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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記録層を有する記録媒体に情報を記録する記録装置であって、
　前記記録媒体にレーザを照射する発光部と、
　前記発光部を制御する制御部とを有し、
　前記記録媒体は当該記録装置を識別するための装置IDとOPC結果からなるOPC結果情報を
有しており、
　前記記録媒体にOPCを行う際、
　前記制御部はOPCを行う層のOPC領域内の未記録領域始端と、他の層のOPC領域内の記録
済領域終端の半径方向距離に基づいて通常OPCに用いる領域より小さい領域でOPCを行うか
決定し、通常OPCに用いる領域より小さい領域でOPCを行う場合、過去に実施したOPC結果
情報に含まれる装置IDと当該装置IDが一致するOPC結果情報からOPC結果を再生し、該OPC
結果に基づいて該OPC結果に含まれるレーザパワー近傍で前記レーザのパワーを変化させ
、該変化の回数を減らすことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１記載の記録装置であって、
　前記他の層はそのOPC領域がOPCを行う層のOPC領域に半径方向で最も近い層であること
を特徴とする記録装置。
【請求項３】
請求項１または２いずれか一項記載の記録装置であって、
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　前記他の層はそのOPC領域がOPCを行う層のOPC領域に半径方向で重なっている層である
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１記載の記録装置であって、
　前記半径方向距離が所定値より小さい場合は、通常OPCに用いる領域より小さい領域でO
PCを行うことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項１記載の記録装置であって、
　前記半径方向距離が所定値より小さい場合であっても、OPCを行うと前記半径方向距離
が増大する場合には、通常OPCを行うことを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４いずれか一項記載の記録装置であって、
　通常OPCに用いる領域より小さい領域でOPCを行う際、
　前記レーザのパワーを変化させる間隔を通常OPCの際より大きい間隔にして、該変化の
回数を減らすことを特徴とする記録装置。
【請求項７】
　請求項１乃至４いずれか一項記載の記録装置であって、
　前記OPC結果情報が無い場合、前記記録媒体に記録されている所定の推奨パワーを再生
し、前記レーザのパワーを決定することを特徴とする記録装置。
【請求項８】
　複数の記録層を有する記録媒体に情報を記録する記録方法であって、
　前記記録媒体に発光部がレーザを照射するステップと、
　前記発光部を制御するステップとを有し、
　前記記録媒体は当該記録装置を識別するための装置IDとOPC結果からなるOPC結果情報を
有しており、
　前記記録媒体にOPCを行う際、
　OPCを行う層のOPC領域内の未記録領域始端と、他の層のOPC領域内の記録済領域終端の
半径方向距離に基づいて通常OPCに用いる領域より小さい領域でOPCを行うか決定し、通常
OPCに用いる領域より小さい領域でOPCを行う場合、過去に実施したOPC結果情報に含まれ
る装置IDと当該装置IDが一致するOPC結果情報からOPC結果を再生し、該OPC結果に基づい
て該OPC結果に含まれるレーザパワー近傍で前記レーザのパワーを変化させ、該変化の回
数を減らすことを特徴とする記録方法。
【請求項９】
　請求項８記載の記録方法であって、
　前記他の層はそのOPC領域がOPCを行う層のOPC領域に半径方向で最も近い層であること
を特徴とする記録方法。
【請求項１０】
請求項８または９いずれか一項記載の記録方法であって、
　前記他の層はそのOPC領域がOPCを行う層のOPC領域に半径方向で重なっている層である
ことを特徴とする記録方法。
【請求項１１】
　請求項８記載の記録方法であって、
　前記半径方向距離が所定値より小さい場合は、通常OPCに用いる領域より小さい領域でO
PCを行うことを特徴とする記録方法。
【請求項１２】
　請求項８記載の記録方法であって、
　前記半径方向距離が所定値より小さい場合であっても、OPCを行うと前記半径方向距離
が増大する場合には、通常OPCを行うことを特徴とする記録方法。
【請求項１３】
　請求項８乃至１１いずれか一項記載の記録方法であって、
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　通常OPCに用いる領域より小さい領域でOPCを行う際、
　前記レーザのパワーを変化させる間隔を通常OPCの際より大きい間隔にして、該変化の
回数を減らすことを特徴とする記録方法。
【請求項１４】
　請求項８乃至１１いずれか一項記載の記録方法であって、
　前記OPC結果情報が無い場合、前記記録媒体に記録されている所定の推奨パワーを再生
し、前記レーザのパワーを決定することを特徴とする記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録再生装置および記録再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には「複数の情報記録層を有する情報記録媒体であって、各情報記録層は、
それぞれ最適の記録条件を得るためのＯＰＣ領域を備え、光が入射される方向から奇数番
目の情報記録層のＯＰＣ領域とこれに隣接する偶数番目の情報記録層のＯＰＣ領域とが接
しないように交互に配置され、各情報記録層の各ＯＰＣ領域で実際使用可能な領域は、各
情報記録層の使用環境によって可変的であることを特徴とする。これにより、各情報記録
層に備えられるＯＰＣ領域で最適のパワー制御を行っても、他の情報記録層に及ぼす影響
を最小化させつつ、情報記録層の領域を効率的に使用できる。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００７－５２１６０６号　公報（要約）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在市販されているＢＤ－Ｒ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）、
ＢＤ－ＲＥ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　ＲＥｗｒｉｔａｂｌｅ）等の書き込みまたは書
き換え可能な光ディスクでは、光ディスクの記録面に照射するレーザ光のパワーを最適な
値に調整するためＯＰＣ（Ｏｐｔｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ）と呼
ぶ処理を行う。一般に光ディスクにはＯＰＣを行うための記録領域（試し書き領域、また
はＯＰＣ領域）が専用に設けられており、光ディスク装置は最適なレーザ光パワーを調整
するために該ＯＰＣ領域で適正なレーザ光パワーより小さい、及び大きいパワーで記録を
行う。
【０００５】
　適正パワーより小さい、または大きいパワーで記録した領域の反射率は、適正パワーで
記録した領域と比して適性でない反射率となることがある。そのため、例えば多層ディス
クでOPC領域が複数の層で互いに重なり合うような場合であって、レーザ光を記録済OPC領
域を透過させて奥の層でOPCを行う必要がある場合には、このような不適正な反射率がOPC
に影響を及ぼす場合がある。
【０００６】
　この点、引用文献１では複数の記録層を有する記録媒体でのOPC領域についての記載は
あるものの、それら各層のOPC領域が重ならないよう配置することを検討しているにとど
まっており、各層のOPC領域が重なる場合にどのようにOPCをすればよいかという点に対す
る考慮はされていない。
【０００７】
　そこで、このような課題に鑑み、本発明では複数の記録層を有する記録媒体でも適切に
パワー調整ができる技術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】
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【０００８】
　上記課題は一例として特許請求の範囲記載の構成により解決することができる。より具
体的には、ＯＰＣ結果を記録媒体に記録しておき、該ＯＰＣ結果を用いて領域使用量を削
減したＯＰＣ（省領域ＯＰＣ）を行う。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の記録層を有する記録媒体でも適切にパワー調整ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の実施例１乃至２４による光ディスク装置の構成を示した図であ
る。
【図２】図２は、本発明の実施例１乃至３、実施例１９乃至２４による光ディスクの構造
を示した図である。
【図３】図３は、本発明の実施例１乃至３、実施例１９乃至２４によるＯＰＣ領域の使用
概念を示した図である。
【図４】図４は、本発明の実施例１乃至１８によるＯＰＣ処理フローを示した図である。
【図５】図５は、本発明の実施例１乃至２３による通常ＯＰＣ処理におけるレーザ光パワ
ーの段階を模式的に示した図である。
【図６】図６は、本発明の実施例１乃至２２、２４によるＯＰＣ結果情報の例を示した図
である。
【図７】図７は、本発明の実施例１、４、７、１０、１３、１６、及び実施例１９乃至２
４による省領域ＯＰＣ処理におけるレーザ光パワーの段階を模式的に示した図である。
【図８】図８は、本発明の実施例１乃至３、実施例１９乃至２４によるＬ０層とＬ１層の
ＯＰＣ領域の位置関係を模式的に示した図である。
【図９】図９は、本発明の実施例２、５、８、１１、１４、１７、及び実施例１９乃至２
２による省領域ＯＰＣ処理におけるレーザ光パワーの段階を模式的に示した図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例３、６、９、１２、１５、１８、及び実施例１９乃
至２２による省領域ＯＰＣ処理におけるレーザ光パワーの段階を模式的に示した図である
。
【図１１】図１１は、本発明の実施例４乃至６、実施例１９乃至２４による光ディスクの
構造を示した図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例４乃至６、実施例１９乃至２４によるＯＰＣ領域の
使用概念を示した図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例７乃至９、実施例１９乃至２４による光ディスクの
構造を示した図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施例７乃至９、実施例１９乃至２４によるＯＰＣ領域の
使用概念を示した図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施例１０乃至１２、実施例１９乃至２４による光ディス
クの構造を示した図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施例１０乃至１２、実施例１９乃至２４によるＯＰＣ領
域の使用概念を示した図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施例１３乃至１５、実施例１９乃至２４による光ディス
クの構造を示した図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施例１３乃至１５、実施例１９乃至２４によるＯＰＣ領
域の使用概念を示した図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施例１６乃至２４による光ディスクの構造を示した図で
ある。
【図２０】図２０は、本発明の実施例１６乃至２４によるＯＰＣ領域の使用概念を示した
図である。
【図２１】図２１は、本発明の実施例１乃至３、実施例１９乃至２４による光ディスクの
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構造の別の例を示した図である。
【図２２】図２２は、本発明の実施例４乃至６、実施例１９乃至２４による光ディスクの
構造の別の例を示した図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施例４乃至６、実施例１９乃至２４による光ディスクの
構造の図２２とは別の例を示した図である。
【図２４】図２４は、本発明の実施例４乃至６、実施例１９乃至２４による光ディスクの
構造の図２２及び２３とは別の例を示した図である。
【図２５】図２５は、本発明の実施例１９によるＯＰＣ処理フローを示した図である。
【図２６】図２６は、本発明の実施例２０及び２１によるＯＰＣ処理フローを示した図で
ある。
【図２７】図２７は、本発明の実施例２２によるＯＰＣ処理フローを示した図である。
【図２８】図２８は、本発明の実施例２３によるＯＰＣ結果情報の例を示した図である。
【図２９】図２９は、本発明の実施例２４によるＯＰＣ処理フローを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の好適な実施例を図面を用いて説明する。
【００１２】
　まず実施例１を図１乃至図８を用いて説明する。図１は本発明の実施形態としての光デ
ィスク装置の構成例である。
【００１３】
　本実施例に従う光ディスク装置は、光ディスク１を回転駆動するスピンドルモータ２と
、光ピックアップ３と、信号処理を行う信号処理ＬＳＩ４を有する。
【００１４】
　光ディスク装置により記録再生する光ディスク１としては、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄ
ｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｃ）、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒ
ａｙ Ｄｉｓｃ）などの光ディスクを用いることができる。ただし、本発明ではこれらに
限定されるものではない。
【００１５】
　スピンドルモータ２は信号処理ＬＳＩ４からモータ制御信号Ｓ０１によりモータ回転制
御を受け光ディスク１を回転させる。
【００１６】
　光ピックアップ３は、信号処理ＬＳＩ４から位置制御信号Ｓ０２により位置制御を受け
光ディスク１の径方向に移動して記録または再生する位置に移動する。また信号処理ＬＳ
Ｉ４からレーザ光制御信号Ｓ０３によりレーザ光制御を受け、記録または再生のためにレ
ーザ光を光ディスク１に照射する。照射されたレーザ光は光ディスク１で反射し、光ピッ
クアップ３が有する図示していない受光部が該反射光を受光する。受光部は該反射光を電
気信号Ｓ０４に変換し、信号処理ＬＳＩ４に出力する。
【００１７】
　信号処理ＬＳＩ４はＡＦＥ(Ａｎａｌｏｇ Ｆｒｏｎｔ Ｅｎｄ)４１、信号品質測定手段
４２、マイコン４３、メモリ４４、位置制御手段４５、レーザ光制御手段４６、モータ制
御手段４７、２値化手段４８、及び復号手段４９を有する。
【００１８】
　ＡＦＥ４１は光ピックアップ３が出力した前記電気信号Ｓ０４を増幅するなどのアナロ
グ信号処理を行ってアナログ信号Ｓ０５を生成し、信号品質測定手段４２、及び２値化手
段４８に出力する。
【００１９】
　信号品質測定手段４２は該アナログ信号Ｓ０５のベータ値、ガンマ値、及びジッタ量な
どの信号品質を測定し測定結果を算出して測定結果情報Ｓ０６をマイコン４３に出力する
。
【００２０】
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　マイコン４３は光ディスク装置内の各手段の制御を行う。マイコン４３はソフトウェア
で制御し、該ソフトウェアが該測定結果情報に基づいてデータ処理を行いレーザ光パワー
の調整を行う。マイコン４３はレーザ光パワー調整時及び信号品質測定時には位置制御手
段４５へ位置制御指示Ｓ０７を、レーザ光制御手段４６へレーザ光制御指示Ｓ０８を、モ
ータ制御手段４７にモータ制御指示Ｓ０９を出す。またマイコン４３は適宜メモリ手段４
４とデータの読み書きを行う。また、マイコン４３は光ディスク１のデータを再生する際
には２値化手段４８、及び復号手段４９を制御する。
【００２１】
　メモリ４４はＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａ
ｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）やフラッシュメモリなどの記憶手段であり、マイコン４３で
の処理に関わるデータを格納する。
【００２２】
　位置制御手段４５はマイコン４３から前記位置制御指示Ｓ０７を受けて記録位置または
再生位置に光ピックアップ３を移動させるように位置制御信号Ｓ０２を出力する。
【００２３】
　レーザ光制御手段４６はマイコン４３から前記レーザ光制御指示Ｓ０８を受けてマイコ
ン４３が指定した記録パワーで記録するよう光ピックアップ３にレーザ光制御信号Ｓ０３
を出力する。
【００２４】
　モータ制御手段４７はマイコン４３から前記モータ制御指示Ｓ０９を受けてマイコン４
３が指定した速度で光ディスク１を回転させるようスピンドルモータ２にモータ制御信号
Ｓ０１を出力する。
【００２５】
　２値化手段４８はAFE４１が出力した前記アナログ信号S０５の２値化を行い、２値デー
タS１０を復号手段４９に出力する。
【００２６】
　復号手段４９は２値化手段４８が出力した該２値データＳ１０の復号を行い、復号デー
タＳ１１をメモリ４４に格納する。
【００２７】
　図２は本実施例での光ディスク構造の例である。図２に示す光ディスクは３層の記録層
（Ｌ０層、Ｌ１層、及びＬ２層）を有し各層にレーザ光の記録パワーを調整するための領
域であるＯＰＣ領域を備えており、L０層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ０）とL２層のＯＰＣ領域
（ＯＰＣ２）が一部分重なっている場合の例である。光ピックアップ３からのレーザ光は
L２層側から光ディスク１に照射される。ＯＰＣ領域は通常のデータ領域（図示せず）と
は異なり、レーザ光の最適パワーを求めるために記録パワーを低いパワーから高いパワー
まで変化させて記録する。特に記録パワーを高くして記録した領域を透過したレーザ光は
、適正パワーで記録した領域を透過したものとは特性が異なるため、再生したときの信号
品質が変化し、結果的には最適でない記録パワーに調整される恐れがある。また、光ディ
スク１の規格上ＯＰＣ０とＯＰＣ２が重ならない場合においても、光ディスク１の製造工
程における記録膜の張り合わせやコーティングのばらつきにより、ＯＰＣ０とＯＰＣ２が
重なる場合が生じる可能性があり、同様に最適でない記録パワーに調整される恐れがある
。このため本実施例では以下に示す手順にしたがってＯＰＣを行うことで最適でない記録
パワーに調整されるのを防止する。ＭＡ領域は光ディスク１の管理情報を記録する管理領
域であり、該管理情報は各層のＯＰＣ領域をどのアドレスまで使用したか、または次に使
用可能なＯＰＣ領域の開始アドレスを示す情報（以下、ＯＰＣアドレス情報）を含み、光
ディスク１を光ディスク装置から排出する前に最新のＯＰＣアドレス情報が追記される。
ＩＮＦＯ領域は光ディスク１で過去ＯＰＣを行った際のＯＰＣ結果情報を記録する情報領
域であり、過去記録を行った際にＯＰＣを行った光ディスク装置に関する情報とＯＰＣ結
果を含み、ＯＰＣを行う度に最新のＯＰＣ結果が追記される。例えばＢＤ－Ｒ規格ではＩ
ｎｎｅｒ－ＺｏｎｅのＩＮＦＯ１／Ｄｒｉｖｅ　ａｒｅａに記録する。またその他にも、



(7) JP 5393441 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

光ディスク装置のメーカと機種を識別できる情報及びＯＰＣ結果情報を記録することがで
きる領域であればこれに限ることはない。
【００２８】
　なお、本実施例を含め、以下の実施例においてはＯＰＣ領域に記録を行うアドレス順は
１回のＯＰＣで記録する範囲内においては昇順であるが、ＯＰＣで記録する範囲の先頭ア
ドレスは降順で記録を行う。すなわち、ＯＰＣで使用する領域（ブロックと呼ぶことにす
る）はブロック単位でアドレスの大きいところからブロック単位で降順にＯＰＣ領域に記
録を行う。
【００２９】
　図３は本実施例でのＯＰＣ領域の使用状態を概念的に示したものであり、図２における
Ｌ０層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ０）とＬ２層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ２）について示している
。ＯＰＣ０は既に記録パワーを調整するために記録を行った領域（ＵＯＰＣ０）と未だ記
録を行っていない領域（ＥＯＰＣ０）から成り、一度もＬ０層でＯＰＣを行っていない場
合にはＵＯＰＣ０は存在しない状態である。同様にＬ２層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ２）は既
に記録パワーを調整するために記録を行った領域（ＵＯＰＣ２）と未だ記録を行っていな
い領域（ＥＯＰＣ２）から成り、一度もＬ２層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣ
２は存在しない状態である。
【００３０】
　ＯＰＣ０とＯＰＣ２において、各層のＯＰＣで消費する消費量が同程度であれば、図３
のように未だ記録を行っていない領域であるＥＯＰＣ０とＥＯＰＣ２は重なる部分がない
ので、記録を行った領域が互いにＯＰＣ結果に影響は与えない。一方、Ｌ２層におけるＯ
ＰＣで消費する量がＬ０層でのＯＰＣにおけるＯＰＣで消費する量より多い場合には、Ｅ
ＯＰＣ０とＵＯＰＣ２が重なる部分が生じる場合があり、このときＬ０層のＯＰＣ結果に
影響を与え、最適パワーを求めることができない可能性がある。
【００３１】
　図４は本実施例におけるマイコン４３で動作するソフトウェアが行うＯＰＣの手順をフ
ローチャートで示したものである。以下、ＯＰＣ２領域でＯＰＣを行う場合について説明
する。なおここではソフトウェアとしているが一部または全てをハードウェアで処理して
も良い。制御の容易性や回路設計のスペース上有利になることもあるからである。
【００３２】
　ＯＰＣを開始すると、マイコン４３はＯＰＣ使用量確認Ｆ０１を行う。ＯＰＣ使用量確
認Ｆ０１ではＯＰＣ領域が光ディスク１の半径位置でみたときに近接する各層のＯＰＣ領
域における記録を行った領域（ＵＯＰＣ０／２）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰ
Ｃ０／２）の境界の差分（図３のｄｉｆｆ）を求めるためマイコン４３は次のように制御
する。マイコン４３はモータ制御手段４７に対しモータ制御指示Ｓ０９を出力し、モータ
制御手段４７は光ディスク１を回転させるようスピンドルモータ２にモータ制御信号Ｓ０
１を出力する。光ディスク１の回転数を制御したら、マイコン４３は光ディスク１のＭＡ
領域のデータを再生する位置に光ピックアップ３を制御するよう位置制御手段４５に位置
制御指示Ｓ０７を出力し、位置制御手段４５は該ＭＡ領域のデータを再生する位置に該光
ピックアップ３を移動するよう位置制御信号Ｓ０２を光ピックアップ３に出力する。該Ｍ
Ａ領域のデータを再生する位置に光ピックアップ３を移動させたら、マイコン４３は該Ｍ
Ａ領域のデータを再生するようレーザ光制御手段４６にレーザ光制御指示Ｓ０８を出す。
レーザ光制御手段４６は光ディスク１上の該ＭＡ領域のアドレス位置でレーザ光制御信号
Ｓ０３を光ピックアップ３に出力し、再生を行う。光ピックアップ３はレーザ光を光ディ
スク１に照射し、反射光を受光し、該反射光を電気信号Ｓ０４に変換し、信号処理ＬＳＩ
４のＡＦＥ４１に出力する。ＡＦＥ４１は該電気信号Ｓ０４を増幅するなどのアナログ信
号処理を行ってアナログ信号Ｓ０５を生成し、２値化手段４８に出力する。２値化手段４
８はアナログ信号Ｓ０５の２値化を行って２値データＳ１０を復号手段４９に出力する。
復号手段４９は２値データＳ１０の復号を行って復号データＳ１１を生成し、メモリ４４
に格納する。マイコン４３は該復号データＳ１１を読み出し、ＭＡ領域に含まれる各層の
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最新のＯＰＣアドレス情報を読み出し、これからＯＰＣを行うＯＰＣ２のＯＰＣアドレス
情報と近接するＯＰＣ０のＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図３のｄｉ
ｆｆ）を算出する。
【００３３】
　ＯＰＣ使用量確認Ｆ０１が終了したら、近接度判定Ｆ０２を行う。近接度判定Ｆ０２で
は、ＯＰＣ使用量確認F０１で算出したｄｉｆｆと予め定めた閾値αとの大小判定を以っ
て記録を行った領域と未だ記録していない領域の境界の近接度を判定する。ｄｉｆｆが閾
値α以上であれば、非近接としてＬ２層のＯＰＣ２のＥＯＰＣ２で通常ＯＰＣ　Ｆ０３を
行い、ｄｉｆｆが閾値αより小さければＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４を行う。閾値αは
、光ディスク１の製造工程における記録膜の形成での位置誤差に基づいて算出する。
【００３４】
　近接度判定Ｆ０２において非近接と判定した場合、通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行う。通常Ｏ
ＰＣ　Ｆ０３においては、レーザ光パワーを数段階変化させて、各段階における信号品質
測定を行い、レーザ光パワーと信号品質測定結果の関係に基づいて記録に最適なレーザ光
パワーを求める。図５は例としてレーザ光パワーを８段階変化させた様子を示しており、
処理のはじめではレーザ光パワーをＰ１として記録を行い、続いてＰ２、Ｐ３、…、Ｐ８
と変化させている。ここで、図５におけるＰ１乃至Ｐ８のレーザ光パワーの大小関係につ
いてはあくまで例示したものであり、Ｐ１乃至Ｐ８のレーザ光パワーの順番、及び段階数
は任意で定めることができる。
【００３５】
　通常ＯＰＣ　Ｆ０３では以下のように動作する。マイコン４３はモータ制御手段４７に
対しモータ制御指示Ｓ０９を出力し、モータ制御手段４７は光ディスク１を回転させるよ
うスピンドルモータ２にモータ制御信号Ｓ０１を出力する。光ディスク１の回転を制御し
たら、マイコン４３は光ディスク１のＥＯＰＣ０領域のデータを記録する位置に光ピック
アップ３を制御するよう位置制御手段４５に位置制御指示Ｓ０７を出力し、位置制御手段
４５は該ＥＯＰＣ０領域のデータを記録する位置に該光ピックアップ３を移動するよう位
置制御信号Ｓ０２を光ピックアップ３に出力する。該ＥＯＰＣ０領域に光ピックアップ３
を移動させたら、マイコン４３は該ＥＯＰＣ０領域に選択したレーザ光パワーでデータを
記録するようレーザ光制御手段４６にレーザ光制御指示Ｓ０８を出す。レーザ光制御手段
４６は光ディスク１上の該ＥＯＰＣ０領域のアドレス位置でレーザ光制御信号Ｓ０３を光
ピックアップ３に出力し、記録を行う。選択したレーザ光パワーでの記録が終了したら、
別のレーザ光パワーを選択し、同様に記録を行う。このようにして全てのレーザ光パワー
について記録を行った後、信号品質評価を行う。信号品質評価では、マイコン４３はモー
タ制御手段４７に対しモータ制御指示S０９を出力し、モータ制御手段４７は光ディスク
１を回転させるようスピンドルモータ２にモータ制御信号S０１を出力する。光ディスク
１の回転を制御したら、マイコン４３は光ディスク１の先だって記録を行ったＥＯＰＣ０
領域のデータを再生する位置に光ピックアップ３を制御するよう位置制御手段４５に位置
制御指示S０７を出力し、位置制御手段４５は該ＥＯＰＣ０領域に該光ピックアップ３を
移動するよう位置制御信号Ｓ０２を光ピックアップ３に出力する。該ＥＯＰＣ０領域に光
ピックアップ３を移動させたら、マイコン４３は該ＥＯＰＣ０領域のデータを再生するよ
うレーザ光制御手段４６にレーザ光制御指示Ｓ０８を出す。レーザ光制御手段４６は光デ
ィスク１上の該ＥＯＰＣ０領域のアドレス位置でレーザ光制御信号Ｓ０３を光ピックアッ
プ３に出力し、再生を行う。光ピックアップ３はレーザ光を光ディスク１に照射し、反射
光を受光し、該反射光を電気信号Ｓ０４に変換し、信号処理ＬＳＩ４のＡＦＥ４１に出力
する。ＡＦＥ４１は該電気信号Ｓ０４を増幅するなどのアナログ信号処理を行ってアナロ
グ信号Ｓ０５を生成し、信号品質測定手段４２に出力する。信号品質測定手段４２はアナ
ログ信号Ｓ０５のベータ値、ガンマ値、及びジッタ量などの信号品質を測定し測定結果を
算出して測定結果情報Ｓ０６をマイコン４３に出力する。マイコン４３は該測定結果情報
S０６をメモリ４４に保持させる。本測定を各段階のレーザ光パワーで記録した領域につ
いて同様に行い、各測定結果情報Ｓ０６をメモリ４４に保持させる。マイコン４３はこれ
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らの測定結果情報Ｓ０６をメモリ４４から読み出し、該測定結果情報Ｓ０６に基づき、最
適なレーザ光パワーを算出し、光ディスク１のＩＮＦＯ領域に最適なレーザ光パワーに関
する情報（ＯＰＣ結果情報）を通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行う度に記録する。
【００３６】
　図６はＩＮＦＯ領域に記録するＯＰＣ結果情報の例を図示したものであり、ＯＰＣ結果
情報は光ディスク装置のメーカを識別するための情報である製造者ＩＤ　Ｉ０１、光ディ
スク装置の機種を識別するための情報である光ディスク装置ＩＤ　Ｉ０２、ＯＰＣを行っ
た層を示す層情報Ｉ０３、及びＯＰＣ結果Ｉ０４を有する。
【００３７】
　近接度判定Ｆ０２において近接と判定した場合、ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４を行う
。ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４では、光ディスク１のＩＮＦＯ領域を検索し、製造者Ｉ
Ｄ　Ｉ０１、及び光ディスク装置ＩＤ　Ｉ０２が自光ディスク装置と一致するものの中で
最新の記録した通常ＯＰＣ　Ｆ０３での当該層におけるＯＰＣ結果を読み出す。ＯＰＣ結
果情報読み出しにおいては以下のように動作する。マイコン４３はモータ制御手段４７に
対しモータ制御指示Ｓ０９を出力し、モータ制御手段４７は光ディスク１を回転させるよ
うスピンドルモータ２にモータ制御信号Ｓ０１を出力する。光ディスク１の回転を制御し
たら、マイコン４３は光ディスク１のＩＮＦＯ領域のデータを再生する位置に光ピックア
ップ３を制御するよう位置制御手段４５に位置制御指示Ｓ０７を出力し、位置制御手段４
５は該ＩＮＦＯ領域のデータを再生する位置に該光ピックアップ３を移動するよう位置制
御信号Ｓ０２を光ピックアップ３に出力する。該ＩＮＦＯ領域のデータを再生する位置に
光ピックアップ３を移動させたら、マイコン４３は該ＩＮＦＯ領域のデータを再生するよ
うレーザ光制御手段４６にレーザ光制御指示Ｓ０８を出す。レーザ光制御手段４６は光デ
ィスク１上の該ＩＮＦＯ領域のアドレス位置でレーザ光制御信号Ｓ０３を光ピックアップ
３に出力し、再生を行う。光ピックアップ３はレーザ光を光ディスク１に照射し、反射光
を受光し、該反射光を電気信号Ｓ０４に変換し、信号処理ＬＳＩ４のＡＦＥ４１に出力す
る。ＡＦＥ４１は該電気信号Ｓ０４を増幅するなどのアナログ信号処理を行ってアナログ
信号Ｓ０５を生成し、２値化手段４８に出力する。２値化手段４８はアナログ信号S０５
の２値化を行って２値データＳ１０を復号手段４９に出力する。復号手段４９は２値デー
タＳ１０の復号を行って復号データＳ１１を生成し、メモリ４４に格納する。マイコン４
３は該復号データＳ１１を読み出し、該復号データＳ１１から製造者ＩＤ　Ｉ０１、及び
光ディスク装置ＩＤ　Ｉ０２が自身の光ディスク装置のものと一致するデータを検索し、
当該ＩＤに付随するＯＰＣ結果　Ｉ０３を読み出す。製造者ＩＤ　Ｉ０１、及び光ディス
ク装置ＩＤ　Ｉ０２が一致し、層情報Ｉ０３が当該層であるデータが複数ある場合には、
最新のＯＰＣ結果情報を読み出す。
【００３８】
　ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４を行ったら、省領域ＯＰＣ　Ｆ０５を行う。省領域ＯＰ
Ｃ　Ｆ０５においては、レーザ光パワーを数段階変化させて、各段階における信号品質測
定を行い、レーザ光パワーと信号品質測定結果の関係に基づいて記録に最適なレーザ光パ
ワーを求める点では通常ＯＰＣ　Ｆ０３と同様の処理であるが、レーザ光パワーを変化さ
せる段階数を通常ＯＰＣ　Ｆ０３よりも少なくする。ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４で読
み出したＯＰＣ結果に基づき、レーザ光パワーを変化させる範囲をＯＰＣ結果のレーザ光
パワー値近傍に限定することで狭める。図７は例としてレーザ光パワーを４段階変化させ
た様子を示しており、処理のはじめではレーザ光パワーをＰ３として記録を行い、続いて
Ｐ４、Ｐ５、及びＰ６と変化させている。ここで、図７におけるＰ３乃至Ｐ６のレーザ光
パワーの大小関係についてはあくまで例示したものであり、Ｐ３乃至Ｐ６のレーザ光パワ
ーの順番、及び段階数は通常ＯＰＣ　Ｆ０３での段階数より少なければ任意で定めること
ができる。
【００３９】
　省領域ＯＰＣ　Ｆ０５の動作については、レーザ光パワーの選択が前述のように異なる
のみであり、その他の動作については通常ＯＰＣ　Ｆ０３と同様であるので、説明は省略
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する。
【００４０】
　次に、Ｌ０層でＯＰＣを行う場合について説明する。Ｌ０層でＯＰＣを行う場合につい
てもＬ２層でＯＰＣを行う場合と同様、これからＯＰＣを行うＯＰＣ０のＯＰＣアドレス
情報と半径位置でみたときに近接するＯＰＣ２のＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距
離の差分（図３のｄｉｆｆ）を算出し、算出結果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを
行うか判断することでＯＰＣ０領域の消費を抑えることができる。もし半径位置の距離の
差分（図３のｄｉｆｆ）が閾値より小さい場合であっても、OPCを行うと半径位置の距離
の差分（図３のｄｉｆｆ）が増大する場合には、通常OPCを行うこととしてもよい。その
方がEOPC0とUOPC2が重なることを回避できるからである。
【００４１】
　次に、Ｌ１層でＯＰＣを行う場合について説明する。図８はＬ０層のＯＰＣ領域（ＯＰ
Ｃ０）とＬ１層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ１）の領域の位置関係を模式的に示したものである
。ＯＰＣ０とＯＰＣ１は光ディスク１の半径上の位置では重なっておらず、また半径位置
上での差分（ｄｉｆｆ）は前記αより大きいので、Ｌ１層でのＯＰＣを行うにあたり、Ｏ
ＰＣ領域の使用量に関わらず通常ＯＰＣを行う。
【００４２】
　実施例２を説明する。実施例２が実施例１と相違する点は、実施例１では省領域ＯＰＣ
　Ｆ０５において、レーザ光パワーを変化させる範囲をＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近
傍に限定することで狭めていたが、実施例２では通常ＯＰＣ　Ｆ０３で行っていたレーザ
光パワーの段階を間引いて選択する点である。
【００４３】
　図９は本実施例におけるレーザ光パワーの段階を図示したものであり、本実施例ではＰ
２、Ｐ４、Ｐ６、及びＰ８でのレーザ光パワーでの記録を行わず、Ｐ１、Ｐ３、Ｐ５、及
びＰ７でのレーザ光パワーでの記録を行う。
【００４４】
　本実施例ではＰ１、Ｐ３、Ｐ５、及びＰ７でのレーザ光パワーでの記録を間引いたが、
同様の効果が得られればどの段階のレーザパワーを間引くかはこれに限るものではない。
【００４５】
　実施例３を説明する。実施例３が実施例１と相違する点は、省領域ＯＰＣ　Ｆ０５にお
いて、レーザ光パワーを変化させる範囲を、ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍と、近傍
以外のレーザ光パワーの段階ではレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点である。
【００４６】
　図１０は実施例３におけるレーザ光パワーの段階を図示したものであり、実施例３では
ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍であるＰ３乃至Ｐ６と近傍以外のＰ１及びＰ８での記
録を行い、Ｐ２及びＰ７でのレーザ光パワーでの記録は行わない。
【００４７】
　本実施例ではＰ２及びＰ７でのレーザ光パワーでの記録を行わないとしたが、同様の効
果が得られればどの段階のレーザ光パワーを行わないかはこれに限るものではない。
【００４８】
　実施例４を説明する。図１１は本実施例での光ディスク構造の例である。図１１の光デ
ィスクは４層の記録層（Ｌ０層、Ｌ１層、Ｌ２層、及びＬ３層）を有し図２の３層の光デ
ィスク構造の場合と同様、各層にレーザ光の記録パワーを調整するための領域であるＯＰ
Ｃ領域を備えており、Ｌ０層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ０）とＬ２層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ２
）、Ｌ１層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ１）とＬ３層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ３）がそれぞれ一部
分重なっている場合の例である。光ピックアップ３からのレーザ光はL３層側から光ディ
スク１に照射される。ＭＡ領域、ＩＮＦＯ領域については図２の３層の光ディスク構造の
場合と同様であるので説明は省略する。
【００４９】
　実施例４において、ＯＰＣ０及びＯＰＣ２で行うＯＰＣ処理は実施例１と同様であるの
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で、説明を省略する。図１２は図１１におけるL１層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ１）とL３層の
ＯＰＣ領域（ＯＰＣ３）について示している。ＯＰＣ１は既に記録パワーを調整するため
に記録を行った領域（ＵＯＰＣ１）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣ１）から成
り、一度もL１層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣ１は存在しない状態である。
同様にＬ３層のＯＰＣ領域（ＯＰＣ３）は既に記録パワーを調整するために記録を行った
領域（ＵＯＰＣ３）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣ３）から成り、一度もL３
層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣ３は存在しない状態である。
【００５０】
　ＯＰＣ１とＯＰＣ３において、各層のＯＰＣで消費する消費量が同程度であれば、未だ
記録を行っていない領域であるＥＯＰＣ１とＥＯＰＣ３は重なる部分がないので、記録を
行った領域が互いにＯＰＣ結果に影響は与えない。一方、Ｌ３層におけるＯＰＣで消費す
る消費量がＬ１層でのＯＰＣにおけるＯＰＣで消費する消費量より多い場合には、ＥＯＰ
Ｃ１とＵＯＰＣ３が重なる部分が生じる場合があり、このときＬ１層のＯＰＣ結果に影響
を与え、最適パワーを求めることができない可能性がある。
【００５１】
　ＯＰＣ３領域でＯＰＣを行う場合について説明する。ＯＰＣ３領域でＯＰＣを行う場合
の動作は、実施例１におけるＯＰＣ２領域でＯＰＣを行う場合と同様であり、実施例１に
おけるＯＰＣ２領域をＯＰＣ３領域で読み替えることで説明できる。
【００５２】
　ＯＰＣ１領域でＯＰＣを行う場合についても、実施例１におけるＯＰＣ０領域でＯＰＣ
を行う場合と同様であり、実施例１におけるＯＰＣ０領域をＯＰＣ１領域で読み替えるこ
とで説明できる。
【００５３】
　通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行うか省領域ＯＰＣ　Ｆ０５を行うかを判断するための閾値αは
、ＯＰＣ０とＯＰＣ２、ＯＰＣ１とＯＰＣ３の両方の組み合わせの場合で共通に設定する
。
【００５４】
　実施例５を説明する。実施例５が実施例４と相違する点は、実施例４では省領域ＯＰＣ
　Ｆ０５において、レーザ光パワーを変化させる範囲をＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近
傍に限定することで狭めていたが、実施例５では通常ＯＰＣ　Ｆ０３で行っていたレーザ
光パワーの段階を間引いて選択する点である。実施例５におけるレーザ光パワーの段階は
実施例２と同様であるので説明は省略する。
【００５５】
　実施例６を説明する。実施例６が実施例４と相違する点は、省領域ＯＰＣ　Ｆ０５にお
いて、レーザ光パワーを変化させる範囲を、ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍と、近傍
以外のレーザ光パワーの段階ではレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点である。実
施例６におけるレーザ光パワーの段階は実施例３と同様であるので説明は省略する。
【００５６】
　実施例７を説明する。実施例７における光ディスク１の構造例を図１３に示す。図１３
における光ディスク１はＮ層（Ｎは２以上の自然数）の記録層（Ｌ０層、・・・、Ｌ（Ｎ
－１）層）から成り、各層にＯＰＣ領域を備える（全ては図示せず）。図１３はＬａ層の
ＯＰＣ領域（ＯＰＣａ）とＬｂ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂ）が一部分重なっている場合を
示す。ここで、ａ、ｂは０以上（Ｎ－１）以下の整数である。ＭＡ領域、ＩＮＦＯ領域に
ついては図２の３層の光ディスク構造の場合と同様であるので説明は省略する。光ピック
アップ３からのレーザ光はL（Ｎ－１）層側から光ディスク１に照射される。
【００５７】
　図１４は本実施例でのＯＰＣ領域の使用状態を概念的に示したものであり、図１３にお
けるＬａ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａ）とＬｂ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂ）について示して
いる。ＯＰＣａよりＬ０層側の層において、ＯＰＣａ領域と半径位置でみたときに一部分
でも重なるＯＰＣ領域はないものとする。ＯＰＣａは既に記録パワーを調整するために記
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録を行った領域（ＵＯＰＣａ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣａ）から成り、
一度もＬａ層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣａは存在しない状態である。同様
にＬｂ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂ）は既に記録パワーを調整するために記録を行った領域
（ＵＯＰＣｂ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣｂ）から成り、一度もＬｂ層で
ＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣｂは存在しない状態である。
【００５８】
　ＯＰＣａとＯＰＣｂにおいて、各層のＯＰＣで消費する消費量が同程度であれば、図１
４のように未だ記録を行っていない領域であるＥＯＰＣａとＥＯＰＣｂは重なる部分がな
いので、記録を行った領域が互いにＯＰＣ結果に影響は与えない。一方、Ｌｂ層における
ＯＰＣで消費する消費量がＬａ層でのＯＰＣにおけるＯＰＣで消費する消費量より多い場
合には、ＥＯＰＣａとＵＯＰＣｂが重なる部分が生じる場合があり、このときＬａ層のＯ
ＰＣ結果に影響を与え、最適パワーを求めることができない可能性がある。
【００５９】
　本実施例においてＯＰＣｂで行うＯＰＣ処理は実施例１におけるＯＰＣ２で行うＯＰＣ
処理と同様であり、実施例１におけるＯＰＣ２をＯＰＣｂで読み替えることで説明できる
ため、説明を省略する。
【００６０】
　また、ＯＰＣａで行うＯＰＣ処理は実施例１におけるＯＰＣ０で行うＯＰＣ処理と同様
であり、実施例１におけるＯＰＣ０をＯＰＣａで読み替えることで説明できるため、説明
を省略する。
【００６１】
　実施例８を説明する。実施例８が実施例７と相違する点は、実施例７では省領域ＯＰＣ
　Ｆ０５において、レーザ光パワーを変化させる範囲をＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近
傍に限定することで狭めていたが、実施例８では通常ＯＰＣ　Ｆ０３で行っていたレーザ
光パワーの段階を間引いて選択する点である。実施例８におけるレーザ光パワーの段階は
実施例２と同様であるので説明は省略する。
【００６２】
　実施例９を説明する。実施例９が実施例７と相違する点は、省領域ＯＰＣ　Ｆ０５にお
いて、レーザ光パワーを変化させる範囲を、ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍と、近傍
以外のレーザ光パワーの段階ではレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点である。実
施例９におけるレーザ光パワーの段階は実施例３と同様であるので説明は省略する。
【００６３】
　実施例１０を説明する。実施例１０における光ディスク１の構造例を図１５に示す。図
１５における光ディスク１はＮ層（Ｎは２以上の自然数）の記録層（Ｌ０層、・・・、Ｌ
（Ｎ－１）層）から成り、各層にＯＰＣ領域を備える（全ては図示せず）。図１５はＬｃ
層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｃ）とＬｄ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｄ）が一部分重なっている場
合を示す。ここで、ｃ、ｄは０以上（Ｎ－１）以下の整数である。ＭＡ領域、ＩＮＦＯ領
域については図２の３層の光ディスク構造の場合と同様であるので説明は省略する。光ピ
ックアップ３からのレーザ光はL（Ｎ－１）層側から光ディスク１に照射される。
【００６４】
　図１６は本実施例でのＯＰＣ領域の使用状態を概念的に示したものであり、図１５にお
けるＬｃ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｃ）とＬｄ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｄ）について示して
いる。ＯＰＣｃよりＬ０層側の層において、ＯＰＣｃ領域と半径位置でみたときに一部分
でも重なるＯＰＣ領域はないものとする。ＯＰＣｃは既に記録パワーを調整するために記
録を行った領域（ＵＯＰＣｃ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣｃ）から成り、
一度もＬｃ層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣｄは存在しない状態である。同様
にＬｄ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｄ）は既に記録パワーを調整するために記録を行った領域
（ＵＯＰＣｄ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣｄ）から成り、一度もＬｄ層で
ＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣｄは存在しない状態である。
【００６５】
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　ＯＰＣｃとＯＰＣｄにおいて、各層のＯＰＣで消費する消費量が同程度であれば、図１
６のように未だ記録を行っていない領域であるＥＯＰＣｃとＥＯＰＣｄは重なる部分がな
いので、記録を行った領域が互いにＯＰＣ結果に影響は与えない。一方、Ｌｄ層における
ＯＰＣで消費する消費量がＬｃ層でのＯＰＣにおけるＯＰＣで消費する消費量より多い場
合には、ＥＯＰＣｃとＵＯＰＣｄが重なる部分が生じる場合があり、このときＬｃ層のＯ
ＰＣ結果に影響を与え、最適パワーを求めることができない可能性がある。
【００６６】
　本実施例においてＯＰＣｄで行うＯＰＣ処理は実施例１におけるＯＰＣ２で行うＯＰＣ
処理と同様であり、実施例１におけるＯＰＣ２をＯＰＣｄで読み替えることで説明できる
ため、説明を省略する。
【００６７】
　また、ＯＰＣｃで行うＯＰＣ処理は実施例１におけるＯＰＣ０で行うＯＰＣ処理と同様
であり、実施例１におけるＯＰＣ０をＯＰＣｃで読み替えることで説明できるため、説明
を省略する。
【００６８】
　実施例１１を説明する。実施例１１が実施例１０と相違する点は、実施例１０では省領
域ＯＰＣ　Ｆ０５において、レーザ光パワーを変化させる範囲をＯＰＣ結果のレーザ光パ
ワー値近傍に限定することで狭めていたが、実施例１１では通常ＯＰＣ　Ｆ０３で行って
いたレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点である。実施例１１におけるレーザ光パ
ワーの段階は実施例２と同様であるので説明は省略する。
【００６９】
　実施例１２を説明する。実施例１２が実施例７と相違する点は、省領域ＯＰＣ　Ｆ０５
において、レーザ光パワーを変化させる範囲を、ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍と、
近傍以外のレーザ光パワーの段階ではレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点である
。実施例１２におけるレーザ光パワーの段階は実施例３と同様であるので説明は省略する
。
【００７０】
　実施例１３を説明する。実施例１３における光ディスク１の構造例を図１７に示す。図
１７における光ディスク１はＮ層（Ｎは２以上の自然数）の記録層（Ｌ０層、・・・、Ｌ
（Ｎ－１）層）から成り、各層にＯＰＣ領域を備える（全ては図示せず）。図１７はＬａ
１層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａ１）からＬａｎ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａｎ）のｎ層分のＯ
ＰＣ領域が一部分重なっている場合を示す。ここで、ｎは０以上（Ｎ－１）以下の整数で
ある。ＭＡ領域、ＩＮＦＯ領域については図２の３層の光ディスク構造の場合と同様であ
るので説明は省略する。光ピックアップ３からのレーザ光はL（Ｎ－１）層側から光ディ
スク１に照射される。
【００７１】
　図１８は本実施例でのＯＰＣ領域の使用状態を概念的に示したものであり、図１７にお
けるＬａ１層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａ１）とＬａｍ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａｍ）とＬａ
ｎ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａｎ）について示している。ｍは１乃至ｎの整数である。ＯＰ
Ｃａ１よりＬ０層側の層において、ＯＰＣａ１領域と半径位置でみたときに一部分でも重
なるＯＰＣ領域はないものとする。ＯＰＣａ１は既に記録パワーを調整するために記録を
行った領域（ＵＯＰＣａ１）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣａ１）から成り、
一度もＬａ１層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣａ１は存在しない状態である。
同様にＬａｍ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａｍ）は既に記録パワーを調整するために記録を行
った領域（ＵＯＰＣａｍ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣａｍ）から成り、一
度もＬａｍ層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣａｍは存在しない状態である。同
様にＬａｎ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａｎ）は既に記録パワーを調整するために記録を行っ
た領域（ＵＯＰＣａｎ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣａｎ）から成り、一度
もＬａｎ層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣａｎは存在しない状態である。
【００７２】
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　本実施例においてＯＰＣａｎで行うＯＰＣ処理が実施例７におけるＯＰＣｂで行うＯＰ
Ｃ処理と異なる点は、図４における近接度判定Ｆ０２において、ＯＰＣ領域が光ディスク
１の半径位置でみたときに近接する各層のＯＰＣ領域における記録を行った領域（ＵＯＰ
Ｃａ１乃至ＵＯＰＣａｎ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣａ１乃至ＥＯＰＣａ
ｎ）の境界の差分（図１８のｄｉｆｆａ１ｎなど）をＯＰＣａｎとＯＰＣ領域が重なって
いる全ての層のＯＰＣ領域について求め（図１８のｄｉｆｆａ１ｎ乃至ｄｉｆｆａｍｎ（
ｍ＝ｎ－１））、ｄｉｆｆａ１ｎ乃至ｄｉｆｆａｍｎ（ｍ＝ｎ－１）のいずれも閾値α以
上であれば、非近接としてＯＰＣａｎのＥＯＰＣａｎで通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行い、ｄｉ
ｆｆａ１ｎ乃至ｄｉｆｆａｍｎ（ｍ＝ｎ－１）のいずれかが閾値αより小さければＯＰＣ
結果情報読み出しＦ０４を行う点である。その他の点については実施例７におけるＯＰＣ
ｂで行うＯＰＣ処理と同様であるため、説明を省略する。
【００７３】
　次に、Ｌａｍ層でＯＰＣを行う場合について説明する。Ｌａｍ層でＯＰＣを行う場合に
ついてもＬａｎ層でＯＰＣを行う場合と同様、これからＯＰＣを行うＯＰＣａｍのＯＰＣ
アドレス情報と半径位置でみたときにＯＰＣａｍとＯＰＣ領域が重なっている全ての層の
ＯＰＣ領域のＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図１８のｄｉｆｆａ１ｍ
など）を算出し、算出結果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断することで
ＯＰＣａｍ領域の消費を抑えることができる。
【００７４】
　次に、Ｌａ１層でＯＰＣを行う場合について説明する。Ｌａ１層でＯＰＣを行う場合に
ついてもＬａｎ層でＯＰＣを行う場合と同様、これからＯＰＣを行うＯＰＣａ１のＯＰＣ
アドレス情報と半径位置でみたときにＯＰＣａ１とＯＰＣ領域が重なっている全ての層の
ＯＰＣ領域のＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図１８のｄｉｆｆａ１ｍ
など）を算出し、算出結果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断することで
ＯＰＣａ１領域の消費を抑えることができる。
【００７５】
　実施例１４を説明する。実施例１４が実施例１３と相違する点は、実施例１３では省領
域ＯＰＣ　Ｆ０５において、レーザ光パワーを変化させる範囲をＯＰＣ結果のレーザ光パ
ワー値近傍に限定することで狭めていたが、実施例１４では通常ＯＰＣ　Ｆ０３で行って
いたレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点である。実施例１４におけるレーザ光パ
ワーの段階は実施例２と同様であるので説明は省略する。
【００７６】
　実施例１５を説明する。実施例１５が実施例１３と相違する点は、省領域ＯＰＣ　Ｆ０
５において、レーザ光パワーを変化させる範囲を、ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍と
、近傍以外のレーザ光パワーの段階ではレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点であ
る。実施例１５におけるレーザ光パワーの段階は実施例３と同様であるので説明は省略す
る。
【００７７】
　実施例１６を説明する。実施例１６における光ディスク１の構造例を図１９に示す。図
１９における光ディスク１はＮ層（Ｎは２以上の自然数）の記録層（Ｌ０層、・・・、Ｌ
（Ｎ－１）層）から成り、各層にＯＰＣ領域を備える（全ては図示せず）。図１９はＬｂ
１層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂ１）からＬｂｎ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂｎ）のｎ層分のＯ
ＰＣ領域が一部分重なっている場合を示す。ここで、ｎは０以上（Ｎ－１）以下の整数で
ある。ＭＡ領域、ＩＮＦＯ領域については図２の３層の光ディスク構造の場合と同様であ
るので説明は省略する。光ピックアップ３からのレーザ光はL（Ｎ－１）層側から光ディ
スク１に照射される。
【００７８】
　図２０は本実施例でのＯＰＣ領域の使用状態を概念的に示したものであり、図１９にお
けるＬｂ１層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂ１）とＬｂｍ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂｍ）とＬｂ
ｎ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣａｎ）について示している。ｍは１乃至ｎの整数である。ＯＰ
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Ｃｂ１よりＬ０層側の層において、ＯＰＣｂ１領域と半径位置でみたときに一部分でも重
なるＯＰＣ領域はないものとする。ＯＰＣｂ１は既に記録パワーを調整するために記録を
行った領域（ＵＯＰＣｂ１）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣｂ１）から成り、
一度もＬｂ１層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣｂ１は存在しない状態である。
同様にＬｂｍ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂｍ）は既に記録パワーを調整するために記録を行
った領域（ＵＯＰＣｂｍ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣｂｍ）から成り、一
度もＬｂｍ層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣｂｍは存在しない状態である。同
様にＬｂｎ層のＯＰＣ領域（ＯＰＣｂｎ）は既に記録パワーを調整するために記録を行っ
た領域（ＵＯＰＣｂｎ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣｂｎ）から成り、一度
もＬｂｎ層でＯＰＣを行っていない場合にはＵＯＰＣｂｎは存在しない状態である。
【００７９】
　本実施例においてＯＰＣｂｎで行うＯＰＣ処理が実施例１０におけるＯＰＣｄで行うＯ
ＰＣ処理と異なる点は、図４における近接度判定Ｆ０２において、ＯＰＣ領域が光ディス
ク１の半径位置でみたときに近接する各層のＯＰＣ領域における記録を行った領域（ＵＯ
ＰＣｂ１乃至ＵＯＰＣｂｎ）と未だ記録を行っていない領域（ＥＯＰＣｂ１乃至ＥＯＰＣ
ｂｎ）の境界の差分（図２０のｄｉｆｆｂ１ｎなど）をＯＰＣｂｎとＯＰＣ領域が重なっ
ている全ての層のＯＰＣ領域について求め（図２０のｄｉｆｆｂ１ｎ乃至ｄｉｆｆｂｍｎ
（ｍ＝ｎ－１））、ｄｉｆｆｂ１ｎ乃至ｄｉｆｆｂｍｎ（ｍ＝ｎ－１）のいずれも閾値α
以上であれば、非近接としてＯＰＣｂｎのＥＯＰＣｂｎで通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行い、ｄ
ｉｆｆｂ１ｎ乃至ｄｉｆｆｂｍｎ（ｍ＝ｎ－１）のいずれかが閾値αより小さければＯＰ
Ｃ結果情報読み出しＦ０４を行う点である。その他の点については実施例１０におけるＯ
ＰＣｄで行うＯＰＣ処理と同様であるため、説明を省略する。
【００８０】
　次に、Ｌｂｍ層でＯＰＣを行う場合について説明する。Ｌｂｍ層でＯＰＣを行う場合に
ついてもＬｂｎ層でＯＰＣを行う場合と同様、これからＯＰＣを行うＯＰＣｂｍのＯＰＣ
アドレス情報と半径位置でみたときにＯＰＣｂｍとＯＰＣ領域が重なっている全ての層の
ＯＰＣ領域のＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図２０のｄｉｆｆｂ１ｍ
など）を算出し、算出結果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断することで
ＯＰＣｂｍ領域の消費を抑えることができる。
【００８１】
　次に、Ｌｂ１層でＯＰＣを行う場合について説明する。Ｌｂ１層でＯＰＣを行う場合に
ついてもＬｂｎ層でＯＰＣを行う場合と同様、これからＯＰＣを行うＯＰＣｂ１のＯＰＣ
アドレス情報と半径位置でみたときにＯＰＣｂ１とＯＰＣ領域が重なっている全ての層の
ＯＰＣ領域のＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図２０のｄｉｆｆｂ１ｍ
など）を算出し、算出結果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断することで
ＯＰＣｂ１領域の消費を抑えることができる。
【００８２】
　実施例１７を説明する。実施例１７が実施例１６と相違する点は、実施例１６では省領
域ＯＰＣ　Ｆ０５において、レーザ光パワーを変化させる範囲をＯＰＣ結果のレーザ光パ
ワー値近傍に限定することで狭めていたが、実施例１７では通常ＯＰＣ　Ｆ０３で行って
いたレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点である。実施例１７におけるレーザ光パ
ワーの段階は実施例２と同様であるので説明は省略する。
【００８３】
　実施例１８を説明する。実施例１８が実施例１６と相違する点は、省領域ＯＰＣ　Ｆ０
５において、レーザ光パワーを変化させる範囲を、ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍と
、近傍以外のレーザ光パワーの段階ではレーザ光パワーの段階を間引いて選択する点であ
る。実施例１８におけるレーザ光パワーの段階は実施例３と同様であるので説明は省略す
る。
【００８４】
　実施例１９を説明する。図２５は実施例１９におけるマイコン４３で動作するソフトウ
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ェアが行うＯＰＣの手順をフローチャートで示したものであり、図２５において図４に示
す実施例１と同様の動作を行う処理については同じ番号を付している。実施例１９が図４
に示す実施例１のＯＰＣ手順と相違する点は、ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４の後にＯＰ
Ｃ結果情報有無確認Ｆ０６を行う点、ＯＰＣ結果情報有無確認Ｆ０６でＯＰＣ結果情報が
有りと判定した場合に省領域ＯＰＣ　Ｆ０５を行う点、及びＯＰＣ結果情報有無確認Ｆ０
６でＯＰＣ結果情報が無しと判定した場合にレーザ光パワー決定Ｆ０７を行う点である。
【００８５】
　以下、実施例１９が実施例１と異なる処理についてのみ説明し、同様の動作を行う処理
については説明を省略する。
【００８６】
　ＯＰＣ結果情報有無確認Ｆ０６では、ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４において、製造者
ＩＤ　Ｉ０１、光ディスク装置ＩＤ　Ｉ０２、及び層情報Ｉ０３が一致するＯＰＣ結果情
報が存在するかどうかをマイコン４３が判定する。判定の結果、ＯＰＣ結果情報が無しと
判定した場合にはレーザ光パワー決定Ｆ０７を行い、有りと判定した場合には実施例１で
既に説明した省領域ＯＰＣ　Ｆ０５を行う。
【００８７】
　レーザ光パワー決定Ｆ０７においては、ＯＰＣを行うことなくレーザ光パワーを決定す
る。決定するレーザ光パワーの値は、光ディスク１に光ディスク製造者によりあらかじめ
記録してある推奨レーザ光パワー値を光ディスク１を再生させて読み出し、該推奨レーザ
光パワーをレーザ光パワーに決定する。推奨レーザ光パワー値読み出しの手順は、ＯＰＣ
使用量確認Ｆ０１の手順と同様であり、データを読み出す領域が異なるのみであるので説
明を省略する。推奨レーザ光パワーは例えば光ディスク１のＭＡ領域などに記録してある
。
【００８８】
　なお、本実施例では実施例１との相違点について述べたが、実施例２乃至１８について
も本実施例と同様の実施形態をとることができることは言うまでもない。
【００８９】
　実施例２０を説明する。図２６は実施例２０におけるマイコン４３で動作するソフトウ
ェアが行うＯＰＣの手順をフローチャートで示したものであり、図２６において図２５に
示す実施例１９と同様の動作を行う処理については同じ番号を付している。実施例２０が
図２５に示す実施例１９のＯＰＣ手順と相違する点は、ＯＰＣ結果情報有無確認Ｆ０６で
ＯＰＣ結果情報が無しと判定した場合に省領域ＯＰＣ（２）Ｆ０８を行う点である。
【００９０】
　以下、実施例２０が実施例１９と異なる処理についてのみ説明し、同様の動作を行う処
理については説明を省略する。
【００９１】
　省領域ＯＰＣ（２）Ｆ０８においては、光ディスク１に光ディスク製造者によりあらか
じめ記録してある推奨レーザ光パワー値を光ディスク１を再生させて読み出し、ＯＰＣに
おいてレーザ光パワーを変化させる範囲を該推奨レーザ光パワー値近傍に限定することで
狭める。推奨レーザ光パワー値読み出しの手順は、ＯＰＣ使用量確認Ｆ０１の手順と同様
であり、データを読み出す領域が異なるのみであるので説明を省略する。推奨レーザ光パ
ワーは例えば光ディスク１のＭＡ領域などに記録してある。また、省領域ＯＰＣ（２）Ｆ
０８の手順は省領域ＯＰＣ　Ｆ０５と同様であり、レーザ光パワーを変化させる範囲が異
なるのみであるので説明を省略する。
【００９２】
　なお、本実施例では実施例１との相違点について述べたが、実施例２乃至１８について
も本実施例と同様の実施形態をとることができることは言うまでもない。
【００９３】
　実施例２１を説明する。実施例２１が実施例２０と相違する点は、実施例２０では省領
域ＯＰＣ（２）Ｆ０８において、レーザ光パワーを変化させる範囲を前記推奨レーザ光パ
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ワー値近傍に限定することで狭めていたが、実施例２１では通常ＯＰＣ　Ｆ０３で行って
いたレーザ光パワーの段階を間引いて狭める点である。省領域ＯＰＣ（２）Ｆ０８の手順
は実施例２で説明した省領域ＯＰＣ　Ｆ０５と同様であるので説明を省略する。
【００９４】
　なお、本実施例では実施例２０との相違点について述べたが、実施例２乃至１８につい
ても本実施例と同様の実施形態をとることができることは言うまでもない。
【００９５】
　実施例２２を説明する。図２７は実施例２２におけるマイコン４３で動作するソフトウ
ェアが行うＯＰＣの手順をフローチャートで示したものであり、図２７において図４に示
す実施例１と同様の動作を行う処理については同じ番号を付している。実施例２２が実施
例１と相違する点は、実施例１ではＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４の後、省領域ＯＰＣ　
Ｆ０５を行っていたところをレーザ光パワー決定Ｆ０９を行う点である。
【００９６】
　以下、実施例２２が実施例１と異なる処理についてのみ説明し、同様の動作を行う処理
については説明を省略する。
【００９７】
　レーザ光パワー決定Ｆ０９においては、ＯＰＣを行うことなくレーザ光パワーを決定す
る。決定するレーザ光パワーの値は、ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４で読み出したＯＰＣ
結果のレーザ光パワーとする。
【００９８】
　なお、本実施例では実施例１との相違点について述べたが、実施例２乃至１８について
も本実施例と同様の実施形態をとることができることは言うまでもない。
【００９９】
　実施例２３を説明する。図２８はＩＮＦＯ領域に記録するＯＰＣ結果情報のその他の例
を図示したものであり、図６に示す実施例１乃至２２におけるＯＰＣ結果情報と異なる点
は有効範囲Ｉ０５を有する点である。有効範囲Ｉ０５は通常ＯＰＣ　Ｆ０３にて実行した
ＯＰＣにおいて、レーザ光パワーの変化量に対するベータ値の変化量が予め定めた閾値よ
り小さくなるレーザ光パワーの範囲を示すものである。有効範囲Ｉ０５は該閾値より小さ
くなる約境界となるレーザ光パワー値でも良い。該有効範囲Ｉ０５に基づき、省領域ＯＰ
Ｃ　Ｆ０５及び省領域ＯＰＣ（２）Ｆ０８において変化させるレーザ光パワー範囲を該有
効範囲Ｉ０５以外に狭めることによりＯＰＣ使用領域を少なくすることが可能となる。
【０１００】
　実施例２４を説明する。図２９は実施例２４におけるマイコン４３で動作するソフトウ
ェアが行うＯＰＣの手順をフローチャートで示したものであり、図２９において図４に示
す実施例１と同様の動作を行う処理については同じ番号を付し、詳細な動作の説明は省略
する。実施例２４が実施例１と相違する点は、実施例１では近接度判定Ｆ０２でＯＰＣ使
用量確認F０１で算出したｄｉｆｆと予め定めた閾値αとの大小判定を以って記録を行っ
た領域と未だ記録していない領域の境界の近接度を判定し、通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行うか
ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４を行うかを判断するが、実施例２４では近接度判定Ｆ０２
を行わず、ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４を行う点である。このようにすることで、さら
にＯＰＣ使用領域を少なくすることが可能となる。
【０１０１】
　なお、実施例２４における省領域ＯＰＣ　Ｆ０５では、実施例２における省領域ＯＰＣ
　Ｆ０５のようにレーザ光パワーの段階を間引いて選択しても同様にＯＰＣ使用領域を少
なくすることができ、また実施例３における省領域ＯＰＣ　Ｆ０５のようにレーザ光パワ
ーを変化させる範囲を、ＯＰＣ結果のレーザ光パワー値近傍と、近傍以外のレーザ光パワ
ーの段階ではレーザ光パワーの段階を間引いて選択しても同様にＯＰＣ使用領域を少なく
することができる。
【０１０２】
　なお、実施例２４においても、実施例１９乃至２２のようにＯＰＣ結果情報読み出しＦ
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０４において、製造者ＩＤ　Ｉ０１、光ディスク装置ＩＤ　Ｉ０２、及び層情報Ｉ０３が
一致するＯＰＣ結果情報が存在しない場合でもレーザ光パワー決定やＯＰＣにおけるパワ
ー変化範囲を定めることにより、光ディスク装置の製造者や光ディスク装置が異なる装置
で多くのＯＰＣ領域を消費した場合においても本発明によればＯＰＣ領域の消費を抑える
ことができ、レーザ光パワーを求めることができる。
【０１０３】
　なお、実施例２４においても、実施例４で述べた４層で構成する光ディスクに対しても
同様にＯＰＣ使用領域を少なくすることができ、実施例７乃至１８で述べたＮ層で構成す
る光ディスクに対しても同様にＯＰＣ使用領域を少なくすることができる。
【０１０４】
　以上、実施例１乃至２３で述べたように、各層のＯＰＣ領域のＯＰＣ使用量から未使用
領域の光ディスク１の半径位置での近接度を判定し、該近接度に応じてＯＰＣで変化させ
るレーザ光パワーの段階数を少なくしてＯＰＣ使用領域を少なくし、ＯＰＣ領域の消費を
抑えることでよりＯＰＣ回数を増やし、適切なレーザ光パワーを求めることができる。ま
た、実施例２４で述べたように近接度判定を行わず、省領域ＯＰＣを行うことでよりＯＰ
Ｃ領域の消費を抑えることでよりＯＰＣ回数を増やし、適切なレーザ光パワーを求めるこ
とができる。
【０１０５】
　また、実施例１９乃至２２で述べたように、ＯＰＣ結果情報読み出しＦ０４において、
製造者ＩＤ　Ｉ０１、光ディスク装置ＩＤ　Ｉ０２、及び層情報Ｉ０３が一致するＯＰＣ
結果情報が存在しない場合でもレーザ光パワー決定やＯＰＣにおけるパワー変化範囲を定
めることにより、光ディスク装置の製造者や光ディスク装置が異なる装置で多くのＯＰＣ
領域を消費した場合においても本発明によればＯＰＣ領域の消費を抑えることができ、レ
ーザ光パワーを求めることができる。
【０１０６】
　なお、図１において、ＡＦＥ４１、信号品質測定手段４２、マイコン４３、メモリ４４
、位置制御手段４５、レーザパルス制御手段４６、モータ制御手段４７、２値化手段４８
、及び復号手段４９は信号処理ＬＳＩ４に内蔵する構成としたが、本発明はこれに限定さ
れず、これらの一部または全ては別個に設ける構成であっても良い。制御の容易性や回路
設計のスペース上有利になることもあるからである。
【０１０７】
　また、前記マイコン４３はソフトウェアで制御し、前記データ処理や前記各種指示を出
すとしたが、これらの処理の一部または全てをハードウェアで処理しても良い。制御の容
易性や回路設計のスペース上有利になることもあるからである。
【０１０８】
　また、実施例１乃至３、及び２４において、ＯＰＣ０乃至２の光ディスク１の半径方向
の位置を図２に示す配置としたが、本配置に限るものではなく、例えば図２１に示すよう
にＯＰＣ０乃至２の配置を光ディスク１の半径位置で内周側からＯＰＣ０、ＯＰＣ２、Ｏ
ＰＣ１と配置しても実施例１乃至３、及び２４と同様の効果が得られる。
【０１０９】
　また、実施例１乃至２４において、ＯＰＣ領域に記録を行うアドレス順は１回のＯＰＣ
で記録する範囲内においては昇順であるが、ＯＰＣで記録する範囲の先頭アドレスは降順
で記録を行う、としたが、通常のデータ領域と同様に昇順でＯＰＣ領域に記録を行っても
良い。ただしこの場合には実施例１乃至２３において、各記録層のＯＰＣ領域の光ディス
ク１の半径上位置を次のように配置を変える。すなわち、実施例１乃至２３においては、
ピックアップ３からのレーザ光が照射される側の層のＯＰＣ領域はＬ０層側のＯＰＣ領域
よりもアドレス値が大きい側に配置しているが、逆に小さい側に配置する。
【０１１０】
　また、実施例１乃至２３の通常ＯＰＣ　Ｆ０３において、全てのレーザ光パワーについ
て記録を行った後、信号品質評価を行う、としたが、選択したレーザ光パワーについての
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記録を行った後、該記録を行った箇所を再生させて信号品質評価を行い、その後別の選択
したレーザ光パワーについて行う、というように信号品質評価は必ずしも全てのレーザ光
パワーについて記録を行った後に行わなくても良い。この方が制御が容易になる場合があ
るからである。
【０１１１】
　また、実施例１乃至２４において信号品質測定手段４２は測定結果情報Ｓ０６をマイコ
ン４３に出力するとしたが、信号品質測定手段４２は測定結果情報Ｓ０６をメモリ４４に
記録し、マイコン４３が該測定結果情報Ｓ０６をメモリ４４から読み出してもよい。この
方が制御が容易になる場合があるからである。
【０１１２】
　また、実施例１乃至２３の通常ＯＰＣ　Ｆ０３において、通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行う度
にＯＰＣ結果情報をＩＮＦＯ領域に記録するとしたが、ＩＮＦＯ領域において製造者ＩＤ
と光ディスク装置ＩＤが一致する過去のＯＰＣ結果情報がある場合には新たにＯＰＣ結果
情報を追記しなくても良く、この場合にはＩＮＦＯ領域の使用量を減らすことができる。
【０１１３】
　また、実施例１乃至２４の省領域ＯＰＣ　Ｆ０５において、レーザ光パワーの選択のみ
通常ＯＰＣ　Ｆ０３と異なる、としたが、省領域ＯＰＣ　Ｆ０５ではＯＰＣ結果情報をＩ
ＮＦＯ領域に記録することを省略しても良く、この場合にはＩＮＦＯ領域の使用量を減ら
すことができる。
【０１１４】
　また、実施例１乃至２４において光ディスク１の各層にＯＰＣ領域を設けるとしたが、
いずれかの層のＯＰＣ領域がなくても同様の効果は得られる。
【０１１５】
　また、実施例１乃至６、実施例１９乃至２３のＬ０層でＯＰＣを行う場合において、こ
れからＯＰＣを行うＯＰＣ０のＯＰＣアドレス情報と半径位置が近接するＯＰＣ２のＯＰ
Ｃアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図３のｄｉｆｆ）を算出し、算出結果より
通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断する、としたが、Ｌ０層のＯＰＣ領域ＯＰ
Ｃ０は光ピックアップ３から最も遠い層であり、より遠くにはＯＰＣ領域が重なっている
層はないため、ｄｉｆｆの値が閾値αより小さくとも、通常ＯＰＣを行っても他層でのＯ
ＰＣに影響がないため、Ｌ０層でのＯＰＣは通常ＯＰＣのみを行うとしても良い。
【０１１６】
　また、実施例４乃至６、実施例１９乃至２３のＬ１層でＯＰＣを行う場合において、こ
れからＯＰＣを行うＯＰＣ１のＯＰＣアドレス情報と半径位置が近接するＯＰＣ３のＯＰ
Ｃアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図１２のｄｉｆｆ）を算出し、算出結果よ
り通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断する、としたが、Ｌ１層のＯＰＣ領域Ｏ
ＰＣ１は、より遠くにはＯＰＣ領域が重なっている層はないため、ｄｉｆｆの値が閾値α
より小さくとも、通常ＯＰＣを行っても他層でのＯＰＣに影響がないため、Ｌ１層でのＯ
ＰＣは通常ＯＰＣのみを行うとしても良い。
【０１１７】
　また、実施例７乃至９、実施例１９乃至２３のＬａ層でＯＰＣを行う場合において、こ
れからＯＰＣを行うＯＰＣａのＯＰＣアドレス情報と半径位置が近接するＯＰＣｂのＯＰ
Ｃアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図１４のｄｉｆｆ）を算出し、算出結果よ
り通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断する、としたが、Ｌａ層のＯＰＣ領域Ｏ
ＰＣａは、より遠くにはＯＰＣ領域が重なっている層はないため、ｄｉｆｆの値が閾値α
より小さくとも、通常ＯＰＣを行っても他層でのＯＰＣに影響がないため、Ｌａ層でのＯ
ＰＣは通常ＯＰＣのみを行うとしても良い。
【０１１８】
　また、実施例１０乃至１２、実施例１９乃至２３のＬｃ層でＯＰＣを行う場合において
、これからＯＰＣを行うＯＰＣｃのＯＰＣアドレス情報と半径位置が近接するＯＰＣｄの
ＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図１６のｄｉｆｆ）を算出し、算出結
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果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断する、としたが、Ｌｃ層のＯＰＣ領
域ＯＰＣｃは、より遠くにはＯＰＣ領域が重なっている層はないため、ｄｉｆｆの値が閾
値αより小さくとも、通常ＯＰＣを行っても他層でのＯＰＣに影響がないため、Ｌｃ層で
のＯＰＣは通常ＯＰＣのみを行うとしても良い。
【０１１９】
　また、実施例１３乃至１５、実施例１９乃至２３のＬａ１層でＯＰＣを行う場合におい
て、これからＯＰＣを行うＯＰＣａ１のＯＰＣアドレス情報と半径位置が近接するＯＰＣ
ａ２乃至ＯＰＣａｎのＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図１８のｄｉｆ
ｆａ１ｍなど）を算出し、算出結果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断す
る、としたが、Ｌａ１層のＯＰＣ領域ＯＰＣａ１は、より遠くにはＯＰＣ領域が重なって
いる層はないため、ｄｉｆｆａ１ｍなどの値が閾値αより小さくとも、通常ＯＰＣを行っ
ても他層でのＯＰＣに影響がないため、Ｌａ１層でのＯＰＣは通常ＯＰＣのみを行うとし
ても良い。
【０１２０】
　また、実施例１６乃至１８、実施例１９乃至２３のＬｂ１層でＯＰＣを行う場合におい
て、これからＯＰＣを行うＯＰＣｂ１のＯＰＣアドレス情報と半径位置が近接するＯＰＣ
ｂ２乃至ＯＰＣｂｎのＯＰＣアドレス情報から、半径位置の距離の差分（図２０のｄｉｆ
ｆｂ１ｍなど）を算出し、算出結果より通常ＯＰＣを行うか省領域ＯＰＣを行うか判断す
る、としたが、Ｌｂ１層のＯＰＣ領域ＯＰＣｂ１は、より遠くにはＯＰＣ領域が重なって
いる層はないため、ｄｉｆｆｂ１ｍなどの値が閾値αより小さくとも、通常ＯＰＣを行っ
ても他層でのＯＰＣに影響がないため、Ｌｂ１層でのＯＰＣは通常ＯＰＣのみを行うとし
ても良い。
【０１２１】
　また、実施例４乃至６、実施例１９乃至２４において、ＯＰＣ０乃至３の光ディスク１
の半径方向の位置を図１１に示す配置としたが、本配置に限るものではなく、例えば図２
２のようにＯＰＣ０乃至３の配置を光ディスク１の半径位置で内周側からＯＰＣ０、ＯＰ
Ｃ２、ＯＰＣ３、ＯＰＣ１と配置しても実施例４乃至６、実施例１９乃至２４と同様の効
果が得られる。
【０１２２】
　もしくは図２３のようにＯＰＣ３、ＯＰＣ０、ＯＰＣ１、ＯＰＣ２と配置し、実施例４
乃至６、実施例１９乃至２４におけるＯＰＣ２とＯＰＣ０をそれぞれ図２３の配置におけ
るＯＰＣ２とＯＰＣ１に、実施例４乃至６、実施例１９乃至２４におけるＯＰＣ３とＯＰ
Ｃ１をそれぞれ図２３の配置におけるＯＰＣ３とＯＰＣ０に読み替えると実施例４乃至６
、実施例１９乃至２４と同様の効果が得られる。
【０１２３】
　もしくは図２４のようにＯＰＣ１、ＯＰＣ２、ＯＰＣ３、ＯＰＣ０と配置としても前記
図２３の場合と同様に実施例４乃至６、実施例１９乃至２４と同様の効果が得られる。
【０１２４】
　また、実施例４乃至６、実施例１９乃至２３において、通常ＯＰＣ　Ｆ０３を行うか省
領域ＯＰＣ　Ｆ０５を行うかを判断するための閾値αを、ＯＰＣ０とＯＰＣ２、ＯＰＣ１
とＯＰＣ３の両方の組み合わせの場合で共通に定めるとしたが、それぞれ異なる閾値とし
ても良く、この場合にはＯＰＣ０とＯＰＣ２、ＯＰＣ１とＯＰＣ３が重なっている領域の
大きさが違っていてもそれぞれに適した閾値を設定して判定可能となるので、より効果的
にＯＰＣを実施することができる。
【０１２５】
　また、図２、図１１、及び図１３、図１５、図１７、図１９、図２１乃至図２４におい
てＭＡ領域及びＩＮＦＯ領域をＬ０層に配置しているが、これらの領域は必ずしもＬ０領
域に配置していなくてもよく、他の層に配置しても、別々に配置しても良い。
【０１２６】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
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例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。
【符号の説明】
【０１２７】
　１…光ディスク
　２…スピンドルモータ
　３…光ピックアップ
　４…信号処理ＬＳＩ
　４１…ＡＦＥ
　４２…信号品質測定手段
　４３…マイコン
　４４…メモリ
　４５…位置制御手段
　４６…レーザパルス制御手段
　４７…モータ制御手段
　４８…２値化手段
　４９…復号手段
　Ｓ０１…モータ制御信号
　Ｓ０２…位置制御信号
　Ｓ０３…レーサパルス制御信号
　Ｓ０４…電気信号
　Ｓ０５…アナログ信号
　Ｓ０６…測定結果情報
　Ｓ０７…位置制御指示
　Ｓ０８…レーザパルス制御指示
　Ｓ０９…モータ制御指示
　Ｓ１０…２値データ
　Ｓ１１…復号データ
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