
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所望の情報に対応した記録パルス信号を予め設定された記録ストラテジに基づいて変調
し、 変調した記録パルス信号に基づいて制御される を光情報記録媒体に照
射して情報の記録を行なう光情報記録再生装置において、
　前記レーザビームを前記光情報記録媒体に集光して形成される のスポット
径を測定するスポット径測定手段と、
　前記光情報記録媒体に形成する記録マーク長の関数として

ストラテジ補正量記憶手段と、
　

記録ストラテジ補正手段と
　を具備することを特徴とする光情報記録再生装置。
【請求項２】
　所望の情報に対応した記録パルス信号を予め設定された記録ストラテジに基づいて変調
し、 変調した記録パルス信号に基づいて制御される を光情報記録媒体に照
射して情報の記録を行なう光情報記録方法において、
　

　前記レーザビームを前記光情報記録媒体に集光して形成される のスポット
径を 測定し、
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　ことを特徴とする光情報記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光情報記録方法に関し、特に、レーザビームのスポット径のばらつきを考慮
してストラテジ補正を行なう光情報記録方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、大容量記録媒体として、ＣＤ－Ｒ（ Compact Disk-Recordable）、ＣＤ－ＲＷ（ Rew
ritable）等の追記型光ディスクや相変化型光ディスク等が注目されており、最近では、
レーザ光源としての半導体レーザの短波長化や高ＮＡ対物レンズによるスポット径の小径
化、および薄型基板の採用等によって、更なる大容量記録を可能にした、ＤＶＤ（ Digita
l Versatile Disk）－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ（ Recordable）、ＤＶＤ－ＲＡＭ等の光ディス
クも実用化段階に入っている。
【０００３】
何れの光ディスクの場合にも、情報を記録する上では、半導体レーザを光源とする光ピッ
クアップ光学系を含む光情報記録再生装置が用いられ、光ディスクに情報を記録するため
の一般的な記録波形としては、例えば、ＥＦＭ（ Eight to Fourteen Modulation）変調等
の記録変調方式に基づいて生成した記録パルス波形が用いられる。
【０００４】
しかし、単純にこの記録パルス波形に基づいてレーザ光を制御したのでは、余熱によって
記録マークに形の歪みや位置のズレを生じ、再生ＲＦ信号にジッタや歪みを生じる等の問
題が発生する。
【０００５】
そこで、ＥＦＭ変調等に基づいて生成した記録パルス波形を適当に補償したライトパルス
（この補償手段をストラテジと呼ぶ）を用いてレーザ光を照射してピットを形成し、良好
な再生信号を得るようにしている。
【０００６】
例えば、記録パルス波形における１つのパルスを、先頭パルスと後続する複数個の連続パ
ルスとの組み合わせによるパルス列からなるマルチパルスに変換して用いる方式が提案さ
れている。この際、記録マーク長と記録マーク直前のスペース長との組み合わせによって
、先頭パルスのパルス幅を変化させることも提案されている。
【０００７】
さらには、記録パルス波形における少なくとも最短長の記録マークに対応するパルスの幅
を短くするストラテジも提案されている。
【０００８】
ところで、光ディスクに対して記録を行なう際には、記録パワーの制御を正しく行なうこ
とが必要となるが、ここで、記録パワーの最適値は、媒体の種類や線速、周辺温度等によ
り変化する。
【０００９】
そこで、光情報記録再生装置は、光ディスクの種類（メーカー、型番等）および線速度と
、最適なストラテジとを対応させた設定条件を記憶したテーブルを設け、装着された光デ
ィスクのＩＤコードを読むことによって光ディスクの種類を特定し、ユーザ指定によって
記録速度倍率を特定することで、挿入された光ディスクに最適なストラテジをテーブルか
ら読み込み、最適ストラテジを設定していた。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
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しかし、上記従来の設定条件を記憶したテーブルでは、光ピックアップ毎のスポット径の
ばらつきやメカ精度、経年変化等のスポット径の変動要因が重なった場合の記録特性の悪
化に対応できない。
【００１１】
そこで、この発明は、個々の光情報記録媒体に適した記録ストラテジを簡便に求めること
ができる光情報記録再生装置および光情報記録方法を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するため、この発明は、所望の情報に対応した記録パルス信号を予
め設定された記録ストラテジに基づいて変調し、 変調した記録パルス信号に基づいて制
御される を光情報記録媒体に照射して情報の記録を行なう光情報記録再生装
置において、前記レーザビームを前記光情報記録媒体に集光して形成される
のスポット径を測定するスポット径測定手段と、前記光情報記録媒体に形成する記録マー
ク長の関数として ス
トラテジ補正量記憶手段と、

記録ストラテジ補正手段とを具備することを特徴とする。
【００１３】
　また、この発明は、所望の情報に対応した記録パルス信号を予め設定された記録ストラ
テジに基づいて変調し、 変調した記録パルス信号に基づいて制御される を
光情報記録媒体に照射して情報の記録を行なう光情報記録方法において、

前記レーザビームを前
記光情報記録媒体に集光して形成される のスポット径を

測定し、

ことを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明に係わる光情報記録方法の実施の形態を添付図面を参照して詳細に説明す
る。
【００１５】
この実施の形態においては、光情報記録媒体が光ディスクから構成される場合について説
明する。
【００１６】
図３は、スポット径に対応するストラテジの補正量を、形成する記録マーク長の関数とし
て表したグラフであり、スポット径が大きい程、また、記録マーク長が短いほどストラテ
ジの補正量も大きくなっている。
【００１７】
図１は、この発明の一実施例における光ディスク記録再生装置の該略構成を示す図である
。
【００１８】
図１の光ディスク記録再生装置は、図示しないディスク挿入口から光ディスク４が挿入さ
れると、スピンドルモータ１１によりディスク４を線速度一定で回転し、光ピックアップ
１３によりディスク４に対する情報の記録再生を行う。
【００１９】
ここで、ディスク４の回転速度、すなわちスピンドルモータ１１の回転速度は、周波数信
号発生器（ＦＧ）１２により検出され、コントローラ１０で管理される。
【００２０】
入力データは、記録信号生成回路１６でＥＦＭ変調され、さらに、記録信号補正部１５で
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後述するコントローラ１０の指示による変調が加えられて、記録パルス信号となる。
【００２１】
この記録パルス信号は、ＬＤドライバ１４に入力され、ＬＤドライバ１４は、光ピックア
ップが具備する図示しないレーザダイオードを制御して、入力された記録パルス信号に同
期するパルス状のレーザ光を光ディスク４に照射する。
【００２２】
ディスク４から読み取られた信号は、ヘッドアンプ１７で増幅され、そのうちのフォーカ
スエラー（ＦＥ）信号とトラッキングエラー（ＴＥ）信号は、フォーカス・トラッキング
制御回路２０に入力され、光ピックアップ１３のフォーカス制御およびトラッキング制御
に使用される。
【００２３】
さらに、ヘッドアンプ１７で増幅された読み取り信号は、読取信号処理回路１８に入力さ
れ、読取信号処理回路１８は、入力された読み取り信号から記録位置データとしての絶対
時間情報ＡＴＩＰ（ＡＴ）を抽出し、さらに、読み取り信号に種々の処理を加えて再生信
号として出力する。
【００２４】
読取信号処理回路１８で抽出された絶対時間情報ＡＴＩＰは、ＣＬＶ（ Constant Linear 
Velocity）制御回路２３に入力され、ＣＬＶ制御回路２３は、入力された絶対時間情報Ａ
ＴＩＰ基づいて、スピンドルモータ１１を線速度一定で回転制御する。
【００２５】
光ピックアップ１３は、フォーカス制御機能およびトラッキング制御機能を有しており、
このフォーカス制御機能およびトラッキング制御機能は、フォーカス・トラッキング制御
回路２０により制御される。
【００２６】
また、光ピックアップ１３は、送りモータ２２によってディスク４の半径方向に移動可能
に構成されており、この送りモータ２２は送り制御回路２１により制御される。
【００２７】
図２は、図１のコントローラ１０による記録制御の制御ブロックである。
【００２８】
図２において、基本ストラテジ記憶部３３は、ディスク種別、線速度および記録速度倍率
の組合せに応じて最適な基本記録ストラテジ（変調量、記録パワー等）を記憶している。
【００２９】
また、基本ストラテジ補正量記憶部３４は、スポット径に応じた基本記録ストラテジの補
正量を、例えば図３に示すように、各スポット径毎に記録マーク長に対するストラテジ補
正量の関数として記憶している。
【００３０】
ストラテジ選択部３１は、入力されるディスク４のディスク種別、線速度、記録速度倍率
等の情報に応じて、該当する基本記録ストラテジを基本ストラテジ記憶部３３から読み出
す。
【００３１】
なお、ディスク種別は、例えば、光ディスク４に予め記録されているディスクＩＤのうち
のディスク種類を示す情報を利用して判別することができ、また、線速度は、例えば、デ
ィスク４のリードイン部に記録されている録音時間を読み取って該当する線速度を判別す
ることができる。
【００３２】
また、記録速度倍率（×１、×２、×４、・・・）は、入力装置２６におけるユーザ等の
指示に基づいて設定される。
【００３３】
スポット径測定部３２は、例えば、後に詳述する方法で、光ピックアップ１３が射出する
レーザ光がディスク４上に形成するビームスポット径を測定する。
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【００３４】
ストラテジ選択部３１は、スポット系測定部３２で測定されたビームスポット径に応じて
、該当する補正量を基本ストラテジ補正量記憶部３４から読み出し、基本ストラテジ記憶
部３３から読み出した記録ストラテジを補正する。
【００３５】
レーザ制御手段３３は、ストラテジ選択部３１によって選択されて補正された記録ストラ
テジに基づいて、記録信号補正部１５を制御して記録信号の記録マーク形成部分やスペー
ス形成部分の長さに変調を加えるとともに、ＬＤドライバ１４を制御してレーザパワーの
制御を行なう。
【００３６】
次に、スポット径測定方法について、一例をあげて説明する。
【００３７】
図４は、図１の光情報記録再生装置におけるスポット径測定制御の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【００３８】
光ディスク記録再生装置に光ディスク４が挿入されると、送り制御回路２１は送りモータ
２２を制御して光ピックアップ１３を光ディスク４のスポット測定領域４１の直下にまで
移動する（ステップ１０１）。
【００３９】
次に、光ピックアップ１３は、フォーカス・トラッキング制御回路２０の制御によって、
光ディスク４のスポット測定領域に記録されているスポット測定用ピットパターンの先頭
部に対してレーザビームを適切に集光して、ＲＦ信号の読み取りを開始する（ステップ１
０２）。
【００４０】
なお、スポット測定用ピットパターンとは、予測されるスポット径より長い記録マークが
予測されるスポット径より長い間隔をおいて形成されたピットパターンであり、スポット
測定領域とは、スポット測定用ピットパターンが形成された領域である。
【００４１】
スポット測定領域から読みとられたＲＦ信号は、ヘッドアンプ１７に入力されるとともに
、スポット径特定部３２にも直接入力される。
【００４２】
スポット径特定部３２は、まず、入力されたＲＦ信号を微分して微分波形を生成し（ステ
ップ１０３）、生成した微分波形からＲＦ信号のエッジ波形に対応する部分の微分波形を
抽出する（ステップ１０４）。
【００４３】
ここで、１つのピットに対応するＲＦ信号から前エッジ、後エッジに対応する２つの微分
波形が抽出されるため、スポット測定用ピットパターン全体のピット数の２倍の数の微分
波形がステップ６０５において抽出され、したがって、抽出された微分波形を平均化して
次の処理に用いる。
【００４４】
この微分波形を平均化する方法としては、次の３通りの方法が適用可能である。
【００４５】
１）前エッジに対応する微分波形だけを平均化する。
【００４６】
２）後エッジに対応する微分波形だけを平均化する。
【００４７】
３）前エッジに対応する微分波形および後エッジに対応する微分波形の両者を用いて平均
化する。
【００４８】
なお、後エッジに対応する微分波形は、極性が逆になるので、その絶対値の波形を平均化
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する。
【００４９】
次に、スポット径特定部は、抽出して平均化した微分波形のピーク値の１／ｅ２の値を持
つ２点を検出して、検出した２点間の時間を求め、この２点間の時間とＦＧ１２から得ら
れる光ディスク４の回転速度とにより、光ピックアップ１３が射出するレーザビームの有
効スポット径を算出する（ステップ１０５）。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、測定したスポット径に応じて記録ストラテジを
補正して記録パルスを変調するので、スポット径のバラツキや光ピックアップ精度、経年
変化によるスポット径の変化等のスポット径の変動要因が重なりスポット径が大きくずれ
た場合にも、高精度かつ安定した再生信号を得ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る光ディスク記録再生装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図１の光ディスク記録再生装置の記録制御部の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図３】スポット径に対応する、記録マーク長に対するストラテジ補正量の関数の一例を
示すグラフである。
【図４】スポット径測定の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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