
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が変調されたウォブル
トラックを備えた情報記憶媒体であって、
前記再生制御情報は、 ヘッダデータ及び

データを含み、

ことを特徴とする情報記憶媒体。
【請求項２】
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ウォブル このウォブルヘッダデータに続くウォブ
ル
　前記ウォブルヘッダデータは、前記多値周波数変調の最高周波数で構成され且つクロッ
クの生成のために機能するＶＦＯを含み、
　前記ウォブルデータは、ＰＩＤを再生するためのＡＭ、ＡＭにより再生されるＰＩＤ、
及びＰＩＤの誤りを検出するＩＥＤを含み、
　前記多値周波数変調に含まれる各周波数が直交条件を満たし、
　前記各周波数の前記直交条件を満たす最小時間間隔をＴｓと定義し、
　前記再生制御情報を示すシンボルが変化する時間間隔をＴｗと定義し、
　前記ウォブルトラックに反映されたウォブル信号とこのウォブル信号を時間Ｔｓだけ遅
延させた遅延ウォブル信号との差を時間Ｔｗだけ積分し、この積分結果に基づき前記再生
制御情報を示すシンボルの切り替わりタイミングが検出可能となり、前記ＶＦＯから生成
されるクロック及びシンボルの切り替わりタイミングに基づき前記ウォブル信号から前記
シンボルが復調可能となるように構成した

　情報記憶媒体は、再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が



【請求項３】

【請求項４】
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変調されたウォブルトラックを備え、
　前記再生制御情報は、ウォブルヘッダデータ及びこのウォブルヘッダデータに続くウォ
ブルデータを含み、
　前記ウォブルヘッダデータは、前記多値周波数変調の最高周波数で構成され且つクロッ
クの生成のために機能するＶＦＯを含み、
　前記ウォブルデータは、ＰＩＤを再生するためのＡＭ、ＡＭにより再生されるＰＩＤ、
及びＰＩＤの誤りを検出するＩＥＤを含み、
　前記多値周波数変調に含まれる各周波数が、直交条件を満たし、
　前記各周波数の前記直交条件を満たす最小時間間隔をＴｓと定義し、
　前記再生制御情報を示すシンボルが変化する時間間隔をＴｗと定義し、
　前記情報記憶媒体に対して情報を記録する情報記録装置であって、
　前記ウォブルトラックの前記ウォブル周期からウォブル信号を読み取る読取手段と、
　前記ウォブル信号から前記ウォブルヘッダデータを検出するヘッダデータ検出手段と、
　前記ウォブル信号をループフィルタを有するループ回路に取り込み、前記クロックを生
成する生成手段と、
　前記クロックに基づき前記ＰＩＤを再生し、前記ＰＩＤに基づき目的位置に対して目的
情報を記録する記録手段と、
　前記ウォブルトラックに反映されたウォブル信号とこのウォブル信号を時間Ｔｓだけ遅
延させた遅延ウォブル信号との差を時間Ｔｗだけ積分し、この積分結果に基づき前記再生
制御情報を示すシンボルの切り替わりタイミングを検出するタイミング検出手段と、
　前記タイミング検出手段により検出されるタイミングに基づき、前記ウォブル信号から
前記シンボルを復調するシンボル復調手段と、
　を備え、
　前記生成手段は、
　前記ヘッダデータが検出されている期間において前記ループフィルタを第１のゲインに
設定し、前記ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフィルタを前記第
１のゲインより低い第２のゲインに設定する設定手段を備え、
　たことを特徴とする情報記録装置。

　前記タイミング検出手段により検出される所定のタイミングから次のタイミングまでの
間に供給される前記ウォブル信号をカウントするカウント手段を備え、
　前記シンボル復調手段は、前記カウント手段のカウント結果に応じて前記ウォブル信号
から前記シンボルを復調する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報記録装置。

　情報記憶媒体は、再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が
変調されたウォブルトラックを備え、
　前記再生制御情報は、ウォブルヘッダデータ及びこのウォブルヘッダデータに続くウォ
ブルデータを含み、
　前記ウォブルヘッダデータは、前記多値周波数変調の最高周波数で構成され且つクロッ
クの生成のために機能するＶＦＯを含み、
　前記ウォブルデータは、ＰＩＤを再生するためのＡＭ、ＡＭにより再生されるＰＩＤ、
及びＰＩＤの誤りを検出するＩＥＤを含み、
　前記多値周波数変調に含まれる各周波数が、直交条件を満たし、
　前記各周波数の前記直交条件を満たす最小時間間隔をＴｓと定義し、
　前記再生制御情報を示すシンボルが変化する時間間隔をＴｗと定義し、
　前記情報記憶媒体から情報を再生する情報再生装置であって、
　前記ウォブルトラックの前記ウォブル周期からウォブル信号を読み取る読取手段と、
　前記ウォブル信号から前記ウォブルヘッダデータを検出するヘッダデータ検出手段と、
　前記ウォブル信号をループフィルタを有するループ回路に取り込み、前記クロックを生



【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】
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成する生成手段と、
　前記クロックに基づき前記ＰＩＤを再生し、前記ＰＩＤに基づき目的位置から目的情報
を再生する再生手段と、
　前記ウォブルトラックに反映されたウォブル信号とこのウォブル信号を時間Ｔｓだけ遅
延させた遅延ウォブル信号との差を時間Ｔｗだけ積分し、この積分結果に基づき前記再生
制御情報を示すシンボルの切り替わりタイミングを検出するタイミング検出手段と、
　前記タイミング検出手段により検出されるタイミングに基づき、前記ウォブル信号から
前記シンボルを復調するシンボル復調手段と、
　を備え、
　前記生成手段は、
　前記ヘッダデータが検出されている期間において前記ループフィルタを第１のゲインに
設定し、前記ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフィルタを前記第
１のゲインより低い第２のゲインに設定する設定手段を備え、
　たことを特徴とする情報再生装置。

　前記タイミング検出手段により検出される所定のタイミングから次のタイミングまでの
間に供給される前記ウォブル信号をカウントするカウント手段を備え、
　前記シンボル復調手段は、前記カウント手段のカウント結果に応じて前記ウォブル信号
から前記シンボルを復調する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の情報再生装置。

　情報記憶媒体は、再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が
変調されたウォブルトラックを備え、
　前記再生制御情報は、ウォブルヘッダデータ及びこのウォブルヘッダデータに続くウォ
ブルデータを含み、
　前記ウォブルヘッダデータは、前記多値周波数変調の最高周波数で構成され且つクロッ
クの生成のために機能するＶＦＯを含み、
　前記ウォブルデータは、ＰＩＤを再生するためのＡＭ、ＡＭにより再生されるＰＩＤ、
及びＰＩＤの誤りを検出するＩＥＤを含み、
　前記多値周波数変調に含まれる各周波数が、直交条件を満たし、
　前記各周波数の前記直交条件を満たす最小時間間隔をＴｓと定義し、
　前記再生制御情報を示すシンボルが変化する時間間隔をＴｗと定義し、
　前記情報記憶媒体に対して情報を記録する情報記録方法であって、
　前記ウォブルトラックの前記ウォブル周期からウォブル信号を読み取り、
　前記ウォブル信号から前記ウォブルヘッダデータを検出し、
　前記ウォブル信号をループフィルタを有するループ回路に取り込み、
　前記ヘッダデータが検出されている期間において前記ループフィルタを第１のゲインに
設定し、前記ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフィルタを前記第
１のゲインより低い第２のゲインに設定し、前記ループ回路により前記クロックを生成し
、
　前記ウォブルトラックに反映されたウォブル信号とこのウォブル信号を時間Ｔｓだけ遅
延させた遅延ウォブル信号との差を時間Ｔｗだけ積分し、
　この積分結果に基づき前記再生制御情報を示すシンボルの切り替わりタイミングを検出
し、
　この検出されるタイミングに基づき、前記ウォブル信号から前記シンボルを復調し、
　前記クロックに基づき前記ＰＩＤを再生し、前記ＰＩＤに基づき目的位置に対して目的
情報を記録する、
　ことを特徴とする情報記録方法。

　前記検出される所定のタイミングから次のタイミングまでの間に供給される前記ウォブ



【請求項８】

【請求項９】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、同心円状または螺旋状に形成されたトラックを有する情報記憶媒体に関する
。また、この発明は、同心円状または螺旋状に形成されたトラックを有する情報記憶媒体
に対して情報を記録する情報記録装置及び情報記録方法に関する。さらに、この発明は、
同心円状または螺旋状に形成されたトラックを有する情報記憶媒体から情報を再生する情
報再生装置及び情報再生方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、光ディスクなどの大容量情報記憶媒体の研究開発が活発化している。特開平０９－
１０６５４９には、アドレスデータに対応した周波数変調により光ディスク上のプリグル
ーブをウォブルする技術が開示されている。
【０００３】
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ル信号をカウントし、
　このカウント結果に応じて前記ウォブル信号から前記シンボルを復調する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報記録方法。

　情報記憶媒体は、再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が
変調されたウォブルトラックを備え、
　前記再生制御情報は、ウォブルヘッダデータ及びこのウォブルヘッダデータに続くウォ
ブルデータを含み、
　前記ウォブルヘッダデータは、前記多値周波数変調の最高周波数で構成され且つクロッ
クの生成のために機能するＶＦＯを含み、
　前記ウォブルデータは、ＰＩＤを再生するためのＡＭ、ＡＭにより再生されるＰＩＤ、
及びＰＩＤの誤りを検出するＩＥＤを含み、
　前記多値周波数変調に含まれる各周波数が、直交条件を満たし、
　前記各周波数の前記直交条件を満たす最小時間間隔をＴｓと定義し、
　前記再生制御情報を示すシンボルが変化する時間間隔をＴｗと定義し、
　前記情報記憶媒体から情報を再生する情報再生方法であって、
　前記ウォブルトラックの前記ウォブル周期からウォブル信号を読み取り、
　前記ウォブル信号から前記ウォブルヘッダデータを検出し、
　前記ウォブル信号をループフィルタを有するループ回路に取り込み、
　前記ヘッダデータが検出されている期間において前記ループフィルタを第１のゲインに
設定し、前記ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフィルタを前記第
１のゲインより低い第２のゲインに設定し、前記ループ回路により前記クロックを生成し
、
　前記ウォブルトラックに反映されたウォブル信号とこのウォブル信号を時間Ｔｓだけ遅
延させた遅延ウォブル信号との差を時間Ｔｗだけ積分し、
　この積分結果に基づき前記再生制御情報を示すシンボルの切り替わりタイミングを検出
し、
　この検出されるタイミングに基づき、前記ウォブル信号から前記シンボルを復調し、
　前記クロックに基づき前記ＰＩＤを再生し、前記ＰＩＤに基づき目的位置から目的情報
を再生する、
　ことを特徴とする情報再生方法。

　前記検出される所定のタイミングから次のタイミングまでの間に供給される前記ウォブ
ル信号をカウントし、
　このカウント結果に応じて前記ウォブル信号から前記シンボルを復調する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の情報再生方法。



【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記した従来技術においては、アドレスデータの記録密度が低い。このため、一
つアドレスを記録するのに長いトラック長（グルーブ）を必要としていた。例えば、一つ
のアドレスを記録するのに１６セクタ分のトラックを必要としていた。逆に言えば、一つ
のアドレスを確定するのに１６セクタ分のトラックを再生する必要がある。書き込み中に
生じる可能性のあるトラック外れは、１６セクタ分のトラックを再生して得られるウォブ
ル信号から検知されることになる。そのため、書き込み時のトラック外れに伴う誤消去は
最大１６セクタに及ぶことになるという問題が生ずる。１６セクタの誤消去は、誤り訂正
符号（Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）ブロックすべてのデータを破壊す
ることであり、データの復元は当然不可能となってしまう。
【０００４】
この発明の目的は、トラックに対して高密度にアドレスデータが反映された情報記憶媒体
を提供することにある。また、この発明の目的は、トラックに対して高密度に位置情報が
反映された情報記憶媒体に対して情報を記録する情報記録装置及び情報記録方法を提供す
ることにある。さらに、この発明の目的は、トラックに対して高密度に位置情報が反映さ
れた情報記憶媒体から情報を再生する情報再生装置及び情報再生方法を提供することにあ
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の情報記憶媒体、情報記録装置、情報
再生装置、情報記録方法、及び情報再生方法は、以下のように構成されている。
【０００６】
（１）この発明は、再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が
変調されたウォブルトラックを備えた情報記憶媒体であって、前記再生制御情報は、ヘッ
ダデータ及びアドレスデータを含み、前記ヘッダデータは、一定周波数で示されたＶＦＯ
領域を含む。
【０００７】
（２）この発明の情報記録装置により情報が記録される情報記憶媒体は、再生制御情報に
対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が変調されたウォブルトラックを備え
、前記再生制御情報は、ヘッダデータ及びアドレスデータを含み、前記ヘッダデータは、
一定周波数で示されたＶＦＯ領域を含み、
前記情報記憶媒体に対して情報を記録する情報記録装置であって、前記ウォブルトラック
の前記ウォブル周期からウォブル信号を読み取る読取手段と、前記ウォブル信号から前記
ヘッダデータを検出するヘッダデータ検出手段と、前記ウォブル信号をループフィルタを
有するループ回路に取り込み、ウォブルクロックを生成する生成手段と、前記ウォブルク
ロックに基づき前記アドレスデータを再生し、前記アドレスデータに基づき目的位置に対
して目的情報を記録する記録手段と、を備え、
前記生成手段は、前記ヘッダデータが検出されている期間において前記ループフィルタを
第１のゲインに設定し、前記ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフ
ィルタを前記第１のゲインより低い第２のゲインに設定する設定手段を備えている。
【０００８】
（３）この発明の情報再生装置により情報が再生される情報記憶媒体は、再生制御情報に
対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が変調されたウォブルトラックを備え
、前記再生制御情報は、ヘッダデータ及びアドレスデータを含み、前記ヘッダデータは、
一定周波数で示されたＶＦＯ領域を含み、
前記情報記憶媒体から情報を再生する情報再生装置であって、前記ウォブルトラックの前
記ウォブル周期からウォブル信号を読み取る読取手段と、前記ウォブル信号から前記ヘッ
ダデータを検出するヘッダデータ検出手段と、前記ウォブル信号をループフィルタを有す
るループ回路に取り込み、ウォブルクロックを生成する生成手段と、前記ウォブルクロッ
クに基づき前記アドレスデータを再生し、前記アドレスデータに基づき目的位置から目的
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情報を再生する再生手段と、を備え、
前記生成手段は、前記ヘッダデータが検出されている期間において前記ループフィルタを
第１のゲインに設定し、前記ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフ
ィルタを前記第１のゲインより低い第２のゲインに設定する設定手段を備えている。
【０００９】
（４）この発明の情報記録方法により情報が記録される情報記憶媒体は、再生制御情報に
対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が変調されたウォブルトラックを備え
、前記再生制御情報は、ヘッダデータ及びアドレスデータを含み、前記ヘッダデータは、
一定周波数で示されたＶＦＯ領域を含み、
前記情報記憶媒体に対して情報を記録する情報記録方法であって、前記ウォブルトラック
の前記ウォブル周期からウォブル信号を読み取り、前記ウォブル信号から前記ヘッダデー
タを検出し、前記ウォブル信号をループフィルタを有するループ回路に取り込み、前記ヘ
ッダデータが検出されている期間において前記ループフィルタを第１のゲインに設定し、
前記ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフィルタを前記第１のゲイ
ンより低い第２のゲインに設定し、前記ループ回路によりウォブルクロックを生成し、前
記ウォブルクロックに基づき前記アドレスデータを再生し、前記アドレスデータに基づき
目的位置に対して目的情報を記録する。
【００１０】
（５）この発明の情報再生方法により情報が再生される情報記憶媒体は、再生制御情報に
対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が変調されたウォブルトラックを備え
、前記再生制御情報は、ヘッダデータ及びアドレスデータを含み、前記ヘッダデータは、
一定周波数で示されたＶＦＯ領域を含み、
前記情報記憶媒体から情報を再生する情報再生方法であって、前記ウォブルトラックの前
記ウォブル周期からウォブル信号を読み取り、前記ウォブル信号から前記ヘッダデータを
検出し、前記ウォブル信号をループフィルタを有するループ回路に取り込み、前記ヘッダ
データが検出されている期間において前記ループフィルタを第１のゲインに設定し、前記
ヘッダデータが検出されていない期間において前記ループフィルタを前記第１のゲインよ
り低い第２のゲインに設定し、前記ループ回路によりウォブルクロックを生成し、前記ウ
ォブルクロックに基づき前記アドレスデータを再生し、前記アドレスデータに基づき目的
位置から目的情報を再生する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
まず、この発明のポイントについて説明する。光ディスクは、再生制御情報に対応した多
値周波数変調によりウォブル周期の長短が変調されたウォブルトラックを備える。前記再
生制御情報は、ヘッダデータ及びアドレスデータを含む。前記ヘッダデータは、一定周波
数で示されたＶＦＯ領域を含む。ＶＦＯ領域は、多値周波数変調に含まれる最高周波数に
より示される。上記したように、多値周波数変調を利用することにより、高密度に再生制
御情報を光ディスク上に反映（記録）することができる。また、多値周波数変調に含まれ
る最高周波数によりＶＦＯ領域を反映させることで、高精度にＶＦＯ領域から同期コード
を検出することができ、結果的に高精度な同期クロックを生成することができる。
【００１２】
以下、図面を参照して、この発明の一例について説明する。
【００１３】
図１は、この発明の一例に係る情報記憶媒体（光ディスク）のウォブルトラックを示す図
である。
【００１４】
光ディスク９は、再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブル周期の長短が変
調されたウォブルトラック９ａを備えている。つまり、光ディスクの再生制御情報は、多
値周波数変調方式（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）によ
りトラックウォブルで表現されている。ここでは例えば４値ＭＦＳＫの場合について説明
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を進めるが、その他の周波数変調方式を用いても本発明の効果が期待できる。ＷＢＨ（Ｗ
ｏＢｂｌｅ　Ｈｅａｄｅｒ）領域及びＷＢＤ（ＷｏＢｂｌｅ　Ｄａｔａ）領域では、アド
レスデータ等の情報が４つの周波数Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４により４値ＭＦＳＫで表現さ
れている。各周波数は各々ＳＹＭＢＬ１，ＳＹＭＢＬ２，ＳＹＭＢＬ３，ＳＹＭＢＬ４に
対応している。図２に各周波数とシンボルデータ間隔Ｔｗとの関係を示す。１／Ｆ１、１
／Ｆ２、１／Ｆ３、１／Ｆ４の最小公倍数をＴｓとすると、シンボルデータ間隔Ｔｗ＝Ｎ
×Ｔｓ（Ｎ：整数）となる。図２では、Ｔｓ＝２／Ｆ１＝３／Ｆ２＝４／Ｆ３＝６／Ｆ４
とし、Ｔｗ＝３Ｔｓである。１／２Ｔｓの範囲では各周波数の波が直交条件を満たしてい
るため、Ｔｗの境界位置を遅延検波により検出することが可能である。
【００１５】
図３は、ウォブルのデータ構造を示す図である。
【００１６】
ＷＢＨ領域は、一定周波数でトラックがウォブルしているＷＢＶＦＯ（ＷｏＢｂｌｅｄ　
Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）領域、録再データとウ
ォブルアドレスとの同期を取る特定のデータが記録されているＷＢＰＳ（ＷｏＢｂｌｅｄ
　Ｐｒｅ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｅ　ｃｏｄｅ）領域、の２つの領域を含む。特にＷＶ
ＦＯ領域のウォブル周波数は、多値周波数変調に含まれる最高周波数である。
【００１７】
ＷＢＤ領域は、例えばＷＢＤ１～ＷＢＤ３の３つの領域に分かれる。ＷＢＤ１～ＷＢＤ３
の各々は、ウォブルＰＩＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔ
ａ）再生のためのバイト同期信号を格納するＷＡＭ（Ｗｏｂｂｌｅｄ　Ａｄｄｒｅｓｓ　
Ｍａｒｋ）領域、セグメントＩＤ情報を格納するＷＰＩＤ（Ｗｏｂｂｌｅｄ　ＰＩＤ）領
域、ＰＩＤの誤り検出用の情報を格納するＷＩＥＤ（Ｗｏｂｂｌｅｄ　ＩＤ　Ｅｒｒｏｒ
　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｃｏｄｅ）領域、ＷＩＥＤに続いて変調方式に適応したバイトを
完結させるＷＰＡ（Ｗｏｂｂｌｅｄ　ＰｏｓｔＡｍｂｌｅ）領域、の４つの領域を含む。
【００１８】
図１４は、情報記憶媒体（光ディスク）９に対して情報を記録したり情報記憶媒体９から
情報を再生したりする情報記録再生装置の概略構成の一例を示す図である。
【００１９】
この情報記録再生装置は、情報記憶媒体９上の所定の位置に集光スポットを用いて新規情
報の記録あるいは書き換え（情報の消去も含む）と、情報記憶媒体９上の所定の位置から
集光スポットを用いて既に記録されている情報の再生を行う。
【００２０】
スピンドルモータ１は記録再生回路３によって制御され、情報記憶媒体９を回転駆動する
。光ピックアップ２は記録再生回路３によってフォーカス制御およびトラッキング制御さ
れ、情報記憶媒体９の所定の位置に光を集光させる。再生時は、この光ピックアップ２で
検出した再生信号は、記録再生回路３に入る。記録再生回路３は、再生信号から復調や復
号化処理を行い、情報を再生する。このときにウォブルデータも復調され、再生の制御に
使われる。記録時は、データ入出力回路、記録再生回路３で変調や符号化処理を行う。記
録再生回路３から出力された信号は、光ピックアップ２に送られる。光ピックアップ２よ
りレーザを照射し情報記憶媒体９（光ディスク）に記録を行う。記録を行っているときに
も、ウォブルデータの復調が行われ記録の制御に用いられる。
【００２１】
上記説明した情報記録再生装置は、再生制御情報に対応した多値周波数変調によりウォブ
ル周期の長短が変調されたウォブル溝９ａを備えた情報記憶媒体９に対して情報を記録す
る。具体的に言うと、記録再生回路３が、ウォブル溝９ａのウォブル周期からウォブル信
号を読み取り、このウォブル信号から再生制御情報を復調して、この再生制御情報に基づ
き目的位置に対して目的情報を記録する。
【００２２】
また、上記説明した情報記録再生装置は、再生制御情報に対応した多値周波数変調により
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ウォブル周期の長短が変調されたウォブル溝９ａを備えた情報記憶媒体９から情報を再生
する。具体的に言うと、記録再生回路３が、ウォブル溝９ａのウォブル周期からウォブル
信号を読み取り、このウォブル信号から再生制御情報を復調して、この再生制御情報に基
づき目的位置から目的情報を再生する。
【００２３】
図４は、図１４に示す記録再生回路３に含まれるウォブルデータ復調回路の概略構成を示
す図である。ウォブルデータ復調回路は、ウォブル信号（ＷＢＳ）からウォブルデータを
復調する。図４に示すように、ウォブルデータ復調回路は、シンボル復調回路３１、ウォ
ブルデータ復調回路３２、Ｔｗタイミング検出回路３３、ウォブル用ＰＬＬ回路３４、Ｓ
ＰＭ回転数制御回路３５、ＷＨ検出回路３６を備えている。
【００２４】
図５は、ＷＨ検出回路３６の概略構成を示す図である。図５に示すように、ＷＨ検出回路
３６は、狭帯域ＢＰＦ（ｂａｎｄ　ｐａｓｓ　ｆｉｌｔｅｒ）３６１を備えている。狭帯
域ＢＰＦ３６１の中心周波数はＷＢＨに設定されている。ＷＢＳがＷＢＨに含まれるＷＶ
ＦＯ領域に達すると、狭帯域ＢＰＦから信号が出力され、ＷＨのタイミングＷＢＨＴを出
力することができる。
【００２５】
図６は、ウォブルＰＬＬ回路３４の概略構成を示す図である。ウォブルＰＬＬ回路３４は
、位相比較器（ＰＣＭＰ）３４１、ＬＰＦ（Ｌｏｏｐ　Ｆｉｌｔｅｒ）３４２、ＶＣＯ（
Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌａｔｏｒ）３４３、ＬＰＦゲイン制御
回路３４４を備えている。ＬＰＦゲイン制御回路３４４は、ＷＢＨＴ信号に応じてＬＰＦ
のゲインを調整する。ＷＢＶＦＯ領域でのウォブルの周波数はＷＢＤ領域での最高周波数
であるＦ４を用いている。
【００２６】
図７は、Ｔｗタイミング検出回路３３の概略構成を示す図である。Ｔｗタイミング検出回
路３３は、ウォブル信号とこのウォブル信号を時間Ｔｓだけ遅延させた遅延ウォブル信号
との差を時間Ｔｗだけ積分し、この積分結果に基づき再生制御情報を示すシンボルの切り
替わりタイミングを検出する。Ｔｗタイミング検出回路３３は、Ｔｓ遅延回路３３１、乗
算器、Ｔｓ積分器を備えている。Ｔｓ遅延回路３３１は、ＷＢＳのＴｓ時間だけ遅延させ
たＷＢＤＳを出力する。乗算器はＷＢＳとＷＢＤＳとの乗算結果ＷＢＭＬＴを出力する。
Ｔｓ積分回路はＷＢＭＬＴを時間Ｔｓ分だけ積分した結果、ＷＢＣＯＮＶ信号を出力する
。
【００２７】
図８は、シンボル復調回路３１の概略構成を示す図である。シンボル復調回路３１は、ウ
ォブル信号からシンボルを復調する。シンボル復調回路３１は、Ｔｗタイミング検出回路
３３により検出されるタイミングに基づき、複数の狭帯域フィルタＢＰＦ１～ＢＰＦ４を
介して出力される複数のウォブル信号のうち最高信号強度のウォブル信号を選択する。シ
ンボル復調回路３１は、狭帯域ＢＰＦ１（３１１）、狭帯域ＢＰＦ２（３１２）、狭帯域
ＢＰＦ３（３１３）、狭帯域ＢＰＦ４（３１４）、シンボル判定回路３１５を備えている
。シンボル判定回路３１５は、ＢＰＦ１～ＢＰＦ４の出力からシンボルを判定する。狭帯
域ＢＰＦ１～ＢＰＦ４の中心周波数はそれぞれＦ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４に対応している。
【００２８】
また、このシンボル復調回路３１で復調されたシンボルは、ウォブルデータ復調回路３２
に入力され、ウォブルデータ復調回路３２がアドレスデータ等を復調する。
【００２９】
図９を参照して、以上のような回路を用いて多値周波数変調方式のウォブル信号を再生す
る処理について説明する。
【００３０】
図９は、ウォブルＰＬＬ処理方法を示すフローチャートである。
【００３１】
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ＷＢＨＴ信号によりウォブル信号ＷＢＳがＷＢＨ領域に達しているならば（ＳＴ１１、Ｙ
ＥＳ）、ＬＰＦのゲインをＬＦＧ１に設定し（ＳＴ１２）、ＷＢＳがＷＢＨ領域以外の領
域に達しているならば（ＳＴ１１、ＮＯ）、ＬＰＦのゲインをＬＦＧ２に設定する（ＳＴ
１３）。このとき、ＬＦＧ１，ＬＦＧ２は、ＬＦＧ１＞ＬＦＧ２の関係を満たしている。
即ち、単一周波数により構成されているＷＶＦＯ領域を含むＷＢＨ領域ではＰＬＬが容易
にロックするようにウォブルＰＬＬのループフィルタのゲインを大きくするが、複数の周
波数成分が混在するＷＢＨ領域以外の領域ではウォブルＰＬＬのループフィルタのゲイン
を小さくしてＰＬＬが外れないように処理する。また、ＬＦＧ２＝０とすれば、より効果
的である。
【００３２】
図１０は、シンボル間隔Ｔｗ検出方法を示すフローチャートである。
【００３３】
ウォブルに含まれる信号の各周波数成分は各々がＴｓの時間で直交条件を満たしている特
徴により、Ｔｓ時間において畳み込み積分されたＷＢＣＯＮＶ信号はシンボルが切り替わ
るＴｗ時間ごとに零となる（ＳＴ２１）。ＷＢＣＯＮＶ信号からウォブル信号に同期した
シンボルの切り替わりタイミング信号ＴｗＴ信号を出力することができる（ＳＴ２２、Ｓ
Ｔ２３）。
【００３４】
図１１は、シンボル復調処理方法を示すフローチャートである。
【００３５】
各狭帯域ＢＰＦ１～ＢＰＦ４の出力ＷＢＦ１～ＷＢＦ４は時間Ｔｗに含まれるシンボルＳ
ＹＭＢＬ１～ＳＹＭＢＬ４に対応する。出力ＷＢＦ１～ＷＢＦ４のうち、Ｔｗ検出回路に
より検出したＴｗＴ信号時間内で最大の出力を判断し（ＳＴ３１）、ＳＹＭＢＬ１～ＳＹ
ＭＢＬ４を出力する（ＳＴ３２～ＳＴ３５）。判断されたシンボルを対応する二値化信号
に変換し、ウォブルデータ復調回路によりウォブルに記録されている情報を再生すること
ができる。
【００３６】
以上のようにして、４値ＭＦＳＫ方式で情報が記録されているウォブルに対して復調する
。
【００３７】
続いて、変形例について説明する。ここでは、図１２に示すようなシンボル復調回路３１
を採用するものとする。シンボル復調回路３１は、カウンタ回路３１６、シンボル判定回
路３１５を備えている。カウンタ回路３１６は、Ｔｗの期間でＷＢＳの波数ＷＢＮを出力
（カウント）する。シンボル判定回路はＷＢＮ信号に応じてウォブル信号をシンボルに変
換する。
【００３８】
図１３は、図１２に示すシンボル復調回路によるウォブル信号再生処理を示すフローチャ
ートである。
【００３９】
ＷＢＮ信号はＦ１～Ｆ４に対応した波数ＷＢＮ１～ＷＢＮ４のうち何れかの値となるため
（ＳＴ４１）、ＷＢＮ信号が一致するＷＢＮ１～ＷＢＮ４に応じてシンボルＳＹＭＢＬ１
～ＳＹＭＢＬ４を判別することができる（ＳＴ４２～ＳＴ４５）。ＷＢＳＢＩＮ信号は図
４のウォブルデータ復調回路にて復調される。
【００４０】
さらに、変形例について説明する。ここでは、ＷＢＶＦＯ領域での周波数Ｆ０がＦ０＝１
／Ｔｓを満たすとする。この場合もＦ０はＦ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４とＴｓの期間で直交条
件を満たす。この場合はＷＢＶＦＯ領域での周波数が高いため、位相比較の頻度が増すの
で、より安定にウォブル同期クロックを生成することが可能となる。また、中心周波数が
Ｆ０であるような狭帯域フィルタを用いることにより、より容易にＷＢＶＦＯ領域を検出
することが可能である。
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【００４１】
なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組
み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態
には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合
わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいく
つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決で
き、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除され
た構成が発明として抽出され得る。
【００４２】
【発明の効果】
この発明によれば、トラックに対して高密度にアドレスデータが反映された情報記憶媒体
を提供できる。また、この発明の目的は、トラックに対して高密度に位置情報が反映され
た情報記憶媒体に対して情報を記録する情報記録装置及び情報記録方法を提供できる。さ
らに、この発明の目的は、トラックに対して高密度に位置情報が反映された情報記憶媒体
から情報を再生する情報再生装置及び情報再生方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一例に係る情報記憶媒体（光ディスク）のウォブルトラックを示す図
である。
【図２】各周波数とシンボルデータ間隔Ｔｗとの関係を示す図である。
【図３】ウォブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図４】記録再生回路に含まれるウォブルデータ復調回路の概略構成を示す図である。
【図５】ＷＨ検出回路の概略構成を示す図である。
【図６】ウォブルＰＬＬ回路の概略構成を示す図である。
【図７】Ｔｗタイミング検出回路の概略構成を示す図である。
【図８】シンボル復調回路の概略構成（例１）を示す図である。
【図９】多値周波数変調方式のウォブル信号再生処理を示すフローチャートである。
【図１０】シンボル間隔Ｔｗ検出方法を示すフローチャートである。
【図１１】シンボル復調処理方法を示すフローチャートである。
【図１２】シンボル復調回路の概略構成（例２）を示す図である。
【図１３】図１２に示すシンボル復調回路によるウォブル信号再生処理を示すフローチャ
ートである。
【図１４】情報記憶媒体に対して情報を記録したり情報記憶媒体から情報を再生したりす
る情報記録再生装置の概略構成の一例を示す図である。
【符号の説明】
９…情報記憶媒体（光ディスク）
９ａ…ウォブルトラック
３１…シンボル復調回路
３２…ウォブルデータ復調回路
３３…Ｔｗタイミング検出回路
３４…ウォブル用ＰＬＬ回路
３５…ＳＰＭ回転数制御回路
３６…ＷＨ検出回路

10

20

30

40

(10) JP 3561259 B2 2004.9.2



【 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 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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