
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体にレーザービームを照射し、所定の変調信号に基づいて前記記録媒体にピット
又はマークを形成する情報記録装置において、
　主のデータに基づいて、所定の基本周期の整数倍の周期により信号レベルが切り換わる
前記変調信号を生成する変調信号生成手段と、
　 副のデータに 前記レーザービームを制御し、
前記ピット又はマークの２種類の幅方向の変化により前記副のデータを前記記録媒体に記
録するレーザービーム制御手段とを備える
　ことを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　前記レーザービーム制御手段は、
　前記副のデータを暗号化し、該暗号化したデータ列に基づいて前記レーザービームの光
量を切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報記録装置。
【請求項３】
　前記変調信号生成手段は、
　前記記録媒体より得られる再生信号を所定のスライスレベルで２値化して２値化信号を
生成した際に、前記基本周期を基準にして前記２値化信号が変化するように、前記変調信
号のタイミングを補正するタイミング補正手段を有する
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　ことを特徴とする請求項１に記載の情報記録装置。
【請求項４】
　前記タイミング補正手段は、
　前記変調信号の変化パターンに応じて、前記変調信号のタイミングを補正する
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報記録装置。
【請求項５】
　前記タイミング補正手段は、
　補正データ格納手段に格納した補正データに従って、前記変調信号のタイミングを補正
し、
　前記補正データは、
　評価用の記録媒体の再生結果に基づいて設定される
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報記録装置。
【請求項６】
　前記記録媒体は、
　光ディスクでなり、
　前記情報記録装置は、
　前記光ディスクを回転駆動して、前記ピット又はマークを順次形成し、
　前記レーザービーム制御手段は、
　前記光ディスクの回転に同期して前記副のデータを繰り返して、前記レーザービームを
制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報記録装置。
【請求項７】
　前記記録媒体が、光ディスクの製造に使用するディスク原盤である
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報記録装置。
【請求項８】
　請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５又は請求項６の情報記録装置によ
りピット又はマークを形成した前記記録媒体にレーザービームを照射して得られる戻り光
に基づいて、前記記録媒体に記録されたデータを再生する情報再生装置であって、
　前記戻り光を受光して、前記記録媒体に形成されたピット又はマークに応じて信号レベ
ルが変化する再生信号を出力する再生光学系と、
　所定のしきい値を基準にした前記再生信号の大小判定に対応する主の再生データを出力
する第１の再生処理手段と、
　前記再生信号のうち、所定長以上の前記ピット又はマークを、選択的に再生した再生信
号の振幅値に対応する副の再生データを出力する第２の再生信号処理手段と、
　前記副の再生データに基づいて前記主の再生データの処理を中止する再生データ処理手
段とを備える
　ことを特徴とする情報再生装置。
【請求項９】
　請求項７の情報記録装置によりピット又はマークを形成した前記記録媒体から生産され
た光ディスクにレーザービームを照射して得られる戻り光に基づいて、前記光ディスクに
記録されたデータを再生する情報再生装置であって、
　前記戻り光を受光して、前記光ディスクに形成されたピット又はマークに応じて信号レ
ベルが変化する再生信号を出力する再生光学系と、
　所定のしきい値を基準にした前記再生信号の大小判定に対応する主の再生データを出力
する第１の再生処理手段と、
　前記再生信号のうち、所定長以上の前記ピット又はマークを、選択的に再生した再生信
号の振幅値に対応する副の再生データを出力する第２の再生信号処理手段と、
　前記副の再生データに基づいて前記主の再生データの処理を中止する再生データ処理手
段とを備える
　ことを特徴とする情報再生装置。
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【請求項１０】
　前記第２の再生信号処理手段は、
　前記ピット又はマークのほぼ中央より得られる前記戻り光に対応するタイミングで、選
択的に、前記再生信号の振幅値を検出して前記副の再生データを生成する
　ことを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の情報再生装置。
【請求項１１】
　所定の基本周期を基準にして情報記録面にピット又はマークが形成された情報記録媒体
において、
　前記ピット又はマークの長さ及び間隔により主のデータが記録され、
　前記ピット又はマークの２種類の幅方向の変化により 副
のデータが記録される
　ことを特徴とする情報記録媒体。
【請求項１２】
　前記ピット又はマークは、
　長さ方向のエッジが、前記２種類の幅方向の変化に対応して補正されてなる
　ことを特徴とする請求項１１に記載の情報記録媒体。
【請求項１３】
　前記副のデータが、暗号化されて記録された
　ことを特徴とする請求項１１に記載の情報記録媒体。
【請求項１４】
　前記２種類の幅方向の変化が、前記ピット又はマークの幅の変化であり、
　前記ピット又はマークの幅が第１の幅に設定されてなる領域と、前記ピット又はマーク
の幅が第２の幅に設定されてなる領域とが、肉眼により識別可能に設定された
　ことを特徴とする請求項１１に記載の情報記録媒体。
【請求項１５】
　複数の補正データを格納する補正データ格納手段を有し、
　前記タイミング補正手段は、
　前記レーザービーム制御手段の出力に応じて、前記複数の補正データを切り換えて使用
して前記変調信号のタイミングを補正する
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は 報記録装置 報再生装置及 報記録媒体に関し、例えばコンパクトデ
ィスクと、その記録装置、再生装置に適用することができ
【０００２】
【従来の技術】
従来、例えばこの種の光情報記録媒体でなるコンパクトディスクにおいては、記録に供す
るデータをデータ処理した後、ＥＦＭ（ Eight-to-Fourteen Modulation）変調することに
より、所定の基本周期Ｔに対して、周期３Ｔ～１１Ｔのピット列が形成され、これにより
オーディオデータ等が記録されるようになされている。
【０００３】
これに対応してコンパクトディスクプレイヤーは、コンパクトディスクにレーザービーム
を照射して戻り光を受光することにより、この戻り光の光量に応じて信号レベルが変化す
る再生信号を得、この再生信号を所定のスライスレベルにより２値化して２値化信号を生
成する。さらにこの２値化信号よりＰＬＬ回路を駆動して再生クロックを生成すると共に
、この再生クロックにより２値化信号を順次ラッチし、これによりコンパクトディスクに
形成されたピット列に対応する周期３Ｔ～１１Ｔの再生データを生成する。
【０００４】
コンパクトディスクプレイヤーは、このようにして生成した再生データを記録時のデータ
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処理に対応するデータ処理により復号し、コンパクトディスクに記録されたオーディオデ
ータ等を再生するようになされている。
【０００５】
このようなコンパクトディスクにおいては、リードインエリアの内側の何らデータを記録
しない領域に、製造メーカー名、製造場所、ディスク番号等を示す符号が刻印され、この
刻印により違法なコピーに係るコンパクトディスクを肉眼により識別できるようになされ
ている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで違法コピーには、２つの種類があると考えられる。その１つは、正規のコンパク
トディスクを再生して得られるオーディオデータ等よりスタンパを作成してコピーのコン
パクトディスクを製造するものである。また残る１つは、正規の光ディスクに形成された
ピット形状を物理的にコピーする方法である。
【０００７】
このようにして作成されるコピーのコンパクトディスクに対して、刻印により違法なコピ
ーを識別する場合、刻印までコピーされると、もはや違法なコピーを識別することが困難
になる。また刻印が無くてもオーディオデータを再生できることにより、この種のコピー
を完全に防止するとが困難な問題がある。
【０００８】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、違法なコピーを有効に回避することがで
き 報記録装置 報再生装置及 報記録媒体を提案しようとするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため 発明においては、主のデータに基づいて、所定の
基本周期の整数倍の周期により信号レベルが切り換わる変調信号を生成し、この変調信号
により光記録媒体にピット又はマークを形成し、このと のデータに応じてレーザービ
ーム
【００１０】
　また 報再生装置に適用して、所定のしきい値を基準にした再
生信号の大小判定に対応する主の再生データ

再生信号の振幅値に対応する副の再生データとを再 る。
【００１１】
　さらに 報記録媒体に適用して、ピット又はマークの長さ及び間
隔により主のデータを記録し、

。
【００１２】
副のデータに応じてレーザービームの光量を切り換えるようにすれば、ピット又はマーク
の長さ及び間隔により主のデータを記録し、これに加えてピット又はマークの幅により、
副のデータを記録することができる。これに対して、物理的にピット形状等をコピーした
場合においては、ピット幅等を正しくコピーすることが困難で、これにより主及び副のデ
ータを正しく再生することが困難になる。従って識別用のデータを副のデータに割り当て
て、この副のデータを基準にしてコピーによる媒体を再生側で排除することができる。ま
た単に、ピットの長さ、間隔によりデータを記録する記録装置によっては、副のデータを
コピーすることが困難で、これによりこの種の記録装置によるコピーについても再生側で
排除することができる。
【００１３】
従って光情報再生装置に適用して、所定のしきい値を基準にした再生信号の大小判定に対
応する主の再生データと、再生信号の振幅値に対応する副の再生データとを再生し、この
副の再生データを基準にして主の再生データの処理を中止して、違法なコピーを排除する
ことができる。
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【００１４】
このため光情報記録媒体においては、ピット又はマークの長さ及び間隔により主のデータ
を記録し、ピット又はマークの幅により、副のデータを記録して、違法なコピーを有効に
回避することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。
【００１６】
図１は、本発明の実施の形態に係る光ディスク装置を示すブロック図である。この光ディ
スク装置１は、ディスク原盤２を露光してディジタルオーディオテープレコーダ３より出
力されるオーディオデータＤ１と、このオーディオデータＤ１の処理に必要な副データを
記録する。光ディスクの製造工程では、このディスク原盤２を現像した後、電鋳処理する
ことにより、マザーディスクを作成し、このマザーディスクよりスタンパーを作成する。
さらに光ディスクの製造工程では、このようにして作成したスタンパーよりディスク状基
板を作成し、このディスク状基板に反射膜、保護膜を形成してコンパクトディスクを作成
する。
【００１７】
すなわちこの光ディスク装置１において、スピンドルモータ４は、ディスク原盤２を回転
駆動し、底部に保持したＦＧ信号発生回路より、所定の回転角毎に信号レベルが立ち上が
るＦＧ信号ＦＧを出力する。スピンドルサーボ回路５は、ディスク原盤２の露光位置に応
じて、このＦＧ信号ＦＧの周波数が所定周波数になるようにスピンドルモータ４を駆動し
、これによりディスク原盤２を線速度一定の条件により回転駆動する。
【００１８】
記録用レーザー７は、ガスレーザー等により構成され、ディスク原盤露光用のレーザービ
ームＬを射出する。光変調器８Ａは、電気音響光学素子で構成され、制御信号ＳＣ１に応
じてレーザービームＬの光量を切り換えて出力する。これにより光変調器８Ａは、制御信
号ＳＣ１に応じてレーザービームＬの光量を変調する。
【００１９】
光変調器８Ｂは、電気音響光学素子で構成され、このレーザービームＬを変調信号Ｓ１に
よりオンオフ制御して射出する。ミラー１０は、このレーザービームＬの光路を折り曲げ
てディスク原盤２に向けて射出し、対物レンズ１１は、このミラー１０の反射光をディス
ク原盤２に集光する。これらミラー１０及び対物レンズ１１は、図示しないスレッド機構
により、ディスク原盤２の回転に同期してディスク原盤２の外周方向に順次移動し、これ
によりレーザービームＬによる露光位置を順次ディスク原盤２の外周方向に変位させる。
【００２０】
これによりこの光ディスク装置１では、ディスク原盤２を回転駆動した状態で、ミラー１
０及び対物レンズ１１の移動によりらせん状にトラックを形成し、このトラックに変調信
号Ｓ１に対応して順次ピットを形成する。さらにこのとき制御信号ＳＣ１に応じてピット
幅を変化させる。
【００２１】
識別符号発生回路１２は、この光ディスク装置１により作成されるコンパクトディスクを
識別するための識別データを発生し、この識別データに応じて制御信号ＳＣ１の信号レベ
ルを切り換える。これにより識別符号発生回路１２は、変調器８Ａより出力されるレーザ
ービームＬの光量を１００〔％〕の光量から８５〔％〕の光量に間欠的に立ち下げ、ディ
スク原盤２に形成されるピット幅を識別データに応じて変調する。
【００２２】
変調回路１４は、ディジタルオーディオテープレコーダ３より出力されるオーディオデー
タＤ１を受け、対応するサブコードデータをこのオーディオデータＤ１に付加する。さら
に変調回路１４は、このオーディオデータＤ１及びサブコードデータをコンパクトディス
クのフォーマットに従ってデータ処理し、変調信号Ｓ２を生成する。すなわち変調回路１
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４は、オーディオデータＤ１及びサブコードデータに誤り訂正符号を付加した後、インタ
ーリーブ処理、ＥＦＭ変調処理する。これにより変調回路１４は、ピット形成の基本周期
Ｔに対して、この基本周期Ｔの整数倍の周期（周期３Ｔ～１１Ｔ）で信号レベルが変化す
るＥＦＭ変調信号Ｓ２を出力する。
【００２３】
エッジ位置補正回路１５Ａ及び１５Ｂは、ＥＦＭ変調信号Ｓ２の変化パターンを検出し、
この変化パターンに応じて再生時の符号間干渉を低減するように、ＥＦＭ変調信号Ｓ２の
タイミングを補正し、そのタイミング補正結果でなる変調信号Ｓ１Ａ及びＳ１Ｂを出力す
る。このときエッジ位置補正回路１５Ａは、光変調器８Ａより出力される１００〔％〕光
量のレーザービームＬに対応する変調信号Ｓ１Ａを出力するのに対し、エッジ位置補正回
路１５Ｂは、光変調器８Ａより出力される８５〔％〕光量のレーザービームＬに対応する
変調信号Ｓ１Ｂを出力する。
【００２４】
すなわちこのようにしてレーザービームＬの光量を１００〔％〕の光量から８５〔％〕光
量に切り換えてピット幅を変調すると、その分再生信号の信号レベルも変化することにな
る。具体的には、それぞれ１００〔％〕の光量及び８５〔％〕の光量による場合について
、図２及び図３に再生信号ＲＦのアイパターンを示すように、再生信号ＲＦの振幅Ｗ１及
びＷ２が変化する。
【００２５】
これを連続した波形として観察すると、図４に示すように、正しく再生信号を２値化する
ためのスライスレベルＳＬ１及びＳＬ２が、１００〔％〕の光量による場合と、８５〔％
〕の光量による場合とで相違するようになる。すなわち１００〔％〕の光量による部分と
、８５〔％〕の光量による部分とで、アシンメトリーが大きく変化するようになる。
【００２６】
これにより１００〔％〕の光量による場合の一定のスライスレベルＳＬ１により再生信号
ＲＦを２値化すると、正しいタイミング（すなわち基本周期Ｔに同期したタイミング）に
より２値化信号を生成することが困難になり、再生クロックに大きなジッタが発生するこ
とになり、これによりコンパクトディスクに記録されたオーディオデータを正しく再生す
ることが困難になる。さらに８５〔％〕の光量による再生信号を、１００〔％〕の光量に
ついて設定したスライスレベルＳＬ１によりスライスした場合、例えば周期３Ｔの再生信
号のように、再生信号の振幅が小さな場合には、２値化信号の信号レベル自体スライスレ
ベルＳＬ１を横切らなくなり、これによりジッタが増大するだけでなく、この２値化信号
より生成する再生データにビット誤りが多発することになる。
【００２７】
一般のコンパクトディスクプレイヤーにおいては、このようなアシンメトリーの変化に対
応してスライスレベルを補正するスライスレベル自動調整回路を備えてはいるものの、急
激な光量変化については対応することが困難で、結局レーザービームＬの光量を切り換え
た直後の部分で、非常に長いバーストエラーが発生する。
【００２８】
このため光ディスク装置１において、エッジ位置補正回路１５Ａ及び１５Ｂは、ディスク
原盤２に形成されるピット長を補正して、それぞれ１００〔％〕及び８５〔％〕の光量に
おける再生信号ＲＦにおいて、図５に示すように、同一のスライスレベルにより再生信号
を２値化して正しいタイミングにより２値化信号を生成できるように、変調信号Ｓ２のタ
イミングを補正してなる変調信号Ｓ１Ａ及びＳ１Ｂを出力する。
【００２９】
さらにこのときそれぞれＥＦＭ変調信号Ｓ２の変化パターンを検出し、この変化パターン
に応じて、隣接符号からの符号間干渉を低減するように変調信号Ｓ１Ａ及びＳ１Ｂを出力
する。
【００３０】
すなわちレーサビームＬの光量が変化すれば、ピット幅が変化することにより、各光量に
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おける符号間干渉の程度も変化する。このことからエッジ位置補正回路１５Ａ及び１５Ｂ
は、各光量において、符号間干渉による再生信号ＲＦのジッタが低減するように変調信号
Ｓ２のタイミングを補正する。
【００３１】
データセレクタ１３は、識別符号発生回路１２より出力される制御信号ＳＣ１に基づいて
、レーザービームＬの光量の切り換えに連動して対応する変調信号Ｓ１Ａ及びＳ１Ｂを選
択出力する。
【００３２】
図６は、識別符号発生回路１２を示すブロック図である。この識別符号発生回路１２にお
いて、発振器１８は、ピット形成周期に比して充分に長い周期（数百～数千ピット周期）
で信号レベルが切り換わる識別符号用クロックを生成する。Ｎ進カウンタ１９は、この識
別符号用クロックをカウントするリングカウンタでなり、カウント値ＣＴ１を出力し、カ
ウント値が一巡するとリセット信号ＲＳＴを出力する。
【００３３】
識別データテーブル２０は、ビット情報を保持するリードオンメモリ回路で構成され、カ
ウント値ＣＴ１をアドレス入力にして保持したデータを出力する。これにより識別データ
テーブル２０は、同期信号として使われる一定のパターン情報をビット情報、ディスク原
盤２に記録するＩＤ情報、製造工場などの情報を順次循環的に出力する。
【００３４】
スクランブル回路２１は、識別データテーブル２０より出力されるビット情報をイクスク
ルーシブオア回路構成の加算回路２３に入力し、ここでＭ系列発生回路２２より出力され
るＭ系列符号により暗号化して出力する。ここでＭ系列発生回路２２は、複数のフリップ
フロップとイクスクルーシブオア回路により構成され、リセット信号ＲＳＴを基準にして
Ｍ系列符号をリセットする。これによりスクランブル回路２１は、識別データテーブル２
０より順次循環的に出力されるビット情報に対応して、順次循環的にビット値の変化する
制御信号ＳＣ１を出力する。なおＭ系列発生回路２２は、リセット信号ＲＳＴが出力され
た後、所定期間はＭ系列符号の出力を停止し、これにより識別データテーブル２０より出
力されるビット情報のうち、同期信号の部分にはスクランブル処理しないようになされて
いる。
【００３５】
かくしてこの光ディスク装置１では、この制御信号ＳＣ１に応じてレーザービームＬの光
量が１００〔％〕の光量から８５〔％〕の光量に切り換えられることにより、コンパクト
ディスクのピット幅により、Ｍ系列符号で暗号化されたＩＤ情報等が同期信号と共に記録
されるようになされている。
【００３６】
図７は、エッジ位置補正回路１５Ａを示すブロック図である。なおエッジ位置補正回路１
５Ｂは、立ち上がりエッジ補正回路２５Ａ及び２５Ｂに格納する補正データが異なる以外
、エッジ位置補正回路１５Ａと同一でなることにより、重複した説明は省略する。
【００３７】
エッジ位置補正回路１５Ａにおいて、レベル変換回路２６は、出力振幅が１〔Ｖ〕でなる
ＥＦＭ変調信号Ｓ２の信号レベルを、出力振幅が５〔Ｖ〕でなるＴＴＬレベルに補正して
出力する。ＰＬＬ回路２７は、図８に示すように、レベル変換回路２６より出力される変
調信号Ｓ３（図８（Ａ））よりクロックＣＫ（図８（Ｂ））を生成して出力する。かくす
るにつき、変調信号Ｓ２においては、基本周期Ｔの整数倍の周期で信号レベルが変化する
ことにより、ＰＬＬ回路２７は、この変調信号Ｓ２に同期した基本周期Ｔにより信号レベ
ルが変化するクロックＣＫを生成する。
【００３８】
立ち上がりエッジ補正回路２５Ａは、図９に示すように、クロックＣＫで動作する１３個
のラッチ回路２８Ａ～２８Ｍを直列に接続し、この直列回路にレベル変換回路２６の出力
信号Ｓ３を入力する。これにより立ち上がりエッジ補正回路２５Ａは、レベル変換回路２

10

20

30

40

50

(7) JP 3852498 B2 2006.11.29



６の出力信号Ｓ３をクロックＣＫのタイミングによりサンプリングし、連続する１３点の
サンプリング結果より、変調信号Ｓ２の変化パターンを検出する。すなわち、例えば「 00
01111000001 」のラッチ出力が得られた場合、長さ５Ｔのスペースに続いて長さ４Ｔのピ
ットが連続する変化パターンと判断することができる。同様に「 0011111000001 」のラッ
チ出力が得られた場合、長さ５Ｔのスペースに続いて長さ５Ｔのピットが連続する変化パ
ターンと判断することができる。
【００３９】
補正値テーブル２９は、複数の補正データを格納したリードオンリメモリで形成され、ラ
ッチ回路２８Ａ～２８Ｍのラッチ出力をアドレスにして、変調信号Ｓ３の変化パターンに
対応する補正値データＤＦを出力する。モノステーブルマルチバイブレータ（ＭＭ）３０
は、直列接続された１３個の中央のラッチ回路２８Ｇよりラッチ出力を受け、このラッチ
出力の立ち上がりのタイミングを基準にして、所定期間の間（周期３Ｔより充分に短い期
間）、信号レベルが立ち上がる立ち上がりパルス信号を出力する。
【００４０】
遅延回路３１は、１２段のタップ出力を有し、各タップ間の遅延時間差がこのエッジ位置
補正回路１５Ａにおける変調信号のタイミング補正の分解能に設定される。遅延回路３１
は、モノステーブルマルチバイブレータ３０より出力される立ち上がりパルス信号を順次
遅延して各タップより出力する。セレクタ３３は、補正値データＤＦに従って遅延回路３
１のタップ出力を選択出力し、これにより補正値データＤＦに応じて遅延時間の変化して
なる立ち上がりパルス信号ＳＳ（図８（Ｄ））を選択出力する。
【００４１】
これにより立ち上がりエッジ補正回路２５Ａは、変調信号Ｓ２の信号レベルの立ち上がり
に対応して信号レベルが立ち上がり、かつ変調信号Ｓ２に対する各立ち上がりエッジの遅
延時間Δｒ（３，３）、Δｒ（４，３）、Δｒ（３，４）、Δｒ（５，３）、……が、変
調信号Ｓ２の変化パターンに応じて変化する立ち上がりエッジ信号ＳＳを生成する。
【００４２】
なおこの図８においては、変調信号Ｓ２の変化パターンを、クロック（すなわちチャンネ
ルクロックでなる）ＣＫの１周期を単位としたピット長ｐと、ピット間隔ｂとにより表し
、立ち上がりエッジに対する遅延時間をΔｒ（ｐ、ｂ）により示す。従ってこの図８（Ｄ
）において、２番目に記述された遅延時間Δｒ（４、３）は、長さ４クロックのピットの
前に、３クロックのブランクがある場合の遅延時間である。これにより補正値テーブル２
９には、これらｐ及びｂの全ての組合せに対応する補正値データＤＦが格納されているこ
とになる。
【００４３】
かくするにつき光ディスクでは、変調信号Ｓ２に応じてレーザービームＬが照射されてピ
ットが形成されることにより、立ち上がりエッジ補正回路２５Ａは、基本周期Ｔを単位に
した周期１２Ｔの範囲について、光ディスクに形成されるピットのパターンを検出し、こ
のパターンに応じて立ち上がりエッジ信号ＳＳを生成することになる。
【００４４】
立ち下がりエッジ補正回路２５Ｂは、モノステーブルマルチバイブレータ３０がラッチ出
力の立ち下がりエッジを基準にして動作することと、補正値テーブル２９の内容が異なる
ことを除いて、立ち上がりエッジ補正回路２５Ａと同一に構成される。
【００４５】
これにより立ち下がりエッジ補正回路２５Ｂは、変調信号Ｓ２の信号レベルの立ち下がり
に対応して信号レベルが立ち上がり、かつ変調信号Ｓ２に対する各立ち上がりエッジの遅
延時間Δｆ（３，３）、Δｆ（４，４）、Δｆ（３，３）、Δｆ（５，４）、……が変調
信号Ｓ２の変化パターンに応じて変化する立ち下がりエッジ信号ＳＲ（図８（Ｃ））を生
成する。なおこの図８においては、立ち上がりエッジに対する遅延時間と同様に、ピット
長ｐと、ピット間隔ｂとにより、立ち下がりエッジに対する遅延時間をΔｆ（ｐ、ｂ）で
示す。
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【００４６】
かくするにつき立ち下がりエッジ補正回路２５Ｂにおいても、基本周期Ｔを単位にした周
期１２Ｔの範囲について、光ディスクに形成されるピットのパターンを検出し、このパタ
ーンに応じてレーザービームの照射終了のタイミングでなる変調信号Ｓ２の立ち下がりエ
ッジのタイミングを補正して、立ち下がりエッジ信号ＳＲを生成するようになされている
。
【００４７】
フリップフロップ（Ｆ／Ｆ）３５（図７）は、立ち上がりエッジ信号ＳＳ及び立ち下がり
エッジ信号ＳＲを合成して出力する。すなわちフリップフロップ３５は、立ち上がりエッ
ジ信号ＳＳ及び立ち下がりエッジ信号ＳＲをそれぞれセット端子Ｓ、リセット端子Ｒに入
力し、これにより立ち上がりエッジ信号ＳＳの信号レベルの立ち上がりで信号レベルが立
ち上がった後、立ち下がりエッジ信号ＳＲの信号レベルの立ち上がりで信号レベルが立ち
下がる変調信号Ｓ５を生成する。レベル逆変換回路３６は、出力振幅がＴＴＬレベルでな
るこの変調信号Ｓ５の信号レベルを補正し、元の出力振幅により出力する。
【００４８】
これにより変調信号Ｓ２においては、立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジのタイミン
グが前後のピット及びランドの長さに応じて補正されて出力され、これに対応してディス
ク原盤２に対してレーザービームＬを照射するタイミングも、前後のピット及びランドの
長さに対応して補正される。
【００４９】
これにより光ディスク装置１では、再生時、符号間干渉により発生するジッタを低減する
ように、各ピットの前エッジ及び後エッジの位置を補正する。またそれぞれ記録用レーザ
ービームＬの光量に対応したエッジ位置補正回路１５Ａ及び１５Ｂにより、前エッジ及び
後エッジの位置を補正することにより、レーザービームＬの光量を立ち上げた場合でも、
再生信号を一定のしきい値により処理して、ピット長、ピット間隔により記録したデータ
Ｄ１を確実に再生できるように、各ピットの前エッジ及び後エッジの位置を補正する。
【００５０】
すなわちレーザービームＬの光量が１００〔％〕の場合には、エッジ位置補正回路１５Ａ
より出力される変調信号Ｓ１Ａにより前エッジ及び後エッジの位置を補正し、これにより
一定のスライスレベルにより正しく２値化信号を生成できるようにし、またレーザービー
ムＬの光量が８５〔％〕の場合には、エッジ位置補正回路１５Ｂより出力される変調信号
Ｓ１Ｂにより前エッジ及び後エッジの位置を補正し、１００〔％〕の場合と同一のスライ
スレベルにより正しく２値化信号を生成できるようにする。
【００５１】
図１０は、このようにしてエッジのタイミング補正に使用される補正値テーブル２９の生
成の説明に供する工程図である。光ディスク装置１では、この補正値テーブル２９を適切
に設定することにより、レーザービームＬの光量、ピット長、前後のブランク長が変化し
た場合でも、クロックＣＫに同期した正しいタイミングで所定のスライスレベルを再生信
号が横切るようにする。
【００５２】
なお補正値テーブル２９は、各エッジ位置補正回路１５Ａ及び１５Ｂにおいて、それぞれ
立ち上がりエッジ補正回路２５Ａ及び立ち下がりエッジ補正回路２５Ｂに設定されるが、
生成の条件が異なる以外、何れも生成方法は同一であるので、ここでは立ち上がりエッジ
補正回路２５Ａについて説明する。
【００５３】
この工程においては、光ディスク装置１により評価用のディスク原盤を作成し、このディ
スク原盤より作成されるコンパクトディスクの再生結果に基づいて、補正値テーブルを設
定する。
【００５４】
ここでこの評価用のディスク原盤作成時において、光ディスク装置１には、評価基準用の
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補正値テーブル２９が設定される。この評価基準用の補正値テーブル２９は、セレクタ３
３（図９）において、常に遅延回路３１のセンタータップ出力を選択出力するように、補
正値データＤＦが設定されて形成される。これによりこの工程では、１００〔％〕のレー
ザー出力によりＥＦＭ変調信号Ｓ３で直接光変調器８Ｂを駆動した場合と同一の条件によ
り、すなわち通常のコンパクトディスク作成工程と同一の条件によりディスク原盤２を露
光する。
【００５５】
この工程では、このようにして露光したディスク原盤２を現像した後、電鋳処理してマザ
ーディスクを作成し、このマザーディスクよりスタンパー４０を作成する。さらにこのス
タンパー４０より通常のコンパクトディスク作成工程と同様に、コンパクトディスク４１
を作成する。
【００５６】
コンパクトディスクプレイヤー（ＣＤプレイヤー）４２は、このようにして作成した評価
用のコンパクトディスク４１を再生する。このときコンパクトディスクプレイヤー４２は
、コンピュータ４４により制御されて動作を切り換え、コンパクトディスク４１より得ら
れる戻り光の光量に応じて信号レベルが変化する再生信号ＲＦを内蔵の信号処理回路より
ディジタルオシロスコープ４５に出力する。かくするにつき、このコンパクトディスク４
１は、レーザービームＬの光量の切り換えに伴ってピット幅が変化していることにより、
ディジタルオシロスコープ４５で再生信号ＲＦを観察すると、ピットに対応する部分で再
生信号の振幅が変化して観察される。
【００５７】
またこのピット幅の変化に伴ってピットの前エッジ、後エッジが変化していることにより
、振幅の変化に伴って大きなジッタが観察され、アシンメトリーも大きく変化することに
なる。さらにユーザーエリア等の低レベルのレーザービームによりピットを形成した部分
においても、前後のピットからの符号間干渉によるジッタが観察されことになる。
【００５８】
ディジタルオシロスコープ４５は、コンピュータ４４により制御されて動作を切り換え、
チャンネルクロックの２０倍のサンプリング周波数でこの再生信号ＲＦをアナログディジ
タル変換処理し、その結果得られるディジタル信号をコンピュータ４４に出力する。
【００５９】
コンピュータ４４は、ディジタルオシロスコープ４５の動作を制御する共に、ディジタル
オシロスコープ４５より出力されるディジタル信号を信号処理し、これにより補正値デー
タＤＦを順次計算する。さらにコンピュータ４４は、ＲＯＭライター４６を駆動して、計
算した補正値データＤＦを順次リードオンリメモリに格納し、これにより補正値テーブル
２９を形成する。この工程では、この補正値テーブル２９により最終的に光ディスクを製
造する。
【００６０】
　図 は、このコンピュータ４４における処理手順を示すフローチャートである。この
処理手順において、コンピュータ４４は、ステップＳＰ１からステップＳＰ２に移り、ジ
ッタ検出結果Δｒ（ｐ，ｂ）、ジッタ計測回数ｎ（ｐ，ｂ）を値０にセットする。ここで
コンピュータ４４は、ジッタ検出対象でなるエッジの前後について、ピット長ｐ、ピット
間隔ｂの組合せ毎に、ジッタ検出結果Δｒ（ｐ，ｂ）を算出し、またジッタ計測回数ｎ（
ｐ，ｂ）をカウントする。このためコンピュータ４４は、ステップＳＰ２において、これ
ら全てのジッタ検出結果Δｒ（ｐ，ｂ）、ジッタ計測回数ｎ（ｐ，ｂ）を初期値にセット
する。
【００６１】
続いてコンピュータ４４は、ステップＳＰ３に移り、ディジタルオシロスコープ４５より
出力されるディジタル信号を所定のスライスレベルと比較することにより、再生信号ＲＦ
を２値化してなるディジタル２値化信号を生成する。なおコンピュータ４４は、この処理
において、スライスレベル以上が値１、スライスレベルに満たない部分では値０となるよ

10

20

30

40

50

(10) JP 3852498 B2 2006.11.29

１１



うに、ディジタル信号を２値化する。
【００６２】
続いてコンピュータ４４は、ステップＳＰ４に移り、このディジタル信号でなる２値化信
号より再生クロックを生成する。ここでコンピュータ４４は、２値化信号を基準にして演
算処理によりＰＬＬ回路の動作をシミュレーションし、これにより再生クロックを生成す
る。
【００６３】
さらにコンピュータ４４は、続くステップＳＰ５において、このようにして生成した再生
クロックの各立ち下がりエッジのタイミングで、２値化信号をサンプリングし、これによ
り変調信号を復号する（以下復号したこの変調信号を復号信号と呼ぶ）。
【００６４】
続いてコンピュータ４４は、ステップＳＰ６に移り、２値化信号の立ち上がりエッジの時
点から、このエッジに最も近接した再生クロックの立ち下がりの時点までの時間差ｅを検
出し、これによりこのエッジにおけるジッタを時間計測する。続いてコンピュータ４４は
、ステップＳＰ７において、ステップＳＰ６で時間計測したエッジについて、復号信号よ
り前後のピット長ｐ及びピット間隔ｂを検出する。
【００６５】
コンピュータ４４は、続いてステップＳＰ８において、前後のピット長ｐ及びピット間隔
ｂに対応するジッタ検出結果Δｒ（ｐ，ｂ）に対して、ステップＳＰ６において検出した
時間差ｅを加算し、また対応するジッタ計測回数ｎ（ｐ，ｂ）を値１だけインクリメント
する。続いてコンピュータ４４は、ステップＳＰ９に移り、全ての立ち上がりエッジにつ
いて、時間計測を完了したか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ５
に戻る。
【００６６】
これによりコンピュータ４４は、ステップＳＰ５－ＳＰ６－ＳＰ７－ＳＰ８－ＳＰ９－Ｓ
Ｐ５の処理手順を繰り返し、再生信号ＲＦに表れる変化パターン毎に、時間計測したジッ
タ検出結果を累積加算し、また加算数をカウントする。なおこの変化パターンは、立ち上
がりエッジ補正回路２５Ａにおけるラッチ回路２８Ａ～２８Ｍの段数に対応するように、
ジッタ検出対象のエッジより基本周期Ｔを基準にした前後６サンプルの期間（全体で周期
１２Ｔの期間）により分類される。
【００６７】
このようにして全てのエッジについて、ジッタの時間計測を完了すると、コンピュータ４
４は、ステップＳＰ９において肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ１０に移り
、ここで再生信号ＲＦに表れる変化パターン毎に、時間計測したジッタ検出結果を平均値
化する。すなわちステップＳＰ６において検出されるジッタにおいては、ノイズの影響を
受けていることにより、コンピュータ４４は、このようにしてジッタ検出結果を平均値化
し、ジッタの測定精度を向上する。
【００６８】
コンピュータ４４は、このようにしてジッタ検出結果を平均値化すると、続いてステップ
ＳＰ１１に移り、この検出結果より、各変化パターン毎にそれぞれ補正値データＤＦを生
成し、各補正値データＤＦをＲＯＭライター４６に出力する。ここでこの補正値データＤ
Ｆは、遅延回路３１におけるタップ間の遅延時間差をτとおいて、次式の演算処理を実行
して算出される。
【００６９】
【数１】
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【００７０】
なおここでＨｒ１（ｐ，ｂ）は、補正値データＤＦにより選択される遅延回路３１のタッ
プであり、値０の場合がセンタータップである。またＨｒ０（ｐ，ｂ）は、初期値でなる
補正値データＤＦにより選択される遅延回路３１のタップであり、この実施の形態におい
て、Ｈｒ０（ｐ，ｂ）は、値０に設定されていることになる。またａは定数である。ここ
でこの実施の形態において、ａは１以下の値（例えば０．７など）に設定され、これによ
りノイズなどの影響があっても、確実に補正値データを収束させるようになされている。
【００７１】
コンピュータ４４は、ディジタルオシロスコープ４５を介して検出される再生信号ＲＦの
信号レベルを基準にして、レーザービームＬの光量を立ち上げた場合と、通常の光量の場
合とでそれぞれ上述した補正値データの生成処理を実行し、これによりレーザービームＬ
の光量を立ち上げた場合でも、通常のスライスレベルにより再生信号ＲＦを２値化して、
正しいタイミングにより２値化信号を生成できるように補正値データＤＦを生成する。
【００７２】
コンピュータ４４は、このようにして生成した補正値データＤＦをＲＯＭライター４６に
格納すると、ステップＳＰ１２に移ってこの処理手順を終了する。続いてコンピュータ４
４は、同様の処理手順をディジタル２値化信号の立ち下がりエッジについて実行し、これ
により補正値テーブル２９を完成する。
【００７３】
図１２は、このようにして製造されたコンパクトディスクの再生装置を示すブロック図で
ある。このコンパクトディスクプレイヤー５０は、サーボ回路５１によりスピンドルモー
タＭをスピンドル制御すると共に、光ピックアップ９をトラッキング制御、フォーカス制
御した状態で、コンパクトディスクＨに光ピックアップＰよりレーザービームを照射する
。さらにコンパクトディスクプレイヤー５０は、このレーザービームの戻り光を光ピック
アップＰで受光し、この戻り光の光量に応じて信号レベルが変化する再生信号ＲＦを生成
する。
【００７４】
２値化回路５２は、この再生信号ＲＦを波形等化した後、所定のしきい値により信号レベ
ルを識別して２値化信号Ｓ７を出力する。ＰＬＬ回路５３は、この２値化信号Ｓ７を基準
にして再生クロック（チャンネルクロック）ＣＫを生成して出力する。
【００７５】
ここで再生信号ＲＦは、光ディスク装置１において、各種ピット形成のパターンに応じて
レーザービーム照射のタイミングが補正されて、各ピットの前エッジ及び後エッジのタイ
ミングが補正されてなることにより、極めて小さなジッタにより再生される。さらに間欠
的にレーザービームの光量を立ち上げてピット幅を変調したことにより、間欠的に振幅が
増大することになる。さらにピット幅の変化に対応してレーザービーム照射のタイミング
が補正されて、このようにレーザービームの光量を立ち下げた部分においても、各ピット
の前エッジ及び後エッジのタイミングが補正されてなることにより、他の部分と等しいア
シンメトリーにより再生される。
【００７６】
これにより２値化回路５２においては、記録時における基本周期Ｔに対応した正しいタイ
ミングにより２値化信号Ｓ７を生成することになり、またＰＬＬ回路５３においては、ジ
ッタの極めて少ない再生クロックＣＫを生成して出力することになる。
【００７７】

10

20

30

40

50

(12) JP 3852498 B2 2006.11.29



ＥＦＭ復調回路５４は、再生クロックＣＫを基準にして２値化信号を順次ラッチすること
により再生データを生成する。さらにＥＦＭ復調回路５４は、この再生データを復調して
出力する。ＥＣＣ回路５５は、ＥＦＭ復調回路５４より出力される再生データをデインタ
ーリーブ処理した後、誤り訂正処理して出力する。
【００７８】
識別符号検出回路５６は、再生信号ＲＦの振幅より識別データを検出してシステム制御回
路７７に出力する。すなわち図１３に示すように、識別符号検出回路５６は、ピット検出
回路５７において、周期６Ｔ～周期１１Ｔのピットを検出する。ここでピット検出回路５
７は、図１４に示すように、直列接続した１０段のラッチ回路５７Ａ～５７Ｊに２値化信
号Ｓ７を入力し、この２値化信号Ｓ７を再生クロックＣＫにより順次転送する。アンド回
路５８Ａ～５８Ｆは、所定の入力端が反転入力端に設定され、ラッチ回路５７Ａ～５７Ｊ
のラッチ出力を入力し、それぞれ周期６Ｔ、７Ｔ、８Ｔ、……のピットに対応してラッチ
回路５７Ａ～５７Ｊのラッチ出力が値１又は値０にセットされると、出力信号の論理レベ
ルを立ち上げる。オア回路５９は、アンド回路５８Ａ～５８Ｆの出力信号を受け、その論
理和信号を出力する。これによりピット検出回路５７は、ピット形成時におけるレーザー
ビームの光量が正確に振幅に反映されてなるピット長の長いピットを検出する。
【００７９】
識別符号検出回路５６（図１３）において、アナログディジタル変換回路（Ａ／Ｄ）ＡＤ
は、再生信号ＲＦをアナログディジタル変換処理し、ディジタル再生信号ＤＲＦを出力す
る。遅延回路６１は、このディジタル再生信号ＤＲＦを遅延し、ピット検出回路５７にお
けるピット検出のタイミングに対応するタイミングにより出力する。
【００８０】
ラッチ回路Ｒは、ピット検出回路５７の検出結果に基づいてディジタル再生信号ＤＲＦを
ラッチし、これにより周期６Ｔ以上ピットについて、各ピットのほぼ中央より戻り光が得
られるタイミングで、再生信号ＲＦの振幅を検出する。ディジタルアナログ変換回路ＤＡ
は、このラッチ回路Ｒのラッチ結果をディジタルアナログ変換処理して出力する。２値化
回路６０は、ディジタルアナログ変換回路ＤＡの出力信号を２値化して２値化信号を生成
する。
【００８１】
ＰＬＬ回路６１は、この２値化信号より再生クロックを検出する。同期検出回路６２は、
この２値化信号の信号レベルを監視することにより、光ディスク装置１の識別符号発生回
路１２において付加した同期信号のタイミングを検出して出力する。Ｍ系列発生回路６３
は、この同期検出回路６２により検出されたタイミングによりリセットされた後、Ｍ系列
符号を順次出力する。逆スクランブル回路６４は、イクスクルーシブオア回路構成の加算
回路６５により、このＭ系列符号と２値化信号とを論理演算処理し、これにより識別デー
タＤＣ１を復調する。
【００８２】
システム制御回路７７（図１２）は、このコンパクトディスクプレイヤー５０全体の動作
を制御するコンピュータにより構成され、識別符号検出回路５６において正しく識別デー
タが検出されたか否か判断し、ここで否定結果が得られるとディジタルアナログ変換回路
７９の動作を停止制御する。ここでディジタルアナログ変換回路７９は、システム制御回
路７７の制御によりＥＣＣ回路５５より出力されるオーディオデータをディジタルアナロ
グ変換処理し、アナログ信号でなるオーディオ信号ＳＡを出力する。
【００８３】
以上の構成において、光ディスク装置１においては（図１、図９）、エッジ位置補正回路
１５Ａ及び１５Ｂにおける補正値テーブル２９を初期値に設定して、従来のコンパクトデ
ィスクの作成条件と同一の条件により評価用のディスク原盤２が作成され、このディスク
原盤２より評価用のコンパクトディスク４１が作成される（図１０）。
【００８４】
この評価用のコンパクトディスク４１は、基本周期Ｔの整数倍の周期で信号レベルが変化
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する変調信号によりレーザービームＬがオンオフ制御されてディスク原盤２が順次露光さ
れ、これによりピット長及びピット間隔によりオーディオデータＤ１等が記録される。ま
た識別データに基づいてレーザービームＬの光量が立ち下げられ、これによりピット幅の
変化により識別データが記録される。さらにこのピット幅の変化に伴い、ピット長が変化
して形成される。
【００８５】
これによりこの評価用のコンパクトディスク４１より得られる再生信号は、一定の光量に
よりピットが形成されている部分では、隣接ピットの符号間干渉によりジッタが観察され
ることになる。またピット幅が変化する部分については、隣接ピットの符号間干渉に加え
てピット長の変化により、大きなジッタが発生することになる。またこのピット幅が変化
する部分については、再生信号の振幅が大きく変化し、アシンメトリーも激しく変化する
ことになる。
【００８６】
従ってこのコンパクトディスク４１より得られる再生信号は、前後のピット及びランドの
形状に対応する変調信号の変化パターン、露光時のレーザービーム光量に応じて、スライ
スレベルを横切るタイミングが変化し、この再生信号より生成される再生クロックにおい
ては大きなジッタが発生することになる。
【００８７】
このコンパクトディスク４１は、コンパクトディスクプレイヤー４２により再生され、再
生信号ＲＦがディジタルオシロスコープ４５によりディジタル信号に変換された後、コン
ピュータ４４により２値化信号、ＥＦＭ復号信号、再生クロックが生成される。さらにコ
ンパクトディスク４１は、２値化信号の各エッジ毎に、復号信号より前後のピット及びラ
ンドが検出されて変調信号の変化パターンが検出され、各変化パターン毎に、再生クロッ
クに対する各エッジのジッタ量が時間計測される。
【００８８】
さらにレーザービームの光量を立ち上げた場合と、一定値に保持した場合とで、これら時
間計測結果が各変化パターン毎に平均値化され、レーザービームの各光量によるジッタ量
が符号間干渉によるジッタ量と共に各変化パターン毎に検出される。コンパクトディスク
４１は、このようにして検出したジッタ量により、遅延回路３１（図９）のタップ間遅延
時間差τを基準にした（１）式の演算処理が実行され、遅延回路３１のセンタータップを
基準にして、この検出したジッタ量を打ち消すことができる遅延回路３１のタップ位置が
検出される。さらにコンパクトディスク４１は、この検出したタップ位置を特定するデー
タが補正値データＤＦとしてリードオンリメモリに格納され、これにより遅延回路３１の
タップ間遅延時間差τをジッタ補正単位に設定して、補正値テーブル２９が形成される。
【００８９】
このとき１００〔％〕のレーザービーム光量に対応する補正値データＤＦが、エッジ位置
補正回路１５Ａの補正値テーブル２９に記録され、また８５〔％〕のレーザービーム光量
に対応する補正値データＤＦが、エッジ位置補正回路１５Ｂの補正値テーブル２９に記録
される。
【００９０】
このようにして補正値テーブル２９が形成されると、光ディスク装置１では、オーディオ
データＤ１が所定のデータ処理を受け、基本周期Ｔを単位にして信号レベルの変化する変
調信号Ｓ２に変換される。この変調信号Ｓ２は、エッジ位置補正回路１５Ａにおいて（図
７）、信号レベルがＴＴＬレベルに変換された後、ＰＬＬ回路２７によりクロックＣＫが
再生される。またそれぞれ立ち上がりエッジ補正回路２５Ａ及び立ち下がりエッジ補正回
路２５Ｂにおいて（図９）、１３段のラッチ回路２８Ａ～２８Ｍで順次ラッチされて、変
化パターンが検出される。
【００９１】
さらに変調信号Ｓ２は、このラッチ回路２８Ａ～２８Ｍの中間のラッチ回路２８Ｇよりモ
ノステーブルマルチバイブレータ３０に入力され、立ち上がりエッジ補正回路２５Ａにお
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いては、立ち上がりエッジのタイミングで、立ち下がりエッジ補正回路２５Ｂにおいては
、立ち下がりエッジのタイミングで、モノステーブルマルチバイブレータ３０の出力をト
リガし、それぞれ立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジのタイミングで信号レベルが立
ち上がる立ち上がりパルス信号及び立ち下がりパルス信号を生成する。
【００９２】
これら立ち上がりパルス信号及び立ち下がりパルス信号は、それぞれ立ち上がりエッジ補
正回路２５Ａ及び立ち下がりエッジ補正回路２５Ｂの遅延回路３１において、補正値デー
タＤＦの算出に利用された遅延時間τを単位にして順次遅延され、この遅延回路３１のタ
ップ出力がセレクタ３３に出力される。これに対してラッチ回路２８Ａ～２８Ｍで検出さ
れた変調信号Ｓ２の変化パターンは、ラッチ回路２８Ａ～２８Ｍのラッチ出力をアドレス
にした補正値テーブル２９のアクセスにより、対応する補正値データＤＦが検出され、こ
の補正値データＤＦによりセレクタ３３の接点が切り換えられる。
【００９３】
これによりそれぞれ立ち上がりエッジ補正回路２５Ａ及び立ち下がりエッジ補正回路２５
Ｂのセレクタ３３より、評価用のコンパクトディスク４１で検出されたレーザービームＬ
を１００〔％〕の光量により照射した場合のジッタを補正するように、変調信号Ｓ２の立
ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジのタイミングをそれぞれ補正してなる立ち上がりエ
ッジ信号ＳＳ及び立ち下がりエッジ信号ＳＲが出力され、これら立ち上がりエッジ信号Ｓ
Ｓ及び立ち下がりエッジ信号ＳＲ（図７）が、フリップフロップ３５により合成される。
【００９４】
さらにこのフリップフロップ３５の出力信号Ｓ５がレベル逆変換回路３６により信号レベ
ルの補正を受け、これにより評価用のコンパクトディスク４１で検出した、レーザービー
ムＬを１００〔％〕の光量により照射した場合のジッタを補正するように、すなわち符号
間干渉を低減するように、変調信号Ｓ２のエッジのタイミングを補正してなる変調信号Ｓ
１Ａが生成される。
【００９５】
同様にして、変調信号Ｓ２は、エッジ位置補正回路１５Ｂにおいて、変化パターンが検出
され、この変化パターンに対応する補正値データＤＦにより立ち上がりエッジ信号ＳＳ及
び立ち下がりエッジ信号ＳＲが生成され、これら立ち上がりエッジ信号ＳＳ及び立ち下が
りエッジ信号ＳＲがフリップフロップ３５により合成される。これにより変調信号Ｓ２は
、エッジ位置補正回路１５Ｂにおいて、評価用のコンパクトディスク４１で検出したレー
ザービームＬを８５〔％〕の光量により照射した場合のジッタを補正するように、すなわ
ちレーザービーム光量の立ち下げに伴うピット長の変化を打ち消すように、また符号間干
渉を低減するように、変調信号Ｓ２のエッジのタイミングを補正してなる変調信号Ｓ１Ｂ
が生成される。
【００９６】
これに対して光ディスク装置１では、識別データテーブル２０（図６）より、同期信号、
識別データ等が順次循環的に出力され、これらのデータがスクランブル回路２１において
、Ｍ系列符号により暗号化される。さらにこの暗号化された識別データ等による制御信号
ＳＣ１が光変調器８Ａ（図１）に入力される。これにより光ディスク装置１では、識別デ
ータ等に応じてレーザービームＬの光量が１００〔％〕の光量より８５〔％〕の光量に切
り換えられ、この光量の切り換えにより識別データ等がピット幅の変化によりディスク原
盤２に記録される。
【００９７】
このときデータセレクタ１３において、この光量の切り換えに連動して、エッジ位置補正
回路１５Ａ及び１５Ｂより出力される変調信号Ｓ１Ａ及びＳ１Ｂが選択的に光変調器８Ｂ
に入力され、これによりディスク原盤２においては、ピット長及びピット間隔によりオー
ディオデータＤ１が記録され、このとき識別データ等に応じたピット幅の変化に伴うピッ
ト長の変化を防止するように露光のタイミングが補正される。また各ピットについて、隣
接ピットによる符号間干渉を低減するように露光のタイミングが補正される。
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【００９８】
このようにしてディスク原盤２が露光されると、このディスク原盤２よりコンパクトディ
スクＨが生産され、このコンパクトディスクＨがコンパクトディスクプレイヤー５０（図
１２）により再生される。このコンパクトディスクＨは、オーディオデータＤ１が隣接ピ
ットからの符号間干渉を低減するように、隣接ピットとの組み合わせによるパターに応じ
て前エッジ及び後エッジの位置が補正されて、ピット長及びピット間隔により記録される
ことになる。さらに暗号化された識別データがピット幅の変化により記録され、オーディ
オデータＤ１においては、さらにこのピット幅の変化によるピット長の変化を打ち消すよ
うに、前エッジ及び後エッジの位置が補正されていることになる。
【００９９】
コンパクトディスクプレイヤー５０においては、このようにして生産されたコンパクトデ
ィスクＨより戻り光の光量に応じて信号レベルが変化する再生信号ＲＦを検出し、再生信
号ＲＦが、２値化回路５２において、所定のスライスレベルによりスライスされ、２値化
信号Ｓ７に変換される。さらにこの２値化信号Ｓ７よりＰＬＬ回路５３において再生クロ
ックＣＫが生成され、ＥＦＭ復調回路５４において、この再生クロックＣＫにより２値化
信号Ｓ７が順次ラッチされて再生データが生成された後、復調される。さらにこの再生デ
ータが続くＥＣＣ回路５５においてデインターリーブ処理、誤り訂正処理され、アナログ
信号に変換されて出力される。
【０１００】
この一連の処理において、この実施の形態に係るコンパクトディスクＨでは、ピット幅の
変化によるピット長の変化を打ち消すように、前エッジ及び後エッジの位置が補正されて
いることにより、一定のスライスレベルＳＬにより再生信号ＲＦを２値化して、正しいタ
イミングにより２値化信号を生成することができる。すなわち光量の切り換えに伴う再生
クロックＣＫのジッタを有効に回避することができるように、２値化信号を生成すること
ができる。さらに符号間干渉についても、これを低減するようにエッジの位置が補正され
ていることにより、符号間干渉によるジッタも低減することができる。これによりピット
幅を変化させたにも係わらず、オーディオデータを正しく再生することができる。
【０１０１】
また２値化信号Ｓ７は、再生信号ＲＦ、再生クロックＣＫと共に識別符号検出回路５６に
入力され、ここでピット幅の変化により記録された識別データが再生される。すなわち識
別符号検出回路５６において（図１３）、２値化信号Ｓ７は、ピット検出回路５７におい
て周期６Ｔ以上のピットのタイミングが検出され、このタイミングによりラッチ回路Ｒで
信号レベルが検出される。さらにこの信号レベルが２値化回路６０により判定され、暗号
化されてなる識別データが再生される。この識別データは、ＰＬＬ回路６１によりクロッ
クが再生され、このクロックを基準にしてＭ系列データにより暗号化が解除される。
【０１０２】
コンパクトディスクプレイヤー５０においては、システム制御回路７７において、この識
別データが正しく再生されたか否か判断されることにより、コンパクトディスクＨが正規
の品物か否か判断され、正規のコンパクトディスクにおいては、ディジタルアナログ変換
回路７９よりオーディオ信号ＳＡが出力されるのに対し、コピー品の場合、オーディオ信
号ＳＡの出力が停止される。
【０１０３】
すなわちこの種のコンパクトディスクプレイヤー５０で再生したオーディオデータＤ１を
記録して生成されるコピーのコンパクトディスクについては、ピット幅を制御して識別デ
ータを記録することが困難で、結局コンパクトディスクプレイヤー側で識別データを再生
することが困難になる。またこの識別データ自体暗号化されていることにより、容易に解
読することが困難になる。これによりこのようなコピーについては、コンパクトディスク
プレイヤー５０側で再生困難にすることができ、市場より駆逐することができる。
【０１０４】
また正規品でなるコンパクトディスクＨより物理的にピット形状を転写してコンパクトデ
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ィスクをコピーする場合、ピット形状の物理的な変化を避け得ず、これにより補正したエ
ッジ位置、さらにはピット幅の変化を正確に再現することが困難になる。これによりこの
種のコピーによるコンパクトディスクは、再生信号ＲＦを２値化して正しいタイミングに
より２値化信号Ｓ７の信号レベルが変化しなくなり、その分再生クロックＣＫにジッタが
発生し、さらには再生データに誤り訂正困難なビット誤りが発生する。これによりコンパ
クトディスクプレイヤー５０では、この種のコピーによるコンパクトディスクを再生する
ことが困難になる。
【０１０５】
また正しくピット幅をコピーすることが困難なことにより、コンパクトディスクプレイヤ
ー側で、正しい識別データを検出することも困難になり、これによっても再生困難にする
ことができる。
【０１０６】
以上の構成によれば、主のデータでなるオーディオデータＤ１をピット長及びピット間隔
により記録すると共に、コンパクトディスクの識別データを暗号化してピット幅により記
録することにより、違法なコピーについては、再生装置側で容易に識別して再生困難に設
定することができ、この種の違法なコピーを排除することができる。
【０１０７】
またこのときピット幅に伴うピット長の変化を補正するように、さらには隣接ピットによ
る符号化干渉を低減するように、各ピットのエッジを補正することにより、所望のデータ
を高密度に記録した場合でも、オーディオデータを確実に再生して、違法なコピーについ
ては確実に排除することができ、この種の違法なコピーを排除することができる。
【０１０８】
さらに周期６Ｔ以上のピットについて、選択的に再生信号の信号レベルを検出してピット
幅により記録した識別データを再生することにより、ピット幅の変化に伴う再生信号の信
号レベルの変化を確実に検出して、正しく識別データを再生することができる。
【０１０９】
なお上述の実施の形態においては、オーディオデータを記録するピットの幅を変化させて
識別データを記録する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばリードイン
エリアにおいてＴＯＣのデータを記録するピットの幅を変化させて識別データを記録して
もよい。
【０１１０】
また上述の実施の形態においては、ピット幅により暗号化した識別データを記録する場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、必要に応じて暗号化することなく直接識別デ
ータを記録してもよい。また識別データの暗号化に使用した符号化データを併せてピット
幅により記録してもよい。
【０１１１】
さらに上述の実施の形態においては、オーディオデータを単に符号化処理して記録する場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、暗号化したオーディオデータ等を記録する
場合にも適用することができ、この場合には暗号化に使用した符号化データを併せてピッ
ト幅により記録してもよい。
【０１１２】
また上述の実施の形態においては、光ディスクの識別データを製造箇所等のデータと共に
ピット幅により記録する記録する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、コンパ
クトディスクに記録する各著作物の識別データを併せて又は単独で記録する場合、さらに
は製造メーカー等の識別データを併せて又は単独で記録する場合等に広く適用することが
できる。
【０１１３】
さらに上述の実施の形態においては、周期６Ｔ以上のピットについて、再生信号の信号レ
ベルを検出する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、実用上充分にピット幅の
変化を識別できる場合、これ以外のピットについて再生信号の信号レベルを検出しても良
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く、さらにはこれとは逆に、例えば物理的なコピーにより著しくピット幅の変化する特定
周期のピットについてだけ再生信号の信号レベルを検出してもよい。
【０１１４】
また上述の実施の形態においては、連続するピット列に対して、充分に長い時間間隔によ
りレーザービームの光量を切り換える場合について述べたが、本発明はこれに限らず、実
用上充分にピット幅の変化を識別できる場合、特定ピットについてだけレーザービームの
光量を切り換え、これにより例えば連続するピット毎にレーザービームの光量を切り換え
てピット幅を変調してもよい。
【０１１５】
さらに上述の実施の形態においては、レーザービームの光量を２段階で切り換えてピット
幅を変調する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、実用上充分にピット幅の変
化を識別できる場合、レーザービームの光量を多段階で切り換えてピット幅を変調しても
よい。
【０１１６】
また上述の実施の形態においては、単にピット幅の変化により識別データを繰り返し記録
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、このピット幅の変化による識別デー
タの記録を、レーザービーム照射位置に応じて所定領域についてだけ実行してもよい。こ
の場合、例えばコンパクトディスクの回転に同期したタイミングで、ピット幅の変化によ
り識別データを記録すれば、図１５に示すように、コンパクトディスクの反射面において
、放射状に広がるバーコード状の模様を形成することができ、この模様の有無により違法
コピーか否かを肉眼で判定することができる。またメーカー名等の模様を反射面に形成す
ることもできる。
【０１１７】
さらに上述の実施の形態においては、識別データが正しく再生されたか否かにより違法な
コピーか否か判断する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばピット長及
びピット形成周期によりリードインエリアに記録した他の識別データ等との照合により違
法なコピーか否か判断しても良く、さらには別途他の系列の符号化データ等により暗号化
した識別データをピット幅により記録し、これと照合して違法なコピーか否か判断する場
合等、識別データを基準にした種々の判断手法を広く適用することがきる。
【０１１８】
また上述の実施の形態においては、評価用の光ディスクより作成した補正値テーブルを直
接使用して光ディスクを作成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、評価用
の光ディスクより作成した補正値テーブルを用いて改めて評価用の光ディスクを作成し、
この改めて作成した評価用の光ディスクにより補正値テーブルを修正してもよい。このよ
うに繰り返し補正値テーブルを修正すれば、その分確実にジッタを低減することができる
。
【０１１９】
また上述の実施の形態においては、変調信号を１３サンプリングして変化パターンを検出
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、必要に応じてサンプリング数を増大
してもよく、これにより長い記録情報パターンに対応することができる。
【０１２０】
さらに上述の実施の形態においては、基本のクロックを基準にした２値化信号の時間計測
によりジッタ量を計測し、この計測結果より補正値データを生成する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、実用上十分な精度を確保できる場合は、この時間計測による
ジッタ量の計測に代えて、基本のクロックを基準にした再生信号の信号レベル検出により
補正値データを生成してもよい。なおこの場合、検出した再生信号の信号レベルよりスラ
イスレベルまでの誤差電圧を計算し、この誤差電圧と再生信号の過渡応答特性により補正
値データを算出することになる。
【０１２１】
また上述の実施の形態においては、テーブル化した補正値データに従って変調信号のタイ
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ミングを補正する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、実用上十分な精度を確
保できる場合は、予め検出した補正値データに代えて、演算処理により補正値データを算
出し、これにより変調信号のタイミングを補正してもよい。
【０１２２】
さらに上述の実施の形態においては、評価用の光ディスクにより補正値データを算出する
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばライトワンス型の光ディスク装置
に適用する場合は、いわゆる試し書き領域における試し書き結果に基づいて補正値データ
を算出してもよい。
【０１２３】
また上述の実施の形態においては、本発明を光ディスクに適用した場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、ピットにより種々のデータを記録する光ディスク装置、さらに
は熱磁気記録の手法を適用してマークにより種々のデータを記録する光ディスク装置に広
く適用することができる。因みに、再生信号の過渡応答特性の相違により種々のデータを
多値記録するようになされた光ディスク装置にも広く適用することができる。
【０１２４】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば ット又はマークの により主のデータを記録して

記録することにより、違法なコピーを有効に回
避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る光ディスク装置を示すブロック図である。
【図２】１００〔％〕のレーザービームの光量によるピットからの再生信号を示す信号波
形図である。
【図３】８５〔％〕のレーザービームの光量によるピットからの再生信号を示す信号波形
図である。
【図４】光量の相違によるスライスレベルの変化を示す信号波形図である。
【図５】図４との対比により図１の光ディスク装置により生産されたコンパクトディスク
による再生信号を示す信号波形図である。
【図６】図１の光ディスク装置の識別符号発生回路を示すブロック図である。
【図７】図１の光ディスク装置のエッジ位置補正回路を示すブロック図である。
【図８】図７のエッジ位置補正回路の動作の説明に供する信号波形図である。
【図９】図７のエッジ位置補正回路における立ち上がりエッジ補正回路を示すブロック図
である。
【図１０】図１の光ディスク装置における補正値テーブルの作成工程を示す工程図である
。
【図１１】図１０の工程におけるコンピュータの処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】図１の光ディスク装置により生産したコンパクトディスクのコンパクトディス
クプレイヤーを示すブロック図である。
【図１３】図１２のコンパクトディスクプレイヤーの識別符号検出回路を示すブロック図
である。
【図１４】図１３の識別符号検出回路のピット検出回路を示すブロック図である。
【図１５】他の実施の形態に係るコンパクトディスクを示す平面図である。
【符号の説明】
１……光ディスク装置、２……ディスク原盤、８Ａ、８Ｂ……光変調器、１２……識別符
号発生回路、１３……データセレクタ、１５Ａ、１５Ｂ……エッジ位置補正回路、２１…
…スクランブル回路、２９……補正値テーブル、４１、Ｈ……コンパクトディスク、４２
、５０……コンパクトディスクプレイヤー、４４……コンピュータ、５６……識別符号検
出回路、５７……ピット検出回路、７７……システム制御回路
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、ピ 間隔 、
２種類の幅方向の変化により副のデータを



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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