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本発明に係 る光ディスク装置は、光ディスク ( 3 ) に記録するデータから、このデータを構成する要
素データ ( 4 2 a) ・ ( 4 2 b ) と、要素データ ( 4 2 a) ・ ( 4 2 b ) の読み取 りが不可となった時に
データを復元するためのパ リティデータ ( 4 2 c ) を作成するサブデータ作成部と、要素データ 2
a) ・ ( 4 2 b ) 、パ リティデータ ( 4 2 c ) の記録位置を決定する記録位置決定部とを備 え、記録位置
決定部が、光の照射方向から光ディスクをみた投影面にお て、要素データ ( 4 2 a) ・ ( 4 2 b ) 、パ
リティデータ ( 4 2 c ) それぞれが重な らな よ に記録位置を決定する。 このため、多層にデータを
記録可能とする光ディスク ( 3 ) にお1 て、記録 したデータに欠損が生 じた場合の、データの復元に対
する信頼性を向上させることができる。



明 細 苫

情報処理装置、情報処理装置の制御方法、情報処理装置の制御プログ

ラム、吉報処理装置の制ィエ プログラムを記録した記録媒体

技術分野

０００1 本発明は、データを記録するための複数の記録屑を有する光ディスクに対して、光

を照射しデータを記録する情報処理装置、情報処理装置の制御方法、情報処理装

置の制御プログラム、情報処理装置の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 従来から、ネットワークによる通信や記憶メディアからの読み込み時に、ノイズの混

入などエラーが生じた場合、あらかじめデータに加えておいた冗長符号から誤りが生

じたかどぅかを発見し、誤りがあれば元のデータを再現するエラー訂正が行われてい
る。しかし、所定のデータ呈に対して含まれるエラーが多くなると、正しいデータの復

元ができなくなることがある。例えば、ハードディスクまたは光ディスク装置等の記録

装置では、衝撃等により記録媒体にキズが生じると、該キズによりエラー訂正ができ

ないことがある。特に、記録媒体が光ディスクの場合、記録面に直接手で触れること

が出来るため、記録面に触れられ、エラー訂正ができないほどのダメージを与えてし

まぅ可能性がある。また、上記光ディスクでは、太陽光が直接、もしくは間接的に当た

るなどの理由で、記録媒体 自体が、エラー訂正できないほど劣化することもある。

０００3 このよぅなデータの劣化または消失を防止する技術として、山 (Redundan A a

s O "。
，p。

"s ve
D sk s ) が知られている。 は記録するデータを複数のザブデ

ータに分解し、複数台のハードディスクに対して分散記録する技術である。データに

パリティ情報を加えたものを、複数のハードディスクそれぞれに分散して記録させるこ

とで、複数台あるぅちのいずれかのハードディスクからデータの読み込みに失敗して

も、他のハードディスクから読み込んだデータに基づき、正常なデータを復元すること

ができる。

０００4 また、複数台のハードディスクにデータを分散して記録する構成ではなく、 台のハ



一ドディスクにおいて下記に示す構成を有することで、ミラーリング機能を実現する技

術が開示されている (特許文献 )。すなわち、この特許文献 では、データの記録時

において、該データをデータ記憶媒体における2箇所に菩き込み、データの読み込

み時には、2箇所に菩き込まれたデータの一方を読み込むよぅに構成されている。こ

のため、読み込むデータの一方に典常が生じている場合、他方のデータを読み込む

ことができる。

０００5 また、一枚の光ディスクに対してデータと、そのデータを復元させるための予備デー

タを、多層で形成された記録屑それぞれに記録したり、同一屑に各々記録したりする

ことにより、データと予備データとの記録の効率化を向上させることができる情報処理

装置が開示されている (特許文献2

０００6 しかしながら、上記従来の構成では、多層にデータを記録した光ディスクにおいて、

損失したデータの復元に対する信頼性を向上させることができないといぅ問題が生じ

る。

０００7 つまり、多層にデータを記録する光ディスクでは、図23および図24に示すよぅに、

典なる記録屑 (例えば記録屑 ００と記録屑2００)それぞれに記録されたデータを読

み取る場合、あるレソま、データを記録する場合、光ディスクに対して光ヘッドから照射

する光の焦点を各層に合わせるよぅに構成されている。図23および図24は、従来技

術を示すものであり、記録屑 ００ 2００への記録または再生時における光ヘッドから

の光の照射状態を示す図である。

０００8 ここで、図25に示すよぅに、記録屑 ００に記録されたデータに対して照射した光の

光路を妨げる位置となる保護屑3００部分にキズが生じると、該キズにより記録屑 ００

に記録したデータの読み取りができなくなる場合がある。また、光ヘッドからの照射方

向において、記録屑 ００に記録されたデータと重なる、記録屑2００の記録位置に別

のデータが記録されている場合、図26に示すよぅに、この記録屑2００に記録した別

のデータも同様に読み取りができなる場合がある。図25および図26は、従来技術を

示すものであり、光ディスクの保護屑3００にキズが生じた場合における、記録屑 ００

2００に記録したデータと、光ヘッドから照射された光の照射状態とを示す図である。

０００9 すなわち、多層にデータを記録できる光ディスクでは、図27に示すよぅに、保護屑3



００に生じたキズにより記録屑 ００の所定の記録領城に記録されたデータのみならず

、記録屑 2 ００の所定の記録領城に記録されたデータも読み取りがエラーとなる場合

がある。したがって、記録層 ００と記録屑 2 ００とに分散させてデータと該データを復

元させるための復元データとを記録させる場合、保護屑 3 ００に生じた同一のキズによ

りこのデータと復元データとがともに読み取り不可となる場合がある。なお、図2 7 は、

光ヘッドからの光の照射状態と、保護屑 3 ００に生じたキズと、記録屑 ００ 2 ００にお

けるこのキズによりデータの苦き込みおよび読み込みに影響を受ける範囲との関係を

示す図である。

００1 ０ ところで、上記した特許文献 は、多層にデータを記録可能とする光ディスクにおい

て、損失したデータの復元に対する信頼性を向上させるものではない。また、特許文

献 2 は、保護屑 3 ００に生じた同一のキズによりデータと復元データとがともに読み取り

不可となる事態が生じることを防ぐものではない。

特許文献 1 : 特開平4 349273号公報 ( 992 年 2 月 3 日公開)

特許文献 2 : 特開2 ００7 266００号公報 ( 2 ００7 年2 月 日公開)

発明の開示

００1 1 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その日的は、多層にデータ

を記録可能とする光ディスクにおいて、記録したデータに欠損が生じた場合の、デー

タの復元に対する信頼性を向上させることができる情報処理装置、情報処理装置の

制御方法、情報処理装置の制御プログラム、情報処理装置の制御プログラムを記録

した記録媒体を実現することにある。

００1 2 上記の日的を達成するために、本発明に係る情報処理装置は、データを記録する

ための複数の記録屑を有する光ディスクに対して、光を照射しデータを記録する情

報処理装置であって、上記記録するデータから、該データを構成する要素データと、

この要素データの読み取りが不可能となった場合に上記データを復元するための復

元データとを作成する作成手段と、上記作成手段によって同一のデータから作成し

た要素データと復元データとを、それぞれ典なる記録屑にて記録するための記録位

置を決定する記録位置決定手段と、を備え、上記記録位置決定手段は、上記光を照

射する方向を照射方向とし、該照射方向から光ディスクをみた場合の投影面におい



て、上記要素データと復元データとがそれぞれ重ならない別の場所となるよぅに、該

要素データおよび復元データの記録位置を決定することを特徴とする。

００13 上記構成によると、作成手段により、記録するデータを構成する要素データと、該

データを復元するための復元データとをそれぞれ作成することができる。このため、

要素データの読み取りが不可能な場合であっても復元データを利用して、光ディスク

に記録したデータを復元させることができる。

００14 また、記録位置決定手段を備えているため、上記光ディスクの投影面において、同

一のデータから作成した要素データおよび復元データそれぞれが重ならない別の場

所となるよぅに、これら要素データおよび復元データをそれぞれ典なる記録屑に記録

させることができる。このため、上記要素データと、復元データとが典なる記録屑の、

上記投影面において重なる位置に記録され、光ディスクに生じたキズの影響でこれら

要素データおよび復元データがともに読み取ることができなくなるといった事態を回

避することができる。

００15 したがって本発明に係る情報処理装置は、多層にデータを記録可能とする光ディ

スクにおいて、記録したデータに欠損が生じた場合の、データの復元に対する信頼

性を向上させることができるといぅ効果を奏する。

００16 上記の日的を達成するために、本発明に係る情報処理装置の制御方法は、データ

を記録するための複数の記録屑を有する光ディスクに対して、光を照射しデータを記

録する情報処理装置の制御方法であって、上記記録するデータから、該データを構

成する要素データと、この要素データの読み取りが不可能となった場合に上記デー

タを復元するための復元データとを作成する第 ステップと、上記第 ステップにおい
て同一のデータから作成した要素データと復元データとを、それぞれ典なる記録屑

にて記録するための記録位置を決定する第2ステップと、を含み、上記第2ステップ

において、上記光を照射する方向を照射方向とし、該照射方向から光ディスクをみた

場合の投影面において、上記要素データと復元データとがそれぞれ重ならない別の

場所となるよぅに、該要素データおよび復元データの記録位置を決定することを特徴

とする。

００17 上記方法によると、第 ステップにより、記録するデータを構成する要素データと、



該データを復元するための復元データとをそれぞれ作成することができる。このため

、要素データの読み取りが不可能な場合であっても復元データを利用して、光ディス

クに記録したデータを復元させることができる。

「00 8 また、第2ステップにより、上記光ディスクの投影面において、同一のデータから作

成した要素データおよび復元データそれぞれが重ならない別の場所となるよぅに、こ

れら要素データおよび復元データをそれぞれ典なる記録層に記録させることができる

。このため、上記要素データおよび復元データをそれぞれ典なる記録屑の、上記投

影面において重なる位置に記録され、光ディスクに生じたキズの影響でこれら要素デ

ータおよび復元データがともに読み取ることができなくなるといった事態を回避するこ

とができる。

「00 9 したがって本発明に係る情報処理装置の制御方法は、多層にデータを記録可能と

する光ディスクにおいて、記録したデータに欠損が生じた場合の、データの復元に対

する信頼性を向上させることができるとレぢ効果を奏する。

「0020 本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十

分に理解されるであろぅ。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明

白になるであろぅ。

図面の簡単な説明
「00 図 本発明の実施形態を示すものであり、照射方向からみた光ディスクの投影面に

おける各ザブデータの記録位置の一例を示す図である。

図2 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスク装置の要部構成を示すブロッ

ク図である。

図3 本発明の実施形態を示すものであり、データとデータブロックとザブデータとの

関係を示す図である。

図4 本発明の実施形態を示すものであり、 におけるザブデータの記録位置の

一例を示す図である。

図5 本発明の実施形態を示す図であり、光ヘッドの構成を示す斜視図である。

図6 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスクの断面構造の一例を示す図で

ある。



図7 本発明の実施形態を示すものであり、図 に示すザブデータの記録位置を記録

屑ごとに示す図である。

図8 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスクを照射方向からみた投影面に

おける、ザブデータの記録位置と、保護屑に生じたキズの位置との位置関係の一例

を示す図である。

図9 本発明の実施形態を示すものであり、照射方向からみた光ディスクの投影面に

おけるザブデータの記録位置の一例を示す図である。

図1０本発明の実施形態を示すものであり、図9に示すザブデータの記録位置を記

録屑ごとに示す図である。

図11 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスクを照射方向からみた投影面に

おける、ザブデータの記録位置と、保護屑に生じたキズの位置との位置関係の一例

を示す図である。

図12 本発明の実施形態を示す図であり、光ディスクの投影面におけるザブデータ

の記録位置とその記録位置の指定方法を示す図である。

図13 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスク装置における、データの菩き

込み処理および読み取り処理の流れを示すフローチャートである。

図14 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスク装置における菩き込み処理の

流れを説明するフローチヤートである。

図15 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスク装置における読み込み処理

の処理の流れを説明するフローチャートである。

図16 本発明の実施形態を示すものであり、エラー情報の一例を示す図である。

図17 本発明の実施形態を示すものであり、光ディスクシステムの要部構成を示すブ

ロック図である。

図18 本発明の実施形態を示すものであり、記憶装置におけるザブデータの記録位

置の一例を示す図である。

図19 本発明の実施形態を示すものであり、ザブデータの記録位置を記録屑ごとに

示す図である。

図2０本発明の別の実施形態 (実施形態2)を示すものであり、光ディスク装置の要



部構成を示す図である。

図2 1 本発明の別の実施形態 (実施形態2)を示すものであり、各記録屑におけるトラ

ック番号０およびセクタ番号０の設定例を示す図である。

図22 本発明の別の実施形態 (実施形態2)を示すものであり、菩き込み開始位置情

報の一例を示す図である。

図23 従来技術を示すものであり、記録屑への記録または再生時における光ヘッド

からの光の照射状態を示す図である。

図24 従来技術を示すものであり、記録屑への記録または再生時における光ヘッド

からの光の照射状態を示す図である。

図25 従来技術を示すものであり、記録媒体の保護屑にキズが生じた場合における

、記録屑に記録したデータと、光ヘッドから照射された光の照射状態とを示す図であ

る。

図26 従来技術を示すものであり、記録媒体の保護屑にキズが生じた場合における

、記録屑に記録したデータと、光ヘッドから照射された光の照射状態とを示す図であ

る。

図27 光ヘッドからの光の照射状態と、保護屑に生じたキズと、記録屑におけるこの

キズによりデータの菩き込みおよび読み込みに影響を受ける範囲との関係を示す図

である。

発明を実施するための最良の形態

００22 (実施形態 )

本発明の一実施形態について図 ないし図 9に某づいて説明すると以下の通りで

ある。すなわち、本実施の形態に係る光ディスク装置 (情報処理装置) は、パーソナ

ルコンピュータ2と通信可能に接続されており、該パーソナルコンピュータ2からの指

示に応じて、光ディスク3にデータ4０を記録したり、光ディスク3に記録されたデータ4

0を読み出したりするものである。なお、このパーソナルコンピュータ2は、光ディスク3

に記録したデータ4０を再生したり、記録するデータ4０を保持したりする装置である。

００23 図2に示すよぅに、光ディスク装置 は、光ヘッド 、ディスク駆動装置 2、ホスト

3、光ディスクコントローラ (記録位置決定手段，作成手段 ) 4、山女 5、および



O 6を備えてなる構成である。なお、この図2は、本発明の実施形態を示すもの

であり、光ディスク装置 の要部構成を示すブロック図である。

００24 光ヘッド は、光ディスクコントローラ 4からの制御指示に応じて光ディスク3の記

録面3０に対して光を照射し、記録されたデータ4０を読み取ったり、データ4０を記録

したりするものである。光ヘッド は、光ディスク3から読み取ったデータ4０を光ディ

スクコントローラ 4に送信する。なお、この光ヘッド の詳細な構成は後述する。

００25 ディスク駆動装置 2は、光ディスクコントローラ 4からの指示に応じて記録媒体で

ある光ディスク3を回転させるものである。ディスク駆動装置 2は、光ディスク3におけ

る所望の記録領城位置にデータ4０を記録したり、記録領城からデータ4０を読み出し

たりできるよぅに光ディスク3を回転させる。なお、この光ディスク3の回転は、ディスク

駆動装置 2が備えるスピンドルモータ2 によって実行される。

００26 ホスト 3は、パーソナルコンピュータ2とのインターフェースを提供するもので

ある。本実施の形態に係る光ディスク装置 は、パーソナルコンピュータ2と通信可能

に接続されており、ホスト 3は、 バス4を通じて受信したパーソナルコンピュ
ータ2からの制御指示を受付け、この指示を光ディスクコントローラ 4に入力する。

００27 光ディスクコントローラ 4は、光ディスク装置 の各部の各種制御を行ぅものである。

具体的には、ホスト 3を介してパーソナルコンピュータ2から受信した制御指示

に応じて、光ディスク3からデータ4０を読み取ったり、データ4０を記録したりするよぅ

に光ヘッド およびディスク駆動装置 2を制御する。また、光ディスクコントローラ 4

は、光ディスク3から読み取ったデータ4０を、R に記録し、ホスト 3を介し

てパーソナルコンピュータ2に、このデータ4０を出力するよぅに制御するものでもある

００28 上記光ディスクコントローラ 4は、図2に示すよぅに機能ブロックとして、記録位置決

定部 (記録位置決定手段 ) 7０，ザブデータ作成部 (作成手段 ) 7 ，データ復元部72

、およびェラ一情報管理部73を備えてなる構成である。なお、これら機能ブロックは、

光ディスクコントローラ 4が光ディスク装置 を制御する P によって実現される場

合、該 P が O 6に記録されたプログラムをR に読み込み実行すること

により実現できる。



００29 上記ザブデータ作成部7 は、図3に示すよぅにパーソナルコンピュータ2によって
。分割されたデータブロック(データ)4 をホスト 3を介して受け取り、該データフ

ロック4 を構成する要素データと、該データブロックを復元するために利用するパリ

ティデータ (復元データ)とを含か所定数のザブデータ42‥・を作成するものである。

なお、本実施の形態に係る光ディスク装置 では、上記パリティデータは、上記要素

データのぅちの つが読み取り困難となった場合、読み取り可能な要素データに基づ

きデータブロック4 を復元できるものである。本実施形態において、上記ザブデータ

42‥・のぅち、第 ザブデータ42a、第2ザブデータ42bをそれぞれ要素データとし、

第3ザブデータ42cをパリティデータ (復元データ)とする。

００3０ また、ザブデータ作成部7 は、この作成した各ザブデータ42 (第 ザブデータ42a

，第2ザブデータ42b，第3ザブデータ42c) を、図4に示すよぅに、R において

データブロック4 ごとに管理されたデータブロック格納用エリアに記憶する。図4は、

本発明の実施形態を示すものであり、 5におけるザブデータ42の記録位置の

一例を示す図である。なお、第 ザブデータ42a、第2ザブデータ42b、第3ザブデー

タ42cそれぞれを特に区別して説明する必要がない場合は、単にザブデータ42と称

する。

００3 1 記録位置決定部7０は、光ディスク3に記録する各ザブデータ42の若き込み位置、

あるいは光ディスク3に記録された各ザブデータ42の読み込み位置を算出する処理

を実行するものである。光ディスクコントローラ 4は、記録位置決定部7０によって決

定された記録屑の物理セクタに第 ザブデータ42a、第2ザブデータ42b、および第3

ザブデータ42。をそれぞれ記録する。なお、記録位置決定部7０はパーソナルコンピ

ュータ2から発行される読み込み要求、もしくは菩き込み要求に付随するデータブロ

ック番号を某に記録位置を決定する。

００32 データ復元部72は、パーソナルコンピュータ2から、データブロック4 の読み込み

処理を要求する指示情報を受付けると、該指示情報に応じて、読み込みが要求され

ているデータブロック4 の読み込み位置、すなわち、ザブデータ42‥・それぞれが

菩き込まれた位置を決定し、ザブデータ42‥・を読み出すものである。データ復元部

72は、読み出したザブデータ42‥・からデータブロック4 を復元し、ホスト 3に



渡すことによって、 バス4を通じてパーソナルコンピュータ2に送信する。

００33 工う一情報管理部73は、データの読み込み処理時において、読み込み結果にエ

ラーが生じたザブデータ4 2を記録し管理するものである。

００34 ところで、上記光ディスクコントローラ 4は、光ディスク3にデータブロック4 のザブ

データ4 2を菩き込れ場合、第 ザブデータ42a 、第2ザブデータ42b 、および第3ザ

ブデータ42c それぞれを から読み出し、光ヘッド を制御して光ディスク3

に分散させて記録するよぅに構成されている。

００35 上記 O 6には、上述したよぅに、上記各機能ブロックを実現するためのプログラ

ムが格納されている。さらにまた、この O 6には、光ディスク3へのデータブロック

4 の記録または読み取りに関する設定情報が記録されており、光ディスクコントロー

ラ 4は、この設定情報を読み出し、光ヘッド の配置および散光ヘッドから照射す

る光の焦点位置、光呈等の初期設定を行ぅ。また、 O 6には光ヘッド の性能

に応じて適切に光ディスク3に対してデータブロック4 の記録 (菩き込み)又は読み

取り(読み込み)を実行できるよぅに光ディスク3の回転速度等を決定する情報も含ま

れている。この情報に基づき、光ディスクコントローラ 4は、ディスク駆動装置 2に対

する制御を実行する。

００36 (光ヘッドの構成)

本実施の形態に係る光ヘッド は、図5に示すよぅにキヤリッジ22上に、レンズ23

ミラー24、ビームスプリッタ25、レーザ発振器26、光センザ27、およびフオ一力シン

グノトラッキング用コイル2 を備えてなる構成である。図5は、本発明の実施形態を

示す図であり、光ヘッド の構成を示す斜視図である。

００37 例えば、光ディスク3にザブデータ4 2を記録する場合、光ディスクコントローラ 4か

らの制御指示に応じて、光ヘッド は、レーザ発振器26から光を出力し、ビームスプ

リッタ25およびミラー24を介してレンズ23に光が導かれる。そして、レンズ23から光

ディスク3に対して光を照射する。照射する光は、レンズ23により上記光ディスク3の

記録屑に合焦され、記録層を形成する屑材料を熱で光学的に変ィヒさせる。このよぅ

にして、光ディスク3の記録屑にザブデータ4 2が記録される。

００38 一方、光ディスク3に記録されたザブデータ4 2を読み込れ場合、上述のザブデータ



4 2の記録時に照射した光よりも弱い光が、データ記録済みの記録屑に合焦される。

そして、その反射光は、レンズ23を通過してミラー24およびビームスプリッタ25を介

して光センザ27に導かれる。光センザ27は、反射光を受光すると、電気信号に変換

し、この変換した電気信号を光ディスクコントローラ 4に出力する。

００39 また、光ディスク装置 は、フオ一力シングノトラッキング用コイル2 を備え、光ディ

スク3に照射した光の焦点を記録屑に合わせるように維持する、いわゆるフオ一力シ

ングを行ったり、照射した光が正確に光ディスク3のトラックに追随するように、光の照

射位置を制御する、いわゆるトラッキングを行ったりする。

００4０ (光ディスクの構成)

次に、本実施の形態に係る光ディスク3について図6を参照して説明する。図6は、

本発明の実施形態を示すものであり、光ディスク3の断面構造の一例を示す図である

。図6に示すように本実施の形態に係る光ディスク3は、円盤形状をしており、ザブデ

ータ4 2が記録される面である記録面3０に対して垂直となるように切り出した断面で

は、第 記録屑3 、第2記録屑32、第3記録屑33、および第4記録屑34の4つの記

録屑が形成されている。

００4 1 そして、上記円盤形状の中心側を「内」、円周側を「外」とすると、光ディスク3のデー

タ記録領城における「内」側の端部と「外」側の端部それぞれにはリードイン領城とリ

ードアウト領城とが、ザブデータ4 2を記録する領城であるデータ工リアを挟み込むよ

うに形成されている。そして、リードイン、データ工リア、およびリードアウトを つのセッ

ションとしており、ザブデータ4 2をセッションごとに追記することができる。

００42 上記リードインは、セッションの先頭にある管理情報であり、トラックに関する情報等

、データ工リアにおけるアクセスに必要となる情報が管理されている領城である。また

リードアウトは、セッションの終端を示す領城である。

００43 本実施の形態に係る光ディスク3では、各記録屑を セッションとしているが、 つの

記録屑に複数のセッションが形成された構成であってもよい。また、図6に示す光ディ

スク3は説明の便宜上、記録屑が4屑からなる構成であるが、2屑または3屑の記録屑

から構成されてもよいし、あるレソま4屑以上の記録屑から構成されていてもよい。

００44 また、図6では、第 記録屑に形成されるリードインおよびリードアウト領城と、第2記



録屑に形成されるリードインおよびリードアウト領城とは、第 記録屑、第2記録屑、第

3記録屑、第4記録屑の順に大きくなっている。すなわち、記録面3０からより離れた

位置にある記録屑ほどリードインおよびリードアウト領城が大きくなっている。しかしな

がらこれらの領城は必ずしも記録屑ごとに大きさを変える必要がなく記録屑すべてに

おいて同じ大きさで形成されてもよい。

００45 (ザブデータの記録位置)

以上のよぅに本実施の形態に係る光ディスク装置 では、ザブデータ作成部7 が、

各データブロック4 を、該データブロック4 を復元するために利用するパリティ情報

を含む複数のザブデータ4 2‥・に分割する。そして、光ディスク装置 では、これらザ

ブデータ4 2‥・それぞれを複数の記録屑に分散させて記録させるよぅに、記録位置

決定部7０が各ザブデータ4 2の記録位置を決定する。また、記録位置決定部7０は、

光ディスク3に生じたキズの影響により、同一のデータブロック4 から作成されたザブ

データ4 2‥・の内の、複数のザブデータ4 2‥・が読み取り不可能とならないよぅに、

各ザブデータ4 2をそれぞれ十分に離れた位置となるよぅにこの記録位置を決定する

よぅに構成されている。

００46 ここで、記録位置決定部7０によって決定される、各ザブデータ4 2の記録位置の位

置関係について、図 および図7～図 を参照して説明する。ここでは説明の便宜

上、各記録屑には単一のセッションが存在し、同一数のトラック (例えば、 ００トラック

) が形成されているものとする。また、光ヘッド から記録面3０に対して照射する方

向を照射方向とすると、各記録屑における同一のトラック番号同上は、この照射方向

からみた投影面において一致する (重なる)位置となるものとする。また、各記録屑で

割り当てられている各セクタが上記投影面において一致する(重なる)ものとする。つま

り、記録屑におけるデータの記録位置がトラック、及びセクタで管理され、各記録屑に

おけるトラックおよびセクタのアドレスが、記録屑間でそれぞれ対応するよぅに割り当

００47 また、上記各ザブデータ4 2が記録される、十分に離れた位置とは、光デイスク3を

照射方向からみた投影面において、複数のザブデータ4 2‥・に渡ってキズの影響を

受けないように、各ザブデータ4 2の記録位置間の距離が十分に離れた位置である。



つまり、光ディスク装置 では、図 および図7に示すよぅに、各記録屑における同一ト

ラック番号のトラックにザブデータ4 2が、投影面において所定距離以上離れるよぅに

分散して記録されている。なお、図 は、本発明の実施形態を示すものであり、照射

方向からみた光ディスク3の投影面におけるザブデータ4 2の記録位置の一例を示す

図である。また、図7は、本発明の実施形態を示すものであり、図 に示すザブデータ

4 2の記録位置を記録屑ごとに示す図である。

００48 つまり、図 に示すよぅに、光ディスク3を照射方向からみた投影面において、第 ザ

ブデータ (要素データ) 42a 、第2ザブデータ (要素データ) 42b 、および第3ザブデー

タ (パリティデータ) 42c それぞれが重ならない所定距離以上離れた別々の位置とな

るよぅに各記録屑に分散して記録される。例えば、図7では第 記録屑3 のトラック

に第 ザブデータ42a が、第2記録屑32のトラック に第2ザブデータ42b が、第3記

録屑33のトラック に第3ザブデータ4 2。がそれぞれ分散して記録される。

００49 また、記録面3０に生じたキズの大きさが2c 以下の場合にデータブロック4 の復

元を求められる条件下では、各ザブデータ4 2間の所定距離は、図8に示すよぅに2c

以上とする。図8は、本発明の実施形態を示すものであり、光ディスク3を照射方向

からみた投影面における、ザブデータ4 2の記録位置と、保護屑に生じたキズの位置

との位置関係の一例を示す図である。

００5０ つまり、各ザブデータ4 2同上は、上記投影面において互いに2c 以上離れた位

置関係となるため、光ディスク3の記録面3０における保護屑に2c のキズが生じた

場合であっても、該キズにより2つ以上のザブデータ4 2が読み取りエラーとなることが

ない。

００5 1 以上のよぅに、本実施の形態に係る光ディスク装置 は、典なる記録屑において同

一トラックの典なるセクタをそれぞれ指定して、該セクタにザブデータ4 2をそれぞれ

記録させることにより、光ディスク3の投影面においてザブデータ4 2が重なることなく、

互いが所定距離以上はなれた位置関係となるよぅにすることができる。

００5 2 また、本実施の形態に係る光ディスク装置 は、上述のよぅに典なる記録屑におい

て典なるセクタを指定してザブデータ4 2を記録させるだけではなく、例えば、図9に

示すよぅに、典なる記録屑の典なるトラックに各ザブデータ4 2を配置することで、上記



投影面上で所定距離以上離れるように記録する構成であってもよい。

００5 3 つまり、光デイスク装置 は、図 ０に示すように第 記録屑3 のトラックa上のセクタ

に第 ザブデータ42a が、第2記録屑32のトラックb上のセクタ に第2ザブデータ4 2

bが、第3記録屑33のトラック。上のセクタ に第3ザブデータ42c をそれぞれ分散して

記録することもできる。なお、図9は、本発明の実施形態を示すものであり、光デイスク

3の投影面におけるザブデータ4 2の記録位置の一例を示す図である。また、図 ０は

、本発明の実施形態を示すものであり、図9に示すザブデータ4 2の記録位置を記録

屑ごとに示す図である。

００54 また、記録面3０に生じたキズの大きさが2c 以下の場合にデータブロック4 の復

元を求められる条件下では、図 に示すように各ザブデータ間におけるトラック間隔

が2c 以上となるように各ザブデータ4 2が記録される。つまり、各ザブデータ4 2同上

は、上記投影面において互いに2c 以上離れた位置関係となるため、記録面3０に

おける保護屑に2c のキズが生じた場合であっても、該キズにより2つ以上のザブデ

ータ4 2が読み取りェラ一となることがない。図 は、本発明の実施形態を示すもの

であり、光デイスク3を照射方向からみた投影面における、ザブデータ4 2の記録位置

と、保護屑に生じたキズの位置との位置関係の一例を示す図である。

００5 5 なお、ザブデータ4 2間の所定距離はこの2c に限定されるものではなく、光デイス

ク3において、データブロック4 を復元するにあたり許容できるキズの大きさとして設

定された範囲に応じて決定される。

００56 また、ザブデータ4 2の記録位置は、上記したように、典なる記録屑における典なるト

ラック番号上のセクタ、あるいは典なる記録屑における同じトラック番号の典なるセク

タとすることができるがこれに限定されるものではない。つまり同じ記録屑における典

なるトラック番号の典なるセクタであってもよい。すなわち、各ザブデータ4 2における

記録位置の間隔が、上記所定距離となる位置であればよい。

００5 7 各ザブデータの記録位置は具体的には以下のように、セクタ番号とトラック番号に

某づき指定することができる。

００58 (ザブデータの記録位置の指定)

本実施の形態に係る光デイスク装置 (情報処理装置) では、上述のように各ザブ



データ4 2同上を上記投影面において所定距離だけ離れるよぅに記録させる構成で

あった。ここで、以下に、本実施の形態に係る光ディスク装置 における各ザブデータ

4 2の記録位置の指定方法、すなわち、記録位置決定部7０によるザブデータ4 2の記

録位置の算出方法について図 2を参照して説明する。図 2は、本発明の実施形態

を示す図であり、光ディスク3の投影面におけるザブデータの記録位置とその記録位

置の指定方法を示す図である。

００59 本実施の形態に係る光ディスク3では、リードイン領城に記録された管理情報に、各

記録屑におけるトラック数 (例えば、 ００トラッ列と、各記録屑の最内周のトラックと最

外周のトラックとの間の距離 (例えば、 ０c ) についての情報が含まれている。これ

により各トラック問の間隔の大きさが分かるため、典なるトラック上のセクタに記録され

たザブデータ4 2間の上記投影面における最短距離 巳を指定することができる。

００6０ また、ザブデータ4 2それぞれが同一トラック上の典なるセクタに記録される場合、光

ディスク3の投影面における所定位置の半径を某準 (０度 ) とし、この某準位置からの

、各ザブデータ4 2の記録開始角度および記録終了角度と、該ザブデータ4 2それぞ

れが記録されるトラック番号とにより、これらザブデータ4 2間の配置関係、すなわち距

離 ( )を指定することができる。

００6 1 もしくは、各ザブデータ4 2間のセクタ数と、該ザブデータ4 2それぞれが記録される

トラック番号とにより、これらザブデータ4 2間の配置関係、すなわち距離 ( )を指定

することもできる。

００62 ところで、このよぅにザブデータ4 2間の配置関係、すなわち、記録する上記ザブデ

ータ4 2それぞれの間隔を、某準位置からの角度によって、あるいはザブデータ4 2間

のセクタ数によって指定する場合、同じ角度、あるいはザブデータ4 2間のセクタ数が

同じであっても、ザブデータ4 2が記録されるトラックが光ディスク3の中心に近い場合

と、円周に近い場合とではザブデータ4 2の間隔が典なることとなる。

００63 そこで、本実施の形態に係る光ディスク装置 は、投影面における光ディスク3の中

心からザブデータ4 2を記録するトラックまでの距離に応じて、上記ザブデータ4 2を記

録させる間隔として指定する、上記某準位置からの角度、またはセクタ数を変更させ

る。つまり、光ディスク3の中心からトラックまでの距離が短くなればなるほど、上記某



準位置からの角度が大きくなる、もしくはザブデータ4 2間のセクタ数が多くなるよぅに

構成される。

００64 以上のよぅに、本実施の形態に係る光ディスク装置 は、上記光ディスク3の中心か

ら上記ザブデータ4 2を記録するトラックまでの距離に応じて、上記ザブデータ4 2間

の間隔を規定するセクタ数、もしくは某準位置からの角度を変更させることができる。

００65 なお、上記では、リードイン領城に記録する管理情報に、各記録屑におけるトラック

数と、各記録屑の最内周のトラックと最外周のトラックとの間の距離についての情報が

記録される構成であったがこれに限定されるものではない。

００66 例えば、リードイン領城に記録する管理情報に、各記録屑のセクタ位置を特定する

セクタ位置情報を記録しておく構成であってもよい。

００67 あるいは、上記光ディスク装置 は、光ディスク3の各記録屑それぞれにおけるリー

ドインとリードアウトとの境界を検出し、最内周トラックと最外周トラックとの距離を算出

する構成であってもよい。

００68 上述したザブデータ4 2の記録位置は、より具体的には記録位置決定部7０が以下

の演算を実行することにより決定することができる。なお、説明の便宜上、光ディスク3

の半径を 2c 、光ディスク3の半径方向におけるデータエリアの長さを ０c 、デー

タブロック4 の復元をするにあたり、許容できるキズの大きさを最大2c までとする。

また、光ディスク3は、各記録屑のデータエリアに、それぞれ ００個のトラックが存在し

ており、各トラックには 2個のセクタが含まれているものとする。また、光ディスク3が

備える記録屑を4屑とし、これら記録屑は上記照射方向にそれぞれが積み重ねられ

るよぅに配置される。

００69 なお、データエリアの長さが ０c である旨を示す情報と、トラック数が ００およびセ

クタ数が 2である旨を示す情報とは、リードイン領城の管理情報内に予め記録され

ている。

００7０ ところで、本実施の形態に係る光ディスク3は、上述したデータエリアの長さとトラック

数からトラック幅は となる。また、物理セクタ数は、各記録屑がそれぞれ 2００個

( ００トラックX 2セクタ、各記録屑においてセクタ番号は０番から 99番まで) であ

るため、記録屑4つで4 8００個となる。



００7 1 ここで、データブロック4 から3つのザブデータ4 2‥・(3つのうち つがパリティデ

ータ)を作成し、それぞれを分散して記録するものとする。この場合、各記録屑におけ

る セクタの物理記憶容呈を5 2バイトとすると、単一のデータブロック4 へのアクセ

ス要求に対して、3つのザブデータ4 2‥・が記録されるが、3つのうち つがパリティ

データであるため、データブロック4 一つあたりの論理記憶容呈は、 ０24バイトノセ

クタとなる。

００72 また、上述のように本実施の形態に係る光ディスク3では、トラック幅が である

ため、各ザブデータ4 2それぞれを上記投影面において2c 以上離して記録するた

めには、これら各ザブデータ4 2を少なくとも2０トラック離れた位置に記録する必要が

ある。

００73 そこで、各ザブデータ4 2を菩き込む記録屑番号は、下記数式 ( ) によって求めるこ

とができる。

００74 記録屑番号二 ( (データブロック番号 X 3 (ザブデータ番号 ) 4

( )

したがって、例えばデータブロック番号 ０番にアクセスし、ザブデータ4 2の菩き込

み処理を実行する場合、数式 ( ) により第 ザブデータ42a は、第3記録屑33 (二

X 3 ( ) 4 )、第2ザブデータ42b は、第4記録屑34 (二 ( ( ０X 3

(2 ) 4 )、第3ザブデータ42c は、第 記録屑3 (二 ( ( ０X 3 (3 )

4 の各記録屑にそれぞれ記録されることが分かる。

００75 また、各記録屑において各ザブデータ4 2を菩き込む、または読み込むセクタアドレ

ス (物理セクタ番号) は、下記の数式 (2) によりを求めることができる。

００76 物理セクタ番号二 (データブロック番号一(データブロック番号十 (記録屑番号 )

4 ( ( 屑番号 ) ) ) ０( ００ 2) (2)

この場合、データブロック０番の記録は、上記数式 ( ) より第 、第2、第3記録屑を

使用することになり、データブロック０番を構成する要素である各ザブデータ4 2のセク

タアドレスは上記数式 (2)より、第 記録屑3 では物理セクタ０番を、第2記録屑32で

は、物理セクタ24０番、第3記録屑33では物理セクタ4 8０番となる。なお、第 記録

屑3 において、ザブデータ4 2を最内周の物理セクタ０番から菩き込むものとすると、



第2記録屑3 2、第3記録屑33、第4記録屑34は、それぞれを2０トラックずつ離して

菩き込むため、第2～第4記録屑32 33 34では最内周からのザブデータの菩き込

みとならない。そこで、第2記録屑32，第3記録屑33，および第4記録屑34それぞれ

の物理セクタ番号において、 99セクタの次は最内周の0セクタから記録される。こ

のため、上記数式 ( )では、物理セクタを求めるにあたり、モジュロ演算子を使って「

０( ０ 2) 」の演算を行う。

００77 したがって、例えばデータブロック番号 ０番にアクセスし、ザブデータ4 2の菩き込

み処理を実行する場合、数式 (2) により第 ザブデータ42a は、物理セクタ487 番 (二

０ ０ (3 ) 4 2 X 2０X (3 ) ) ) ０( ００ 2) ) にアクセスし、菩き

込みが開始される。第2ザブデータ42b は、物理セクタ727 番 (二 ０ ０ (4 )

4 ( (4 ) ) ) ０( ００ 2) ) 、第3ザブデータ42c は、物理セクタ8

番 (二 ０ ０ ( ) 4 ( 2 X 2０X ( ) ) ) ０( ００ 2) ) にそれぞれ

アクセスし、菩き込みが開始される。

００78 なお、上記した数式 (2)は、投影面上でZc 以上のトラック間隔をあけてザブデー

タ4 2をそれぞれ記録する場合の、各記録屑の物理セクタを求めるものであるが、以

下の数式 (3) により投影面上における同一トラックで各ザブデータ4 2が2c 以上は

なれて記録される物理セクタ番号を求めることもできる。なお、下記に示す数式 (3) で

は、ザブデータ4 2を記録屑ごとに3セクタずつ、すなわち記録面3０における中心角

を9０度ずつ、ずらして記録するものとしている。

００79 物理セクタ番号二 ( (データブロック番号 2) X 2 ((データブロック番号 ( (

記録屑番号一 ) 。2 (3)

したがって、例えばデータブロック番号 ０番にアクセスし、ザブデータ4 2の菩き込

み処理を実行する場合、数式 (3) により第 ザブデータ42a は、物理セクタ4番 (二

０ 2) X 2 (( ０ (3 ) X 3) 。2) ) 、第2ザブデータ42b は、物理セクタ

7番 (二 ( ( ０ 2) X 2 ( ( ０ (4 ) X 。2) 、第3ザブデータ42c は、物

理セクタ ０番 (二 ( 0 2) X 2 ( ( ０ ( ) X 。2 にアクセスし、それ

ぞれの菩き込みが開始される。

００8０ 以上のように、上記記録位置決定部7０は、トラックまたはセクタのアドレスを利用し



て、ザフテータそれそれか重ならない位置となるように記録位置を決定することかて

きる。このため、本実施の形態に係る光テイスク装置 は、各ザフテータの記録位置

を容易に決定することかてきる。

００8 1 (テータの菩き込み処理およひ読み取り処理)

吹に、図 3を参昭して本実施の形態に係る光テイスク装置 における、テータフロ

ノク4 の菩き込み処理およひ読み取り処理の流れについて脱明する。図 3は、本発

明の実施形態を示すものてあり、光テイスク装置 における、テータフロノク4 の菩き

込み処理およひ読み取り処理の流れを示すフローチヤートてある。

００82 ます、光テイスクコントローラ 4は、光ヘノト およひテイスク駆動装置 2それそれ

を初期稼動させるように制御する (ステノプ 、これ以降、 のように称する)。な

お、この初期稼動として、光テイスクコントローラ 4は、光ヘノト およひテイスク駆

動装置 2それそれか正常に起動するか否かセルフテストを実行させたり、光ヘノト

を初期位置に移動させたりする。

００83 吹に、光テイスクコントローラ 4は、テイスク駆動装置 2に指示して、光テイスク3を

回伝させる (S 2)

００84 このようにして、光テイスク装置 において、テータフロノク4 の菩き込み処理また

ほ読み込み処理に対する準備か整うと、光テイスクコントローラ 4は、パーソナルコン

ピュータ2からの指示清報をホスト 3か受信しているか否かを確甜する(S )

００85 このステノプS 3において、光テイスクコントローラ 4か、ホスト 3か指示清報

を受信していると判定した場合 (S 3において「 S」) 、ステノプS 4へ進み、ホスト1

3より指示清報を受信する。一方、指示清報を受信していなけれは再ひステノ

を実行することて、光テイスクコントローラ 4は、パーソナルコンピュータ2から

指示清報かあるまて行つ。

００86 光テイスクコントローラ 4か、ステノ 4て指示清報を受信すると、その指示清報

か、テータフロノク4 の菩き込みを指示するものてあるかの否か(S 5) 、あるいはテ

ータフロノク4 の読み込みを指示するものてあるか否か (S 6)それそれ判定する。

すなわち、ステノプS 5において Sの場合、光テイスクコントローラ 4は、菩き込

み処理を実行する (S 7)



００87 一方、ステップS 5において Oの場合、ステッ に進み、データブロック4 の

読み込みを指示するものであるか否か判定する。そして、ステップS 6において S

の場合、読み込み処理を実行する (S 8)。ステッ S において Oの場合、S 3

に戻って次の指示情報を待つ。

００88 また、ステップS 7において菩き込み処理、あるいは、ステップS 8において読み

込み処理を実行すると、それぞれS 3に戻って次の指示情報を待つ。このように、光

デイスクコントローラ 4は、パーソナルコンピュータ2から指示情報があるまで待ち、指

示内容に応じて読み込み処理、もしくは菩き込み処理を繰り返す。

００89 なお、図 3に示すフローチヤートでは、ステップS 5でパーソナルコンピュータ2か
ら受信した指示情報が菩き込みを要求するものであるか否か判定し、次に、ステップ

S 6で該指示情報が読み込みを要求するものであるか否か判手する順番となってい
るがこの順番に限定されるものではない。先にパーソナルコンピュータ2から受信した

指示情報が読み込みを要求するものであるのか否か判定し、その後で菩き込みを要

求するものであるか否か判定する構成であってもよい。

００9０ (菩き込み処理)

次に、ステップS 7に示す菩き込み処理の詳細について図 4を参照して説明する

。図 4は、本発明の実施形態を示すものであり、光デイスク装置 における菩き込み

処理の流れを説明するフローチヤートである。

００9 1 光デイスクコントローラ 4は、パーソナルコンピュータ2から受信した指示情報が、デ

ホスト 3を介して、パーソナルコンピュータ2から菩き込み対象となるデータブロ

ック4 を受信する (S2 )

００92 光デイスクコントローラ 4では、受信したデータブロック4 をザブデータ作成部7

に送信する。ザブデータ作成部7 は、データブロック4 から、さらに複数のザブデー

タ42‥・を作成する (522) 。本実施の形態に係る光デイスク装置 では、データブロ

ック4 を構成する要素である2つの要素データと、これら2つの要素データのうち、何

れかが損失した場合であっても復元できるようにするための情報であるパリテイデータ

を含む復元データとの合計3つのザブデータ42‥・を作成する。ザブデータ作成部7



は、データブロック4 からザブデータ42‥・を作成すると、ザブデータ4 2‥・を、

5における対応するザブデータ格納用エリアに格納する。

００93 以上のようにして作成したザブデータ42‥・を山女 5に格納すると、次に記録位

置決定部7０が、上述の「データの記録位置の指定」にて示した演算により、菩き込み

位置 (記録屑、および物理セクタ番号)を決定する (523)

００94 このように各ザブデータ42の若き込み位置 (記録屑、および物理セクタ)を決定する

と、光ディスクコントローラ 4は、光ヘッド を、決定した苦き込み位置に対応するよ

うに移動させる。そして、光デイスクコントローラ 4は、光ヘッド に菩き込むザブデ

ータ42の情報を送信し、該ザブデータ42の若き込みを指示する。

００95 光ヘッド は、光デイスクコントローラ 4からの指示に応じて、光デイスク3に対して

光を照射し、ザブデータ42の情報を、決定した物理セクタ番号に記録する。このよう

にして、ザブデータ42が光デイスク3に菩き込まれる (524)

００96 次に、光デイスクコントローラ 4はデータブロック4 から作成したザブデータ42に

ついてすべて菩き込みが完了したか判定する (525) 。ザブデータ42の若き込みが

全て完了していない場合 (S 25において O)、再度、ステップS 23およびステップS 2

4を繰り返す。一方、データブロック4 から作成した全ザブデータ42‥・についての

菩き込みが完了すると(S 25において S)、菩き込み処理を終了する。

００97 (読み込み処理)

次に、ステップS 8に示す読み込み処理の詳細について図 5を参照して説明する

。図 5は、本発明の実施形態を示すものであり、光デイスク装置 における読み込み

処理の処理の流れを説明するフローチヤートである。

００98 光デイスクコントローラ 4は、パーソナルコンピュータ2から受信した指示情報が、光

デイスク3からの、データブロック4 の読み込み処理を要求するものであると判定する

と、データ復元部72がパーソナルコンピュータ2から読み込みが要求されているデー

タブロック4 の読み込み位置を決定する (S3 )

００99 つまり、読み込み要求のあったデータブロック番号を某に、データ復元部72が上述

の「データの記録位置の指定」方法と同様の演算を行 ことで、各サブデータそれぞ

れの記録位置を把握することができる。



０1００ 光デイスクコントローラ 4では、記録位置決定部7０が上記ザブデータ42の読み込

み位置を決定すると、この読み込み位置に対応する位置に移動するように光ヘッド

に対して指示する。この指示を受けて、光ヘッド は、ザブデータ42の読み込み位

置に対応する位置に移動し、光を照射してザブデータ42を読み込み (532) 、この読

み込んだ結果を光デイスクコントローラ 4に送信する。

０1０1 光デイスクコントローラ 4では、ェラ一情報管理部73が光ヘッド から受信した読

み込み結果に某づき、サブデータ42の読み込み結果にェラ一が生じているか否か
を判定する (S33) 。ェラ一か生じていると判定した場合 (S33 において S)、ェラ

一情報管理部73は、読み込み時にェラ一が生じたザブデータ42について記録する

(534) 。すなわち、図 6に示すように何番面のフラグに「 」がたつかによって、第

ザブデータ42a 、第2ザブデータ42b 、第3ザブデータ42cのうち、何れの読み込み

結果にェラ一が生じたかを示すェラ一情報 8を山女 5に記録している。図 6は、

本発明の実施形態を示すものであり、ェラ一情報 8の一例を示す図である。

０1０2 ザブデータ42‥・の読み込み結果にェラ一がなかった場合 (ステップ533 において

O)、光デイスクコントローラ 4は、全ザブデータ42‥・の読み込みが完了したか否

か判定する (535) 。もしくは、ザブデータ42‥・の読み込み結果にェラ一があった場

合 (ステップS 33において S)、ェラ一情報管理部73がェラ一情報 8を 5
に記録する (534) 。そして、光デイスクコントローラ 4は、全ザブデータ42‥・の読み

込みが完了したか否か判定する (535) 。全ザブデータ42‥・の読み込みが完了して

いない場合 (S35 において「 O」) 、ステップS 3 ～ステップS 34までの処理を、ザブ

データ42‥・を全て読み込むまで繰り返す。

０1０3 一方、データブロック4 から作成した全ザブデータ42‥・の読み込みが完了してい
る場合 (S35 において「 S」) 、光デイスクコントローラ 4では、データ復元部72が

5に記録したェラ一情報 8を参照して、ェラ一の発生がなかった否かを判定す

る (536)

０1０4 ザブデータ42‥・の読み込み結果にェラ一が生じなかった場合 (536 において「

S」) 、データ復元部72ほパリティデータを除く所定のサブデータ42 (第 サブデー

タ42aおよび第2ザブデータ42b) からデータブロック4 を復元する (537) 。一方、ザ



フテータ42の読み込み結果にェラ一か生した場合 (S36 において「 O」)、ェラ一か

生していない有効なザフテータ42からテータフロノク4 を復元する (538) 。例えは

、第 ザフテータ42aの読み込み結果にェラ一か生している場合、第2ザフテータ42

bと、パリテイテータてある第3ザフテータ42cとから第 ザフテータ42aを復元させる

。そして、この復元した第 ザフテータ42aと第2ザフテータ42bとによってテータフロ

ノク4 を復元させる (S38)

０1０5 このようにしてテータフロノク4 を復元すると、光テイスクコントローラ 4は、ホスト1

3を介してパーソナルコンピュータ2に、復元したテータフロノク4 を出力する。

０1０6 以上のようにして、本実施の形態に係る光テイスク装置 は、テータフロノク4 の読

み込み処理を実行する。

０1０7 なお、上記てはパーソナルコンピュータ2からテータフロノク4 の菩き込み処理の

指示情報を受付け、記録位置決定部7０か、テータフロノク4 からザフテータ作成部

7 により作成したザフテータ42の菩き込み位置を決定する。そして、光テイスクコン

トローラ 4は、光ヘノト およひテイスク駆動装置 2を制御して、光テイスク3にザフ

テータ42を菩き込む構成てあった。あるいは、パーソナルコンピュータ2から読み込

み処理の指示清報を受付け、記録位置決定部7０か、ザフテータ42の読み込み位

置を決定する。そして、光テイスクコントローラ 4か光ヘノト およひテイスク駆動装

置 2を制御して、光テイスク3からザフテータ42を読み込み、テータ復元部72かテ

ータフロノク4 を復元し、パーソナルコンピュータ2に出力する構成てもあった。

０1０8 しかしなから、上述したテータフロノク4 のザフテータ42の菩き込み処理およひ読

み込み処理を、図 7に示す光テイスクシステム (清報処理装置) 5０によって実行する

構成てあってもよい。なお、この光テイスクシステム5０によって本発明の清報処理装

置を実現する。図 7は、本発明の実施形態を示すものてあり、光テイスクシステム5０

の要部構成を示すフロノク図てある。

０1０9 すなわち、上記光テイスクシステム5０は、光テイスク3に対する菩き込み処理およひ

読み込み処理の各種制御指示を行うパーソナルコンピュータ6 と、咳パーソナルコ

ンピュータ6 からの制御指示に応して光テイスク3にテータフロノク4 を菩き込んた

り、咳光テイスク3からテータフロノク4 を読み込んたりする光テイスク装置5 とを備



えている。そして、これら両者は、 バス4を介して通信可能に接続されている。

０11０ 上記パーソナルコンピュータ6 は、当該パーソナルコンピュータ6 の各種制御を

行ぅCP (記録位置決定手段，作成手段 ) 6 2と、光ディスク装置5 とのインターフェ
ースを司るパーソナルコンピュータ (PC・ ) 6 3と、当該パーソナルコンピュー

タ6 の各種制御を実現するアプリケーションプログラム等を記憶した記憶装置6 4 とを

備えている。

０111 記光ディスク装置5 は、該光ディスク装置5 による光ディスク3に対するデータ

ブロック4 の菩き込み処理または読み込み処理を制御する光ディスクコントローラ54

、この光ディスクコントローラ54からの制御指示に応じて光ディスク3からデータブロッ

ク4 のザブデータ4 2を読み込んだり、データブロック4 のザブデータ4 2を菩き込ん

だりするための光ヘッド 、この光ディスクコントローラ54からの制御指示に応じて光

ディスク3を回伝させるディスク駆動装置 2、およびパーソナルコンピュータ2とのイン

ターフェースを司るホスト 3を備えてなる構成である。

０112 図 7に示す光ディスクシステム5０の場合、図2に示す光ディスク装置 と比較して、

パーソナルコンピュータ6 のCP 62が、図2に示す光ディスク装置 の光ディスクコ

ントローラ 4が備える記録位置決定部 7０、ザブデータ作成部 7 、データ復元部 7 2

、およびェラ一情報管理部 7 3を備えるとともに、さらに分割部2０ を備え、以下の (a)

～㈲ の処理を実行する点で典なる。なお、CP 62が備える記録位置決定部 7０，ザ

ブデータ作成部 7 ，データ復元部 7 2，およびェラ一情報管理部 7 3は、図2に示す

光ディスクコントローラ 4が備える記録位置決定部 7０，ザブデータ作成部 7 ，デー

タ復元部 7 2，およびェラ一情報管理部 7 3と同様であるため各部の説明は省略し、同

じ符号を付すこととする。

０113 (a) 光ディスク3に菩き込むデータ4０を分割部2０ がデータブロック4 に分割し、

ザブデータ作成部 7 が各データブロック4 からザブデータ4 2を作成する点、

(b)ザブデータ作成部 7 が作成したザブデータ4 2を他のアプリケーションプログラ

ム等とともに記憶装置6 4 に記憶させて管理する点、

(。)記録位置決定部 7０が、光ディスク3に記録する各ザブデータ4 2の菩き込み位

置、光ディスク3に記録された各ザブデータ4 2の読み込み位置を算出する処理を実



行する点、

(d)データ復元部72が光ディスク3から読み込んだザブデータ42からデータ4０を

復元する処理を実行する点、

(e) 工う一情報管理部73が、光ディスク3から読み込んだザブデータ42において読

み込みエラーが生じているか否かの判定を実行する点、

㈲工う一情報管理部73が、読み込みエラーが生じているザブデータ42の情報を

記憶装置64に記憶させ管理する点

すなわち、光ディスク装置 が備える光ディスクコントローラ 4が有する機能のぅち、

ザブデータ42の管理に関する処理をパーソナルコンピュータ6 のCP 62が実行す

る。つまり、光ディスク装置 では光ディスクコントローラ 4によってザブデータ42の

作成、ザブデータ42の記録位置の決定、ザブデータ42の若き込みと読み出し、およ

びデータブロック4 の復元が行われるが、光ディスクシステム5０ではパーソナルコン

ピュータ6 のCP 62によって同様の処理が行われる点が典なる。なお、CP 62は

、上記 (a)～㈲ の処理を、記憶装置64に格納しているプログラムを不図示の山女

等に読み出し実行することにより実現することができる。

０114 また、CP 62は、作成したザブデータ42を、データブロック4 ごとに、その組み合

わせ順 (第 ザブデータ42a，第2ザブデータ42b，第3ザブデータ42c) となるよぅに

、図 8に示すよぅに記憶装置64のデータブロック格納用エリアに記録する。図 8は

、本発明の実施形態を示すものであり、記憶装置64におけるザブデータ42の記録

位置の一例を示す図である。

０115 すなわち、記憶装置64には、図 8に示すよぅに、パーソナルコンピュータ6 が実

行する、光ディスク3に対する菩き込み処理、または読み込み処理以外の別の処理を

実行するために利用するエリア (他用途で使用するエリア) 、実行するアプリケーショ

ンプログラムを格納するエリアとともに、データブロック格納用エリアが設けられている

０116 上記した光ディスクシステム5０のよぅに、パーソナルコンピュータ6 のCP 62が、

本実施の形態に係るデータ4０の苦き込み処理および読み込み処理の制御を実行

する構成の場合、光ディスク装置5 は、パーソナルコンピュータ6 と通信できるよぅ



にホスト 3さえ備えていれば、従来の光学ドライブにより実現できる。なお、この

ときホスト 3は光ディスク専用の ではなく、イ一ザ一

０117 以上のよぅに、本実施の形態に係る光ディスク装置 あるいは光ディスクシステム5０

は、光ディスク3の記録面3０に対する照射方向からみた投影面において、作成した

ザブデータ4 2それぞれが重畳することなく分散して典なる記録屑に記録される構成

である。

０118 このため、投影面において各ザブデータ4 2がそれぞれ所定距離以上離れて記録

されているため、光ディスク3の保護屑にキズが生じても、該キズの影響を2つ以上の

ザブデータ4 2‥・に与えることを防ぐことができる。また、ザブデータ4 2として、データ

ブロック4 を細分して作成した要素データ‥・と、この要素データ‥・のぅち つが損

失してもデータブロック4 を復元させることができるパリティデータである復元データ

０119 したがって、保護屑に生じたキズにより、複数のザブデータ4 2の読み取り結果にエ

ラーが生じ、データブロック4 の復元ができなくなることを防ぐことができる。つまり、

本実施の形態に係る光ディスク装置 および光ディスクシステム5０はそれぞれ、光デ

ィスク3の複数の記録屑にデータ4０を記録した場合における、損失したデータ4０の

復元に対する信頼性を向上させることができる。

０12０ また、本実施の形態に係る光ディスク装置 および光ディスクシステム5０は、光ディ

スク3からのデータ4０の読み込み処理時において、ザブデータ4 2の読み込み結果

にエラーが生じているか否か管理することができる構成である。このため、光ディスク

3にキズが発生しているか否か把握することができる。このため、例えば、光ディスク

装置 またはパーソナルコンピュータ2が不図示の表示部を備え、キズが発生してい

る場合はその旨を該表示部にて示すよぅに構成されていてもよい。このよぅにキズの

発生を通知するよぅに構成することにより、ユーザは、データ4０が復元できる状態のぅ

ちに、光ディスク3に記録したデータ4０を別の光ディスク3に記録しなおすことができ

る。

０12 1 なお、上記では、データブロック4 を構成する各ザブデータ4 2を、各記録屑の同



一トラックで、上記投影面にて所定距離 (例えば2c )以上はなれた位置に記録した

り、各記録屑の典なるトラックで上記投影面にて所定距離 (例えば2c )以上離れた

位置に記録したりする構成であった。

０122 しかながら、上記投影面にて各ザブデータ4 2が所定距離以上離れた配置関係とな

ればよく、必ずしも上記構成のとおり各ザブデータ4 2が記録される必要はない。また

、各ザブデータ4 2を典なる屑に渡って分散させて記録する必要もなく、図 9に示す

よぅに同一の記録屑 (図 9では第 記録屑 ) において所定距離以上、ザブデータ4 2

が離れた配置関係となるよぅに記録されてもよい。なお、図 9は、本発明の実施形態

を示すものであり、ザブデータの記録位置を記録屑ごとに示す図である。

０123 また、上記では、光ディスク3が有する記録屑数が4屑であるといぅ前提で説明した

が、光ディスク3の構成によっては、記録屑数が2屑の場合、3屑の場合、あるレソま4

屑以上の場合も想定される。そこで、光ディスク3に対するデータブロック4 の菩き込

み処理または読み込み処理を実行する前に、光ディスク3が有する記録屑数を確認、

できる構成とすることが好ま 、。

０124 このよぅに構成する場合、本実施の形態に係る本実施の形態に係る光ディスク装置

および光ディスクシステム5０は、フオーカシングによって光ディスク3の記録屑数を

検出したり、あらかじめ記録屑数をリードイン領城に記録しておき、そこから読み出し

たりする構成とすることもできる。なお、この記録屑数の確認は、ステップS 2の前に

実行する。

０125 また、本実施の形態に係る光ディスク装置 または光ディスクシステム5０は、以上の

よぅに、上記ザブデータ4 2として、データブロック4 を細分した要素データと、該要素

データから求めたパリティ情報を含む復元データとを作成する構成であった。しかし

ながら、作成されるザブデータ4 2はこれに限定されるものではなく、上記データブロ

ック4 のデータと、該データの複製である復元データであってもよい。

０126 (実施形態2)

上記した光ディスク装置 または光ディスクシステム5０では、第 記録屑3 、第2記

録屑3 2、第3記録屑3 3、および第4記録屑34 におけるトラックおよびセクタのアドレ

ス、すなわちトラック番号およびセクタ番号がそれぞれ対応するよぅに割り当てられて



いた。このため、各記録屑における同一セクタ番号およびトラック番号は、光ディスク

3の投影面において一致することとなる。

０127 そして、このよぅにトラックおよびセクタのアドレスが割り当てられているとレぢ前提に

おいて、記録位置決定部 7０が、各ザブデータ4 2がそれぞれ投影面において重なり

合わないよぅに算出した記録屑番号、セクタ番号、およびトラック番号の位置に記録

する構成であった。

０128 しかしながら、この記録位置決定部 7０の代わりに図2０に示すよぅに、フオーマット

設定部 74を備え、以下のよぅにして各ザブデータ4 2を各記録屑に記録する構成とす

ることもできる。図2０は、本発明に係る別の実施形態 (実施形態2)を示すものであり

、光ディスク装置 ０ の要部構成を示す図である。

０129 まず、実施形態2に係る光ディスク装置 ０ の構成について説明する。図2０に示

すよぅに、光ディスク装置 ０ は、光ヘッド 、ディスク駆動装置 2、ホスト 3

光ディスクコントローラ 4 R 5、および O 6を備えてなる構成である。

０13０ 上記光ディスク装置 ０ は、図2に示す光ディスク装置 と比較して光ディスクコント

ローラ 4が、機能ブロックとして、ザブデータ作成部 7 、データ復元部 7 2、エラー

情報管理部 7 3 に加えて、フオーマット設定部 74をさらに備えている点で典なる。また

、上記R には、エラー情報 8、およびザブデータ4 2に加えて、菩き込み開

始位置情報 9が記録される点で典なる。

０13 1 上記フオーマット設定部 74は、光ディスク3の記録屑におけるトラック番号およびセ

クタ番号の割り当てを設定しなおすものである。また、菩き込み開始位置情報 9は、

各記録屑においてフオーマット設定部 74 により設定された菩き込み開始位置の情報

である。

０132 なお、図2０に示す光ディスク装置 ０ おいて、図2に示す光ディスク装置 と同様

な部材には同じ符号を付し、その説明は省略するものとする。

０133 実施形態2に係る光ディスク装置 ０ は、各記録屑に設定されているアドレス値が

小さい順、すなわちトラック番号が０番でかつ、セクタ番号が０番となる位置からザブ

データ4 2が記録されるよぅに構成されている。つまり、トラック番号が０番でかつセクタ

番号が０番となる位置をデータの菩き込み開始位置とすることができる。



０134 そこで、実施形態2に係る光ディスク装置 ０ は、図2 に示すよぅに、第 記録屑3

のトラック番号０およびセクタ番号０を光ディスク3の内周に設定し、そこから光ディス

ク3の外周に向かって所定距離だけシフトした位置に、第2記録屑3 2のトラック番号０

およびセクタ番号０を設定する。同様にして、第2記録屑3 2のトラック番号０およびセ

クタ番号０の位置から上記外周に向かって所定距離だけシフトした位置を第3記録屑

3 3のトラック番号０およびセクタ番号０として設定する。さらに、第3記録屑3 3のトラッ

ク番号０およびセクタ番号０の位置から上記外周に向かって所定距離だけシフトした

位置を第4記録屑34のトラック番号０およびセクタ番号０として設定する。なお、図2

は、本発明の第2実施形態を示すものであり、各記録屑におけるトラック番号０および

セクタ番号０の設定例を示す図である。

０135 また、上記所定距離は、データ4０の復元に関して要求される条件により決まるもの

であり、例えば、2c までの大きさのキズに対してデータ4０の復元が求められる場合

、第 ザブデータ42a の記録位置 (菩き込み開始位置) と第2ザブデータ42b の記録

位置 (菩き込み開始位置) との距離、および第2ザブデータ42b の記録位置 (菩き込

み開始位置) と第3ザブデータ42c の記録位置 (菩き込み開始位置) との距離はそれ

ぞれ2c 以上となる。

０136 このよぅに、各記録屑においてフオーマット設定部 74 が、光ディスク3のデータエリ

アにおいて適切に菩き込み開始位置を設定すると、各ザブデータ4 2を記録させる記

録屑を決定する。そして、この設定したザブデータ4 2の菩き込み開始位置の情報 (

菩き込み開始位置情報 9)をR に記録する。つまり、図2に示す菩き込み開

始位置情報 9は、データブロック4 から作成されたザブデータ4 2‥・のぅち、第 ザ

ブデータ42a が菩き込まれた光ディスク3の物理セクタ番号および記録屑番号であっ
た。これに対して図2０に示す菩き込み開始位置情報 9は、図22に示すよぅにデー

タブロック4 から作成されたザブデータ4 2‥・それぞれが菩き込まれた記録屑番号

と、その各記録屑における開始位置を示すトラック番号およびセクタ番号 (トラック0、

セクタ０) となる。

０137 以上のようにして、各サブデータ4 2の苦き込み開始位置が決定されると、光ディス

クコントローラ 4は、光ヘッド およびディスク駆動装置 2を制御して、各訂



の若き込み開始位置に、第 ザブデータ42a 、第2ザブデータ42b 、第3ザブデータ4

2cをそれぞれ菩き込んでいく。

０138 なお、上記したデータブロック4 とは典なる別のデータブロック4 のザブデータ4 2

を続けて記録する場合、新たに記録するこのデータブロック4 の第 ザブデータ42a

、第2ザブデータ42b 、第3ザブデータ42c それぞれは、既に記録された第 ザブデ

ータ42a 、第2ザブデータ42b 、第3ザブデータ42c に続けて記録される。

０139 このよぅに、データブロック4 から作成したザブデータ4 2‥・を順次記録させること

により、同一のデータブロック4 から作成した第 ザブデータ42a 、第2ザブデータ4 2

bおよび第3ザブデータ42c は、光ディスク3の投影面において常に、所定距離はな

れた位置となるよぅにそれぞれ典なる記録屑に記録されることとなる。

０14０ なお、実施形態2に係る光ディスク装置 ０ (情報処理装置) は、以下の構成を有

するものとすることができる。すなわち、実施形態2に係る光ディスク装置 ０ は、デ

ータブロック4 を記録するための複数の記録屑 (第 記録屑3 ，第2記録屑3 2，お

よび第3記録屑 ) を有する光ディスク3に対して、光を照射しデータブロック4 を記録

するものである。光ディスク装置 ０ は、上記記録する同一のデータブロック4 から、

該データブロック4 を構成する要素データと、この要素データの読み取りが不可能と

なった場合にデータを復元するためのパリティデータ (復元データ) とを作成するザブ

データ作成部 7 と、各記録屑における、要素データまたはパリティデータ (復元デー

タ) の若き込み開始位置を示す、トラックおよびセクタのアドレスの設定を行ぅフオーマ

ット設定部 74 と、を備える。そして、上記ザブデータ作成部 7 は、上記光を照射する

方向を照射方向とし、該照射方向から光ディスク3をみた場合の投影面において、上

記要素データおよびパリティデータがそれぞれ別の場所となるよぅに、記録屑ごとに

該要素データまたはパリティデータの若き込み開始位置を示す、トラックおよびセクタ

のアドレスの設定を行ぅ。

０14 1 上記構成によると、ザブデータ作成部 7 により、同一のデータブロック4 からザブ

データ4 2として、要素データと、該データブロック4 を復元するためのパリティデータ

とをそれぞれ作成することができる。このため、要素データの読み取りが不可能な場

合であってもパリティデータを利用して、光ディスク3に記録したデータを復元させるこ



とができる。

０142 また、フオーマット設定部 74を備えているため、上記光ディスク3の投影面において

、要素データおよびパリティデータそれぞれが重ならない別の場所となるよぅに、これ

ら要素データおよびパリティデータの記録開始位置を示すアドレスを設定することが

できる。このため、上記要素データとパリティデータとが典なる記録屑の、上記投影面

において重なる位置に記録され、光ディスク3に生じたキズの影響でこれら要素デー

タおよびパリティデータがともに読み取ることができなくなるといった事態を回避するこ

とができる。したがって、光ディスク3において、記録したデータブロック4 に欠損が

生じた場合の、該データブロック4 の復元に対する信頼性を向上させることができる

０143 以上のよぅに、本発明に係る情報処理装置は、下記の構成を備えるものと言える。

また、本発明に係る情報処理の制御方法は、下記のステップを含むものであると言え

る。

０144 本発明に係る情報処理装置は、以上のよぅに、データを記録するための複数の記

録屑を有する光ディスクに対して、光を照射しデータを記録する情報処理装置であっ
て、上記記録するデータから、該データを構成する要素データと、この要素データの

読み取りが不可能となった場合に上記データを復元するための復元データとを作成

する作成手段と、上記作成手段によって同一のデータから作成した要素データと復

元データとを、それぞれ典なる記録屑にて記録するための記録位置を決定する記録

位置決定手段と、を備え、上記記録位置決定手段は、上記光を照射する方向を照射

方向とし、該照射方向から光ディスクをみた場合の投影面において、上記要素デー

タと復元データとがそれぞれ重ならない別の場所となるよぅに、該要素データおよび

復元データの記録位置を決定することを特徴とする。

０145 したがって本発明に係る情報処理装置は、多層にデータを記録可能とする光ディ

スクにおいて、記録したデータに欠損が生じた場合の、データの復元に対する信頼

性を向上させることができるといぅ効果を奏する。

０146 また、本発明に係る情報処理装置は、上記した構成において、上記記録屑におけ

るデータの記録位置がトラック、及びセクタで管理され、各記録屑におけるトラックお



よびセクタのアドレスが、記録屑間でそれぞれ対応するよぅに割り当てられており、上

記要素データと復元データとがそれぞれ上記投影面において重ならない別の場所

の記録位置となるよぅに、上記記録位置決定手段は、上記要素データおよび復元デ

ータそれぞれを典なる記録屑の、典なるアドレスのトラックまたはセクタに記録するよぅ

に決定するよぅに構成されていてもよい。

０147 また、本発明に係る情報処理装置は、上記した構成において、上記記録位置決定

手段は、上記投影面での要素データと復元データとの間におけるセクタ数またはトラ

ック数を指定することにより、要素データおよび復元データそれぞれを典なる記録屑

の、典なるアドレスのトラックまたはセクタに記録するよぅに決定するよぅに構成されて

０148 記構成によると、複数の記録屑間で対応するよぅにトラックおよびセクタが割り当

てられているため、各記録屑における記録位置を指定するにあたり、トラックおよびセ

クタ番号を共通して利用することができる。

０149 また、上記記録位置決定手段は、トラックまたはセクタを指定して要素データおよび

復元データそれぞれが投影面において重ならない別の場所となる記録位置を決定

することができるため、各要素データおよび復元データの記録位置を容易に決定す

ることができる。

０15０ また、本発明に係る情報処理装置は、上記した構成において、上記作成手段は同

一のデータから複数の要素データと復元データとを作成しており、上記復元データは

、上記要素データのぅちの つが読み取り困難となった場合、読み取り可能な要素デ

ータに基づきデータを復元できるものであり、上記光ディスクにおける、データを記録

するために光を照射する側の面である記録面に生じるキズの大きさについて、上記

データの復元を可能とするキズの大きさが設定されており、上記投影面での上記複

数の要素データ間における上記セクタの間隔またはトラックの間隔、およびこれら要

素データと復元データとの間における上記セクタの間隔またはトラックの間隔を、上

記設定されたキズの大きさ以上となるよぅに指定する構成であってもよい。

０15 1 記構成によると、上記記録位置決定手段は、上記設定されたキズの大きさ以上と

なるよぅに、要素データ間およびこれら要素データと復元データ間におけるセクタまた



はトラックの間隔を指定することができる。このため、記録面に生じたキズの大きさが

データの復元を可能とする大きさの範囲内にある場合、キズの影響を受けていない
要素データと復元データとから、あるいは要素データからデータを復元させることが

できる。

０152 また、本発明に係る情報処理装置は、上記した構成において、上記記録位置決定

手段は、上記投影面における光ディスクの中心から上記複数の要素データおよび復

元データを記録するトラックまでの距離に応じて、上記複数の要素データ間およびこ

れら要素データと復元データとの間の間隔として指定するセクタ数を変更させるよぅ

に構成されていてもよい。

０153 ところで、光ディスクの中心付近のトラック長と、光ディスクの円周付近のトラック長と

では典なる。このため、同じ数のセクタ数間隔だけ要素データ同上を、あるいは要素

データと復元データとをそれぞれ離して記録した場合であっても、これらの距離は、

光ディスクの中心付近の方が、光ディスクの円周付近よりも 、さくなる。

０154 上記構成によると、上記光ディスクの中心から上記要素データおよび復元データを

記録するトラックまでの距離に応じて、上記要素データ同上、あるいは要素データと

復元データ間の間隔を決定するセクタ数を変更させることができる。したがって、光デ

ィスクの各記録屑において、セクタ数を指定して、要素データおよび復元データの適

切な記録位置を決定することができる。

０155 また、本発明に係る情報処理装置は、上記した構成において、上記作成手段は、

同一のデータから、該データを細分した複数の要素データと、該要素データから求

めたパリティ情報を含む復元データとを作成するよぅに構成されていてもよい。

０156 また、本発明に係る情報処理装置は、上記した構成において、上記作成手段は、

同一のデータから、要素データとして該データ自身と、復元データとしてこのデータ

の複製とをそれぞれ作成するよぅに構成されていてもよい。

０157 本発明に係る情報処理装置の制御方法は、以上のよぅに、データを記録するため

の複数の記録屑を有する光ディスクに対して、光を照射しデータを記録する情報処

理装置の制御方法であって、上記記録するデータから、該データを構成する要素デ

ータと、この要素データの読み取りが不可能となった場合に上記データを復元するた



めの復元データとを作成する第 ステップと、上記第 ステップにおいて同一のデー

タから作成した要素データと復元データとを、それぞれ典なる記録屑にて記録するた

めの記録位置を決定する第2ステップと、を含み、上記第2ステップにおいて、上記光

を照射する方向を照射方向とし、該照射方向から光ディスクをみた場合の投影面に

おいて、上記要素データと復元データとがそれぞれ重ならない別の場所となるよぅに

、該要素データおよび復元データの記録位置を決定することを特徴とする。

０158 したがって本発明に係る情報処理装置の制御方法は、多層にデータを記録可能と

する光ディスクにおいて、記録したデータに欠損が生じた場合の、データの復元に対

する信頼性を向上させることができるとレぢ効果を奏する。

０159 本発明に係る情報処理装置は、以上のよぅに、データを記録するための複数の記

録屑を有する光ディスクに対して、光を照射しデータを記録する情報処理装置であっ
て、上記記録する同一のデータから、該データを構成する要素データと、この要素デ

ータの読み取りが不可能となった場合にデータを復元するための復元データとを作

成する作成手段と、各記録屑における、要素データまたは復元データの若き込み開

始位置を示す、トラックおよびセクタのアドレスの設定を行ぅアドレス設定手段と、を備

え、上記アドレス設定手段は、上記光を照射する方向を照射方向とし、該照射方向

から光ディスクをみた場合の投影面において、上記要素データおよび復元データが

それぞれ重ならない別の場所となるよぅに、記録屑ごとに該要素データまたは復元デ

ータの若き込み開始位置を示す、トラックおよびセクタのアドレスの設定を行ぅことを

特徴とする。

０16０ したがって本発明に係る情報処理装置は、多層にデータを記録する光ディスクに

おいて、記録したデータに欠損が生じた場合の、データの復元に対する信頼性を向

上させることができるといぅ効果を奏する。

０16 1 なお、上記情報処理装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、

コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記情報処理装置をコンピュー

タにて実現させる情報処理装置の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュー

タ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範哺に入る。

０162 本発明は上述した各実施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り、典なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適

宜細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。

産業上の利用可能性

本発明に係る情報処理装置は、記録屑を複数有する光ディスクにデータを記録す

る際に、該データから生成したザブデータを、該光ディスクの投影面において典なる

位置となるよぅに記録することができる。これにより、光ディスクの複数の記録屑に記

録した上記ザブデータのぅちの つが欠損しても、他のザブデータは欠損しないため

これら残余のザブデータから復元することができる。したがって、光ディスクにおいて

キズが発生した場合であってもデータの復元が要求される光ディスクの記録装置に

おいて広く適用できる。



請求の範囲

データを記録するための複数の記録屑を有する光ディスクに対して、光を照射しデ

ータを記録する情報処理装置であって、

上記記録するデータから、該データを構成する要素データと、この要素データの読

み取りが不可能となった場合に上記データを復元するための復元データとを作成す

る作成手段と、

上記作成手段によって同一のデータから作成した要素データと復元データとを、そ

れぞれ典なる記録屑にて記録するための記録位置を決定する記録位置決定手段と

、を備え、

上記記録位置決定手段は、上記光を照射する方向を照射方向とし、該照射方向か
ら光ディスクをみた場合の投影面において、上記要素データと復元データとがそれ

ぞれ重ならない別の場所となるよぅに、該要素データおよび復元データの記録位置

を決定することを特徴とする情報処理装置。

上記記録屑におけるデータの記録位置がトラック、及びセクタで管理され、各記録

屑におけるトラックおよびセクタのアドレスが、記録屑間でそれぞれ対応するよぅに割

り当てられており、

上記要素データと復元データとがそれぞれ上記投影面において重ならない別の場

所の記録位置となるよぅに、上記記録位置決定手段は、上記要素データおよび復元

データそれぞれを典なる記録屑の、典なるアドレスのトラックまたはセクタに記録する

よぅに決定することを特徴とする請求項 に記載の情報処理装置。

上記記録位置決定手段は、上記投影面での要素データと復元データとの間にお

けるセクタ数またはトラック数を指定することにより、要素データおよび復元データそ

れぞれを典なる記録屑の、典なるアドレスのトラックまたはセクタに記録するよぅに決

定する請求項2に記載の情報処理装置。

上記作成手段は同一のデータから複数の要素データと復元データとを作成してお

り、上記復元データは、上記要素データのぅちの つが読み取り困難となった場合、

読み取り可能な要素データに某づきデータを復元できるものであり、

上記光ディスクにおける、データを記録するために光を照射する側の面である記録



面に生じるキズの大きさについて、上記データの復元を可能とするキズの大きさが設

定されており、

上記記録位置決定手段は、上記投影面での上記複数の要素データ間における上

記セクタの間隔またはトラックの間隔、およびこれら要素データと復元データとの間に

おける上記セクタの間隔またはトラックの間隔を、上記設定されたキズの大きさ以上と

なるよぅに指定することを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。

5 上記記録位置決定手段は、上記投影面における光ディスクの中心から上記複数の

要素データおよび復元データを記録するトラックまでの距離に応じて、上記複数の要

素データ間およびこれら要素データと復元データとの間の間隔として指定するセクタ

数を変更させることを特徴とする請求項4に記載の情報処理装置。

6 上記作成手段は、同一のデータから、該データを細分した複数の要素データと、該

要素データから求めたパリティ情報を含む復元データとを作成することを特徴とする

請求項 から5のいずれか 項に記載の情報処理装置。

7 上記作成手段は、同一のデータから、要素データとして該データ自身と、復元デー

タとしてこのデータの複製とをそれぞれ作成する請求項 から5のいずれか 項に記

載の情報処理装置。

8 データを記録するための複数の記録屑を有する光ディスクに対して、光を照射しデ

ータを記録する情報処理装置の制御方法であって、

上記記録するデータから、該データを構成する要素データと、この要素データの読

み取りが不可能となった場合に上記データを復元するための復元データとを作成す

る第 ステップと、

上記第 ステップにおいて同一のデータから作成した要素データと復元データとを

、それぞれ典なる記録屑にて記録するための記録位置を決定する第2ステップと、を

含み、

上記第2ステップにおいて、上記光を照射する方向を照射方向とし、該照射方向か

ら光ディスクをみた場合の投影面において、上記要素データと復元データとがそれ

ぞれ重ならない別の場所となるよぅに、該要素データおよび復元データの記録位置

を決定することを特徴とする情報処理装置の制御方法。



9 コンピュータを請求項 から7のいずれか 項に記載の情報処理装置の各手段とし

て機能させるための情報処理装置の制御プログラム。

０ 請求項9に記載の情報処理装置の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り

可能な記録媒体。
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