
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光記録媒体に吸収されて該光記録媒体に情報記録を行うネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡ
Ｇ）・レーザの第４高調波発生による遠紫外レーザ光である第１のレーザ光と、上記光記
録媒体に予め記録形成されたトラッキングのための案内溝を検出する上記ネオジウム・ヤ
グ・（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第２高調波発生による第２のレーザ光とを射出し、
　上記第２のレーザ光によって検出された案内溝に基づいて、上記第１のレーザ光を強度
変調して上記光記録媒体上に 付加情報を記録し
、 ことを特徴とする光記録方法。
【請求項２】
　上記案内溝は、その溝深長が第２のレーザ光の波長の１／４倍であることを特徴とする
請求項１記載の光記録方法。
【請求項３】
　光記録媒体に吸収されて該光記録媒体に情報記録を行うネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡ
Ｇ）・レーザの第４高調波発生による遠紫外レーザ光である第１のレーザ光と、上記光記
録媒体に予め記録形成されたトラッキングのための案内溝を検出する上記ネオジウム・ヤ
グ・（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第２高調波発生による第２のレーザ光とを射出するレー
ザ光源と、
　上記レーザ光源からのレーザ光の光束の強度を変調する変調手段と、
　上記変調手段からのレーザ光の光束を上記光記録媒体上に収束する光学手段と、
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、当該光記録媒体に固有の識別情報である
その後上記記録媒体上に金属膜の形成を行う



　上記光記録媒体上を移動して、上記光記録媒体上に収束されるレーザ光の光束スポット
の位置を決定するスポット位置制御手段と、
　上記スポットを上記光記録媒体に対して走査する走査手段とを備え、
　上記第２のレーザ光によって検出された案内溝に基づいて、上記第１のレーザ光を強度
変調して上記光記録媒体上に 付加情報を記録す
ることを特徴とする光記録装置。
【請求項４】
　上記案内溝は、その溝深長が第２のレーザ光の波長の１／４倍であることを特徴とする
請求項３記載の光記録装置。
【請求項５】
　トラッキングのための案内溝が予め記録された情報記録領域と、
　上記案内溝が記録され、上記情報記録領域に形成された情報信号と同じ形態

を 付加情報記録領域とを備え、
　 情報記録を行うネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第４高
調波発生による遠紫外レーザ光である第１のレーザ光と、上記案内溝を検出する上記ネオ
ジウム・ヤグ・（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第２高調波発生による第２のレーザ光とが照
射され、上記第２のレーザ光によって検出された案内溝に基づいて、強度変調された上記
第１のレーザ光によって記録 ことを特徴とする光記録媒体。
【請求項６】
　上記案内溝は、その溝深長が第２のレーザ光の波長の１／４倍であることを特徴とする
請求項５記載の光記録媒体。
【請求項７】
　上記付加情報は、符号又はマイクロコードを含むことを特徴とする請求項５記載の光記
録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、レーザ光を用いてディスク状の光記録媒体に信号を記録する光記録方法、この
光記録方法を用いた光記録装置、及びこの光記録装置において信号が記録される光記録媒
体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ディスク状の光記録媒体いわゆる光ディスクには、追記型光ディスクや可逆型光デ
ィスクとして相変化型光ディスク及び光磁気型ディスク等が存在する。この光ディスクを
用いる光記録装置における記録用光源としては、光ディスク上に信号を記録し、また、記
録された信号を消去するための半導体レーザが知られている。この半導体レーザから射出
されるレーザ光は、直径が１μｍ以下の微小なスポットとして光ディスク上に収束させる
ことができる。
【０００３】
また、光ディスクの内の再生専用型光ディスクとしては、コンパクトディスクいわゆるＣ
Ｄを読み出し専用メモリとして用いるＣＤ－ＲＯＭが存在する。このＣＤ－ＲＯＭは大量
に複製することができる。現在、このＣＤ－ＲＯＭのような大量に複製することが可能な
再生専用型光ディスクに対して、音声等の情報信号の他に、これら再生専用型光ディスク
をそれぞれ区別するための識別情報を記録することが考えられている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記半導体レーザから射出されるレーザ光は、上記再生専用型光ディスク上に
直接的に信号を記録することが可能な強度のレーザ光出力を得ることができない。従って
、再生専用型光ディスク上にそれぞれ固有の識別情報を記録しようとするときに、記録用
光源として半導体レーザを用いて上記識別情報を再生専用型光ディスク上に微細に記録す
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、当該光記録媒体に固有の識別情報である

で、当該光
記録媒体に固有の識別情報である付加情報 記録した

上記付加情報は、

されている



ることができない。
【０００５】
また、光ディスク上に記録された情報信号を読み取るために用いられる光ピックアップを
用いて、再生専用型光ディスク上に記録された識別情報を読み取り、電気信号として検出
することができない。
【０００６】
そこで、本発明は上述の実情に鑑み、光記録媒体上にそれぞれ固有の識別情報を記録し、
上記光記録媒体上に記録された情報信号を読み取る光ピックアップを用いて上記識別情報
も読み取ることができる光記録方法、この光記録方法を用いた光記録装置、及びこの光記
録装置に用いられる光記録媒体を提供するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る光記録方法は、
光記録媒体に吸収されて該光記録媒体に情報記録を行うネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ
）・レーザの第４高調波発生による遠紫外レーザ光である第１のレーザ光と、上記光記録
媒体に予め記録形成されたトラッキングのための案内溝を検出する上記ネオジウム・ヤグ
・（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第２高調波発生による第２のレーザ光とを射出し、上記第
２のレーザ光によって検出された案内溝に基づいて、上記第１のレーザ光を強度変調して
上記光記録媒体上に 付加情報を記録し、

ここで 案内溝は、その溝
深長が第２のレーザ光の波長の１／４倍である
【０００８】
　また、本発明に係る光記録装置は、光記録媒体に吸収されて該光記録媒体に情報記録を
行うネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第４高調波発生による遠紫外レーザ光
である第１のレーザ光と、上記光記録媒体に予め記録形成されたトラッキングのための案
内溝を検出する上記ネオジウム・ヤグ・（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第２高調波発生によ
る第２のレーザ光とを射出するレーザ光源と、上記レーザ光源からのレーザ光の光束の強
度を変調する変調手段と、上記変調手段からのレーザ光の光束を上記光記録媒体上に収束
する光学手段と、上記光記録媒体上を移動して、上記光記録媒体上に収束されるレーザ光
の光束スポットの位置を決定するスポット位置制御手段と、上記スポットを上記光記録媒
体に対して走査する走査手段とを備え、上記第２のレーザ光によって検出された案内溝に
基づいて、上記第１のレーザ光を強度変調して上記光記録媒体上に

付加情報を記録する ここで 案内溝は、その
溝深長が第２のレーザ光の波長の１／４倍である
【００１２】
そのうえ、スタンパを用いた上記光記録媒体の製造方法内の、上記光記録媒体に金属膜を
蒸着する工程の前に、上記付加情報を上記光記録媒体上に記録することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る光記録媒体は、トラッキングのための案内溝が予め記録された情報
記録領域と、上記案内溝が記録され、上記情報記録領域に形成された情報信号と同じ形態

付加情報を 付加情報記録領域とを
備え、 情報記録を行うネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第
４高調波発生による遠紫外レーザ光である第１のレーザ光と、上記案内溝を検出する上記
ネオジウム・ヤグ・（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第２高調波発生による第２のレーザ光と
が照射され、上記第２のレーザ光によって検出された案内溝に基づいて、強度変調された
上記第１のレーザ光によって記録 。ここで 案内溝は、その溝深長が第２のレ
ーザ光の波長の１／４倍である
【００１４】
ここで、上記付加情報は上記光記録媒体に固有の識別情報であることを特徴とする。
【００１７】
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、当該光記録媒体に固有の識別情報である その後
上記記録媒体上に金属膜の形成を行うようにしたものである。 、

ことが望ましい。

、当該光記録媒体に固
有の識別情報である ようにしたものである。 、

ことが望ましい。

で、、当該光記録媒体に固有の識別情報である 記録した
上記付加情報は、

されている 、
ことが望ましい。



そのうえ、上記付加情報は、符号又はマイクロコードから成ることを特徴とする。
【００１８】
ここで、光記録媒体に情報記録を行う際には、第１の波長を有するレーザ光によって、こ
の光記録媒体上を直接加工記録する。
【００１９】
また、上記付加情報とは、上記光記録媒体に固有の識別情報である。
【００２０】
【作用】
　本発明では、光記録装置において、トラッキングのための が予め記録された光記
録媒体上の付加情報記録領域に、

を用いて に基づいてトラッキング動作を行いながら
、

を用いて光記録媒体に固有の識別情報を付加情報として記録形成する
ことにより、大量に複製される光記録媒体をそれぞれ識別できる。
【００２１】
また、第１の波長を有するレーザ光として紫外レーザ光を用いる。案内パターンを案内溝
として形成し、且つその溝深長を第２の波長の１／４倍とすることによって、第２の波長
を有するレーザ光を用いて案内パターンをトラッキングすることが可能になり、また、第
１の波長を１９０～３７０ｎｍとする、特に、ネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レー
ザの第４高調波発生による遠紫外レーザ光とすることによって、記録媒体に対して付加情
報を記録できる。
【００２３】
【実施例】
以下、本発明の好ましい実施例について、図面を参照しながら説明する。図１には、本発
明に係る光記録方法を用いた光記録装置の概略的な構成を示す。
【００２４】
この実施例の光記録装置においては、信号の記録用光源として、高エネルギ密度レーザ光
を射出する紫外レーザ光源いわゆるＵＶレーザ光源１を用いている。具体的には、ＵＶレ
ーザ光源１は、ネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ）レーザの第４高調波発生を用いた遠紫
外レーザ光を射出する光源である。このＵＶレーザ光源１から射出される紫外レーザ光の
光束は、光変調器２に入射されることにより、その強度が変調される。
【００２５】
この光変調器２によって強度変調された紫外レーザ光の光束は、レンズ３、４によって拡
大され、位相回折格子５を通過した後に、半透明鏡いわゆるハーフミラー１１に入射され
る。この半透明鏡１１を通過した紫外レーザ光は、ミラー１４に反射された後、二軸アク
チュエータ７にマウントされた集光レンズ６によって結像され、光ディスク８の表面にス
ポットとして照射される。
【００２６】
ここで、上記光ディスク８はスピンドルモータ１０によって回転されている。また、上記
スピンドルモータ１０は、ねじ送り等によって光ディスク８の半径方向に大まかに位置決
めされている。
【００２７】
上記光ディスク８の表面からの反射光は、集光レンズ６を介してミラー１４に反射された
後、半透明鏡１１に入射される。この半透明鏡１１に入射された反射光は、フォーカス誤
差信号検出用の円筒レンズ１２を介して、シリコンから成る光検出器１３上に導かれる。
この光検出器１３では、入射された光量を検出し、この光量に基づいた電気信号を出力す
る。また、この光検出器１３からの出力信号を用いて、上記トラッキング用案内溝９から
のデトラック信号も同時に検出される。
【００２８】
さらに、上記光検出器１３から出力される電気信号からフォーカス誤差信号及びトラッキ
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案内溝
ネオジウム・ヤグ・（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第２高

調波発生による第２のレーザ光 案内溝
ネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ）・レーザの第４高調波発生による遠紫外レーザ光で

ある第１のレーザ光



ング誤差信号が検出される。このフォーカス誤差信号及びトラッキング誤差信号を上記二
軸アクチュエータ７に帰還し、この二軸アクチュエータ７を移動制御することにより、上
記光ディスク８上に照射される紫外レーザ光のスポットは上記光ディスク８の表面に対し
て合焦されると同時に、上記トラッキング用案内溝９に対して正確に位置決めされる。
【００２９】
ここで、上記光ディスク８は、ポリカーボネートやアクリル等を材料とする基板である。
よって、上記光ディスク８上に照射される紫外レーザ光は、上記ポリカーボネートやアク
リルを加工するのに適したレーザ光である必要がある。上記ポリカーボネートは波長が約
２９０ｎｍ以下の光を吸収し、アクリルは波長が約３５０ｎｍ以下の光を吸収すること、
また、波長が１９０ｎｍ以下の紫外レーザ光は空気に吸収されることから、上記光ディス
ク８の基板に良好に吸収され、この基板を短時間で光分解することが可能な波長が１９０
～３７０ｎｍの紫外レーザ光を上記光ディスク８上に付加情報を記録するためのレーザ光
として用いることが好ましい。従って、この実施例においては、ネオジウム・ヤグ・レー
ザの第４高調波発生によって発生される波長２６６ｎｍの紫外レーザ光を用いて付加情報
の記録を行う場合について示している。
【００３０】
この紫外レーザ光によって、上記付加情報はピットとして上記光ディスク８上に記録形成
される。具体的には、上記紫外レーザ光のスポットが照射された部分が、溶発いわゆるア
ブレーションによって削り取られることによって上記ピットが形成される。
【００３１】
尚、上記付加情報は上記光ディスク８に固有の識別情報であり、符号又はマイクロプロセ
ッサで用いられるマイクロコードから成るものである。また、この付加情報の内容は、具
体的には、上記光ディスク８のシリアル番号やパスワード等の情報である。
【００３２】
ここで、上記紫外レーザ光と上記記録形成されるピットの大きさとの関係について具体的
に説明する。例えば、波長７８０ｎｍ、開口数０．４５のレンズを用いたときに再生可能
なピットの大きさは０．８７μｍである。波長２６６ｎｍの紫外レーザ光をパルス幅２０
～２００ｎｓで高速変調し、開口数０．４以下のレンズを用いて、掃引速度１～４ｍ／秒
、アブレーションモードで上記光ディスク８上にピットを記録形成した場合には、この記
録形成されたピットの大きさは、上記波長７８０ｎｍ、開口数０．４５のレンズを用いて
再生可能なピットの大きさとほぼ一致する。
【００３３】
また、上記光ディスク８からの反射光を用いたフォーカス誤差信号及びトラッキング誤差
信号の検出のためには、上記シリコンから成る光検出器１３の感度、反応、及び光損傷等
を考慮して、上記ピット形成用の波長２６６ｎｍの紫外レーザ光と同時に上記ＵＶレーザ
光源１から発振される波長５３２ｎｍの可視レーザ光を用いる。
【００３４】
尚、トラッキング用案内溝９の深さは、波長５３２ｎｍのレーザ光に対して最大の信号変
調度が得られるように、この波長５３２ｎｍで１／４波長に設定される。このとき、上記
トラッキング用案内溝９の深さは、波長２６６ｎｍに対しては１／２波長になり、信号変
調度は最小になる。
【００３５】
次に、トラッキング動作によるトラッキング誤差信号の検出について説明する。
【００３６】
上記トラッキング誤差信号の検出にはスリービーム法を用いる。このスリービーム法にお
ける３つのビームは上記位相回折格子５によって発生される。従って、上記位相回折格子
５の材料としては、波長２６６ｎｍの紫外レーザ光に対して透過率が高い合成石英を用い
る。また、上記位相回折格子５は、波長２６６ｎｍの紫外レーザ光を透過すると共に、波
長５３２ｎｍのレーザ光に対して回折効率が最大になるように、位相の深さを波長５３２
ｎｍで１／２波長に設定する。このとき、合成石英の分散を無視すれば、波長２６６ｎｍ
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に対しては１波長に相当し、回折効率は最小になる。
【００３７】
実際には、合成石英の分散を無視することはできないが、波長２６６ｎｍにおける回折効
率の最小化を優先させる。尚、この位相回折格子５に限らず、光学系において使用される
光学部品は、ミラーを除いて合成石英を用いることが必要である。
【００３８】
上記ＵＶレーザ光源１から射出される波長２６６ｎｍの紫外レーザ光は、上記位相回折格
子５において３ビームにされた後、上記光ディスク８に形成されているトラッキング用案
内溝９上に、スポット９ａ、９ｂ、９ｃとしてそれぞれ照射される。また、上記スポット
９ａ、９ｂ、９ｃとして照射された紫外レーザ光の上記光ディスク８からの反射光は、上
記光検出器１３にそれぞれスポット１３ａ、１３ｂ、１３ｃとして入射され、この光検出
器１３によってそれぞれのスポットの光量が検出される。
【００３９】
尚、ここで、±１次回折光で形成されるスポット９ａ、９ｃに対応する上記光検出器１３
上のスポット１３ａ、１３ｃの位置に、一対の４象限光検出器を配置することにより、円
筒レンズを用いた非点収差法での合焦検出とスリービーム法によるトラッキング誤差信号
検出とを同時に行うことができる。
【００４０】
次に、上記ＵＶレーザ光源１について、図２を用いて詳細に説明する。
【００４１】
レーザダイオード２１は、ネオジウム・ヤグ・レーザの励起用の波長８０８ｎｍのレーザ
光を出射する半導体レーザである。このレーザダイオード２１からのレーザ光は、ネオジ
ウム・ヤグ・レーザの共振器に入射される。即ち、上記レーザ光は、光ファイバによりミ
ラー２２を介してレーザ媒質であるネオジウム・ヤグ（Ｎｄ：ＹＡＧ）結晶２３に入射さ
れ、このネオジウム・ヤグ結晶２３を励起する。これにより、上記ネオジウム・ヤグ結晶
２３からは波長１０６４ｎｍのネオジウム・ヤグ・レーザの発振光が出射される。
【００４２】
この発振光は、外部共振器内のＫＴＰ（ＫＴｉＯＰＯ 4  ）より成る非線形光学結晶素子２
４に入射されることにより、第２高調波発生（ＳＨＧ）が行われる。この第２高調波発生
により発生された波長５３２ｎｍの第２高調波レーザ光は、ミラー２５を透過して電気光
学変調（ＥＯＭ）素子２６に入射される。この電気光学変調素子２６は、信号源３３から
の信号に基づいて、このＵＶレーザ光源から射出される第４高調波発生によるレーザ光の
位相を高速に変調するために用いられる。
【００４３】
上記電気光学変調素子２６を介した第２高調波レーザ光は、ミラー２７、２８及びＢＢＯ
から成る非線形光学結晶素子２９により構成される外部共振器に入射される。即ち、上記
第２高調波レーザ光は、上記ミラー２７を介して上記非線形光学結晶素子２９に入射され
ることにより、第４高調波発生が行われて波長２６６ｎｍの第４高調波レーザ光、即ち遠
紫外レーザ光が発生される。この第４高調波レーザ光は、ミラー２８を介して外部に射出
される。
【００４４】
上記発生される波長２６６ｎｍの紫外レーザ光は連続発振であるので、高速に光強度変調
を行うことが可能である。また、モードの均一性が高い。よって、直径が１μｍ以下のス
ポットに容易に集光することができる。
【００４５】
ここで、上記外部共振器の共振周波数は、上記ミラー２７をボイスコイルモータ３０によ
って駆動制御することにより掃引される。具体的には、上記非線形光学結晶素子２９に入
射される第２高調波レーザ光で上記ミラー２７によって反射された反射光は、光検出器３
２に入射される。この光検出器３２では、入射された反射光が光電流に変換されてロッキ
ング回路３１に送られる。このロッキング回路３１では、送られた光電流に基づいて上記
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ミラー２７の位置を検出し、このミラー２７の位置信号をボイスコイルモータ（ＶＣＭ）
３０に負帰還する。上記ボイスコイルモータ３０では、送られる位置信号を用いて上記ミ
ラー２７の位置制御を行うことにより、外部共振器の共振周波数は第２高調波発生による
周波数にロックされる。
【００４６】
次に、上記光ディスクにおける上記付加情報の記録状態の具体的な例を図３に示す。
【００４７】
この光ディスク８上には、情報記録領域３０に音声、映像、及びデータ等の情報信号が記
録される。この情報記録領域３０の内周側には上記情報記録領域３０に記録された情報の
内容を示すための情報を記録する領域としてリードイン領域が設けられる。このリードイ
ン領域内に上記付加情報を記録するための付加情報記録領域３１を設け、この付加情報記
録領域３１内に光ディスクに固有の識別情報を記録する。
【００４８】
尚、上記付加情報を記録する付加情報記録領域としては、予めトラッキング用案内溝が形
成された領域であるならば、上記リードイン領域内でなくとも良い。
【００４９】
ここで、上記光ディスク８上に記録された情報信号を再生するときには、近赤外の半導体
レーザ等のレーザ光源を用いた光ピックアップにより情報信号を読み出している。また、
上記記録された付加情報を再生するときにも、上記情報信号を再生するための光ピックア
ップを用いて付加情報の読み出しを行うことができる。マイクロコードから成る付加情報
の読み取り信号は、直接に図示しないマイクロプロセッサに入力されて情報の内容を判別
されることにより、直接に光ディスクを識別することができる。
【００５０】
ここで、大量に光ディスクを製造するときの製造方法としては、スタンパを用いて行われ
る。具体的には、先ず、ガラス板にフォトレジスト膜を塗布し、レーザ光で信号を記録し
た後に現像処理を行うことによりマスタディスクを作製する。次に、このマスタディスク
を用いて金型いわゆるスタンパを作製する。このスタンパを用いることにより、情報信号
が記録された光ディスクを大量に作製することができる。この作製された光ディスクの情
報信号が記録された面には、反射のための金属膜が真空蒸着され、硬い樹脂で保護層を形
成することにより光ディスクの複製が成される。
【００５１】
上述したような、ＵＶレーザ光源から射出される遠紫外レーザ光を用いて光ディスク上に
付加情報を記録する工程は、上記光ディスクの製造方法において、金属膜を真空蒸着する
工程の前に行われる。
【００５２】
尚、上記実施例のＵＶレーザ光源としては、波長１０６４μｍのレーザ光を用いて第４高
調波発生による波長２６６ｎｍのレーザ光を射出するＮｄ：ＹＡＧレーザを用いているが
、この他の固体レーザとして、波長１０６４μｍのレーザ光から波長２６６ｎｍの第４高
調波発生によるレーザ光を射出するＮｄ：ＹＶＯ 4  、波長１０４７μｍのレーザ光から波
長２６２ｎｍの第４高調波発生によるレーザ光を射出するＮｄ：ＹＬＦ、波長１０７９μ
ｍのレーザ光から波長２７０ｎｍの第４高調波発生によるレーザ光を射出するＮｄ：ＹＡ
Ｐ等を用いることができる。また、その他に、半導体レーザであって直接４倍波を射出す
るものとして、波長０．７８～０．８６μｍのレーザ光を射出するＡｌＧａＡｓ及び波長
０．９～１．１μｍのレーザ光を射出するＩｎＧａＡｓ等を用いることも可能である。さ
らに、波長が０．２７５μｍ、０．３０６μｍ、０．３３３μｍ、０．３５１μｍ、０．
３６４μｍ等のレーザ光を射出するＡｒレーザや、波長が０．３２５μｍ及び０．３５４
μｍのレーザ光を射出するＨｅ－Ｃｄレーザ等の気体レーザからのレーザ光を用いたりす
ることも可能である。
【００５３】
また、上記実施例においては、非線形光学結晶素子としてＫＴＰやＢＢＯを用いているが
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、これらの他にＬＮ、ＱＰＭ　ＬＮ、ＬＢＯ、ＫＮ等を用いることができる。
【００５４】
さらに、上記実施例においては、スリービーム法を用いて合焦検出及びトラッキング検出
を行っているが、合焦検出にはスキュービーム法を用いたり、トラッキング検出にはプッ
シュプル法を用いたりすることも可能である。
【００５５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明に係る光記録方法は、光記録媒体に吸収されて該光記録媒
体に情報記録を行う

と、光記録媒体に予め記録形成されたトラッキング
のための を検出する

とを射出し、 によって検出された に基
づいて、 を強度変調して光記録媒体上に付加情報を記録するようにし、特
に、ここでは、 第２の波長の１／４倍とすることにより、光記録媒体に
微細な付加情報を記録できるため、光記録媒体をそれぞれ区別できる。
【００５６】
　また、本発明に係る光記録装置は、光記録媒体に吸収されて該光記録媒体に情報記録を
行う

、光記録媒体に予め記録形成されたトラッキングのための
を検出する

とを射出するレーザ光源と、レーザ光源からのレーザ光の光束の強度を変調
する変調手段と、変調手段からのレーザ光の光束を光記録媒体上に収束する光学手段と、
光記録媒体上を移動して光記録媒体上に収束されるレーザ光の光束スポットの位置を決定
するスポット位置制御手段と、スポットを光記録媒体に対して走査する走査手段とを備え
、 によって検出された に基づいて、 を強度変調して
光記録媒体上に付加情報を記録するようにし、特に、 の溝深長を

１／４倍とすることにより、光記録媒体に微細な付加情報を記録できる。そのため
、光記録媒体が違法にコピーされたものであるか否かを判別することが容易になり、光記
録媒体の違法なコピーを防止できる。
【００５８】
さらに、スタンパを用いた上記光記録媒体の製造方法内の、上記光記録媒体に金属膜を蒸
着する工程の前に、上記付加情報を上記光記録媒体上に記録することにより、上記光記録
媒体上に記録される情報信号を読み出すための光ピックアップを用いて、上記付加情報を
読み出すことが可能である。
【００５９】
　また、本発明に係る光記録媒体は、トラッキングのための が予め記録された情報
記録領域と、 が記録され、情報記録領域に形成された情報信号と同じ形態を有する
付加情報が記録される付加情報記録領域とを備え、情報記録を行う

、
を検出する

とが照射され、 によって検出された に基づいて
、強度変調された によって付加情報が記録される。このとき、 の溝
深長を １／４倍とすれば、 が容易に検出でき、これに基づ
いて付加情報が記録できる。また、光記録媒体上に記録される情報信号を読み出すための
光ピックアップを用いることによって、記録された付加情報を読み出すことができる。
【００６０】
ここで、上記付加情報は上記光記録媒体に固有の識別情報であることにより、上記光記録
媒体をそれぞれ区別することができる。
【００６１】
また、上記付加情報は、符号又はマイクロコードから成ることにより、記録された付加情
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報を直接に判別することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る光記録装置の概略的な構成を示す図である。
【図２】ＵＶレーザ光源の概略的な構成を示す図である。
【図３】光記録媒体の具体的な記録状態を示す図である。
【符号の説明】
１　ＵＶレーザ光源
５　位相回折格子
７　二軸アクチュエータ
８　光ディスク
９　トラッキング用案内溝
１０　スピンドルモータ
１１　半透明鏡
１３　光検出器
２１　レーザ光源
２３　ネオジウム・ヤグ結晶
２４、２９　非線形光学結晶素子
２６　電気光学変調素子
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【 図 ３ 】
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