
JP 4328548 B2 2009.9.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一定の長さのアドレスセグメントに分割され、そのアドレスセグメント内の一部の所定
位置に記録トラックに重畳してフォーマット変調部が形成された、スパイラル状の記録ト
ラックを有する光ディスク媒体において、
　アドレスセグメント内が複数の一定長のサブユニットに分割されており、
　サブユニット内に設けられたフォーマット変調部の長さは、サブユニットの長さの２５
％より小さく、
　サブユニット内のフォーマット変調部の配置は、第１の変調領域と、フォーマット変調
部の長さの２倍より長く、サブユニット長からフォーマット変調部の長さの２倍を引いた
長さより短い距離だけ、第１の変調領域より離れた第２の変調領域の２カ所が選択可能で
あり、
　隣接記録トラック間で互いのフォーマット変調部が半径方向に重ならない配置が選択さ
れている光ディスク媒体であって、
　アドレスセグメントを構成するサブユニット数を２で割った結果の整数値（余りが出た
場合は切り捨て）以上の数の、フォーマット変調部をもたない空白サブユニットを、連続
してアドレスセグメントの先頭部あるいは終端部に有するアドレスセグメントであり、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第１の変調領域にフォーマット変
調部を有する第１種のアドレスセグメントと、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第２の変調領域にフォーマット変
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調部を有する第２種のアドレスセグメントとの２種類のアドレスセグメントで記録トラッ
クが構成されることを特徴とする光ディスク媒体。
【請求項２】
　一定の長さのアドレスセグメントに分割され、そのアドレスセグメント内の一部の所定
位置に記録トラックに重畳してフォーマット変調部が形成された、スパイラル状の記録ト
ラックを有する光ディスク媒体において、
　アドレスセグメント内が複数の一定長のサブユニットに分割されており、
サブユニット内に設けられたフォーマット変調部の長さは、サブユニットの長さの２５％
より小さく、
　サブユニット内のフォーマット変調部の配置は、第１の変調領域と、フォーマット変調
部の長さの２倍より長く、サブユニット長からフォーマット変調部の長さの２倍を引いた
長さより短い距離だけ、第１の変調領域より離れた第２の変調領域の２カ所が選択可能で
あり、
　隣接記録トラック間で互いのフォーマット変調部が半径方向に重ならない配置が選択さ
れている光ディスク媒体であって、
　アドレスセグメントを構成するサブユニット数ｋを３で割った結果の整数値（余りが出
た場合は切り捨て）以上の数の、フォーマット変調部をもたない空白サブユニットを、連
続してアドレスセグメントの先頭部あるいは終端部に有するアドレスセグメントであり、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第１の変調領域にフォーマット変
調部を有する第１種のアドレスセグメントと、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第２の変調領域にフォーマット変
調部を有する第２種のアドレスセグメントと、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットの中で、ｋ／３（切り上げまたは切り捨て
）の整数個の連続したサブユニットは第１の変調領域に、残りのｋ／３（切り上げまたは
り捨て）の整数個の連続したサブユニットは第２の変調領域にフォーマット変調部を有す
る第３種のアドレスセグメントとの３種類のアドレスセグメントで記録トラックが構成さ
れることを特徴とする光ディスク媒体。
【請求項３】
　フォーマット変調部以外の記録トラックには、略同一の周期の蛇行の繰り返しであるグ
ルーブが形成されており、フォーマット変調部は、記録トラック用のグルーブの蛇行を変
調することで形成されたウォブル変調方式であることを特徴とする請求項１および請求項
２のいずれかに記載の光ディスク媒体。
【請求項４】
　アドレスセグメントの先頭のサブユニットが、特殊変調パターンを有するフォーマット
変調部を持ち、このフォーマット変調部が、第１の変調領域にあるか第２の変調領域にあ
るかの情報をアドレスセグメント内に有することを特徴とする請求項２に記載の光ディス
ク媒体。
【請求項５】
　アドレスセグメント内に、自分自身あるいは次のアドレスセグメントが、第何種のアド
レスセグメントであるかを示す情報を有することを特徴とする請求項２に記載の光ディス
ク媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光スポットを用いて情報の記録再生を行う、光ディスク媒体およびその記録再
生の光ディスク装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図２０に、一般的な記録型光ディスク媒体の構成を示す。光ディスク４には、記録トラッ
ク３のガイドとしてグルーブ（溝）がスパイラル状に形成されている。記録トラックは、
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右図に示すように、一定長のアドレスセグメント５に区切られており、それぞれのアドレ
スセグメントには番地などを示すフォーマット情報があらかじめ記録されている。
【０００３】
フォーマット情報はセグメントの先頭にエンボス状のプリピットで形成する場合もあるが
、最近の記録型光ディスクでは、グルーブをわずかに蛇行させ、蛇行の周期を変調してフ
ォーマット情報を埋め込む、いわゆるウォブル変調方式のものが多くなっている。この構
成は、記録トラック上の記録データと重畳する位置にフォーマット情報を記載することが
できるため、記録データを中断する必要が無く、フォーマット情報による容量損失が少な
くて済む特徴がある。
【０００４】
例えば、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ(Compact Disc-Recordable/rewritable )では、ウォブルの周期
を変えた変調信号を用いており、＋Ｒ／ＲＷでは、一定周波数のウォブルの位相を変えた
変調信号を用いている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
図２１（ａ）にウォブルの位相を変調した記録トラックの例を示す。記録トラック３は、
一定の周期で蛇行しており、フォーマット情報を記録した変調領域において、位相が１８
０度反転した部分を形成してデータとしている。このような蛇行するグルーブから、トラ
ックエラー信号を検出するプッシュプル信号の高周波成分としてウォブル信号が検出され
る。図２１（ｂ）は、隣接記録トラックからの干渉が無かった場合の、図２１（ａ）上側
の記録トラックのウォブル信号検出例である。グルーブの蛇行に対応した信号が検出され
ている。
【０００６】
ところが、この配置で隣接した記録トラックには別アドレスセグメントに対応するフォー
マット情報が形成されている。従って、記録密度が上がって隣接記録トラックのウォブル
信号の干渉が発生すると、ウォブル信号に変化が生じてしまう。図２１（ｃ）は、図２１
（ａ）のように、隣接記録トラックの変調領域が重なり合っており、変調波形が全く逆相
で干渉した場合のウォブル信号である。変調領域の振幅が極端に減少しており、フォーマ
ット情報を正確に読み出すことが困難となっている。高密度の記録トラックでは、３０～
４０％以上の隣接からの干渉が発生する可能性がある。
【０００７】
記録トラックの線密度が一定であるのＣＬＶ(Constant Linear Velocity)構成の光ディス
ク媒体においては、隣接記録トラックのアドレスセグメントとの位置関係が連続的に変化
するため、このように変調領域の重なり合う部分の発生を避けるのが難しいという問題点
がある。
【０００８】
本発明は、上記のような問題点を生じることなく、良好なフォーマット情報の再生を実現
できる光ディスク媒体および光ディスク装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明による光ディスク媒体及び本発明による光ディスク装置は次のとおりである。
【００１０】
　　１）　一定の長さのアドレスセグメントに分割され、そのアドレスセグメント内の一
部の所定位置に記録トラックに重畳してフォーマット変調部が形成された、スパイラル状
の記録トラックを有する光ディスク媒体において、
　アドレスセグメント内が複数の一定長のサブユニットに分割されており、
　サブユニット内に設けられたフォーマット変調部の長さは、サブユニットの長さの２５
％より小さく、
　サブユニット内のフォーマット変調部の配置は、第１の変調領域と、フォーマット変調
部の長さの２倍より長く、サブユニット長からフォーマット変調部の長さの２倍を引いた
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長さより短い距離だけ、第１の変調領域より離れた第２の変調領域の２カ所が選択可能で
あり、
　隣接記録トラック間で互いのフォーマット変調部が半径方向に重ならない配置が選択さ
れている光ディスク媒体であって、
　アドレスセグメントを構成するサブユニット数を２で割った結果の整数値（余りが出た
場合は切り捨て）以上の数の、フォーマット変調部をもたない空白サブユニットを、連続
してアドレスセグメントの先頭部あるいは終端部に有するアドレスセグメントであり、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第１の変調領域にフォーマット変
調部を有する第１種のアドレスセグメントと、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第２の変調領域にフォーマット変
調部を有する第２種のアドレスセグメントとの２種類のアドレスセグメントで記録トラッ
クが構成されることを特徴とする光ディスク媒体。
【００１１】
　　２）　一定の長さのアドレスセグメントに分割され、そのアドレスセグメント内の一
部の所定位置に記録トラックに重畳してフォーマット変調部が形成された、スパイラル状
の記録トラックを有する光ディスク媒体において、
　アドレスセグメント内が複数の一定長のサブユニットに分割されており、
サブユニット内に設けられたフォーマット変調部の長さは、サブユニットの長さの２５％
より小さく、
　サブユニット内のフォーマット変調部の配置は、第１の変調領域と、フォーマット変調
部の長さの２倍より長く、サブユニット長からフォーマット変調部の長さの２倍を引いた
長さより短い距離だけ、第１の変調領域より離れた第２の変調領域の２カ所が選択可能で
あり、
　隣接記録トラック間で互いのフォーマット変調部が半径方向に重ならない配置が選択さ
れている光ディスク媒体であって、
　アドレスセグメントを構成するサブユニット数ｋを３で割った結果の整数値（余りが出
た場合は切り捨て）以上の数の、フォーマット変調部をもたない空白サブユニットを、連
続してアドレスセグメントの先頭部あるいは終端部に有するアドレスセグメントであり、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第１の変調領域にフォーマット変
調部を有する第１種のアドレスセグメントと、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットはすべて第２の変調領域にフォーマット変
調部を有する第２種のアドレスセグメントと、
　空白サブユニット以外の残りのサブユニットの中で、ｋ／３（切り上げまたは切り捨て
）の整数個の連続したサブユニットは第１の変調領域に、残りのｋ／３（切り上げまたは
り捨て）の整数個の連続したサブユニットは第２の変調領域にフォーマット変調部を有す
る第３種のアドレスセグメントとの３種類のアドレスセグメントで記録トラックが構成さ
れることを特徴とする光ディスク媒体。
【００１２】
　　３）　フォーマット変調部以外の記録トラックには、略同一の周期の蛇行の繰り返し
であるグルーブが形成されており、フォーマット変調部は、記録トラック用のグルーブの
蛇行を変調することで形成されたウォブル変調方式であることを特徴とする上記１）項お
よび上記２）項のいずれかに記載の光ディスク媒体。
【００１５】
　　４）　アドレスセグメントの先頭のサブユニットが、特殊変調パターンを有するフォ
ーマット変調部を持ち、このフォーマット変調部が、第１の変調領域にあるか第２の変調
領域にあるかの情報をアドレスセグメント内に有することを特徴とする上記２）項に記載
の光ディスク媒体。
【００１６】
　　５）　アドレスセグメント内に、自分自身あるいは次のアドレスセグメントが、第何
種のアドレスセグメントであるかを示す情報を有することを特徴とする上記２）項に記載
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の光ディスク媒体。
【００１８】
【発明の実施の形態】
次に本発明について図面を参照して説明する。
【００１９】
従来技術の問題点を解決するためには、隣接記録トラック間で、フォーマット情報を有す
る変調領域が重ならないように配置できればよい。単一周期のウォブル信号がある領域に
隣接の変調領域が干渉して、再生信号波形の乱れが生じても、ウォブル波形に同期するク
ロック信号が取れればよいだけの領域なので、変調領域に干渉する場合に比べて、再生特
性への影響は最小限に抑えることが出来るのである。
【００２０】
従って、以下では、変調領域の重なりを回避できる、本発明の原理と実施例を図面を用い
て説明する。
【００２１】
まず、図１を参照して、ＣＬＶ構成の光ディスクの特性を説明する。
【００２２】
図１にスパイラル状の光ディスク媒体の構成を示す。光ディスク４にスパイラル状の記録
トラック３がほぼ一定のトラック間隔ｔで形成されている。光ディスク４は円盤状である
ため、図に示すように、実線、一点鎖線、波線と外周部へ行くほど、一周回の記録トラッ
クの長さは長くなっていく。右図には、特定の半径を位置から見て長さが変化する様子を
示したものである。
【００２３】
ある周回の一回りの長さを（図で一番内周側の周回）を基準長さとすると、次の周回では
回転半径がｔだけ大きくなり、周回の長さが長くなることを反映し、Ｘ＝２πｔだけ左方
向へ終端位置ｘがシフトする。さらにこの位置からスタートして一周回すると、Ｙ＝Ｘ＋
４πｔだけ終端位置ｙがシフトする。次の周回ではＺ＝Ｙ＋６πｔだけ終端位置ｚがシフ
トする。このようにして、外周に行くほど、終端位置は左方向にシフトしていくことが分
かる。
【００２４】
これを、ｘ位置を基準として、見ると、内周側では右へ２πｔ、外周側では左へ４πｔの
終端位置ずれ量となり、ｙ位置を基準としてみると、内周側では右へ４πｔ、外周側では
左へ６πｔの終端位置ずれ量となる。外周へ行くほど、隣接記録トラックとの終端位置ず
れは拡大していく。この関係は、一般化すると、内周側が右にαずれておりしていると、
外周側が左にα＋２πｔずれていることになる。
【００２５】
この関係は、記録トラックを一定長に分割したアドレスセグメントにも当てはまる。ある
アドレスセグメントに対し内周側のアドレスセグメントがαだけ右にずれていると、外周
側のアドレスセグメントはα＋２πｔだけ左にずれて配置されいる。
【００２６】
ｔは記録トラック間隔なので、ＤＶＤなら０．７４μm、さらに次世代の高密度記録では
０．４μm程度の値となるので、ずれ量の差分の２πｔは数μm程度である。一方、アドレ
スセグメントは、あまり短いと番地情報が増えて扱いにくいので、１０ｍｍ前後の長さが
ある。それを、数１０個に細分化しても数１００μm以上の長さがあるので、以後の説明
では、内周側と外周側ではそれぞれ同量で反対側にずれていると見なすことが出来、相対
的に小さな差分量は省略することができる。
【００２７】
図２を参照して、本発明の原理を説明する。
【００２８】
図２（ａ）に、本発明のアドレスセグメント構造と隣接のフォーマット変調領域の関係を
示す。アドレスセグメント内には、その先頭に第１の変調領域１と、先頭からγの位置に
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第２の変調領域２とが設定されている。
【００２９】
まず第１の変調領域が選択されているとし、隣接記録トラックのアドレスセグメントは内
周側および外周側ともに±Ｌ／２ずれていると考える。この配置状態から、記録トラック
のアドレスセグメントを順番に外周側にたどっていくと、内周側の変調領域は右側に、外
周側の変調領域が左側に等しい量だけずれていく。このずれ量αと変調領域の長さβが、
α＋β＝Ｌ／２となる配置の条件位置から、隣接変調領域間の重なりが発生する。このと
き、２つの隣接変調領域の間に位置する第２の変調領域２の近傍では、２α－βの隣接変
調領域のないすき間部分が生じる。従って、この部分の長さが変調領域の長さβだけあれ
ば、アドレスセグメント内の変調領域を第１の変調領域から第２の変調領域に移設させる
ことができ、さらに隣接記録トラックの変調領域が左右にずれていっても、変調領域間の
重なりを避けることが出来る。
【００３０】
従って、以下２式を満足するβを求めればよい。
【００３１】
α＋β＝Ｌ／２　　　（１）
２α－β＞β　　　　（２）
∴　Ｌ／４＞β　　　　　（３）
これより、変調領域の長さβが、アドレスセグメント長Ｌの２５％より小さければ、隣接
の変調領域と重なり合うことない部分が、第１の変調領域と第２の変調領域のどちらかに
必ず存在することになる。
【００３２】
第２の変調領域の位置γは、隣接変調領域がαだけ左右に移動した後の、間に開いた空間
のどこかにあればよいので、以下の式を満足すればよい。
【００３３】
γ＞β＋β　　　　　　　（４）
γ＋β＜Ｌ－β　　　　　（５）
∴　２β＜γ＜Ｌ－２β　　（６）
β＝Ｌ／４とすると、γ＝Ｌ／２となり、ちょうど、アドレスセグメント長の半分の位置
からが第２の変調領域となる。
【００３４】
β＝Ｌ／４でγ＝Ｌ／２という限界条件で、隣接アドレスセグメント間の位置関係と、変
調領域の選択がどのように変化するかを図によって説明する。この後の説明では、外周側
で右方向のずれを負に、左方向のずれを正の符号で表すことにする。ずれ量に対する隣接
記録トラックとの相対位置関係は、ずれ量が０からアドレスセグメント長Ｌまでの間で変
化する。この位置関係は、ずれ量に対して、長さＬの周期性を持つので、０からＬ，－Ｌ
／２からＬ／２など、一周期分だけを検討すれば、すべての場合の配置条件をカバーした
ことになる。
【００３５】
図２（ｂ）は、－Ｌ／４のずれ量を示す。この配置では、隣接記録トラック間で、第１の
変調領域と第２の変調領域が交互に出現する。図２（ｃ）は、Ｌ／４のずれ量であり、－
Ｌ／４→Ｌ／４のずれ量の条件の間は、隣接記録トラック間のアドレスセグメントで交互
に第１の変調領域と第２の変調領域が入れ替わる配置が続く。Ｌ／４のずれ量を境に、図
２（ｄ）に示す配置に切り替え、すべて、第１の変調領域のみのアドレスセグメントによ
る配置となる。Ｌ／４→３Ｌ／４まで図２（ｅ）に示すように、第１の変調領域のみの配
置が続く。ここが切り替え点で、３Ｌ／４＝－Ｌ／４の１周期となり、図２（ｂ）に配置
に切り替わる。このように、ずれ量の一周期に渡って、隣接で変調領域が重なり合わない
配置が可能なことが分かる。途中の図２（ｄ）～（ｅ）の間は、第２の変調領域のみのア
ドレスセグメントでの配置も選択可能である。
【００３６】
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図３を参照すると、本発明の実施例の記録トラック配置が示されている。
【００３７】
すなわち、図３には、光ディスク上の配置状況での切り替わりの実施例が示されている。
図３の（ａ）→（ｅ）にかけて、順次外周側に記録トラックが移動している。一周回の中
で、配置が切り替わる部分を中心に図示している。
【００３８】
まず、１周回でアドレスセグメントが、ちょうど整数個となる配置が（ａ）であり、隣接
とのシフト量は０の条件である。隣接記録トラック間で、交互に第１の変調領域のアドレ
スセグメントと、第２の変調領域のアドレスセグメントが入れ替わっている。またスパイ
ラル状の記録トラックであるため、実線矢印、および波線矢印のように記録トラックはつ
ながっている。そこで、図の左から２番目と３番目のアドレスセグメントの間を境に、周
回方向で変調領域を切り替えている。
【００３９】
（ｂ）では、ずれ量がＬ／４となった位置であり、下から２番目の記録トラックの途中か
ら、すべて第１の変調領域のアドレスセグメントに切り替わっている。（ｃ）はずれ量が
Ｌ／２となる付近で、ずっと第１の変調領域のアドレスセグメントのみが続く。（ｄ）は
ずれ量が３Ｌ／４となった状態で、途中から、交互に変調領域の配置が切り替わっている
。（ｅ）はずれ量がＬで最初の０と同じ配置となり、以後、同じように外周に向けて、周
期的に変化する。
【００４０】
以上のことより、本発明のアドレスセグメント内のフォーマット変調部の配置条件を適用
すると、隣接記録トラックのアドレスセグメントとのずれ量が０の前後では、２種類の変
調領域をもつアドレスセグメントを交互に配置し（以下交互配置）、ずれ量がアドレスセ
グメント長の半分前後では、１種類の変調領域をもつアドレスセグメントのみで配置（以
下単一配置）にすることで、隣接記録トラック間でフォーマット変調部の重なりのない光
ディスク媒体を実現出来ることが分かる。
【００４１】
図２や図３の実施例では、主に変調領域長さβ＝Ｌ／４という限界条件であるので、配置
の切り替え条件がずれ量で、Ｌ／４と３Ｌ／４とに一意的に決まっているが、βがＬ／４
より小さければ、この切り替え条件近傍で、交互配置と単一配置のどちらもが選択できる
条件が出来るようになるので、多少の配置の誤差は許容でき、光ディスク媒体の製造にお
いて十分なマージンを確保することが出来る。
【００４２】
変調領域の長さβがＬ／４より小さく、第１の変調領域と第２の変調領域の距離γがＬ／
２でない条件においては、図２（ａ）から分かるように、交互配置をずれ量の－βからβ
まで、均一配置をずれ量がβからＬ－βまでとすることで、同様に重なり無く配置できる
。
【００４３】
以上の実施例の図では、第１の変調領域はアドレスセグメントの先頭に配置しているが、
２つの領域の間隔が式（６）を満足していれば、アドレスセグメント内のどこに設定して
も同じことが実現できる。
【００４４】
図４は、本発明の実施例を示す図であり、第１の変調領域１がアドレスセグメントの先頭
にない場合の、記録トラック３の実施例を示すものである。まん中の行の記録トラックは
第２の変調領域２にフォーマット変調部がある交互配置の例を示している。記録トラック
上で同一種類の変調領域がアドレスセグメントと同じ周期で配置されていることから、ア
ドレスセグメントの境界をどこにおいても、変調領域の配置の位置関係は同じものが実現
できることがわかる。ただし、１周回ごとに、２種類のアドレスセグメントの切り替える
図３（ａ）のような配置部分が必要となるため、変調領域の内部にアドレスセグメントの
境界が来るような設定は使用出来ない。
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【００４５】
以上の実施例では、アドレスセグメント内に１カ所だけフォーマット変調部がある場合で
あったが、アドレスセグメント内を一定長Ｌ’の複数のサブユニットに分割し、それぞれ
のサブユニットにアドレス変調部を分散して形成することも可能である。一カ所の変調領
域の長さをあまり長く取ると、バースト状のエラー等に対してフォーマット情報の検出誤
りの確率が高くなるので、複数箇所に分散して配置した方が望ましい場合が多い。この場
合は、サブユニット内に第１の変調領域と第２の変調領域を設けて、フォーマット変調部
の設定位置をこの２つから選択することになる。設定の条件は、アドレスセグメント長Ｌ
をサブユニット長Ｌ’で読み替えた、これまでの説明と同じである。
【００４６】
図５は、本発明の実施例を示す図であり、１つのアドレスセグメントを３つのサブユニッ
トで構成した場合の、交互配置の例である。サブユニット内に第１の変調領域１と第２の
変調領域２を設けることで、変調領域の重なりの無い配置を実現できることが分かる。
【００４７】
１つのアドレスセグメント内の各サブユニットの変調領域の長さは、すべて同一である必
要はなく、サブユニット長Ｌ’の２５％より小さければよい。ただし、もっとも変調領域
の長いサブユニットによって決まる、第１の変調領域と第２の変調領域の設定位置に対し
て、残りのサブユニットの変調領域は、その範囲をはみ出さないように設定する必要があ
る。つまり、もっとも変調領域の長いサブユニットにおいて、第１の変調領域および第２
の変調領域の設定場所を定め、他のこれより変調領域の短いサブユニットにおいては、前
記長いサブユニットの変調領域の設定範囲内で自身の変調領域を定めることになる。これ
は、隣接記録トラックにくるアドレスセグメントのサブユニットがどれであっても、重な
らない配置を実現するための条件となる。
【００４８】
サブユニットに分けた場合、光ディスク装置でフォーマット変調部を検出する時に、同一
のアドレスセグメントの中で、第１の変調領域にフォーマット変調部を持つサブユニット
と、第２の変調領域にフォーマット変調部を持つサブユニットの、２種類のサブユニット
が混在する可能性がある。　図５の実施例においても、まん中の行の記録トラックの左側
のアドレスセグメントのサブユニットは、２つが第２の変調領域、１つは第１の変調領域
の混在となっている。一番上の行の記録トラックの左側のアドレスセグメントも同様に混
在となっている。従って、フォーマット変調部を検出するときに常に２つの位置のどちら
にも出現する可能性があることを考慮しておく必要がある。
【００４９】
すべてのサブユニットの変調領域の長さが、２５％近くまで達していない場合は、以下の
アドレスセグメントの構成によって、アドレスセグメント内でのサブユニットの混在構成
を限定することが出来る。
【００５０】
それは、アドレスセグメント内にフォーマット変調部を持たない空白のサブユニットを設
けることである。空白のサブユニットの両側のサブユニットには、第１の変調領域でも第
２の変調領域でも自由に設定できるようになり、アドレスセグメントの構成を限定できる
ようになる。
【００５１】
第１の手段としては、全体のフォーマット情報量が少ない場合、アドレスセグメントを構
成するサブユニットの半分以上を、連続した空白のサブユニットとする。サブユニット個
数ｋが２で割り切れない場合は、２で割った余りを切り捨てた整数個以上の個数を空白と
すればよい。このように空白のサブユニットを設けることが出来れば、残りのサブユニッ
トにおける領域設定は、すべて第１の変調領域を選択した第１種アドレスセグメントと、
すべて第２の変調領域を選択した第２種アドレスセグメントの２種類のみで、記録トラッ
クを構成することが出来る。
【００５２】
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図６は、本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示す図であり、アドレスセグメント
内のサブユニット数が５個の場合の実施例である。この場合は、５÷２＝２余り１となる
ので、２個以上の空白領域を設ければよい。（ａ）は第１種アドレスセグメントで、第１
の変調領域１を選択したサブユニット３つと、空白のサブユニット２つで構成される。（
ｂ）は第２種アドレスセグメントで、第２の変調領域２を選択したサブユニット３つと、
空白のサブユニット２つで構成される。
【００５３】
この２種のアドレスセグメントのみで、記録トラックの配置が可能であることを説明する
。以前の、図２で説明したように、隣接記録トラック間の位置関係は、サブユニット長Ｌ
’に対して、ずれ量が０の近傍の交互配置と、Ｌ’／２近傍の単一配置の２つの配置に分
けて考えることが出来る。アドレスセグメント内のサブユニット構成が限定された場合は
、アドレスセグメントに含まれるサブユニットの数に対するずれ量それぞれの場合につい
て配置がかわってくる可能性がある。例えば、サブユニットの数が５の場合、ずれ量が０
，Ｌ’，２Ｌ’，３Ｌ’，４Ｌ’の５条件での交互配置と、ずれ量がＬ’／２、３Ｌ’／
２、５Ｌ’／２、７Ｌ’／２，９Ｌ’／２の５条件での単一配置を場合を分けて検討する
必要がある。
【００５４】
ただし、単一配置の場合は、アドレスセグメント内のサブユニットはすべて同じでよいこ
とは容易に想像できる。
【００５５】
例えば、本発明の実施例の記録トラック単一配置を示した図７において、（ａ）はずれ量
Ｌ’／２の場合であり、（ｂ）はずれ量３Ｌ’／２の場合であり、すべて第１種アドレス
セグメントで構成できる。もちろん、第２種のみで構成しても良いのは先の実施例と同じ
である。残りの単一配置のずれ量の条件も同じようになる。
【００５６】
一方、交互配置の場合は、第１種アドレスセグメントと第２種アドレスセグメントを隣接
記録トラックに交互に配置することで、大部分の記録トラックを構成することが出来るが
、記録トラック方向で第１種アドレスセグメントと第２種アドレスセグメントの配置が切
り替わる位置に注意する必要がある。この部分が問題なく配置出来れば、記録トラックす
べてでフォーマット変調部を重なりなく配置することが可能となる。
【００５７】
図８は本発明の実施例の記録トラック交互配置を示す図であり、（ａ）ずれ量０，（ｂ）
ずれ量Ｌ’、（ｃ）ずれ量２Ｌ’、（ｄ）ずれ量３Ｌ’、（ｅ）ずれ量４Ｌ’のすべての
交互配置の条件で、記録トラック方向でのアドレスセグメント切り替わり部分を示したも
のである。空白サブユニットを持つことで、どの条件でも上下の隣接記録トラック方向で
、同じ変調領域が重なることが無いことが確認できる。
【００５８】
この図をよく見ると、連続する空白のサブユニット数ｉに対して、連続する変調領域のあ
るサブユニット数がｉ＋１個より少なければ、空白の両側に異なる変調領域を持つサブユ
ニットが配列する場所（例えば、（ｃ）の左から３つ目と４つ目のアドレスセグメントの
境界）に対しても、同じアドレスセグメント内の変調領域のあるサブユニットが、両方に
同時に重なり合うことがなく、配置が可能となっていることがわかる。
【００５９】
連続した空白の位置が、アドレスセグメントの先頭にあっても、同じように配置が可能で
あることが容易に推察される。
【００６０】
第１の手段のように、多くの空白のサブユニットが確保出来ない場合は、次の第２の手段
を適用することが出来る。それは、アドレスセグメントのサブユニット数ｋを３で割った
整数値以上の空白を用いる場合である。この場合も、割り切れない余りは切り捨てて良い
。例えば、サブユニット数が５の場合、５÷３＝１余り２となるので、１つの空白のサブ
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ユニットを用いる。
【００６１】
この手段の場合は、図９のような３種類のアドレスセグメントで、配置を行うことが出来
る。　図９は、本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示す図であり、（ａ）は、残
りの全部のサブユニットが第１の変調領域となる第１種アドレスセグメント、（ｂ）は、
残りの全部のサブユニットが第２の変調領域となる第２種アドレスセグメント、そして、
（ｃ）は、残りのサブユニットの２個が第１の変調領域、２個が第２の変調領域を選択し
た第３種アドレスセグメントである。
【００６２】
第３種アドレスセグメントの構成の仕方であるが、第１の変調領域および第２の変調領域
をもつサブユニットそれぞれの連続する個数が、ｋ／３を満たせばよい。割り切れない場
合は、切り上げまたは切り捨てた整数値となるので１か２だが、２つを合わせた数が空白
以外の残りのサブユニット数でなければいけないので、この場合はそれぞれ２個ずつとな
る。
【００６３】
この手段でも、単一配置の場合は、前の手段同様に容易に配置できる。例えば、本発明の
実施例の記録トラック単一配置を示した図１０において、（ａ）は、ずれ量Ｌ’／２、（
ｂ）は、ずれ量３Ｌ’／２の場合であり、すべて第１種アドレスセグメントで構成できる
。もちろん、第２種アドレスセグメントのみで構成しても良いのは先の実施例と同じであ
る。残りの単一配置のずれ量の条件も同じようになる。
【００６４】
一方、交互配置の条件では、切り替わり目の構成が多少複雑となる。図１１は、本発明の
実施例の記録トラック交互配置を示しており、（ａ）は、ずれ量０、（ｂ）は、ずれ量Ｌ
’、（ｃ）は、ずれ量２Ｌ’、（ｄ）は、ずれ量３Ｌ’、（ｅ）は、ずれ量４Ｌ’のすべ
ての交互配置の条件で、記録トラック方向でのアドレスセグメント切り替わり部分を示し
たものである。空白サブユニット数が制限されているため、（ｃ）と（ｄ）のずれ量で、
空白の両側にまたがるアドレスセグメントが出現し、第１種アドレスセグメントと第２種
アドレスセグメントだけでは、配置出来ないことが分かる。そこで、まん中の列の左から
３番目のアドレスセグメントのように、第３種アドレスセグメントを１つ挟むことで、上
下の隣接記録トラック方向で、同じ変調領域が重なることが無い配置を実現できる。この
ように配置すれば、２周回に１回だけ第３種アドレスセグメントを用いることで、大部分
の領域を第１種アドレスセグメントと第２種アドレスセグメントだけで構成した交互配置
を実現できることが分かる。
【００６５】
第３種アドレスセグメントとして、前半のサブユニットを第１の変調領域としたが、逆に
前半のサブユニットを第２の変調領域としたアドレスセグメントを用いても良い。この場
合は、第２種アドレスセグメントから第１種アドレスセグメント切り替える部分に挿入す
ることなる。また、空白サブユニットがアドレスセグメントの先頭にあっても良いのは前
の実施例と同様である。
【００６６】
さらに別の配置手段として、ずれ量２Ｌ’と３Ｌ’については、第３種アドレスセグメン
トのみを用いることも可能である。図１２は、本発明の実施例の記録トラック交互配置の
別の例を示しており、（ａ）にずれ量２Ｌ’、（ｂ）にずれ量３Ｌ’の配置例を示す。こ
のようにすると、先の３種類を使用する配置と比べて、１種類のみで構成出来る利点があ
る。もちろん、前半のサブユニットを第２の変調領域とした第３種アドレスセグメントの
場合も、同様に構成可能である。
【００６７】
これら配置図より、空白サブユニット数ｉに対して、同一の変調領域を選択した連続する
サブユニット数が、i＋１個を越えなければ、配置を行うことが可能となることがわかる
。この条件が、請求項５の条件と等価となっている。
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【００６８】
図１３は、本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示しており、第２の手段をｋ＝４
のサブユニットで構成するアドレスセグメントに適用した場合の例である。空白は、４÷
３＝１余り１で、１個設ければよい。（ａ）第１種アドレスセグメント、（ｂ）第２種ア
ドレスセグメントは、以前の実施例と同じように残りのサブユニットが同じ変調領域を持
つもの、（ｃ）は、半分ずつ２種類の変調領域のサブユニットを持つ第３種アドレスセグ
メントである。ｋ／３は１か２だが、残りのサブユニット数は３のため、それぞれ２個と
１個の組み合わせの選択となる。
【００６９】
この場合も、単一配置の条件では、本発明の実施例の記録トラック単一配置を示した図１
４において、（ａ）の、ずれ量Ｌ’／２、（ｂ）の、ずれ量３Ｌ’／２の場合の配置のよ
うに、すべて第１種アドレスセグメントで構成できる。
【００７０】
図１５は本発明の実施例の記録トラック交互配置を示している。図１５は交互配置の条件
で、（ａ）ずれ量０，（ｂ）ずれ量Ｌ’、（ｃ）ずれ量２Ｌ’、（ｄ）ずれ量３Ｌ’、で
、記録トラック方向でのアドレスセグメント切り替わり部分を示したものである。（ｃ）
の条件で、まん中の列の左から３番目のアドレスセグメントのように、第３種アドレスセ
グメント１つ挟むことで、上下の隣接記録トラック方向で、同じ変調領域が重なることが
無い配置を実現できる。この実施例の場合も、先の実施例と同じように、ずれ量２Ｌ’の
条件において、第３種アドレスセグメントのみを用いた配置を選択することが可能である
。
【００７１】
図１６は本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示しており、第３種アドレスセグメ
ントとして、図１６（ａ）～（ｃ）に示すように、他に３種類の構成を選択することが可
能である。
【００７２】
以上、比較的少数のサブユニット数でアドレスセグメントを構成した場合の実施例を見て
きたが、サブユニットの数が増えても、原則は変わることがないので、同じような手段を
用いれば、少数の種類のアドレスセグメントだけで記録トラックを構成することが出来る
。サブユニット数が増えた場合、この手段を用いないと多種多様な変調領域の混在構成を
持つアドレスセグメントを検出する必要があるので、適用の効果はそれだけ大きくなる。
【００７３】
図１７は本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示しており、１７個のサブユニット
で構成したアドレスセグメントに、第２の手段を用いた実施例である。空白のサブユニッ
トとして、１７÷３＝５余り２で、最低限の５個を有する。（ａ）は第１種アドレスセグ
メント、（ｂ）は第２種アドレスセグメントで、残りのサブユニットがすべて同じ変調領
域を持つものである。（ｃ）は第３種アドレスセグメントであるが、連続して同じ変調領
域の選択をするサブユニット数は、１７／３＝５または６である。空白以外のサブユニッ
ト数が１２あるので、６個ずつの２種類のサブユニットをもつ構成となる。
【００７４】
隣接記録トラックとのずれ量が、６Ｌ’、７Ｌ’、８Ｌ’、９Ｌ’、１０Ｌ’、１１Ｌ’
の６つの交互配置において、第３種アドレスセグメントを使用することになる。図１８は
本発明の実施例の記録トラック交互配置を示している。図１８において、（ａ）は、６Ｌ
’における切り替え部分の配置例である、まん中のトラックにおいて、第３種アドレスセ
グメントを使用することで、隣接記録トラック間の重なりを回避出来ている。また、図１
８において、（ｂ）は同じ６Ｌ’のずれ量を第３種アドレスセグメントのみで配置した実
施例である。どちらの方法でも問題なく配置可能である。
【００７５】
以上、本発明の手段により、アドレスセグメントの中での、第１の変調領域と第２の変調
領域の混在を最低限に制限することが出来、検出の信頼性を向上することが出来る。
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【００７６】
一般に、先頭のフォーマット変調部は、アドレスセグメントの境界を識別するため、番地
データなどの他のフォーマット情報の変調部とは異なる特殊パターンを使用することが多
い。例えば、他の変調部がウォブル周期２つを単位として変調されているとき、この特殊
パターンは、３つの周期を単位とする変調部を持たせる方法などが考えられる。
【００７７】
ただ、本発明では、変調領域の位置が２種類から選択可能なので、特殊パターンを検出し
ても、どちらの位置にあるかが分からないと、アドレスセグメントの先頭位置を特定する
ことが難しい。
【００７８】
すべてのフォーマット変調部に、どちらの変調領域が選択されているかの識別信号を付加
することも可能だが、付加する情報量がサブユニットの分割数に応じて大きくなってしま
う問題点がある。
【００７９】
そこで、フォーマット変調部の中のどこかに、先頭の特殊パターンがどちらの領域に存在
するかの情報を付加しておく。この情報を検出した時点でアドレスセグメントの境界が確
定する。
【００８０】
この情報は、同一アドレスセグメント内で、第１の変調領域と第２の変調領域の混在する
可能性がある場合は、なるべく先頭に近い場所が望ましい。出来れば、特殊パターンその
ものを、２種類とすることも考えられる。
【００８１】
ただし、本発明のように空白サブユニットを用いて、アドレスセグメント構成を制限出来
る場合は、先頭から同一の配置をもつサブユニットの中にこの付加情報を加えておけば、
特殊パターンからサブユニット周期に対応するほぼ一定間隔でフォーマット変調部が検出
できるので問題が無くなる利点を持つ。
【００８２】
さらに、フォーマット変調部検出の信頼性を確保する方法として、アドレスセグメント内
のサブユニットの配置パターンが２種類あるいは３種類に限られている場合、第何種のア
ドレスセグメントであるかを記載しておく方法も可能である。これは、自分自身の種類を
記載してもよいし、記録トラックを追従した場合、次に検出されるアドレスセグメントの
パターンの種類を記載してもよい。
【００８３】
フォーマット変調部の記録方式としては、ウォブルの位相を変調する方式、周波数を変調
する方式、グルーブ幅そのものを変調する方式、グルーブを半径方向に大きくシフトさせ
る方式などが適用可能である。また、グルーブの断続や、プリピットでフォーマット情報
を埋め込む方式でも、本発明は適用可能である。
【００８４】
図１９に本発明の光ディスク装置の実施例を示す。光ディスク４はスピンドル１０に設置
され、光ヘッド１１によって、データの記録や再生が行われる。ウォブル変調方式の場合
、ウォブルの再生信号よりまず、ウォブル同期クロック生成回路で、タイミング同期信号
が作られる。さらに、フォーマット検出回路によって、フォーマット変調部のフォーマッ
ト情報が検出される。このとき、第１の変調領域と第２の変調領域の両方を検出可能とし
ておく。フォーマット変調部を再生する場合は、ウォブル同期クロックが変調信号で乱れ
ることがあるので、そのときのウォブル同期クロック生成回路への入力をマスクする等の
制御も可能である。また、アドレスセグメント内のサブユニットのパターンが限定されて
いる場合は、パターン判定回路によって、いずれのパターンに該当するかを判定し、さら
に検出の信頼性を上げることも可能である。
【００８５】
【発明の効果】
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以上、本発明により、隣接記録トラックからの干渉を抑制し、信頼性の高いフォーマット
情報を検出可能な光ディスク媒体および光ディスク装置を実現することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＣＬＶ構成の光ディスクの特性を説明する図である。
【図２】本発明の原理を説明する図である。
【図３】本発明の実施例の記録トラック配置を示す図である。
【図４】本発明の実施例を示す図である。
【図５】本発明の実施例を示す図である。
【図６】本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示す図である。
【図７】本発明の実施例の記録トラック単一配置を示す図である。
【図８】本発明の実施例の記録トラック交互配置を示す図である。
【図９】本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示す図である。
【図１０】本発明の実施例の記録トラック単一配置を示す図である。
【図１１】本発明の実施例の記録トラック交互配置を示す図である。
【図１２】本発明の実施例の記録トラック交互配置の別の例を示す図である。
【図１３】本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示す図である。
【図１４】本発明の実施例の記録トラック単一配置を示す図である。
【図１５】本発明の実施例の記録トラック交互配置を示す図である。
【図１６】本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示す図である。
【図１７】本発明の実施例のアドレスセグメント構成を示す図である。
【図１８】本発明の実施例の記録トラック交互配置を示す図である。
【図１９】本発明の実施例の光ディスク装置を示す図である。
【図２０】光ディスクの配置を説明する図である。
【図２１】従来技術を示す図である。
【符号の説明】
１　　第１の変調領域
２　　第２の変調領域
３　　記録トラック
４　　光ディスク
５　　アドレスセグメント
１０　　スピンドル
１１　　光ヘッド



(14) JP 4328548 B2 2009.9.9

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(15) JP 4328548 B2 2009.9.9

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】



(16) JP 4328548 B2 2009.9.9

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(17) JP 4328548 B2 2009.9.9

10

フロントページの続き

(72)発明者  能弾　長作
            神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝　横浜事業所内
(72)発明者  佐藤　裕治
            神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝　横浜事業所内
(72)発明者  大澤　英昭
            神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝　横浜事業所内

    審査官  小山　和俊

(56)参考文献  特開２０００－２９８８４２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０６５５１０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11B   7/007
              G11B   7/005
              G11B  20/10
              G11B  20/14


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

