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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一部に分析対象を配置した分析用光ディスクにレーザー光を照射し、前記分析対象に照
射されて反射または透過して読み取った検出光をフォトディテクタで検出し、前記フォト
ディテクタの出力信号を映像信号処理回路で処理して映像信号を出力して前記分析対象の
状態を読み取る分析装置であって、
　前記レーザー光を発生するレーザー素子を駆動するレーザー駆動回路と、
　前記レーザー素子から発生したレーザー光の強度を検出するフロントモニタと、
　前記フロントモニタの検出電圧を入力信号として前記レーザー駆動回路をフィードバッ
ク制御するオートパワーコントロール回路と、
　前記映像信号処理回路の出力信号を積分して出力する積分回路と、
　前記フロントモニタの検出電圧を前記オートパワーコントロール回路への前記入力信号
として出力する第１の切り替え状態と前記積分回路の出力電圧を前記オートパワーコント
ロール回路への前記入力信号として出力する第２の切り替え状態を有する切り替えスイッ
チと、
　前記分析対象の読み取り位置を検出するまでは前記切り替えスイッチを第１の切り替え
状態に切り替えて運転し、第１の切り替え状態に切り替えて運転中に分析用光ディスクの
分析対象の読み取り位置になったことを検出して前記切り替えスイッチを第２の切り替え
状態に切り替えて運転する制御手段と
を設けた分析装置。
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【請求項２】
　制御手段は、分析用光ディスクの半径方向に規定した読み取り位置の直前位置に設けら
れたマークを検出して前記切り替えスイッチを第２の切り替え状態に切り替えるよう構成
した
請求項１記載の分析装置。
【請求項３】
　制御手段は、分析用光ディスクの半径方向に規定した読み取り位置の直前位置に設けら
れたマークを検出して前記切り替えスイッチを第２の切り替え状態に切り替え、規定時間
の経過を検出して前記切り替えスイッチを第１の切り替え状態に復帰させるよう構成した
請求項１記載の分析装置。
【請求項４】
　制御手段は、分析用光ディスクの半径方向に規定した読み取り位置の直前位置に設けら
れたマークを検出して前記切り替えスイッチを第２の切り替え状態に切り替え、前記読み
取り位置の直後位置に設けられたマークを検出して前記切り替えスイッチを第１の切り替
え状態に復帰させるよう構成した
請求項１記載の分析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、血液などの分析対象を分析用の光ディスクにセットし、この分析対象をトレー
スして映像として捉えようする分析装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特表平１０－５０４３９７号公報などにあるように、光ディスクの再生機能を用いてディ
スク上のある部分に試験しようとする分析対象を設けて、トレースし分析対象の映像を取
得する方法がある。
【０００３】
通常、光ディスク１０１は図６と図７に示すように、基盤１０２の面にアルミ反射層のト
ラック１０３を形成し、そのトラックに微細な凹凸のピットとグルーブ１０４で情報が記
録されている。１０５は保護層である。
【０００４】
図５に示す一般的な光ディスクドライブでは、ディスクモータ１０６で光ディスク１０１
を矢印Ｃ方向に回転させながら、トラック１０３上をピックアップ１０７からのレーザー
光Ｐｈで読み取る。ピックアップ１０７は、トラバースモータ１０８で駆動される送りね
じ１０９に螺合しており、サーボコントロール回路１１０が、ピックアップ１０７の再生
出力に基づいてトラック１０３を追随してトレースするように、トラバースモータ１０８
を駆動してピックアップ１０７を径方向に移動させる。また、サーボコントロール回路１
１０は、トラック１０３に記録されているアドレス情報を検出し、線速度が一定になるよ
うにディスクモータ１０６を駆動（ＣＬＶ制御）する。
【０００５】
さらに詳しくは、レーザー光Ｐｈの光ディスク１０１への照射位置は、トラバースモータ
１０８の駆動だけでなく、ピックアップ１０７の内部に設けられたトラッキングアクチュ
エータ（図示せず）によってレーザー光Ｐｈの光路を光ディスク１０１の面方向に必要に
応じて併せて駆動して位置制御しながら正確にトラック１０３をトレースするように構成
されている。
【０００６】
ここで、分析用ディスクの場合には、オーディオ用やビデオ用ＣＤの場合とは異なり、さ
らに分析対象１１１が図６と図７に示したように、光ディスク１０１に配置され、従来の
光ディスクドライブの技術を使用した分析装置は、この分析対象１１１からの反射光を図
８に示すピックアップ１０７のＰＤ（フォトディテクタ）１１７で読み取って映像信号処



(3) JP 4148705 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

理回路１１２で処理して分析対象１１１の映像を得ようとするものである。
【０００７】
図８は図５に示したピックアップ１０７のパワー制御回路を示す。
ディスク１０１のピットやグルーブ等で書かれた情報や各駆動サーボ用の情報を読み取る
ためのレーザー光出力は、ピックアップ１０７のＬＤ（レーザーＬＥＤ）１１３から発せ
られてディスク１０１に照射されると同時にモニター受光素子であるフロントモニタ１１
４に照射される。
【０００８】
そのフロントモニタ１１４の出力電圧は、ＡＰＣ回路（オートパワーコントロール回路）
１１５に入力される。ＡＰＣ回路１１５はフロントモニタ１１４の電圧が一定になるよう
に、レーザー駆動回路１１６を動作させてＬＤ１１３の出力が一定になるようにフィード
バック制御が行われている。前記分析装置においても例外ではなく同様の制御が行われる
。これはディスク上のピットやグルーブなどの信号を安定に捕捉するには有効に作用する
。
【０００９】
なお、図５と図８で示した光ディスクドライブでは、ピックアップ１０７のＬＤ１１３と
ＰＤ１１７とを光ディスク１０１に対して片側に設け、光ディスク１０１に照射されて反
射したレーザー光の検出信号を処理するように構成したが、ピックアップ１０７を、図９
に仮想線で示すように、光ディスク１０１を挟んでＬＤ１１３とＰＤ１１７を配設して、
光ディスク１０１に照射されて透過したレーザー光の検出信号を処理するように構成され
た光ディスクドライブのピックアップ１０７のパワー制御回路も図８と同様である。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、分析対象１１１の部分の映像取得に最適なレーザー出力は、前記ピットやグルー
ブなどを捕捉する出力が最適とは限らない。
【００１１】
これはディスク１０１の内部に設けられたピットやグルーブから情報を取得するレーザー
経路と、分析対象１１１から映像取得するレーザー経路とが異なることによる。
【００１２】
本発明は、ピットやグルーブからの情報取得に最適なレーザー出力が得られ、しかも分析
対象１１１からの映像取得に最適なレーザー出力が得られる分析装置を提供することを目
的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明は、分析対象の映像取得する時は検出映像の明暗でもっ
てコントロールするように構成したものである。これにより、分析対象からの映像取得時
に最適なコントラストの映像が得られる。
【００１４】
　本発明の請求項１記載の分析装置は、一部に分析対象を配置した分析用光ディスクにレ
ーザー光を照射し、前記分析対象に照射されて反射または透過して読み取った検出光をフ
ォトディテクタで検出し、前記フォトディテクタの出力信号を映像信号処理回路で処理し
て映像信号を出力して前記分析対象の状態を読み取る分析装置であって、前記レーザー光
を発生するレーザー素子を駆動するレーザー駆動回路と、前記レーザー素子から発生した
レーザー光の強度を検出するフロントモニタと、前記フロントモニタの検出電圧を入力信
号として前記レーザー駆動回路をフィードバック制御するオートパワーコントロール回路
と、前記映像信号処理回路の出力信号を積分して出力する積分回路と、前記フロントモニ
タの検出電圧を前記オートパワーコントロール回路への前記入力信号として出力する第１
の切り替え状態と前記積分回路の出力電圧を前記オートパワーコントロール回路への前記
入力信号として出力する第２の切り替え状態を有する切り替えスイッチと、前記分析対象
の読み取り位置を検出するまでは前記切り替えスイッチを第１の切り替え状態に切り替え
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て運転し、第１の切り替え状態に切り替えて運転中に分析用光ディスクの分析対象の読み
取り位置になったことを検出して前記切り替えスイッチを第２の切り替え状態に切り替え
て運転する制御手段とを設けたことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の請求項２記載の分析装置は、請求項１において、制御手段は、分析用光ディス
クの半径方向に規定した読み取り位置の直前位置に設けられたマークを検出して前記切り
替えスイッチを第２の切り替え状態に切り替えるよう構成したことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の請求項３記載の分析装置は、請求項１において、制御手段は、分析用光ディス
クの半径方向に規定した読み取り位置の直前位置に設けられたマークを検出して前記切り
替えスイッチを第２の切り替え状態に切り替え、規定時間の経過を検出して前記切り替え
スイッチを第１の切り替え状態に復帰させるよう構成したことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の請求項４記載の分析装置は、請求項１において、制御手段は、分析用光ディス
クの半径方向に規定した読み取り位置の直前位置に設けられたマークを検出して前記切り
替えスイッチを第２の切り替え状態に切り替え、前記読み取り位置の直後位置に設けられ
たマークを検出して前記切り替えスイッチを第１の切り替え状態に復帰させるよう構成し
たことを特徴とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図１～図４に基づいて説明する。
なお、図５～図９に示した従来例と同様のものには同一の符号を付けて説明する。
【００２１】
　図１は本発明の実施の形態の分析装置のピックアップ１０７のパワー制御回路を示し、
図２～図４はこの分析装置で使用する分析用光ディスク２０１を示す。
まず、分析用光ディスク２０１を説明する。
　図２に示す分析用ディスク２０１は、ピットもしくはグルーブを再生トレース可能であ
り、ディスクの回転を制御するためのデータ領域と分析対象が配置される読み取りエリア
とを有する分析用ディスクであって、前記分析対象が配置される読み取りエリアに対して
回転方向の直前位置に、前記読み取りエリアの径方向の区間にわたってマークが記録され
ている。
　図４に示す分析用ディスク２０１は、ピットもしくはグルーブを再生トレース可能であ
り、ディスクの回転を制御するためのデータ領域と分析対象が配置される読み取りエリア
とを有する分析用ディスクであって、前記分析対象が配置される読み取りエリアに対して
回転方向の直前位置と直後位置に、前記読み取りエリアの径方向の区間にわたってマーク
を記録されている。
【００２２】
　先ず、図２を説明する。
　分析用光ディスク２０１は、図２に示すように光ディスクに、検体と検査項目に応じた
試薬との混合物が分析対象１１１としてセットされており、分析対象１１１が配置された
読み取りエリア２０３に対して回転方向Ｃの直前位置のみに、読み取りエリアの径方向（
矢印Ａ方向）の区間にわたってマーク２０４が記録されている。
【００２３】
分析用光ディスク２０１における分析対象１１１の位置ならびに分析用光ディスク２０１
に対するマーク２０４の具体例は、図３に示すように構成されている。
【００２４】
図３（ａ）に示すように、分析対象１１１は分析用光ディスク２０１の表面２０２ａとト
ラック１０３の間に設けられている。マーク２０４は分析用光ディスク２０１の裏面２０
２ｂにインク２０５を帯状に印刷して形成されている。この図３（ａ）において、２０６
は鏡面加工されたトラック１０３に形成されたピットもしくはグルーブである。２０７は
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鏡面加工されたトラック１０３に形成されたランドである。
【００２５】
　なお、分析対象１１１は図３（ａ）に仮想線で示すように示すように分析用光ディスク
２０１の裏面２０２ｂとトラック１０３の間に設けて構成した場合も同様である。
【００２６】
図１に示したパワー制御回路は、ＡＰＣ回路１１５へフィードバックする入力信号を、切
り替えスイッチ２０８によって切り替えている。この切り替えスイッチ２０８は、フロン
トモニタ１１４の出力信号または積分回路２０９の出力信号の何れかをＡＰＣ回路１１５
へフィードバックしており、この切り替えスイッチ２０８はマイクロコンピュータ２１０
によって次のように制御されている。
【００２７】
マイクロコンピュータ２１０は、分析用光ディスク２０１上のＥＦＭ信号やウオブル信号
を取得する時には、フロントモニタ１１４の出力信号がＡＰＣ回路１１５へフィードバッ
クされるように切り替えスイッチ２０８を切り替えて、フロントモニタ１１４の出力電圧
が一定になるようにＬＤ１１３のレーザー出力がコントロールされる。
【００２８】
このようにフロントモニタ１１４の出力電圧が一定になるようにＬＤ１１３のレーザー出
力がコントロールされている運転中に、ＰＤ１１７の出力信号からマイクロコンピュータ
２１０が前記マーク２０４を検出すると、マイクロコンピュータ２１０は、映像信号処理
回路１１２の出力信号を積分して出力する積分回路２０９の出力信号を、ＡＰＣ回路１１
５へフィードバックされるように切り替えスイッチ２０８を自動的に切り替えて、分析用
光ディスク２０１の分析対象１１１の映像の明暗をはっきりさせるため行う。
【００２９】
　詳しく説明すると、分析対象１１１からの反射光はＰＤ１１７でとらえられ、映像信号
処理回路１１２へ入力される。分析用光ディスク２０１上をトレースしているのはレーザ
ー光ポイント（点）であるため、分析対象１１１により光の反射は時間とともに強弱に変
化することになる。この分析対象１１１により光の反射は時間とともに強弱に変化する前
記ＰＤ１１７の出力信号を、積分回路２０９によって処理して、映像信号処理回路１１２
から出力される映像の明暗（コントラスト）がほぼ平均値になるようにレーザー光の出力
をフィードバック制御している。
【００３０】
なお、マーク２０４を検出してＡＰＣ回路１１５へ積分回路２０９の出力信号をフィード
バックするように切り替えられた切り替えスイッチ２０８は、マーク２０４を検出から規
定時間後にフロントモニタ１１４の出力電圧をＡＰＣ回路１１５へフィードバックする状
態に戻される。
【００３１】
このように構成したため、ピットやグルーブからの情報取得に最適なレーザー出力が得ら
れ、しかも分析対象１１１からの映像取得に最適なレーザー出力によって映像コントラス
トが最適な映像出力を得ることができる。
【００３２】
上記の実施の形態では、マーク２０４は分析用光ディスク２０１の裏面２０２ｂにインク
２０５を帯状に印刷して形成したが、図３（ｂ）または（ｃ）に示すようにして構成する
こともできる。
【００３３】
図３（ｂ）の場合は、鏡面加工されたトラック１０３の一部に鏡面が欠落した個所２１１
を設けてマーク２０４を同様に実現できる。更に具体的には、ＤＶＤのミラー面に設けて
あるＢＣＡのようなものである。
【００３４】
図３（ｃ）の場合は、分析用光ディスク２０１の外形の一部に凹部などの形状の異形個所
２１２を設けてマーク２０４を同様に実現できる。更に具体的には、ディスクそのものの
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形状を異型させて、光の反射がデータトラック面と変えたものである。
【００３５】
上記の各実施の形態では、分析対象１１１が配置された読み取りエリア２０３に対して回
転方向の直前位置にマーク２０４を配置し、マイクロコンピュータ２１０がマーク２０４
を認識してから規程時間後に切り替えスイッチ２０８を元の状態に復帰させるように構成
したが、図４に示すように分析対象１１１の直前位置だけでなく直後位置にも分析用光デ
ィスク２０１に同様のマークを設け、マイクロコンピュータ２１０を分析対象１１１の直
後位置に設けられたマークを検出して切り替えスイッチ２０８を元の状態に復帰させるよ
うに構成することもできる。
【００３６】
上記の各実施の形態の分析用光ディスク２０１のマーク２０４は、印刷もしくは鏡面欠落
もしくは形状異型により形成したが、分析用光ディスク２０１のピットもしくはグルーブ
２０６もしくはランド２０７に前記マークを設けることもできる。
【００３７】
具体的には、前記マークをピックアップ１０７で検出することによりトラックデータ部分
と前記分析対象１１１が配置された読み取りエリア２０３とを区別できるようにしたもの
であり、以下のような例がある。
【００３８】
ＥＦＭやＭＦＭなどのピットで構成されたものである。更に具体的には、プリピット、Ｌ
ＰＰ（ランドプリピット）（ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷでアドレス情報として記録するトラックと
トラックの間のランド部にプリピットとして刻まれているものである。更に具体的には、
ＣＡＰＡ（ＤＶＤ－ＲＡＭのアドレス用のプリピット）など。ウォーブルなど、グルーブ
上もしくはランド上になんらかの変調を重畳させたものである。
【００３９】
分析用ディスク２０１におけるピットもしくはグルーブもしくはランドで構成される前記
マークの詳しい位置と範囲は、前記分析対象１１１が配置された読み取りエリア２０３に
対して回転方向の直前位置，前後位置の何れかであって、前記の各実施の形態と同じであ
る。
【００４０】
ピットもしくはグルーブもしくはランドで前記マークが形成された分析用ディスク２０１
を使用する分析装置は、ピックアップ１０７が前記マークを読み取ってマーク位置を検出
した各トリガー信号を発生するように構成した点だけが前記の各実施の形態とは異なって
いる。
【００４１】
なお、上記の各実施の形態では、ピックアップ１０７のＬＤ１１３とＰＤ１１７とを光デ
ィスク１０１に対して片側に設け、光ディスク１０１に照射されて反射したレーザー光の
検出信号を処理するように構成したが、ピックアップ１０７を、図９に仮想線で示したよ
うに、光ディスク１０１を挟んでＬＤ１１３とＰＤ１１７を配設して、光ディスク１０１
に照射されて透過したレーザー光の検出信号を処理するように構成された光ディスクドラ
イブのピックアップ１０７のパワー制御回路も図１と同様である。
【００４２】
【発明の効果】
　以上のように本発明の分析装置によれば、一部に分析対象を配置した分析用光ディスク
にレーザー光を照射し、前記分析対象に照射されて反射または透過して読み取った検出光
をフォトディテクタで検出し、前記フォトディテクタの出力信号を映像信号処理回路で処
理して映像信号を出力して前記分析対象の状態を読み取る分析装置であって、前記レーザ
ー光を発生するレーザー素子を駆動するレーザー駆動回路と、前記レーザー素子から発生
したレーザー光の強度を検出するフロントモニタと、前記フロントモニタの検出電圧を入
力信号として前記レーザー駆動回路をフィードバック制御するオートパワーコントロール
回路と、前記映像信号処理回路の出力信号を積分して出力する積分回路と、前記フロント
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モニタの検出電圧を前記オートパワーコントロール回路への前記入力信号として出力する
第１の切り替え状態と前記積分回路の出力電圧を前記オートパワーコントロール回路への
前記入力信号として出力する第２の切り替え状態を有する切り替えスイッチと、前記分析
対象の読み取り位置を検出するまでは前記切り替えスイッチを第１の切り替え状態に切り
替えて運転し、第１の切り替え状態に切り替えて運転中に分析用光ディスクの分析対象の
読み取り位置になったことを検出して前記切り替えスイッチを第２の切り替え状態に切り
替えて運転する制御手段を設けたため、ピットやグルーブからの情報取得に最適なレーザ
ー出力が得られ、しかも分析対象からの映像取得に最適なレーザー出力が得られ、コント
ラストの良い映像が取得できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の分析装置の構成図
【図２】同実施の形態で使用する分析用光ディスクの平面図
【図３】同実施の形態の分析用光ディスクの断面図
【図４】分析対象の前後位置にマークを設けた分析用光ディスクの平面図
【図５】一般的な光ディスクドライブ装置の構成図
【図６】従来の分析用光ディスクの一部切り欠き平面図
【図７】従来の分析用光ディスクの断面図
【図８】従来のピックアップのパワー制御回路の構成図
【図９】従来の透過型ピックアップのＬＤ（レーザーＬＥＤ）とＰＤ（フォトディテクタ
）の配置状態を示す分析用光ディスクの断面図
【符号の説明】
１０６　　ディスクモータ
１０７　　ピックアップ
Ｐｈ　　レーザー光
１１１　　分析対象
１１７　　ＰＤ（フォトディテクタ）
１１２　　映像信号処理回路
１１３　　ＬＤ（レーザーＬＥＤ）
１１４　　フロントモニタ
１１５　　ＡＰＣ回路（オートパワーコントロール回路）
１１６　　レーザー駆動回路
２０１　　分析用光ディスク
２０３　　読み取りエリア
２０４　　マーク
２０２ａ　　分析用光ディスク２０１の表面
２０２ｂ　　分析用光ディスク２０１の裏面
２０５　　インク
２０６　　ピットもしくはグルーブ
２０７　　ランド
２０８　　切り替えスイッチ
２０９　　積分回路
２１０　　マイクロコンピュータ
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