、上記第１データ復調手段の復調
出力と、上記第３データ復調手段の復調出力に対して上記エラー訂正符号によるエラー訂
正処理を行うエラー訂正手段と、上記記録再生領域の記録再生時には、上記第２データ復
調手段の処理を実行させるとともに上記エラー訂正手段に対して上記第１のエラー訂正ブ
ロックに対する処理を指示し、上記再生専用領域の再生時には、上記第３データ復調手段
の処理を実行させるとともに上記エラー訂正手段に対して上記第２のエラー訂正ブロック
に対する処理を指示する制御手段と、を備える。
【００２１】
また、上記エラー訂正手段は、第１のフレーム構造と、第１の訂正符号からなる第１のサ
ブブロック構造と、第２の訂正符号からなる第２のサブブロック構造とから構成される上
記第１のエラー訂正ブロックに関してエンコード及びデコード可能とされるとともに、第
２のフレーム構造と、上記第１の訂正符号からなる第３のサブブロック構造と、上記第２
の訂正符号からなる第４のサブブロック構造とから構成される上記第２のエラー訂正ブロ
ックに関してデコード可能とされる。
【００２２】
　また上記制御手段は、上記記録再生領域においては、上記プリアドレス情報として抽出
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されるプリアドレス情報に基づいて上記ヘッド手段のアクセスを実行させ、上記再生専用
領域においては上記プリレコーデッド情報に含まれているプリアドレス情報に基づいて上
記ヘッド手段のアクセスを実行させる。
【００２３】
また上記エラー訂正手段は、上記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数をｍの倍
数とし、上記第２のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数を、上記第１のエラー訂正ブ
ロックの訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の整数）として処理を行う。
また上記エラー訂正手段は、上記第１のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符
号数をｍの倍数とし、上記第３のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の符号数を
、上記第１のサブブロックの訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の整数）と
し、さらに、上記第２のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数をｐの倍数
とし、上記第４のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数を、上記第２のサ
ブブロックの訂正符号の符号数のｑ／ｐ（但し、ｐ及びｑは正の整数）として処理を行う
。
これらの場合において、上記「ｍ」は、「２」のべき乗の値とする。
また上記「ｎ」は、「１」とする。
【００２４】
また上記第１の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、上記第２の変調方式はＭＳ
Ｋ変調方式であり、上記第３の変調方式はバイフェーズ変調方式であるとして、それぞれ
対応する復調を行う。
或いは、上記第１の変調方式と上記第３の変調方式は同一の変調方式であるとして、必要
な復調を行う。
或いは、上記第１の変調方式と上記第３の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であるとして、それぞれ復調を行う。
【００２５】
　本発明の再生方法は、書換可能又は追記可能な記録方式によるユーザーデータの記録再
生及びグルーブのウォブリングにより記録されているプリアドレス情報の再生が可能とさ
れる記録再生領域と、グルーブのウォブリングにより記録されているプリレコーデッド情
報の再生のみが可能とされる再生専用領域とを備え、上記ユーザーデータは、第１の変調
方式を用いて記録されるとともに、第１のエラー訂正ブロック構造を有し、上記プリアド
レス情報は、第２の変調方式を用いてグルーブのウォブリングにより記録されており、上
記プリレコーデッド情報は、第２の変調方式とは異なる第３の変調方式を用いてグルーブ
のウォブリングにより記録されるとともに、上記第１のエラー訂正ブロック構造と同一の
訂正符号による第２のエラー訂正ブロック構造を有するディスク記録媒体に対する再生方
法である。
　そして上記記録再生領域の再生時には、上記グルーブにより形成されるトラックに対し
てレーザ照射を行った際の反射光信号から、トラックのウォブリングに係る信号、及び上
記ユーザーデータに係る信号を抽出し、抽出された上記ウォブリングに係る信号について
上記第２の変調方式に対する復調を行ってプリアドレス情報をデコードするとともに、抽
出された上記ユーザーデータに係る信号について上記第１の変調方式に対する復調、及び
上記エラー訂正符号による上記第１のエラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行っ
て上記ユーザーデータを再生する。
　上記再生専用領域の再生時には、上記グルーブにより形成されるトラックに対してレー
ザ照射を行った際の反射光信号から、トラックのウォブリングに係る信号を抽出し、抽出
された上記ウォブリングに係る信号について上記第３の変調方式に対する復調、及び上記
エラー訂正符号による上記第２のエラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行って上
記プリレコーデッド情報を再生する。
【００２６】
また、上記記録再生領域の再生時には、第１のフレーム構造と、第１の訂正符号からなる
第１のサブブロック構造と、第２の訂正符号からなる第２のサブブロック構造とから構成
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される上記第１のエラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行い、上記再生専用領域
の再生時には、第２のフレーム構造と、上記第１の訂正符号からなる第３のサブブロック
構造と、上記第２の訂正符号からなる第４のサブブロック構造とから構成される上記第２
のエラー訂正ブロックに対してエラー訂正処理を行う。
【００２７】
　また上記記録再生領域の再生時には、上記プリアドレス情報として抽出されるプリアド
レス情報に基づいてアクセスを実行し、上記再生専用領域の再生時には、上記プリレコー
デッド情報に含まれているプリアドレス情報に基づいてアクセスを実行する。
【００２８】
また上記エラー訂正処理においては、上記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数
をｍの倍数とし、上記第２のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数を、上記第１のエラ
ー訂正ブロックの訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の整数）として処理を
行う。
また上記エラー訂正処理においては、上記第１のサブブロックを構成する上記第１の訂正
符号の符号数をｍの倍数とし、上記第３のサブブロックを構成する上記第１の訂正符号の
符号数を、上記第１のサブブロックの訂正符号の符号数のｎ／ｍ（但し、ｎ及びｍは正の
整数）とし、さらに、上記第２のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数を
ｐの倍数とし、上記第４のサブブロックを構成する上記第２の訂正符号の符号数を、上記
第２のサブブロックの訂正符号の符号数のｑ／ｐ（但し、ｐ及びｑは正の整数）として処
理を行う。
これらの場合、上記「ｍ」は、「２」のべき乗の値とする。
また上記「ｎ」は、「１」とする。
【００２９】
また上記第１の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、上記第２の変調方式はＭＳ
Ｋ変調方式であり、上記第３の変調方式はバイフェーズ変調方式であるとして、それぞれ
対応する復調を行う。
或いは、上記第１の変調方式と上記第３の変調方式は同一の変調方式であるとして、必要
な復調を行う。
或いは、上記第１の変調方式と上記第３の変調方式はＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式であり、
上記第２の変調方式はＭＳＫ変調方式であるとして、それぞれ復調を行う。
【００３０】
　以上のような本発明においては、大容量の追記型もしくは書換型ディスクに対して、上
記プリレコーデッド情報として出荷時情報（プリレコーデッド情報）を記録するにあたっ
て、グルーブをウォブルすることにより記録するものである。その際にプリレコーデッド
情報の記録密度（記録方式、変調方式）は緩くし、用いる誤り訂正符号は上記ユーザーデ
ータとしての追記型若しくは書換型データと同じ方式とし、エラー訂正ブロックあたりの
データ量を少なくする（例えば１／ｍとする）ことを基本とする。
【００３１】
　記録再生領域におけるユーザーデータの記録方式としては、相変化による記録方式、あ
るいは光磁気による記録方式がある。
　ディスク出荷時の手間やコストをも考えると、プリレコーデッド情報としての出荷時情
報のデータを１枚毎に記録する必要のない、スタンパで形成される再生専用データとする
ことが好適である。
　また、プリアドレス情報としてのプリアドレス情報（ＡＤＩＰ）を記録するにあたって
、ピットを用いずグルーブをウォブルすることにより記録した追記型／書換型ディスクに
おいては、出荷時情報にもピットを用いず、グルーブをウォブルすることにより記録する
ことが好適である。
【００３２】
　ここで、プリレコーデッド情報たる出荷時情報は、プリアドレス情報たるプリアドレス
情報とは必要な性質が異なる。
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　即ちプリアドレス情報たるプリアドレス情報は、記録密度は低くてよく、また内挿保護
などで保証される程度の誤り率でよい。またプリアドレス情報は記録再生領域にウォブリ
ンググルーブとして記録される場合、そのグルーブによるトラックにはユーザーデータが
重畳される。
　一方、プリレコーデッド情報たる出荷時情報は、ユーザーデータより記録密度は低くて
も構わないが、読み出し時間を考えると、プリアドレス情報（プリアドレス情報）程度の
記録密度では機能しない。また誤り率はユーザーデータと同等以下が求められる。そして
、出荷時情報を記録する再生専用領域は、スタンパで形成される領域（ウォブリンググル
ーブによるデータ）なので、プリアドレス情報もこの出荷時情報データ中に入れておくこ
とで、プリアドレス情報との重畳は必要ない。
　従って、プリレコーデッド情報（出荷時情報）とプリアドレス情報（ＡＤＩＰ）は変調
方式を異なるものとすることが考えられる。
【００３３】
　ここで、プリレコーデッド情報をグルーブをウォブルすることにより記録することを考
える。ウォブリンググルーブによる記録では、一般的にウォブル振幅も小さく信号のＳ／
Ｎ（ＳＮＲ：Signal Noise Ratio）は悪い。
　このため、プリレコーデッド情報（出荷時情報）の信頼性を確保するためには、ユーザ
ーデータより十分に記録密度を緩めることが適切となる。
【００３４】
　また、ユーザーデータは、訂正能力、冗長度の面から、大きな誤り訂正符号を用い、深
いインターリーブをかけた比較的大きな大きなエラー訂正ブロック（第１のエラー訂正ブ
ロック）を構成する。但し第１のエラー訂正ブロック長は、ディスク上のゴミ、傷の影響
を考慮してトラック１周回を超えないで記録できる範囲で、できるだけ大きなブロック長
とする。
　プリレコーデッド情報の記録密度を緩めるにあたっても、ユーザーデータと同様に考え
、これもプリレコーデッド情報についての第２のエラー訂正ブロック長はトラック１周回
を超えないものとする。
【００３５】
　またプリレコーデッド情報の記録密度を緩めるにあたって、ユーザーデータについての
第１のエラー訂正ブロックとプリレコーデッド情報についての第２のエラー訂正ブロック
の大きさを異なるものとする。
　また、プリレコーデッド情報については、訂正能力、冗長度の面から大きな符号とした
ユーザーデータの誤り訂正符号と同一とする。
　同一のフレームのデータが、同一の誤り訂正符号上にのるのは望ましくないので、フレ
ーム内のデータ数を誤り訂正符号のインターリーブ数すなわち符号数と同程度かあるいは
それより少ないデータ数とする。
　従って、第１のエラー訂正ブロックと第２のエラー訂正ブロックの大きさを異なるもの
とすることに伴って、フレーム構造を変える。
【００３６】
　ユーザーデータについての第１のエラー訂正ブロックはｍ個の誤り訂正符号から構成さ
れる。プリレコーデッド情報の記録密度を緩めるにともなってユーザーデータとプリレコ
ーデッド情報のエラー訂正ブロックの大きさを変えるにあたって、プリレコーデッド情報
にかかる第２のエラー訂正ブロックをｎ／ｍ個の誤り訂正符号から構成する。
【００３７】
　この場合、第１のエラー訂正ブロックの有効データ数は、２のべき乗個（例えば２０４
８バイト）の倍数であることが望ましい。
　また、プリレコーデッド情報にかかる第２のエラー訂正ブロックの有効データ数も、２
のべき乗個（例えば２０４８バイト）の倍数であることが望ましい。
　ＥＤＣ（エラー検出コード）などが付加されると２のべき乗個ではない場合もあるが、
第１のエラー訂正ブロックの有効データ数および第２のエラー訂正ブロックの有効データ
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数がともに有効データ数が２のべき乗個の倍数であるためには、上記ｍは２のべき乗であ
る必要がある。
　さらに、第１のエラー訂正ブロックの有効データ数および第２のエラー訂正ブロックの
有効データ数がともに有効データ数が２のべき乗個であると、すなわちｎ＝１であると、
データのアクセスが容易になる。
【００３８】
　上述したようにプリレコーデッド情報（出荷時情報）のフレーム構造がユーザーデータ
のフレーム構造と変わった場合、同期信号やＤＣ制御信号（いわゆるｄｃｃ）などの挿入
の仕方も変わる。
　プリレコーデッド情報の場合、ユーザーデータのようにプリアドレス情報（プリアドレ
ス情報）との重畳も考えなくても良いし、ユーザーデータほどの高密度も要求されない。
このためプリレコーデッド情報の変調方式は簡単なものとしてもよい。
　一方、これらの事情がなければプリレコーデッド情報の変調方式はユーザーデータの変
調方式と同じにしても良い。
【００３９】
　ウォブリンググルーブによるプリレコーデッド情報は、予めスタンパで形成されるため
、その際にプリアドレス情報も同時に記録することができ、ディスクドライブ装置ではそ
れを用いてアクセスが可能である。
　この場合、プリレコーデッド情報のフレームの一部にシンクパターンとシンクＩＤを設
け、あるフレームの一部にアドレスユニット番号を設ける。
　記録再生領域にはプリアドレス情報としてプリアドレス情報があらかじめ記録されてい
るために、最低限シンクパターンがあればアクセスが可能であるが、シンクパターン、シ
ンクＩＤ、アドレスユニット番号を設けておいてもかまわない。
【００４０】
　またユーザーデータは書換が行われるデータであるので、書換単位であるクラスタの前
後にはランイン／ランアウトなどと呼ばれるリンキング用のフレームが必要とされる。例
えばランインは、レーザパワー制御のためのＡＰＣ動作領域、ＰＬＬ引き込み用ＶＦＯパ
ターン、同期引き込み用シンクパターンおよび前のクラスタとのＧＡＰ領域などから成る
。ランアウトは、ポストアンブルパターン、ＧＡＰ領域などである。
　しかし、プリレコーデッド情報が記録される再生専用領域では、記録は行われないため
、ＡＰＣ領域、ＧＡＰ等は不要である。また同期情報、プリアドレス情報を含むデータ列
が連続的にスタンパで形成されているために、ＰＬＬ引き込み用ＶＦＯパターンは不要で
あり、ランインがなくてもフレーム同期、フレーム番号による同期、アドレス同期までを
かけることができる。
　また、続くクラスタもすぐに始まるためデータ列が連続しており、ポストアンブルも不
要、すなわちランアウトも不要である
　よって、再生専用領域におけるプリレコーデッド情報については、ランイン／ランアウ
トというリンキング用のフレームは省くことができる。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態としての光ディスクを説明するとともに、その光ディスクに対
応するディスクドライブ装置（記録再生装置）及び製造方法について、下記の順序で説明
する。
この実施の形態の光ディスクは、例えばＤＶＲ（Data&Video Recording）と呼ばれて近年
開発されているディスクの範疇に属するものとする。
１．ＤＶＲディスクに対応する実施の形態における本発明の概要
２．ディスクの物理特性
３．ユーザーデータのＥＣＣブロック構造
４．ＡＤＩＰアドレス
５．プリレコーデッド情報（出荷時情報）
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６．ディスクドライブ装置
７．ディスク製造方法
８．変形例
【００４２】
１．ＤＶＲディスクに対応する実施の形態における本発明の概要
まず、本発明（請求項）に係る語句と、ＤＶＲシステムに対応する実施の形態として説明
上用いる語句についての対応関係を示しておく。もちろん本発明の各請求項における語句
の意味が、実施の形態における対応する語句の意味に限定されるものではない。
【００４３】
第１のデータ：ユーザーデータ（記録再生の主たる対象となるメインデータであって、フ
ェーズチェンジマークによって記録されるデータ）第２のデータ：ＡＤＩＰ（記録再生領
域におけるウォブリンググルーブによって記録されているプリアドレス情報）
第３のデータ：出荷時情報（再生専用領域におけるウォブリンググルーブによって記録さ
れているプリレコーデッド情報）
第１の変調方式：ＲＬＬ（１、７）ＰＰ方式
第２の変調方式：ＭＳＫ変調方式
第３の変調方式：バイフェーズ変調方式
訂正符号：ＬＤＣ（Long Distance Code）及びＢＩＳ（burst indicating subcode）
第１の訂正符号：ＬＤＣ
第２の訂正符号：ＢＩＳ
エラー訂正ブロック：ＬＤＣ及びＢＩＳを用いたＥＣＣブロック
第１、第３のサブブロック：ＬＤＣサブブロック
第２、第４のサブブロック：ＢＩＳサブブロック
【００４４】
ＤＶＲにおいてフェイズチェンジマークによるデータ（ユーザーデータ）のデータブロッ
クは、実データ、つまりユーザーデータのサブブロックと、ユーザーデータのための付加
・制御情報（ユーザコントロールデータ）のサブブロックとから構成される。ＡＤＩＰと
してのプリアドレス情報とは別の、データ中のアドレス情報なども、この付加・制御情報
として入れられる。
詳しくは後述するが、データブロック全体の誤り訂正能力を確保するために、各々のサブ
ブロックに必要とされる誤り訂正符号が用いられる。
即ち、ユーザーデータに対してエラー訂正符号としてのＬＤＣによりＬＤＣサブブロック
が構成され、またユーザコントロールデータに対してエラー訂正符号としてのＢＩＳによ
りＢＩＳサブブロックが構成される。
データフレームはＬＤＣサブブロックとＢＩＳサブブロックからのデータによって構成さ
れる。
ここで、同一のフレームのデータが同一の誤り訂正符号上にのるのは望ましくないので、
フレーム内のデータ数を各々の誤り訂正符号のインターリーブ数すなわち符号数の和と同
程度かあるいはそれより少ないデータ数とする。
【００４５】
出荷時情報のデータブロックについても同様に、出荷時情報としての実データたるプリレ
コーデッドデータからなるサブブロックと出荷時情報のための付加・制御情報からなるプ
リレコーデッドコントロールデータから成るサブブロックから構成する。
そしてデータブロック全体の誤り訂正能力を確保するために、各々のサブブロックに必要
な誤り訂正符号を用いる。即ち本例では実際の出荷時情報としてのプリレコーデッドデー
タに対してエラー訂正符号としてのＬＤＣによりＬＤＣサブブロックが構成され、またプ
リレコーデッドコントロールデータに対してエラー訂正符号としてのＢＩＳによりＢＩＳ
サブブロックが構成される。
そして出荷時情報のブロックについても、データフレームはＬＤＣサブブロックとＢＩＳ
サブブロックからのデータによって構成され、フレーム内のデータ数を各々の誤り訂正符
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号のインターリーブ数すなわち符号数の和と同程度かあるいはそれより少ないデータ数と
する。
【００４６】
つまりユーザデータ及びプリレコーデッドデータとしての実データのサブブロックの誤り
訂正符号は同じ（ＬＤＣ）とし、ユーザコントロールデータ及びプリレコーデッドコント
ロールデータとしての、付加・制御情報のサブブロックの誤り訂正符号は同じ（ＢＩＳ）
とする。
【００４７】
この方式では、ユーザーデータのブロック内の、実データからなるサブブロックは、ｍ個
の誤り訂正符号（ＬＤＣ）から構成される。
出荷時情報としてのプリレコーデッドデータの記録密度を緩めるにともなってユーザーデ
ータとプリレコーデッドデータのブロックの大きさを異なるものとするにあたって、プリ
レコーデッドデータのブロック内の、実データからなるサブブロックをｎ／ｍ個の誤り訂
正符号（ＬＤＣ）から構成する。
この場合、ユーザーデータのブロック内の、実データからなるサブブロックの有効データ
数は、２のべき乗個（例えば２０４８バイト）の倍数であることが望ましい。
また、出荷時情報たるプリレコーデッドデータのブロック内の、実データからなるサブブ
ロックの有効データ数も、２のべき乗個（例えば２０４８バイト）の倍数であることが望
ましい。
ＥＤＣなどが付加されると２のべき乗個ではない場合もあるが、ユーザーデータ１ブロッ
ク内の、実データからなるサブブロックの有効データ数および出荷時情報１ブロック内の
、実データからなるサブブロックの有効データ数がともに有効データ数が２のべき乗個の
倍数であるためには、上記ｍは２のべき乗である必要がある。
さらに、ユーザーデータ１ブロックの有効データ数および出荷時情報１ブロックの有効デ
ータ数がともに有効データ数が２のべき乗個であると、すなわちｎ＝１であるとデータの
アクセスが容易になる。
【００４８】
ユーザーデータのブロック内の、付加・制御情報からなるサブブロックは、ｐ個の誤り訂
正符号（ＢＩＳ）から構成される。
出荷時情報の記録密度を緩めるにともなってユーザーデータと出荷時情報のブロックの大
きさを変えるにあたって、出荷時情報のブロック内の、付加・制御情報からなるサブブロ
ックをｑ／ｐ個の誤り訂正符号（ＢＩＳ）から構成する。
これらは、データのための付加・制御情報であるためｐは２のべき乗である必要はなく、
ｑ＝１である必要もない。
【００４９】
出荷時情報が記録される再生専用領域はあらかじめデータがスタンパで形成されるため、
出荷時情報内のデータとしてアドレス情報も同時に記録することができる。するとディス
クドライブ装置では、そのアドレス情報を用いてアクセスが可能となる。
出荷時情報のフレームの一部にシンクパターンとシンクＩＤを設け、あるフレームの一部
にアドレスユニット番号を設ける。
即ちＤＶＲのシステムにおいては、出荷時情報のフレーム中の、実データからなるサブブ
ロックに相当するデータの一部にシンクパターンとシンクＩＤを設け、出荷時情報のフレ
ーム中の、付加・制御情報からなるサブブロックに相当するデータの一部にアドレスユニ
ット番号を設ける。
ユーザーデータが記録される記録再生領域にはプリアドレスデータ（ＡＤＩＰ）があらか
じめ記録されているために、最低限シンクパターンがあればアクセスが可能であるが、シ
ンクパターン、シンクＩＤ、アドレスユニット番号を設けておいても問題ない。
【００５０】
ユーザーデータについては、リンキングの為に、書換単位となるクラスタの前後にはラン
イン／ランアウトなどと呼ばれるリンキング用のフレームが必要とされる。ランインは、
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レーザパワー制御のためのＡＰＣ動作領域、ＰＬＬ引き込み用ＶＦＯパターン、同期引き
込み用シンクパターンおよび前のクラスタとのＧＡＰ領域などから成る。ランアウトは、
ポストアンブルパターン、ＧＡＰ領域などである。
しかし、出荷時情報が記録される再生専用領域では、記録は行われないため、ＡＰＣ領域
、ＧＡＰ等は不要である。また同期情報、アドレス情報を含むデータ列が連続的にスタン
パで形成されているために、ＰＬＬ引き込み用ＶＦＯパターンは不要であり、ランインが
なくてもフレーム同期、フレーム番号による同期、アドレス同期までをかけることができ
る。
また、続くクラスタもすぐに始まるためデータ列が連続しており、ポストアンブルも不要
、すなわちランアウトも不要である
よって、再生専用領域における出荷時情報については、ランイン／ランアウトというリン
キング用のフレームは省くことができる。
【００５１】
２．ディスクの物理特性
以下、本実施の形態を具体的に説明していく。
まず実施の形態となるディスクにおける物理的な特性及びウォブリングトラックについて
説明する。
【００５２】
本例の光ディスクは、例えばＤＶＲ（Data&Video Recording）と呼ばれて近年開発されて
いるディスクの範疇に属するものであり、特にＤＶＲ方式として新規なウォブリング方式
を有するものである。
本例の光ディスクは、相変化方式でデータの記録を行う光ディスクであり、ディスクサイ
ズとしては、直径が１２０ｍｍとされる。また、ディスク厚は１．２ｍｍとなる。即ちこ
れらの点では外形的に見ればＣＤ（Compact Disc）方式のディスクや、ＤＶＤ（Digital 
Versatile Disc）方式のディスクと同様となる。
【００５３】
記録／再生のためのレーザ波長は４０５ｎｍとされ、いわゆる青色レーザが用いられるも
のとなる。光学系のＮＡは０．８５とされる。
相変化マーク（フェイズチェンジマーク）が記録されるトラックのトラックピッチは０．
３２μｍ、線密度０．１２μｍとされる。
そしてユーザーデータ容量としては約２３Ｇバイトを実現している。
【００５４】
データ記録はグルーブ記録方式である。つまりディスク上には予めグルーブ（溝）による
トラックが形成され、このグルーブに対して記録が行われる。
図１（ａ）に模式的に示すように、ディスク上は、最内周側から最外周側までグルーブＧ
Ｖがスパイラル状に形成される。なお別例として、グルーブＧＶを同心円状に形成するこ
とも可能である。
また、ディスクはＣＬＶ（線速度一定）方式で回転駆動されてデータの記録再生が行われ
るものとしているが、グルーブＧＶについてもＣＬＶとされる。従って、トラック１周回
のグルーブのウォブリング波数はディスク外周側に行くほど多くなる。
【００５５】
このようなグルーブＧＶは、図１（ｂ）に示すようにウォブリング（蛇行）されて形成さ
れることにより物理アドレスが表現される。
つまりグルーブＧＶの左右の側壁は、アドレス等に基づいて生成された信号に対応して蛇
行している。
グルーブＧＶとその隣のグルーブＧＶの間はランドＬとされ、上述のようにデータの記録
はグルーブＧＶに行われる。つまりグルーブＧＶがデータトラックとなる。なお、ランド
Ｌをデータトラックとしてデータの記録をランドＬに行うようにすることや、グルーブＧ
ＶとランドＬの両方をデータトラックとして用いることも考えられる。
【００５６】
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図２は、ディスク全体のレイアウト（領域構成）を示す。
ディスク上の領域としては、内周側からリードインゾーン、データゾーン、リードアウト
ゾーンが配される。
また、記録・再生に関する領域構成としてみれば。リードインゾーンの内周側がＰＢゾー
ン（再生専用領域）、リードインゾーンの外周側からリードアウトゾーンまでがＲＷゾー
ン（記録再生領域）とされる。
【００５７】
リードインゾーンは、半径２４ｍｍより内側に位置する。そして半径２２．３～２３．１
ｍｍがプリレコーデッドデータゾーンとされる。
プリレコーデッドデータゾーンは、あらかじめ出荷時情報（プリレコーデッド情報）を、
ディスク上にスパイラル状に形成されたグルーブをウォブリングすることによって記録し
てある。これは書換不能な再生専用の情報であり、つまりプリレコーデッドデータゾーン
が上記ＰＢゾーン（再生専用領域）となる。
【００５８】
リードインゾーンにおいて半径２３．１～２４ｍｍにはテストライトエリア及びディフェ
クトマネジメントエリアが設けられる。
テストライトエリアは記録／再生時のレーザパワー等、フェーズチェンジマークの記録再
生条件を設定する際の試し書きなどにつかわれる。
ディフェクトマネジメントエリアはディスク上のディフェクト情報を管理する情報を記録
再生する。
【００５９】
半径２４．０～５８．０ｍｍがデータゾーンとされる。データゾーンは、実際にユーザー
データがフェイズチェンジマークにより記録再生される領域である。
半径５８．０～５８．５ｍｍはリードアウトゾーンとされる。リードアウトゾーンは、リ
ードインゾーンと同様のディフェクトマネジメントエリアが設けられたり、また、シーク
の際、オーバーランしてもよいようにバッファエリアとしてつかわれる。
半径２３．１ｍｍ、つまりテストライトエリアから、リードアウトゾーンまでが、フェイ
ズチェンジマークが記録再生されるＲＷゾーン（記録再生領域）とされる。
【００６０】
図３にＲＷゾーンとＰＢゾーンのトラックの様子を示す。図３（ａ）はＲＷゾーンにおけ
るグルーブのウォブリングを、図３（ｂ）はＰＢゾーンにおけるグルーブのウォブリング
を、それぞれ示している。
【００６１】
ＲＷゾーンでは、あらかじめアドレス情報（ＡＤＩＰ）を、トラッキングを行うために、
ディスク上にスパイラル状に形成されたグルーブをウォブリングすることによって形成し
てある。
アドレス情報を形成したグルーブには、フェーズチェンジマークにより情報を記録再生す
る。
図３（ａ）に示すように、ＲＷゾーンにおけるグルーブ、つまりＡＤＩＰアドレス情報を
形成したグルーブトラックは、トラックピッチＴＰ＝０．３２μｍとされている。
この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 Limit
ed、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。
アドレス情報は、ウォブリング周期を６９Ｔとし、ウォブリング振幅ＷＡはおよそ２０ｎ
ｍ（p-p）である。
【００６２】
アドレス情報と、フェーズチェンジマークは、その周波数帯域が重ならないようにしてお
り、これによってそれぞれの検出に影響を与えないようにしてある。
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アドレス情報のウォブリングのＣＮＲ（carrier noise ratio）はバンド幅３０ＫＨｚの
とき、記録後３０ｄＢであり、アドレスエラーレートは節動（ディスクのスキュー，デフ
ォーカス、外乱等）による影響を含めて１×１０-3以下である。
【００６３】
一方、図３（ｂ）のＰＢゾーンにおけるグルーブによるトラックは、上記図３（ａ）のＲ
Ｗゾーンのグルーブによるトラックより、トラックピッチが広く、ウォブリング振幅が大
きいものとされている。
即ちトラックピッチＴＰ＝０．３５μｍであり、ウォブリング周期は３６Ｔ、ウォブリン
グ振幅ＷＡはおよそ４０ｎｍ（p-p）とされている。ウォブリング周期が３６Ｔとされる
ことはプリレコーデット情報の記録線密度はＡＤＩＰ情報の記録線密度より高くなってい
ることを意味する。また、フェーズチェンジマークは最短２Ｔであるから、プリレコーデ
ッド情報の記録線密度はフェーズチェンジマークの記録線密度より低い。
このＰＢゾーンのトラックにはフェーズチェンジマークを記録しない。
【００６４】
ウォブリング波形は、ＲＷゾーンでは正弦波状に形成するが、ＰＢゾーンでは、正弦波状
か或いは矩形波状で記録することができる。
【００６５】
フェーズチェンジマークは、バンド幅３０ＫＨｚのときＣＮＲ５０ｄＢ程度の信号品質で
あれば、データにＥＣＣ（エラー訂正コード）をつけて記録再生することで、エラー訂正
後のシンボルエラーレートを１×１０-16以下を達成でき、データの記録再生として使え
ることが知られている。
ＡＤＩＰアドレス情報についてのウォブルのＣＮＲはバンド幅３０ＫＨｚのとき、フェイ
ズチェンジマークの未記録状態で３５ｄＢである。
アドレス情報としては、いわゆる連続性判別に基づく内挿保護を行うことなどによりこの
程度の信号品質で十分であるが、ＰＢゾーンに記録するプリレコーデッド情報については
、フェイズチェンジマークと同等のＣＮＲ５０ｄＢ以上の信号品質は確保したい。このた
め、図３（ｂ）に示したようにＰＢゾーンでは、ＲＷゾーンにおけるグルーブとは物理的
に異なるグルーブを形成するものである。
【００６６】
まず、トラックピッチを広くすることにより、となりのトラックからのクロストークをお
さえることができ、ウォブル振幅を２倍にすることにより、ＣＮＲを＋６ｄＢ改善できる
。
さらにウォブル波形として矩形波をつかうことによって、ＣＮＲを＋２ｄＢ改善できる。
あわせてＣＮＲは43dBである。
フェーズチェンジマークとプリレコーデッドデータゾーンのウォブルの記録帯域の違いは
、ウォブル１８Ｔ（１８Ｔは３６Ｔの半分）；フェイズチェンジマーク２Ｔで、この点で
９．５ｄＢ得られる。
従ってプリレコーデッド情報としてのＣＮＲは５２．５ｄＢ相当であり、となりのトラッ
クからのクロストークとして－２ｄＢを見積もっても、ＣＮＲ５０．５ｄＢ相当である。
つまり、ほぼフェーズチェンジマークと同程度の信号品質となり、ウォブリング信号をプ
リレコーデッド情報の記録再生に用いることが十分に適切となる。
【００６７】
３．ユーザーデータのＥＣＣブロック構造
ＲＷゾーン（記録再生領域）にフェーズチェンジマークにより記録されるユーザデータの
ＥＣＣブロック構造を図４で説明する。
【００６８】
ユーザーデータのデータブロックは３２セクターで構成されるが、このデータブロックは
ユーザーデータによるサブブロックとユーザコントロールデータによるサブブロックによ
り構成される。
【００６９】
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図４に示すようにユーザデータによるサブブロックは、６４Ｋバイト、即ち２０４８バイ
ト×３２セクタの単位となる。
このデータ単位に対して、１セクタにつき４バイトのＥＤＣ（エラー検出コード）が付加
され、２０５２バイト×３２セクタの単位のデータフレームとされる。
さらにスクランブル処理されてスクランブルドデータフレームとされる。
そしてリードソロモン符号化されて、２１６行（row）×３０４列（colum）のデータブロ
ックが構成される。さらに３２行のパリティが付加されて、ＬＤＣ（Long Distance Code
）サブブロックが構成される。ＬＤＣは、符号間距離が大きい訂正符号である。ＬＤＣサ
ブブロックは、ＲＳ（２４８，２１６，３３）×３０４のブロックである。
そして、ＬＤＣサブブロックから、ＬＤＣクラスタ（４９６行×１５２列）が構成される
。
【００７０】
ユーザデータによるサブブロックからＬＤＣサブブロックまでのエンコードの様子を図５
（ａ）（ｂ）に示している。
図５（ａ）に示すユーザーデータ６４ＫＢについては、図５（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。
【００７１】
一方、図４に示すように、ユーザコントロールデータによるサブブロックは、各１８バイ
トの３２ユニットの単位となる。また、アドレスユニットナンバとして各９バイトの１６
アドレスの単位となる。
この７２０バイトが符号化の単位となる。
即ち、この７２０バイトがリードソロモン符号化されて、３０行×２４列のアクセスブロ
ックとされる。
そして、これに３２行のパリティが付加されて、ＢＩＳ（burst indicating subcode）サ
ブブロックが構成される。ＢＩＳは、光ディスクのバーストエラーの位置を示すためのサ
ブコードである。
ＢＩＳサブブロックは、ＲＳ（６２，３０，３３）×２４のブロックである。
そして、ＢＩＳサブブロックから、ＢＩＳクラスタ（４９６行×３列）が構成される。
【００７２】
ユーザコントロールデータ及びアドレスユニットナンバとしての７２０バイトからＢＩＳ
サブブロックまでのエンコードの様子を図５（ｃ）（ｄ）に示している。
即ちＢＩＳサブブロックは、図５（ｃ）に示す７２０Ｂのデータに対して、図５（ｄ）の
ようにＥＣＣ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３３のＲＳ(reed solomon)コードである。２４の符号語がある。
【００７３】
図４に示すように、記録再生単位であるＬＤＣクラスタおよびＢＩＳクラスタは、それぞ
れ４９６（行）のデータフレームから構成され、１フレームは、ＬＤＣクラスタが１５２
バイト、ＢＩＳクラスタが３バイトである。
従ってデータフレームとしての１フレームは、１５２＋３＝１５５バイトとされる。図示
するように、３８バイトのＬＤＣと１バイトのＢＩＳが交互に配置されていくことで１５
５バイトのデータフレームが構成されることとなる。
この１５５バイトのデータフレームの４９６行、つまり４９６フレームがＥＣＣブロック
となる。
【００７４】
そして各データフレームに対してＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調が施され、その際にｄｃｃ（
ＤＣフリーとするためのビット）やフレームシンクが付加されて記録フレームが構成され
る。この場合、データフレームから変調されたデータは、先頭の１グループは２５ビット
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、残り２７グループは４５ビットとなるように分割され、それぞれのグループの後に、１
ビットのｄｃｃが挿入され、先頭に２０ビットのフレームシンク（frame sync）が挿入さ
れて、１２８８ビット（ＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調により、１９３２チャネルビットに変
換される）の記録フレームとなる。（ＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調では、２データビットが
３チャンネルビットに変換される。）
【００７５】
このような記録フレームが、ディスクのＲＷゾーンにおけるトラックに記録されるデータ
構造となる。
記録密度は、ＤＶＲにおいてＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調の チャンネルビットあたり0.08
μｍ程度が考えられる。
【００７６】
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４のデータ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）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。
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が、このアドレスは、ＲＯＭタイプディスク等
で、ウォブリンググルーブによるアドレス情報がない場合等につかわれる。
【００７７】
図６にクラスタ単位でのフレーム構造を示している。
上記のように１５５バイトのデータフレーム（１９３２チャンネルビットの記録フレーム
）は、４９６行、つまり４９６フレームでＥＣＣブロックが構成される。この４９６フレ
ームの前後に、リンキングのためのランイン、ランアウトとしてのフレームが付加された
、４９８フレームが記録単位（ＲＵＢ：recording unit block）としてのクラスタとなる
。
【００７８】
また、上述したようにアドレスユニットナンバとして１６個のアドレスが付加されるが、
ランイン、ランアウトを除いた４９６フレームのＬＤＣクラスタの部分は、フレームナン
バ０～３０の３１フレームを単位として１６個に分割され、１６個のアドレス（アドレス
ユニットナンバ０～１５）がそれぞれに割り当てられる状態となる。
【００７９】
４．ＡＤＩＰアドレス
続いて、ＲＷゾーンにおけるウォブリンググルーブとして記録されるＡＤＩＰアドレスに
ついて説明する。
図７は、グルーブをウォブリングしたＡＤＩＰアドレスの変調方法として、ＦＳＫ変調の
一つであるＭＳＫ(minimum shift keying)変調を用いたものを示している。
【００８０】
データの検出長は２ウォブル区間を単位とする。なお、１ウォブル区間とはキャリア周波
数によるウォブルの１周期区間である。
アドレス等のデータは、図７（ａ）（ｂ）に示すように、記録前に、１ウォブルを単位と
して、差動符号化する。
つまり、記録前の差動符号化後のプリコードデータにおいて、データが“１”のエッジの
立ち上がりと立ち下がりの１ウォブル期間が、“１”になる。
このようなプリコードデータをＭＳＫ変調したＭＳＫストリームでは、図７（ｃ）のよう
に、プリコードデータが“０”のとき、キャリアであるcosωｔあるいは－cosωｔとなり
、プリコードデータが“１”のとき、キャリアの周波数の1.5倍のcos1.5ωｔあるいは－c
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os1.5ωｔとなる。
キャリアの周期は図に示すように、記録再生するフェーズチェンジデータの１チャンネル
ビット長を１chとすると、６９chである。
【００８１】
ＭＳＫ変調を用いたＡＤＩＰの１データビットは５６ウォブル期間に相当し、１ウォブル
期間は、図３（ａ）で述べたようにユーザデータに用いるＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調の６
９チャンネルビットに相当する。
従ってＡＤＩＰデータビットの記録密度は、ＲＬＬ（１，７）ＰＰ変調のユーザデータに
比べて１／２５７６となる。
【００８２】
本例の場合、上述したユーザデータの記録単位である１つのＲＵＢ（recording unit blo
ck：記録クラスタ）に対しては、ＡＤＩＰアドレスとして３つのアドレスが入るものとさ
れる。
図８にその様子を示す。ＲＵＢ（記録クラスタ）は、図６に示したように、データのＥＣ
Ｃブロックとしての４９６フレームに、リンキングのためのランイン、ランアウトを付加
した４９８フレームとして記録単位である。
そして図８（ａ）のように１つのＲＵＢに相当する区間において、ＡＤＩＰとしては３つ
のアドレスブロックが含まれることになる。
１つのアドレスブロックは８３ビットから形成される。
【００８３】
図８（ｂ）に１つのアドレスブロックの構成を示している。８３ビットのアドレスブロッ
クは、８ビットのシンクパート（同期信号パート）と、７５ビットのデータパートからな
る。
シンクパートの８ビットでは、モノトーンビット（１ビット）とシンクビット（１ビット
）によるシンクブロックが４単位形成される。
データパートの７５ビットでは、モノトーンビット（１ビット）とＡＤＩＰビット（４ビ
ット）によるＡＤＩＰブロックが１５単位形成される。
【００８４】
モノトーンビット、シンクビット、及びＡＤＩＰビットは、それぞれ５６ウォブル期間の
ウォブルで形成される。これらのビットの先頭にはビットシンクの為のＭＳＫマークが配
される。
そしてモノトーンビットはＭＳＫマークに続いて、キャリア周波数によるウォブルが連続
して形成される。シンクビット及びＡＤＩＰビットは後述するが、ＭＳＫマークに続いて
、ＭＳＫ変調波形によるウォブルを有して形成される。
【００８５】
まずシンクパートの構成を図９で説明する。
図９（ａ）（ｂ）からわかるように、８ビットのシンクパートは、４つのシンクブロック
（ｓｙｎｃ　ｂｌｏｃｋ“０”“１”“２”“３”）から形成される。各シンクブロック
は２ビットである。
【００８６】
ｓｙｎｃ　ｂｌｏｃｋ“０”は、モノトーンビットとシンク“０”ビットで形成される。
ｓｙｎｃ　ｂｌｏｃｋ“１”は、モノトーンビットとシンク“１”ビットで形成される。
ｓｙｎｃ　ｂｌｏｃｋ“２”は、モノトーンビットとシンク“２”ビットで形成される。
ｓｙｎｃ　ｂｌｏｃｋ“３”は、モノトーンビットとシンク“３”ビットで形成される。
【００８７】
各シンクブロックにおいて、モノトーンビットは上述したようにキャリアをあらわす単一
周波数のウォブルが連続する波形であり、これを図１０（ａ）に示す。即ち５６ウォブル
期間に、先頭にビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークが付され、それに続いて単一周波
数のウォブルが連続する。
なお図１０（ａ）～（ｅ）において、それぞれウォブル振幅の下段にＭＳＫマークパター
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ンを示している。
【００８８】
シンクビットとしては、上記のようにシンク“０”ビット～シンク“３”ビットまでの４
種類がある。
これら４種類の各シンクビットは、それぞれ図１０（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｅ）に示すよう
なウォブルパターンとされる。
【００８９】
図１０（ｂ）のシンク“０”ビットは、ビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークに続いて
、１６ウォブル区間後にＭＳＫマークがあり、さらに１０ウォブル区間後にＭＳＫマーク
があるパターンとなる。
シンク“１”ビット～シンク“３”ビットは、それぞれＭＳＫマークの位置を２ウォブル
区間後方にずらしたパターンである。
即ち図１０（ｃ）のシンク“１”ビットは、ビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークに続
いて、１８ウォブル区間後にＭＳＫマークがあり、さらにその１０ウォブル区間後にＭＳ
Ｋマークがあるパターンとなる。
図１０（ｄ）のシンク“２”ビットは、ビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークに続いて
、２０ウォブル区間後にＭＳＫマークがあり、さらにその１０ウォブル区間後にＭＳＫマ
ークがあるパターンとなる。
図１０（ｅ）のシンク“３”ビットは、ビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークに続いて
、２２ウォブル区間後にＭＳＫマークがあり、さらにその１０ウォブル区間後にＭＳＫマ
ークがあるパターンとなる。
【００９０】
各シンクパターンは、モノトーンビット及び次に説明するＡＤＩＰビットに対してユニー
クなパターンとなっている。このように４つのパターンのシンクビットが、各シンクブロ
ックに配されることになり、ディスクドライブ装置側では、シンクパート区間からこの４
つのパターンのシンクユニットのいずれかを検出できれば、同期をとることができるよう
にされている。
【００９１】
次にアドレスブロックにおけるデータパートの構成を図１１で説明する。
図１１（ａ）（ｂ）からわかるように、データパートは、１５個のＡＤＩＰブロック（Ａ
ＤＩＰ　ｂｌｏｃｋ“０”～“１４”）から形成される。各ＡＤＩＰブロックは５ビット
である。
【００９２】
５ビットの各ＡＤＩＰブロックは、モノトーンビットが１ビットとＡＤＩＰビットが４ビ
ットで構成される。
各ＡＤＩＰブロックにおいて、シンクブロックの場合と同様に、モノトーンビットは５６
ウォブル期間において先頭にビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークが配され、続いてキ
ャリア周波数のウォブルが連続する波形であり、これを図１２（ａ）に示している。
【００９３】
１つのＡＤＩＰブロックに４ビットのＡＤＩＰビットが含まれるため、１５個のＡＤＩＰ
ブロックにより６０ＡＤＩＰビットでアドレス情報が形成される。
ＡＤＩＰビットとしての「１」及び「０」のパターンを図１２（ｂ）（ｃ）に示す。
ＡＤＩＰビットとしての値が「１」の場合のウォブル波形パターンは、図１２（ｂ）に示
すように、先頭に配されるビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークに続いて、１２ウォブ
ル区間後方にＭＳＫマークが配される。
ＡＤＩＰビットとしての値が「０」の場合のウォブル波形パターンは、図１２（ｃ）に示
すように、先頭に配されるビットシンクｂｓとしてのＭＳＫマークに続いて、１４ウォブ
ル区間後方にＭＳＫマークが配される。
【００９４】
以上のようにして、ウォブリンググルーブにはＭＳＫ変調データが記録されることになる
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が、このように記録されるＡＤＩＰ情報としてのアドレスフォーマットは図２１のように
なる。
【００９５】
図１３によりＡＤＩＰアドレス情報に対するエラー訂正の方法を示す。
ＡＤＩＰアドレス情報は３６ビットあり、これに対してパリティ２４ビットが付加される
。
３６ビットのＡＤＩＰアドレス情報は、多層記録用にレイヤナンバ３bit（layer no.bit 
0～layer no.bit2）、ＲＵＢ(recording unit block)用に１９bit（RUB no.bit 0～layer
 no.bit 18）、１ＲＵＢに対する３つのアドレスブロック用に２bit（address no.bit 0
、address no.bit1）とされる。
また、記録再生レーザパワー等の記録条件を記録したdisc ID等、ＡＵＸデータとして１
２bitが用意されている。
【００９６】
アドレスデータとしてのＥＣＣ単位は、このように合計６０ビットの単位とされ、図示す
るようにNibble0～Nibble14の１５ニブル（１ニブル＝４ビット）で構成される。
エラー訂正方式としては４ビットを１シンボルとした、nibbleベースのリードソロモン符
号ＲＳ(15,9,7)である。つまり、符号長１５ニブル、データ９ニブル、パリティ６ニブル
である。
【００９７】
５．プリレコーデッド情報（出荷時情報）
図１４に、プリレコーデッドデータゾーンにおけるウォブリンググルーブを形成するため
の、プリレコーデッド情報（出荷時情報）の変調方法を示す。
変調はバイフェーズ変調方式として例えばＦＭコード変調を用いる。
図１４（ａ）にデータビット、図１４（ｂ）にチャンネルクロック、図１４（ｃ）にＦＭ
コード、図１４（ｄ）にウォブル波形を縦に並べて示している。
データの１bitは２ｃｈ（２チャンネルクロック）であり、ビット情報が「１」のとき、
ＦＭコードはチャンネルクロックの１／２の周波数とされる。
またビット情報が「０」のとき、ＦＭコードはビット情報「１」の１／２の周波数であら
わされる。
ウォブル波形としては、ＦＭコードを矩形波を直接記録することもあるが、図４（ｄ）に
示すように正弦波状の波形で記録することもある。
【００９８】
なお、ＦＭコード及びウォブル波形は図１４（ｃ）（ｄ）とは逆極性のパターンとして、
図１４（ｅ）（ｆ）に示すパターンとしても良い。
【００９９】
上記のようなＦＭコード変調のルールにおいて、図１４（ｇ）のようにデータビットスト
リームが「１０１１００１０」とされているときのＦＭコード波形、およびウォブル波形
（正弦波状波形）は図１４（ｈ）（ｉ）に示すようになる。
なお、図１４（ｅ）（ｆ）に示すパターンに対応した場合は、図１４（ｊ）（ｋ）に示す
ようになる。
【０１００】
図１５で出荷時情報のＥＣＣブロック構造を説明する。
出荷時情報のデータブロックは２セクターで構成される。このデータブロックは実際の出
荷時情報（プリレコーデッドデータ）によるサブブロックと出荷時情報に係るコントロー
ルデータ（プリレコーデッドコントロールデータ）によるサブブロックにより構成される
。
【０１０１】
図１５に示すようにプリレコーデッドデータによるサブブロックは、４Ｋバイト、即ち２
０４８バイト×２セクタの単位となる。
このデータ単位に対して、１セクタにつき４バイトのＥＤＣ（エラー検出コード）が付加
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され、２０５２バイト×２セクタの単位のデータフレームとされる。
さらにスクランブル処理されてスクランブルドデータフレームとされる。
そしてリードソロモン符号化されて、２１６行（row）×１９列（colum）のデータブロッ
クが構成される。さらに３２行のパリティが付加されて、ＬＤＣ（Long Distance Code）
サブブロックが構成される。ＬＤＣサブブロックは、ＲＳ（２４８，２１６，３３）×１
９のブロックである。
そして、ＬＤＣサブブロックから、ＬＤＣクラスタ（２４８行×１９列）が構成される。
【０１０２】
プリレコーデッドによるサブブロックからＬＤＣサブブロックまでのエンコードの様子を
図１６（ａ）（ｂ）に示している。
図１６（ａ）に示すユーザーデータ４ＫＢについては、図１６（ｂ）のようにＥＣＣエン
コードされる。即ちプリレコーデッドデータは１セクタ２０４８Ｂについて４ＢのＥＤＣ
(error detection code)を付加し、２セクタに対し、ＬＤＣを符号化する。ＬＤＣはＲＳ
(248,216,33)、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。１９の符号語がある。
【０１０３】
一方、図１５に示すように、プリレコーデッドコントロールデータによるサブブロックは
、各２４バイトの２ユニットの単位となる。また、アドレスユニットナンバとして各９バ
イトの８アドレスの単位となる。
この１２０バイトが符号化の単位となる。
即ち、この１２０バイトがリードソロモン符号化されて、３０行×４列のアクセスブロッ
クとされる。
そして、これに３２行のパリティが付加されて、ＢＩＳ（burst indicating subcode）サ
ブブロックが構成される。
ＢＩＳサブブロックは、ＲＳ（６２，３０，３３）×４のブロックである。そして、ＢＩ
Ｓサブブロックから、ＢＩＳクラスタ（２４８行×１列）が構成される。
【０１０４】
プリレコーデッドコントロールデータ及びアドレスユニットナンバとしての１２０バイト
からＢＩＳサブブロックまでのエンコードの様子を図１６（ｃ）（ｄ）に示している。
即ちＢＩＳサブブロックは、図１６（ｃ）に示す１２０Ｂのデータに対して、図１６（ｄ
）のようにＥＣＣ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３３のＲＳ(reed solomon)コードである。４の符号語がある。
【０１０５】
図１５に示すように、ＬＤＣクラスタおよびＢＩＳクラスタは、それぞれ２４８（行）の
データフレームから構成され、１フレームは、ＬＤＣクラスタが１９バイト、ＢＩＳクラ
スタが１バイトである。
従ってデータフレームとしての１フレームは、１９＋１＝２０バイトとされる。例えば図
示するように、１バイトのＢＩＳが先頭に配置された後、１９バイトのＬＤＣが配置され
て２０バイトのデータフレームが構成されることとなる。
この２０バイトのデータフレームの２４８行、つまり２４８フレームがＥＣＣブロックと
なる。
【０１０６】
そして各データフレームに対してバイフェーズ変調が施され、その際フレームシンクが付
加されて記録フレームが構成される。この場合、データフレームから変調されたデータは
、データフレーム２０バイト（１６０ビット）の先頭に８ビットのフレームシンク（fram
e sync）が挿入され、バイフェーズ変調により３３６チャンネルビットの構造となる。
なお、バイフェーズ変調の場合、ＤＣ成分は無いため、ｄｃｃを付加する必要はない。
【０１０７】
このような記録フレームが、ディスクのＰＢゾーンにおけるウォブリンググルーブとして
記録される出荷時情報のデータ構造となる。
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図２で説明したように、出荷時情報としてのプリレコーデッド情報は、直径１２ｃｍディ
スクのＰＢゾーンとして、半径２２．３～２３．１ｍｍのエリアに記録する。
このＰＢゾーンに上記フォーマットで出荷時情報のデータとしての１ブロックをディスク
１周回を超えないように入れることを考えると、チャンネルビット 密度は １．７２μｍ
くらいまで緩められる。
すなわち データビット記録密度を ＲＬＬ（１，７）ＰＰ方式のユーザデータに比べて１
／２８程度まで緩められ、信号のＳ／Ｎを稼ぐことができる。
【０１０８】
また、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。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。隣接したＢＩＳ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１９Ｂはバーストエラーとみなされる。このデータ
１９Ｂ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。
これによりＬＤＣだけの訂正より、訂正能力をあげることができる。
【０１０９】
ＢＩＳにはアドレス情報等が含まれている。プリレコーデッドデータゾーンではプリレコ
ーデッド情報がウォブリンググルーブによって記録され、従ってウォブリンググルーブに
よるアドレス情報は無いため、このＢＩＳにあるアドレスがアクセスのために使われる。
【０１１０】
なお、図１５（図１６），図４（図５）からわかるように、フェイズチェンジマークによ
るユーザデータと出荷時情報は、ＥＣＣフォーマットとしては、同一の符号が採用される
。
これは、出荷時情報（プリレコーデッド情報）のＥＣＣデコード処理は、フェイズチェン
ジマークによるユーザデータ再生時のＥＣＣデコード処理を行う回路系で実行でき、ディ
スクドライブ装置としてはハードウエア構成の効率化を図ることができることを意味する
。
【０１１１】
図１７にクラスタ単位でのフレーム構造を示している。
上記のように２０バイトのデータフレーム（３３６チャンネルビットの記録フレーム）は
、２４８行、つまり２４８フレームでＥＣＣブロックが構成される。この２４８フレーム
の前後に、リンキングのためのランイン、ランアウトとしてのフレームが付加された、２
５０フレームが１クラスタとなる。
【０１１２】
また、上述したようにアドレスユニットナンバとして８個のアドレスが付加されるが、ラ
ンイン、ランアウトを除いた２４８フレームの部分は、フレームナンバ０～３０の３１フ
レームを単位として８個に分割され、８個のアドレス（アドレスユニットナンバ０～７）
がそれぞれに割り当てられる状態となる。
【０１１３】
なお、図１７は、ユーザーデータのクラスタ構造に合わせてリンキング用のフレームを付
加した例である。ユーザーデータのクラスタ構造と合わせることで、ディスクドライブ装
置のデコード処理系として回路構成上、都合が良い。
ただし、そのような点が問題にならなければ、ユーザーデータのクラスタ構造に合わせる
必要はない。
即ち出荷時情報は再生専用の情報であって、書換は行われないものであるため、リンキン
グ用のフレームは必要ないものである。
そこで図１８に示すように、リンキング用のフレームを設けず、２４８フレームを１クラ
スタとする例も考えられる。
【０１１４】
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ここで、上記のＬＤＣサブブロックとＢＩＳサブブロックついて、インターリーブなどの
データ列変換を図１９～図２６で説明する。
これらの図においては、ＬＤＣサブブロックの変換を図１９～図２１に、ＢＩＳサブブロ
ックの変換を図２２～図２５に、ＬＤＣサブブロックとＢＩＳサブブロックのデータをデ
ィスク上に記録する際の変換を図２６に示している。
【０１１５】
図１９は、実際の出荷時情報のデータとしてのプリレコーデッドデータ「C(g,h)」をメモ
リ「D(i,j)」上に変換する様子を示している。
変換式は　０≦ｇ＜２，０≦ｈ＜２０５２の範囲でユニット「ｇ」，プリレコーデッドデ
ータ「ｈ」を用いて、
ｉ=(g×2052＋h)％216
ｊ=(g×2052＋h)／216
とあらわされる。なお、“／”は除算の商、 “％”除算の余り（modulo）を示す。
また、C(g,2048) ～C(g,2051)は、C(g,0) ～C(g,2047)に対するEDC（誤りチェックコード
）である。
図１５に示した（２０５２×２）バイトのＥＤＣ付きプリレコーデッドデータは、上記変
換式により、図１９に示すように、０≦ｉ≦２１５、０≦ｊ≦１８のメモリＤ（ｉ，ｊ）
に展開される。図中に示す「０，０」～「１，２０５１」がプリレコーデッドデータ「C(
g,h)」を示している。
【０１１６】
図２０は、上記のようにメモリ上に展開されたプリレコーデッドデータについて、メモリ
D(i,j)上での符号として示している。ｉはコードナンバ、ｊはバイトとなる。
網掛け部分として示す、ｉ値としての２１６～２４７の範囲は、付加される３２ｒｏｗの
パリティとなる。
【０１１７】
図２１は、図２０のようなメモリD(i,j)上のデータをディスク上の位置b(s,t,u)に変換す
る様子を示している。ｓはＡＵＮ（アドレスユニットナンバ）、ｔはフレーム、ｕはバイ
トである。
変換式は　０≦ｓ＜8，０≦ｔ＜３１，１≦ｕ＜２０の範囲でs,t,uを用いて、
ｉ=(s×31＋t)
ｊ=(s×31＋t＋u－1)％19
とあらわされる。
【０１１８】
次に図２２～図２５で、出荷時情報のデータのための付加・制御情報としてのプリレコー
デッドコントロールデータについての変換を示す。
図２２にＢＩＳサブブロックに入れる情報を示している。
上述のようにＢＩＳ情報は、アドレス情報とプリレコーデッドコントロールデータより構
成される。
【０１１９】
ＢＩＳにおけるアドレスフィールドを図２２（ａ）に示す。アドレスとしては、１つのＥ
ＣＣブロックの中に、８アドレスフィールド（＃０～＃７）ある。
１つのアドレスフィールドは９byteより構成される。例えばアドレスフィールド＃０は、
０-0～０-8の９バイトで構成される。
各アドレスフィールドのＭＳＢ４ByteにはＡＵＮ(address unit number)というＥＣＣブ
ロックアドレスを示すアドレス値が配される。
また各アドレスフィールドの５バイト目には、その下位３bit(３Lsbit)には、アドレスフ
ィールドナンバが配される。
さらに各アドレスフィールドの下位４Byteには各アドレスフィールドに対するパリティが
配される。
【０１２０】
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一方、ＢＩＳにおけるプリレコーデッドコントロールデータは、図２２（ｂ）のように１
ＥＣＣブロック内に２ユニット（＃０，＃１）ある。
プリレコーデッドコントロールデータの１ユニットは２４byteより構成される。例えばユ
ニット＃０は、０-0～０-23の２４バイトで構成される。
このプリレコーデッドコントロールデータは将来のシステムに使われるようにリザーブし
てある。
【０１２１】
図２３は、ＢＩＳサブブロックにおけるアドレス情報I(s,v)とプリレコーデッドコントロ
ールデータU(g,h)をメモリB(i,j)上に変換する様子を示している。
アドレス情報I(s,v)として、ｓはＡＵＮ（＃０～＃７）、ｖはアドレスデータ（バイト（
０～８））である。
プリレコーデッドコントロールデータU(g,h)について、ｇはユニット（＃０，＃１）、ｈ
はデータ（バイト（０～２３））である。
【０１２２】
変換式は、０≦ｓ＜８，０≦ｖ＜９　の範囲でｓ，ｖを用いて、
ｉ=((s×31＋v)％31)×2 ＋((s×31＋v)／124)
=(v％31)×2＋(s／4)
ｊ= (s×31＋v)％4
であり、メモリ上に０≦ｉ≦１７の１８ｒｏｗの範囲にアドレス情報がインターリーブさ
れて展開される。
【０１２３】
また、０≦ｇ＜２，０≦ｈ＜２４の範囲でユニット「ｇ」，プリレコーデッドコントロー
ルデータ「ｈ」を用いて、
ｉ=(g×24＋h)％12＋18
ｊ=(g×24＋h)／12
とあらわされ、メモリ上に１８≦ｉ≦２９の１２ｒｏｗの範囲にプリレコーデッドコント
ロールデータが展開される。
【０１２４】
図２４は、上記のようにメモリ上に展開されたアドレス情報及びプリレコーデッドコント
ロールデータについて、メモリＢ(i,j)上での符号として示している。ｉはコードナンバ
、ｊはバイトとなる。
網掛け部分として示す、ｉ値としての３０～６１の範囲は、付加される３２ｒｏｗのパリ
ティとなる。
【０１２５】
図２５は、図２４のようなメモリＢ(i,j)上のデータをディスク上の位置b(s,t,u)に変換
する様子を示している。ｓはＡＵＮ（アドレスユニットナンバ）、ｔはフレーム、ｕはバ
イトである。
変換式は　０≦ｓ＜8，０≦ｔ＜３１，ｕ＝０の範囲でs,t,uを用いて、
ｉ=((s×31＋t)％31)×2＋((s×31＋t)／124)
=(t％31)×2＋(s／4)
ｊ=(s×31＋t)％4
とあらわされる。
【０１２６】
上記ＬＤＣサブブロックについて変換された図２１と、ＢＩＳサブブロックについて変換
された図２５についてのデータb(s,t,u)が、図２６のように一緒にフレームを構成し、デ
ィスク上に記録されることになる。
なお、出荷時情報についてのデータ変換について述べたが、これらの変換規則はユーザー
データについての同様に適用される。
【０１２７】
ところで、上記例では出荷時情報についてプリレコーデッドデータの４ＫＢを単位として
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ＥＣＣブロックを構成する例を述べたが、例えば８ＫＢを単位としてＥＣＣブロックを構
成する例も考えられる。
図２７により、プリレコーデッドデータの８ＫＢを単位とするＥＣＣブロック構造を説明
する。
【０１２８】
この場合、出荷時情報のデータブロックは４セクターで構成される。
従ってプリレコーデッドデータによるサブブロックは、８Ｋバイト、即ち２０４８バイト
×４セクタの単位となる。
このデータ単位に対して、１セクタにつき４バイトのＥＤＣ（エラー検出コード）が付加
され、２０５２バイト×４セクタの単位のデータフレームとされる。
さらにスクランブル処理されてスクランブルドデータフレームとされる。
そしてリードソロモン符号化されて、２１６行（row）×３８列（colum）のデータブロッ
クが構成される。さらに３２行のパリティが付加されて、ＬＤＣ（Long Distance Code）
サブブロックが構成される。ＬＤＣサブブロックは、ＲＳ（２４８，２１６，３３）×３
８のブロックである。符号語は３８である。
そして、ＬＤＣサブブロックから、ＬＤＣクラスタ（４９６行×１９列）が構成される。
【０１２９】
一方、プリレコーデッドコントロールデータによるサブブロックは、各２４バイトの４ユ
ニットの単位となる。また、アドレスユニットナンバとして各９バイトの１６アドレスの
単位となる。
この２４０バイトが符号化の単位となる。
即ち、この２４０バイトがリードソロモン符号化されて、３０行×８列のアクセスブロッ
クとされる。
そして、これに３２行のパリティが付加されて、ＢＩＳ（burst indicating subcode）サ
ブブロックが構成される。符号語は８となる。
ＢＩＳサブブロックは、ＲＳ（６２，３０，３３）×８のブロックである。そして、ＢＩ
Ｓサブブロックから、ＢＩＳクラスタ（４９６行×１列）が構成される。
【０１３０】
ＬＤＣクラスタおよびＢＩＳクラスタは、それぞれ４９８（行）のデータフレームから構
成され、１フレームは、ＬＤＣクラスタが１９バイト、ＢＩＳクラスタが１バイトである
。
従ってデータフレームとしての１フレームは、１９＋１＝２０バイトとされる。例えば図
示するように、１バイトのＢＩＳが先頭に配置された後、１９バイトのＬＤＣが配置され
て２０バイトのデータフレームが構成されることとなる。
この２０バイトのデータフレームの４９６行、つまり４９６フレームがＥＣＣブロックと
なる。
【０１３１】
そして各データフレームに対してバイフェーズ変調が施され、その際フレームシンクが付
加されて記録フレームが構成される。この場合、データフレームから変調されたデータは
、データフレーム２０バイト（１６０ビット）の先頭に８ビットのフレームシンク（fram
e sync）が挿入され、バイフェーズ変調により３３６チャンネルビットの構造となる。
なお、バイフェーズ変調の場合、ＤＣ成分は無いため、ｄｃｃを付加する必要はない。
【０１３２】
このような記録フレームが、ディスクのＰＢゾーンにおけるウォブリンググルーブとして
記録される出荷時情報のデータ構造となる。
図２で説明したように、出荷時情報としてのプリレコーデッド情報は、直径１２ｃｍディ
スクのＰＢゾーンとして、半径２２．３～２３．１ｍｍのエリアに記録する。
このＰＢゾーンに上記フォーマットで出荷時情報のデータとしての１ブロックをディスク
１周回を超えないように入れることを考えると、チャンネルビット 密度は ０．８６μｍ
くらいまで緩められる。
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すなわち データビット記録密度を ＲＬＬ（１，７）ＰＰ方式のユーザデータに比べて１
／１４程度まで緩められ、信号のＳ／Ｎを稼ぐことができる。
そしてこの場合も、出荷時情報は、フェイズチェンジマークによるユーザデータと出荷時
情報は、ＥＣＣフォーマットとしては、同一の符号が採用される。
【０１３３】
図２８にクラスタ単位でのフレーム構造を示している。
上記のように２０バイトのデータフレーム（３３６チャンネルビットの記録フレーム）は
、４９６行、つまり４９６フレームでＥＣＣブロックが構成される。
この４９６フレームの前後に、リンキングのためのランイン、ランアウトとしてのフレー
ムが付加された、４９８フレームが１クラスタとなる。
【０１３４】
また、上述したようにアドレスユニットナンバとして１６個のアドレスが付加されるが、
ランイン、ランアウトを除いた４９６フレームの部分は、フレームナンバ０～３０の３１
フレームを単位として１６個に分割され、１６個のアドレス（アドレスユニットナンバ０
～１５）がそれぞれに割り当てられる状態となる。
【０１３５】
なお、図２８は、ユーザーデータのクラスタ構造に合わせてリンキング用のフレームを付
加した例である。ユーザーデータのクラスタ構造と合わせることで、ディスクドライブ装
置のデコード処理系として回路構成上、都合が良い。
ただしこの場合も、必ずしもユーザーデータのクラスタ構造に合わせる必要はない。即ち
出荷時情報は再生専用の情報であって、書換は行われないものであるため、リンキング用
のフレームは必要ない。
そこで図２９に示すように、リンキング用のフレームを設けず、４９６フレームを１クラ
スタとする例も考えられる。
【０１３６】
以上のような出荷時情報の４ＫＢ単位若しくは８ＫＢ単位でのＥＣＣブロック構成の例に
おけるフレームシンクについて図３０，図３１に示す。
図３０に示すように、フレームシンクＦＳとしては７種類のフレームシンクＦＳ０～ＦＳ
６がある。各フレームシンクＦＳ０～ＦＳ６はＦＭコード変調のアウトオブルールとして
のパターンを用いた、シンクボディ「１１００１００１」の８チャンネルビットと、７種
類のフレームシンクＦＳ０～ＦＳ６のそれぞれについてのシンクＩＤの８チャンネルビッ
トの合計１６チャンネルビットより構成される。
【０１３７】
シンクＩＤはデータビットであらわすと、たとえば、フレームシンクＦＳ０は「０００」
の３bitとパリティ１bit（ここでは０）よりあらわされ、これがＦＭコード変調され「１
０１０１０１０」となる。
他のシンクＩＤも同様に、３bitのデータビットとパリティ１bitによりあらわされ、ＦＭ
コード変調される。
これによりビットデータの符号距離は２以上となり、１ビット誤りがあってもほかのシン
クＩＤと判断されることはない。
フレームシンクＦＳは記録の際に、NRZI変換されて記録される。
【０１３８】
図３１にフレームシンクのマッピングを示す。
上述したように４ＫＢ単位の場合、１ＥＣＣブロックの２４８フレームは、８つの３１フ
レームづつのアドレスフレームに分割される。
また８ＫＢ単位の場合、１ＥＣＣブロックの４９６フレームは、１６個の３１フレームづ
つのアドレスフレームに分割される。
即ちいずれにしても３１フレームを単位として分割される。
【０１３９】
各フレームとも、０から３０のフレームナンバをもつ。フレームナンバ「０」には、他の
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フレームシンクには使われない特別のフレームシンクとしてＦＳ０を用いる。このフレー
ムシンクＦＳ０により、アドレスフレームの先頭を見い出すことができ、アドレス同期を
行うことができる。
フレームナンバ「１」から「３０」には、図３１に示す順番でフレームシンク（ＦＳ１～
ＦＳ６）を配置する。このフレームシンクの並ぶ順番により、先頭のフレームシンクＦＳ
０が特定できなくとも、アドレスフレームの先頭を特定することもできる。
【０１４０】
６．ディスクドライブ装置
次に、上記のようなディスクに対応して記録／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３２はディスクドライブ装置の構成を示す。
図３２において、ディスク１００は上述した本例のディスクである。
【０１４１】
ディスク１００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２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１によってディスク１００上のＲＷゾーンにおけるグルーブトラ
ックのウォブリングとして埋め込まれたＡＤＩＰ情報の読み出しがおこなわれる。またＰ
Ｂゾーンにおけるグルーブトラックのウォブリングとして埋め込まれたプリレコーデッド
情報の読み出しがおこなわれる。
また記録時には光学ピックアップによってＲＷゾーンにおけるトラックにユーザーデータ
がフェイズチェンジマークとして記録され、再生時には光学ピックアップによって記録さ
れたフェイズチェンジマークの読出が行われる。
【０１４２】
ピックアップ１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。
【０１４３】
ピックアップ１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１全体はスレッド機構３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１におけるレーザダイオードはレーザドライバ１３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。
【０１４４】
ディスク１００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４に供給される。
マトリクス回路４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。
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。
【０１４５】
マトリクス回路４から出力される再生データ信号はリーダ／ライタ回路５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１１へ、プッシュプル信号はウォブ
ル回路８へ、それぞれ供給される。
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【０１４６】
リーダ／ライタ回路５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として読み出されたデータを再生して、変
復調回路６に供給する。
変復調回路６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。
またＥＣＣエンコーダ／デコーダ７は、記録時にエラー訂正コードを付加するＥＣＣエン
コード処理と、再生時にエラー訂正を行うＥＣＣデコード処理を行う。
再生時には、変復調回路６で復調されたデータを内部メモリに取り込んで、エラー検出／
訂正処理及びデインターリーブ等の処理を行い、再生データを得る。
ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７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１０の指示に基づいて、読み出され、ＡＶ（Audio-Visual）システム２０に転
送される。
【０１４７】
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４から出力されるプッシュプル
信号は、ウォブル回路８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８においてＭＳＫ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９に供給される。
アドレスデコーダ９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１０に供給する。
またウォブル回路８ではプッシュプル信号として得られるウォブル信号に用いたＰＬＬ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。
【０１４８】
また、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４から出力されるプッシ
ュプル信号として、ＰＢゾーンからのプリレコーデッド情報としてのプッシュプル信号は
、ウォブル回路８においてバンドパスフィルタ処理、ＦＭコード復調処理が行われてリー
ダ／ライタ回路５に供給される。そしてＦＭコードストリームとして波形整形された後、
ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７でＥＣＣデコード、デインターリーブされて、プリレコー
デッド情報としてのデータが抽出される。抽出された出荷時情報（プリレコーデッド情報
）はシステムコントローラ１０に供給される。
システムコントローラ１０は、読み出されたプリレコーデッド情報に基づいて、各種設定
処理やコピープロテクト処理等を行うことができる。
また、システムコントローラ１０はウォブル回路８に対して制御信号ＣＴにより、ＡＤＩ
Ｐ情報の復調と出荷時情報の復調について処理の切換を指示する。
【０１４９】
図３３はウォブル回路８の構成例を示している。
マトリクス回路４からのプッシュプル信号Ｐ／Ｐは、バンドパスフィルタ６１を介してＰ
ＬＬ部６４に供給される。ＰＬＬ部６４は、例えばバンドパスフィルタ６１で抽出される
ウォブリングのキャリア成分について２値化した後、ＰＬＬ処理を行って、上記ウォブル
に基づくクロックＣＬＫを再生する。
ただし図３で説明したように、ＲＷゾーンのウォブリング周期は６９Ｔで、ＰＢゾーンの
ウォブリング周期は３６Ｔである。つまり、ＲＷゾーンとＰＢゾーンではウォブリングの
キャリア周波数は異なる。
このためシステムコントローラ１０は、制御信号ＣＴによりＲＷゾーンの記録再生時と、
ＰＢゾーンの再生時とで、バンドパスフィルタ６１の通過帯域を切り換えるようにしてい
る。
これにより、ＰＬＬ部６４で生成されるクロックＣＬＫとしては、ＲＷゾーン記録再生時
には周期６９Ｔのウォブルに対応した周波数となり、ＰＢゾーン再生時には周期３６Ｔの
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ウォブルに対応した周波数となる。
【０１５０】
またプッシュプル信号Ｐ／Ｐは、バンドパスフィルタ６１でキャリア周波数及びその１．
５倍の周波数成分が抽出された後、ＭＳＫ復調部６５に供給される。
ＭＳＫ復調部６５は、例えばＭＳＫ変調波とキャリア成分の乗算やフィルタリング等を行
うことでＭＳＫ復調を行い、ＡＤＩＰアドレスとしての復調データを得る。上述したよう
に、その復調データはアドレスデコーダ９に供給されて、ＡＤＩＰアドレス値としてデコ
ードされる。なお、ＭＳＫ復調は、周期６９Ｔのウォブルに対応した周波数とされている
クロックＣＬＫに基づいて行われる。
【０１５１】
またプッシュプル信号Ｐ／Ｐは、バンドパスフィルタ６１でバイフェーズ変調（ＦＭ変調
）信号成分が抽出され、ＦＭコード復調部６６で復調される。復調された信号は、リーダ
／ライタ回路５に供給される。なお、ＦＭコード復調は、周期３６Ｔのウォブルに対応し
た周波数とされているクロックＣＬＫに基づいて行われる。
【０１５２】
システムコントローラ１０はこのようなウォブル回路８に対して上記のように制御信号Ｃ
Ｔを供給する事で、クロックＣＬＫの周波数を切換制御している。即ちディスク１００の
ＰＢゾーンの再生時には、ＦＭコード復調部６６で復調を実行させ、これによって出荷時
情報の読込を行なわせるものとなる。
一方、ＲＷゾーンの再生時にはＭＳＫ復調部６５の動作を実行させ、ＡＤＩＰアドレスの
読込を実行させる。
【０１５３】
図３２のディスクドライブ装置において、記録時には、ＡＶシステム２０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エンコーダ／デコーダ７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エンコーダ／デコーダ７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インターリーブ、サブコード等の付加を行う。即ち
図４で説明したＥＣＣブロックへのエンコードを行う。
またＥＣＣエンコードされたデータは、変復調回路６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５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。
【０１５４】
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５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１３に送られる。
レーザドライバ１３では供給されたレーザドライブパルスをピックアップ１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１００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。
【０１５５】
なお、レーザドライバ１３は、いわゆるＡＰＣ回路（Auto Power Control）を備え、ピッ
クアップ１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１０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。
【０１５６】
サーボ回路１１は、マトリクス回路４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。
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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１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１、マトリクス回
路４、サーボ回路１１、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。
【０１５７】
またサーボ回路１１は、システムコントローラ１０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。
【０１５８】
またサーボ回路１１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１０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３を駆動する。スレッド機構３には、図示しないが、
ピックアップ１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１の
所要のスライド移動が行なわれる。
【０１５９】
スピンドルサーボ回路１２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１２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２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。
またデータ再生時においては、リーダ／ライタ回路５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２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１２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２のＣＬＶ回転を実行させる。
またスピンドルサーボ回路１２は、システムコントローラ１０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。
【０１６０】
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１０により制御される。
システムコントローラ１０は、ＡＶシステム２０からのコマンドに応じて各種処理を実行
する。
【０１６１】
例えばＡＶシステム２０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１０は、まず書き込むべきアドレスにピックアップ１を移動させる。そしてＥＣＣ
エンコーダ／デコーダ７、変復調回路６により、ＡＶシステム２０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
５からのレーザドライブパルスがレーザドライバ１３に供給されることで、記録が実行さ
れる。
【０１６２】
また例えばＡＶシステム２０から、ディスク１００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１１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１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２０に転送するために必要な
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動作制御を行う。即ちディスク１００からのデータ読出を行い、リーダ／ライタ回路５、
変復調回路６、ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７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。
【０１６３】
なお、これらのフェイズチェンジマークによるデータの記録再生時には、システムコント
ローラ１０は、ウォブル回路８及びアドレスデコーダ９によって検出されるＡＤＩＰ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。
また、システムコントローラ１０は、このときＥＣＣエンコーダ／デコーダ７に対して、
上記図４で説明した構造のＥＣＣブロックに対するエラー訂正デコードを指示することに
なる。
【０１６４】
また、ディスク１００が装填された際など所定の時点で、システムコントローラ１０は、
ディスク１００のＰＢゾーンにウォブリンググルーブとして記録されている出荷時情報（
プリレコーデッド情報）の読出を実行させる。
その場合、まずＰＢゾーンを目的としてシーク動作制御を行う。即ちサーボ回路１１に指
令を出し、ディスク最内周側へのピックアップ１のアクセス動作を実行させる。
その後、ピックアップ１による再生トレースを実行させ、反射光情報としてのプッシュプ
ル信号を得、ウォブル回路８、リーダ／ライタ回路５、ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７に
よるデコード処理を実行させ、プリレコーデッド情報としての再生データを得る。
なお、システムコントローラ１０は、このときＥＣＣエンコーダ／デコーダ７に対して、
上記図１５（又は図２７）で説明した構造のＥＣＣブロックに対するエラー訂正デコード
を指示することになる。
システムコントローラ１０はこのようにして読み出されたプリレコーデッド情報に基づい
て、レーザパワー設定やコピープロテクト処理等を行う。
【０１６５】
なお、ＰＢゾーンのプリレコーデッド情報の再生時には、システムコントローラ１０は、
読み出されたプリレコーデッド情報としてのＢＩＳクラスタに含まれるアドレス情報を用
いて、アクセスや再生動作の制御を行う。
【０１６６】
ところで、この図２２の例は、ＡＶシステム２０に接続されるディスクドライブ装置３０
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２２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、例えば記録専用装置、再生専用装置とし
ての例も考えられる。
【０１６７】
７．ディスク製造方法
続いて、上述した本例のディスクを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。
【０１６８】
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、いわゆるカッティングを行
なう。
本例の場合、ディスクの最内周側のＰＢゾーンに相当する部分でプリレコーデッド情報に
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基づいたウォブリングによるグルーブのカッティングが行われ、またＲＷゾーンに相当す
る部分で、ＡＤＩＰアドレスに基づいたウォブリングによるグルーブのカッティングが行
われる。
【０１６９】
記録するプリレコーデッド情報はプリマスタリングと呼ばれる準備工程で用意される。
そしてカッティングが終了すると、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。
【０１７０】
カッティング装置は、例えば図３３に示すように、プリレコーデッド情報発生部７１，ア
ドレス発生部７２、切換部７３、カッティング部７４、コントローラ７０を備える。
プリレコーデッド情報発生部７１は、プリマスタリング工程で用意されたプリレコーデッ
ド情報を出力する。
アドレス発生部７２は、絶対アドレスとしての値を順次出力する。
【０１７１】
カッティング部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
てカッティ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と、基板回転／移送部８５の位置から、カッティング位置がＰＢ
ゾーンとＲＷゾーンのいずれであるかを判別できるようにしたセンサ８６を有する。
【０１７２】
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カッティングヘッド部
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）と、さらにレーザ光源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。
【０１７３】
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、カッティング
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。
【０１７４】
信号処理部８１は、例えば切換部７３を介して供給されるプリレコーデッド情報やアドレ
ス情報に対して、例えばエラー訂正符号等を付加して入力データを形成するフォーマティ
ング処理や、フォーマティング処理データに所定の演算処理を施して変調信号を形成する
変調信号生成処理を行う。
そして変調信号に基づいて変調部８３の光変調器及び光偏向器を駆動する駆動処理も行う
。
【０１７５】
カッティング部７４では、カッティングの際、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カッティングヘッド部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
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光される。
【０１７６】
コントローラ７０は、このようなカッティング部７４のカッティング時の動作を実行制御
するとともに、センサ８６からの信号を監視しながらプリレコーデッド情報発生部７１、
アドレス発生部７２、切換部７３を制御する。
コントローラ７０は、カッティング開始時には、カッティング部７４に対してカッティン
グヘッド部８４が最内周側からレーザ照射を開始するように、基板回転／移送部８５のス
ライド位置を初期位置とさせる。そして硝子基板１０１のＣＬＶ回転駆動と、トラックピ
ッチ０．３５μｍのグルーブを形成するためのスライド移送を開始させる。
この状態で、プリレコーデッド情報発生部７１から出荷時情報としてのプリレコーデッド
情報を出力させ、切換部７３を介して信号処理部８１に供給させる。また、レーザ光源８
２からのレーザ出力を開始させ、変調部８３は信号処理部８１からの変調信号、即ちプリ
レコーデッド情報のＦＭコード変調信号に基づいてレーザ光を変調させ、硝子基板１０１
へのグルーブカッティングを実行させる。
これにより、ＰＢゾーンに相当する領域に、上述した図３（ｂ）のようなグルーブのカッ
ティングが行われていく。
【０１７７】
その後、コントローラ７０はセンサ８６の信号から、カッティング動作がＰＢゾーンに相
当する位置まで進んだことを検出したら、切換部７３をアドレス発生部７２側に切り換え
ると共に、アドレス発生部７２からアドレス値を順次発生させるように指示する。
また基板回転／移送部８５には、トラックピッチ０．３２μｍのグルーブを形成するよう
にスライド移送速度を低下させる。
【０１７８】
これによりアドレス発生部７２からアドレス情報が切換部７３を介して信号処理部８１に
供給される。そして、レーザ光源８２からのレーザ光は変調部８３において信号処理部８
１からの変調信号、即ちアドレス情報のＭＳＫ変調信号に基づいて変調され、その変調レ
ーザ光により硝子基板１０１へのグルーブカッティングが実行される。
これにより、ＲＷゾーンに相当する領域に、上述した図３（ａ）のようなグルーブのカッ
ティングが行われていく。
コントローラ７０はセンサ８６の信号から、当該カッティング動作がリードアウトゾーン
の終端に達したことを検出したら、カッティング動作を終了させる。
【０１７９】
このような動作により、硝子基板１０１上にＰＢゾーン及びＲＷゾーンとしてのウォブリ
ンググルーブに対応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上述のディス
クが生産される。
【０１８０】
８．変形例
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。
【０１８１】
上記例ではユーザーデータがフェーズチェンジマークとして記録されるものを示したが、
ユーザーデータの記録方式は、書換可能又は追記可能な方式であればよい。例えば光磁気
記録方式、色素変化方式などの記録方式に対応するディスク、やディスクドライブ装置で
あっても本発明を適用できる。
【０１８２】
また、出荷時情報についてはバイフェーズ変調を用いた例としたが、出荷時情報をユーザ
ーデータと同じ変調方式としても良い。例えば上記例に準じて言えば、ユーザーデータは
ＲＬＬ（１，７）ＰＰ方式であるため、出荷時情報もＲＬＬ（１，７）ＰＰ方式で変調す
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ることも考えられる。
【０１８３】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように本発明よれば、第１のデータ、第２のデータ、第３のデ
ータとして、それぞれに最適な記録方式、変調方式、記録密度を用いたまま、ユーザーデ
ータとしての第１のデータについて大容量記録が可能な追記又は書換型ディスクを実現す
ると共に、第３のデータとしての出荷時情報を適切に記録できる。
即ち第３のデータ、つまりプリレコーデッド情報とされる出荷時情報について、高い信頼
性を保ちつつ、適切なデータ容量で、しかも改ざん不能な情報として記録できるという効
果がある。
また本発明によるディスクの場合は、ディスクドライブ装置側においても、用いるデバイ
ス／回路への影響が少なく、構成の簡易化が実現でき、大きなコストアップも生じない。
【０１８４】
また、より詳細にいえば、以下の各効果が挙げられる。
第１のデータと第３のデータは、同一の誤り訂正符号を用いている。このため第３のデー
タと第１のデータはＥＣＣ処理に関して同一のハードウェアを同じものをつかうことがで
き、ディスクドライブ装置の低コスト化及び構成の簡易化を促進できる。
また、第１のデータは、第１のエラー訂正ブロック構造を有し、また第３のデータは第２
のエラー訂正ブロック構造を有することで、第１，第３のデータについてそれぞれに適切
なエラー訂正ブロック構造とできる。
特に、第３のデータの記録密度は、第１のデータの記録密度より緩くされているとともに
、記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数をｍの倍数とし、上記第２のエラー訂
正ブロックの訂正符号の符号数を、上記第１のエラー訂正ブロックの訂正符号の符号数の
ｎ／ｍとして、第２のエラー訂正ブロックのデータ数を、第１のエラー訂正ブロックのデ
ータ数のｎ／ｍとすることで、第１，第３のデータについてそれぞれに適切なエラー訂正
ブロック構造としたうえで、エラー訂正処理にとって都合のよいものとすることができる
。
【０１８５】
また、第１のエラー訂正ブロックは、第１のフレーム構造と、第１の訂正符号（例えばＬ
ＤＣ）からなる第１のサブブロック構造と、第２の訂正符号（例えばＢＩＳ）からなる第
２のサブブロック構造とから構成され、第２のエラー訂正ブロックは、第２のフレーム構
造と、上記第１の訂正符号（ＬＤＣ）からなる第３のサブブロック構造と、上記第２の訂
正符号（ＢＩＳ）からなる第４のサブブロック構造とから構成されるようにしても、第１
のデータと第３のデータについて、同一の誤り訂正符号を用いたうえで、それぞれについ
て好適なエラー訂正ブロックを実現できる。
特にこの場合、上記第３のデータの記録密度は、上記第１のデータの記録密度より緩くさ
れているとともに、第１のサブブロックを構成する第１の訂正符号の符号数をｍの倍数と
し、第３のサブブロックを構成する第１の訂正符号の符号数を、第１のサブブロックの訂
正符号の符号数のｎ／ｍとし、また第２のサブブロックを構成する第２の訂正符号の符号
数をｐの倍数とし、第４のサブブロックを構成する第２の訂正符号の符号数を、第２のサ
ブブロックの訂正符号の符号数のｑ／ｐとすることで、第１，第３のデータについてそれ
ぞれに適切なエラー訂正ブロック構造としたうえで、エラー訂正処理にとって都合のよい
ものとすることができる。
これらの場合において、「ｍ」は「２」のべき乗の値、「ｎ」は「１」とすることが最適
である。
【０１８６】
また再生専用領域は、グルーブのウォブリングによって第３のデータを記録した領域とし
ている。このため、エンボスピットにより第３のデータを記録する必要が無くなる。そし
てエンボスピットを形成する必要がないため、グルーブの深さを浅くすることができる。
つまりエンボスピットの再生特性を考慮せずに、グルーブの深さを高密度記録にとって最
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適な状態に設定でき、高密度記録に適切なものとできる。
またディスクドライブ装置側では、第３のデータを第２のデータ（ＡＤＩＰアドレス情報
）と同じウォブルチャンネルの再生系で再生（ウォブル情報の抽出）することができる。
【０１８７】
またウォブリンググルーブによる第３のデータの記録密度は、第１のデータの記録密度よ
り緩くすることで、ＳＮＲの点で不利なウォブリング信号であっても品質よく再生するこ
とができる。
また第３のデータは、ＦＭコード変調等のバイフェーズ変調して記録している。これによ
り信号を狭帯域化することができ、ＳＮＲを改善することができる。またＰＬＬ、ディテ
クション回路ともに簡易なハードウェアで構成することができる。
或いは第３のデータを第１のデータと同一の変調方式とした場合も、復調系回路構成を共
用でき、ディスクドライブ装置の簡易化を促進できる。
また第３のデータにはアドレス情報が含まれる。これによってディスクドライブ装置は再
生専用領域において当該アドレスに基づいて適切にアクセス／再生動作を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態のディスクのグルーブの説明図である。
【図２】実施の形態のディスクのエリア構造の説明図である。
【図３】実施の形態のディスクのグルーブのウォブリング方式の説明図である。
【図４】実施の形態のフェイズチェンジマークのＥＣＣブロック及びデータフレーム構造
の説明図である。
【図５】実施の形態のフェイズチェンジマークのＥＣＣブロック構造の説明図である。
【図６】実施の形態のフェイズチェンジマークのＲＵＢのフレーム構造の説明図である。
【図７】実施の形態のＡＤＩＰ情報の変調方式の説明図である。
【図８】実施の形態のＲＵＢに対するアドレスブロックの説明図である。
【図９】実施の形態のディスクのシンクパートの説明図である。
【図１０】実施の形態のディスクのシンクビットパターンの説明図である。
【図１１】実施の形態のディスクのデータパートの説明図である。
【図１２】実施の形態のディスクのＡＤＩＰビットパターンの説明図である。
【図１３】実施の形態のＡＤＩＰ情報のＥＣＣ構造の説明図である。
【図１４】実施の形態のプリレコーデッド情報の変調方式の説明図である。
【図１５】実施の形態のプリレコーデッド情報のＥＣＣブロック及びデータフレーム構造
の説明図である。
【図１６】実施の形態のプリレコーデッド情報のＥＣＣブロック構造の説明図である。
【図１７】実施の形態のプリレコーデッド情報のクラスタのフレーム構造の説明図である
。
【図１８】実施の形態のプリレコーデッド情報のクラスタのフレーム構造の説明図である
。
【図１９】実施の形態のＬＤＣサブブロックのデータ列変換の説明図である。
【図２０】実施の形態のＬＤＣサブブロックのデータ列変換の説明図である。
【図２１】実施の形態のＬＤＣサブブロックのデータ列変換の説明図である。
【図２２】実施の形態のＢＩＳサブブロック構造の説明図である。
【図２３】実施の形態のＢＩＳサブブロックのデータ列変換の説明図である。
【図２４】実施の形態のＢＩＳサブブロックのデータ列変換の説明図である。
【図２５】実施の形態のＢＩＳサブブロックのデータ列変換の説明図である。
【図２６】実施の形態のＬＤＣサブブロックとＢＩＳサブブロックのデータによるフレー
ム構成の説明図である。
【図２７】実施の形態のプリレコーデッド情報のＥＣＣブロック及びデータフレーム構造
の説明図である。
【図２８】実施の形態のプリレコーデッド情報のクラスタのフレーム構造の説明図である
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。
【図２９】実施の形態のプリレコーデッド情報のクラスタのフレーム構造の説明図である
。
【図３０】実施の形態のプリレコーデッド情報のフレームシンクの説明図である。
【図３１】実施の形態のプリレコーデッド情報のフレームシンク配置の説明図である。
【図３２】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３３】実施の形態のディスクドライブ装置のウォブル回路のブロック図である。
【図３４】実施の形態のディスクを製造するカッティング装置のブロック図である。
【符号の説明】
１　ピックアップ、２　スピンドルモータ、３　スレッド機構、４　マトリクス回路、５
　リーダ／ライタ回路、６　変復調回路、７　ＥＣＣエンコーダ／デコーダ、８　ウォブ
ル回路、９　アドレスデコーダ、１０　システムコントローラ、１１　サーボ回路、１２
　スピンドルサーボ回路、１３　レーザドライバ、２０　ＡＶシステム、７０　コントロ
ーラ、７１　プリレコーデッド情報発生部、７２　アドレス発生部、７３　切換部、７４
　カッティング部、１００　ディスク

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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