
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の区域に分割された記録領域を有する、該区域にマークが書き込まれることにより
情報が記録され、そのマークが読み出されることにより情報が再生される情報記録媒体に
書き込まれているマークを読み出すマーク読出部と、
　前記マーク読出部がマークの読み出しに失敗した場合に、前記複数の区域のうち、該マ
ーク読出部がマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域

の記録状態を、その隣接区域に起因するクロストーク
が低下するように 変更する記録状態変更部とを備え、
　前記マーク読出部が、前記失敗区域のマークを、前記記録状態変更部によって前記隣接
区域の記録状態が変更された後で再度読み出すものであることを特徴とする情報記憶装置
。
【請求項２】
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に記録されている
情報を待避させてから、該隣接区域

、記録情報の破壊を伴って

複数の区域に分割された記録領域を有する、該区域にマークが書き込まれることにより
情報が記録され、そのマークが読み出されることにより情報が再生される情報記録媒体に
書き込まれているマークを読み出すマーク読出部と、
　前記マーク読出部がマークの読み出しに失敗した場合に、前記複数の区域のうち、該マ
ーク読出部がマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域の記録状態を、そ
の隣接区域に起因するクロストークが低下するように、該隣接区域に記録されている情報
を維持したまま変更する記録状態変更部とを備え、



ことを特徴とする情報記憶装置
。
【請求項３】
　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマーク ものであること
を特徴とする請求項１記載の情報記憶装置。
【請求項４】
　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマーク

マークを該隣接区域に上書きするものであることを特徴と
する請求項１ 記載の情報記憶装置。
【請求項５】
　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマークよりも
該隣接区域に上書きするものであることを特徴とする請求項１ 記載の情報記憶装
置。
【請求項６】
　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に

ものであることを特徴とする請求項１ 記載の情報記憶装置
。
【請求項７】
　

ものであることを特徴とする請求
項１ 記載の情報記憶装置。
【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

　前記失敗区域のマークを、前記記録状態変更過程で前記隣接区域の記録状態が変更され
た後で再度読み出すマーク再読出過程とを含むことを特徴とする情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
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　前記マーク読出部が、前記失敗区域のマークを、前記記録状態変更部によって前記隣接
区域の記録状態が変更された後で再度読み出すものである

を消去する

に起因するクロストークよ
りも低いクロストークを生じる

または２

長さが短いマークを
または２

書き込まれたマークよりも幅が狭いマークを該
隣接区域に上書きする または２

前記記録状態変更部が、前記隣接区域に記録されている情報を待避させてから該隣接区
域の記録状態を変更し、その待避させた情報を、前記マーク読出部によって前記失敗領域
のマークが再度読み出された後で該隣接区域に復元する

または２

前記情報記録媒体が、必要に応じて前記区域の代わりに用いられる交代区域を備えたも
のであり、
　前記記録状態変更部が、前記隣接区域の記録状態を変更する前に、該隣接区域に記録さ
れている情報の前記交代区域への待避と、該隣接区域の代わりとして該交代区域を用いる
ことの登録とを行うものであることを特徴とする請求項１または２記載の情報記憶装置。

複数の区域に分割された記録領域を有する、該区域にマークが書き込まれることにより
情報が記録され、そのマークが読み出されることにより情報が再生される情報記録媒体に
書き込まれているマークを読み出すマーク読出過程と、
　前記マーク読出過程でマークの読み出しに失敗した場合に、前記複数の区域のうち、該
マーク読出過程でマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域に記録されて
いる情報を待避させてから、該隣接区域の記録状態を、その隣接区域に起因するクロスト
ークが低下するように、記録情報の破壊を伴って変更する記録状態変更過程と、
　前記失敗区域のマークを、前記記録状態変更過程で前記隣接区域の記録状態が変更され
た後で再度読み出すマーク再読出過程とを含むことを特徴とする情報再生方法。

複数の区域に分割された記録領域を有する、該区域にマークが書き込まれることにより
情報が記録され、そのマークが読み出されることにより情報が再生される情報記録媒体に
書き込まれているマークを読み出すマーク読出過程と、
　前記マーク読出過程でマークの読み出しに失敗した場合に、前記複数の区域のうち、該
マーク読出過程でマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域の記録状態を
、その隣接区域に起因するクロストークが低下するように、該隣接区域に記録されている
情報を維持したまま変更する記録状態変更過程と、



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録媒体に記録されている情報を再生する情報記憶装置および情報再生方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
音声データや画像データを記録再生するための高密度な情報記録媒体として光記録媒体や
磁気記録媒体などが知られている。このような情報記録媒体には、一般に、螺旋状あるい
は同心円状のトラックが設けられ、さらに、それらのトラックが、一般にセクタと称され
る複数の区域に区切られている。そして、それらのセクタに磁場や熱によってマークを書
き込むことによって情報を記録する情報記録装置や、そのマークを磁場や光などによって
読み出すことによって情報を再生する情報記憶装置も知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年のコンピュータ技術の向上に伴って音声データや画像データのデータサイ
ズや使用量が増大しており、情報記録媒体の記録密度の向上が強く望まれている。そして
、情報記録媒体の記録密度を大きく向上させるためには、トラックピッチの縮小化が求め
られている。
【０００４】
トラックピッチを縮小化する技術としては、記録媒体に交互に設けられた溝型のグルーブ
および突条型のランドの双方に情報を記録する、ランド及びグルーブ記録という技術が提
案されている。
【０００５】
図１は、ランド及びグルーブ記録が採用された情報記録媒体上のセクタを表す図である。
【０００６】
この図１には、３本のグルーブ１，２，３と、それらのグルーブ１，２，３に対し交互に
設けられた２本のランド４，５が示されており、これらのグルーブ１，２，３およびラン
ド４，５の双方がトラックとして用いられ、各トラックには複数のセクタが設けられてい
る。また、これら複数のセクタそれぞれには、セクタ同士を区別する番号が付されている
。例えばこの図の３本のグルーブ１，２，３には、それぞれ、第－１０番セクタＳｃｔ－
１０、第－９番セクタＳｃｔ－９、第－８番セクタＳｃｔ－８…、第１０番セクタＳｃｔ
１０、第１１番セクタＳｃｔ１１、第１２番セクタＳｃｔ１２…、第３０番セクタＳｃｔ
３０、第３１番セクタＳｃｔ３１、第３２番セクタＳｃｔ３２…が設けられており、２本
のランド４，５には、それぞれ、第０番セクタＳｃｔ０、第１番セクタＳｃｔ１、第２番
セクタＳｃｔ２…、および第２０番セクタＳｃｔ２０、第２１番セクタＳｃｔ２１、第２
２番セクタＳｃｔ２２…が設けられている。つまり、１トラック内に設けられた各セクタ
には連番が付され、トラックを横切る方向で互いに隣接するセクタには、互いに１０番違
いの番号が付されている。また、セクタに付された番号は、情報記録媒体の中心方向（Ｉ
ｎｎｅｒ方向）へと向かうにつれてが大きくなり、外周方向（Ｏｕｔｅｒ方向）へと向か
うにつれて小さくなる。
【０００７】
このように、ランド及びグルーブ記録では、グルーブおよびランドの双方がトラックとし
て用いられる。このため、例えばランドのみがトラックとして用いられる技術におけるト
ラックピッチが０．９μｍであるのに対して、ランド及びグルーブ記録におけるトラック
ピッチは０．６５μｍという大幅に狭いピッチとなり、線記録密度が同じであれば記録密
度を大幅に増大させることができ、高密度記録を実現する上で極めて重要な技術である。
【０００８】
ところが、このようなランド及びグルーブ記録などが採用されてトラックピッチが大幅に
縮小化されると、あるトラック上のマークを読み出す際に、そのトラックに隣接するトラ
ック上のマークに起因するクロストークによって、マークの読出しが妨げられるという問
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題が生じる。例えば、図１の第１１セクタＳｃｔ１１に記録されているマークを読み出す
際には、第１セクタＳｃｔ１のマークや第２１セクタＳｃｔ２１のマークに起因するクロ
ストークが発生する。
【０００９】
図２は、クロストークの例を示すグラフである。
【００１０】
この図２のグラフの上段には、マークが存在しないイレーズ状態のセクタに対する読出し
を行った場合に得られる読出信号の信号波形が示されている。このイレーズ状態のセクタ
に対して、トラックを横切る方向で隣接するセクタにはマークが書き込まれている。
【００１１】
また、この図２のグラフの下段には、その読出信号のうちの有意な部分を表すゲート信号
が示されている。グラフの上段に示された読出信号の信号波形のうち、下段に示されたゲ
ート信号が立ち上がっている時間間隔に対応する部分だけが有意な信号波形である。
【００１２】
読出信号の信号波形には平らな波形とスパイク状の波形が存在し、平らな波形は、イレー
ズ状態のセクタに起因する信号を表しており、スパイク状の波形は、隣接トラック上のセ
クタに起因するクロストークを表している。このようなクロストークの信号強度は、読出
対象のセクタ上のマークに起因する本来の読出信号との区別が困難な程度に強い場合があ
り、その場合には、読出対象のセクタにおけるマークの読出しが妨げられる。
【００１３】
上記問題は、ランド及びグルーブ記録が採用された光ディスク装置で特に顕著に生じる問
題ではあるが、このような装置に限って生じる問題ではなく、トラックピッチが狭い情報
記録媒体の情報を再生する情報記憶装置において一般的に生じる問題である。
【００１４】
本発明は、上記事情に鑑み、トラックピッチが狭くても、クロストークに妨げられること
なくマークを読み出すことができる情報記憶装置および情報再生方法を提供することを目
的とする。
【００１５】
本発明の技術が用いられると、トラックピッチの縮小化が図られた場合であってもマーク
の読出しが正常に行われるため、情報記録媒体の高密度化を大きく前進させることができ
る。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明の情報記憶装置は、複数の区域に分割された記録領域を有する
、それらの区域にマークが書き込まれることにより情報が記録され、そのマークが読み出
されることにより情報が再生される情報記録媒体に書き込まれているマークを読み出すマ
ーク読出部と、
マーク読出部がマークの読み出しに失敗した場合に、上記複数の区域のうち、マーク読出
部がマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域の記録状態を、その隣接区
域に起因するクロストークが低下するように変更する記録状態変更部とを備え、
マーク読出部が、失敗区域のマークを、記録状態変更部によって隣接区域の記録状態が変
更された後で再度読み出すものであることを特徴とする。
【００１７】
ここにいう「区域」とは、一般にセクタと称されるものであってもよく、あるいは、複数
のセクタからなるブロックであってもよく、あるいは、セクタが複数に分割されてなるも
のであってもよい。また、セクタは円弧状であってもよく、あるいは直線状であってもよ
い。
【００１８】
本発明の情報記憶装置によれば、隣接区域の記録状態が、その隣接区域に起因するクロス
トークが低下するように変更されるので、失敗区域におけるマークの読出しが正常に行わ
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れることとなる。
【００１９】
本発明の情報記憶装置の記録状態変更部は、隣接区域に書き込まれたマークを消去するも
のであってもよく、あるいは、
隣接区域に書き込まれたマークに起因するクロストークよりも低いクロストークを生じる
マークをその隣接区域に上書きするものであってもよい。
【００２０】
ここで、「低いクロストークを生じるマーク」とは、既存のマークよりもクロストークが
実質的に低いものであればどのようなマークであってもよい。例えば、書込後の時間経過
に伴ってマーク形状が変化してクロストークが増大した既存のマークを適切な書込条件で
書き直したマークであってもよく、隣接区域上の既存のマークよりも長さが短いマークで
あってもよく、あるいはその既存のマークよりも幅が狭いマークであってもよい。また、
既存のマークよりも幅が狭いマークは、既存のマークが書き込まれたパワーよりも弱いパ
ワーでマークが書き込まれることによって容易に実現される。
【００２１】
また、本発明の情報記憶装置は、上記記録状態変更部が、隣接区域に記録されている情報
を待避させてからその隣接区域の記録状態を変更し、その待避させた情報を、上記マーク
読出部によって失敗領域のマークが再度読み出された後でその隣接区域に復元するもので
あることが好適である。
【００２２】
隣接区域に情報が記録されている場合には、隣接区域の記録状態の変更前後でその情報の
待避と復元が行われることによって、その記録状態の変更による情報の消失が回避される
。
【００２３】
さらに、本発明の情報記憶装置は、「上記情報記録媒体が、必要に応じて上記区域の代わ
りに用いられる交代区域を備えたものであり、
上記記録状態変更部が、隣接区域の記録状態を変更する前に、その隣接区域に記録されて
いる情報の交代区域への待避と、その隣接区域の代わりとしてその交代区域を用いること
の登録とを行うものである」ということが望ましい。
【００２４】
隣接区域に代えて交代区域を用いることが、記録状態の変更前に登録されるので、記録状
態の変更時などに隣接区域に異常が生じた場合であっても、情報記録媒体の正常な使用が
保証される。
【００２５】
上記目的を達成する本発明の情報再生方法は、複数の区域に分割された記録領域を有する
、それらの区域にマークが書き込まれることにより情報が記録され、そのマークが読み出
されることにより情報が再生される情報記録媒体に書き込まれているマークを読み出すマ
ーク読出過程と、
マーク読出過程でマークの読み出しに失敗した場合に、上記複数の区域のうち、マーク読
出過程でマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域の記録状態を、その隣
接区域に起因するクロストークが低下するように変更する記録状態変更過程と、
失敗区域のマークを、記録状態変更過程で隣接区域の記録状態が変更された後で再度読み
出すマーク再読出過程とを含むことを特徴とする。
【００２６】
なお、本発明の情報再生方法については、ここではその基本形態のみを示すのにとどめる
が、これは単に重複を避けるためであり、本発明の情報再生方法には、上記の基本形態の
情報再生方法のみではなく、前述した情報記憶装置の各形態に対応する各種の形態の情報
再生方法が含まれる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施形態について説明する。以下の説明では、「情報」という言葉と「デ
ータ」という言葉とを区別せずに用いる場合がある。
【００２８】
図３は、本発明の情報記憶装置の一実施形態としての機能が組み込まれたＭＯディスク装
置を示す図である。
【００２９】
このＭＯディスク装置１００は、情報記録媒体２００として光磁気（ＭＯ）ディスクを用
いるものであり、この情報記録媒体２００の記録領域は、図１に示すようなセクタに区分
されている。これらのセクタは、本発明にいう区域の一例である。また、この情報記録媒
体２００には、セクタの予備を含むＤＭＡ（Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｎｔ　Ａ
ｒｅａ）が設けられている。
【００３０】
図４は、情報記録媒体上に設けられたＤＭＡを示す図である。
【００３１】
情報記録媒体２００には、通常の記録領域２０１がドーナツ状に設けられているとともに
、その記録領域２０１の内周および外周それぞれに沿ってＤＭＡ２０２が設けられている
。このＤＭＡ２０２は、通常の記録領域２０１に含まれているセクタの予備として用いら
れるセクタの集合からなる交代領域を含むものであるとともに、通常の記録領域２０１に
含まれているセクタの代わりとして、交代領域を構成するセクタを用いることが登録され
るものである。この交代領域を構成するセクタは、本発明にいう交代区域の一例である。
【００３２】
図３に戻って説明をつづける。
【００３３】
情報記録媒体２００は、スピンドルモータ１１０によって保持される。このスピンドルモ
ータ１１０の回転駆動は、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　ＰｒｏｃｅｓｓｏｒＵｎｉｔ）１２０に
よって制御される。このＭＰＵ１２０は、不揮発性メモリ１２１に記憶されたプログラム
に従って動作し、ＤＲＡＭ１２２を作業領域として利用する。
【００３４】
また、ＭＯディスク装置１００にはレーザダイオードユニット１３０が備えられており、
情報再生時には、レーザダイオードユニット１３０から所定強度のレーザ光が発せられる
。そのレーザ光の強度は、ディテクタ群１３１に含まれたモニタフォトディテクタによっ
てモニタされ、そのモニタフォトディテクタで得られたモニタ信号に基づいてライト回路
１３２によって制御される。そして、そのレーザ光は、ポジショナ１４０に搭載された対
物レンズ１４１によって情報記録媒体２００上に照射され、情報記録媒体２００に書き込
まれているマークに応じた反射光を生じる。その反射光が、ディテクタ群１３１に含まれ
たＩＤ／ＭＯ用ディテクタによって受光されてＩＤ信号およびＭＯ信号が検出される。そ
れらＩＤ信号およびＭＯ信号は、リード回路１３３に入力され、再生データとデータ解析
用のクロック信号に変換される。従って、レーザダイオードユニット１３０やリード回路
１３３によって、本発明にいうマーク読出部の一例が構成されている。リード回路１３３
によって得られた再生データは、光ディスクコントローラ１３４を介して、コンピュータ
などといった上位装置のインターフェースへと送られる。
【００３５】
一方、情報記録時には、上位装置のインターフェースから光ディスクコントローラ１３４
を介して記録データが送られて来て、データ書込用のクロック信号と共にライト回路１３
２に入力される。また、情報記録媒体２００の初期化（フォーマット）時には、光ディス
クコントローラ１３４でフォーマットデータが生成されて、データ書込用のクロック信号
と共にライト回路１３２に入力される。ライト回路１３２は、バスを介してＭＰＵ１２０
によって制御されるとともにデータ書込用のクロック信号に同期して動作し、記録データ
およびフォーマットデータを変調してレーザダイオード駆動電流に変換する。そのレーザ
ダイオード駆動電流がレーザダイオードユニット１３０に入力されてレーザ光が発せられ
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る。
【００３６】
また、情報記録時およびフォーマット時には、電磁石１５０に電流が供給されて情報記録
媒体２００上に記録磁界が発生される。そして、この記録磁界と、上述した書込信号に応
じたレーザ光の熱によって情報記録媒体２００に情報が記録され、あるいは情報記録媒体
２００がフォーマットされる。
【００３７】
電磁石１５０、レーザダイオード１３０、ライト回路１３２、対物レンズ１４１、ＭＰＵ
１２０などによって、本発明にいう記録状態変更部の一例が構成されている。
【００３８】
また、ＭＯディスク装置１００には、対物レンズ１４１を駆動するレンズアクチュエータ
１４２が備えられており、上述したポジショナ１４０は、対物レンズ１４１およびレンズ
アクチュエータ１４２を搭載して情報記録媒体２００の表面に沿って移動する。ポジショ
ナ１４０およびレンズアクチュエータ１４２には、ドライバ１４３によってトラックフォ
ーカス制御電流が供給されて制御される。ドライバ１４３は、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１４４からＤ／Ａ変換回路１４５を介して入力され
る制御信号に応じたトラックフォーカス制御電流を出力する。また、ＤＳＰ１４４は、デ
ィテクタ群１３１によって得られるトラッキングエラーシグナル（ＴＥＳ）およびフォー
カスエラーシグナル（ＦＥＳ）を、Ａ／Ｄ変換回路１４６を介して取り込んで解析し、解
析結果に基づいた制御信号をドライバ１４３に入力する。
【００３９】
不揮発性メモリ１２１にはＤＳＰ１４４の動作を表すプログラムも記憶されており、ＤＲ
ＡＭ１２２は、ＤＳＰ１４４の作業領域としても利用される。
【００４０】
以下、マークの読出しに失敗した場合に実行されるリードリトライ処理について、フロー
チャートを参照しながら説明する。
【００４１】
図５は、リードリトライ処理の第１例を表すフローチャートである。
【００４２】
このリードリトライ処理の第１例が開始されると、情報記録媒体２００上のセクタのうち
ＭＯディスク装置１００がマークの読出しに失敗した失敗セクタに隣接する隣接セクタの
データが交代領域に登録されて待避される（ステップＳ１０１）。そして、隣接セクタに
起因するクロストークを低減する、その隣接セクタに記録されているデータの破壊を伴う
第１種低減処理が実行される（ステップＳ１０２）。この第１種低減処理の内容について
は後で詳述する。
【００４３】
第１種低減処理が実行された後は、上記失敗セクタのマークが再度読み出され（ステップ
Ｓ１０３）、隣接セクタのデータが復元されて（ステップＳ１０４）、リードリトライ処
理が終了する。
【００４４】
このようなリードリトライ処理によれば、隣接セクタに起因するクロストークが低減され
て正常なマークの読出しが行われることとなる。
【００４５】
上記ステップＳ１０２で実行される第１種低減処理としては、例えば、以下説明するよう
な処理が考えられる。
【００４６】
第１種低減処理の第１例としては、隣接セクタに書き込まれているマークを消去する消去
処理が考えられる。この消去処理は単純な処理であり、クロストークの原因となるマーク
自体を消去するのでクロストークを確実に低減する事ができる。
【００４７】
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第１種低減処理の第２例としては、隣接セクタに書き込まれているマークが発生するクロ
ストークよりも低いレベルのクロストークを発生するマークをその隣接セクタに上書きす
る上書処理が考えられる。ＭＯディスクの場合には、上書処理としてマークの消去と書込
みが行われ、必要に応じてマークのベリファイも行われる。この上書処理で隣接セクタに
上書きされるマークとしては、例えば、隣接セクタに書き込まれているマークよりも長さ
や幅が小さいマークが考えられる。上述したように、第１種低減処理は隣接セクタに記録
されているデータの破壊を伴う処理であり、ＲＯＭなどに予め記憶された所定のダミーデ
ータが所定の書込条件で隣接セクタに上書きされることにより、既存のマークよりも長さ
や幅が小さいマークが得られる。マークの長さは、図３に示すレーザダイオード１３０の
発光時間などで調整することができる。また、マークの幅は、ＭＯディスクの膜の温度コ
ントロールによって調整することができ、レーザダイオード１３０のレーザパワーが環境
温度に応じて制御されることによってその温度コントロールが実現される。
【００４８】
上記ステップＳ１０２で第１種低減処理の第２例によるマークの書き換えが実行される場
合には、クロストークが十分に低減されるようなマーク長やマーク幅のマークが隣接セク
タに書き込まれる。しかし、上記ステップＳ１０３で失敗セクタのマークの読出しに再度
失敗した場合には、更にクロストークが低減されるように、例えばレーザダイオード１３
０のレーザパワーが数％低減されてマークの書き換えが再度実行されることが望ましい。
【００４９】
図６は、マーク長が長いマークを示す図であり、図７は、マーク長が短いマークを示す図
である。
【００５０】
図６および図７には、１本のグルーブ２１０と、そのグルーブ２１０を挟んだ２本のラン
ド２２０，２３０が示されており、そのグルーブ２１０上にはマーク２４０，２５０が書
き込まれている。ここでは、情報記録媒体に記録されるマークの長さには最大値（例えば
８Ｔ）と最小値（例えば２Ｔ）が定められており、図６に示すマーク２４０は、マーク長
の最大値に近い長いマーク長を有するマークであり、図７に示すマーク２５０は、マーク
長の最小値に近い短いマーク長を有するマークである。最長のマーク長を有するマークは
もっともクロストークを生じやすく、マーク長が短いマークほどクロストークは生じにく
い。このため、図７に示すような短いマーク長のマーク２５０は、図６に示すような長い
マーク長のマーク２４０が発生するクロストークのレベルよりも低いレベルのクロストー
クを発生する。
【００５１】
従って、隣接セクタに書き込まれているマークのマーク長よりも短いマーク長のマークを
その隣接セクタに上書きすることにより、クロストークを低減することができる。
【００５２】
図８は、マーク幅が異なるマークを示す図である。
【００５３】
この図８には、図６や図７と同様に、１本のグルーブ２１０と、そのグルーブ２１０を挟
んだ２本のランド２２０，２３０が示されている。また、ここでは、そのグルーブ２１０
上に、互いにマーク幅が異なる３つのマーク２６０，２７０，２８０が示されている。こ
れら３つのマーク２６０，２７０，２８０それぞれが書き込まれるときのレーザパワーは
、マーク幅がもっとも狭いマーク２６０が書き込まれるときのレーザパワーがもっとも弱
く、マーク幅がもっとも広いマーク２８０が書き込まれるときのレーザパワーがもっとも
強い。また、これら３つのマーク２６０，２７０，２８０それぞれに起因するクロストー
クのレベルは、マーク幅がもっとも狭いマーク２６０に起因するクロストークのレベルが
最も低く、マーク幅がもっとも広いマーク２８０に起因するクロストークのレベルが最も
高い。
【００５４】
従って、隣接セクタに書き込まれているマークのマーク幅よりも狭いマーク幅のマークを

10

20

30

40

50

(8) JP 3842544 B2 2006.11.8



その隣接セクタに上書きすることにより、クロストークを低減することができる。そのよ
うな狭いマーク幅のマークは、隣接セクタにマークが書き込まれたパワーよりも弱いパワ
ーでマークを上書きすることで実現される。なお、各セクタのライトパワーが記憶されて
いて、そのライトパワーよりも弱いパワーでマークが上書きされてもよい。あるいは、簡
略化のために、現在の最適パワーよりも低いパワーでマークが上書きされてもよい。この
最適パワーは、所定のタイミングで更新されるものである。
【００５５】
図９は、第１種低減処理の第２例の効果を説明するグラフである。
【００５６】
このグラフの横軸は、マークが書き込まれたパワーを示しており、このグラフの縦軸は、
そのマークが書き込まれたセクタに隣接するセクタのマークを読み出す際に生じた読出し
エラーのエラーレートを示している。また、黒い四角が付された折れ線グラフ３１０は、
図６に示す長いマーク２４０についての測定結果を表しており、白い四角が付された折れ
線グラフ３２０は、図７に示す短いマーク２５０についての測定結果を表している。
【００５７】
エラーレートの許容レベルは、一般に約１０ - 3であり、黒い四角が付された折れ線グラフ
３１０が示すエラーレートと、白い四角が付された折れ線グラフ３２０が示すエラーレー
トとの双方とも、ある程度パワーが低いときには許容レベル以下に達する。従って、ある
程度低いパワーで隣接セクタにマークを上書きすることによって、隣接セクタに隣接する
失敗セクタにおける正常なマーク読出しが保証されることとなる。
【００５８】
また、白い四角が付された折れ線グラフ３２０が許容レベル以下のエラーレートを示すパ
ワー範囲の上限は、黒い四角が付された折れ線グラフ３１０が許容レベル以下のエラーレ
ートを示すパワー範囲の上限を越えている。このため、マークを書き込むパワーが強い場
合であっても、短いマークを隣接セクタに上書きすることによって、隣接セクタに隣接す
る失敗セクタにおける正常なマーク読出しが可能となる。
【００５９】
失敗セクタのマーク読み取りが失敗した原因がクロストークである場合には、この第１種
低減処理による復旧の可能性は９０％～１００％であると考えられる。
【００６０】
このように、第１種低減処理によって隣接セクタのクロストークを低減することができる
が、この第１種低減処理では、隣接セクタに記録されているデータは破壊される。
【００６１】
これに対し、以下説明する第２種低減処理では、隣接セクタのクロストークが低減される
とともに、隣接セクタに記録されているデータが維持される。
【００６２】
一般に、セクタに記録されているデータは、そのセクタに書き込まれているマークの長さ
や間隔によって表されており、マークの幅は、データとは無関係であることが多い。そこ
で、この第２種低減処理では、隣接セクタに書き込まれているマークの長さや間隔と同じ
長さや間隔を有するとともに、そのマークの幅よりも狭い幅を有する、正常な読出しが可
能なマークがその隣接セクタに上書きされる。これにより、隣接セクタのクロストークが
低減されるとともに、その隣接セクタに記録されているデータが維持される。
【００６３】
このような第２種低減処理は、隣接セクタのマークを、マーク書込に最適なレーザパワー
で単に書き直すことで実現される場合が多いと考えられる。なぜなら、隣接セクタのマー
クに起因するクロストークによって失敗セクタのマーク読出しが妨げられるということは
、即ち、隣接セクタのマークが、最適なレーザパワーで書き込まれたマークよりも大きな
幅を有していると考えられるからである。
【００６４】
このような大きな幅のマークは、例えば以下に説明するような状況で生じ得る。
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【００６５】
ＭＯディスクに書き込まれるマークの幅は、ＭＯディスクの膜の温度や記録磁界の強度に
応じて変化するため、マーク書込に最適なレーザパワーは環境温度や記録磁界の強度など
に応じて決定される。しかし、隣接セクタのマークが書き込まれる時の環境が許容限度に
近い環境であるといった場合には、たとえ最適なレーザパワーでマークが書き込まれても
マーク幅が大きなマークが書き込まれてしまうということがあり得る。
【００６６】
また、書き込まれたマークの大きさは不変なものではなく、その後の時間経過に伴ってマ
ークが大きくなる現象が知られている。このような現象によって、隣接セクタのマークが
書き込まれる時には十分に小さい幅で書き込まれていても、失敗セクタのマークが読み出
される際には大きな幅のマークが隣接セクタに生じていることもあり得る。
【００６７】
このような状況で生じたマーク幅の大きなマークは、現在時点でのマーク書込に最適なレ
ーザパワーで書き直されることで十分に小さなマーク幅のマークとなって、クロストーク
も十分に低減されると考えられる。しかし、クロストークの確実な低減が望まれる場合に
は、例えば最適なレーザパワーよりも数％低いレーザパワーが採用されてもよく、あるい
は、失敗セクタにおける再度の読出しが成功するまで、書込可能な範囲内でレーザパワー
が複数回低減されてもよい。
【００６８】
このような第２種低減処理による復旧の可能性も９０％～１００％であると考えられる。
【００６９】
図１０は、リードリトライ処理の第２例を表すフローチャートである。
【００７０】
このリードリトライ処理の第２例では、上述した第２種低減処理が実行され（ステップＳ
２０１）、失敗セクタのマークが再度読み出されて（ステップＳ２０２）、そのままリー
ドリトライ処理が終了する。
【００７１】
上述したように第２種低減処理では隣接セクタのデータが維持されるので、隣接セクタの
データの待避および復元は不必要である。
【００７２】
図１１は、リードリトライ処理の第３例を表すフローチャートである。
【００７３】
このリードリトライ処理の第３例が開始されると、隣接セクタのデータが交代領域に登録
されて待避される（ステップＳ３０１）とともに、隣接セクタに替えて交代領域中のセク
タが用いられることがＤＭＡに登録されてＤＭＡが更新される（ステップＳ３０２）。そ
の後、上述した第１種低減処理が実行され（ステップＳ３０３）、失敗セクタのマークが
再度読み出されて（ステップＳ３０４）、隣接セクタのデータが復元される（ステップＳ
３０５）。
【００７４】
そして、隣接セクタのデータが正常に復元されると（ステップＳ３０６：Ｙｅｓ）、上記
ステップＳ３０２における登録が抹消されてＤＭＡが更新され（ステップＳ３０７）、交
代領域に登録されているデータが削除される（ステップＳ３０８）。これにより、交代領
域の浪費が回避される。
【００７５】
一方、隣接セクタのデータが復元不能であった場合には（ステップＳ３０６：Ｎｏ）、上
記ステップＳ３０１およびステップＳ３０２での登録を維持したままリードリトライ処理
が終了する。これにより、隣接セクタに記録されていたデータを含めて正常な再生が保証
される。
【００７６】
図１２は、リードリトライ処理の第４例を表すフローチャートである。
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【００７７】
この図１２に示すリードリトライ処理の第４例が開始されると、図１３に示すリードリト
ライ処理の第３例と同様に、隣接セクタのデータが交代領域に登録される（ステップＳ４
０１）とともに、隣接セクタに替えて交代領域中のセクタが用いられることがＤＭＡに登
録されてＤＭＡが更新される（ステップＳ４０２）。その後、上述した第２種低減処理が
実行され（ステップＳ４０３）、失敗セクタのマークが再度読み出される（ステップＳ４
０４）。そして、上記ステップＳ４０２における登録が抹消されてＤＭＡが復元されて（
ステップＳ４０５）、リードリトライ処理が終了する。
【００７８】
上述したように、第２種低減処理では、隣接セクタのデータが維持されるので、上記ステ
ップＳ４０１およびステップＳ４０２における登録は一見無駄に見える。しかし、第２種
低減処理の最中には、電源の切断などによる異常終了が生じる場合があり、上記ステップ
Ｓ４０１およびステップＳ４０２における登録が行われていると、このような異常終了が
生じた場合であっても情報記録媒体のデータが安全である。つまり、この図１２に示すリ
ードリトライ処理の第４例は、データの安全性が非常に高い処理である。
【００７９】
図１３は、リードリトライ処理の第５例を表すフローチャートである。
【００８０】
この図１３に示すリードリトライ処理の第５例では、隣接セクタのデータが交代領域に登
録される（ステップＳ５０１）とともに、隣接セクタに替えて交代領域中のセクタが用い
られることがＤＭＡに登録されてＤＭＡが更新される（ステップＳ５０２）。その後、上
述した第１種低減処理が実行され（ステップＳ５０３）、失敗セクタのマークが再度読み
出される（ステップＳ５０４）。ここまでは、図１１に示すリードリトライ処理の第３例
と全く同様な手順であるが、第５例では、このままリードリトライ処理が終了する。
【００８１】
隣接セクタは、他のセクタにおけるマーク読出しを妨げるような強いクロストークを発生
するセクタであるので、このセクタにデータを復元すると再びマーク読出しを妨げる可能
性がある。そこで、この第５例では、隣接セクタのクロストークを低減させたまま、かつ
、隣接セクタを交代領域のセクタと交代させたままリードリトライ処理が終了する。
【００８２】
図１４は、リードリトライ処理の第６例を表すフローチャートである。
【００８３】
隣接セクタのデータを交代領域などに登録するためには、その隣接セクタのデータを再生
する必要がある。しかし、この隣接セクタにおけるデータ再生も、その隣接セクタに更に
隣接するセクタが発生するクロストークによって妨げられることが考えられる。
【００８４】
そこで、この図１４に示すリードリトライ処理の第６例では、最初にマークの読出しに失
敗した失敗セクタを起点として、情報記録媒体の外周方向および中心方向それぞれについ
て、マークの読出しが成功するまで次々と隣のセクタへと移りながらマークの読出しを行
う（ステップＳ６００，Ｓ６１０）。
【００８５】
ステップＳ６００では、最初にマークの読出しに失敗した失敗セクタに付された番号を変
数ｎの初期値とする。そして、変数ｎの値を１０減らすことにより、外周側に隣接するセ
クタを示す番号を得（ステップＳ６０１）、第ｎ番セクタのマークを読み出す（ステップ
Ｓ６０２）。マーク読出しに失敗すると（ステップＳ６０３：Ｎｏ）、マーク読出しの試
行回数が所定値以内である限りにおいて（ステップＳ６０４：Ｙｅｓ）、上記ステップＳ
６０１に戻り、更に外周側のセクタについて同様な手順が繰り返される。また、マーク読
出しの試行回数が所定値を越えた場合には（ステップＳ６０４：Ｎｏ）、もはや正常なマ
ーク読出しは不可能であると見なされて。リードエラー処理が実行される（ステップＳ６
０５）。
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【００８６】
上記ステップＳ６０３で、マークの読出しが正常に終了したと判定された場合には、失敗
セクタの外周側に隣接するセクタから、最終的に正常な読出しに成功したセクタまでの一
連のセクタに代わり、交代領域のセクタが用いられることが登録されてＤＭＡが更新され
（ステップＳ６０６）、それら一連のセクタそれぞれについて、マークの読出し、データ
の待避および第１種低減処理が実行される（ステップＳ６０７）。この結果、これら一連
のセクタすべてについてクロストークが低減される。
【００８７】
ステップＳ６１０では、失敗セクタよりも中心方向に存在する一連のセクタに対して、ス
テップＳ６００と同様な手順が実行される。
【００８８】
このようにして、失敗セクタを起点として、情報記録媒体の外周方向および中心方向それ
ぞれについて一連のセクタのデータが待避されるとともに、それらのセクタのクロストー
クが低減される。
【００８９】
その後、失敗セクタのマークが再度読み出され（ステップＳ６２０）、上記一連のセクタ
のデータが復元され（ステップＳ６３０）、ＤＭＡも復元されて（ステップＳ６４０）、
リードリトライ処理が終了する。
【００９０】
このようなリードリトライ処理の第６例によれば、強いクロストークを発生するセクタが
連続している場合であっても、セクタのマークを正常に読み出すことができる。
【００９１】
なお、上記実施形態では、隣接セクタなどのデータは交代領域に待避されるが、本発明の
情報記憶装置は、交代領域以外の場所にデータを待避するものであってもよい。
【００９２】
また、上記実施形態では、マークを書き込むパワーとしてレーザパワーを例示したが、本
発明にいうパワーは、磁場の強度などであってもよい。
【００９３】
また、上記実施形態では、情報記憶媒体として光記録方式の光磁気ディスクが用いられる
が、本発明にいう情報記憶媒体は、光磁気記録方式、相変化記録方式、および磁気記録方
式といった各記録方式の光磁気ディスクであってもよく、光ディスクや磁気ディスクとい
った他のディスク型記憶媒体であってもよく、あるいは、カード型やテープ型の記憶媒体
であってもよい。
【００９４】
また、本発明にいう区域は、上記実施形態で例示したセクタであってもよく、あるいは複
数のセクタからなるブロックでもよく、あるいはセクタを更に分割したものであってもよ
い。
【００９５】
（付記１）　複数の区域に分割された記録領域を有する、該区域にマークが書き込まれる
ことにより情報が記録され、そのマークが読み出されることにより情報が再生される情報
記録媒体に書き込まれているマークを読み出すマーク読出部と、
前記マーク読出部がマークの読み出しに失敗した場合に、前記複数の区域のうち、該マー
ク読出部がマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域の記録状態を、その
隣接区域に起因するクロストークが低下するように変更する記録状態変更部とを備え、
前記マーク読出部が、前記失敗区域のマークを、前記記録状態変更部によって前記隣接区
域の記録状態が変更された後で再度読み出すものであることを特徴とする情報記憶装置。
【００９６】
（付記２）　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマークを消去するもの
であることを特徴とする付記１記載の情報記憶装置。
【００９７】
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（付記３）　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマークに起因するクロ
ストークよりも低いクロストークを生じるマークを該隣接区域に上書きするものであるこ
とを特徴とする付記１記載の情報記憶装置。
【００９８】
（付記４）　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマークよりも長さが短
いマークを該隣接区域に上書きするものであることを特徴とする付記１記載の情報記憶装
置。
【００９９】
（付記５）　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマークよりも幅が狭い
マークを該隣接区域に上書きするものであることを特徴とする付記１記載の情報記憶装置
。
【０１００】
（付記６）　前記記録状態変更部が、前記隣接区域にマークが書き込まれたパワーよりも
弱いパワーで該隣接区域にマークを上書きするものであることを特徴とする付記１記載の
情報記憶装置。
【０１０１】
（付記７）　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に記録されている情報を待避させてか
ら該隣接区域の記録状態を変更し、その待避させた情報を、前記マーク読出部によって前
記失敗領域のマークが再度読み出された後で該隣接区域に復元するものであることを特徴
とする付記１記載の情報記憶装置。
【０１０２】
（付記８）　前記情報記録媒体が、必要に応じて前記区域の代わりに用いられる交代区域
を備えたものであり、
前記記録状態変更部が、該隣接区域の記録状態を変更する前に、前記隣接区域に記録され
ている情報の前記交代区域への待避と、該隣接区域の代わりとして該交代区域を用いるこ
との登録とを行うものであることを特徴とする付記１記載の情報記憶装置。
【０１０３】
（付記９）　前記記録状態変更部は、前記交代区域に待避させた情報を、前記マーク読出
部によって前記失敗領域のマークが再度読み出された後で前記隣接区域に復元するもので
あるとともに、その情報を復元することに成功した場合には前記登録を抹消し、その情報
を復元することに失敗した場合にはその登録を維持するものであることを特徴とする付記
８記載の情報生成装置。
【０１０４】
（付記１０）　複数の区域に分割された記録領域を有する、該区域にマークが書き込まれ
ることにより情報が記録され、そのマークが読み出されることにより情報が再生される情
報記録媒体に書き込まれているマークを読み出すマーク読出過程と、
前記マーク読出過程でマークの読み出しに失敗した場合に、前記複数の区域のうち、該マ
ーク読出過程でマークの読み出しに失敗した失敗区域に隣接する隣接区域の記録状態を、
その隣接区域に起因するクロストークが低下するように変更する記録状態変更過程と、
前記失敗区域のマークを、前記記録状態変更過程で前記隣接区域の記録状態が変更された
後で再度読み出すマーク再読出過程とを含むことを特徴とする情報再生方法。
【０１０５】
（付記１１）　前記記録状態変更過程が、前記隣接区域に書き込まれたマークを消去する
ものであることを特徴とする付記１０記載の情報再生方法。
【０１０６】
（付記１２）　前記記録状態変更部が、前記隣接区域に書き込まれたマークに起因するク
ロストークよりも低いクロストークを生じるマークを該隣接区域に上書きするものである
ことを特徴とする付記１０記載の情報再生方法。
【０１０７】
（付記１３）　前記記録状態変更過程が、前記隣接区域に書き込まれたマークよりも長さ
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が短いマークを該隣接区域に上書きするものであることを特徴とする付記１０記載の情報
再生方法。
【０１０８】
（付記１４）　前記記録状態変更過程が、前記隣接区域に書き込まれたマークよりも幅が
狭いマークを該隣接区域に上書きするものであることを特徴とする付記１０記載の情報再
生方法。
【０１０９】
（付記１５）　前記記録状態変更過程が、前記隣接区域にマークが書き込まれたパワーよ
りも弱いパワーで該隣接区域にマークを上書きするものであることを特徴とする付記１０
記載の情報再生方法。
【０１１０】
（付記１６）　前記隣接区域に記録されている情報を前記記録状態変更過程の前に待避さ
せる待避過程と、
前記待避過程で待避された情報を、前記マーク再読出過程の後で前記隣接区域に復元する
復元過程も含むことを特徴とする付記１０記載の情報再生方法。
【０１１１】
（付記１７）　前記情報記録媒体が、必要に応じて前記区域の代わりに用いられる交代区
域を備えたものであり、
前記隣接区域に記録されている情報の前記交代区域への待避と、該交代区域を該隣接区域
の代わりとして用いることの登録とを行う待避過程を含むことを特徴とする付記１０記載
の情報再生方法。
【０１１２】
（付記１８）　前記交代区域に待避された情報を前記隣接区域に復元するとともに、その
情報を復元することに成功した場合には前記登録を抹消し、その情報を復元することに失
敗した場合にはその登録を維持する復元過程も含むことを特徴とする付記１７記載の情報
再生方法。
【０１１３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の情報記憶装置によれば、トラックピッチが０．６５μｍ以
下と狭くても、クロストークに妨げられることなくマークを読み出すことができる。
【０１１４】
本発明の技術が用いられると、トラックピッチの縮小化が図られた場合であってもマーク
の読出しが正常に行われるため、情報記録媒体の高密度化を大きく前進させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】ランド及びグルーブ記録が採用された情報記録媒体上のセクタを表す図である。
【図２】クロストークの例を示すグラフである。
【図３】本発明の情報記憶装置の一実施形態としての機能が組み込まれたＭＯディスク装
置を示す図である。
【図４】情報記録媒体上に設けられたＤＭＡを示す図である。
【図５】リードリトライ処理の第１例を表すフローチャートである。
【図６】マーク長が長いマークを示す図である。
【図７】マーク長が短いマークを示す図である。
【図８】マーク幅が異なるマークを示す図である。
【図９】第１種低減処理の第２例の効果を説明するグラフである。
【図１０】リードリトライ処理の第２例を表すフローチャートである。
【図１１】リードリトライ処理の第３例を表すフローチャートである。
【図１２】リードリトライ処理の第４例を表すフローチャートである。
【図１３】リードリトライ処理の第５例を表すフローチャートである。
【図１４】リードリトライ処理の第６例を表すフローチャートである。
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【符号の説明】
１００　　情報記録装置
１１０　　スピンドルモータ
１２０　　ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　Ｕｎｉｔ）
１２１　　不揮発性メモリ
１２２　　ＤＲＡＭ
１３０　　レーザダイオードユニット
１３１　　ディテクタ群
１３２　　ライト回路
１３３　　リード回路
１３４　　光ディスクコントローラ
１４０　　ポジショナ
１４１　　対物レンズ
１４２　　レンズアクチュエータ
１４３　　ドライバ
１４４　　ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）
１４５　　Ｄ／Ａ変換回路
１５０　　電磁石
１４６　　Ａ／Ｄ変換回路
２００　　情報記録媒体
２０１　　通常の記録領域
２０２　　ＤＭＡ（Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｎｔ　Ａｒｅａ）
２１０　　グルーブ
２２０，２３０　　ランド
２４０，２５０，２６０，２７０，２８０　　マーク
Ｓｃｔ０，Ｓｃｔ１，…　　セクタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

(17) JP 3842544 B2 2006.11.8



【 図 １ ４ 】
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