
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事
前記録されたディスク状記録媒体であって、
　第１アドレス情報が与えられるブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に
第２アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、
　ｎ個のブロック領域 ｍ個のセクタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）が割り
当てられ ることを特徴とするディスク状記録媒体。
【請求項２】
　グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレ
ス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、
　第１アドレス情報が与えられるグルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長さで
分割された記録データ毎に第２アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、
　ｎ個のブロック領域 ｍ個のセクタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、
ｍは共に整数）が割り当てられ ることを特徴とするディスク状記録媒体。
【請求項３】
　

【請求項４】
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上に
てい

のグルーブ及びランド上に
てい

前記セクタ領域は、前記ブロック領域のグルーブ上に割り当てられていることを特徴と
する請求項１に記載のディスク状記録媒体。

第１アドレス情報は、グルーブ側壁の両側がディスク半径方向に蛇行または偏倚する形



【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事
前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
　前記記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づい ２アドレス情報を生成し、

所定長さの記録データ毎に
第２アドレス情報を付加した セクタ

記録を行う一方、
　第２アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴とす
るディスク記録再生装置。
【請求項１０】
　グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレ
ス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
　前記記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異
な ２アドレス情報を生成し、

所定長さの記録データ毎に 第２アドレス情報を付加した
セクタ 記録を行う一方、

　第２アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴とす
るディスク記録再生装置。
【請求項１１】
　グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事
前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
　前記記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づい ２アドレス情報を生成し、

所定長さの初期化データ毎に
第２アドレス情報を付加した セクタ

記録を行う一方、
　第２アドレス情報に基づいて

前記セクタ単位で 記録データ 生を行うこと
を特徴とするディスク記録再生装置。
【請求項１２】
　グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレ
ス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
　前記記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異
な ２アドレス情報を生成し、

所定長さの初期化データ毎に 第２アドレス情報を付加し
た セクタ 記録を行う一方
、
　第２アドレス情報に基づいて
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態で事前記録されていることを特徴とする請求項１に記載のディスク状記録媒体。

前記第１アドレス情報は、線速度一定で形成されていることを特徴とする請求項１又は
２に記載のディスク状記録媒体。

前記ブロック領域当たりに、予め定められた個数のセクタ領域が割り当てられているこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載のディスク状記録媒体。

前記セクタ領域のサイズは、前記ブロック領域のサイズよりも小さいことを特徴とする
請求項１又は２に記載のディスク状記録媒体。

前記第１アドレス情報と前記第２アドレス情報とは、前記ｎ及びｍの値に応じた所定の
関係式を満たすことを特徴とする請求項１又は２に記載のディスク状記録媒体。

て第
第１アドレス情報で与えられるｎ個のブロック領域上に、 前記

ｍ個の の領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）を
割り当てて

る第 第１アドレス情報で与えられるｎ個のグルーブ及びラン
ド各々のブロック領域上に、 前記
ｍ個の の領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）を割り当てて

て第
第１アドレス情報で与えられるｎ個のブロック領域上に、 前
記 ｍ個の の領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）
を割り当てて

所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記
録を行い、第２アドレス情報に基づいて 該 の再

る第 第１アドレス情報で与えられるｎ個のグルーブ及びラン
ド各々のブロック領域上に、 前記

ｍ個の の領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）を割り当てて

所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記



前記セクタ単位で 記録データ 生を行うこと
を特徴とするディスク記録再生装置。
【請求項１３】
　

【請求項１４】
　

【請求項１５】
　

【請求項１６】
　

【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【請求項１９】
　

　

【請求項２０】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、記録可能なディスク状記録媒体、並びにディスク状記録媒体を用いて各種デ
ータの記録再生を行うディスク記録再生装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　記録可能な光ディスクにおける記録容量の向上手段として、特開平１－２２４９２９号
公報で詳しく述べられているように、サーボトラック用のグルーブをディスクの半径方向
に蛇行させる形態が提案されている。図１９は、上記形態の具体例を示すディスクの模式
図であり、サーボトラック用グルーブ２０１（説明の便宜上、ハッチングで示す）はアド
レス情報が２相マーク変調された後に周波数変調され、ディスク２００の半径方向（図の
左右方向）に蛇行する形態で線速度一定で事前形成された事前記録アドレス情報を成して
いる。蛇行周波数としては事前記録アドレス情報の周波数帯域として、記録情報帯域とト
ラッキングサーボ帯域の中間の周波数帯域が割り当てられている。ここではＣＤ（Ｃｏｍ
ｐａｃｔＤｉｓｃ）やＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－Ｒｅａｄ　ＯｎｌｙＭ
ｅｍｏｒｙ）で用いられているフォーマットに適用した場合が示されており、記録情報と
してはＥＦＭ（Ｅｉｇｈｔ　ｔｏ　Ｆｏｕｒｔｅｅｎ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）が用いら
れるため、その周波数帯域としては約７２０ｋＨｚ～２００ｋＨｚとなり、事前記録アド
レス情報の周波数としては、記録情報の信号品質への影響を抑えられる周波数として記録

10

20

30

40

50

(3) JP 3669442 B2 2005.7.6

録を行い、第２アドレス情報に基づいて 該 の再

前記セクタの領域は、前記ブロック領域のグルーブ上に割り当てられていることを特徴
とする請求項９又は１１に記載のディスク記録再生装置。

第１アドレス情報に基づいて前記ディスク状記録媒体の回転制御を行うことを特徴とす
る請求項９から１２の何れか１項に記載のディスク記録再生装置。

前記ディスク状記録媒体を線速度一定に回転制御することを特徴とする請求項１４に記
載のディスク記録再生装置。

前記ブロック領域当たりに、予め定められた個数のセクタ領域を割り当てて記録を行う
ことを特徴とする請求項９から１２の何れか１項に記載のディスク記録再生装置。

前記セクタ領域のサイズは、前記ブロック領域のサイズよりも小さいことを特徴とする
請求項９から１２の何れか１項に記載のディスク記録再生装置。

前記セクタの領域に記録を行う際、第１アドレス情報の検出信号に基づいて、第２アド
レス情報を含めたセクタ位置の同期化を行うことを特徴とする請求項１６に記載のディス
ク記録再生装置。

前記セクタの領域に記録を行う際、現在のセクタが何番目であるかを示し、第１アドレ
ス情報の検出信号に基づいて初期化されるセクタ計数情報を出力するタイミング生成手段
を備えており、

上記タイミング生成手段が出力するセクタ計数情報に基づいて、セクタの領域への記録
を行うことを特徴とする請求項１８に記載のディスク記録再生装置。

前記第１アドレス情報と前記ｎ及びｍの値とに基づいて、前記第２アドレス情報を生成
することを特徴とする請求項９から１２の何れか１項に記載のディスク記録再生装置。



情報の下限周波数の１０分の１程度である２２．０５ｋＨｚが事前記録アドレス情報信号
で用いる中心周波数として与えられている。また、ここで用いられる事前記録アドレス情
報は同期信号とアドレスデータと誤り検出ビットで構成され、ＣＤやＣＤ－ＲＯＭ元来の
フォーマットで用いられる９８フレーム単位のサブコードアドレス情報の値と一致する形
態がとられる。
【０００３】
　ディスク記録再生装置においてはトラッキングサーボ用の上記グルーブにトラッキング
してその誤差信号から上記事前記録アドレス情報を抽出し、その中心周波数が２２．０５
ＫＨｚとなるようにディスク回転制御を行うことでＣＬＶ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｌｉｎｅ
ａｒ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ）方式によるディスクの線速度一定回転制御が行なえると共に、
事前記録アドレス情報を復号することでアドレスデータを得てディスク上の未記録領域を
含めた任意の位置へのアクセス動作並びに記録再生動作が実現できるものであ 、線記録
密度がディスク上のどの領域でも一定とできることから、従来のＣＡＶ（Ｃｏｎｓｔａｎ
ｔ　ＡｎｇｌｅｒＶｅｌｏｃｉｔｙ）方式の角速度一定のディスクに比べて記録容量の向
上が達成される。
【０００４】
　図１８は上記形態をＣＤに適用した場合のディスクで用いられるセクタ割り当てを示す
模式図であり、１７ａはグルーブをディスクの半径方向に蛇行させることで得られる事前
記録アドレス情報を構成する情報列を、１７ｂは上記事前記録アドレス情報のグルーブ上
でのアドレス割り当てを、１７ｃは上記グルーブ上に記録される記録情報が割り当てられ
るセクタを、１７ｄは上記セクタを構成する情報列を、１７ｅは上記セクタの内、サブコ
ードアドレス情報を構成する情報列をそれぞれ示している。事前記録アドレス情報は１７
ａに示すように、事前記録アドレス情報の各々の先頭を示すＳＹＮＣ（図中符号ａ１）と
、実際のアドレス値が示される第１アドレスデータａ２と、第１アドレスデータの誤り検
出を行なうためのコードであるＣＲＣ（ａ３）により構成され、対応する物理的な領域と
してブロックを成している。この事前記録アドレス情報がディスク全面に図１９に示すよ
うなディスクの半径方向に蛇行する形態でトラッキング用グルーブとして連続形成されて
いる。従って連続する蛇行グルーブには１７ｂに示すように、ブロックｂ１にはブロック
アドレスＰａ１、ブロックｂ２にはブロックアドレスＰａ２・・・がそれぞれ対応してい
る様子を示している。
【０００５】
　一方、グルーブ上に記録される記録情報としては１７ｃに示すようにセクタｃ１、ｃ２
・・・の単位で分割されており、セクタｃ１にはセクタアドレスＧａ１、セクタｃ２には
セクタアドレスＧａ２・・・・が割り当てられており、ブロックｂ１の領域に対してセク
タｃ１が、ブロックｂ２の領域に対してセクタｃ２がそれぞれ対応していることを示す。
従って、ブロックアドレスＰａ１に対してセクタアドレスＧａ１が、ブロックアドレスＰ
ａ２に対してセクタアドレスＧａ２がそれぞれ対応していることになり、ここでのブロッ
クの意味付けはセクタと等しい。また、上記各々のセクタは１７ｄに示すように記録情報
の先頭を示す同期フィールドｄ１と、サブコードアドレス情報が含まれるサブコードフィ
ールドｄ２と、記録情報及びエラー検出訂正コード等が記録されるデータフィールドｄ３
とにより成るＥＦＭフレームが９８フレーム繰り返されることで上記セクタを構成されて
いる。そして、サブコード部分ｄ２・・・ｄ２９３を９８個抜き出して接続したものが１
７ｅに示すようにサブコードアドレス情報の先頭を示す同期フィールドｅ１と、サブコー
ドアドレスフィールドｅ２と、サブコードアドレスの誤りを検出するためのＣＲＣフィー
ルドｅ３より構成されるサブコードアドレス情報を成す。
【０００６】
　ここで上記ブロックの物理的な領域はセクタの物理的な領域と等しく、従って事前記録
アドレスの値はサブコードアドレスの値と等しい。ユーザデータの記録再生は一般にセク
タと呼ばれるグループを記録再生の最小単位として実施されるが、上記形態を有するディ
スクでは事前記録アドレス情報１７ａが与えられる単位をセクタとして割り当て、事前記
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り



録アドレス情報をセクタ番号として用いると共に、この事前記録アドレス情報に対応した
同一アドレス値をサブコードの形態で有する記録情報１７ｄが上記セクタ内に配置される
ものである。
【０００７】
　一方、光ディスクのトラック密度を向上させる手段として、特開平５－３１４５３８号
公報で詳しく述べられているように、トラッキングサーボ用グルーブの一方の側壁だけを
ディスクの半径方向に蛇行させる形態が提案されている。これは図２０に示すように、事
前記録アドレス情報がディスク２１０上にウォブリンググルーブ２１１（説明の便宜上、
ハッチングで示す）として事前形成されているものであり、グルーブ２１１の一方の側壁
だけを蛇行させる に、グルーブ２１１の幅とそれに挟まれたランド２１２の幅を略等
しくすることにより、グルーブ２１１及びランド２１２でのアドレス情報検出と、グルー
ブ２１１及びランド２１２各々への情報記録を可能とすることで、トラック密度の向上を
実現するものである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　上記形態はアドレス情報が非可逆状態のウォブリング形態で事前記録されているため、
セクタサイズはディスク毎に固定されてしまう。これは、セクタサイズが十分に小さい場
合は問題はないが、セクタサイズが大きい場合は、データ利用率の低下を引き起こすだけ
でなく、データ記録再生のための処理時間も増大してしまうという問題がある。具体的に
は、例えば５００バイトの容量のデータを記録したい場合においても１セクタを割り当て
た記録が行われるため、セクタサイズが２０４８バイトであれば利用率は約４分の１、セ
クタサイズが４０９６バイトの場合は約８分の１となってしまうと共に、データ記録に必
要な時間はそれぞれ４倍、８倍と所要してしまうことになる。そこでセクタサイズを小さ
くすることが考えられるが、前記従来例としてＣＤ－ＲＯＭフォーマットに事前記録アド
レス情報を適用した場合では、セクタサイズは２０４８バイトが与えられて実現されてお
り、これを通常の計算機用等で用いられる１０２４バイトや５１２バイトの小さなセクタ
サイズで適用する場合は、セクタの単位に対応する事前記録アドレス情報を示すためのウ
ォブリング周波数が２倍、４倍と高くなり、記録情報の周波数帯域に近付いてしまうこと
から、セクタサイズの小さなフォーマットで適用することができないという問題がある。
【０００９】
　また、上記形態を有したディスクにおける事前記録アドレス情報のアドレスデータは、
その正誤を誤り検出ビットによって知ることができるが、誤り訂正機能は有しておらず、
信頼性の高い記録再生を行うためには不十分である。そこで、事前記録アドレス情報に誤
り訂正のためのビットを追加したり、またアドレスデータを多重に記録したりすることで
信頼性を向上する方法が考えられるが、これは事前記録アドレス情報としての割り当てビ
ットを増加することになり、従って事前記録アドレス情報のウォブリング周波数が高くな
って、記録情報の周波数帯域に干渉してしまうことになり、記録情報の信号品質に悪影響
を及ぼしてしまうという問題がある。更に、事前記録アドレス情報はトラッキングサーボ
の検出系から抽出を行うが、事前記録アドレス情報の周波数帯域が高くなることは、それ
に対応してトラッキングサーボ検出系に要求される周波数帯域も高くなってしまい望まし
くないという問題がある。
【００１０】
　本発明の目的は上記問題点に鑑み、アドレス情報が事前記録された記録可能なディスク
状記録媒体であって、信頼性の高い記録再生を所望のセクタサイズで行うことができる、
大容量の記録媒体並びにディスク記録再生装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　 ディスク状記録媒体は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚
する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、第１アドレ
ス情報が与えられるブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第２アドレス
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と共

本発明の



情報が付加されたセクタ領域とを有し、領域 ｍ個のセクタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、
ｍは共に整数）が割り当てられ ることを特徴としている。
【００１２】
　 ディスク状記録媒体は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向
に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であ
って、第１アドレス情報が与えられるグルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長
さで分割された記録データ毎に第２アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、ｎ個
のブロック領域 ｍ個のセクタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共
に整数）が割り当てられ ることを特徴としている。
【００１３】
　また、 の記録媒体であって、第２アドレス情報は、共通の第１アドレス値を有する
ランドとグルーブに対応して各々同一の第２アドレス値を含むことを特徴としている。
【００１４】
　さらに、 の記録媒体であって、第２アドレス情報は、グルーブ上とランド上とで異
なった第２アドレス値が割り当てられていることを特徴としている。
【００１５】
　また、 の記録媒体であって、第１アドレス情報は、線速度一定で形成されているこ
とを特徴としている。
【００１６】
　 ディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行ま
たは偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディ
スク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づいて複数
の第２アドレス情報を生成し、
所定長さの記録データ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

記録を行う一方、第２アドレス情報に基づいて
該セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【００１７】
　 ディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方
向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を
用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基
づいてグルーブ側及びランド側で異なる複数の第２アドレス情報を生成し、

所定長さの記録デ
ータ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

を行う一方、第２アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録デ
ータの再生を行うことを特徴としている。
【００１８】
　 ディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行ま
たは偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディ
スク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づい ２
アドレス情報を生成し、 所定長
さの初期化データ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

記録を行う一方、第２アドレス情報に基づいて

前記セクタ単位で 記録データ 生を行うことを特徴としている。
【００１９】
　 ディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方
向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を
用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基
づいてグルーブ側及びランド側で異なる複数の第２アドレス情報を生成し、

所定長さの初期化
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第１アドレス
情報で与えられるｎ個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、



データ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ
記録を行う一方、第２アドレス情報に基づいて

前記セ
クタ単位で 記録データ 生を行うことを特徴としている。
【００２０】
　また、 のディスク記録再生装置であって、記録中に得られる第１アドレス情報に基
づいて、第２アドレス情報を含めた記録セクタの同期化を行うことを特徴としている。
【００２１】
　さらに、 のディスク記録再生装置であって、第１アドレス情報に基づいてディスク
の回転制御を行うことを特徴としている。
【００２２】
　また、 のディスク記録再生装置であって、上位装置からの記録再生指定アドレスか
らランド側かグルーブ側かを判定すると共に、ランドとグルーブとで異なった第２アドレ
ス情報に変換を行うことを特徴としている。
【００２３】
【作用】
　 のディスク状記録媒体によれば、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行また
は偏倚する形態で事前形成された第１アドレス情報によって与えられるブロック領域と、
所定長さで分割された記録データ毎に第２アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し
、ｎ個のブロック領域 ｍ個のセクタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）が割り
当てられ るため、第１アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサ
イズでの記録再生が行えると共に、セクタに対するアドレス情報として信頼性の高い第２
アドレス情報を与えることが可能になる。
【００２４】
　 のディスク状記録媒体によれば、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半
径方向に蛇行または偏倚する形態で事前形成された第１アドレス情報によって与えられる
グルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第２ア
ドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、ｎ個のブロック領域

ｍ個のセクタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）が割り当てられ るため、
第１アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサイズでの記録再生が、
グルーブ上及びランド上各々に対して行えると共に、セクタに対するアドレス情報として
信頼性の高い第２アドレス情報を与えることが可能になる。
【００２５】
　また、 のディスク状記録媒体において、第２アドレス情報は、共通の第１アドレス
値を有するランドとグルーブに対応して各々同一の第２アドレス値を含むため、第１アド
レス値とそれに対応する第２アドレス値との変換を容易に行える。
【００２６】
　さらに、 の記録媒体において、第２アドレス情報は、グルーブ上とランド上とで異
なった第２アドレス値が割り当てられているため、第２アドレス値によるグルーブとラン
ドとの判定が可能となる。
【００２７】
　また、 の記録媒体において、第１アドレス情報は線速度一定で形成されているため
、記録媒体全体の記録容量を角速度一定で形成された記録媒体に比べて大きくなる。
【００２８】
　 のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁がディスクの半径方向に
蛇行または偏倚する形態で事前記録された第１アドレス情報に基づいて複数の第２アドレ
ス情報が生成され、 所定長さの
記録データ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

記録が行われる一方、第２アドレス情報に基づいて該セク
タ単位で記録データの再生を行なわれることから、第１アドレス情報に対応するブロック
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よりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生が行われると共に、信頼性の高い第
２アドレス情報を用いた記録データの再生が行われる。
【００２９】
　 のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁の片側のみがディスクの
半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前記録された第１アドレス情報に基づいてグルー
ブ側及びランド側で異なる複数の第２アドレス情報が生成され、

所定長さの記録データ毎に
第２アドレス情報を付加した セクタ

記録 行なわれる一方、第２アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録デ
ータの再生を行なわれることから、第１アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサ
イズを有するセクタ単位での記録再生がグルーブ及びランドを用いて行われると共に、信
頼性の高い第２アドレス情報を用いた記録データの再生が行われる。
【００３０】
　 のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁がディスクの半径方向に
蛇行または偏倚する形態で事前形成された第１アドレス情報に基づいて複数の第２アドレ
ス情報が生成され、 所定長さの
初期化データ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

記録が行なわれる一方、第２アドレス情報に基づいて

前記セクタ単位で 記録データ 生が行なわれることから、第１アドレス情報
に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生が行われると共
に、信頼性の高い第２アドレス情報を用いた記録データの記録再生が行われる。
【００３１】
　 のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁の片側のみがディスクの
半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前記録された第１アドレス情報に基づいてグルー
ブ側及びランド側で異なる複数の第２アドレス情報を生成し、

所定長さの初期化データ毎に
第２アドレス情報を付加した セクタ

記録が行なわれる一方、第２アドレス情報に基づいて
前記セクタ

単位で 記録データ 生が行われることから、第１アドレス情報に対応するブロックよ
りも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生がグルーブ及びランドを用いて行われ
ると共に、信頼性の高い第２アドレス情報を用いた記録データの記録再生が行われる。
【００３２】
　また、 のディスク記録再生装置において、記録中に得られる第１アドレス情報に基
づいて、第２アドレス情報を含めた記録セクタの同期化が行なわれるため、第１アドレス
情報が対応するブロックと第２アドレス情報が対応するセクタが常に同期した関係でディ
スク上に記録される。
【００３３】
　さらに、 のディスク記録再生装置において、第１アドレス情報に基づいてディスク
の回転制御が行なわれるため、特別な手段を必要とせずに線速度一定の回転制御が行われ
る。
【００３４】
　また、 のディスク記録再生装置において、上位装置からの記録再生指定アドレスか
らランド側かグルーブ側かが判定されると共に、ランドとグルーブとで異なった第２アド
レス情報に変換されるため、予め決められたグルーブ上またはランド上の第１アドレス情
報が対応するブロックへのアクセス動作が行われると共に、任意の第２アドレス情報が対
応するセクタへの記録再生動作が行われる。
【００３５】
【実施例】

10

20

30

40

50

(8) JP 3669442 B2 2005.7.6

また、本発明

第１アドレス情報で与え
られるｎ個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、 前
記 ｍ個の の領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）
を割り当てて が

また、本発明

第１アドレス情報で与えられるｎ個のブロック領域上に、
前記 ｍ個の の領域（ｎ＜ｍ、但し、

ｎ、ｍは共に整数）を割り当てて 所
定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録が行われ、第２アドレス情報に
基づいて 該 の再

また、本発明

第１アドレス情報で与えら
れるｎ個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、 前
記 ｍ個の の領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）
を割り当てて 所定長さの記録データ
を前記セクタの領域に割り当てて記録が行われ、第２アドレス情報に基づいて

該 の再

上記

上記

上記



（実施例１）第１の発明に係るディスク状記録媒体の一実施例について説明すれば以下の
通りである。図１は、本発明によるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を
示す模式図であり、１ａはグルーブをディスクの半径方向に蛇行させることで得られる第
１アドレス情報を構成する情報列を、１ｂは上記第１アドレス情報のグルーブ上でのアド
レス割り当てを、１ｃは上記グルーブ上に記録される記録情報が割り当てられるセクタを
、１ｄは上記セクタを構成する情報列を、１ｅは上記セクタの内、第２アドレス情報を構
成するヘッダの情報列をそれぞれ示している。
【００３６】
　第１アドレス情報は１ａに示すように、第１アドレス情報の各々の先頭を示すＳＹＮＣ
（図中符号ａ１）と、実際のアドレス値が示される第１アドレスデータａ２と、第１アド
レスデータの誤り検出を行なうためのＣＲＣ（ａ３）により構成され、対応する物理的な
領域としてブロックを成している。この第１アドレス情報がディスク全面に図１９で示す
ようなディスクの半径方向（図の左右方向）に蛇行する形態でトラッキング用グルーブと
して連続形成されている。従って連続する蛇行グルーブには１ｂに示すように、ブロック
ｂ１にはブロックアドレスＰａ１、ブロックｂ２にはブロックアドレスＰａ２・・・がそ
れぞれ対応している様子を示している。一方、グルーブ上に記録される記録情報としては
１ｃに示すようにセクタｃ１、ｃ２、ｃ３・・・の単位で分割されており、セクタｃ１に
はセクタアドレスＧａ１、セクタｃ２にはセクタアドレスＧａ２・・・・が割り当てられ
ており、ブロックｂ１の領域に対してセクタｃ１乃至セクタｃ４が、ブロックｂ２の領域
に対してセクタｃ５乃至セクタｃ８がそれぞれ対応していることを示す。
【００３７】
　従って、ブロックアドレスＰａ１に対してセクタアドレスＧａ１乃至Ｇａ４が、ブロッ
クアドレスＰａ２に対してセクタアドレスＧａ５乃至Ｇａ８がそれぞれ対応していること
になる。また、上記各々のセクタは１ｄに示すように第２アドレス情報であるセクタアド
レスが含まれるヘッダフィールドｄ１と、このディスクを用いる記録再生装置においてヘ
ッダを認識し判定する時間確保を目的として設定されるギャップフィールドｄ２と、記録
情報及びエラー検出訂正コード等が記録されるデータフィールドｄ３と、記録時に回転変
動があっても後続するセクタのヘッダフィールドへの記録を防止するためのバッファフィ
ールドｄ４により構成されている。更に、ヘッダフィールドｄ１は１ｅに示すように、こ
のディスクを用いる記録再生装置においてヘッダフィールド再生のためのビット同期、即
ちＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）動作を行わせるためのＶＦＯフィール
ドｅ１及びｅ６と、後述するフラグフィールドや第２アドレスデータの先頭を認識するた
めのＡＭフィールドｅ２及びｅ７と、第２アドレスデータの属性情報等が含まれるフラグ
フィールドｅ３及びｅ８と、セクタアドレスが示される第２アドレスデータフィールドｅ
４及びｅ９と、フラグフィールドや第２アドレスデータに関する誤りを検出するためのＣ
ＲＣフィールドｅ５及びｅ１０から構成されている。
【００３８】
　ここで、第２アドレス情報としてのセクタアドレスは、同一の内容が２回記録されてお
り、フラグフールドｅ３及びｅ８は第２アドレスデータが１回目（即ちｅ４か）、２回目
（即ちｅ８か）を判別する情報として割り当てることができる。このように構成されたデ
ィスク形態を用いることにより、事前記録された第１アドレス情報を用い、従来と同様に
記録情報が記録されていない未記録領域においても第１アドレスの認識による所望のディ
スク領域へのアクセス動作が可能となり、第１アドレス情報が線速度一定で形成されてい
るディスクであれば、記録再生装置においても容易に線速度一定の回転制御が行われ、大
容量のディスク記録媒体を実現できる。一方、記録情報に対応する領域単位としてセクタ
の単位が用いられるが、このセクタは上記で明らかなように、第１アドレス情報に対応す
るブロックに対して複数個のセクタで構成されており、ブロックのサイズとは独立して記
録再生の最小単位であるセクタが設定されている。従って、ブロックのサイズに左右され
ず、所望の小さなサイズでの記録再生が可能となり、記録情報として小さなサイズのデー
タを記録する場合であってもデータ利用率の低下が小さく、ディスクをより有効に利用で
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きる。また、セクタ各々について第２アドレス情報が付加されているため、第１アドレス
情報のみを用いる形態に比べてセクタ認識の信頼性を向上できるものである。特に、上記
実施例で用いたグルーブをディスクの半径方向に蛇行させる形態で示された第１アドレス
情報の信号品質に比べると、上記第２アドレス情報の信号品質は記録情報と同一の品質が
得られることから、アドレス検出の信頼性を向上でき、更に、第２アドレス情報として同
一アドレスを複数回記録することにより信頼性をより向上できるものである。
【００３９】
　（実施例２）本発明の第２に係るディスク状記録媒体の一実施例について説明すれば以
下の通りである。図２は、本発明によるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配
置を示す模式図であり、２ａはグルーブをディスクの半径方向に蛇行させることで得られ
る第１アドレス情報を構成する情報列を、２ｂ及び２ｃは上記第１アドレス情報のグルー
ブ上及び隣合うランド上でのアドレス割り当てを、２ｄ及び２ｅは上記グルーブ上及び隣
合うランド上に記録される記録情報が割り当てられるセクタを、２ｆは上記セクタを構成
する情報列を、２ｇは上記セクタの内、第２アドレス情報を構成するヘッダの情報列をそ
れぞれ示している。
【００４０】
　第１アドレス情報は２ａに示すように、第１アドレス情報の各々の先頭を示すＳＹＮＣ
（図中符号ａ１と、実際のアドレス値が示される第１アドレスデータａ２と、第１アドレ
スデータの誤り検出を行なうためのＣＲＣ（ａ３により構成され、対応する物理的な領域
としてブロックを成している。この第１アドレス情報がディスク全面に図２０で示すよう
なディスクのグルーブ側壁の片側のみが半径方向に蛇行する形態でトラッキング用グルー
ブとして連続形成されている。従って連続する蛇行グルーブには２ｂに示すように、ブロ
ックｂ１にはブロックアドレスＰａ１、ブロックｂ２にはブロックアドレスＰａ２・・・
がそれぞれ対応すると共に、前記グルーブと隣合う蛇行ランドには２ｂに示すように、ブ
ロックｃ１にはブロックアドレスＰａ１、ブロックｃ２にはブロックアドレスＰａ２・・
・がそれぞれ対応している様子を示している。即ち、グルーブ２ｂに事前形成された第１
アドレス情報は例えばディスクの外周側のグルーブ側壁のみがディスク半径方向に蛇行し
た形態を成しており、このグルーブに隣合ったランド２ｃの第１アドレス情報は、前記に
対応してディスクの内周側がディスクの半径方向に蛇行した形態が得られ、従ってグルー
ブ上のブロックｂ１、ｂ２の第１アドレスと、ランド上のブロックｃ１、ｃ２の第１アド
レスはそれぞれ同一の値が得られるものである。一方、グルーブ上に記録される記録情報
としては２ｄに示すようにセクタｄ１、ｄ２、ｄ３・・・の単位で分割されており、セク
タｄ１にはセクタアドレスＧａ１、セクタｄ２にはセクタアドレスＧａ２・・・・が割り
当てられており、グルーブ上のブロックｂ１の領域に対してセクタｄ１乃至セクタｄ４が
、ブロックｂ２の領域に対してセクタｄ５乃至セクタｄ８がそれぞれ対応していることを
示す。
【００４１】
　従って、グルーブ上のブロックアドレスＰａ１に対してセクタアドレスＧａ１乃至Ｇａ
４が、グルーブ上のブロックアドレスＰａ２に対してセクタアドレスＧａ５乃至Ｇａ８が
それぞれ対応していることになる。同様に、ランド上に記録される記録情報としては２ｅ
に示すようにセクタｅ１、ｅ２、ｅ３・・・の単位で分割されており、セクタｅ１にはセ
クタアドレスＬａ１、セクタｅ２にはセクタアドレスＬａ２・・・・が割り当てられてお
り、ランド上のブロックｃ１の領域に対してセクタｅ１乃至セクタｅ４が、ブロックｃ２
の領域に対してセクタｅ５乃至セクタｅ８がそれぞれ対応していることを示す。従って、
ランド上のブロックアドレスＰａ１に対してセクタアドレスＬａ１乃至Ｌａ４が、ランド
上のブロックアドレスＰａ２に対してセクタアドレスＬａ５乃至Ｌａ８がそれぞれ対応し
ていることになる。また、上記グルーブ側及びランド側各々のセクタは２ｆに示すように
第２アドレス情報であるセクタアドレスが含まれるヘッダフィールドｆ１と、このディス
クを用いる記録再生装置においてヘッダを認識し判定する時間確保を目的として設定され
るギャップフィールドｆ２と、記録情報及びエラー検出訂正コード等が記録されるデータ
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フィールドｆ３と、記録時に回転変動があっても後続するセクタのヘッダフィールドへの
記録を防止するためのバッファフィールドｆ４により構成されている。
【００４２】
　更に、ヘッダフィールドｆ１は２ｇに示すように、このディスクを用いる記録再生装置
においてヘッダフィールド再生のためのビット同期を行わせるためのＶＦＯフィールドｇ
１及びｇ６と、後述するフラグフィールドと第２アドレスデータの先頭を認識するための
ＡＭフィールドｇ２及びｇ７と、第２アドレスデータの属性情報等が含まれるフラグフィ
ールドｇ３及びｇ８と、セクタアドレスが示される第２アドレスデータフィールドｇ４及
びｇ９と、フラグフィールドと第２アドレスデータに関する誤りを検出するためのＣＲＣ
フィールドｇ５及びｇ１０から構成されている。ここで、第２アドレス情報としてのセク
タアドレスは、同一の内容が２回記録されており、フラグフールド g３及び g８は第２アド
レスデータが１回目即ちｇ４か、２回目即ちｅ８かを判別する情報を含むと共に、２ｄで
示すグルーブ上に存在する場合と２ｅで示すランド上に存在する場合とを識別する情報の
フラグとして割り当てることができる。また、同一の第１アドレス値を有するグルーブの
セクタアドレスとランドのセクタアドレスについては同一のセクタアドレス値を用いるこ
とにより、第１アドレスに対応する第２アドレスがグルーブ側とランド側で共通とできる
ことから、アドレス変換処理を容易とできる。尚、第２アドレス情報の別形態として、グ
ルーブ側とランド側のアドレスを重ならない値、例えばグルーブ側とランド側のセクタア
ドレス値を共にディスク全面で昇順する形態とし、ランド側セクタアドレスの最小値をグ
ルーブ側セクタアドレスの最大値に継続するよう割り当てるようにしてもよい。この場合
は、セクタアドレス値そのものをグルーブ側とランド側の識別情報として用いることがで
き、フラグフィールド内に特別な識別情報を必要としない。このように構成されたディス
ク形態を用いることにより、事前記録された第１アドレス情報を用い、従来と同様に記録
情報が記録されていない未記録領域においても第１アドレスの認識による所望のディスク
領域へのアクセス動作が可能となり、第１アドレス情報が線速度一定で形成されているデ
ィスクであれば、記録再生装置においても容易に線速度一定の回転制御が行われると共に
、グルーブ及びランドを用いた大容量のディスク記録媒体を実現できる。
【００４３】
　一方、記録情報に対応する単位領域としてセクタの単位が用いられるが、このセクタは
上記で明らかなように、第１アドレス情報に対応するブロックに対して複数個のセクタで
構成されており、ブロックのサイズとは独立して記録再生の最小単位であるセクタが設定
されている。従って、ブロックのサイズに左右されず、所望の小さなサイズでの記録再生
が可能となり、記録情報として小さなサイズのデータを記録する場合であってもデータ利
用率の低下が小さく、ディスクをより有効に利用できる。また、セクタ各々について第２
アドレス情報が付加されているため、第１アドレス情報のみを用いる形態に比べてセクタ
認識の信頼性を向上できるものである。特に、上記実施例で用いたグルーブをディスクの
半径方向に蛇行させる形態で示された第１アドレス情報の信号品質に比べると、上記第２
アドレス情報の信号品質は記録情報と同一の品質が得られることから、アドレス検出の信
頼性を向上でき、更に、第２アドレス情報として同一アドレスを複数回記録することによ
り信頼性をより向上できる。また、第２アドレス情報には、グルーブ側かランド側かを判
定可能な識別情報を含んでいることから、このディスクを用いた記録再生装置においてト
ラックサーボがグルーブとランドのどちらにかかっているかを判別する識別情報として用
いることができ、例えばトラッキングサーボ方式として３ビーム法を用いるディスク記録
再生装置の場合は、グルーブとランドの幅がほぼ等しい本発明の第２に係る上記ディスク
においてはトラッキングされる側がランドかグルーブか不確定であるため、上記識別情報
は有意なものとして用いることができる。
【００４４】
　（実施例３）本発明の第３に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば
以下の通りである。図３は上記実施例１で説明した形態のディスク状記録媒体を用いて、
記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディスク１を
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支持して回転駆動するためのスピンドルモータ２と、回転する光磁気ディスク１上の所望
の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク１からの反射光を検出
し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光ヘッド３と、
光ヘッド３からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信号やサーボ誤差信
号等の目的別の信号を生成する再生アンプ５と、記録時に光磁気ディスク１に磁界を印加
する磁気ヘッド１５と、光ヘッド３と磁気ヘッド１５とを光磁気ディスク１の半径方向に
移動させる送りモータ４と、再生アンプ５からのウォブリング信号やサーボ誤差信号とコ
ントローラ１０からの指示に基づいてスピンドルモータ２の回転制御と光ヘッド３のフォ
ーカシング及びトラッキング制御と送りモータ４の送り制御とを行うサーボ制御回路７と
、再生アンプ５からのウォブリング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク１上の
光ビーム位置の検出を可能にするアドレス情報を得る第１アドレスデコーダ６と、端子１
２を介して上位装置からの記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置インタフ
ェース１１と、上位装置インタフェース１１からの記録データやコントローラ１０からの
第２アドレスデータに基づいて記録に必要なデータを生成し、更にこれらのデータを記録
に適した形式に変調する記録データ処理回路１３と、記録データ処理回路１３からの記録
データに対応した磁界を発生させるための磁気ヘッド１５を駆動するコイルドライバ１４
と、再生アンプ５からの再生データ信号を復調してヘッダフィールドを第２アドレスデコ
ーダ９へ送出する一方、データフィールドについて誤り訂正を行う再生データ処理回路８
と、再生データ処理回路８からの第２アドレス情報を復号し第２アドレスデータをコント
ローラ１０へ送出する第２アドレスデコーダ９と、このディスク記録再生装置の各部を制
御するコントローラ１０とを備え、これら各部は図に示すように接続されている。
【００４５】
　また、図４は第１アドレスデコーダ６及び記録データ処理回路１３のより詳細な構成を
示すブロック図であり、再生アンプ５から入力される第１アドレス情報はＦＭ復調回路６
ａによって復調され、２値化された２相マーク信号となってクロック生成回路６ｂ、同期
検出回路６ｃ、アドレス検出回路６ｄ、誤り検出回路６ｅに供給されている。クロック生
成回路６ｂでは入力される２相マーク信号、即ち第１アドレス情報に同期したクロックが
ＰＬＬを用いて生成され、同期検出回路６ｃ、アドレス検出回路６ｄ、誤り検出回路６ｅ
に供給されている。同期検出回路６ｃでは入力される２相マーク信号を同期クロックを用
いて判定し、例えば図１の２ａで示すＳＹＮＣａ１で規定されたパターンであった場合に
同期検出されたとして、同期検出パルスをアドレス検出回路６ｄ、誤り検出回路６ｅ、及
び記録データ処理回路１３へ出力する。アドレス検出回路６ｄでは、同期検出回路６ｃか
らの同期検出パルスに従って第１アドレス情報から図１の２ａで示す第１アドレスデータ
ａ２を検出し、第１アドレス値としてコントローラ１０へ送出する。また、誤り検出回路
６ｅでは、同期検出回路６ｃからの同期検出パルスを基準タイミングとして第１アドレス
情報の誤りを検出し、アドレス検出結果が正しいか誤っているかの情報を逐次コントロー
ラ１０へ送出する。
【００４６】
　一方、記録データ処理回路１３は、記録に必要な各種タイミング信号を生成すると共に
１ブロック単位の時間経過に伴って現在セクタが何番目であるかを示すセクタ計数情報を
出力するタイミング生成部１３ａと、タイミング生成部１３ａからのタイミング信号に基
づいて、コントローラ１０からの第２アドレスデータ等から第２アドレス情報を示すヘッ
ダフィールドを生成するヘッダエンコーダ１３ｂと、上位装置インタフェース１１から与
えられる記録データに誤り訂正符号を生成して付加したデータフィールドを生成するデー
タエンコーダ１３ｃと、ヘッダエンコーダ１３ｂからのヘッダフィールド情報またはデー
タエンコーダ１３ｃからのデータフィールド情報を記録に適した形式に変調する変調回路
１３ｄより構成されている。従って、記録動作においては第１アドレス情報より検出され
る同期検出パルスに基づいて記録データ処理回路のタイミング生成部１３ａが制御される
形態となっており、具体的には、図１の１ｂで示すブロック領域に対し、記録情報として
１ｃで示すセクタ領域に対応するよう、第１アドレス情報の同期検出パルスに基づいて逐
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次同期化されるものである。本実施例では１ブロック当たり４個のセクタが割り当てられ
ており、タイミング生成回路１３ａは４セクタに１回、第１アドレス情報の同期検出パル
スが入力されることで、１ｂで示すブロックと１ｃで示すセクタの同期が取られることに
なる。
【００４７】
　一方、タイミング生成回路１３ａからはセクタ計数情報が出力されており、第１アドレ
ス情報の同期検出パルスによって初期化され、セクタ毎に増加する形態のセクタ情報とし
てコントローラ１０に供給されている。具体的には、例えば１ｃで示す各々のセクタに対
し、セクタｃ１、ｃ５・・・では計数値”０”、セクタｃ２、ｃ６・・・では計数値”１
”、セクタｃ３、ｃ７・・・では計数値”２”、セクタｃ４、ｃ８・・・では計数値”３
”を逐次示すようなセクタ計数情報が与えられる。コントローラ１０は、このセクタ計数
情報を用いることで、ブロック内のセクタタイミングを知ることが可能となり、ブロック
の途中からでもヘッダを含めたセクタ単位の記録が可能となる。尚、ここでは第１アドレ
ス情報の同期検出信号が検出された場合に記録データ処理回路の同期化が行なわれる構成
を示しているが、記録データ処理回路への同期検出パルスを有効とする条件として、第１
アドレス情報の誤り検出結果が正しい場合としたり、複数のブロックに渡って同期検出パ
ルスが検出された場合とすることで、第１アドレス情報に基づいた記録データの同期化信
頼性を向上できる。
【００４８】
　以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説
明する。図５は上記ディスク記録再生装置における記録動作流れを示すフローチャートで
ある。端子１２より上位装置から記録指示が与えられると、コントローラ１０は上位装置
インタフェース１１を介して記録指示を認識し、記録動作のための処理が開始される（ｓ
１）。ｓ２にてコントローラ１０は上位装置より指示された記録開始指定セクタアドレス
から第１アドレス情報に対応する記録ブロックアドレスＰａと第２アドレス情報に対応す
る記録セクタアドレスＧａを設定すると共に、指示された記録セクタ数をＷＳとして設定
する。ここでは図１に示すように、１ブロック当たり４個のセクタを配置する形態につい
て説明するものであり、例えばブロックアドレス値はセクタアドレス値の４分の１の関係
とすることができる。次に、コントローラ１０はｓ３にてセクタの先頭に配置すべき第２
アドレスデータとしてＧａを記録データ処理回路１３へ設定する。そしてｓ４にて記録を
行なうべきブロック位置であるＰａを含むトラックへのアクセス動作を行なう。
【００４９】
　このアクセス動作に関しては、コントローラ１０が第１アドレスデコーダから逐次得ら
れる現在の第１アドレスを認識し、サーボ制御回路７を介して送りモータ４及び光ヘッド
３を制御することにより所望位置への光ビーム移動が行なわれる。次にｓ５にて第１アド
レスデコーダ６より得られる現在の第１アドレスがＰａと一致するかどうかが判定され、
一致するとｓ６に達し、記録データ処理回路１３から得られるセクタの計数情報を判定し
、記録開始タイミングであるかどうかが判定される。ｓ６にて、セクタ計数情報が記録を
行うべきセクタのタイミングと一致したことが判定されると、ｓ７に達し、セクタ単位の
記録が開始される。ここで、第１アドレス情報に対応するブロックと第２アドレス情報が
対応するセクタは上述のように第１アドレスデコーダ６内の同期検出結果により記録デー
タ処理回路１３内のタイミング生成部が同期化されていることで常に同期した関係で以下
の記録が行なわれる。ｓ７においては図１の１ｄ及び１ｅで示す構成のセクタデータとし
て、記録データ処理回路１３にて、コントローラ１０より与えられた第２アドレスデータ
Ｇａを含むヘッダフィールドｄ１が生成され、引き続き上位装置から端子１２より上位装
置インタフェース１１を介して入力される記録データを所定のセクタサイズ、例えば５１
２バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図１で示すデ
ータフィールドｄ３の生成が行なわれる。
【００５０】
　そして、これらの生成データ列が変調回路１３ｄにより変調された１セクタ分のデータ
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としてコイルドライバ１４へ送出され、磁気ヘッド１５からはセクタデータに対応する変
調磁界が印加されると共に、光ヘッド３より記録に必要な強度の光ビームが照射されるこ
とで、所望のセクタデータの記録が行なわれる。ｓ７にて１セクタの記録が完了すると、
ｓ８にて記録第２アドレスであるＧａの値が更新されて第２アドレス情報としてヘッダエ
ンコーダ１３ｂに設定され、ｓ９にて記録セクタ数ＷＳの更新を行って、ｓ１０にてＷＳ
が”０”であるかどうかを判定することで指定されたセクタ数の記録動作が終了が判定さ
れる。ここで記録が終了しておればｓ１１に達して記録処理を終了する一方、未終了の場
合はｓ６に戻り、以降、上記動作を繰り返すことにより上位装置から指定されたセクタ数
に相当するデータの記録が行なわれるものである。
【００５１】
　次に再生動作について説明する。図６は上記ディスク記録再生装置における再生動作流
れを示すフローチャートである。端子１２より上位装置から再生指示が与えられると、コ
ントローラ１０は上位装置インタフェース１１を介して再生指示を認識し、再生動作のた
めの処理が開始される（ｓ２０）。ｓ２１にてコントローラ１０は上位装置より指示され
た再生開始指定アドレスから第１アドレス情報に対応する再生ブロックアドレスＰａと第
２アドレス情報に対応する再生セクタアドレスＧａを設定すると共に、指示された再生セ
クタ数をＲＳとして設定する。次に、コントローラ１０はｓ２２にて再生を行なうべきブ
ロック位置であるＰａを含むトラックへのアクセス動作を行なう。そしてｓ２３にて第２
アドレスデコーダ９より得られる現在の第２アドレスがＧａと一致するかどうかが判定さ
れ、一致するとｓ２４に達して所望セクタの再生が行なわれる。具体的には、再生データ
処理回路８にてエラー訂正処理を伴ったデータフィールドの復号が行なわれ、上位装置イ
ンタフェース１１乃至端子１２を介して上位装置へ転送される。ｓ２４にて１セクタの再
生が完了すると、ｓ２５及びｓ２６にて再生第２アドレスＧａ及び再生セクタ数ＲＳの値
が更新され、ｓ２７にて再生指定セクタ数分の再生処理が終了したかどうかが判定される
。終了した場合はｓ２８に達する一方、終了していない場合はｓ２３に戻って上記処理を
繰り返すことで、所望セクタの再生動作が行なわれるものである。
【００５２】
　このように本発明のディスク記録再生装置では、第１アドレス情報で与えられるブロッ
クに対し、記録データを所定の長さ毎に区切って第２アドレス情報を付加した複数のセク
タを生成して記録することにより、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有したデ
ィスク記録媒体を実現できる。更に、上記ディスク記録再生装置によれば、第１アドレス
情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情報が記録されていない未
記録領域へのアクセス動作を行い、ブロックサイズよりも小さなサイズを有するセクタの
単位で記録情報の記録再生ができると共に、信頼性の高い第２アドレス情報を用いたセク
タ再生が可能となるものである。
【００５３】
　（実施例４）本発明の第４に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば
以下の通りである。図７は上記実施例２で説明した形態のディスク状記録媒体２１を用い
て、記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディスク
２１を支持して回転駆動するためのスピンドルモータ２と、回転する光磁気ディスク２１
上の所望の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク２１からの反
射光を検出し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光ヘ
ッド２２と、光ヘッド２２からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信号
やサーボ誤差信号等の目的別の信号を生成する再生アンプ２３と、記録時に光磁気ディス
ク２１に磁界を印加する磁気ヘッド１５と、光ヘッド２２と磁気ヘッド１５とを光磁気デ
ィスク２１の半径方向に移動させる送りモータ４と、再生アンプ２３からのウォブリング
信号やサーボ誤差信号とコントローラ２０からの指示に基づいてスピンドルモータ２の回
転制御と光ヘッド２２のフォーカシング及びグルーブまたはランドへのトラッキング制御
と送りモータ４の送り制御とを行うサーボ制御回路２４と、再生アンプ２３からのウォブ
リング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク２１上の光ビーム位置の検出を可能
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にするアドレス情報を得る第１アドレスデコーダ６と、端子１２を介して上位装置からの
記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置インタフェース１１と、上位装置イ
ンタフェース１１からの記録データやコントローラ２０からの第２アドレスデータに基づ
いて記録に必要なデータを生成し、更にこれらのデータを記録に適した形式に変調する記
録データ処理回路２５と、記録データ処理回路２５からの記録データに対応した磁界を発
生させるための磁気ヘッド１５を駆動するコイルドライバ１４と、再生アンプ２３からの
再生データ信号を復調してヘッダフィールドを第２アドレスデコーダ９へ送出する一方、
データフィールドについて誤り訂正を行う再生データ処理回路８と、再生データ処理回路
８からの第２アドレス情報を復号し第２アドレスデータをコントローラ２０へ送出する第
２アドレスデコーダ９と、このディスク記録再生装置の各部を制御するコントローラ２０
とを備え、これら各部は図に示すように接続されている。
【００５４】
　尚、第１アドレスデコーダ６のより詳細な構成は図４で説明した形態を用いることがで
きるし、記録データ処理回路２５のより詳細な構成は図４で説明した形態に対し、セクタ
エンコーダ１３ｃを図２の２ｇで示したヘッダ情報列に対応させる、即ちフラグフィール
ドの内容が異なる部分を対応させることで実現されるため、詳細な説明は省略する。
【００５５】
　以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説
明する。図８は上記ディスク記録再生装置における記録動作流れを示すフローチャートで
ある。端子１２より上位装置から記録指示が与えられると、コントローラ２０は上位装置
インタフェース１１を介して記録指示を認識し、記録動作のための処理が開始される（ｓ
３０）。ｓ３１にてコントローラ２０は上位装置より指示された記録開始指定アドレスか
ら第１アドレス情報に対応する記録ブロックアドレスＰａと第２アドレス情報に対応する
記録セクタアドレスとしてＧａまたはＬａを設定する。ここで、セクタアドレスＧａ及び
Ｌａはそれぞれ図２に示すグルーブ２ｄ及びランド２ｅに対応するものであり、上位装置
からは連続的なブロックアドレス空間として与えられている。具体的には例えばディスク
全面のグルーブ側セクタ及びランド側セクタとして各々１，５００，０００個存在したと
すると、上位装置からは論理セクタアドレスとしてアドレス番号”１”から”３，０００
，０００”までが与えられ、コントローラ２０はこれらの論理セクタアドレスを受けて論
理セクタアドレスが”１”から”１，５００，０００”の場合はグルーブ側のセクタアド
レスとして”１”から”１，５００，０００”の値をそのまま用いる一方、論理セクタア
ドレスが１，５００，００１”から”３，０００，０００”の場合はランド側のセクタア
ドレスとして”１”から”１，５００，０００”として割り当てを行う。
【００５６】
　即ち、セクタアドレスは上記のようにグルーブ側とランド側を振り分けた結果としてグ
ルーブ側であった場合は論理セクタアドレスのままの値とし、ランド側であった場合は論
理セクタアドレスから”１，５００，０００”を減じた値とすることができる。このよう
なアドレス変換を行うことにより、上位装置からはグルーブとランドを意識することなく
連続的なセクタとして取り扱うことができる。また、ここでは図２に示すように、１ブロ
ック当たり４個のセクタを配置する形態について説明するものであり、ブロックアドレス
は上記ＧａまたはＬａの値を４で割った値とすることができる。次に、ｓ３２にて上位装
置から指示された記録セクタ数をＷＳとして設定する。そしてｓ３３にてセクタの先頭に
配置すべき第２アドレスデータとして上記で求めたＧａまたはＬａを記録データ処理回路
２５へ設定すると共に、図２の２ｇで示すフラグフィールドｇ３及びｇ８としてグルーブ
側かランド側かの識別情報を設定する。次に、コントローラ２０はｓ３４にてグルーブ側
かランド側かの上記判定結果に基づき、トラッキングサーボの極性を設定する。
【００５７】
　これは、トラッキングサーボ方式として一般的なプッシュプル方式を用いた場合、トラ
ッキングサーボの極性を切り替えることによってグルーブ側、ランド側それぞれへのトラ
ッキングサーボが行われるものであり、コントローラ２０からサーボ制御回路２４へ指令
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が発せられることにより実施される。そして、ｓ３５にて記録を行なうべきブロック位置
であるＰａを含むグルーブまたはランドへのアクセス動作を行なう。このアクセス動作に
関しては、コントローラ２０が第１アドレスデコーダから逐次得られる現在の第１アドレ
スを認識し、サーボ制御回路２４を介して送りモータ４及び光ヘッド２２を制御すること
により所望位置への光ビーム移動が行なわれる。次にｓ３７にて記録データ処理回路２５
から得られるセクタの計数情報を判定し、記録開始タイミングであるかどうかが判定され
る。ｓ３７にて、セクタ計数情報が記録を行うべきセクタのタイミングと一致したことが
判定されると、ｓ３８に達し、セクタ単位の記録が開始される。ここで、第１アドレス情
報に対応するブロックと第２アドレス情報が対応するセクタは上述のように第１アドレス
デコーダ６内の同期検出結果により記録データ処理回路２５内のタイミング生成部が同期
化されていることにより常に同期した関係で以下の記録が行なわれる。
【００５８】
　ｓ３８においては図２の２ｆ及び２ｇで示す構成のセクタデータとして、記録データ処
理回路２５にて、コントローラ２０より与えられた第２アドレスデータＧａまたはＬａを
含むヘッダフィールドｄ１が生成され、引き続き上位装置から端子１２より上位装置イン
タフェース１１を介して入力される記録データを所定のセクタサイズ、例えば５１２バイ
ト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図２で示すデータフ
ィールドｄ３の生成が行なわれる。そして、これらの生成データ列が記録データ処理回路
２５内の変調回路により変調された１セクタ分のデータとしてコイルドライバ１４へ送出
され、磁気ヘッド１５からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光ヘ
ッド２２より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタデータの記
録が行なわれる。ｓ３８にて１セクタの記録が完了すると、ｓ３９にて記録第２アドレス
であるＧａまたはＬａの値が更新されて第２アドレス情報としてヘッダエンコーダ１３ｂ
に設定され、ｓ４０にて記録セクタ数ＷＳの更新を行って、ｓ４１にてＷＳが”０”であ
るかどうかを判定することで指定されたセクタ数の記録動作が終了が判定される。
【００５９】
　ここで記録が終了しておればｓ４２に達して記録処理を終了する一方、未終了の場合は
ｓ３７に戻り、以降、上記動作を繰り返すことにより上位装置から指定されたセクタ数に
相当するデータの記録が行なわれるものである。
【００６０】
　次に再生動作について図９を用いて説明する。図９は上記ディスク記録再生装置におけ
る再生動作流れを示すフローチャートである。端子１２より上位装置から再生指示が与え
られると、コントローラ２０は上位装置インタフェース１１を介して再生指示を認識し、
再生動作のための処理が開始される（ｓ５０）。ｓ５１にてコントローラ２０は上位装置
より指示された再生開始指定論理アドレスから第１アドレス情報に対応する再生ブロック
アドレスＰａを設定すると共に、前記図８の説明と同様のアドレス変換を行って第２アド
レス情報に対応するグルーブ側再生セクタアドレスＧａまたはランド側再生セクタアドレ
スＬａを設定する。そしてｓ５２により、上位装置から指示された再生セクタ数をＲＳと
して設定する。次に、コントローラ２０はｓ５３にて上記で判定したグルーブ側かランド
側の結果に基づいてトラッキングサーボの極性を該当する側に設定し、ｓ５４にて再生を
行なうべきブロック位置であるＰａを含むグルーブまたはランドへのアクセス動作を行な
う。次にｓ５５にて第２アドレスデコーダ９より得られる現在の第２アドレスがＧａまた
はＬａと一致するかどうかが判定され、一致するとｓ５６に達して所望セクタの再生が行
なわれる。具体的には、再生データ処理回路８にてエラー訂正処理を伴ったデータフィー
ルドの復号が行なわれ、上位装置インタフェース１１乃至端子１２を介して上位装置へ転
送される。ｓ５６にて１セクタの再生が完了すると、ｓ５７及びｓ５８にて再生第２アド
レスＧａまたはＬａ、及び再生セクタ数ＲＳの値が更新され、ｓ５９にて再生指定セクタ
数分の再生処理が終了したかどうかが判定される。終了した場合はｓ６０に達する一方、
終了していない場合はｓ５５に戻って上記処理を繰り返すことで、所望セクタの再生動作
が行なわれるものである。
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【００６１】
　このように本発明のディスク記録再生装置では、第１アドレス情報で与えられるブロッ
クに対し、記録データを所定の長さ毎に区切って第２アドレス情報を付加した複数のセク
タを生成して記録することにより、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有したデ
ィスク記録媒体を実現できると共に、グルーブとランドの両方を用いた記録再生が実現さ
れることにより記録容量を飛躍的に増大できる。更に、上記ディスク記録再生装置によれ
ば、第１アドレス情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情報が記
録されていない未記録領域へのアクセス動作を行い、ブロックサイズよりも小さなサイズ
を有するセクタの単位で記録情報の記録再生ができると共に、信頼性の高い第２アドレス
情報を用いた記録再生が可能となる。また、上位装置から与えられる論理セクタアドレス
を、ディスク上のグルーブ側またはランド側の第２アドレス情報、及び第１アドレス情報
に変換するよう構成することで、上位装置からはグルーブとランドを意識することなく連
続したセクタアドレス空間として利用でき、利便性を向上できる。
【００６２】
　（実施例５）本発明の第５に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば
以下の通りである。図１０は前記実施例１で説明した形態のディスク状記録媒体１を用い
て、記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディスク
１を支持して回転駆動するためのスピンドルモータ２と、回転する光磁気ディスク１上の
所望の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク１からの反射光を
検出し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光ヘッド３
と、光ヘッド３からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信号やサーボ誤
差信号等の目的別の信号を生成する再生アンプ５と、記録時に光磁気ディスク１に磁界を
印加する磁気ヘッド１５と、光ヘッド３と磁気ヘッド１５とを光磁気ディスク１の半径方
向に移動させる送りモータ４と、再生アンプ５からのウォブリング信号やサーボ誤差信号
とコントローラ３０からの指示に基づいてスピンドルモータ２の回転制御と光ヘッド３の
フォーカシング及びトラッキング制御と送りモータ４の送り制御とを行うサーボ制御回路
７と、再生アンプ５からのウォブリング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク１
上の光ビーム位置の検出を可能にするアドレス情報を得る第１アドレスデコーダ６と、端
子１２を介して上位装置からの記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置イン
タフェース１１と、上位装置インタフェース１１からの記録データやコントローラ３０か
らの第２アドレスデータ、または内部で生成する初期化データに基づいて記録に必要なデ
ータを生成し、更にこれらのデータを記録に適した形式に変調する記録データ処理回路３
１と、記録データ処理回路３１からの記録データに対応した磁界を発生させるための磁気
ヘッド１５を駆動するコイルドライバ１４と、再生アンプ５からの再生データ信号を復調
してヘッダフィールドを第２アドレスデコーダ９へ送出する一方、データフィールドにつ
いて誤り訂正を行う再生データ処理回路８と、再生データ処理回路８からの第２アドレス
情報を復号し第２アドレスデータをコントローラ３０へ送出する第２アドレスデコーダ９
と、このディスク記録再生装置の各部を制御するコントローラ３０とを備え、これら各部
は図に示すように接続されている。
【００６３】
　また、図１１は記録データ処理回路３１のより詳細な構成を示すブロック図であり、記
録データ処理回路３１は、記録に必要な各種タイミング信号を生成すると共に１ブロック
単位の時間経過に伴って現在セクタが何番目であるかを示すセクタ計数情報を出力するタ
イミング生成部３１ａと、タイミング生成部３１ａからのタイミング信号に基づいて、コ
ントローラ３０からの第２アドレスデータ等から第２アドレス情報を示すヘッダフィール
ドを生成するヘッダエンコーダ３１ｂと、上位装置インタフェース１１から与えられる記
録データ、または初期データ生成回路３１ｅから与えられる初期化データに誤り訂正符号
を生成して付加したデータフィールドを生成するデータエンコーダ３１ｃと、ヘッダエン
コーダ３１ｂからのヘッダフィールド情報またはデータエンコーダ３１ｃからのデータフ
ィールド情報を記録に適した形式に変調する変調回路３１ｄより構成されている。そして
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、記録動作においては第１アドレス情報より検出される同期検出パルスに基づいて記録デ
ータ処理回路のタイミング生成部３１ａが制御される形態となっており、具体的には、図
１の１ｂで示すブロック領域に対し、記録情報として１ｃで示すセクタ領域に対応するよ
う、第１アドレス情報の同期検出パルスに基づいて逐次同期化されるものである。
【００６４】
　本実施例では１ブロック当たり４個のセクタが割り当てられており、タイミング生成回
路３１ａは４セクタに１回、第１アドレス情報の同期検出パルスが入力されることで、１
ｂで示すブロックと１ｃで示すセクタの同期が取られることになる。一方、タイミング生
成回路３１ａからはセクタ計数情報が出力されており、第１アドレス情報の同期検出パル
スによって初期化され、セクタ毎に増加する形態のセクタ情報としてコントローラ３０に
供給されている。具体的には、例えば１ｃで示す各々のセクタに対し、セクタｃ１、ｃ５
・・・では計数値”０”、セクタｃ２、ｃ６・・・では計数値”１”、セクタｃ３、ｃ７
・・・では計数値”２”、セクタｃ４、ｃ８・・・では計数値”３”を逐次示すようなセ
クタ計数情報が与えられる。
【００６５】
　以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説
明する。図１２は上記ディスク記録再生装置における初期化記録の動作流れを示すフロー
チャートである。端子１２より上位装置から初期化指示が与えられると、コントローラ３
０は上位装置インタフェース１１を介して初期化指示を認識し、初期化記録動作のための
処理が開始される（ｓ７０）。ｓ７１にてコントローラ３０は上位装置より指示された初
期化記録開始指定アドレスから第１アドレス情報に対応する初期化記録ブロックアドレス
Ｐａと第２アドレス情報に対応する記録セクタアドレスＧａを設定すると共に、指示され
た初期化記録ブロック数をＷＢとして設定する。ここでは図１に示すように、１ブロック
当たり４個のセクタを配置する形態について説明するものであり、例えばセクタアドレス
値はブロックアドレス値の４倍の関係とすることができる。次に、コントローラ３０はｓ
７２にてセクタの先頭に配置すべき第２アドレスデータとしてＧａを記録データ処理回路
３１へ設定する。そしてｓ７３にて初期化記録を行なうべきブロック位置であるＰａを含
むトラックへのアクセス動作を行なう。このアクセス動作に関しては、コントローラ３０
が第１アドレスデコーダから逐次得られる現在の第１アドレスを認識し、サーボ制御回路
７を介して送りモータ４及び光ヘッド３を制御することにより所望位置への光ビーム移動
が行なわれる。次にｓ７４にて第１アドレスデコーダ６より得られる現在の第１アドレス
がＰａと一致するかどうかが判定され、一致するとｓ７５に達し、セクタ単位の初期化記
録が開始される。ここで、第１アドレス情報が対応するブロックと第２アドレス情報が対
応するセクタは上述のように第１アドレスデコーダ６内の同期検出結果により記録データ
処理回路３１内のタイミング生成部が同期化されていることにより常に同期した関係で以
下の初期化記録が行なわれる。ｓ７５においては図１の１ｄ及び１ｅで示す構成のセクタ
データとして、記録データ処理回路３１にて、コントローラ３０より与えられた第２アド
レスデータＧａを含むヘッダフィールドｄ１が生成され、引き続き記録データ処理回路３
１の内部で生成される初期化データが所定のセクタサイズ、例えば５１２バイト毎で区切
ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図１で示すデータフィールドｄ
３の生成が行なわれる。
【００６６】
　そして、これらの生成データ列が変調回路３１ｄにより変調された１セクタ分のデータ
としてコイルドライバ１４へ送出され、磁気ヘッド１５からはセクタデータに対応する変
調磁界が印加されると共に、光ヘッド３より記録に必要な強度の光ビームが照射されるこ
とで、所望のセクタの初期化記録が行なわれる。ｓ７５にて１セクタの初期化記録が完了
すると、ｓ７６にて初期化記録第２アドレスであるＧａの値が更新されてヘッダエンコー
ダ３１ｂに設定され、ｓ７７にて１ブロックの初期化記録動作が終了したかどうかが判定
される。ここでは１ブロックが４セクタで構成される場合を示しているため、タイミング
生成回路３１ａから得られるセクタ計数情報を判定し、４セクタの記録が終了するまでｓ
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７５乃至ｓ７７の動作を繰り返すことで、１ブロックの記録が終了する。そして、ｓ７８
にて初期化記録ブロック数ＷＢを減じ、ｓ７９にて上位装置から指示された記録ブロック
数に対応する初期化記録が終了したかどうかを判定する。初期化記録が終了しておればｓ
８０に達して初期化記録処理を終了する一方、未終了の場合はｓ８１にて初期化記録第１
アドレスＰａを更新してｓ７４に戻り、以降、上記動作を繰り返すことにより上位装置か
ら指定されたブロック数に相当する初期化記録が行なわれるものである。この初期化記録
動作は、従来のフロッピーディスク装置のように、基本的にはディスクを使う前に一度だ
け初期化記録動作を実行することで、以下に説明する通常の記録再生動作が第２アドレス
を用いてセクタ単位で実現できるものである。
【００６７】
　次に通常の記録動作について説明する。図１３は上記ディスク記録再生装置における記
録動作流れを示すフローチャートである。端子１２より上位装置から記録指示が与えられ
ると、コントローラ３０は上位装置インタフェース１１を介して記録指示を認識し、記録
動作のための処理が開始される（ｓ９０）。ｓ９１にてコントローラ３０は上位装置より
指示された記録開始指定アドレスから第１アドレス情報に対応する記録ブロックアドレス
Ｐａと第２アドレス情報に対応する記録セクタアドレスＧａを設定すると共に、指示され
た記録セクタ数をＷＳとして設定する。次に、コントローラ３０はｓ９２にて記録を行な
うべきブロック位置であるＰａを含むトラックへのアクセス動作を行なう。そしてｓ９３
にて第２アドレスデコーダ９より得られる現在の第２アドレスがＧａと一致するかどうか
が判定され、一致するとｓ９４に達して所望セクタの記録が行なわれる。ここでの記録動
作は、図１の１ｄで示す構成のセクタデータにおけるデータフィールドｄ３に該当する部
分の記録であり、上位装置から端子１２乃至上位装置インタフェース１１を介して入力さ
れる記録データは、記録データ処理回路３１にて所定のセクタサイズ、例えば５１２バイ
ト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図１で示すデータフ
ィールドｄ３の生成が行なわれて１セクタ分のデータがコイルドライバ１４へ送出される
ことで、磁気ヘッド１５からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光
ヘッド３より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタデータの記
録が行なわれる。ｓ９４にて１セクタの記録が完了すると、ｓ９５にて記録第２アドレス
Ｇａが更新されてヘッダエンコーダ３１ｂへ設定され、ｓ９６にて記録指定セクタ数ＷＳ
の値が更新され、ｓ９７にて記録指定セクタ数分の記録処理が終了したかどうかが判定さ
れる。
【００６８】
　終了した場合はｓ９８に達する一方、終了していない場合はｓ９３に戻って上記処理を
繰り返すことで、所望セクタの記録動作が行なわれる。一方、再生動作については図６で
説明した形態と同様に第２アドレス情報を用いた所望セクタのデータ再生が実施できるも
のである。このように本発明のディスク記録再生装置では、第１アドレス情報で与えられ
るブロックに対し、記録に先立った初期化記録動作の段階で第２アドレス情報を付加した
複数のセクタを生成して記録することで、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有
したディスク記録媒体を実現できる。更に、上記ディスク記録再生装置によれば、第１ア
ドレス情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情報が記録されてい
ない未記録領域へのアクセス動作を行い、記録再生を行なう場合においてブロックサイズ
よりも小さなサイズを有するセクタの単位で記録情報を記録再生することができると共に
、信頼性の高い第２アドレス情報を用いたセクタ単位の記録再生動作が可能となるもので
ある。
【００６９】
　（実施例６）本発明の第６に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば
以下の通りである。図１４は上記実施例２で説明した形態のディスク状記録媒体２１を用
いて、記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディス
ク２１を支持して回転駆動するためのスピンドルモータ２と、回転する光磁気ディスク２
１上の所望の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク２１からの
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反射光を検出し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光
ヘッド２２と、光ヘッド２２からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信
号やサーボ誤差信号等の目的別の信号を生成する再生アンプ２３と、記録時に光磁気ディ
スク２１に磁界を印加する磁気ヘッド１５と、光ヘッド２２と磁気ヘッド１５とを光磁気
ディスク２１の半径方向に移動させる送りモータ４と、再生アンプ２３からのウォブリン
グ信号やサーボ誤差信号とコントローラ４０からの指示に基づいてスピンドルモータ２の
回転制御と光ヘッド２２のフォーカシングとグルーブまたはランドへのトラッキング制御
と送りモータ４の送り制御とを行うサーボ制御回路２４と、再生アンプ２３からのウォブ
リング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク２１上の光ビーム位置の検出を可能
にするアドレス情報を得る第１アドレスデコーダ６と、端子１２を介して上位装置からの
記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置インタフェース１１と、上位装置イ
ンタフェース１１からの記録データやコントローラ４０からの第２アドレスデータ、また
は記録データ処理回路内部で生成される初期化データに基づいて記録に必要なデータを生
成し、更にこれらのデータを記録に適した形式に変調する記録データ処理回路４１と、記
録データ処理回路４１からの記録データに対応した磁界を発生させるための磁気ヘッド１
５を駆動するコイルドライバ１４と、再生アンプ２３からの再生データ信号を復調してヘ
ッダフィールド情報を第２アドレスデコーダ９へ送出する一方、データフィールド情報に
ついて誤り訂正を行う再生データ処理回路８と、再生データ処理回路８からの第２アドレ
ス情報を復号し第２アドレスデータをコントローラ４０へ送出する第２アドレスデコーダ
９と、このディスク記録再生装置の各部を制御するコントローラ４０とを備え、これら各
部は図に示すように接続されている。
【００７０】
　尚、記録データ処理回路４１のより詳細な構成は図１１で説明した形態に対し、セクタ
エンコーダ３１ｃを図２の２ｇで示したヘッダ情報列に対応させる、即ちフラグフィール
ドの内容が異なる部分を対応させることで実現されるため、詳細な説明は省略する。
【００７１】
　以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説
明する。図１５及び図１６は上記ディスク記録再生装置における初期化記録動作流れを示
すフローチャートであり、上位装置からの指示に基づいて初期化記録動作を行う場合につ
いて説明する。尚、ここで用いるディスク上のブロックとグルーブ及びランドのセクタに
ついては図２で説明した形態を有しており、上位装置からは連続的な論理ブロックアドレ
ス空間及び論理セクタアドレス空間として与えられている。具体的には例えばディスク全
面のグルーブ側セクタ及びランド側セクタとして各々１，５００，０００個存在したとす
ると、上位装置からは論理ブロックアドレスとしてアドレス番号”１”から”７５０，０
００”まで（または論理セクタアドレスとしてアドレス番号”１”から”３，０００，０
００”まで）が与えられ、コントローラ４０はこれらの論理ブロックアドレス（または論
理セクタアドレス）を受け、論理ブロックアドレスが”１”から３７５，０００”（また
は論理セクタアドレスが”１”から”１，５００，０００”）の場合はグルーブ側のセク
タアドレスへの変換を行う一方、論理ブロックアドレスが”３７５，００１”から”１，
５００，０００”（または論理セクタアドレスが１，５００，００１”から”３，０００
，０００”）の場合はランド側のセクタアドレスへの変換を行う。即ち、セクタアドレス
は上記のようにグルーブ側とランド側を振り分けた結果としてグルーブ側であった場合は
論理ブロックアドレスの４倍の値（または論理セクタアドレスのままの値）とし、ランド
側であった場合は論理ブロックアドレスから”３７５，０００”を減じて４倍した値（ま
たは論理セクタアドレスから”１，５００，０００”を減じた値）とすることができる。
【００７２】
　このようなアドレス変換を行うことにより、上位装置からはグルーブとランドを意識す
ることなく連続的なブロック（またはセクタ）として取り扱うことができる。また、ここ
では図２に示すように、１ブロック当たり４個のセクタを配置する形態について説明する
ものであり、ブロックアドレスＰａは上記グルーブ側またはランド側のセクタアドレス値
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を４で割った値とすることができる。尚、以下の説明においては、上位装置からの初期化
記録指示として、例えばディスク全面の初期化記録のようなグルーブ側セクタとランド側
セクタを含む領域の初期化記録指示がなされることを前提としている。
【００７３】
　端子１２より上位装置から初期化記録指示が与えられると、コントローラ４０は上位装
置インタフェース１１を介して初期化記録指示を認識し、初期化記録動作のための処理が
開始される（ｓ１００）。ｓ１０１にてコントローラ４０は上位装置より指示された初期
化記録開始指定アドレスから前述のアドレス変換を行って第１アドレス情報に対応する初
期化記録ブロックアドレスＰａと第２アドレス情報に対応する初期化記録セクタアドレス
Ｇａを設定する。次に、ｓ１０２にて上位装置から指示された初期化記録ブロック数より
グルーブ側に該当する初期化記録ブロック数をＷＢとして設定する。そしてｓ１０３にて
セクタの先頭に配置すべき第２アドレスデータとして上記で求めたＧａを記録データ処理
回路４１へ設定すると共に、図２の２ｇで示すフラグフィールドｇ３及びｇ８としてグル
ーブ側かランド側かの識別情報を設定する。次に、コントローラ４０はｓ１０４にてトラ
ッキングサーボの極性をグルーブ側に設定し、ｓ１０５にて初期化記録を行なうべきブロ
ック位置であるＰａを含むグルーブへのアクセス動作を行なう。このアクセス動作に関し
ては、コントローラ４０が第１アドレスデコーダから逐次得られる現在の第１アドレスを
認識し、サーボ制御回路２４を介して送りモータ４及び光ヘッド２２を制御することによ
り所望位置への光ビーム移動が行なわれる。次にｓ１０６にて第１アドレスデコーダ６よ
り得られる現在の第１アドレスがＰａと一致するかどうかが判定され、一致するとｓ１０
７に達し、セクタ単位の初期化記録が開始される。
【００７４】
　ここで、第１アドレス情報が対応するブロックと第２アドレス情報が対応するセクタは
上述のように第１アドレスデコーダ６内の同期検出結果により記録データ処理回路４１内
のタイミング生成部が同期化されていることから常に同期した関係で以下の記録が行なわ
れる。ｓ１０７においては図２の２ｆ及び２ｇで示す構成のセクタデータとして、記録デ
ータ処理回路４１にて、コントローラ４０より与えられた第２アドレスデータＧａを含む
ヘッダフィールドｆ１が生成され、引き続き記録データ処理回路４１の内部で生成される
初期化データが所定のデータサイズ、例えば５１２バイト毎で区切ってエラー訂正符号等
の生成付加が行なわれることにより図２で示すデータフィールドｆ３の生成が行なわれ、
コイルドライバ１４へ送出されることで、磁気ヘッド１５からはセクタデータに対応する
変調磁界が印加されると共に、光ヘッド２２より記録に必要な強度の光ビームが照射され
ることで、所望のセクタデータの初期化記録が行なわれる。ｓ１０７にて１セクタの初期
化記録が完了すると、ｓ１０８にて記録第２アドレスであるＧａの値が更新されて記録デ
ータ処理回路４１に設定され、ｓ１０９にて１ブロックの記録動作が終了したかどうかが
、記録データ処理回路４１からのセクタ計数情報にて判定される。ここでは１ブロックが
４セクタで構成される場合を示しているため、４セクタの記録が終了するまでｓ１０７乃
至ｓ１０９の動作を繰り返すことで、１ブロックの記録が終了する。そして、ｓ１１０に
て記録ブロック数ＷＢを減じ、ｓ１１１にて上位装置から指示された初期化記録ブロック
数の内、グルーブ側に該当するブロック数の初期化記録が終了したかどうかを判定する。
グルーブ側の初期化記録動作が終了していない場合は、ｓ１１２にて初期化記録第１アド
レスＰａを更新してｓ１０６に戻り、以降、上記動作を繰り返すことによりグルーブ側の
初期化記録が行なわれる。グルーブ側の初期化記録が終了するとｓ１１３に達し、ランド
側の初期化記録動作に移行する。ｓ１１４では上述のアドレス換算を行うことで第１アド
レス情報に対応する初期化記録ブロックアドレスＰａと第２アドレス情報に対応する初期
化記録セクタアドレスＬａを設定する。次に、ｓ１１５にて上位装置から指示された初期
化記録ブロック数よりランド側に該当する初期化記録ブロック数をＷＢとして設定する。
【００７５】
　そしてｓ１１６にてセクタの先頭に配置すべき第２アドレスデータとして上記で求めた
Ｌａを記録データ処理回路４１へ設定すると共に、図２の２ｇで示すフラグフィールドｇ
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３及びｇ８としてグルーブ側かランド側かの識別情報を設定する。次に、コントローラ４
０はｓ１１７にてトラッキングサーボの極性をランド側に設定し、ｓ１１８にて初期化記
録を行なうべきブロック位置であるＰａを含むランドへのアクセス動作を行なう。以降、
グルーブ側の前記初期化記録動作と同様に、ｓ１１９にて第１アドレスがＰａと一致する
かどうかが判定され、一致すると、セクタ単位の初期化記録が行われｓ１２０、ｓ１２１
にて記録第２アドレスであるＬａの値が更新されて記録データ処理回路４１に設定され、
ｓ１２２にて１ブロックの記録動作が終了したかどうかが、記録データ処理回路４１から
のセクタ計数情報にて判定され、４セクタの記録が終了するまでｓ１２０乃至ｓ１２２の
動作を繰り返すことで、１ブロックの記録が終了する。そして、ｓ１２３にて初期化記録
ブロック数ＷＢを減じ、ｓ１２４にて上位装置から指示された初期化記録ブロック数の内
、ランド側に該当するブロック数の初期化記録が終了したかどうかを判定する。ランド側
の初期化記録動作が終了している場合はｓ１２５に達し、初期化記録処理を終える一方、
終了していない場合は、ｓ１２６にて初期化記録第１アドレスＰａを更新してｓ１１９に
戻り、以降、上記動作を繰り返すことによりランド側の初期化記録が行なわれるものであ
る。この初期化記録動作は、従来のフロッピーディスク装置のように、基本的にはディス
クを使う前に一度だけ初期化記録を実行することで、以下に説明する通常の記録再生動作
が第２アドレスを用いてセクタ単位で実現できるものである。
【００７６】
　次に通常の記録動作について説明する。図１７は上記ディスク記録再生装置における記
録動作流れを示すフローチャートである。端子１２より上位装置から記録指示が与えられ
ると、コントローラ４０は上位装置インタフェース１１を介して再生指示を認識し、記録
動作のための処理が開始される（ｓ１３１）。ｓ１３１にてコントローラ４０は上位装置
より指示された記録開始指定論理アドレスから上述のアドレス変換を行って、第１アドレ
ス情報に対応する記録ブロックアドレスＰａを設定すると共に、第２アドレス情報に対応
するグルーブ側記録セクタアドレスＧａまたはランド側記録セクタアドレスＬａを設定す
る。そしてｓ１３２により、上位装置から指示された記録セクタ数をＲＳとして設定する
。次に、コントローラ４０はｓ１３３にて上記で判定したグルーブ側かランド側の結果に
基づいてトラッキングサーボの極性を該当する側に設定し、ｓ１３４にて記録を行なうべ
きブロック位置であるＰａを含むグルーブまたはランドへのアクセス動作を行なう。次に
ｓ１３５にて第２アドレスデコーダ９より得られる現在の第２アドレスがＧａまたはＬａ
と一致するかどうかが判定され、一致するとｓ１３６に達して所望セクタの記録が行なわ
れる。ここでの記録動作は、図２の２ｆで示す構成のセクタデータにおけるデータフィー
ルドｆ３に該当する部分の記録であり、上位装置から端子１２乃至上位装置インタフェー
ス１１を介して入力される記録データは、記録データ処理回路４１にて所定のセクタサイ
ズ、例えば５１２バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることによ
り図２で示すデータフィールドｆ３の生成が行なわれて１セクタ分のデータがコイルドラ
イバ１４へ送出されることで、磁気ヘッド１５からはセクタデータに対応する変調磁界が
印加されると共に、光ヘッド３より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所
望のセクタデータの記録が行なわれる。
【００７７】
　ｓ１３６にて１セクタの記録が完了すると、ｓ１３７にて記録第２アドレスＧａまたは
Ｌａが更新されて記録データ処理回路４１へ設定され、ｓ１３８にて記録指定セクタ数Ｗ
Ｓの値が更新され、ｓ１３９にて記録指定セクタ数分の記録処理が終了したかどうかが判
定される。終了した場合はｓ１４０に達する一方、終了していない場合はｓ１３５に戻っ
て上記処理を繰り返すことで、所望セクタの記録動作が行なわれる。一方、再生動作につ
いては図９で説明した形態と同様に第２アドレス情報を用いた所望セクタのデータ再生が
実施できるものである。
【００７８】
　このように本発明のディスク記録再生装置では、第１アドレス情報で与えられるブロッ
クに対し、初期化記録データを所定の長さ毎に区切って第２アドレス情報を付加した複数
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のセクタを生成して記録することにより、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有
したディスク記録媒体を実現できると共に、グルーブとランドの両方を用いた記録再生が
実現されることにより記録容量を飛躍的に増大できる。更に、上記ディスク記録再生装置
によれば、第１アドレス情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情
報が記録されていない未記録領域へのアクセス動作を行い、ブロックサイズよりも小さな
サイズを有するセクタの単位で記録情報を記録再生することができると共に、信頼性の高
い第２アドレス情報を用いたセクタ単位の記録再生動作が可能となるものである。
【００７９】
　尚、上記説明においては、上位装置からの初期化記録指示として、ディスク全面の初期
化記録のようなグルーブ側セクタとランド側セクタを含む領域の初期化記録指示がなされ
ることを前提とした処理形態で説明したが、グルーブ側のみ、またはランド動作側のみの
初期化記録処理を行う場合は、上記処理形態を対応させることで容易に実現できることは
明白である。
【００８０】
　更に、上記の各々の実施例は本発明を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の
変更が可能である。例えば、上記の各実施例においては第１アドレス情報が対応する１個
のブロックに対し、第２アドレス情報が含まれるセクタ数として４個を割り当てた場合の
例で説明したが、ここでのセクタ数は目的に応じて２個以上の任意の数を設定できること
は勿論であるし、２個のブロックに対して５個のセクタを割り当てるような関係で実施す
ることも可能である。同様に、第２アドレス情報の構成例として、同一のアドレス値を２
回繰り返して記録する形態で説明したが、要求される信頼性に合致した繰り返し記録回数
とすればよい。また、第１アドレス情報または第２アドレス情報の構成としてアドレスデ
ータに誤り検出コードであるＣＲＣフィールドを付加した形態で説明したが、アドレスデ
ータに誤り訂正コードを付加することによって信頼性を向上させてもよい。更に、ディス
ク状記録媒体として、光磁気方式を用いた場合を説明したが、相変化方式等でも適用可能
であることは明白である。
【００８１】
【発明の効果】
　以上のように、本発明 ィスク状記録媒体は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に
蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であっ
て、第１アドレス情報が与えられるブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎
に第２アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、ｎ個のブロック領域 ｍ個のセ
クタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共に整数）が割り当てられ ることを特徴としてい
る。
【００８２】
　これにより、第１アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサイズで
の記録再生が行えると共に、セクタに対するアドレス情報として信頼性の高い第２アドレ
ス情報を与えることが可能になる。また、第１アドレス情報が事前記録された１種類のデ
ィスク状記録媒体に対して、目的に応じたセクタサイズでの記録再生が可能となり、セク
タサイズ別にディスクを準備する必要がないことから、ディスクの低価格化に寄与する。
更に、ブロックサイズとセクタサイズを独立して設定が可能であることから、第１アドレ
ス情報として誤り検出コードを付加したり複数回の多重記録を行う等して信頼性を向上さ
せる等、自由度が向上できる効果がある。
【００８３】
　 ディスク状記録媒体は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向
に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であ
って、第１アドレス情報が与えられるグルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長
さで分割された記録データ毎に第２アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、ｎ個
のブロック領域 ｍ個のセクタ領域（ｎ＜ｍ、但し、ｎ、ｍは共
に整数）が割り当てられ ることを特徴としている。
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【００８４】
　これにより、第１アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサイズで
の記録再生がグルーブ上及びランド上各々に対して行えることから任意のセクタサイズに
よる大容量のディスク記録媒体を実現できると共に、セクタに対するアドレス情報として
信頼性の高い第２アドレス情報を与えることが可能になる。また、第１アドレス情報が事
前記録された１種類のディスク状記録媒体に対して、目的に応じたセクタサイズでの記録
再生が可能となり、セクタサイズ別にディスクを準備する必要がないことから、ディスク
の低価格化に寄与する。更に、ブロックサイズとセクタサイズを独立して設定が可能であ
ることから、第１アドレス情報として誤り検出コードを付加したり複数回の多重記録を行
う等して信頼性を向上させる等、自由度が向上できる効果がある。
【００８５】
　また、 の記録媒体であって、第２アドレス情報は、共通の第１アドレス値を有する
ランドとグルーブに対応して各々同一の第２アドレス値を含むことを特徴としている。
【００８６】
　これにより、このディスクを用いるディスク記録再生装置においては、グルーブ側の第
１アドレス値及び第２アドレス値とランド側の第１アドレス値及び第２アドレス値がそれ
ぞれ同一であることから、第１アドレス値と第２アドレス値の変換を容易に行える効果が
ある。
【００８７】
　さらに、 の記録媒体であって、第２アドレス情報は、グルーブ上とランド上とで異
なった第２アドレス値が割り当てられていることを特徴としている。
【００８８】
　これにより、第２アドレス値によってグルーブとランドとの判定を容易に実現できる。
【００８９】
　また、 の記録媒体であって、第１アドレス情報は、線速度一定で形成されているこ
とを特徴としている。
【００９０】
　これにより、このディスクを用いるディスク記録再生装置においては、特別なディスク
回転数の検出手段やディスク半径位置の検出手段を用いることなく線速度一定のディスク
回転制御が行えると共に、記録媒体全体の記録容量を角速度一定で形成された記録媒体に
比べて大きくできる。
【００９１】
　 のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行ま
たは偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディ
スク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づい ２
アドレス情報を生成し、 所定長
さの記録データ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

記録を行う一方、第２アドレス情報に基づいて該セク
タ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【００９２】
　これにより、第１アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ
単位での記録再生が実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低
下を最小とすることができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とするこ
とができる。また、セクタに対するアドレス情報として第２アドレス情報が与えられるこ
とから、記録データの再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上できる効果がある
。
【００９３】
　 のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方
向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を
用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基
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づいてグルーブ側及びランド側で異な ２アドレス情報を生成し、
所定長さの記録データ毎

に 第２アドレス情報を付加した セクタ
記録を行う一方、第２アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録デー

タの再生を行うことを特徴としている。
【００９４】
　これにより、第１アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ
単位での記録再生がグルーブ上及びランド上各々に対して行える大容量のディスク記録再
生装置を実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低下を最小と
することができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とすることができる
。また、セクタに対するアドレス情報として第２アドレス情報が与えられることから、記
録データの再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上できる効果がある。更に、第
２アドレス情報としてグルーブ側とランド側とで異なった第２アドレス情報を生成して記
録されることから、グルーブ側とランド側の判定を信頼性高く行うことができる。
【００９５】
　 のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行ま
たは偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディ
スク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基づい ２
アドレス情報を生成し、 所定長
さの初期化データ毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

記録を行う一方、第２アドレス情報に基づいて

前記セクタ単位で 記録データ 生を行うことを特徴としている。
【００９６】
　これにより、第１アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ
単位での記録再生が実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低
下を最小とすることができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とするこ
とができる。また、セクタに対するアドレス情報として第２アドレス情報が与えられるこ
とから、通常の記録データの記録及び再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上で
きる効果がある。
【００９７】
　 のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方
向に蛇行または偏倚する形態で第１アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を
用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第１アドレス情報に基
づいてグルーブ側及びランド側で異な ２アドレス情報を生成し、

所定長さの初期化データ
毎に 第２アドレス情報を付加した セクタ

記録を行う一方、第２アドレス情報に基づいて
前記セクタ単

位で 記録データ 生を行うことを特徴としている。
【００９８】
　これにより、第１アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ
単位での記録再生がグルーブ上及びランド上各々に対して行える大容量のディスク記録再
生装置を実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低下を最小と
することができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とすることができる
。また、セクタに対するアドレス情報として第２アドレス情報が与えられることから、通
常の記録データの記録及び再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上できる効果が
ある。更に、第２アドレス情報としてグルーブ側とランド側とで異なった第２アドレス情
報を生成して記録されることから、グルーブ側とランド側の判定を信頼性高く行うことが
できる。
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【００９９】
　また、 のディスク記録再生装置であって、記録中に得られる第１アドレス情報に基
づいて、第２アドレス情報を含めた記録セクタの同期化を行うことを特徴としている。
【０１００】
　これにより、第１アドレス情報が対応するブロックと第２アドレス情報が対応するセク
タが常に同期した関係でディスク上に記録できる。
【０１０１】
　さらに、 のディスク記録再生装置であって、第１アドレス情報に基づいてディスク
の回転制御を行うことを特徴としている。
【０１０２】
　これにより、特別なディスク回転数の検出手段やディスク半径位置の検出手段を用いる
ことなく線速度一定のディスク回転制御が容易に行える。
【０１０３】
　また、 のディスク記録再生装置であって、上位装置からの記録再生指定アドレスか
らランド側かグルーブ側かを判定すると共に、ランドとグルーブとで異なった第２アドレ
ス情報に変換を行うことを特徴としている。
【０１０４】
　これにより、上位装置から指定された記録再生アドレスに該当する予め決められたグル
ーブ上またはランド上を選択し、その第１アドレス情報が対応するブロックへのアクセス
動作が行えると共に、任意の第２アドレス情報が対応するセクタへの記録再生動作を行う
ことができる。また、上位装置はグルーブ側とランド側との区別をする必要がなく、連続
的なセクタ群として取り扱うことが可能となり、利便性が向上するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１におけるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示
す模式図である。
【図２】　本発明の第２におけるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示
す模式図である。
【図３】　本発明の第３におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図４】　本発明の第３におけるディスク記録再生装置の第１アドレスデコーダ及び記録
データ処理回路の詳細を示す構成図である。
【図５】　本発明の第３におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【図６】　本発明の第３におけるディスク記録再生装置の再生動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【図７】　本発明の第４におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図８】　本発明の第４におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【図９】　本発明の第４におけるディスク記録再生装置の再生動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１０】　本発明の第５におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図１１】　本発明の第５におけるディスク記録再生装置の記録データ処理回路の詳細を
示す構成図である。
【図１２】　本発明の第５におけるディスク記録再生装置の初期化記録動作の流れを示す
フローチャートである。
【図１３】　本発明の第５におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフロー
チャートである。
【図１４】　本発明の第６におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図１５】　本発明の第６におけるディスク記録再生装置の初期化記録動作の流れを示す
フローチャートである。
【図１６】　本発明の第６におけるディスク記録再生装置の初期化記録動作の流れを示す
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フローチャートである。
【図１７】　本発明の第６におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフロー
チャートである。
【図１８】　従来のディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示す模式図であ
る。
【図１９】　従来及び本発明のディスク状記録媒体で用いられるグルーブ形状を示す模式
図である。
【図２０】　従来及び本発明のディスク状記録媒体で用いられるグルーブ形状を示す模式
図である。
【符号の説明】
１、２１、２００、２１０  光磁気ディスク
２０１、２１１  グルーブ
２１２  ランド
３、２２  光ヘッド
５、２３  再生アンプ
６  第１アドレスデコーダ
８  再生データ処理回路
９  第２アドレスデコーダ
１０、２０、３０、４０  コントローラ
１３、２５、３１、４１  記録データ処理回路
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(28) JP 3669442 B2 2005.7.6



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

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

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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