
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクに対して情報の記録及び再生を行なう手段を備えた光ディスク記録再生装置

、
　前記光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該データ領域
と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、他層の試し書き領域の未だ試し書きがされ
ていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求める
最適記録パワー値決定手段を設けたことを特徴とする光ディスク記録再生装置。
【請求項２】
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクに対して情報の記録及び再生を行なう手段を備えた光ディスク記録再生装置

、
　前記光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該デ－タ領域
と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、該試し書き領域よりも上位層の試し書き領
域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最
適記録パワー値を求める最適記録パワー値決定手段を設けたことを特徴とする光ディスク
記録再生装置。
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【請求項３】
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクに対して情報の記録及び再生を行なう手段を備えた光ディスク記録再生装置

、
　前記光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該デ－タ領域
と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、該試し書き領域よりも上位層の試し書き領
域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検出し、前記デ－タ領
域の前記情報の記録箇所に対応する上位層のデ－タ領域の記録箇所に既に情報が記録され
ていたとき、前記デ－タ領域と同層の前記検出された小領域に対応する前記上位層の試し
書き領域の小領域にランダムな情報を記録した後、前記検出された小領域に試し書きを行
なって最適記録パワー値を求める最適記録パワー値決定手段を設けたことを特徴とする光
ディスク記録再生装置。
【請求項４】
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクに 情報を記録するとき、該情報を記録するデータ領域と同層の試し書き領
域に記録パワーの試し書きを行なって最適記録パワー値を求める第１の最適記録パワー値
決定手段と、
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該データ領域と同層
の試し書き領域内の複数の小領域の内、他層の試し書き領域の未だ試し書きがされていな
い小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求める第２の
最適記録パワー値決定手段と、
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該デ－タ領域と同層
の試し書き領域内の複数の小領域の内、該試し書き領域よりも上位層の試し書き領域で未
だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録
パワー値を求める第３の最適記録パワー値決定手段と、
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該デ－タ領域と同層
の試し書き領域内の複数の小領域の内、該試し書き領域よりも上位層の試し書き領域で未
だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検出し、前記デ－タ領域の前
記情報の記録箇所に対応する上位層のデ－タ領域の記録箇所に既に情報が記録されていた
とき、前記デ－タ領域と同層の前記検出された小領域に対応する前記上位層の試し書き領
域の小領域にランダムな情報を記録した後、前記検出された小領域に試し書きを行なって
最適記録パワー値を求める第４の最適記録パワー値決定手段と

記第１乃至 のいずれか一つの最適記録パワー値を選択して有効にする手段とを設け
たことを特徴とする光ディスク記録再生装置。
【請求項５】
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該データ領域と同層
の試し書き領域内の複数の小領域の内、他層の試し書き領域の未だ試し書きがされていな
い小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求めることを
特徴とする光ディスクの最適記録パワー値決定方法。
【請求項６】
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　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該デ－タ領域と同層
の試し書き領域内の複数の小領域の内、該試し書き領域よりも上位層の試し書き領域で未
だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録
パワー値を求めることを特徴とする光ディスクの最適記録パワー値決定方法。
【請求項７】
　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最
適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
光ディスクのいずれかの層のデ－タ領域に 情報を記録するとき、該デ－タ領域と同層
の試し書き領域内の複数の小領域の内、該試し書き領域よりも上位層の試し書き領域で未
だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検出し、前記デ－タ領域の前
記情報の記録箇所に対応する上位層のデ－タ領域の記録箇所に既に情報が記録されていた
とき、前記デ－タ領域と同層の前記検出された小領域に対応する前記上位層の試し書き領
域の小領域にランダムな情報を記録した後、前記検出された小領域に試し書きを行なって
最適記録パワー値を求めることを特徴とする光ディスクの最適記録パワー値決定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、多層構造を持つ光ディスクにレーザ光によって情報の記録を行なう際、各
層のデータ領域に対して最適な記録パワー値を求め、その最適記録パワー値で情報を記録
する光ディスク記録再生装置と、多層構造を持つ光ディスクに情報を記録するときの最適
記録レーザパワーを求める光ディスクの最適記録パワー値決定方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、２層構造を持つ光ディスクメディアのグルーブ部とランド部について、それぞれ
制御オフセット値を測定し、それぞれの制御オフセットの測定値を記憶する手段を設け、
対物レンズの光スポットの照射されている位置によって制御オフセット値を最適化する光
ディスク記録再生装置（例えば、特開平９－２３１５８８号公報参照）があった。
【０００３】
　また、記録層を複数有する多層記録媒体の各記録層に対して、適切なパワーの光ビーム
で記録，再生あるいは消去するため、各半径位置の各情報トラック毎に試し書き動作を行
ない、その再生信号を検査することによって、各情報トラックに対する情報の記録，消去
または再生動作に最適な光ビームの条件を求める光ディスク記録再生装置（例えば、特開
平１１－３５５０号公報参照）があった。
【０００４】
　現在、光ディスクの分野において、情報の記録が可能な様々な種類の光ディスク（例え
ば、ＣＤ－Ｒ，ＤＶＤ－Ｒ等の追記型光ディスクやＣＤ－ＲＷ，ＤＶＤ－ＲＡＭ等の書き
換え型光ディスクなど）が増えてきている。
【０００５】
　このように情報の記録が可能な光ディスクには、光ディスクの組成が異なる種類の光デ
ィスク（例えば、色素変化光ディスクや相変化光ディスク等）がある。
【０００６】
　また、光ディスクの記録層の構造が異なる光ディスクがある。
　例えば、今まで単層の記録層であった光ディスクが２層構造を持つ光ディスクへと記録
層の多層化が進み、光ディスクの構造がより複雑化してきている。
【０００７】
　しかし、記録層が２層構造になれば、今までよりも記録容量の増大が見込め、大容量化
を目指している光ディスクにおいて非常に有用である。
【０００８】
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　そのような２層構造の光ディスクを含む記録面が多層化した光ディスクにおいて、情報
の記録に関して追記もしくは書き換えを行なう場合について、単層の光ディスクで行なっ
ていた様々な記録時の設定を、多層構造を持つ光ディスクでも行なわなくてはならない。
　その設定の一つに情報の記録を行なうレーザ出力の最適記録パワー値を求めて補正する
ことがあげられる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、多層構造を持つ光ディスクでは、単層構造の光ディスクと比較して情報
の記録面において異なる特性を持っているため、最適記録パワーを求める方法においても
従来と異なる方法の処理を用いなければならず、上述のような従来の光ディスク記録装置
では実現できないという問題があった。
【００１０】
　ここで、多層構造を持つ光ディスクの主な特徴について述べると、多層構造の光ディス
クでは、記録層が幾層にも重なっていることもありより上位にある記録面（ディスク表面
に近い方の記録面）の反射率は低く抑えられている。
【００１１】
　また、下位の層の記録面にレーザ光を届かせるため、透過率が高く設定されている。そ
の他に、記録マーク（ピット）も若干大きいため、一層に対する記録マーク密度が小さく
なっている。
【００１２】
　そのため、より上位の記録面に対して情報の記録を行なう場合、正しい記録マークが形
成できるように記録時のレーザパワーを調整しなくてはならない。
【００１３】
　記録時のレーザ出力を最適記録パワー値に補正する理由は、単層の光ディスクの場合と
同じであり、情報を記録する際に照射するレーザの最適記録パワー制御（ＯＰＣ：Ｏｐｔ
ｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が行なわれていないと、情報の記録を行なった
後に光ディスクに記録した情報を再生する際、ジッタが大きくなり、正確な情報の再生が
行なわれない可能性も出てくる。
【００１４】
　そのため、記録した情報を再生する時に、上記ジッタを極力抑えて正確な再生を行なう
ために、情報を書き込むデータ領域の特性に合わせてレーザビームを最適記録パワーに制
御しなくてはならない。
　そして、記録の発光パワーを制御する事は、再生ジッタを抑えることにおいて非常に有
効な方法の一つであることから最適記録パワー値に補正を行なう。
【００１５】
　この発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、追記又は書き換え可能な
多層構造を持つ光ディスクに情報の記録を行なう場合、情報を書き込む層のデータ領域に
対して記録時のレーザ出力を最適な記録パワー値に調整することができるようにすること
を目的とする
【００１６】

報を記録するためのデータ領域と 情報の
記録時にレーザビームの発光パワーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き
領域とを 光ディスクに対して情報の記録及び再生を行なう
手段を備えた光ディスク記録再生装置 、上記光ディスクのいずれかの層のデータ
領域に 情報を記録するとき、そのデータ領域と同層の試し書き領域内の複数の小領域
の内、他層の試し書き領域の未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域
に試し書きを行なって最適記録パワー値を求める最適記録パワー値決定手段を設けるとよ
い。
【００１７】
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　 、 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクに対して情報の記録及び再生を行なう手段を備えた光ディスク記録再生
装置 、上記光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、
そのデータ領域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上
位層の試し書き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し
書きを行なって最適記録パワー値を求める最適記録パワー値決定手段を設けるとよい。
【００１８】
　さら 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パ
ワーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクに対して情報の記録及び再生を行なう手段を備えた光ディスク記録再
生装置 、上記光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき
、そのデータ領域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも
上位層の試し書き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検
出し、上記データ領域の上記情報の記録箇所に対応する上位層のデータ領域の記録箇所に
既に情報が記録されていたとき、上記データ領域と同層の上記検出された小領域に対応す
る上記上位層の試し書き領域の小領域にランダムな情報を記録した後、上記検出された小
領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求める最適記録パワー値決定手段を設ける
とよい。
【００１９】
　 、以下の（１）～（ ）の各手段を備えた光ディスク記録再生装置を提供する。
【００２０】
（１）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクに 情報を記録するとき、その情報を記録するデータ領域と同層の試
し書き領域に記録パワーの試し書きを行なって最適記録パワー値を求める第１の最適記録
パワー値決定手段。
【００２１】
（２）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、他層の試し書き領域の未だ試し書きがさ
れていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求め
る第２の最適記録パワー値決定手段。
【００２２】
（３）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上位層の試し書
き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なっ
て最適記録パワー値を求める第３の最適記録パワー値決定手段。
【００２３】
（４）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上位層の試し書
き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検出し、上記デー
タ領域の上記情報の記録箇所に対応する上位層のデータ領域の記録箇所に既に情報が記録
されていたとき、上記データ領域と同層の上記検出された小領域に対応する上記上位層の
試し書き領域の小領域にランダムな情報を記録した後、上記検出された小領域に試し書き
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を行なって最適記録パワー値を求める第４の最適記録パワー値決定手段。
【００２４】
（ ）　上記第１乃至 のいずれか一つの最適記録パワー値を選択して有効にする手段。
【００２５】
　 、 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、他層の試し書き領域の未だ試し書きがさ
れていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求め
る光ディスクの最適記録パワー値決定方法にするとよい。
【００２６】
　 、 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パ
ワーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ
領域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上位層の試し
書き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行な
って最適記録パワー値を求める光ディスクの最適記録パワー値決定方法にするとよい。
【００２７】
　 、 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上位層の試し書
き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検出し、上記デー
タ領域の上記情報の記録箇所に対応する上位層のデータ領域の記録箇所に既に情報が記録
されていたとき、上記データ領域と同層の上記検出された小領域に対応する上記上位層の
試し書き領域の小領域にランダムな情報を記録した後、上記検出された小領域に試し書き
を行なって最適記録パワー値を求める光ディスクの最適記録パワー値決定方法にするとよ
い。
【００２８】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明の実施形態を図面に基づいて具体的に説明する。
　図１は、この発明の一実施形態の光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００２９】
　この光ディスク記録再生装置は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等からなるマイクロコンピュ
ータによって実現される以下の各機能部を有し、図２，図３，及び図７に示す２層構造を
持つ光ディスク１に対して最適記録パワー値で情報を記録し、光ディスク１に記録された
情報を再生する処理を行なう。
【００３０】
　光ディスク記録再生装置は、その光ディスク１を光ディスク回転機構部２に固定して、
光ディスク１を自由に回転させることが出来る。
　そして、レーザビーム光源部３から光ディスク１へレーザビームを照射し、光ディスク
１に依存する制御初期条件を求めた後、サーボ制御部８で制御を行ない、再びレーザビー
ムを照射し、光学ヘッド部４から光ディスク１の信号を読み取り、信号処理部５，再生処
理部７，動作制御ユニット９において、再生信号の処理を行なう。
【００３１】
　一方、情報の記録については、制御初期条件を求めた後に、判別回路１２において、

この発明の請求項１乃至 のいずれか一項に記載の光ディスク記録
再生装置、及び請求項 乃至 のいずれか一項に記載の光ディスクの最適記録パワー値決
定方法に関る判別を行ない、その判別結果に基づいて定められた試し書き領域に対して、
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記録時のレーザビームの最適記録パワーを求めるために順次段階的に記録パワーを変化さ
せて試し書きを行なう。
【００３２】
　そして、試し書きを行なった記録情報を再生し、 この発明の請
求項１乃至 のいずれか一項に記載の光ディスク記録再生装置、及び請求項 乃至 のい
ずれか一項に記載の光ディスクの最適記録パワー値決定方法に関る最適記録パワー値を求
める処理を行なう。
　このようにして、その求められた最適記録パワー値で情報の記録を行なうことが出来る
。
【００３３】
　すなわち、上記光ディスク記録再生装置の各部が、それぞれ以下の（Ａ）～（ ）の各
手段の機能を果たし、それぞれ（ ）～（ ）の最適記録パワー値決定方法の処理を実行
する。
【００３４】
（Ａ）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクに対して情報の記録及び再生を行なう手段。
【００３５】
（Ｂ）　 光ディスクに 情報を記録するとき、その情報を記録するデータ領域と同
層の試し書き領域に記録パワーの試し書きを行なって最適記録パワー値を求める第１の最
適記録パワー値決定手段。
【００３６】
（Ｃ）　 光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデ
ータ領域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、他層の試し書き領域の未だ試し書
きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録パワー値
を求める第２の最適記録パワー値決定手段。
【００３７】
（Ｄ）　 光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデ
ータ領域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上位層の
試し書き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを
行なって最適記録パワー値を求める第３の最適記録パワー値決定手段。
【００３８】
（Ｅ）　 光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデ
ータ領域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上位層の
試し書き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検出し、上
記データ領域の上記情報の記録箇所に対応する上位層のデータ領域の記録箇所に既に情報
が記録されていたとき、上記データ領域と同層の上記検出された小領域に対応する上記上
位層の試し書き領域の小領域にランダムな情報を記録した後、上記検出された小領域に試
し書きを行なって最適記録パワー値を求める第４の最適記録パワー値決定手段。
【００３９】
（ ）　上記第１乃至 のいずれか一つの最適記録パワー値を選択して有効にする手段。
【００４０】
（ ）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクに対して 情報を記録するとき、その情報を記録するデータ領域と同
層の試し書き領域に記録パワーの試し書きを行なって最適記録パワー値を求める光ディス
クの最適記録パワー値決定処理。
【００４１】
（ ）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを
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光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、他層の試し書き領域の未だ試し書きがさ
れていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求め
る光ディスクの最適記録パワー値決定処理。
【００４２】
（ ）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、該試し書き領域よりも上位層の試し書き
領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域に試し書きを行なって
最適記録パワー値を求める光ディスクの最適記録パワー値決定処理。
【００４３】
（ ）　 報を記録するためのデータ領域と 情報の記録時にレーザビームの発光パワ
ーの最適記録パワー値を決定するために用いる試し書き領域とを

光ディスクのいずれかの層のデータ領域に 情報を記録するとき、そのデータ領
域と同層の試し書き領域内の複数の小領域の内、その試し書き領域よりも上位層の試し書
き領域で未だ試し書きがされていない小領域に対応する位置 領域を検出し、上記デー
タ領域の上記情報の記録箇所に対応する上位層のデータ領域の記録箇所に既に情報が記録
されていたとき、上記データ領域と同層の上記検出された小領域に対応する上記上位層の
試し書き領域の小領域にランダムな情報を記録した後、上記検出された小領域に試し書き
を行なって最適記録パワー値を求める光ディスクの最適記録パワー値決定処理。
【００４４】
　次に、この光ディスク記録再生装置で使用する記録面が２層構造の光ディスク１につい
て説明する。
　図２は、記録面が２層構造の光ディスク１の一例の断面図である。
　図３は、記録面が２層構造の光ディスク１のデータ領域と試し書き領域の構成の一例を
示す説明図である。
【００４５】
　図２に示す通り、この光ディスク１は、情報を記録する記録面が第１層目２０と第２層
目２１とに分けられている。
　第１層目２０と第２層目２１との記録層の間は４０～６０μ mであり、また、光ディス
ク１の表面から第１層目２０と第２層目２１との中間点までの距離は、０．５７ｍｍであ
る。そのうえ、第１層目２０が半透明の記録層となっており、１８～３０ %の反射率に抑
えられている。
【００４６】
　また、図３に示すように、２層構造を持つ光ディスク１の両層２０と２１の記録面にお
いて、情報を記録するデータ領域Ｄ１（第１層目２０）、Ｄ２（第２層目２１）と情報の
記録時にレーザビームの発光パワーを決定するために用いる試し書き領域Ｔ１（第１層目
２０）、Ｔ２（第２層目２１）を異なる位置にそれぞれ設けている。
【００４７】
　次に、この光ディスク記録再生装置における図２及び図３に示した２層構造を持つ光デ
ィスク１に情報を記録する際の記録レーザパワーの最適値を求める処理について説明する
。
【００４８】
　図４は、この光ディスク記録再生装置におけるこの発明の 処理を示す
フローチャートである。
【００４９】
　光ディスク記録再生装置は、光ディスク１への情報の記録時、ステップ（図中「Ｓ」で
示す）１で記録するデータ領域を検出すると、ステップ２へ進んで記録を行なうデータ領
域と同じ層にある試し書き領域を検出し、ステップ３へ進んで記録発光パワー（記録パワ
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ー値）を段階的に変化させて試し書きを行なう。
【００５０】
　ステップ４へ進んで試し書きの記録結果を読み込んで比較し、ステップ５へ進んで最適
記録パワー値を求めて、ステップ６へ進んで予め設定されていた最適記録パワー値を上記
求められた最適記録パワー値に補正し、その補正後の最適記録パワー値で上記データ領域
に情報を記録し、この記録処理を終了する。
【００５１】
　さらに、この記録処理における最適記録パワー値決定処理を説明する。
　この光ディスク記録再生装置は、多層構造の記録面の各層に情報を記録するためのデー
タ領域（Ｄ１，Ｄ２）と情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最適記録パワー値を
決定するために用いる試し書き領域（Ｔ１，Ｔ２）とをそれぞれ異なる位置に設けた光デ
ィスク１に対して情報を記録するとき、その情報を記録するデータ領域（例えば、Ｄ２）
と同層の試し書き領域（Ｔ２）に記録パワーの試し書きを行なって最適記録パワー値を求
める。
【００５２】
　例えば、図３に示すように、情報を第２層目２１にあるデータ領域Ｄ２ａに記録すると
き、データ領域Ｄ２ａと同じ第２層目２１にある試し書き領域Ｔ２ａに、レーザビームを
順次段階的に変化させて試し書き記録を行なう。
【００５３】
　その後、試し書き領域Ｔ２ａへの記録が終了すると、書き込んだ情報を読み出して検出
し、比較を行なって上記データ領域Ｄ２ａでの最適記録パワー値を算出し記憶する。
【００５４】
　そして、予め設定されている最適記録パワー値のレーザパワーを、上記算出された最適
記録パワー値に補正することにより、データ領域Ｄ２ａに対する情報の記録を正しく行な
える。
【００５５】
　このようにして、この光ディスク記録再生装置は、多層構造を持ち、その各層に試し書
き領域とデータ領域を設けた光ディスクに対して、情報を記録するデータ領域と同じ層に
ある試し書き領域に試し書き記録を行なって最適記録パワー値を求めることが出来る。
　したがって、情報を記録する記録層に正しく記録マークを形成することができ、記録し
た情報をエラー無く再生することができる。
【００５６】
　次に、この光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項 に記載した手段の機能
による請求項 に記載した最適記録レーザパワー値決定方法に関る処理例について説明す
る。
【００５７】
　この記録処理では、図４に示した記録処理において、最適記録パワー値を求めるために
試し書きを行なう際、どの層にも試し書きがされていない新しい試し書き領域を用いて試
し書きを行なって最適記録パワー値を求める。
【００５８】
　この記録処理における最適記録パワー値決定処理を説明する。
　この光ディスク記録再生装置は、多層構造の記録面の各層に情報を記録するためのデー
タ領域（Ｄ１，Ｄ２）と情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最適記録パワー値を
決定するために用いる試し書き領域（Ｔ１，Ｔ２）とをそれぞれ異なる位置に設けた光デ
ィスク１のいずれかの層のデータ領域（例えば、Ｄ２）に情報を記録するとき、そのデー
タ領域（Ｄ２）と同層の試し書き領域（Ｔ２）内の複数の小領域（Ｔ２ａ，Ｔ２ｂ）の内
、他層の試し書き領域（Ｔ１）の未だ試し書きがされていない小領域（例えば、Ｔ１ｂ）
に対応する位置 領域（Ｔ２ｂ）に試し書きを行なって最適記録パワー値を求める。
【００５９】
　例えば、図３に示すように、データ領域Ｄ２のデータ記録小領域Ｄ２ａに情報を記録す
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るとき、データ記録小領域Ｄ２ａと同じ層にある試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａに試し
書きを行なう場合で説明する。
【００６０】
　ここで、試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａもしくは第１層目２１の試し書き領域Ｔ１の
小領域Ｔ１ａにおいて既に試し書きがされていた場合、試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａ
は使用しない。
【００６１】
　一方、第１層目２０の試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ｂ 第２層目２１の試し書き領
域Ｔ２の小領域Ｔ２ｂが使用されていない条件であれば、試し書き領域Ｔ２の試し書き対
象を小領域Ｔ２ａから小領域Ｔ２ｂへと移し、試し書き領域の小領域Ｔ２ｂで記録パワー
を段階的に順次変更して試し書きを行ない、その試し書きの結果に基づいて最適記録パワ
ー値を求める。
【００６２】
　このようにして、この光ディスク記録再生装置は、多層構造を持つ光ディスクの試し書
き領域にレーザビームを順次段階的に変化させて試し書き記録を行なって最適記録パワー
値を求める場合には、常にどの階層の試し書き領域にも試し書きがされていない新しい試
し書き領域を使用して最適記録パワー値を求めるので、他の階層の影響を受けずに、その
階層の条件に適した最適記録パワー値の補正を行なうことが出来る。
【００６３】
　次に、この光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項 に記載した手段の機能
による請求項 に記載した最適記録レーザパワー値決定方法に関る処理について説明する
。
【００６４】
　図５は、その処理を示すフローチャートである。
　光ディスク記録再生装置は、光ディスク１への情報の記録時、ステップ（図中「Ｓ」で
示す）１１で記録するデ－タ領域を検出すると、ステップ１２へ進んで記録を行なうデ－
タ領域と同じ層に有る試し書き領域を検出し、ステップ１３へ進んで試し書きを行なう層
よりも上位層（例えば、第１層目２０）の階層で試し書きされているか否かを判定する。
【００６５】
　上記判定で試し書きされていれば、ステップ１４へ進んで次の新しい試し書き領域へ移
行し、ステップ１６へ進んで記録発光パワー（記録パワー値）を段階的に変化させて試し
書きを行なう。
【００６６】
　また、上記判定で試し書きされていなければ、ステップ１５へ進んで試し書き領域を移
行せず、ステップ１６へ進んで記録発光パワー（記録パワー値）を段階的に変化させて試
し書きを行なう。
【００６７】
　ステップ１７へ進んで試し書きの記録結果を読み込んで比較し、ステップ１８へ進んで
最適記録パワー値を求めて、ステップ１９へ進んで予め設定されていた最適記録パワー値
を上記求められた最適記録パワー値に補正し、その補正後の最適記録パワー値で上記デー
タ領域に情報を記録し、この記録処理を終了する。
【００６８】
　さらに、この記録処理における最適記録パワー値決定処理を説明する。
　この光ディスク記録再生装置は、多層構造の記録面の各層に情報を記録するためのデー
タ領域（Ｄ１，Ｄ２）と情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最適記録パワー値を
決定するために用いる試し書き領域（Ｔ１，Ｔ２）とをそれぞれ異なる位置に設けた光デ
ィスク１のいずれかの層のデータ領域（例えば、Ｄ２）に情報を記録するとき、そのデー
タ領域（Ｄ２）と同層の試し書き領域（Ｔ２）内の複数の小領域（Ｔ２ａ，Ｔ２ｂ）の内
、その試し書き領域（Ｔ２）よりも上位層の試し書き領域（Ｔ１）で未だ試し書きがされ
ていない小領域（例えば、Ｔ１ｂ）に対応する位置 領域（Ｔ２ｂ）に試し書きを行な
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って最適記録パワー値を求める。
【００６９】
　例えば、図３に示すように、情報を第２層目２１のデータ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａに記
録するとき、データ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａと同じ第２層目２１にある試し書き領域Ｔ２
の小領域Ｔ２ａを検出する。
【００７０】
　小領域Ｔ２ａを検出した後で、試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａの上位層である第１層
目２０の試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａを検出し、その小領域Ｔ１ａが既に試し書きさ
れているか否かを判断する。
【００７１】
　試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａがすでに試し書きをされているのであれば、実際に試
し書きを行なう試し書き領域を小領域Ｔ２ａから小領域Ｔ２ｂへと移行する。
【００７２】
　そして、試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ｂでも同様に上位層（第１層目２０）の階層の
試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ｂに対して以前試し書きがされていたか否かを判断し、試
し書きがされていないのであれば、試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ｂでレーザビームを順
次段階的に変化させて試し書き記録を行なう。
【００７３】
　その後、試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ｂへの記録が終了すると、書き込んだ情報を読
み出して検出し、比較を行なってデータ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａでの最適記録パワー値を
算出して記憶する。
【００７４】
　そして、予め設定されている最適記録パワー値のレーザパワーを、上記算出された最適
記録パワー値に補正することにより、データ領域Ｄ２ａに対する情報の記録を正しく行な
える。
【００７５】
　一方、情報を第１層目２０のデータ領域Ｄ１の小領域Ｄ１ａに記録するとき、データ領
域Ｄ１の小領域Ｄ１ａと同じ第１層目２０にある試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａを検出
する。
【００７６】
　ここで、試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａの上位層はないので、例え第２層目２１の試
し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａに対して以前試し書きがされていたとしても、試し書き領
域Ｔ１の小領域Ｔ１ａに試し書きがされていなければ、そのまま試し書き領域Ｔ１の小領
域Ｔ１ａにレーザビームを順次段階的に変化させて試し書き記録を行なって最適記録パワ
ー値を求める。
　したがって、試し書き領域の省スペース化になり、データ領域を多く持つことが出来る
。
【００７７】
　このようにして、この光ディスク記録再生装置は、多層構造を持つ光ディスクに情報を
記録するデータ領域と同じ層の試し書き領域に試し書きをしていく際、目標とする試し書
き領域の層よりも下位の階層に既に試し書きがされている場合は、そのままの試し書き領
域で試し書きを行なうが、上位に試し書きが既に行なわれている場合、その試し書き領域
は使用せずに新しい次の試し書き領域に試し書きを行なっていく。
　したがって、試し書き領域を効率よく使用することが出来、データ領域を広く取ること
が出来る。
【００７８】
　次に、この光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項 に記載した手段の機能
による請求項 に記載した最適記録パワー値決定方法に関る処理について説明する。
【００７９】
　図６は、その処理を示すフローチャートである。
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　光ディスク記録再生装置は、光ディスク１への情報の記録時、ステップ（図中「Ｓ」で
示す）２１で記録するデータ領域を検出すると、ステップ２２へ進んで記録を行なうデー
タ領域の上位層（例えば、第１層目）の階層のデータ領域に情報が記録されているか否か
を検出する。
【００８０】
　ステップ２３へ進んで上位層（第１層目）の階層のデータ領域に情報が記録されていれ
ば、その階層の試し書き領域にランダムデータ（予め設定されたルールに基づくランダム
な情報）を記録し、ステップ２５へ進んで情報を記録するデータ領域と同じ層にある試し
書き領域に移行する。
【００８１】
　また、ステップ２４へ進んで上位層（第１層）の階層にデータ（情報）が記録されてい
なければ テップ２５へ進んで情報を記録するデータ領域と同じ層にある試し書き領域
に移行する。
【００８２】
　その後、ステップ２６へ進んで記録発光パワー（記録パワー値）を段階的に変化させて
試し書きを行ない、ステップ２７へ進んで試し書きの記録結果を読み込んで比較し、ステ
ップ２８へ進んで最適記録パワー値を求めて、ステップ２９へ進んで予め設定されていた
最適記録パワー値を上記求められた最適記録パワー値に補正し、その補正後の最適記録パ
ワー値で上記データ領域に情報を記録し、この記録処理を終了する。
【００８３】
　さらに、この記録処理における最適記録パワー値決定処理を説明する。
　この光ディスク記録再生装置は、多層構造の記録面の各層に情報を記録するためのデー
タ領域（Ｄ１，Ｄ２）と情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最適記録パワー値を
決定するために用いる試し書き領域（Ｔ１，Ｔ２）とをそれぞれ異なる位置に設けた光デ
ィスク１のいずれかの層のデータ領域（例えば、Ｄ２）に情報を記録するとき、そのデー
タ領域（Ｄ２）と同層の試し書き領域（Ｔ２）内の複数の小領域（Ｔ２ａ，Ｔ２ｂ）の内
、その試し書き領域（Ｔ２）よりも上位層の試し書き領域（Ｔ１）で未だ試し書きがされ
ていない小領域（例えば、Ｔ１ａ）に対応する位置 領域（Ｔ２ａ）を検出し、上記デ
ータ領域（Ｄ２）の上記情報の記録箇所（例えば、Ｄ２ａ）に対応する上位層のデータ領
域（Ｄ１）の記録箇所（Ｄ１ａ）に既に情報が記録されていたとき、上記データ領域（Ｄ
２）と同層の前記検出された小領域（Ｔ２ａ）に対応する上記上位層の試し書き領域（Ｔ
１）の小領域（Ｔ１ａ）にランダムな情報を記録した後、上記検出された小領域（Ｔ２ａ
）に試し書きを行なって最適記録パワー値を求める。
【００８４】
　例えば、図３に示すように、情報を第２層目２１のデータ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａに記
録するとき、データ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａの上位層（第１層目２０）にあるデータ領域
Ｄ１の小領域Ｄ１ａを検出し、その小領域Ｄ１ａに情報が既に記録されているか否かを判
断する。
【００８５】
　データ領域Ｄ１の小領域Ｄ１ａに情報が未記録であれば、情報を記録するデータ領域Ｄ
２の小領域Ｄ２ａと同じ層にある試し書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａに試し書きを行なって
最適記録パワー値を求める。
【００８６】
　しかし、データ領域Ｄ１の小領域Ｄ１ａに情報が既に記録されているのであれば、本来
データ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａに対して試し書きを行なうはずであったが、試し書き領域
Ｔ２の小領域Ｔ２ａの上位層（第１層目２０）にある試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａに
ランダムなデータを試し書きの前に記録する。
【００８７】
　これは、試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａにランダムなデータを記録することにより、
データ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａに対するデータ領域Ｄ１の小領域Ｄ１ａと同じ条件を試し
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書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａと試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａに作るためである。
【００８８】
　そして、試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａにランダムなデータを記録した状態で、試し
書き領域Ｔ２の小領域Ｔ２ａにレーザビームを順次段階的に変化させて試し書き記録を行
なって最適記録パワー値を求める。
【００８９】
　このようにして、この光ディスク記録再生装置は、多層構造を持つ光ディスクの情報の
記録を行なうデータ領域に対して上位の階層のデータ領域に既にデータが記録されている
のであれば、最適記録パワー値を求めるために行なう試し書き領域においても、既にデー
タが記録されている階層と同じ試し書き領域に一度記録をしてから最適記録パワー値を求
める階層の試し書き領域に試し書きを行なって最適記録パワー値を求める。
【００９０】
　したがって、情報を記録する層についての最適記録パワー値ではなく、その層に関与す
ると思われる他の層の状況までも考慮して最適記録パワー値を求めることが出来る。
【００９１】
　次に、この光ディスク記録再生装置で使用する記録面が２層構造の光ディスク１の他の
例について説明する。
　図７は、記録面が２層構造の光ディスク１のデータ領域と試し書き領域の構成の他の例
を示す説明図である。
【００９２】
　この光ディスク１は、図２に示した光ディスクと同じように２層構造であるが、図７に
示すように、２層構造を持つ記録面の片方の記録面（第１層目２０）だけに情報を記録す
るデータ領域Ｄ１と情報の記録時にレーザビームの発光パワーを決定するために用いる試
し書き領域Ｔ１を異なる位置にそれぞれ設けている。
　そして、もう一方の記録面（第２層目２１）には、情報の記録を行なうデータ領域Ｄ２
のみが存在する。
【００９３】
　次に、この光ディスク記録再生装置における図７に示した２層構造を持つ光ディスク１
に情報を記録する際の記録レーザパワーの最適値を求める処理について説明する。
【００９４】
　図８は、この光ディスク記録再生装置におけるこの発明の 処理を示す
フローチャートである。
【００９５】
　光ディスク記録再生装置は、光ディスク１への情報の記録時、ステップ（図中「Ｓ」で
示す）３１で記録するデータ領域を検出すると、ステップ３２へ進んで第１層目にある試
し書き領域を検出し、ステップ３３へ進んで記録発光パワー（記録パワー値）を段階的に
変化させて試し書きを行なう。
【００９６】
　ステップ３４へ進んで試し書きの記録結果を読み込んで比較し、ステップ３５へ進んで
最適記録パワー値を求めて、ステップ３６へ進んで上記求められた最適記録パワー値に基
づいて第２層目の最適記録パワー値を求めるのであれば、第２層目と第１層目との予め算
出しておいた係数を用いるため、セットする。
　そして、ステップ３７へ進んで上記係数を用いて最適記録パワー値を算出して、この処
理を終了する。
【００９７】
　さらに、この最適記録パワー値決定処理について説明する。
　この光ディスク記録再生装置は、多層構造の記録面の一つの層だけに情報を記録するた
めのデータ領域（Ｄ１）と情報の記録時にレーザビームの発光パワーの最適記録パワー値
を決定するために用いる試し書き領域（Ｔ１）とをそれぞれ異なる位置に設け、その他の
層には情報を記録するデータ領域（Ｄ２）のみを設けた光ディスク１に情報を記録すると
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き、データ領域（Ｄ１）と試し書き領域（Ｔ１）の２つの領域を持つ層の試し書き領域（
例えば、Ｔ１ａ）に記録パワーの試し書きを行なって最適記録パワー値を求め、その最適
記録パワー値に基づいてデータ領域（Ｄ２）しか持たない層の最適記録パワー値を求める
。
【００９８】
　例えば、図７に示すように、情報を第２層目２１のデータ領域Ｄ２の小領域Ｄ２ａに記
録するとき、試し書き領域は第１層目２０にしかないため、第１層目２０の試し書き領域
Ｔ１の小領域Ｔ１ａにレーザビームを順次段階的に変化させて試し書き記録を行なう。
【００９９】
　その試し書きを終えた後に、試し書き領域Ｔ１の小領域Ｔ１ａへ書き込んだ情報を読み
出して、最適記録パワー値を求める。
　さらに、予め求めておいた第１層目２０と第２層目２１との最適記録パワー値の差を考
慮して、上記求めた最適記録パワー値に係数を用いて第１層目２０の最適記録パワー値か
ら第２層目２１の最適記録パワー値を算出する。
【０１００】
　そして、予め設定されていた最適記録パワー値を、上記算出によって求められた最適記
録パワー値のレーザパワーに補正して記録することにより、データ領域Ｄ２の小領域Ｄ２
ａに情報を正しく記録することが出来る。
【０１０１】
　このようにして、この光ディスク記録再生装置は、ただ一つの記録層についてのみデー
タ領域と試し書き領域の２つの領域を持ち、その他の記録層においてはデータ領域のみを
持つ多層構造を持つ光ディスクに対して記録するとき、データ領域と試し書き領域を唯一
持つ記録層の最適記録パワーを試し書きによって求め、そこから実際に情報の記録を行な
う記録面の最適記録パワーを算出するので、光ディスクの各層に試し書き領域を持つ必要
が無く、データ領域を多く使用することが出来る。
【０１０２】
　なお、上述の光ディスク記録再生装置において、多層構造を持つ光ディスクに対してこ
の発明の請求項１乃至 に記載の最適記録パワー値決定手段を単独もしくは

組み合わせて設けるようにし、そのいずれかを選択して有効に
するようにすれば、光ディスクメディアの種類を気にすること無く、情報の記録と再生を
簡単に行なうことができる。
【０１０３】
【発明の効果】
　以上説明してきたように、この発明の光ディスク記録再生装置と光ディスクの最適記録
パワー値決定方法によれば、追記又は書き換え可能な多層構造を持つ光ディスクに情報の
記録を行なう場合、情報を書き込む層のデータ領域に対して記録時のレーザ出力を最適な
記録パワー値に調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一実施形態の光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】　図１に示す光ディスク記録再生装置が使用する記録面が２層構造の光ディスク
１の一例の断面図である。
【図３】　図１に示す光ディスク記録再生装置が使用する記録面が２層構造の光ディスク
１のデータ領域と試し書き領域の構成の一例を示す説明図である。
【図４】　図１に示す光ディスク記録再生装置におけるこの発明の 処理
を示すフローチャートである。
【図５】　図１に示す光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項 に記載した手
段の機能による請求項 に記載した最適記録レーザパワー値決定方法に関る処理を示すフ
ローチャートである。
【図６】　図１に示す光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項 に記載した手
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段の機能による請求項 に記載した最適記録パワー値決定方法に関る処理を示すフローチ
ャートである。
【図７】　図１に示す光ディスク記録再生装置が使用する記録面が２層構造の光ディスク
１のデータ領域と試し書き領域の構成の他の例を示す説明図である。
【図８】　図１に示す光ディスク記録再生装置におけるこの発明の 処理
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１：光ディスク　２：光ディスク回転機構部
３：レーザビーム光源部　４：光学ヘッド部
５：信号処理部　６：試し書き再生信号処理部
７：再生処理部　８：サーボ制御部
９：動作制御ユニット
１０：レーザビーム制御部
１１：試し書き記録制御部　１２：判別回路
２０：第１層目　２１：第２層目
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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