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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォーカスサーボの引き込みが不可能な反射率を有し情報が記録される記録層形成部を
有する記録層が複数積層された多層光記録媒体において、
　各記録層の一部に、フォーカスサーボの引き込みが可能であって、前記記録層形成部よ
りも高い反射率を有する反射膜形成部を形成した多層光記録媒体であって、
　前記各記録層の反射膜形成部は、それぞれ異なる位置に配置されかつ他の前記記録層の
いずれの反射膜形成部とも重なり合わない領域を有する
　ことを特徴とする多層光記録媒体。
【請求項２】
　隣接する記録層の反射膜形成部は、一部領域が重なるように配置されていることを特徴
とする請求項１に記載の多層光記録媒体。
【請求項３】
　情報が記録される記録層形成部を有する記録層が複数積層された多層光記録媒体におい
て、
　各記録層の一部に、記録層形成部よりも高い反射率を有する反射膜形成部を形成すると
ともに、
　連続して隣接する複数の記録層を１グループとして各記録層を複数のグループに分割し
、同一グループに属する複数の記録層の反射膜形成部が同じ位置に配設され、かつ異なる
グループに属する反射膜形成部が異なる位置に配設されるようにすることを特徴とする多
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層光記録媒体。
【請求項４】
　前記各反射膜形成部は、多層光記録媒体に予め設定された所定の基準位置から所定の規
則に従って配置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の多層光
記録媒体。
【請求項５】
　各反射膜形成部に、当該反射膜形成部が何層であるかを示す層識別アドレス情報を予め
記録することを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の多層光記録媒体。
【請求項６】
　各反射膜形成部に、各層での記録および／または再生にかかる情報を予め記録すること
を特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の多層光記録媒体。
【請求項７】
　前記情報は、各記録層毎の最適な記録、再生レーザ出力を示す最適記録再生レーザ出力
情報、各記録層毎のライトストラテジ情報および多層光記録媒体毎の球面収差の補正量を
示す球面収差精密補正情報のうちの少なくとも１つであることを特徴とする請求項６に記
載の多層光記録媒体。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一つに記載の多層光記録媒体に対し、対物レンズを介して光源
からの光を照射してその戻り光を信号検出部で受光する光ピックアップ装置において、
　フォーカスエラー信号に基づいて対物レンズをフォーカスサーボ制御するフォーカスサ
ーボ手段と、
　前記フォーカスサーボ手段による前記多層光記録媒体の各記録層でのフォーカスサーボ
の引き込みを各記録層の反射膜形成部を用いて行うように制御する制御手段と、
を備えることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項９】
　記録層のカバー層の厚みに対応した球面収差補正を行う球面収差補正手段をさらに備え
、
　前記制御手段は、前記フォーカスサーボ手段によるフォーカスサーボの引き込みを行う
前に、前記球面収差補正手段による球面収差補正を行わせるように制御することを特徴と
する請求項８に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１０】
　各記録層毎のカバー層の厚みに対応した球面収差補正情報を予め記憶したメモリをさら
に備え、
　前記球面収差補正手段は、前記メモリに記憶された球面収差補正情報を用いて球面収差
を補正することを特徴とする請求項９に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一つに記載の多層光記録媒体に対し、対物レンズを介して光源
からの光を照射してその戻り光を信号検出部で受光する光ピックアップ装置において、
　フォーカスエラー信号に基づいて対物レンズをフォーカスサーボ制御するフォーカスサ
ーボ手段と、
　トラッキングエラー信号に基づいて対物レンズをトラッキングサーボ制御するトラッキ
ングサーボ手段と、
　前記多層光記録媒体の記録層形成部での前記フォーカスサーボ制御およびトラッキング
サーボ制御の各サーボゲインを反射膜形成部での各サーボゲインよりも大きくなるよう各
サーボゲインの切替えを行う制御手段と、
　を備えることを特徴とする光ピックアップ装置。
【請求項１２】
　請求項８～１１のいずれか一つに記載の光ピックアップ装置と、
　前記光ピックアップ装置の信号検出部の検出信号を復調する復調手段と、
　を備えることを特徴とする情報再生装置。
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【請求項１３】
　請求項１～７のいずれか一つに記載の多層光記録媒体を製造する多層光記録媒体の製造
方法において、
　中間層シートにマスクパターンを積層した状態で反射膜を蒸着して、中間層シート上の
一部に反射膜形成部を形成する第１工程と、
　反射膜が形成された中間層シートに記録層シートを積層して接合する第２工程と、
　中間層シートおよび記録層シートが接合されたものを、各層間で反射膜形成部が所定の
配置関係になるように、複数枚積層する第３工程と、
　前記第３工程で作成された積層物を基板層シートと保護層シートで挟んで接合する第４
工程と、
　を備えることを特徴とする多層光記録媒体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層の記録層を有する多層光記録媒体およびこの多層光記録媒体を記録、再
生するための光ピックアップ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）などの光記録媒体では、記録層を２層とす
ることにより、高記録密度化、高容量化を実現している。また、光記録媒体の更なる高容
量化のために、高開口数の光学系および短波長の光源を用いて、３層、４層の記録層を持
つ多層光ディスクも考えられている。これら数層の記録層をもつ光ディスクにおいては、
記録層と記録層との間にはスペーサ領域が形成され、各記録層にはその全面に半透明の反
射膜が形成されている。
【０００３】
　一方、昨今、光記録媒体のさらなる高記録密度化、高容量化を実現するべく、１０層程
度～１００層程度の記録層をもつ次世代の光記録媒体としての三次元多層光メモリの基本
技術の開発が行われている。この三次元多層光メモリの記録層には反射膜を持たないフォ
トポリマーが用いられている。
【０００４】
　この従来の多層光メモリにおいては、記録再生光の透過損失を最大限に減少させるため
に、各記録層に反射膜を設けない構造を採用しており、このため各記録層の反射率は記録
ピックアップ側から見て同一になる。また、この光メモリにおいては、球面収差の影響を
可能な限り抑えるために、各記録層間に形成される中間層（スペース領域）の厚み、すな
わち層間隔を極めて小さく抑えている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の光メモリにおいては、各記録層に反射膜を持たないために、記録再生装置側にお
いてフォーカスサーボの引き込みが困難であるという問題が一例としてある。また、各記
録層に反射膜が形成されていない上に各記録層の層間隔が小さいために、フォーカスエラ
ー信号が各層間で分離できず、層間を移動する層間ジャンプ（フォーカスジャンプ）が困
難であるという問題が一例としてある。このように、従来技術では、フォーカスサーボの
引き込みや各層間の移動制御などは将来の課題とされている。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、各記録層へのフォーカスの引き込みが
容易でかつ所望の記録層へダイレクトなアクセスが容易である多層光記録媒体を提供する
ことを目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、本発明にかかる多層光記録媒体に対するフォーカスサーボの引き込み
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を適格になし得、さらにその記録再生時にフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを
維持することができる光ピックアップ層装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、フォーカスサーボの引き込みが不可能な反射率を有し情報が
記録される記録層形成部を有する記録層が複数積層された多層光記録媒体において、各記
録層の一部に、フォーカスサーボの引き込みが可能であって、前記記録層形成部よりも高
い反射率を有する反射膜形成部を形成した多層光記録媒体であって、前記各記録層の反射
膜形成部は、それぞれ異なる位置に配置されかつ他の前記記録層のいずれの反射膜形成部
とも重なり合わない領域を有することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項３に記載の発明は、情報が記録される記録層形成部を有する記録層が複数
積層された多層光記録媒体において、各記録層の一部に、記録層形成部よりも高い反射率
を有する反射膜形成部を形成するとともに、連続して隣接する複数の記録層を１グループ
として各記録層を複数のグループに分割し、同一グループに属する複数の記録層の反射膜
形成部が同じ位置に配設され、かつ異なるグループに属する反射膜形成部が異なる位置に
配設されるようにすることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる多層光記録媒体、光ピックアップ装置の好
適な実施の形態および実施例を詳細に説明する。なお、以下では、本発明の多層光記録媒
体の概略と特徴を実施の形態として説明し、その後に多層記録媒体、該多層記録媒体の製
造方法および光ピックアップ装置に関する実施例を説明する。
【００１３】
［実施の形態］
　図１は、本発明にかかる多層光記録媒体（以下光メディアという）の実施の形態の概念
的構成を示す図である。この光メディアにおいては、透明基板１上に、多数の記録再生層
（以下単に記録層という）Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，…，Ｌｎが形成されている。第１記録層を
Ｌ１、第２記録層をＬ２、…、第ｎ記録層をＬｎとする。光メディアの各記録層Ｌ１～Ｌ
ｎの一部には、フォーカスサーボの引き込みが十分可能な程度の反射率を有する、円形、
長方形などの形状を呈する反射膜形成部Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３，…，Ｗｎが形成されている。
フォーカスサーボの引き込みとは、フォーカスエラー信号に基づいてフォーカスサーボが
かかっていない状態からフォーカスサーボがかかっている状態にする動作をいう。
【００１４】
　反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎは、各記録層Ｌ１～Ｌｎに少なくとも１箇所に（複数箇所も可
能）備えられている。この場合、記録層Ｌ１～Ｌｎに平行な方向にＸ，Ｙ軸を設定した場
合、各反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎは、光ピックアップから見て他の記録層の反射膜形成部と
重ならないようなＸ，Ｙ位置に配置されている。すなわち、各記録層Ｌ１～Ｌｎの反射膜
形成部Ｗ１～Ｗｎは、それぞれ異なるＸ，Ｙ位置に配置されている。
【００１５】
　光メディアには、基準位置を特定するためのマーキングや切欠き（図示せず）などが設
けられており、各反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎは、例えば、光メディアの所定の基準位置から
予め設定された所定の規則に従って配置されている。したがって、光ピックアップ側では
、上記マーキングや切欠きなどを認識して基準位置を特定した後、基準位置から上記所定
の規則に従って定まるＸ、Ｙ方向に所定の量だけ光ピックアップを移動させれば、所望の
記録層の反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎに対応する位置に光ピックアップを到達することができ
る。
【００１６】
　図２は、光ピックアップの対物レンズを、第３記録層Ｌ３に反射膜形成部Ｗ３が存在す
るＸ，Ｙ方向の位置Ａに配置して、対物レンズを図１の光メディアに対して遠い位置から
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光メディアに近づくように移動させたときのフォーカスエラー信号の波形を示している。
また、図３は、光ピックアップの対物レンズを、第２記録層Ｌ２に反射膜形成部Ｗ２が存
在する位置Ｂに配置して、対物レンズを図１の光メディアに対して遠い位置から光メディ
アに近づくように移動させたときのフォーカスエラー信号の波形を示している。
【００１７】
　この場合、光ピックアップは、第１記録層Ｌ１側に配設されている。また、フォーカス
エラー信号は、基本的に、対物レンズの焦点が記録面に合っている合焦状態のときにゼロ
レベル（正確には、この場合、極大点から極小点へのゼロクロス点）を示し、この合焦点
である極大点から極小点へのゼロレベルを中心としてＳ字カーブを描く。そして、１つの
Ｓ字カーブにおける極大点から極小点までの範囲が、概ね、フォーカスサーボをかける、
すなわちフォーカスサーボループをクローズとする領域である。
【００１８】
　位置Ａにおいては、第３記録層Ｌ３に反射膜形成部Ｗ３が存在しているので、図２に示
すフォーカスエラー信号においては、対物レンズの焦点位置が第３記録層Ｌ３の近傍に位
置しているときに、その信号レベルおよびレベル変化が大きくなる。また、位置Ｂにおい
ては、第２記録層Ｌ２に反射膜形成部Ｗ２が存在しているので、図３に示すフォーカスエ
ラー信号においては、対物レンズの焦点位置が第２記録層Ｌ２の近傍に位置しているとき
に、その信号レベルが大きくなる。
【００１９】
　従って、信号レベル変化が大きなＳ字部分を利用すれば、ＤＶＤやＣＤなどで用いられ
ている既存の技術を用いて、各記録層Ｌ１～Ｌｎでのフォーカスサーボの引き込みを簡便
に実行させることができる。すなわち、或る記録層に移動する場合は、フォーカスサーボ
を一旦はずし、移動先の記録層の反射膜形成部を有する位置までフォーカスを移動し、目
標とする記録層において発生すると推定される球面収差補正などを行った後、移動先の記
録層にフォーカスサーボをかけるような処理を実行する。因みに、図２，図３において、
反射膜形成部Ｗ３が存在しない他の記録層に対物レンズの焦点位置が位置したときのフォ
ーカスエラー信号は、そのレベル変化が極めて小さく、この部分を用いたフォーカスサー
ボの引き込みは実際上不可能である。
【００２０】
　図４は光メディアの他の実施の形態を示すものである。図４に示す光メディアは、隣接
する各記録層Ｌ１～Ｌｎの反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎを光ピックアップ側から見て一部領域
が重なるように配置している。例えば、第１記録層Ｌ１の反射膜形成部Ｗ１と第２記録層
Ｌ２の反射膜形成部Ｗ２とは領域Ｄ１２で重なり合い、第２記録層Ｌ２の反射膜形成部Ｗ
２と第３記録層Ｌ３の反射膜形成部Ｗ３とは領域Ｄ２３で重なり合い、第３記録層Ｌ３の
反射膜形成部Ｗ３と第４記録層Ｌ４の反射膜形成部Ｗ４とは領域Ｄ３４で重なり合ってい
る。
【００２１】
　図５は、光ピックアップの対物レンズを、第３記録層Ｌ３に反射膜形成部Ｗ３が存在す
るＸ，Ｙ方向の位置Ａに配置して、対物レンズを図４の光メディアに対して接近するよう
に移動させたときのフォーカスエラー信号の波形を示している。また、図６は、光ピック
アップの対物レンズを、第２記録層Ｌ２の反射膜形成部Ｗ２と第３記録層Ｌ３の反射膜形
成部Ｗ３とが重なり合う領域Ｄ２３に対応する位置Ｂに配置して、対物レンズを図４の光
メディアに対して接近させたときのフォーカスエラー信号の波形を示している。
【００２２】
　図５に示すように、ピックアップが位置Ａに位置しているときは、第３記録層Ｌ３のみ
に反射膜形成部Ｗ３が存在しているので、先の図２あるいは図３の場合と同様、フォーカ
スエラー信号は、対物レンズの焦点位置が第３記録層Ｌ３の近傍に位置しているときに、
その信号レベルおよびレベル変化が大きくなる。したがって、信号レベル変化が大きなＳ
字部分を利用すれば、前記同様、各記録層Ｌ１～Ｌｎでのフォーカスサーボの引き込みを
簡便に実行させることができる。
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【００２３】
　一方、図６に示すように、ピックアップが位置Ｂに位置しているときは、第３記録層Ｌ
３の反射膜形成部Ｗ３および第４記録層Ｌ４の反射膜形成部Ｗ４が存在しているので、フ
ォーカスエラー信号には、信号レベル変化が大きなＳ字部分が連続して２つ発生すること
になる。すなわち、図４に示す光メディアの場合は、各反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎを一部領
域が重なるように配置しているので、この重なり部分を利用すれば、各記録層の層間隔が
小さくても、フォーカスエラー信号を各層間で分離することができるようになる。したが
って、この場合は、第３記録層Ｌ３から隣接する第４記録層Ｌ４への層間ジャンプを行う
際、ＤＶＤで用いられている通常のフォーカスジャンプ手順を利用することができる。フ
ォーカスジャンプ手順においては、例えば、フォーカスサーボループのオープン、目的層
に移動させるキックパルスの出力、フォーカスエラー信号の監視に基づく目的層への接近
の検知、ブレーキパルスの出力、およびフォーカスサーボループのクローズという一連の
処理が実行される。
【００２４】
　図７は光メディアのさらに他の実施の形態を示すものである。図７に示す光メディアは
、反射膜形成部を隣接する複数（数層）の記録層単位にほぼ完全に重ね合わせるようにす
ることで、フォーカスジャンプ手順をできるだけ多く利用することができるようにしてい
る。この場合、第１記録層Ｌ１の反射膜形成部Ｗ１、第２記録層Ｌ２の反射膜形成部Ｗ２
および第３記録層Ｌ３の反射膜形成部Ｗ３はほぼ同じ大きさおよび形状を有し、ほぼ同じ
Ｘ，Ｙ位置に配設されている。また、第４記録層Ｌ４の反射膜形成部Ｗ４、第５記録層Ｌ
５の反射膜形成部Ｗ５および第６記録層Ｌ６の反射膜形成部Ｗ６はほぼ同じ大きさおよび
形状を有し、ほぼ同じＸ，Ｙ位置に配設されている。反射膜形成部Ｗ１～Ｗ３の配設位置
と反射膜形成部Ｗ４～Ｗ６の配設位置は異なっている。
【００２５】
　すなわち、図７に示す光メディアにおいては、連続して隣接する複数の記録層を１グル
ープとして各記録層を複数のグループに分割し、同一グループに属する複数の記録層の反
射膜形成部が同じ位置に配設され、かつ異なるグループに属する反射膜形成部が異なる位
置に配設されるようにしている。
【００２６】
　図８は、光ピックアップの対物レンズを、反射膜形成部Ｗ３～Ｗ６が存在するＸ，Ｙ方
向の位置Ａに配置して、対物レンズを図７の光メディアに対して接近するように移動させ
たときのフォーカスエラー信号の波形を示している。また、図９は、光ピックアップの対
物レンズを、反射膜形成部Ｗ１～Ｗ３が存在するＸ，Ｙ方向の位置Ｂに配置して、対物レ
ンズを図７の光メディアに対して接近するように移動させたときのフォーカスエラー信号
の波形を示している。
【００２７】
　この図７に示す光メディアにおいては、連続して隣接する複数の記録層単位（１グルー
プ単位）に反射形成膜を重ね合わせるようにしているので、図８，図９に示すように、フ
ォーカスエラー信号には、信号レベル変化が大きなＳ字部分が複数個（この場合は３個）
連続して発生することになる。したがって、この場合は、例えば、第５記録層Ｌ５あるい
は第６記録層Ｌ６への記録，再生を行う場合は、フォーカスを遠方から記録面に接近させ
る動作を行ってフォーカスを一旦第４記録層Ｌ４近傍に位置させた後、フォーカスサーボ
をクローズし、その後前述のフォーカスジャンプ手順を実行することにより、第４記録層
Ｌ４から隣接する第５記録層Ｌ５さらには第６記録層Ｌ６への層間ジャンプを行わせるこ
とができる。このように、図７に示す光メディアにおいては、効率の良いフォーカスジャ
ンプ手順を多く利用して各記録層へのアクセスすることができる。なお、各層の一部領域
に形成した反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎを全ての層に亘って同じＸ，Ｙ位置に配設し、各記録
層への移動は、全てフォーカスジャンプ手順を用いて行うようにしてもよい。さらに、光
ディスクの形状としては、長方形型、円形、他の任意の多角形、楕円など任意の形状を採
用することができる。
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【実施例１】
【００２８】
　図１０～図１６を用いてこの発明の実施例１について説明する。この実施例１では、長
方形形状を有するカード型の光メディア１０を採用している。
【００２９】
　図１は、実施例１の光メディア１０の構成を示す図である。この光メディア１０では、
基板層１１と保護層１２との間に、多数（この場合は６層）の記録層Ｌ１～Ｌ６および中
間層１３が積層されている。各記録層Ｌ１～Ｌ６の一部領域には、所定の大きさの長方形
形状を呈しかつ高反射率の反射特性を有する反射膜形成部（以下インデックス部ともいう
）Ｗ１～Ｗ６が形成されている。各記録層Ｌ１～Ｌ６において、反射膜形成部Ｗ１～Ｗ６
以外の領域は、情報の記録再生が行われる記録膜形成部１４である。反射膜形成部Ｗ１～
Ｗ６は記録層形成部１４よりも高い反射率を有している。
【００３０】
　この場合、反射膜形成部Ｗ１～Ｗ６は、光メディア１０の縁部分にタブのように一列に
配設されている。また、隣接する各記録層Ｌ１～Ｌｎの反射膜形成部Ｗ１～Ｗ６は、光ピ
ックアップ側から見て一部が重なるように配置している。すなわち、この実施例１では、
反射膜形成部Ｗ１～Ｗ６は、図４に示した実施形態の光メディアと同様の配置方式を採用
している。反射膜形成部Ｗ１～Ｗ６を光メディア１０の縁部分に配設したので、記録層へ
のアクセスの際に、反射膜形成部Ｗ１～Ｗ６の存在が邪魔になることがなくなり、記録層
の記録領域を有効に利用することができる。
【００３１】
　各インデックス部Ｗ１～Ｗ６には、当該インデックス部が何層であるかを示す層識別ア
ドレス情報、記録および／または再生にかかる各種情報（球面収差精密補正情報、ライト
ストラテジ情報、最適記録再生レーザ出力情報）などが記憶されている。したがって、こ
の記録情報を利用して、記録層の確認、ピックアップの球面収差、フォーカスサーボ目標
値の微調整、設定などが可能となる。
【００３２】
　・球面収差精密補正情報
　球面収差の補正を行う際には、目標記録層を決定した時点で、ピックアップ装置側のメ
モリに予め記憶されている補正値を用いてビームエキスパンダや液晶素子などの収差補正
装置を駆動するが、光メディアの製造ばらつきなどによって目標記録層までのカバー層厚
みが異なってしまう場合がある。そこで、各光メディア毎の球面収差精密補正情報をイン
デックス部に記録しておき、球面収差補正の際にこの球面収差精密補正情報を用いた補正
を行えば、精密な球面収差補正を行うことができる。
【００３３】
　・層識別アドレス情報
　ピックアップを光メディアにおけるインデックス部Ｗ１～Ｗ６が存在する位置に移動し
た後、フォーカスサーボをかけるための動作制御を実行すれば、必ず所要の記録層にフォ
ーカスサーボをかけることができるが、振動や何らかの外乱によって所要の層にフォーカ
スサーボがかけられない場合がある。そのような場合は、インデックス部Ｗ１～Ｗ６に記
録された層識別アドレス情報を利用して、現在の層が所要の記録層であるか否かを確認す
ることができる。
【００３４】
　・最適記録再生レーザ出力情報
　本光メディア１０は多層構造であるため、各々の記録層で最適な記録、再生に必要なレ
ーザ出力が異なる場合がある。これは、製造ばらつきによって各層の記録感度が異なるこ
とよっても発生するし、ピックアップ側から見て奥側の層と手前側の層でのレーザ光の透
過率差が異なることによっても発生する。そこで、各層毎の最適な記録、再生レーザ出力
を示す最適記録再生レーザ出力情報をインデックス部Ｗ１～Ｗ６に記録しておき、記録再
生時にインデックス部Ｗ１～Ｗ６に記録された各層毎の最適記録再生レーザ出力情報に基
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づきレーザのパワー制御を各層毎に行うことによって、各記録層で高精度の記録再生をな
し得るようにする。
【００３５】
　・ライトストラテジ情報
　光記録（特に相変化媒体や色素媒体を用いる場合）では、熱による記録マークの歪みを
低減し、ジッタの低減を図るために、ライトストラテジというマルチパルス変調を行って
記録マークの熱分布制御を行う。マルチパルス変調パターン（ライトストラテジ情報）は
、光メディアの感度や記録パワーに応じて異なるため、各層毎にライトストラテジ情報を
持つ必要がある。すなわち、記録時にインデックス部Ｗ１～Ｗ６に記録された各層毎のラ
イトストラテジ情報に基づきレーザのマルチパルス変調制御を各層毎に行うことによって
、各記録層で高精度のマーク記録をなし得るようにする。
【００３６】
　上記層識別アドレス情報、最適記録再生レーザ出力情報、ライトストラテジ情報は、各
層固有の情報であるため、各層ごとに固有のスタンパや各層ごとに固有のマーク形成が必
要となる。
【００３７】
　また、上記球面収差精密補正情報として、インデックス部に何の情報を持たないマーク
あるいはピットを形成し、光ピックアップ側でこのピットを再生してその振幅情報やエラ
ーレート、ジッタなどを測定し、この測定結果に基づき球面収差精密補正情報としての評
価情報を作成し、この評価情報を用いて球面収差の精密な補正を行うようにしてもよい。
この場合は、この球面収差精密補正情報は各記録層で特有な情報でなくなるので、予めス
タンパなどに形成したものを用いて各層同一のマークあるいはピットを形成すればよい。
また、上記球面収差精密補正情報の評価情報を作成するために、上記インデックス部に記
録された上記層識別アドレス情報、ライトストラテジ情報、最適記録再生レーザ出力情報
を再生し、その振幅情報やエラーレート、ジッタなどを測定して上記評価情報を作成する
ようにしてもよい。
【００３８】
　図１１は、記録再生装置におけるカード型光メディア１０の保持駆動機構を示すもので
ある。図１１に示すメディア保持駆動機構は、Ｘ－Ｙ駆動テーブル方式を採用しており、
装置本体に固定される一対の枠体２０Ａ，２０Ｂにボールネジ２２が軸支されるとともに
ガイド棒２１が固定されている。ボールネジ２２の一端には、ステップモータ２３の回転
軸が連結されている。ボールネジ２２には一方のカードホルダ２４Ａが螺合されており、
ガイド棒２１には他方のカードホルダ２４Ｂが挿通されている。カードホルダ２４Ａ，２
４Ｂは、カード型光メディア１０を支持する。
【００３９】
　一方、装置本体に固定される一対の支持体２５Ａ，２５Ｂ間には、ボールネジ２６が軸
支されるとともに、ガイド棒２７が固定されている。ボールネジ２６の一端には、ステッ
プモータ２８の回転軸が連結されている。ボールネジ２６とガイド棒２７との間にはピッ
クアップ保持部２９が設けられている。ピックアップ保持部２９は、光ピックアップ３０
を支持している。
【００４０】
　このメディア保持駆動機構によれば、ステップモータ２３を回転させれば、カードホル
ダ２４Ａ，２４Ｂによって支持されたカード型光メディア１０がＸ方向に移動する。また
、ステップモータ２８を回転させれば、光ピックアップ３０がＹ方向に移動する。
【００４１】
　図１２は、カード型光メディア１０を記録再生する記録再生装置の全体構成を示すブロ
ック図である。この記録再生装置は、光ピックアップ３０と、光ピックアップ３０をＹ方
向に駆動するピックアップ駆動部３１と、光ピックアップ３０のＹ方向の位置を検出し、
その検出信号をコントローラ４０に入力するピックアップ位置検出回路３２と、コントロ
ーラ４０からの指令に従って光ピックアップ３０のＹ方向への移動をサーボ制御するスラ
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イダーサーボ回路３３とを備えている。図１１におけるステップモータ２８、ボールネジ
２６、ガイド棒２７およびピックアップ保持部２９などがピックアップ駆動部３１に対応
している。
【００４２】
　また、記録再生装置は、カード型光メディア１０をＸ方向に駆動するメディア駆動部３
４と、カード型光メディア１０のＸ方向の位置を検出する位置センサ３５と、位置センサ
３５の検出出力に基づきカード型光メディア１０のＸ方向の位置を検出し、検出信号をコ
ントローラ４０に入力するメディア位置検出回路３６と、コントローラ４０からの指令に
従ってカード型光メディア１０のＸ方向への移動をサーボ制御するメディア移動サーボ回
路３７とを備えている。図１１におけるステップモータ２３、ボールネジ２２、ガイド棒
２１などがメディア駆動部３４に対応している。
【００４３】
　光ピックアップ３０は、レーザダイオード（ＬＤ）などの光源４１、球面収差補正部４
２、対物レンズ駆動部４３、信号検出部４４などを備えている。対物レンズ駆動部４３は
、対物レンズ４８をその光軸方向に移動させるためのフォーカスアクチュエータと、対物
レンズ４８をトラッキング方向に移動させるトラッキングアクチュエータとを備えている
。
【００４４】
　図１３は、光ピックアップ３０内の光学系の構成の一例を示すものである。図１３に示
すように、光ピックアップ３０は、記録、再生のための光ビームを出力する光源４１と、
光源４１から出力される光ビームを球面収差補正レンズ４２側へ出力するとともに、光メ
ディア１０側からの戻り光をディテクタ４４側へ出力する偏光ビームスプリッタ４５と、
光源４１から出力される光ビームの球面収差を補正する光軸方向に移動可能な球面収差補
正レンズ４２（図１２の球面収差補正部４２に対応）と、球面収差補正レンズ４２から出
射された光ビームを９０度偏向する立ち上げプリズム４６と、１／４波長板４７と、入射
された光ビームを光メディア１０に集光させる対物レンズ４８と、ビームスプリッタ４５
から出力される光メディア１０側からの戻り光を集光する集光レンズ４９と、ピンホール
５０と、光メディア１０からの戻り光を受光する、例えば周知の４分割ディテクタなどの
ディテクタ４４（図１２の信号検出部４４に対応）とを備えている。
【００４５】
　また、記録再生装置は、フォーカスサーボ回路５１、トラッキングサーボ回路５２、Ｌ
Ｄパワー調整回路５３、球面収差補正回路５４、再生信号検出処理回路（請求の範囲の復
調手段に対応）５５、メモリ５６、操作部５７、表示部５８およびコントローラ（請求の
範囲の制御手段に対応）４０を備えている。
【００４６】
　メモリ５６には、光メディア１０の各記録層のカバー層厚みに対応した球面収差補正値
が予め格納されている。カバー層厚みとは、対物レンズ４８側の光メディア１０の表面か
ら目的の記録層までの距離のことをいう。すなわち、メモリ５６には、カバー層厚みに対
応した球面収差補正値が各記録層毎に格納されている。操作部５７は、記録再生のための
各種操作を実行させるためボタンなどを有している。表示部５８には、各種の情報が表示
される。
【００４７】
　再生信号検出処理回路５５は、信号検出部（ディテクタ）４４から出力される戻り光の
検出信号に基づき、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号を生成するとともに
、記録情報を復調再生し再生信号として出力する。また、再生信号検出処理回路５５は、
光メディア１０のインデックス部Ｗ１～Ｗ６に光ビームを照射したときの信号検出部４４
の検出信号に基づき、前述の球面収差精密補正情報、層識別アドレス情報、ライトストラ
テジ情報、最適記録再生レーザ出力情報を解読する。これらフォーカスエラー信号、トラ
ッキングエラー信号、再生信号、球面収差精密補正情報、層識別アドレス情報、ライトス
トラテジ情報、最適記録再生レーザ出力情報などは、コントローラ４０に入力される。
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【００４８】
　コントローラ４０は、ピックアップ位置検出回路３２の検出出力をフィードバック情報
として用いてスライダーサーボ回路３３を駆動制御することで、光ピックアップ３０をＹ
方向へ移動制御するとともに、メディア位置検出回路３６の検出出力をフィードバック情
報として用いてメディア移動サーボ回路３７を駆動制御することで、光メディア１０をＸ
方向へ移動制御することで、光メディア１０に対する光ピックアップ３０のＸ－Ｙ方向の
相対位置を制御する。また、コントローラ４０は、フォーカスエラー信号をフォーカスサ
ーボ回路５１に出力し、トラッキングエラー信号をトラッキングサーボ回路５２に出力し
、インデックス部から得た最適記録再生レーザ出力情報およびライトストラテジ情報をＬ
Ｄパワー調整回路５３に出力する。さらに、コントローラ４０は、メモリ５６に記憶され
た球面収差補正値およびインデックス部から得た球面収差精密補正情報を球面収差補正回
路５４に出力する。また、コントローラ４０は、記録再生などにかかる各種制御を実行す
る。
【００４９】
　フォーカスサーボ回路５１は、コントローラ４０から入力されるフォーカスエラー信号
に基づいて対物レンズ駆動部４３のフォーカスアクチュエータをサーボ制御するフォーカ
スサーボを実行する。対物レンズ駆動部４３のフォーカスアクチュエータは、フォーカス
サーボ回路５１から出力されるフォーカスサーボ信号のレベル及び極性に応じて対物レン
ズ４８を光メディア１０の表面に垂直な方向に変位させる。
【００５０】
　また、フォーカスサーボ回路５１は、インデックス部Ｗ１～Ｗ６での情報読み取りが終
了して、インデックス部Ｗ１～Ｗ６から記録膜形成部１４に移動し記録再生を行うときに
、フォーカスサーボのゲインを高い値に変化させることによりフォーカスサーボが外れな
いような制御を行う。これにより、反射率が低い記録膜形成部１４でもフォーカスサーボ
を維持することができる。なお、フォーカスサーボゲインの切替え指示は、コントローラ
４０から入力される。フォーカスサーボ回路５１および対物レンズ駆動部４３のフォーカ
スアクチュエータが請求の範囲のフォーカスサーボ手段に対応する。
【００５１】
　トラッキングサーボ回路５２は、コントローラ４０から入力されるトラッキングエラー
信号に基づいて対物レンズ駆動部４３のトラッキングアクチュエータをサーボ制御するト
ラッキングサーボを実行する。対物レンズ駆動部４３のトラッキングアクチュエータは、
トラッキングサーボ回路５２から出力されるトラッキングサーボ信号のレベル及び極性に
応じて対物レンズを当該トラックに追従させるよう光メディア１０上での光ビームの照射
位置を変位させる。
【００５２】
　また、トラッキングサーボ回路５２は、インデックス部Ｗ１～Ｗ６での情報読み取りが
終了して、インデックス部Ｗ１～Ｗ６から記録膜形成部１４に移動し記録再生を行うとき
に、トラッキングサーボのゲインを高い値に変化させることによりトラッキングサーボが
外れないような制御を行う。これにより、反射率が低い記録膜形成部１４でもトラッキン
グサーボを維持することができる。なお、トラッキングサーボゲインの切替え指示は、コ
ントローラ４０から入力される。トラッキングサーボ回路５２および対物レンズ駆動部４
３のトラッキングアクチュエータが請求の範囲のトラッキングサーボ手段に対応する。
【００５３】
　ＬＤパワー調整回路５３は、コントローラ４０から入力された最適記録再生レーザ出力
情報およびライトストラテジ情報に基づいて光源４１のパワーおよびライトストラテジを
制御する。
【００５４】
　球面収差補正回路５４は、コントローラ４０から入力された球面収差補正値および球面
収差精密補正情報に基づいて球面収差補正部４２（球面収差補正レンズ４２）を制御する
。図１３に示した球面収差補正レンズ４２は、対物レンズ４８に対する相対位置を光軸方
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向に変化させて光ビームの対物レンズ４８への入射光束の発散度または集束度を変化させ
ることにより球面収差を補正するものであり、たとえば、コリメータレンズやエキスパン
ダレンズなどを挙げることができる。したがって、この場合、球面収差補正回路５４は、
球面収差補正レンズ４２を光軸方向に移動させることによって球面収差を補正する。
【００５５】
　球面収差補正部４２の他の例としては、液晶素子パネルが挙げられる。液晶分子は、電
圧を印加すると液晶分子の向きが変化して屈折率が変化するので、ある領域に電圧を印加
した液晶パネルを透過する光は、その領域だけ所定の位相差を持った透過波面となる。こ
の位相差は、印加電圧の大きさによって制御することができる。従って、偏光ビームスプ
リッタ４５を通過した光ビームが有する波面収差を相殺するような位相差が形成されるよ
うに液晶素子パネルに電圧を印加することで、球面収差を補正することができる。
【００５６】
　つぎに、図１４に従って記録再生装置の記録再生時の動作について説明する。コントロ
ーラ４０は、まず光メディア１０の複数の記録層の中から記録再生する記録層を選択する
（ステップＳ１０１）。つぎに、コントローラ４０はメディア移動サーボ回路３７および
スライダーサーボ回路３３に移動指令を出力して、選択された記録層のインデックス部が
存在するＸ－Ｙ位置に光ピックアップ３０が位置するように光メディア１０および光ピッ
クアップ３０をＸ－Ｙ方向に相対移動させる（ステップＳ１０２）。光メディア１０には
、基準位置を特定するためのマーキングや切欠き（図示せず）が設けられており、また各
インデックス部Ｗ１～Ｍ６はこの基準位置からある決まった規則によって記録層上に設置
されている。したがって、記録再生装置側では、基準位置から所定の方向に所定距離だけ
光ピックアップ３０を相対移動すれば、目標とする記録層のインデックス部に光ピックア
ップ３０を到達させることができる。
【００５７】
　つぎに、コントローラ４０は、選択された記録層カバー層厚みに対応した球面収差補正
値をメモリ５６から読み出し、読み出した球面収差補正値を球面収差補正回路５４に出力
する。球面収差補正回路５４は入力された球面収差補正値に従って光ピックアップ３０の
球面収差補正部４２を制御することで、目標とする記録層（選択された記録層）までに生
じる球面収差を予め補正する（ステップＳ１０３）。この補正によってフォーカスサーボ
を安定的に引き込むことが可能となる。
【００５８】
　つぎに、目標記録層のインデックス部に対しフォーカスサーボをかけるための手順を実
行する（ステップＳ１０４）。この実施例１では、光メディア１０の反射膜形成部Ｗ１～
Ｗ６は、図４に示した実施形態の光メディアと同様の配置方式を採用している。したがっ
て、ある記録層からこの記録層に隣接する記録層への層間ジャンプの際は、前述したフォ
ーカスジャンプ手順を採用し、隣接層への層間ジャンプ以外の場合は、通常のフォーカス
サーボをかけるための手順を実行する。具体的には、フォーカスサーボ回路５１は、コン
トローラ４０から入力されたフォーカスエラー信号を監視して、この監視に基づいて目標
記録層のインデックス部に対しフォーカスサーボをかけるための手順を実行する。
【００５９】
　目的記録層のインデックス部へのフォーカスサーボ引き込みが終了すると、コントロー
ラ４０はこのインデックス部に予め記録された情報を読み取る。この記録情報としては、
前述したように、層識別アドレス情報、球面収差精密補正情報、ライトストラテジ情報、
最適記録再生レーザ出力情報などがある。そして、コントローラ４０は読み取った記録情
報を用いて球面収差補正の微調整、フォーカスサーボの目標値の調整、記録再生レーザ出
力の調整、ライトストラテジパターンの設定などを実行させる（ステップＳ１０５）。ま
た、コントローラ４０は、読み取った層識別アドレス情報を用いて現在の層が何層である
かを確認することもできる。
【００６０】
　このような微調整処理が終了すると、コントローラ４０は、光ピックアップ３０がイン
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デックス部に対向する状態から記録膜形成部１４に対向する状態になるように光ピックア
ップ３０あるいは光メディア１０を移動するのであるが、この際にフォーカスサーボゲイ
ンおよびトラッキングサーボゲインの切替えを行う（ステップＳ１０６）。すなわち、記
録膜形成部１４はインデックス部Ｗ１～Ｗ６に比べ反射率が低いので、光ピックアップ３
０の信号検出部４４での受光量が少なくなって、フォーカスサーボおよびトラッキングサ
ーボが外れる可能性が高くなる。
【００６１】
　そこで、コントローラ４０はインデックス部から記録膜形成部１４に移動する際に、所
定の指令をフォーカスサーボ回路５１およびトラッキングサーボ回路５２に与えることに
よって、フォーカスサーボ回路５１のフォーカスサーボゲインおよびトラッキングサーボ
回路５２のトラッキングサーボゲインをインデックス部でのサーボゲインよりも大きな値
に設定変更させる（ステップＳ１０６）。すなわち、記録膜形成部１４でのフォーカスサ
ーボゲインおよびトラッキングサーボゲインをインデックス部Ｗ１～Ｗ６での各サーボゲ
インよりも大きくなるよう各サーボゲインの切替えを行う。このようなサーボゲインの切
替え設定により、反射率の低い記録膜形成部１４でも、フォーカスサーボおよびトラッキ
ングサーボが外れることがなくなり、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボを維持
させることができる。
【００６２】
　このようなサーボゲインの調整が終了すると、コントローラ４０は、光ピックアップ３
０を記録膜形成部１４の所要の位置に移動させて、記録再生動作を実行する（ステップＳ
１０７）。
【００６３】
　つぎに、図１６にしたがってカード型光メディア１０の製造方法の一例について説明す
る。図１６－１に示すように、まず、フォトポリマーなどを材料とする帯状の中間層シー
ト６０を準備する。中間層シート６０は図１０の光メディア１０の中間層１３となる。前
述の層識別アドレス情報、球面収差精密補正情報、ライトストラテジ情報、最適記録再生
レーザ出力情報などが記録されたピット形状を有するスタンパ６１を用いて、中間層シー
ト６０の反射膜形成部を形成する各箇所にピット情報（凹凸）を転写する。
【００６４】
　つぎに、図１６－２に示すように、中間層シート６０に反射形成膜を形成するためのマ
スク６２（例えば金属マスク）を積層する。この場合、マスク６２には、反射膜形成部を
形成する各箇所に切欠き６２ａが形成されている。
【００６５】
　つぎに、図１６－３に示すように、スパッタリングにより中間層シート６０上に、アル
ミニウムなどの金属の反射膜形成部６３を蒸着する。
【００６６】
　つぎに、図１６－４に示すように、反射膜形成部６３が蒸着された中間層シート６０に
フォトクロミック材料などの記録層シート６４を貼り付け、貼り付けた記録層シート６４
を紫外線などで硬化させることにより中間層シート６０および記録層シート６４を接合す
る。
【００６７】
　つぎに、図１６－５に示すように、前工程までに作成された中間層シート６０および記
録層シート６４が張り合わされたシート６５を、所要の数だけ重ね合わせる。この際に、
例えば、各記録層間で反射膜形成部６３が重ならないようにする。勿論、図１、図４、図
７において説明した手法を用いて各記録層の反射膜形成部６３（Ｗ１～Ｗｎ）を配置する
ようにシート６５を重ね合わせるようにしてもよい。以上の重ね合わせが終了すると、積
層されたシート６５を所定の大きさに切断する。
【００６８】
　つぎに、所定の大きさに切断された積層シート６５を、図１６－６に示すように、基板
層６６（図１０の基板層１１に対応）と保護層６７（図１０の保護層１２に対応）とで挟
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んで接合することで、カード型光メディア１０が完成する。
【００６９】
　このような製造方法によれば、少ない工程数をもってカード型光メディア１０を効率よ
く製造することができる。
【００７０】
　以上説明したように実施例１のカード型光メディア１０によれば、各記録層Ｌ１～Ｌ６
に高反射率のインデックス部Ｗ１～Ｗ６を設け、各インデックス部Ｗ１～Ｗ６は、隣接す
る記録層のインデックス部Ｗ１～Ｗ６を光ピックアップ側から見て一部が重なるように配
置しているので、フォーカスサーボの引き込みを簡便に実行させることができるとともに
、フォーカスジャンプ手順を利用することができる。また、インデックス部Ｗ１～Ｗ６に
は、層識別アドレス情報、球面収差精密補正情報、ライトストラテジ情報、最適記録再生
レーザ出力情報を予め記録することとしているので、記録再生装置側ではこれらの記録情
報を用いて球面収差補正の微調整、フォーカスサーボの目標値の調整、記録再生レーザ出
力の調整、ライトストラテジパターンの設定、現在の層が何層であるかの確認処理などを
実行することができる。
【００７１】
　さらに実施例１の記録再生装置によれば、インデックス部から記録膜形成部に移動する
際に、フォーカスサーボゲインおよび／またはトラッキングサーボゲインをインデックス
部でのサーボゲインよりも大きな値に切り換えるようにしているので、反射率の低い記録
膜形成部でも、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボが外れることがなくなり、フ
ォーカスサーボおよびトラッキングサーボを維持させることができる。さらに、メモリ５
６にカバー層厚みに対応した球面収差補正値を各記録層毎に格納し、この球面収差補正値
を用いて球面収差補正を各記録層毎に行うようにしたので、高精度の球面収差補正を行う
ことができ、各記録層において高精度の記録再生をなし得る。
【００７２】
　また、実施例１の記録再生装置によれば、光メディア１０の各記録層でのフォーカスサ
ーボの引き込みを各記録層のインデックス部Ｗ１～Ｗｎを用いて行うようにしているので
、光メディア１０に対するフォーカスサーボの引き込みを簡単かつ確実に行うことができ
る。
【００７３】
　なお、光メディアの各記録層における厚み誤差が非常に少ない場合は、フォーカスサー
ボを用いずに、光ピックアップ３０の対物レンズアクチュエータ（対物レンズ駆動部）４
３をフォーカス方向に固定制御して記録再生を行うこともできる。この場合は、図１５に
示すように、対物レンズ４８を駆動する対物レンズ駆動部４３に対物レンズ４８の光軸方
向の位置を検出する位置センサ５９を搭載する。目標記録層に対してフォーカスサーボの
引き込みを行うための手順は、前述と同様であり、インデックス部を用いて目標記録層に
対しフォーカスサーボをかける。そして、目標記録層に対しフォーカスサーボがかかった
ときの対物レンズの光軸方向の位置を記憶する。インデックス部から記録膜形成部１４に
光ピックアップを移動して記録再生動作を行う際には、記憶した位置を目標値とし、位置
センサを出力をフィードバック情報としたフィードバック制御を行うことで、対物レンズ
４８の位置を記憶した目標位置に固定されるような制御を行なう。
【００７４】
　ところで、上記実施例１では、光メディア１０をＸ方向に移動させ、光ピックアップ３
０をＹ方向に移動させるようにしたが、光メディア１０を固定とし、光ピックアップ３０
をＸ－Ｙ方向に移動可能に構成するようにしてもよい。
【実施例２】
【００７５】
　つぎに、図１７～図２１を用いてこの発明の実施例２について説明する。実施例２では
、ディスク形状を有する光メディア７０を採用している。
【００７６】
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　図１７は、実施例２の光メディア７０の構成を示す図である。光メディア７０は、基板
層７１と保護層７２との間に、多数の記録層Ｌ１～Ｌｎおよび中間層７３が積層されるこ
とによって構成される。各記録層Ｌ１～Ｌ６の内周側の領域には、高反射率の反射特性を
有する反射膜形成部（インデックス部ともいう）Ｗ１～Ｗｎが円周方向に沿って形成され
ている。
【００７７】
　この場合、反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎのさらに内側には、基準位置を特定するためのマー
キングが施された位置決め部７５が形成されている。各記録層Ｌ１～Ｌｎにおいて、反射
膜形成部Ｗ１～Ｗｎが形成された内周側の領域より外側の領域は情報の記録再生が行われ
る記録膜形成部７４である。反射膜形成部Ｗ１～Ｗｎは記録層形成部７４よりも高い反射
率を有している。反射膜形成部Ｗ１～Ｗ６を光メディア７０の最内周側に配設したので、
各記録層Ｌ１～Ｌｎの記録膜形成部７４の記録領域を有効に利用することができる。
【００７８】
　各インデックス部Ｗ１～Ｗ６には、実施例１と同様、層識別アドレス情報、記録再生に
必要な各種信号（球面収差精密補正情報、ライトストラテジ情報、最適記録再生レーザ出
力情報）などが記憶されている。したがって、この記録情報を利用して、記録層の確認、
ピックアップの球面収差、フォーカスサーボ目標値の微調整、設定などが可能となる。
【００７９】
　図１８は、記録再生装置におけるディスク型光メディア７０の保持駆動機構を示すもの
である。図１８に示すメディア保持駆動機構は、光メディア７０を支持する支持台７６と
、支持台７６を回転駆動するスピンドルモータ７７と、スピンドルモータの回転位置を検
出するためのエンコーダ７８と、光メディア７０の径方向（トラッキング方向）に駆動さ
れる光ピックアップ８０とを備えている。
【００８０】
　図１９は、ディスク型光メディア７０を記録再生する記録再生装置の全体構成を示すブ
ロック図である。この記録再生装置は、光ピックアップ８０と、光ピックアップ８０をト
ラッキング方向に駆動するピックアップ駆動部８１と、光ピックアップ８０のトラッキン
グ方向の位置を検出し、その検出信号をコントローラ９０に入力するピックアップ位置検
出回路８２と、コントローラ９０からの指令に従って光ピックアップ８０のトラッキング
方向への移動をサーボ制御するスライダーサーボ回路８３とを備えている。
【００８１】
　また、この記録再生装置は、エンコーダ７８の検出出力に基づき光メディア７０の回転
位置を検出し、検出信号をコントローラ９０に入力するメディア位置検出回路９１と、コ
ントローラ９０からの指令に従って光メディア７０を回転サーボ駆動するメディア移動サ
ーボ回路９２とを備えている。
【００８２】
　光ピックアップ８０は、レーザダイオード（ＬＤ）などの光源９３、球面収差補正部９
４、対物レンズ駆動部９５、信号検出部９６などを備えている。対物レンズ駆動部９５は
、対物レンズ９７をその光軸方向に移動させるためのフォーカスアクチュエータと、対物
レンズ９７をトラッキング方向に移動させるトラッキングアクチュエータとを備えている
。光ピックアップ８０は、例えば、先の図１３に示したような光学系を備えている。
【００８３】
　また、記録再生装置は、フォーカスサーボ回路１００、トラッキングサーボ回路１０１
、ＬＤパワー調整回路１０２、球面収差補正回路１０３、再生信号検出処理回路１０４、
メモリ１０５、操作部１０６、表示部１０７およびコントローラ９０を備えている。
【００８４】
　メモリ１０５には、実施例１と同様、カバー層厚みに対応した球面収差補正値が各記録
層毎に格納されている。操作部１０６は、記録再生のための各種操作を実行させるためボ
タンなどを有している。表示部１０７には、各種の情報が表示される。
【００８５】
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　再生信号検出処理回路１０４は、信号検出部９６から出力される戻り光の検出信号に基
づき、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号を生成するとともに、記録情報を
復調再生し再生信号として出力する。また、再生信号検出処理回路１０４は、光メディア
７０のインデックス部Ｗ１～Ｗｎに光ビームを照射したときの信号検出部９６の検出信号
に基づき、前述の球面収差精密補正情報、層識別アドレス情報、ライトストラテジ情報、
最適記録再生レーザ出力情報を取得する。これらフォーカスエラー信号、トラッキングエ
ラー信号、再生信号、球面収差精密補正情報、層識別アドレス情報、ライトストラテジ情
報、最適記録再生レーザ出力情報などは、コントローラ９０に入力される。
【００８６】
　コントローラ９０は、ピックアップ位置検出回路８２の検出出力をフィードバック情報
として用いてスライダーサーボ回路８３を駆動制御することで、光ピックアップ８０をト
ラッキング方向へ移動制御するとともに、メディア位置検出回路９１の検出出力をフィー
ドバック情報として用いてメディア移動サーボ回路９２を駆動制御することで、光メディ
ア７０を回転駆動することで、光メディア７０に対する光ピックアップ８０の相対位置を
制御する。また、コントローラ９０は、フォーカスエラー信号をフォーカスサーボ回路１
００に出力し、トラッキングエラー信号をトラッキングサーボ回路１０１に出力し、イン
デックス部から得た最適記録再生レーザ出力情報およびライトストラテジ情報をＬＤパワ
ー調整回路１０２に出力する。さらに、コントローラ９０は、メモリ１０５に記憶された
球面収差補正値およびインデックス部から得た球面収差精密補正情報を球面収差補正回路
１０３に出力する。さらに、コントローラ９０は、記録再生などにかかる各種制御を実行
する。
【００８７】
　フォーカスサーボ回路１００は、コントローラ９０から入力されるフォーカスエラー信
号に基づいて対物レンズ駆動部９５のフォーカスアクチュエータをサーボ制御するフォー
カスサーボを実行する。対物レンズ駆動部９５のフォーカスアクチュエータは、フォーカ
スサーボ回路１００から出力されるフォーカスサーボ信号のレベル及び極性に応じて対物
レンズ９７を光メディア７０の表面に垂直な方向に変位させる。
【００８８】
　また、フォーカスサーボ回路１００は、インデックス部Ｗ１～Ｗｎでの情報読み取りが
終了して、インデックス部Ｗ１～Ｗｎから記録膜形成部７４に移動し記録再生を行うとき
に、フォーカスサーボのゲインを高い値に変化させることによってフォーカスサーボが外
れないような制御を行う。これにより、反射率が低い記録膜形成部７４でもフォーカスサ
ーボを維持することができる。なお、フォーカスサーボゲインの切替え指示は、コントロ
ーラ９０から入力される。
【００８９】
　トラッキングサーボ回路１０１は、コントローラ９０から入力されるトラッキングエラ
ー信号に基づいて対物レンズ駆動部９５のトラッキングアクチュエータをサーボ制御する
トラッキングサーボを実行する。対物レンズ駆動部９５のトラッキングアクチュエータは
、トラッキングサーボ回路１０１から出力されるトラッキングサーボ信号のレベル及び極
性に応じて対物レンズ９７を当該トラックに追従させるよう光メディア７０上での光ビー
ムの照射位置を変位させる。
【００９０】
　また、トラッキングサーボ回路１０１は、インデックス部Ｗ１～Ｗｎでの情報読み取り
が終了して、インデックス部Ｗ１～Ｗｎから記録膜形成部７４に移動し記録再生を行うと
きに、トラッキングサーボのゲインを高い値に変化させることによりトラッキングサーボ
が外れないような制御を行う。これにより、反射率が低い記録膜形成部７４でもトラッキ
ングサーボを維持することができる。なお、トラッキングサーボゲインの切替え指示は、
コントローラ９０から入力される。
【００９１】
　ＬＤパワー調整回路１０２は、コントローラ９０から入力された最適記録再生レーザ出
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力情報およびライトストラテジ情報に基づいて光源９３のパワーおよびライトストラテジ
を制御する。球面収差補正回路１０３は、コントローラ９０から入力された球面収差補正
値および球面収差精密補正情報に基づいて球面収差補正部９４を制御する。
【００９２】
　つぎに、図２０に従って記録再生装置の記録再生時の動作について説明する。コントロ
ーラ９０は、まず光メディア７０の複数の記録層の中から記録再生する記録層を選択する
（ステップＳ２０１）。つぎに、コントローラ９０はスライダーサーボ回路８３に移動指
令を出力して、選択された記録層のインデックス部が存在する位置に光ピックアップ８０
が位置するように光ピックアップ８０をトラッキング方向に移動させる。また、コントロ
ーラ９０はメディア移動サーボ回路９２に移動指令を出力して選択された記録層のインデ
ックス部が存在する角度位置に光ピックアップ８０が位置するように、光メディア７０を
所要の角度だけ回転させた後、停止させる。（ステップＳ２０２）。なお、光メディア７
０を所要の角度だけ回転させた後停止させる制御を行う際には、光メディア７０の内周側
に形成された位置決め部７５を認識し、該認識に基づき所要のインデックス部までに至る
回転角度を決定する。
【００９３】
　つぎに、コントローラ９０は、選択された記録層カバー層厚みに対応した球面収差補正
値をメモリ１０５から読み出し、読み出した球面収差補正値を球面収差補正回路１０３に
出力する。球面収差補正回路１０３は入力された球面収差補正値に従って光ピックアップ
８０の球面収差補正部９４を制御することで、目標とする記録層までに生じる球面収差を
予め補正する（ステップＳ２０３）。この補正によってフォーカスサーボを安定的に引き
込むことが可能となる。
【００９４】
　つぎに、フォーカスエラー信号などに基づいて目標記録層のインデックス部に対しフォ
ーカスサーボをかけるための手順を実行する（ステップＳ２０４）。目的記録層のインデ
ックス部へのフォーカスサーボ引き込みが終了すると、コントローラ９０はこのインデッ
クス部に予め記録された情報を読み取る。この記録情報としては、前述したように、層識
別アドレス情報、球面収差精密補正情報、ライトストラテジ情報、最適記録再生レーザ出
力情報などがある。そして、コントローラ９０は読み取った記録情報を用いて球面収差補
正の微調整、フォーカスサーボの目標値の調整、記録再生レーザ出力の調整、ライトスト
ラテジパターンの設定などを実行させる（ステップＳ２０５）。また、コントローラ９０
は、読み取った層識別アドレス情報を用いて現在の層が何層であるかを確認することもで
きる。
【００９５】
　このような微調整処理が終了すると、コントローラ９０は、フォーカスサーボゲインお
よびトラッキングサーボゲインの切替えを行う（ステップＳ２０６）。すなわち、コント
ローラ４０はインデックス部から記録膜形成部７４に移動する際に、所定の指令をフォー
カスサーボ回路１００およびトラッキングサーボ回路１０１に与えることによって、フォ
ーカスサーボ回路１００のフォーカスサーボゲインおよびトラッキングサーボ回路１０１
のトラッキングサーボゲインをインデックス部でのサーボゲインよりも大きな値に設定変
更させる（ステップＳ２０６）。このようなサーボゲインの切替え設定により、反射率の
低い記録膜形成部７４でも、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボが外れることが
なくなり、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボを維持させることができる。
【００９６】
　このようなサーボゲインの調整が終了すると、コントローラ９０は、光ピックアップ８
０を記録膜形成部７４の所要の位置に移動させて、記録再生動作を実行する（ステップＳ
１０７）。
【００９７】
　つぎに、図２１にしたがってディスク型光メディア７０の製造方法の一例について説明
する。図２１－１に示すように、まず、フォトポリマーなどを材料とする円盤状の中間層
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シート１２０を準備する。中間層シート１２０は図１７の光メディア７０の中間層７３と
なる。前述の層識別アドレス情報、球面収差精密補正情報、ライトストラテジ情報、最適
記録再生レーザ出力情報などが記録されたピット形状を有するスタンパ１２１を用いて、
中間層シート１２０の反射膜形成部を形成する内周側の位置にピット情報（凹凸）を転写
する。
【００９８】
　つぎに、図２１－２に示すように、中間層シート１２０に反射形成膜を形成するための
マスク６２（例えば金属マスク）を積層する。この場合、マスク６２には、反射膜形成部
を形成する内周側の位置に切欠き孔１２２ａが形成されている。
【００９９】
　つぎに、図２１－３に示すように、スパッタリングにより中間層シート１２０上に、ア
ルミニウムなどの金属の反射膜形成部１２３を蒸着する。
【０１００】
　つぎに、図２１－４に示すように、反射膜形成部１２３が蒸着された中間層シート１２
０にフォトクロミック材料などの記録層シート１２４を貼り付け、貼り付けた記録層シー
ト６４を紫外線などで硬化させることにより中間層シート１２０および記録層シート１２
４を接合する。
【０１０１】
　つぎに、図２１－５に示すように、前工程までに作成された中間層シート１２０および
記録層シート１２４が張り合わされたシート１２５を、所要の数だけ重ね合わせる。この
際に、例えば、各記録層間で反射膜形成部１２３が重ならないようにする。勿論、図１、
図４、図７において説明した手法を用いて各記録層の反射膜形成部１２３（Ｗ１～Ｗｎ）
を配置するようにシート１２５を重ね合わせるようにしてもよい。
【０１０２】
　つぎに、重ね合わされた積層シート１２５を、図２１－６に示すように、基板層１２６
（図１７の基板層７１に対応）と保護層１２７（図１７の保護層７２に対応）とで挟んで
接合することで、ディスク型光メディア７０が完成する。
【０１０３】
　このような製造方法によれば、少ない工程数をもってディスク型光メディア７０を効率
よく製造することができる。
【０１０４】
　以上説明したように実施例２のディスク型光メディア７０によれば、各記録層Ｌ１～Ｌ
ｎに高反射率のインデックス部Ｗ１～Ｗｎを設けるようにしているので、フォーカスサー
ボの引き込みを簡便に実行させることができる。また、各インデックス部Ｗ１～Ｗ６は、
隣接する記録層のインデックス部Ｗ１～Ｗｎを光ピックアップ側から見て一部が重なるよ
うに配置すれば、フォーカスジャンプ手順を利用することができる。また、インデックス
部Ｗ１～Ｗｎには、層識別アドレス情報、球面収差精密補正情報、ライトストラテジ情報
、最適記録再生レーザ出力情報を予め記録することとしているので、記録再生装置側では
これらの記録情報を用いて球面収差補正の微調整、フォーカスサーボの目標値の調整、記
録再生レーザ出力の調整、ライトストラテジパターンの設定、現在の層が何層であるかの
確認処理などを実行することができる。
【０１０５】
　さらに実施例２の記録再生装置によれば、インデックス部から記録膜形成部に移動する
際に、フォーカスサーボゲインおよび／またはトラッキングサーボゲインをインデックス
部でのサーボゲインよりも大きな値に切り換えるようにしているので、反射率の低い記録
膜形成部でも、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボが外れることがなくなり、フ
ォーカスサーボおよびトラッキングサーボを維持させることができる。さらに、メモリ１
０５にカバー層厚みに対応した球面収差補正値を各記録層毎に格納し、この球面収差補正
値を用いて球面収差補正を各記録層毎に行うようにしたので、高精度の球面収差補正を行
うことができ、各記録層において高精度の記録再生をなし得る。
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【０１０６】
　また、実施例２の記録再生装置によれば、光メディア７０の各記録層でのフォーカスサ
ーボの引き込みを各記録層のインデックス部Ｗ１～Ｗｎを用いて行うようにしているので
、光メディア７０に対するフォーカスサーボの引き込みを簡単かつ確実に行うことができ
る。
【０１０７】
　なお、この実施例２の記録再生装置においても、光メディア７０の各記録層における厚
み誤差が非常に少ない場合は、図１５を用いて説明したように、フォーカスサーボを用い
ずに、光ピックアップ８０の対物レンズアクチュエータ（対物レンズ駆動部）９５をフォ
ーカス方向に固定制御して記録再生を行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】この発明にかかる多層光記録媒体の実施の形態を示す概念図である。
【図２】図１に示す多層光記録媒体における位置Ａでのフォーカスエラー信号の波形を示
す図である。
【図３】図１に示す多層光記録媒体における位置Ｂでのフォーカスエラー信号の波形を示
す図である。
【図４】この発明にかかる多層光記録媒体の他の実施の形態を示す概念図である。
【図５】図４に示す多層光記録媒体における位置Ａでのフォーカスエラー信号の波形を示
す図である。
【図６】図４に示す多層光記録媒体における位置Ｂでのフォーカスエラー信号の波形を示
す図である。
【図７】この発明にかかる多層光記録媒体のさらに他の実施の形態を示す概念図である。
【図８】図７に示す多層光記録媒体における位置Ａでのフォーカスエラー信号の波形を示
す図である。
【図９】図７に示す多層光記録媒体における位置Ｂでのフォーカスエラー信号の波形を示
す図である。
【図１０】実施例１の多層光記録媒体であるカード型光メディアの構成を示す図である。
【図１１】実施例１の記録再生装置におけるカード型光メディアの保持駆動機構を示す平
面図である。
【図１２】実施例１の記録再生装置の制御構成を示すブロック図である。
【図１３】光ピックアップの内部構成を示す図である。
【図１４】実施例１の記録再生装置の記録再生時の動作手順を示す工程図である。
【図１５】実施例１の記録再生装置の他の制御を説明するための図である。
【図１６－１】実施例１の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図１６－２】実施例１の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図１６－３】実施例１の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図１６－４】実施例１の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図１６－５】実施例１の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図１６－６】実施例１の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図１７】実施例２の多層光記録媒体であるディスク型光メディアの構成を示す図である
。
【図１８】実施例２の記録再生装置におけるディスク型光メディアの保持駆動機構を示す
平面図である。
【図１９】実施例２の記録再生装置の制御構成を示すブロック図である。
【図２０】実施例２の記録再生装置の記録再生時の動作手順を示す工程図である。
【図２１－１】実施例２の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図２１－２】実施例２の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図２１－３】実施例２の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図２１－４】実施例２の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
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【図２１－５】実施例２の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【図２１－６】実施例２の多層光記録媒体の製造手順を示す工程図である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１　透明基板
　１０　カード型光メディア（光メディア）
　１１，７１　基板層
　１２，７２　保護層
　１３，７３　中間層
　１４，７４　記録膜形成部
　３０，８０　光ピックアップ
　４０，９０　コントローラ
　４３，９５　対物レンズ駆動部
　４４，９６　信号検出部（ディテクタ）
　４８，９７　対物レンズ
　５１，１００　フォーカスサーボ回路
　５２，１０１　トラッキングサーボ回路
　５３，１０２　ＬＤパワー調整回路
　５４，１０３　球面収差補正回路
　５６，１０５　メモリ
　５９　位置センサ
　７０　ディスク型光メディア（光メディア）
　７５　位置決め部
　Ｗ１～Ｗｎ　反射膜形成部（インデックス部）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６－１】

【図１６－２】

【図１６－３】

【図１６－４】

【図１６－５】

【図１６－６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１－１】

【図２１－２】

【図２１－３】
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【図２１－４】

【図２１－５】

【図２１－６】
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