
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体にマーク列として記録された情報を光学的に再生し、得られた再生波形をトラ
ンスバーサルフィルタによりパーシャルレスポンス等化した後、最尤復号器で二値データ
への復号を行う光学的情報再生装置において、
　

　を有することを特徴とする光学的情報再生装置。
【請求項２】
　記録媒体にマーク列として記録された情報を光学的に再生し、得られた再生波形をトラ
ンスバーサルフィルタによりパーシャルレスポンス等化した後、最尤復号器で二値データ
への復号を行う光学的情報再生装置において、
　前記パーシャルレスポンス特性をＰＲ（１、Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎ，１）で表したと
き、
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前記パーシャルレスポンス特性をＰＲ（１、Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎ，１）で表したと
き、少なくとも前記最尤復号器より復号された二値データから、誤り率を判定する判定手
段と、
　この判定手段の判定結果に応じてＸ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値を選定するＸ値選定手段
と、
　前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値から前記識別点信号レベルを決定する識別点信号レベ
ル決定手段と

少なくとも前記最尤復号器より復号された二値データから、誤り率を判定する判定手
段と、



　を有することを特徴とする光学的情報再生装置。
【請求項３】
　

　前記パラメータ設定手段は、パラメータ設定用二値データを記憶した記憶手段と、
　この記憶手段に記憶されたパラメータ設定用二値データと前記最尤復号器により復号さ
れた二値データとを比較して誤り率を判定する誤り率判定手段と、
　この誤り率判定手段の判定結果に応じて前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値を選定するＸ
値選定手段と、
　前記記憶手段に記憶されたパラメータ設定用二値データと前記Ｘ値選定手段により選定
された前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値とから等化後目標波形を作成する等化後目標波形
作成手段と、
　前記等化後目標波形と前記再生波形とから前記トランスバーサルフィルタのタップ係数
を決定するタップ係数決定手段と、
　前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値から前記識別点信号レベルを決定する識別点レベル決
定手段と
　を有することを特徴とする光学的情報再生装置。
【請求項４】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスク装置などの光学的情報再生装置に係り、特に再生信号処理系にＰＲ
ＭＬ方式を用いた光学的情報再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＰＲＭＬ（ Partial Response Maximum Likelihood ）は、磁気記録再生装置や光学的記録
再生装置において再生信号処理系に使用される技術であり、記録媒体からの再生波形に対
してパーシャルレスポンス等化（ＰＲ等化）を行うことにより、既知の符号間干渉を故意
に付与した後、ビタビ復号法などを用いた最尤復号器（ＭＬ復号器）により二値データに
復号する方式である。
【０００３】
このＰＲＭＬ方式を光ディスク装置に適用した例について説明する。図１２は従来のＰＲ
ＭＬ方式を用いた光ディスク装置の構成を示す図であり、図１３はその動作波形図である
。
【０００４】
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　この判定手段の判定結果に応じてＸ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値を選定するＸ値選定手段
と、
　前記Ｘ値判定手段により選定された前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値から等化後目標波
形を作成する等化後目標波形作成手段と、
　前記等化後目標波形と前記再生波形とから前記トランスバーサルフィルタのタップ係数
を決定するタップ係数決定手段と、
　前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値から前記識別点信号レベルを決定する識別点レベル決
定手段と

記録媒体にマーク列として記録された情報を光学的に再生し、得られた再生波形をトラ
ンスバーサルフィルタによりパーシャルレスポンス等化した後、最尤復号器で二値データ
への復号を行う光学的情報再生装置において、
　前記再生波形の特性に応じて前記パーシャルレスポンス等化における符号間干渉付与値
を選定し、選定した符号間干渉付与値から前記トランスバーサルフィルタのタップ係数と
前記最尤復号器の識別点信号レベルとをパラメータとして設定するパラメータ設定手段を
有し、

前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値のうち少なくとも一つは、０より大きく１より小さい
値を持つことを特徴とする請求項３記載の光学的情報再生装置。



光ディスク１０１への記録時には、記録／再生系１０２において二値入力データが例えば
変調符号化によって、０または１の連続長がｄ以上、ｋ以下（各々ｄ制約、ｋ制約と呼ば
れる）のＲＬＬ（ Run Length Limited）符号からなる変調後データに変換され、さらに記
録波形へと変換された後、光ディスク１にピット系列として記録される。光ディスク１０
１からの再生波形は、記録／再生系１０２の特性により矩形波としては得られず、図１３
に示されるように鈍った波形として得られるため、再生波形はトランスバーサルフィルタ
１０３でＰＲ等化された後、ＭＬ復号器１０４によって二値データへ復号される。
【０００５】
光ディスク装置で利用が検討されているＰＲＭＬ方式におけるＰＲ等化方式としては、Ｐ
Ｒ（１，１）、ＰＲ（１，２，１）、ＰＲ（１，２，２，１）、ＰＲ（１，３，３，１）
等が挙げられる。ここでＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ，１）等化とは、図１４に示す
ように１Ｔ記録波形に対する等化後波形の識別点信号レベルが１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ
，１となるような等化を意味する。言い換えると、（　）内の数字はＰＲ等化により、各
サンプリング時刻毎にどのような値の符号間干渉が付与されるかを表している。
【０００６】
図１５に、上に挙げた各ＰＲＭＬ方式の等化後波形の例を示す。同図に示されるように、
例えばＰＲ（１，１）では、あるサンプリング時刻のデータが次のサンプリング時刻のデ
ータに＋１の干渉を起こし、またＰＲ（１，２，１）では、あるサンプリング時刻のデー
タが次のサンプリング時刻のデータに＋２の干渉、さらに次のサンプリング時刻のデータ
には＋１の干渉を起こすように等化を行っている。ＰＲ（１，２，２，１）も同様である
。
【０００７】
所望のＰＲ等化を行うためには、トランスバーサルフィルタ１０３のタップ係数（図２の
Ｃ０，Ｃ１，…，Ｃｍ）を適切に選定しなくてはならない。タップ係数の選定法としては
、例えば最小自乗誤差法（ＭＳＥ法）が用いられる。ＭＳＥ法は、既知の二値データと使
用するＰＲ等化方式とから等化後目標波形を求め、これと先の二値データに対応する再生
波形とから、等化自乗誤差が最小になるようにタップ係数を選定する方法である。
【０００８】
図１２は、トランスバーサルフィルタ１０３のタップ係数に固定値を用いる場合の例であ
るが、図１６はタップ係数を可変とした場合の例である。図１６では、図１２の構成に加
えて、パラメータ設定器１０５が設けられる。パラメータ設定器１０５は、パラメータ設
定用二値データを格納したメモリ１０６と、等化後目標波形作成器１０８およびタップ係
数決定器１０９から構成される。
【０００９】
等化後目標波形作成器１０８では、パラメータ設定用二値データと使用するＰＲ等化方式
とから等化後目標波形を作成する。光ディスク１０１には、パラメータ設定用二値データ
に対応するピットが予め記録されており、この部分の再生波形と等化後目標波形とから、
トランスバーサルフィルタ１０３のタップ係数が決定される。
【００１０】
ＰＲ等化後波形に対するＭＬ復号器１０４での識別点信号レベルは、トランスバーサルフ
ィルタ１０３において使用されるＰＲ等化方式から求められる。例えば、ＰＲ（１，Ｘ，
Ｘ，１）等化では、識別点信号レベルは後述する図４～図７のように求められる。ＭＬ復
号器１０４では、これらの識別点信号レベルをパラメータに用いて、トランスバーサルフ
ィルタ３よりの等化後波形から二値データへの復号を行う。
【００１１】
ところで、光ディスク装置では磁気ディスク装置（特にハードディスク装置）とは異なり
、記録媒体としてドライブ装置に対して着脱可能ないわゆるリムーバブル媒体が使用され
ることが多い。上述したＰＲＭＬ方式を用いた光ディスク装置においても、当然に仕様や
特性の異なる複数種類の記録媒体に対応できることが望まれている。しかし、従来のＰＲ
ＭＬ方式を用いた光ディスク装置では、ＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ，１）等化にお
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けるＸ１，Ｘ２，…，Ｘｎの値（符号間干渉値）は固定であり、複数種類の記録媒体につ
いて再生を行う場合、ある記録媒体に対してＸ１，Ｘ２，…，Ｘｎの値を最適化すると、
再生波形の特性が異なる他の記録媒体を使用したときには、ビットエラー率を小さくでき
ないという問題がある。
【００１２】
すなわち、ＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ，１）等化において、従来では通常Ｘ１，Ｘ
２，…，Ｘｎの値を整数に選んでいるが、記録媒体の種類によってはＭＬ復号後のデータ
のビットエラー率を最小とするＸ１，Ｘ２，…，Ｘｎの値は、整数になるとは限らないに
もかかわらず、従来では整数の値を選定していた。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来のＰＲＭＬ方式を適用した光ディスク装置では、複数種類の記録媒
体への対応については考慮されておらず、ある記録媒体に対して最適化すると、再生波形
の特性が異なる他の記録媒体を使用した場合に、ビットエラー率を小さくできなくなると
いう問題があった。
【００１４】
本発明は、このような問題点を解決すべくなされたものであり、複数種類の記録媒体に対
してＰＲＭＬ方式での再生を可能とした光学的情報記録再生装置を提供することを目的と
する。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　 記録媒体にマーク列として記録された情報を光学的に再生し、得られた再
生波形をトランスバーサルフィルタによりパーシャルレスポンス等化した後、最尤復号器
で二値データへの復号を行う光学的情報再生装置において、

を有するこ
とを特徴とする。
【００１６】
　この発明はまた、記録媒体にマーク列として記録された情報を光学的に再生し、得られ
た再生波形をトランスバーサルフィルタによりパーシャルレスポンス等化した後、最尤復
号器で二値データへの復号を行う光学的情報再生装置において、前記パーシャルレスポン
ス特性をＰＲ（１、Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎ，１）で表したとき、

を有することを特徴とする
。
【００１７】
　

前記パラメータ設定
手段 ラメータ設定用二値データを記憶した記憶手段と、この記憶手段に記憶された
パラメータ設定用二値データと前記最尤復号器により復号された二値データとを比較して
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この発明は、

前記パーシャルレスポンス特
性をＰＲ（１、Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎ，１）で表したとき、少なくとも前記最尤復号器
より復号された二値データから、誤り率を判定する判定手段と、この判定手段の判定結果
に応じてＸ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値を選定するＸ値選定手段と、前記Ｘ１，Ｘ２，・・
・Ｘｎの値から前記識別点信号レベルを決定する識別点信号レベル決定手段と

少なくとも前記最尤復
号器より復号された二値データから、誤り率を判定する判定手段と、この判定手段の判定
結果に応じてＸ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値を選定するＸ値選定手段と、前記Ｘ値判定手段
により選定された前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値から等化後目標波形を作成する等化後
目標波形作成手段と、前記等化後目標波形と前記再生波形とから前記トランスバーサルフ
ィルタのタップ係数を決定するタップ係数決定手段と、前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値
から前記識別点信号レベルを決定する識別点レベル決定手段と

またこの発明は、記録媒体にマーク列として記録された情報を光学的に再生し、得られ
た再生波形をトランスバーサルフィルタによりパーシャルレスポンス等化した後、最尤復
号器で二値データへの復号を行う光学的情報再生装置において、前記再生波形の特性に応
じて前記パーシャルレスポンス等化における符号間干渉付与値を選定し、選定した符号間
干渉付与値から前記トランスバーサルフィルタのタップ係数と前記最尤復号器の識別点信
号レベルとをパラメータとして設定するパラメータ設定手段を有し、

は、パ



誤り率を判定する誤り率判定手段と、この誤り率判定手段の判定結果に応じて前記Ｘ１，
Ｘ２，・・・Ｘｎの値を選定するＸ値選定手段と、前記記憶手段に記憶されたパラメータ
設定用二値データと前記Ｘ値選定手段により選定された前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値
とから等化後目標波形を作成する等化後目標波形作成手段と、前記等化後目標波形と前記
再生波形とから前記トランスバーサルフィルタのタップ係数を決定するタップ係数決定手
段と、前記Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎの値から前記識別点信号レベルを決定する識別点レベ
ル決定手段 。
【００２３】
このように本発明では、記録媒体の種類を再生波形の特性から間接的に検出するか、また
は直接的に検出し、その記録媒体の種類に応じてトランスバーサルフィルタのタップ係数
および最尤復号器における識別点信号レベルを設定することにより、複数種類の記録媒体
に対してＰＲＭＬ方式で良好な再生を行うことが可能となる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００２５】
（第１の実施形態）
図１は、本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置の構成を示すブロック図である。
この光ディスク装置は、光ビームにより光学的に情報の記録再生を行う記録媒体である光
ディスク１と、光学ヘッドを含む記録／再生系２と、この記録／再生系２から再生時に出
力される再生波形についてＰＲ等化（パーシャルレスポンス等化）を行うトランスバーサ
ルフィルタ３と、このトランスバーサルフィルタ３による等化後再生波形から二値データ
への復号を行うＭＬ復号器（最尤復号器）４、およびトランスバーサルフィルタ３のタッ
プ係数と識別点信号レベルをパラメータとして設定するパラメータ設定器５から構成され
ている。以下、トランスバーサルフィルタ３でのＰＲ等化としてＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）
等化を用いた場合について説明する。
【００２６】
トランスバーサルフィルタ３は、例えば図２に示すように構成される。このトランスバー
サルフィルタ３は、所定の遅延時間を持つ単位遅延要素１８ａ，１８ｂ，…，１８ｃを縦
続接続し、各遅延要素１８ａ，１８ｂ，…，１８ｃの入出力端（タップという）の信号に
対して、重み付け器１９ａ，１９ｂ，…，１９ｃにより重み係数（タップ係数という）Ｃ
０，Ｃ１，…，Ｃｍを乗じることで重み付けを行い、重み付け後の信号を加算器２０で加
算して等化後波形を得る構成となっている。
【００２７】
この場合、タップ係数Ｃ０，Ｃ１，…，Ｃｍを適当に選ぶことによって、再生波形をＰＲ
等化することができる。タップ係数の選定法としては、例えば既知の二値データと使用す
るＰＲ等化方式とから等化後目標波形を求め、これと先の二値データに対応する再生波形
とから、等化自乗誤差が最小になるようにタップ係数を選定する最小自乗誤差法（ＭＳＥ
法）が用いられる。
【００２８】
パラメータ設定部５は、パラメータ設定用二値データを記憶したメモリ６と、Ｘ値設定器
７と、等化後目標波形作成器８と、タップ係数決定器９と、識別点信号レベル決定器１０
および誤り率判定器１１から構成される。
【００２９】
Ｘ値選定器７は、本実施形態ではトランスバーサルフィルタ３でのＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１
）等化における符号間干渉値であるＸの値を再生波形の特性、ここでは誤り率判定器１１
の判定結果に基づいて選定するものであり、最初まず初期値Ｘ０を出力した後、誤り率判
定器１１の判定結果から順次Ｘｉを求め、最終的に誤り率（ビットエラー率）が許容値を
満たすＸの値を選定する。
【００３０】
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前述したように、ＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ，１）等化を考えたとき、ＭＬ復号で
得られた二値データのビットエラー率を最小とするＸ１，Ｘ２，…，Ｘｎの値は、光ディ
スク１である記録媒体によっては整数になるとは限らない。例えば、本実施形態のＰＲ（
１，Ｘ，Ｘ，１）等化におけるＸの値とＭＬ復号後の二値データのビットエラー率との関
係は、図３のようになる。図３における点２２ａ，２２ｂは、それぞれ光ディスク１とし
て異なる媒体Ａ、媒体Ｂを使用した時のビットエラー率を最小とするＸの値ＸＡ，ＸＢを
示しており、これらは必ずしも整数とはならない。図３の例では、高密度媒体ＡのＸの値
ＸＡは０より大きく１より小さい値、低密度媒体ＢのＸの値ＸＢは１より大きく２より小
さい値となっている。
【００３１】
図３の曲線２１ａ，２１ｂに示されるように、媒体Ａ，ＢともＸ値と誤り率との関係は下
に凸の関数であることから、ＸＡ，ＸＢの値は容易に求められる。すなわち、Ｘの値を変
化させてビットエラー率の変化を求め、エラー率が減少から増加に転ずる直前のＸの値を
ＸＡ，ＸＢとして求めることができる。また、図３からＸの収束値は必ずしも整数である
必要は無く、特に媒体Ａに示されるような高密度光ディスクにおいては、Ｘの値を０より
大きく１より小さい値に設定することによって、良好な再生が可能となる。Ｘ値選定器７
は、こうして選定したＸの値を等化後目標波形作成器８と識別点信号レベル決定器１０に
供給する。
【００３２】
等化後目標波形作成器８は、パラメータ設定用二値データ用メモリ６から与えられる二値
データと、Ｘ値選定器７で選定されたＸの値とから、等化後目標波形を作成する。等化後
目標波形は、トランスバーサルフィルタ３で正しく等化された後の再生波形がとるべき波
形を示している。
【００３３】
この等化後目標波形は、タップ係数決定器９に与えられる。光ディスク１にはパラメータ
設定用二値データに対応するピットが予め記録されており、タップ係数決定器９は、この
ピットに対応する再生波形と等化後目標波形とから、該再生波形が等化後目標波形に一致
するようなタップ係数を求め、それをトランスバーサルフィルタ３に与える。
【００３４】
識別点信号レベル決定器１０は、Ｘ値選定器７から与えられるＸの値に基づいて識別点信
号レベルを求め、これをＭＬ復号器４に供給する。本実施形態では、トランスバーサルフ
ィルタ３においてＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）等化を行っているが、このＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，
１）等化における識別点信号レベルは、Ｘの値から例えば図４～図７に従って容易に求め
られる。
【００３５】
図５～図７は、ＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）等化時の状態遷移図を示す図であり、図中で使用
される記号は図４のように定義される。３ビット前までの入力ビットの履歴と現入力ビッ
トとから識別点信号レベルが決まる。
【００３６】
ＲＬＬ（ｄ，ｋ）符号により変調された変調後データをＮＲＺＩ変換すると、最短ピット
（ブランク）長は（ｄ＋１）Ｔとなる。ｄ制約なしの時の状態遷移図を図５に、ｄ制約が
１の場合の状態遷移図を図６に、ｄ制約が２の場合の状態遷移図を図７にそれぞれ示す。
【００３７】
ｄ制約が１の場合、最短ピット（ブランク）長は２Ｔとなり、その結果、状態Ｓ２（０１
０）、状態Ｓ５（１０１）が無くなる。また、ｄ制約が２の場合、最短ピット（ブランク
）長は３Ｔとなり、その結果、状態Ｓ２（０１０）、状態Ｓ５（１０１）が無くなるのに
加えて、状態Ｓ３→状態Ｓ６への状態遷移、状態Ｓ４→状態Ｓ１への状態遷移が無くなる
。
【００３８】
ＭＬ復号器１１は、こうして求められた識別点信号レベルを用いてトランスバーサルフィ
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ルタ３からの等化後波形に対して例えばビタビ復号などの最尤復号を行って、二値データ
の復号データを出力する。この復号された二値データは、次段の回路へ出力されると共に
、誤り率判定器１１にも供給される。
【００３９】
誤り率判定器１１では、ＭＬ復号器１１からの二値データとメモリ６からのパラメータ設
定用二値データとを比較することで二値データの誤り率、すなわちビットエラー率を求め
、求めたビットエラー率が許容値を満たしているか否かを判定して、その判定結果をＸ値
選定器７へ出力する。この誤り率判定器１１でビットエラー率が許容値を満たしていると
判定された段階で、その時のタップ係数および識別点信号レベルを用いたＰＲ（１，Ｘ，
Ｘ，１）ＭＬ方式により、ＰＲ等化および最尤復号が行われる。
【００４０】
このようにして本実施形態によれば、光ディスク１として用いる媒体の種類の依存した光
ディスク１からの再生波形の特性（ビットエラー率）に応じて、ＰＲ等化における符号間
干渉付与値のＸの値を選定し、このＸの値からトランスバーサルフィルタ３のタップ係数
と、ＭＬ復号器１１における識別点信号レベルを求めることにより、光ディスク１として
用いる媒体の種類が異なっても、正しく再生を行うことが可能となる。
【００４１】
（第２の実施形態）
次に、本発明の第２の実施形態を説明する。図８は、第２の実施形態に係る光ディスク装
置の構成を示すブロック図である。図１と相対応する要素に同一符号を付して第１の実施
形態との相違点を説明すると、本実施形態ではパラメータ設定器５において、図１中のＸ
値選定器７および誤り率判定器１１に代えて媒体種類判別器１２およびＸ値用メモリ１３
が設けられている。
【００４２】
本実施形態の場合、光ディスク１には媒体の種類を示す識別情報が記録されており、媒体
種類判別器１２は記録／再生系２により再生される再生波形中の識別情報から光ディスク
１の媒体の種類を判別し、その判別結果をＸ値用メモリ１３に供給する。Ｘ値用メモリ１
３は、図９に示されるように、複数種類の記録媒体Ａ，Ｂ，…別に予め求められたＸ値（
ＸＡ，ＸＢ，…）を記憶している。このＸ値用メモリ１３から媒体種類判別器１２で判別
された媒体種類に対応したＸ値のデータが読み出され、等化後目標波形作成器８と識別点
信号レベル決定器１０に供給される。
【００４３】
このように本実施形態によれば、光ディスク１として用いる記録媒体の種類に最適なタッ
プ係数および識別点信号レベルを設定することができる。
【００４４】
（第３の実施形態）
次に、本発明の第３の実施形態を説明する。図１０は、第３の実施形態に係る光ディスク
装置の構成を示すブロック図である。本実施形態では、パラメータ設定器５が媒体種類判
別器１２とタップ係数用メモリ１４および識別点信号レベル用メモリ１５により構成され
ている。タップ係数用メモリ１４および識別点信号レベル用メモリ１５は、それぞれ図１
１に示されるように、光ディスク１に用いられる複数種類の記録媒体Ａ，Ｂ，…に対応し
たタップ係数ＣＡ０，ＣＡ１，…，ＣＡｍ、ＣＢ０，ＣＢ１，…，ＣＢｍ…および識別点
信号レベルＬＡ０，ＬＡ１，…，ＬＡｍ、ＬＢ０，ＬＢ１，…，ＬＢｍ…のデータを記憶
している。そして、これらのメモリ１４および１５から媒体種類判別器１２の判別結果に
対応したタップ係数および識別点信号レベルのデータが読み出され、それぞれトランスバ
ーサルフィルタ３およびＭＬ復号器４に与えられる。
【００４５】
このように本実施形態によっても、光ディスク１として用いる記録媒体の種類に最適なタ
ップ係数および識別点信号レベルを設定することができる。
【００４６】
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なお、以上の実施形態においては、ＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）等化を例にとり説明したが、
これに限られるものではなく、ＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ，１）等化（ｎは１以上
）のいずれの場合にも本発明は適用可能である。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば再生波形の特性や記録媒体の種類に合わせてパーシ
ャルレスポンス等化における符号間干渉付与値、すなわちＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘ
ｎ，１）等化でのＸ１，Ｘ２，…，Ｘｎの値を選定し、選定した符号間干渉付与値からト
ランスバーサルフィルタのタップ係数と最尤復号器の識別点信号レベルとをパラメータと
して設定するか、あるいは記録媒体の種類に合わせて予め求めて記憶しておいたトランス
バーサルフィルタのタップ係数と最尤復号器の識別点信号レベルを読み出してパラメータ
として設定することによって、複数種類の記録媒体に対してＰＲＭＬ方式による再生を可
能とすることができる。
【００４８】
また、特にＸ１，Ｘ２，…，Ｘｎの値として、０より大きく１より小さい値の設定を可能
としたことにより、高密度媒体の再生が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光ディスク装置の構成を示すブロック図
【図２】トランスバーサルフィルタの構成を示す図
【図３】ＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）ＭＬを用いた場合のＸの値と復号データのビットエラー
率の関係を示す図
【図４】ＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）等化におけるＸの値と識別点信号レベルの関係を説明す
るための状態遷移図の定義を示す図
【図５】ＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）等化におけるＸの値と識別点信号レベルの関係を説明す
るためのｄ制約なしのときの状態遷移図
【図６】ＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）等化におけるＸの値と識別点信号レベルの関係を説明す
るためのｄ制約＝１のときの状態遷移図
【図７】ＰＲ（１，Ｘ，Ｘ，１）等化におけるＸの値と識別点信号レベルの関係を説明す
るためのｄ制約＝２のときの状態遷移図
【図８】本発明の第２の実施形態に係る光ディスク装置の構成を示すブロック図
【図９】図８中のＸ値用メモリの構成を示す図
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る光ディスク装置の構成を示すブロック図
【図１１】図１０中のタップ係数用メモリおよび識別点信号レベル用メモリの構成を示す
図
【図１２】ＰＲＭＬ方式を用いた従来の光ディスク装置の構成を示す図
【図１３】光ディスク装置における変調後データと記録波形とピット系列および再生波形
の例を示す図
【図１４】ＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ，１）等化を行う際の１Ｔ記録波形と等化後
波形の関係を示す図
【図１５】光ディスク装置における変調後データと再生波形および各種ＰＲ等化波形の例
を示す図
【図１６】ＰＲＭＬ方式を用いた従来の他の光ディスク装置の構成を示す図
【符号の説明】
１…光ディスク
２…記録／再生系
３…トランスバーサルフィルタ
４…ＭＬ復号器
５…パラメータ設定器
６…パラメータ設定用二値データ用メモリ
７…Ｘ値設定器
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８…等化後目標波形作成器
９…タップ係数決定器
１０…識別点信号レベル決定器
１１…誤り率判定器
１２…媒体種類判別器
１３…Ｘ値用メモリ
１４…タップ係数用メモリ
１５…識別点信号レベル用メモリ
１６…１Ｔ記録波形
１７…ＰＲ（１，Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ，１）等化を行ったときの１Ｔ等化後波形
１８ａ，１８ｂ，１８ｃ…単位遅延要素
１９ａ，１９ｂ，１９ｃ…乗算器
２０…加算器
２１ａ，２１ｂ…各媒体のＸ値とビットエラー率の関係を示す関数
２２ａ，２２ｂ…極小値
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

(10) JP 3776530 B2 2006.5.17



【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

(11) JP 3776530 B2 2006.5.17



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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