
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに交互に形成された一回転分のランドと一回転分のグルーブとで形成された連続した
情報トラックを有し、
各一回転のランドが各一回転のグルーブと切り換わり部分において接続され、
各一回転のランド及び各一回転のグルーブの各々がヘッダによりセクタに分割され、
上記ヘッダ内のピット列が径方向に変位してウオブルピットを形成しており、
該ピット列がアドレス情報を有し、
光スポットにより走査されたときのピット列の変位の順序が上記切り換わり部分において
切り換わ

ことを特徴とする光ディスク。
【請求項２】
請求項 に記載の光ディスクを用いる光ディスク装置であって、
光スポットでディスクを照射し、走査する手段と、

上記光スポットが上記ウオブルピットを走査したときに再生される信号のエンベロープを
検出する手段と、
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り、
　上記アドレス情報を有するピット列が１／２トラックピッチずらしながら構成され、互
いに隣り合うトラックのいずれが再生されるときも上記アドレス情報が再生されるように
配置されている

１

アドレス情報を読み取る手段と、



上記エンベロープを検出する手段の出力に応じて、上記光スポットがヘッダを走査すると
きに、上記ウオブルピットの変位の順序を検出する手段と、
上記順序を検出する手段の出力に応じて、走査されているヘッダが切り換わり部分にある
ものかどうかを判定する手段と
を備えた光ディスク装置。
【請求項３】
ランドとグルーブの極性切り換えを伴うセクタと、それ以外のセクタとをウオブルアドレ
スの配置順列が異なるように構成した に記載の光ディスクを用いる光ディスク装
置において、上記ウオブルピットの配置順序を再生情報およびサーボ誤差信号を検出する
ための４分割光検知器を用いてトラック誤差信号に用いるそれぞれ２つ つの加算出力か
ら得られる２つの再生エンベローブの発生状態を比較することで極性切り換えのタイミン
グ信号を得る手段を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光ディスクのランドとグルーブの両方に情報を記録する（以下、「ランド・
グルーブ記録」という）とともに、連続する情報トラックが、ランドとグルーブの間で交
互に入れ替わりながら形成されている光ディスクおよびその光ディスク装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
既存の相変化光ディスクは、グルーブと呼ぶ溝部分だけにデータを記録しており、ランド
は、トラッキング時の案内や、隣のグルーブトラックからのクロストークを抑える役目を
担っている。ランドにもデータ記録すれば、グルーブの幅は同じままでトラック密度を２
倍にできるが、クロストークが大きくなるので、ランド・グルーブ記録を使っても記録密
度はそれほど上がらないと思われていた。しかし、グルーブとランドの段差をλ／６（λ
は光源の波長）程度にすると、隣接トラックのクロストークを抑えられることがわかり、
これによってランド・グルーブ記録により、高密度化が進んだ経緯がある。特にランド・
グルーブ記録を使わずにトラックピッチを狭めるよりも、ディスクのマスタリングが容易
になる利点もあった。
【０００３】
例えば、コンピュータ用データのファイルとして用いる光ディスクの場合、ランド・グル
ーブ記録を行う光ディスクは同心円状の構成をしており、ディスク１周分の記録を行うと
、トラックジャンプを行って隣のトラック（例えば、現在がグルーブトラックであれば隣
のランドトラック）に書き込みを開始する。この場合、各セクタはセクタ番地で常に管理
されているため、コンピュータデータなどの不連続でも支障のないデータを記録再生する
だけの用途には、バッファメモリ等を用いて支障なく動作が可能である。
【０００４】
しかし、書換可能な光ディスクには、コンピュータ向け以外に動画や音楽などの連続した
データを扱う場合がある。特にマルチメディア用途（データと映像・音声を混在して用い
る用途）においては、連続したデータが扱い易いように、ＣＤと同じ螺旋状のトラックを
用いることが考えられる。この場合、既存の光磁気ディスクのような同心円状のトラック
にはせずに、連続的な書き込みが行えるようにスパイラル状に構成する場合がある。例え
ば、図１５は、従来のランド・グルーブ記録を行うディスクのトラックパターンを示した
図で、図において、１はディスクのトラック案内溝を構成するグルーブトラック（以下、
「グルーブ」という）、２はグルーブ１間のランドトラック（以下、「ランド」という）
、６は各情報記録セクタの先頭部分に設けられたヘッダ部である。
【０００５】
ただし、ランドとグルーブの両方に記録するディスクでスパイラルの構成にする場合、ト
ラックの開始点からグルーブまたはランドのみを最後までトレースし、いずれかが記録ま
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ず



たは再生し終わった時点で、ランドとグルーブを切り替えてもう一度記録し直す必要があ
るので、ランドとグルーブの切り替え時にディスク内周から外周へのアクセスが必要とな
るため、時間がかかるという問題がある。例えばこの動作を、ディスク半径方向にいくつ
かのゾーン単位に区切ったディスクで、ゾーン単位にランドとグルーブの切り替えを行っ
たとしても、アクセスの間、記録または再生をかなりの時間中断しなければならない。
【０００６】
図１６は、従来のランド・グルーブ記録を行う光ディスクにおけるヘッダ部の詳細を示し
た図で、図１６（ａ）は、ランドとグルーブの両方にヘッダが形成されている場合を示す
図、図１６（ｂ）は、ランドとグルーブの境目の位置にヘッダが形成されている場合を示
す図である。図において、４はアドレスピットである。
【０００７】
ヘッダ部６はデータを記録する単位であるセクタのアドレス情報などを表すために物理的
に形成した凹凸部である。具体的にはランドと同じ高さのピット、またはグルーブと同じ
深さのピットを、トラックのないヘッダ部に形成する。
【０００８】
ランド・グルーブに適したプレピットの形成方法は数種類考えられているが、そのうち、
主な方法は図１６（ａ）に示すような専用アドレスを各トラック単位に持つ方式と、図１
６（ｂ）に示すように中間（共用）のアドレスを持つ方式の二つがある。専用アドレス方
式は、ランドとグルーブのそれぞれのセクタについて専用のプレピットを置く。そのセク
タがランドなのかグルーブなのか等の多くの情報を盛り込めるので、光ディスク装置側の
制御は楽になる。ただし、ピットの幅はトラック幅よりも十分狭くする必要がある。すな
わち、トラックを形成するのと同じレーザ光ではプレピットを形成することができず、媒
体の構造は難しくなる。
【０００９】
また、中間アドレス方式は、隣り合うランドとグルーブでプレピットを共有する方法であ
る。トラックを形成するのと同じレーザ光を使って、半径方向にトラックの幅の１／４だ
け位置をずらすことでピットを形成できる。しかし、光ディスク制御側でランドかグルー
ブかを判断する必要があり、制御は複雑になる。
【００１０】
上述したような、記録再生を行う光ディスクにおいては、記録密度を高めるために行った
ランドとグルーブの構成以外にも、トラックオフセットの発生に対する問題を解決する必
要があった。これは、記録を行う光ディスクが、大きなレーザパワーを必要とするため、
３ビーム法等のビームを分割するやり方ではなく、プッシュプル法等の１ビームでトラッ
キングを行う方式が必要だったためである。また、ライトワンスディスク等の穴開け記録
においては、記録後のトラックをトレースするサイドスポットが外乱となってしまうため
、トラッキング動作が乱れる等の問題もあった。
【００１１】
プッシュプルトラッキングは、図１７に示すように、プリグルーブに照射した光スポット
の回折分布を用いてトラック誤差を検出し、サーボ系を構成する方式であるため、ディス
クの偏心や傾きなどに起因するオフセットが発生する問題がある。図１７において、７は
光ディスク、８は光ヘッド、１６は光検知器、６０はレーザーダイオード、６１はハーフ
ミラー、６２は対物レンズ、５７は対物レンズを駆動させるためのアクチュエータコイル
、６３はディスクモータである。例えば、０．７゜の傾き、または１００μｍの偏心（図
１７中に点線で示す対物レンズ６２の１００μｍの並進と等価）で、光検知器１６上の光
分布１７がずれるため、結果的に約０．１μｍのオフセットが発生してしまう。このよう
な現象を防ぐため、機械的、光学的に高精度な駆動装置にするなど、各種の工夫がなされ
ている。また、ＣＤのような再生専用システムでは３スポット方式などの技術が確立され
ているものの、この方式は記録再生／再生兼用システムには不適当といえる。
【００１２】
そこで、従来からディスク半径方向に１／２ピッチだけずらしたピットを用意するウオブ
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ルピット法が知られている。図１８（ａ）は、“光メモリシンポジウム’８５”財団法人
光産業技術進行協会編のｐ１８１～ｐ１８８「コンポジットトラックウオブリング方式光
ディスクメモリ」および同ｐ２０９～ｐ２１４「トラックオフセット補正方式の検討」に
記載された鏡面を用いたトラックオフセット補正方式のヘッダ部の構成を示す図、図１８
（ｂ）はウオブリングピットを用いたトラックオフセット補正方式のヘッダ部の構成を示
す図である。図において、３は鏡面部、５８および５９はウオブリングピットである。
【００１３】
また図１９は、従来の図１８（ａ）に示した鏡面部３を用いたトラックオフセットの補正
回路を示すブロック図で、図において１６はプッシュプル法によるトラック誤差検知を行
うための２分割検知器、１１は加算アンプ、１２は２分割検知器１６からトラックエラー
を得るための差動アンプ、１３は鏡面部３の検出タイミングを得るための鏡面検出回路、
１４は光スポットが鏡面部３を通過する際のトラックエラー信号をホールドするためのサ
ンプルホールド回路、１５はサンプルホールド回路からのオフセット情報とトラックエラ
ー信号との差をとるための差動アンプである。
【００１４】
また図２０は、従来の図１８（ｂ）に示したウオブリングピット５８，５９を用いたオフ
セット補正回路を示したブロック図で、図において、１８はウオブルピットの検出タイミ
ングを得るためのウオブルピット検出回路、１９，２０はウオブルピット５８，５９を光
スポットが通過する際に得られる反射光量をホールドするためのサンプルホールド回路、
２１はサンプルホールド回路１９，２０の出力の差動をとるための差動アンプ、５０は差
動アンプ２１で得られたトラック誤差信号を通常のプッシュプル法によるトラックエラー
信号に加算するための加算回路である。
【００１５】
また図２１は、ウオブルピットによって得られたトラックエラー信号と、通常のプッシュ
プル法によるトラックエラー信号とを同時に用いた場合の制御特性を示した図で、図にお
いて、Ｇ１は通常のプッシュプル法によるトラッキングオープンループ特性、Ｇ２はウオ
ブルピットによるトラッキングオープンループ特性である。
【００１６】
ここで図１８（ａ）は、従来における鏡面オフセット補正の場合の構成図で、案内溝の一
部を切断して鏡面部３を設けたものである。この場合、図１９に示すような鏡面オフセッ
ト補正のための補正回路が必要となる。二分割光検出器１６で受光した二つの信号は差動
アンプ１２に入力されてトラッキング信号となり、また、一方の和信号は情報信号となっ
て鏡面検出回路１３へ導かれて信号レベルをサンプリングするためのタイミング信号を発
生する。差動アンプ１２で得られるトラッキング信号△Ｔは、誤差分△Ｔｇ、真のトラッ
ク誤差△Ｔｓ、さらにはディスク傾きなどによるトラックオフセット分δを含むので
△Ｔ＝△Ｔｓ＋△Ｔｇ＋δ　　　・・・・式１
と表される。サンプルホールド回路１４は鏡面部３のトラッキング信号をセクタ毎にホー
ルドするもので、この出力はトラッキング信号△Ｔのうち△Ｔｇ＋δが出力されることと
なる。従って、式１よりサンプルホールド回路１４の出力を差動アンプ１５で補正すれば
、△Ｔｓのみのトラッキング信号となって閉ループのサーボ系を形成し、正確なトラック
追跡が行われる。
【００１７】
また、上述した鏡面補正の方法以外にも、以下に示すウオブルピットによる補正法がある
。この方法は、図１８（ｂ）に示すように、原盤作成時に超音波光偏向器を用いてトラッ
クの中心から左右に振り分けた１対のピットを形成することにより可能である。また、記
録再生時においては、光スポットが通過したときの反射光の大小関係を比較することによ
り、トラック誤差を検出するもので、実際には図２０に示したサンプルホールド回路１９
，２０の出力差を、差動アンプ２１でとることにより得られるものである。またこの場合
、図２２に示すように、ウオブルピット５８，５９による、すなわち、光スポットが上の
ウオブルピット５８に近い方を通過したときには、点線のような出力信号が得られ、下の
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ウオブルピット５９に近い方を通過したときは、実線のような位相が１８０°反転した出
力信号が得られ、前段ピットの信号値から後段ピットの信号値を減算した値がトラックず
れ量の大きさと方向を示すこととなる。このことは真の光スポット通過位置を検出できる
ことになり、プリグルーブによる回折分布のみを用いる方式に比べると、より高度なサー
ボ系が構成できる。
【００１８】
さらに上述の、ウオブルピット法の特徴を維持し、一般的な従来方式であるプッシュプル
・トラッキングを用いたシステムとの完全な互換性を保持、などの条件を兼ね備えたトラ
ッキング方式が考案されている。この方式のセクタ構成は、図１８（ｂ）に示すウオブル
ピットを予め形成しておくインデックスフィールドと、ユーザが後から使用するデータフ
ィールドに分割する。さらに、インデックスフィールドにはアドレス情報などと共に、ウ
オブルピットを新設、またはセクタ検出用マークとの兼用で配置し、同時にトラッキング
用のプリグルーブも形成しておく。このようなセクタ構成にしておくと、ウオブルピット
で真のトラックずれ量が検出でき、プッシュプルトラッキングにおけるオフセットを補正
させることが可能となる。この場合、図２１に示すように、トラッキングサーボのオープ
ンループ特性において、低周波領域ではウオブルピットによるトラッキングのゲインを大
きくし、高周波領域においてプッシュプル法によるトラッキングゲインを大きくするよう
に構成する。その結果、どの駆動装置を用いても、常に光スポットをトラック中心におき
ながらデータの記録再生ができ、記録済みディスクと駆動装置間の互換性不良という事態
を防ぐことが可能となる。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来の光ディスク装置では、記録密度を向上させるためにランドとグルーブ
の両方に情報を記録することが行われてきた。しかし、このようなランドとグルーブの両
方に記録する光ディスクにおいて、画像や音声等の連続した情報を記録再生するためには
、１トラックおきにランドとグルーブが連続するように構成しなければならない。そのた
めには、当然１回転おきにトラッキングの極性を反転させる必要があり、この極性反転時
のポイントが正確に検出できなければサーボ動作が乱れたり、サーボはずれを起こす、と
いった問題が生じる。
【００２０】
また、上記の極性反転時にオフセットは、光ヘッドにおけるトラッキングセンサの取り付
け誤差や、迷光に起因するトラッキングオフセットが反転してしまうことによって、逆向
きのオフセットが発生する問題が生じた。
【００２１】
また、上述した極性反転ポイントがディスクの偏心や振動等により検出できなかった場合
においては、ディスク上でランドとグルーブが切り換わるポイントにおいて光スポットが
隣のトラックに移動したり、サーボはずれが生じる等の問題があった。
【００２２】
この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、第一の目的は、ランド
とグルーブの両方に記録できる光ディスクにおいて、連続した情報の記録再生が行えるよ
うな光ディスクおよび光ディスク装置を得るものである。
【００２３】
また、第二の目的は、ランドとグルーブが入れ替わる時にトラッキングの極性を反転して
も、瞬時に正常なトラッキングのオフセットを印加することができ、ランドまたはグルー
ブへの突入の際においても、トラッキングサーボの乱れが生じない光ディスクおよび光デ
ィスク装置を得るものである。
【００２４】
また、第三の目的は、トラッキングの極性反転ポイントがディスクの偏心や振動等により
検出できなかった場合においても上記切り換えタイミング信号を補完する方法を得ること
により、常に安定なトラッキング極性切り換えが行えるようにしたものである。
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【００２５】
また、第四の目的は、この装置における情報の記録再生時に、次の情報セクタがランドで
あるかグルーブであるかトラッキング極性を反転する必要があるか等について、容易に識
別が行えるようにした光ディスクを得るものである。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る光ディスクは、
互いに交互に形成された一回転分のランドと一回転分のグルーブとで形成された連続した
情報トラックを有し、
各一回転のランドが各一回転のグルーブと切り換わり部分において接続され、
各一回転のランド及び各一回転のグルーブの各々がヘッダによりセクタに分割され、
上記ヘッダ内のピット列が径方向に変位してウオブルピットを形成しており、
該ピット列がアドレス情報を有し、
光スポットにより走査されたときのピット列の変位の順序が上記切り換わり部分において
切り換わ

ことを特徴とする。
【００３６】

以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
実施の形態１．
図１はこの発明の実施の形態の光ディスクのランドとグルーブが切り換わるヘッダ部５を
示す図で、図１（ａ）はピット配置を表わした図、図１（ｂ）はアドレスデータのデータ
内容の配列を表わした図である。図において、１はトラッキング案内溝を構成したグルー
ブ、２はグルーブ１間に構成されたランド、３は光スポットサイズよりも大きな領域でピ
ットやグルーブの存在しない鏡面部、４は、ディスクの半径方向に１／２トラックピッチ
だけずれて配置されたアドレスピットで、紙面の制約から同じような形で描かれているが
、各アドレスは図１（ｂ）に示すようにデータの内容が異なっている。
【００３７】
図２はこの実施の形態の光ディスク７のランドとグルーブの配列とセクタの配置を示した
図で、図において、５はトラッキング極性を切り替える必要があるセクタのヘッダ部、６
はトラッキング極性を切り替える必要のないセクタのヘッダ部、２０１はヘッダ部５の直
前のヘッダ部である。
【００３８】
図３はこの実施の形態の光ディスク装置における鏡面を用いたトラックオフセットの補正
回路のブロック図で、図において、７は光ディスク、８は光ヘッド、９はトラッキングセ
ンサ１６の光電流を電圧に変換するためのＩ－Ｖアンプ、１０はトラッキング極性を反転
するための極性反転回路、１１は光ディスクからの反射光量を得るための加算アンプ、１
２はトラッキングセンサ１６のＥとＦのチャンネルの差動を取るための差動アンプ、１３
は光ディスク７に構成された鏡面部３の検出タイミングを得るための鏡面検出回路、１４
はトラッキングエラー信号レベルをサンプルホールドするためのサンプルホールド回路、
１５はサンプルホールド回路１４の出力によりトラッキングエラー信号のオフセットを除
去するための差動アンプ、１６はトラッキングセンサ、１７はトラッキングセンサ１６の
光量分布である。
【００３９】
図４はこの実施の形態の光ディスク装置におけるウオブルピットを用いたトラックオフセ
ットの補正回路のブロック図で、図において、１８は光ディスク７に形成されたウオブル
ピットの検出タイミングを得るためのウオブルピット検出回路、１９，２０はディスク半
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り、
　上記アドレス情報を有するピット列が１／２トラックピッチずらしながら構成され、互
いに隣り合うトラックのいずれが再生されるときも上記アドレス情報が再生されるように
配置されている

【発明の実施の形態】



径方向に対して前後にずれた２種類のピットからの反射光量レベルをホールドするための
サンプルホールド回路、２１はサンプルホールド回路１９，２０の振幅差を比較するため
の差動アンプ、２２はゲインアンプ、２３は元のトラッキングエラー信号からオフセット
を除去するための差動アンプである。
【００４０】
図５はこの実施の形態の光ディスク装置における鏡面部３およびウオブルピットの検出タ
イミングを表わした図である。図において、２４は再生した和信号、２５は再生した和信
号を波形整形した再生アドレス信号、２６は再生アドレス信号２５のデータを取り出すた
めＰＬＬ回路にて生成したクロック、２７はアドレスＡのパターンマッチング信号、２８
はアドレスＢのパターンマッチング信号、２９，３０はウオブルピットのサンプルホール
ドタイミング信号、３１は鏡面部のサンプルホールドタイミング信号である。
【００４１】
ここで図６は、本実施の形態における極性反転を伴うセクタにおけるアドレスピット４を
示した図で、図において、３２は認識フラグ、３３はトラック方向に長い認識フラグであ
る。
【００４２】
また図７～図１０は、本実施の形態における極性反転を伴うヘッダ部５、および極性反転
を伴わないヘッダ部６，２０１のアドレスピットおよび鏡面部の配置を示した図で、図７
（ａ），（ｂ）および図８（ａ）～（ｃ）は極性反転を伴わないヘッダ部６，２０１のア
ドレス配置列を示す図、図９（ａ），（ｂ）および図１０（ａ），（ｂ）は極性反転を伴
うヘッダ部５のアドレス配置列を示す図である。
ここで図７（ａ）は鏡面部のないヘッダ部６，２０１、図７（ｂ）は後方に最も広い鏡面
部１０１を持つヘッダ部６，２０１、図８（ａ）は中央部に広い鏡面部１０１を持つヘッ
ダ部６，２０１、図８（ｂ）は中央部に狭い鏡面部１０２と後方に広い鏡面部１０３を持
つヘッダ部６，２０１、図８（ｃ）は中央部に広い鏡面部１０３と後方に狭い鏡面部１０
２を持つヘッダ部６，２０１、図９（ａ）は後方に広い鏡面部１０１を持つヘッダ部５、
図９（ｂ）は中央部に最も広い鏡面部１０１を持つヘッダ部５、図１０（ａ）は中央部に
狭い鏡面部１０２と後方に広い鏡面部１０３を持つヘッダ部５、図１０（ｂ）は中央に広
い鏡面部１０３と後方に狭い鏡面部１０２を持つヘッダ部５の構成例である。
【００４３】
図１１は極性切り換えタイミングを保護し、または補完するためのブロック回路を示す図
で、図において、６４はデータ検出ＰＬＬ回路、６５はセクタ先頭部のアドレス部におけ
る再生エンベロープを検出するエンベロープ検波回路、６６はセクタの先頭部のアドレス
を検出するヘッダアドレス検出回路、３７は上記エンベロープから鏡面部の発生パターン
をマッチングし、極性切り換えを検出するパターンマッチング回路、６７は前回、または
それ以前のセクタアドレス検出時からＰＬＬクロックを所定数カウントして極性の切り換
えタイミングを予測する極性切り換えタイミング予測回路、６８は前回のセクタアドレス
部を認識する通常セクタパターンマッチング回路、７１は位相検出回路、７２はモータ制
御回路、７３はモータエンコーダ、６３はモータ、７０はモータエンコーダ７３の位相を
記憶するための極性切り換えタイミング予測回路、６９は前回のセクタまたはそれ以前の
セクタアドレスからクロックにより切り換えタイミングを補完した信号Ａと、モータエン
コーダ７３から補完した信号Ｂとにより、切り換えタイミングの保護を行う切り換えタイ
ミング保護回路である。
【００４４】
図１２は上記のランド・グルーブ極性切り換えタイミングを検出する際に、時々極性切り
換えタイミング信号が検出できなくても、上記切り換えタイミングを補完する回路を示し
たブロック図で、図において、７４は極性切り換えタイミング生成回路、７５は極性切り
換えパターン再生回路、７６は上記極性切り換えタイミングが図中のＣのように時々検出
できなかったり、図中のＢのようにノイズにより誤って検出された場合においても正確な
検出が行われるようにするためのＰＬＬ回路である。
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【００４５】
また、図１３はウオブルピットの配置および鏡面部の配置からランドとグルーブの極性反
転を検出し、サーボ極性を切り換える回路のブロック図で、図において、７７は４分割検
知器、７８，７９はそれぞれトラッキングセンサの片側２ｃｈを増幅するＩ－Ｖアンプ、
８０，８１は上記２ｃｈを加算する加算器、８２は加算器８０，８１の出力の差を取り、
トラックエラー信号を出力する差動アンプ、８３，８４はそれぞれの側のウオブル信号を
検出するエンベローブ検波回路、８５は極性反転のための反転回路、８６，８７は上記エ
ンベローブ検波回路のレベルを検出するコンパレータ、８８は４分割検知器７７のすべて
の和信号における再生エンベロープを検出するエンベロープ検波回路、８９はエンベロー
プ検波回路８８の出力信号をパターンマッチングするパターンマッチング回路、９０はｐ
，ｑ，ｒ信号から極性反転のタイミングを抽出する極性反転検出回路、９１は極性反転回
路、９２はトラッキング制御回路である。
また、図１４は図１３中のｐ，ｑ，ｒ信号が、極性反転を伴うセクタと、極性反転を伴わ
ないセクタとでどのような出力になるかを表したタイミング図である。
【００４６】
従来のスパイラル状の光ディスクは、ランドトラックは１周した後もランドトラックに接
続されている。グルーブトラックも同じである。したがって、ランドのみのスパイラルと
グルーブのみのスパイラルの２本ができる。これに対して、連続した情報トラックを形成
する必要がある光ディスクにおいては、図２に示すように、１周する毎にランドトラック
２はグルーブトラック１へ、グルーブトラック１はランドトラック２に接続する、１周毎
にランドとトラックが切り換わる１本のスパイラルとなり、ＣＤと同様に、１本のスパイ
ラル状のトラックにデータ記録するので、トラックジャンプの方法もＣＤと同じでよいと
いう利点がある。
【００４７】
従来のスパイラル状の光ディスクでは、ランドトラックをすべて走査したあとでグルーブ
トラックの先頭に光ヘッドを移動させるといった特殊なトラックジャンプ方法を組み込ま
なければならないので、このような場所で急に記録速度が低下する恐れがある。一方、マ
スタリング装置でトラックを形成するとき、単純な螺旋を描けば良い。これに対して、図
２の光ディスクでは、１周毎にレーザ光を照射する位置を半径方向にトラックピッチ分だ
けずらす必要がある。しかし最も問題なのは、図２の光ディスクにおいて、１周毎にトラ
ッキング極性をランドまたはグルーブに切り換える必要があることである。特に、トラッ
キングオフセットの発生と、極性切り替えの際に生じる、オフセットの逆転が問題となる
。
【００４８】
ここで、オフセット除去の手法としては、従来から提案されている鏡面補正法とウオブル
ピットによる補正法がある。一般的な記録再生可能な光ディスクにおいては、部分的にグ
ルーブを設けない構成として、その部分にセクタのヘッダ部を形成し、セクタアドレス等
の情報を凹凸ピットにてあらかじめ書いておくことが行われている。ランド・グルーブ記
録の場合、この凹凸ピットを図１に示すように構成すれば、アドレスピット自体をウオブ
ルピットとして利用することができる。
【００４９】
図１６（ａ）に示すような従来のアドレスピットの構成では、ディスク製造のカッティン
グマシンを１／２ピッチ単位で動かす必要がある他、図１６（ｂ）のような構成では、ラ
ンドとグルーブで同じアドレスが再生されてしまうため、光スポットがランド再生かグル
ーブ再生かを再生信号からだけでは判断できなくなる問題があった。
【００５０】
しかし、図１の光ディスクでは、アドレスピットの情報内容を図１（ｂ）のように交互に
１／２トラックづつずらしながら構成するため、再生データによる各トラック単位でのア
ドレス判定が可能になる。例えば、グルーブトラック１を再生する場合、アドレスＡ→ア
ドレスＢ→アドレスＡ→アドレスＢの順で再生され、その隣のランドトラック２の場合は
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、アドレスＣ→アドレスＢ→アドレスＣ→アドレスＢの順で再生されるので、この両デー
タの違いにより判別ができる。
【００５１】
また、アドレスピット４が交互にウオブリングピットとして配置されており、さらに鏡面
部３も構成されているため、従来例で示した光ヘッドの対物レンズシフトやディスクの傾
きに起因する、特にプッシュプルセンサ方式の不要なオフセットを除去することが可能と
なる。
【００５２】
しかし、特に問題となる点は、図２に示すようにトラッキング極性を切り替えなければな
らないヘッダ５が１回転に一回存在することである。プッシュプル法によって得られるサ
ーボの補償回路手前までのトラッキングエラー信号△Ｔをより詳細に分解すると、以下の
ようになる。
△Ｔ＝△Ｔｓ＋△Ｔｇ＋δ＋△Ｔｔ＋△Ｔｉ＋△Ｔｈ・・・・式２
△Ｔｓ：真のトラッキングエラー信号
△Ｔｇ：対物レンズシフトによって発生するオフセット
δ　：ディスク傾きによって発生するオフセット
△Ｔｔ：光検知器の取り付け誤差や光ヘッド内迷光で発生するオフセット
△Ｔｉ：検知器から極性反転回路までのオフセット
△Ｔｈ：極性反転回路からサーボ補償回路までのオフセット
【００５３】
ここで、真のトラッキングエラー信号△Ｔｓは、グルーブ１からランド２へ、またはラン
ド２からグルーブ１へ切り換わる際に逆極性となるため、極性反転回路１０で反転するこ
とで正しいトラックエラー信号を得ることができる。このため△Ｔｓについては、極性反
転を行ってもまったく問題のない部分である。しかし、レンズシフトによるオフセット△
Ｔｇや、ディスク傾きによるオフセットδについては、ランド２やグルーブ１とは無関係
に発生するため、そのまま極性反転を行うと逆向きのオフセットが印加されてしまうこと
となる。そのため、ウオブリングピットや鏡面補正法によって得られた△Ｔｇやδについ
ては、極性反転の度にその量を補正する必要がある。
また、光ヘッド８の対物レンズポジションセンサから推定した△Ｔｇを用いる方法や、ト
ラッキング動作前にメモリにトラック１周分の△Ｔｇを記憶してから補正する方法では、
極性反転時においても△Ｔｇを反転せずに補正することとなる。
【００５４】
なお、△Ｔｔや△Ｔｉについては、装置の動作前、または工場出荷時に一度補正すればよ
いので、一般的には△Ｔｈと併せて、例えばサーボ回路のオフセット調整等で補正されて
いる場合が多い。しかし、△Ｔｔや△Ｔｉは極性反転の際に反転回路１０にて反転されて
しまうのに対し、△Ｔｈは反転されないため、△Ｔｔや△Ｔｉの逆向きのオフセット誤差
が発生してしまう問題がある。そのため、図３に示すように、極性反転回路１０の後段に
光スポットが鏡面部３を通過する際のトラッキングエラー信号をサンプルホールドする回
路１４を設け、このサンプルホールド回路１４の出力で元のトラッキングエラー信号を差
動アンプ１５にて補正することで、△Ｔｔや△Ｔｉを含めた補正を行うことができる。
【００５５】
また、鏡面補正方式による補正では、△Ｔｇやδについても極性反転回路１０によって反
転されてしまうため、極性反転後に合わせて図３におけるサンプルホールド回路１４にて
補正する必要がある。
【００５６】
特にこの方法においては、補正手段が極性反転回路１０の後段に配置される必要があり、
この配置によって極性反転時のオフセットである△Ｔｔや△Ｔｉを補正することができる
。補正手段の後に極性反転回路があると、極性反転時に以前とは逆向きの△Ｔｔや△Ｔｉ
が発生し、補正する意味がなくなってしまう。また当然ではあるが、極性反転時の補正動
作は、まず極性反転回路１０を反転側に切り替えてから、サンプルホールド回路１４を動
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作させて補正を行わせなければならない。
【００５７】
上述の補正動作は、図５に示すように、アドレスピットを再生することで再生アドレス信
号２５からパターンマッチング信号２７を生成し、この信号２７でまず極性反転回路１０
を反転させてから、パターンマッチング信号２７および２８から生成したサンプルホール
ドタイミング信号３１にて鏡面通過時のトラッキングエラー信号をホールドする。上記の
アドレスピットは、通常の記録再生データには用いないパターンに変換して構成する。そ
のため、このパターンをディジタル回路にてマッチングさせることで、パターンの検出タ
イミングを得ることができ、クロック信号２６とあわせて鏡面の検出タイミングを得るこ
とが可能となる。
【００５８】
ただし、この方法では、上記△Ｔｔや△Ｔｉを差動アンプ１５で完全に補正してしまうこ
とが必要で、一般的にその後のサーボ回路内部に構成されているオフセット調整手段にて
△Ｔｔや△Ｔｉの分を含まないようにして調整する必要がある。したがってこの方法によ
るオフセットの調整は、まず極性反転によって発生するオフセットを、差動アンプ１５に
て、例えば補正後の電圧レベルが０Ｖまたは所定の基準電圧になるよう補正し、後段のサ
ーボ回路のオフセット調整手段では、回路部分にて発生する上記所定電圧からずれた分の
みを補正することとなる。この場合、光スポットが鏡面部を通過する際に上記極性反転時
の補正を行うため、トラッキング誤差信号成分とは無関係に、オフセット成分のみを所定
電圧に調整できる。
【００５９】
ウオブルピットを用いて極性反転時の調整を行う場合は、図４に示す構成となる。この場
合、従来のウオブルピットによるセンサオフセット検出方法と同様に、光ヘッド８の光検
知器１６に入射する反射光量である和信号を、加算アンプ１１で生成するとともに、ウオ
ブルピットの検出タイミング信号により、情報トラックに対し左右にずれた２つのピット
を通過する際の和信号のレベルを、サンプルホールド回路１９，２０にてサンプルホール
ドする。そしてこのサンプルホールド回路１９，２０の出力の差を、差動アンプ２１でと
ることにより、オフセット誤差のないトラッキングエラー信号を得ることができる。従っ
て、このオフセットを含まないトラッキングエラー信号にアンプ２２にて所定のゲインを
乗じて、差動アンプ２３にて元のトラッキングエラー信号と差をとることにより、元のト
ラッキングエラー信号に含まれるオフセットのみを取り出すことができる。
【００６０】
この時、ゲインアンプ２２は、ウオブルピットによるトラッキングエラー信号と、プッシ
ュプル法によるトラッキングエラー信号とのゲイン差を調整するためのものである。この
ように検出されたオフセット信号は、鏡面補正の場合と同様に、元のトラッキングエラー
信号から減算され修正される。従来のウオブルピットによる補正方式が、図２１に示すよ
うにフィードバックによって補正されていたのに対し、本実施の形態の方式では、フィー
ドフォワード的な補正動作を行うことと等価である。なぜならば、極性反転時においては
、オフセット信号の変化が急峻に現れるため、フィードフォワード的に修正を行わなけれ
ば補正動作が間に合わず、サーボ系が乱れる原因となるからである。
【００６１】
なお、上記の極性反転時における補正動作は、あくまでも次のセクタが極性反転を伴うセ
クタかどうかを常に認識した上で動作しなければならないのは当然である。もし、光ディ
スクの傷等によって誤ったアドレス情報を読み込み、不要に極性反転を行えば、サーボ外
れを起こしてしまう。従って、このような極性反転を伴う光ディスクにおいては、この極
性反転の有無を容易に認識し、かつ確実に検出する方法が不可欠である。この実施の形態
においては、例えば光ディスクのアドレスを読み込むことによって、ある半径方向に所定
のゾーンに分割され、各ゾーン内の１周当りのセクタ数が一定になっていれば、ゾーン内
におけるセクタ番号の配列により極性反転の有無が検出できる。例えば、あるゾーン内の
１周当りのセクタ数をｍとし、０番地が最初の極性反転を行うセクタであるとすると、ｍ
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×ｎ（ｎは整数）のセクタアドレスを有するセクタにて極性反転が行われる。従って、セ
クタアドレスを検出してこれを解読すれば、極性反転の有無を判別できる。
【００６２】
しかし、このようなアドレスピットの内容を読みだす方式では、データ再生時における読
み間違い等により、上記の極性反転を間違えるおそれがある。仮に極性反転のアドレスが
読み込めなくても、アドレス自体は例えば１つづつインクリメントされているため、１つ
、または所定数前のセクタにおけるアドレスを読み込んでおくことによって、極性反転を
含むアドレスを予測したり、間違いを補正することも可能であるが、最初のトラック引き
込みの場合や、トラックアクセス後の引き込み時には、一度で判定する場合もあるため、
同様な問題が生じる。
【００６３】
この実施の形態では、ヘッダ６，ヘッダ２０１，ヘッダ５の内部に構成されている鏡面部
の位置を検出することで、極性反転セクタかどうか認識することが可能である。例えば、
中央に最も広い鏡面部１０１が存在する図８（ａ）を通常のセクタのヘッダ部６とし、図
８（ｂ）を極性反転を伴うセクタの１つ前のセクタのヘッダ部２０１とし、図９（ａ）を
極性反転を伴うセクタのヘッダ部５とすることも可能で、また、図７（ｂ）を極性反転を
伴わないセクタのヘッダ部６とし、図８（ｂ）を直前のセクタのヘッダ部２０１とし、図
９（ｂ）を極性反転を伴うセクタのヘッダ部５とする等、いくつかの組み合わせで識別す
ることが可能である。いずれの場合も、アドレス内容や認識フラグの確認を行わずに、再
生信号変化をみるだけで容易に検出・判定が可能である。
また、直前のセクタも認識することで、切り替えポイントの予測を確実にすることも可能
である。
【００６４】
また、このような認識フラグや鏡面部の配置・有無だけではなく、上述したアドレスピッ
トから読み込まれるアドレスデータも同時に判定することで、極性反転の有無の認識をよ
り確実にすることが可能である。
【００６５】
さらにまた、同じゾーン内では各セクタのヘッダ部はディスクの半径方向に整列している
ため、ディスクモータの回転周期をモータのエンコーダ、または前回までのセクタ検出間
隔の計測値から検出し、前回の極性反転タイミングからの時間差を計測して現在の極性反
転位置を推定することも可能となる。しかし、この場合は推定タイミングが不正確なため
、上記アドレスの認識や、本認識フラグとの併用によって、極性反転セクタ検出の精度を
高める場合にのみ用いられる。
【００６６】
図１１は切り換えタイミングの保護回路を示したブロック図である。ランドとグルーブが
１回転おきに入れかわるディスクにおいては、極性反転のタイミングを検出し誤るとトラ
ックはずれを起こしてしまう。そのため、傷や振動等によって極性反転のためのマッチン
グパターンやセクタアドレスが検出できなくても上記極性反転タイミングを補完しなけれ
ばならない。そのためには、例えば２つの方法が考えられる。
【００６７】
第１の方法は、前のセクタアドレスを検出してからデータ検出ＰＬＬ回路６４のＰＬＬク
ロックを所定数カウントし、次の極性反転を伴うセクタのアドレスが検出できなくとも、
上記ＰＬＬクロックからのカウント値が所定数になった所で強制的に極性を切り換えれば
、トラッキングの極性切り換えを正確に行うことができる。
【００６８】
また、第２の方法は、前回の切り換えタイミングにおけるモータの回転位相を記憶し、モ
ータの回転位相に対する切り換えタイミングの位置は変わらないため、記憶した回転位相
になったとき切り換えポイントを補完することにより正確な補完を行うことができる。
【００６９】
以上、図１１で説明した２つの方法以外にも、例えば図１２に示されるような方法によっ
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ても、極性切り替えのタイミングを補完することが可能である。この方法は、ゾーンＣＡ
Ｖディスクにおける極性切り替えが行われるディスクの角度割付がディスク半径方向に整
列しているため、基本的な切り替えパターンが周期的に発生することを利用したものであ
る。
【００７０】
例えば、プリピットから構成されるセクタアドレスの鏡面部の配置が、ランドとグルーブ
が切り替わらない通常のセクタと、ランドとグルーブが切り替わるセクタとで異なってい
る場合、図１２中のパターンマッチング回路３７により上記極性反転を検出するとともに
、セクタアドレスが検出された場合は極性切り替えが存在するアドレスを極性切り替えパ
ターン再生回路７５により検出することで、極性切り替えタイミング生成回路７４で極性
切り替え検出信号を検出する。ただし、この場合は、図中のＢのようにノイズ等により余
分に誤検出したり、またＣのように検出できなかった場合が発生する。しかし、図１２の
ＰＬＬ回路７６を後段に配置し、さらに上記ＰＬＬ回路７６におけるＶＣＯの発振周波数
をディスク回転周波数に合わせることで、ＰＬＬ通過後の極性切り替えタイミング信号を
図１２の下部に示したように正確に取り出し補完することが可能である。このようなＰＬ
Ｌ回路は、当然ディジタル的なＰＬＬ回路とし、ディジタルサーボ回路に内蔵することも
可能である。
【００７１】
また、ウオブルピットの配置が、ランドとグルーブの極性が切り替わるセクタと、そうで
ないセクタとで異なるように配置することによっても識別可能である。以上は図７から図
１０までのヘッダピット配列にも示されている。この場合、例えば図１３に示すように、
４分割検知器７７のトラッキングセンサに用いられる分割と同じ分割にてそれぞれを再生
する。（図１３ではｎ＋ｏとｌ＋ｍ）このようにして再生された信号は、エンベロープ検
波後、図１４に示すｐ，ｑ信号のように再生されるため、極性反転の有無によりその区別
が可能となる。これはウオブルされた凹凸ピットが、光スポットの進行方向に対してディ
スク半径方向に左右にずれており、それが極性反転の有無により異なるように配置されて
いるからである。
【００７２】
また、４分割検知器７７のすべての和信号をエンベロープ検波することによって、上述し
たヘッダ部の鏡面部の配置をパターンマッチングすることも可能で、この場合、ｐ，ｑ，
ｒ信号の３つのＡＮＤを取ることによっても、より確実な極性切り替えが可能となる。
【００７３】
【発明の効果】

【００７４】
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　本願請求項１に記載の光ディスクは、
　互いに交互に形成された一回転分のランドと一回転分のグルーブとで形成された連続し
た情報トラックを有し、
　各一回転のランドが各一回転のグルーブと切り換わり部分において接続され、
　各一回転のランド及び各一回転のグルーブの各々がヘッダによりセクタに分割され、
　上記ヘッダ内のピット列が径方向に変位してウオブルピットを形成しており、
　該ピット列がアドレス情報を有し、
　光スポットにより走査されたときのピット列の変位の順序が上記切り換わり部分におい
て切り換わる
　ことを特徴とするものであり、
　ピット列がアドレス情報を有しているため、信頼性が高いと言う利点がある。

　請求項３記載の光ディスク装置は、
　ランドとグルーブの極性切り換えを伴うセクタと、それ以外のセクタとをウオブルアド
レスの配置順列が異なるように構成した請求項１に記載の光ディスクを用いる光ディスク
装置において、上記ウオブルピットの配置順序を再生情報およびサーボ誤差信号を検出す
るための４分割光検知器を用いてトラック誤差信号に用いるそれぞれ２つずつの加算出力



【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態の光ディスクにおけるランドとグルーブが切り換わるヘッ
ダ部を示す図である。
【図２】実施の形態の光ディスクにおけるランドとグルーブの配列およびヘッダ部の配置
を示す図である。
【図３】実施の形態の光ディスク装置における鏡面を用いたトラックオフセット補正回路
のブロック図である。
【図４】実施の形態の光ディスク装置におけるウオブルピットを用いたトラックオフセッ
ト補正回路のブロック図である。
【図５】実施の形態の光ディスク装置における鏡面部およびウオブルピットの検出タイミ
ングを表す図である。
【図６】実施の形態の光ディスクにおける極性反転を伴うセクタのアドレスピットおよび
認識フラグを示す図である。
【図７】実施の形態の光ディスクのヘッダ部の構成を示す図である。
【図８】実施の形態の光ディスクのヘッダ部の構成を示す図である。
【図９】実施の形態の光ディスクのヘッダ部の構成を示す図である。
【図１０】実施の形態の光ディスクのヘッダ部の構成を示す図である。
【図１１】実施の形態の光ディスク装置における切り換えタイミング保護回路のブロック
図である。
【図１２】実施の形態の光ディスク装置における切り換えタイミング保護回路のブロック
図である。
【図１３】実施の形態の光ディスク装置におけるサーボ極性切り換え回路のブロック図で
ある。
【図１４】図１の動作タイミング図である。
【図１５】従来の光ディスクのランドとグルーブの配列およびヘッダ部の配置を示す図で
ある。
【図１６】従来の光ディスクのヘッダ部の構成を示す図である。
【図１７】従来のプッシュプルトラッキング方式によるオフセットの発生原理の説明図で
ある。
【図１８】従来の光ディスクの鏡面方式およびウオブルピットによるトラックオフセット
補正に用いるヘッダ部の構成を示す図である。
【図１９】従来の光ディスク装置における鏡面を用いたトラックオフセット補正回路のブ
ロック図である。
【図２０】従来の光ディスク装置におけるウオブルピットを用いたトラックオフセット補
正回路のブロック図である。
【図２１】従来のウオブルピットとプッシュプル法とで得られたトラッキングエラー信号
を用いた場合の制御特性図である。
【図２２】従来のウオブルピットから得られる出力信号波形図である。
【符号の説明】
１　グルーブトラック、２　ランドトラック、３，１０１～１０３　鏡面部、４　アドレ
スピット、５　極性反転を伴うヘッダ部、６　極性反転を伴わないヘッダ部、７　光ディ
スク、８　光ヘッド、９　Ｉ－Ｖアンプ、１０　極性反転回路、１３，３９　鏡面検出回
路、１４，１９～２０，４１～４２　サンプルホールド回路、１６　トラッキングセンサ
、１７　トラッキングセンサの光量分布、１８　ウオブルピット検出回路、２４　再生和
信号、２５　再生アドレス信号、２６　クロック、２７　アドレスＡのパターンマッチン
グ信号、２８　アドレスＢのパターンマッチング信号、２９～３０　ウオブルピットのサ
ンプルホールドタイミング信号、３１　鏡面部のサンプルホールドタイミング信号、３２
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から得られる２つの再生エンベローブの発生状態を比較することで極性切り換えのタイミ
ング信号を得る手段を備えたことを特徴とするものであり、
　エンベロープ同士で比較をしているので、信頼性が高いと言う利点がある。



～３５認識フラグ、３６　ＰＬＬデータ検出部、３７　パターンマッチング回路、３８　
極性反転位置検出回路、５０　加算回路、５８～５９　ウオブルピット、６０　レーザダ
イオード、６１　ハーフミラー、６２　レンズ、６３　ディスクモータ、６４　データ検
出ＰＬＬ回路、６５　エンベロープ検波回路、６６　ヘッダアドレス検出回路、６７　極
性切り換えタイミング予測回路、６８　通常セクタパターンマッチング回路、６９　切り
換えタイミング保護回路、７０　極性切り換えタイミング予測回路、７１　位相検出回路
、７２　モータ制御回路、７３　モータエンコーダ、７４　極性切り換えタイミング生成
回路、７５　極性切り換えパターン再生回路、７６　ＰＬＬ回路、７７　４分割検知器、
７８，７９　Ｉ－Ｖアンプ、８０，８１　加算器、８３，８４，８８　エンベロープ検波
回路、８９　パターンマッチング回路、９０　極性反転検出回路、２０１　ヘッダ部５の
直前のヘッダ部。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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