
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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１ラインが１７２バイトのデータからなる１２ラインから構成され、先頭にセクタＩＤ
が含まれている１６個のセクタと、

１ラインが１０バイトからなる１２ラインから構成され、前記セクタ毎に、前記ライン
に沿った横方向に付与される横方向のエラー訂正コードと、

１ラインが１８２バイトからなる、１６ラインで構成され、１６個のセクタに、前記ラ
インと直交する縦方向に付与されたエラー訂正コードで、１６ラインのうちの１ラインず
つが１個の前記セクタに対応する縦方向のエラー訂正コードと、

を有し、全体として、１ラインが１８２バイトからなる、２０８ラインで構成され、記
録及び再生の単位として取扱われるＥＣＣブロックのフォーマットデータを生成する生成
手段と、

同心円状又はスパイラル状のグルーブとランドとが交互に構成される記録トラックの所
定長からなる領域であって、所定のデータが記録されるデータ領域を含む複数のセクタ領
域からなる記録領域、並びに複数の前記セクタ領域の集りからなる光ディスクの、前記記
録領域の１６個の前記セクタ領域の前記データ領域に対して、前記セクタ、このセクタに
付与された前記横方向のエラー訂正コード、及びこのセクタを構成する１２ラインのうち
の最終ラインの後に付与される前記縦方向のエラー訂正コードのうちのこのセクタに対応
した１ライン、により形成されるセクタデータを１６個記録し、かつ９１バイトごとのデ
ータにバイト同期を取るための２バイトの同期コードを記録することにより、前記生成手



　
【請求項２】
　

　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、

関する。
【０００２】
【従来の技術】
　

【０００３】
　

【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　

【０００６】
【課題を解決するための手段】
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段により生成された前記ＥＣＣブロックのフォーマットデータの記録を行う記録手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。

１ラインが１７２バイトのデータからなる１２ラインから構成され、先頭にセクタＩＤ
が含まれている１６個のセクタと、

１ラインが１０バイトからなる１２ラインから構成され、前記セクタ毎に、前記ライン
に沿った横方向に付与される横方向のエラー訂正コードと、

１ラインが１８２バイトからなる、１６ラインで構成され、１６個のセクタに、前記ラ
インと直交する縦方向に付与されたエラー訂正コードで、１６ラインのうちの１ラインず
つが１個の前記セクタに対応する縦方向のエラー訂正コードと、

を有し、全体として、１ラインが１８２バイトからなる、２０８ラインで構成され、記
録及び再生の単位として取扱われるＥＣＣブロックのフォーマットデータが定義され、

同心円状又はスパイラル状のグルーブとランドとが交互に構成される記録トラックの所
定長からなる領域であって、所定のデータが記録されるデータ領域を含む複数のセクタ領
域からなる記録領域、並びに複数の前記セクタ領域の集りからなる光ディスクの、前記記
録領域の１６個の前記セクタ領域の前記データ領域に対して、前記セクタ、このセクタに
付与された前記横方向のエラー訂正コード、及びこのセクタを構成する１２ラインのうち
の最終ラインの後に付与される前記縦方向のエラー訂正コードのうちのこのセクタに対応
した１ライン、により形成されるセクタデータを１６個記録し、かつ９１バイトごとのデ
ータにバイト同期を取るための２バイトの同期コードを記録することにより、前記ＥＣＣ
ブロック単位のデータが記録される光ディスクを再生することを特徴とする光ディスク装
置。

たとえば同心円状あるいはスパイラル状のグルーブおよびランドの記録ト
ラックを有する光ディスクに対して、それらのグルーブおよびランドの両方にデータが記
録され、その記録されたデータを再生する光ディスク装置に

近年、案内溝（グルーブ）および案内溝間の平坦部（ランド）の両方にデータを記録し
、あるいは記録されているデータを再生する光ディスクが提案されている（特公昭６３－
５７８９５号公報参照）。

これに対して、同心円状あるいはスパイラル状のグルーブおよびランドの記録トラック
を有する光ディスクに対して、それらのグルーブおよびランドの両方にＥＣＣブロックデ
ータ単位でデータが記録され、その記録されたデータをＥＣＣブロックデータ単位で再生
するものが要望されている。

この発明は、同心円状あるいはスパイラル状のグルーブおよびランドの記録トラックを
有する光ディスクに対して、それらのグルーブおよびランドの両方にＥＣＣブロックデー
タ単位でデータが記録され、その記録されたデータをＥＣＣブロックデータ単位で再生す
ることができる光ディスク装置を提供することを目的とする。

この発明の光ディスク装置は、１ラインが１７２バイトのデータからなる１２ラインか
ら構成され、先頭にセクタＩＤが含まれている１６個のセクタと、１ラインが１０バイト
からなる１２ラインから構成され、前記セクタ毎に、前記ラインに沿った横方向に付与さ
れる横方向のエラー訂正コードと、１ラインが１８２バイトからなる、１６ラインで構成



【０００７】
　

【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明する。
図１は、スタンパを作成する際のガラス原盤を作成（マスタリング工程）するカッテング
装置を示すものである。図１において、カッテング装置は、再生専用の光ディスク（ＣＤ
－ＲＯＭ）に対するガラス原盤を作成する際、凹凸の無いガラス基板１ａ上にフォトレジ
ストが塗布された状態で、レーザパワーのオン、オフによりフォトレジストを溶融するこ
とにより、微小な凹形状の記録マーク（ピット）を形成するようになっている。
【００１８】
また、カッテング装置は、記録、再生用の光ディスク（ＲＡＭ）に対するガラス原盤を作
成する際、記録トラックとしての凹凸の有るガラス基板１ｂ上にフォトレジストが塗布さ
れた状態で、トラックの凹部（グルーブ）に対応してレーザパワーのオン、オフによりフ
ォトレジストを溶融することにより、微小な凹形状の記録マーク（ピット）を形成するよ
うになっている。
【００１９】
また、カッテング装置は、記録、再生用の光ディスク（ＲＡＭ）に対するガラス原盤を作
成する際、記録トラックとしての凹凸の有るガラス基板１ｃ上にフォトレジストが塗布さ
れた状態で、トラックの凹部（グルーブ）および凸部（ランド）に対応してレーザパワー
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され、１６個のセクタに、前記ラインと直交する縦方向に付与されたエラー訂正コードで
、１６ラインのうちの１ラインずつが１個の前記セクタに対応する縦方向のエラー訂正コ
ードと、を有し、全体として、１ラインが１８２バイトからなる、２０８ラインで構成さ
れ、記録及び再生の単位として取扱われるＥＣＣブロックのフォーマットデータを生成す
る生成手段と、同心円状又はスパイラル状のグルーブとランドとが交互に構成される記録
トラックの所定長からなる領域であって、所定のデータが記録されるデータ領域を含む複
数のセクタ領域からなる記録領域、並びに複数の前記セクタ領域の集りからなる光ディス
クの、前記記録領域の１６個の前記セクタ領域の前記データ領域に対して、前記セクタ、
このセクタに付与された前記横方向のエラー訂正コード、及びこのセクタを構成する１２
ラインのうちの最終ラインの後に付与される前記縦方向のエラー訂正コードのうちのこの
セクタに対応した１ライン、により形成されるセクタデータを１６個記録し、かつ９１バ
イトごとのデータにバイト同期を取るための２バイトの同期コードを記録することにより
、前記生成手段により生成された前記ＥＣＣブロックのフォーマットデータの記録を行う
記録手段とから構成されている。

この発明の光ディスク装置は、１ラインが１７２バイトのデータからなる１２ラインか
ら構成され、先頭にセクタＩＤが含まれている１６個のセクタと、１ラインが１０バイト
からなる１２ラインから構成され、前記セクタ毎に、前記ラインに沿った横方向に付与さ
れる横方向のエラー訂正コードと、１ラインが１８２バイトからなる、１６ラインで構成
され、１６個のセクタに、前記ラインと直交する縦方向に付与されたエラー訂正コードで
、１６ラインのうちの１ラインずつが１個の前記セクタに対応する縦方向のエラー訂正コ
ードと、を有し、全体として、１ラインが１８２バイトからなる、２０８ラインで構成さ
れ、記録及び再生の単位として取扱われるＥＣＣブロックのフォーマットデータが定義さ
れ、同心円状又はスパイラル状のグルーブとランドとが交互に構成される記録トラックの
所定長からなる領域であって、所定のデータが記録されるデータ領域を含む複数のセクタ
領域からなる記録領域、並びに複数の前記セクタ領域の集りからなる光ディスクの、前記
記録領域の１６個の前記セクタ領域の前記データ領域に対して、前記セクタ、このセクタ
に付与された前記横方向のエラー訂正コード、及びこのセクタを構成する１２ラインのう
ちの最終ラインの後に付与される前記縦方向のエラー訂正コードのうちのこのセクタに対
応した１ライン、により形成されるセクタデータを１６個記録し、かつ９１バイトごとの
データにバイト同期を取るための２バイトの同期コードを記録することにより、前記ＥＣ
Ｃブロック単位のデータが記録される光ディスクを再生するものである。



のオン、オフによりフォトレジストを溶融することにより、微小な凹形状の記録マーク（
ピット）を形成するようになっている。
【００２０】
図１において、フォトレジストが塗布されたガラス基板１ａ（１ｂ、１ｃ）は、モータ３
によって例えば一定の速度で回転される。このモータ３は、モータ制御回路４によって制
御されている。
【００２１】
ガラス基板１ａ（１ｂ、１ｃ）へのカッティング処理は、光学ヘッド５によって行われる
。この光学ヘッド５は、リニアモータ６の可動部を構成する駆動コイル７に固定されてお
り、この駆動コイル７はリニアモータ制御回路８に接続されている。
【００２２】
このリニアモータ制御回路８には、速度検出器９が接続されており、この速度検出器９の
速度信号はリニアモータ制御回路８に送るようになっている。
また、リニアモータ６の固定部には、図示しない永久磁石が設けられており、駆動コイル
７がリニアモータ制御回路８によって励磁されることにより、光学ヘッド５は、ガラス基
板１ａ（１ｂ、１ｃ）の半径方向に移動されるようになっている。
【００２３】
光学ヘッド５には、対物レンズ１０が図示しないワイヤあるいは板ばねによって保持され
ており、この対物レンズ１０は、駆動コイル１２によってフォーカシング方向（レンズの
光軸方向）に移動され、駆動コイル１１によってトラッキング方向（レンズの光軸と直交
方向）に移動可能とされている。
【００２４】
また、レーザ制御回路１３によって駆動される半導体レーザ発振器（あるいはアルゴンネ
オンレーザ発振器）１９より発生されたレーザ光は、コリメータレンズ２０、ハーフプリ
ズム２１、対物レンズ１０を介してガラス基板１ａ（１ｂ、１ｃ）上に照射され、このガ
ラス基板１からの反射光は、対物レンズ１０、ハーフプリズム２１、集光レンズ２２、お
よびシリンドリカルレンズ２３を介して光検出器２４に導かれる。
【００２５】
光検出器２４は、４分割の光検出セル２４ａ、２４ｂ、２４ｃ、２４ｄによって構成され
ている。
光検出器２４の光検出セル２４ａの出力信号は、増幅器２５ａを介して加算器２６ａ、２
６ｄの一端に供給され、光検出セル２４ｂの出力信号は、増幅器２５ｂを介して加算器２
６ｂ、２６ｃの一端に供給され、光検出セル２４ｃの出力信号は、増幅器２４ｃを介して
加算器２６ａ、２６ｃの他端に供給され、光検出セル２４ｄの出力信号は、増幅器２５ｄ
を介して加算器２６ｂ、２６ｄの他端に供給されるようになっている。
【００２６】
加算器２６ａの出力信号は差動増幅器ＯＰ２の反転入力端に供給され、この差動増幅器Ｏ
Ｐ２の非反転入力端には加算器２６ｂの出力信号が供給される。これにより、差動増幅器
ＯＰ２は、加算器２６ａ、２６ｂの差に応じてフォーカス点に関する信号をフォーカシン
グ制御回路２７に供給するようになっている。このフォーカシング制御回路２７の出力信
号は、フォーカシング駆動コイル１２に供給され、レーザ光がガラス基板１ａ（１ｂ、１
ｃ）上で常時ジャストフォーカスとなるように制御される。
【００２７】
加算器２６ｄの出力信号は差動増幅器ＯＰ１の反転入力端に供給され、この差動増幅器Ｏ
Ｐ１の非反転入力端には加算器２６ｃの出力信号が供給される。これにより、差動増幅器
ＯＰ１は、加算器２６ｄ、２６ｃの差に応じてトラック差信号をトラッキング制御回路２
８に供給するようになっている。トラッキング制御回路２８は、差動増幅器ＯＰ１から供
給されるトラック差信号に応じてトラック駆動信号を作成するものである。ただし、ガラ
ス基板１ａに対しては、ＣＰＵ３０から供給される制御信号に応じてトラック駆動信号を
作成するものである。

10

20

30

40

50

(4) JP 3707833 B2 2005.10.19



【００２８】
トラッキング制御回路２８から出力されるトラック駆動信号は、トラッキング方向の駆動
コイル１１に供給される。また、トラッキング制御回路２８で用いられたトラック差信号
はリニアモータ制御回路８に供給されるようになっている。
【００２９】
駆動コイル１１にトラック駆動信号が供給されることにより、ガラス基板１ｂ（１ａ）が
１回転する間に、対物レンズ１０が徐々に移動してグルーブ（記録マーク列）からグルー
ブ（記録マーク列）へ１トラック分移動したり、あるいはガラス基板１ｃが１回転する間
に、対物レンズ１０が徐々に移動してグルーブからグルーブ、あるいはランドからランド
へ１トラック分移動するようになっている。
【００３０】
また、トラッキング制御回路２８で対物レンズ１０が移動されている際、リニアモータ制
御回路８は、対物レンズ１０が光学ヘッド５内の中心位置近傍に位置するようにリニアモ
ータ６つまり光学ヘッド５を移動するようになっている。
【００３１】
また、レーザ制御回路１３の前段にはデータ生成回路１４が設けられている。このデータ
生成回路１４には、後述するエラー訂正回路３２から供給される図２に示すような、記録
データとしてのＥＣＣブロックのフォーマットデータを、図３に示すように、ＥＣＣブロ
ック用の同期コードを付与した記録用のＥＣＣブロックのフォーマットデータに変換する
ＥＣＣブロックデータ生成回路１４ａと、このＥＣＣブロックデータ生成回路１４ａから
の記録データを８－１５コード変換方式等で変換（変調）する変調回路１４ｂとを有して
いる。
【００３２】
ＥＣＣブロック用の同期コードは、図３に示すように、「０１００００００００００００
００　０１００×××××××００１００」の２バイト構成となっており、「１７５、２
４０」を８－１５コードに変換したものである。このＥＣＣブロック用の同期コードは、
ＩＤ検知用の同期コードと異なったものとなっている。
【００３３】
図３に示すＥＣＣブロックのフォーマットデータは、実際に光ディスクに記録されるフォ
ーマットであり、図２に示すＥＣＣブロックのフォーマットデータの各セクタの記録デー
タにセクタＩＤと横方向のＥＣＣからなる１８２バイトで１２行のものに対して、９１バ
イト単位で２バイトの同期コードを付与し、この９１バイト単位の１２行のものに対する
縦方向のＥＣＣに対して、２バイトの同期コードを付与して構成されるようになっている
。
【００３４】
データ生成回路１４には、エラー訂正回路３２によりエラー訂正符号（ＥＣＣ）が付与さ
れた記録データが供給されるようになっている。エラー訂正回路３２には外部装置として
の制御装置４６からの記録データがインターフェース回路４５およびバス２０を介して供
給されるようになっている。
【００３５】
　エラー訂正回路３２は、制御装置４６から供給される３２Ｋバイトの記録データを

ごとのセクタ単位の記録データに対する横方向と縦方向のそれぞれのエラー訂正符
号（ＥＣＣ１、ＥＣＣ２）を付与するとともに、セクタＩＤを付与し、図３に示すような
、ＥＣＣブロックフォーマットデータを生成するようになっている。
【００３６】
また、このカッテング装置にはそれぞれフォーカシング制御回路２７、トラッキング制御
回路２８、リニアモータ制御回路８とＣＰＵ３０との間でデータの授受を行うために用い
られるＤ／Ａ変換器３１が設けられている。
【００３７】
レーザ制御回路１３、フォーカシング制御回路２７、トラッキング制御回路２８、リニア
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モータ制御回路８、モータ制御回路４、記録信号作成回路１４等は、バスライン２９を介
してＣＰＵ３０によって制御されるようになっており、このＣＰＵ３０は操作パネル３４
からのカッテング開始の指示およびメモリ３３に記憶されたプログラムによって所定の動
作を行うようになされている。
【００３８】
上記したようなカッティング装置により、ガラス基板１ａのフォトレジストが全面に対す
る記録データに応じて溶融されることによりカッティング処理が終了した後、現像と導電
化処理を行い、ガラス原盤を作成する。このガラス原盤を用いて、ニッケル等により構成
されるスタンパを電気メッキ等を用いて作成する。
【００３９】
このスタンパを用いて、射出成形法等で再生専用の光ディスク５１を作成する。
また、カッティング装置により、ガラス基板１ｂのフォトレジストが全面に対する記録デ
ータに応じて溶融されることによりカッティング処理が終了した後、現像と導電化処理を
行い、ガラス原盤を作成する。このガラス原盤を用いて、ニッケル等により構成されるス
タンパを電気メッキ等を用いて作成する。
【００４０】
このスタンパを用いて、射出成形法等で記録、再生用でグルーブのみにデータが記録され
る光ディスク（ＲＡＭ）５２を作成する。
また、カッティング装置により、ガラス基板１ｃのフォトレジストが全面に対する記録デ
ータに応じて溶融されることによりカッティング処理が終了した後、現像と導電化処理を
行い、ガラス原盤を作成する。このガラス原盤を用いて、ニッケル等により構成されるス
タンパを電気メッキ等を用いて作成する。
【００４１】
このスタンパを用いて、射出成形法等で記録、再生用でグルーブとランドにデータが記録
される光ディスク（ＲＡＭ）５３を作成する。
再生専用の光ディスク５１には、図４の（ａ）（ｂ）に示すように、データに対応した微
小な凹形状の記録マーク（ピット）を形成するようになっている。記録マークとしてのピ
ットの部分がグルーブに対応し、それ以外の部分がランドに対応している。再生専用の光
ディスク５１では、図５に示すように、上述したＥＣＣブロックデータ単位（たとえば３
８６８８バイト）でデータが記録されており、最内周のＥＣＣブロックデータとしてディ
スク識別データが記録されている。ディスク識別データとしては、グルーブのみにデータ
が記録されているものか、ランドとグルーブの両方にデータが記録されているものかを判
断できるデータ、記録／再生すべきアドレスがランドとグルーブのいずれにあるか判断で
きるデータなどが記録されるようになっている。
【００４２】
また、各ＥＣＣブロックデータごとに、ＥＣＣブロックアドレス（たとえば６６バイト）
が付与されている。ＥＣＣブロックアドレスは、図６に示すように、１２バイトの同期コ
ード部ＶＦＯ１、８バイトずつの２つの同期コード部ＶＦＯ２、１２バイトの同期コード
部ＶＦＯ３、２バイトずつのＩＤ検知用の同期コード、５バイトずつの３つのアドレス部
ＩＤ、１バイトのポストアンブルＰＡの各エリアによって構成されている。
【００４３】
同期コード部ＶＦＯのエリアには、ＰＬＬロック用の連続データパターン（同期コード）
が記録される。ＩＤ検知用の同期コードは、「０１００００００００００００００　０１
００×××××××０００１０」となっており、「１１９、１２５、１２８、１３２、１
３８、１４４、１５２、１５８、１６４、１６７、１７１」を８－１５コードに変換した
ものである。このＩＤ検知用の同期コードは、ＥＣＣブロックデータ内の同期コードと異
なったものとなっている。アドレス部ＩＤのエリアには、２３ビットを用いてＥＣＣブロ
ック番号等のＩＤが記録され、最上位ビット（ＭＳＢ）で対応するＥＣＣブロックが書換
え可能か書換え不能かを示すフラグが記録され、２バイトの誤り訂正コード（ＣＲＣ）が
記録される。ＥＣＣブロックが書換え可能な場合、最上位ビット（ＭＳＢ）には“０“が
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記録され、書換え不可の場合、最上位ビット（ＭＳＢ）には“１“が記録される。ポスト
アンブルＰＡは、アドレス部ＩＤの誤り訂正コードが２バイトで収まらない時に用いる。
【００４４】
記録、再生用の光ディスク（ＲＡＭ）５３は、図７に示すように、最内周のグルーブにＥ
ＣＣブロックデータとしてディスク識別データが記録され、この最内周のＥＣＣブロック
データに対応するランドにはデータの記録が禁止されるようになっている。以後、ＥＣＣ
ブロックデータの記録エリア（たとえば３８６８８＋１２バイト）ごとに、図８に示すよ
うに、ヘッダ部のプリフォーマットデータ（たとえば５４バイト）がグルーブとランドの
境目に形成されるようになっている。それ以外の部分では、図９の（ａ）（ｂ）に示すよ
うに、グルーブとランドのそれぞれに記録マークとしての記録データが記録されるように
なっている。
【００４５】
ディスク識別データとしては、グルーブのみにデータが記録されているものか、ランドと
グルーブの両方にデータが記録されているものかを判断できるデータ、記録／再生すべき
アドレスがランドとグルーブのいずれにあるか判断できるデータなどが記録されるように
なっている。
【００４６】
ヘッダ部は、上述のＥＣＣブロックアドレスに対応している（図６参照）。ただし、１２
バイトの同期コード部ＶＦＯ３には、ＥＣＣブロックデータの記録に先だって記録され、
再生時にその記録した同期コードでＰＬＬを補正するようになっている。
【００４７】
記録、再生用の光ディスク（ＲＡＭ）５２は、最内周のグルーブにＥＣＣブロックデータ
としてディスク識別データが記録されるようになっている。以後、ＥＣＣブロックデータ
の記録エリア（たとえば３８６８８＋１２バイト）ごとに、図８に示すように、ヘッダ部
のプリフォーマットデータ（たとえば５４バイト）がグルーブに形成されるようになって
いる。
【００４８】
ディスク識別データとしては、グルーブのみにデータが記録されているものか、ランドと
グルーブの両方にデータが記録されているものかを判断できるデータ、記録／再生すべき
アドレスがランドとグルーブのいずれにあるか判断できるデータなどが記録されるように
なっている。
【００４９】
ヘッダ部は、上述のＥＣＣブロックアドレスに対応している（図６参照）。ただし、１２
バイトの同期コード部ＶＦＯ３には、ＥＣＣブロックデータの記録に先だって記録され、
再生時にその記録した同期コードでＰＬＬを補正するようになっている。
【００５０】
次に、再生専用の光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ）５１からデータを再生したり、あるいは記
録、再生用の光ディスク５２、５３にデータを記録したり、その記録されているデータを
再生する光ディスク装置について図１０を用いて説明する。カッティング装置とほぼ同じ
構成なので、同じ部分については同一符号を付し、説明を省略する。
【００５１】
すなわち、フォーカシング、トラッキングを行った状態での光検出器２４の各光検出セル
２４ａ、～２４ｄの出力の和信号、つまり加算器２６ｅからの出力信号は、トラックのグ
ルーブとランド上に形成されたピット（記録データ）からの反射率の変化が反映されてい
る。この信号は、データ再生回路１８に供給され、このデータ再生回路１８において、記
録する目的のＩＤのＥＣＣブロックに対するアクセス許可信号が出力されたり、再生する
目的のＩＤのＥＣＣブロックに対する再生データが出力されるようになっている。
【００５２】
このデータ再生回路１８で再生された再生データはエラー訂正回路３２で付与されている
エラー訂正符号ＥＣＣを用いてエラー訂正を行った後、インターフェース回路３５を介し
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て外部装置としての光ディスク制御装置３６に出力されるようになっている。
【００５３】
データ再生回路１８は、図１１に示すように、比較回路６１、ヘッダ同期コード検出回路
６２、ヘッダ読取回路６３、ＥＣＣブロック同期コード検出回路６４、およびデータ読取
回路６５によって構成されている。
【００５４】
比較回路６１は、加算器２６ｅからの光検出器２４の各光検出セル２４ａ、～２４ｄの出
力の和信号、つまりトラックのグルーブとランド上に形成されたピット（記録データ）か
らの反射率の変化を、基準信号と比較することにより、２値化する回路である。この比較
回路６１の２値化信号は、ヘッダ同期コード検出回路６２、ヘッダ読取回路６３、ＥＣＣ
ブロック同期コード検出回路６４、およびデータ読取回路６５に供給される。
【００５５】
ヘッダ同期コード検出回路６２は、比較回路６１からの２値化データによりヘッダのＩＤ
検知用の同期コード「０１００００００００００００００　０１００×××××××００
０１０」を検出する回路である。このヘッダ同期コード検出回路６２の検出信号は、ヘッ
ダ読取回路６３に供給される。
【００５６】
ヘッダ読取回路６３は、ヘッダ同期コード検出回路６２からの検出信号に応じてアドレス
部ＩＤの読取りを行い、外部装置としての光ディスク制御装置３６から供給されているア
クセスするＩＤとが一致した際、アクセス許可信号を出力するようになっている。ヘッダ
読取回路６３のアクセス許可信号はＥＣＣブロック同期コード検出回路６４、データ読取
回路６５、およびデータ生成回路１４に供給される。
【００５７】
ＥＣＣブロック同期コード検出回路６４は、ヘッダ読取回路６３からのアクセス許可信号
が供給された後、ＥＣＣブロックに対応するバイト数分、比較回路６１からの２値化デー
タによりＥＣＣブロック用の同期コード「０１００００００００００００００　０１００
×××××××００１００」を検出する回路である。このＥＣＣブロック同期コード検出
回路６４の検出信号は、データ読取回路６５に供給される。
【００５８】
データ読取回路６５は、ヘッダ読取回路６３からのアクセス許可信号が供給された後、Ｅ
ＣＣブロック同期コード検出回路６４からの検出信号が供給されるごとに、その後に続け
て供給される９１バイトのデータを再生データとして読取る回路である。このデータ読取
回路６５からの再生データは、図示しない復調回路により８－１５コードの逆変換により
復調してエラー訂正回路３２へ供給される。
【００５９】
レーザ制御回路１３は、対象とする光ディスクに応じてレーザ光の強度を変更するように
なっている。
データ生成回路１４は、データ記録時、ヘッダ読取回路６３からのアクセス許可信号に応
じて記録データをレーザ制御回路１３へ出力するようになっている。
【００６０】
トラッキング制御回路２８は、図１２に示すように、切換スイッチ７１、極性反転回路７
２、位相補償回路７３、および駆動回路７４によって構成されている。
【００６１】
切換スイッチ７１は、ＣＰＵ３０からのトラッキング極性切換信号（ランド／グルーブ切
換信号）により切換わるものであり、トラッキング極性切換信号の極性がグルーブの場合
、差動増幅器ＯＰ１からのトラックエラー信号を位相補償回路７３へ出力し、トラッキン
グ極性切換信号の極性がランドの場合、極性反転回路７２により極性が反転されたトラッ
クエラー信号を位相補償回路７３へ出力するものである。
【００６２】
極性反転回路７３は、差動増幅器ＯＰ１から供給されるトラックエラー信号の極性を反転
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（逆相）するものであり、その出力は切換スイッチ７２に供給される。
【００６３】
位相補償回路７３は、切換スイッチ７１から供給される正極性（正相）のトラックエラー
信号あるいは逆極性（逆相）のトラックエラー信号の位相を補償し、駆動回路７４へ出力
するものである。
【００６４】
駆動回路７４は、位相補償回路７３からのトラック駆動信号により、駆動コイル１１を駆
動することにより、対物レンズ１０をトラッキング方向へ移動するものである。
【００６５】
次に、上記のような構成において、光ディスク５１、５２、５３のいずれかが装填された
際の処理について、図１３に示すフローチャートを参照しつつ説明する。
【００６６】
すなわち、図示しない装填機構により光ディスクが装填された際、ＣＰＵ３０はモータ制
御回路４によりモータ３を駆動制御することにより、光ディスク５１（５２、５３）が所
定の回転数で回転される。
【００６７】
そして、光学ヘッド３を初期位置としての光ディスク５１（５２、５３）の最内周部に対
向する位置に移動し、フォーカス引き込み処理を行う。すなわち、ＣＰＵ３０によりレー
ザ制御回路１３に再生制御信号を出力することにより、レーザ駆動回路１３により光学ヘ
ッド５内の半導体レーザ発振器１９からの再生用のレーザビームが対物レンズ１０を介し
て光ディスク上に照射される。光ディスク５１（５２、５３）から反射されたレーザビー
ムが対物レンズ１０、２１、２２、２３を介して光検出器２４に導かれる。すると、差動
増幅器ＯＰ２により光検出器２４の検出セル２４ａ、２４ｃの和信号と光検出器２４の検
出セル２４ｂ、２４ｄの和信号との差によりフォーカッシング信号が得られ、フォーカッ
シング制御回路２７へ出力される。これにより、フォーカッシング制御回路２７は供給さ
れるフォーカッシング信号により駆動コイル１２を励磁することにより、対物レンズ１０
を移動することにより、光ディスク５１（５２、５３）に照射されるレーザビームのフォ
ーカッシングが行われる。
【００６８】
また、このフォーカス引き込み処理が行われた状態で、光検出器２４の検出セル２４ａ、
２４ｄの和信号と光検出器２４の検出セル２４ｂ、２４ｃの和信号との差を差動増幅器Ｏ
Ｐ１でトラックエラー信号としてトラッキング制御回路２８に供給される。この際、ＣＰ
Ｕ３０によりトラッキング制御回路２８にグルーブに対するトラッキング極性信号が供給
されているため、差動増幅器ＯＰ１からのトラックエラー信号はそのまま切換スイッチ７
１を介して位相補償回路７３に出力される。位相補償回路７３は供給されるトラックエラ
ー信号の位相補償を行い、駆動信号として駆動回路７４に出力される。
【００６９】
駆動回路３６は、供給される駆動信号に応じて駆動コイル１１により対物レンズ１０を移
動することにより、対物レンズ１０を介して光ディスク５１（５２、５３）に照射される
レーザビームの微小移動に対するトラッキング補正が行われる。
【００７０】
したがって、光ディスク５１（５２、５３）の最内周部に光学ヘッド５によるレーザビー
ムが照射される。
この状態において、最内周のトラック上のデータの読取信号がデータ再生回路１８内の比
較回路６２で２値化され、ヘッダ同期コード検出回路６２、ヘッダ読取回路６３、ＥＣＣ
ブロック同期コード検出回路６４、およびデータ読取回路６５に供給される。
【００７１】
ヘッダ同期コード検出回路６２によりヘッダ同期コードが検出された際、ヘッダ読取回路
６３でアドレス部ＩＤの読取りを行い、外部装置としての光ディスク制御装置３６から供
給されているアクセスするディスク識別データのアドレスＩＤと一致した際、アクセス許
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可信号をＥＣＣブロック同期コード検出回路６４、データ読取回路６５に出力する。
【００７２】
ついで、ＥＣＣブロック同期コード検出回路６４によりＥＣＣブロックの同期コードが検
出されるごとに、データ読取回路６５はその後に続けて供給される９１バイトのデータを
再生データとして読取り、図示しない復調回路により８－１５コードの逆変換により復調
してエラー訂正回路３２へ出力する。
【００７３】
なお、光ディスク５１の場合、ヘッダ同期コード検出回路６２、ヘッダ読取回路６３を用
いずに、ＥＣＣブロック同期コード検出回路６４によりＥＣＣブロックの同期コードが検
出されるごとに、データ読取回路６５はその後に続けて供給される９１バイトのデータを
再生データとして読取るようにしても良い。この場合、ＥＣＣブロックアドレスが不要で
ある。
【００７４】
エラー訂正回路３２は、供給される再生データに対して付与されているエラー訂正符号Ｅ
ＣＣを用いてエラー訂正を行った後、インターフェース回路３５を介して外部装置として
の光ディスク制御装置３６に出力する。
【００７５】
この結果、ディスク識別データが光ディスク制御装置３６に供給される。
光ディスク制御装置３６は、供給されるディスク識別データにより、装填された光ディス
クが、再生専用の光ディスク５１か、記録、再生用でグルーブのみにデータが記録される
光ディスク（ＲＡＭ）５２か、記録、再生用でグルーブとランドにデータが記録される光
ディスク（ＲＡＭ）５３かを判別するとともに、光ディスク５３と判別した際に、アクセ
ス位置がグルーブかランドかを判別し、それらの判別結果と記録あるいは再生（アクセス
）するアドレスＩＤとをインターフェース回路３５を介してＣＰＵ３０へ出力する。
【００７６】
また、ＣＰＵ３０は、光ディスク制御装置３６からアクセス位置がランドであるという判
別結果が供給された場合だけ、トラッキング制御回路２８に出力するトラッキング極性信
号をランドに対するものに変更する。これにより、切換スイッチ７１が切換り、差動増幅
器ＯＰ１からのトラックエラー信号が極性反転回路７２で反転されて位相補償回路７３に
出力される。この結果、トラッキング制御回路２８によりランドに合わせた極性（逆相）
でレーザビームの微小移動に対するトラッキング補正が行われる。
【００７７】
上記のようなトラッキングが行われている状態で、データの記録再生動作が行われる。
上記したように、グルーブおよびランドの両方を用いてデータの記録あるいは記録されて
いるデータの再生が行われる書換え形の光ディスクと読出し専用の光ディスクの最内周に
、光ディスクの特徴に関するディスク識別データをあらかじめ記録しておくようにしたも
のである。
【００７８】
これにより、グルーブおよびランドの両方を用いてデータの記録あるいは記録されている
データの再生が行われ、マスタリング工程で記録マークにより所定間隔ごとにアドレスデ
ータが記録される書換え形の光ディスクと、マスタリング工程で記録される記録マークに
よりデータが記録される読出し専用の光ディスクのいずれをも扱うことができ、しかも、
いずれの光ディスクであるかを正しくかつ素早く識別することが可能となる。
【００７９】
また、書換え形の光ディスクにマスタリング工程でディスク識別データを記録しておく場
合は、グルーブのみに記録し、トラッキングが正常にできるようにし、またこの場合グル
ーブにディスク識別データがマスタリング記録されている領域のランドは記録不可として
いる。
【００８０】
これにより、このランドへの記録を禁止することによって、ディスク識別データのトラブ
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ルを避けることができる。
また、マスタリング工程で記録するディスク識別データは、読出し専用のディスク（ＲＯ
Ｍディスク）と同様のフォーマットにし、アドレス部はなくても良い。
【００８１】
【発明の効果】
　以上詳述したように、この発明によれば

を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施例を説明するためのカッティング装置の概略構成を示すブロッ
ク図。
【図２】ＥＣＣブロックのフォーマットデータを説明するための図。
【図３】ＥＣＣブロック用の同期コードを付与した記録用のＥＣＣブロックのフォーマッ
トデータを説明するための図。
【図４】再生専用の光ディスクにおける記録マーク（ピット）の形成例を示す図。
【図５】再生専用の光ディスクにおけるデータの記録例を示す図。
【図６】ＥＣＣブロックアドレス（ヘッダ部）の構成例を示す図。
【図７】グルーブとランドにデータが記録される記録、再生用の光ディスクにおけるデー
タの記録例を示す図。
【図８】ヘッダ部のプリフォーマットデータを説明するための図。
【図９】グルーブとランドにデータが記録される記録、再生用の光ディスクにおける記録
マークの形成例を示す図。
【図１０】光ディスク装置の概略構成を示すブロック図。
【図１１】データ再生回路の概略構成を示すブロック図。
【図１２】トラッキング制御回路の概略構成を示すブロック図。
【図１３】動作を説明するためのフローチャート。
【符号の説明】
１ａ、１ｂ、１ｃ…ガラス基板
５…光ディスク
１０…対物レンズ
１１、１２…駆動コイル
１３…レーザ制御回路
１４…データ生成回路
１８…データ再生回路
２４…光検出器
ＯＰ１…差動増幅器
２８…トラッキング制御回路
３０…ＣＰＵ
３２…エラー訂正回路
３３…メモリ
５１、５２、５３…光ディスク
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、同心円状あるいはスパイラル状のグルーブお
よびランドの記録トラックを交互に有する光ディスクに対して、それらのグルーブおよび
ランドの両方にＥＣＣブロックデータ単位でデータが記録され、その記録されたデータを
ＥＣＣブロックデータ単位で再生することができる光ディスク装置



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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