
JP 4555454 B2 2010.9.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体の記録データからの再生信号を第一のクロック信号に同期してサンプリングし
、そのサンプル値に基づいて、該記録データを再生するデータ再生装置において、
　第一の格納部と第二の格納部とを有し、該第一の格納部又は該第二の格納部のいずれか
に上記サンプル値を順次格納する格納手段と、
　上記第一の格納部と上記第二の格納部とを切り換える第一の切換手段と、
　上記第一の切換手段とは逆に上記第二の格納部と上記第一の格納部とを切り換える第二
の切換手段と、
　反復回数を通知する制御手段と、
　上記第一のクロック信号より高速な第二のクロック信号に同期して、上記格納手段から
サンプル値を取り出し、その取り出したサンプル値を所定のアルゴリズムに従って処理す
ることを、上記制御手段から通知された上記反復回数を行なうことによってデータを検出
するデータ検出処理手段とを有し、
　上記格納手段が上記第一の切換手段によって切り換えられた格納部にサンプル値を格納
すると同時に、上記データ検出処理手段が上記第二の切換手段によって切り換えられた格
納部から格納されているサンプル値を取り出して上記処理を行ない、該データ検出処理手
段にて得られた検出データに基づいて上記記録データを再生するようにしたデータ再生装
置。
【請求項２】
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　請求項１記載のデータ再生装置において、
　上記データ検出処理手段は、上記格納手段から取り出したサンプリング値を所定のアル
ゴリズムに従って反復処理することによって、より確からしいデータを検出する反復処理
手段を有するようにしたデータ再生装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のデータ再生装置において、
　上記記録データがデータのアドレスを示すアドレス情報である場合、上記第二のクロッ
ク信号は、上記格納手段に該アドレス情報のサンプル値を格納する上記第一のクロック信
号より高速であるようにしたデータ再生装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項記載のデータ再生装置において、
　上記記録データがデータを示すデータ情報である場合、上記第二のクロック信号は、上
記格納手段に該データ情報のサンプル値を格納する上記第一のクロック信号より高速であ
るようにしたデータ再生装置。
【請求項５】
　請求項２記載のデータ再生装置において、
　上記反復処理手段によって反復して行われる上記反復処理に要する時間が、上記格納手
段によってサンプル値を格納する格納時間を超えない反復回数に設定されるようにしたデ
ータ再生装置。
【請求項６】
　請求項２記載のデータ再生装置において、
　上記記録データがデータアドレスを示すアドレス情報である場合とデータを示すデータ
情報である場合とで異なる反復回数にて上記反復処理手段での処理が行われるようにした
データ再生装置。
【請求項７】
　請求項２記載のデータ再生装置において、
　上記反復処理手段によって反復して行われる上記反復処理に要する時間が、上記記録デ
ータのアドレスを示すアドレス情報とデータを示すデータ情報との間に設けられたギャッ
プを走査する走査時間を超えない反復回数に設定されるようにしたデータ再生装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項記載のデータ再生装置において、
　上記格納手段が上記第一の切換手段によって切り換えられた格納部に、上記記録データ
のアドレスを示すアドレス情報のサンプル値を格納すると同時に、上記データ検出処理手
段が、上記第二の切換手段によって切り換えられた格納部から格納されているデータを示
すデータ情報のサンプル値を取り出して上記処理を行なうようにしたデータ再生装置。
【請求項９】
　請求項１記載のデータ再生装置において、
　上記データ検出処理手段は、上記格納手段から取り出したサンプリング値を所定のアル
ゴリズムに従って反復処理することによって、より確からしいデータを検出する反復処理
手段を有し、
　上記第二のクロック信号に同期しつつ、上記第二の切換手段によって切り換えられた格
納部からサンプル値を取り出して上記反復処理を行なうようにしたデータ再生装置。
【請求項１０】
　請求項９記載のデータ再生装置において、
　上記反復処理手段によって反復して行なわれる上記反復処理に要する時間が、上記格納
手段が上記第一の切換手段によって切り換えられた格納部にサンプル値を格納する格納時
間を超えない反復回数に設定されるようにしたデータ再生装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０記載のデータ再生装置において、
　上記第二の切換手段によって切り換えられた格納部から上記記録データのデータを示す
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データ情報のサンプル値を取り出して、上記反復処理手段によって行なわれる上記反復処
理に要する時間が、上記格納手段が上記第一の切換手段によって切り換えられた格納部に
データアドレスを示すアドレス情報のサンプル値を格納する格納時間を超えない反復回数
に設定されるようにしたデータ再生装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載のデータ再生装置において、
　上記反復回数は、上記格納手段が上記第一の切換手段によって切り換えられた格納部に
アドレス情報のサンプル値を格納する際に設定されるようにしたデータ再生装置。
【請求項１３】
　請求項９乃至１２のいずれか一項記載のデータ再生装置において、
　上記第二の切換手段によって切り換えられた格納部から上記記録データのデータアドレ
スを示すアドレス情報のサンプル値を取り出して、上記反復処理手段によって反復して行
なわれる上記反復処理に要する時間が、上記格納手段が上記第一の切換手段によって切り
換えられた格納部にデータ情報のサンプル値を格納する格納時間を超えない反復回数に設
定されるようにしたデータ再生装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載のデータ再生装置において、
　上記反復回数は、上記第一の切換手段によって切り換えられた格納部にデータ情報のサ
ンプル値を格納する際に設定されるようにしたデータ再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録データのフォーマット効率を劣化させることなく、読み取りデータを反復
してデータ検出するデータ再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
データ記録再生装置でデータが記録される記録媒体として、磁気ディスク、磁気テープ、
光ディスク、光磁気ディスク等がある。主に磁気的な記録マークを用いて、これら記録媒
体にデータを記録しており、半導体メモリに比べ恒久的にデータ保存が可能である。また
、画像及びイメージ情報など多くの情報を取り扱うためには、コンピュータ用の情報記録
としてなくてはならない記録媒体である。
【０００３】
従来のデータ記録再生装置は、例えば、図１に示すように、データを所定のフォーマット
規則に従って、記録媒体に記録している。プリピットで構成されたデータのアドレス情報
（ＩＤ）部は、セクタマーク（ＳＭ）を見つけた後、ＩＤ部リードゲート信号（ＩＤＲＧ
）が上がりＩＤのデータ検出が行なわれる。ＩＤのデータ検出後、目的のセクターである
ことを制御回路ＯＤＣ（Optical Disc Controller）が認識すると、データ部（ＭＯ）を
再生するためにデータ部リードゲート信号（ＭＯＲＧ）が上がる。
【０００４】
図２に示すような従来のリードチャネルシステム構成において、記録媒体１０上にプリピ
ットで形成されているＩＤの場合、検出回路(Detector)１９への反射光の光量変化に応じ
た信号が出力される。また、記録媒体１０上のＭＯデータの場合、検出回路１９に反射光
のカー回転角に応じた信号が出力される。そして、制御回路（ＯＤＣ）２１からＩＤ部リ
ードデータ信号又はデータ部リードゲート信号が出力され、再生する信号がＩＤかＭＯか
をマルチプレクサ（ＭＵＸ）１３で選択する。マルチプレクサ１３から以降は、増幅器（
Ａｍｐ）１１及び１２、ＡＧＣ（Automatic Gain Control）１４、低域フィルター（ＬＰ
Ｆ）１５、等価器（ＥＱ）１６で再生波形を整形しＰＬＬ（Phase-Locked Loop）回路１
７で同期したクロックでＡＤ変換器（ＡＤＣ）１８がサンプリングを行い、サンプリング
データから検出器（Detector）１９及び復号器（Decoder）２０によってＰＲＭＬ(Partia
l Response Maximum Likelihood)または反復復号を行なうことによってデータ検出を行う
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。従来は、ＰＬＬ１７に同期したクロックをそのまま用いてデータ検出を行なっていた。
反復検出のないＰＲＭＬでは、ＩＤを検出してからＭＯを検出するためのデータ部リード
ゲート信号を出力する遅延時間をＩＤ部とＭＯ部との間に設けられたギャップ（Ｇａｐ）
（図１参照）が吸収し、連続したデータ処理を行なっていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のリードチャネルシステム構成では、以下に述べる問題点がある
。
【０００６】
従来のデータ検出方法では、再生信号からデータをサンプリングして読み取る読み取り処
理と読み取ったサンプル値からより確からしい値を検出する検出処理とが連続して行なわ
れる。従って、反復動作をもつＰＲＭＬ等のデータ検出方法では、例えば、ＩＤ部のデー
タ検出を何度も反復するとＩＤを認識してからデータ部リードゲート信号を出力するまで
の時間が長くなるため、ギャップを長くしなければならない。よって、ギャップを長くす
ることによるフォーマット効率の劣化等の問題があった。同様に、従来のフォーマットを
変更することなくデータ部（ＭＯ）を反復検出すると、次のＩＤを検出することができな
い等の問題があった。
【０００７】
このように、読み取り処理と検出処理とが連続して行われる従来のデータ検出方法では、
読み取り処理の処理時間に影響されることなく検出処理を行なうことができない。そのた
め、データ検出能力を上げるために反復処理等を十分行うことができないなど検出処理の
内容が制限されていた。
【０００８】
そこで、本発明の課題は、記録データのフォーマット効率を劣化させることなく、読み取
り処理による制限をできるたけ受けずに読み取りデータに基づいたデータ検出処理ができ
るようなデータ再生装置を提供することである。
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明は、記録媒体の記録データからの再生信号を第一のク
ロック信号に同期してサンプリングし、そのサンプル値に基づいて、該記録データを再生
するデータ再生装置において、第一の格納部と第二の格納部とを有し、該第一の格納部又
は該第二の格納部のいずれかに上記サンプル値を順次格納する格納手段と、上記第一の格
納部と上記第二の格納部とを切り換える第一の切換手段と、上記第一の切換手段とは逆に
上記第二の格納部と上記第一の格納部とを切り換える第二の切換手段と、反復回数を通知
する制御手段と、上記第一のクロック信号より高速な第二のクロック信号に同期して、上
記格納手段からサンプル値を取り出し、その取り出したサンプル値を所定のアルゴリズム
に従って処理することを、上記制御手段から通知された上記反復回数を行なうことによっ
てデータを検出するデータ検出処理手段とを有し、上記格納手段が上記第一の切換手段に
よって切り換えられた格納部にサンプル値を格納すると同時に、上記データ検出処理手段
が上記第二の切換手段によって切り換えられた格納部から格納されているサンプル値を取
り出して上記処理を行ない、該データ検出処理手段にて得られた検出データに基づいて上
記記録データを再生するように構成される。
【００１０】
このようなデータ再生装置では、サンプル値を格納する格納手段を設けることによって、
再生信号の読み取りからサンプル値を格納するまで（読み取り系）と、サンプル値からよ
り確からしいデータに基づいて、記録媒体上に記録されたデータを再生するまで（検出系
）とが、それぞれ異なるクロック信号に同期して処理を行なうことができるため、読み取
り系と検出系での処理を分離することが可能となる。
【００１１】
従って、読み取り系での処理に影響させることなくサンプル値を１回又は反復して検出す
る処理が可能となるため、記録データのフォーマット効率を劣化させることなく、読み取
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り処理による制限をできるだけ受けずに読み取りデータに基づいたデータ検出処理ができ
るようになる。
【００１２】
上記データ検出処理は、例えば、ビタビ検出の手法を用いたデータ検出である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
本発明の実施の一形態に係るデータ再生装置におけるリードチャネルシステム構成は、例
えば、図３に示すようになっている。
【００１５】
図３は、本発明の一実施例に係るリードチャネルシステム構成の例を示す図である。図３
中、図２と同一回路には、同一符号を付してある。
【００１６】
図３において、図２と同様に光磁気ディスクまたは光ディスクからプリピットで形成され
たＩＤ信号と書き替え可能なデータ部ＭＯ（光磁気ディスクの場合）またはそれに対応し
たデータ信号が出力される。ＩＤ部リードゲート信号（ＩＤＲＧ）又はデータ部リードゲ
ート信号（ＭＯＲＧ）によって、マルチプレクサ（ＭＵＸ）１３を切り換えている。そし
て再生信号は、ＡＧＣ１４、低域フィルター（ＬＰＦ）１５及び等価器（ＥＱ）１６で波
形整形を行い、再生信号に同期したＰＬＬ１７のクロックを使ってＡＤ変換器（ＡＤＣ）
１８で信号をサンプリングする。そして、ＡＤ変換器１８でサンプリングしたサンプリン
グデータは、ＦＩＦＯ（First-IN First-Out）メモリ３０に蓄える。
【００１７】
上記増幅器１１及び１２、マルチプレクサ１３、ＡＧＣ１４、低域フィルタ１５、等価器
１６、ＰＬＬ１７、ＡＤ変換器１８及びＦＩＦＯメモリ３０までの構成を読み取り系とす
る。
【００１８】
制御回路（ＯＤＣ）３１は、ＩＤ部検出用クロック送出又はデータ部検出用クロック送出
をシンセサイザー（Synthesizer）３２に指示する。また、反復検出器（Iterative Detec
tor）３３に反復回数Ｍ又はＮを通知し、反復検出を開始させる。反復検出器３３は、シ
ンセサイザー３２から供給されるクロックに同期しながら、ＦＩＦＯメモリ３０からデー
タを取り出し、データ検出をＮ回行なう。
反復検出後、復号器（Decoder）３４は、シンセサイザー３２から供給されるクロックに
同期しながら、データを復号し、制御回路３１へ供給する。制御回路３１は、復号された
データを再生データとして出力する。
【００１９】
上記反復検出器３３は、ビタビ検出の手法を用いたデータ検出回路等である。
【００２０】
上記制御回路３１、シンセサイザー３２、反復検出器３３及び復号器３４までの構成を検
出系とする。
【００２１】
図１に示されるようなフォーマット構成で記録媒体１０に記録されたデータの読み取りを
開始する場合、制御回路３１は、セクタマーク（ＳＭ）の検出後、マルチプレクサ１３に
ＩＤ部読み取り用の増幅器（Ａｍｐ）１１へ切り換えさせる。一番目のクロックの同期（
ＶＦＯ１）に応じてＩＤ部リードゲート信号（ＩＤＲＧ）がオンとなり、一番目のＩＤ部
（ＩＤ１）のデータの読み取りを開始する。読み取られたＩＤ１のデータ信号は、上述よ
り、ＡＧＣ１４、低域フィルター（ＬＰＦ）１５及び等価器（ＥＱ）１６で波形整形を行
い、再生信号に同期したＰＬＬ１７のクロックを使ってＡＤ変換器１８で信号をサンプリ
ングして、ＡＤ変換器１８によってサンプリングデータがＦＩＦＯメモリ３０に蓄えられ
る。
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【００２２】
制御回路３１は、ＩＤ部の検出用のクロック送出をシンセサイザー３２に指示する。シン
セサイザー３２は、ＩＤ部の検出用のクロックをＦＩＦＯメモリ３０、反復検出器３３、
復号器３４へＩＤ部の検出用のクロックを送出する。また、制御回路３１は、反復検出器
３３へＩＤ部用の反復回数Ｍを通知する。
【００２３】
ＦＩＦＯメモリ３０に蓄えられたＩＤ１のサンプリングデータは、ＩＤ部の検出用のクロ
ックに同期しながら、反復検出器３３及び復号器３４によって反復検出後復号されて、制
御回路３１から再生データとして出力される。
【００２４】
ＩＤ１のサンプリングデータを反復検出及び復号する一方で、読み取られたＩＤ２のデー
タ信号が増幅器１１によって増幅され、ＡＧＣ１４、低域フィルター（ＬＰＦ）１５、等
価器（ＥＱ）１６及びＡＤ変換器１８によって、ＩＤ２のサンプリングデータを次々にＦ
ＩＦＯメモリ３０に蓄えられる処理が並列に行なわれる。
【００２５】
ＩＤ２のサンプリングデータの反復検出及び復号処理は、図１に示されるＩＤ２の後のギ
ャップ（Ｇａｐ）の間に完了する。つまり、制御回路３１が通知するＩＤ部用の反復回数
Ｍは、最後のＩＤ部に続くギャップの間に反復検出及び復号処理を完了することができる
回数である。
【００２６】
図１に示されるＩＤ２の後のギャップ開始によって、ＩＤ部リードゲート信号がオフとな
り、制御回路３１は、マルチプレクサ１３にＩＤ部読み取り用の増幅器（Ａｍｐ）１１か
らＭＯ部読み取り用の増幅器（Ａｍｐ）１２へ切り換えさせる。ギャップ終了後、三番目
のクロック同期（ＶＦＯ３）に応じて、データ部リードゲート信号（ＭＯＲＧ）がオンと
なる。以後、読み取りを同期させるためのＳｙｎｃ及び複数のＲｅｓｙｎｃに同期しつつ
、図１に示されるようなデータ（ＭＯ）部の読み取りを行なう。
【００２７】
上記同様に、データ部からのデータ信号は、読み取り系によって処理され、サンプリング
データがＦＩＦＯメモリ３０に蓄積される。
【００２８】
一方、検出系では、制御回路３１からの指示によりシンセサイザー３２は、ＦＩＦＯメモ
リ３０、反復検出器３３及び復号器３４へ、データ部（ＭＯ）の検出用クロックを提供す
る。また、反復検出器３３は、制御回路３１から通知された反復回数Ｎに基づいて、ＦＩ
ＦＯメモリ３０から蓄積されているサンプリングデータを取り出し、Ｎ回毎の反復検出を
行なう。以後、上記同様の処理によって、記録媒体１０のデータ部の再生データが出力さ
れる。
【００２９】
よって、記録媒体１０のデータ部も、読み取り系と検出系とで並列に処理される。
【００３０】
Ｒｅｓｙｃで区切られた最後のデータブロックの後のギャップ開始によって、データ用リ
ードゲート信号がオフとなる。
【００３１】
該最後のデータブロックのサンプリングデータの反復検出及び復号処理は、図１に示され
る該最後のデータブロック後のギャップの間に完了する。つまり、制御回路３１が通知す
るデータ部用の反復回数Ｎは、Ｒｅｓｙｃで区切られた最後のデータブロックが続くギャ
ップの間に、反復検出及び復号処理を完了することができる回数である。
【００３２】
上述より、読み取り系と検出系との間に設けられたＦＩＦＯメモリ３０は、読み取り系に
よって読み取られたデータを溜めておくバッファとしての役割を有する。従って、ＦＩＦ
Ｏメモリ３０を設けることによって、読み取り系と検出系でのデータ処理を独立させるこ
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とができ、各系での処理を並列に行なうことが可能となる。
【００３３】
また、ＩＤ部のデータ及びデータ部のデータの反復検出を、各ギャップで完了することが
できる反復回数Ｍ及びＮが、制御回路３１によって設定される構成となっている。従って
、ＩＤ部のデータ及びデータ部のデータの反復検出をそれぞれ個別に設定することができ
る。
【００３４】
つまり、検出系のシンセサイザー３２から供給されるクロックは、読み取り系のＰＬＬ１
７から供給されるクロックより高速なクロックを用いる。また、ＭＳＲ（Magnetic Super
 Resolution）媒体を用いた場合、データ部（ＭＯ）は磁気的超解像（ＭＳＲ）効果によ
って小さなビットが記録されるが、ＩＤ部のプリピットはＭＳＲ効果が効かないため最小
ピットが大きくなる。そのため、ＩＤ部のプリピットの読み取りには、データ部より遅い
クロックが用いられる。
【００３５】
従って、図３に示されるリードチャネルシステム構成の例におけるクロックの周波数は、
例えば、ＩＤ部の読み取り系の周波数fIDrdclk、ＩＤ部の検出系の周波数fIDdetclk、Ｍ
Ｏ部の読み取り系の周波数fMOrdclk及びＭＯ部の検出系の周波数fMOdetclkの４種類に分
類することができる。ここで、ＩＤ部の検出系の周波数fIDdetclkは、ＩＤ部の読み取り
系の周波数fIDrdclkより高い周波数である。ＩＤ部の読み取り系の周波数fIDrdclk、及び
、ＭＯ部の読み取り系の周波数fMOrdclkは、ＰＬＬ１７での周波数に対応し、ＩＤ部の検
出系の周波数fIDdetclk、及び、ＭＯ部の検出系の周波数fMOdetclkは、シンセサイザー３
２での周波数に対応する。
【００３６】
例えば、データ部検出のための反復検出回数Ｎは、
Ｎ×データ数×（１／fMOdetclk）≦　データ数×（１／fMOrdclk）
を満たすような整数であれば良い。
【００３７】
　制御回路３１によって設定される反復回数Ｍは、例えば、図１に示すＩＤ２のサンプリ
ングデータをＩＤ２の後のギャップの間に、ＩＤ部の検出系の周波数fIDdetclkによって
Ｍ回反復検出できるような反復回数である。また、同様に、ＭＯ部の検出系の周波数fMOd
etclkは、ＭＯ部の読み取り系の周波数fMOrdclkより高く、制御回路３１によって設定さ
れる反復回数Ｎは、例えば、図１に示すＲｅｓｙｎｃで区切られた最後のデータブロック
のサンプリングデータを次に続くギャップの間に、ＭＯ部の検出系の周波数fMOdetclkに
よってＮ回反復検出できるような反復回数である。
【００３８】
上述より、反復回数は、ＩＤ部及びデータ部のデータ記録の特性に応じて、個別に設定す
ることができる。
【００３９】
また、従来のフォーマットを変更する必要がないため、反復検出のためにフォーマット効
率を劣化させることがない。
【００４０】
図３に示すリードチャネルシステム構成の例では、再生信号にＰＬＬ１７が同期する構成
であるが、ディスクに形成されたクロックピットにＰＬＬ１７を同期させて基準クロック
（外部クロック方式）としても良い。
【００４１】
また、本発明の実施の一形態に係るデータ再生装置におけるリードチャネルシステム構成
は、例えば、図４に示すようにすることができる。
【００４２】
　図４は、本発明の一実施例に係るリードチャネルシステム構成の他の例を示す図である
。図４中、図３と同一回路には、同一符号を付してある。また、図３に示した光磁気ディ
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スク１０からＡＧＣ１４までを同じ構成とし省略する。
【００４３】
図４において、上述同様に、低域フィルター１５及び等価器１６で波形整形を行い、再生
信号に同期したＰＬＬ１７のクロックを使ってＡＤ変換器１８で信号をサンプリングする
。
【００４４】
制御回路４０は、ＩＤ部リードゲート信号（ＩＤＲＧ）又はデータ部リードゲート信号（
ＭＯＲＧ）の送出によって、マルチプレクサ（ＭＵＸ）４１を切り換えてＦＩＦＯメモリ
４２又はＦＩＦＯメモリ４３にサンプリングデータを蓄積する。また、制御回路４０から
送出された信号は、ｎｏｔ回路４４へも供給され、ｎｏｔ回路４４で反転した信号が、マ
ルチプレクサ（ＭＵＸ）４５及びマルチプレクサ（ＭＵＸ）４６へ供給される。
【００４５】
一方、制御回路４０は、ＩＤ部の検出用のクロック送出又はデータ部の検出用のクロック
送出をシンセサイザー（Synthesizer）４７に指示する。また、反復検出器（Iterative D
etector）４８に反復回数Ｍ又はＮを通知する。
【００４６】
シンセサイザー４７は、指示に応じて、検出用クロックをマルチプレクサ４５、反復検出
器４８及び復号器４９へ送出する。
【００４７】
マルチプレクサ４５は、シンセサイザー４７から送出されたクロックを、ｎｏｔ回路４４
からの信号に基づいて、ＦＩＦＯメモリ４２又は４３へ供給する。つまり、マルチプレク
サ４１の切り換えによって、サンプリングデータがＦＩＦＯメモリ４２に蓄えられる場合
、ｎｏｔ回路４４からの反転した信号によって、マルチプレクサ４５は、シンセサイザー
４７からの検出用クロックをＦＩＦＯメモリ４３へ供給する。同様に、マルチプレクサ４
６は、ｎｏｔ回路４４からの反転した信号によって、ＦＩＦＯメモリ４３から既に蓄えら
れているサンプリングデータを取り出し、反復検出器４８は、シンセサイザー４７からの
検出用クロックに同期しつつ、制御回路４０によて設定された反復回数に基づいて、反復
検出を行なう。
【００４８】
反復検出器４８による反復検出後、復号器（Decoder）４９は、シンセサイザー４７から
供給されるクロックに同期しながら、データを復号し、制御回路４０へ供給する。制御回
路４０は、復号されたデータを再生データとして出力する。
【００４９】
上記増幅器１１及び１２、マルチプレクサ１３、ＡＧＣ１４、低域フィルタ１５、等価器
１６、ＰＬＬ１７、ＡＤ変換器１８及びＦＩＦＯメモリ４２及び４３までの構成を、読み
取り系とする。
【００５０】
また、上記マルチプレクサ４５及び４６、シンセサイザー４７、反復検出器４８、検出器
４９、及び、制御回路４０までの構成を、検出系とする。
【００５１】
図１に示されるようなフォーマット構成で記録媒体１０に記録されたデータの読み取りを
開始する場合、制御回路４０は、セクタマーク（ＳＭ）の検出後、図３に示すリードチャ
ネルシステム構成の例と同様の制御を行い、一番目のＩＤ部（ＩＤ１）のデータの読み取
りを開始する。ＡＤ変換器１８によってサンプリングされたデータは、制御回路４０から
のＩＤ部読み取り指示信号に応じて、マルチプレクサ４１によって、例えば、ＦＩＦＯメ
モリ４２に蓄えられる。同様にして、二番目のＩＤ部（ＩＤ２）のデータも読み取られ、
サンプリングされたデータが、ＦＩＦＯメモリ４２に蓄えられる。
【００５２】
ＩＤ２のデータの読み取りが終了すると、制御回路４０は、データ部リードゲート信号（
ＭＯＲＧ）をマルチプレクサ１３、マルチプレクサ４１、ｎｏｔ回路４４、及び、反復検
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出器４８へ送出する。一方で、制御回路４０は、反復検出器４８に、ＩＤ検出用反復回数
Ｍを設定すると共に、シンセサイザー４７にＩＤ検出用クロック送出を指示する。シンセ
サイザー４７は、ＩＤ検出用クロックをマルチプレクサ４５、反復検出器４８及び復号器
４９に送出する。
【００５３】
よって、マルチプレクサ４１は、データ部のサンプリングデータをＦＩＦＯメモリ４３へ
蓄積する。一方、マルチプレクサ４６は、ＦＩＦＯメモリ４２からＩＤ部のサンプリング
データを取り出し、反復検出器４８は、マルチプレクサ４６から供給されるサンプリング
データを、シンセサイザー４７によって提供されるＩＤ部検出用クロックに同期して、反
復検出をＭ回行なう。Ｍ回反復検出されたサンプリングデータは、制御回路４０によって
再生データとして出力される。
【００５４】
データ部の読み取りを全て行なうと、制御回路４０は、ＩＤ部リードゲート信号（ＩＤＲ
Ｇ）を送出する。一方、制御回路４０は、シンセサイザー４７へ、データ部検出用クロッ
クの送出を指示し、反復検出器４８にデータ部検出用の反復回数Ｎを通知する。よって、
マルチプレクサ４１は、ＩＤ部のサンプリングデータをＦＩＦＯメモリ４２に蓄える。一
方、マルチプレクサ４６は、データ部検出用クロックに同期しながら、ＦＩＦＯメモリ４
３からサンプリングデータを取り出す。取り出されたサンプリングデータは、反復検出器
４８によってＮ回反復検出され、復号器４９によって復号され、制御回路４０によって出
力される。
【００５５】
上述ＰＬＬ１７及びシンセサイザー４７での周波数は、図３での例と同様に、ＩＤ部の読
み取り系の周波数fIDrdclk、及び、ＭＯ部の読み取り系の周波数fMOrdclkが、ＰＬＬ１７
での周波数に対応し、ＩＤ部の検出系の周波数fIDdetclk、及び、ＭＯ部の検出系の周波
数fMOdetclkが、シンセサイザー４７での周波数に対応する。
【００５６】
制御回路４０が反復検出器４８に通知するＩＤ部検出用の反復回数Ｍ、及び、ＭＯ部検出
用の反復回数Ｎは、例えば、
Ｍ×ＩＤ部データ数×(1／fIDdetclk)≦　ＭＯ部データ数×(1／fMOrdclk)
Ｎ×ＭＯ部データ数×(1／fMOdetclk)≦　ＩＤ部データ数×(1／fIDrdclk)
なる条件を満たす整数であれば良い。
【００５７】
上述より、ＦＩＦＯメモリ４２及び４３を備えることによって、ＩＤ部のサンプリングデ
ータをＦＩＦＯメモリ４２に蓄えると共に、もう一方のＦＩＦＯメモリ４３に蓄えられた
データ（ＭＯ）部のサンプリングデータを取り出し、反復処理を行なうことができる。ま
た、データ（ＭＯ）部のサンプリングデータをＦＩＦＯメモリ４３に蓄えると共に、もう
一方のＦＩＦＯメモリ４２に蓄えられたＩＤ部のサンプリングデータを取り出し、反復処
理を行なうことができる。
【００５８】
また、読み取り系と検出系とでクロックを個別に供給することによって、検出系での反復
処理を、フォーマット構成に影響を与えることなく、行なうことができる。
【００５９】
上記図３及び図４に示すリードチャネルシステム構成の例において、同一ＩＤが記録媒体
１０上に２回記録される場合、例えば、図１において、ＩＤ１とＩＤ２が同一の場合、又
は、ＩＤ部がデータ（ＭＯ）部より大きなピットで記録されている場合、信号対雑音比（
ＳＮＲ:Signal to noise ratio）が良好であるので反復回数を少なくしても良い。
【００６０】
上記図３に示す例により、サンプル値を格納するメモリを設けることによって、読み取り
系と検出系を並列して処理することが可能となる。
【００６１】
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また、検出系を読み取り系より高速のクロックで処理することによって、読み取り系に影
響を与えずに、サンプル値の反復処理を実現することができる。
【００６２】
更に、制御回路（ＯＤＣ）は、反復検出器へ、上記格納手段によってサンプル値を格納す
る格納時間を超えない反復回数を通知する手段を有することによって、制御回路（ＯＤＣ
）によって通知された反復回数に応じて、反復検出処理を行なうことができる。
【００６３】
また、制御回路は、上記記録データがデータアドレスを示すアドレス情報である場合とデ
ータを示すデータ情報である場合とで異なる反復回数を、反復検出器に通知することがで
きるため、アドレス情報又はデータ情報の処理速度に応じた反復回数によって反復検出処
理を行なうことができる。
【００６４】
また、制御回路は、上記記録データのアドレスを示すアドレス情報とデータを示すデータ
情報との間に設けられたギャップを走査する走査時間を超えない反復回数を、反復検出器
に通知することができるため、フォーマットを変更する必要がない。
【００６５】
上記図４に示す例により、サンプル値を格納するメモリを２つ設けることによって、読み
取り系がサンプル値を一方のメモリに格納している間に並列して、検出系が読み取り系に
よって既に他方のメモリに格納されているサンプル値を取り出して反復検出処理を行なう
ことができる。
【００６６】
また、検出系での検出クロックは、読み取り系のサンプル値の格納クロックより高速なク
ロックであるため、読み取り系での処理中に検出系の処理を完了することができる。
【００６７】
更に、制御回路は、記録データのデータを示すデータ情報を反復して検出する検出系での
反復検出処理が、読み取り系でのデータアドレスを示すアドレス情報のサンプル値を格納
する格納時間を超えない反復回数を、検出回路に通知することができるため、読み取り系
での処理中に検出系の処理を完了することができる。
【００６８】
また、制御回路は、記録データのデータアドレスを示すアドレス情報を反復して検出する
反復検出処理が、格納手段によってデータ情報のサンプル値を格納する格納時間を超えな
い反復回数を、検出回路に通知することができるため、読み取り系での処理中に検出系の
処理を完了することができる。
【００６９】
よって、本発明は、記録データのフォーマットを変更することなく、読み取りデータの反
復検出処理を行なうことができるため、フォーマット効率を劣化させることなく読み取り
データの検出精度を向上させることができる。
【００７０】
　なお、上記例において、図３に示すＦＩＦＯメモリ３０、及び、図４に示すＦＩＦＯメ
モリ４２及び４３での処理が格納手段に対応し、図３に示す反復検出器３３、及び、図４
に示す反復検出４８での処理がデータ検出処理手段に対応する。
【００７１】
【発明の効果】
以上、説明してきたように、本願発明によれば、記録媒体上の記録データからの再生信号
のサンプル値を格納するメモリを設けることによって、読み取り系と反復検出処理を行な
う検出系とを並列して処理することが可能となる。従って、記録データのフォーマットを
変更することなく、読み取りデータの反復検出処理を行なうことができるため、フォーマ
ット効率を劣化させることなく読み取りデータの検出精度を向上させることができる。
【００７２】
【図面の簡単な説明】
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【図１】記録データのフォーマット構成と制御信号を示す図である。
【図２】従来のリードチャネルシステム構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施例に係るリードチャネルシステム構成の例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例に係るリードチャネルシステム構成の他の例を示す図である。
【符号の説明】
３０、４２、４３　　　　　ＦＩＦＯメモリ
３１，４０　　　　　　　　制御回路
３２，４７　　　　　　　　シンセサイザー
３３、４８　　　　　　　　反復検出器
３４、４９　　　　　　　　復号器
４１、４５、４６　　　　　マルチプレクサ
４４　　　　　　　　　　　ｎｏｔ回路

【図１】 【図２】
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