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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単位ブロック間隔の整数倍の間隔でプリピットが形成され、更にウォブリングされ且つ
記録情報が記録される記録トラックが形成された記録媒体に、単位ブロック間隔で同期パ
ルスを付加しながら前記記録情報を記録すると共に、既に記録された前記記録情報に継続
する新たな前記記録情報を追加記録可能な情報記録装置であって、
　回転する前記記録媒体における前記ウォブリングを検出して得られる基準信号に基づい
て記録用クロック信号を生成させるクロック信号生成手段と、
　前記プリピットを検出して検出パルスを生成させるプリピット検出手段と、
　前記記録用クロック信号に基づく同期パルスを生成させる同期パルス生成手段と、
　前記検出パルスと前記同期パルスの位相差を検出する位相差検出手段と、
　検出した前記位相差が所定の基準値となるように前記記録用クロック信号の位相を調整
する位相調整手段と、
　を備え、
　前記位相が調整された前記記録用クロック信号を用いて前記記録情報の追加記録を行う
ことを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　前記基準信号と前記記録用クロック信号との同期を取ると共に互いの信号の位相差を可
変とするフィードバック制御手段を備え、
　前記位相調整手段は、前記検出パルスと前記同期パルスの位相差に応じて前記フィード
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バック制御手段の位相差についての制御量を調整する手段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３】
　前記基準信号と前記検出パルスとの位相差が所定の基準値になるように前記基準信号の
位相を調整し、前記基準信号の読み取り誤差を除去する誤差除去手段を更に備え、
　前記位相調整手段は、前記誤差除去手段の位相調整量を、前記検出パルスと前記同期パ
ルスの位相差に応じて調整する手段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。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録装置の技術分野に属するものであり、特に、同一箇所に一度だけ情報
を書き込めるライトワンス（ＷＯ：Write Once）型や同一箇所に何度も情報を書き直せる
リライタブル（ＲＷ：Rewritable）型の光ディスクの如き追加記録可能な記録媒体に情報
を記録する情報記録装置の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の情報記録装置においては、追加記録可能ディスクに情報データを書き込む場合、
書き込むべき情報データに同期化を施しつつ、その情報データを書き込むための書込用ク
ロック信号を生成する。換言すれば、生成した安定な所為周波数の書込用クロック信号に
同期（例えば、いわゆるビット同期）をとりつつ情報データをディスクに書き込むのが通
常である。この書込用クロック信号は、一般には、単独で発振出力可能な例えば水晶発振
器等の基準クロック発生器から発生される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、既に情報データが一部または部分的に書き込まれているディスクに対して
、その書込済みの情報データに引き続いて新たな情報データを書き込む追記または追加記
録をなす場合、書込済みの情報データに使われた書込用クロック信号と新たな情報データ
に用いられる書込用クロック信号との間で位相の違いが生ずる可能性がある。
【０００４】
この場合、新データ記録後に得られるディスクを読み取って、かかる前後の情報データを
連続再生する動作において、当該前後の情報データの結合部近傍では、当該ディスクの読
取データの同期用クロック信号を再生するのにしばしば困難となることがある。
【０００５】
特に、或る１つの情報記録装置により情報データの書き込まれたディスクに対して、他の
情報記録装置により追記を行った場合などは、これら情報記録装置が同種のものであった
としても、別個の発生源から各記録時において書込用クロック信号が生成されることとな
り、位相のみならず周波数の異なる書込用クロック信号にて先行情報データとその後続情
報データとが書き込まれてしまうことを否定できない。
【０００６】
読取データの同期用クロック信号の再生には、読取信号を入力とするＰＬＬ（Phase Lock
ed Loop）回路が用いられるが、位相や周波数において大差のある書込用クロック信号に
て先行及び後続の情報データが記録されたディスクは、かかる先行データと後続データと
の結合部近傍においてＰＬＬ回路の同期動作を大きく乱すこととなる。その結果、読取デ
ータの同期用クロック信号に基づいて読取データの復号処理を行うデコーダは、読取デー
タ中の種々のデータを誤検出してしまうこともある。
【０００７】
また、ディスクに書き込まれるデータは、上述したようなビット同期の他に、所定の情報
量を担うデータブロック毎に特定の同期信号が配されるフォーマットを採って再生時の当
該データブロックについての同期化がなされるようにされているが、このような特定同期
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信号にしても、書込用クロック信号に基づいてデータに配置される。従って、上述の如く
して生ずる位相や周波数において大差のある書込クロック信号により、先行情報データに
最後に配された特定同期信号と後続情報データに最初に配された特定同期信号との間隔が
、それより前及び後の間隔に対して大きく相違してしまうこととなり、再生時における特
定同期信号の検出不能や誤検出を招きかねない。特に、かかる特定同期信号の検出能力の
低いプレーヤにおいては深刻な問題である。
【０００８】
本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、情報再生時において読取データ
の同期動作を乱すことなく書込済データとこれに後続して追記されたデータとを円滑に連
続再生することを可能とする記録媒体への記録形態を採ることのできる情報記録装置を提
供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の情報記録装置は、前記課題を解決するために、単位ブロック間隔の整
数倍の間隔でプリピットが形成され、更にウォブリングされ且つ記録情報が記録される記
録トラックが形成された記録媒体に、単位ブロック間隔で同期パルスを付加しながら前記
記録情報を記録すると共に、既に記録された前記記録情報に継続する新たな前記記録情報
を追加記録可能な情報記録装置であって、回転する前記記録媒体における前記ウォブリン
グを検出して得られる基準信号に基づいて記録用クロック信号を生成させるクロック信号
生成手段と、前記プリピットを検出して検出パルスを生成させるプリピット検出手段と、
前記記録用クロック信号に基づく同期パルスを生成させる同期パルス生成手段と、前記検
出パルスと前記同期パルスの位相差を検出する位相差検出手段と、検出した前記位相差が
所定の基準値となるように前記記録用クロック信号の位相を調整する位相調整手段と、を
備え、前記位相が調整された前記記録用クロック信号を用いて前記記録情報の追加記録を
行うことを特徴とする。
【００１０】
　請求項１に記載の情報記録装置によれば、ウォブリングされ且つ記録情報が記録される
記録トラックが形成された記録媒体を回転させ、当該記録トラックのウォブリングを読み
取ることにより、基準信号が得られる。また、クロック信号生成手段により、この基準信
号に基づく記録用クロック信号が生成される。従って、前記ウォブリングに対応する基準
信号が常に一定の特性を示すように、例えば一定の周波数となるように記録媒体の回転を
制御することにより、常に一定の周波数の記録用クロック信号が生成されることになる。
その結果、追加前の記録情報と追加後の記録情報が同じ記録用クロック信号により記録さ
れることになり、追加の前後において連続した再生が行われることになる。但し、追加前
に用いた記録用クロック信号と追加時に用いる記録用クロック信号との間には位相差が生
じることがある。そこで、プリピット検出手段により生成したプリピットの検出パルスと
、同期パルス生成手段により生成した前記記録用クロック信号に基づく同期パルスとの位
相差を、位相差検出手段により検出し、検出した前記位相差が所定の基準値となるように
、位相差調整手段により前記記録用クロック信号の位相が調整されて追加記録に供される
。従って、単位ブロック間隔で付加される前記同期パルスは、プリピットに対して常に一
定の位置に設けられることになり、追加前の記録情報における同期パルスの間隔、及び追
加後の記録情報における同期パルスの間隔、並びに追加前と追加後の接続部における同期
パルスの間隔は何れも等しくなり、同期パルスを検出しながら行われる再生が追加前の記
録情報から追加後の記録情報に至るまで円滑に行われることになる。また、同期パルスは
記録用クロック信号に基づいて生成されるものであるため、同期パルスと検出パルスの位
相差を所定の基準値に保つことにより、記録用クロック信号の位相が追加前の記録と追加
後の記録で揃えられることになる。従って、追加前と追加後の双方において、周波数が等
しくかつ、位相の揃った記録用クロック信号により記録が行われることになり、追加前か
ら追加後に至るまで誤検出のない良好な記録情報の読み出しが行われる。
【００１１】
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請求項２に記載の情報記録装置は、前記課題を解決するために、請求項１に記載の情報記
録装置において、前記基準信号と前記記録用クロック信号との同期を取ると共に互いの信
号の位相差を可変とするフィードバック制御手段を備え、前記位相調整手段は、前記検出
パルスと前記同期パルスの位相差に応じて前記フィードバック制御手段の位相差について
の制御量を調整する手段であることを特徴とする。
【００１２】
請求項２に記載の情報記録装置によれば、フィードバック制御手段により、記録用クロッ
ク信号は基準信号に対して同期取りされる。そして、位相調整手段は、前記検出パルスと
前記同期パルスの位相差が所定の基準値となるように、フィードバック手段の位相差につ
いての制御量を調整するので、記録用クロック信号は基準信号と同期取りされるだけでな
く、基準信号に対する位相が揃えられる。従って、常に一定の周波数で位相の揃った記録
用クロック信号により記録が行われることになる。その結果、再生時においては、追加前
の記録情報から追加後の記録情報に至るまで、誤検出を起こすことなく、かつ、連続性の
保たれた円滑な再生が行われることになる。
【００１３】
請求項３に記載の情報記録装置は、前記課題を解決するために、請求項１に記載の情報記
録装置において、前記基準信号と前記検出パルスとの位相差が所定の基準値になるように
前記基準信号の位相を調整し、前記基準信号の読み取り誤差を除去する誤差除去手段を更
に備え、前記位相調整手段は、前記誤差除去手段の位相調整量を、前記検出パルスと前記
同期パルスの位相差に応じて調整する手段であることを特徴とする。
【００１４】
請求項３に記載の情報記録装置によれば、誤差除去手段により、前記基準信号と前記検出
パルスとの位相差が所定の基準値になるように前記基準信号の位相が調整され、前記基準
信号の読み取り誤差が除去される。すなわち、前記基準信号は常にプリピットを基準にし
て位相の揃った信号となる。そして、位相調整手段は、前記検出パルスと前記同期パルス
の位相差が所定の基準値となるように、前記誤差除去手段の位相調整量を調整するので、
基準信号は追加記録の前後に拘わりなく常にプリピットに対して位相の揃った信号となり
、このような基準信号に基づいて生成される記録用クロック信号も、常に一定の周波数で
位相の揃った記信号となる。その結果、再生時においては、追加前の記録情報から追加後
の記録情報に至るまで、誤検出を起こすことなく、かつ、連続性の保たれた円滑な再生が
行われることになる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１６】
先ず、追加記録可能な記録媒体の１つとしてのＤＶＤ－Ｒ（Digital Video Disk-Recorda
ble）に情報を書き込む際の一般的な物理フォーマットについて、図１乃至図３を用いて
説明する。
【００１７】
ＤＶＤ－Ｒに対して行われる誤り訂正処理は、ＥＣＣ（Error Correction Code）ブロッ
クをその誤り単位として行われる。かかるＥＣＣブロックは、図１に示されるデータセク
タを基にして形成される。
【００１８】
ＤＶＤ－Ｒに記録される原情報は、図１の如きデータセクタ２０を複数個含む物理構造を
成して構成される。１つのデータセクタ２０は、その先頭から、データセクタ２０の開始
位置を示すＩＤ情報２１と、当該ＩＤ情報２１の誤りを訂正するためのＩＤ情報誤り検出
コード（ＩＥＤ：ID Error Detection Code）２２と、予備データ２３と、映像や音声ま
たはコンピュータデータ等の当該ディスクに本来記録すべき主たる情報を担うデータ２４
と、データ２４におけるエラーを検出するためのエラー検出コード（ＥＤＣ：Error Dete
ction Code）２５とが順に配されたブロックデータにより構成される。ＤＶＤ－Ｒにおい
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ては、このデータセクタ２０が複数連続することにより記録すべき原情報が構成される。
【００１９】
このようなデータセクタ２０は、図２のようにしてＥＣＣブロックの構築に使用される。
【００２０】
初めに、図２（Ａ）に示されるように、１つのデータセクタ２０を１７２バイト毎に分割
し、分割されたデータ（以下、これをデータブロック３３と称する）をそれぞれ垂直方向
に並べる。そうすると、垂直方向には１２行のデータブロック３３が並ぶこととなる。
【００２１】
次いで、図２（Ｂ）に示されるように、各データブロック３３に対してそれぞれ１０バイ
トのＥＣＣ内符号（ＰＩ（Pality In）符号）３１を割り当てる。ＥＣＣ内符号３１が、
当該データブロック３３の末尾に付加されることにより、１つの訂正ブロック３４が構成
される。この段階では、ＥＣＣ内符号３１を含む訂正ブロック３４が垂直方向に１２行並
べられることとなる。そして、このようなＥＣＣ内符号３１の付加処理は、データセクタ
２０の１６個分繰り返される。これにより、１９２行の訂正ブロック３４が得られる。
【００２２】
図２（Ｂ）においては更に、上述した如き１９２行の訂正ブロック３４が垂直方向に並べ
られて形成されるブロックデータに対して、今度は垂直方向に１バイト毎に分割し、分割
されたデータに対して１６個のＥＣＣ外符号（ＰＯ：（Pality Out）符号）３２を付加す
る。なお、ＥＣＣ外符号３２は、前記訂正ブロック３４のうち、ＥＣＣ内符号３１の部分
に対しても付加される。
【００２３】
かくして、１６個のデータセクタ２０を含む１つのＥＣＣブロック３０が形成される。な
お、以上の説明から判るように、１つのＥＣＣブロック３０が担う総情報量は、
【数１】
（１７２＋１０）バイト×（１９２＋１６）行＝３７８５６バイト
であり、このうち、情報データ２４は、
【数２】
２０４８バイト×１６＝３２７６８バイト
となる。
【００２４】
また、図２（Ｂ）においては、ＥＣＣブロック３０を構成する各１バイトのデータに「＃
Ｄ．＊」なる採番を施している。例えば、「Ｄ１．０」は第１行第０列に配置されている
１バイトのデータを示しており、「Ｄ１９０．１７０」は第１９０行第１７０列に配置さ
れている１バイトのデータを示している。従って、ＥＣＣ内符号３１は、第１７２列乃至
１８１列に配置され、ＥＣＣ外符号３２は第１９２列乃至第２０７行に配置されることと
なる。
【００２５】
更に、１つの訂正ブロック３４は、ＤＶＤ－Ｒ上には連続して記録されるので、当該ブロ
ック全体のエラーが発生する可能性がある。しかし、図２（Ｂ）に示すように、ＥＣＣブ
ロック３０は、ＥＣＣ内符号３１とＥＣＣ外符号３２との双方を含むように構成されるの
で、図２（Ｂ）において水平方向に並んでいるデータの訂正をＥＣＣ内符号３１で行い、
図２（Ｂ）において垂直方向に並んでいるデータの訂正をＥＣＣ外符号３２で行うことが
できる。これにより、図２（Ｂ）に示すＥＣＣブロック３０内においては、水平及び垂直
方向における二重の誤り訂正を行うことが可能となり、従来のＣＤ（Compact Disk）等に
用いられている誤り訂正処理に比してより強力に誤り訂正ができる。
【００２６】
この点につき詳述すると、例えば、１つの訂正ブロック３４（上述のように、１行分のＥ
ＣＣ内符号３１を含んで計１８２バイトのデータを含み、連続してＤＶＤ－Ｒ上に記録さ
れる。）が、全てＤＶＤ－Ｒの外傷等により破壊されたとしても、それを垂直方向から見
ると、１列のＥＣＣ外符号３２に対して１バイトのデータ破壊でしかない。従って、各列
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に対応するＥＣＣ外符号３２を用いて誤り訂正を行えば、たとえ１つの訂正ブロック３４
の全てが破壊されていても、誤り訂正を行って正確に再生することができるのである。
【００２７】
かかるＥＣＣブロック３０のＤＶＤ－Ｒに対する具体的記録形態は、図３に示される。な
お、図３において、「Ｄ＃．＊」にて採番された１バイトデータは、図２（Ｂ）において
同じく採番されたものと同一である。
【００２８】
ＥＣＣブロック３０は、先ず、図３の最上段に示されるように、訂正ブロック３４毎に水
平方向に一列に並べられてインターリーブされる。これにより、図３の２断面に示される
ように、１６個のレコーディングセクタ４０に変換される。かかる変換においては、１つ
のレコーディングセクタ４０は、２３６６バイト（３７８５６バイト÷１６）の情報を含
むこととなり、この中には、データセクタ２０、ＥＣＣ内符号３１またはＥＣＣ外符号３
２が混在している。但し、各レコードディングセクタ４０の先頭には、データセクタ２０
におけるＩＤ情報２１（図１参照）が配置される。
【００２９】
　この１つのレコーディングセクタ４０は、図３の３段目に示されるように、９１バイト
毎のデータ４１に分割され、それぞれにヘッダＨが付加される。その後、このヘッダ付加
状態のレコーディングセクタ４０は、８－１６変調され、図３の最下段に示されるように
、データ４１及びそのヘッダ毎にシンクフレーム４２に変換される。変換後は、１つのシ
ンクフレーム４２は、ヘッダＨ’とデータ４３とにより構成されることとなる。また、１
つのシンクフレーム４２の情報量は、
【数３】
　９１バイト×８×（１６／８）＝１４５６チャネルビット（但し、シンク情報を含める
と１４８８チャネルビット）
となり、このシンクフレーム４２が連続した形態でＤＶＤ－Ｒに書き込まれる。このとき
、１つのレコーディングセクタ４０は、２６個のシンクフレーム４２を含むこととなる。
【００３０】
以上説明した物理フォーマットに従って、ＤＶＤ－Ｒに情報を記録することにより、当該
情報を再生する際に８－１６復調及びデインターリーブを行えば（図３参照）、元のＥＣ
Ｃブロック３０を復元することが出来、上述したような強力な誤り訂正を行って情報を正
確に再生することができる。
【００３１】
かくして、ＤＶＤ－Ｒには、図３の最下段に示されるようなシンクフレーム系列の形態で
情報が記録されるが、その記録は、ＤＶＤ－Ｒにおいては予め定められたトラックにおい
てなされる。
【００３２】
図４は、かかる情報の記録箇所を担うトラックを含むＤＶＤ－Ｒの記録層の構造を示して
いる。
【００３３】
図４において、ＤＶＤ－Ｒ１は、色素膜５が成膜され前記シンクフレーム系列の情報書込
可能なグルーブトラック２と、グルーブトラック２に隣接しかつグルーブトラック２に読
取光または書込（記録）光としてのレーザービームＢを誘導させるためのランドトラック
３とが形成されている。グルーブトラック２は、レーザービームＢの発生源側から見て凹
状にして、ランドトラック３は、導発生側から見て凸状にして、ビームＢを反射するため
の光反射面としての金蒸着面６を担持するよう形成されている。
【００３４】
グルーブトラック２は、当該ディスクの平坦面に平行な方向に所定の周波数（例えば、当
該ディスクの適正回転速度に対応する周波数）で波状にうねる、いわゆるウォブリングが
施されている。かかるウォブリングを用いることにより、情報読取時には、当該ディスク
の回転制御を行うことが可能である。
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【００３５】
ランドトラック３には、ＤＶＤ－Ｒ１の記録位置を示すアドレス情報や記録タイミングを
制御するためのタイミング制御情報当の記録制御情報を担うプリピット４が形成される。
【００３６】
かかるグルーブトラック２及びランドトラック３はもとより、前記ウォブリングやプリピ
ット４は、ＤＶＤ－Ｒ１の作製時に予め形成される。付言すれば、ウォブリングやプリピ
ット４は、初めての情報を書き込む前に既に形成（記録）されている既成記録情報を担う
ものである。
【００３７】
このような構造を有するＤＶＤ－Ｒ１の情報記録時には、光ビームＢの中心がグルーブト
ラック２の中心と一致するように光ビームＢがＤＶＤ－Ｒ１に照射されグルーブトラック
２に前記シンクフレーム系列に対応するピットが形成される。この時、光ビームＢのスポ
ットＳＰの大きさは、図４に示されるように、当該スポットの一部がランドトラック３に
も照射されるように設定される。また、このランドトラック３に照射された光スポットＳ
Ｐの一部の反射光を用いてプッシュプル法によりプリピット４が検出されてそのプリピッ
トが示す当該ディスク固有の既成記録情報が取得される。更に、グルーブトラック２に照
射されている光スポットＳＰの反射光を用いてグルーブトラック２のウォブリングに応じ
たウォブル信号を検出し、このウォブル信号に基づいたＤＶＤ－Ｒ１の回転制御が行われ
る。
【００３８】
グルーブトラック２とこれに書き込まれるシンクフレーム系列のデータ並びにランドトラ
ック３に形成されるプリピット（以下、ＬＰＰ（Land Pre Pit）と称する）４は、図５の
如き対応関係とされる。
【００３９】
図５に示されるように、グルーブトラック２には、その中心線に沿って記録情報であるシ
ンフレーム系列のデータが記録される。かかる記録に際しては、グルーブトラック２が呈
する８つのウォブリング周期につき１つのシンクフレームが記録されるよう制御される。
ウォブリング周波数は、全てのシンクフレームに渡り１４０ｋＨｚ（適正読取レート換算
値）一定とされる。
【００４０】
シンクフレームの先頭には、先の図３において説明したように、ヘッダＨ’が配されてお
り、そのヘッダには同期信号ＳＹが先端に割り当てられている。この同期信号ＳＹは、シ
ンクフレームの同期をとるために設けられており、１４Ｔの長さの同一波形シンボルを有
する。ここで、Ｔは、図３の３段目に示されるような８－１６変調前のデータ系列におけ
るピット間隔に相当する。シンクフレームは、１４８８Ｔの長さを有する。
【００４１】
一方、ＬＰＰ４は、図５に上向き矢印に対応する位置に形成される。すなわち、図５にお
いてはグルーブトラック２のウォブリングによって呈される波の山及び谷の一方に対応す
る位置であってしかもシンクフレームにおける先頭から数えて３つの当該位置に隣接する
ランドトラック２において形成されるようにしている。但し、１つのレコーディングセク
タ（図３参照）においては、偶数番目のシンクフレーム（ＥＶＥＮフレーム）にのみまた
は奇数番目のシンクフレーム（ＯＤＤフレーム）にのみＬＰＰ４が形成されるようにして
いる。図５においてはＥＶＥＮフレームのみＬＰＰ４が形成された場合を示しており、上
向き点線矢印に対応する位置にはＬＰＰ４が形成されない。シンクフレームの先頭の最も
近くに配されるＬＰＰ４は、同期用に設けられるもので、定められた偶数または奇数番目
のフレームに対応して必ず配されるようにしている。かかる同期用ＬＰＰ４は、ＤＶＤ－
Ｒの記録面上のアドレス情報を担うものであり、レコーディングセクタ単位でそのアドレ
ス情報が識別される。
【００４２】
本実施形態においては、後述する書込用クロック位相調整回路により、グルーブトラック
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２に書き込まれるシンクフレームデータ中の同期信号ＳＹの記録位置を、ＬＰＰ４の形成
位置に対して常に一定となるように構成されている。
【００４３】
本実施形態による情報記録装置は、以上のような形態で既成記録情報が形成され、且つシ
ンクフレーム系列データが書き込まれるＤＶＤ－Ｒを扱うことのできるものであり、以下
、その詳細について説明する。
【００４４】
図６は、かかる情報記録装置の概略構成を示す図である。
【００４５】
図６において、ＤＶＤ－Ｒ１（以下、単にディスクと呼ぶ）は、スピンドルモータ５０に
より回転されつつ読取光レベル及び書込光レベルの双方にてレーザ光を出力可能な光ヘッ
ドとしてのピックアップ６０によりそのレーザ光が照射される。ディスクに入射したこの
レーザ光は、当該ディスクの反射面（図４参照）に達すると共に記録情報に応じた状態の
反射光となってピックアップ６０に導かれる。
【００４６】
ピックアップ６０は、受光素子を含む光電変換回路を内蔵しており、ディスクからの反射
光を受光し且つその受光レベル及び状態に応じた光電変換をなす。その光電変換出力は、
読取信号として再生増幅器６１に供給される。
【００４７】
再生増幅器６１は、供給された読取信号を増幅し、増幅された読取信号を帯域通過フィル
タ（ＢＰＦ）６２を介してウォブル検出回路６３及びＬＰＰ（プリピット）検出回路６４
に供給する。
【００４８】
ウォブル検出回路６３は、読取信号から前記ウォブリングに対応した基準信号としてのウ
ォブル信号を検出または抽出し、これをクロストーク除去回路６５の一入力に供給する。
【００４９】
プリピット検出手段としてのＬＰＰ検出回路６４は、読取信号から前記プリピット４を検
出し、その検出結果に応じたプリピット信号を生成する。プリピット信号は、クロストー
ク除去回路６５の他入力に供給されると共に、プリピット（ＬＰＰ）デコーダ６６に供給
される。
【００５０】
誤差除去手段としてのクロストーク除去回路６４は、ウォブル信号に含まれるクロストー
クに起因したジッタ成分をプリピット信号に基づいて除去する機能を有し、除去後のウォ
ブル信号を、ウォブル同期クロック生成用ＰＬＬ回路７０に供給する。得られるウォブル
信号は、時間軸上、スピンドルサーボ等の時間軸サーボでは取りきれない残留エラーに基
づくプリピット信号の検出精度に依存した精度を持つこととなる。別言すれば、得られる
ウォブル信号は、残留エラーによるプリピット信号の誤差（±５Ｔ程度）を含むというこ
とである。
【００５１】
ＰＬＬ回路７０は、クロストーク除去されたウォブル信号を一入力としてこれを他入力信
号と位相比較し両者の位相差に応じた誤差信号を出力する位相比較回路（ＰＣ）７１と、
誤差信号の低周波成分を通過せしめる低域通過フィルタ（ＬＰＦ）７２と、バリキャップ
を含んで構成され、後述する書込用クロック位相調整回路８０からの位相調整信号に基づ
いて位相差分のＤＣ成分をバリキャップに印加することにより、バリキャップの静電容量
を変化させ、位相を遅れ側または進み側にシフトさせる位相調整手段としての移相回路（
ＰＳ）７５と、移相回路７５を介して供給される低域通過フィルタ７２の出力に応じて発
振周波数を変化させるＶＣＯ７３と、ＶＣＯ７３の発振出力クロック信号を分周してウォ
ブル信号と同等の周波数の信号を生成し位相比較回路７１の他入力に供給する分周器７４
とによって構成される。このＶＣＯ７３の出力クロック信号が、書込用クロック信号ＷＣ
Ｋとして用いられる。従って、書込用クロック信号ＷＣＫは、ＰＬＬ回路７０によってウ
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ォブル信号と位相同期がとられ、後述するエンコーダ９１及びシンク付加回路８４に供給
される。ＰＬＬ回路７０は、クロック信号生成手段に対応する。
【００５２】
再生増幅器６１からの増幅された読取信号は、また、主データデコーダ６７、ピットクロ
ック再生回路６８及びシンク検出回路６９に供給される。
【００５３】
主データデコーダ６７は、読取信号に対して、８－１６復調やデインターリーブのデータ
処理を含み、且つＥＣＣブロックから誤り訂正処理を行いつつデータ２４を復元する処理
を施し（図１乃至図３参照）、復元されたデータは、ＣＰＵ９に転送される。ＣＰＵ９は
、この転送された復元データを、実際の音響出力や映像出力またはデータ出力をなすため
の図示せぬ再生データ処理系に送る。これに対しＬＰＰデコーダ６６は、検出されたプリ
ピット信号から、ディスクの記録面における記録位置を示すアドレス情報やシンクフレー
ム同期情報を検出し、これらをＣＰＵ９に送る。ＣＰＵ９は、このプリピット信号に基づ
くアドレス及びシンクフレーム同期情報を使って、種々の処理を行う。
【００５４】
クロック再生回路６８は、読取信号が担うデータのビット同期用クロック（周期Ｔを有す
る）を再生するものであり、読取信号に含まれる同期信号ＳＹ（図５参照）を検出するこ
とにより行われる。このクロック再生回路６８の出力は、再生クロックＲＣＫとしてＣＰ
Ｕ９に供給される。
【００５５】
シンク検出回路６９は、読取信号に含まれる同期信号ＳＹを検出し、その検出に応答して
例えばパルス状のシンク検出信号ＳＹ’を発生する。かかるシンク検出信号ＳＹ’は、Ｃ
ＰＵ９に供給される。
【００５６】
ＥＣＣ付加回路８４は、書き込むべきデータの原信号に上述したＥＣＣ内符号３１やＥＣ
Ｃ外符号３２を付加してＥＣＣブロック３０を構成すると共に、当該ＥＣＣブロック３０
に対してインターリーブを施す処理を行う。書き込むべきデータの原信号は、図示せぬ書
込データ供給系からＣＰＵ９の内蔵メモリ９ｍに一旦格納され、ＣＰＵ９が判断した所定
のタイミングで順次読み出され、ＥＣＣ付加回路８４に転送される。
【００５７】
　同期パルス生成手段としてのシンク付加回路８５は、書込用クロック信号に同期して計
数を行うと共に、ＬＰＰデコーダ６６からの出力に基づきＣＰＵ９から出力される検出シ
ンクフレーム信号ＳＤをトリガーとして動作を開始するカウンタを備えており、所定周期
毎に１４Ｔに相当する長さの書込用の同期信号ＳＹを生成しエンコーダ９１に出力する回
路である。また、シンク付加回路８５には、バッファが備えられており、前記ＥＣＣ付加
回路８４から出力されるインターリーブの施されたデータは一旦バッファに格納され、書
込用クロック信号ＷＣＫに同期してエンコーダ９１に転送される。バッファ内のデータの
転送は、書込用の同期信号ＳＹの出力後に行われるため、エンコーダ９１に対して供給さ
れるデータは、図３の３段目に示されるように、ヘッダＨとして同期信号ＳＹが付加され
た９１バイト毎のデータとなる。また、シンク付加回路８５には、後述する位相調整回路
８０の三角波生成回路８１に対する同期信号ＳＹの出力経路が設けられており、この出力
経路からは、前記検出シンクフレーム信号ＳＤのトリガー入力後において、書込動作が行
われているか否かに拘わらず、同期信号ＳＹが出力される。そして、ＣＰＵ９から書込動
作の開始を示す書込スタートパルス信号ＳＰが出力されると、この書込スタートパルス信
号ＳＰをトリガーとして、書込用の同期信号ＳＹ及び前記９１バイト毎のデータをエンコ
ーダ９１に出力する。
【００５８】
エンコーダ９１は、シンク付加回路８５から出力されたディスクへ書き込むべきデータの
終段符号化を行う。ここでは先の図３に参照されるような８－１６変調をなすための符号
変換がなされる。エンコーダ９１により最終的に符号化されたデータは、パワー制御回路
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９２に送られる。
【００５９】
パワー制御回路９２は、書込モードにおいて、エンコーダ９１から送られた符号化データ
に応じたレーザーパワーを指定するための制御信号を発生し、レーザー駆動回路９３は、
この制御信号に応じた実際のピックアップ光源レーザーに即したレベルの駆動信号を発す
る。これにより、ピックアップ６０がディスクに照射する記録（書込）用レーザー光の強
度は、符号化データに対応して変化せしめられることとなる。これに対し読取モードにお
いては、パワー制御回路９２は、エンコーダ９１から送られた符号化データには応じず、
読取用の低レベルかつ略一定なレーザーパワーを指定するための制御信号を発生し、レー
ザー駆動回路９３は、この制御信号に応じた実際のピックアップ光源レーザーに即したレ
ベルの駆動信号を発する。これにより、ディスクは、ピックアップ６０の照射する一定な
低レベルの読取用レーザー光によって読み取られることになる。
【００６０】
　ウォブル検出回路６３の出力ウォブル信号はまた、既述したように、ディスクの回転制
御にも使用される。具体的には、図示せぬ局部発振器より供給された基準クロック信号を
一方の入力とする位相比較器５１の他方の入力に、ウォブル信号が供給される。位相比較
器５１は、２つの入力の周波数誤差及び位相誤差を得、これに応じたスピンドル制御信号
をドライバー回路５２に供給し、ドライバー回路５２は、スピンドル制御信号に応じたモ
ータ５０の駆動信号を発生する。これにより、読取信号から検出されるウォブル信号の周
波数が基準クロック信号の周波数に一致するようにモータ５０の回転制御がなされること
となる。
【００６１】
位相差検出手段としての位相調整回路８０は、シンク付加回路８５から出力される書込用
の同期信号ＳＹの立ち下がりエッジから三角波を生成する三角波生成回路８１と、この三
角波をＬＰＰ信号の出力タイミングでサンプリングし、ホールドするサンプルホールド（
Ｓ／Ｈ）回路８２と、サンプルホールド回路８２の出力をＤＣ成分にした後、上述したＰ
ＬＬ回路の移相回路７５のバリキャップにそのＤＣ成分を出力するローパスフィルター（
ＬＰＦ）８３から構成されている。書込用クロック信号ＷＣＫに同期して生成される書込
用の同期信号ＳＹのＬＰＰ信号に対する位相がずれ、同期信号ＳＹの中心がＬＰＰ信号の
出力タイミングに一致しない場合には、この位相差に応じた電圧がＰＬＬ回路７０の移相
回路７５のバリキャップに供給され、同期信号ＳＹの中心がＬＰＰ信号の出力タイミング
に一致するように、書込用クロック信号ＷＣＫの位相が調整される。
【００６２】
次に、この情報記録装置の動作について説明する。
【００６３】
図７は、図６に示される情報記録装置の、ディスクに既に書き込まれている一連の書込済
データ（以下、旧データと言う）に対しこれに改めてデータ（以下、新データと言う）を
後続させ追加して書き込む追加記録モードにおける各部動作波形及び動作形態を示すタイ
ムチャートである。
【００６４】
本実施形態においては、図７の（Ａ）段に示されるように、旧データの書き込み終了時に
、当該旧データの最終ＥＣＣブロック３０Ｅの次に配されるべきＥＣＣブロック３０Ｔの
先頭レコーディングセクタ４０Ｔにおける第１シンクフレーム４２Ｆ及び第２シンクフレ
ーム４２Ｓの全データ部に対応するダミーデータ（以下、旧ダミーデータと言う）４４を
、同期情報ＳＹ及び対応するＩＤ情報２１と共に当該旧データに続けて記録する。
【００６５】
このような形態でなされた旧データ書込済のディスクに対して、図示せぬ指令手段から追
加記録開始指令が発せられると、ＣＰＵ９は、図８及び図９に示されるような追加記録処
理を実行する。
【００６６】
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　すなわちＣＰＵ９は、追加記録開始指令に応答して、先ず、読取モードを開始させる（
ステップＳ１）。この処理においては、ＣＰＵ９は、エンコーダ９１からの入力データに
応ずることなくピックアップ６０のディスク１への照射光の強度が当該記録面の書込作用
を生じさせない程度の比較的低い一定の読取光レベルとなるようにパワー制御回路９２を
制御する。
【００６７】
次いで、ＣＰＵ９は、旧データのうち、最後の旧データが記録されているレコーディング
セクタ４０Ｅの先頭側ＩＤ情報２１を検索するため、当該ＩＤ情報２１に対応する番地で
あるＮ番地をサーチする（ステップＳ２）。この処理は、デコーダ６７の出力信号に基づ
いて実行される。
【００６８】
なお、ここでは、旧データのうち、最後のＥＣＣブロック３０Ｅにおける最後のレコーデ
ィングセクタ４０Ｅのデータの先頭側に配されたＩＤ情報２１が示す番地がＮ番地である
とし、それに引き続いて旧ダミーデータ４４が記録されているレコーディングセクタ４０
Ｔの先頭側に配されたＩＤ情報２１が示す番地が（Ｎ＋１）番地であるとしている。
【００６９】
Ｎ番地に対応するＩＤ情報２１が検出されると（図７の時刻ｔ１参照）、当該Ｎ番地に対
応するＩＤ情報２１に引き続いてレコーディングセクタ４０Ｅに記録されているデータ及
びその後続レコーディングセクタ４０Ｔのデータの読み取りを開始する（ステップＳ３）
。
【００７０】
そして、ＣＰＵ９は、（Ｎ＋１）番地に対応するＩＤ情報２１が検出されたか否かを、読
取データの復調出力すなわちデコーダ６７の出力信号に基づいて判定する（ステップＳ４
）。ステップＳ４において、（Ｎ＋１）番地に対応するＩＤ情報２１が検出されない場合
は、それが検出されるまでデータの読み取りを継続する。
【００７１】
ステップＳ４において（Ｎ＋１）番地に対応するＩＤ情報２１が検出された場合（図７の
時刻ｔ２参照）、ＣＰＵ９は、今度は検索目標を当該（Ｎ＋１）番地のＩＤ情報２１に対
応するレコーディングセクタ４０Ｔにおける第２シンクフレーム４２Ｓとして、さらに進
行して得られる読取データに基づいて検索を行う（ステップＳ５）。より詳しくは、ＣＰ
Ｕ９は（Ｎ＋１）番地のＩＤ情報２１検出後における当該第２シンクフレーム４２Ｓ先頭
の同期信号の検出信号ＳＹ’をシンク検出回路６９より受信し、その受信タイミングをも
って当該第２シンクフレーム４２Ｓの到来を検知するのである。
【００７２】
こうして第２シンクフレーム４２Ｓが検知されると（図７の時刻ｔ３参照）、ＣＰＵ９は
、クロック再生回路６８からの再生クロックＲＣＫのカウントを開始する（ステップＳ６
）。
【００７３】
そして、このカウント値が１シンクフレーム分に相当する１４８８Ｔに達したか否かが判
定され（ステップＳ７）、１４８８Ｔに達した場合には、シンク付加回路８５に対して書
込スタートパルスＳＰを出力すると共に（図７の時刻ｔ４参照）、制御モードを書込モー
ドに切り換える（ステップＳ８）。この処理においては、ＣＰＵ９は、エンコーダ９１か
らの入力データに応じて、ディスク記録面に書込作用を生じ得る書込光レベルとそうでは
ない読取光レベルとの間でピックアップ６０のディスク１への照射光の強度を変化させる
ような記録モードにパワー制御回路９２を制御する。
【００７４】
これにより、エンコーダ９１の出力データのうち、図７の（Ｅ）段に実線で示されるよう
な第３シンクフレーム以降のデータがパワー制御回路９２に取り込まれディスク１に記録
されることとなる。図７（Ｅ）段に点線で示されるエンコーダ９１の出力データは、パワ
ー制御回路９２に転送されるものの読取モードが設定されているが故に、パワー制御回路
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９２の出力に反映されていないことを示している。なお、データを書き込まないときでも
ピックアップ６０の照射光を再生パワーに設定し続けるのは、ディスク上の情報記録トラ
ック（グルーブトラック）をトラッキングするためトラッキングサーボ制御用の反射光が
必要であるからである。
【００７５】
また、書込スタートパルスＳＰがシンク付加回路８５に出力されると、シンク付加回路８
５から書込用の同期信号ＳＹ及び９１バイトごとのデータが書込用クロック信号ＷＣＫに
同期してエンコーダ９１に転送され、エンコーダ９１においても書込用クロック信号ＷＣ
Ｋに同期して８－１６変調及び変調後のデータのパワー制御回路９２への転送が行われる
ことになる。そして、この書込用クロック信号ＷＣＫは、クロストーク除去回路６５によ
りクロストークが除去されたウォブル信号に対して、ＰＬＬ回路７０により同期が取られ
た信号であり、更に、位相調整回路８０により、同期信号ＳＹの中心（パルス幅をＴとす
る時、Ｔ／２の位置）がＬＰＰ信号の中心（パルス幅をＴ’とする時、Ｔ’／２の位置）
が一致するように、位相が調整された信号であるため、新データの同期信号ＳＹは、正確
に追記位置（図７に示す時刻ｔ４のタイミングで示される位置）に記録される。
【００７６】
ここで、このように書込用クロック信号ＷＣＫの位相調整を行う回路の動作を図６のブロ
ック図及び図９のタイミングチャートに基づいて詳しく説明する。
【００７７】
まず、書込用クロック信号ＷＣＫの基準となる信号であるウォブル信号は、図６に示すよ
うにウォブル検出回路６３により検出される。しかし、ウォブル検出回路６３により検出
されたウォブル信号は、図９（Ａ）に示すように、クロストークによるジッタを有する信
号である。そこで、本実施形態では、このようなクロストークをクロストーク除去回路６
５によって除去している。このクロストーク除去回路６５は、図１１に示すように、ジッ
タを有するウォブル信号を分周する分周器１００と、分周されたウォブル信号とＬＰＰ信
号との位相を比較する位相比較部１０１と、位相比較部１０１の出力信号を平滑化するイ
コライザ１０２と、イコライザ１０２の出力に応じて分周されたウォブル信号の位相をシ
フトする位相シフタ１０３とから構成される。図９（Ａ）に示すようなジッタを有するウ
ォブル信号を分周器１００による分周すると、ウォブル信号はパルス状波形に成形され位
相比較部１０１に入力される。位相比較部１０１においては、パルス状のウォブル信号と
ＬＰＰ信号との位相が比較され、これらの位相関係が図５に示すグルーブトラック２とＬ
ＰＰ４との位相関係を保つ場合、すなわちパルス状のウォブル信号のＨｉｇｈの期間の中
央位置にＬＰＰ信号が位置する場合には、出力電圧値を変化させず、ウォブル信号がＬＰ
Ｐ信号に対してこのような適正位置にない場合には、パルス状のウォブル信号の位相をＬ
ＰＰ信号に対して進み位相または遅れ位相とするように出力電圧値を変化させる。この出
力電圧値の変化は、イコライザ１０２によって平滑化され、位相シフタ１０３に供給され
る。位相シフタ１０３は、パルス状のウォブル信号の位相をイコライザ１０２の出力電圧
に応じて変化させ、その結果、パルス状のウォブル信号は、図９（Ｃ）に示すように、ウ
ォブル信号のＨｉｇｈの期間の中央位置にＬＰＰ信号が位置するような位相に揃えられ、
クロストーク除去回路６５から出力される。
【００７８】
ＰＬＬ回路７０には、このようにしてクロストークによるジッタが除去され、ＬＰＰ信号
に対して位相の揃えられたウォブル信号が入力される。ＰＬＬ回路７０においては、この
ようなウォブル信号と、書込用クロック生成回路（ＶＣＯ）７３からの出力を分周器７４
によってＮ分周した信号とを、位相比較回路（ＰＣ）７１にて位相比較する。図９（Ｅ）
に分周器７４の出力信号を、また、図９（Ｆ）に位相比較回路７１の出力信号の例を示す
。そして、位相比較回路７１の出力はＬＰＧ７２にて図９（Ｇ）に示すようにＤＣ成分と
して抽出され、このＤＣ成分が移相回路７５を介して書込用クロック生成回路７３に供給
され、前記ウォブル信号と前記Ｎ分周された書込用クロック信号との位相差が所定の基準
値になるように調整される。このようなＰＬＬ回路７０により、書込用クロック信号生成
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回路７３から出力される書込用クロック信号ＷＣＫは、図９（Ｄ）に示すようにクロスト
ークによるジッタが除去されたウォブル信号に対して同期が取られた信号となり、シンク
付加回路８５あるいはエンコーダ９１に供給されることになる。従って、旧データを書込
む場合または新データを書込む場合とに拘わらず、常に一定の周波数の書込用クロック信
号ＷＣＫにより書込みを行うことができる。
【００７９】
本実施形態では、更に、書込用クロック信号ＷＣＫに同期した書込用の同期信号ＳＹと、
ＬＰＰ信号の間隔をほぼ一定にするため、前記ＰＬＬ回路７０内に移相回路７５を設け、
位相調整回路８０により移相回路７５を制御するように構成した。
【００８０】
位相調整回路８０においては、図９（Ｆ）に示すようにシンク付加回路８５から出力され
る書込用の同期信号ＳＹが、三角波生成回路８１に供給される。三角波生成回路８１にお
いては、同期信号ＳＹの立ち下がりエッジに同期して図９（Ｈ）に示すような三角波が出
力される。この三画波はサンプルホールド回路８２に供給され、図９（Ｈ）に示すように
ＬＰＰ検出回路６４から出力されるＬＰＰ信号のパルス幅に相当する期間においてサンプ
リングされ、この期間にサンプリングされた電圧がホールドされる。そして、このホール
ドされた電圧は、ＬＰＦ８３により図９（Ｊ）に示すようにＤＣ成分化され、ＰＬＬ回路
７０の書込クロック信号生成回路７３の前段に設けられた移相回路７５のバリキャップに
供給される。
【００８１】
同期信号ＳＹは、シンク付加回路８５において、ＣＰＵ９から出力される検出シンクフレ
ーム信号ＳＤをトリガーとして、カウンタにより所定周期毎に出力される信号である。ま
た、トリガーとなる検出シンクフレーム信号ＳＤは、ＬＰＰデコーダ６６により検出され
たＬＰＰ信号に基づくシンクフレーム同期情報をＣＰＵ９からパルス信号として出力した
ものである。つまり、ＣＰＵ９は、ＬＰＰデコーダ６６からシンクフレーム同期情報を受
け取ると、これをトリガーとして書込用クロック信号ＷＣＫを計数し、一定周期Ｔ１で検
出シンクフレーム信号ＳＤを出力し、シンク付加回路８５においては検出シンクフレーム
信号ＳＤをトリガーとして書込用クロック信号ＷＣＫを計数して一定周期Ｔ２毎に同期信
号ＳＹを出力する。従って、ＬＰＰ４と検出シンク信号ＳＤと同期信号ＳＹとの間には図
１０に示すような関係がある。特に、シンク付加回路８５における計数値は、同期信号Ｓ
Ｙのパルスの中央にＬＰＰ信号が位置するように設定されている。従って、書込用クロッ
ク信号の位相のずれが生じていない場合には、ＬＰＰ信号は同期信号ＳＹの中央に位置し
、サンプルホールド回路８２の出力は、三角波のピーク・ピーク電圧に対する中間値をと
ることになる。そこで、本実施形態では、この中間値を基準値として、この基準値に対応
するＬＰＦ８３の出力電圧がＰＬＬ回路７０の移相回路７５におけるバリキャップに供給
された場合には、書込用クロック信号の位相は変化しない。しかし、何等かの原因で書込
用クロック信号の位相が進んだ場合には、サンプルホールド回路８２の出力は、前記基準
値よりも小さくなり、バリキャップには、基準電圧よりも小さな大きな電圧が供給される
ため、バリキャップの静電容量が増大し、書込用クロック信号ＷＣＫの位相を遅らせる。
また、逆に書込用クロック信号の位相が遅れた場合には、サンプルホールド回路８２の出
力は、前記基準値よりも大きくなり、バリキャップには、基準電圧よりも大きな電圧が供
給されるため、バリキャップの静電容量が増大し、書込用クロック信号ＷＣＫの位相を進
ませる。このようにして、同期信号ＳＹは、ＬＰＰ信号に対して常に一定の位置になるよ
うにシンク付加回路８５から出力され、記録媒体に書き込まれるので、新データの追記位
置である図７に示す時刻ｔ４で示される位置に正確に書き込まれることになる。また、新
データだけでなく、旧データについても同様にして同期信号ＳＹが書きまれるので、各シ
ンクフレーム間における同期信号の間隔は、旧データエリア、及び新データエリア、並び
に旧データエリアと新データエリアの接続部において、常に一定であり、同期信号の検出
能力の低いプレーヤにおいても検出不能や誤検出を起こすことなく、良好に再生を行うこ
とができる。
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【００８２】
また、同期信号ＳＹの位置をＬＰＰ信号に対して一定にするということは、書込用クロッ
ク信号のＬＰＰ信号に対する位相を常に一定にすることに相当するから、旧データエリア
または新データエリアの何れのエリアにおいても、書込用クロック信号は位相が揃えられ
、かつ、上述したＰＬＬ回路７０により同一の周波数をもった信号であり、読取データの
同期用クロック信号である再生クロック信号の再生に用いられるＰＬＬ回路を誤動作させ
ることがない。
【００８３】
また、再生クロック信号の再生は、同期信号ＳＹに基づいて行われるが、上述のように隣
り合うシンクフレームにおける同期信号ＳＹの間隔はは常に一定であるので、上述したよ
うな再生クロック信号を用いた追加記録位置の算出を正確に行うことができる。
【００８４】
以上のように常に同一の位相及び周波数の書込用クロック信号に基づいて、また、ＬＰＰ
信号に対して一定の位置にある同期信号ＳＹを用いて、新データの書き込みが開始された
後は、ＣＰＵ９は、エンコーダ９１に転送すべき本来の新データが終了したか否かを判定
する（ステップＳ９）。終了していない場合には、そのまま新データの記録を継続し、終
了した場合には、記録終了時の最終処理として、当該データの最終ＥＣＣブロック３０の
次に配されるべきＥＣＣブロック３０の先頭レコーディングセクタ４０における第１シン
クフレーム及び第２シンクフレームの全データ部分に対応するダミーデータ４４を、同期
情報ＳＹ及び対応するＩＤ情報２１と共に当該データに続けて記憶する（ステップＳ１０
）。この態様は、先述した旧データの記録終了時における処理と同様である。
【００８５】
ステップＳ１３により記録終了時の付加的記録を含め全ての新データに関わる書込が終了
すると、ＣＰＵ９は、エンコーダ９１からの入力データに応ずることなくピックアップ６
０のディスク１への照射光の強度が一定の読取光レベルとなるようにパワー制御回路９２
を制御して読取モードに切り換える（ステップＳ１１）。こうして、新データの追加記録
処理が終了する。
【００８６】
以上のように本実施形態によれば、書込済みデータと新データとを円滑に連続記録するこ
とができ、読み取りクロック信号の再生や、同期信号の検出において支障を来すことなく
、書込済みデータと新データとを円滑に連続再生することができる。
【００８７】
なお、上述した実施形態では、移相回路７５をＰＬＬ回路７０に設けた例について説明し
たが、本発明はこれに限られるものではなく、移相回路７５を設ける代わりに、図１１に
示すようにクロストーク除去回路６５のイコライザ１０２の出力と位相調整回路８０のＬ
ＰＦ回路８３の出力を加算器１０４により加算して、位相シフタ１０３に供給するように
構成しても良い。このように構成すれば、書込用クロック信号の基準となるウォブル信号
の位相を、同期信号ＳＹのＬＰＰ信号に対する位相差に基づいて調整できるので、上述し
た例と同様の効果を奏することができるだけでなく、回路構成を簡単化することができる
。
【００８８】
また、同期信号ＳＹのＬＰＰ信号に対する位置については、ディスクの偏心成分を考える
と、同期信号ＳＹの中心にＬＰＰ信号がくるように制御するのが理想的ではあるが、同期
信号ＳＹの立ち下がりエッジ（同期信号パルスの前側のエッジ）にＬＰＰ信号がくるよう
に制御しても、ほぼ同様の効果が得られる。
【００８９】
また、上述した実施形態においては、追加記録される先頭レコーディングセクタ４０Ｔの
各シンクフレームには新データが格納される如く説明したが、特開平９－２７０１７１号
公報に開示されているように、新データに代えてダミーデータを格納するようにしても良
い。
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【００９０】
また、上述した実施形態においては、記録媒体としてＤＶＤ－Ｒについて主に説明したが
、他の追加記録可能な記録媒体に対して本発明は適用可能である。
【００９１】
また、上述した実施形態においては、単位ブロック間隔で付加される同期パルスとしてシ
ンクフレーム同期信号ＳＹを例に挙げたが、シンクフレームとは異なる情報量の所定デー
タブロック毎に配される他の同期信号を同期パルスとして本発明を実現することも可能で
ある。
【００９２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の情報記録装置によれば、情報再生時において読取データの
同期動作を乱すことなく書込済データとこれに後続して追記されたデータとを円滑に連続
再生することを可能とする記録媒体への記録形態を採ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＤＶＤ－Ｒの原記録情報を担うデータセクタの構造を示す図である。
【図２】図１のデータセクタを用いて構築されるＥＣＣブロックの構造を示す図である。
【図３】ＤＶＤ－Ｒに記録されるデータの物理フォーマットを示す図である。
【図４】ＤＶＤ－Ｒの記録層の構造を示す斜視図である。
【図５】ＤＶＤ－Ｒにおけるグルーブトラックとこれに書き込まれるシンクフレーム系列
のデータ並びにランドトラックに形成されるプリピットの対応関係を示す模式図である。
【図６】本発明の一実施形態における情報記録装置の概略的構成を示すブロック図である
。
【図７】図６の情報記録装置の各部動作波形及び動作形態を示すタイムチャートである。
【図８】図６の情報記録装置におけるＣＰＵによって実行される追加記録処理の手順を示
すフローチャートである。
【図９】図６の情報記録装置におけるＰＬＬ回路及び位相調整回路の動作を示すタイムチ
ャートである。
【図１０】図６の情報記録装置に用いられる記録媒体のプリピットと、情報記録装置内で
生成される検出シンクフレーム同期信号及び同期信号との関係を示すタイムチャートであ
る。
【図１１】本発明の情報記録装置における位相調整部の他の実施形態を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
１…ＤＶＤ－Ｒ
５０…スピンドルモータ
５１…位相比較器
５２…モータドライバ
６０…ピックアップ
６１…再生増幅器
６２…帯域通過フィルタ
６３…ウォブル検出回路
６４…プリピット検出回路
６５…クロストーク検出回路
６６…プリピットデコーダ
６７…主データデコーダ
６８…クロック再生回路
６９…シンク検出回路
７０…ウォブル同期原書込用クロック生成用ＰＬＬ回路
７１…位相比較回路
７２…低域通過フィルタ
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７３…電圧制御型発振器
７４…分周器
８０…書込用クロック位相調整回路
８１…三角波生成回路
８２…サンプルホールド回路
８３…低域通過フィルタ
８４…ＥＣＣ付加回路
８５…シンク付加回路
９…ＣＰＵ
９１…エンコーダ
９２…パワー制御回路
９３…レーザ駆動回路

【図１】 【図２】
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