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(57)【要約】
第１特性を有する第１光放射ビームの存在下で、第２特
性を有する第２光放射ビームにより抑制可能な記録媒体
特性の変化を誘起させることができる光学活性物質を含
む記録媒体を使用して、光学的に読み取り可能なデータ
を記憶及び検索するための方法及び装置に関する。記憶
時は、記録媒体の領域に対して、照射領域の中央部分の
範囲内で十分な強度を有し、光学的に誘起される記録媒
体特性の変化を引き起こすのに十分な持続時間を有する
、第１光放射ビームを照射する。同時に、当該照射領域
の中央部分の範囲内で最小の局所的強度を有し、当該照
射領域の中央部分に隣接する少なくとも１部分において
、記録媒体特性の変化を抑制するのに十分な最大の局所
的強度を有する第２光放射ビームを照射する。同様の方
法は、検索にも利用される。記録媒体内の物質特性の変
化を防止するために、第１ビームの強度は低減される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１特性を有する光放射の存在下で、記録媒体特性の変化を誘起させることができる光
学活性物質を含む所定の記録媒体を使用して、光学的に読み取り可能なデータを記憶する
ための方法であって、ここで、前記記録媒体特性の変化は、第２特性を有する光放射によ
り抑制することができ、当該方法は、
　前記記録媒体の領域に対して、照射領域の中央部分の範囲内で十分な強度を有し、光学
的に誘起される前記記録媒体特性の変化を引き起こすのに十分な持続時間を有する、前記
第１特性の第１光放射ビームを照射するステップと、
　前記記録媒体の前記領域に対して、前記照射領域の前記中央部分の範囲内で最小の局所
的強度を有し、前記照射領域の前記中央部分に隣接する少なくとも１部分において、光学
的に誘起される前記記録媒体特性の変化を抑制するのに十分な最大の局所的強度を有する
、前記第２特性の第２光放射ビームを同時に照射するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記第１特性及び前記第２特性は、異なる光周波数を含
むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記第１光放射ビームは、ガウス型の強度分布を有する
ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記第２光放射ビームは、環状の強度分布を有すること
を特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記第２光放射ビームは、焦点領域の範囲内で３次元の
中空の強度分布が得られるように形成されることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、前記第１光放射ビーム及び前記第２光放射ビームは、複
数の平行ビームから成ることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、当該方法はさらに、前記第１光放射ビーム及び前記第２
光放射ビームの瞳関数を適用して焦点面に多焦点アレイを形成するステップを含むことを
特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、当該方法はさらに、前記第１光放射ビーム及び前記第２
光放射ビームの選択された偏光状態を配置及び重畳して、焦点領域の範囲内にフィールド
の所定の３次元偏光配向を形成することを特徴とする方法。
【請求項９】
　記憶されたデータに対応する記録媒体特性の変化が１又は複数の領域において誘起され
た、光学活性物質を含む記録媒体に記憶されたデータを光学的に読み出す方法であって、
ここで、前記記録媒体特性の変化は、第１特性を有する光放射に対する前記記録媒体の反
応を介して検出することができ、前記記録媒体の前記反応は、第２特性を有する光放射に
より抑制することができ、当該方法は、
　前記記録媒体の領域に対して、照射領域の中央部分の範囲内で十分な強度を有し、前記
反応を引き起こすのに十分な持続時間を有するが、光学的に誘起される前記記録媒体特性
の変化を引き起こすには不十分な強度及び持続時間を有する、前記第１特性の第１光放射
ビームを照射するステップと、
　前記記録媒体の前記領域に対して、前記照射領域の前記中央部分の範囲内で最小の局所
的強度を有し、前記照射領域の前記中央部分に隣接する少なくとも１部分において、前記
第１光放射ビームに対する前記記録媒体の前記反応を抑制するのに十分な最大の局所的強
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度を有する、前記第２特性の第２光放射ビームを同時に照射するステップと、
　前記記録媒体が、前記照射領域の前記中央部分の範囲内で、前記第１光放射ビームに対
する前記反応を示すか否か検出するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法において、前記記録媒体特性の変化を示す前記物質の反応は、広帯
域光放射／燐光であり、前記検出するステップは、前記記録媒体が前記第１光放射ビーム
及び前記第２光放射ビームの照射に対する放射を放出するか否かを検出するステップを含
むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　光学式データ記録再生装置であって、
　第１特性を有する光放射の存在下で、記録媒体特性の変化を誘起させることができると
共に、前記記録媒体特性の変化を示す物質反応を生じさせることができる光学活性物質を
含む記録媒体を保持するように構成された取り付け台であり、ここで、前記記録媒体特性
の変化、及び、前記記録媒体特性の変化を示す前記反応は、第２特性を有する光放射によ
り抑制可能である、取り付け台と、
　前記第１特性を有する放射放出を制御するように構成された第１光源と、
　前記第１光源から放出される第１光放射ビームを制御可能に前記記録媒体の領域にフォ
ーカスするように構成された第１結像系であり、ここで、前記第１光放射ビームは当該第
１光放射ビームの中央部分の範囲内で最大強度を有する、第１結像系と、
　前記第２特性を有する放射を制御可能に放出するように構成された第２光源と、
　前記第２光源から放出される第２光放射ビームを制御可能に前記記録媒体の前記領域に
フォーカスするように構成された第２結像系であり、ここで、前記第２光放射ビームは当
該第２光放射ビームの中央部分の範囲内で最小の局所的強度を有し、当該第２光放射ビー
ムの前記中央部分に隣接する少なくとも１部分において最大の局所的強度を有する、第２
結像系と、
　前記取り付け台に保持される前記記録媒体の選択領域に対して、前記第１光源から放出
される第１選択強度の光放射、及び、前記第２光源から放出される第２選択強度の光放射
を同時に照射して、前記記録媒体に／からデータを選択的に記憶又は読み出すために、少
なくとも前記第１光源、前記第１結像系、前記第２光源、及び、前記第２結像系を制御す
るように構成されたコントローラと、
を有することを特徴とする光学式データ記録再生装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の光学式データ記録再生装置において、前記第１結像系は、前記第１光
放射ビームによる前記記録媒体の照射を選択的に調節するように制御可能な変調器を有す
ることを特徴とする光学式データ記録再生装置。
【請求項１３】
　請求項１１記載の光学式データ記録再生装置において、前記コントローラは、当該光学
式データ記録再生装置の書き込み動作及び読み出し動作を選択するために、少なくとも前
記第１光放射ビームの強度を調節するように構成されていることを特徴とする光学式デー
タ記録再生装置。
【請求項１４】
　請求項１１記載の光学式データ記録再生装置において、前記第１結像系及び前記第２結
像系は、複数の平行光ビームを形成するように構成されていることを特徴とする光学式デ
ータ記録再生装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の光学式データ記録再生装置において、前記第１結像系及び前記第２結
像系はそれぞれ、前記複数の平行光ビームの選択的な形成を可能にするように位置付けら
れた空間変調器を有することを特徴とする光学式データ記録再生装置。
【請求項１６】
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　請求項１１記載の光学式データ記録再生装置において、前記記録媒体特性の変化を示す
前記物質反応は、広帯域光放射／燐光であり、当該光学式データ記録再生装置はさらに、
前記記録媒体に対する前記第１光放射ビーム及び前記第２光放射ビームの照射中及び／又
は照射後に、放出された放射／燐光の有無を検出するように構成された光検出器を有する
ことを特徴とする光学式データ記録再生装置。
【請求項１７】
　光学式データ記憶システムであって、
　複数の請求項１１記載の光学式データ記録再生装置と、
　前記複数の光学式データ記録再生装置それぞれに対応付けられており、対応する光学式
データ記録再生装置の前記取付け台にそれぞれ選択的にロード可能な複数の記録媒体と、
　当該記憶システム内部のデータの記憶リクエスト及び検索リクエストを受信し、当該受
信したリクエストの完了に必要となる当該記憶システム内の記録媒体を識別し、当該必要
となる記録媒体を対応する光学式データ記録再生装置にロードさせ、当該対応する光学式
データ記録再生装置に前記受信したリクエストの完了に必要となる記録動作及び／又は検
索動作を完了させるように構成された記憶コントローラと、
を有することを特徴とする光学式データ記憶システム。
【請求項１８】
　複数の層を有する記録媒体であって、少なくとも１層は、外側保護層を含み、別の少な
くとも１層は、第１特性を有する光放射の存在下で、当該記録媒体の特性の変化を誘起さ
せることができると共に、前記特性の変化を示す物質反応を生じさせることができる光学
活性物質を含み、前記特性の変化、及び、前記特性の変化を示す前記物質反応は、第２特
性を有する光放射により抑制可能であることを特徴とする記録媒体。
【請求項１９】
　請求項１８記載の記録媒体において、当該記録媒体はディスクを含むことを特徴とする
記録媒体。
【請求項２０】
　請求項１８記載の記録媒体において、前記光学活性物質は第１励起状態を有し、当該第
１励起状態への遷移は、前記第１特性を有する光放射により誘起され、前記記録媒体の特
性の変化は、前記第１励起状態における、前記第１特性を有する光放射の吸収の結果生じ
ることを特徴とする記録媒体。
【請求項２１】
　請求項２０記載の記録媒体において、前記光学活性物質は、前記第２特性を有する光放
射が存在することにより前記第１励起状態からの素早い遷移が誘起され、それにより、前
記記録媒体の特性の変化を抑制することができるような性質を有することを特徴とする記
録媒体。
【請求項２２】
　請求項１８記載の記録媒体において、前記特性の変化を示す前記物質反応は、第１励起
状態から基底状態への失活の結果生じる広帯域光放射／燐光であることを特徴とする記録
媒体。
【請求項２３】
　請求項１８記載の記録媒体において、前記光学活性物質を含む層の厚さは、情報記憶の
ための複数の中間層を許容するのに十分な厚さであることを特徴とする記録媒体。
【請求項２４】
　請求項１８記載の記録媒体において、径方向に配された検出可能なトラッキング要素を
有するトラッキング層を有することを特徴とする記録媒体。
【請求項２５】
　請求項２４記載の記録媒体において、前記トラッキング要素は、磁性トラッキング要素
、光学的トラッキング要素、金属性トラッキング要素、及び、物理的トラッキング要素の
うち１又は複数を含むことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光フィールド（例えば、レーザー光）の使用に基づいて、適当な記録媒体の
物理的特性を利用した情報の記録及び検索（読み出し）を行うタイプのデータ記憶システ
ムに関する。さらに詳細に言えば、本発明は、大型データセンター等において使用される
のに適した超高密度記憶システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光学式記録媒体とは、データが光学的に読み取り可能な形で記憶された媒体であって、
こうしたデータは、例えば、ピックアップに組み込まれたレーザー及び光検出器によって
読み取ることができる。現世代の商用光学式記録媒体として、記録及び再生を、媒体（す
なわち、光学ディスク）内の反射層からの戻り光の制御又は検出に基づいて行うシングル
レイヤー及びデュアルレイヤーのＤＶＤ及びブルーレイディスクが挙げられる。これらの
中で、最大データ記憶容量は約５０ギガバイトまでの情報を格納することが可能なデュア
ルレイヤーブルーレイディスクによって得られる。しかし、新たに出現した用途、例えば
、超大型データセンターにおいて、データ記憶に必要な物理空間及びそうしたデータセン
ターの維持及び稼動に必要なエネルギー要件を最小化するために、将来的には、より高密
度の記憶が求められる。
【０００３】
　記憶密度を高める１つ目の技術として、記憶媒体の３次元全てを利用する、すなわち、
媒体内の様々な深度に追加のデータを記憶するものが挙げられる。デュアルレイヤーＤＶ
Ｄ及びブルーレイディスクはこうした技術の例であり、ディスク構造において積層される
別個の２層の記録層に独立してデータを記憶させ、レーザービーム焦点を制御してアクセ
スすることが可能である。このようにして記録媒体に含ませることができる別個の層の数
は、物理的特性、例えば、重量及び厚さにより制限され、深度次元におけるデータ密度も
層間の物理空間により制限される。
【０００４】
　記憶密度を高める２つ目の技術として、記憶システムの光学分解能を向上させるものが
挙げられる。従来、光学式データ記憶の分解能は、光の回折性により制限される。高密度
は、光学部品の開口数を増加させるか、又は、書き込み／読み出しのために使用される光
源の波長を増加（すなわち、周波数を低下）させることにより実現される。ただし、いず
れにしても、書き込みビームの半波長より小さな記録特徴サイズを形成すること、又は、
逆に読み出しビームの半波長より小さな特徴を検出することは困難である。
【０００５】
　最近では、非近接場超分解能記録方法が開発されており、こうした方法では書き込みビ
ームの特別な偏光状態が用いられるか、又は、対物レンズの背面開口の瞳関数がアポダイ
ズされる。しかし、こうした方法では、５０ナノメーター未満の分解能を実現することは
できない。また、こうした方法が利用されるビットシーケンシャル方式の記録は本質的に
遅いため、データスループットが制限される。
【０００６】
　したがって、超高密度光学式データ記憶の最も望ましい特徴は、高光学分解能、大容量
の記録媒体の３次元全てが（すなわち、様々な材料から分離された別個の記録層を積層す
る必要なく）利用可能であること、並びに、記録及び再生の両方における高速データスル
ープットである。これらの主要な基準全てにおいて優れた性能を実現することができる光
学式データ記憶方法及び光学式データ記憶システムが未だに必要とされている。
【発明の概要】
【０００７】
　一側面において、本発明は、第１特性を有する光放射の存在下で、記録媒体特性の変化
を誘起させることができる光学活性物質を含む所定の記録媒体を使用して、光学的に読み
取り可能なデータを記録するための方法であって、ここで、記録媒体特性の変化は、第２
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特性を有する光放射により抑制することができ、当該方法は、記録媒体の領域に対して、
第１特性の第１光放射ビームを照射するステップであって、第１光放射ビームは、当該照
射領域の中央部分の範囲内で十分な強度を有し、光学的に誘起される記録媒体特性の変化
を引き起こすのに十分な持続時間を有する、ステップと、記録媒体の領域に対して、第２
特性の第２光放射ビームを同時に照射するステップであって、第２光放射ビームは、当該
照射領域の中央部分の範囲内で最小の局所的強度を有し、当該照射領域の中央部分に隣接
する少なくとも１部分において、光学的に誘起される記録媒体特性の変化を抑制するのに
十分な最大の局所的強度を有する、ステップと、を含むことを特徴とする方法を提供する
。
【０００８】
　効果的な構成として、本発明の実施態様は、第１光放射ビームの中央部を取り囲む第２
光放射ビームにより規定された領域における記録媒体特性の変化を抑制することにより、
通常の回折限界以上の向上した分解能を実現することができる。その結果、第１光放射ビ
ームのみの回折限界で実現する場合に比べて、記憶された情報の状態を示す記録媒体特性
の変化を小さくし、すなわち、分解能を高めることができる。
【０００９】
　別の側面において、本発明は、記憶されたデータに対応する記録媒体特性の変化が１又
は複数の領域において誘起された、光学活性物質を含む記録媒体に記憶されたデータを光
学的に読み出す方法であって、ここで、記録媒体特性の変化は、第１特性を有する光放射
に対する記録媒体の反応を介して検出することができ、記録媒体の反応は、第２特性を有
する光放射により抑制することができ、当該方法は、記録媒体の領域に対して、照射領域
の中央部分の範囲内で十分な強度を有し、反応を引き起こすのに十分な持続時間を有する
が、光学的に誘起される記録媒体特性の変化を引き起こすには不十分な強度及び持続時間
を有する、第１特性の第１光放射ビームを照射するステップと、記録媒体の領域に対して
、前記照射領域の中央部分の範囲内で最小の局所的強度を有し、前記照射領域の中央部分
に隣接する少なくとも１部分において、第１光放射ビームに対する記録媒体の反応を抑制
するのに十分な最大の局所的強度を有する、第２特性の第２光放射ビームを同時に照射す
るステップと、記録媒体が、照射領域の中央部分の範囲内で、第１光放射ビームに対する
反応を示すか否か検出するステップと、を含むことを特徴とする方法を提供する。
【００１０】
　本発明の記録にかかる側面と同様に、読み出しにかかる側面も、第１光放射ビームの中
央部を隣接して取り囲む領域における物質反応を抑制するメカニズムにより、高分解能を
実現することができる。
【００１１】
　いくつかの実施態様では、第１特性及び第２特性は、異なる光周波数を含む。その他の
実施態様では、第１特性及び第２特性は、異なる偏光状態を含む。さらに別の実施態様で
は、第１特性及び第２特性は、異なる光パルス幅を含む。
【００１２】
　本発明の実施態様では、第１光放射ビームは、ガウス型の強度分布を有する。光学分野
の当業者には理解されるように、ガウス型ビームは回折限界空間分解能を有する。したが
って、例えば、第１光放射ビームが８００ナノメーターの波長を有する光源から発せられ
る場合は、約４００ナノメーターの最大分解能が想定される。
【００１３】
　いくつかの実施態様では、第２光放射ビームは、環状の強度分布を有する。環状の強度
分布は、例えば、ラゲールガウスモードの円偏光ビーム又は方位偏光ビームをフォーカス
して「ドーナツ」形状を形成することにより得られる。
【００１４】
　効果的な構成として、第１光放射ビーム及び第２光放射ビームの空間重畳と、これらの
相対的強度の適切な制御とにより、光学的記憶の分解能は、５０ナノメーター未満まで向
上できると考えられる。
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【００１５】
　いくつかの実施態様では、第２光放射ビームは、３次元の中空の強度分布が得られるよ
うに形成される。このことは、例えば、ラゲールガウスモード（又は、トポロジカル電荷
を有する渦位相）の円偏光ビームと、ビームの中央において同軸π位相シフトを持つ円偏
光ビームとを組み合わせて、中空形状を形成することにより実現される。中空ケージ形状
は、ビームの中央において同軸π位相シフトを持つ円筒偏光ビームをフォーカスさせるこ
とにより形成することができる。
【００１６】
　効果的な構成として、第２光放射ビームの３次元の中空強度分布は、第１光放射ビーム
の中央焦点を取り囲む３次元空間において、書き込み時の特性変化を抑制するか、又は、
読み出し時の反応を抑制するために利用することができる。これにより、物理的に積層さ
れた記録構造を用いる必要なく、大容量の記録媒体の３次元全てにおいて、全ての次元で
同等の分解能で、情報状態を記憶させることができる。
【００１７】
　第１光放射ビーム及び第２光放射ビームは、パルス波又は連続波（ＣＷ）の光源から形
成することができる。
【００１８】
　いくつかの実施態様では、第１光放射ビーム及び第２光放射ビームは、複数の平行ビー
ムから成る。例えば、これらのビームの瞳関数を、焦点面に多焦点アレイを形成するよう
に設計することができる。第１光放射ビームに対応するガウス型の焦点を有する多焦点ア
レイと、第２光放射ビームに対応する中空又は環状の焦点を有する多焦点アレイとを重畳
させることにより、効果的な構成として、高速データ転送速度による並行記録／再生が可
能となる。
【００１９】
　いくつかの実施態様では、第１光放射ビーム及び第２光放射ビームの偏光状態を配置及
び重畳して、任意の所望の３次元偏光配向を形成することができる。これにより、効果的
な構成として、記録媒体内の同一空間位置で、書き込みビームの偏光状態に複数の情報状
態をエンコードすることができる。
【００２０】
　本発明の読み出しにかかる側面では、記録媒体特性の変化を示す物質の反応は、広帯域
光放射／燐光である。したがって、記録された情報状態は、例えば光検出器を用いて、記
録媒体が第１光放射ビーム及び第２光放射ビームの照射に対する放射を放出するか否かを
検出することにより読み出すことができる。
【００２１】
　別の側面において、本発明は、光学式データ記録再生装置であって、第１特性を有する
光放射の存在下で、記録媒体特性の変化を誘起させることができると共に、記録媒体特性
の変化を示す物質反応を生じさせることができる光学活性物質を含む記録媒体を保持する
ように構成された取り付け台であり、ここで、記録媒体特性の変化、及び、記録媒体特性
の変化を示す反応は、第２特性を有する光放射により抑制可能である、取り付け台と、第
１特性を有する放射放出を制御するように構成された第１光源と、第１光源から放出され
る第１光放射ビームを制御可能に記録媒体の領域にフォーカスするように構成された第１
結像系であり、ここで、第１光放射ビームは当該第１光放射ビームの中央部分の範囲内で
最大強度を有する、第１結像系と、第２特性を有する放射を制御可能に放出するように構
成された第２光源と、第２光源から放出される第２光放射ビームを制御可能に記録媒体の
領域にフォーカスするように構成された第２結像系であり、ここで、第２光放射ビームは
当該第２光放射ビームの中央部分の範囲内で最小の局所的強度を有し、当該第２光放射ビ
ームの中央部分に隣接する少なくとも１部分において最大の局所的強度を有する、第２結
像系と、取り付け台に保持される記録媒体の選択領域に対して、第１光源から放出される
第１選択強度の光放射、及び、第２光源から放出される第２選択強度の光放射を同時に照
射して、記録媒体に／からデータを選択的に記録又は読み出すために、少なくとも第１光
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源、第１結像系、第２光源、及び、第２結像系を制御するように構成されたコントローラ
と、を有することを特徴とする光学式データ記録再生装置を提供する。
【００２２】
　いくつかの実施態様では、少なくとも第１結像系は、第１光放射ビームによる記録媒体
の照射を選択的に遮断するように制御可能な変調器を有する。効果的な構成として、変調
器は、情報状態の変化が媒体に記録されているか否か、及び／又は、媒体に記録された情
報状態が読み出されるか否かを判定するように制御され得る。
【００２３】
　本発明の実施態様では、コントローラは、光学式データ記録再生装置の書き込み動作及
び読み出し動作を選択するために、少なくとも第１光放射ビームの強度を調節するように
構成されている。例えば、書き込み動作には比較的高い強度を、読み出し動作には低い強
度を用いることができる。
【００２４】
　いくつかの実施態様では、当該記録媒体はディスクを含み、取り付け台は、ディスクの
角速度を制御できるように速度可変式モータによって駆動されるディスクの取り付けを確
実にするように構成されたスピンドルを有する。また、第１結像系及び第２結像系はさら
に、例えば、焦点の光学的及び／又は機械的な位置決めにより、記録媒体の選択領域を径
方向に移動させることができるように構成され得る。いくつかの実施態様では、ディスク
記録媒体は、径方向に配されたトラッキング要素、例えば、反射性、金属性又は磁性の要
素を有し、それにより、結像系の、移動中の閉ループフィードバック機構、又は、トラッ
キングを実現する。具体的には、いくつかの実施態様では、装置は、ディスクに対する結
像系の径方向の位置を維持するように構成されたサーバーコントローラに連結された少な
くとも１個のトラッキング要素センサを有する。
【００２５】
　いくつかの実施態様では、第１結像系及び第２結像系は、複数の平行光ビームを形成す
るように構成される。また、いくつかの実施態様では、第１結像系及び第２結像系はそれ
ぞれ、複数の平行光ビームの選択的な形成を可能にするように位置付けられた空間変調器
を有する。
【００２６】
　いくつかの実施態様では、取り付け台及び／又は結像系は、記録媒体の選択領域を記録
媒体内の制御可能な深度に位置付けることができるように構成されている。例えば、第１
光放射ビーム及び第２光放射ビームの焦点は、光学的及び機械的な位置付けの一方又は両
方により、記録媒体内の任意の位置に制御可能に位置付けることができる。
【００２７】
　いくつかの実施態様では、特性の変化を示す物質反応は、広帯域光放射／燐光であり、
光学式データ記録再生装置はさらに、記録媒体に対する第１光放射ビーム及び第２光放射
ビームの照射中及び／又は照射後に、放出された放射／燐光の有無を検出するように構成
された光検出器を有する。
【００２８】
　別の側面において、本発明は、光学式データ記憶システムであって、本発明を具現化す
る複数の光学式データ記録再生装置と、複数の光学式データ記録再生装置それぞれに対応
付けられており、対応する光学式データ記録再生装置の取付け台にそれぞれ選択的にロー
ド可能な複数の記録媒体と、当該記憶システム内部のデータの記憶リクエスト及び検索リ
クエストを受信し、当該受信したリクエストの完了に必要となる当該記憶システム内の記
録媒体を識別し、当該必要となる記録媒体を対応する光学式データ記録再生装置にロード
させ、当該対応する光学式データ記録再生装置に受信したリクエストの完了に必要となる
記録動作及び／又は検索動作を完了させるように構成された記憶コントローラと、を有す
ることを特徴とする光学式データ記憶システムを提供する。
【００２９】
　別の側面において、本発明は、複数の層を有する記録媒体であって、少なくとも１層は
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、外側保護層を含み、別の少なくとも１層は、第１特性を有する光放射の存在下で、当該
記録媒体の特性の変化を誘起させることができると共に、特性の変化を示す物質反応を生
じさせることができる光学活性物質を含み、特性の変化、及び、特性の変化を示す物質反
応は、第２特性を有する光放射により抑制可能であることを特徴とする記録媒体を提供す
る。
【００３０】
　いくつかの実施態様では、記録媒体はディスクを含む。
【００３１】
　また、記録媒体は、光学活性物質の対向面に配された少なくとも２層の保護層を有する
ことができる。
【００３２】
　いくつかの実施態様では、光学活性物質は第１励起状態を有し、当該第１励起状態への
遷移は、第１特性を有する光放射により誘起され、記録媒体の特性の変化は、第１励起状
態における、第１特性を有する光放射の吸収の結果生じる。したがって、こうした実施態
様では、光学活性物質は、高い非線形の吸収係数を持つことが望ましい。
【００３３】
　また、本発明の実施態様では、第２特性を有する光放射が存在することにより第１励起
状態からの素早い遷移が誘起され、それにより、記録媒体の特性の変化を抑制することが
できる。
【００３４】
　本発明の実施態様では、ビニル基、フェニル基又はカルボニル基を持つ共役系に余剰非
局在化電子を有する有機共役分子を含む光学活性物質を使用することができる。第１励起
状態からの吸収を介して誘起される光物理的／光化学的な反応のために、本発明の実施態
様では、例えば、アミド基、カルボニル基、エステル基又はアミン基といった基を有する
光学活性物質を使用する。
【００３５】
　本発明の実施態様では、特性の変化を示す物質反応は、第１励起状態から基底状態への
失活の結果得られる広帯域光放射／燐光であり、この場合、物質は効果的な構成として、
適度に高い量子収率、例えば、１０パーセント超の量子収率を有する光ルミネセンス作用
を呈する。本発明の実施態様に適した物質として、記録媒体中の作用分子の大きな共役パ
イ軌道を有し、第２ビームの機能を高めて第１ビームの作用を抑制すると共に、フォトン
により誘起される第２励起状態から基底状態への遷移速度を増加させるものが挙げられる
。本発明の実施態様のための分子の候補として、クマリン及びその誘導体、チオキサント
ン及びその誘導体、メタノン及びその誘導体、シクロペンタノン及びその誘導体、又は、
ローダミン及びその誘導体が挙げられる。
【００３６】
　いくつかの実施態様では、光学活性物質を含む層の厚さは、情報記憶のための複数の中
間層を許容するのに十分な厚さである。
【００３７】
　いくつかの実施態様では、記録媒体は、径方向に配された検出可能なトラッキング要素
を有するトラッキング層を有する。適切なトラッキング要素として、磁性トラッキング要
素、光学的トラッキング要素、金属性トラッキング要素、及び、物理的トラッキング要素
（例えば、ピット又は溝）のうち１又は複数が挙げられる。
【００３８】
　本発明のさらなる特徴、利点及び使用法については、本発明の実施形態の特性及び工程
を当業者が一層理解できるように記載された以下の例示的な実施形態から明らかになるだ
ろう。ただし、これらは、ここまでの記載で説明された、又は、添付の特許請求の範囲に
規定されたような本発明の範囲を制限するものとして理解されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
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　添付の以下の図面を参照しながら本開示の実施形態について説明する。なお、図中の同
一の参照符号は同一の特徴を示している。
【図１】本発明を具現化するディスク形状の記録媒体を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に従った、記録動作及び読み出し動作を示す光学活性物質のエ
ネルギー準位図である。
【図３】本発明の実施形態に従った、記録動作及び読み出し動作を示す別の光学活性物質
のエネルギー準位図である。
【図４】本発明を具現化する第１及び第２光ビームの焦点形状を概略的に示す図である。
【図５】本発明を具現化する光学式データ記録読み出し装置を示すブロック図である。
【図６】図５に示すコントローラにより実行される例示的な記録／読み出し制御アルゴリ
ズムのフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態に従った、並行記録読み出しのための構成を示す図である。
【図８】本発明を具現化する抑制ビーム出力と特徴サイズとの関係を示すグラフである。
【図９】本発明の実施形態に従った、シングルビーム記録とデュアルビーム記録とを比較
するための、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）による画像を示す図である。
【図１０】本発明を具現化する光学デバイスを有する光学式記憶アレイシステムを示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１に示されているように、本発明を具現化するディスク形状の記録媒体１００は、断
面１０２に示されているように多数の層を有する。ディスク１００は、通常どおりに、デ
ィスクを回転させるためのスピンドルが収容される中心孔を有する。上方保護層１０４は
、第１特性を有する光放射の存在下で、媒体特性の変化を誘起させることができると共に
、特性の変化を示す物質反応を生じさせることができる光学活性物質を含む１又は複数の
記録層１０８に対応した屈折率を有する耐摩耗性基板から成る。ここで、特性の変化、及
び、特性の変化を示す反応は、第２特性を有する光放射により抑制可能である。
【００４１】
　本明細書に記載の特定の実施形態では、第１特性及び第２特性は、図２及び図３を参照
しながら詳細に後述するように、光周波数（すなわち、フォトンエネルギー）である。
【００４２】
　また、下方保護層１０６も設けられている。
【００４３】
　図示された構成では、組み合わされた第１及び第２レーザービーム１１０を上方からデ
ィスク１００に照射する。上方保護層１０４はこうしたデュアルビームに対して透過性が
ある。動作時には、ビームは、詳細に、特に図４を参照して後述するように、記録層１０
８内の領域にフォーカスされる。第１光放射ビーム及び第２光放射ビームの形状及び強度
を適切に制御することにより、記録層１０８内で特性の変化を誘起して、記憶情報をエン
コードすることができる。また、再びデュアルビーム１１０のパラメータを適切に制御す
ることにより、特性の変化を有する領域を検出して記憶情報を読み出すことができる。
【００４４】
　記録層１０８は、ディスク１００内に径方向に間隔を置いて配されたマーキング１１２
を有することができる。マーキングは、光学検出可能な特性を有し、それにより、読み出
し書き込み装置はレーザービーム１１０の位置を径方向に沿って追跡することができる。
また、例示的なディスク１００は、正確に位置付けられた磁性材料の同軸リングから成る
磁性トラッキング層１１４を有する。この磁性材料は磁性プローブ１１６により検出可能
であり、そのため、サーボ系を用いて動作中のディスクの横振れ及び／又は動きを補正す
ることができる。
【００４５】
　図２は、本発明を具現化する媒体の記録層１０８への使用に適した光学活性物質のエネ
ルギー準位図である。物質は、特性の変化が第１特性を有する光放射により誘起され、特
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性の変化が第２特性を有する光放射により抑制されるような特定の物理的特性及び／又は
化学的特性を有することができる。図２に示すエネルギー準位図は、第１特性が第１光周
波数（又はフォトンエネルギー）であり、第２特性が別の光周波数（又はフォトンエネル
ギー）である例示的な物質を表すものである。
【００４６】
　物質のサンプルを、先ずはエネルギー準位図２００で示す。物質中の分子は、第１基底
状態２０２及び第１励起状態２０４を有し、基底状態２０２から励起状態２０４への遷移
は、十分な強度、及び、励起状態２０４と基底状態２０２との間のエネルギー差に対応す
る光周波数を有する光フィールドの存在下で誘起される。
【００４７】
　物質中の分子は、励起状態２０４に対して対応する第２エネルギー差を有する第２基底
状態２０６を有する。十分な強度、及び、励起状態２０４と基底状態２０６との間のエネ
ルギー差に対応する周波数を有する第２光フィールドの存在下で、励起状態２０４から基
底状態２０６への素早い遷移が誘起され、その後、第１基底状態２０２へと失活する。
【００４８】
　したがって、「抑制フィールド」としても知られる第２光フィールドの存在下では、物
質の特性変化は生じない。一方、十分な強度の、「記録フィールド」とも言われる第１光
フィールドの存在下、かつ、抑制フィールドの非存在下では、分子は励起状態２０４に長
期間維持され得る。この状態で、記録フィールドからのフォトンがさらに吸収されると、
物質に光物理的／光化学的な変化が生じ、それにより、その特有のエネルギーレベルに変
化が生じる。変化後の物質の例示的なエネルギーレベルは、図２０８で示されている。
【００４９】
　光学的に変化した物質は、新たな第１基底状態２１０、及び、対応する新たな励起状態
２１２を有する。励起状態２１２は、第１光フィールド周波数に対応するエネルギー差を
有する。新たな励起状態２１２から、抑制フィールド周波数に対応する分だけ低いエネル
ギーレベルには、新たな第２基底状態２１４が存在する。したがって、抑制フィールドの
存在下では、励起状態２１２は一時的である。一方、抑制フィールドの非存在下では、励
起状態は持続的であり、基底状態２１０、基底状態２１４、又は、その他の低エネルギー
レベルへと失活する際に光ルミネセンスを呈し得る。結果として生じた光ルミネセンスを
検出することにより、変化物質の有無を識別することができる。
【００５０】
　そのため、理解されるように、第１光周波数を有する第１光フィールドは、物質の変化
を誘起するために用いることができ、その後、再び物質を第１光フィールドに曝すことに
より、物質の変化を識別することができる。一方、抑制フィールドの存在下では、こうし
た物質の変化は抑制され得る。２種のフィールドの強度比を制御することにより、２種の
物質状態の間の変換を制御することができるため、記録層１０８内に情報をエンコードす
るためにこれを利用することができる。
【００５１】
　上述したメカニズムを有効化するために、光学活性物質は以下の特性を有することがで
きる。第１に、高吸収係数の分子を有することができる。例えば、３次元全ての記録のた
めには、基底状態２０２から励起状態２０４への遷移が可能となるように、非線形の高吸
収係数が望ましい。適切な物質の例として、ビニル基、フェニル基又はカルボニル基を持
つ共役系に余剰非局在化電子を有する有機共役分子が挙げられる。
【００５２】
　第２に、物質は、励起状態２０４からの光物理的／光化学的反応を誘起することができ
る。例えば、有機分子は、アミド基、カルボニル基、エステル基又はアミン基といった何
らかの活性基を有することができる。
【００５３】
　第３に、励起状態２０４は、蛍光といった光ルミネセンス作用を伴う基底状態２０２又
は基底状態２０６へと失活することができる。光ルミネセンス作用は、このために十分な
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量子、例えば、１０パーセント超の量子を有し得る。ここで、抑制フィールドの機能を向
上させると共に、フォトンにより誘起される励起状態２１２から基底状態２０２への遷移
速度を増加させるためには、記録媒体中の作用分子の大きな共役パイ軌道が必要とされ得
る。こうした基準を満たすための分子の候補として、クマリン及びその誘導体、チオキサ
ントン及びその誘導体、メタノン及びその誘導体、シクロペンタノン及びその誘導体、又
は、ローダミン及びその誘導体が挙げられる。
【００５４】
　図３は、本発明を具現化する別の光学活性物質のエネルギー準位図である。物質は、エ
ネルギー図３００及び３０２で表される２種の分子を有し、一方は開始剤、他方は抑制剤
である。記録フィールドの存在下では、開始剤分子は基底状態３０４から励起状態３０６
へと遷移し、それから三重項状態３０８へと失活することができる。また、抑制フィール
ドの存在下では、抑制剤分子は基底状態３１０から励起状態３１２へと遷移し、三重項状
態３１４へと失活することができる。
【００５５】
　三重項状態３１４の抑制剤分子の非存在下で、三重項状態３０８の開始剤分子がさらに
フォトンを吸収すると、物質の光物理的／光化学的な変化が生じ、それにより、エネルギ
ー準位図３１６に示されているように、基底状態３１８、励起状態３２０及び第２基底状
態３２２を含む変化したエネルギーレベルが生じる。留意すべき点として、エネルギーレ
ベル３１６を有する変化後の物質の検出も、図２に示されているエネルギーレベル２０８
を有する変化後の物質と同様に行うことができる。
【００５６】
　抑制剤分子が三重項状態３１４に励起されると、物質の特性遷移を防止する化学反応種
、例えば、ラジカルを形成することができる。例えば、励起された開始剤は、活性ラジカ
ル生成作用により重合又は解重合を引き起こして遷移を行い得る。十分な抑制効果を得る
ために、抑制剤は、反応種の量子収率が高くなるような三重項状態を有することができる
。また、反応種は、三重項状態３１４のエネルギーレベルの開始剤とのみ反応し、その生
成物は三重項状態３１４のエネルギーレベルから生成されることとすることができる。
【００５７】
　上述した基準全てを満たすために、開始剤は、例えば、メタノン及びその誘導体、又は
、シクロペンタノン及びその誘導体とすることができ、抑制剤は、ジスルフィド及びその
誘導体とすることができる。
【００５８】
　図４は、本発明を具現化する第１（すなわち、記録又は読み出し）及び第２（すなわち
、抑制）光ビームのビーム形状及び焦点形状を概略的に示す図である。第１ビーム４０２
は、ビームスプリッタ４０６を用いて第２ビーム４０４と組み合わされ、組み合わされた
ビームは結像系４０８を介してフォーカスされる。このため、２種のビームは、ディスク
１００といった記録媒体の記録層１０８内の選択領域に同時にフォーカスされる。
【００５９】
　図４の表の第１列４１０に示されているように、第１ビームは、中央部分の範囲内で最
大の強度を有し、図示されている例では、全体的に偏球形状の焦点を形成する。
【００６０】
　図４の表の第１列４１２に示されているように、第２ビームは、中央部分の範囲内で最
小の局所的強度を有し、この領域を取り囲むように全体的に環状の強度プロフィールを有
するように形成することができる。あるいは、列４１４に示されているように、第２ビー
ムは、焦点領域の周囲に３次元の全体的に中空の強度分布を成すように形成することがで
きる。一般的には、第２ビームの望ましい特性として、照射領域の中央部分の範囲内で最
小の局所的強度を有し、照射領域の中央部分に隣接する少なくとも１部分において最大の
局所的強度を有する。
【００６１】
　したがって、第１ビームを記録媒体の選択領域に照射することにより、焦点近傍の物質
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特性を記録又は読み出すことができる。また、例えば、環形状又は３次元中空形状の領域
である抑制フィールドの存在は、図２及び図３を参照して先述したように、それを取り囲
む領域の範囲内で関連作用を抑制することにより、記録又は読み出しが行われる量を制限
する。したがって、本発明の実施形態に従ったデュアルビームの動作により、全体として
、記録及び読み出しの分解能を向上し、それにより、データ記憶密度を大幅に高めること
ができる。
【００６２】
　第１ビーム４０２の形状は、回折限界空間分解能を有する従来どおりのガウス形状でと
することができる。第２ビーム４０４の環形状は、ラゲールガウスモードの円偏光ビーム
、又は、方位偏光ビームをフォーカスさせて「ドーナツ」形状を形成することにより実現
可能である。（例えば、列４１４に示されているような）中央中空形状は、ラゲールガウ
スモード（又は、トポロジカル電荷を有する渦位相）の円偏光ビームと、ビームの中央に
おいて同軸π位相シフトを持つ円偏光ビームとを組み合わせて、形成することができる。
中空ケージ形状は、ビームの中央において同軸π位相シフトを持つ円筒偏光ビームをフォ
ーカスさせることにより形成することができる。
【００６３】
　図５は、本発明を具現化する光学式データ記録読み出し装置を示すブロック図である。
こうした装置は、光学デバイス、又は、単にデバイスとして一般的に知られている。
【００６４】
　光学デバイス５００は、記録媒体、すなわち、光学ディスク１００を保持するように構
成された取り付け台５０２を有する。取り付け台５０２は、ディスクの角速度を制御でき
るように速度可変式モータによって駆動されるディスクの取り付けを中心孔を介して確実
にするスピンドルを有する。
【００６５】
　レーザー源５０４は、第１及光源５０６及び第２光源５０８を有し、これらは第１結像
系５１０及び第２結像系５１２を通過する。第１結像系５１０及び第２結像系５１２は、
図４を参照しながら先述したように、記憶／読み出し及び抑制それぞれにかかる所望の第
１ビーム及び第２ビームの形状を形成するように配置されている。第１ビーム及び第２ビ
ームを組み合わせるために、ミラー５１４及びビームスプリッタ５１６が使用される。組
み合わされたビームはそれから、図５の簡略ブロック図ではミラー５１８及びレンズ５１
９で示されているトラッキング機構又は光学ヘッドを介して、記録媒体１００の選択領域
にフォーカスされる。トラッキング系は、ディスク１００に対して少なくとも径方向に移
動するように制御可能であり、それにより、記憶／読み出しすべき特定のトラックを選択
できる。
【００６６】
　サーボ系５２０は、プローブ１１６に接続されており、ディスク１００の所望領域に／
から記録及び読み出しを行うための回転及びトラッキングの所望の速度を十分な精度で維
持するために利用可能なフィードバックループを有する。
【００６７】
　読み出し動作中は、照射された光フィールドに応じてディスク１００から放出される光
はトラッキング光学部品５１９、５１８を介して戻され、ビームスプリッタ５２２から検
出系５２４に反射される。検出系５２４は、感光検出器及び情報の復のための復調器を有
することができる。ノイズ及び余剰レーザービームを低減するために、感光検出器の前に
蛍光パスフィルタが使用される。
【００６８】
　ドライブ５００の構成部品、すなわち、レーザー源５０４、サーボ系５２０、トラッキ
ング系５１８、５１９、及び、検出系５２４は、電子コントローラ５２６の制御下で動作
される。電子コントローラ５２６は、典型的には、マイクロプロセッサ、適切なプログラ
ミング、及び、ドライブ５００の構成部品との間で制御信号を送受信するためのその他の
電子部品を有する。
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【００６９】
　記録及び再生のパラメータに関するその他の特性は、既存の光学式記憶技術、例えば、
ＤＶＤやブルーレイディスクといった技術に基づき得る。例えば、ディスク１００に記録
されるデータのエンコードに変調技術（８－１６変調）を適用することができる。また、
一定のスループット及び一定のデータ密度をディスク媒体全体を通して確実にするために
、一定線速度（ＣＬＶ）動作を、例えば、６０ｍ／秒の速度で記録及び読み出しに用いる
ことができる。最小の読み出し書き込みサイクル時間を条件として、スループットは、Ｃ
ＬＶを高めることにより向上させることができる。ビット記録のスループットはＴ＝ＣＬ
Ｖ／ｄであり、ここで、ＣＬＶはシステムで用いられる一定線速度、ｄは１ビットの（す
なわち、物理的ディスク１００上／中の）長さを示す。
【００７０】
　ドライブは、図７を参照して詳細に後述するように、並行した記録読み出しが可能であ
る。それに応じて、記録読み出しスループットは高くなる。並行書き込みを適用後の全体
のデータ記録スループットは、Ｔｄｒｉｖｅ＝ｐ×Τであり、ここで、ｐは並行して記録
されるビット数を示す。
【００７１】
　図１及び図５に示されているように、磁性トラッキング層１１４及びプローブ１１６が
使いられた磁性サーボ系は、記録時及び読み出し時の回転ディスクのウォークオフに対す
る超高精度補正のために使用される。サーボ系は、読み出しヘッド、マイクロアクチュエ
ータ、及び、デジタル制御回路を有することができる。サーボ系の主なタスクは、位置誤
差信号の検出、及び、位置誤差の補正である。プローブ１１６は、マイクロアクチュエー
タにより作動され、（図１に示されているようなトラッキング層１１４の）磁性トラック
溝を有するディスク表面の近傍に配される。ヘッド位置は、トラック溝に予めエンコード
された読み出し位置信号の読み取りにより特定され、それにより、光学ヘッド５１８、５
１９の位置を補正するための位置誤差信号が生成される。デジタル制御回路は、マイクロ
アクチュエータの制御、位置信号の転送、及び、光学式記録読み出し系に合わせたサーボ
系のサンプリングレートの調整のために使用される。サーボ系からの位置信号に基づいて
、光学ヘッドを駆動するためのアクチュエータは、レーザービームの相対位置を、例えば
、３０ｎｍ未満の超高精度で調節することができる。
【００７２】
　代替的な実施形態（図示せず）では、光学サーボ系を使用することができる。光学サー
ボ系は、クォーター光検出器、非点収差光学部品、及び、差動回路を有する。例えば、６
５８ｎｍの波長で動作するサーボレーザーは、ディスク１００に形成された溝構造に常に
フォーカスされる。反射されたサーボレーザービームはその後、円形レンズ及び円筒レン
ズの対から成る非点収差光学部品を通過後、ディスクのウォークオフ情報を伝送する。ク
ォーター光検出器は、反射ビームの形状変化を感知することができる。クォーター光検出
器は、４個の信号（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）を生成する。差動回路は、これらの４個の信号を
用いてウォークオフ、スピンドル速度、トラッキングエラー信号、及び、焦点誤差信号の
状態を判定することができる。また、４個の信号（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）を加算して、無線周
波（ＲＦ）信号が生成される。ＲＦ信号の周波数から、スピンドルの速度を決定すること
ができる。径方向焦点誤差は、（Ａ＋Ｃ－Ｂ－Ｄ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）により測定する
ことができ、これは、焦点誤差信号と呼称される。横方向焦点誤差（トラッキングエラー
信号）は、（Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）により測定することができる。対応
する電流が光学ヘッドを制御するアクチュエータに印加され、それにより、ディスクの軸
方向及び横方向のトラック位置に対するヘッドの対物レンズ５１９の相対位置が調節され
る。
【００７３】
　図６は、コントローラ５２６内で実行することができる例示的な記録／読み出し制御ア
ルゴリズムの簡略化されたフローチャート６００である。書き込み又は読み出しいずれの
場合も、最初のステップは、サーボ系を作動させるステップ６０２、及び、適切なトラッ
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キングマークを有するディスクの存在を確認する検出アルゴリズムを実行するステップ６
０４である。ディスクが存在しない場合（ステップ６０６）、エラーが報告される（ステ
ップ６０８）。
【００７４】
　判定点６１０では、アルゴリズムは、データ読み出し動作又はデータ記録動作のいずれ
がリクエストされているかに基づいて二者択一経路をたどる。データ読み出しの場合（ス
テップ６１２）、コントローラは、ステップ６１４で読み出しビームを作動する。コント
ローラは、読み出しビームの強度レベルが確実に、光ルミネセンス反応を生じさせるには
十分であるが、物質の特性が変化する強度レベル未満（すなわち、記録の場合）であるよ
うにする。また、コントローラ５２６は、ステップ６１６でスピンドルモータを作動させ
る。通常は、読み出し動作中、何らかの形態の表示又はその他の表示が生成され（ステッ
プ６１８）、それにより、観測者は読み出しが実行中である旨を視覚的に確認することが
できる。コントローラは、ディスク１００から全ての所望の情報が検索されるまで読み出
し動作を継続し（ステップ６２０）、検索されると処理が完了する（ステップ６２２）。
【００７５】
　さらに詳細には、読み出しに先立って、コントローラは、アドレス問い合わせを行って
対象となるセクタを突き止めることができる。ディスク位置の検索のために、コントロー
ラ５２６は先ず、サーボ系５２０を作動してトラック位置を突き止める。それから、第１
ビーム５０６の出力を記録時に使用される出力の１０分の１まで低下させて、破壊読出し
を防止する。集まった蛍光を検出することにより軸方向のスキャニングが実行され、それ
により、対象となる情報の層が突き止められる。ディスク位置が確認されると、コントロ
ーラ５２６はデュアルビームモードに切り替わり、レーザーゲートをディスク回転に同期
させる。検出系５２４の感光検出器は、検出された光学式データ信号を対応するデジタル
電気信号に変換する。電気信号は、デコーダにより復号され、最終的には検索データとし
てホストデバイスに転送される。
【００７６】
　データ記録の場合、コントローラは先ず、ステップ６２４で記録すべきデータを受信す
る。ステップ６２６では、記録ビームが記録媒体の特性変化を開始させるのに十分な強度
で作動される。また、抑制ビームも作動される（ステップ６２８）。読み出しの場合と同
様に、コントローラは、ステップ６３０でスピンドルモータを作動させる。それから、デ
ータの入力ブロックが完全に記録されるまで記録が行われる（ステップ６３２）。ステッ
プ６３４では、コントローラは、記録すべき別のデータブロックが存在するか否かを判定
し、存在すれば、制御はステップ６２４に戻る。さもなければ、記録処理は完了する（ス
テップ６２２）。
【００７７】
　本発明の実施形態では、記録読み出しスループットを大幅に高めるために、並行記録も
可能である。図７には、ドライブ５００で並行した記録読み出しを行うための好適な構成
７００が示されている。一般的に、構成７００は、第１ビーム及び第２ビーム（すなわち
、記憶／読み出し及び抑制のためのビーム）それぞれのビーム経路において空間光変調器
（ＳＬＭ）を使用する。ＳＬＭに表示されるコンピュータ生成された位相パターンを用い
て記録媒体に多焦点アレイが形成される。
【００７８】
　具体的には、第１ビーム７０２及び第２ビーム７０４が第１ＳＬＭ７０６及び第２ＳＬ
Ｍ７０８に向けられる。これらのＳＬＭは、詳細に後述するように、適切に生成された位
相パターン７１０、７１２を表示する。ＳＬＭ７０８はさらに、渦位相波面７１４を加え
るために使用され得る。あるいは、渦位相波面７１４は別個の位相板を介して加えてもよ
い。ビーム７０２、７０４は、連続波（ＣＷ）又はパルス波のいずれであってもよいが、
多数の焦点を形成する場合は、高いピーク強度を有するパルスモードの方がＣＷモードの
動作よりも利点を有するだろう。
【００７９】
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　ミラー７１６及びビームスプリッタ７１８は、第１ビーム及び第２ビームを組み合わせ
るために使用され、組み合わされたビームはコリメーティング光学部品７２０を通過する
。対物レンズ７２２は、光フィールドを記録媒体１００にフォーカスさせるために使用さ
れる。結果として、図７に概略的に参照符号７２４、７２６で示されているような第１ビ
ーム及び第２ビームの焦点アレイが得られる。このように、対応するデータ値アレイを同
時に書き込み又は読み出しすることができる。なお、ＳＬＭに対する適切なコンピュータ
制御により、特定の情報状態の書き込みを制御するための個々の位置を点灯及び消灯させ
ることができる。
【００８０】
　ＳＬＭを制御するために使用される多焦点アレイ位相パターンのコンピュータ生成には
、焦点面における電気フィールドの面内くし型関数の重畳、及び、強度で重み付けされた
反復法を適用して、多焦点アレイの高度な均一性を維持することができる。また、算出工
程ではアポダイゼーション及び偏光解消作用が十分に考慮されたデバイのベクトル回折理
論を用いることができる。具体的には、ホログラム面と焦点面との間の反復アルゴリズム
を実行して、高度な均一性を有する回折限界多焦点アレイを得ることができる。この方法
は、一様な平面波面の入力電気フィールド、及び、ホログラム面における任意の初位相推
定を用いて開始される。この波面についてデバイの積分変換が行われ、それにより、焦点
面における出力電気フィールドが推定される。出力面における所定位置の対応するピーク
強度と、均等に重み付けされた面内くし型である理想ピーク強度とが比較される。両者間
のピーク強度誤差εが算出され、焦点面における合成電気フィールドの振幅が理想くし型
関数でさらに置き換えられる。多焦点アレイの均一性を高めるために、重み係数が導入さ
れる。
【数１】

ここで、ｋは反復数、ｍはアレイにおけるｍ番目の焦点、Ｉはピーク強度を示す。それぞ
れの焦点に効果的な重み付けを行った後、新たに適合された電気フィールドを逆変換する
ことにより、入力面における対応フィールドを得ることができる。入力面における振幅は
、もはや一様平面波面の場合に対応しないため、均一な振幅でさらに置き換えられる。入
力面の位相は次の反復に維持される。こうして１回の反復が完了し、ｎ番目の反復の強度
誤差εが許容誤差範囲内、例えば、０．０１に収束されるまでサイクルが繰り返される。
入力面において連続的に適合された位相が最終的な多焦点アレイ位相パターンとなる。
【００８１】
　こうしたアルゴリズムは、入射波面の形状には依存しないが、レーザー光の波長には依
存するため、デュアルビーム用の２個のＳＬＭ７０６、７０８は、２個の異なる周波数の
光源が記録に用いられる場合に使用することができる。
【００８２】
　上記アルゴリズムではｘ直線偏光が適用されているが、算出された位相を、ＳＬＭによ
る位相変調後に変換可能な任意のタイプの偏光状態に適用することもできる。したがって
、多焦点アレイにおける偏光状態は同一であり、対物レンズの背面開口の偏光状態に依存
する。
【００８３】
　本発明を具現化する高分解能のデュアルビームを用いた記録方法及び記録装置の有効性
を実証するために概念実証実験を行った。図８及び図９は、そうした実験の例示的な結果
を示す図である。パルスレーザー源を用いて、８０メガヘルツの繰り返し速度、及び、波
長８００ナノメーターで１４０フェムト秒のパルス幅を有する第１（記録）ビームを生成
した。また、ＣＷ源により、波長３７５ナノメーターで第２（抑制）ビームを生成した。
【００８４】
　図８は、記録時に結果として生成される特徴サイズと第２（抑制）ビーム出力との関係
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を示すグラフである。抑制ビーム出力は横軸８０２に、対応する特徴サイズは縦軸８０４
に示されている。データ点８０６で示されているように、抑制ビームが存在しない場合、
約２２０ナノメーターの特徴サイズが得られた。点８０８で示されているように、０．３
マイクロワットの抑制ビーム出力では、特徴サイズは２００ナノメーターの直ぐ下まで縮
小した。点８１０で示されているように、抑制ビーム出力がさらに０．６マイクロワット
まで上昇させると、特徴サイズは１２０ナノメーター未満まで縮小した。このことは、デ
ュアルビームを用いた記録方法により、記録ビームの回折限界未満の特徴サイズが生成で
きることを明白に表している。
【００８５】
　図９は、０．３マイクロワット出力の抑制ビームを用いてシングルビーム記録９０２と
デュアルビーム記録９０４とを比較するための、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）による画像
を示す図である。第１画像９０２に示されているように、記録光学部品の回折限界により
、シングル記録ビームにより生成された中心間距離が３００ナノメーターのビットアレイ
では、それぞれの点を明確に区別することができない。一方、０．３マイクロワット出力
の抑制ビームも活性であった場合は、中心間距離が２００ナノメーターのアレイ内のそれ
ぞれの点を明確に区別することができ、このことは、本発明の実施形態が高いデータ記憶
密度を実現可能であることを明白に表している。
【００８６】
　本発明の実施形態は、超大容量かつ高密度なデータ記憶も可能であるため、大型データ
センターへの用途があると考えられる。図１０は、例えば、データセンターで使用するこ
とができる光学式記憶アレイシステムを示すブロック図１０００である。システムは、本
発明を具現化する複数のドライブ５００を有する。
【００８７】
　詳細には、システム１０００は、ホストコンピュータ１００２及び光学式記憶アレイ（
ＯＳＡ）１００４を有する。ＯＳＡ自体は複数のユニットから成り、それぞれのユニット
が物理的媒体、すなわち、ディスク１００６のスタックを有する。セレクタ１００８は、
スタック１００６から特定の所望のディスクを検索し、それをドライブ５００内に載置す
ることができる機械的デバイスである。全てのマルチディスクドライブユニットは、電子
／マイクロプロセッサコントローラ１０１０の制御下で動作する。図示された構成では、
１個の特定のマルチドライブユニット１０１２を、主記憶媒体のいずれかに生じ得る何ら
かのエラーを検出及び補正するために用いることができるパリティ媒体を格納するために
使用する。これにより、ＯＳＡに記憶されている情報の完全性が保証される。
【００８８】
　ＯＳＡ１００４の性能を最大化するために、ドライブへ／からのディスクの選択及び転
送にかかるアクセス時間は、最適化される。コントローラ１０１０は、制御アルゴリズム
を実行し、それぞれのドライブユニットのアクセス時間を同期させることができる。所望
のデータ記録読み出しスループットに応じてドライブユニットの数を増加することもでき
る。
【００８９】
　ＯＳＡ１００４は、高記録スループット、高記憶容量、高読み出しスループット、及び
、データのミラーリング又は複製にかかる性能を最適化するように設計され得る。
【００９０】
　記録スループットは、記録ファイルサイズが増加するにつれて徐々に低下する。効率向
上のために、大きなファイルサイズのデータを先ずストライピングすればよい。ストライ
ピングされたデータは、Ｎ個の同様のドライブに記録され、それにより、スループットが
Ｎ倍に高まる。図７に示されているようにパラレル情報を記録することができるドライブ
を用いると、ＯＳＡ１００４の全スループットはＴ０ｓａ＝Τ×ｐ×Νであると考えられ
、ここで、Ｔは１ビットの記録にかかる転送速度、ｐは記録されるべきパラレルビット数
、ＮはＯＳＡに接続されるドライブの数である。
【００９１】
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　ＯＳＡ１００４は、記憶容量を大幅に増加することができる。全記憶容量は、高密度記
憶媒体ディスクの数によって決まる。ＯＳＡ１００４の全記憶容量は、Ｃｏｓａ＝Ｃ×Ｎ

ｍ×Ｎであり、ここで、Ｃは１つのディスクの記憶容量、Ｎｍはそれぞれのドライブのス
タック１００６内に格納されるディスク数、Ｎはドライブの数である。
【００９２】
　読み出しの場合、セレクタ１００８は先ず、アドレス指定された読み出すべきディスク
を検索する。データ読み出しを高スループットとするために、検索時間は最小限にすれば
よい。ドライブ５００によりデータが読み出されると、そのデータはコントローラ１０１
０内のバッファに転送される。コントローラは、複数のディスクの様々な物理アドレスに
ストライピングされたデータをまとめて、元のファイルを修復する。データをホストコン
ピュータ１００２に転送する前にバッファに回収することで、読み出しスループットが高
められる。
【００９３】
　データ複製の場合、ストライピングされた様々なデータをそれぞれのドライブ全てに送
信する代わりに、データを選択されたドライブ群に送信し、さらに、別の物理アドレスの
他のディスクに複製する。１ファイルの記録を複製しながら行うためには、ドライブユニ
ットの全てを同時に使用できるわけではないため、容量及びデータスループットは低下す
る。ディスクミラーリングを行う場合のＯＳＡ１００４の全記憶容量は、Ｃｍｉｒｒｏｒ

＝Ｃｏｓａ／Ｎｍｉｒｒｏｒであり、ここで、Ｃｏｓａはミラーリングを行わない場合の
ＯＳＡ１００４の記憶容量、Ｎｍｉｒｒｏｒは使用される複製ディスクの合計数である。
ディスクミラーリングのスループットは、Ｔｍｉｒｒｏｒ＝Ｔｏｓａ／Ｎｍｉｒｒｏｒで
あり、ここで、Ｔｏｓａはミラーリングを行わない場合の全スループットである。
【００９４】
　以上の記載において、本発明を具現化する様々な方法、装置、システム、及び、構成に
ついて説明してきた。理解されるように、これらは本発明、及び、その様々な実施形態の
実際的な実施態様の十分な理解を容易にするために示されたものである。これらは、本発
明の範囲を特定の態様に限定することを意図するものではなく、例示のために示されたも
のにすぎないことを理解されたい。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲により定めら
れるべきである。
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