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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のランドトラックとグルーブトラックを有する情報記録媒体であって、前記ランド
トラックないしグルーブトラックは、
　前記ランドトラックないしグルーブトラックのいずれかの円周方向に少なくとも一つ配
置されたセグメントと、
　前記セグメント毎に配置されたアドレス情報領域と、
　前記アドレス情報領域に設けられ、前記ランドトラックまたはグルーブトラックの位置
情報を示すアドレス情報が記録された第１のアドレス情報領域と第２のアドレス情報領域
と、
　前記セグメント毎に配置されたマーク形成領域とを備え、
　当該マーク形成領域の前記ランドトラックまたはグルーブトラックには、前記ランドト
ラックおよびグルーブトラックに関して、前記第１のアドレス情報領域と前記第２のアド
レス情報領域のいずれが有効であるかを示す選択信号を形成するための、２つの第１のウ
ォブルマーク、第１のウォブルマークと第２のウォブルマーク、２つの第２のウォブルマ
ークおよび第２のウォブルマークと第１のウォブルマークのいずれかの組み合わせにより
構成される一対のウォブルマークが、隣接トラック方向に交互に記録されたことを特徴と
する情報記録媒体。
【請求項２】
　前記の選択信号は、前記セグメント毎に、第１のアドレス情報領域と第２のアドレス情
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報領域が交互に有効になるように配置されていることを特徴とする請求項１に記載の情報
記録媒体。
【請求項３】
　前記の選択信号は、前記トラック毎に第１のアドレス情報領域と第２のアドレス情報領
域が交互に有効になるように配置されていることを特徴とする請求項１に記載の情報記録
媒体。
【請求項４】
　前記の選択信号は、前記セグメント毎に、第１のアドレス情報領域と第２のアドレス情
報領域が交互に有効になるように配置されており、かつ、一トラックあたりのセグメント
数は奇数であることを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項５】
　前記第１のアドレス情報および前記第２アドレス情報は、トラックを同定する情報を含
み、前記の同一のセグメント内では前記第１のアドレス情報領域に記録されているトラッ
ク同定情報と前記第２のアドレス情報領域に記録されているトラック同定情報は異なるこ
とを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項６】
　前記アドレス情報はトラックを同定する情報と角度位置を同定する情報を含み、前記角
度同定情報は複数のトラックに亘って同一であることを特徴とする請求項１に記載の情報
記録媒体。
【請求項７】
　前記トラックは交互に配置された２系列の情報トラックからなり、前記２系列のうち一
系列の情報トラックにおいては、第１のアドレス情報は隣接するどちらかの同一系列のト
ラックと同一でかつ第２のアドレス情報は隣接する他方の同一系列のトラックと同一であ
ることを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録媒体の記録フォーマットすなわち記録領域識別のためのアドレス情報
が配置されて情報記録媒体、ならびに、情報記録媒体の情報再生方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の光ディスクのトラック構造の一例を、図３および図４を用いて説明する。ディスク
状記録媒体の半径方向に複数のグルーブトラック3及びランドトラック4が交互に配置され
ている。各トラックは半径方向に微小量ウォブルされている。また、各トラックは半径方
向にそろった複数の円弧状セクタに分割されており、各円弧状セクタの先頭部には、記録
領域を識別するアドレス情報を有するヘッダ6が配置されている。ヘッダ6は半径方向にそ
ろっている。すなわち放射線上に配置されている。
【０００３】
図３はトラック先頭部のヘッダ部分すなわち記録位置の識別情報が記録されたアドレス情
報部分の詳細を示したものである。図３でアドレス情報は第１の位置21、第２の位置22の
２つの場所に半径方向にそろって放射状に配置されている。前後のトラックはグルーブ部
3同士、ランド部4同士で接続している。この図の例では各アドレス情報はその右側の情報
トラックの記録領域に対応している。さらに、図の右側の溝部情報トラック3に対応する
アドレス情報は第１の位置21に、溝間部情報トラック4に対応するアドレス情報は第２の
位置22にピット23の形態で配置されている。すなわち、アドレス情報の情報トラックに沿
う方向の位置が、隣接するトラック同志で異なっており、かつ、２つ隣のトラックとは一
致するように配置されている。すなわち、ランドとグルーブトラックの境界線上で見ると
、識別情報の配置位置を第一と第二の領域に分け、１トラックおきに交互に第一と第二の
識別情報領域を用いる構成となっている。
【０００４】
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ヘッダ部の識別情報は小さな窪み（ピット）によって、形成されており。これはディスク
の製造時に基板の凹凸などとして、グルーブなどと同時に形成される。記録膜として相変
化型記録膜（ＧｅＳｂＴｅ）を用いており、記録マークは非晶質領域の形で形成される。
【０００５】
以上の従来例については、たとえば、特許２８５６３９０などに詳しく記載されている。
【０００６】
一方、ヘッダ部に記録を行わずに、グルーブ部のウォブルによりアドレス情報を記録する
別の従来例としては、例えば、特開平９－１０６５４９に記載された例がある。
【０００７】
この例では、アドレスデータを記録するのに周波数変調されたウォブルグルーブを用いて
いる。ディスク一周約3360個のウォブルからなり、アドレスデータ１ビットを７周期のウ
ォブルを用いている。ビット"１"を表す際には、この７周期のうち前半を４周期、後半を
3周期となるようにしている。すなわち、前半が高周波数、後半が低周波数となるように
なっている。周波数比は4:3である。ビット"０"はその逆で、前半部が３周期の低周波数
ウォブル、後半部は４周期の高周波数のウォブルであらわされている。アドレスビット６
０個でアドレス符号語が構成されている。トラック一周あたりのアドレス符号語数は８個
である。アドレス符号語６０ビットのうち１４ビットはエラー検出の為のパリティ（ＣＲ
Ｃ）であり、また、先頭の４ビットは、この符号語に同期する為の同期情報である。残り
のうち２０ビットはトラック情報（トラック番号）である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記特許２８５６３９０の従来例においては、ヘッダ部には、グルーブが
無く、記録領域としては用いることができないため記録トラックの利用効率（フォーマッ
ト効率）が低下してしまう問題があり、大容量化実現には不利であった。
【０００９】
また、特開平９－１０６５４９記載の例では、アドレス情報をグルーブ部のみにしか配置
することができなかった。なぜなら、隣接するトラック同志ではトラック番号が異なるた
め、パリティ（ＣＲＣ）を含めて６０ビットのうち１０ビット程度は必ず異なるデータと
なっている。このため、グルーブ間のランド部に情報を記録しようとしても両隣のウォブ
ル情報が異なるため、ウォブル情報を適切に再生することができない。また、ランドの部
分では、両隣のウォブルの位相が揃っていない部分が生じるため、ランド部分の幅が狭い
部分と広い部分ができてしまい、記録や再生時に隣接トラックからのクロストークが生じ
る原因となり、ランド・グルーブ記録には適用できない。このため、ランドもしくはグル
ーブのいずれか一方にしか記録できないため、この例でもやはり大容量化を図ることが難
しい。
【００１０】
本発明の第１の目的は、フォ－マット効率が高く、かつ、狭トラック化の可能な高密度記
録情報記録媒体を提供することにある。また、本発明の第２の目的は、高密度情報記録媒
体の高信頼再生方法を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
前記第１の目的を達成するため以下の手段を用いた。
（１）複数のトラックを有する情報記録媒体において、前記トラックが、円周方向に少な
くとも一つのセグメントを有し、各セグメントはアドレス情報領域を有し、前記アドレス
情報領域は、円周方向に第１のアドレス情報領域と第２のアドレス情報領域を有し、前記
第１のアドレス情報領域と前記第２のアドレス情報領域のいずれが有効であるかを示す選
択信号を、前記セグメント毎に配置した。
【００１２】
これにより、当前記トラックに有効な情報と、当前記トラックには無効で他のトラックに
有効な情報とを混在して配置しながら、いずれが当前記トラックに有効であるかを識別す
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ることが可能になるため、一つのトラックに配置されたアドレス情報を他のトラックと共
用することが可能になる。このため、たとえば、ランド・グルーブ型記録方式において、
グルーブ（またはランド）部のみにアドレス情報を配置して、ランド（またはグルーブ）
部においては隣接トラックに記録された情報を共用して、アドレス情報とすることができ
るため、高効率なアドレス情報を配置した記録媒体の提供が可能になる。
【００１３】
（２）前記の選択信号を、前記セグメント毎に、第１のアドレス情報領域と第２のアドレ
ス情報領域が交互に有効になるように配置した。
【００１４】
これにより、第１のアドレス領域と第２のアドレス領域の両者を均等に利用できるため、
どちらか一方に欠陥などが集中していたとしても確実にアドレス情報を再生できるため高
信頼なアドレス検出に適する。
【００１５】
（３）前記の選択信号を、前記トラック毎に第１のアドレス情報領域と第２のアドレス情
報領域が交互に有効になるように配置した。
【００１６】
これにより、隣接トラックとは使用するアドレス領域が異なることとなるため、隣接トラ
ックのアドレス情報が当前記トラックアドレス情報再生信号に影響を及ぼすほど高密度化
した場合にでも、隣接トラックの影響を受けない領域をアドレスとして使用することが容
易になるため、高トラック密度記録に適する。とくにグルーブ部とランド部の両者を記録
領域とするランド・グルーブ型光ディスクなどのアドレス方式とし最適である。
【００１７】
（４）前記の選択信号を、前記セグメント毎に、第１のアドレス情報領域と第２のアドレ
ス情報領域が交互に有効になるように配置し、かつ、トラックあたりのセグメント数を奇
数とした。
【００１８】
これにより、第１のアドレス領域と第２のアドレス領域の両者を均等に利用できるため、
確実な情報再生が可能になる。トラックあたりのセグメント数が奇数であることにより、
セグメント毎に交互に有効領域を配置すると、必ず、１トラック先では、有効領域が反転
することとなる。このため、隣接するトラックとのアドレスの共用が容易になる。
【００１９】
（５）前記第１のアドレス情報および前記第２アドレス情報は少なくともトラックを同定
する情報を含み、前記の同一のセグメント内では前記第１のアドレス情報領域に記録され
ているトラック同定情報と前記第２のアドレス情報領域に記録されているトラック同定情
報は異なるようにした。
【００２０】
これにより、セグメント内の第１のアドレス情報と第２のアドレス情報の一方のみを使用
してトラックを同定することができる。
【００２１】
（６）前記アドレス情報はトラックを同定する情報と角度位置を同定する情報を少なくと
も含み、前記角度同定情報が複数のトラックに亘って同一であることとした。
【００２２】
これにより、角度情報を確実に再生できると共に、他のトラックにアクセスした場合でも
、角度情報が変わらないため、アクセス時の回転同期が容易になり、高信頼な高速アクセ
スに適する。
【００２３】
（７）前記アドレス情報は、トラックを同定する情報と角度位置を同定する情報を少なく
とも含み、前記角度同定情報を一周のうちの少なくとも一部分を再生すれば角度が確定す
るように配置した。
【００２４】
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これにより、ディスクへの回転同期に要する時間が低減でき、高速アクセスに適する。
【００２５】
（８）前記アドレス情報を前記の複数のセグメントに亘ってインターリーブして配置した
。これにより、前記第１と第２のアドレス情報領域からの信号を交互に得ることができる
ため、安定した再生の実現が容易になる。
【００２６】
（９）前記トラックは交互に配置された２系列の情報トラックからなり、前記２系列のう
ち一系列の情報トラックにおいては、第１のアドレス情報は隣接するどちらかの同一系列
のトラックと同一でかつ第２のアドレス情報は隣接する他方の同一系列のトラックと同一
であることとした。
【００２７】
これにより、ランド・グルーブ記録のように２系列のトラックを有する情報記録媒体にア
ドレス情報を効率的に配置することが可能となる。このランド・グルーブ記録方式は狭ト
ラック化に適するため、結果として高密度な情報記録媒体を提供することができる。
【００２８】
本発明の第２の目的を達成するため以下の手段を用いた。
【００２９】
（１０）第１と第２のアドレス情報を同時に再生／復号する手段と、各々のアドレス情報
の信頼性を評価して、２つのアドレス情報のうちより信頼性の高いアドレス情報を選択し
て再生することとした。
【００３０】
これにより、信頼度に応じて確実にアドレスを再生でき、また、アドレスを読み直すこと
なく、必要な系列のアドレス情報を得ることできるため、高速アクセスが容易になる。
【００３１】
（１１）第１と第２のアドレス情報と前記第１と第２のアドレス情報のいずれが有効かを
示す選択信号を再生して判定するにあたっては少なくとも複数の選択信号を再生すること
とした。
【００３２】
これにより、アドレスの誤判定・誤検出を防止することが容易になり、アドレス再生の信
頼度が向上する。
【００３３】
また、本願発明は以下の構成をも包含する。
【００３４】
（１２）複数のトラックを有する情報記録媒体において、各々のトラックは、複数のセグ
メントを少なくとも有し、同一のトラックの少なくとも２つのセグメントは同一の情報を
含む冗長性を有し、前記冗長性は、同一情報が配置された複数のセグメントから任意の部
分を一部ずつ取り出して合成すると元の情報が復元できるように配置した。
【００３５】
これにより、セグメントの一部または全部が欠陥などによって万一再生できなかったとし
ても、他のセグメントの情報を用いることで、アドレス情報を確実に再生できるため信頼
性が向上する。
【００３６】
（１３）複数のトラックを有する情報記録媒体であって、
各々のトラックには、複数のセグメントを少なくとも有し、同一のトラックの少なくとも
２つのセグメントには同一の情報を含み、前記同一情報には同一のエラー検出／訂正のた
めの情報が少なくとも付加され、前記アドレス情報と共に各セグメントに配置されるよう
にした。
【００３７】
これにより、セグメントの一部または全部が欠陥などによって万一再生できなかったとし
ても、他のセグメントの情報を用いることで、エラー検出／訂正を確実に行ってアドレス
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情報を再生できるため信頼性が向上する。
【００３８】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
図１８は本実施例の概要を示したものである。アドレス情報は角度情報部分とトラック情
報に分けて表す。この角度情報31とトラック情報32は各トラック内でインターリーブして
配置される。アドレス情報自体はグルーブ部にのみ溝ウォブル信号（溝部の半径方向への
微小な変位）として配置される。このウォブル信号は溝が光スポットの中心部からずれる
ことにより生じる再生光の反射光量分布の非対称性を利用して検出する、いわゆる、プッ
シュプル信号により検出することができる。このプッシュプル信号は溝に光スポットを追
従させるトラッキングサーボ際のトラッキング誤差信号として用いるものと同様であるが
、サーボは光ヘッドのレンズを移動させて行うため、サーボ追従帯域は数kHzである。し
たがって、ウォブル信号として数１００kＨｚ以上の信号を配置しておくと、サーボによ
って光スポットが溝を追従したとしても、このウォブル信号には追従しないため、溝が光
スポットの中心からずれることによるプッシュプル信号が発生し、ウォブル信号が得られ
る。
【００３９】
ランド部は図２に示したように両隣のグルーブにはさまれた領域であるので、両隣のグル
ーブのウォブルが同一である場合には、ランド部も全く同様にウォブルされることなり、
ランド部でも同一の情報が配置されることになる。しかしながら、両隣のグルーブ部分の
情報が異なる部分では、ランド部分は純粋な「ウォブル」ではなく溝部の幅が変調される
ことになるため、ウォブル信号を再生することができない。本発明では、インターリーブ
されて配置された情報のうち角度情報310は、全トラックに亘って同じものとしている。
インターリーブされたトラック情報部分320に関しては、領域を前後にさらに分割し、マ
ーク330、第１のトラック情報領域331、第２のトラック情報領域332の３つに分割される
。第１のトラック情報領域と第２のトラック情報領域に記録されるトラック情報は異なる
。図ではグルーブトラックTr2-Gでは第１と第２のトラック情報として「Tr1」「Tr2」と
いう情報が配置される。「Tr1」「Tr2」が第１と第２のどちらに記録されるかは各々のイ
ンターリーブされたトラック情報領域（セグメント）毎に異なり、交互に配置されるよう
になっている。隣接グルーブトラックTr3-Gでは第１と第２のトラック情報として「Tr2」
「Tr3」という情報が配置される。この場合は「Tr2」の情報が先ほどのトラックでの「Tr
2」の情報に隣接するように配置される。すなわち、「Tr2」という情報はランドトラック
Tr2-Lに隣接する２つのグルーブトラックでまったく同一であるため、ウォブル信号も同
じになり、このランドトラックにおいても、ウォブル信号から「Tr2」という情報を再生
することが可能となる。しかしながら、このランドトラックTr2-Lにおいては、隣接グル
ーブ部に「Tr1」あるいは「Tr3」という情報が記録されている領域では隣接するトラック
の情報は異なっており、この領域ではランド部でのウォブル信号が普通には得られない。
このため、ランド部においては。「Tr2」の情報のみが正確に再生されることになる。角
度情報についてはすべてのトラックで共通であるため、ランドトラックにおいても、隣接
トラックのグルーブウォブル信号と同一の信号が得られることは言うまでもない。
【００４０】
図１８の下部ではマークの部分に配置されるウォブル信号の様子を記載している。ランド
部においては両隣のグルーブのウォブル信号が同一の際には前述したように、グルーブと
同じ正弦波状の信号が得られるが、両隣のグルーブのウォブル信号が異なる場合には、ラ
ンド部分では両隣の信号が打ち消し合い、小さな振幅の信号しか得られない。このため、
一対のウォブルマークを図１８左下のように配置しておくことにより、ランド部分では、
トラック後とに、前の部分のウォブルが一致するトラックと後の部分のウォブルが一致す
るトラックが交互に現れることになる。したがって、一対のマーク同士の振幅を比較する
ことによって、ランド部で、一対のマークのうち、どちら側の位相が一致しているかを判
別することができる。このことを利用して、第１のトラック情報と第２のトラック情報の
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うち、どちらのアドレスが有効であるかをランド部において判定することができる。すな
わち、一対のマークが有効領域を示す選択信号として利用できる。グルーブ部においては
、前後のマークが同じか異なるかによって、第１と第２のどちらのトラック情報が有効で
あるかを判別することができる。以下の実施例では、本発明をもう少し詳細に具体的な数
値を上げて説明する。
【００４１】
（実施例２）
本発明の、一実施例の光ディスクの部分拡大図を図２に示す。情報トラックは、ディスク
状基板上にスパイラル状に設けられたグルーブ11およびランド12で構成されている。ユー
ザ情報は反射率の異なる記録マーク13としてランド部12とグルーブ部11の両者に記録され
る。トラック間隔（隣接するグルーブトラックとランドトラックの中心間の平均距離）は
0.25μｍである。グルーブ部は基板上に設けられた溝部となっており、前記溝部の深さは
約40nmである。本実施例は波長約405nm、開口比約0.85の光ヘッドにて記録再生を行うこ
とを想定しているため、この40nmの溝深さは波長の６分の１の光学距離にほぼ等しい。溝
部は、振幅約20nmppで半径方向に微小変位（ウォブル）して形成されている。
【００４２】
ウォブルには図１（ａ）のように、情報“１"には一周期の正弦波、情報“０"には位相が
180度反転した正弦波を対応して情報が記録されている。ここでウォブルに記録されてい
る情報はディスク上の任意の領域に光スポットを誘導してアクセスし記録領域を特定する
ための「アドレス情報」が主に記録されており、ディスクの出荷時にはあらかじめ生成さ
れている。トラックの識別の必要があるため、各トラックのアドレス情報には異なる情報
が書き込まれる。このため、図１（ｂ）に示したように、トラック毎にウォブルのパター
ンが異なり、このことを利用して、再生時にはトラックを同定することができる。図1（
ｂ）では、説明のため、ウォブルの周期を短くして、半径方向のウォブルの振幅を強調し
て図示してある（実際にはウォブル振幅はトラック幅の約８％となっており図示できない
為）。
【００４３】
ウォブルは溝の物理的な変位であるため、通常はディスク基板の成型時に金型から転写す
ることで大量生産されるのが一般的である。本実施例の場合も、予め紫外レーザを用いて
露光・現像・転写して製造（マスタリング）した金型（ニッケルスタンパ）を用いて、射
出成型（インジェクション）装置により、1.1mm厚ポリカーボネート（ＰＣ）基板を成型
転写して使用している。本実施例においては、このＰＣ基板上に相変化記録膜を積層し、
その上に0.1mmの透明カバーシートを紫外線効果樹脂にて接着し、全体で1.2mm厚のディス
クとした。
【００４４】
図５は各トラックにどのようにウォブルアドレス情報が配置されるかを示したものである
。図５はグルーブトラックTGのみの情報を示している。各トラックは５つのワードから構
成される。各ワードは１３個のセグメントS0～S12からなり、さらに各セグメントは１０
個のユニットU0～U9からなる。
【００４５】
各ユニットは36周期のウォブルからなり、前半の１８ウォブルで角度情報を表し、後半の
１８ウォブルで１ビットのトラック情報を表す。前半の角度情報部は同期符号（SY）かど
うかを表す部分“y"と識別信号部“x"を含みx、yの組み合わせで全部で４通りのパターン
になる。後半の１８ウォブルは１ビットのトラック情報“z"を表す。
【００４６】
各ユニットに含まれる前半部の情報（角度情報）は、SY1、SY2、w0、w1、w2およびs0-s4
である。SY1、SY2はセグメントの先頭であることを示す同期マークである。信頼性（冗長
性）を高めるために各セグメントに２個ずつ配置した。w0、w1、w2の３ビットでワード番
号を表す。１トラックには５つのワードがあるので、この３ビットで０－４のワード番号
を表す。s0-s4はセグメント番号で、各ワード内で何番目のセグメントであるかを表す。
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したがって、どれか１セグメント分の情報角度情報を再生するだけで、トラック内で周方
向の位置を同定することができるが、一トラック内には５×13＝65個のセグメントがある
ため、十分に冗長性があり、複数のセグメントの情報を再生して、総合判定することで信
頼性を確保することができる。
【００４７】
各ユニットの後半部の情報は、１ユニットおきに交互にインターリーブして配置されてお
り、奇数ユニットは第１のアドレス情報４ビット分（a0-a3）の情報を保持し、偶数ユニ
ットは第２のアドレス情報４ビット分（b0-b3）を表す。先頭のu0およびu1には、どちら
のアドレス情報が有効であるかを示すマーク信号"ｍａ"と"ｍｂ"が記録されている。この
"ｍａ"、"ｍｂ"の再生信号でどちらのアドレスが有効であるかを判定する方法については
後述する。
【００４８】
このように各セグメントには４ビット分の第１と第２のアドレス情報が各々４ビット保持
されているため、１ワード分、すなわち13セグメントでは各々52ビットのアドレス情報が
配置されている。
【００４９】
この52ビットの内訳を図６に示す。すなわち、24ビットのトラック番号と8ビットの予備
ビットおよび20ビットのパリティが記録されている。このパリティは4ビットを1シンボル
としたガロア体ＧＦ（2４）上でのリードソロモン符号として構成されている。したがっ
て、20ビットは５シンボルであるので、52ビット（13シンボル）中の２シンボルまでの誤
りを訂正し、５シンボルまでの誤りを検出できる。図中a、bとあるのは、第１と第２のア
ドレス情報に対応している。
【００５０】
次に図７を用いてマーク（選択信号）について説明する。前述のようにグルーブ部分には
選択信号である「マーク」を配置するが、この信号はグルーブ部ではそのマーク信号が１
であるか０であるかに対応して、正弦波と位相が１８０度反転した正弦波を配置している
。グルーブ間のランドトラックでは、両隣のグルーブトラックのウォブルが同一であるか
、反転しているかによって、ウォブル信号の振幅が大きく異なる（理想的には反転してい
る場合の振幅はゼロになるはずであるが、実際には種々の誤差や収差により微妙なアンバ
ランスが生じるため、若干の信号が見えるのが普通である）。前述の実施例１の図１８で
説明したのと同様に、ウォブル信号の振幅が大きく異なることを利用して、ランド部でマ
ーク信号を判別することができる。
【００５１】
　図８は、各セグメントでのマーク信号の配置の仕方を示したものである。この図で、TG
(4n)というのは4n番目のグルーブトラックをあらわす。4n番目のグルーブトラックでは一
対のマークma、mbに0、1を割り当てる。同一トラックのすべてのセグメントでマークの情
報は同一である。4n+1番目のグルーブトラックでは一対のマークma、mbに0、0を割り当て
、4n+2番目のグルーブトラックでは一対のマークma、mbに1、0を割り当て、4n+3番目のグ
ルーブトラックでは一対のマークma、mbに1、1を割り当てる。このようにすることにより
、図中楕円で示した部分のマーク信号が、隣接するグルーブ間のランド部分で共通となり
、その他の部分ではウォブル信号の極性が反転することになる。このため、図７で説明し
たように、図８の楕円で囲んだ部分のランド部のマーク信号がその他の部分と比較して大
きくなる。たとえば、ＴＧ（４ｎ）とＴＧ（４ｎ＋１）の間のランドトラックＴＬ（４ｎ
）ではマークmaの振幅がmbよりも大きくなり、このことから、第１のアドレス情報領域"a
"が有効であることが判別できる。同様にＴＧ（４ｎ＋１）とＴＧ（４ｎ＋２）の間のラ
ンドトラックＴＬ（４ｎ＋１）ではマークmbの振幅がmaよりも大きくなり、第2のアドレ
ス情報領域"ｂ"が有効であることが判別できる。グルーブ部では、ｍａとｍｂが異なると
きには"ａ"が有効と判断し、ｍａとｍｂが等しいときには"ｂ"が有効であると判断する。
たとえば、グルーブＴＧ（４ｎ）ではｍａとｍｂが異なるため、第１のアドレス情報領域
"ａ"が有効であることが判別できる。
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【００５２】
この実施例ではマークは各セグメントに一対ずつあるため、一トラックあたりには６５対
ある。また、この６５対は必ず同じ情報となるように配置されているため、複数のマーク
を検出して、その多数決により、信頼度よく有効領域の判定を行うことが可能となる。隣
のトラックでは有効領域の位置が必ず前後反転しているということを利用すれば、複数の
トラックにまたがる領域においても判定の信頼度を増すことができる。
【００５３】
　図９は第１と第２のアドレス領域に配置されるアドレス情報を示したものである。グル
ーブトラックＴＧ（４ｎ）においては、第１のアドレス領域"ａ"にトラック番号４ｎが配
置され、第２のアドレス領域"ｂ"にトラック番号４ｎ－１が配置されている。したがって
、前述のようにグルーブトラックＴＧ（ｎ）では第１のアドレス情報領域"ａ"が有効であ
るため、有効なアドレス情報（トラック番号）は４ｎとなる。また、グルーブトラックＴ

Ｇ（４ｎ＋１）においては、第１のアドレス領域"ａ"にトラック番号４ｎが配置され、第
２のアドレス領域"ｂ"にはトラック番号４ｎ＋２が配置されている。したがって、グルー
ブトラックＴＧ（４ｎ）とＴＧ（４ｎ＋１）の間のランドトラックＴＬ（４ｎ）では、前
述のように、第１のアドレス情報領域が有効となる。第１のアドレス領域では、隣接する
両側のグルーブトラックのアドレスはどちらも4nであるため、ランド部でグルーブ部と同
様にウォブル信号からアドレスを再生することが可能となり、4nがアドレス情報として得
られる。
【００５４】
本実施例（図５）では、１トラックのあたりウォブル数は5ワード×13セグメント×10ユ
ニット×36ウォブル＝23400であり、ディスク上のすべてのトラックで一定である。すな
わち、ウォブル自体は角速度一定のCAV形式で記録されている。ウォブルの周期はディス
ク最内周の半径22ｍｍの位置で6.4μｍ、最外周の半径58ｍｍの位置で15.5μｍとなる。
【００５５】
この実施例では、ランドトラックやグルーブトラックに記録されるユーザデータのチャネ
ルビット長は0.06μｍである。記録はRLL（1,7）符号を用いて行うため、最短マーク長は
0.12μｍ、ユーザビット長は約0.9μｍとなる。ディスク全体のユーザ容量は約50GB（片
面）である。記録時には、ディスクの線速度が一定になるように制御する。すなわちCLV
記録を行う。本実施例では、チャネルビット周波数が200MHzになるように線速度を12m/s
に調整した。再生時には信号はPRML方式で再生される。ディスクの回転がCLVであるため
、ディスクは内周では約5200rpmと早く回転し、外周では約1900Hzと遅く回転する。ウォ
ブルの周波数は内周で約２ＭＨz、外周で約700ＫＨzになる。この周波数はチャネルビッ
ト周波数よりも2桁以上小さいため、ウォブル信号とユーザ記録信号が干渉する恐れはな
い。また、サーボの帯域数ｋＨｚと比べても2桁程度大きいため、サーボへの悪影響も起
こる心配がない。
【００５６】
（実施例３）
実施例２の光ディスクを用いた光記録再生装置の一例を図１０を用いて説明する。図１１
は本発明の光記録フォーマットを用いる光記録再生装置のブロック図を示したものである
。ヘッド620の一部であるレーザ光源625（本実施例では波長約405nm）から出射された光
はコリメータレンズ624を通してほぼ平行な光ビーム622へとコリメートされる。光ビーム
622は光ディスク610上に、対物レンズ623を通して照射され、スポット621を形成する、そ
の後、ビームスプリッタ628やホログラム素子629などを通してサーボ用検出器626や信号
検出器627へと導かれる。各検出器からの信号は加算・減算処理されトラッキング誤差信
号やフォーカス誤差信号などのサーボ信号となりサーボ回路に入力される。サーボ回路は
得られたトラッキング誤差信号やフォーカス誤差信号をもとに、対物レンズアクチュエー
タ631や光ヘッド620全体の位置を制御し、光スポット621の位置を目的の記録・再生領域
に位置づける。検出器627の加算信号は信号再生ブロック641へ入力される。入力信号は信
号処理回路645によってフィルタ処理、周波数等化処理後、デジタル化処理される。グル
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ーブ（溝部）のウォブル情報は分割検出器627からの差動信号として検出され、信号再生
ブロック641中のウォブル検出回路642へと入力される。ウォブル検出回路642は、ウォブ
ル信号と同期したクロックを生成し、ウォブル波形を弁別する働きを持つ。ウォブル検出
回路642により検出されたウォブル信号はアドレスビット検出回路643によってビット情報
に変換され、その後、復号回路646によってアドレス情報として検出される。検出された
アドレス情報をもとに、記録再生処理の開始タイミング信号などが生成されユーザデータ
の復調回路644が制御される。同時にアドレス情報は制御回路（マイクロプロセッサ）に
も送られ、アクセスなどに用いられる。
【００５７】
ウォブル信号検出回路の内部構成例を図１１（ａ）に示す。分割検出器627からの差動信
号（プッシュプル信号）は、まずバンドパスフィルタ421に入力され必要帯域のみが抽出
される。フィルタされた信号はA/Dコンバータ422に入力されデジタル化される。デジタル
信号はPLL回路425へ入力される。PLL回路425は電圧制御発振器（ＶＣＯ）426、搬送波生
成回路（分周・逓倍回路）424および周波数位相比較器423よりなる。本実施例の例ではＶ
ＣＯ426はウォブル周波数の36倍のウォブルチャネルクロック周波数で発振させ、分周回
路424により36分周され、搬送波が生成される。搬送波はデジタル化信号と位相及び周波
数比較される。その比較結果をもとに光ディスクの回転数が制御されると同時に、ＶＣＯ
426の発振周波数が制御され、結果として、ウォブル信号と同期した搬送波が生成される
。
【００５８】
参照波生成回路429では参照波形として、ウォブル周波数と同一周期の正弦波信号を発生
する。この参照波形とデジタル化されたウォブル信号との積演算を行い、その結果を積分
器427で36ウォブルチャネルビット分積算する。積算結果はウォブルデータの0、1に対応
して正または負の値となる。従って弁別回路428により、ウォブル信号の0、1を判定でき
る。
【００５９】
ランド部においては、隣接するグルーブのウォブル波形の位相が反転している場合に、図
７で説明したように、ウォブル再生波形の振幅がほぼゼロになることがあり、この場合は
、積分出力もほぼゼロとなる。従って、積分出力値を利用して、ランド部でのマーク信号
の振幅の大小を判別することができる。前述したように、マーク信号に関しては、一対の
マーク振幅の大小を比較するのが検出信頼性の観点から望ましいため、判定に当たっては
弁別器内部にメモリ（レジスタ）を持ち、時系列的に入ってきたマーク信号の組の振幅を
比較して弁別するようにするのが望ましい。
【００６０】
本実施例では後述するように、振幅を一対ごとに比較するのではなく、複数のマークの振
幅を積算して比較することによりさらに信頼性を向上させている。この構成に関しては後
述する。
【００６１】
また、実際の回路構成では、参照波形生成回路と掛け算器を一体化した形にし、掛け算器
を固定値の積和演算すなわちデジタルFIRフィルタ型の構成にするのが、回路規模が小さ
くなり効率的である。
【００６２】
以上のように検出されたウォブル波形データは図10のアドレスビット検出回路643で処理
されウォブル列の種別を判定するとともに、アドレスビットへの同期処理が行われアドレ
スビットが検出される。
【００６３】
図１１（ｂ）はこのアドレスビット検出回路の構成を示したものである。ウォブル検出回
路からの２値化出力０、１は36ビットのシフトレジスタに入力され、パターン比較器423
によりウォブル周期毎に、逐次、図５最下部のパターンと比較される。“10001"なるパタ
ーンは各ユニットの先頭部にしか現れないため、先頭が“10001"のときユニット同期が検
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出されたと判断し、そのとき、パターン比較器422は同期回路434へ擬似同期信号を送出す
る。同期回路はこの同期信号が３６ウォブルごとに検出された際に「同期」とみなし、同
期信号を創出する。パターン比較器そのものから送出される擬似同期信号はウォブル検出
時のノイズや欠陥により必ずしも正しい同期信号であるとは限らないため、同期回路434
は周期性をチェックして、欠陥などあっても安定して創出される保護されたユニット同期
信号を生成する。ユニット同期のタイミングでパターン比較器432からの出力を検出する
と、図５のｘ、y、ｚの値が得られる。この値をユニット同期ごとにアドレス検出回路433
に入力する。アドレス検出回路433は、ｘ、y、ｚのパターンから、各セグメント先頭のSY
1及びSY2を判別して、角度同期情報であるワード番号及びセグメント番号を検出する。ワ
ード・セグメント同期・判定回路435はこのワード番号やセグメント番号の連続性をチェ
ックしワード・セグメントへの同期を判定ワード・セグメントへの同期が完了すると周内
信号生成回路436により、角度位置情報が得られる。この角度位置情報を用いて、各セグ
メントの残りの情報、すなわち、トラック情報を再生する。
【００６４】
図１１の積分器427からの出力は図１２のA/B選択回路501に送出される。A/B選択回路501
は同期信号（角度情報）を元にしたタイミング生成回路から得られる信号でA/Bを切り替
えられる。また、図１１の２値化出力は図１２のA/B選択回路509に送出される。A/B選択
回路509は同期信号（角度情報）を元にしたタイミング生成回路から得られる信号でA/Bを
切り替えられる。両者ともA/Bの選択は偶数番目のユニットであるか奇数番目のユニット
であるかによって切り替えられる（奇数ユニットがA、偶数ユニットがB、図５参照）。選
択回路501によりA系列は第１系列の振幅メモリに送出され、B系列は第２系列の振幅メモ
リ505に送出される。また、選択回路509によりA系列は第１系列の復号器504に送出され、
B系列は第２系列の復号器506に送出される。各系列の振幅メモリはマークの振幅を積算す
る。また、各系列の復号器は２値化出力をタイミング生成回路の出力に従って復号回路に
送出し、随時エラー訂正・検出・復号処理を行う。比較回路503は第１と第２の系列の積
算マーク振幅を比較し、その結果に従って、第１と第２の復号器の出力を選択し、トラッ
ク情報として出力する。この図１２の回路は図１０の復号回路646に相当する。
【００６５】
本実施例の回路によれば、個々のマークの振幅でマークの判定を行わず、複数のマークの
振幅を積算して判定を行うことができるため、誤判定の心配がない。別の例として、振幅
を積算するのではなく、判定結果（２値データ）を積算して、多数決判定する方法も適用
可能で、いずれにしても、マークを非常に信頼性高く評価判定することができる。後者の
多数決判定の例では、仮に、ひとつのマーク対の誤判定率が10％と極端に低信頼だとして
も、マークは一周に６５個（対）あるためアドレスビットの誤検出率は10のマイナス15乗
以下と実用上十分な高信頼性が確保できる。実際にはウォブルの誤判定率の実測値はせい
ぜい2-3％程度であるので、多数決後の誤判定率は10のマイナス32乗以下となり、非常に
高い信頼性を確保できる。
【００６６】
図１２の各系列の復号器はタイミング生成回路により、１セグメント分のデータが順次入
力される毎に復号を行うようにするのがよい。本実施例では、アドレスデータは１セグメ
ント分の４ビットを１シンボルとするリードソロモン符号となっているが、同一トラック
に属する５つのワードのアドレスデータ（＝トラック番号）は同一になるため、付随する
パリティも同一となる。従って、個々のワードに属する13個のセグメントデータがすべて
揃わなくても、先行するワードのセグメントデータと組み合わせれば同一の符号語が構成
されるため、アドレス情報の復号ができる。たとえば、アクセス時にワード２のセグメン
トS3のデータから読み始めた場合、S4の再生で同期が確定し、S5からセグメントのアドレ
スデータを符号器に入力することができる。本実施例方式の場合、ワード２のS5からS12
までをまず復号器に入力し、その後ワード３のS0からS4まで再生した時点で、すべてのワ
ードのデータが揃うため復号されたアドレス情報を得ることができる。この場合、本実施
例では、パリティは訂正に用いないで検出にのみ用いることとする。従って、アドレス検
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出誤りを見逃す確率は10－６となり十分に小さいが、より高い信頼性が必要とする場合は
連続する２セグメントの復号結果を比較すればよい。この場合見逃し確率は10－１２とな
る。
【００６７】
一方、従来のウォブルアドレスアドレス方式の場合、アドレス符号語はワード単位で構成
されているので、ワードの途中から読み始めた場合は次のワードの先頭まで待ってはじめ
てアドレスを復号器に入力できるようになるため、アドレス再生時に待ち時間が発生し、
高速アクセスには適さない。しかしながら、本実施例の方式では、待ち時間がほとんど発
生せず、上述のとおり、ほぼ１ワード分の再生でアドレスデータの再生が可能になるため
、高速アクセスが可能となる。
【００６８】
本実施例の再生方式の別の効果としては、記録や再生の途中にもセグメント毎にアドレス
符号語を再生しスポットの現在位置を確認できるため、万一外部からの衝撃などにより、
トラックはずれが生じたとしても、すぐに検出ができるため、モバイル用途など、外乱の
多い環境で用いるのに適す。特に追記（ライトワンス）型記録の場合、トラックはずれが
生じると「重ねがき」をしてしまい、ディスクのトラックが破壊されてしまう場合がある
ので、高速にトラックはずれが検出できる本実施例の方式はメリットが大きい。
【００６９】
（実施例４）
本発明の別の実施例のウォブルアドレスフォーマットを図１３を用いて示す。
【００７０】
本発明においても、情報トラックは、ディスク状基板上に、スパイラル状に設けられたグ
ルーブ11およびランド12で構成されており、ユーザ情報は反射率の異なる記録マーク13と
して、ランド部12とグルーブ部11の両者に記録される。トラック間隔（隣接するグルーブ
トラックとランドトラックの中心間の平均距離）は、0.34μｍである。グルーブ部は基板
上に設けられた溝部となっており、前記溝部の深さは約35nmである。本実施例は波長約40
5nm、開口比約0.65の光ヘッドにて記録再生を行うことを想定しているため、この35nmの
溝深さは波長の７分の１の光学距離にほぼ等しい。溝部は、振幅約25nmppで半径方向に微
小変位（ウォブル）して形成されている。
【００７１】
ウォブル溝のある基板は、あらかじめ、紫外レーザを用いて露光・現像・転写して製造（
マスタリング）した金型：ニッケルスタンパを用いて、射出成型（インジェクション）装
置により、0.6mm厚ポリカーボネート（ＰＣ）基板を成型転写して製造している。本実施
例においては、このＰＣ基板上にライトワンス形記録膜を積層したのち、２組のディスク
を記録膜面が接するように貼り合わせて、全体で1.2ｍｍの両面ディスクとした。
【００７２】
図１３は各トラックにどのようにウォブルアドレス情報が配置されるかを示したものであ
る。図１３はグルーブトラックＴＧのみの情報を示している。各トラックは７つのワード
から構成される。各ワードは８個のセグメントS0～S7からなり、さらに各セグメントは７
個のユニットU0～U6からなる。
【００７３】
各ユニットは４０周期のウォブルからなり、前半の２０ウォブルで角度情報を表し、後半
の２０ウォブルで２ビット（一組）のトラック情報を表す。角度情報部は同期符号（SY）
を表す部分“ｙ"と角度情報部ビットからなり全部で４通りのパターンになる。本実施例
ではウォブルはMSK（Minimum Shift Keying）方式により変調されてビットデータを表す
。MSK方式ではウォブルデータ"０"は１周期の正弦波であらわされ、ウォブルデータ"１"
は1.5周期の正弦波であらわされる。従って、“１"の部分は1.5倍の周波数になっている
。
【００７４】
各々のユニットに含まれる前半部の情報（角度情報）は、 SY、w0、w1、w2およびs0-s3で
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ある。SYはセグメントの先頭であることを示す同期マークである。w0、w1、w2の３ビット
でワード番号を表す。１トラックには５つのワードがあるので、この３ビットで０－７の
ワード番号を表す。s0-s2はセグメント番号0-7で、各ワード内で何番目のセグメントであ
るかを表す。したがって、どれか１セグメント分の角度情報を再生するだけで、トラック
内で周方向の位置を同定することができるが、1トラック内には8×8＝64個のセグメント
があるため、十分に冗長性があり、複数のセグメントの情報を再生して、総合判定するこ
とで信頼性を確保することができる。
【００７５】
各ユニットの後半部は第１のアドレス情報を現す領域"a"と第２のアドレス情報を現す領
域"b"に分かれている。セグメント先頭のユニットU0にはどちらのアドレス情報が有効で
あるかを示す信号"ｍａ"と"ｍｂ"が記録されている。この"ｍａ"、"ｍｂ"の再生信号でど
ちらのアドレスが有効であるかを判定する。残りのユニットには計６組のアドレスデータ
が含まれる。すなわち各セグメントには６ビット分の第１と第２のアドレス情報が各々４
ビット保持されているため、１ワード分すなわち８セグメントでは各々４８ビットのアド
レス情報が配置されている。
【００７６】
この４８ビットの内訳を図１４に示す。すなわち、３バイト（２４ビット）のトラック番
号と３バイト（２４ビット）のパリティが記録されている。このパリティは８ビットを１
シンボルとしたガロア体ＧＦ（2８）上でのリードソロモン符号として構成されている。
したがって、１バイトまでの誤りを訂正し、３バイトまでの誤りを検出できる。図中a、b
とあるのは、第１と第２のアドレス情報に対応している。
【００７７】
本実施例ではマーク信号やアドレス情報（トラック番号）の配置の仕方は実施例２と同様
である。
すなわち、図８、図９に示したように配置した。
【００７８】
この実施例ではマークは各セグメントに一対ずつあるため、一トラックあたりには６４対
ある。また、この６４対は必ず同じ情報となるように配置されているため、複数のマーク
を検出して、その多数決により、信頼度よく有効領域の判定を行うことが可能となる。隣
のトラックでは必ず、有効領域の位置が前後反転していることを利用すれば、複数のトラ
ックにまたがる領域においても、判定の信頼度を増すことができる。
【００７９】
本実施例（図１３）では１トラックのあたりウォブル数は8ワード×8セグメント×7ユニ
ット×40ウォブル＝17290でディスク上のすべてのトラックで一定である。すなわち、ウ
ォブル自体は角速度一定のCAV形式で記録されている。ウォブルの周期はディスク最内周
の半径24ｍｍの位置で約９μｍ、最外周の半径58ｍｍの位置で約22μｍとなる。
【００８０】
この実施例では、ランドトラックやグルーブトラックに記録されるユーザデータのチャネ
ルビット長は0.09μｍである。記録はRLL（1,7）符号を用いて行うため、最短マーク長は
0.18μｍ、ユーザビット長は約1.35μｍとなる。ディスク全体のユーザ容量は約22GB（片
面）である。記録時には、ディスクの線速度が一定になるように制御する。すなわちCLV
記録を行う。本実施例では、チャネルビット周波数が150MHzになるように線速度を13.5m/
sに調整した。再生時には信号はPRML方式で再生される。ディスクの回転がCLVであるため
、ディスクは内周では約5800rpmと早く回転し、外周では約2400Hzと遅く回転する。ウォ
ブルの周波数は内周で約1.7ＭＨz、外周で約700ＫＨzになる。この周波数はチャネルビッ
ト周波数よりも約2桁小さいため、ウォブル信号とユーザ記録信号が干渉する恐れはない
。また、サーボの帯域数ｋＨｚと比べても2桁程度大きいため、サーボへの悪影響も起こ
る心配がない。
【００８１】
（実施例５）
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本発明の別の実施例のウォブルアドレスフォーマット示す。
【００８２】
本発明の、情報トラックは実施例１と同様に図２に示したように、ディスク状基板上に、
スパイラル状に設けられたグルーブ11およびランド12で構成されている。ユーザ情報は反
射率の異なる記録マーク13としてランド部12とグルーブ部11の両者に記録される。トラッ
ク間隔（隣接するグルーブトラックとランドトラックの中心間の平均距離）は0.24μｍで
ある。グルーブ部は基板上に設けられた溝部となっており、前記溝部の深さは約38nmであ
る。本実施例は波長約405nm、開口比約0.85の光ヘッドにて記録再生を行う。溝部は、振
幅約15nmppで半径方向に微小変位（ウォブル）して形成されている。
【００８３】
ウォブルには図１（ａ）のように、情報“１"には1周期の正弦波を、情報“０"には位相
が180度反転した正弦波を対応して情報が記録されている。即ち、位相変調（Phase Shift
 Keying、PSK）方式によって記録されている。ここでウォブルに記録されている情報はデ
ィスク上の任意の領域に光スポットを誘導してアクセスし、記録領域を特定するためのア
ドレス情報が主に記録されており、ディスクの出荷時にはあらかじめ生成されている。
【００８４】
アドレス情報はトラックの識別の必要があるため、各トラックには異なる情報が書き込ま
れる。このため、図１（ｂ）に示したように、トラックごとにウォブルのパターンが異な
り、これを利用して、再生時にはトラックを同定することができる。図1（ｂ）では、説
明のため、ウォブルの周期を短くして、半径方向のウォブルの振幅を強調して図示してあ
る（実際にはウォブル振幅はトラック幅の約６％となっており図示できない為）。
【００８５】
ウォブルは、あらかじめ、紫外レーザを用いて露光・現像・転写して製造（マスタリング
）した金型：ニッケルスタンパを用いて、射出成型（インジェクション）装置により、0.
6ｍｍ厚ポリカーボネート（ＰＣ）基板を成型転写して使用している。本実施例において
はこのＰＣ基板上に相変化追記型記録膜を積層し、その上に0.1ｍｍの透明カバーシート
を紫外線効果樹脂にて接着し0.7ｍｍ厚ディスクとした。さらに、この、0.7mm厚ディスク
をPC基板側を背中合わせにしてありあわせ、全体で1.４ｍｍ厚のディスクとした。
【００８６】
各トラックのウォブルアドレス情報は実施例２と同様に（図５に示したように）配置され
ている。すなわち、各トラックは５つのワードから構成される。各ワードは１３個のセグ
メントS0～S12からなり、さらに各セグメントは１０個のユニットU0～U9からなる。
【００８７】
各ユニットは36周期のウォブルからなり、前半の１８ウォブルで角度情報を表し、後半の
１８ウォブルで１ビットのトラック情報を表す。前半の角度情報部は同期符号（SY）かど
うかを表す部分“ｙ"と識別信号部“ｘ"を含みｘ、ｙの組み合わせで全部で４通りのパタ
ーンになる。後半の１８ウォブルは１ビットのトラック情報“ｚ"を表す。
【００８８】
各ユニットに含まれる前半部の情報（角度情報）は、SY1、SY2、w0、w1、w2およびs0-s4
である。SY1、SY2はセグメントの先頭であることを示す同期マークである。信頼性（冗長
性）を高めるために各セグメントに２個ずつ配置した。w0、w1、w2の３ビットでワード番
号を表す。１トラックには５つのワードがあるので、この３ビットで０－４のワード番号
を表す。s0-s4はセグメント番号で、各ワード内で何番目のセグメントであるかを表す。
したがって、どれか１セグメント分の情報角度情報を再生するだけで、トラック内で周方
向の位置を同定することができるが、一トラック内には５×13＝65個のセグメントがある
ため、十分に冗長性があり、複数のセグメントの情報を再生して、総合判定することで信
頼性を確保することができる。
【００８９】
各ユニットの後半部の情報は、１ユニットおきに交互にインターリーブして配置されてお
り、奇数ユニットは系列"a"のアドレス情報４ビット分（a0-a3）の情報を保持し、偶数ユ



(15) JP 4228727 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

ニットは系列"b"のアドレス情報４ビット分（b0-b3）を表す。先頭のU0およびU1にはどち
らのアドレス情報が有効であるかを示す信号"ma"と"mb"が記録されている。
【００９０】
このように各セグメントには４ビット分の"ａ"と"ｂ"のアドレス情報が各々４ビット保持
されているため、１ワード分、すなわち13セグメントでは各々52ビットの計104ビットの
アドレス情報が配置されている。
【００９１】
この104ビットには第1のアドレス情報αと第2のアドレス情報βが図１５に示したように
、インターリーブして配置されている。このインターリーブの仕方はセグメント毎に、"
ａ"の位置が第１のアドレス情報αになり、"ｂ"の位置が第２のアドレス情報βになるか
、その反対になるかが交互に反転するように配置されている。この第１と第２のアドレス
情報にそれぞれ２４ビットのトラック番号と８ビットの予備ビットおよび２０ビットのパ
リティが記録されている。このパリティは４ビットを１シンボルとしたガロア体ＧＦ（２
４）上でのリードソロモン符号として構成されている。したがって、２０ビットは５シン
ボルであるので、５２ビット（１３シンボル）中の２シンボルまでの誤りを訂正し、５シ
ンボルまでの誤りを検出できる。
【００９２】
図１６は各セグメントでのマーク信号の配置の仕方を示したものである。この図でTG(4n)
というのは4n番目のグルーブトラックをあらわす。4n番目のグルーブトラックのセグメン
トS0の一対のマークma、mbに0、1を、セグメントS1の一対のマークma、mbに0、0を割り当
てる。同一トラックのでは、偶数セグメント（S0、S2、・・・）と奇数セグメント（S1、
S3、・・・）に割り当てるマークの情報は異なるが、すべての偶数セグメントでマークの
情報は同一であり、また、全ての奇数セグメントでのマークの情報は同一である。4n+1番
目のグルーブトラックでは偶数セグメントのマークma、mbに0、0を割り当て、奇数セグメ
ントのマークma、mbに１、0を割り当てる。4n+2番目のグルーブトラックで偶数セグメン
トのマークma、mbに1、0を割り当て、奇数セグメントのマークma、mbに１、1を割り当て
る。さらに、4n+3番目のグルーブトラックでは偶数セグメントのマークma、mbに1、1を割
り当て、奇数セグメントのマークma、mbに0、1を割り当てる。このようにすることにより
、図中楕円で示した部分のマーク信号が隣接するグルーブ間のランド部分で共通となり、
その他の部分では、ウォブル信号の極性が反転することになる。このため、前の実施例で
説明したように、図１６の楕円で囲んだ部分のランド部のマーク信号がその他の部分と比
較して大きくなる。たとえば、ＴＧ（４ｎ）とＴＧ（４ｎ＋１）の間のランドトラックＴ

Ｌ（４ｎ）の偶数セグメント（Ｓ０、Ｓ２、・・・）ではマークｍａの振幅がｍｂよりも
大きくなり、このことから、第１のアドレス情報領域"ａ"が有効であることが判別できる
。また、グルーブトラックＴＧ（４ｎ）とＴＧ（４ｎ＋１）の間のランドトラックＴＬ（
４ｎ）の奇数セグメント（Ｓ１、Ｓ３、・・・）ではマークｍａの振幅がｍｂよりも大き
くなり、このことから、第１のアドレス情報領域"ａ"が有効であることが判別できる。グ
ルーブ部では、ｍａとｍｂが異なるときには"ａ"が有効で、ｍａとｍｂが等しいときには
"ｂ"が有効であると判断する。たとえば、グルーブＴＧ（４ｎ）の偶数セグメントではｍ
ａとｍｂが異なるため、第１のアドレス情報領域"ａ"が有効であることが判別できる。
【００９３】
この実施例ではマークは各セグメントに一対ずつあるため、一トラックあたりには６５対
ある。また、この６５対は有効領域が必ず交互になるように配置されているため、複数の
マークを検出して、その連続性により、信頼度よく有効領域の判定を行うことが可能とな
る。さらに、トラックあたりのセグメントの数が奇数であることより、トラックにまたが
る部分でも隣のトラックでは必ず、有効領域の位置が前後反転する。このことを利用すれ
ば、複数のトラックにまたがる領域においても、トラック境界を判定せずとも、セグメン
トごとに必ず有効領域が反転することを利用して、間便に、判定の信頼度を増すことがで
きる。すなわち、この実施例の例では、有効領域にトラック境界情報を知る必要がないた
め、より間便に信頼性の高い有効領域の検出が可能となる。
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【００９４】
図１７は第１と第２のアドレス領域に配置されるアドレス情報を示したものである。グル
ーブトラックTG（4n）の偶数セグメントにおいては、第１のアドレス領域"ａ"にトラック
番号４ｎが配置され、第２のアドレス領域"ｂ"にトラック番号４ｎ－１が配置されている
。また、グルーブトラックＴＧ（４ｎ）の奇数セグメントにおいては、第１のアドレス領
域"ａ"にトラック番号４ｎ－１が配置され、第２のアドレス領域"ｂ"にトラック番号４ｎ
が配置されている。したがって、前述のようにグルーブトラックＴＧ（ｎ）の偶数セグメ
ントでは第１のアドレス情報領域"ａ"が有効であるため、有効なアドレス情報（トラック
番号）は４ｎとなり、また、グルーブトラックＴＧ（ｎ）の奇数セグメントでは、前述の
ように、第2のアドレス情報領域が有効であるため、同様に有効なアドレス情報（トラッ
ク番号）は4nとなる。ランドトラックにおいても、図１６の楕円で示した有効領域の側で
は、図１７に示した両側のグルーブトラック配置されているアドレス情報は同一であるた
め、ランド部でグルーブ部と同様にウォブル信号からアドレスを再生することが可能とな
るのは実施例２と同様である。
【００９５】
本実施例では１トラックのあたりウォブル数は5ワード×13セグメント×10ユニット×36
ウォブル＝23400で、ディスク上のすべてのトラックで一定である。すなわち、ウォブル
自体は角速度一定のCAV形式で記録されている。ウォブルの周期は、ディスク最内周の半
径約22ｍｍの位置で6.4μｍ、最外周の半径約58ｍｍの位置で15.5μｍとなる。
【００９６】
この実施例では、ランドトラックやグルーブトラックに記録されるユーザデータのチャネ
ルビット長は0.06μｍである。記録はRLL（1,9）符号を用いて行うため、最短マーク長は
0.12μｍ、ユーザビット長は約0.9μｍとなる。ディスク全体のユーザ容量は、約100GB（
両面）である。
記録時には、ディスクの線速度が一定になるように制御する。すなわちCLV記録を行う。
本実施例では、チャネルビット周波数が200MHzになるように線速度を12m/sに調整した。
再生時には信号はPRML方式で再生される。ディスクの回転がCLVであるため、ディスクは
内周では約5200rpmと早く回転し、外周では約1900Hzと遅く回転する。ウォブルの周波数
は内周で約２ＭＨz外周で約700ＫＨzになる。この周波数はチャネルビット周波数よりも2
桁以上小さいため、ウォブル信号とユーザ記録信号が干渉する恐れはない。また、サーボ
の帯域数ｋＨｚと比べても2桁程度大きいため、サーボへの悪影響も起こる心配がない。
【００９７】
本発明は前記実施例に限られるものではない。たとえば、記録層として、光磁気記録媒体
や、色素型追記媒体を用いてもよい。また、２層以上の記録層に独立した情報を記録する
多層記録媒体に用いてもよい。この場合も従来のランド・グルーブのアドレス方式とは異
なり「ヘッダ」を用いる必要が無いため、層間の干渉を抑ええることが可能であり、都合
がよい。多値記録方式に適用することも可能であることは言うまでもない。また、ウォブ
ルの変調符号として、QPSKや振幅変調、周波数変調を用いても同様の効果が得られるのは
言うまでもなない。いずれの場合でも、両側のグルーブ部のウォブル波形が同じである場
合と異なる場合とでランド部で再生されるウォブルの波形が変わることを利用して、有効
領域選択マークを検出・判定すればよい。
【００９８】
以上のように、本発明のウォブルアドレス方式はアドレス信号への同期が容易、すなわち
、高速にアドレス信号の再生ができる。また、アドレス信号の効率的な変調方式と、冗長
度により、高信頼にアドレス情報が検出の可能となる。この効果は特に、信号光量および
再生品質の低下しがちな、青色光源を用いた光記録再生において効果的である。また、ウ
ォブルにアドレス情報の他の付加データを保持することとしており、エンボスピットを用
いることなしに、記録型光ディスクに必要な媒体情報を与えることができるため、高信頼
（高セキュリティー）のディスクが安価かつ容易に実現できる。このウォブルによる付加
データの保持は本発明の高検出効率ウォブルの導入によりはじめて実現できたものである
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。
【００９９】
また、本願発明は、以下の構成をも包含する。
１．複数のトラックを有する情報記録媒体であって、各々のトラックは、複数のセグメン
トを少なくとも有し、同一のトラックの少なくとも２つのセグメントには同一の情報を含
む冗長性を有し、前記冗長性は、同一情報が配置された複数のセグメントから任意の部分
を一部ずつ取り出して合成すると元の情報が復元できるように配置されたものであること
を特徴とする情報記録媒体。
２．複数のトラックを有する情報記録媒体であって、各々のトラックには、複数のセグメ
ントを少なくとも有し、同一のトラックの少なくとも２つのセグメントは同一の情報を含
み、前記同一情報には同一のエラー検出／訂正のための情報が少なくとも付加され、前記
アドレス情報と共に各セグメントに配置されていることを特徴とする情報記録媒体。
【０１００】
【発明の効果】
本発明の光ディスクは、フォ－マット効率の有利なウォブルアドレス方式を狭トラック化
の可能なランド・グルーブ型記録と組み合わせて使用することが可能でとなるため、高密
度記録の可能な大容量光ディスク、再生方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のウォブルアドレス方式の波形の一実施例を示す図および光ディスクの部
分拡大図。
【図２】本発明の一実施例の光ディスクの部分拡大図。
【図３】従来の光ディスクフォーマット。
【図４】従来の光ディスクの部分拡大図。
【図５】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例を示す図。
【図６】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例を示す図。
【図７】本発明の選択マークの検出原理を示す図。
【図８】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例を示す図。
【図９】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例を示す図。
【図１０】本発明の光ディスクの記録再生システムのブロック構成を示す図。
【図１１】本発明のウォブル検出回路の一例。
【図１２】本発明の復号回路の一例のブロック図。
【図１３】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例。
【図１４】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例。
【図１５】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例。
【図１６】本発明ウォブルアドレスフォーマットの構成例。
【図１７】本発明のウォブル列の自己相関関数及び相互相関関数。
【図１８】本発明の一実施例の原理構成を示す図。
【符号の説明】
3…グルーブトラック、4…ランドトラック、6…ヘッダ、7…光スポット、11…グルーブ、
12…ランド、13…記録マーク、21…第１の位置、22…第２の位置、23…ピット、31…角度
情報、32…トラック情報、310…インターリーブされた角度情報、320…インターリーブさ
れたトラック情報、330…選択信号（マーク）、331…第１のトラック情報、332…第２の
トラック情報、421…バンドパスフィルタ、422…Ａ／Ｄ変換器、423…位相比較器、424…
搬送波生成回路、425…ＰＬＬ回路、426…ＶＣＯ、427…積分器、428…弁別回路、429…
参照波形生成回路、431…シフトレジスタ、432…パターン比較器、433…ＩＤ検出回路、4
34…同期回路、435…同期判定回路、436…、610…光ディスク…、620…光ヘッド、621…
光スポット、622…光ビーム、623…対物レンズ、624…コリメタ－レンズ、625…レーザ、
626…検出器、627…検出器、628…ビームスプリッタ、629…ホログラム素子、641…信号
再生ブロック、642…ウォブル検出回路、643…アドレスビット検出回路、644…復調回路
、645…信号処理回路、646…複号回路、651…レンズアクチュエータ。
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