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光，「青幸艮記録媒体、該光，清報記録媒体の再生装置、該再生装置の制御方

法及び制御プログラム、並びに該制御プログラムを記録した記録媒体

技術分野

０００1 本発明は、情報が記録される光情報記録媒体、その再生装置、該再生装置の制御

方法及び制御プログラム、並びに該制御プログラムを記録した記録媒体に関するも

のである。

背景技術

０００2 近年、画像等の膨大な情報処理のために、光情報記録媒体の記録・再生時におけ

る情報密度を高めることが求められている。そこで、再生装置が有する光学系解像限

界より短い長さの記録マーク、または凹及び または凸からなるプリピ、ソトによって情

報を記録し、それを再生する超解像技術が提案されている。なお、ここでは、上記超

解像技術により再生することができる光情報記録媒体を「超解像媒体」または「超解

像光情報記録媒体」と呼び、上記超解像技術が使用できない光情報記録媒体、す

なわち、再生装置が有する光学系解像限界より長い長さの記録マーク、またはプリピ

、ソトで情報が記録される光情報記録媒体を「通常媒体」または「通常光情報記録媒体

」と呼ぶ。なお、上記光学系解像限界は、再生レーザの波長と光学系の開口数によ

って決まる。

０００3 上記超解像媒体の例として、特許文献 ～3に開示されているよぅな光情報記録媒

体が挙げられる。

０００4 特許文献 に示される書き換え可能な超解像媒体では、情報が垂直な磁ィロ方向に

記録されている記録層の上に、再生レーザ光の照射によって情報を再生する再生層

が設けられている。再生レーザ光を上記再生層上に照射すると、レーザスポットが生

じ、該レーザスポット内の光強度分布により、温度分布が生じる。そして、上記レーザ

スポット内の高温部分のみ、上記記録層の磁界が上記再生層に転写され、光学系解

像限界より短いマーク長の信号を再生することができる。

０００5 また、特許文献2に示される超解像媒体では、温度によって透過率等の光学特性



が変ィビするサーモクロミック色素層が、マスク層として、反射層の再生光人射面上に

設けられている。上記マスク層とは、レーザスポットを擬似的に限縮するなどの超解像

現象を引き起こす層のことである。上記再生光人射面に近い再生層上の上記レーザ

スポット内に、光強度分布により生じる温度分布によって、透過率の分布が生じる。例

えば、温度が高くなると透過率が高くなる材料を上記再生層に用いる場合、温度が

高い部分の透過率のみが高くなり、上記反射層面上に生じる上記レーザスポットが

擬似的に縮小されるので、光学系解像限界より短いマーク長の信号を再生すること

ができる。上記特許文献2に示される技術は、書き換え可能な光情報記録媒体のみ

ならず、再生専用の光情報記録媒体にも適応可能である。

０００6 さらに、特許文献3に示される超解像媒体では、凹および または凸によって情報

が記録されている基板上に、薄い金属膜等からなる機能層と呼ばれる膜層が設けら

れている。現在のところ、上記超解像媒体の原理の大部分は解明されていないが、

上記機能層の温度変ィビによって、光学系解像限界より短いマーク長の信号が再生

可能であるれづものである。

特許文献1 日本国公開特許公報 「特開平8 8０486号公報 (公開日 996 年7月

2 日) 」

特許文献2 日本国公開特許公報 「特開2００ ０ 2号広報 (公開日 2００年2

月9 日) 」

特許文献3 日本国公開特許公報 「特開2００ ０274 号公報 (公開日 2００年9

月 4 日) 」

０００7 図 4～図 8を用いて、従来の通常媒体6 と、考えられ得る超解像媒体7 とにつ

いて説明する。

０００8 図 5は、従来の通常媒体6 の外観を示すものであり、通常媒体6 は、ュ一ザが

使用する情報が記録されているデータ領域62と、通常媒体6 に関する情報が記録

されている媒体情報領域63とを有している。その配置は、図示のよぅに、媒体情報領

域63が媒体の最内周部と最外周部とに設けられ、その間に、データ領域62が設けら

れている。なお、媒体情報領域63に記録されている上記通常媒体6 に関する情報

の つには、自身が通常媒体であることを示す媒体識別情報が挙げられる。



０００9 図 4は、上記図 5のb部を拡大して示している。データ領域62及び媒体情報領域

63は、再生装置が有する光学系解像限界より長い長さの凹および または凸からな

るプリピ、ソトによって、それぞれの情報が記録されている。

００1０ 次に、考えられぅる超解像媒体7 について説明する。図 7は、超解像媒体7 の外

観を示すものである。該超解像媒体7 は、ュ一ザが使用する情報が記録されてレ巧

データ領域72と、超解像媒体7 に関する情報が記録されている媒体情報領域73と

を有している。その配置は、図示のよぅに、媒体情報領域73が媒体の最内周部と最

外周部とに設けられ、その間に、データ領域72が設けられている。なお、媒体情報

領域73に記録されている上記超解像媒体7 に関する情報の つには、自身が超解

像媒体であることを示す媒体識別情報が挙げられる。

００11 図 8は、超解像媒体7 の断面を示すものである。超解像媒体7 は、基板74上に

、反射層75と、超解像現象を起こす超解像再生層76とが順にスパッタにより積層さ

れ、さらに透光性のあるカバー層77が設けられた構造となっている。

００12 図 6は、上記図 7のc部を拡大して示している。データ領域72及び媒体情報領域

73は、上記再生装置が有する光学系解像限界より短い長さの凹および または凸

からなるプリピットによって、それぞれの情報が記録されている。このよぅに、超解像媒

体7 は、通常媒体6 より短い長さの上記プリピ、ソトの組み合わせによって情報が記

録されている。そのため、情報の高密度記録が可能となり、より多くの情報の記録が

可能となる。

００13 ところで、上記特許文献 及び2に記載される超解像媒体は、再生レーザパワーが

大きいほど、レーザスポット内の温度分布が急峻となり、超解像効果が高まる。また、

上記特許文献3に記載される超解像媒体でも、原因は不明であるものの、上記特許

文献 及び2に記載される超解像媒体と同様に、再生レーザパワーが大きくなるにつ

れて、超解像効果が高まる。そのため、超解像媒体7 を再生するために最適な再生

レーザパワーは、通常媒体6 を再生するために最適な再生レーザパワーよりも大き

くなる。

００14 また、上述のよぅに、超解像媒体7 の記録密度は、通常媒体6 の記録密度よりも

高密度である。そのため、超解像媒体7 を再生するために最適な再生クロック幅は、



通常媒体6 を再生するために最適な再生クロック幅よりも短くなる。

００15 ここで、通常媒体6 および超解像媒体7 のいずれの媒体も再生可能な互換性を

有した再生装置を考える。

００16 上記再生装置において、通常媒体6 および超解像媒体7 をそれぞれ最適な状

態で再生するためには、再生レーザパワーおよび再生クロックを切り替えなければな

らない(ｱ述のよぅに、通常媒体6 と超解像媒体7 とで再生レーザパワーおよび再

生クロックが異なるため)。そのためには、通常媒体6 であるか、超解像媒体7 であ

るかの識別を行ぅ必要があり、この識別は、媒体情報領域63に記録されている上記

媒体識別情報、または媒体情報領域73に記録されている上記媒体識別情報を再生

することによって行われる必要がある。

００17 ところで、上記識別は、消費電力の上昇や、通常媒体6 が超解像媒体7 用の高

い再生レーザパワーで破壊されることを防ぐために、通常媒体6 用の再生レーザパ

ワーを使用して識別することが望ま 、。しかしながら、この場合、超解像媒体7 の

上記媒体識別情報を再生できず、識別が行えないれづ問題が生じる。

００18 あるいは、上記識別を通常媒体6 用の再生レーザパワーで行えなかった場合に、

識別する光情報記録媒体が超解像媒体7 であると判断し、再生レーザパワーおよ

び再生クロックの切り替えを行ぅことが考えられる。しかしながら、上記判断から再生レ

ーザパワーを切り替えるため、無駄な時間を要してしまい、上記再生装置の立ち上が

り時間が長くなってしまぅ。さらに、識別する光情報記録媒体が通常媒体6 であるに

もかかわらず、何らかの原因で再生できなかった場合、上記再生装置は、通常媒体6

が超解像媒体7 であると間違って判断し、超解像媒体7 用の再生レーザパワー

に切り替え、通常媒体6 を破壊してしまぅれづ問題も生じる虞がある。なお、上記再

生装置の立ち上がり時間とは、光情報記録媒体が再生装置に配備されてから、光情

報記録媒体のデータ領域の再生を行ぅまでの時間を指す。

００19 なお、上記では、簡略化のため、媒体識別情報が識別できる事項を通常媒体およ

び超解像媒体のみに限定して記述したが、これに限るものではない。例えば、従来

は、媒体の種類 (C 等) と媒体の形式 ( R RO 等) とを識別する

ための情報であった。



発明の開示

００2０ 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、通常光情報

記録媒体用の再生レーザパワーで、超解像光情報記録媒体であることを識別できる

超解像光情報記録媒体、および、該超解像光情報記録媒体と通常光情報記録媒体

とのいずれの媒体も再生できる光情報記録媒体再生装置を実現することである。

００2 1 なお、以下の説明において、再生装置とは、本発明に係る超解像光情報記録媒体

と通常光情報記録媒体との両方を再生できる、本発明に係る再生装置を指す。

００22 本発明に係る超解像光情報記録媒体は、上記 目的を達成するために、再生装置

が有する光学系解像限界の長さより短い長さを含む記録マークが形成されることによ

りコンテンツが記録される第 領域と、媒体の種類を特定するための媒体識別情報が

凹及び または凸からなるプリピットにより記録された第2領域とが、割り当てられた

超解像光情報記録媒体であって、上記媒体識別情報を形成するプリピ、ソトは、上記

光学系解像限界の長さ以上で形成されていることを特徴としている。

００23 上記の構成によれば、本発明に係る記録 再生可能な超解像光情報記録媒体の

上記媒体識別情報は、上記光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からな

るプリピ、ソトによって記録されている。このため、通常光情報記録媒体に最適な再生レ

ーザパワーで、上記媒体識別情報を再生することができる。これにより、通常光情報

記録媒体に最適な再生パワーで、超解像光情報記録媒体であることを識別できる超

解像光情報記録媒体を実現することができるれづ効果を奏する。

００24 本発明に係る超解像光情報記録媒体は、上記 目的を達成するために、記録マーク

が形成されることによりコンテシソが記録される第 領域と、媒体の種類を特定するた

めの媒体識別情報が凹及び または凸からなるプリピ、ソトにより記録された第2領域

とが、割り当てられた超解像光情報記録媒体であって、上記媒体識別情報を形成す

るプリピ、ソト群の最短プリピット長は、上記第 領域の記録マーク群の最短記録マーク

長より長いことを特徴としている。

００25 上記の構成によれば、本発明に係る記録 再生可能な超解像光情報記録媒体の

上記媒体識別情報を記録しているプリピ、ソト群の最短プリピ、ソト長は、上記第 領域の

記録マーク群の最短記録マーク長より長い。このため、上記第 領域の記録マーク群



の最短記録マーク長を解像限界以下またはその付近となる光学系を有する再生装

置で再生した場合、通常光情報記録媒体に最適な再生レーザパワーで、上記媒体

識別情報を再生することができる。これにより、通常光情報記録媒体に最適な再生レ

ーザパワーで、超解像光情報記録媒体であることを識別できる超解像光情報記録媒

体を実現することができるれづ効果を奏する。

００26 本発明に係る超解像光情報記録媒体は、上記 目的を達成するために、再生装置

、ソトによりコンテシソが記録された第 領域と、媒体の種類を特定するための媒体識別

情報が凹及び または凸からなるプリピ、ソトにより記録された第2領域とが、割り当て

られた超解像光情報記録媒体であって、上記媒体識別情報を形成するプリピ、ソトは、

上記光学系解像限界の長さ以上で形成されていることを特徴としている。

００27 上記の構成によれば、本発明に係る再生専用の超解像光情報記録媒体の上記媒

体識別情報は、上記光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からなるプリピ

、ソトによって記録されている。このため、通常光情報記録媒体に最適な再生パワーで

、上記媒体識別情報を再生することができる。これにより、通常光情報記録媒体に最

適な再生パワーで、超解像光情報記録媒体であることを識別できる超解像光情報記

録媒体を実現することができるれづ効果を奏する。

００28 本発明に係る超解像光情報記録媒体は、上記 目的を達成するために、凹及び

または凸からなるプリピットによりコンテシソが記録された第 領域と、媒体の種類を特

定するための媒体識別情報が凹及び または凸からなるプリピ、ソトにより記録された

第2領域とが、割り当てられた超解像光情報記録媒体であって、上記媒体識別情報

を形成するプリピ、ソト群の最短プリピ、ソト長は、上記第 領域のプリピット群の最短プリ

ピット長より長いことを特徴としている。

００29 上記の構成によれば、本発明に係る再生専用の超解像光情報記録媒体の上記媒

体識別情報を記録しているプリピ、ソト群の最短プリピ、ソト長は、上記第 領域のプリピ

、ソト群の最短プリピ、ソト長より長い。このため、上記プリピット群の最短プリピ、ソト長を解

像限界以下またはその付近となる光学系を有する再生装置で再生した場合、通常光

情報記録媒体に最適な再生パワーで、上記媒体識別情報を再生することができる。



これにより、通常光情報記録媒体に最適な再生パワーで、超解像光情報記録媒体で

あることを識別できる超解像光情報記録媒体を実現することができるれづ効果を奏

する。

００3０ 本発明に係る光情報記録媒体再生装置は、上記超解像光情報記録媒体と、上記

記録マークまたは上記プリピ、ソトの長さが、上記光学系解像限界の長さ以上である光

情報記録媒体である通常光情報記録媒体とを再生可能な光情報記録媒体再生装

置であって、上記光情報記録媒体の所望位置に記録された情報を再生する再生手

段と、白装置の動作を制御する制御手段とを備えており、該制御手段は、上記再生

手段を制御して、上記通常光情報記録媒体の再生に適した再生光のパワーで上記

媒体識別情報を再生させて取得する識別情報取得手段と、取得した媒体識別情報

により、上記光情報記録媒体が超解像光情報記録媒体であるか否かを識別する媒

体識別手段とを備えることを特徴としている。

００3 1 上記の構成を有することにより、上記再生装置は、配備された光情報記録媒体が、

上記超解像光情報記録媒体であるか否かの識別を、上記通常光情報記録媒体に適

した再生光のパワーで、容易に、かつ的確に行ぅことができる。これにより、上記超解

像光情報記録媒体と上記通常光情報記録媒体とのいずれの媒体も再生できる再生

装置を実現することができるれづ効果を奏する。また、上記通常光情報記録媒体に

適した再生光のパワーで上記識別を行ぅため、上記再生装置の消費電力を低下させ

ることができる。さらに、上記通常光情報記録媒体に適した再生光のパワーで上記識

別を行ぅため、上記超解像光情報記録媒体に最適な再生光のパワーで上記通常光

情報記録媒体を破壊してしまぅことがない。

００32 図 本発明の一実施形態を示すものであり、超解像媒体の外観を示す斜視図であ

る。

図2 記超解像媒体における基板の要部構成を示す平面図である。

図3 記超解像媒体の構造を示す断面図である。

図4 記超解像媒体と通常媒体とを再生可能な光情報記録媒体再生装置の概略

構成を示すブロック図である。



図5 記光情報記録媒体再生装置の制御部の概略構成を示すブロック図である。

図6 記光情報記録媒体再生装置の処理動作を示すフローチヤートである。

図7(a) 通常媒体に適した再生クロックで通常媒体を再生した場合のプリピ、ソトと出力

信号との関係を示す図である。

図7(b) 超解像媒体に適した再生クロックで通常媒体を再生した場合のプリピ、ソトと出

力信号との関係を示す図である。

図8 c の再生レーザパワーに対する依存性を、最短のプリピ、ソトと最長のプリピ

、ソトとに関して示すグラフである。

図g c のピ、ソト長に対する依存性を、超解像再生層の材質ごとに示すグラフであ

る。

図1０(a) 書き換え可能媒体で、 タイプの断面構造を示す図である。

図1０(b) 書き換え可能媒体で、 タイプの断面構造を示す図である。

図11 再生専用媒体で、 タイプの断面構造を示す図である。

図12(a) 再生専用媒体で、図3と異なる構造を有する場合の断面構造を示す図であ

る。

図12(b) 再生専用媒体で、図皿と異なる構造を有する場合の断面構造を示す図で

ある。

図13 図 (a) に示す、断面構造が タイプの再生専用媒体に放熱層を設けた場

合の断面構造を示す図である。

図14 通常媒体の基板の要部構成を示す斜視図である。

図15 ｱ記通常媒体の外観を示す斜視図である。

図16 一般に考え得る超解像媒体の基板の要部構成を示す斜視図である。

図17 ｱ記超解像媒体の外観を示す斜視図である。

図18 ｱ記超解像媒体の構造を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

(実施の形態

本発明の一実施形態に係る超解像光情報記録媒体ついて、図 ～図3を用いて説

明すると以下の通りである。なお、本実施形態では、再生専用媒体で、断面構造が



タイプの超解像光情報記録媒体 (以下、超解像媒体 とする)を例として説明する。

また、以下の説明において、再生装置 ０とは、後述の、本実施形態に係る超解像媒

体 と通常光情報記録媒体との両方を再生できる、光情報記録媒体再生装置 ０を

指す。

００34 図 は、本実施形態に係る超解像媒体 の外観を示している。

００35 また、図2は、超解像媒体 のa部を拡大して示している。なお、図2における、 2

の長さのプリピ、ソトは、後述するテストリード領域3 、及び領域位置情報を除く媒体

情報領域 (第2領域) 3の最短プリピ、ソトであり、 8 の長さのプリピ、ソトは、媒体情報

領域3の最長プリピ、ソトである。同様に、図2における、 2 の長さのプリピ、ソトは、デ

ータ領域 (第 領域) 2の最短プリピ、ソトであり、 8 の長さのプリピ、ソトは、データ領域

2の最長プリピ、ソトである。

００36 図 のよぅに、超解像媒体 には、映像やソフトウェアなどのコンテシソが記録されて

いるデータ領域2と、超解像媒体 に関する情報が記録されている媒体情報領域3と

が予め割り当てられている。

００37 図3は、超解像媒体 の断面図を示している。図示のよぅに、超解像媒体 は、基板

4上に、反射層5と、超解像現象を発生させる超解像再生層6とが順にスパッタリング

により積層され、さらに透光性のあるカバー層7が設けられた構造となっている。基板

4及びカバー層7はポリカーボネートにより形成され、反射層5は、アルミニウムにより

形成され、さらに、超解像再生層6は酸ィロ亜鉛により形成されている。

００38 データ領域2は、図 に示すよぅに、媒体情報領域3の間に割り当てられ、基板成型

時に、凹及び または凸からなるプリピ、ソトを設けることにより、上記コンテンツが記録

されている。このプリピ、ソトは、図2における 2 ～ 8 の長さのプリピットであり、最

短の長さが、再生装置 ０の有する光学系解像限界よりも短い。すなわち、再生装置

０が有する光学系解像限界より短い長さのプリピットも含めて上記コンテンツを記録

するため (超解像記録形態) 、通常媒体より高密度な記録が可能となっている。なお、

データ領域2では、( 7) 変調がなされているが、これに限られるわけではなく

、ランダムパターンによる記録であればよい。

００39 なお、( 7) 変調のよぅな長さの異なるプリピ、ソトや記録マークを用いて情報を



記録する理由は、同一長さのプリピ、ソトや記録マークを用いて情報を記録するより記

録密度が増大するためである。また、変調方式は上記以外にもあり(例えば、8 6

変調、(2 7) 変調) 、これらを称してランダムパターンによる記録と呼ばれている

００4０ さらに、図3に示すよぅに、超解像再生層6が設けられていることにより、上記プリピッ
トが再生可能となる。詳細には、上記プリピットに再生レーザ光を照射すると、レーザ

スポットが生じ、超解像再生層6上の上記レーザスポット内に、光強度分布により生じ

る温度分布によって、透過率の分布が生じる。その結果、上記レーザスポットが擬似

的に縮小した状態となり、これにより、上記プリピ、ソトが再生可能となり、通常媒体より

多くの情報を利用することができる。なお、超解像再生層6は、上記プリピ、ソトを再生

可能な構造であればよく、例えば、特許文献2に記載のマスク層、または特許文献3

に記載の機能層でも良い。

００41 媒体情報領域3は、図 に示すよぅに、超解像媒体 の最内周部と最外周部とに予

め割り当てられ、超解像媒体 に関する情報が、凹及び または凸からなるプリピ、ソト

によって記録されている (通常記録形態)。このプリピットは、図2における 2 ～8

の長さのプリピ、ソトであり、最短の長さが、再生装置 ０が有する光学系解像限界以

上である。言い換えれば、媒体情報領域3のプリピ、ソト群の最短プリピット長は、デー

タ領域2の上記プリピ、ソト群の最短プリピ、ソト長より長くなる。なお、媒体情報領域3は

、超解像媒体 の内周及び外周に設けられているが、これに限定されるものではなく

、内周または外周のいずれかに割り当てられていてもよい。

００42 超解像媒体 に関する情報には、データ領域2を有することを示す媒体識別情報、

再生装置 ０が再生時に利用する再生速度情報、コピープロテクトのための媒体固有

番号、データ領域2における位置を特定するための領域位置情報等が含まれる。

００43 上記媒体識別情報は、媒体の種類を特定するものであればよく、少なくともデータ

領域2が超解像記録形態あるいは通常記録形態かを示していればよい。

００44 上記再生速度情報には、媒体に適切な再生レーザを照射した場合に、デジタル信

号化可能なアナログ波形を得るために必要な所謂再生情報と、コンテンソ等を再生

するために再生されたアナログ波形をデジタル信号ィビするときに必要なデジタル処



理情報とがある。

００45 上記再生情報には、例えば、再生速度範囲情報がある。再生速度範囲情報は、超

解像再生が熱によって可能になる場合は、再生速度が速すぎると熱が不足し超解像

再生が不可能になり、遅すぎると発生する熱エネルギーが増大しすぎて媒体にダメ

ージを与えてしまぅため、超解像再生により安定にアナログ波形を得るために、再生

速度を規定する情報である。

００46 上記ヂジタル処理情報には、例えば、再生クロック切替情報や再生速度切替情報

などがある。再生クロック切替情報と再生速度切替情報とは、詳細は後述するが、記

録密度の異なるランダムパターンを再生した場合、得られるアナログ波形をデジタル

信号化する場合に必要となる情報である。

００47 また、媒体情報領域3には、図2に示すよぅに、再生装置 ０がデータ領域2の上記

コンテンツを再生するための再生レーザパワーを調整するテストリード領域3 が割り

当てられている。テストリード領域3 には、データ領域2のプリピ、ソト群と同じ記録密

度および変調方式で、凹及び または凸からなるプリピ、ソトが形成されている。なお、

詳細は後述するが、テストリード領域3 には、データ領域2の上記プリピ、ソト群の最

短プリピ、ソト長より長く、最長プリピ、ソト長より短い長さのプリピ、ソト(図2に示すよぅに、

2 より長く 8 より短い長さのプリピット) が形成されていてもよい。例えば、図示のよ

ぅな長さのプリピ、ソトが形成されている。なお、比較用にテストリード領域3 に破線で

示されているプリピ、ソトは、データ領域2の最短プリピ、ソトである。

００48 以上のよぅに、本実施形態に係る超解像媒体 の媒体情報領域3には、再生装置

が有する光学系解像限界以上の長さのプリピ、ソトが形成されている。これにより、再

生装置 ０は、通常媒体に最適な再生レーザパワーで、媒体情報領域3に記録され

ている媒体識別情報、再生速度情報、媒体固有番号などの各種情報を再生すること

ができる。

００49 ところで、テストリード領域3 は、上記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより、媒

体情報領域3内のデータ領域2に近い位置に設けられていることが好ま 、。このよぅ

な構成とすれば、効率的な情報記録および または情報再生が可能になる。その理

由を、例を挙げて以下に説明する。



００5０ 例えば、媒体情報領域がデータ領域より媒体の内周部に設けられ、かつ、上記媒

体情報領域におぃて、テストリード領域が、上記媒体識別情報が記録されたプリピッ
トより内周側に設けられてぃる媒体 (すなわち、上記テストリード領域が、上記媒体識

別情報が記録されたプリピ、ソトより上記データ領域から遠ぃ位置に設けられてぃる媒

体)では、次のよぅに再生を行ぅ。

００5 1 まず、再生装置は、上記媒体識別情報を再生し、媒体種類を認識した後、光学へ
、 、
ソドをより内周側に存在する上記テストリード領域に移動させ、テストリードを竹 、再

生レーザパワー等を決定する。その後、再び、上記媒体識別情報が記録されたプリ

ピットより外周側の上記データ領域に光学ヘッドを移動し、上記データ領域のコンテ

ンツを再生することになる。このよぅに、上記媒体情報領域におぃて、上記テストリード

領域が、上記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより上記データ領域から遠ぃ位置

に設けられてぃると、光学ヘッドが往復移動を行ぃながら再生を開始することになり、

この結果、再生立ち上がり時間の増加、光学ヘッドの複雑な動きに起因した再生装

置の故障率の増加れづ問題を生じる。

００52 これに対し、超解像媒体 のよぅに、テストリード領域3 を、上記媒体識別情報が記

録されたプリピットより、媒体情報領域3内のデータ領域2に近ぃ位置に設けると、光

学ヘッドの移動が一方向への移動だけで複雑な動きをする必要がなぃため、再生立

ち上がり時間を短縮できるとともに、再生装置の故障率を低減できる。

００53 なお、ここでは、テストリード領域3 が、半径方向におぃて、上記媒体識別情報が

記録されたプリピットよりデータ領域2に近ぃ場合につぃて記載したが、これに限られ

るものではなく、プリピ、ソトやグルーブが配列されてぃる方向 (再生を行ってぃく方向と

同意 に近ぃ場合も同様である (以降のデータ領域2に近ぃまたは遠ぃとの記述も同

様)。

００54 また、上記再生速度情報が記録されたプリピ、ソトは、テストリード領域3 よりデータ

領域2から遠ぃ位置に設けられてぃることが好ま 、い 。このよぅな構成とすれば、上記

再生速度情報を、通常媒体に最適な再生レーザパワーで再生できる。また、上記再

生速度情報が得られた上で、テストリード領域3 におぃてデータ領域2のコンテンツ

を再生するための再生レーザパワーを決定することができる。すなわち、安定した超



解像再生が可能となる再生速度で得られたアナログ波形を、テストリード領域3 の

記録密度に適応した状態でデジタル信号ィビできるため、再生レーザパワーの決定ミ

スが生じない。

００55 なお、再生速度とは、再生時の線速(媒体再生時にスピンドルモータによって媒体

が回転することによって生じる光学ヘッドと再生位置再生方向への相対速度)のことを

指す。

００56 また、ヂ一タ領域2のコンテンソを再生する場合についても、安定した超解像再生

が可能となる再生速度で得られたアナログ波形を適切にデジタル信号ィビでき、コンテ

ンツを安定して再生できる。

００57 また、上記領域位置情報が記録されたプリピ、ソトは、テストリード領域3 よりデータ

領域2に近い位置に設けられていることが好ま 、。このよぅな構成とすれば、上記領

域位置情報を、通常媒体に最適な再生レーザパワーで再生できる。また、再生レー

ザパワー決定後、決定した再生レーザパワーのままで上記領域位置情報を再生でき

、光学ヘッドの動きを簡単ィビする (一方向への移動となるにとができる。よって、効率

的な情報記録および または情報再生が可能になる。さらに、媒体情報領域3を狭く

、データ領域2を広くできるので、結果として情報記録容量を増大させることができる

００58 ところで、上記媒体固有信号は、生産される媒体 枚ごとに異なるため、プリピ、ソトの

よぅに生産性の高い基板の圧縮成形時には形成できず、通常、媒体作製時の最後

に、レーザ等で基板に凹部を形成することによって作製される。

００59 ここで、上記作製時に使用する大出カレーザの波長は、光デイスク再生で用いられ

るよぅな短波長になるとコストが高いため、通常、光デイスク再生で用いられるものより

大きなものとなっている (波長が大きいため、当然小さい凹部は作製できない)。また

、大出カレーザで凹部を形成するため、元々ダメージがある状態であり、よりダメージ

となりやすい高いレーザパワーでの再生は、上記媒体固有信号の再生劣ィビにつな

がる可能性が高い。以上から、上記媒体固有信号の再生は、低いレーザパワーで行

ぅことが好ま 、。

００6０ そこで、超解像媒体 では、上記媒体固有番号が記録されたプリピ、ソトを、テストリー



ド領域3 よりデータ領域2から遠い位置に設けている。これにより、上記媒体固有信

号を通常媒体に最適な再生レーザパワーで、すなわち低いレーザパワーで再生でき

、確実に上記媒体固有信号を再生できる。また、無駄なレーザパワーの切り替えを生

じない。よって、効率的な情報記録および または情報再生が可能になる。

００6 1 以上、本実施形態では、再生専用媒体の超解像媒体 を例に説明を行ったが、本

発明の超解像光情報記録媒体には、当然記録 再生可能な超解像光情報記録媒

体も含まれる。当該記録 再生可能な超解像光情報記録媒体について、超解像媒

体 と異なる主な点を挙げると、テストリード領域3 に代えて、テストライトリード領域

が設けられる。当該テストライトリード領域には、再生装置 ０がデータ領域にコンテン

ソを記録するための記録レーザパワーと、再生装置 ０が上記データ領域のコンテン

ソを再生するための再生レーザパワーとを調整する情報が、上記データ領域に形成

される記録マーク群と同じ記録密度と変調方式とで形成される。

００62 また、上記記録 再生可能な超解像光情報記録媒体の媒体情報領域には、再生

によって、上記データ領域にコンテシソを記録するための記録条件情報が記録され

る。なお、上記記録条件情報が記録された凹及び または凸からなるプリピ、ソトは、

上記テストライトリード領域より上記データ領域から遠い位置に設けられていることが

好ま 、。このよぅな構成とすれば、上記記録条件情報に基づいて、上記テストライト

リード領域で再生レーザパワーが決定でき、再生レーザパワー決定ミスを生じない。

なお、上記記録条件情報とは、記録レーザパワーのみならず、記録マークを形成す

るための消去レーザパワー、レーザのパルス幅、タイミング等が含まれる。

００63 (実施の形態2

次に、本発明の他の実施形態について、図4～図6を用いて説明する。図4は、本

実施形態に係る再生装置 ０の概略構成を示している。本実施形態の再生装置 ０

は、上記実施形態 の超解像媒体 および通常媒体の両方を再生可能である。

００64 再生装置 ０は、図示のよぅに、レーザ制御回路 4 、信号処理回路 4 、ヘッドア

ンプ 6 R アンプ 7 f 号の信号処理回路 7 、サ一ボ処理回路 8、制御

き日 (制御手段 ) 、スピンドルモータ2０、光ピ、ソクアップ2 (再生手段 ) 、光ピ、ソクアッ



プ用モータ22を備えている。光ピックアッ 2 は、偏光ビームスプリッタ 2、レーザ

光源 3、および検出器 5を備えている。なお、図中の光情報記録媒体 、超解

像媒体 でもよ 、通常媒体でもよい。

００65 再生装置 ０は、まず、スピンドルモータ2０により光情報記録媒体皿を回転させ、

制御部 9により光ピ、ソクアップ用モータ22を制御して光ピ、ソクアッ 2 を移動させる

。次に、レーザ制御回路 4 によりレーザ光源 3から出射される再生レーザ光のパ

ワーを所定の再生レーザパワー (通常媒体用の再生レーザパワー とし、レーザ光源

3から再生レーザ光を出射させる。この再生レーザ光が、偏光ビームスプリッタ 2を

介して、光情報記録媒体口に照射され、光情報記録媒体皿からの反射光が、偏光

ビームスプリッタ 2を介して検出器 5に到達する。

００66 検出器 5は、到達した反射光に基づいて電気信号を出力し、該電気信号は、ヘッ
ドアンプ 6にて増幅され、サ一ボ処理回路 8に送られ、各種のサ一ボ制御が行わ

れる。また、制御部 9へ送られる。

００67 図5は、制御部 9の構成を示している。図示のよぅに、制御部 9は、アクセス位置

制御部23、信号処理部24 (識別情報取得手段 ) 、媒体識別部25 (媒体識別手段 ) 、

パワー制御部26 (パワー制御手段 ) 、および再生クロック制御部27 (再生クロック制

御手段 )を備えている。

００68 アクセス位置制御部23は、光情報記録媒体皿の所望の位置に光ピ、ソクアッ 2
がアクセスするよぅに、光ピ、ソクアップ用モータ22を制御する。なお、超解像媒体 に

てデータ領域2のトラックピ、ソチと媒体情報領域3のトラックピ、ソチとが異なる場合には

、アクセス位置制御部23は、媒体識別部25による光情報記録媒体皿の識別結果に

基づいて、アクセス位置を制御することが望ま 、。

００69 信号処理部24は、ヘッドアンプ 6より送られる媒体識別信号を処理し、媒体識別

部25に与える。媒体識別部25は、信号処理部24により与えられた上記媒体識別信

号に基づいて、光情報記録媒体皿の識別を行ぅ。

００7０ パワー制御部26は、媒体識別部25による光情報記録媒体皿の識別結果に基づ

いて、レーザ光源 3の再生レーザパワーをそのまま(すなわち、通常媒体に適した

再生レーザパワー) とするか、あるいは、レーザ制御回路 4 を制御して、超解像媒



体 に適した再生レーザパワーに切り替える。再生クロック制御部27は、媒体識別部

25による光情報記録媒体皿の識別結果に基づいて、信号処理回路 7 にて利用

される再生クロックをそのまま(すなわち、通常媒体に適した再生クロック) とするか、

あるいは、超解像媒体に適した再生クロックに切り替える。

００7 1 次に、再生装置 ０の処理動作を、図6を用いて説明する。図6は、再生装置 ０の

処理動作の流れを示している。

００72 再生装置 ０に、光情報記録媒体皿が配備されると、制御部 9のアクセス位置制

御部23によって、光ピックアップ用モータ22が制御され、レーザ光源 3からの再生

レーザ光が、再生初期用として予め定められていた通常媒体用の再生レーザパワー

で、光情報記録媒体皿の再生初期のアクセス位置である媒体情報領域に照射され

る ( )。そして、媒体情報領域に記録されている、光情報記録媒体皿が超解像媒

体であるか、通常媒体であるかを示す媒体識別情報、すなわち、光情報記録媒体

のデータ領域が超解像形態か否かを示す媒体識別情報の媒体識別信号が再生さ

れる (S2) 。該媒体識別信号は、検出器 5、ヘッドアンプ 6を介して、制御部 9の

信号処理部24 によって処理され、媒体識別部25で、光情報記録媒体皿の識別が

行われる (S3)

００73 媒体識別部25による識別結果が、通常媒体であった場合 ( 3において )、再

生レーザパワー及び再生クロックは切り替えられることなく、通常媒体のデータ領域

がアクセスされる (S6) 。そして、データ領域のコンテンツが、検出器 5、ヘッドアンプ

6 R アンプ 7 、および信号処理回路 7 を介して再生される (S 7)

００74 一方、媒体識別部25による識別結果が、超解像媒体 であった場合 ( 3において

S)、再生装置 ０は、超解像媒体 の媒体情報領域3に割り当てられているテスト

リード領域3 のプリピ、ソトを読み取る。該プリピ、ソトを読み取った再生信号は検出器

5、ヘッドアンプ 6、および信号処理部24を介して制御部 9のパワー制御部26に

送られる。パワー制御部26は、レーザ制御回路 4 を制御して、レーザ光源 3の再

生レーザパワーを上記再生信号に基づいて増加し、超解像媒体 に最適な再生パワ

ーに調整する (S4)

００75 次に、再生装置 ０は、超解像媒体 の媒体情報領域3に記録されている再生クロッ



ク切替情報を再生する。該再生クロック切替信号は、検出器 5、ヘッドアンプ 6、お

よび信号処理部24を介して制御部 9の再生クロック制御部27に送られる。再生クロ

、ソク制御部27は、上記再生クロック切替信号に基づいて、再生クロックを予め定めら

れている超解像媒体用の再生クロックに変更する ( 5)。その後、データ領域2が、超

解像媒体 用の再生レーザパワーでアクセスされる ( 6)。そして、データ領域2のコ

ンテシソが、検出器 5、ヘッドアンプ 6 R アンプ 7 、および信号処理回路 7

を介して再生される (S 7)

００76 以上のよぅに、再生装置 ０は、超解像媒体 が上述のよぅな構成であるため、配備

された光情報記録媒体が超解像媒体 であるか否かの識別を、通常媒体用の低い
再生レーザパワーで、容易に、かつ的確に行ぅことができる。また、再生装置 ０は、

上記識別に基づいて、配備された光情報記録媒体に合わせて、それぞれに適した

再生レーザパワーおよび再生クロックに的確に切り替えることができる。

００77 これにより、再生装置 ０は、超解媒体 と通常媒体とのいずれの媒体も再生できる

。また、上記識別を通常媒体用の低い再生レーザパワーで行えるため、再生装置 ０

の消費電力を抑えることができ、さらに、超解像媒体 用の再生レーザパワーで通常

媒体を破壊してしまぅことがない。

００78 なお、上述のよぅに、本実施の形態では、超解像媒体 に上記再生クロック切替情

報が記録されており、再生装置 ０は、超解像媒体 を再生する時に、上記再生クロッ

ク切替情報により再生クロックを切り替えている。しかしながら、光情報記録媒体の識

別により、再生クロックを切り替える構成としてもよい。この場合、超解像媒体 に上記

再生クロック切替情報を記録する必要がなくなる。

００79 ここで、再生装置 ０が、超解像媒体 と通常媒体とで再生クロックを切り替える理由

について、再生専用の通常媒体が、通常媒体用の再生クロックおよび超解像媒体

用の再生クロックで再生される場合を例として図7 (a) (b)を用いて説明する。なお、

上記通常媒体は、( 7) 変調がなされている。すなわち、チヤネルピットの長さ

を基準にして、最短プリピ、ソト2 から、最長プリピット8 までの長さのプリピットが基

板上に設けられている。

００8０ また、光情報記録媒体の再生は、基板上に設けられているプリピ、ソトに、再生レ一



ザを照射し、その反射光により得られる出力信号が、再生装置で設定されているスラ

イスレベルより大きいか否かにより二値ィビすることで、信号が再生される。

００8 1 図7 (a) は、上記通常媒体を上記通常媒体用の再生クロックで再生し、得られた信

号を二値ィビした様子を示しており、出力信号は、同図下側にあるプリピ、ソトに対応し

ている。図7 b は、上記通常媒体を超解像媒体 用の再生クロックで再生し、得られ

た信号を二値ィビした様子を示しており、出力信号は、同図下側にあるプリピットに対

応している。

００82 まず、上記通常媒体が、上記通常媒体用の再生クロックで再生される場合につい
て説明する。なお、図7 (a) に示すよぅに、2 プリピット、スペース、4 プリピ、ソトを再

生する。図示のよぅに、出力信号は、上記通常媒体用の再生クロックに対応した時点

で二値ィビされ、「 ・・・・ 。・・・」となる。そして、「 ・」の信号を上記2 プリヒ

、ソト、「 ・ 」の信号を上記4 プリピ、ソトとして処理する。このときの二値化時点で

の信号レベル は、図示のよぅに、スライスレベルよりも十分に大きいため、通常媒

体や再生装置の個体差による多少の変動が起こったとしても、安定した再生を行元
とができる。

００83 次に、上記通常媒体が、超通常媒体 用の再生クロックで再生される場合について

説明する。なお、超解像媒体 は、上記通常媒体の2倍の線密度であるとする。この

ため、超解像媒体 用の再生クロック幅は、上記通常媒体用の再生クロック幅の半分

となる。

００84 上述のよぅな超解像媒体 用の再生クロックで再生すると、図7 b に示すよぅに、二

値ィビされた信号は、「 ・・・・・・・・・・・・・・・」となる。そして、上

記通常媒体の再生時と同様に、「 ・・・」の信号を上記2 プリピ、ソト、「 ・
」の信号を上記4 プリピ、ソトとして処理する。

００85 このよぅに、超解像媒体 用の再生クロックで上記通常媒体を再生することは可能で

ある。しかしながら、このときの二値化時点での信号レベル 2は、図示のよぅに、スラ

イスレベルに対し十分に大きくならず、通常媒体や再生装置の個体差による変動に

より再生不良を起こす可能性が高くなる。すなわち、光情報記録媒体に適した再生ク

ロックで再生を行わなければ、再生の信頼性が低下する。



００86 また、例えば、上記通常媒体を超通常媒体 用の再生クロックで再生し、その出力

信号を二値ィビするタイミングをずらし、一つ飛ばしで取り込むことにより、擬似的に上

記通常媒体用の再生クロックで再生したよぅにすることも可能である。しかしながら、こ

のよぅな信号処理は、非常に複雑になるれづ問題がある。よって、通常媒体と超解像

媒体 とをそれぞれ最適な状態で再生するためには、それぞれの場合で、再生クロッ
クを変更することが必要である。そして、以上のことから、再生装置 ０は、超解像媒

体 と通常媒体とで再生クロックを切り替えている。

００87 また、上記再生クロック切替情報は、再生装置 ０が有する光学系解像限界より長

い長さのプリピ、ソトによって記録されている。このため、通常媒体用の再生レーザパワ

ーおよび再生クロックで再生でき、無駄な再生レーザパワーおよび再生クロックの切

り替えを必要としない。

００88 以上、再生装置 ０では、通常媒体と超解像媒体 とで再生クロックを切り替えてい
るが、この場合、基準発振器が2台になるなど回路負担が大きくなる。そこで、再生ク

ロックを切り替える代わりに、再生速度を切り替えてもよい。

００89 例えば、超解像媒体 が通常媒体の2倍の線密度である場合、再生速度を切り替

えてその速度を半分にすると、再生される信号が転送される速度も半分になるため、

再生クロックを切り替えなくとも、上述のよぅな再生の信頼性が低下するれ㌧た問題

を生じることがなくなる。したがって、再生クロックを切り替える代わりに、再生速度を

切り替える構成としてもよい。その場合、超解像媒体 の媒体情報領域3に記録され

ている再生速度切替情報に基づいて再生速度を切り替えればよい。あるいは、光情

報記録媒体の識別により切り替える構成としてもよい。この場合、超解像媒体 に上

記再生速度切替情報を記録する必要がなくなる。

００9０ なお、再生速度を切り替える構成の場合、再生クロックを切り替える構成と比較して

回路負担を低減できるが、超解像媒体 の転送速度が通常媒体と変わらなくなる。逆

に、再生クロックを切り替える構成の場合、超解像媒体 の情報の転送速度を速くで

きる。

００9 1 ところで、再生装置 ０では、一般的な記録再生装置で記録レーザパワーを決定す

る手法と同様に、超解像媒体 のテストリード領域3 に照射する再生レーザパワーを



、再生エラーが最小となるまで増加することにより、最適な再生レーザパワーを決定し

ている。

００9 2 しかしながら、上記実施の形態 において述べたよぅに、超解像媒体 のテストリード

領域 3 を、データ領域 2のプリピ、ソト群の最短プリピ、ソト長より長く、最長プリピ、ソト長よ

り短いプリピ、ソトにより形成して、テストリード領域 3 のプリピ、ソトの再生信号の振幅が

最大となるまで再生レーザパワーを増加することにより、最適な再生レーザパワーを

決定することも可能である。以下、図8 を用いて説明する。

００9 3 一般に、超解像媒体のデータ領域は、様々な長さのプリピ、ソト等の組み合わせによ

って情報が記録されている。このため、データ領域の各長さのプリピ、ソトを、それぞれ

同一の再生レーザパワーで再生した場合、各長さのプリピ、ソトにおけるC (ca e

o o se a o) が異なり、該C の最低値が存在する。該最低値は、再生レーザパ

ワーによって変化するため、上記各長さのプリピ、ソトのC の最低値が最大となる再

生レーザパワーが、最適な再生レーザパワーであると言える。

００9 4 図8 は、超解像媒体 の最短プリピ、ソトと最長プリピ、ソトとに照射する再生レーザパワ

ーを W～5 Wで変ィビさせた場合の上記プリピ、ソトのそれぞれのC を示したも

のである。上記最短プリピ、ソトは、 ・ 4 で、上記最長プリピ、ソトは ・4０ であ

り、図8 のグラフは、C を縦軸に、再生レーザパワーを横軸に示している。

００9 5 同図に示すよぅに、上記最短のプリピ、ソトでは、再生レーザパワーを増加させるにつ
れて、C が単調増加している。一方、上記最長のプリピ、ソトでは、再生レーザパワ

ーが約2 ・5 W に達するまでC が増加し、再生レーザパワーが約3 ・ W を超

えるとC が減少している。また、同図を参照すると、各長さのプリピットに関するC

のグラフは、上記最短のプリピ、ソトに関するC のグラフと、上記最長のプリピッ
トに関するC のグラフとの間に位置することが予想される。

００9 6 このことから、上記最短のプリピ、ソトに関するC のグラフと、上記最長のプリピ、ソト

に関するC のグラフとの交点付近での再生レーザパワーが、各長さのプリピ、ソトの

C の最低値が最大となる最適な再生レーザパワーになると考えられる。さらには、

上記交点付近までC が増加し、上記交点付近を超えるとC が減少するよぅな

長さのプリピットが存在することが予想される。



００97 そこで、本実施形態では、上述のよぅなプリピ、ソトを、上記再生レーザパワーを調節

するためのテストリード領域3 として形成している。これにより、再生装置 ０は、超解

像媒体 の再生時に、上記プリピットの再生信号の振幅が最大となるまで再生レーザ

パワーを増加することにより、最適な再生レーザパワーを決定することができる。なお

、何れの長さのプリピ、ソトが対応するかは、超解像再生層4及び反射層5を含む薄膜

層に依存する。

００98 以上のよぅに、最適な再生レーザパワーを決定するために、再生信号の振幅を利

用しているので、再生エラーの判断処理を行ぅ必要が無く、その結果、最適な再生レ

ーザパワーを迅速に決定することができる。また、テストリード領域3 が、媒体情報

領域3に割り当てられているため、データ領域2の再生パワーを迅速に調整すること

ができる。

００99 なお、テストリード領域3 は、上述のプリピ、ソトに限られるわけではない。例えば、上

記最短のプリピ、ソトと上記最長のプリピットとを、テストリード領域3 として形成してもよ

い。この場合、再生装置 ０は、超解像媒体 の再生時に、それぞれのプリピットの商

生信号の振幅が一致するまで再生レーザパワーを増加することにより、最適な再生レ

ーザパワーを決定することができる。

０1００ また、上記交点より梢低いC をC 閾値とし、該C 閾値に対応する信号

振幅を振幅閾値として、再生装置 ０が、上記振幅が上記振幅閾値以上となるまで再

生レーザパワーを増加することにより、最適な再生レーザパワーを決定してもよい。な

お、同じ原盤によって作られたプリピ、ソトから得られるC は、超解像再生層4及び

反射層5を含む薄膜層が同じであれば、光情報記録媒体相互間で、ほぼ同じである

。そのため、同じ原盤に対しては、上記振幅閾値をそのまま利用することができる。

０1０1 なお、本発明において使用可能な再生レーザパワー決定法は、上記手法に限定さ

れるものではない。例えば、あらかじめ再生レーザパワーが、媒体情報領域3に記録

されていても良い。あるいは、媒体識別情報 自体で再生レーザパワーを略決定、又

は決定できてもよい。前者の場合、媒体識別情報と、テストリード領域3 に照射する

再生レーザパワーを再生エラーが最小となるまで増加することにより最適な再生レー

ザパワーを決定する方法とを併用することで、再生レーザパワーの決定が的確となる



とともに、再生レーザパワー決定が早くなり、再生装置の立ち上がり時間が早くなる。

一方、後者の場合は、同時にクロック切り替え情報、又は線速変更情報が媒体識別

番号に含まれていれば、他の再生のために必要な情報は、データ領域2と同様に記

録されていてもよい。その場合は、データ領域2をより多く確保できるので、より媒体の

記録容量を増すことができる。

０1０2 次に、データ領域2のトラックピ、ソチ (図2における )と媒体情報領域3のトラック

ピッチ (図2における )とについて説明する。データ領域2のトラックピ、ソチ は

、媒体情報領域3のトラックトソチ と同じか或いは、より狭いことが望ま 、。なお

、図2は、データ領域2のトラックピ、ソチ が媒体情報領域3のトラックピ、ソチ よ

り狭い場合を示している。

０1０3 データ領域2のトラックピ、ソチ と媒体情報領域3のトラックピ、ソチ とが同じ場

合、データ領域2のトラック数を増やすことはできないが、トラックピ、ソチを変更する機

構を再生装置 ０に設けることなく、記録情報の高密度ィビが可能となる。

０1０4 一方、データ領域2のトラックピッチ が媒体情報領域3のトラックピ、ソチ より

狭い場合、データ領域2のトラック数を増やすことができるため、記録情報のさらなる

高密度ィビが可能となる。ただし、トラックピ、ソチを変更する機構を再生装置に設ける必、

要がある。なお、この場合でも、超解像再生層6によって、擬似的にレーザスポットが

縮小されるので、クロストーク特性の悪化やトラッキングが不安定になることがない。

０1０5 次に、図3で示した超解像再生層6について説明する。該超解像再生層6は、酸ィビ

金属膜、特に、酸ィロ亜鉛、酸ィビセリウム、または酸ィヒチタン等から形成される酸ィロ金

属膜、もしくはこれらを主成分とする無機膜であることが望ま 、。この場合、優れた

超解像特性が得られ、かつ十分な再生耐久性が得られる。上記の効果が得られる理

由について、図9を用いて説明する。

０1０6 図9は、超解像再生層6として、酸ィロ金属膜を用いた場合の、超解像媒体 の空間

分解能を示している。上記酸ィロ金属膜は、酸ィロ亜鉛、酸ィビセリウム、または酸ィヒチタ

ンを、スパッタにより約 2０ 程度積層して形成している。なお、超解像再生層6とし

て、上記酸化金属膜を有する場合の超解像媒体 の構造は、上記図3と同様に、基

板4上に反射層5及び超解像再生層6 ｱ記酸ィロ金属膜)ならびにカバー層7を設け



た構造となっている。基板4及びカバー層7は、ポリカーボネートにより形成され、反

射層5は、 のアルミニッケル膜により形成されている。また、超解像媒体 の再

生は、再生レーザ波長が4０8 ，開口数 が ・6 5の光学系を有する評価機で、

再生レーザパワーP を3・5 Wで行った。なお、通常媒体用の再生レーザパワーは

、通常 ・ W程度である。

０1０7 図9から明らかなよぅに、上記3種類の酸ィロ金属膜は、評価機の光学系解像限界よ

り短いプリピ、ソトにおいても、C が検出されている。すなわち、上記3種類の酸ィロ金

属膜は、超解像再生層として用いることができるれづことがわかる。また、その超解

像特性は、酸ィヒチタン、酸ィビセリウム、酸ィロ亜鉛の順に良好となり、特に酸ィロ亜鉛お

よび酸ィビセリウムは、酸ィヒチタンより良好な超解像特性を示している。

０1０8 さらに、上記金属酸ィロ膜は、有機材料に比べて、熱による温度変ィビに対し、耐久性

に優れているため、特許文献2に開示されているよぅな有機材料を超解像再生層に

用いる場合に比べて、再生耐久性に優れている。なお、酸ィロ亜鉛を超解像再生層6

として用いた超解像媒体 の再生耐久試験を行ったところ、予想通り劣化は見られな

かった。すなわち、上記酸ィロ金属膜を超解像再生層6として用いることで、従来の超

解像媒体に比べて、超解像特性および再生耐久性に優れた超解像媒体 を実現で

きる。

０1０9 なお、上記実施形態では、再生専用媒体で、断面構造が タイプの超解像媒体

を例に説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、図 ０～図 2に示す、

各種の光情報記録媒体に適応可能である。

０11０ 図 ０(a) (b) は、書き換え可能媒体で、図 ０(a) は タイプの断面構造を、図 (

。
b) は タイプの断面構造を示している。図 、再生専用媒体で、 タイフ

の断面構造を示している。図 a ) (b) は、再生専用媒体で、図 (a) は図3の反射

層5が再生レーザを吸収し熱に変換する吸光層である断面構造を、図 ０(b) は図

の反射層が吸光層である断面構造を示している。

０111 図 ０(a) に示す、断面構造が タイプの書き換え可能媒体は、基板3０上に、反

射層3 、記録層3 2、および超解像再生層3 3が順に積層され、さらにカバー層34が

設けられた構造となっている。図 ０(b) に示す、断面構造が タイプの書き換え



可能媒体は、透明基板3 5上に、超解像再生層36、記録層3 7、および反射層38が

順に積層され、さらにカバー層3 9が設けられた構造となっている。図皿に示す、断

面構造が タイプの再生専用媒体は、透明基板4０上に、超解像再生層4 およ

び反射層4 2が順に積層され、さらにカバー層4 3が設けられた構造となっている。

０112 図 (a) に示す、断面構造が タイプの再生専用媒体は、基板44上に、吸光層

4 5および超解像再生層46が順に積層され、さらにカバー層4 7が設けられた構造と

なっている。図 2 (b に示す、断面構造が タイプの再生専用媒体は、透明基板

48上に、超解像再生層4 9および吸光層5０が順に積層され、さらにカバー層5 が設

けられた構造となっている。

０113 ところで、一般に、酸ィロ金属膜を超解像再生層として有する超解像媒体や特許文

献2に記載の超解像再生層を用いた超解像媒体の再生を行ぅ場合、再生レーザによ

るレーザスポット内が、所定以上の温度に上昇することが必要である。そのため、図

2 a b に示すよぅに、吸光層4 5 5０を備える構造の場合、上記レーザスポット内の

温度が上がり易くなり、感度が向上する。

０114 その結果、再生レーザパワーを低く設定することができ、再生装置の消費電力を低

減できる。なお、酸化亜鉛により形成された超解像再生層を用いた超解像媒体では

、特に感度の向上が見られた。また、超解像再生層 自体が再生レーザを吸収して熱

を発生する必要が少なくなり、再生耐久性がより向上する。なお、吸光層4 5 5０の具

体的な材料としては、S地しくはGeの単体、又はこれらを主成分とした合金などが挙

げられるが、これらに限定されるものではない。

０115 また、超解像媒体 および図 ０～図 2に示す各種の光情報記録媒体に、再生レ

ーザを照射することにより発生した熱を放出する放熱層を設けてもよい。図 3は、図

2 (a) に示す、断面構造が タイプの再生専用媒体に放熱層5 2を設けた場合の

断面構造を示している。放熱層5 2を設けることにより、再生レーザが照射されることに

より発生する熱が必要以上に蓄積されることを防ぐことができるため、再生耐久性がよ

り向上し、より信頼性の高い信号再生が行える。なお、放熱層5 2が、熱伝導性の高

い金属膜により形成されていることで、さらなる再生耐久性および信頼性の高い信号

再生が可能となる。



０116 また、放熱層の金属膜は反射率が高いため、放熱層は光を反射する反射層として

の機能も有する。従って、放熱層を設ける場合、反射層を設けなくてもよい。

０117 また、本願が請求する超解像媒体の膜構造は上記に限るものではなく、超解像特

性を示す膜構造であればよい。例えば、特許文献に記載されている膜構造や、国際

特許番号W 2００2 ０5 8０6０や、スーパーレンズと呼ばれるApp Fh s e 73 2０7 8 2

０8０に記載されているよぅな膜構造であればよい。

０118 最後に、光情報記録媒体再生装置 ０の制御部 9の各ブロックは、ハードウェアロ

、がソクによって構成してもよいし、次のよぅに P を用いてソフトウェアによって実現し

てもよい。

０119 すなわち、光情報記録媒体再生装置 ０は、各機能を実現する制御プログラムの命

令を実行するC P (cen a p ocess ng n ) 、上記プログラムを格納した O (「e a d

o n memo ) 、上記プログラムを展開する (「a ndom access memo ) 、上記プロ

グラムおよび各種データを格納するメモり等の記憶装置 (記録媒体 ) などを備えてい
る。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである光情報記録

媒体再生装置 ０の制御部 9の制御プログラムのプログラムコード(実行形式プログ

ラム、中間コードプログラム、ソースプログラム) をコンピュータで読み取り可能に記録

した記録媒体を、光情報記録媒体再生装置 ０に供給し、そのコンピュータ (またはC

や P )が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行すること

によっても、達成可能である。

０12０ 上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッ
ピ一 (登録商標 ) ディスク ハードディスク等の磁気ディスクやC

C 等の光ディスクを含むディスク系、Cカード(メモリカードを含

む) 光カード等のカード系、あるいはマスク O P O P O フラ、ソ

シュ O 等の半導体メモり系などを用いることができる。

０12 1 また、光情報記録媒体再生装置 ０を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記

プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとし

ては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、

S C 通信網、仮想専用網 (v a p va e e wo k) 、電話回線網



、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成す

る伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、 3 9 4 S 、電力線搬送、ケ

ーブル 回線、電話線、 S 回線等の有線でも、 やりモコンのよぅな赤外線

e o o (登録商標 ) 、8 ０2 ・皿無線、 、携帯電話網、衛星回線、地上波デ
、ジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電

子的な伝送で具現ィビされた、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態

でも実現され得る。

０1 2 2 また、光情報記録媒体としては、C (Compac D s k Read O n Memo )

C 一 (C o m p a c D s k Reco dab e) C m D s k Rew ab e)

(D g a V e sa e D s k Read O n Memo ) D V e sa e D s

k Rew ab e) B D ( B a D s c ) B D ( B a D s c ) R M等の光学読取式のデ

イスクや、光磁気デイスク、相変ィロ型デイスク等、種々の光デイスクを挙げることができ

、本発明において記録の方式や大きさを問ぅものではない。

０1 2 3 さらに、光情報記録媒体再生装置には、再生又は記録専用の装置の他、再生及び

記録の両方が可能な装置が含まれ、その使用形態において据え置き用、携帯用の

如何を問ぅものではない。

０1 2 4 なお、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範

囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術

的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれ

る。

０1 2 5 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記第2 領域には、上記第

領域にコンテンソを記録するためのレーザ光のパワーを調整する情報と、上記第 領

域のコンテンソを再生するためのレーザ光のパワーとを調整する情報が記録可能な

テストライトリード領域がさらに割り当てられており、上記テストライトリード領域の記録

マーク群は、上記第 領域に形成される記録マーク群と同じ記録密度と変調方式とで

形成されていることが好ま 、。

０1 2 6 従来の記録再生装置は、コンテンソを記録するためのレーザ光のパワー (以下、記

録レーザパワーと記載する) を判断する時、規格によって定められた再生エラーが最



小となるまで徐々に記録レーザパワーを上げていき、上記再生エラーが最小となり、

その後上記再生エラーが増加したところで、前回の記録レーザパワーが最適であると

判断する。

０127 ここで、通常媒体を再生する場合、コンテシソを再生するためのレーザ光のパワー (

以下、再生レーザパワーと記載する) は、再生装置間におけるレーザパワーの誤差を

含めて規格ィビされていることと、破壊等がない限り、通常媒体の再生特性に再生レー

ザパワー依存性がほとんどないことから、再生装置で最適な再生レーザパワーを決

定する必要はない。

０128 しかしながら、超解像光情報記録媒体では、通常媒体と異なり、再生レーザパワー

が適切でないと再生自体が不可能になってしまぅ場合が多い。また、適切な再生レー

ザパワーは、従来の記録膜等とは異なり、再生レーザパワーを利用して超解像再生

を引き起こす再生層の種類によって、大きく異なる。したがって、超解像光情報記録

媒体では、記録レーザパワーの最適ィビと同時に、上述の記録レーザパワーの決定方

法と同様な方法で、再生レーザパワーを最適化する必要がある。

０129 そこで、本発明の実施形態に係る記録 再生可能な超解像光情報記録媒体の上

記第2領域には、テストライトリード領域がさらに割り当てられており、上記テストライトリ

ード領域には、上記第 領域にコンテンツを記録するためのレーザ光のパワーと、上

記第 領域のコンテシソを再生するためのレーザ光のパワーとを調整する情報が、上

記第 領域に記録される記録マーク群と同じ記録密度と変調方式とで記録される。具

体的には、例えば徐々に記録するためのレーザパワーを上げて複数の情報をライトリ

ード領域に記録する。その後、前記複数の情報の各々について、再生するためのレ

ーザパワーを徐々に上げながら再生する。その結果、再生エラーが最小となる記録

するためのレーザパワーと再生するためのレーザパワー組み合わせとが得られる。す

なわち、その値が上記第一領域における最適な記録するためのレーザパワーと再生

するためのレーザパワーれづことになる。このよぅに、上記第 領域への情報記録、

及び情報再生を適切に行ぅことができるれづ効果を奏する。

０ 3０ また、上記テストライトリード領域が上記第2領域に割り当てられているため、上記第

領域の記録容量を損なぅことなく、記録レーザパワー及び再生レーザパワー



することができるれづ効果を奏する。

０131 なお、テストライトリード領域は、情報を記録した後は、新たに情報を記録する必要

がなくなるためテストリード領域となる。

０132 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

テストライトリード領域が、上記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより、上記第2領

域内の上記第 領域に近い位置に設けられていることが好ま 、。

０133 上記の構成によれば、効率的な情報記録および または情報再生が可能になる。

その理由を、例を挙げて以下に説明する。

０134 例えば、第2領域が第 領域より媒体の内周部に設けられ、かつ、上記第2領域に

おいて、テストライトリード領域が、媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより内周側に

設けられている媒体 (すなわち、上記テストライトリード領域が、上記媒体識別情報が

記録されたプリピットより上記第 領域から遠い位置に設けられている媒体)では、次

のよぅに再生を行ぅ。なお、上記媒体は、既にコンテシソが記録されているものとする

０135 まず、再生装置は、上記媒体識別情報を再生し、媒体種類を認識した後、光学へ
、ソドをより内周側に存在する上記テストライトリード領域に移動させ、テストライトリード

を 、竹 、記録レーザパワーおよび再生レーザパワー等を決定する。その後、再び、上

記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより外周側の上記第 領域に光学ヘッドを移

動し、上記第 領域のコンテシソを再生することになる。このよぅに、上記第2領域に

おいて、上記テストライトリード領域が、上記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより

上記第 領域から遠い位置に設けられていると、光学ヘッドが往復移動を行いながら

再生を開始することになり、この結果、再生立ち上がり時間の増加、光学ヘッドの複

雑な動きに起因した再生装置の故障率の増加れづ問題を生じる。

０136 これに対し、本発明の実施形態のよぅに、第2領域において、テストライトリード領域

が、媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより第 領域に近い位置に設けられていると

、光学ヘッドの移動が一方向への移動だけで複雑な動きをする必要がないため、再

生立ち上がり時間を短縮できるとともに、再生装置の故障率を低減できるれづ効果

を生じる。



０137 なお、ここでは、テストライトリード領域が、半径方向において、媒体識別情報が記

録されたプリピットより第 領域に近い場合について記載したが、これに限られるもの

ではなく、プリピ、ソトやグルーブが配列されている方向 (再生を行っていく方向と同意 )

に近い場合も同様である (以降の第 領域に近いまたは遠いとの記述も同様 )。

０138 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

第2領域には、上記第 領域のコンテシソ再生用の再生速度情報が、再生装置が有

する光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からなるプリピ、ソトによって記録

されており、上記再生速度情報が記録された凹及び または凸からなるプリピットが

、上記テストライトリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられていることが好

ま 、。

０139 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る記録 再生可能な超解像光情報

記録媒体は、再生速度情報を、通常光情報記録媒体に最適な再生レーザパワーで

再生できる。

０14０ ところで、上記再生速度情報には、媒体に適切な再生光レーザを照射した場合に

、デジタル信号化可能なアナログ波形を得るために必要な所謂再生情報と、コンテン

ソ等を再生するために再生されたアナログ波形をデジタル信号化するときに必要な

デジタル処理情報がある。

０14 1 上記再生情報には、例えば、再生速度範囲情報がある。再生速度範囲情報は、超

解像再生が熱によって可能になる場合は、再生速度が速すぎると熱が不足し超解像

再生が不可能になり、遅すぎると発生する熱エネルギーが増大しすぎて媒体にダメ

ージを与えてしまぅため、超解像再生により安定にアナログ波形を得るために、再生

速度を規定する情報である。

０142 上記デジタル処理情報には、例えば、再生クロック切替情報や再生速度切替情報

などがある。再生クロック切替情報と再生速度切替情報とは、詳細は後述するが、記

録密度の異なるランダムパターン (詳細後述 ) を再生した場合、得られるアナログ波形

をデジタル信号ィビする場合に必要となる情報である。

０143 本発明の実施形態では、上記の構成により、上記再生速度情報が得られた上で、

上記テストライトリード領域において上記第 領域のコンテシソを再生するための再生



レーザパワーを決定することができる。すなわち、安定した超解像再生が可能となる

再生速度で得られたアナログ波形を、上記テストライトリード領域の記録密度に適応

した状態でデジタル信号ィビできるため、再生レーザパワーの決定ミスが生じないとい
ぅ効果を奏する。

０144 なお、再生速度とは、再生時の線速(媒体再生時にスピンドルモータによって媒体

が回転することによって生じる光学ヘッドと再生位置再生方向への相対速度)のことを

指す。

０145 また、第 領域のコンテシソを再生する場合についても、安定した超解像再生が可

能となる再生速度で得られたアナログ波形を適切にデジタル信号ィビでき、コンテンツ

を安定して再生できる。

０146 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

第2領域には、上記第 領域にコンテシソを記録するための記録条件情報が、再生

装置が有する光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からなるプリピ、ソトによ

って記録されており、上記記録条件情報が記録された凹及び または凸からなるプリ

ピットが、上記テストライトリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられている

ことが好ま 、。

０147 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る記録 再生可能な超解像光情報

記録媒体は、上記録条件情報を通常光情報記録媒体に最適な再生パワーで再生

できる。

０148 また、上記記録条件情報に基づいて上記テストライトリード領域で再生レーザパワ

ーが決定でき、再生レーザパワー決定ミスを生じないとレづ効果を奏する。なお、上

記記録条件情報とは、記録レーザパワーのみならず、記録マークを形成するための

消去レーザパワー、レーザのパルス幅、タイミング等が含まれる。

０149 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

第2領域には、上記第 領域における位置を特定するための領域位置情報が、上記

第 領域の記録マーク群と同じ記録密度および変調方式の凹及び または凸からな

るプリピ、ソトによって記録されており、上記領域位置情報が記録された凹及び また

は凸からなるプリピ、ソトが、上記テストライトリード領域より上記第 領域に近い位置に



設けられていることが好ま 、。

０15０ 上記の構成によれば、例えば再生レーザパワー決定後、決定した再生レーザパワ

ーのままで上記領域位置情報を再生でき、光学ヘッドの動きを簡単ィビする (一方向

への移動となるにとができる。よって、効率的な情報記録および または情報再生

が可能になるれづ効果を奏する。また、上記の構成により、上記第2領域を狭く、上

記第 領域を広くできるので、結果として情報記録容量を増大させることができるれ、

ぅ効果を奏する。

０151 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

第 領域のトラックピ、ソチが、上記第2領域のトラックピ、ソチと同じか或いは、より狭いこ

とが好ま 、。

０152 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る記録 再生可能な超解像光情報

記録媒体は、上記第 領域のトラックピッチが、上記第2領域のトラックピ、ソチと同じか

或いは、より狭い。

０153 上記第 領域のトラックピ、ソチと上記第2領域のトラックピ、ソチとが同じ場合は、上記

第 領域のトラック数を増やすことはできないが、トラックピ、ソチを変更する機構を再生

装置に設けることなく、記録情報の高密度ィビが可能となるれづ効果を奏する。一方、

上記第 領域のトラックピ、ソチを上記第2領域のトラックピ、ソチより狭くした場合は、上

記第 領域のトラック数を増やすことができるため、記録情報のさらなる高密度ィビが可

能となるれづ効果を奏する。ただし、トラックピ、ソチを変更する機構を再生装置に設

ける必要がある。

０154 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記第2領域には、上記第

領域のコンテンソを再生するためのレーザ光のパワーを調整する、凹及び または

凸からなるプリピットが形成されたテストリード領域がさらに割り当てられており、上記

テストリード領域のプリピ、ソト群は、上記第 領域のプリピット群と同じ記録密度と変調

方式とで形成されていることことが好ま 、。

０155 上述のよぅに、超解像光情報記録媒体では、再生レーザパワーを最適ィビする必要

がある。

０156 そこで、本発明の実施形態に係る再生専用の超解像光情報記録媒体の上記第2



領域には、テストリード領域がさらに割り当てられており、上記テストリード領域には、

上記第 領域のコンテンツを再生するためのレーザ光のパワーを調整する、凹及び

または凸からなるプリピットが形成されている。これにより、上記第 領域での情報

再生を適切に行ぅことができるれづ効果を奏する。

０157 また、上記テストリード領域が上記第2領域に割り当てられているため、上記第 領

域の記録容量を損なぅことなく、再生レーザパワーを調整することができるれづ効果

を奏する。
。

０158 また、上記テストリード領域のプリピ、ソトは、上記第 領域のプリピ、ソト群の最短プリヒ

、ソト長より長く、最長プリピ、ソト長より短くてもよい。これにより、最適な再生パワーを決

定するために、上記のよぅな再生エラーの判断処理を行ぅ必要が無く、その結果、最

適な再生パワーを迅速に決定することができ、再生装置の立ち上がり時間を短縮で

きるれづ効果を奏する。なお、上記テストリード領域に、上記第 領域のプリピ、ソト群

の最短プリピ、ソト長より長く、最長プリピット長より短いプリピ、ソトが形成されていることに

より迅速に最適な再生パワーを決定することができる理由については、実施の形態

にて説明する。

０159 また、上記テストリード領域が、上記第2領域に割り当てられているため、上記第 領

域の再生パワーを迅速に調整することができるれづ効果を奏する。

０16０ 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

テストリード領域が、上記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより、上記第2領域内

の上記第 領域に近い位置に設けられていることが好ま 、。

０161 上記の構成によれば、効率的な情報記録および または情報再生が可能になる。

その理由を、例を挙げて以下に説明する。

０162 例えば、第2領域が第 領域より媒体の内周部に設けられ、かつ、上記第2領域に

おいて、テストリード領域が、媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより内周側に設け

られている媒体 (すなわち、上記テストリード領域が、上記媒体識別情報が記録され

たプリピットより上記第 領域から遠い位置に設けられている媒体)では、次のよぅに

再生を行ぅ。

０163 まず、再生装置は、上記媒体識別情報を再生し、媒体種類を認識した後、光学へ



、ソドをより内周側に存在する上記テストリード領域に移動させ、テストリードを 、竹 、再

生レーザパワー等を決定する。その後、再び、上記媒体識別情報が記録されたプリ

ピットより外周側の上記第 領域に光学ヘッドを移動し、上記第 領域のコンテンツを

再生することになる。このよぅに、上記第2領域において、上記テストリード領域が、上

記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより上記第 領域から遠い位置に設けられて

いると、光学ヘッドが往復移動を行いながら再生を開始することになり、この結果、再

生立ち上がり時間の増加、光学ヘッドの複雑な動きに起因した再生装置の故障率の

増加れづ問題を生じる。

０164 これに対し、本発明の実施形態のよぅに、第2領域において、テストリード領域が、

媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより第 領域に近い位置に設けられていると、光

学ヘッドの移動が一方向への移動だけで複雑な動きをする必要がないため、再生立

ち上がり時間を短縮できるとともに、再生装置の故障率を低減できるれづ効果を生じ

る。

０165 なお、ここでは、テストリード領域が、半径方向において、媒体識別情報が記録され

たプリピットより第 領域に近い場合について記載したが、これに限られるものではな

く、プリピ、ソトやグルーブが配列されている方向 (再生を行っていく方向と同意 ) に近

い場合も同様である (以降の第 領域に近いまたは遠いとの記述も同様 )。

０166 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

第2領域には、上記第 領域のコンテンソの再生用の再生速度情報が、再生装置が

有する光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からなるプリピ、ソトによって記

録されており、上記再生速度情報が記録された凹及び または凸からなるプリピット

が、上記テストリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられていることが好ま
、。

０167 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る再生専用の超解像光情報記録媒

体は、再生速度情報を、通常光情報記録媒体に最適な再生レーザパワーで再生で

きる。

０168 ところで、上記再生速度情報には、媒体に適切な再生光レーザを照射した場合に

、デジタル信号化可能なアナログ波形を得るために必要な所謂再生情報と、



ソ等を再生するために再生されたアナログ波形をデジタル信号化するときに必要な

デジタル処理情報がある。

０169 上記再生情報には、例えば、再生速度範囲情報がある。再生速度範囲情報は、超

解像再生が熱によって可能になる場合は、再生速度が速すぎると熱が不足し超解像

再生が不可能になり、遅すぎると発生する熱エネルギーが増大しすぎて媒体にダメ

ージを与えてしまぅため、超解像再生により安定にアナログ波形を得るために、再生

速度を規定する情報である。

０17０ 上記デジタル処理情報には、例えば、再生クロック切替情報や再生速度切替情報

などがある。再生クロック切替情報と再生速度切替情報とは、詳細は後述するが、記

録密度の異なるランダムパターン (詳細後述 ) を再生した場合、得られるアナログ波形

をデジタル信号ィビする場合に必要となる情報である。

０171 本発明の実施形態では、上記の構成により、上記再生速度情報が得られた上で、

上記テストリード領域において上記第 領域のコンテシソを再生するための再生レー

ザパワーを決定することができる。すなわち、安定した超解像再生が可能となる再生

速度で得られたアナログ波形を、上記テストリード領域の記録密度に適応した状態で

デジタル信号化できるため、再生レーザパワーの決定ミスが生じないれづ効果を奏

する。

０172 なお、再生速度とは、再生時の線速(媒体再生時にスピンドルモータによって媒体

が回転することによって生じる光学ヘッドと再生位置再生方向への相対速度)のことを

指す。

０173 また、第 領域のコンテスソを再生する場合についても、安定した超解像再生が可

能となる再生速度で得られたアナログ波形を適切にデジタル信号ィビでき、コンテンツ

を安定して再生できる。

０174 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

第2領域には、上記第 領域における位置を特定するための領域位置情報が、上記

第 領域の記録マーク群と同じ記録密度および変調方式の凹及び または凸からな

るプリピットによって記録されており、上記領域位置情報が記録された凹及び また

は凸からなるプリピ、ソトが、上記テストリード領域より上記第 領域に近い位置に設けら



れていることが好ま 、。

０175 上記の構成によれば、再生レーザパワー決定後、決定した再生レーザパワーのま

まで上記領域位置情報を再生でき、光学ヘッドの動きを簡単化する (一方向への移

動となるにとができる。よって、効率的な情報記録および または情報再生が可能

になるれづ効果を奏する。また、上記の構成により、上記第2領域を狭く、上記第

領域を広くできるので、結果として情報記録容量を増大させることができるれづ効果

を奏する。

０ 6 (D g a Ve sa e D sk)等で採用されているコピープロテクトのための媒体固

有番号は、生産される媒体 枚ごとに異なるため、プリピットのよぅに生産性の高い基

板の圧縮成形時には形成できず、通常、媒体作製時の最後に、レーザ等で基板に

凹部を形成することによって作製される。

０177 ここで、上記作製時に使用する大出カレーザの波長は、光デイスク再生で用いられ

るよぅな短波長になるとコストが高いため、通常、光デイスク再生で用いられるものより

大きなものとなっている (波長が大きいため、当然小さい凹部は作製できない) 。また

、大出カレーザで凹部を形成するため、元々ダメージがある状態であり、よりダメージ

となりやすい高いレーザパワーでの再生は、媒体固有信号の再生劣ィビにつながる可

能性が高い。以上から、媒体固有信号の再生は、低いレーザパワーで行ぅことが好ま
、。

０178 そこで、本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加え

て、上記第2領域には、固有番号の有無を判断するための固有番号有無情報が、再

生装置が有する光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からなるプリピ、ソト

により記録されており、上記固有番号有無情報が記録された凹及び または凸から

なるプリピ、ソトが、上記テストリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられてい
ることが好ま 、。

０179 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る再生専用の超解像光情報記録媒

体は、媒体固有信号を通常光情報記録媒体に最適な再生レーザパワーで、すなわ

ち低いレーザパワーで再生できるため、確実に上記媒体固有信号を再生できる。ま

た、無駄なレーザパワーの切り替えを生じない。よって、効率的な情報記録および



または情報再生が可能になるれづ効果を奏する。

０18０ 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記の構成に加えて、上記

第 領域のトラックピ、ソチが、上記第2領域のトラックピ、ソチと同じか或ぃは、より狭ぃこ

とが好ま 、。

０181 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る再生専用の超解像光情報記録媒

体は、上記第 領域のトラックピッチが、上記第2領域のトラックピ、ソチと同じか或ぃは

、より狭ぃ。

０182 上記第 領域のトラックピ、ソチと上記第2領域のトラックピ、ソチとが同じ場合は、上記

第 領域のトラック数を増やすことはできなぃが、トラックピ、ソチを変更する機構を再生

装置に設けることなく、記録情報の高密度ィビが可能となるれづ効果を奏する。一方、

上記第2領域のトラックピ、ソチを上記第 領域のトラックピ、ソチより狭くした場合は、上

記第 領域のトラック数を増やすことができるため、記録情報の高密度ィビが可能とな

るれづ効果を奏する。ただし、トラックピ、ソチを変更する機構を再生装置に設ける必、

要がある。

０183 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記第 領域が設けられた

基板上に少なくとも記録層、超解像再生層が順に積層され、上記超解像再生層は酸

ィロ金属膜であることが好ま 、。

０184 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記第 領域が設けられた

基板上に少なくとも超解像再生層、記録層が順に積層され、上記超解像再生層は酸

ィロ金属膜であることが好ま 、。

０185 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る記録 再生可能な超解像光情報

記録媒体の膜構造は、 V タイプおよび (B a D sc)タイプのぃずれでも可

能である。また、上記超解像再生層が、熱に対して耐久性を有する酸ィロ金属膜であ

るため、上記超解像光情報記録媒体の再生耐久性が向上するれづ効果を奏する。

０186 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、基板に上記第 領域と上記

第2領域とが設けられ、上記基板上に少なくとも反射層、超解像再生層が順に積層さ

れ、上記超解像再生層は酸化金属膜であることが好ま 、い 。

０187 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、基板に上記第 領域と上記



第2領域とが設けられ、上記基板上に少なくとも超解像再生層、反射層が順に積層さ

れ、上記超解像再生層は酸化金属膜であることが好ま 、。

０188 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、基板に上記第 領域と上記

第2領域とが設けられ、上記基板上に少なくとも再生光を吸収し熱に変換する吸光層

を有する吸光層、超解像再生層が順に積層され、上記超解像再生層は酸ィロ金属膜

であることが好ま 、。

０189 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、基板に上記第 領域と上記

第2領域とが設けられ、上記基板上に少なくとも超解像再生層、再生光を吸収し熱に

変換する吸光層を有する吸光層が順に積層され、上記超解像再生層は酸ィロ金属膜

であることが好ま 、。

０19０ 上記の構成によれば、本発明の実施形態に係る再生専用の超解像光情報記録媒

体の膜構造は、 タイプおよび タイプのいずれでも可能である。また、上記超

解像再生層が、熱に対して耐久性を有する酸ィロ金属膜であるため、上記超解像光

情報記録媒体の再生耐久性が向上するれづ効果を奏する。

０191 さらに、上記再生専用の超解像光情報記録媒体のぅち、吸光層を備える構造の場

合、上記超解像再生層が再生光を吸収して熱を発生する必要が少なくなり、再生耐

久性がより向上するれづ効果を奏する。また、再生光のパワーを低く設定しても、温

度を上昇させ超解像特性を得ることができるため、再生時の消費電力を低下させるこ

とができるれづ効果を奏する。

０192 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記酸ィロ金属膜が、酸ィヒチ

タンもしくは酸ィヒチタンを主成分とする無機膜、酸ィビセリウムもしくは酸ィビセリウムを主

成分とする無機膜、または、酸化亜鉛もしくは酸化亜鉛を主成分とする無機膜である

ことが好ま 、。

０193 上記の構成によれば、再生耐久性が向上し、より優れた超解像特性が得られること

から高密度な記録情報の再生が行えるれづ効果を奏する。

０194 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、上記吸光層が、 沌しくはG

eの単体、又はこれらを主成分とした合金からなることが好ま 、。

０195 上記の構成によれば、上記吸光層が、S沌しくはGeの単体、又はこれらを主成分と



した合金から形成されていれば、再生耐久性がより向上し、再生時の消費電力をより

低下させることができるれづ効果を奏する。

０196 本発明の実施形態に係る超解像光情報記録媒体は、再生光を照射することにより

発生した熱を放出する放熱層を有することが好ま 、。

０197 上記の構成によれば、再生光が照射されることにより発生する熱が必要以上に蓄

積されることを防ぐことができるため、再生耐久性がより向上し、より信頼性の高い信

号再生が行えるれぢ効果を奏する。

０198 本発明の実施形態に係る光情報記録媒体再生装置は、上記媒体識別手段の識別

の結果、上記光情報記録媒体が超解像光情報記録媒体である場合に、上記超解像

光情報記録媒体の再生に適した再生光のパワーで再生を行ぅよぅに上記再生手段

の再生光のパワーを制御するパワー制御手段をさらに備えることが好ま 、。

０199 上記の構成を有することにより、上記再生装置は、配備された光情報記録媒体に

合わせて、それぞれに適した再生光のパワーに的確に切り替えることができる。これ

により、上記通常光情報記録媒体及び上記超解像光情報記録媒体の再生時に、最

適な状態で再生が行えるれづ効果を奏する。また、上記再生光のパワーの切り替え

が素早く行えるため、上記再生装置の立ち上がり時間を短縮できる。

０2００ 本発明の実施形態に係る光情報記録媒体再生装置は、上記の構成に加えて、上

記パワー制御手段は、上記超解像光情報記録媒体の上記テストリード領域のプリピ

、ソトを読み取った再生信号の振幅により、上記再生手段の再生光のパワーを制御す

ることが好ま 、。

０2０1 これにより、最適な再生パワーを決定するために、上述の、従来の再生装置の再生

パワー決定方法における再生エラーの判断処理を行ぅ必要が無く、その結果、最適

な再生パワーを迅速に決定することができ、上記再生装置の立ち上がり時間を短縮

できるれづ効果を奏する。

０2０2 本発明の実施形態に係る光情報記録媒体再生装置は、上記の構成に加えて、上

記媒体識別手段の識別の結果、上記光情報記録媒体が超解像光情報記録媒体で

ある場合に、上記超解像光情報記録媒体の再生に適した再生クロックで再生を行ぅ

よぅに再生クロックを制御するクロック制御手段をさらに備えることが好ま 、。



０2０3 上記の構成を有することにより、上記再生装置は、配備された光情報記録媒体に

合わせて、それぞれに適した再生クロックに的確に切り替えることができるため、上記

通常光情報記録媒体及び上記超解像光情報記録媒体の再生時に、最適な状態で

再生が行えるれづ効果を奏する。

０2０4 本発明の実施形態に係る光情報記録媒体再生装置の制御方法は、上記超解像光

情報記録媒体と、上記記録マークまたは上記プリピ、ソトの長さが上記光学系解像限

界の長さ以上である光情報記録媒体である通常光情報記録媒体とを再生可能な光

情報記録媒体再生装置の制御方法において、上記通常光情報記録媒体の再生に

適した再生光のパワーで上記媒体識別情報を再生させて取得し、取得した媒体識

別情報により、上記光情報記録媒体が超解像光情報記録媒体であるか否かを識別

することを特徴としている。

０2０5 上記の方法によれば、上記再生装置は、配備された光情報記録媒体が、上記超解

像光情報記録媒体であるか否かの識別を、上記通常光情報記録媒体に適した再生

光のパワーで、容易に、かつ的確に行ぅことができるれづ効果を奏する。

０2０6 なお、上記光情報記録媒体再生装置における制御手段を、上記光情報記録媒体

再生装置制御プログラムによりコンピュータ上で実行させることができる。さらに、上記

光情報記録媒体再生装置制御プログラムをコンピュータ読取り可能な記録媒体に記

憶させることにより、任意のコンピュータ上で上記光情報記録媒体再生装置制御プロ

グラムを実行させることができる。

産業上の利用可能，性

０2０7 本発明に係る超解像媒体は、光学読取式のディスク、光磁気ディスク、相変ィロ型デ

ィスク等、種々の光ディスクに対して好適であるが、磁気ディスクなど、解像限界の長

さより短い長さの記録マークを有する情報記録媒体にも適用できる。



請求の範囲

再生装置が有する光学系解像限界の長さより短い長さを含む記録マークが形成さ

れることによりコンテシソが記録される第 領域と、

媒体の種類を特定するための媒体識別情報が凹及び または凸からなるプリピット

により記録された第2領域とが、割り当てられた超解像光情報記録媒体であって、

上記媒体識別情報を形成するプリピ、ソトは、上記光学系解像限界の長さ以上で形

成されていることを特徴とする超解像光情報記録媒体。

2 記録マークが形成されることによりコンテシソが記録される第 領域と、

媒体の種類を特定するための媒体識別情報が凹及び または凸からなるプリピット

により記録された第2領域とが、割り当てられた超解像光情報記録媒体であって、

上記媒体識別情報を形成するプリピ、ソト群の最短プリピット長は、上記第 領域の記

録マーク群の最短記録マーク長より長いことを特徴とする超解像光情報記録媒体。

3 上記第2領域には、上記第 領域にコンテシソを記録するためのレーザ光のパワー

と、上記第 領域のコンテシソを再生するためのレーザ光のパワーとを調整する情報

が記録可能なテストライトリード領域がさらに割り当てられており、

上記テストライトリード領域の記録マーク群は、上記第 領域に形成される記録マー

ク群と同じ記録密度と変調方式とで形成されていることを特徴とする請求項 または2

に記載の超解像光情報記録媒体。

4 上記テストライトリード領域が、上記媒体識別情報が記録されたプリトソトより、上記

第2領域内の上記第 領域に近い位置に設けられていることを特徴とする請求項3に

記載の超解像光情報記録媒体。

5 上記第2領域には、上記第 領域のコンテシソ再生用の再生速度情報が、再生装

置が有する光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からなるプリピ、ソトによっ
て記録されており、

上記再生速度情報が記録された凹及び または凸からなるプリピットが、上記テス

トライトリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられていることを特徴とする請

求項3または4に記載の超解像光情報記録媒体。

6 上記第2領域には、上記第 領域にコンテシソを記録するための記録条件情報が、



トによって記録されており、

上記記録条件情報が記録された凹及び または凸からなるプリピットが、上記テス

トライトリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられていることを特徴とする請

求項3～5のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

7 上記第2領域には、上記第 領域における位置を特定するための領域位置情報が

、上記第 領域の記録マーク群と同じ記録密度および変調方式の凹及び または凸

からなるプリピットによって記録されており、

上記領域位置情報が記録された凹及び または凸からなるプリピットが、上記テス

トライトリード領域より上記第 領域に近い位置に設けられていることを特徴とする請

求項3～6のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

8 上記第 領域のトラックピ、ソチが、上記第2領域のトラックピ、ソチと同じか或いは、より

狭いことを特徴とする請求項 ～7のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体

9 再生装置が有する光学系解像限界の長さより短い長さを含む凹及び または凸か

らなるプリピ、ソトによりコンテシソが記録された第 領域と、

媒体の種類を特定するための媒体識別情報が凹及び または凸からなるプリピット

により記録された第2領域とが、割り当てられた超解像光情報記録媒体であって、

上記媒体識別情報を形成するプリピ、ソトは、上記光学系解像限界の長さ以上で形

成されていることを特徴とする超解像光情報記録媒体。

０ 凹及び または凸からなるプリピ、ソトによりコンテシソが記録された第 領域と、

媒体の種類を特定するための媒体識別情報が凹及び または凸からなるプリピット

により記録された第2領域とが、割り当てられた超解像光情報記録媒体であって、

上記媒体識別情報を形成するプリピ、ソト群の最短プリピット長は、上記第 領域のプ

リピ、ソト群の最短プリピ、ソト長より長いことを特徴とする超解像光情報記録媒体。

上記第2領域には、上記第 領域のコンテシソを再生するためのレーザ光のパワー

を調整する、凹及び または凸からなるプリぴソトが形成されたテストリード領域がさら

に割り当てられており、



上記テストリード領域のプリピ、ソト群は、上記第 領域のプリピ、ソト群と同じ記録密度

および変調方式で形成されていることを特徴とする請求項9または ０に記載の超解

像光情報記録媒体。

2 上記第2領域には、上記第 領域のコンテシソを再生するためのレーザ光のパワー

を調整する、凹及び または凸からなるプリピ、ソトが形成されたテストリード領域がさら

に割り当てられており、

上記テストリード領域のプリピ、ソトは、上記第 領域のプリピ、ソト群の最短プリピ、ソト長

より長く、最長プリピ、ソト長より短いことを特徴とする請求項9または ０に記載の超解

像光情報記録媒体。

3 上記テストリード領域が、上記媒体識別情報が記録されたプリピ、ソトより、上記第2領

域内の上記第 領域に近い位置に設けられていることを特徴とする請求項凹または

2に記載の超解像光情報記録媒体。

4 上記第2領域には、上記第 領域のコンテシソ再生用の再生速度情報が、再生装

置が有する光学系解像限界の長さ以上の凹及び または凸からなるプリピ、ソトによっ
て記録されており、

上記再生速度情報が記録された凹及び または凸からなるプリピットが、上記テス

トリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられていることを特徴とする請求項

口～3のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

5 上記第2領域には、上記第 領域における位置を特定するための領域位置情報が

、上記第 領域の記録マーク群と同じ記録密度および変調方式の凹及び または凸

からなるプリピットによって記録されており、

上記領域位置情報が記録された凹及び または凸からなるプリピ、ソトが、上記テス

トリード領域より上記第 領域に近い位置に設けられていることを特徴とする請求項

～4のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

6 上記第2領域には、媒体固有番号の有無を判断するための固有番号有無情報が、

トにより記録されており、

上記固有番号有無情報が記録された凹及び または凸からなるプリピットが、上記



テストリード領域より上記第 領域から遠い位置に設けられていることを特徴とする請

求項皿～5のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

7 上記第 領域のトラックピ、ソチが、上記第2領域のトラックピ、ソチと同じか或いは、より

狭いことを特徴とする請求項9～6のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒

体。

8 上記超解像光情報記録媒体は、上記第 領域が設けられた基板上に少なくとも記

録層および超解像再生層が順に積層され、上記超解像再生層は酸化金属膜である

ことを特徴とする請求項 ～8のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

9 上記超解像光情報記録媒体は、上記第 領域が設けられた基板上に少なくとも超

解像再生層および記録層が順に積層され、上記超解像再生層は酸ィロ金属膜である

ことを特徴とする請求項 ～8のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

2０ 上記超解像光情報記録媒体は、上記第 領域と上記第2領域とが設けられた基板

上に少なくとも反射層および超解像再生層が順に積層され、上記超解像再生層は

酸ィロ金属膜であることを特徴とする請求項9～7のいずれか 項に記載の超解像光

情報記録媒体。

2 上記超解像光情報記録媒体は、上記第 領域と上記第2領域とが設けられた基板

上に少なくとも超解像再生層および反射層が順に積層され、上記超解像再生層は

酸ィロ金属膜であることを特徴とする請求項9～7のいずれか 項に記載の超解像光

情報記録媒体。

22 上記超解像光情報記録媒体は、上記第 領域と上記第2領域とが設けられた基板

上に少なくとも再生光を吸収し熱に変換する吸光層および超解像再生層が順に積

層され、上記超解像再生層は酸ィロ金属膜であることを特徴とする請求項9～7のい
ずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

23 上記超解像光情報記録媒体は、上記第 領域と上記第2領域とが設けられた基板

上に少なくとも超解像再生層および再生光を吸収し熱に変換する吸光層が順に積

層され、上記超解像再生層は酸ィロ金属膜であることを特徴とする請求項9～7のい
ずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体。

24 上記酸ィロ金属膜が、酸ィヒチタンもしくは酸ィヒチタンを主成分とする無機膜、酸ィビセ



リウムもしくは酸ィビセリウムを主成分とする無機膜、または、酸ィロ亜鉛もしくは酸ィロ亜

鉛を主成分とする無機膜であることを特徴とする請求項 8～23のいずれか 項に記

載の超解像光情報記録媒体。

25 上記吸光層が、S地しくはGeの単体、又はこれらを主成分とした合金からなることを

特徴とする請求項22または23に記載の超解像光情報記録媒体。

26 再生光を照射することにより発生した熱を放出する放熱層を有することを特徴とする

請求項22または23に記載の超解像光情報記録媒体。

27 請求項 ～26のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体と、上記記録マーク

または上記プリピ、ソトの長さが、上記光学系解像限界の長さ以上である光情報記録

媒体である通常光情報記録媒体とを再生可能な光情報記録媒体再生装置であって

上記光情報記録媒体の所望位置に記録された情報を再生する再生手段と、

白装置の動作を制御する制御手段とを備えており、

該制御手段は、

上記再生手段を制御して、上記通常光情報記録媒体の再生に適した再生光のパ

ワーで上記媒体識別情報を再生させて取得する識別情報取得手段と、

取得した媒体識別情報により、上記光情報記録媒体が超解像光情報記録媒体で

あるか否かを識別する媒体識別手段とを備えることを特徴とする光情報記録媒体再

生装置。

28 上記制御手段は、上記媒体識別手段の識別の結果、上記光情報記録媒体が超解

像光情報記録媒体である場合に、上記超解像光情報記録媒体の再生に適した再生

光のパワーで再生を〒ぅよぅに上記再生手段の再生光のパワーを制御するパワー制

御手段をさらに備えることを特徴とする請求項27に記載の光情報記録媒体再生装置

29 上記パワー制御手段は、上記超解像光情報記録媒体の上記テストリード領域のプ

リピ、ソトを読み取った再生信号の振幅により、上記再生手段の再生光のパワーを制御

することを特徴とする請求項28に記載の光情報記録媒体再生装置。

3０ 上記制御手段は、上記媒体識別手段の識別の結果、上記光情報記録媒体が超解



像光情報記録媒体である場合に、上記超解像光情報記録媒体の再生に適した再生

クロックで再生を〒ぅよぅに再生クロックを制御するクロック制御手段をさらに備えること

を特徴とする請求項27～29のいずれか 項に記載の光情報記録媒体再生装置。

3 請求項 ～26のいずれか 項に記載の超解像光情報記録媒体と、上記記録マーク

または上記プリピ、ソトの長さが、上記光学系解像限界の長さ以上である光情報記録

媒体である通常光情報記録媒体とを再生可能な光情報記録媒体再生装置の制御

方法において、

上記通常光情報記録媒体の再生に適した再生光のパワーで上記媒体識別情報を

再生させて取得し、

取得した媒体識別情報により、上記光情報記録媒体が超解像光情報記録媒体で

あるか否かを識別することを特徴とする光情報記録媒体再生装置の制御方法。

32 請求項27～3０のいずれか 項に記載の光情報記録媒体再生装置を動作させるた

めの光情報記録媒体再生装置制御プログラムであって、コンピュータを上記制御手

段として機能させるための光情報記録媒体再生装置制御プログラム。

33 請求項32に記載の光情報記録媒体再生装置制御プログラムが記録されたコンピュ
ータ読取り可能な記録媒体。
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