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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に対して情報の記録を行うために、少なくとも第１の光量，該第１の光量より
大きい光量の第２の光量，該第２の光量より大きい光量の第３の光量で発光するレーザ光
源のレーザの発光パワーを制御するレーザパワー制御装置であって、
　前記記録媒体に対する最適記録パワーを求める際、前記記録媒体に設けられたレーザ光
の記録時の発光パワーを決定するための複数のパーティションに分割された試し書き領域
に発光パワーを変化させながら記録する前に、前記試し書き領域に前記レーザ光源を前記
第２の光量で発光中に前記レーザ光源へ入力した電流値と前記レーザ光源の発光パワーと
に基づいて前記レーザ光源へ入力した電流値に対する前記レーザ光源の発光パワーの特性
を取得する特性取得手段と、該特性取得手段により取得した前記特性に基づいて前記第３
の光量で前記試し書き領域に発光させるために前記レーザ光源へ入力すべき電流の値を決
定する電流値決定手段とを備えたことを特徴とするレーザパワー制御装置。
【請求項２】
　前記特性取得手段は、前記第２の光量の発光を所定の期間連続的に行う手段を有するこ
とを特徴とする請求項１記載のレーザパワー制御装置。
【請求項３】
　前記特性取得手段は、前記第２の光量で発光するときに前記レーザ光源へ入力した電流
値を複数回取得し、その各電流値を平均した電流値を取得する電流値取得手段と、該電流
値取得手段により取得した電流値と前記レーザ光源の発光パワーとに基づいて前記レーザ
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光源へ入力した電流値に対する前記レーザ光源の発光パワーの特性を取得する手段を有す
ることを特徴とする請求項１又は２記載のレーザパワー制御装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のレーザパワー制御装置を有し、記録媒体に対し
レーザ光を照射することにより情報の記録を行う情報記録装置であって、
　前記レーザパワー制御装置を使用して前記レーザ光源のレーザの発光パワーの制御を行
う手段を備えたことを特徴とする情報記録装置。
【請求項５】
　前記記録媒体に対する最適な記録条件を求めるために前記記録媒体に設けられた発光パ
ワー校正領域に前記電流値決定手段により決定した電流値に基づく複数の光量で前記レー
ザ光源を発光させて記録マークを形成し、該形成した記録マークを再生することにより最
適記録パワーを決定する最適記録パワー設定手段を備えたことを特徴とする請求項４記載
の情報記録装置。
【請求項６】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のレーザパワー制御装置を備え、前記記録媒体が
光ディスクであることを特徴とする光ディスク装置。
【請求項７】
　記録媒体に対して情報の記録を行うために、少なくとも第１の光量、該第１の光量より
大きい光量の第２の光量、該第２の光量より大きい光量の第３の光量で発光するレーザ光
源へ入力される電流値を決定するレーザ光源駆動電流値決定方法であって、
　前記記録媒体に対する最適記録パワーを求める際、前記記録媒体に設けられたレーザ光
の記録時の発光パワーを決定するための複数のパーティションに分割された試し書き領域
に発光パワーを変化させながら記録する前に、前記試し書き領域に前記レーザ光源を前記
第２の光量で発光中に前記レーザ光源へ入力した電流値と前記レーザ光源の発光パワーと
に基づいて前記レーザ光源へ入力した電流値に対する前記レーザ光源の発光パワーの特性
を取得する工程と、該工程によって取得した前記特性に基づいて前記第３の光量で前記試
し書き領域に発光させるために前記レーザ光源へ入力すべき電流値を決定する工程とから
なることを特徴とするレーザ光源駆動電流値決定方法。
【請求項８】
　前記第２の光量の発光を所定の期間連続的に行う工程を有することを特徴とする請求項
７記載のレーザ光源駆動電流値決定方法。
【請求項９】
　前記第２の光量で発光するときに前記レーザ光源へ入力した電流値を複数回取得し、そ
の各電流値を平均した電流値を取得する工程と、該工程により取得した電流値と前記レー
ザ光源の発光パワーとに基づいて前記レーザ光源へ入力した電流値に対する前記レーザ光
源の発光パワーの特性を取得する工程とを有することを特徴とする請求項７又は８記載の
レーザ光源駆動電流値決定方法。
【請求項１０】
　請求項７乃至９のいずれか一項に記載のレーザ光源駆動電流値決定方法によって決定さ
れた電流値に基くレーザ光源の発光パワーの制御によって記録媒体に対しレーザ光を照射
することにより情報の記録を行うことを特徴とする情報記録方法。
【請求項１１】
　前記記録媒体に対する最適な記録条件を求めるために前記記録媒体に設けられた発光パ
ワー校正領域に前記決定された電流値に基づく複数の光量で前記レーザ光源を発光させて
記録マークを形成し、該形成した記録マークを再生することにより最適記録パワーを決定
することを特徴とする請求項１０記載の情報記録方法。
【請求項１２】
　光ディスクに対して情報の記録を行うために、少なくとも第１の光量、該第１の光量よ
り大きい光量の第２の光量、該第２の光量より大きい光量の第３の光量で発光するレーザ
光源へ入力される電流値を決定する光ディスク記録方法であって、
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　前記光ディスクに対する最適記録パワーを求める際、前記光ディスクに設けられたレー
ザ光の記録時の発光パワーを決定するための複数のパーティションに分割された試し書き
領域に発光パワーを変化させながら記録する前に、前記試し書き領域に前記レーザ光源を
前記第２の光量で発光中に前記レーザ光源へ入力した電流値と前記レーザ光源の発光パワ
ーとに基づいて前記レーザ光源へ入力した電流値に対する前記レーザ光源の発光パワーの
特性を取得する工程と、該工程によって取得した前記特性に基づいて前記第３の光量で前
記試し書き領域に発光させるために前記レーザ光源へ入力すべき電流値を決定する工程と
からなることを特徴とする光ディスク記録方法。
【請求項１３】
　前記第２の光量の発光を所定の期間連続的に行う工程を有することを特徴とする請求項
１２記載の光ディスク記録方法。
【請求項１４】
　前記第２の光量で発光するときに前記レーザ光源へ入力した電流値を複数回取得し、そ
の各電流値を平均した電流値を取得する工程と、該工程により取得した電流値と前記レー
ザ光源の発光パワーとに基づいて前記レーザ光源へ入力した電流値に対する前記レーザ光
源の発光パワーの特性を取得する工程とを有することを特徴とする請求項１２又は１３記
載の光ディスク記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、ＭＯやＭＤといった光パワーによって情報の記録及び再生を行う光磁気デ
ィスク装置，ＣＤ－Ｒディスク，ＣＤ－ＲＷディスク，ＤＶＤディスク等の光ディスクに
対して光パワーにより情報の記録及び再生を行う光ディスク装置に使用されるレーザパワ
ー制御装置と、そのレーザパワー制御装置を用いた情報記録装置と、ＭＯ，ＭＤ，ＣＤ－
Ｒディスク，ＣＤ－ＲＷディスク，ＤＶＤディスク等の光ディスクに情報を記録及び再生
する光ディスク装置と、ＭＯ，ＭＤ，ＣＤ－Ｒディスク，ＣＤ－ＲＷディスク，ＤＶＤデ
ィスク等の記録媒体に情報を記録又は再生するときのレーザ光の発生を制御するレーザ光
源駆動電流値決定方法と、ＭＯ，ＭＤ，ＣＤ－Ｒディスク，ＣＤ－ＲＷディスク，ＤＶＤ
ディスク等の記録媒体に情報を記録する情報記録方法と、ＭＯ，ＭＤ，ＣＤ－Ｒディスク
，ＣＤ－ＲＷディスク，ＤＶＤディスク等の光ディスクに情報を記録する光ディスク記録
方法とに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の光ディスクに対する情報の記録及び再生を行うＣＤ－Ｒドライブ，ＣＤ－ＲＷド
ライブ等の光ディスク装置では、バイアスパワー電流は記録直前の再生時のサーボアンプ
の再生パワー電流制御値から演算で求め、イレーズパワーはサンプルホールド回路を用い
てパワー検出し、その検出された値からレーザ光の発光を制御する。また、ピークパワー
はイレーズパワー電流より演算を行って制御している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
　　　　　特開２００１－２２９５６１号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来の光ディスク装置では、演算によって求めるピークパワーは、サン
プルホールドして求めるイレーズパワーのばらつきにより同じくばらつきが生じてしまう
。そのため、ＯＰＣのようにレーザ光源をいろいろな発光パワーで発光させる場合もその
発光パワー毎にばらつきが生じており、ＯＰＣにより求める発光パワー自体にも影響を及
ぼしてしまうという問題があった。
　この発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、記録媒体に対するＯＰＣ
において最適記録パワーを求めることができるように発光パワーのばらつきをなくすこと
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を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この発明は上記の目的を達成するため、次の（１）～（３）のレーザパワー制御装置を
提供する。
（１）記録媒体に対して情報の記録を行うために、少なくとも第１の光量，その第１の光
量より大きい光量の第２の光量，その第２の光量より大きい光量の第３の光量で発光する
レーザ光源のレーザの発光パワーを制御するレーザパワー制御装置であって、上記記録媒
体に対する最適記録パワーを求める際、上記記録媒体に設けられたレーザ光の記録時の発
光パワーを決定するための複数のパーティションに分割された試し書き領域に発光パワー
を変化させながら記録する前に、上記試し書き領域に上記レーザ光源を上記第２の光量で
発光中に上記レーザ光源へ入力した電流値と上記レーザ光源の発光パワーとに基づいて上
記レーザ光源へ入力した電流値に対する上記レーザ光源の発光パワーの特性を取得する特
性取得手段と、その特性取得手段により取得した上記特性に基づいて上記第３の光量で上
記試し書き領域に発光させるために上記レーザ光源へ入力すべき電流の値を決定する電流
値決定手段を備えたレーザパワー制御装置。
【０００６】
（２）上記（１）のレーザパワー制御装置において、上記特性取得手段が上記第２の光量
の発光を所定の期間連続的に行う手段を有するレーザパワー制御装置。
（３）上記（１）又は（２）のレーザパワー制御装置において、上記特性取得手段が、上
記第２の光量で発光するときに上記レーザ光源へ入力した電流値を複数回取得し、その各
電流値を平均した電流値を取得する電流値取得手段と、その電流値取得手段により取得し
た電流値と上記レーザ光源の発光パワーとに基づいて上記レーザ光源へ入力した電流値に
対する上記レーザ光源の発光パワーの特性を取得する手段を有するレーザパワー制御装置
。
【０００７】
　また、次の（４）と（５）の情報記録装置も提供する。
（４）上記（１）乃至（３）のいずれかのレーザパワー制御装置を有し、記録媒体に対し
レーザ光を照射することにより情報の記録を行う情報記録装置であって、上記レーザパワ
ー制御装置を使用して上記レーザ光源のレーザの発光パワーの制御を行う手段を備えた情
報記録装置。
（５）上記（４）の情報記録装置において、上記記録媒体に対する最適な記録条件を求め
るために上記記録媒体に設けられた発光パワー校正領域に上記電流値決定手段により決定
した電流値に基づく複数の光量で前記レーザ光源を発光させて記録マークを形成し、その
形成した記録マークを再生することにより最適記録パワーを決定する最適記録パワー設定
手段を備えた情報記録装置。
　さらに、次の（６）の光ディスク装置も提供する。
（６）上記（１）～（３）のいずれかのレーザパワー制御装置を備え、上記記録媒体が光
ディスクである光ディスク装置。
【０００８】
　また、次の（７）～（９）のレーザ光源駆動電流値決定方法も提供する。
（７）記録媒体に対して情報の記録を行うために、少なくとも第１の光量、その第１の光
量より大きい光量の第２の光量、その第２の光量より大きい光量の第３の光量で発光する
レーザ光源へ入力される電流値を決定するレーザ光源駆動電流値決定方法であって、上記
記録媒体に対する最適記録パワーを求める際、上記記録媒体に設けられたレーザ光の記録
時の発光パワーを決定するための複数のパーティションに分割された試し書き領域に発光
パワーを変化させながら記録する前に、上記試し書き領域に上記レーザ光源を上記第２の
光量で発光中に上記レーザ光源へ入力した電流値と上記レーザ光源の発光パワーとに基づ
いて上記レーザ光源へ入力した電流値に対する上記レーザ光源の発光パワーの特性を取得
する工程と、その工程によって取得した上記特性に基づいて上記第３の光量で上記試し書
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き領域に発光させるために上記レーザ光源へ入力すべき電流値を決定する工程とからなる
レーザ光源駆動電流値決定方法。
【０００９】
（８）上記（７）のレーザ光源駆動電流値決定方法において、上記第２の光量の発光を所
定の期間連続的に行う工程を有するレーザ光源駆動電流値決定方法。
（９）上記（７）又は（８）のレーザ光源駆動電流値決定方法において、上記第２の光量
で発光するときに上記レーザ光源へ入力した電流値を複数回取得し、その各電流値を平均
した電流値と上記レーザ光源の発光パワーとに基づいて上記レーザ光源へ入力した電流値
に対する上記レーザ光源の発光パワーの特性を取得する工程を有するレーザ光源駆動電流
値決定方法。
【００１０】
　さらに、次の（１０）と（１１）の情報記録方法も提供する。
（１０）上記（７）乃至（９）のいずれかのレーザ光源駆動電流値決定方法によって決定
された電流値に基くレーザ光源の発光パワーの制御によって記録媒体に対しレーザ光を照
射することにより情報の記録を行う情報記録方法。
（１１）上記（１０）の情報記録方法において、上記記録媒体に対する最適な記録条件を
求めるために上記記録媒体に設けられた発光パワー校正領域に上記決定された電流値に基
づく複数の光量で上記レーザ光源を発光させて記録マークを形成し、その形成した記録マ
ークを再生することにより最適記録パワーを決定する情報記録方法。
【００１１】
　さらにまた、次の（１２）～（１４）の光ディスク記録方法も提供する。
（１２）光ディスクに対して情報の記録を行うために、少なくとも第１の光量、その第１
の光量より大きい光量の第２の光量、その第２の光量より大きい光量の第３の光量で発光
するレーザ光源へ入力される電流値を決定する光ディスク記録方法であって、上記光ディ
スクに対する最適記録パワーを求める際、上記光ディスクに設けられたレーザ光の記録時
の発光パワーを決定するための複数のパーティションに分割された試し書き領域に発光パ
ワーを変化させながら記録する前に、上記試し書き領域に上記レーザ光源を上記第２の光
量で発光中に上記レーザ光源へ入力した電流値と上記レーザ光源の発光パワーとに基づい
て上記レーザ光源へ入力した電流値に対する上記レーザ光源の発光パワーの特性を取得す
る工程と、その工程によって取得した上記特性に基づいて上記第３の光量で上記試し書き
領域に発光させるために上記レーザ光源へ入力すべき電流値を決定する工程とからなる光
ディスク記録方法。
【００１２】
（１３）上記（１２）の光ディスク記録方法において、上記第２の光量の発光を所定の期
間連続的に行う工程を有する光ディスク記録方法。
（１４）上記（１２）又は（１３）の光ディスク記録方法において、上記第２の光量で発
光するときに上記レーザ光源へ入力した電流値を複数回取得し、その各電流値を平均した
電流値を取得する工程と、その工程により取得した電流値と上記レーザ光源の発光パワー
とに基づいて上記レーザ光源へ入力した電流値に対する上記レーザ光源の発光パワーの特
性を取得する工程を有する光ディスク記録方法。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明の実施形態を図面に基づいて具体的に説明する。
　まず、この発明の基礎となる技術について説明する。
　図２は、ＣＤ－ＲＷディスクにおけるレーザ光源から出射されるレーザ光の様子を示す
説明図である。
　光ディスク装置におけるデータの記録は、例えばＣＤ－ＲディスクではＣＤ－Ｒディス
ク上の記録膜にレーザ光源であるレーザダイオード（「ＬＤ」と略称とする）から発光さ
れる強いレーザ光量を光ビームとして照射して、その熱反応により、光ディスク媒体に穴
（ピット）を開けることにより行われる。また、ＣＤ－ＲＷディスクでは記録膜の結晶状
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態を変化させることによって行われる。
【００１４】
　一方、光ディスクに書き込まれたデータは、ＬＤから発光される弱いレーザ光量を光ビ
ームとして記録膜上に照射して得られる反射光量を読み取ることができる。
　上述したように、ＣＤ－ＲＷディスクでは記録膜の結晶状態を変化させるために、一般
的にＬＤからは図２に示すようにレーザ光を発光している。
　図２において、時間０～時間ｔｗまでが再生状態であり、時間ｔｗから後は記録開始で
ある。
　再生状態では第１の光量Ｐ１で発光させるのだが、その発光パワーは１ｍＷほどの弱い
パワーである。
【００１５】
　ここで再生状態と記録開始後で第１の光量Ｐ１は同じであるが、再生状態と記録開始後
で第１の光量Ｐ１を変化させる場合もある。
　また、記録開始後、第３の光量Ｐ３と第１の光量Ｐ１の発光パワーを高速で繰り返して
記録することでアモルファス（非結晶）化させ、第２の光量Ｐ２の発光パワー（ＤＣイレ
ーズ用の発光パワー）を持続させて記録すること（ＤＣイレーズ発光）で結晶化させる。
　再生時は、上述したように第１の光量Ｐ１ほどの弱い発光パワーで発光させるのだが、
アモルファス化させた個所に当てても反射しないため、ＣＤ－Ｒディスクのようなピット
を開けた場合と同じ状態になる。
　以後このような発光期間を記録期間と呼ぶとする。
【００１６】
　逆に、結晶化させた個所に第１の光量Ｐ１のように弱い発光パワーで発光させると反射
して戻ってくるため、ＣＤ－Ｒディスクにおけるピットを開けていない場合と同じになる
。
　アモルファス化されていなければＤＣ発光を行っても結晶のままであり、もしアモルフ
ァス化されていると結晶に戻る。
　そこで、以後このような発光期間を消去期間と呼ぶ。
　それら記録期間と消去期間はそれぞれスピードに応じて３Ｔ～１１Ｔにあたる幅をもっ
ており、さらに記録期間では、上述したように第３の光量Ｐ３と第１の光量Ｐ１の発光パ
ワーを高速で繰り返しているが、第３の光量Ｐ３の発光パワーにしておく期間と第１の光
量Ｐ１の発光パワーにしておく期間には予め光ディスク毎に決めておくのが一般的である
。
【００１７】
　また、第２の光量Ｐ２から第１の光量Ｐ１までと第３の光量Ｐ３から第１の光量Ｐ１ま
での大きさの関係も予め光ディスク毎に決めておくものである。
　例えば、近年記録速度が上昇しつつ傾向があるのだが、ＣＤ－ＲＷディスクでも１６倍
速のものがでてきており、一般的に第１の光量Ｐ１は１ｍＷ～２ｍＷほどの範囲で、第２
の光量Ｐ２は５ｍＷ～２０ｍＷほどの範囲で、第３の光量Ｐ３では１０ｍＷから４０ｍＷ
くらいの範囲で発光させるようにしている。
　ところで、ＣＤ－ＲＷディスクでは上述したように一般的に記録開始後、記録期間にお
いては２つのパワーで発光させ、消去期間では１つのパワーで発光させているが、ＬＤは
自らの発振による温度上昇等によってその発光パワーが変化する性質がある。
【００１８】
　特に、発光パワーが高パワーの場合、低パワーの場合に比べてより短期間のうちに温度
が上昇する。
　そのため、光ディスク装置等において受光素子でＬＤ出力をモニタしながらＬＤを駆動
する電流を制御することにより、ＬＤの発光パワーを一定にする必要がある。
【００１９】
　図３は、ＣＤ－ＲＷディスクの発光における定パワー制御を行うレーザコントローラの
回路構成例を示す図である。
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　図３におけるフォトダイオード（ＰＤ）は受光素子であり、ＰＤに入射された光が光電
変換により光量に比例した電流を出力する。
　ただし、上記ＰＤによるモニタはＬＤからのレーザ光の一部をモニタするのであり、レ
ーザ光の大部分は光ディスクの記録膜へ照射される。
　次に、ＰＤから出力された電流値をＩ／Ｖ変換器（Ｉ／Ｖ変換回路）３２によって電流
から電圧に変換して電圧値として出力する。
　Ｉ／Ｖ変換器３２から出力される電圧値において再生時の第１の光量Ｐ１が電圧変換さ
れた電圧値をＶ（Ｐ１）とし、記録時の第２の光量Ｐ２が電圧変換された電圧値をＶ（Ｐ
２）とする。
【００２０】
　次に、Ｉ／Ｖ変換器３２の後段で２股に分かれ、それぞれサンプルホールド（Ｓ／Ｈ）
回路がついている。
　これは、再生時のＶ（Ｐ１）をサンプルホールドするための第１のサンプルホールド（
Ｓ／Ｈ）回路３３、記録時のＶ（Ｐ２）をサンプルホールドするための第２のサンプルホ
ールド（Ｓ／Ｈ）回路３４である。２つに分かれているのは第１の光量Ｐ１と第２の光量
Ｐ２でサンプルするパワーに差があるため、同じ経路だとサンプルホールドした値が第１
の光量Ｐ１ではかなり小さくなってしまうため、後述する比較器までのゲインを変えてい
る。
　また、一般的にはＣＤ－ＲＷディスクだけの光ディスク装置というのはあまりなく、Ｃ
Ｄ－Ｒディスクでも記録できるようになっているが、ＣＤ－Ｒディスクでは記録開始後、
Ｖ（Ｐ２）だけでなくＶ（Ｐ１）もサンプルホールドを行うために２系統用意している。
【００２１】
　ただし、ここではＣＤ－Ｒディスクについては詳しい説明を省略する。
　第１のＳ／Ｈ回路３３は再生時の電圧値Ｖ（Ｐ１）をサンプルするが、第１のＳ／Ｈ回
路３３における第１のサンプル信号は再生時、常に第１のＳ／Ｈ回路３３内のスイッチ（
ＳＷ１）をオン（ＯＮ）にしている。また、ＣＤ－ＲＷディスクの記録開始後の記録期間
では常にオフ（ＯＦＦ）にしている。
　これは、記録期間では第３の光量Ｐ３と第１の光量Ｐ１が交互に高速で発光しているた
め、第１の光量Ｐ１期間が短すぎるためにサンプルホールドできないためである。
【００２２】
　一方、第２のサンプル信号は再生時は常に第２のＳ／Ｈ回路３４内のスイッチ（ＳＷ２
）をオフ（ＯＦＦ）にする信号であり、記録開始後は消去期間、つまり第２の光量Ｐ２で
出射されている期間、あるいはそれより短い期間のみ第２のＳ／Ｈ回路３４内のスイッチ
（ＳＷ２）をオン（ＯＮ）にし、記録期間では第２のＳ／Ｈ回路３４内のスイッチ（ＳＷ
２）をオフ（ＯＦＦ）にし、第２のＳ／Ｈ回路３４内のコンデンサＣ２で第２の光量Ｐ２
に対応した電圧値Ｖｓ（Ｐ２）のみ取り出すようにコントロールする信号である。
　再生時、Ｉ／Ｖ変換器３２の出力する電圧値Ｖｓ（Ｐ１）と記録開始後の第２のＳ／Ｈ
回路３４によってＩ／Ｖ変換器３２の出力する電圧値から分離された電圧値Ｖｓ（Ｐ２）
は第１のコンパレータ３５及び第２のコンパレータ３６に入力される。
【００２３】
　第１のコンパレータ３５では電圧値Ｖｓ（Ｐ１）と第１の基準電圧値（Ｖｒｅｆ１）を
比較し、同様に第２のコンパレータ３６では電圧値Ｖｓ（Ｐ２）と第２の基準電圧値（Ｖ
ｒｅｆ２）を比較している。
　第１のコンパレータ３５と第２のコンパレータ３６からは入力信号が基準電圧値に対し
て大きいか小さいかのみを示す信号、つまり２値の値（デジタル値）が出力され、ＣＰＵ
３７で読み込むようにしている。
　また、デジタル値をアナログ値に変換する第１のＤ／Ａコンバータ３８にＣＰＵ３７よ
りデータが送られ、第１のＤ／Ａコンバータ３８からは入力されたデータに比例した電圧
値を出力している。
【００２４】
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　さらに、その出力に比例した値が第１のＶ／Ｉ変換器４１によって電流値が出力される
。
　同様に第２のＤ／Ａコンバータ３９にもＣＰＵ３７よりデータが送られて第２のＶ／Ｉ
変換器４２からも電流値が出力される。
　さらに、第１のＶ／Ｉ変換器４１と第２のＶ／Ｉ変換器４２が出力する電流値をそれぞ
れ第１の電流増幅器４５と第２の電流増幅器４６によって増幅するのだが、再生時は光源
オン信号（ＬＤＯＮ信号）がオン（ＯＮ）になることで第１の電流増幅器４５の出力がＬ
Ｄに供給されて第１の光量Ｐ１の光量レベルでＬＤから発光する。
【００２５】
　また、記録時は第１のライトパルス重畳信号がオン（ＯＮ）になることで第２の電流増
幅器４６の出力が電流加算器４７によって第１の電流増幅器４５からの出力電流と足され
てＬＤに流れていき、この電流によってＬＤからは第１の光量Ｐ２の光量レベルで発光す
る。
　このとき、第１の電流増幅器４５から出力される電流値をＩＰ１とし、第２の電流増幅
器４６から出力される電流値をＩＰ２とする。
　この回路によって発光パワーを一定に保つまでは以下のようにしている。
　まず再生開始時、ＣＰＵ３７はまず第１のＤ／Ａコンバータ３８に“０”を出力する。
これによりＬＤの記録パワー分の電流値は“０”からスタートとなる。
【００２６】
　そして、ＣＰＵ３７は第１のＤ／Ａコンバータ３８に出力するデータを徐々に増加させ
ながら、第１のコンパレータ３５の出力が反転（つまりＶｓ（Ｐ１）が第１の基準電圧値
Ｖｒｅｆ１より大になるまで）するまで増加させる。
　その後、第１のコンパレータ３５の出力が常に反転を繰り返すように（つまりＶｓ（Ｐ
１）＝第１の基準電圧値Ｖｒｅｆ１となるように）、第１のＤ／Ａコンバータ３８に出力
するデータを常に可変する。
　上述のようなデジタル制御により、ＬＤから出射される再生パワーは一定レベルに保た
れる。
　図４は、デジタル制御による制御時の第１のＳ／Ｈ回路の出力電圧と第１のコンパレー
タの出力との関係を示す波形図である。
【００２７】
　また、同様にして記録開始後再生時の第１の光量Ｐ１のレベルにあったＬＤからの出力
が第２の光量Ｐ２まで変化していき、一定に保たれるまでの様子を図５に示す。
　図５は、デジタル制御による制御時の第２のＳ／Ｈ回路の出力電圧と第２のコンパレー
タの出力との関係を示す波形図である。
　図５で再生発光時にはＣＰＵ３７は第２のＤ／Ａコンバータ３９の出力を“０”にして
おく。
　次に、記録開始後サンプルホールドした値は再生時のレベルとほぼ同じレベルになって
いる。ここで、経路のゲインの差としてαをかけているが、そのαは通常“１”未満の値
となる。
【００２８】
　次に、ＣＰＵ３７は第２のＤ／Ａコンバータ３９に出力するデータを“１”乃至所定値
ずつ上げていく。
　それに伴って第２のＤ／Ａコンバータ３９の出力する電圧値に比例した電流値がＬＤに
記録パワーの電流値として第１のＤ／Ａコンバータ３８の出力する電圧値に比例した電流
値に重畳されるため、それをモニタしてサンプルホールドしたサンプルホールド（Ｓ／Ｈ
）回路の出力する電圧値も所定量ずつ増加していく。
　その後は再生時と同じようにして一定に保たれる。
　また、上述したように記録開始後は第１の光量Ｐ１はサンプルホールドしない（できな
い）のだが、記録開始時の第１のＤ／Ａコンバータ３８の出力は記録開始直前の値をその
まま出力すればよい。
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【００２９】
　特に第１の光量Ｐ１は発光パワーとしては低く、第１の光量Ｐ１での発光期間は記録期
間だけであり、断続的の発光なので、上述したように温度等によりＬＤの発光の変動分は
小さいので第１のＤ／Ａコンバータ３８の設定は一定値としておけばよい。このようにし
てＬＤからは一定で出射されることになる。
　ところで、上述した回路構成例では再生時も記録時もＣＰＵ３７とＤ／Ａコンバータ等
を用いたディジタル制御である。
　しかし、定パワー制御を行うためには上述のようなディジタル制御だけではなく、Ｓ／
Ｈ回路からの信号が積分器のような誤差増幅器等に入力され、誤差増幅器等で基準電圧値
と比較され、その基準電圧値に対してずれを生じているときに誤差増幅器の入力を基準電
圧値と同じくするように出力が変化するアナログ制御によってもパワー制御できる。
【００３０】
　特に第１の光量Ｐ１は低パワーであるため、アナログ制御を行っても再生開始直後に誤
差増幅器の出力が大きく乱れることはないため、またアナログ制御の方が発光パワーが一
定になる時間が短いために、第１の光量Ｐ１の制御には用いられることが多い。
　また、第１の光量Ｐ１をアナログ制御にした場合は、第１のＳ／Ｈ回路の出力が誤差増
幅器に入力され、誤差増幅器の出力が直接に第１のＶ／Ｉ変換器へ入力されるようにして
おき、同時に第１のＶ／Ｉ変換器には第１のＤ／Ａコンバータの出力が入るようにしてお
く。
【００３１】
　第１のＶ／Ｉ変換器の入力を上記どちらにするかはスイッチ等で変更できるようにして
おき、再生時、第１の光量Ｐ１として発光パワーが一定になったときの誤差増幅器の出力
レベルがどれくらいかをＡ／Ｄコンバータなどで調べられるようにしておき、第１のＤ／
Ａコンバータの出力を同じレベルにする。
　この状態で記録開始して第１のＶ／Ｉ変換器の出力を第１のＤ／Ａコンバータにすれば
記録開始後はディジタル制御と同じようになる。
　このように、アナログ制御でもディジタル制御でもＬＤ発光パワーをモニタして第１の
光量Ｐ１，第２の光量Ｐ２といったレベルを基準電圧値と比較して基準電圧値になるよう
にＬＤへの駆動電流値を制御するといった点では同じ動作である。
【００３２】
　即ち、定パワー制御はこのようなデジタル制御だけではなく、第１のＳ／Ｈ回路又は第
２のＳ／Ｈ回路からの信号を誤差増幅器等に入力させ、誤差増幅器等で基準電圧値と比較
して基準電圧値に対してずれを生じているときに誤差増幅器はずれを補正するような電圧
値を第１のＶ／Ｉ変換器又は第２のＶ／Ｉ変換器に出力するようなアナログ制御であって
もパワー制御できる。
　このように、アナログ制御でもデジタル制御でもＬＤの発光パワーをモニタして所定の
光量レベルである第１の光量Ｐ１，第２の光量Ｐ２といったレベルを基準電圧値と比較し
て基準電圧値になるようにＬＤへの駆動電流値を制御するといった点では同じ動作である
。
【００３３】
　図６は、レーザの駆動電流値対発光パワーの特性の例を示す線図である。
　一般的に、図６にあるようにＬＤからの発光パワーとＬＤ駆動電流値はある閾値Ｉｔｈ
より上では１次関数的になっている。
　ただし、その傾きはＬＤによって多少ばらつきもあるが、ＬＤ駆動電流値と発光パワー
にある関係をもっていることから、ＬＤ駆動電流値を設定するＤ／Ａコンバータの設定電
圧値とも発光パワーは関係をもつことがわかる。
　さらに、Ｄ／Ａコンバータの設定電圧値はもともとコンパレータの基準電圧値によって
決まるものなので、つまりはコンパレータの基準電圧値と発光パワーはある一定の傾きで
１次関数的な関係があるといえる。
【００３４】
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　したがって、この傾きを予め求めておけば、基準電圧値に対して発光パワーを求めるこ
とができる。実際はその傾きや切片をメモリ等に記憶させておくことでその制御はたやす
くなる。
　そのため、上記コンパレータの基準電圧値と第１の光量Ｐ１又は第２の光量Ｐ２の関係
は製造工程などにおいて、例えば関係式のかたちで予め求めておき、実際の発光時はこの
関係から第１の光量Ｐ１，第２の光量Ｐ２の設定を行う。
　また、上記の傾きはＬＤの特性により温度などで傾きが変わったり、Ｉｔｈがシフトし
たりするのだが、コンパレータの基準電圧値をまたぐようにＣＰＵがＬＤ駆動電流値（Ｖ
／Ｉ変換器の出力値）を変えるのことで一定パワーで制御できる。
【００３５】
　このようにＬＤからの発光パワーが一定になるように制御することを一般的にオートパ
ワーコントロール（Ａｕｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＡＰＣ）という。
　なお制御部ということで図３では特に基準電圧値と比較して基準電圧値になるようにＶ
／Ｉ変換器へ電圧値を制御するＣＰＵ３７までをＡＰＣ部３０とした。
　上述したようにＣＤ－ＲＷディスクでは記録開始後の第１の光量Ｐ１は発光パワーが低
いことと、発光する期間が断続的なこともありサンプルホールドができないため特にＡＰ
Ｃは行わず、記録開始後は第２の光量Ｐ２（イレーズパワー）でのみＡＰＣを行う。
【００３６】
　次に、パワーレベルの第３の光量Ｐ３を使う場合の説明をする。
　上記したようにＣＤ－ＲＷディスクにおいては発光パワー（パワーレベル）は第１の光
量Ｐ１と第２の光量Ｐ２だけでなく第３の光量Ｐ３の各パワーレベルがあり、第３の光量
Ｐ３のパワーレベルで発光時は第２のライトパルス重畳信号がオン（ＯＮ）になることで
第３の電流増幅器４４の出力が電流加算器４７によって第１の電流増幅器４５と第２の電
流増幅器４６からの出力電流と足されてＬＤに流れていき、この電流によってＬＤからは
第３の光量Ｐ３のパワーレベルで発光するようになる。
　このとき第３の電流増幅器から出力される電流値をＩＰ３とする。
【００３７】
　第１の光量Ｐ１のパワーレベルで発光するためにＬＤへ供給するのに必要な第１の電流
値をＩＰ１とし、第２の光量Ｐ２のパワーレベルで発光するためにＬＤへ供給するのに必
要な第２の電流値をＩＰ２とし、第３の光量Ｐ３のパワーレベルで発光するためにＬＤへ
供給するのに必要な第３の電流値をＩＰ３とする（図６参照）。
　第２の光量Ｐ２は第２の電流値ＩＰ２の設定（つまり第２のＤ／Ａコンバータ３９の設
定）を上記したようにＡＰＣにより変更することで、第２のコンパレータ３６の入力を第
２の基準電圧値Ｖｒｅｆ２と同じくなるように制御されるが、第３の光量Ｐ３は第１の光
量Ｐ１と同様に記録開始後の記録期間でのみ（かなり短い時間だけ）発光し、断続的に発
光されるためサンプルホールドなどを行うのが困難であるため、やはり第１の光量Ｐ１と
同様に第３のＤ／Ａコンバータ４０の出力が第３のＶ／Ｉ変換器４３に入力され、第３の
Ｖ／Ｉ変換器４３の出力が第３の電流値ＩＰ３となる。
【００３８】
　しかし、第１の光量Ｐ１と異なりパワーが大きい（第２の光量Ｐ２の倍ほどある可能性
もある）ため、温度等によるＬＤの出力変動が大きく影響してしまうので、設定を一定に
しておくだけでは第３の電流値ＩＰ３は変わらないが第３の光量Ｐ３は変わってきてしま
う。
　そこで、第３の光量Ｐ３はサンプルホールドはできないが制御を行う必要がある。その
ため、以下のようにして第３の電流値ＩＰ３を変更していき第３の光量Ｐ３のレベルを保
つようにする。
　図６に示すように、レーザの発光において、駆動電流と発光パワーは上記したように１
次関数的であり、駆動電流値が閾値Ｉｔｈより大きいところでは傾きが一定とすると、第
２の電流値ＩＰ２と第２の光量Ｐ２から求める傾きをレーザ効率値（電流値対パワー比）
と考えることができる。
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【００３９】
　このレーザ効率値（傾き）は、ＬＤの発光が限界になるようなパワーでない限り同じで
あり、ＣＤ－ＲＷディスクの場合は現在では一般的に限界に近いパワーで発光させること
はない。
　さらに詳しくは、第３の電流値ＩＰ３の設定は例えば以下のようにして求めることがで
きる。
　レーザが第２の光量Ｐ２のパワーレベルで光っているときに必要な第２の電流値ＩＰ２
とから、効率値＝（Ｐ２－Ｐ１）／（ＩＰ２）である。
　この式は図６からもわかるとおり、ある閾値Ｉｔｈよりも上からレーザの駆動電流と発
光パワーは比例していることから求めることができる。
【００４０】
　したがって、レーザを第３の光量Ｐ３のパワーレベルで光らせるための第３の電流値Ｉ
Ｐ３は、ＩＰ３＝（Ｐ３－Ｐ２）／効率値によって求められる。
　第１の光量Ｐ１，第２の光量Ｐ２，第３の光量Ｐ３は設定パワーなので固定値であり、
第２の電流値ＩＰ２がＡＰＣによって変動する値であることから第２の電流値ＩＰ２の変
化と同時に第３の電流値ＩＰ３を変更することで第３の光量Ｐ３は保たれるようになる。
　ところで、データを記録する前に最適記録パワーを求めるためにオプティマムパワーコ
ントロール（Ｏｐｔｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＯＰＣ）と呼ばれる記録パ
ワー最適化を行う必要がある。
【００４１】
　図７は、光ディスクの内周から外周までの断面を示す図である。
　同図の（ａ）に示すように、ＯＰＣが行われる領域であるパワーキャリブレーション領
域（パワーキャリブレーションエリア：Ｐｏｗｅｒ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ａｒｅａ
：ＰＣＡ）とデータ領域（データエリア：Ｄａｔａ　Ａｒｅａ）とからなり、ＰＣＡは同
図の（ｂ）に示すように、試し書き領域（テストエリア：Ｔｅｓｔ　Ａｒｅａ）とカウン
ト領域（カウントエリア：Ｃｏｕｎｔ　Ａｒｅａ）という２つの領域から形成され、光デ
ィスクの最内周に設けられている。
　試し書き領域は１５セクタ毎に１００のパーティションに分割されている。
　ここで、セクタとは光ディスク上の記録領域の最小単位である。
【００４２】
　ＯＰＣを行う際は、試し書き領域の中で未記録のパーティションを探し出し、そのパー
ティションでセクタ毎に記録パワーを変えて記録を行い、その部分を再生することによっ
て最も記録品質の良いパワーを探し出し、そのパワーを記録パワーとする。
　一方、カウント領域は１セクタ毎に１００のパーティションに分割されている。カウン
ト領域のパーティションは試し書き領域のそれぞれパーティションに対応しており、試し
書き領域のパーティションを使用した後、それに対応するカウント領域のパーティション
にもデータが記録されることになっている。
【００４３】
　ところで、イレーズパワーから計算してピークパワーを決める方法としては、例えばＰ
Ｄからの出力にノイズが大きかったり、出力自体が揺らいでしまっている場合に、サンプ
ルホールドした信号もノイズや揺らぎがあるため、コンパレータの入力がいろいろなレベ
ルとなるので２値を交互に動くだけでは済まなくなり、ＬＤの温度変動がなくても３値、
ひどい場合は４値に第２の電流値ＩＰ２を設定し直してしまう。
　さらに、計算から３値または４値になった第２の光量Ｐ２に応じて第３の光量Ｐ３を設
定し直すことになっているが、第３の光量Ｐ３は第２の光量Ｐ２の倍くらい大きいためピ
ークレベルとして実際の発光のばらつきも倍近くなる。
【００４４】
　ピークパワーがばらつくということは直接記録品質に影響が悪くなることを示している
。
　さらに、ＯＰＣでは試し書き領域に発光パワーを変えて記録を行うが、試し書き領域は
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実際に記録を行う個所とは異なり、１つの発光パワーで記録するのは非常に短い期間であ
り、第２の光量Ｐ２が一定になった後すぐに異なる発光パワーで発光することになる。
【００４５】
　もちろん、第２の光量Ｐ２が変わると同時に第３の光量Ｐ３も変更しているのだが、上
述したように第２の光量Ｐ２がばらつき、第３の光量Ｐ３もばらつくことでライト品質が
悪くなっている状態で、さらにいろいろな発光パワーで記録したところを再生しても記録
品質がいい記録パワーというのがどれくらいかをうまく見つけることはできない。
　それによって最適記録パワーを求めるのにも、同じ光ディスクで、同じスピードでも求
まる最適記録パワーはばらついてしまう。
　そこで、この発明の実施形態の光ディスク装置では、ＣＤ－ＲＷディスクにおいてＯＰ
Ｃにおいて最適なパワーを求めることができるように発光パワーのばらつきを無くすよう
にしている。
【００４６】
　この発明の実施形態の光ディスク装置は、ＯＰＣとして試し書き領域でパワーをふって
記録する前に予めＤＣイレーズ発光を行う。ＤＣイレーズ発光により第２の光量Ｐ２に対
する第２の電流値ＩＰ２にばらつきがあってもほぼ一定になる。このとき一つのパワーで
記録する期間がある程度長いため第２の電流値ＩＰ２のサンプル数が多くなる。このとき
の第２の電流値ＩＰ２の平均値から効率を求めるようにする。さらに、この効率値から実
際にＯＰＣを行う際に第３の光量Ｐ３として設定する第３の電流値ＩＰ３を求める。
　このようにすることにより、ばらついてしまう第２の電流値ＩＰ２から求めた効率値か
ら求まった第３の電流値ＩＰ３よりもばらつきが小さくなるため、ＯＰＣでもピークパワ
ーのばらつきが無くなりＯＰＣにおける記録品質が良くなり、求まる最適パワーのばらつ
きも無くなる。
【００４７】
　ところで、光ディスク毎に記録速度がある程度決められている。
　以前は１倍速や２倍速だけといったものから最近では４倍速から１６倍速といったもの
がある。もちろん記録速度に応じて記録パワーも異なっている。
　これは、光ディスクによって記録期間の第１の光量Ｐ１の期間の幅や、第３の光量Ｐ３
の期間の幅なども最適な幅があるためであり、この幅によって最適記録パワーも変わって
くる。
　例えば、第３の光量Ｐ３の幅が長い場合は光ディスクへ照射される光量は平均では大き
くなるので、設定パワー自体は低くし、幅が短い場合は平均光量は小さくなるので設定パ
ワー自体は大きくする。
【００４８】
　さらに、ＯＰＣでは発光パワーをいくつかふって記録しているが、このときフルパワー
も第３の光量Ｐ３や第１の光量Ｐ１の幅に応じて変えているが、ＯＰＣでフルパワーの真
中の値はある程度最適な記録パワーと予想される発光パワーにしてある。
　また、ＤＣイレーズ発光ではパルス発光ではないため、温度変化がパルス発光よりも大
きい。
　もし低いパワーに求まると予想される光ディスクの場合に高いパワーでＤＣイレーズ発
光させても実際に記録させる際の効率値とは異なってしまう。
　そこで次に、光ディスクに応じてＤＣイレーズ発光時の設定パワーを変更することによ
り、より求める効率値が実際の記録時と近いものとなり記録品質が悪くなるのを防ぐこと
ができる。
【００４９】
　また、光ディスク毎に記録スピードが異なるが、実際に記録を行うのはユーザが決める
ものであり、１倍速と２倍速のみの光ディスクであればＯＰＣでフルパワーの差はあまり
ないのだが、４倍速から１６倍速まで記録できるような光ディスクであれば、ＯＰＣでフ
ルパワーに差がでる。
　そこで次に、記録速度に応じてＤＣイレーズ発光時の設定パワーを変更することで、よ
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り求める効率が実際の記録時と近いものとなり記録品質が悪くなるのを防ぐことができる
。
　また、ＤＣイレーズ発光はパルス発光と異なりほとんど速度自体がイレーズの品質に影
響は及ぼさないため特に記録速度は決まっていないため、ただデータを消去したいだけで
あれば図７に示したようなデータエリア（ｄａｔａ　ａｒｅａ）であればできるだけ速い
速度で消去する。
【００５０】
　しかし、ＯＰＣ前のＤＣイレーズとＯＰＣ（と実際の記録）との速度を変えてしまうと
、変速などの処理やスピンドルの回転数の変更などの処理が増えてしまう。
　そこで次に、ＯＰＣ前のＤＣイレーズ発光とＯＰＣでは速度を変えないようにすること
で変速などの処理を入れないで済み、ＯＰＣまでの時間を長くしないようにすることで、
より求める効率が実際の記録時と近いものとなり記録品質が悪くなるのを防ぐことができ
る。
【００５１】
　次に、この発明の一実施形態について説明する。
　図８は、この発明の一実施形態である光ディスク装置の構成を示すブロック図である。
　一般的なＣＤ－ＲディスクとＣＤ－Ｅディスクは、書き込みが可能な（記録可能な）Ｃ
Ｄ（コンパクトディスク）である。
　前者のＣＤ－Ｒ（ＣＤレコーダブル）ディスクは、１回だけ書き込みが可能なＣＤであ
る（なお、ＣＤ－Ｗｒｉｔｅ　Ｏｎｃｅともいわれている）。
　また、後者のＣＤ－Ｅ（ＣＤイレーザブル）ディスクは、複数回の書き込みが可能なＣ
Ｄである（なお、ＣＤ－ＲＷ：ＣＤリライタブルともいわれている）。
　これらのＣＤ－ＲディスクやＣＤ－Ｅディスク、すなわち、光ディスクは、次の図８に
示すような光ディスク装置によって情報の記録再生が行われる。
【００５２】
　この光ディスク装置は、光ディスク２８，スピンドルモータ１０，光ピックアップ１１
，モータドライバ１２，リードアンプ１３，サーボ１４，ＣＤデコーダ１５，ＡＴＩＰデ
コーダ１６，レーザコントローラ１７，ＣＤエンコーダ１８，ＣＤ－ＲＯＭエンコーダ１
９，バッファＲＡＭ２０，バッファマネージャ２１，ＣＤ－ＲＯＭデコーダ２２，ＡＴＡ
ＰＩ／ＳＣＳＩ等のインタフェース（Ｉ／Ｆ）２３，Ｄ／Ａコンバータ２４，ＲＯＭ２５
，ＲＡＭ２６，ＣＰＵ２７からなり、Ｌはレーザ光を示す。上記レーザコントローラ１７
が、この発明に係るレーザパワー制御装置に相当し、この発明に係るレーザ光源駆動電流
値決定方法の処理を実行する。また、この光ディスク装置がこの発明に係る情報記録装置
と光ディスク装置とに相当し、この発明に係る情報記録方法と光ディスク記録方法の処理
を実行する。
【００５３】
　同図において、矢印はデータが主に流れる方向を示しており、また、図を簡略化するた
めに、各ブロックを制御するＣＰＵ２７と各ブロックとの詳しい接続関係の図示を省略し
ている。
　ＲＯＭ２５には、ＣＰＵ２７にて解読可能なコードで記述された制御プログラムが格納
されている。
　なお、光ディスク装置の電源がオン状態になると、上記制御プログラムは図示を省略し
た公知のメインメモリにロードされ、ＣＰＵ２７はその制御プログラムに従って上記各部
の動作を制御するとともに、制御に必要なデータ等を一時的にＲＡＭ２６に保存する。
【００５４】
　光ディスク２８は、スピンドルモータ１０によって回転駆動される。
　このスピンドルモータ１０は、モータドライバ１２とサーボ１４により、線速度が一定
になるように制御される。この線速度は、階段的に変更することが可能である。
　光ピックアップ１１は、図示を省略した公知の半導体レーザ光源（レーザダイオード「
ＬＤ」に相当する），光学系，フォーカスアクチュエータ，トラックアクチュエータ，受
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光素子及びポジションセンサを内蔵しており、レーザ光Ｌを光ディスク２８に照射する。
　また、この光ピックアップ１１は、シークモータによってスレッジ方向への移動が可能
である。
【００５５】
　これらのフォーカスアクチュエータ，トラックアクチュエータ，シークモータは、受光
素子とポジションセンサから得られる信号に基いて、モータドライバ１２とサーボ１４に
より、レーザ光Ｌのスポットが光ディスク２８上の目的の場所に位置するように制御され
る。
　そして、リード時には、光ピックアップ１１によって得られた再生信号が、リードアン
プ１３で増幅されて２値化された後、ＣＤデコーダ１５に入力される。その入力された２
値化データは、このＣＤデコーダ１５において、ＥＦＭ（Ｅｉｇｈｔ　ｔｏ　Ｆｏｕｒｔ
ｅｅｎ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）復調される。
【００５６】
　なお、記録データは、８ビットずつまとめられてＥＦＭ変調されており、このＥＦＭ変
調では、８ビットを１４ビットに変換し、結合ビットを３ビット付加して合計１７ビット
にする。
　この場合に、結合ビットは、それまでの「１」と「０」の数が平均的に等しくなるよう
に付けられる。
　これを「ＤＣ成分の抑制」といい、ＤＣカットされた再生信号のスライスレベル変動が
抑圧される。
　復調されたデータは、デインターリーブとエラー訂正の処理が行われる。
　その後、このデータは、ＣＤ－ＲＯＭデコーダ２２へ入力され、データの信頼性を高め
るために、さらに、エラー訂正の処理が行われる。
【００５７】
　このように２回のエラー訂正の処理が行われたデータは、バッファマネージャ２１によ
って一旦バッファＲＡＭ２０に蓄えられ、セクタデータとして揃った状態で、ＡＴＡＰＩ
／ＳＣＳＩ等のインタフェース（Ｉ／Ｆ）２３を介して、ホストコンピュータへ一気に転
送される。
　なお、音楽データの場合には、ＣＤデコーダ１５から出力されたデータが、Ｄ／Ａコン
バータ２４へ入力され、アナログのオーディオ出力信号Ａｕｄｉｏとして取り出される。
【００５８】
　また、ライト時には、Ｉ／Ｆ２３を通して、ホストコンピュータから送られてきたデー
タは、バッファマネージャ２１によって一旦バッファＲＡＭ２０に蓄えられる。
　そして、バッファＲＡＭ２０内にある程度の量のデータが蓄積された状態で、ライト動
作が開始されるが、この場合には、その前にレーザスポットを書き込み開始地点に位置さ
せる必要がある。
　この地点は、トラックの蛇行により予め光ディスク２８上に刻まれているウォブル信号
によって求められる。
　ウォブル信号には、ＡＴＩＰと呼ばれる絶対時間情報が含まれており、この情報が、Ａ
ＴＩＰデコーダ１６によって取り出される。
【００５９】
　また、このＡＴＩＰデコーダ１６によって生成される同期信号は、ＣＤエンコーダ１８
へ入力され、光ディスク２８上の正確な位置へのデータの書き込みを可能にしている。
　バッファＲＡＭ２０のデータは、ＣＤ－ＲＯＭエンコーダ１９やＣＤエンコーダ１８に
おいて、エラー訂正コードの付加や、インターリーブが行われ、レーザコントローラ１７
，光ピックアップ１１を介して光ディスク２８に記録される。
　なお、ＥＦＭ変調されたデータは、ビットストリームとしてチャンネルビットレート４
．３２１８Ｍｂｐｓ（標準速）でレーザを駆動する。
　この場合の記録データは、５８８チャンネルビット単位でＥＦＭフレームを構成する。
チャンネルクロックとは、このチャンネルビットの周波数のクロックを意味する。
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【００６０】
　図９は、この光ディスク装置を使用した情報処理システムの概略構成を示すブロック図
である。
　情報処理システムは、ホストコンピュータ１と光ディスク装置７とからなり、ホストコ
ンピュータ１は、キーボード，マウス等の入力装置２と、ＣＰＵ，ＲＯＭ及びＲＡＭ等か
らなる制御装置３と、ＣＲＴ，ＬＣＤ等の表示装置４と、インタフェース５と、ＨＤＤ等
の記録装置６を備えている。
　制御装置３は、ＣＰＵ，ＲＯＭ及びＲＡＭ等からなるマイクロコンピュータを有し、こ
の情報処理システムの全体を制御する。
【００６１】
　インタフェース５は、光ディスク装置７との双方向の通信インタフェースであり、ＡＴ
ＡＰＩ及びＳＣＳＩ等の標準インタフェースに準拠している。インタフェース５は光ディ
スク装置のインタフェース（公知なので図示を省略）と接続されている。
　なお、各インタフェース間の接続形態は、通信ケーブル（例えばＳＣＳＩケーブル）な
どの通信線を用いたケーブル接続だけでなく、赤外線などを利用したワイヤレス接続であ
っても良い。
【００６２】
　記録装置６には、制御装置３のマイクロコンピュータで解読可能なコードで記述された
プログラムが格納されている。
　なお、ホストコンピュータ１の駆動電源がオン状態になると、上記プログラムは制御装
置３のメインメモリにロードされる。
　表示装置４は、例えばＣＲＴ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）及びプラズマディスプレイ
パネル（ＰＤＰ）などの表示部（図示省略）を備え、制御装置３からの各種情報を表示す
る。
　入力装置２は、例えばキーボード，マウス及びポインティングデバイスなどのうち少な
くとも１つの入力媒体（図示省略）を備え、ユーザから入力された各種情報を制御装置３
に通知する。
　なお、入力媒体からの情報はワイヤレス方式で入力されても良い。
【００６３】
　また、表示装置４と入力装置２とが一体化したものとして、例えばタッチパネル付きＣ
ＲＴなどがある。
　さらに、ホストコンピュータ１はオペレーティングシステム（ＯＳ）を搭載している。
そして、ホストコンピュータ１を構成する全てのデバイスはＯＳによって管理されている
ものとする。
【００６４】
　さらに、上記光ディスク装置７が、一度だけ書き込み可能なＣＤフォーマットに準拠し
たディスクであるＣＤ－Ｒ（ＣＤ－Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）ディスクに記録と再生を行う
ＣＤ－Ｒドライブ装置の場合について説明する。
　ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）はディスク基板上にデータ列をピットと呼ばれる穴
の有無で表現し、これにレーザ光をあてて、その反射光変化でデータを読み取る。
　このデータ列はレコードの様にディスク基板上に螺旋状にならべられている。
　この螺旋状に配された線をトラックと呼んでいる。
　隣りあうトラック間の距離は１．６ミクロンである。
【００６５】
　さて、光ディスクは（ＣＤ－ＲＯＭやＣＤ－Ｒディスク等）はスピンドルモータ（Ｓｐ
ｉｎｄｌｅ　Ｍｏｔｏｒ）１０により回転駆動される。
　スピンドルモータ１０はモータドライバ（Ｍｏｔｏｒ　Ｄｒｉｖｅｒ）１２とサーボ（
Ｓｅｒｖｏ）１４により一定速度になるように制御される。
　光ピックアップ（Ｐｉｃｋ　Ｕｐ）１１は、図示を省略したレーザダイオード（Ｌａｓ
ｅｒ　Ｄｉｏｄｅ），光学系（レンズ等），フォーカスアクチュエータ（レーザ光の焦点
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がディスクに合うようにレンズの位置をディスクと垂直方向に動かす機構），トラックア
クチュエータ（レーザ光の焦点がトラックをトレースするように光ディスクの半径方向（
スレッジ方向）にレンズを動かす機構）、及び受光素子，ポジションセンサ等を内蔵した
ものであり、レーザ光Ｌを光ディスク２８に照射する。
【００６６】
　また、光ピックアップ１１全体はシークモータ（図示省略）によりスレッジ方向に移動
可能である。
　これらフォーカスアクチュエータ，トラックアクチュエータ，シークモータは受光素子
，ポジションセンサから得られた信号をもとにモータドライバ１２とサーボ１４によりレ
ーザスポットが目的の場所に位置するよう制御される。
　データ読み出しの場合、光ピックアップ１１で得られた再生信号はリードアンプ（Ｒｅ
ａｄ　ａｍｐ）１３で増幅され、イコライザ処理や２値化（デジタル化）された後、ＣＤ
デコーダ（ＣＤ　Ｄｅｃｏｄｅｒ）１５に入力されＥＦＭ復調される。
【００６７】
　ＥＦＭはＥｉｇｈｔ　ｔｏ　Ｆｏｕｒｔｅｅｎ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎの略であり、光
ディスク２８には光学的に再生又は記録し易いように８ｂｉｔデータを１４ｂｉｔのデー
タに変調したデータが書かれている。ＥＦＭ復調されたデータはデインタリーブ（並べ替
え直し）とエラー訂正の処理を受ける。
　その後、このデータはバッファマネージャー（Ｂｕｆｆｅｒ　Ｍａｎａｇｅｒ）２１に
より一旦バッファＲＡＭ（Ｂｕｆｆｅｒ　ＲＡＭ）２０に蓄えられ、セクタデータとして
そろった段階でＡＴＡＰＩやＳＣＳＩと行ったインタフェース２３を介してホストコンピ
ュータに一気に送られる。
【００６８】
　音楽データの場合、ＣＤデコーダ１５から出てきたデータはＤ／Ａコンバータ２４に入
力され、アナログのオーディオ信号が取り出される。
　データ書き込み時は、ＡＴＡＰＩやＳＣＳＩ等のインタフェース２３を通しホストコン
ピュータから送られてきたデータはバッファマネージャ２１により一旦バッファＲＡＭ２
０に蓄えられる。バッファＲＡＭ２０にある程度データが貯まったところで書き込みを開
始するが、その前にレーザスポットを書き込み開始地点に位置させなければならない。
　この地点はトラックの蛇行により予め光ディスク２８に刻まれているウォブル信号によ
り求められる。
【００６９】
　ウォブル信号にはＡＴＩＰと呼ばれる絶対時間情報が含まれておりＡＴＩＰデコーダ１
６によりこの情報が取り出せる。
　また、ＡＴＩＰデコーダ１６が生成する同期信号はＣＤエンコーダ１８に入力され、正
確な位置でのデータの書き出しを可能にしている。
　バッファＲＡＭ２０のデータはＣＤ－ＲＯＭエンコーダ１９やＣＤエンコーダ１８でエ
ラー訂正コードの不可やインターリーブ（並べ替え）が行われた後ＥＦＭ変調され、レー
ザコントローラ（Ｌａｓｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：レーザコントロール回路）１７、
光ピックアップ１１を介して光ディスク２８に記録される。上記レーザコントローラ１７
の内部構成は、図３に示したものと同じである。レーザコントローラ１７の各スイッチの
制御信号、つまり第１のサンプル信号，第２のサンプル信号，第１のライトパルス重畳信
号，第２のライトパルス重畳信号は、上記ＣＤエンコーダ１８によって出力される信号で
ある。
【００７０】
　また、この発明の請求項に記載した各手段は、ＣＰＵ３７内の図示を省略したＲＯＭに
格納されたプログラムに基づいてＣＰＵ３７が実現する機能である。
　なお、ＯＰＣ（最適記録パワー）の設定方法は、この発明に係る電流決定手段により決
定された電流値に基づいて発光パワーを複数回変化させる以外は通常のＯＰＣと同様であ
る。
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【００７１】
　図１０は、光ディスク上の記録エリアの配置を示す図である。
　ＣＤ－ＲＯＭディスクの場合、内周のリードインエリア（Ｌｅａｄ－Ｉｎ　Ａｒｅａ）
がφ４６ｍｍから５０ｍｍにわたって配置され、それより内周にはピットが存在しない。
　ＣＤ－Ｒディスク及びＣＤ－ＲＷディスクでは、φ４６ｍｍより内周域にＰＣＡとＰＭ
Ａの各エリアが設けられている。
　ＰＣＡはパワーキャリブレーションエリア（Ｐｏｗｅｒ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ａ
ｒｅａ）の略称であり、書き込み発光パワーの校正領域（発光パワー校正領域）である。
【００７２】
　光ディスク装置（書き込みドライブ装置）は、ユーザデータの記録前に、発光パワー校
正領域で発光パワーをふって試し書きを行い、最適な記録パワー（最適記録パワー）を決
定する。
　なぜ上述のような処理が必要かというと、最適記録パワーは、光ディスク毎の記録感度
のバラツキ，レーザ波長のバラツキ，記録波形のバラツキ，そのときの温度等多くの要因
で変動するからである。
　ＰＭＡはプログラムメモリエリア（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｒｅａ）の略称
であり、プログラムエリア中に記録された「トラック」の先頭アドレスを格納する。
【００７３】
　「トラック」とは、オーディオＣＤでの「曲」のことであり、ＣＤには９９トラックま
で記録できる。
　本来、そのトラック情報は、最終的にはリードインエリア（Ｌｅａｄ－Ｉｎ　Ａｒｅａ
）に目次情報（Ｔａｂｌｅ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ＴＯＣ）として書かれるものだが
、ＣＤ－Ｒディスクの場合は、追記作業が完結するまでトラック情報が確定しないのでト
ック（ＴＯＣ）を書くことがない。
　そこで、ＴＯＣを書くまでの間、トラック情報をＰＭＡに書いておくようにしている。
【００７４】
　リードインエリアにＴＯＣを書き、リードアウトエリア（Ｌｅａｄ－Ｏｕｔ　Ａｒｅａ
）を書き込むと、その光ディスクはＣＤ－ＲＯＭ装置で再生可能に扱えるようになる。そ
の作業を「セッションをクローズする」という。
　一度セッションをクローズしても、その外側に記録可能エリアが残っていれば、さらに
追記が可能である。
　その場合も、外側にリードインエリア（Ｌｅａｄ－Ｉｎ　Ａｒｅａ）＋プログラムエリ
ア（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａｒｅａ）＋リードアウトエリア（Ｌｅａｄ－Ｏｕｔ　Ａｒｅａ）
を作る。
　その組を「セッション」と呼び、光ディスク全体でセッションが複数有る光ディスクを
マルチセッションという。
【００７５】
　ＣＤ－ＲＷディスクでは、ＣＤ－Ｒライクなシーケンシャル記録の場合、セッション単
位、あるいはオープンセッション内（すなわち、一番外側のセッションでクローズ前のセ
ッション）でトラック単位で、それより外側の消去，上書きが可能である。
　ここで、「消去」とは、物理的な消去と論理的な消去がある。
　物理消去は発光パワーＰｅでベタ書きして、全て結晶化させることであり、論理消去は
サブコードＱチャンネルに「Ｍｏｄｅ０」パターンを書くことである。
　論理消去の場合、光ディスク上の絶対時間情報は書き込まれるので、ＣＤ－ＲＯＭドラ
イブでもファームウエア次第でアクセスできる。
【００７６】
　上記の説明中の第１の光量（第１の光量レベル，第１の光量値）Ｐ１と第２の光量（第
２の光量レベル）Ｐ２はそれぞれ第１の基準電圧値Ｖｒｅｆ１及び第２の基準電圧値Ｖｒ
ｅｆ２の値に対応して決定される値であり、製造時に予めＲＯＭ内にパラメータテーブル
の形で格納されている。
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　また、第２の電流値ＩＰ２は、第２のＶ／Ｉ変換器及び第２の電流増幅器等の影響を考
慮した上で第２のＤ／Ａコンバータの設定値を電流値に変換した形で求めることができる
。
【００７７】
　次に、この光ディスク装置の処理について説明する。
　図１は、この発明の一実施形態の光ディスク装置の処理を示すフローチャート図である
。
　この処理は、ＣＰＵ３７は、ステップ（図中「Ｓ」で示す）１で光ディスクの種別を特
定するために光ディスクの情報を読み取る。ステップ２でその読み取った光ディスクの種
別（種類）に応じてＤＣイレーズ用の発光パワーを決めて設定する。このとき使用する光
ディスクが低速から高速まで記録ができる場合もあるので１倍速や２倍速だけの低速対応
光ディスクではＤＣイレーズには１種類だけの発光パワーでいいが、４倍速から１６倍速
のような高速対応の場合は２種類以上の発光パワーを用意しておく。ただし今回は高いほ
うの発光パワーに設定する。
【００７８】
　次に、ステップ３で実際にＯＰＣを行うときの実記録用の速度（スピード）を設定する
。上述したように低速対応のようにＤＣイレーズ発光で１種類であれば改めて設定する必
要もないが、高速対応光ディスクであるが、低速をユーザが選択した場合には、ステップ
４でそのスピードに応じたＤＣイレーズ用の発光パワーに設定し直す。
【００７９】
　次に、ステップ５で設定された速度のままでＤＣイレーズ用の発光パワーでＯＰＣを行
う試し書き領域にＤＣイレーズで記録を開始する。ステップ６でＤＣイレーズ発光中に第
２の電流値ＩＰ２をサンプルして保持する。記録する期間はできるだけ長いほうが第２の
電流値ＩＰ２のサンプル数が多くなるのでよいが、ＯＰＣで記録する長さよりも多いと、
例えば試し書きの一番後ろのパーティーションだった場合にそのパーティーションの後ろ
はカウント領域なのでそこもＤＣイレーズしてしまうと、どれくらいＯＰＣを行ったかが
わからなくなってしまう。
　そのため、１つのパーティションよりも短い長さでサンプルするが、サンプル数が多す
ぎても第２の電流値ＩＰ２を保持しておくメモリが膨大になってしまうので、パーティシ
ョンとメモリの大きさに応じてあらかじめサンプル数は決めておく。
【００８０】
　次に、ステップ７で取得してメモリに保持した第２の電流値ＩＰ２の平均値を求め、ス
テップ８で第２の電流値ＩＰ２の平均値とＤＣイレーズの発光パワーとから効率値を計算
して求める。そして、ステップ９でその求まった効率値からＯＰＣに使用する第３の電流
値ＩＰ３を計算し、その第３の電流値ＩＰ３を設定してＯＰＣを行う。
　このようにして、ＯＰＣ時に第２の電流値ＩＰ２のばらつきがあってもピークパワーに
ばらつきが少なくなり、記録品質がよくなるためＯＰＣで求まる最適パワーにばらつきが
なくなる。
【００８１】
　この実施形態の光ディスク装置は、ＯＰＣの前に予めＤＣイレーズ発光を行い、そのと
き求まった第２の電流値ＩＰ２から効率値を求め、その効率値からＯＰＣの第３の電流値
ＩＰ３を計算することでＯＰＣ時の記録品質がよくなり、ＯＰＣで求まる最適パワーにば
らつきが小さくなる。
　また、使用する光ディスクに応じてＯＰＣ前のＤＣイレーズ発光における発光パワーを
変えることにより、求める効率値の差がＤＣイレーズとＯＰＣで小さくなり、ＯＰＣ時の
記録品質がよくなり、ＯＰＣで求まる最適パワーにばらつきが小さくなる。
【００８２】
　さらに、ＯＰＣにおける記録速度に応じてＯＰＣ前のＤＣイレーズ発光におけるパワー
を変えることにより、求める効率の差がＤＣイレーズとＯＰＣで小さくなり、ＯＰＣ時の
記録品質がよくなり、ＯＰＣで求まる最適パワーにばらつきが小さくなる。
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　さらにまた、ＤＣイレーズの速度とＯＰＣの速度を同じにすることによって変速などの
処理が必要なくなり、ＤＣイレーズからＯＰＣまでの時間を長くしないで済み、求める効
率値の差がＤＣイレーズとＯＰＣで小さくなるのでＯＰＣ時の記録品質がよくなり、ＯＰ
Ｃで求まる最適パワーにばらつきが小さくなる。
【００８３】
【発明の効果】
　以上説明してきたように、この発明のレーザパワー制御装置と情報記録装置と光ディス
ク装置とレーザ光源駆動電流値決定方法と情報記録方法と光ディスク記録方法によれば、
記録媒体に対するＯＰＣにおいて最適記録パワーを求めることができるように発光パワー
のばらつきをなくすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一実施形態の光ディスク装置の処理を示すフローチャート図である
。
【図２】　ＣＤ－ＲＷディスクにおけるレーザ光源から出射されるレーザ光の様子を示す
説明図である。
【図３】　ＣＤ－ＲＷディスクの発光における定パワー制御を行うレーザコントローラの
回路構成例を示す図である。
【図４】　デジタル制御による制御時の第１のＳ／Ｈ回路の出力電圧と第１のコンパレー
タの出力との関係を示す波形図である。
【図５】　デジタル制御による制御時の第２のＳ／Ｈ回路の出力電圧と第２のコンパレー
タの出力との関係を示す波形図である。
【図６】　レーザの駆動電流値対発光パワーの特性の例を示す線図である。
【図７】　光ディスクの内周から外周までの断面を示す図である。
【図８】　この発明の一実施形態である光ディスク装置の構成を示すブロック図である。
【図９】　この光ディスク装置を使用した情報処理システムの概略構成を示すブロック図
である。
【図１０】　光ディスク上の記録エリアの配置を示す図である。
【符号の説明】
１：ホストコンピュータ　　２：入力装置
３：制御装置　　　　　　　４：表示装置
５，２３：インタフェース　６：記録装置
７：光ディスク装置　　　　１０：スピンドルモータ
１１：光ピックアップ　　　１２：モータドライバ
１３：リードアンプ　　　　１４：サーボ
１５：ＣＤデコーダ　　　　１６：ＡＴＩＰデコーダ
１７：レーザコントローラ　１８：ＣＤエンコーダ
１９：ＣＤ－ＲＯＭエンコーダ　２０：バッファＲＡＭ
２１：バッファマネージャ　　　２２：ＣＤ－ＲＯＭデコーダ
２４：Ｄ／Ａコンバータ　　　　２５：ＲＯＭ
２６：ＲＡＭ　　　２７，３７：ＣＰＵ
２８：光ディスク　３０：ＡＰＣ部
３１：ＬＤドライバ部　　　３２：Ｉ／Ｖ変換器
３３：第１のＳ／Ｈ回路　　３４：第２のＳ／Ｈ回路
３５：第１のコンパレータ　３６：第２のコンパレータ
３８：第１のＤ／Ａコンバータ　３９：第２のＤ／Ａコンバータ
４０：第３のＤ／Ａコンバータ　４１：第１のＶ／Ｉ変換器
４２：第２のＶ／Ｉ変換器　　　４３：第３のＶ／Ｉ変換器
４４：第３の電流増幅器　　　　４５：第１の電流増幅器
４６：第２の電流増幅器　　　　４７：電流加算器
ＬＤ：レーザダイオード　　　　ＰＤ：フォトダイオード
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