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(57)【要約】
【課題】グルーブ再生時はもとよりランド再生時にも、
アドレス情報を復元できる光情報記録媒体および再生装
置を提供する。
【解決手段】
　光情報記録媒体は、連続的にウォブルするグルーブが
予め形成され、グルーブおよびグルーブに隣接するラン
ドに情報を記録するようになされ、アドレス情報により
変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりア
ドレス情報が記録され、変調波は、ウォブルの基本周波
数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数倍の周波
数の高調波であり、一の変調波が、グルーブを挟む隣接
ランドの一方のランドのアドレス情報により変調され、
他の変調波が、グルーブを挟む隣接ランドの他方のラン
ドのアドレス情報で変調されたものである。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アドレス情報の記録がＣＡＶ方式またはゾーンＣＡＶ方式により行われた光情報記録媒
体であって、
　連続的にウォブルするグルーブが予め形成され、上記グルーブおよび上記グルーブに隣
接するランドに情報を記録するようになされ、
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、
　上記変調波は、ウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数倍の
周波数の高調波であり、
　一の変調波が、グルーブを挟む隣接ランドの一方のランドのアドレス情報により変調さ
れ、
　他の変調波が、グルーブを挟む隣接ランドの他方のランドのアドレス情報で変調された
光情報記録媒体。
【請求項２】
　上記一の変調波が復調されて上記隣接ランドの一方のランドのアドレス情報が復元され
、
　上記他の変調波が復調されて上記隣接ランドの他方のアドレス情報が復元され、
　上記アドレス情報が復元された上記一方のランドおよび上記他方のランドに挟まれたグ
ルーブとして、該グルーブのアドレス情報が再生される請求項１に記載の光情報記録媒体
。
【請求項３】
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されてランドのアドレス情報が復元されて
、該ランドのアドレス情報が再生される請求項２に記載の光情報記録媒体。
【請求項４】
　中心から外周に向けて順にランドトラックに対して番号が振られ、
　上記一方のランドが、偶数番号のランドであり、
　上記他方のランドが、奇数番号のランドである請求項１に記載の光情報記録媒体。
【請求項５】
　上記一の変調波および上記他の変調波は、互いに異なる周波数の高調波である請求項１
に記載の光情報記録媒体。
【請求項６】
　上記一の変調波は、ｓｉｎ波であり、上記他の変調波は、上記一の変調波と同一周波数
のｃｏｓ波である請求項１に記載の光情報記録媒体。
【請求項７】
　アドレス情報の記録がＣＡＶ方式またはゾーンＣＡＶ方式により行われた光情報記録媒
体であって、
　連続的にウォブルするグルーブが予め形成され、上記グルーブおよび上記グルーブに隣
接するランドに情報を記録するようになされ、
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、
　上記変調波は、ウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数倍の
周波数の高調波であり、
　上記一の変調波が、ランドを挟む隣接グルーブの一方のグルーブのアドレス情報で、変
調され、
　上記他の変調波が、ランドを挟む隣接グルーブの他方のグルーブのアドレス情報で、変
調された光情報記録媒体。
【請求項８】
　上記一の変調波が復調されて、上記一方のグルーブのアドレス情報が復元され、
　上記他の変調波が復調されて、上記他方のグルーブ他方のアドレス情報が復元され、
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　上記アドレス情報が復元された上記一方のグルーブおよび上記他方のグルーブに挟まれ
たランドとして、該ランドのアドレス情報が再生される請求項７に記載の光情報記録媒体
。
【請求項９】
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されて、上記グルーブのアドレス情報が復
元されて、該グルーブのアドレス情報が再生される請求項８に記載の光情報記録媒体。
【請求項１０】
　中心から外周に向けて順にグルーブトラックに対して番号が振られ、
　上記一方のグルーブが、偶数番号のグルーブであり、
　上記他方のグルーブが、奇数番号のグルーブである請求項７に記載の光情報記録媒体。
【請求項１１】
　上記一の変調波および上記他の変調波は、互いに異なる周波数の高調波である請求項７
に記載の光情報記録媒体。
【請求項１２】
　上記一の変調波は、ｓｉｎ波であり、上記他の変調波は、上記一の変調波と同一周波数
のｃｏｓ波である請求項７に記載の光情報記録媒体。
【請求項１３】
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、変調波はウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数
倍の周波数の高調波である光情報記録媒体からウォブル信号を読み出す読み出し部と
　上記ウォブル信号から抽出される上記複数の変調波を復調する復調部と
を備え、
　上記復調部において、一の変調波が復調されて、グルーブを挟む隣接ランドの一方のラ
ンドのアドレス情報が復元され、他の変調波が復調されて、グルーブを挟む隣接ランドの
他方のアドレス情報が復元され、
　上記アドレス情報が復元された上記一方のランドおよび上記他方のランドに挟まれたグ
ルーブとして、該グルーブのアドレス情報が再生される再生装置。
【請求項１４】
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されてランドのアドレス情報を復元し、該
ランドのアドレス情報が再生される請求項１３に記載の再生装置。
【請求項１５】
　上記復調部は、
　上記一の変調波が復調される第１の復調部と、
　上記他の変調波が復調される第２の復調部と
を有する請求項１３に記載の再生装置。
【請求項１６】
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、上記変調波はウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の
整数倍の周波数の高調波である光情報記録媒体からウォブル信号を読み出す読み出し部と
　上記ウォブル信号から抽出される上記複数の変調波を復調する復調部と
を備え、
　上記復調部において、一の変調波が復調されて、ランドを挟む隣接グルーブの一方のグ
ルーブのアドレス情報が復元され、他の変調波が復調されて、ランドを挟む隣接グルーブ
の他方のグルーブのアドレス情報が復元され、
　上記アドレス情報が復元された上記一方のグルーブおよび上記他方のグルーブに挟まれ
たランドとして、該ランドのアドレス情報が再生される再生装置。
【請求項１７】
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されて、上記グルーブのアドレス情報が復
元され、該グルーブのアドレス情報が再生される請求項１６に記載の再生装置。
【請求項１８】
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　上記復調部は、
　上記一の変調波が復調される第１の復調部と、
　上記他の変調波が復調される第２の復調部と
を有する請求項１６に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、光情報記録媒体および再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レ－ザ光を用いて情報を記録或いは記録情報を再生する光ディスクが実用化され
ている。光ディスクの種類としては、再生専用型、追記型および書き替え型がある。追記
型および書き換え型では、情報の記録のために、予め光ディスクの位置を示すアドレス情
報が記録されている必要がある。
【０００３】
　アドレス情報を記録する方法して、２種類のものが知られている。その一つは、アドレ
ス情報をプリフォーマットピットとして記録する方式である。他の方式は、溝に対してウ
ォブルと称される溝を形成する信号をアドレス情報によって変調する方式である。プリフ
ォーマットピットを記録することは、ユーザデータの記録用エリアを減少させ、光ディス
クの記録容量を減少させる問題がある。ウォブル方式は、そのような問題がない利点があ
る。なお、溝のことをグルーブと称し、グルーブにより形成されるトラックをグルーブト
ラックと称する。グルーブは、光ディスクを製造する時に、レーザ光によって照射される
部分と定義され、隣接するグルーブ間に挟まれるエリアをランドと称し、ランドにより形
成されるトラックをランドトラックと称する。
【０００４】
　アドレスをウォブルによって記録する場合、さらなる記録容量の増大のためには、グル
ーブトラックおよびランドトラックの両方にデータを記録する方法（ランド／グルーブ記
録方式と適宜称する）が望ましい。ランド／グルーブ記録方式においては、グルーブトラ
ックに対するアドレス情報は、カッティッグ時にレーザ光を偏向させることによって記録
することができる。しかしながら、ランドトラックに対するアドレスをウォブルによって
記録することが困難である。ランドトラックを走査した場合には、両側のグルーブトラッ
クのウォブルが再生される。しかも、これらのウォブルは、異なるグルーブトラックの情
報であり、ウォブルの位相が揃っておらず、正常に再生することが困難である。
【０００５】
　従来からランド／グルーブ記録方式において、グルーブトラックおよびランドトラック
の両方のアドレスを再生することを可能とする光ディスクが提案されている。特許文献１
に記載されているものは、グルーブトラックにアドレスをウォブルによって記録する場合
に、間欠的にアドレスを記録し、且つ隣のグルーブトラックとの間でアドレスの記録位置
の位相を反転させるものである。このようにすると、ウォブルトラックを再生する時に元
々記録されているアドレス情報が間欠的に再生され、ランドトラックを再生すると、隣接
する両側のグルーブトラックのアドレスが交互に再生されることになる。したがって、グ
ルーブ走査時およびランド走査時の何れにおいてもウォブル情報（アドレス情報）を得る
ことができる。
【０００６】
　特許文献２および３に記載のものは、ランドトラックおよびグルーブトラックのそれぞ
れをウォブルさせ、各トラックの片方の側壁にアドレス情報をウォブルによって記録する
。さらに、ウォブルトラックのアドレス情報ブロックとグルーブトラックのアドレス情報
ブロックとをトラック方向にずらして配置するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特開平９－２１９０２４号公報
【特許文献２】特開２００３－１７８４６４号公報
【特許文献３】特開２００６－２２８２９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　グルーブランド記録方式を採用した場合、従来のウォブルによるアドレス情報の記録再
生方法では、再生レーザスポットがランド部にある際、隣接する両グルーブのウォブルに
より記録されたアドレス信号が混合してしまい、アドレス情報を正しく再生することがで
きなかった。
【０００９】
　したがって、本技術の目的は、グルーブ再生時はもとよりランド再生時にも、アドレス
情報を復元できる光情報記録媒体および再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本技術は、アドレス情報の記録がＣＡＶ方式またはゾ
ーンＣＡＶ方式により行われた光情報記録媒体であって、連続的にウォブルするグルーブ
が予め形成され、グルーブおよびグルーブに隣接するランドに情報を記録するようになさ
れ、アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情
報が記録され、変調波は、ウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の
整数倍の周波数の高調波であり、一の変調波が、グルーブを挟む隣接ランドの一方のラン
ドのアドレス情報により変調され、他の変調波が、グルーブを挟む隣接ランドの他方のラ
ンドのアドレス情報で変調された光情報記録媒体である。
【００１１】
　本技術は、アドレス情報の記録がＣＡＶ方式またはゾーンＣＡＶ方式により行われた光
情報記録媒体であって、連続的にウォブルするグルーブが予め形成され、グルーブおよび
グルーブに隣接するランドに情報を記録するようになされ、アドレス情報により変調され
た複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報が記録され、変調波は、ウォブ
ルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数倍の周波数の高調波であり、
一の変調波が、ランドを挟む隣接グルーブの一方のグルーブのアドレス情報で、変調され
、他の変調波が、ランドを挟む隣接グルーブの他方のグルーブのアドレス情報で、変調さ
れた光情報記録媒体である。
【００１２】
　本技術は、アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりア
ドレス情報が記録され、変調波はウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周
波数の整数倍の周波数の高調波である光情報記録媒体からウォブル信号を読み出す読み出
し部とウォブル信号から抽出される複数の変調波を復調する復調部とを備え、復調部にお
いて、一の変調波が復調されて、グルーブを挟む隣接ランドの一方のランドのアドレス情
報が復元され、他の変調波が復調されて、グルーブを挟む隣接ランドの他方のアドレス情
報が復元され、アドレス情報が復元された一方のランドおよび他方のランドに挟まれたグ
ルーブとして、グルーブのアドレス情報が再生される再生装置である。
【００１３】
　本技術は、アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりア
ドレス情報が記録され、変調波はウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周
波数の整数倍の周波数の高調波である光情報記録媒体からウォブル信号を読み出す読み出
し部とウォブル信号から抽出される複数の変調波を復調する復調部とを備え、復調部にお
いて、一の変調波が復調されて、ランドを挟む隣接グルーブの一方のグルーブのアドレス
情報が復元され、他の変調波が復調されて、ランドを挟む隣接グルーブの他方のグルーブ
のアドレス情報が復元され、アドレス情報が復元された一方のグルーブおよび他方のグル
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ーブに挟まれたランドとして、ランドのアドレス情報が再生される再生装置である。
【発明の効果】
【００１４】
　本技術によれば、グルーブ再生時はもとよりランド再生時にも、アドレス情報を復元で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ＢＤフォーマットのアドレスデータの説明のための略線図である。
【図２】ＢＤフォーマットのＡＤＩＰユニットの説明のための略線図である。
【図３】ＢＤフォーマットのＡＤＩＰワードのデータ構造の説明のための略線図である。
【図４】ＭＳＫの説明のための波形図である。
【図５】ＳＴＷの説明のための波形図である。
【図６】ＳＴＷの説明のための波形図である。
【図７】図７Ａは光ディスクの構成例を示す略線図である。図７Ｂは図７Ａの光ディスク
の一部を拡大した拡大図である。
【図８】図８Ａ～図８Ｂは、光ディスクの一部を拡大した拡大図である。
【図９】図９Ａ～図９Ｂは、ＯＦＤＭ変調を説明するためのグラフである。
【図１０】図１０Ａ～図１０Ｂは、光ディスクの一部を拡大した拡大図である。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｂは、光ディスクの一部を拡大した拡大図である。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｄは、ウォブル波形の例を示す波形図である。
【図１３】図１３Ａ～図１３Ｄは、ウォブル波形の例を示す波形図である。
【図１４】図１４Ａ～図１４Ｄは、ウォブル波形の例を示す波形図である。
【図１５】図１５Ａ～図１５Ｄは、ウォブル波形の例を示す波形図である。
【図１６】図１６Ａ～図１６Ｄは、ウォブル波形の例を示す波形図である。
【図１７】図１７は、アドレス記録装置の構成例を示すブロック図である。
【図１８】図１８は、ディスク再生装置の構成例を示すブロック図である。
【図１９】図１９は、ＯＦＤＭ復調部の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本技術の実施の形態について図面を参照して説明する。以下に説明する実施の形
態は、本技術の好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定が付されている。しか
しながら、本技術の範囲は、以下の説明において、特に本技術を限定する旨の記載がない
限り、これらの実施の形態に限定されないものとする。
　以下の説明は、下記の順序にしたがってなされる。
＜１．ＢＤフォーマット＞
＜２．第１の実施の形態：光情報記録媒体＞
＜３．第２の実施の形態：アドレス記録装置＞
＜４．第３の実施の形態：ディスク再生装置＞
【００１７】
＜１．ＢＤフォーマット＞
　本技術では、アドレス情報のフォーマット等をＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録
商標））フォーマットに準じるものとしている。このことによって、実用化されている高
密度光ディスクであるＢＤの技術の多くの部分を利用できる。したがって、本開示の説明
に先立ってＢＤフォーマットにおけるアドレス情報について説明する。
【００１８】
　図１に示すように、書き込まれるメインデータは、ＲＵＢ（Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ　Ｂｌｏｃｋ）の系列（ＲＵＢn+0，ＲＵＢn+1，ＲＵＢn+2，ＲＵＢn+3，・・・・）
である。ＲＵＢは、メインデータ（記録再生データ）を記録する単位であり、所定の長さ
例えば６４ｋバイトとされている。１ＲＵＢ毎に３個のＡＤＩＰ（Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｉｎ
　Ｐｒｅｇｒｏｏｖｅ）ワードＡＤＩＰ０、ＡＤＩＰ１、ＡＤＩＰ２が割り当てられてい
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る。ＡＤＩＰ０、ＡＤＩＰ１、ＡＤＩＰ２は、互いに同一のアドレス情報を有している。
【００１９】
　さらに、一つのＡＤＩＰワードには、８３（ユニットナンバー０－８２）のＡＤＩＰユ
ニットが含まれている。一つのＡＤＩＰワード中には、２４ビットのアドレス情報、１２
ビットの補助データ、リファレンス領域、エラー訂正コード等が格納されている。これら
の情報は、８３ＡＤＩＰユニット中の例えば６０ＡＤＩＰユニットを使用して表されてい
る。
【００２０】
　図２に示すように、合計５６個のウォブルのかたまりがＡＤＩＰユニットとされ、この
ＡＤＩＰユニットで"０"または"１"の１ビットあるいは同期情報あるいは参照ユニットあ
るいはモノトーンユニットが表現される。１ウォブルは、例えば基本ウォブル波形（ｃｏ
ｓ（２πｆｔ））の１周期である。したがって、１ＡＤＩＰワードが（８３×５６）ウォ
ブルからなる。図２には、ＡＤＩＰユニットの８種類（モノトーンユニット、参照ユニッ
ト、４種類の同期ユニットおよびデータの"０"および"１"をそれぞれ表す２種類のデータ
ユニット）が示されている。なお、図２では、スペース上の制約から３５個のウォブルの
かたまりが示されている。
【００２１】
　図２に示すように、５６ウォブルからなるＡＤＩＰユニットに対して０から５５のウォ
ブル番号を付加して区別すると、例えばウォブル番号が０から２までの区間等は、ＭＳＫ
（Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）で変調され、リファレンスユニットとデ
ータユニットのウォブル番号１８から５４までがＳＴＷ（Ｓａｗ　Ｔｏｏｔｈ　Ｗｏｂｂ
ｌｅ）で変調される。変調されていないモノトーン・ウォブルは、所定周波数（ｃｏｓ（
２πｆｔ））の基本波でウォブルする。
【００２２】
　ＡＤＩＰワードは、図３に示すようなデータ構造を有する。図３におけるＡＤＩＰユニ
ットタイプが図２におけるＡＤＩＰユニットの種類と対応している。一つのＡＤＩＰワー
ドには、６０ビットのデータが含まれている。
【００２３】
　ＭＳＫは、図４に示すように、３個のウォブルによって構成されている。前後のウォブ
ルの周波数が基本波の１．５倍とれているので、中心のウォブルの波形がＭＳＫでない部
分に対して極性が反転されている。各ＡＤＩＰユニットの先頭（０－２番目のウォブル）
に対して配置され、ＡＤＩＰユニットの先頭位置を検出するために使用される。
【００２４】
　さらに、図２に示すように、データ０のＡＤＩＰユニットの先頭から１４～１６番目の
ウォブルの位置にＭＳＫが配置され、データ１のＡＤＩＰユニットの先頭から１２～１４
番目のウォブルの位置にＭＳＫが配置される。このように、ＭＳＫの位置によって、デー
タの０と１とが表されている。
【００２５】
　データ０のＡＤＩＰユニットにおいて、ＭＳＫが０とされると共に、先頭から１８～５
５番目のウォブルの区間に０を表すＳＴＷが配置される。データ１のＡＤＩＰユニットに
おいて、ＭＳＫが１とされると共に、先頭から１８～５５番目のウォブルの区間に１を表
すＳＴＷが配置される。
【００２６】
　ＳＴＷ方式は、基本波（ｃｏｓ（２πｆｔ））に対して２次高調波（ｓｉｎ（２π２ｆ
ｔ））を加算または減算することによって、のこぎり歯に似た変調波形を生成するもので
ある。２次高調波の振幅は、基本波形の１／４程度の小さなものとされている。データの
"０"または"１"によって、加算および減算の一方が選択されるので、変調波形が異なった
ものとされる。参照ユニットとデータユニットのウォブル番号が１８～５４の区間に繰り
返して記録されている。
【００２７】
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　このように２種類の方式を使用するのは、各方式の短所を補うことを可能とするためで
ある。ＭＳＫ方式では、ＡＤＩＰユニットの先頭の３個のウォブルを変調することによっ
て１ビットが記録されるので、再生時のデータの位置を決める基準として使うことができ
る。一方、ＳＴＷ方式は、微小な波形変化として、広い範囲にわたって繰り返し記録され
ており、再生時には、再生信号を積分して"０"または"１"を判別している。したがって、
再生信号をデータの区切りを検出するための情報として使用することが難しい。しかしな
がら、局所的な記録方式であるＭＳＫ方式は、ディスク上の傷、ゴミ等に起因する欠陥の
影響を受けやすい。ＳＴＷ方式は、より長い期間にわたって記録されるので、欠陥の影響
を受けにくい利点がある。
【００２８】
　図５および図６を参照してＳＴＷ方式の変調ウォブル信号についてより詳細に説明する
。図５および図６において、横軸が時間軸を示し、基本ウォブル波形の１周期（すなわち
、１ウォブル）が図示され、縦軸が正規化された振幅を示す。図５Ａは、データｃ（ｎ）
が"１"の場合の波形を示し、図６Ａは、データｃ（ｎ）が"０"の場合の波形を示す。
【００２９】
　図５Ａおよび図６Ａにおいて、破線で示す波形が基本ウォブル波形Ｓ０（＝ｃｏｓ（２
πｆｔ）である。ｃ（ｎ）＝"１"の場合では、基本ウォブル波形Ｓ０に対して２倍の周波
数のｓｉｎ信号が加算されることによって変調された波形Ｓ１が形成される。すなわち、
Ｓ１＝Ａｃｏｓ（２πｆｔ）＋ａｓｉｎ（２π２ｆｔ）である。Ａ＞ａの関係とされ、例
えばＡ＝１，ａ＝０．２とされる。この変調ウォブル波形Ｓ１は、時間方向に対して立ち
上がり（ディスクの径方向では、ディスクの外側方向）が基本ウォブル波形Ｓ０に比して
緩やかで、立ち下がり（ディスクの径方向では、ディスクの内側方向）が基本ウォブル波
形Ｓ０に比して急峻となるように変調された波形である。
【００３０】
　図６Ａに示すように、ｃ（ｎ）＝"０"の場合では、基本ウォブル波形Ｓ０に対して２倍
の周波数のｓｉｎ信号が減算されることによって変調された波形Ｓ２が形成される。すな
わち、Ｓ２＝Ａｃｏｓ（２πｆｔ）－ａｓｉｎ（２π２ｆｔ）である。この変調ウォブル
波形Ｓ２は、時間方向に対して立ち上がり（ディスクの外側方向）が基本ウォブル波形Ｓ
０に比して急峻で、立ち下がり（ディスクの内側方向）が基本ウォブル波形Ｓ０に比して
緩やかとなるように変調された波形である。変調ウォブル波形Ｓ１およびＳ２の何れも、
ゼロクロス点が基本ウォブル波形と同一の位相となり、再生側におけるクロックを容易に
抽出できるようになされている。
【００３１】
　図５Ａおよび図６Ａにおいて、波形Ｓ３およびＳ４のそれぞれは、再生側の処理におい
て使用される周波数が基本波の２倍の周波数のｓｉｎ信号（ｓｉｎ（２π２ｆｔ））を再
生変調ウォブル信号に乗じたものを示す。すなわち、再生変調ウォブル波形Ｓ１×ｓｉｎ
（２π２ｆｔ）によって波形Ｓ３が得られ、再生変調ウォブル波形Ｓ２×ｓｉｎ（２π２
ｆｔ）によって波形Ｓ４が得られる。
【００３２】
　再生側では、図５Ｂおよび図６Ｂにそれぞれ示すように、波形Ｓ３およびＳ４のそれぞ
れを１ウォブル周期にわたって積分（積算）することによって積分値ΣＳ３およびΣＳ４
が得られる。１ウォブル周期を経過した時点の積分値ΣＳ３が正の値ｖ１となる。一方、
１ウォブル周期を経過した時点の積分値ΣＳ４が負の値ｖ０となる。積分値は、例えばｖ
１＝＋１、ｖ０＝－１と扱われる。
【００３３】
　データの１ビットが５６ウォブルで表されるので、全て＋１であれば、５６ウォブルの
積分結果として＋５６が得られ、全て－１であれば、５６ウォブルの積分結果として－５
６が得られる。各ウォブルの積分値として求められた再生チップ系列に対して記録時に使
用されたのと同一の符号系列が乗算され、その結果を５６ウォブル積分した結果に基づい
てデータの１ビット（"１"／"０"）が判別される。



(9) JP 2013-251032 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

【００３４】
「ＢＤフォーマットとの相違点」
　本技術の実施の形態において、上述したＢＤフォーマットとの主たる相違点は、例えば
、以下の点などが挙げられる。ＢＤフォーマットでは、線速度一定（以下、ＣＬＶ（Cons
tant Linear Velocity）と称する）ディスクを回転させるのに対して、本技術では、角速
度一定（以下、ＣＡＶ（Constant Angular Velocity））でディスクを回転させてもよい
。ディスクの半径方向を分割して複数のゾーンを形成し、ゾーン内では、ＣＡＶ制御を行
うゾーンＣＡＶを採用しても良い。ＢＤフォーマットでは、グルーブに記録するグルーブ
記録方式であるのに対して、本技術では、グルーブおよびランドの両方に記録を行う。な
お、上述したように、溝のことをグルーブと称し、グルーブにより形成されるトラックを
グルーブトラックと称する。グルーブは、光ディスクを製造する時に、レーザ光によって
照射される部分と定義され、隣接するグルーブ間に挟まれるエリアをランドと称し、ラン
ドにより形成されるトラックをランドトラックと称する。レーザ光としては、ワンビーム
のレーザ光が用いられ、ランド/グルーブ記録方式用アドレス情報を記録したディスクを
、１ビームの露光装置によって簡便にマスタリングできる。ウォブルによるアドレス情報
の記録に、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）変調を適用してい
る。
【００３５】
＜２．第１の実施の形態：光情報記録媒体＞
　本技術の第１の実施の形態による光情報記録媒体について説明する。図７Ａおよび図７
Ｂは、第１の実施の形態による光情報記録媒体の構成例を示す。光情報記録媒体は、例え
ばディスク状の高密度記録光ディスクである。図７Ａは光ディスクの略線図である。図７
Ｂは図７Ａの光ディスクの一部を拡大した図である。
【００３６】
　図７Ａおよび図７Ｂに示すように、光ディスク１０には、内周から外周の方向または外
周から内周の方向にスパイラル状に連続した溝状のグルーブＧと隣接するグルーブＧ間に
挟まれたエリアであるランドＬが形成されている。この光ディスク１０では、ランドＬお
よびグルーブＧにデータが記録されるランドグルーブ記録方式で、データが記録される。
光ディスク１０のグルーブＧには、ウォブルが形成されている。この光ディスクでは、ウ
ォブルを形成する信号をアドレス情報によって変調する方式で、アドレス情報が記録され
ている。
【００３７】
（アドレス情報の記録再生）
　本技術の光ディスクのアドレス情報の記録再生の例について説明する。上述の光ディス
クには、本技術のアドレス情報の記録再生が適用される。
【００３８】
（光ディスクのアドレス情報の記録再生の第１の例）
　本技術の光ディスクのアドレス情報の記録再生の第１の例について説明する。
【００３９】
（アドレス情報の記録）
　図８Ａおよび図８Ｂは、アドレス情報の記録を説明するために光ディスクの一部を拡大
した拡大図である。光ディスクのアドレス情報の記録では、例えば、ウォブルの基本周波
数をｆ0として、その逆数Ｔ＝１／ｆ0をアドレス情報の単位記録区間とし、基本周波数ｆ

0の整数倍の周波数成分を用いてアドレス情報を記録する。なお、本技術のアドレス情報
の記録は、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）変調を適用したも
のである。この記録方式を簡略して説明すると、例えば、図９Ａおよび図９Ｂに示すよう
に、時間窓を決めて、再生信号ｘ（ｔ）をフーリエ変換すると、各高調波成分の強度と位
相とを分離して検出できることを利用し、アドレス情報によりウォブルの各高調波成分を
変調した信号を多重化したＯＦＤＭ信号により、アドレス情報を記録するものである。
【００４０】
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　本技術の光ディスクのアドレス情報の記録方式としては、放射状に単位記録区間を揃え
る、角速度一定でディスクを回転させるＣＡＶ（Constant Angular Velocity）方式が採
用される。なお、ディスクの半径方向を分割して複数のゾーンを形成し、ゾーン内では、
ＣＡＶ制御を行うゾーンＣＡＶを採用しても良い。
【００４１】
　第１の例では、ランドトラックに対して、中心から外周に向けて順に、トラック番号１
～ｎ（ｎは２以上の整数）を振る。なお、図８Ａおよび図８Ｂには、トラック番号１１、
１２、１３、１４、１５を振ったランドＬ１１～ランドＬ１５が示されている。例えば、
ウォブルの基本周波数は、常に無変調とし、クロックのタイミングおよびアドレス情報の
単位記録区間を検出する目的で使用する。この単位記録区間ごとに、基本周波数の２次高
調波成分をＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）変調することにより、奇数トラック
番号のランドのアドレス情報を記録する。基本周波数の３次高調波成分をＢＰＳＫ変調す
ることにより、偶数トラック番号のランドのアドレス情報を記録する。
【００４２】
　すなわち、ランドトラックに対して、中心から外周に向けて順に、例えば、トラック番
号１～ｎ（ｎは２以上の整数）を振り、無変調の基本波と、グルーブを挟む隣接するラン
ドアドレスの一方（偶数トラック番号のランドアドレス）によりＢＰＳＫ変調した２次高
調波成分と、グルーブを挟む隣接するランドアドレスの他方（奇数トラック番号のランド
アドレス）によりＢＰＳＫ変調した３次高調波成分とを重畳した重畳波形を生成し、グル
ーブのウォブルで、グルーブを挟む隣接するランドの両方のアドレス情報を記録する。
【００４３】
　具体的には、例えば、図８Ｂにおいて、偶数トラック番号１２のランドＬ１２と奇数ト
ラック番号１１のランドＬ１１との間のグルーブＧを記録する例では、無変調の基本波と
、偶数トラック番号のランドＬ１２のランドアドレスにより変調した２次高調波成分と、
奇数トラック番号のランドＬ１１のランドアドレスにより変調した３次高調波成分とを重
畳した重畳波形を生成し、グルーブＧのウォブルで、グルーブＧを挟む両隣りのランドＬ
１２のアドレス情報およびランドＬ１１のアドレス情報を記録する。
【００４４】
　また、例えば、図８Ｂにおいて、偶数トラック番号１２のランドＬ１２と奇数トラック
番号１３のランドＬ１３との間のグルーブＧを記録する例では、無変調の基本波と、偶数
トラック番号のランドＬ１２のランドアドレスにより変調した２次高調波成分と、奇数ト
ラック番号のランドＬ１３のランドアドレスにより変調した３次高調波成分とを重畳した
重畳波形を生成し、グルーブＧのウォブルで、グルーブＧを挟む両隣りのランドＬ１２の
アドレス情報およびランドＬ１３のアドレス情報を記録する。
【００４５】
　また、例えば、図８Ｂにおいて、奇数トラック番号１３のランドＬ１３と偶数トラック
番号１４のランドＬ１４との間のグルーブＧを記録する例では、無変調の基本波と、偶数
トラック番号のランドＬ１４のランドアドレスにより変調した２次高調波成分と、奇数ト
ラック番号のランドＬ１３のランドアドレスにより変調した３次高調波成分とを重畳した
重畳波形を生成し、グルーブＧのウォブルで、グルーブＧを挟む両隣りのランドＬ１３の
アドレス情報およびランドＬ１４のアドレス情報を記録する。
【００４６】
　また、例えば、図８Ｂにおいて、奇数トラック番号１５のランドＬ１５と偶数トラック
番号１４のランドＬ１４との間のグルーブＧを記録する例では、無変調の基本波と、偶数
トラック番号のランドＬ１４のランドアドレスにより変調した２次高調波成分と、奇数ト
ラック番号のランドＬ１５のランドアドレスにより変調した３次高調波成分とを重畳した
重畳波形を生成し、グルーブＧのウォブルで、グルーブＧを挟む両隣りのランドＬ１５の
アドレス情報およびランドＬ１４のアドレス情報を記録する。
【００４７】
　すなわち、図８Ｂに示すように、以下の重畳波形が、グルーブＧのウォブルで記録され
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る。
　グルーブＧ（Ｌ１１とＬ１２との間）：基本波と２次高調波成分（Ｌ１２のランドアド
レスによりＢＰＳＫ変調）と３次高調波成分（Ｌ１１のランドアドレスによりＢＰＳＫ変
調）との重畳波形
　グルーブＧ（Ｌ１２とＬ１３との間）：基本波と２次高調波成分（Ｌ１２のランドアド
レスによりＢＰＳＫ変調）と３次高調波成分（Ｌ１３のランドアドレスによりＢＰＳＫ変
調）との重畳波形
グルーブＧ（Ｌ１３とＬ１４との間）：基本波と２次高調波成分（Ｌ１４のランドアドレ
スによりＢＰＳＫ変調）と３次高調波成分（Ｌ１３のランドアドレスによりＢＰＳＫ変調
）との重畳波形
グルーブＧ（Ｌ１４とＬ１５との間）：基本波と２次高調波成分（Ｌ１４のランドアドレ
スによりＢＰＳＫ変調）と３次高調波成分（Ｌ１５のランドアドレスによりＢＰＳＫ変調
）との重畳波形
【００４８】
（アドレス情報の再生）
　上述のようにアドレス情報が記録された光ディスクのアドレス情報の再生について説明
する。
【００４９】
（ランドアドレス再生）
　この光ディスクのランドのアドレス情報の再生では、ウォブルの再生信号（ウォブル信
号）の２次高調波成分または３次高調波成分をＢＰＳＫ復調することによりアドレス情報
を再生する。
【００５０】
　例えば、ウォブル信号からフーリエ級数展開の原理により、ウォブルの基本周波数成分
、２次高調波成分および３次高調波成分を分離抽出する。無変調の基本周波数成分から、
単位記録区間を検出し、また、２次高調波成分または３次高調波成分をＢＰＳＫ復調し、
アドレス情報を再生する。なお、２次高調波成分および３次高調波成分は、上述のように
アドレス情報によりＢＰＳＫ変調された変調波である。
【００５１】
　例えば、上述のようにアドレス情報を記録した奇数トラック番号のランドのアドレス情
報の再生では、再生するランドのアドレス情報により変調されている３次高調波成分をＢ
ＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。また、偶数トラック番号のランドのアドレス
情報の再生では、再生するランドのアドレス情報により変調されている２次高調波成分を
ＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。
【００５２】
　具体的には、例えば、図８Ｂにおいて、再生スポットＳ13がランドＬ１３にあたる、ラ
ンドＬ１３（奇数トラック番号）のアドレス情報の再生では、ランドＬ１３のアドレス情
報により変調された３次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。
【００５３】
　また、例えば、図８Ｂにおいて、再生スポットＳ14がランドＬ１４にあたる、ランドＬ
１４（偶数トラック番号）のアドレス情報の再生では、ランドＬ１４のアドレス情報によ
り変調された２次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。
【００５４】
（グルーブアドレス再生）
　一方、グルーブのアドレス情報の再生では、ウォブル信号の２次高調波成分および３次
高調波成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。例えば、ウォブル信号からフ
ーリエ級数展開の原理により、基本周波数成分、２次高調波成分および３次高調波成分を
分離抽出する。例えば、無変調の基本周波数成分から、単位記録区間を検出し、また、２
次高調波成分および３次高調波成分をＢＰＳＫ復調し、アドレス情報を復元する。
【００５５】
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　２次高調波成分は、アドレス情報を再生するグルーブに隣接する偶数トラック番号ラン
ドのアドレス情報により変調されている。３次高調波成分は、アドレス情報を再生するグ
ルーブに隣接する奇数トラック番号ランドのアドレス情報により変調されている。グルー
ブのアドレス情報の再生では、２次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、隣接する偶数トラッ
ク番号ランドのアドレス情報を復元すると共に、３次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、隣
接する奇数トラック番号ランドのアドレス情報を復元する。そして、アドレス情報が復元
された隣接する両方のランドに挟まれたグルーブとしてのアドレス情報を定義して、この
グルーブのアドレス情報を再生する。
【００５６】
　具体的には、例えば、図８Ｂにおいて、再生スポットＳ11-12がグルーブＧにあたる、
奇数トラック番号１１のランドＬ１１と偶数トラック番号１２のランドＬ１２との間のグ
ルーブＧのアドレス再生では、ランドＬ１２のアドレス情報により変調された２次高調波
成分を復調して、ランドＬ１２のアドレス情報を復元する。ランドＬ１１のアドレス情報
により変調された３次高調波成分を復調して、ランドＬ１１のアドレス情報を復元する。
そして、隣接するランドＬ１１およびランドＬ１２に挟まれたグルーブＧのアドレス情報
を定義して、このグルーブＧのアドレス情報を再生する。
【００５７】
　同様に、再生スポットＳ12-13がグルーブＧにあたる、偶数トラック番号１２のランド
Ｌ１２と奇数トラック番号１３のランドＬ１３との間のグルーブＧのアドレス再生では、
ランドＬ１２のアドレス情報により変調された２次高調波成分を復調して、ランドＬ１２
のアドレス情報を復元する。ランドＬ１３のアドレス情報により変調された３次高調波成
分を復調して、ランドＬ１３のアドレス情報を復元する。そして、隣接するランドＬ１３
およびランドＬ１２に挟まれたグルーブＧとしてのアドレス情報を定義して、このグルー
ブＧのアドレス情報を再生する。
【００５８】
（光ディスクのアドレス情報の記録再生の第２の例）
　本技術の光ディスクのアドレス情報の記録再生の第２の例について説明する。なお、以
下では、第１の例と同様の点の説明を適宜省略している。
【００５９】
（アドレス情報の記録）
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、アドレス情報の記録を説明するために、光ディスクの一部
を拡大した図である。第２の例では、グルーブトラックに対して、中心から外周に向けて
順に、トラック番号１～ｎ（ｎは２以上の整数）を振る。なお、図１０Ａおよび図１０Ｂ
には、トラック番号１１、１２、１３、１４を振ったグルーブＧ１１～Ｇ１４が示されて
いる。ウォブルの基本周波数は、常に無変調とし、クロックのタイミングおよびアドレス
情報の単位記録区間を検出する目的で使用する。また、例えば、この単位記録区間ごとに
、基本周波数の２次高調波成分を、例えばＢＰＳＫ変調することにより偶数トラック番号
のグルーブのアドレス情報を記録する。基本周波数の３次高調波成分を例えばＢＰＳＫ変
調することにより、奇数トラック番号のグルーブのアドレス情報を記録する。
【００６０】
　すなわち、グルーブトラックに対して、中心から外周に向けて順に、例えば、トラック
番号１～ｎ（ｎは２以上の整数）を振り、偶数トラック番号のグルーブアドレスについて
は、無変調の基本波と、グルーブアドレスによりＢＰＳＫ変調した２次高調波成分とを重
畳した重畳波形を生成し、グルーブのウォブルで記録する。奇数トラック番号のグルーブ
アドレスについては、無変調の基本波と、グルーブアドレスによりＢＰＳＫ変調した第３
次高調波成分とを重畳した重畳波形を生成し、グルーブのウォブルで記録する。
【００６１】
　具体的には、例えば、図１０において、偶数トラック番号１２のグルーブＧ１２を記録
する例では、無変調の基本波と、偶数トラック番号のグルーブＧ１２のグルーブアドレス
により変調した２次高調波成分とを重畳した重畳波形を生成し、グルーブＧ１２のウォブ
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ルで記録する。また、例えば、図１０において、奇数トラック番号１３のグルーブＧ１３
を記録する例では、無変調の基本波と、奇数トラック番号のグルーブＧ１３のグルーブア
ドレスにより変調した３次高調波成分とを重畳した重畳波形を生成し、グルーブＧ１３の
ウォブルで記録する。
【００６２】
　すなわち、以下の重畳波形が、グルーブのウォブルで記録される。
　グルーブＧ１２：基本波と２次高調波成分（Ｇ１２のグルーブアドレスによりＢＰＳＫ
変調）との重畳波形
　グルーブＧ１３：基本波と２次高調波成分（Ｇ１３のグルーブアドレスによりＢＰＳＫ
変調）との重畳波形
【００６３】
（アドレス情報の再生）
　上述のようにアドレス情報が記録された光ディスクのアドレス再生について説明する。
【００６４】
（ランドアドレス再生）
　この光ディスクのランドのアドレス情報の再生では、ウォブル信号の２次高調波成分お
よび３次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。例えば、ウォブル信
号からフーリエ級数展開の原理により、ウォブルの基本周波数成分、２次高調波成分およ
び３次高調波成分を分離抽出する。無変調の基本周波数成分から、単位記録区間を検出し
、また、２次高調波成分または３次高調波成分をＢＰＳＫ復調し、アドレス情報を復元す
る。なお、２次高調波成分および３次高調波成分は、アドレス情報により変調された変調
波である。
【００６５】
　２次高調波成分は、アドレス情報を再生するランドに隣接する偶数トラック番号のグル
ーブのアドレス情報により変調されている。３次高調波成分は、アドレス情報を再生する
奇数トラック番号のグルーブのアドレス情報により変調されている。ランドのアドレス情
報の再生では、２次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、隣接する偶数トラック番号グルーブ
のアドレス情報を復元すると共に、３次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、隣接する奇数ト
ラック番号グルーブのアドレス情報を復元する。そして、隣接する両方のグルーブに挟ま
れたランドとしてのアドレス情報を定義して、このランドのアドレス情報を再生する。
【００６６】
　具体的には、例えば、図１０Ｂにおいて、再生スポットＳ12-13がランドＬにあたる、
偶数トラック番号１２のグルーブＧ１２とトラック番号１３のグルーブＧ１３との間のラ
ンドＬのアドレス再生では、グルーブＧ１２のアドレス情報に対応する２次高調波成分を
ＢＰＳＫ復調して、グルーブＧ１２のアドレス情報を復元する。グルーブＧ１３のアドレ
ス情報に対応する３次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、グルーブＧ１３のアドレス情報を
復元する。そして、隣接するグルーブＧ１２と、隣接するグルーブＧ１３とに挟まれたラ
ンドＬとしてのアドレス情報を定義して、このランドＬのアドレス情報を再生する。
【００６７】
（グルーブアドレス再生）
　この光ディスクのグルーブのアドレス情報の再生では、ウォブル信号の２次高調波成分
または３次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。
【００６８】
　例えば、上述のようにアドレス情報を記録した奇数トラック番号のグルーブのアドレス
情報の再生では、再生するグルーブのアドレス情報により変調されている３次高調波成分
をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。また、偶数トラック番号のグルーブのア
ドレス情報の再生では、再生するグルーブのアドレス情報により変調されている２次高調
波を復調して、アドレス情報を復元する。
【００６９】
　具体的には、例えば、図１０Ｂにおいて、再生スポットＳ12がグルーブＧ１２にあたる
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、グルーブＧ１２（偶数トラック番号）のアドレス情報の再生では、グルーブＧ１２のア
ドレス情報により変調された２次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元す
る。
【００７０】
　また、例えば、図１０Ｂにおいて、再生スポットＳ13がグルーブＧ１３にあたる、グル
ーブＧ１３（奇数トラック番号）のアドレス情報の再生では、グルーブＧ１３のアドレス
情報により変調された３次高調波成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。
【００７１】
（光ディスクのアドレス情報の記録再生の第３の例）
　本技術の光ディスクのアドレス情報の記録再生の第３の例について説明する。なお、以
下では、第１の例と同様の点の説明を適宜省略している。
【００７２】
（アドレス情報の記録）
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、アドレス情報の記録を説明するために、光ディスクの一部
を拡大した図である。第３の例では、グルーブトラックに対して、中心から外周に向けて
順に、トラック番号１～ｎ（ｎは２以上の整数）を振る。なお、図１１Ａおよび図１１Ｂ
には、トラック番号１１、１２、１３、１４を振ったグルーブＧ１１～Ｇ１４が示されて
いる。
【００７３】
　ウォブルの基本周波数は、常に無変調とし、クロックのタイミングおよびアドレス情報
の単位記録区間を検出する目的で使用する。また、例えば、この単位記録区間ごとに、基
本周波数の２次高調波成分をＱＰＳＫ（quadrature phase shift keying）変調すること
により偶数トラック番号のグルーブおよび奇数番号のグルーブのアドレス情報を記録する
。すなわち、基本周波数の２次高調波ｓｉｎ成分をＢＰＳＫ変調することにより偶数トラ
ック番号のグルーブのアドレス情報を記録し、基本周波数の２次高調波ｃｏｓ成分をＢＰ
ＳＫ変調することにより、奇数トラック番号のグルーブのアドレス情報を記録する。言い
換えれば、２次高調波成分の位相を０度または１８０度の２値変調することによりグルー
ブのアドレス情報を記録し、２次高調波成分の位相を９０度または２７０度として２値変
調することにより記録する。
【００７４】
　すなわち、グルーブトラックに対して、中心から外周に向けて順に、例えば、トラック
番号１～ｎ（ｎは２以上の整数）を振り、偶数トラック番号のグルーブアドレスについて
は、無変調の基本波と、グルーブアドレスによりＢＰＳＫ変調した２次高調波ｓｉｎ成分
とを重畳した重畳波形を生成し、グルーブのウォブルで記録する。奇数トラック番号のグ
ルーブアドレスについては、無変調の基本波と、グルーブアドレスによりＢＰＳＫ変調し
た２次高調波ｃｏｓ成分とを重畳した重畳波形を生成し、グルーブのウォブルで記録する
。
【００７５】
　具体的には、例えば、図１１において、偶数トラック番号１２のグルーブＧ１２を記録
する例では、無変調の基本波と、偶数トラック番号のグルーブＧ１２のグルーブアドレス
により変調した２次高調波ｓｉｎ成分とを重畳した重畳波形を生成し、グルーブＧ１２の
ウォブルで記録する。また、例えば、図１１において、奇数トラック番号１３のグルーブ
Ｇ１３を記録する例では、無変調の基本波と、奇数トラック番号のグルーブＧ１３のグル
ーブアドレスにより変調した２次高調波ｃｏｓ成分とを重畳した重畳波形を生成し、グル
ーブＧ１３のウォブルで記録する。
【００７６】
　すなわち、以下の重畳波形が、グルーブのウォブルで記録される。
　グルーブＧ１２：基本波と２次高調波ｓｉｎ成分（Ｇ１２のグルーブアドレスによりＢ
ＰＳＫ変調）との重畳波形
　グルーブＧ１３：基本波と２次高調波ｃｏｓ成分（Ｇ１３のグルーブアドレスによりＢ
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ＰＳＫ変調）との重畳波形
【００７７】
（アドレス情報の再生）
　上述のようにアドレス情報が記録された光ディスクのアドレス再生について説明する。
【００７８】
（ランドアドレス再生）
　この光ディスクのランドのアドレス情報の再生では、ウォブル信号の２次高調波ｓｉｎ
成分および２次高調波ｃｏｓ成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。例えば
、ウォブル信号からフーリエ級数展開の原理により、ウォブルの基本周波数成分、２次高
調波ｓｉｎ成分および２次高調波ｃｏｓ成分を分離抽出する。無変調の基本周波数成分か
ら、単位記録区間を検出し、また、２次高調波ｓｉｎ成分または２次高調波ｃｏｓ成分を
ＢＰＳＫ復調し、アドレス情報を復元する。なお、２次高調波ｓｉｎ成分および２次高調
波ｃｏｓ成分は、アドレス情報により変調された変調波である。
【００７９】
　２次高調波ｓｉｎ成分は、アドレス情報を再生するランドに隣接する偶数トラック番号
のグルーブのアドレス情報により変調されている。２次高調波ｃｏｓ成分は、アドレス情
報を再生する奇数トラック番号のグルーブのアドレス情報により変調されている。ランド
のアドレス情報の再生では、２次高調波ｓｉｎ成分をＢＰＳＫ復調して、隣接する偶数ト
ラック番号グルーブのアドレス情報を復元すると共に、２次高調波ｃｏｓ成分をＢＰＳＫ
復調して、隣接する奇数トラック番号グルーブのアドレス情報を復元する。そして、隣接
する両方のグルーブに挟まれたランドとしてのアドレス情報を定義して、このランドのア
ドレス情報を再生する。
【００８０】
　具体的には、例えば、図１１Ｂにおいて、再生スポットＳ12-13がランドＬにあたる、
偶数トラック番号１２のグルーブＧ１２とトラック番号１３のグルーブＧ１３との間のラ
ンドＬのアドレス再生では、グルーブＧ１２のアドレス情報に対応する２次高調波ｓｉｎ
成分をＢＰＳＫ復調して、グルーブＧ１２のアドレス情報を復元する。グルーブＧ１３の
アドレス情報に対応する２次高調波ｃｏｓ成分をＢＰＳＫ復調して、グルーブＧ１３のア
ドレス情報を復元する。そして、隣接するグルーブＧ１２と隣接するグルーブＧ１３とに
挟まれたランドとしてのアドレス情報を定義して、このアドレス情報を再生する。
【００８１】
（グルーブアドレス再生）
　この光ディスクのグルーブのアドレス情報の再生では、ウォブル信号の２次高調波ｓｉ
ｎ成分または２次高調波ｃｏｓ成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。
【００８２】
　例えば、上述のようにアドレス情報を記録した奇数トラック番号のグルーブのアドレス
情報の再生では、再生するグルーブのアドレス情報により変調されている２次高調波ｃｏ
ｓ成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元する。また、偶数トラック番号のグルー
ブのアドレス情報の再生では、再生するグルーブのアドレス情報により変調されている２
次高調波を復調して、アドレス情報を復元する。
【００８３】
　具体的には、例えば、図１１Ｂにおいて、再生スポットＳ12がグルーブＧ１２にあたる
、グルーブＧ１２（偶数トラック番号）のアドレス情報の再生では、グルーブＧ１２のア
ドレス情報により変調された２次高調波ｓｉｎ成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を
復元する。
【００８４】
　また、例えば、図１１Ｂにおいて、再生スポットＳ13がグルーブＧ１３にあたる、グル
ーブＧ１３（奇数トラック番号）のアドレス情報の再生では、グルーブＧ１３のアドレス
情報により変調された２次高調波ｃｏｓ成分をＢＰＳＫ復調して、アドレス情報を復元す
る。
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【００８５】
（アドレス情報の記録再生の他の例）
　アドレス情報の記録再生の他の例では、２次高調波成分および／または３次高調波成分
の代わりに、４次高調波成分、５次高調波成分などの３次を超える高調波成分を用いて、
上記と同様にアドレス情報を記録してもよい。また、高調波成分を変調する変調方式とし
て、第３の例と同様のＱＰＳＫ変調や１６ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modul）変調な
どの位相多値変調、振幅多値変調を用いてもよい。また、基本波を変調して、アドレス情
報を記録してもよい。基本波以外の高調波成分からクロックを再生してもよい。
【００８６】
（ウォブル波形の例）
　以下、ウォブル波形の例を説明する。図１２Ａ～図１２Ｄは、例えば、光ディスクの記
録再生の第１の例または第２の例に対応する。ＭＳＫの次にモノトーンウォブルが配置さ
れる。その次の区間に、合成波形ｄで示されるＯＦＤＭ変調されたデータユニットのウォ
ブルが配置されている。例えば、図１２Ａがデータ‘‘００’’、図１２Ｂがデータ‘‘
０１’’、図１２Ｃがデータ‘‘１０’’、図１２Ｄが‘‘１１’’を表わす。合成波形
ｄは、基本波ａと２次高調波成分ｂと３次高調波成分ｃとの合成波形である。図１２Ａ～
図１２Ｄの例は、基本波ａ：振幅Ａ＝１．０、Ａｓｉｎ（ｆ0）、２次高調波：振幅Ｂ＝
０．２、±Ｂｓｉｎ（２ｆ0）３次高調波：振幅Ｃ＝０．２、±Ｃｓｉｎ（２ｆ0）である
。
【００８７】
　図１３Ａ～図１３Ｄは、例えば、光ディスクの記録再生の第１の例または第２の例に対
応する。図１３Ａ～図１３Ｄは、例えば、光ディスクの記録再生の第１の例または第２の
例に対応する。ＭＳＫの次にモノトーンウォブルが配置される。その次の区間に、合成波
形ｄで示されるＯＦＤＭ変調されたデータユニットのウォブルが配置されている。例えば
、図１３Ａがデータ‘‘００’’、図１３Ｂがデータ‘‘０１’’、図１３Ｃがデータ‘
‘１０’’、図１３Ｄが‘‘１１’’を表わす。合成波形ｄは、基本波ａと２次高調波成
分ｂと３次高調波成分ｃとの合成波形である。図１３Ａ～図１３Ｄの例は、基本波：振幅
Ａ＝１．０、Ａｃｏｓ（ｆ0）、２次高調波：振幅Ｂ＝０．２、±Ｂｓｉｎ（２ｆ0）、３
次高調波：振幅Ｃ＝０．２、±Ｃｓｉｎ（３ｆ0）である。
【００８８】
　図１４Ａ～図１４Ｄは、例えば、光ディスクの記録再生の他の例に対応する。ＭＳＫの
次にモノトーンウォブルが配置される。その次の区間に、合成波形ｄで示されるＯＦＤＭ
変調されたデータユニットのウォブルが配置されている。例えば、図１４Ａがデータ‘‘
００’’、図１４Ｂがデータ‘‘０１’’、図１４Ｃがデータ‘‘１０’’、図１４Ｄが
‘‘１１’’を表わす。合成波形ｄは、基本波ａと２次高調波成分ｂと４次高調波成分ｃ
との合成波形である。例えば、図１４Ａがデータ‘‘００’’、図１４Ｂがデータ‘０１
’’、図１４Ｃがデータ‘‘１０’’、図１４Ｄが‘‘１１’’を表わす。図１４Ａ～図
１４Ｄの例は、基本波：振幅Ａ＝１．０、Ａｃｏｓ（ｆ0）、２次高調波：振幅Ｂ＝０．
２、±Ｂｓｉｎ（２ｆ0）、４次高調波：振幅Ｃ＝０．２、±Ｃｓｉｎ（４ｆ0）である。
【００８９】
　図１５Ａ～図１５Ｄは、例えば、光ディスクの記録再生の他の例に対応する。ＭＳＫの
次にモノトーンウォブルが配置される。その次の区間に、合成波形ｄで示されるＯＦＤＭ
変調されたデータユニットのウォブルが配置されている。例えば、図１５Ａがデータ‘‘
００’’、図１５Ｂがデータ‘‘０１’’、図１５Ｃがデータ‘‘１０’’、図１５Ｄが
‘‘１１’’を表わす。合成波形ｄは、基本波ａと２次高調波成分ｂと４次高調波成分ｃ
との合成波形である。図１５Ａ～図１５Ｄの例は、基本波：振幅Ａ＝１．０、Ａｃｏｓ（
ｆ0）、２次高調波：振幅Ｂ＝０．２、±Ｂｓｉｎ（２ｆ0）、５次高調波：振幅Ｃ＝０．
２、±Ｃｓｉｎ（５ｆ0）である。
【００９０】
　図１６Ａ～図１６Ｄは、例えば、光ディスクの記録再生の３の例に対応する。ＭＳＫの
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次にモノトーンウォブルが配置される。その次の区間に、合成波形ｄで示されるＯＦＤＭ
変調されたデータユニットのウォブルが配置されている。例えば、図１６Ａがデータ‘‘
００’’、図１６Ｂがデータ‘‘０１’’、図１６Ｃがデータ‘‘１０’’、図１６Ｄが
‘‘１１’’を表わす。合成波形ｄは、基本波ａと２次高調波成分ｂと２次高調波成分ｃ
との合成波形である。図１６Ａ～図１６Ｄの例は、基本波：振幅Ａ＝１．０　Ａｃｏｓ（
ｆ0）、２次高調波：振幅Ｂ＝０．２、±Ｂｓｉｎ（２ｆ0）、２次高調波：振幅Ｃ＝０．
２、±ｃｏｓ（２ｆ0）である。
【００９１】
　なお、図１６Ａ～図１６Ｄの例では、不連続なウォブルが発生してしまうが、記録時に
ウォブル信号をＬＰＦ（Low-pass filter）しておくことにより、不連続なウォブルを除
去できる。この場合、ＬＰＦの影響によりウォブル波形が変形し、再生時には検出信号が
若干劣化するが、積分区間が十分に長ければ問題にならない。なお、データ領域の開始位
置をＭＳＫ側に前倒して、信号検出領域での波形の劣化を防いでもよい。
【００９２】
＜３．第２の実施の形態：アドレス記録装置＞
　本技術の第２の実施の形態によるアドレス記録装置の構成例について説明する。図１７
は、ウォブルグルーブを形成するアドレス記録装置の構成例を示すブロック図である。図
１７において、原盤１が、ターンテーブル上に取り付けられ、スピンドルモータ２０によ
って角速度一定で回転される。スピンドルモータ２０は、スピンドルサーボによって制御
される。
【００９３】
　スピンドルモータ２０の底部には、図示しないパルス発生器が装着され、スピンドルモ
ータ２０の回転に応じて、回転同期信号を発生する。この回転同期信号は、例えば、スピ
ンドルモータ２０が１回転すると、例えば、２１００パルスの正弦波を発生するようにさ
れている。
【００９４】
　ＰＬＬ（Phase Locked Loop ）２１は、スピンドルモータ２０から出力される回転同期
信号を入力し、ウォブル基本波、第１の高調波、第２の高調波を出力する。ウォブル基本
波は、例えば、無変調の正弦波（ｓｉｎ波）であり、第１の高調波は、例えば、ウォブル
基本波の２倍の周波数の２次高調波であり、第２の高調波は、例えば、ウォブル基本波の
３倍の周波数の３次高調波である。具体的には、第１の高調波は、例えば、ウォブル基本
波の２倍の周波数の２次高調波であり、第２の高調波は、例えば、ウォブル基本波の３倍
の周波数の３次高調波である。なお、ウォブル基本波は、無変調の余弦波（ｃｏｓ波）で
あってもよい。また、第１の高調波、第２の高調波は、２次高調波、３次高調波以外の基
本波の整数倍の高調波であってもよく、４次高調波または５次高調波など高調波であって
もよい。
【００９５】
　位相変調器２１では、第１の高調波をアドレス生成部２４により生成したアドレス情報
に基づいて変調する。例えば、アドレス情報に基づいて、第１の高調波を位相変調器２１
において変調し、第２の高調波を位相変調器２２において変調する。
【００９６】
　加算器２６は、ＰＬＬ２１からの出力と、位相変調器２１からの出力と、位相変調器２
２からの出力とを加算して、基本波と変調された２次高調波と変調された３次高調波とが
重畳された合成波を出力する。切り替えスイッチ２７を適宜切り替えることより、合成波
に、同期信号部２５から出力される同期信号（ＭＳＫなど）を付加して、ＥＯＭ（electr
o-optic modulator）２７に出力する。
【００９７】
　一方、スライド送りモータによって、原盤１または記録用レーザ光を照射する光学ピッ
クアップの一方が原盤の径方向に送られ、原盤１に対して所望のパターンでの露光がなさ
れる。所定のトラックピッチでデータ記録領域のグルーブパターンの潜像を原盤（レジス
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ト層）に露光することができる。記録用レーザ光は、レーザ光源から発生する。光源とし
ては、任意のものが使用可能であるが、短波長のレーザ光を出射するものが好ましい。
【００９８】
　レーザ光源から出射されたレーザ光は、ＥＯＭ２７に入射される。ＥＯＭ２７は、入力
された電圧に応じてレーザビームの進行方向を変えるもので、ウォブルさせたい形状に合
わせた電圧を供給し、露光ビームを半径方向に振る。ＥＯＭ６によって偏向されたレーザ
光がディスク原盤１に対して照射され、ウォブルを有するグルーブに対応した潜像が形成
される。
【００９９】
（光ディスクの製造）
　上述の工程に続いて、例えば、以下工程が行われる。なお、以下の工程は、一例であり
、以下に説明する例に限定されるものではない。原盤１上のレジスト層に現像処理を施す
。一例として、原盤１に塗布されたレジスト層は、ポジ型レジストであり、レジスト光に
より潜像が形成された部分が現像によって溶け、グルーブがパターニングされた原盤を得
ることができる。
【０１００】
　次に、原盤上にメッキ処理によりニッケル等の金属を析出させ、これを剥離させ、トリ
ミングを行うことでスタンパが得られる。スタンパが射出成型装置のキャビティ内に配設
され、キャビティ内に樹脂が注入されることによって、ディスク基板が作製される。そし
て、射出成形されたディスク基板を冷却した後、スパッタ装置を用いてアルミニウム合金
、銀等の金属薄膜をピット面側に成膜することにより、反射膜が成膜される。
【０１０１】
　次に、反射層が成膜されたディスク基板上に、接着剤として紫外線硬化樹脂を滴下し、
スピンコート法にて均一に塗布する。その後、ディスク基板上の紫外線硬化樹脂の塗布面
とカバー層（厚さ０．１ｍｍ）を形成するためのポリカーボネートフィルムとを対向する
位置に保持した後、貼り合わせを行う。なお、ポリカーボネートフィルムの貼り合わせは
真空中で行う。ディスク基板とポリカーボネートフィルムの貼り合わせ面にしわや隙間が
入り、読み取りエラーが起こることを防ぐためである。
【０１０２】
　次に、ポリカーボネートフィルムが貼り合わされたディスクに紫外線を照射し、紫外線
硬化樹脂を硬化させ、ディスク基板とポリカーボネートフィルムを接着する。さらに、デ
ィスクに貼り合わせたポリカーボネートフィルム上に紫外線硬化型のハードコート剤を滴
下し、スピンコート法にて均一に塗布した上、再度紫外線を照射して硬化させることによ
り、ハードコート層を作製する。これにより、記録可能な光ディスクが完成する。
【０１０３】
＜４．第３の実施の形態：ディスク再生装置＞
　本技術の第４の実施の形態によるディスク再生装置について、アドレスの再生を主に説
明する。図７に示すように、グルーブアドレスおよびランドアドレスが記録されている光
ディスク１０に対してデータが記録され、光ディスク１０からデータが再生される。
【０１０４】
　光ディスク１０がスピンドルモータ３２によって角速度一定で回転される。すなわち、
光ディスク１０がＣＡＶ方式で回転される。ゾーンＣＡＶ方式を使用しても良く、ＣＬＶ
方式を使用しても良い。光学ヘッド３３に対してレーザ駆動部３４からの駆動信号が供給
され、記録データ３５に応じて強度が変調されたレーザビームが光学ヘッド３３から光デ
ィスク１０に対して照射され、再生されたアドレス情報に基づいて決定された光ディスク
１０の所定の位置にデータが記録される。
【０１０５】
　光ディスク１０に対して光学ヘッド３３からの読み取りレーザビームが照射され、その
反射光が光学ヘッド３３内のフォトディテクタによって検出され、信号検出部３６によっ
て再生信号が検出される。信号検出部３６からは、再生信号３７、フォーカスエラー信号
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、トラッキングエラー信号等のサーボエラー信号３８、並びにウォブル信号３９が取り出
される。ウォブル信号３９は、トラック方向で光検出素子が２分割された光検出器の出力
信号である。例えば二つの光検出器の和の信号がウォブル信号３９として取り出される。
ウォブル信号３９は、ウォブル波形に応じたものとなる。トラックの両側のウォブルが同
一位相の場合に、ウォブル信号３９のレベルが最大となり、両側のウォブルが逆位相の場
合に、ウォブル信号３９のレベルが最小となる。
【０１０６】
　エラー信号３８がサーボ回路４０に供給される。サーボ回路４０によってスピンドルモ
ータ３２の回転が角速度一定に制御され、光学ヘッド３３のフォーカスおよびトラッキン
グが制御される。
【０１０７】
　信号検出部３６により検出されたウォブル信号３９がＡ／Ｄコンバータ４１に供給され
、Ａ／Ｄコンバータ４１によってディジタル信号に変換される。Ａ／Ｄコンバータ４１の
出力信号が、デジタルＰＬＬ４２、ＯＦＤＭ復調部４３、ＭＳＫ復調部４４に供給される
。ＰＬＬ４２から再生信号と同期したクロックが出力される。クロックが再生時の処理の
タイミングの基準とされる。
【０１０８】
　ウォブル信号のデジタル出力が、ＭＳＫ復調部４４、ＯＦＤＭ復調部４３により復調さ
れ、ＡＤＩＰデコーダ４５に供給される。
【０１０９】
　図１９に、ＯＦＤＭ復調部４３の一例を示す。なお、ここでは、記録再生の第１の例を
適用した場合の構成例を示す。例えば、記録再生の第１の例を適用した場合、第１の積分
器５１において、基本波の２倍の周波数の信号をウォブル信号に乗じて、単位記録区間で
ある基本波の１周期にわたって積分することによって積分値を得て、ＡＤＩＰデコーダ４
５に出力する。第２の積分器５２において、基本波の３倍の周波数の信号をウォブル信号
に乗じて、単位記録区間である基本波の１周期にわたって積分することによって積分値を
得て、ＡＤＩＰデコーダ４５に出力する。
【０１１０】
　ＡＤＩＰデコーダ４５は、ＡＤＩＰワード毎に記録されているアドレスデータ等を復号
し、エラー訂正を行う。ＡＤＩＰデコーダ４５から、復号されたアドレスデータが出力さ
れる。
【０１１１】
　例えば、上述の記録再生の第１の例を適用した場合、グルーブトラックを走査している
場合には、グルーブを挟む隣接するランドの両方のアドレス情報が復元され、隣接された
ランドに挟まれたグルーブとして定義されたアドレスデータが出力として取り出される。
ランドトラックを走査している場合には、ランドのアドレス情報が復元され、ランドのア
ドレスデータが出力として取り出される。
【０１１２】
　例えば、記録再生の第２の例および第３の例を適用した場合、グルーブトラックを走査
している場合には、グルーブのアドレス情報が復元され、グルーブのアドレスデータが出
力として取り出されるランドトラックを走査している場合には、ランドを挟む隣接するグ
ルーブの両方のアドレス情報が復元され、隣接されたグルーブに挟まれたランドとして定
義されたアドレスデータが出力として取り出される。
【０１１３】
　以上、本技術の実施の形態について具体的に説明したが、上述の各実施の形態に限定さ
れるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば、上述
の実施の形態において挙げた構成、方法、工程、形状、材料および数値などはあくまでも
例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、工程、形状、材料および数値などを
用いても良い。また、上述の実施の形態の構成、方法、工程、形状、材料および数値等は
、本技術の主旨を逸脱しない限り、互いに組み合わせることが可能である。
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【０１１４】
　本技術の実施の形態では、ランド／グルーブ記録によりトラック密度を高めることがで
きる。ユーザデータ領域を狭めずにアドレス情報を記録できる。グルーブ再生時はもとよ
り、ランド再生時にもアドレス情報を復元できる。グルーブ再生時はもとより、ランド再
生時にも、安定かつ連続的にクロックを再生できる。ランド／グルーブ用アドレスを記録
したディスクを、１ビームの露光装置によって簡便にマスタリングできる。
【０１１５】
　本技術は、以下の構成をとることができる。
［１］
　アドレス情報の記録がＣＡＶ方式またはゾーンＣＡＶ方式により行われた光情報記録媒
体であって、
　連続的にウォブルするグルーブが予め形成され、上記グルーブおよび上記グルーブに隣
接するランドに情報を記録するようになされ、
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、
　上記変調波は、ウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数倍の
周波数の高調波であり、
　一の変調波が、グルーブを挟む隣接ランドの一方のランドのアドレス情報により変調さ
れ、
　他の変調波が、グルーブを挟む隣接ランドの他方のランドのアドレス情報で変調された
光情報記録媒体。
［２］
　上記一の変調波が復調されて上記隣接ランドの一方のランドのアドレス情報が復元され
、
　上記他の変調波が復調されて上記隣接ランドの他方のアドレス情報が復元され、
　上記アドレス情報が復元された上記一方のランドおよび上記他方のランドに挟まれたグ
ルーブとして、該グルーブのアドレス情報が再生される［１］に記載の光情報記録媒体。
［３］
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されてランドのアドレス情報が復元されて
、該ランドのアドレス情報が再生される［１］～［２］の何れかに記載の光情報記録媒体
。
［４］
　中心から外周に向けて順にランドトラックに対して番号が振られ、
　上記一方のランドが、偶数番号のランドであり、
　上記他方のランドが、奇数番号のランドである［１］～［３］の何れかに記載の光情報
記録媒体。
［５］
　上記一の変調波および上記他の変調波は、互いに異なる周波数の高調波である［１］～
［４］の何れかに記載の光情報記録媒体。
［６］
　上記一の変調波は、ｓｉｎ波であり、上記他の変調波は、上記一の変調波と同一周波数
のｃｏｓ波である［１］～［４］の何れかに記載の光情報記録媒体。
［７］
　アドレス情報の記録がＣＡＶ方式またはゾーンＣＡＶ方式により行われた光情報記録媒
体であって、
　連続的にウォブルするグルーブが予め形成され、上記グルーブおよび上記グルーブに隣
接するランドに情報を記録するようになされ、
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、
　上記変調波は、ウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数倍の
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周波数の高調波であり、
　上記一の変調波が、ランドを挟む隣接グルーブの一方のグルーブのアドレス情報で、変
調され、
　上記他の変調波が、ランドを挟む隣接グルーブの他方のグルーブのアドレス情報で、変
調された光情報記録媒体。
［８］
　上記一の変調波が復調されて、上記一方のグルーブのアドレス情報が復元され、
　上記他の変調波が復調されて、上記他方のグルーブ他方のアドレス情報が復元され、
　上記アドレス情報が復元された上記一方のグルーブおよび上記他方のグルーブに挟まれ
たランドとして、該ランドのアドレス情報が再生される［７］に記載の光情報記録媒体。
［９］
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されて、上記グルーブのアドレス情報が復
元されて、該グルーブのアドレス情報が再生される［７］～［８］の何れかに記載の光情
報記録媒体。
［１０］
　中心から外周に向けて順にグルーブトラックに対して番号が振られ、
　上記一方のグルーブが、偶数番号のグルーブであり、
　上記他方のグルーブが、奇数番号のグルーブである［７］～［９］の何れかに記載の光
情報記録媒体。
［１１］
　上記一の変調波および上記他の変調波は、互いに異なる周波数の高調波である［７］～
［１０］の何れかに記載の光情報記録媒体。
［１２］
　上記一の変調波は、ｓｉｎ波であり、上記他の変調波は、上記一の変調波と同一周波数
のｃｏｓ波である［７］～［１０］の何れかに記載の光情報記録媒体。
［１３］
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、変調波はウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の整数
倍の周波数の高調波である光情報記録媒体からウォブル信号を読み出す読み出し部と
　上記ウォブル信号から抽出される上記複数の変調波を復調する復調部と
を備え、
　上記復調部において、一の変調波が復調されて、グルーブを挟む隣接ランドの一方のラ
ンドのアドレス情報が復元され、他の変調波が復調されて、グルーブを挟む隣接ランドの
他方のアドレス情報が復元され、
　上記アドレス情報が復元された上記一方のランドおよび上記他方のランドに挟まれたグ
ルーブとして、該グルーブのアドレス情報が再生される再生装置。
［１４］
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されてランドのアドレス情報を復元し、該
ランドのアドレス情報が再生される［１３］に記載の再生装置。
［１５］
　上記復調部は、
　上記一の変調波が復調される第１の復調部と、
　上記他の変調波が復調される第２の復調部と
を有する［１３］～［１４］の何れかに記載の再生装置。
［１６］
　アドレス情報により変調された複数の変調波が多重されたウォブルによりアドレス情報
が記録され、上記変調波はウォブルの基本周波数の基本波またはウォブルの基本周波数の
整数倍の周波数の高調波である光情報記録媒体からウォブル信号を読み出す読み出し部と
　上記ウォブル信号から抽出される上記複数の変調波を復調する復調部と
を備え、
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　上記復調部において、一の変調波が復調されて、ランドを挟む隣接グルーブの一方のグ
ルーブのアドレス情報が復元され、他の変調波が復調されて、ランドを挟む隣接グルーブ
の他方のグルーブのアドレス情報が復元され、
　上記アドレス情報が復元された上記一方のグルーブおよび上記他方のグルーブに挟まれ
たランドとして、該ランドのアドレス情報が再生される再生装置。
［１７］
　上記一の変調波または上記他の変調波が復調されて、上記グルーブのアドレス情報が復
元され、該グルーブのアドレス情報が再生される［１６］に記載の再生装置。
［１８］
　上記復調部は、
　上記一の変調波が復調される第１の復調部と、
　上記他の変調波が復調される第２の復調部と
を有する［１６］～［１７］の何れかに記載の再生装置。
【符号の説明】
【０１１６】
　１・・・原盤、１０・・・光ディスク、２０・・・スピンドルモータ、２１・・・ＰＬ
Ｌ回路、２２・・・位相変調器、２３・・・位相変調器、アドレス生成部・・・２４、２
６・・・加算器、２７・・・スイッチ、３２・・・スピンドルモータ、３３・・・光学ヘ
ッド、３４・・・レーザ駆動部、３５・・・記録データ、３６・・・信号検出部、３７・
・・再生信号、３８・・・サーボエラー信号、３９・・・ウォブル信号、４０・・・サー
ボ回路、４１・・・Ａ／Ｄコンバータ、４２・・・ＰＬＬ、４３・・・ＯＦＤＭ復調部、
４４・・・ＭＳＫ復調部、４５・・・ＡＤＩＰデコーダ、５１・・・第１の積分器、５２
・・・第２の積分器

【図１】 【図２】
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