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(57)【要約】
【課題】ＭＳＫ変調あるいＨＭＷ変調された信号からＭ
ＳＫ変調成分あるいはＨＭＷ変調成分を簡易に抽出する
。
【解決手段】ＭＳＫ変調及びＨＭＷ変調されたウォブル
信号はアドレスデコード回路２８に供給される。ＭＳＫ
成分抽出部２８ａの第１のＬＰＦで基準周波数信号を抽
出して出力し、第２のＬＰＦで基準周波数信号及びＭＳ
Ｋ変調成分を抽出して出力する。差分器で両信号の差分
を演算してＭＳＫ成分を抽出する。ＨＭＷ成分抽出部２
８ｂの第１のＬＰＦでＲＦノイズを除去し、第２のＬＰ
ＦでＨＭＷ変調成分及びＲＦノイズを除去する。差分器
で両者の差分を演算してＨＭＷ成分を抽出する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録トラックがウォブル信号に応じて形成され、該ウォブル信号がＭＳＫ変調された光
ディスクに対して記録あるいは再生を行う光ディスク装置であって、
　前記光ディスクから前記ウォブル信号を読み出すピックアップと、
　第１の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分及びＭＳＫ変調成分を通過
しＲＦノイズ成分を除去する第１フィルタと、
　第２の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分を通過しＭＳＫ変調成分及
びＲＦノイズ成分を除去する第２フィルタと、
　前記第１フィルタの出力と前記第２フィルタの出力の差分を出力する差分器と、
　を有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
　記録トラックがウォブル信号に応じて形成され、該ウォブル信号がＨＭＷ変調された光
ディスクに対して記録あるいは再生を行う光ディスク装置であって、
　前記光ディスクから前記ウォブル信号を読み出すピックアップと、
　第１の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分を通過しＨＭＷ変調成分及
びＲＦノイズ成分を除去する第１フィルタと、
　第２の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分及びＨＭＷ変調成分を通過
しＲＦノイズ成分を除去する第２フィルタと、
　前記第１フィルタの出力と前記第２フィルタの出力の差分を出力する差分器と、
　を有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項３】
　記録トラックがウォブル信号に応じて形成され、該ウォブル信号がＭＳＫ変調及びＨＭ
Ｗ変調された光ディスクに対して記録あるいは再生を行う光ディスク装置であって、
　前記光ディスクから前記ウォブル信号を読み出すピックアップと、
　第１の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分を通過しＭＳＫ変調成分、
ＨＭＷ変調成分及びＲＦノイズ成分を除去する第１フィルタと、
　第２の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分及びＭＳＫ変調成分を通過
しＨＭＷ変調成分及びＲＦノイズ成分を除去する第２フィルタと、
　第３の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分、ＭＳＫ変調成分及びＨＭ
Ｗ変調成分を通過しＲＦノイズ成分を除去する第３フィルタと、
　前記第１フィルタの出力と前記第２フィルタの出力の差分を出力する第１差分器と、
　前記第３フィルタの出力と前記第２フィルタの出力の差分を出力する第２差分器と、
　を有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置において、
　前記ＭＳＫ変調成分は前記基準周波数の１．５倍の周波数を有し、
　前記ＨＭＷ変調成分は前記基準周波数の２倍の周波数を有し、
　前記第１フィルタのカットオフ周波数は前記基準周波数と前記ＭＳＫ変調成分の周波数
との間に設定され、
　前記第２フィルタのカットオフ周波数は前記ＭＳＫ変調成分の周波数と前記ＨＭＷ変調
成分の周波数との間に設定され、
　前記第３フィルタのカットオフ周波数は前記ＨＭＷ変調成分の周波数より大きく設定さ
れる
　ことを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウォブル信号からＭＳＫ変調成分やＨＭＷ変調成分を抽出する光ディスク装
置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　次世代光ディスクでは、記録可能光ディスクのアドレス方式として、ＭＳＫ（Minimum 
Shift Keying）変調方式とＨＭＷ（Harmonic Wave）変調方式とを併用している。ＭＳＫ
変調方式では、ウォブル信号の基本周波数信号（基準キャリア信号）の一部を１．５倍の
周波数の信号に置換し、この周波数変調部を検出することでアドレッシングを行う。ＨＭ
Ｗ変調方式では、基準キャリア信号に一部その２倍の周波数の信号を重畳してウォブル信
号を鋸歯状とするもので、重畳信号の位相を検出することでアドレッシングを行う。ＭＳ
Ｋ変調部とＨＭＷ変調部はそれそれブロック内の異なる位置に配置され、ＭＳＫ変調部と
ＨＭＷ変調部との間には、１周期以上の基準キャリア信号が配置される。ＭＳＫ変調方式
は、比較的傷やクロストークに弱く、ＨＭＷ変調方式はチルトに対して敏感である特性を
有しており、両者を併用して相補うことによりアドレッシングの信頼性を向上させている
。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１２３２４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＭＳＫ変調及びＨＭＷ変調されたウォブル信号の復調方法としては、上
記の公報に開示されているようにヘテロダイン方式が一般的であり、乗算器や積分器、サ
ンプルホールド回路、コンパレータ等が必要となって回路構成が複雑化する。
【０００５】
　本発明の目的は、より簡易な構成でＭＳＫ変調成分やＨＭＷ変調成分を抽出できる光デ
ィスク装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、記録トラックがウォブル信号に応じて形成され、該ウォブル信号がＭＳＫ変
調された光ディスクに対して記録あるいは再生を行う光ディスク装置であって、前記光デ
ィスクから前記ウォブル信号を読み出すピックアップと、第１の通過帯域を有し、前記ウ
ォブル信号の基準周波数成分及びＭＳＫ変調成分を通過しＲＦノイズ成分を除去する第１
フィルタと、第２の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分を通過しＭＳＫ
変調成分及びＲＦノイズ成分を除去する第２フィルタと、前記第１フィルタの出力と前記
第２フィルタの出力の差分を出力する差分器とを有することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明は、記録トラックがウォブル信号に応じて形成され、該ウォブル信号がＨ
ＭＷ変調された光ディスクに対して記録あるいは再生を行う光ディスク装置であって、前
記光ディスクから前記ウォブル信号を読み出すピックアップと、第１の通過帯域を有し、
前記ウォブル信号の基準周波数成分を通過しＨＭＷ変調成分及びＲＦノイズ成分を除去す
る第１フィルタと、第２の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分及びＨＭ
Ｗ変調成分を通過しＲＦノイズ成分を除去する第２フィルタと、前記第１フィルタの出力
と前記第２フィルタの出力の差分を出力する差分器とを有することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、記録トラックがウォブル信号に応じて形成され、該ウォブル信号がＭ
ＳＫ変調及びＨＭＷ変調された光ディスクに対して記録あるいは再生を行う光ディスク装
置であって、前記光ディスクから前記ウォブル信号を読み出すピックアップと、第１の通
過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分を通過しＭＳＫ変調成分、ＨＭＷ変調
成分及びＲＦノイズ成分を除去する第１フィルタと、第２の通過帯域を有し、前記ウォブ
ル信号の基準周波数成分及びＭＳＫ変調成分を通過しＨＭＷ変調成分及びＲＦノイズ成分
を除去する第２フィルタと、第３の通過帯域を有し、前記ウォブル信号の基準周波数成分
、ＭＳＫ変調成分及びＨＭＷ変調成分を通過しＲＦノイズ成分を除去する第３フィルタと



(4) JP 2008-97743 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

、前記第１フィルタの出力と前記第２フィルタの出力の差分を出力する第１差分器と、前
記第３フィルタの出力と前記第２フィルタの出力の差分を出力する第２差分器とを有する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、フィルタと差分器の構成により簡易にＭＳＫ変調成分あるいはＨＭＷ
変調成分を抽出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面に基づき本発明の実施形態について説明する。
【００１１】
　図１に、本実施形態における光ディスク装置の全体構成図を示す。Ｂｌｕ－ｒａｙ等の
光ディスク１０はスピンドルモータ（ＳＰＭ）１２により駆動される。スピンドルモータ
ＳＰＭ１２は、ドライバ１４で駆動され、ドライバ１４はサーボプロセッサ３０により所
望の回転速度となるようにサーボ制御される。光ディスク１０にはウォブル信号に応じて
蛇行形成された情報トラックを有し、ウォブル信号はＭＳＫ変調及びＨＭＷ変調されてい
る。ＭＳＫ変調部及びＨＭＷ変調部にアドレス情報が埋め込まれており、ウォブル信号か
らＭＳＫ変調成分及びＨＭＷ変調成分を抽出し、復調することでアドレス情報を得ること
ができる。ＭＳＫ変調では、一方を基準キャリア信号と同一の周波数とし、他方を基準キ
ャリア信号の１．５倍の周波数の信号とする。つまり、ＭＳＫ変調に用いられる信号波形
は、一方がｃｏｓ（ωｔ）又は－ｃｏｓ（ωｔ）であり、他方がｃｏｓ（１．５ωｔ）又
は－ｃｏｓ（１．５ωｔ）である。ウォブル信号にＭＳＫ変調方式で被変調データを挿入
する場合、被変調データのデータストリームに対してウォブル周期に対応するクロック単
位で差動符号化処理をしてプリコードデータとし、このプリコードデータをＭＳＫ変調し
てＭＳＫストリームを生成する。これにより、被変調データのデータ列が例えば“０１０
”のときにはＭＳＫストリームの信号波形は、１ウォブル周期毎に、ｃｏｓ（ωｔ）、ｃ
ｏｓ（ωｔ）、ｃｏｓ（１．５ωｔ）、－ｃｏｓ（ωｔ）、－ｃｏｓ（１．５ωｔ）、ｃ
ｏｓ（ωｔ）なる波形となる（上記の特許文献１参照）。また、ＨＭＷ変調では、基準キ
ャリア信号ｃｏｓ（ωｔ）の２次高調波であるｓｉｎ（２ωｔ）、－２ｓｉｎ（ωｔ）を
用い、被変調データが“１”のときには基準キャリア信号にｓｉｎ（２ωｔ）を重畳し、
被変調データが“０”のときには基準キャリア信号に－ｓｉｎ（２ωｔ）を重畳して変調
する。
【００１２】
　光ピックアップ１６は、レーザ光を光ディスク１０に照射するためのレーザダイオード
（ＬＤ）や光ディスク１０からの反射光を受光して電気信号に変換するフォトディテクタ
（ＰＤ）を含み、光ディスク１０に対向配置される。光ピックアップ１６はステッピング
モータで構成されるスレッドモータ１８により光ディスク１０の半径方向に駆動され、ス
レッドモータ１８はドライバ２０で駆動される。ドライバ２０は、ドライバ１４と同様に
サーボプロセッサ３０によりサーボ制御される。また、光ピックアップ１６のＬＤはドラ
イバ２２により駆動され、ドライバ２２は、オートパワーコントロール回路（ＡＰＣ）２
４により、駆動電流が所望の値となるように制御される。ＡＰＣ２４及びドライバ２２は
、システムコントローラ３２からの指令によりＬＤの発光量を制御する。図ではドライバ
２２は光ピックアップ１６と別個に設けられているが、ドライバ２２を光ピックアップ１
６に搭載してもよい。
【００１３】
　光ディスク１０に記録されたデータを再生する際には、光ピックアップ１６のＬＤから
再生パワーのレーザ光が照射され、その反射光がＰＤで電気信号に変換されて出力される
。光ピックアップ１６からの再生信号はＲＦ回路２６に供給される。ＲＦ回路２６は、再
生信号からフォーカスエラー信号やトラッキングエラー信号を生成し、サーボプロセッサ
３０に供給する。サーボプロセッサ３０は、これらのエラー信号に基づいて光ピックアッ



(5) JP 2008-97743 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

プ１６をサーボ制御し、光ピックアップ１６をオンフォーカス状態及びオントラック状態
に維持する。また、ＲＦ回路２６は、再生信号に含まれるアドレス信号をアドレスデコー
ド回路２８に供給する。アドレスデコード回路２８はアドレス信号から光ディスク１０の
アドレスデータを復調し、サーボプロセッサ３０やシステムコントローラ３２に供給する
。
【００１４】
　アドレス信号はウォブル信号であり、このウォブル信号を再生信号から抽出しデコード
することでアドレスデータを得る。ウォブル信号の復調、より具体的にはウォブル信号か
らのＭＳＫ変調成分及びＨＭＷ変調成分の抽出及び復調については後述する。また、ＲＦ
回路２６は、再生ＲＦ信号を２値化回路３４に供給する。２値化回路３４は、再生信号を
２値化し、得られた信号をエンコード／デコード回路３６に供給する。エンコード／デコ
ード回路３６では、２値化信号を復調及びエラー訂正して再生データを得、当該再生デー
タをインタフェースＩ／Ｆ４０を介してパーソナルコンピュータなどのホスト装置に出力
する。なお、再生データをホスト装置に出力する際には、エンコード／デコード回路３６
はバッファメモリ３８に再生データを一旦蓄積した後に出力する。
【００１５】
　光ディスク１０にデータを記録する際には、ホスト装置からの記録すべきデータはイン
ターフェースＩ／Ｆ４０を介してエンコード／デコード回路３６に供給される。エンコー
ド／デコード回路３６は、記録すべきデータをバッファメモリ３８に格納し、当該記録す
べきデータをエンコードして変調データとしてライトストラテジ回路４２に供給する。ラ
イトストラテジ回路４２は、変調データを所定の記録ストラテジに従ってマルチパルス（
パルストレーン）に変換し、記録データとしてドライバ２２に供給する。記録ストラテジ
は記録品質に影響することから、データ記録に先立って最適化が行われる。すなわち、光
ディスク１０の所定のテストエリアにおいて記録ストラテジを種々変化させてテストデー
タを試し書きし、試し書きしたテストデータを再生してその信号品質を評価する。そして
、評価結果に基づいて最適な記録ストラテジが選択される。記録データによりパワー変調
されたレーザ光は光ピックアップ１６のＬＤから照射されて光ディスク１０にデータが記
録される。データを記録した後、光ピックアップ１６は再生パワーのレーザ光を照射して
当該記録データを再生し、ＲＦ回路２６に供給する。ＲＦ回路２６は再生信号を２値化回
路３４に供給し、２値化されたデータはエンコード／デコード回路３６に供給される。エ
ンコード／デコード回路３６は、変調データをデコードし、バッファメモリ３８に格納さ
れている記録データと照合する。ベリファイの結果はシステムコントローラ３２に供給さ
れる。システムコントローラ３２はベリファイの結果に応じて引き続きデータを記録する
か、あるいは交替処理を実行するかを決定する。システムコントローラ３２は、システム
全体の動作を制御し、サーボプロセッサ３０を介してスレッドモータ１８を駆動し、光ピ
ックアップ１６の位置を制御する。
【００１６】
　図２に、図１におけるアドレスデコード回路２８の構成ブロック図を示す。アドレスデ
コード回路２８は、大別してＭＳＫ成分復調回路とＨＭＷ成分復調回路から構成される。
【００１７】
　ＭＳＫ成分抽出部２８ａは、ＲＦ回路部２６からのウォブル信号を入力し、ウォブル信
号に含まれるＭＳＫ変調成分を抽出してＭＳＫ２値化部２８ｃに出力する。ＭＳＫ成分抽
出部２８ａは、２つのローパスフィルタと１つの差分器の組み合わせでＭＳＫ変調成分を
簡易に抽出する。
【００１８】
　ＭＳＫ２値化部２８ｃは、ＭＳＫ変調成分をＰＬＬ部２８ｆで生成されたクロック信号
ＣＬＫを用いて２値化し、デコーダ２８ｅに出力する。
【００１９】
　ＨＭＷ成分抽出部２８ｃは、ＲＦ回路部２６からのウォブル信号を入力し、ウォブル信
号に含まれるＨＭＷ変調成分を抽出してＨＭＷ２値化・極判断部２８ｄに出力する。ＨＭ
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Ｗ成分抽出部２８ｂは、２つのローパスフィルタと１つの差分器の組み合わせでＨＭＷ変
調成分を簡易に抽出する。
【００２０】
　ＨＭＷ２値化・極判断部２８ｄは、ＨＭＷ変調成分をＰＬＬ部２８ｆで生成されたクロ
ック信号ＣＬＫを用いて２値化し、さらに極性（０か１か）を判断してデコーダ２８ｅに
出力する。デコーダ２８ｅは、ＰＬＬ部２８ｆで生成されたクロック信号ＣＬＫを用いて
ＭＳＫ変調成分とＨＭＷ変調成分とからアドレス情報を復調し、得られたアドレス情報を
システムコントローラ３２に出力する。
【００２１】
　図３に、図２におけるＭＳＫ成分抽出部２８ａの構成ブロック図を示す。ＭＳＫ成分抽
出部２８ａは、２つのローパスフィルタ２８ａ２（ＬＰＦ１）、２８ａ１（ＬＰＦ２）及
び差分器２８ａ３から構成される。ＬＰＦ１及びＬＰＦ２は互いに並列に接続され、ウォ
ブル信号はＬＰＦ１及びＬＰＦ２に供給される。
【００２２】
　ＬＰＦ１は、カットオフ周波数がウォブル信号の基準キャリア信号の周波数と基準キャ
リア信号の周波数の１．５倍の周波数との間に設定され、ウォブル信号のうち基準キャリ
ア信号を通過する一方、ＭＳＫ変調性成分やＨＭＷ変調成分、及びＲＦノイズ成分を除去
する。ＬＰＦ１から出力された信号Ｂ、つまり基準キャリア信号を含む信号は差分器２８
ａ３の反転入力端子（－）に供給される。　
【００２３】
　ＬＰＦ２は、カットオフ周波数が基準キャリア信号の周波数の１．５倍と基準キャリア
信号の周波数の２倍との間に設定され、ウォブル信号のうち基準キャリア信号及びＭＳＫ
変調成分は通過する一方、ＨＭＷ変調成分やＲＦノイズを除去する。ＬＰＦ２から出力さ
れた信号Ａ、つまり基準キャリア信号とＭＳＫ変調成分を含む信号は差分器２８ａ３の非
反転入力端子（＋）に供給される。
【００２４】
　差分器２８ａ３は、信号Ａと信号Ｂの差分を演算することでＭＳＫ変調成分のみを抽出
できる。
【００２５】
　図４に、図２におけるＨＭＷ成分抽出部２８ｂの構成ブロック図を示す。ＨＭＷ成分抽
出部２８ｂは、２つのローパスフィルタ２８ｂ１（ＬＰＦ３）、２８ｂ２（ＬＰＦ２）及
び差分器２８ｂ３から構成される。ＬＰＦ２及びＬＰＦ３は互いに並列に接続され、ウォ
ブル信号はＬＰＦ２及びＬＰＦ３に供給される。
【００２６】
　ＬＰＦ２は、図３に示されるＬＰＦ２と同様であり、ウォブル信号のうち基準キャリア
信号及びＭＳＫ変調成分を通過する。ＬＰＦ２を通過した信号Ｄ、つまり基準キャリア信
号とＭＳＫ変調成分を含む信号は差分器ｂ３の反転入力端子（－）に供給される。
【００２７】
　ＬＰＦ３は、カットオフ周波数が基準キャリア信号の周波数の２倍より大きい周波数に
設定され、ウォブル信号のうち基準キャリア信号とＭＳＫ変調成分とＨＭＷ変調成分を通
過する一方、ＲＦノイズ成分を除去する。ＬＰＦ３を通過した信号Ｃ、つまり基準キャリ
ア信号とＭＳＫ変調成分とＨＭＷ変調成分を含む信号は差分器２８ｂ３の非反転入力端子
（＋）に供給される。
【００２８】
　差分器２８ｂ３は、信号Ｃと信号Ｄの差分を演算することでＨＭＷ変調成分のみを抽出
できる。
【００２９】
　図５に、図３及び図４に示されたＬＰＦ１～３の周波数特性を示す。図において、ｆＷ
はウォブル信号の基準キャリア信号の周波数であり、ｆＭは基準キャリア信号の１．５倍
の周波数であってＭＳＫ変調成分の周波数であり、ｆＨは基準キャリア信号の２倍の周波



(7) JP 2008-97743 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

数であってＨＭＷ変調成分の周波数である。ＬＰＦ１は特性１００で示す帯域通過特性を
有し、基準キャリア信号のみを通過する。ＬＰＦ２は特性２００で示す帯域通過特性を有
し、基準キャリア信号及びＭＳＫ変調成分のみを通過する。ＬＰＦ３は特性３００で示す
帯域通過特性を有し、基準キャリア信号とＭＳＫ変調成分とＨＭＷ変調成分を通過する。
この図より、ＬＰＦ１とＬＰＦ２との組み合わせでＭＳＫ変調成分が抽出され、ＬＰＦ２
とＬＰＦ３との組み合わせでＨＭＷ変調成分が抽出されることが理解されよう。
【００３０】
　図６に、差分器２８ａ３での差分演算結果であるＭＳＫ変調成分の信号波形を示す。図
ではＬＰＦ１からの信号Ｂ（細線で示す）とＬＰＦ２からの信号Ａ（破線で示す）も併せ
て示す。差分器２８ａ３では信号Ａ－信号Ｂを演算するため、信号Ａに含まれるＭＳＫ変
調成分の極性を反転したＭＳＫ変調成分４００が抽出される。図７に、図６からＭＳＫ変
調成分４００のみを抜き出して示す。
【００３１】
　また、図８に、差分器２８ｂ３での差分演算結果であるＨＭＷ変調成分の信号波形を示
す、図ではＬＰＦ２からの信号Ｄ（破線で示す）とＬＰＦ３からの信号Ｃ（細線で示す）
も併せて示す。図９に、図８からＨＭＷ変調成分５００のみを抜き出して示す。
【００３２】
　このように、本実施形態では、２つのローパスフィルタと１つの差分器の組み合わせで
、ウォブル信号からＭＳＫ変調成分を抽出し、かつＨＭＷ変調成分を抽出することができ
る。抽出されたＭＳＫ変調成分及びＨＭＷ変調成分はそれぞれ２値化し、任意の方法で復
調すればよい。以下、復調の一例について説明するが、これに限定されるものではない。
【００３３】
　図１０に、ＭＳＫ変調成分の復調処理を示す。図２におけるＭＳＫ部２値化部２８ｃの
処理である。ＭＳＫ部２値化部２８ｃは、全波整流回路、ピーク検波回路、スライス回路
及びラッチ回路を備える。図１０（ａ）は図２に示すＰＬＬ部２８ｆで生成されるクロッ
ク信号ＣＬＫであり、ウォブル信号の基準周波数である。図１０（ｂ）はＭＳＫ成分抽出
部２８ａで抽出されたＭＳＫ変調成分である。図１０（ｃ）は図１０（ｂ）に示すＭＳＫ
変調成分を全波整流した後、ピーク検波した波形（図中破線）である。このピーク波形を
スライス回路で所定のスライスレベルＳＬ１を用いて２値化する。図１０（ｄ）はスライ
スレベルＳＬ１で２値化した出力波形である。図１０（ｅ）は２値化信号を図１０（ａ）
のクロック信号ＣＬＫでラッチした信号であり、出力されるＭＳＫ信号である。
【００３４】
　図１１に、ＨＭＷ変調成分の復調処理を示す。図２におけるＨＭＷ部２値化・極判断部
２８ｄの処理である。ＨＭＷ部２値化・極判断部２８ｄは、スライス回路、ラッチ回路、
論理和ゲート及び論理積ゲートを有する。図１１（ａ）はＰＬＬ部２８ｆで生成されるク
ロック信号ＣＬＫであり、図１０（ｂ）、（ｃ）はクロック信号ＣＬＫを分周して作成さ
れる第２クロック信号ＣＬＫ２及び第３クロック信号ＣＬＫ３である。ＣＬＫ２及びＣＬ
Ｋ３はＣＬＫの２倍の周期を有するクロックであり、互いに逆位相の信号である。図１０
（ｄ）はＨＭＷ成分抽出部２８ｂで抽出されたＨＭＷ変調成分である。ＨＭＷ変調成分は
、所定のスライスレベルＳＬ２及びＳＬ３で２値化される。ＳＬ２＞ＳＬ３である。図１
１（ｅ）はＳＬ２で２値化した信号ＨＭＷであり、図１１（ｆ）はＳＬ３で２値化した信
号である。図１１（ｇ）はＳＬ２で２値化した信号をＣＬＫ２でラッチした信号であり、
図１１（ｈ）はＳＬＳ３で２値化した信号をＣＬＫ２でラッチした信号である。また、図
１１（ｈ）はＳＬ３で２値化した信号をＣＬＫ３でラッチした信号であり、図１１（ｉ）
はＳＬ２で２値化した信号をＣＬＫ３でラッチした信号である。図１１（ｋ）はＳＬ２を
ＣＬＫ２でラッチした信号とＳＬ２をＣＬＫ３でラッチした信号の論理積信号であり、極
性が「１」の信号である。図１１（ｍ）はＳＬ３をＣＬＫ２でラッチした信号とＳＬ３を
ＣＬＫ３でラッチした信号の論理積を演算した信号であり、極性が「０」の信号である。
さらに、図１１（ｎ）は図１１（ｋ）の信号と図１１（ｍ）の信号の論理和信号であり、
ＨＭＷ信号として出力される信号である。なお、ＨＭＷ信号が「０」あるいはローレベル
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のときにはＨＭＷ信号はなく、ウォブル信号の基準周波数信号（いわゆるモノトーン信号
）として判断される。
【００３５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
種々の変更が可能である。例えば、本実施形態では、ＭＳＫ変調及びＨＭＷ変調されたウ
ォブル信号からアドレス情報を復調する場合について例示したが、ＭＳＫ変調のみされて
いる信号からＭＳＫ変調成分を抽出する、あるいはＨＭＷ変調のみされている信号からＨ
ＭＷ変調成分を抽出する場合についても適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】光ディスク装置の全体構成図である。
【図２】アドレスデコード回路の構成図である。
【図３】ＭＳＫ成分抽出部の構成図である。
【図４】ＨＭＷ成分抽出部の構成図である。
【図５】ローパスフィルタの特性図である。
【図６】ＭＳＫ変調成分の抽出説明図である。
【図７】ＭＳＫ変調成分の信号波形図である。
【図８】ＨＭＷ変調成分の抽出説明図である。
【図９】ＨＭＷ変調成分の信号波形図である。
【図１０】ＭＳＫ変調成分の復調処理を示すタイミングチャートである。
【図１１】ＨＭＷ変調成分の復調処理を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
【００３７】
　１０　光ディスク、２８　アドレスデコード回路、２８ａ　ＭＳＫ成分抽出部、２８ｂ
　ＨＭＷ成分抽出部、４００　ＭＳＫ変調成分、５００　ＨＭＷ変調成分。
【図１】 【図２】

【図３】



(9) JP 2008-97743 A 2008.4.24

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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