
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
同心円状あるいは螺旋状に形成された記録トラックに、ランレングス制限をするための信
号変調方式によって、記録マークがトラックピッチ０．３２μｍ以上、長手方向０．１２
μｍ以上であって、トラックピッチ０  ．３８μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下であ
るように変調記録されている光ディスク媒体からディジタル情報を再生出力するための光
ディスク再生装置であって、
波長３９０～４４０ｎｍレーザ光を発光するレーザ光源と、
前記光ディスク媒体から信号を読み出すために前記レーザ光源より出射したレーザ光が前
記光ディスク媒体で反射した反射光を検出して前記光ディスク媒体に記録されている情報
を再生するための反射光検出手段と、
前記反射光検出手段から出力される信号が供給され、ディジタル位相同期を行い、データ
点位相を検出するとともにデータ点でのディジタルデータを推定出力が可能なディジタル
位相同期手段と、
前記ディジタル位相同期手段から出力されるディジタルデータをフィルタ係数に基づいて
波形等化するトランスバーサルフィルタと、
前記トランスバーサルフィルタから出力される波形等化後のサンプルを入力として少なく
とも１以上の閾値との比較によってパーシャルレスポンス等化の仮判別値を算出し、前記
仮判別値と前記波形等化後のサンプルとの差分値をエラー信号として出力する仮判別手段
と、
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前記トランスバーサルフィルタのタップ係数を前記エラー信号が最小になるように可変制
御する係数制御手段を有する適応等化手段と、
前記適応等化手段より出力されるサンプルをビタビ復号するためのビタビ復号手段とを具
備する事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項２】
請求項１に記載の光ディスク再生装置であって、前記仮判別手段から出力される前記エラ
ー信号および前記仮判別値が入力され、前記仮判別値に応じて前記エラー信号のうちの有
効な成分だけを選択して出力するエラー選択手段と、前記エラー選択手段から出力される
信号に基づき、前記トランスバーサルフィルタのタップ係数を前記エラー信号が最小にな
るように可変制御する係数制御手段とを有する事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項３】
請求項２に記載の光ディスク再生装置であって、前記仮判別に用いる閾値と前記仮判別手
段から出力されるエラー信号とによって前記トランスバーサルフィルタの出力サンプルを
前記閾値毎に平均する手段を具備し、前記閾値毎のサンプル平均値の演算手段を具備する
予測値生成手段を具備する事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項４】
請求項２に記載の光ディスク再生装置であって、ビタビ復号手段はメトリック演算に用い
るための予測値の入力手段を具備し、前記予測値が前記入力手段から制御する事が可能で
ある事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項５】
請求項４に記載の光ディスク再生装置であって、前記ビタビ復号手段の予測値は前記予測
値制御手段より与えられる事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項６】
同心円状あるいは螺旋状に形成された記録トラックに、ランレングス制限をするための信
号変調方式によって、記録マークがトラックピッチ０．３２μｍ以上、長手方向０．１２
μｍ以上であって、トラックピッチ０  ．３８μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下であ
るように変調記録されている光ディスク媒体からディジタル情報を再生出力するための光
ディスク再生装置であって
波長３９０～４４０ｎｍレーザ光を発光するレーザ光源と、
前記光ディスク媒体から信号を読み出すために前記レーザ光源より出射したレーザ光が前
記光ディスク媒体で反射した反射光を検出して前記光ディスク媒体に記録されている情報
を再生するための第１の反射光検出手段と、
前記記録トラックの両側に隣接する少なくとも１つの記録トラックのそれぞれから別々に
情報を読み取る第２の反射光検出手段と、
前記第１反射光検出手段から出力される信号が供給され、ディジタル位相同期を行い、デ
ータ点位相を検出するとともにデータ点でのディジタルデータを推定出力が可能な第１の
ディジタル位相同期手段と、
前記第１のディジタル位相同期手段から出力されるディジタルデータを、第１のフィルタ
係数に基づいて波形等化する第１のトランスバーサルフィルタと、
前記第２の反射光検出手段から出力される信号が供給され、隣接する２本の前記記録トラ
ックのうち少なくとも１つの記録トラックから信号をリサンプリングするリサンプリング
手段と、
第２のフィルタ係数に基づいて波形等化する第２のトランスバーサルフィルタを含み、前
記リサンプリング手段から出力されるディジタル信号より疑似クロストーク信号を生成す
る手段と、
前記第１のトランスバーサルフィルタから出力される信号と前記疑似クロストーク信号と
の差信号を出力する手段と、
前記第１のトランスバーサルフィルタから出力される波形等化後のサンプルを入力として
少なくとも１以上の閾値との比較によってパーシャルレスポンス等化の仮判別値を算出し
、前記仮判別値と前記波形等化後のサンプルとの差分値をエラー信号として出力する仮判
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別手段と、
前記第１のトランスバーサルフィルタ手段及び前記第２のトランスバーサルフィルタのタ
ップ係数を前記エラー信号が最小になるように可変制御する係数制御手段を有する適応等
化手段と、
前記適応等化手段より出力されるサンプルをビタビ復号するためのビタビ復号手段とを具
備する事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項７】
請求項６に記載の光ディスク再生装置であって、前記仮判別回路から出力される前記エラ
ー信号および前記仮判別値が入力され、前記仮判別値に応じて前記エラー信号のうちの有
効な成分だけを選択して出力するエラー選択手段と、前記エラー選択手段から出力される
信号に基づき、前記第１のトランスバーサルフィルタおよび前記第２のトランスバーサル
フィルタのタップ係数を前記エラー信号が最小になるように可変制御する係数制御手段と
を有する事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項８】
請求項７に記載の光ディスク再生装置であって、前記仮判別に用いる閾値と前記仮判別手
段から出力されるエラー信号とによって前記トランスバーサルフィルタの出力サンプルを
前記閾値毎に平均する手段を具備し、前記閾値毎のサンプル平均値の演算手段を具備する
予測値生成手段を具備する事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項９】
請求項６に記載の光ディスク再生装置であって、ビタビ復号手段はメトリック演算に用い
るための予測値の入力手段を具備し、前記予測値が前記入力手段から制御する事が可能で
ある事を特徴とする光ディスク再生装置。
【請求項１０】
請求項９に記載の光ディスク再生装置であって、前記ビタビ復号手段の予測値は前記予測
値生成手段より与えられる事を特徴とする光ディスク再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、同心円状あるいは螺旋状に形成された記録トラックに、記録マーク長の制限を
行うためのランレングス制限をするための信号変調方式によって変調がなされたディジタ
ル情報が変調記録されている光ディスク媒体から、ディジタル情報を再生出力するための
再生装置であって、特に、波長３９０～４４０ｎｍのレーザーを具備し、前記光ディスク
媒体の記録マーク寸法はトラックピッチが０．３２μｍ以上、長手方向０．１２μｍ以上
であって、トラックピッチ０  ．３８μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下で情報記録が
なされた高密度ＲＯＭ（リード・オンリー・メモリー）ディスクあるいは書き換え可能デ
ィスクから情報を再生するための光ディスク再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、高密度ＲＯＭディスクから情報再生をするための手段として、記録変調のラン
レングス制限を利用したパーシャルレスポンス等化とビタビ復号の組み合わせによる再生
装置、例えば、ＰＩＯＮＥＲ　Ｒ＆Ｄ　Ｖｏｌ．６．Ｎｏ２「ＤＶＤ再生用ビタビ復号回
路の開発」あるいは、特開平１０－１０６１６１号公報に開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの文献や公報で開示されている先行技術はＤＶＤ程度の記録密度で
は性能の寄与は大きいものの、さらに高密度のＲＯＭ（読出専用）ディスク（以下単にＲ
ＯＭディスクと記すこともある）を再生するために上述した先行技術を適用した再生装置
では、ピットの形成に起因する非線形ひずみや隣接トラックのクロストークが非常に大き
くなり、ディスクチルト等によるマージンが得られずに、再生装置が構成し得ないという
問題があった。また、書き換え可能ディスクでは、記録パワー変動等に起因する同様な問
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題があった。
【０００４】
本発明は上記問題点に鑑み、波長３９０～４４０ｎｍのレーザーを用いて、記録マーク寸
法がトラックピッチが０．３２μｍ以上、長手方向０．１２μｍ以上、トラックピッチ０
 ．３８μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下の高記録密度のＲＯＭディスクについて、
ピットの形成に起因する非線形ひずみや隣接トラックのクロストークの影響や、ディスク
チルト等の影響を最小限に押さえることの可能な光ディスク再生装置を提供する事にある
。
長手方向およびトラックピッチの上限値である０．２２μｍと０．３８μｍは、１２ｃｍ
の光ディスク媒体に実用上十分な容量で情報記録が行える値として規定される。一方長手
方向の下限値である０．１２μｍは、隣接するマーク間での熱干渉によりジッターが急激
に増加し、実用限界を超える値によって規定される。また、トラックピッチの下限値であ
る０．３２μｍはディスクの製造限界によって規定される値である。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明は、同心円状あるいは螺旋状に形成された記録トラ
ックに、ランレングス制限をするための信号変調方式によって、記録マークがトラックピ
ッチ０．３２μｍ以上、長手方向０．１２μｍ以上であって、トラックピッチ０  ．３８
μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下であるように変調記録されている光ディスク媒体か
らディジタル情報を再生出力するための光ディスク再生装置であって、波長３９０～４４
０ｎｍレーザ光を発光するレーザ光源と、前記光ディスク媒体から信号を読み出すために
前記レーザ光源より出射したレーザ光が前記光ディスク媒体で反射した反射光を検出して
前記光ディスク媒体に記録されている情報を再生するための反射光検出手段と、前記反射
光検出手段から出力される信号が供給され、ディジタル位相同期を行い、データ点位相を
検出するとともにデータ点でのディジタルデータを推定出力が可能なディジタル位相同期
手段と、前記ディジタル位相同期手段から出力されるディジタルデータをフィルタ係数に
基づいて波形等化するトランスバーサルフィルタと、前記トランスバーサルフィルタから
出力される波形等化後のサンプルを入力として少なくとも１以上の閾値との比較によって
パーシャルレスポンス等化の仮判別値を算出し、前記仮判別値と前記波形等化後のサンプ
ルとの差分値をエラー信号として出力する仮判別手段と、前記トランスバーサルフィルタ
のタップ係数を前記エラー信号が最小になるように可変制御する係数制御手段を有する適
応等化手段と、前記適応等化手段より出力されるサンプルをビタビ復号するためのビタビ
復号手段とを具備する事を特徴とする光ディスク再生装置を提供する。
また、上記の目的を達成するために、本発明は、同心円状あるいは螺旋状に形成された記
録トラックに、ランレングス制限をするための信号変調方式によって、記録マークがトラ
ックピッチ０．３２μｍ以上、長手方向０．１２μｍ以上であって、トラックピッチ０  
．３８μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下であるように変調記録されている光ディスク
媒体からディジタル情報を再生出力するための光ディスク再生装置であって波長３９０～
４４０ｎｍレーザ光を発光するレーザ光源と、前記光ディスク媒体から信号を読み出すた
めに前記レーザ光源より出射したレーザ光が前記光ディスク媒体で反射した反射光を検出
して前記光ディスク媒体に記録されている情報を再生するための第１の反射光検出手段と
、前記記録トラックの両側に隣接する少なくとも１つの記録トラックのそれぞれから別々
に情報を読み取る第２の反射光検出手段と、前記第１反射光検出手段から出力される信号
が供給され、ディジタル位相同期を行い、データ点位相を検出するとともにデータ点での
ディジタルデータを推定出力が可能な第１のディジタル位相同期手段と、前記第１のディ
ジタル位相同期手段から出力されるディジタルデータを、第１のフィルタ係数に基づいて
波形等化する第１のトランスバーサルフィルタと、前記第２の反射光検出手段から出力さ
れる信号が供給され、隣接する２本の前記記録トラックのうち少なくとも１つの記録トラ
ックから信号をリサンプリングするリサンプリング手段と、第２のフィルタ係数に基づい
て波形等化する第２のトランスバーサルフィルタを含み、前記リサンプリング手段から出
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力されるディジタル信号より疑似クロストーク信号を生成する手段と、前記第１のトラン
スバーサルフィルタから出力される信号と前記疑似クロストーク信号との差信号を出力す
る手段と、前記第１のトランスバーサルフィルタから出力される波形等化後のサンプルを
入力として少なくとも１以上の閾値との比較によってパーシャルレスポンス等化の仮判別
値を算出し、前記仮判別値と前記波形等化後のサンプルとの差分値をエラー信号として出
力する仮判別手段と、前記第１のトランスバーサルフィルタ手段及び前記第２のトランス
バーサルフィルタのタップ係数を前記エラー信号が最小になるように可変制御する係数制
御手段を有する適応等化手段と、前記適応等化手段より出力されるサンプルをビタビ復号
するためのビタビ復号手段とを具備する事を特徴とする光ディスク再生装置を提供する。
【０００６】
【発明の実施形態】
本出願人より、ディスクの高密度化に対して、特願平１１－２９１６３４号「再生装置」
、特願平１１－１５５６７３号「光ディスクの復号装置」、特願平１１－２７１４５１号
「記録情報再生装置」の発明がなされている。
【０００７】
以下に図面を参照して本発明の実施例を説明する。図１は本発明による光ディスクの再生
装置を示すブロック図である。光ディスク１の記録マーク寸法は、前記のごとくトラック
ピッチが０．３２μｍ以上、長手方向０．１２μｍ以上であって、トラックピッチ０  ．
３８μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下である。情報を読み出す光ピックアップ２は波
長３９０～４４０ｎｍのレーザー光源（図１に図示せず）と反射光を受けるＰＤ（ホト・
ディテクタ、図１に図示せず）、信号増幅のための増幅手段（図１に図示せず）などから
構成される。なお、ディスクとピックアップ動作のための機構部、制御部は図１ではその
説明を簡略化するために省略してある。
長手方向およびトラックピッチの上限値である０．２２μｍと０．３８μｍは、１２ｃｍ
の光ディスク媒体に実用上十分な容量で情報記録が行える値として規定される。一方長手
方向の下限値である０．１２μｍは、隣接するマーク間での熱干渉によりジッターが急激
に増加し、実用限界を超える値によって規定される。また、トラックピッチの下限値であ
る０．３２μｍはディスクの製造限界によって規定される値である。
【０００８】
ピックアップ２から出力される信号は直流阻止回路３に入力され、略直流成分の除去がな
され、ＡＧＣ手段４によって信号振幅が一定に保たれるよう制御がなされる。この後リサ
ンプリングＤＰＬＬ５によって、データ点位相によるサンプル推定（リサンプル）がなさ
れるが、リサンプリングＤＰＬＬ５入力前にＰＤ出力以降の任意の箇所でビットクロック
よりも高いサンプリング周波数でサンプリング出力をしているものとする。なお、リサン
プリングＤＰＬＬ５はディジタル位相同期手段である。
【０００９】
なお、ゼロポイント情報は、ビットサンプリングのデータが、ゼロレベルとクロスするポ
イントをビットクロック単位で示している。更に、リサンプリングＤＰＬＬ５は、このゼ
ロポイント情報が示すゼロクロスポイントに相当する位相１８０°のリサンプルデータの
値に基づいて、それがゼロになるように、リサンプリングのタイミング、つまり周波数及
び位相をロックさせるよう動作を行う。リサンプリングＤＰＬＬ５は後続の適応等化手段
６にリサンプルデータとゼロポイント情報を出力し、適応等化手段６で予め設定してある
等化目標とゼロポイント情報とを基にしてリサンプルデータ列が等化目標に収束するよう
適応等化手段６を構成するトランスバーサルフィルタのタップ係数制御信号を生成し、ト
ランスバーサルフィルタのタップ係数を制御する。なお、適応等化手段６を構成するトラ
ンスバーサルフィルタについては後に説明するため図１には図示していない。適応等化手
段６では、既知の等化目標と入力されるリサンプル系列との誤差、すなわち等化誤差を基
にしてトランスバーサルフィルタの係数を制御するとともに、前記等化誤差を予測値生成
手段７に出力をする。なお、適応等化手段６は、自動等化手段もしくは適応波形等化手段
など記されることもある。
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【００１０】
適応等化手段６で波形歪が除去された信号はビタビ復号手段８によって２値データに復号
される。復号動作は公知のビタビ復号と同様に予測値（ビタビ目標値）と入力サンプルを
基にしてブランチメトリック、パスメトリックを演算し、演算結果によってパスメモリを
制御して２値データに復号を行うが、図１に示した実施例では、例えば、外部より予測値
入力を可能としている。
【００１１】
ビタビ復号手段８によって２値化されたデータは後続信号処理手段９によって、同期検出
、データ復調、デスクランブル、ＥＣＣ復号等の処理がなされ、後続信号処理手段９によ
って処理された２値化データは再生データとして図１に図示せぬ情報処理手段に出力され
る。
【００１２】
次に、図１で図示した各構成について、さらに詳細に説明する。図２は第１実施例の適応
波形等化手段６の具体的な回路構成例である適応等化回路６０を示すブロック図である。
【００１３】
適応等化回路６０は、リサンプリングＤＰＬＬ５からのリサンプルデータに対してＰＲ等
化特性を付与するトランスバーサルフィルタ６１と、このトランスバーサルフィルタ６１
の係数をエラー信号に応じて可変する乗算器およびＬＰＦ（低域フィルタ）６６と、リサ
ンプリングＤＰＬＬ５からのゼロポイント情報を遅延するタップ遅延回路６３と、トラン
スバーサルフィルタ６１の出力信号とタップ遅延回路６３からの遅延信号とに基づいて等
化目標を生成する仮判別回路６２と、仮判別回路６２から出力される等化目標を一方の入
力とし、波形等化出力をもう一方の入力とし、これらの差から等化誤差を生成する減算器
６７と、仮判別回路６２から出力される等化目標と減算器６７から生成される等化誤差を
基に、トランスバーサルフィルタ６１のタップ係数を制御するエラー信号を生成するエラ
ー選択回路６４と、エラー選択回路６４より出力されるエラー信号を極性反転して乗算器
およびＬＰＦ６６に供給するＩＮＶ（インバータ）６５とからなる。
【００１４】
リサンプリングＤＰＬＬ５より適応等化回路６０に入力されるリサンプルデータは係数が
可変のトランスバーサルフィルタ６１で適応的に波形歪みが除去されビタビ復号手段８に
出力される。トランスバーサルフィルタ６１の係数はたとえば、等化誤差、すなわち等化
目標と波形等化後の出力との差を基に、ＬＭＳ（リースト・ミーン・スクエア）法、ＺＦ
（ゼロ・フォーシング）法等の公知のアルゴリズムによって制御する事が可能であるが、
本発明では等化誤差を仮判別回路６２から出力される等化目標と、減算器６７から出力さ
れる等化誤差を基に、エラー選択回路６４によって生成するところが特徴である。
【００１５】
図３は仮判定動作とエラー選択動作とを説明するための図である。なお、本実施例ではラ
ンレングス制限をＲＬＬ（２，ｋ）、パーシャルレスポンス特性をＰＲ（ａ，ｂ，ｂ，ａ
）において、ａ＝ｂ＝１すなわちいわゆるポリバイナリＰＲ（１，１，１，１）として説
明を行うが、他のランレングス制限、パーシャルレスポンス特性でも本実施例を適用する
ことが可能であることは言うまでもない。
【００１６】
仮判別回路６２にはトランスバーサルフィルタ６１からの波形等化出力とリサンプルＤＰ
ＬＬ手段５で生成されるゼロポイント情報がタップ遅延回路６３を介して入力される。な
お、リサンプルＤＰＬＬ手段５は入力サンプルがゼロレベルを横切る位相を基にしてデー
タ点位相を検出しており、ゼロポイント情報すなわち入力サンプルがゼロレベルを横切る
位相点を出力する事が可能である。また、ゼロポイント情報はゼロレベルと推測されるデ
ータ点において１を出力するものとする。
【００１７】
ゼロポイント情報はビットクロックで駆動されるタップ遅延回路６３に入力され、波形等
化出力サンプル y(k)とのタイミングが合わされる。また、タップ遅延回路６３から出力が
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５本出ているのは５ポイントのゼロポイント情報の中心点すなわち３ビット目から等化目
標が推定可能な事による。
【００１８】
図３の例のように、００１００の場合（図３にａで示した場合）に推定値は０’（ここで
、（ｘ’）は推定値を示す）、０１０００でサンプル y(k)が正の場合（図３にｂで示した
場合）に推定値は１’、同様に１００１０で y(k)が負の場合（図３にｃで示した場合）に
推定値は－１’、１０００１で y(k)が正の場合（図３にｄで示した場合）に推定値は２’
となる。
【００１９】
仮判別回路６２は前記推定値を等化目標として出力し、減算器６７において、等化誤差は
ｋサンプルでの推定値を x(k)'とすると波形等化出力と等化目標との差すなわち y(k)-x(k)
'となる。仮判別回路６２は論理回路等によって構成が可能である。
【００２０】
エラー選択回路６４は減算器６７で生成された等化誤差からトランスバーサルフィルタ６
１の係数修正に用いる等化誤差を選択するための動作をし、例えば、前述のようにピット
形成の問題等の非線形歪によって対称性が悪い再生波形の場合は、比較的歪みの少ない等
化目標の１’、０’、－１’に対応する等化誤差のみ選択し、タップ係数の修正を行うも
のであり、仮判別回路６２から出力される等化目標を基にして選択する等化誤差を決定す
る事が可能である。どの誤差を選択するかは予め決定しておくこと、信号品質を他の回路
で監視して決定する事が可能である。
【００２１】
図４は予測値生成手段７の具体的回路構成例の予測値生成回路７０のブロック図である。
予測値生成回路７０は等化目標と等化誤差の減算回路７１、減算回路７１の出力をそれぞ
れの等化目標毎（本例では５つの目標値となるが、他のパーシャルレスポンス方式によれ
ば、等化目標値の数が変わるのは明らかである）に平均化するためのＬＰＦ（低域フィル
タ）７２、等化目標別にＬＰＦの出力を用いてビタビ復号回路に与える予測値（図中ｔｕ
、ｍｕ、ｏ、ｍｌ、ｔｌで示す）に変換をするための演算回路７３から構成される。減算
回路７１は減算器６７と併用する事も可能であることは言うまでもない。
【００２２】
等化目標と等化誤差との差は実際に波形等化回路６０から出力されるサンプルであり、等
化目標値毎に平均化する事でサンプル平均値（図中ＴＵ＾、ＭＵ＾、０＾、ＭＬ＾、ＴＬ
＾で示す）が得られる。
【００２３】
この後、例えば、対称性が悪く、外側のサンプル（ＴＵ＾、ＴＬ＾）に対応するサンプル
が収束性が悪い場合、一例として、演算回路７３ではｔｕ＝－ｔｌ＝（ＴＵ＾－ＴＬ＾）
／２の様な演算をして外側の２つのビタビ予測値を修正し、ビタビ復号器８０に出力する
。
【００２４】
ビタビ復号器８０では修正されたビタビ予測値を基にブランチメトリック演算回路８１に
てブランチメトリック演算を行い、ブランチメトリック演算回路８１（ブランチ）メトリ
ックを基に、パスメトリック演算回路８２にてパスメトリック演算を行い、生き残りパス
メモリ部８３にてパスメモリ制御をし、復号データを出力する。修正前の初期状態におけ
るビタビ予測値は、例えば等化目標に設定しておく。
【００２５】
図５はトラックピッチ０．３４１μｍ、最短マーク長０．２２μｍに形成されたＲＯＭデ
ィスクを波長４０５ｎｍで再生をした時のデータ点サンプルのヒストグラムの一例であり
、対称性が悪い波形を誤差選択無しにすべての波形等化出力サンプルについての等化誤差
を用いてトランスバーサルフィルタの係数修正を行った時のサンプルヒストグラムであり
、図６は１，０，－１の３値に対応するサンプルに対する等化誤差のみを選択してタップ
修正をした場合のヒストグラムである。図５および図６は縦軸がサンプル数で、横軸が実
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施例で述べた演算動作を行った場合のビタビ復号器の予測値を表している。
【００２６】
図５では波形歪みが大きく、すべてのサンプル点で収束性が悪く、特に外側のサンプルで
の収束性が非常に悪いが、図６の誤差選択をした場合は収束性が改善されていることが明
らかである。
【００２７】
図７および図８は本発明の実施例のチルトマージンを示す図であり、従来例によるものと
本発明による測定値をラジアルチルト（図７）、タンジェンシャルチルト（図８）それぞ
れについて示す。どちらの場合でもチルトマージンが大きく広がり、効果が明らかである
。上述したように記録マーク寸法、トラックピッチが小であっても良好な状態の等化波形
を得る手段と、外部から予測値が設定可能なビタビ復号手段と、等化波形を得る手段から
ビタビ復号器に与える予測値を常に良好な状態に保つ手段とから光ディスク再生装置を構
成することにより、従来良好に信号再生し得なかった記録マーク寸法が、前記のごとくト
ラックピッチが０．３２μｍ以上、長手方向０．１２μｍ以上であって、トラックピッチ
０  ．３８μｍ以下、長手方向０．２２μｍ以下である光ディスクから良好な状態で信号
再生をすることが可能となり、高記録密度のＲＯＭあるいは書き換え可能ディスクのピッ
ト形成に起因する非線形ひずみや隣接トラックのクロストークの影響や、ディスクチルト
等の影響を最小限に押さえることが可能となる。
【００２８】
次に本発明の第２実施例について説明をする。第２実施例では図１に示すピックアップ２
は第一の反射光検出手段であるＰＤと少なくとももう一つの第二の反射光検出手段とを備
えており、後続の回路構成もトランスバーサルフィルタに至るまでは複数の回路を平行し
て備えている。
【００２９】
図９は本発明の第２実施例を示す図である。なお、本例は３つに分割された出射光いわゆ
る３ビームに用いる波形等化回路を示すが、もちろん他の数でも適用は容易である。
【００３０】
図９において、入力１はメインビームであり、入力２，３は二つのサブビーム（先行ビー
ム、後続ビーム）出力から得られる信号が入力される。ここで、サブビームはメインビー
ムの隣接トラックからの入力信号とする。入力１にはリサンプリングＤＰＬＬ１００が接
続されており、データ点位相と、データ点サンプルが推定される。この後、遅延回路１０
１に入力されるが、遅延回路１０１はメインビーム入力１に対する先行ビーム、後続ビー
ムの時間差を吸収する目的で挿入がなされている。以降の動作は上述した適応波形等化回
路６０と同様であり、その説明を省略する。
【００３１】
リサンプリングＤＰＬＬ１００からは入力２，３のリサンプリング回路２００、３００に
データ点位相とビットクロックが出力される。本ビットクロックと、データ点位相信号を
基に、入力２，３に対してメインビームのデータ点位相における信号サンプルが得られる
のである。入力２，３に対する遅延回路２０１，３０１は入力１のサンプルと同位相のサ
ンプルが得られるよう時間遅延をするための回路である。
【００３２】
図１０を基に、第２実施例の動作の説明を行う。図１０ａはメインビームから出力される
信号に混入するクロストーク成分を示している。クロストーク成分はメインビームの信号
に対して非線形な歪として影響を及ぼし、入力１のメインビームに対する波形等化では除
去する事が困難であり、図１０ｂに示すように、残留誤差として重畳されてしまい、結果
として誤りが増加する。
【００３３】
入力２，３に入力されるサブビーム入力信号がクロストークの要因であり、これを図１０
ｃに示す。メインビーム信号から得られるデータ点での残留誤差すなわちクロストーク成
分は図９の入力２，３に接続されるトランスバーサルフィルタ２０２、３０２および乗算
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器ＬＰＦ２０３、３０３を含むループで疑似クロストーク成分として検出ができ、これを
減算器１０４、１０５でメインビームの波形等化出力から減ずることによりクロストーク
が除去された信号検出が可能である。
【００３４】
すなわち、トランスバーサルフィルタ２０２，３０２の係数はエラー選択回路１０６から
出力されるエラーが小となるよう負帰還ループが構成されているが、エラー選択回路１０
６から出力されるエラーのうち、単純な符号間干渉による線形歪みによるものはメインビ
ームの波形等化のループによって補正され、補正しきれない等化誤差が残留誤差として残
る（図１０ａ）。
【００３５】
残留誤差はサブビームのループに対する等化誤差信号（残留等化誤差）として作用し、サ
ブビームに接続されるトランスバーサルフィルタ２０２，３０２と、乗算器ＬＰＦ２０３
，３０３から構成される回路手段によって前記残留等化誤差分が疑似クロストーク成分と
して生成され、前記残留等化誤差が小となるよう減算器１０４，１０５によって除去され
る。
【００３６】
なお、図９におけるエラー選択回路１０６、仮判別回路１０７、タップ遅延回路１０８、
ＩＮＶ（インバータ）１０９、乗算器ＬＰＦ１０３は上述した第１実施例と同様な目的で
付加されているものであり、サブビームだけでなく、メインビームのエラー選択をするこ
とも可能である。
【００３７】
第２実施例による適応波形等化回路に接続されるビタビ復号回路、予測値生成回路は第１
実施例で説明した回路と構成や動作ともに同様であり、その説明を省略する。以上述べて
きたように、第２実施例によれば、クロストークの多い信号についても好適な再生信号を
得ることができる。
【００３８】
【発明の効果】
本発明による光ディスク再生装置によれば、従来困難であった高密度のＲＯＭあるいは書
き換え可能ディスクの再生が好適に行うことができ、チルトマージンや記録パワーマージ
ン等のシステムマージンも大きくなるという利点を有する。
【００３９】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の光ディスク再生装置のブロック図である。
【図２】本発明の第１実施例の適応等化回路のブロック図である。
【図３】仮判定動作とエラー選択動作とを説明するための図である。
【図４】予測値生成回路のブロック図である。
【図５】再生時のデータ点のサンプルのヒストグラムである。
【図６】再生時のデータ点のサンプルのヒストグラムである。
【図７】ラジアルチルト特性を示す図である。
【図８】タンジェンシャルチルト特性を示す図である。
【図９】第２実施例による適応等化回路のブロック図である。
【図１０】第２実施例の動作説明するための図である。
【符号の説明】
１…光ディスク
２…ピックアップ
３…直流阻止手段
４…ＡＧＣ手段
５…リサンプリングＤＰＬＬ手段
６…適応等化手段
７…予測値生成手段
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８…ビタビ復号手段
９…後続信号処理手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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