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(57)【要約】
本発明は、改善された書込速度を提供する光記録装置に
関する。装置は、エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ
）をチャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）により処理
する処理手段（５０）を有する。第１のクロック発生器
（５２）は、チャネルクロック周波数信号より低い周波
数を有するサブサンプルクロック信号（ＣＬＫｎ）を得
る。更に、変調器（ＭＯＤ）は、エンコードされたデー
タ信号によりサブサンプルクロック信号を変調し、単一
の結合データ及びクロック信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）を
出力する。この信号は光ピックアップユニット（ＯＰＵ
；２０）によって受信される。第２のクロック発生器（
２４）は結合信号から回復クロック信号（ＣＬＫｒ）を
取り出し、データ復調器（２３）は回復クロック信号を
用いてエンコードされたデータ信号を取り出す。それに
よって、処理手段と光ピックアップユニットとの間の通
信での高速且つ信頼できる帯域幅が得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関連する光学担体に情報を記録する光記録装置であって、
　エンコードされたデータ信号をチャネルクロック周波数信号により少なくとも部分的に
処理するよう配置される処理手段と、
　照射源及び対応する駆動装置を有する光ピックアップユニットと
　を有し、
　前記処理手段は、
　前記チャネルクロック周波数信号より低い周波数であるサブサンプルクロック信号を得
ることができる第１のクロック発生器と、
　単一の結合データ及びクロック信号を出力するように前記エンコードされたデータ信号
により前記サブサンプルクロック信号を変調するよう配置される変調器と
　を有し、
　前記光ピックアップユニットは、前記結合信号を受信するよう前記処理手段へ動作上接
続され、
　回復クロック信号を前記結合信号から取り出すことができる第２のクロック発生器と、
　前記回復クロック信号を用いて前記エンコードされたデータ信号を取り出すことが可能
なデータ復調器と
　を有する、光記録装置。
【請求項２】
　前記駆動装置は、前記単一の結合信号を伝送するよう配置される単一導体手段を介して
前記処理手段へ動作上接続される、請求項１記載の光記録装置。
【請求項３】
　前記駆動装置は、更に、前記エンコードされたデータ信号を再サンプリングして出力す
るよう配置される再サンプリング手段を有する、請求項１記載の光記録装置。
【請求項４】
　前記データ復調器は、更に、前記エンコードされたデータ信号を再生するよう構成され
る信号回復手段を有する、請求項１記載の光記録装置。
【請求項５】
　前記第２のクロック発生器は、前記チャネルクロック周波数信号を実質的に取り出すよ
う構成される、請求項１記載の光記録装置。
【請求項６】
　前記変調器はデジタル乗算器である、請求項１記載の光記録装置。
【請求項７】
　前記データ復調器は、複数の並列復調サブユニットを有し、前記再サンプリング手段は
、対応する複数の再サンプリングサブユニットを有し、
　前記複数の並列復調サブユニット及び前記複数の再サンプリングサブユニットは、複数
のエンコードされたデータチャネルを復調して再サンプリングするよう集合的に配置され
る、請求項３記載の光記録装置。
【請求項８】
　前記複数のエンコードされたデータチャネルの中のエンコードされたデータチャネルの
夫々は、メインクロック周波数の別個の位相に割り当てられる、請求項５又は７記載の光
記録装置。
【請求項９】
　前記サブサンプルクロック信号の整数倍の周波数は、前記チャネルクロック周波数信号
の周波数に略等しい、請求項１記載の光記録装置。
【請求項１０】
　更に、前記エンコードされたデータ信号における検出エラーに応答して再サンプリング
を適合させるよう配置される、請求項３記載の装置。
【請求項１１】
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　関連する光学担体に情報を記録する関連する光記録装置を制御する処理手段であって、
　エンコードされたデータ信号をチャネルクロック周波数信号により少なくとも部分的に
処理するよう配置され、
　前記チャネルクロック周波数信号より低い周波数であるサブサンプルクロック信号を得
ることができる第１のクロック発生器と、
　単一の結合データ及びクロック信号を出力するように前記エンコードされたデータ信号
により前記サブサンプルクロック信号を変調するよう配置される変調器と
　を有する処理手段。
【請求項１２】
　光学担体に情報を記録する光記録装置の動作方法であって、
　処理手段によって、エンコードされたデータ信号をチャネルクロック周波数信号により
少なくとも部分的に処理するステップと、
　第１のクロック発生器によって、前記チャネルクロック周波数信号より低い周波数であ
るサブサンプルクロック信号を得るステップと、
　変調器によって、単一の結合データ及びクロック信号を出力するように前記エンコード
されたデータ信号により前記サブサンプルクロック信号を変調するステップと、
　光ピックアップユニットにある第２のクロック発生器によって、回復クロック信号を前
記結合信号から取り出すステップと、
　データ復調器によって、前記回復クロック信号を用いて前記エンコードされたデータ信
号を取り出すステップと
　を有する動作方法。
【請求項１３】
　自身に関連付けられたデータ記憶手段を有する少なくとも１つのコンピュータを有する
コンピュータシステムが請求項１２記載の光記録装置を制御することを可能にするよう構
成されるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光記録装置、光記録装置を制御するための対応する処理手段、及び光記録装
置を動作させるための対応する方法に関する。具体的に、本発明は、光記録装置の改善さ
れた書込速度を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、光記録装置は、光ディスクに対向し且つ隣接した関係で位置付けられている移動
可能な光ピックアップユニット（ＯＰＵ）を有する。その場合に、ＯＰＵは、当該技術に
おいて“フレックス（flex）”又は“フレックスケーブル（flex　cable）”としても知
られる、フレキシブルな信号伝送経路を介して、中央デジタル信号処理装置（ＤＳＰ）へ
接続されている。経路部分は、２つのフィルムの間に挟まれた複数の平板導電線又は集合
的な被覆フレキシブルワイヤの組であっても良い。フレックスは、ＯＰＵをＤＳＰへ接続
しながら、同時にＯＰＵの十分な移動を可能にする。ＤＳＰ（又は同様のユニット）は、
ＯＰＵの動作を制御し、エンコードされたデータ及びクロック信号をＯＰＵに与える（例
えば、米国特許出願第２００４／０３３８１４号明細書を参照。）。
【０００３】
　光ピックアップユニット（ＯＰＵ）内で、レーザは書込のために位置付けられている。
これにより、光ディスク又は担体の光学記録の間に、書換可能なメディアに関して、レー
ザビームは、光ディスク又は担体に書き込まれるデータに依存して、相変化する物質を選
択的に結晶化又は非結晶化させるよう適用される。同様に、１度しか書き込むことができ
ないメディアに関して、レーザビームは、光ディスク又は担体に書き込まれるデータに依
存して、（ダイ（dye））物質を選択的に変化させ／焼灼し／変形させるよう適用される
。
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【０００４】
　レーザは、チャネルレート自体よりも高い周波数成分を含むパルスの形を用いて駆動さ
れる。これは、エンコードされたデータに応答して所与の長さで“マーク（mark）”又は
“ピット（pit）”を書き込む目的で多段階パルスの形を有する。非ゼロ復帰データ（Ｎ
ＲＺ（no－return－to－zero））、代替的に８－１４変調（ＥＦＭ（eight－fourteen　m
odulated））データとしても知られる、エンコードされたデータの、より高い時間分解能
及び複数の出力レベルを有するパルス列への変換は、ＯＰＵに配置された所謂書込ストラ
テジー発生器（ＷＳＧ（write　strategy　generator））によって実行される。
【０００５】
　光ディスクに対する書込速度の増大の目下の傾向により、特に、ブルーレイディスク（
ＢＤ）に関して、ＤＳＰからＯＰＵへのクロック信号及びエンコードされたデータの並列
伝送は上限に達している。これは、フレックスの帯域幅が、通例の物理的な設計制約及び
フレックス内の長さの相違に起因して制限されるためであり、更に、（容量性負荷の変動
を引き起こす）ＯＰＵの移動による可変なフレックス位置が、伝送されるデータ及び／又
はクロック信号において様々な周波数及び位置依存の信号伝播遅延をもたらすためである
。更に、エンコードされたデータは、クロック信号に対して信頼できるセットアップ及び
ホールド時間を必要とする。評価は、ＢＤ７ｘ書込速度（５００ＭＨｚ／２ナノ秒）がこ
のような上限に相当することを示す。
【０００６】
　フレックスによって課せられる制約を低減する、言い換えると、光学ドライバの書込速
度を増大させる解決法は、国際公開第２００５／００１８２９号パンフレットに開示され
ている。データ情報及びクロック情報を含む信号は、１つの共通の伝送経路、すなわちフ
レックスを介して、エンコーダからＯＰＵ及び対応するドライバ回路へ伝送される。ドラ
イバ回路は、エンコーダから受信される単一のエンコードされた信号からデジタルデータ
信号及びデジタルクロック信号を生成するよう配置される。しかし、この解決法は、提案
されるエンコード方法が（上述されるＥＸＯＲゲート、可変な遅延及びフリップフロップ
による）デコードに成功するためにクロック周期ごとにコードの伝送を必要とするので、
エンコーダが全クロック周波数で動作することを必要とする。
【特許文献１】米国特許出願第２００４／０３３８１４号明細書
【特許文献２】国際公開第２００５／００１８２９号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　国際公開第２００５／００１８２９号パンフレットに関連する問題の本質は、チャネル
帯域幅が有限であることである。これは、全てのエッジがゼロレベル及び／又はゼロに近
いレベルを通ることを意味する。かかるレベルは、殆ど常にデータ値に使用されうる。こ
れは、デコーダの出力が、簡単には解決され得ないこれら時間の間に誤ったデータレベル
を生成しうるという結果を有する。これは全ての条件に適用され、国際公開第２００５／
００１８２９号パンフレットにおいて明示的に扱われていない。よって、その解決法は、
光記録装置の書込速度を増大させる最適な解決法ではない。
【０００８】
　従って、改善された記録装置が有利であり、具体的に、より効率的且つ／あるいは信頼
できる光記録装置が有利である。
【０００９】
　しかるに、望ましくは、本発明は、上記の問題の１又はそれ以上を１つずつ又は幾つか
組み合わせて軽減し、多少とも解決し、又は解消することを目的とする。具体的に、本発
明は、高速書込に関する先行技術の上記問題を解決する光記録装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記目的及び幾つかの他の目的は、本発明の第１の態様において、関連する光学担体に
情報を記録する光記録装置であって、
　エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）をチャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）によ
り少なくとも部分的に処理するよう配置される処理手段と、
　照射源及び対応する駆動装置（ＬＤＤ）を有する光ピックアップユニット（ＯＰＵ）と
　を有し、
　前記処理手段は、
　前記チャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）より低い周波数であるサブサンプルクロッ
ク信号（ＣＬＫｎ）を得ることができる第１のクロック発生器と、
　単一の結合データ及びクロック信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）を出力するように前記エンコ
ードされたデータ信号（ＮＲＺ）により前記サブサンプルクロック信号（ＣＬＫｎ）を変
調するよう配置される変調器と
　を有し、
　前記光ピックアップユニット（ＯＰＵ）は、前記結合信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）を受信
するよう前記処理手段へ動作上接続され、
　回復クロック信号（ＣＬＫｒ）を前記結合信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）から取り出すこと
ができる第２のクロック発生器と、
　前記回復クロック信号（ＣＬＫｒ）を用いて前記エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ
）を取り出すことが可能なデータ復調器と
　を有する、光記録装置を提供することによって達成される。
【００１１】
　本発明は、特に、しかし専らそれだけではないが、光記録装置の処理手段と光記録装置
の光ピックアップユニット（ＯＰＵ）との間の通信において高速且つ信頼できる帯域幅を
有することができる光学ドライバ又は光記録装置を得るのに有利である。具体的に、ブル
ーレイディスクシステムにより情報を書き込むために、本発明は、先行技術でこれまで知
られている解決法より優れた解決法を提供する。本発明は、１２ｘＢＤ書込及びそれ以上
への途中での重要な道しるべと考えられる。クロック及びデータ伝送のための単一の非同
期式の解決法の性質は、現在の光記録システムで通常用いられている並列同期式解決法に
対する一連の利点を提供する。国際公開第２００５／００１８２９号パンフレットは光ピ
ックアップユニット（ＯＰＵ）へのクロック及びデータ伝送のための代替の単一非同期式
解決法を提案しているが、その開示の解決法は、上述されるような国際公開第２００５／
００１８２９号パンフレットで課せられる制約によりクロック及びデータ伝送のための単
一非同期式の解決法の最大の可能性を引き出さない。
【００１２】
　一実施例で、前記駆動装置（ＬＤＤ）は、前記単一の結合信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）を
伝送するよう配置される単一導体手段を介して前記処理手段へ動作上接続され得る。従っ
て、前記結合信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）は、共通のフレキシブルな伝送経路、すなわちフ
レックスにおいて１つの専用の接続を有することができる。しかし、他の制御信号が同様
にフレックスにおいて伝送される。
【００１３】
　有利に、前記駆動装置（ＬＤＤ）は、データ信号（ＮＲＺ）の品質を改善するために、
更に、前記エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）を再サンプリングして出力するよう配
置される再サンプリング手段を有することができる。更に、又は代替的に、前記データ復
調器は、更に、前記エンコードされたデータ信号を再生するよう構成される信号回復手段
を有することができる。
【００１４】
　有利に、前記第２のクロック発生器は、前記チャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）を
実質的に取り出すよう構成され得る。従って、回復クロック信号（ＣＬＫｒ）の追補又は
代替として、チャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）又はその派生信号は、光ピックアッ
プユニットでの処理を改善するために回復され得る。これは、例えば位相ロックループ（
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ＰＬＬ）検出手段又は同様のものによって実行され得る。
【００１５】
　有利に、前記サブサンプルクロック信号（ＣＬＫｎ）の整数（ｎ）倍の周波数は、前記
チャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）の周波数に略等しい。従って、周波数分割手段に
よって、サブサンプルクロック信号（ＣＬＫｎ）はチャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ
）の周波数から得られ、本実施例の比較的簡単な実施が容易になる。
【００１６】
　望ましくは、前記変調器は、本発明の比較的簡単な実施を提供するために、デジタル乗
算器でありうる。場合により、例えば４ステート出力を具えた乗算器が実装されても良い
。
【００１７】
　一実施例で、前記データ復調器は、複数の並列復調サブユニットを有することができ、
前記再サンプリング手段は、対応する複数の再サンプリングサブユニットを有することが
でき、前記複数の並列復調サブユニット及び前記複数の再サンプリングサブユニットは、
複数（ｍ）のエンコードされたデータチャネルを復調して再サンプリングするよう集合的
に配置される。更に、前記複数（ｍ）のエンコードされたデータチャネルの中のエンコー
ドされたデータチャネルの夫々は、メインクロック周波数（ＣＬＫ）の別個の位相に割り
当てられ得る。これは、別な方法で実現可能であるよりも低い周波数でのＯＰＵにおける
エンコードされたデータの並列処理を可能にする。
【００１８】
　有利に、当該光記録装置は、データ信号（ＮＲＺ）の品質を改善するように、更に、前
記エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）における検出エラーに応答して再サンプリング
を適合させるよう配置され得る。これは、再サンプリングされるデータに基づき、かつ／
あるいは、書き込みの前に及び／又は書き込み処理の中断の間に伝送される所定のテスト
信号に基づき、繰り返し行われ得る。
【００１９】
　第２の態様で、本発明は、関連する光学担体に情報を記録する関連する光記録装置を制
御する処理手段であって、
　エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）をチャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）によ
り少なくとも部分的に処理するよう配置され、
　前記チャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）より低い周波数であるサブサンプルクロッ
ク信号（ＣＬＫｎ）を得ることができる第１のクロック発生器と、
　単一の結合データ及びクロック信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）を出力するように前記エンコ
ードされたデータ信号（ＮＲＺ）により前記サブサンプルクロック信号（ＣＬＫｎ）を変
調するよう配置される変調器と
　を有する処理手段に関する。
【００２０】
　第３の態様で、本発明は、光学担体に情報を記録する光記録装置の動作方法であって、
　処理手段によって、エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）をチャネルクロック周波数
信号（ＣＬＫ）により少なくとも部分的に処理するステップと、
　第１のクロック発生器によって、前記チャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）より低い
周波数であるサブサンプルクロック信号（ＣＬＫｎ）を得るステップと、
　変調器によって、単一の結合データ及びクロック信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）を出力する
ように前記エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）により前記サブサンプルクロック信号
（ＣＬＫｎ）を変調するステップと、
　光ピックアップユニットにある第２のクロック発生器によって、回復クロック信号（Ｃ
ＬＫｒ）を前記結合信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）から取り出すステップと、
　データ復調器によって、前記回復クロック信号（ＣＬＫｒ）を用いて前記エンコードさ
れたデータ信号（ＮＲＺ）を取り出すステップと
　を有する動作方法に関する。
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【００２１】
　第４の態様で、本発明は、自身に関連付けられたデータ記憶手段を有する少なくとも１
つのコンピュータを有するコンピュータシステムが本発明の第３の態様に従う光記録装置
を制御することを可能にするよう構成されるコンピュータプログラムに関する。
【００２２】
　本発明のこのような態様は、特に、しかし専らそれだけではないが、コンピュータシス
テムが本発明の第２の態様の動作を実行することを可能にするコンピュータプログラムプ
ロダクトによって本発明が実施され得る点で有利である。従って、幾つかの既知の光記録
装置は、当該光記録装置を制御するコンピュータシステムにコンピュータプログラムプロ
ダクトをインストールすることによって本発明に従って動作するよう変更され得ると考え
られる。このようなコンピュータプログラムプロダクトは、例えば磁気的に若しくは光学
的に基づく媒体のような、あらゆる種類のコンピュータ読取可能な媒体で、又は例えばイ
ンターネットのようなコンピュータに基づくネットワークを介して提供され得る。
【００２３】
　本発明の第１、第２、第３及び第４の態様は、夫々、他の態様のいずれかと組み合わさ
れても良い。本発明のこれらの及び他の態様は、以降で記載される実施例から明らかであ
り、それらを参照して説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、単なる一例として添付の図面を参照して、本発明について説明する。
【００２５】
　図１は、本発明に従う光記録装置又はドライバ及び光学情報担体１を示す。担体１は、
保持手段３０によって固定されて、回転される。
【００２６】
　担体１は、放射ビーム５により情報を記録するのに適した材質を有する。記録材は、例
えば、光磁気タイプ、相変化タイプ、ダイ（dye）タイプ、Ｃｕ／Ｓｉのような合金、又
はその他の適切な物質であっても良い。情報は、光学担体１に、書換可能なメディアにつ
いては“マーク（marks）”と呼ばれ、１度しか書き込めないメディアについては“ピッ
ト(pits)”と呼ばれる、光学的に検出可能な効果の形で記録され得る。
【００２７】
　光学装置、すなわち、光学ドライバは、時々光ピックアップ（ＯＰＵ）と呼ばれる光学
ヘッド２０を具える。光学ヘッド２０は、作動手段２１、例えば、電気ステッピングモー
タによって動かされる。光学ヘッド２０は、光検出システム１０と、レーザドライバ装置
２２と、放射源４と、ビームスプリッタ６と、対物レンズ７と、担体１の半径方向及び焦
点方向の両方においてレンズ７を移動させることができるレンズ移動手段９とを有する。
【００２８】
　光検出システム１０の機能は、担体１から反射される放射線８を電気信号に変換するこ
とである。従って、光検出システム１０は、１又はそれ以上の電気出力信号を生成するこ
とができる幾つかの光検出器、例えば、光ダイオード、電荷結合素子（ＣＣＤ）等を有す
る。光検出器は、エラー信号、すなわち、フォーカス誤差ＦＥ及び半径方向トラッキング
誤差ＲＥの検出を可能にするように、互いに対して空間的に且つ十分な時間分解能を有し
て配置される。焦点誤差ＦＥ及び半径方向トラッキング誤差ＲＥの各信号は処理装置５０
へ伝えられる。処理装置５０では、ＰＩＤ（Proportional－Integrate－Differentiate）
制御手段の使用によって作動する一般に知られたサーボメカニズムが、担体１での放射ビ
ーム５の半径方向位置及び焦点位置を制御するために適用される。
【００２９】
　放射ビーム又は光ビーム５を放射する放射源４は、例えば、出力可変な、また場合によ
り放射波長可変な半導体レーザであっても良い。代替的に、放射源４は、１よりも多いレ
ーザを有しても良い。本発明との関連で、用語“光（light）”は、例えば可視光、紫外
線光（ＵＶ）、赤外線光（ＩＲ）等のような、光学記録及び／又は再生に適したあらゆる



(8) JP 2009-541904 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

種類の電磁放射を有すると考えられる。
【００３０】
　放射源４は、レーザドライバ装置（ＬＤ）２２によって制御される。レーザドライバ（
ＬＤ）２２は、共通の伝送経路４０、すなわちフレックス（flex）を介して処理装置５０
から送信された単一の結合データ及びクロック信号ＮＲＺ＿ＣＬＫｎに応答して、駆動電
流を放射源４へ供給する電子回路手段（図１に図示せず。）を有する。
【００３１】
　処理装置５０は、また、共通伝送経路４０を介して光検出手段１０から信号を受信して
解析する。処理装置５０は、また、図１で概略的に表されているように、作動手段２１、
放射源４、レンズ移動手段９及び回転手段３０へ制御信号を出力することができる。同様
に、処理装置５０は、符号６１で示される、書き込まれるべきデータを受け取ることがで
きる。処理装置５０は、符号６０で示される、読出処理からのデータを出力しても良い。
処理装置５０は、図１で単一ユニットとして表されているが、当然、同等に、処理装置５
０は、光記録装置に位置付けられた複数の相互接続処理ユニットであっても良い。場合に
より、そのうちの幾つかのユニットは、光学ヘッド２０に位置付けられても良い。
【００３２】
　図２は、処理手段５０と、光ピックアップユニット（ＯＰＵ）２０と、処理手段５０及
び光ピックアップユニット（ＯＰＵ）２０を接続するフレキシブル伝送経路４０（“フレ
ックス”）とをより詳細に図式的に示す。
【００３３】
　処理手段５０は、光学担体１（図２に図示せず。）に書き込まれるべきデータ６１を受
け取る。データは、最初に、従来のエンコーダ５３によってエンコードされる。エンコー
ドは、担体１の適切なフォーマットに従って実行される。
【００３４】
　例えばコンパクトディスク（ＣＤ）フォーマット、デジタル・バーサタイル・ディスク
（ＤＶＤ）、ブルーレイディスク（ＢＤ）のような様々な担体フォーマットでのデータ記
録が、書込のために光学ヘッド２０へ伝送されるべきＮＲＺ信号を得るよう、標準的なエ
ンコード方式に従ってデータ６１をエンコードすることによって実行される。以下の表に
は、対応する担体フォーマット及びエンコード方式が挙げられている：
【表１】

ＥＦＭは８－１４変調（Eight－Fourteen　Modulation）の一般的に知られる略称であり
、ＰＰは部分積（Partial　Product）の略称である。本発明は、先に挙げられた担体フォ
ーマットに限定されない。むしろ、本発明は、全般に光学担体での高速な書込速度を得る
のに特に適する。
【００３５】
　処理手段５０は、チャネルクロック周波数信号ＣＬＫによって与えられるあるクロック
周波数又はその派生周波数（例えば、チャネルクロック周波数の半分又は４分の１）で、
少なくとも幾つかのサブ領域において及び／又は幾つかのプロシージャに関して、動作す
る。例えば１ｘで書き込まれるブルーレイディスク（ＢＤ）に関して、この周波数はおよ
そ６６ＭＨｚである。２ｘ書込に関しては、それは１３２ＭＨｚであり、以下同様である
。
【００３６】
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　処理手段５０は、更に、前出のメインクロック周波数ＣＬＫより低い周波数であるサブ
サンプルクロック信号ＣＬＫｎを得ることができる第１のクロック発生器５２を有する。
望ましくは、サブサンプルクロック信号ＣＬＫｎは、例えば周波数分割によって、メイン
クロック信号ＣＬＫから得られる。従って、サブサンプルクロック信号ＣＬＫｎの整数ｎ
（又は場合により非整数の定数）倍の周波数は、メインクロック信号ＣＬＫの周波数に略
等しい。より具体的に、整数ｎは、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２
、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９若しくは２０、又はそれ以上でありうる。
その点に関して、用語“クロック発生器”の意味は、周波数分割器又は同様の回路を含む
と理解され得る。
【００３７】
　サブサンプル信号ＣＬＫｎの周波数は、例えばブルーレイディスク（ＢＤ）の書込に関
して、５０～５００ＭＨｚ、若しくは１００～４００ＭＨｚ、又は代替的に２００～３０
０ＭＨｚの区間にありうる。サブサンプル信号ＣＬＫｎの周波数は、他の実施例では、１
０００ＭＨｚ、９００ＭＨｚ、８００ＭＨｚ、７００ＭＨｚ、６００ＭＨｚ、５００ＭＨ
ｚ、４００ＭＨｚ、３００ＭＨｚ、２５０ＭＨｚ、２００ＭＨｚ、１５０ＭＨｚ、又は１
００ＭＨｚに制限され得る。具体的に、クロック信号ＣＬＫ及び／又は結合信号ＮＲＺ＿
ＣＬＫｎの周波数は、ＯＰＵ２０への実質的に歪みのない伝送を得るように、フレックス
４０の周波数帯域幅を下回って設定され得る。このようなフレックスケーブル技術を用い
ると、前出の制限は約１５０ＭＨｚから２００ＭＨｚである。
【００３８】
　変調器ＭＯＤは、単一の結合データ及びクロック信号ＮＲＺ＿ＣＬＫｎを出力するよう
に、エンコードされたデータ信号ＮＲＺによりサブサンプルクロック信号ＣＬＫｎを変調
するよう配置される。これは、この一般原理が認識されるとすれば当業者に容易に利用さ
れるデジタル乗算器又は他の変調手段によって行われ得る。
【００３９】
　図３は、変調器ＭＯＤとしてデジタル乗算器を用いることによってどのようにサブサン
プルクロック信号ＣＬＫｎがエンコードされたデータ信号ＮＲＺにより変調されて、単一
の結合信号ＮＲＺ＿ＣＬＫｎが得られるのかを示す。
【００４０】
　図２に示されるように、単一の結合信号ＮＲＺ＿ＣＬＫｎは、光ピックアップユニット
（ＯＰＵ）２０へ伝送される。ユニット２０は、照射源４と、共通の伝送経路４０、すな
わちフレックスを介して前出の結合信号ＮＲＺ＿ＣＬＫｎを受信するよう処理手段５０へ
動作上接続されている対応する駆動装置（ＬＤＤ）２２とを有する。フレックス４０では
、単一導体手段６５が、単一の結合信号ＮＲＺ＿ＣＬＫｎを伝送するために配置されてい
る。本実施例では、唯１つの接続６５がフレックスにおいて示されているが、他の制御信
号も、先に図１に関する記載に関連して説明されたように、経路４０において伝送される
。
【００４１】
　駆動装置（ＬＤＤ）２２は、結合信号ＮＲＺ＿ＣＬＫｎから回復クロック信号ＣＬＫｒ
を取り出すことができる第２のクロック発生器２４と、この回復クロック信号ＣＬＫｒを
用いてエンコードされたデータ信号ＮＲＺを取り出すことができるデータ復調器２３とを
有する。回復クロック信号ＣＬＫｒは、図２では、第２のクロック発生器２４からデータ
復調器２３へ送信されるよう示されている。次いで、エンコードされたデータ信号ＮＲＺ
は、以下の図４に関連してより詳細に以下で説明されるように、処理されて、例えば書込
ストラテジー（strategy）の適用によって照射源４を制御するために使用される。
【００４２】
　図４は、光ピックアップユニット（ＯＰＵ）２０の実施例を概略的に示す。第２のクロ
ック発生器２４は、回復クロック信号ＣＬＫｒを、略サブサンプルクロック信号ＣＬＫｎ
及び場合によりメインクロック信号ＣＬＫを再び取り出すよう構成される位相ロックルー
プ（ＰＬＬ）回路２５へ送る。サブサンプルクロック信号ＣＬＫｎは、エンコードされた
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信号ＮＲＺを取り出すために復調器２３によって利用される。更にエンコードされた信号
ＮＲＺを改善するために、復調器２３からＮＲＺデータを出力する前に、信号処理が適用
され得る。更に、ＮＲＺデータ信号は、再サンプリング手段２７へ送られる。ここで、Ｎ
ＲＺデータ信号は、位相ロックループ（ＰＬＬ）回路２５から再サンプリング手段２７に
よって受信されたメインクロック信号ＣＬＫを用いて再サンプリングを行うことによって
更に最適化される。再サンプリングは、例えば、その全体を参照することによって本願に
援用される国際公開第２００５／００１８２９号パンフレット（出願人同じ。）に開示さ
れるフリップフロップ装置によって実行され得る。再サンプリングは、信号のクリッピン
グ及びボトミングが後に続く、信号及び／又は振幅のオフセットを含みうる。その後、再
サンプリングされたＮＲＺデータ信号は、照射源４への対応する書込パルス列の処理のた
めに書込ストラテジー発生器（ＷＳＧ）２６へ送られる。
【００４３】
　更に、ＮＲＺデータ信号は再サンプリング手段２７へ送られる。ここで、ＮＲＺデータ
信号は、位相ロックループ（ＰＬＬ）回路２５から再サンプリング手段２７によって受信
されたメインクロック信号ＣＬＫを用いて再サンプリングを行うことによって更に最適化
される。その後、再サンプリングされたＮＲＺデータ信号は、照射源４への対応する書込
パルス列の処理のために書込ストラテジー発生器（ＷＳＧ）２６へ送られる。
【００４４】
　図４に表されていない本発明の一実施例で、データ復調器２３は複数の並列復調サブユ
ニットを有し、再サンプリング手段２７は対応する複数の再サンプリングサブユニットを
有する。いずれの種類のサブユニットも、複数（ｍ個）のエンコードされたデータチャネ
ルを復調して再サンプリングするよう集合的に配置される。従って、データ復調器２３は
、加えて、デマルチプレクサとして機能することができる。有利に、複数（ｍ個）のエン
コードされたデータチャネルの中のエンコードされたデータチャネルの夫々は、メインク
ロック信号ＣＬＫの別個の位相を割り当てられる。これは、メインクロック信号ＣＬＫの
周波数より低い周波数でのＯＰＵ２０における並列処理を可能にする。従って、書込スト
ラテジー発生器２６は、ｍ個のデータチャネルについて並列に編成される入来ＮＲＺデー
タストリームを処理するよう構成される。
【００４５】
　図５は、本発明に従う方法のフローチャートである。この方法は、
　処理手段（５０）によって、エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）をチャネルクロッ
ク周波数信号（ＣＬＫ）により少なくとも部分的に処理するステップ（Ｓ１）と、
　第１のクロック発生器（５２）によって、チャネルクロック周波数信号（ＣＬＫ）より
低い周波数であるサブサンプルクロック信号（ＣＬＫｎ）を得るステップ（Ｓ２）と、
　変調器（ＭＯＤ）によって、単一の結合データ及びクロック信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）
を出力するように、エンコードされたデータ信号（ＮＲＺ）によりサブサンプルクロック
信号（ＣＬＫｎ）を変調するステップ（Ｓ３）と、
　光ピックアップユニット（ＯＰＵ；２０）にある第２のクロック発生器（２４）によっ
て、回復クロック信号（ＣＬＫｒ）を結合信号（ＮＲＺ＿ＣＬＫｎ）から取り出すステッ
プ（Ｓ４）と、
　データ復調器（２３）によって、回復クロック信号（ＣＬＫｒ）を用いてエンコードさ
れたデータ信号（ＮＲＺ）を取り出すステップ（Ｓ５）と
　を有する。
【００４６】
　本発明は特定の実施例に関連して記載されてきたが、ここに挙げられている具体的な形
態に限定されるものではない。むしろ、本発明の適用範囲は、添付の特許請求の範囲によ
ってのみ限定される。特許請求の範囲で、語“有する(comprising)”は、他の要素又はス
テップの存在を除くものではない。更に、個々の特徴は異なる請求項に含まれうるが、こ
れらは、場合により、有利に組み合わされ得る。異なる請求項における包含は、特徴の組
み合わせが実行可能及び／又は有利でないという意味を含むものではない。更に、単数参
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照は複数個を除くわけではない。従って、“１つの”、“１の”、“第１の”、“第２の
”等の参照は複数個を排除しない。更に、特許請求の範囲における参照符号は、適用範囲
を限定するよう解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に従う光記録装置又はドライバ及び光学情報担体を概略的に示す。
【図２】本発明に従う処理手段、光ピックアップユニット（ＯＰＵ）、並びに処理手段及
び光ピックアップユニット（ＯＰＵ）を接続するフレキシブル伝送経路を概略的に示す。
【図３】本発明に従ってどのようにサブサンプルクロック信号がエンコードされたデータ
信号（ＮＲＺ）により変調されて、単一の結合信号が得られるのかを示す。
【図４】本発明に従う光ピックアップユニット（ＯＰＵ）の実施例を概略的に示す。
【図５】本発明に従う方法のフローチャートである。

【図１】 【図２】
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