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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録情報を光学的に記録可能な光学式記録媒体であり、
　前記記録情報が記録される第１の領域と、
　上書き記録されたデータの読み出しを妨げるように、所定のデータがエンボスピット列
として形成されている第２の領域と
　を備え、
　前記第１領域は、
　前記記録情報を記録するための第１のグルーブトラックと、
　該第１のグルーブトラックに相隣接する第１のランドトラックと、
　該第１のランドトラック上に形成され、前記第１のグルーブトラック上の位置を示すア
ドレス情報を含む第１のプリピットと
　を有し、
　前記第２領域は、
　前記エンボスピット列を含んでなる第２のグルーブトラックと、
　該第２のグルーブトラックに相隣接する第２のランドトラックと、
　該第２のランドトラック上に形成され、前記第２のグルーブトラック上の位置を示すア
ドレス情報を含む第２のプリピットと
　を有し、
　前記第１のプリピットは、前記第１のグルーブトラックから読み出される再生信号に対
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する前記第１のプリピットの影響が最小となるよう形成されており、
　前記第２のプリピットは、該第２のプリピットに対応するプリピット検出信号の振幅が
、前記第１のプリピットに対応するプリピット検出信号の振幅より大きくなるように、前
記第１のプリピットより走査方向に長く形成されている
　ことを特徴とする光学式記録媒体。
【請求項２】
　前記第２のプリピットは、前記第１のプリピットよりディスク半径方向に大きく形成さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の光学式記録媒体。
【請求項３】
　前記第２の領域は再生専用の記録媒体における再生制御情報が記録される領域と同アド
レスに位置する領域であることを特徴とする請求項１又は２に記載の光学式記録媒体。
【請求項４】
　記録情報を光学的に記録可能な光学式記録媒体を、光学式記録媒体原盤を用いて製造す
る光学式記録媒体製造装置において、
　前記光学式記録媒体原盤における、前記記録情報が記録される第１の領域となるべき部
分に、前記記録情報を記録するための第１のグルーブトラックを形成すると共に、前記光
学式記録媒体原盤における、上書き記録されたデータの読み出しを妨げるように、所定の
データがエンボスピット列として形成される第２領域となるべき部分に、前記エンボスピ
ット列を含んでなる第２のグルーブトラックを形成するグルーブトラック形成手段と、
　前記形成された第１のグルーブトラックに相隣接する第１のランドトラック上に、前記
形成された第１のグルーブトラック上の位置を示すアドレス情報を含む第１のプリピット
を形成すると共に、前記形成された第２のグルーブトラックに相隣接する第２のランドト
ラック上に、前記形成された第２のグルーブトラック上の位置を示すアドレス情報を含む
第２のプリピットを形成するプリピット形成手段と
　を備え、
　前記プリピット形成手段は、前記第１のプリピットを、前記第１のグルーブトラックか
ら読み出される再生信号に対する前記第１のプリピットの影響が最小となるよう形成する
と共に、前記第２プリピットを、該第２のプリピットに対応するプリピット検出信号の振
幅が、前記第１のプリピットに対応するプリピット検出信号の振幅より大きくなるように
、前記第１のプリピットより走査方向に長く形成する
　ことを特徴とする光学式記録媒体製造装置。
【請求項５】
　前記プリピット形成手段は、前記第２のプリピットを、前記第１のプリピットよりディ
スク半径方向に大きく形成することを特徴とする請求項４に記載の光学式記録媒体製造装
置。
【請求項６】
　前記第２の領域は再生専用の記録媒体における再生制御情報が記録される領域と同アド
レスに位置する領域であることを特徴とする請求項４又は５に記載の光学式記録媒体製造
装置。
【請求項７】
　記録情報を光学的に記録可能な光学式記録媒体を、光学式記録媒体原盤を用いて製造す
る光学式記録媒体製造方法において、
　前記光学式記録媒体原盤における、前記記録情報が記録される第１の領域となるべき部
分に、前記記録情報を記録するための第１のグルーブトラックを形成すると共に、前記光
学式記録媒体原盤における、上書き記録されたデータの読み出しを妨げるように、所定の
データがエンボスピット列として形成される第２領域となるべき部分に、前記エンボスピ
ット列を含んでなる第２のグルーブトラックを形成するグルーブトラック形成工程と、
　前記形成された第１のグルーブトラックに相隣接する第１のランドトラック上に、前記
形成された第１のグルーブトラック上の位置を示すアドレス情報を含む第１のプリピット
を形成すると共に、前記形成された第２のグルーブトラックに相隣接する第２のランドト
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ラック上に、前記形成された第２のグルーブトラック上の位置を示すアドレス情報を含む
第２のプリピットを形成するプリピット形成工程と
　を備え、
　前記プリピット形成工程において、前記第１のプリピットは、前記第１のグルーブトラ
ックから読み出される再生信号に対する前記第１のプリピットの影響が最小となるよう形
成されると共に、前記第２プリピットは、該第２のプリピットに対応するプリピット検出
信号の振幅が、前記第１のプリピットに対応するプリピット検出信号の振幅より大きくな
るように、前記第１のプリピットより走査方向に長く形成される
　ことを特徴とする光学式記録媒体製造方法。
【請求項８】
　前記プリピット形成工程において、前記第２のプリピットは、前記第１のプリピットよ
りディスク半径方向に大きく形成されることを特徴とする請求項７に記載の光学式記録媒
体製造方法。
【請求項９】
　前記第２の領域は再生専用の記録媒体における再生制御情報が記録される領域と同アド
レスに位置する領域であることを特徴とする請求項７又は８に記載の光学式記録媒体製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録情報を光学的に記録可能な光学式記録媒体、その製造装置及び製造方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
記録情報を光学的に記録可能な光学式記録媒体としてＤＶＤ－ＲＷ（DVD-Re-recordable
）ディスクが知られている。係る光学式記録媒体は、記録情報が記録されるグルーブトラ
ックと、隣接するグルーブトラック間のランドトラックに形成されたアドレス等の各種情
報を示すランドプリピット（以下、単にプリピットと記す。）とを備える。グルーブトラ
ックは、記録情報が記録される第１の領域と、所定のデータがエンボスピット列として形
成され、当該エンボスピット列上に上書きされた他のデータの読み出しを妨げる第２の領
域とからなる。
【０００３】
係る光学式記録媒体を再生する再生装置は、光スポットをグルーブトラック上に照射し、
反射層で反射された反射光を光検出器ＰＤで検出することで記録された記録情報を読み取
るようにしている。この光スポットの大きさは、その一部がグルーブトラックに隣接して
形成されるプリピットにも照射されるように設定されており、ディスクからの反射光を光
検出器ＰＤで検出することで、グルーブ上に記録された記録情報およびアドレス等の各種
情報が読み取られる。しかしながらプリピットは、グルーブトラックに近接配置されてい
るため、グルーブトラック上に記録された記録情報の再生信号の読取りに悪影響を及ぼす
。そこで、本出願人は、特開２０００－１３２８６８号公報において、係る悪影響を最小
とすることができるプリピットの形状を提案した。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら光学式記録媒体のグルーブトラックは、エンボスピット列が記録されている
第２の領域をも備える。上述した公報に記載されるように、プリピットの形状を再生信号
に対する影響が最小となるべく最適化すると、ＤＶＤ－ＲＷフォーマットにより規定され
ている、エンボスピット列が形成された第２の領域におけるプリピット検出信号のアパー
チャレシオＡＲｅの要求値（ＡＲｅ＞３０％）を満足させることが困難になるという問題
が生じた。
【０００５】
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図１０はこの問題点を図示したものである。なお、図１０（Ａ）は、光学式記録媒体の要
部拡大図であり、データエリアである第１の領域におけるグルーブトラック１１とプリピ
ット１３の形状と、コントロールデータエリアである第２の領域におけるエンボスピット
列１９とプリピット１３の形状を模式的に示したものである。また、図１０（Ａ）は、グ
ルーブトラック１１とプリピット１３を覆うように光スポットが照射され、光学式記録媒
体の反射層で反射された反射光を４分割された光検出器ＰＤで検出する様子を模式的に示
している。一方、図１０（Ｂ）は後述するプリピット検出信号を示し、図１０（Ｃ）は図
１０（Ａ）におけるＡ－Ａ線断面図を示している。
【０００６】
図１０（Ａ）に示すように、従来、プリピット１３は領域に係わらず、再生信号に対する
影響が最小となるよう同一形状とされている。光スポットがプリピット１３を照射する位
置にある時、光検出器ＰＤを構成する４つの受光素子Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、グルーブトラッ
ク１１とプリピット１３による光の回折現象により受光素子Ａ及びＤに現れる光量が減少
し、受光素子Ｂ及びＣに現れる光量が増加することになる。従って、一般的に光検出器Ｐ
Ｄの各受光素子Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの出力信号は、（Ａ＋Ｄ）－（Ｂ＋Ｃ）で加減算されるこ
とによりプリピット検出信号として用いられる。
【０００７】
第１の領域におけるプリピット検出信号は、図１０（Ｂ）の左側波形図に示すように変化
する。即ち、光スポットがグルーブトラック１１上にある時、光検出器ＰＤの各受光素子
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの受光量はほぼ等しく、プリピット検出信号は所定のレベルで雑音成分に
より僅かに変動する。そして、光スポットがグルーブトラック１１とプリピット１３を照
射する位置にある時、光検出器ＰＤの各受光素子の検出信号は（Ａ＋Ｄ）＜（Ｂ＋Ｃ）の
関係になり、プリピット検出信号はＶ字状にマイナス側に変化する。
【０００８】
一方、第２の領域におけるプリピット検出信号は、図１０（Ｂ）の右側波形図に示すよう
に変化する。光スポットがエンボスピット列１９上にある時、プリピット検出信号は所定
のレベルでエンボスピット列１９により変調される。そして、光スポットがプリピット１
３とエンボスピット列１９を照射する位置にある時、各受光素子の検出信号は（Ａ＋Ｄ）
＜（Ｂ＋Ｃ）の関係になり、プリピット検出信号は、エンボスピット列による変調を受け
つつマイナス側にＶ字状に変化する。上述したアパーチャレシオＡＲｅは、このプリピッ
ト検出信号の最小振幅ＡＰｍｉｎと最大振幅ＡＰｍａｘの比を指しており、ＤＶＤ－ＲＷ
フォーマットによれば３０％以上の値が要求されている。
【０００９】
このようにプリピット検出信号は、第２の領域においてエンボスピット列１９による変調
を大きく受けるため、プリピットを第１の領域における再生信号への悪影響を考慮して形
成すると、その最小振幅ＡＰｍｉｎと最大振幅ＡＰｍａｘの何れもが小さくなり、アパー
チャレシオＡＲｅの要求値を満足することができなくなると云う問題が生じる。
【００１０】
本発明は、上記問題に鑑み成されたものであり、その目的は、第１の領域に形成されたプ
リピットが再生信号に悪影響を及ぼすことがなく、且つ第２の領域におけるプリピット検
出信号のアパーチャレシオの要求値を容易に満足させることが可能な光学式記録媒体、そ
の製造装置及び製造方法を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の本発明は、記録情報を光学的に記録可能な
光学式記録媒体であり、前記記録情報が記録される第１の領域と、上書き記録されたデー
タの読み出しを妨げるように、所定のデータがエンボスピット列として形成されている第
２の領域とを備え、前記第１領域は、前記記録情報を記録するための第１のグルーブトラ
ックと、該第１のグルーブトラックに相隣接する第１のランドトラックと、該第１のラン
ドトラック上に形成され、前記第１のグルーブトラック上の位置を示すアドレス情報を含
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む第１のプリピットとを有し、前記第２領域は、前記エンボスピット列を含んでなる第２
のグルーブトラックと、該第２のグルーブトラックに相隣接する第２のランドトラックと
、該第２のランドトラック上に形成され、前記第２のグルーブトラック上の位置を示すア
ドレス情報を含む第２のプリピットとを有し、前記第１のプリピットは、前記第１のグル
ーブトラックから読み出される再生信号に対する前記第１のプリピットの影響が最小とな
るよう形成されており、前記第２のプリピットは、該第２のプリピットに対応するプリピ
ット検出信号の振幅が、前記第１のプリピットに対応するプリピット検出信号の振幅より
大きくなるように、前記第１のプリピットより走査方向に長く形成されていることを特徴
とする光学式記録媒体。
【００１５】
　請求項２に記載の本発明は、請求項１記載の光学式記録媒体であって、前記第２のプリ
ピットは、前記第１のプリピットよりディスク半径方向に大きく形成されていることを特
徴とする。
【００１６】
　請求項３に記載の本発明は、請求項１又は２に記載の光学式記録媒体であって、前記第
２の領域は再生専用の記録媒体における再生制御情報が記録される領域と同アドレスに位
置する領域であることを特徴とする。
【００１７】
　請求項４に記載の本発明は、記録情報を光学的に記録可能な光学式記録媒体を、光学式
記録媒体原盤を用いて製造する光学式記録媒体製造装置において、前記光学式記録媒体原
盤における、前記記録情報が記録される第１の領域となるべき部分に、前記記録情報を記
録するための第１のグルーブトラックを形成すると共に、前記光学式記録媒体原盤におけ
る、上書き記録されたデータの読み出しを妨げるように、所定のデータがエンボスピット
列として形成される第２領域となるべき部分に、前記エンボスピット列を含んでなる第２
のグルーブトラックを形成するグルーブトラック形成手段と、前記形成された第１のグル
ーブトラックに相隣接する第１のランドトラック上に、前記形成された第１のグルーブト
ラック上の位置を示すアドレス情報を含む第１のプリピットを形成すると共に、前記形成
された第２のグルーブトラックに相隣接する第２のランドトラック上に、前記形成された
第２のグルーブトラック上の位置を示すアドレス情報を含む第２のプリピットを形成する
プリピット形成手段とを備え、前記プリピット形成手段は、前記第１のプリピットを、前
記第１のグルーブトラックから読み出される再生信号に対する前記第１のプリピットの影
響が最小となるよう形成すると共に、前記第２プリピットを、該第２のプリピットに対応
するプリピット検出信号の振幅が、前記第１のプリピットに対応するプリピット検出信号
の振幅より大きくなるように、前記第１のプリピットより走査方向に長く形成することを
特徴とする。
【００２１】
　請求項５に記載の本発明は、請求項４に記載の光学式記録媒体製造装置であって、前記
プリピット形成手段は、前記第２のプリピットを、前記第１のプリピットよりディスク半
径方向に大きく形成することを特徴とする。
【００２２】
　請求項６に記載の本発明は、請求項４又は５に記載の光学式記録媒体製造装置であって
、前記第２の領域は再生専用の記録媒体における再生制御情報が記録される領域と同アド
レスに位置する領域であることを特徴とする。
【００２３】
　請求項７に記載の本発明は、記録情報を光学的に記録可能な光学式記録媒体を、光学式
記録媒体原盤を用いて製造する光学式記録媒体製造方法において、前記光学式記録媒体原
盤における、前記記録情報が記録される第１の領域となるべき部分に、前記記録情報を記
録するための第１のグルーブトラックを形成すると共に、前記光学式記録媒体原盤におけ
る、上書き記録されたデータの読み出しを妨げるように、所定のデータがエンボスピット
列として形成される第２領域となるべき部分に、前記エンボスピット列を含んでなる第２
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のグルーブトラックを形成するグルーブトラック形成工程と、前記形成された第１のグル
ーブトラックに相隣接する第１のランドトラック上に、前記形成された第１のグルーブト
ラック上の位置を示すアドレス情報を含む第１のプリピットを形成すると共に、前記形成
された第２のグルーブトラックに相隣接する第２のランドトラック上に、前記形成された
第２のグルーブトラック上の位置を示すアドレス情報を含む第２のプリピットを形成する
プリピット形成工程とを備え、前記プリピット形成工程において、前記第１のプリピット
は、前記第１のグルーブトラックから読み出される再生信号に対する前記第１のプリピッ
トの影響が最小となるよう形成されると共に、前記第２プリピットは、該第２のプリピッ
トに対応するプリピット検出信号の振幅が、前記第１のプリピットに対応するプリピット
検出信号の振幅より大きくなるように、前記第１のプリピットより走査方向に長く形成さ
れることを特徴とする。
【００２７】
　請求項８に記載の本発明は、請求項７に記載の光学式記録媒体製造方法であって、前記
プリピット形成工程において、前記第２のプリピットは、前記第１のプリピットよりディ
スク半径方向に大きく形成されることを特徴とする。
【００２８】
　請求項９に記載の本発明は、請求項７又は８に記載の光学式記録媒体製造方法であって
、前記第２の領域は再生専用の記録媒体における再生制御情報が記録される領域と同アド
レスに位置する領域であることを特徴とする。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１は、ＤＶＤ－ＲＷ１０（以下、光学式記録媒体１０と記す。）における記録面半径方
向の物理セクタのレイアウトを示す図である。
記録情報を記録する情報エリアには、情報エリアの開始点（物理セクタの開始点）から半
径方向外向きにリードインエリア、データエリア、及びリードアウトエリアが順に形成さ
れる。リードインエリアは、光学式記録媒体１０の記録及び再生時において最初にアクセ
スされる領域であり、光学式記録媒体１０に関する情報、コンテンツに対応する記録デー
タに関する各種の情報等からなるコントロールデータが記録される。データエリアは、記
録すべきデータ本体が記録された領域である。このデータ本体としては、例えば、画像デ
ータや音声データ、或いはコンピュータで読み取り可能なデータ又はプログラム等がある
。リードアウトエリアは、データエリアの終了位置を示すべくゼロデータが記録されてい
る。
【００３０】
図２はリードインエリアの詳細を示している。リードインエリアには、参照コード、コン
トロールデータ等のデータが含まれている。ＤＶＤ－ＲＷフォーマットによれば、ＲＷ物
理フォーマット情報ゾーン（RW - Physical Format Information Zone）に、記録再生制
御のために重要なコントロールデータが相変化ピットにより書き込まれる。一方、再生専
用の記録媒体であるＤＶＤ－ＲＯＭにおけるコントロールデータエリアと同アドレスに位
置するコントロールデータエリアには、この領域へのコントロールデータの記録再生を妨
げるため（正確にはこの領域へ上書き記録されたデータの読出しを妨げるため）、８－１
６変調されたゼロデータからなるエンボスピット列が予め形成されている。これは、ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭディスクからＤＶＤ－ＲＷディスクへ、ＲＦコピーされるのを防止するためで
ある。
【００３１】
以下、本実施形態において、記録情報を記録するデータエリアを第１の領域と呼ぶと共に
、エンボスピット列が形成されたコントロールデータエリアを第２の領域と呼ぶ。
【００３２】
図３は、光学式記録媒体１０の記録面の構造を示す斜視図である。図３において、光学式
記録媒体１０はデータ記録層として相変化材料（例えば、GeSbTe等）からなる記録層及び
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これを挟むガラス質（ZnS-SiO2）の保護層から構成されるマルチ層１４を備えた記録情報
の書き換え可能な相変化型光学式記録媒体であり、情報記録トラックとしてのグルーブト
ラック１１と、当該グルーブトラック１１に再生光又は記録光としての光ビーム(Ｂ）を
誘導するためのランドトラック１２が形成されている。また、記録されたデータを再生す
る際に光ビーム（Ｂ）を反射するための反射層１５、及びこれらを透明基板（ポリカーボ
ネート）１７に接着するための接着層１８を備えている。
【００３３】
光ビーム(Ｂ）の入射面側にはそれらを保護するための透明膜（ポリカーボネート）１６
が設けられている。ランドトラック１２には、プリ情報（事前記録情報）に対応するプリ
ピット１３が形成されている。このプリピット１３は、光学式記録媒体を記録再生する記
録再生装置において記録再生時に用いるプリ情報、即ち、グルーブトラック１１上の位置
を認識するためのアドレス、並びに同期情報を担い、光学式記録媒体１０を出荷する前に
予め形成されている。また、グルーブトラック１１は、光学式記録媒体１０の回転速度に
対応する周波数でウォブリングされている。このウォブリングされたグルーブトラック１
１は、上記プリピット１３と同様に、光学式記録媒体１０を出荷する前に予め形成されて
いる。
【００３４】
光学式記録媒体１０に記録情報（プリ情報以外の本来記録するべき画像情報等の記録情報
をいう。）を記録する際には、グルーブトラック１１のウォブリング周波数を抽出するこ
とにより光学式記録媒体１０を所定の回転速度で回転制御すると共に、プリピット１３を
検出することにより予めプリ情報を取得し、それに基づいて記録光としての光ビーム（Ｂ
）の最適出力等が設定され、また、記録情報を記録すべき光学式記録媒体１０上の位置を
示すアドレス情報等が取得され、このアドレス情報に基づいて記録情報が対応する記録位
置に記録される。
【００３５】
次に、上記光学式記録媒体１０に予め記録されているプリ情報の記録フォーマットについ
て、図４を用いて説明する。尚、図４について、上段は記録情報における記録フォーマッ
トを示し、下段の波形は当該記録情報を記録するグルーブトラック１１のウォブリング状
態（ グルーブトラック１１の平面図）を示し、記録情報とグルーブトラック１１のウォ
ブリング状態の間の上向き矢印は、プリピット１３が形成される位置を模式的に示すもの
である。ここで、図４においては、グルーブトラック１１のウォブリング状態は、理解の
容易のため実際の振幅よりも大きい振幅を用いて示している。尚、記録情報は当該グルー
ブトラック１１の中心線上に記録される。
【００３６】
図４に示すように、上記光学式記録媒体１０に記録される記録情報は、予め情報単位とし
てのシンクフレーム毎に分割されている。そして、２６のシンクフレームにより１のレコ
ーディングセクタが形成され、更に、１６のレコーディングセクタにより１のＥＣＣブロ
ックが形成される。尚、１のシンクフレームは、上記記録情報を記録する際の記録フォー
マットにより規定されるチャネルビット長（以下、Ｔという）の１４８８倍（１４８８Ｔ
）の長さを有しており、更に、１のシンクフレームの先頭の３２Ｔの長さの部分はシンク
フレーム毎の同期をとるための同期情報ＳＹとして用いられる。
【００３７】
一方、上記光学式記録媒体１０に記録されるプリ情報は、シンクフレーム毎に記録される
。ここで、プリピット１３により光学式記録媒体１０にプリ情報が記録される場合は、記
録情報における夫々のシンクフレームにおける同期情報ＳＹが記録される領域に隣接する
ランドトラック１２上に、プリ情報における同期信号を示すものとして必ず１のプリピッ
ト１３が形成されると共に、当該同期情報ＳＹ以外の当該シンクフレーム内の前半部分に
隣接するランドトラック１２上に、記録するべきプリ情報の内容を示すものとして２又は
１のプリピット１３が形成される（尚、同期情報ＳＹ以外の当該シンクフレーム内の前半
部分については、記録すべきプリ情報の内容によってはプリピット１３が形成されない場
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合もある）。
【００３８】
通常は、偶数番目のシンクフレーム（以下、ＥＶＥＮフレームという）のみにプリピット
１３が形成されてプリ情報が記録される。即ち、図４において、ＥＶＥＮフレームにプリ
ピット１３が形成されたが（図４において実線上向き矢印で示す）それに隣接するＯＤＤ
フレームにはプリピット１３は形成されない。より詳細には、ＥＶＥＮフレームにプリピ
ットを形成する場合には、レコーディングセクタの先頭のシンクフレームにおいては、全
てのプリピット１３（プリピットＢ２、Ｂ１及びＢ０。ここで、シンクフレームの先頭か
ら夫々プリピットＢ２、Ｂ１、Ｂ０とする。）が形成されており、レコーディングセクタ
の先頭以外のシンクフレームにおいては当該シンクフレームに記録すべきプリ情報が「１
」のときにはプリピットＢ２及びＢ０が形成されており、記録すべき情報が「０」のとき
にはプリピットＢ２のみが形成される。
【００３９】
また、ＯＤＤフレームにプリピットを形成する場合には、レコーディングセクタの先頭の
シンクフレームにおいては、プリピットＢ２及びＢ１が形成されており、レコーディング
セクタの先頭以外のシンクフレームにおいては上記ＥＶＥＮフレームの場合と同様である
。即ち、プリピット１３はプリピット列Ｂ２、Ｂ１、Ｂ０のパターンによって異なる意味
を持つ。
【００４０】
尚、プリピット１３をＥＶＥＮフレーム／ＯＤＤフレームのいずれのシンクフレームに形
成するかは、隣接するランドトラック１２上に先行して形成されたプリビット１３の位置
に依存して決められる。即ち、プリピット１３は通常ＥＶＥＮフレームに形成されるが、
当該ＥＶＥＮフレームにプリピット１３を形成した場合に、先行して形成された隣接する
ランドトラック１２上のプリピット１３と光学式記録媒体１０の径方向において近接する
時には、ＯＤＤフレームにプリピット１３が形成されるのである。このように形成するこ
とにより、隣接するランドトラック１２位置にはプリピット１３が存在しなくなるためプ
リピット１３の検出に当ってクロストークによる影響を低減できる。
【００４１】
一方、グルーブトラック１１は、全てのシンクフレームに亘って約１４０ｋＨｚの一定ウ
ォブリング周波数ｆ０（１のシンクフレーム内に８波分のウォブル信号が入る周波数）で
ウォブリングされている。そして、記録再生装置において、この一定のウォブリング周波
数ｆ０を抽出することで、スピンドルモータの回転制御のための信号が検出されると共に
、記録用クロック信号が生成される。
【００４２】
次に、光学式記録媒体原盤４０を作成する光学式記録媒体製造装置５０の概略構成を図５
に示すブロック図を用いて説明する。
図５に示す光学式記録媒体製造装置５０は、ランドデータ発生器２０と、パラレル／シリ
アル変換器（Ｐ／Ｓ）２１と、プリフォーマット用エンコーダ２２と、波形整形回路２３
と、クロック信号発生器２４と、光ビーム発生装置２５と、対物レンズ２６と、スピンド
ルモータ２７と、回転検出器２８と、回転サーボ回路２９と、送りユニット３０と、位置
検出器３１と、送りサーボ回路３２と、コントローラ３３と、グルーブデータ発生器３４
と、ウォブリング信号発生器３５と、可変利得アンプ３６と、スイッチ３７により構成さ
れている。
【００４３】
光学式記録媒体原盤４０は、ガラス基板４１と、このガラス基板４１上にコーティングさ
れたレジスト層４２とにより構成されている。レジスト層４２は、後述の光ビームが照射
されることにより感光され、後にエッチング処理が施されることにより、光ビームの強度
の変化に対応した形状のピットが形成されるものである。
【００４４】
図５において、ランドデータ発生器２０は、コントローラ３３の制御の下、ランドトラッ
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ク１２上に形成されるプリピット１３に対応するパラレルデータを出力する。出力された
パラレルデータは、パラレル／シリアル変換器２１によってシリアルデータに変換される
。そして、このシリアルデータは、プリフォーマット用エンコーダ２２に入力され、クロ
ック信号発生部２４から供給されるプリフォーマッテイング用のクロック信号に基づいて
、プリピット１３を実際に光学式記録媒体原盤４０上に形成するためのプリピット形成信
号ＳＬが生成され、波形整形回路２３を介して光ビーム発生装置２５に出力される。
【００４５】
波形整形回路２３は、プリピット１３を実際に光学式記録媒体原盤４０上に形成するため
プリフォーマット用エンコーダ２２から出力されるプリピット形成信号ＳＬのパルス幅を
コントローラ３３の制御信号に基づき可変して出力する。例えば、後述する第１の領域に
プリピット１３を形成する場合は、再生信号に悪影響を及ぼさないよう最適化された短い
プリピット（以下、ショートＬＰＰと云う）を形成すべく、プリピット形成信号ＳＬをそ
のまま出力する。一方、第２の領域にプリピット１３を形成する場合は、プリピット検出
信号の振幅が大きくなるよう最適化された長いプリピット（以下、ロングＬＰＰと云う）
を形成すべく、コントローラ３３の制御信号に基づきプリピット形成信号ＳＬの各パルス
幅を広げて出力する。
【００４６】
一方、グルーブデータ発生器３４は、コントローラ３３の制御の下、グルーブトラック１
１、及びエンボスピット列として形成される記録データを含むグルーブ形成信号ＳＧを生
成し、スイッチ３７に対する制御信号として出力する。つまり、グルーブデータ発生器３
４の出力信号でスイッチ３７をＯＮ／ＯＦＦする。
【００４７】
ウォブリング信号発生器３５は、グルーブトラック１１に微少なうねりを与えるためウォ
ブリング信号を発生する。このウォブリング信号は、コントローラ３３によって所定の利
得に制御される可変利得アンプ３６を介してスイッチ３７に出力される。スイッチ３７は
ウォブリング信号とグランドレベルが入力され、グルーブデータ発生器３４から出力され
るグルーブデータに基づいて切り換え制御が行われる。これにより、実際に光学式記録媒
体原盤４０上にグルーブトラックの形状を形成するためのグルーブ形成信号ＳＧを光ビー
ム発生装置２５に出力する。
【００４８】
光ビーム発生装置２５は、光学式記録媒体原盤４０に対してグルーブトラック１１とプリ
ピット１３を形成するための光ビームを出射する。光ビーム発生装置２５は、グルーブト
ラック１１を形成するための光ビーム（図中点線で示す）と、プリピット１３を形成する
ための光ビーム（図中実線で示す）を所定の間隔（形成するグルーブトラック１１の中心
線と形成するプリピット１３の中心線の間隔）離間をもって光学式記録媒体原盤４０に照
射するように構成されている。グルーブトラック１１を形成するための光ビームは上述し
たグルーブ形成信号ＳＧに基づき制御され、プリピット１３を形成するための光ビームは
上述のプリピット形成信号ＳＬに基づき制御され、両ビーム共に対物レンズ２６を介して
光学式記録媒体原盤４０上に集光される。
【００４９】
光学式記録媒体原盤４０はスピンドルモータ２７により回転駆動され、回転検出器２８に
より光学式記録媒体原盤４０の回転が検出される。回転サーボ回路２９は回転検出器２８
の出力に基づいて、スピンドルモータ２７の回転を制御する。
【００５０】
位置検出器３１は、送りユニット３０の位置を検出し、その検出信号を送りサーボ回路３
２に出力する。送りサーボ回路３２は、位置検出器３１からの検出信号に基づいて、送り
ユニット３０の位置情報を取得し、これにより送りユニット３０の移動を制御する。
【００５１】
以上のような動作が行われることにより、光学式記録媒体原盤４０は連続グルーブ、エン
ボスピット列およびプリピットとなる部分が露光され、所定のエッチング処理が施される
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ことにより、光学式記録媒体１０を製造するための抜き型としての光学式記録媒体原盤４
０となる。その後は、この光学式記録媒体原盤４０に基づき、スタンパディスクが形成さ
れ、周知のレプリケーションプロセスに従って、本発明に係る光学式記録媒体１０が大量
生産される。
【００５２】
次に、本実施形態の光学式記録媒体製造装置５０で行われる光学式記録媒体原盤４０のカ
ッティング処理について図６に示すフローチャートに基づき説明する。尚、この処理は、
図示しないメモリに記録されている制御プログラムに従ってコントローラ３３の管理下行
われる。
【００５３】
本実施形態による光学式記録媒体製造装置５０のコントローラ３３は、ステップＳ１にお
いて初期設定としてグルーブデータ発生器３４を連続グルーブモードにする。つまり、ス
イッチ３７をａ側に固定した状態にする。また、可変利得アンプ３６の利得を１倍に設定
すると共に、ランドデータ発生器２０をショートＬＰＰに対応するパラレルデータを出力
させた後、ステップＳ２に移行する。次いで、ステップＳ２においてコントローラ３３は
、グルーブトラックの形成及びショートＬＰＰの記録を開始し、ステップＳ３に移行する
。
【００５４】
ステップＳ３においてコントローラ３３は、現在記録している領域がコントロールデータ
エリアになるか否かを常時監視する。現在記録している領域がコントロールデータエリア
になると判断すると（ＹＥＳ）、コントローラ３３はステップＳ４に移行する。ステップ
Ｓ４においてコントローラ３３は、グルーブデータ発生器３４に８－１６変調されたゼロ
データをグルーブデータとして生成するよう指示し、スイッチ３７に対する制御信号とし
て出力させる。また、コントローラ３３は、可変利得アンプ３６の利得を１．３倍に設定
すると共に、波形整形回路２３に対して初期設定のショートＬＰＰよりもパルス幅が広く
なるように制御し、ステップＳ５に移行する。
【００５５】
なお、可変利得アンプ３６の利得を上げたのは、再生装置がエンボスピット列１９が形成
された第２の領域を再生する際、ウォブリング信号を含むプッシュプル信号のレベルが低
下し、再生装置のサーボ動作に支障を来す問題が発生するからである。その対策として、
可変利得アンプ３６の利得を大きくし、エンボスピット列１９をグルーブトラック１１の
ウォブリング振幅よりも大きなウォブリング振幅により形成している。
【００５６】
次いで、ステップＳ５においてコントローラ３３は、エンボスピット列の形成及びロング
ＬＰＰの記録を開始して、ステップＳ６に移行する。ステップＳ６においてコントローラ
３３は、現在記録している領域がバッファエリアになるか否かを常時監視する。現在記録
している領域がバッファエリアになると（ＹＥＳ）、コントローラ３３はステップＳ７に
移行する。ステップＳ７においてコントローラ３３は、ステップＳ１で行った初期設定に
戻した後、ステップＳ８に移行する。次いで、ステップＳ８においてコントローラ３３は
、現在記録している領域が最外周になるか否かを常時監視する。現在記録している領域が
最外周になると（ＹＥＳ）、コントローラ３３はステップＳ９に移行し、停止制御を行い
、上述した一連のカッティング処理を停止する。
【００５７】
次に、上述した光学式記録媒体製造装置５０でカッティング処理された光学式記録媒体原
盤４０を用いて製造された光学式記録媒体１０の構成を図７を用いて説明する。尚、図７
（Ａ）は、光学式記録媒体１０の要部拡大図であり、データエリアである第１の領域にお
けるグルーブトラック１１とプリピット１２の形状と、コントロールデータエリアである
第２の領域におけるエンボスピット列１９とプリピット４５の形状を模式的に示したもの
である。また、図７（Ｂ）はプリピット検出信号を示し、図７（Ｃ）は図７（Ａ）におけ
るＢ－Ｂ線断面図である。
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【００５８】
第１の領域において光学式記録媒体１０は、連続するグルーブトラック１１が形成され、
当該グルーブトラック１１の間に配置されたランドトラック１２上には走査方向（図中矢
印Ｔで示す）の長さがＬ１のプリピット１３が形成されている。このプリピット１３の長
さＬ１は、グルーブトラック１１の再生信号に悪影響を及ぼすことがないよう決定されて
いる。一方、第２の領域では、グルーブトラック１１が形成される位置に深さＥｄ（３０
ｎｍ）のエンボスピット列１９が形成され、当該エンボスピット列１９の間に配置された
ランドトラック１２上には長さＬ２（Ｌ２＞Ｌ１）のプリピット４５が形成されている。
【００５９】
本光学式記録媒体１０によれば、図７（Ｃ）に示されるように、第２の領域におけるプリ
ピット４５の深さＰｄ２はエンボスピット１９の深さと同一とされており、また、第１の
領域におけるプリピット１３の深さＰｄ１もエンボスピット１９の深さＥｄと同一とされ
ている。つまり、本光学式記録媒体１０によれば、第２の領域に形成されたプリピット４
５はその長さのみが、第１の領域に形成されるプリピット１３と異なる。
【００６０】
この光学式記録媒体１０によれば、光スポットがプリピット４５とエンボスピット列１９
を覆う位置にある時、光の回折による受光素子Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの信号変化が大きくなる。
つまり、受光素子ＡとＤの出力信号はより小さくなり、受光素子ＢとＣの出力信号はより
大きくなる。依って、第２の領域におけるプリピット検出信号の振幅は図７（Ｂ）の右側
の波形図に示されるように、図１０（Ｂ）の右側波形図よりも大きくなる。結果、ＡＰｍ
ａｘに対するＡＰｍｉｎの比が大きくなり、ＤＶＤ－ＲＷフォーマットに規定されたアパ
ーチャレシオＡＲｅの値を満足することが可能となる。なお、プリピット４５の長さＬ２
を長くすることに伴い、エンボスピット列１９に対する再生信号にはプリピット４５によ
る影響が生じるが、エンボスピット列１９に対する再生信号はエンボスピット列上に上書
きされたデータの読出しを妨げるノイズ的な存在であることから何等問題は生じない。
【００６１】
次に、本発明の第２実施形態による光学式記録媒体６０について図８を用いて説明する。
尚、図８（Ａ）は光学式記録媒体６０の要部拡大図であり、第１の領域におけるグルーブ
トラック１１とプリピット１２の形状と、第２の領域におけるエンボスピット列１９とプ
リピット４６の形状を模式的に示したものである。また、図８（Ｂ）は光学式記録媒体６
０の一部断面図である。
【００６２】
本光学式記録媒体６０によれば、図８（Ａ）に示すように第１の領域において、連続する
グルーブトラック１１が形成され、ランドトラック１２上には長さＬ１、深さＰｄ１（３
０ｎｍ）のプリピット１３が形成されている。一方、第２の領域では、深さＰｄ２（３０
ｎｍ）のエンボスピット列１９が形成され、ランドトラック１２上にはプリピット１３と
同一の長さＬ２、深さＰｄ２（４０ｎｍ）のプリピット４６が形成されている。
【００６３】
本光学式記録媒体６０によれば、第１の領域におけるプリピット１３の深さPｄ１は第２
の領域におけるプリピット４６の深さPｄ２よりも深い。従って、上述した第１実施形態
同様に、光スポットがプリピット４６とエンボスピット列１９を覆う位置にある時、光の
回折による受光素子Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの信号変化が大きくなる。つまり、受光素子ＡとＤの
出力信号はより小さくなり、受光素子ＢとＣの出力信号はより大きくなる。依って、第２
の領域におけるプリピット検出信号は、マイナス側に大きく変化し、ＡＰｍａｘに対する
ＡＰｍｉｎの比が大きくなり、ＤＶＤ－ＲＷフォーマットに規定されたアパーチャレシオ
ＡＲｅの値を満足することが可能となる。
【００６４】
次に、本発明の第３実施形態による光学式記録媒体７０について図９を用いて説明する。
尚、図９は光学式記録媒体７０の要部拡大図である。本光学式記録媒体７０は、図９に示
すように第１の領域において、連続するグルーブトラック１１が形成され、ランドトラッ
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ク１２上には直径Ｄ１の円径プリピット４７が形成されている。一方、第２の領域では、
エンボスピット列１９が形成され、ランドトラック１２上には直径Ｄ２（Ｄ２＞Ｄ１）の
円径プリピット４６が形成されている。
【００６５】
本光学式記録媒体７０によれば、第２の領域のプリピット４８を第１の領域のプリピット
４７よりも光学式記録媒体７０の半径方向に大きく形成したので、第１実地形態と同様に
、光の回折による受光素子Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの信号変化が大きくなる。つまり、受光素子Ａ
とＤの出力信号はより小さくなり、受光素子ＢとＣの出力信号はより大きくなる。依って
、第２の領域におけるプリピット検出信号は、マイナス側に大きく変化し、ＡＰｍａｘに
対するＡＰｍｉｎの比が大きくなり、ＤＶＤ－ＲＷフォーマットに規定されたアパーチャ
レシオＡＲｅの値を満足することが可能となる。
【００６６】
上述したように本発明によれば、第２の領域に形成されるプリピットの形状を、プリピッ
ト検出信号の振幅が大きく得られるよう形成したので、ＤＶＤ－ＲＷフォーマットによっ
て要求されたアパーチャレシオＡＲｅの値を満足させることが可能となる。
【００６７】
なお、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、種々の変形例を取り得る
ものである。例えば、上述した第１の実施形態によれば、第２の領域におけるプリピット
の長さのみを第１の領域におけるプリピットより長くしたが、第２の実施形態に示される
ように、同時にその深さを第１の領域におけるプリピットより深くしても良い。
また、本発明の実施形態による光学式記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＷディスクであったが、本
発明をライトワンス型の記録媒体であるＤＶＤ－Ｒに適用するなど、種々の記録媒体に適
用することができる。
【００６８】
【発明の効果】
本発明によれば、第２の領域に形成されるプリピットの形状をプリピット検出信号の振幅
が大きく得られるよう、第１の領域に形成されるプリピットと異なる形状により形成した
ので、第２の領域におけるプリピット検出信号のアパーチャレシオＡＲｅの値が大きくな
り、要求値を容易に満足させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に用いる光学式記録媒体の記録面半径方向の物理セクタのレイアウト
を示し図。
【図２】本実施形態に用いる光学式記録媒体のリードインエリア及びコントロールデータ
エリアの構成を示す図。
【図３】本実施形態に用いる光学式記録媒体の記録面の構造を示す斜視図。
【図４】本実施形態に用いる光学式記録媒体の物理セクタのフレーム構造及びプリピット
を説明するのに用いた図。
【図５】本実施形態における光学式記録媒体製造装置の概略構成を示すブロック図。
【図６】本実施形態において、光学式記録媒体原盤をカッテング処理を説明するのに用い
たフローチャート。
【図７】本発明の第１実施形態のコントロールデータ部のグルーブトラック及びランドプ
リピットを模式的に示した図。
【図８】本発明の第２実施形態のコントロールデータ部のグルーブトラック及びランドプ
リピットを模式的に示した図。
【図９】本発明の第３実施形態のコントロールデータ部のグルーブトラック及びランドプ
リピットを模式的に示した図。
【図１０】従来例におけるコントロールデータ部のグルーブトラック及びランドプリピッ
トを模式的に示した図。
【符号の説明】
１０・・光学式記録媒体
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１１・・グルーブトラック
１２・・ランドトラック
１３・・ランドプリピット
１４・・マルチ層
１５・・反射層
１６・・透明膜
１７・・透明基板
１８・・接着層
２０・・ランドデータ発生器
２１・・パラレル／シリアル変換器
２２・・プリフォーマット用エンコーダ
２３・・波形整形回路
２４・・クロック信号発生器
２５・・光ビーム発生装置
２６・・対物レンズ
２７・・スピンドルモータ
２８・・回転検出器
２９・・回転サーボ回路
３０・・送りユニット
３１・・位置検出器
３２・・送りサーボ回路
３３・・コントローラ
３４・・グルーブデータ発生器
３５・・ウォブリング信号発生器
３６・・可変利得アンプ３６
３７・・スイッチ
４０・・光学式記録媒体原盤
４１・・ガラス基板
４２・・レジスト
５０・・光学式記録媒体製造装置
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【図７】 【図８】



(16) JP 4226204 B2 2009.2.18

【図９】 【図１０】



(17) JP 4226204 B2 2009.2.18

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11B   7/007
              G11B   7/24
              G11B   7/26


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

