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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式（ＴｉｘＭ１１－ｘ）ｙＭ２１－ｙ（但し、Ｍ１はシリコン（Ｓｉ）及びアルミ
ニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素、Ｍ２はシリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ
）のいずれか一方の元素で、０．３≦ｘ≦０．８、０．７５≦ｙ≦１である）で表される
合金を含む記録層を備えることを特徴とする光記録媒体。
【請求項２】
　０．４≦ｘ≦０．６が満たされていることを特徴とする請求項１に記載の光記録媒体。
【請求項３】
　前記記録層の少なくとも一方の側に設けられた誘電体層をさらに備えることを特徴とす
る請求項１または２のいずれか１項に記載の光記録媒体。
【請求項４】
　スパッタリング法により光記録媒体の記録層を形成するために用いる光記録媒体用スパ
ッタリングターゲットであって、一般式（Ｔｉｘ’Ｍ１１－ｘ’）ｙ’Ｍ２１－ｙ’（但
し、Ｍ１はシリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素、Ｍ２はシ
リコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素、０．３７≦ｘ’≦０．
８５、０．７５≦ｙ’≦１である）で表される合金を含むことを特徴とする光記録媒体用
スパッタリングターゲット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は光記録媒体に関し、特に、追記型光記録媒体に関する。また、本発明は光記録媒
体用スパッタリングターゲットに関し、特に、追記型光記録媒体の記録層を形成するため
のスパッタリングターゲットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、デジタルデータを記録するための記録媒体として、ＣＤやＤＶＤに代表される
光記録媒体が広く利用されている。これらの光記録媒体は、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯ
Ｍのようにデータの追記や書き換えができないタイプの光記録媒体（ＲＯＭ型光記録媒体
）と、ＣＤ－ＲやＤＶＤ－Ｒのようにデータの追記はできるがデータの書き換えができな
いタイプの光記録媒体（追記型光記録媒体）と、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ－ＲＷのようにデー
タの書き換えが可能なタイプの光記録媒体（書き換え型光記録媒体）とに大別することが
できる。
【０００３】
ＲＯＭ型光記録媒体においては、製造時において予め基板に形成されるピット列によりデ
ータが記録されることが一般的であり、書き換え型光記録媒体においては、例えば、記録
層の材料として相変化材料が用られ、その相状態の変化に基づく光学特性の変化を利用し
てデータが記録されることが一般的である。
【０００４】
これに対し、追記型光記録媒体においては、記録層の材料としてシアニン系色素、フタロ
シアニン系色素、アゾ色素等の有機色素が用いられ、その化学的変化（場合によっては化
学的変化に加えて物理的変形を伴うことがある）に基づく光学特性の変化を利用してデー
タが記録されることが一般的である。追記型光記録媒体は書き換え型光記録媒体とは違い
、一旦データを記録した場合これを消去したり書き換えたりすることができないが、この
ことはデータの改竄ができないことを意味するため、データの改竄防止が求められる用途
において重要な役割を果たしている。
【０００５】
しかしながら、有機色素は日光等の照射によって劣化することから、追記型光記録媒体に
おいて長期間の保存に対する信頼性をさらに高めるためには、記録層を有機色素以外の材
料によって構成することが望ましい。記録層を有機色素以外の材料によって構成した例と
しては、特許文献１に記載されているように、無機材料からなる２層の反応層を積層しこ
れを記録層として用いる技術が知られている。
【０００６】
【特許文献１】
特開昭６２－２０４４４２号公報
【発明が解決しようとする課題】
近年、人々の地球環境への関心は日々高まっており、光記録媒体の記録層の材料としても
、より環境負荷の小さい材料を選択することが強く望まれている。
【０００７】
したがって、本発明の目的は、地球環境に与える負荷が小さい無機材料によって構成され
る記録層を備えた光記録媒体を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明にかかる光記録媒体は、一般式（ＴｉｘＭ１１－ｘ）ｙＭ２１－ｙ（但し、Ｍ１
はシリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素、Ｍ２はシリコン（
Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素で、０．３≦ｘ≦０．８、０．７
５≦ｙ≦１である）で表される合金を含む記録層を備えることを特徴とする。
【０００９】
チタン（Ｔｉ）、シリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）は、いずれも地球上におい
て非常にありふれた元素であり、地球環境に与える負荷の非常に小さい材料である。この
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ため、このような元素からなる合金を記録層の主成分として用いることにより、環境負荷
の少ない光記録媒体を作製することが可能となる。また、０．３≦ｘ≦０．８に設定され
ていることから、十分なＣ／Ｎ比を得ることができるばかりでなく、ジッタ及びクロスト
ーク特性も良好となる。このような材料を主成分とする記録層に対する記録のメカニズム
は、主に当該合金の相変化によるものであり、記録層の所定の部分にレーザビームを照射
し、その熱によって記録層の一部分を溶解させた後固化させれば、合金の相状態を変化さ
せることができる。尚、一般式中、Ｍ２は任意成分であり、本発明による光記録媒体の記
録層にこれが含まれている必要はない。本発明による光記録媒体の記録特性は、Ｍ２の含
有量が少ないほど概ね良好となり、ｙ＝１である場合、すなわちチタン（Ｔｉ）とＭ１の
みからなる合金によって記録層を構成した場合に最も良好な特性を得ることができる。
【００１０】
　本発明において、Ｍ２はシリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の
元素である。Ｍ２で示される元素がシリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれ
か一方の元素である場合には、０．７５≦ｙ≦１である限りにおいて、任意成分であるＭ
２による特性劣化はほとんど生じない。また、シリコン（Ｓｉ）およびアルミニウム（Ａ
ｌ）は、いずれも地球上において最もありふれた元素の一つであり、地球環境に与える負
荷の非常に小さい材料である。このため、任意成分としてこのような元素を選択すれば、
環境負荷を大幅に抑制することが可能となる。
【００１１】
さらに、本発明においては、０．４≦ｘ≦０．６が満たされていることが好ましい。この
ような組成比とすればより高いＣ／Ｎ比が得られるばかりでなく、クロストークがより効
果的に抑制される。
【００１２】
さらに、前記記録層の少なくとも一方の側に設けられた誘電体層をさらに備えることがよ
り好ましい。このような誘電体層を設ければ、記録層を物理的及び／又は化学的に保護さ
れるので、光記録後、長期間にわたって記録情報の劣化を効果的に防止することができる
。誘電体層の材料を適切に選択すれば、記録の前後における光学特性の差を拡大させるこ
とが可能となる。
【００１３】
　また、本発明にかかる光記録媒体用スパッタリングターゲットは、スパッタリング法に
より光記録媒体の記録層を形成するために用いる光記録媒体用スパッタリングターゲット
であって、一般式（Ｔｉｘ’Ｍ１１－ｘ’）ｙ’Ｍ２１－ｙ’（但し、Ｍ１はシリコン（
Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素、Ｍ２はシリコン（Ｓｉ）及びア
ルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素、０．３７≦ｘ’≦０．８５、０．７５≦ｙ’
≦１である）で表される合金を含むことを特徴とする。本発明にかかるターゲットを用い
て光記録媒体の記録層を成膜すれば、環境負荷を抑制しつつ、高いＣ／Ｎ比が得られ、ク
ロストークが効果的に抑制され、さらに、低いジッタを有する光記録媒体を作製すること
が可能となる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しながら、本発明の好ましい実施態様について詳細に説明する。
【００１５】
図１（ａ）は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体１０の外観を示す切り欠き
斜視図であり、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示すＡ部を拡大した部分断面図である。
【００１６】
図１（ａ），（ｂ）に示す光記録媒体１０は、外径が約１２０ｍｍ、厚みが約１．２ｍｍ
である円盤状の光記録媒体であり、図１（ｂ）に示すように、支持基板１１と、反射層１
２と、第２誘電体層１３と、記録層１４と、第１誘電体層１５と、光透過層１６とを備え
て構成されている。特に限定されるものではないが、本実施態様にかかる光記録媒体１０
は、波長λが３８０ｎｍ～４５０ｎｍ、好ましくは約４０５ｎｍであるレーザビームＬを
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光透過層１６の表面である光入射面１６ａより照射することによってデータの追記及び再
生を行うことが可能である。尚、「第２」誘電体層１３及び「第１」誘電体層１５とは、
光入射面１６ａから見てそれぞれ２番目及び１番目の誘電体層であることを意味する。
【００１７】
支持基板１１は、光記録媒体１０に求められる厚み（約１．２ｍｍ）を確保するために用
いられる円盤状の基板であり、その一方の面には、その中心部近傍から外縁部に向けて又
は外縁部から中心部近傍に向けて、レーザビームＬをガイドするためのグルーブ１１ａ及
びランド１１ｂが螺旋状に形成されている。支持基板１１の材料としては種々の材料を用
いることが可能であり、例えば、ガラス、セラミックス、あるいは樹脂を用いることがで
きる。これらのうち、成形の容易性の観点から樹脂が好ましい。このような樹脂としては
ポリカーボネート樹脂、オレフィン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン樹
脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、ＡＢＳ樹
脂、ウレタン樹脂等が挙げられる。中でも、加工性などの点からポリカーボネート樹脂や
オレフィン樹脂が特に好ましい。但し、支持基板１１は、レーザビームＬの光路とはなら
ないことから、高い光透過性を有している必要はない。
【００１８】
反射層１２は、光透過層１６側から入射されるレーザビームＬを反射し、再び光透過層１
６へ出射させる役割を果たし、その厚さとしては５～３００ｎｍに設定することが好まし
く、２０～２００ｎｍに設定することが特に好ましい。反射層１２の材料はレーザビーム
Ｌを反射可能である限り特に制限されず、例えば、マグネシウム（Ｍｇ），アルミニウム
（Ａｌ），チタン（Ｔｉ），クロム（Ｃｒ），鉄（Ｆｅ），コバルト（Ｃｏ），ニッケル
（Ｎｉ），銅（Ｃｕ），亜鉛（Ｚｎ），ゲルマニウム（Ｇｅ），銀（Ａｇ），白金（Ｐｔ
），金（Ａｕ）等を用いることができる。これらのうち、高い反射率を有することから、
アルミニウム（Ａｌ），金（Ａｕ），銀（Ａｇ），銅（Ｃｕ）又はこれらの合金（Ａｇと
Ｃｕとの合金等）などの金属材料が用いることが好ましい。本発明において、光記録媒体
に反射層１２を設けることは必須でないが、これを設ければ、光記録後において多重干渉
効果により高い再生信号（Ｃ／Ｎ比）が得られやすくなる。
【００１９】
第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３は、これらの間に設けられる記録層１４を物理的
及び／又は化学的に保護する役割を果たし、記録層１４はこれら第１誘電体層１３及び第
２誘電体層１５に挟持されることによって、光記録後、長期間にわたって記録情報の劣化
が効果的に防止される。
【００２０】
第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３を構成する材料は、使用されるレーザビームＬの
波長領域において透明な誘電体であれば特に限定されず、例えば、酸化物、硫化物、窒化
物又はこれらの組み合わせを主成分として用いることができる。より具体的には、支持基
板１１等の熱変形防止、並びに、記録層１４の保護特性の観点から、第１誘電体層１５及
び第２誘電体層１３が、Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＮ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＧｅＮ、ＧｅＣｒＮ、Ｃ
ｅＯ、ＳｉＯ、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＣ、Ｌａ２Ｏ３、ＳｉＡｌＯＮ（ＳｉＯ２，
Ａｌ２Ｏ３，Ｓｉ３Ｎ４及びＡｌＮの混合物）及びＬａＳｉＯＮ（Ｌａ２Ｏ３，ＳｉＯ２

及びＳｉ３Ｎ４の混合物）等の誘電体材料を主成分とすることが好ましい。第１誘電体層
１５と第２誘電体層１３は、互いに同じ材料を主成分として構成されてもよいが、異なる
材料を主成分として構成されてもよい。さらに、第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３
の少なくとも一方が、複数の誘電体膜からなる多層構造であっても構わない。
【００２１】
また、第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３の層厚は特に限定されないが、３～２００
ｎｍであることが好ましい。この層厚が３ｎｍ未満であると、上述した効果が得られにく
くなる一方、層厚が２００ｎｍを超えると、成膜時間が長くなり生産性が低下するおそれ
があるとともに、第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３のもつ応力によってクラックが
発生するおそれがあるからである。
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【００２２】
また、第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３は、記録の前後における光学特性の差を拡
大する役割をも果たし、これを達成するためには、使用されるレーザビームＬの波長領域
において高い屈折率（ｎ）を有する材料を主成分として選択することが好ましい。さらに
、レーザビームＬを照射した場合に、第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３に吸収され
るエネルギーが大きいと記録感度が低下することから、これを防止するためには、使用さ
れるレーザビームＬの波長領域において低い消衰係数（ｋ）を有する材料を主成分として
選択することが好ましい。
【００２３】
以上を考慮すれば、第１誘電体層１５及び第２誘電体層１３の材料としては、ＺｎＳとＳ
ｉＯ２の混合物を主成分とすることが特に好ましく、そのモル比は８０：２０程度に設定
することが好ましい。
【００２４】
記録層１４は不可逆的な記録マークが形成される層であり、本発明では、一般式（Ｔｉｘ

Ｍ１１－ｘ）ｙＭ２１－ｙ（但し、Ｍ１はシリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）の
いずれか一方の元素、Ｍ２はＭ１と異なる元素、０．３≦ｘ≦０．８、０．７５≦ｙ≦１
であり、以下の記載においても同様である）で表される合金を含んで構成される。ここで
、Ｍ２は任意成分であり、記録層１４にこれが含まれている必要はない。光記録媒体１０
の記録特性は、Ｍ２の含有量が少ないほど概ね良好となり、ｙ＝１である場合、すなわち
実質的にチタン（Ｔｉ）とＭ１のみからなる合金によって記録層１４を構成した場合に最
も良好な特性を得ることができる。但し、チタン（Ｔｉ）とＭ１（シリコン（Ｓｉ）又は
アルミニウム（Ａｌ））の組成比については、上述の通り、０．３≦ｘ≦０．８とする必
要がある。これは、ｘ＜０．３である場合や、ｘ＞０．８である場合には、十分なＣ／Ｎ
比が得られないばかりでなく、ジッタが悪化し、さらに、クロストークが顕著となるから
である。
【００２５】
チタン（Ｔｉ）、シリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）は、いずれも地球上におい
て非常にありふれた元素であり、地球環境に与える負荷の非常に小さい材料である。この
ため、このような元素からなる合金を記録層１４の主成分として用いることにより、環境
負荷の少ない光記録媒体を作製することが可能となる。
【００２６】
このような材料を主成分とする記録層１４に対する記録のメカニズムは、主に、記録層１
４を構成する合金の相変化による。すなわち、記録層１４の所定の部分にレーザビームＬ
が照射されるとその熱によって当該部分が溶解し、その後、固化する際に相状態が変化し
て記録マークとなる。このとき、記録層１４において記録マークの形成された部分とそれ
以外の部分（ブランク領域）とではレーザビームＬに対する反射率が大きく異なるため、
これを利用してデータの記録・再生を行うことができる。記録されるデータは、記録マー
クの長さ（記録マークの前縁から後縁までの長さ）及びブランク領域の長さ（記録マーク
の後縁から次の記録マークの前縁までの長さ）によって表現される。記録マーク及びブラ
ンク領域の長さは、基準となるクロックの１周期に相当する長さをＴとした場合、Ｔの整
数倍に設定される。例えば、１，７ＲＬＬ変調方式においては、２Ｔ～８Ｔの長さを持つ
記録マーク及びブランク領域が使用される。ここで、このような材料を主成分とする記録
層１４は、波長λが３８０ｎｍ～４５０ｎｍであるレーザビームＬに対する吸収が大きい
ことから、このような波長を持つレーザビームＬを用いてデータの記録を行うことができ
る。
【００２７】
また、上記一般式におけるＭ２は、シリコン（Ｓｉ）、アルミニウム（Ａｌ）及び鉄（Ｆ
ｅ）からなる群より選ばれた一つの元素であって、Ｍ１とは異なる元素であることが好ま
しい。Ｍ２で示される元素として上記の元素を選択すれば、０．７５≦ｙ≦１である限り
において、任意成分であるＭ２による特性劣化はほとんど生じない。また、シリコン（Ｓ
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ｉ）、アルミニウム（Ａｌ）及び鉄（Ｆｅ）は、いずれも地球上において最もありふれた
元素の一つであり、地球環境に与える負荷の非常に小さい材料である。このため、任意成
分としてこのような元素を選択すれば、環境負荷を大幅に抑制することが可能となる。
【００２８】
記録層１４の主成分を構成するチタン（Ｔｉ）及びＭ１（シリコン（Ｓｉ）又はアルミニ
ウム（Ａｌ））の組成比については、０．３≦ｘ≦０．８が満たされている限り、特に限
定されるものではないが、０．４≦ｘ≦０．６が満たされていることが好ましく、ｘを約
０．５に設定することが特に好ましい。このような組成比とすればより高いＣ／Ｎ比が得
られるばかりでなく、クロストークがより効果的に抑制される。
【００２９】
記録層１４の層厚は、厚くなればなるほど、記録感度が低下する。さらに、厚くなればな
るほどレーザビームＬの吸収が大きくなり、反射率が低下する。したがって、記録感度を
高め、さらに十分な反射率を確保するためには、記録層１４の層厚を薄く設定することが
有効であるが、薄くしすぎると記録前後における光学定数の差（変調度）が少なくなり、
Ｃ／Ｎ比が低下してしまう。また、記録層１４の層厚を極端に薄く設定すると、成膜時に
おける層厚制御が困難となる。以上を考慮すれば、記録層１４の層厚としては３～４０ｎ
ｍに設定することが好ましく、５～３０ｎｍに設定することがより好ましい。
【００３０】
光透過層１６は、光入射面１６ａを構成するとともにレーザビームＬの光路となる層であ
り、その厚さとしては１０～３００μｍに設定することが好ましく、５０～１５０μｍに
設定することが特に好ましい。光透過層１６の材料としては特に限定されないが、紫外線
硬化性樹脂を用いることが好ましい。また、紫外線硬化性樹脂を硬化させてなる膜の代わ
りに、光透過性樹脂からなる光透過性シートと各種接着剤や粘着剤を用いて光透過層１６
を形成してもよい。
【００３１】
次に、本実施態様にかかる光記録媒体１０の製造方法について説明する。
【００３２】
図２は、本実施態様にかかる光記録媒体１０の製造方法を示すフローチャートである。
【００３３】
まず、スタンパを用いた射出成形法により、グルーブ１１ａ及びランド１１ｂが形成され
た支持基板１１を作製する（ステップＳ１）。但し、支持基板１１の作製は射出成形法に
限られず、２Ｐ法等、他の方法によってこれを作製しても構わない。
【００３４】
次に、支持基板１１の表面のうち、グルーブ１１ａ及びランド１１ｂが設けられた面に反
射層１２を形成する（ステップＳ２）。反射層１２の形成は、反射層１２の構成元素を含
む化学種を用いた気相成長法、例えば、スパッタリング法や真空蒸着法を用いることがで
き、中でも、スパッタリング法を用いることが好ましい。
【００３５】
次に、反射層１２上に第２誘電体層１３を形成する（ステップＳ３）。第２誘電体層１３
の形成についても、第２誘電体層１３の構成元素を含む化学種を用いた気相成長法により
形成することができ、特に、スパッタリング法を用いることが好ましい。
【００３６】
次に、第２誘電体層１３上に記録層１４を形成する（ステップＳ４）。記録層１４の形成
についても、記録層１４の構成元素、すなわち、チタン（Ｔｉ）とシリコン（Ｓｉ）又は
アルミニウム（Ａｌ）を少なくとも含む化学種を用いた気相成長法、例えばスパッタリン
グ法や真空蒸着法により形成することができ、特に、スパッタリング法を用いることが好
ましい。
【００３７】
スパッタリング法により記録層１４を形成する場合、ターゲットの組成比としては、形成
すべき記録層１４とほぼ同じ組成比に設定すればよいが、本発明者らの実験によれば、ス
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パッタ効率の相違等により、ターゲットの組成比と形成される記録層１４の組成比とは完
全に同一となならないことが分かった。そして、本発明者らが鋭意実験を重ねたところ、
一般式（Ｔｉｘ’Ｍ１１－ｘ’）ｙ’Ｍ２１－ｙ’（但し、０．３７≦ｘ’≦０．８５、
０．７５≦ｙ’≦１である）で表される合金をターゲットとして用いることにより、記録
層１４の組成が上記の通りとなることが判明した。
【００３８】
このようなターゲットの製造方法については特に限定されるものではないが、少なくとも
、チタン（Ｔｉ）の粉末とシリコン（Ｓｉ）又はアルミニウム（Ａｌ）の粉末を混合・焼
結し、これによって上記合金のターゲットを作製することができる。
【００３９】
次に、記録層１４上に第１誘電体層１５を形成する（ステップＳ５）。第１誘電体層１５
の形成についても、第１誘電体層１５の構成元素を含む化学種を用いた気相成長法により
形成することができ、特に、スパッタリング法を用いることが好ましい。
【００４０】
最後に、第１誘電体層１５上に光透過層１６を形成する（ステップＳ６）。光透過層１６
は、例えば、粘度調整されたアクリル系又はエポキシ系の紫外線硬化性樹脂をスピンコー
ト法等により皮膜させ、紫外線を照射して硬化する等の方法により形成することができる
。また、紫外線硬化性樹脂を硬化させてなる膜の代わりに、光透過性樹脂からなる光透過
性シートと各種接着剤や粘着剤を用いて光透過層１６を形成してもよい。
【００４１】
以上により、光記録媒体１０の製造が完了する。
【００４２】
なお、上記光記録媒体１０の製造方法は、上記製造方法に特に限定されるものではなく、
公知の光記録媒体の製造に採用される製造技術を用いることができる。
【００４３】
このようにして製造された光記録媒体１０に対してデータを記録する場合、光記録媒体１
０を回転させながら、強度変調されたレーザビームＬを記録層１４に照射することにより
記録層１４の所定の部分を相変化させ、これを記録マークとする。また、光記録媒体１０
に記録されたデータを再生する場合、光記録媒体１０を回転させながら、所定の強度に固
定されたレーザビームＬを記録層１４に照射し、その反射光量を検出すればよい。
【００４４】
以上説明したように、本実施態様においては、記録層１４が一般式（ＴｉｘＭ１１－ｘ）

ｙＭ２１－ｙで表される合金を含んで構成されることから、地球環境に与える負荷の小さ
い光記録媒体を提供することが可能となる。また、０．３≦ｘ≦０．８に設定されている
ことから、十分なＣ／Ｎ比を得ることができるばかりでなく、ジッタ及びクロストーク特
性も良好となる。
【００４５】
次に、光記録媒体１０に対する好ましい光記録方法の一例について説明する。
【００４６】
図３は、光記録媒体１０に対してデータを記録するためのレーザビームＬのパルス列パタ
ーンの一例を示す図であり、（ａ）は２Ｔ信号を形成する場合のパルス列パターンを示し
、（ｂ）は３Ｔ信号を形成する場合のパルス列パターンを示し、（ｃ）は４Ｔ信号を形成
する場合のパルス列パターンを示し、（ｄ）は５Ｔ信号～８Ｔ信号を形成する場合のパル
ス列パターンを示している。
【００４７】
図３（ａ）～（ｄ）に示すように、本パルス列パターンにおいては、レーザビームＬの設
定強度は記録パワーＰｗ及び基底パワーＰｂ（＜Ｐｗ）からなる２つの強度（２値）に変
調される。
【００４８】
記録パワーＰｗとしては、照射によって記録層１４を構成する合金が溶解し、相変化点に
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達するような高いレベルに設定され、基底パワーＰｂとしては、照射されても加熱状態に
ある記録層１４が冷却されるような極めて低いレベルに設定される。
【００４９】
図３（ａ）に示すように、２Ｔ信号を形成する場合、レーザビームＬの記録パルス数は「
１」に設定される。より具体的には、レーザビームＬの強度は、タイミングｔ１１以前に
おいては基底パワーＰｂに設定され、タイミングｔ１１からタイミングｔ１２までの期間
（ｔｔｏｐ）においては記録パワーＰｗに設定され、タイミングｔ１２以降においては再
び基底パワーＰｂに設定される。
【００５０】
また、図３（ｂ）に示すように、３Ｔ信号を形成する場合、レーザビームＬの記録パルス
数は「２」に設定される。つまり、レーザビームＬの強度は、タイミングｔ２１からタイ
ミングｔ２２までの期間（ｔｔｏｐ）及びタイミングｔ２３からタイミングｔ２４までの
期間（ｔｌｐ）においては記録パワーＰｗに設定され、その他の期間においては基底パワ
ーＰｂに設定される。
【００５１】
さらに、図３（ｃ）に示すように、４Ｔ信号を形成する場合、レーザビームの記録パルス
数は「３」に設定される。つまり、レーザビームＬの強度は、タイミングｔ３１からタイ
ミングｔ３２までの期間（ｔｔｏｐ）、タイミングｔ３３からタイミングｔ３４までの期
間（ｔｍｐ）及びタイミングｔ３５からタイミングｔ３６までの期間（ｔｌｐ）において
は記録パワーＰｗに設定され、その他の期間においては基底パワーＰｂに設定される。
【００５２】
そして、図３（ｄ）に示すように、第２のパルス列パターンにおいて５Ｔ信号～８Ｔ信号
を形成する場合、レーザビームＬの記録パルス数はそれぞれ「４」～「７」に設定される
。この場合も、レーザビームＬの強度は、ｔｔｏｐ（タイミングｔ４１からタイミングｔ
４２までの期間）、ｔｍｐ（タイミングｔ４３からタイミングｔ４４までの期間、タイミ
ングｔ４５からタイミングｔ４６までの期間等）及びｔｌｐの期間（タイミングｔ４７か
らタイミングｔ４８までの期間）においては記録パワーＰｗに設定され、その他の期間に
おいては基底パワーＰｂに設定される。
【００５３】
以上により、記録信号（２Ｔ信号～８Ｔ信号）を形成すべき領域においては、記録パワー
ＰｗをもつレーザビームＬの照射によって、記録層１４を構成する一般式（ＴｉｘＭ１１

－ｘ）ｙＭ２１－ｙで表される合金が溶解して相変化点に達し、その後固化する際に相状
態が変化して記録マークが形成される。
【００５４】
本発明は、以上の実施態様に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範
囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることは
いうまでもない。
【００５５】
例えば、上記実施態様にかかる光記録媒体１０においては、記録層１４が第１誘電体１５
及び第２誘電体層１３間に挟持されているが、これらの一方を省略しても構わない。
【００５６】
また、上記実施態様にかかる光記録媒体１０においては、支持基板１１上に設けられた反
射層１２が備えられているが、記録マークが形成された領域における反射光のレベルと未
記録領域における反射光のレベルが充分大きい場合には、これを省略しても構わない。
【００５７】
さらに、上述した光記録媒体１０は、光入射面側に基板が存在せず、層厚の薄い光透過層
１６を介してレーザビームＬが入射される、いわゆる次世代型の光記録媒体であるが、本
発明による光記録媒体がこのような次世代型の光記録媒体に限定されるものではなく、Ｄ
ＶＤのように基板側からレーザビームＬが入射されるタイプの光記録媒体に対しても適用
可能である。
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【００５８】
さらに、上記実施態様にかかる光記録媒体１０には記録層１４が１層しか設けられていな
いが、本発明は、複数の情報記録層が積層された構造を有する光記録媒体に適用すること
もまた好適である。
【００５９】
図４は、複数の情報記録層が積層された構造を有する光記録媒体３０の構造を概略的に示
す断面図である。
【００６０】
図４に示すように、光記録媒体３０は、グルーブ３１ａ及びランド３１ｂが設けられた支
持基体３１と、グルーブ３２ａ及びランド３２ｂが設けられた透明中間層３２と、光透過
層３３と、支持基体３１と透明中間層３２との間に設けられたＬ０層４０と、透明中間層
３２と光透過層３３との間に設けられたＬ１層５０とを備える。Ｌ０層４０は、光入射面
３３ａから遠い側の情報記録層を構成し、支持基体３１側から反射層４１、第４誘電体層
４２、Ｌ０記録層４３及び第３誘電体層４４が積層された構造を有する。また、Ｌ１層５
０は、光入射面３３ａに近い側の情報記録層を構成し、支持基体３１側から反射層５１、
第２誘電体層５２、Ｌ１記録層５３及び第１誘電体層５４が積層された構造を有する。こ
のように、光記録媒体３０は、積層された２層の情報記録層（Ｌ０層４０及びＬ１層５０
）を有している。
【００６１】
このような構造を有する光記録媒体３０においては、Ｌ０記録層４３及び／又はＬ１記録
層５３の材料として、一般式（ＴｉｘＭ１１－ｘ）ｙＭ２１－ｙで表される合金を用いれ
ばよい。この場合も、一般式中のＭ２は、シリコン（Ｓｉ）、アルミニウム（Ａｌ）及び
鉄（Ｆｅ）からなる群より選ばれた一つの元素であって、Ｍ１とは異なる元素であること
が好ましく、また、０．４≦ｘ≦０．６が満たされていることが好ましい。
【００６２】
【実施例】
以下、実施例を用いて本発明について更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
に何ら限定されるものではない。
【００６３】
［サンプルの作製１］
まず、射出成型法により、厚さ１．１ｍｍ、直径１２０ｍｍであり、表面にグルーブ１１
ａ及びランド１１ｂ（トラックピッチ（グルーブのピッチ）＝０．３２μｍ）が形成され
たポリカーボネート樹脂製のディスク状の支持基板１１を作製した。
【００６４】
次に、この支持基板１１をスパッタリング装置にセットし、グルーブ１１ａ及びランド１
１ｂが形成されている側の表面に実質的に銀（Ａｇ）、パラジウム（Ｐｄ）及び銅（Ｃｕ
）の合金からなる厚さ約１００ｎｍの反射層１２、実質的にＺｎＳとＳｉＯ２の混合物（
モル比＝８０：２０）からなる厚さ約２５ｎｍの第２誘電体層１３、実質的に一般式Ｔｉ

ｘＳｉ１－ｘで表される合金からなる厚さ約１０ｎｍの記録層１４、実質的にＺｎＳとＳ
ｉＯ２の混合物（モル比＝８０：２０）からなる厚さ約２０ｎｍの第１誘電体層１５を順
次スパッタ法により形成した。
【００６５】
そして、第１誘電体層１５上に、アクリル系紫外線硬化性樹脂をスピンコート法によりコ
ーティングし、これに紫外線を照射することによって厚さ約１００μｍの光透過層１６を
形成した。
【００６６】
一般式におけるｘの値は、０．２≦ｘ≦１の範囲で種々に設定した。
【００６７】
［サンプルの評価１－１］
次に、サンプルの作製１において作製した光記録媒体をそれぞれ光ディスク評価装置（商
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品名：ＤＤＵ１０００、パルステック社製）にセットし、５．３ｍ／ｓｅｃの線速度で回
転させながら、開口数が０．８５である対物レンズを介して波長が４０５ｎｍであるレー
ザビームを記録層１４に照射することによって、１，７ＲＬＬ変調方式における２Ｔ単一
信号及び８Ｔ単一信号をそれぞれ記録した。記録に用いたパルス列パターンとしては図３
に示すパルス列パターンを用い、記録パワーＰｗについてはジッタが最も低くなる強度に
それぞれ設定した。また、基底パワーＰｂについては０．１ｍＷに固定した。
【００６８】
そして、各光記録媒体に記録された２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号を再生し、そのＣ／Ｎ
比を測定した。再生パワーＰｒは０．３５ｍＷに設定した。測定の結果を図５に示す。
【００６９】
図５に示すように、ｘの値が０．３≦ｘ≦０．８の範囲である光記録媒体については、２
Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比が４０ｄＢ以上、８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比が４５ｄＢ以上であった
。また、ｘの値が０．４≦ｘ≦０．６の範囲である光記録媒体については、２Ｔ単一信号
及び８Ｔ単一信号ともより高いＣ／Ｎ比が得られ、さらに、ｘの値が約０．５である光記
録媒体については、２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号とも最も高いＣ／Ｎ比が得られた。
【００７０】
２Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比については４０ｄＢ以上であることが実用上の目安であり、８Ｔ
単一信号のＣ／Ｎ比については４５ｄＢ以上であることが実用上の目安であることを考慮
すれば、一般式ＴｉｘＳｉ１－ｘで表される合金のｘの値を０．３≦ｘ≦０．８の範囲に
設定することにより、実用的な光記録媒体を作製可能であることが確認された。また、ｘ
の値を０．４≦ｘ≦０．６の範囲に設定すれば、良好な特性を有する光記録媒体を作製可
能であり、ｘの値を約０．５に設定すれば、最も良好な特性を有する光記録媒体を作製可
能であることが確認された。
【００７１】
［サンプルの評価１－２］
次に、サンプルの作製１において作製した光記録媒体をそれぞれ上記光ディスク評価装置
にセットし、サンプルの評価１－１と同じ条件で１，７ＲＬＬ変調方式における２Ｔ信号
～８Ｔ信号からなる混合信号を記録した。
【００７２】
そして、各光記録媒体に記録された混合信号を再生し、得られた再生信号のジッタを測定
した。ここでいうジッタとはクロックジッタを指し、タイムインターバルアナライザによ
り再生信号の「ゆらぎ（σ）」を求め、σ／Ｔｗ（Ｔｗ：クロックの１周期）により算出
した。尚、再生パワーＰｒは０．３５ｍＷに設定した。
【００７３】
測定の結果を図６に示す。図６においては、両隣のトラックが未記録状態である場合のジ
ッタ（シングルジッタ）と、両隣のトラックが記録状態である場合のジッタ（クロスジッ
タ）の両方が示されている。
【００７４】
図６に示すように、ｘの値が０．３未満である光記録媒体においては、シングルジッタ及
びクロスジッタとも大幅に高い値となった。また、ｘの値が０．４≦ｘ≦０．６の範囲で
ある光記録媒体については、シングルジッタの値とクロスジッタの値との差が小さく、ｘ
の値が約０．５である光記録媒体については、シングルジッタの値とクロスジッタの値と
の差が非常に小さくなった。これによりｘの値を０．４≦ｘ≦０．６の範囲、好ましくは
約０．５に設定すれば、良好なクロストーク特性が得られることが確認された。
【００７５】
［サンプルの作製２］
記録層１４の材料として一般式（Ｔｉ０．５Ｓｉ０．５）ｙＡｌ１－ｙで表される合金を
用いた他は、上記サンプルの作製１と同様にして光記録媒体を作製した。一般式における
ｙの値は、０．６７≦ｙ≦１の範囲で種々に設定した。ここで、チタン（Ｔｉ）とシリコ
ン（Ｓｉ）の比率を１：１に設定したのは、本比率が上記サンプルの評価１－１及び１－
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２において最も良好な結果が得られたからである。
【００７６】
［サンプルの評価２－１］
次に、サンプルの作製２において作製した光記録媒体をそれぞれ上記光ディスク評価装置
にセットし、サンプルの評価１－１と同じ条件で２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号をそれぞ
れ記録し、これを再生することによって２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比を測定
した。測定の結果を図７に示す。
【００７７】
図７に示すように、０．７５≦ｙ≦１の範囲においては２Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比及び８Ｔ
単一信号のＣ／Ｎ比ともほとんど変化がなく、ｙ＝１（アルミニウム（Ａｌ）を含まない
）である場合とほぼ同じ結果が得られたが、ｙの値が０．７５未満であると２Ｔ単一信号
のＣ／Ｎ比及び８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比とも急速に低下した。
【００７８】
これにより、一般式（Ｔｉ０．５Ｓｉ０．５）ｙＡｌ１－ｙで表される合金のｙの値が０
．７５≦ｙ≦１の範囲であれば、本一般式において任意成分であるアルミニウム（Ａｌ）
によるＣ／Ｎ比の低下は実質的に生じないことが確認された。
【００７９】
［サンプルの評価２－２］
次に、サンプルの作製２において作製した光記録媒体をそれぞれ上記光ディスク評価装置
にセットし、サンプルの評価１－２と同じ条件で２Ｔ信号～８Ｔ信号からなる混合信号を
記録した後、これを再生することによって混合信号のジッタを測定した。測定の結果を図
８に示す。図８においても、シングルジッタと、クロスジッタの両方が示されている。
【００８０】
図８に示すように、０．７５≦ｙ≦１の範囲においては、シングルジッタ及びクロスジッ
タともｙの値が小さくなるにつれて若干悪化したものの大きな変化はなく、ｙ＝１（アル
ミニウム（Ａｌ）を含まない）である場合に近い結果が得られたが、ｙの値が０．７５未
満であるとシングルジッタ及びクロスジッタとも急速に悪化した。
【００８１】
これにより、一般式（Ｔｉ０．５Ｓｉ０．５）ｙＡｌ１－ｙで表される合金のｙの値が０
．７５≦ｙ≦１の範囲であれば、本一般式において任意成分であるアルミニウム（Ａｌ）
によるジッタの劣化は僅かであることが確認された。
【００８２】
［サンプルの作製３］
記録層１４の材料として一般式ＴｉｘＡｌ１－ｘで表される合金を用い、第１誘電体層１
５の厚さを４０ｎｍ、第２誘電体層１３の厚さを３５ｎｍに設定した他は、上記サンプル
の作製１と同様にして光記録媒体を作製した。一般式におけるｘの値は、０．１５≦ｘ≦
１の範囲で種々に設定した。
【００８３】
［サンプルの評価３－１］
次に、サンプルの作製３において作製した光記録媒体をそれぞれ上記光ディスク評価装置
にセットし、サンプルの評価１－１と同じ条件で２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号をそれぞ
れ記録し、これを再生することによって２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比を測定
した。測定の結果を図９に示す。
【００８４】
図９に示すように、ｘの値が０．３≦ｘ≦０．８の範囲である光記録媒体については、２
Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比が概ね４０ｄＢ以上、８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比が４５ｄＢ以上であ
った。また、ｘの値が０．４≦ｘ≦０．６の範囲である光記録媒体については、２Ｔ単一
信号及び８Ｔ単一信号ともより高いＣ／Ｎ比が得られ、さらに、ｘの値が約０．５である
光記録媒体については、２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号とも最も高いＣ／Ｎ比が得られた
。
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【００８５】
これにより、一般式ＴｉｘＡｌ１－ｘで表される合金のｘの値を０．３≦ｘ≦０．８の範
囲に設定すれば、実用的な光記録媒体を作製可能であることが確認された。また、ｘの値
を０．４≦ｘ≦０．６の範囲に設定すれば、良好な特性を有する光記録媒体を作製可能で
あり、ｘの値を約０．５に設定すれば、最も良好な特性を有する光記録媒体を作製可能で
あることが確認された。
【００８６】
［サンプルの評価３－２］
次に、サンプルの作製３において作製した光記録媒体をそれぞれ上記光ディスク評価装置
にセットし、サンプルの評価１－２と同じ条件で２Ｔ信号～８Ｔ信号からなる混合信号を
記録した後、これを再生することによって混合信号のジッタを測定した。測定の結果を図
１０に示す。図１０においても、シングルジッタと、クロスジッタの両方が示されている
。
【００８７】
図１０に示すように、ｘの値が０．３未満である光記録媒体においては、シングルジッタ
及びクロスジッタとも大幅に高い値となった。また、ｘの値が０．４≦ｘ≦０．６の範囲
である光記録媒体については、シングルジッタの値とクロスジッタの値との差が小さく、
ｘの値が約０．５である光記録媒体については、シングルジッタの値とクロスジッタの値
との差が非常に小さくなった。これによりｘの値を０．４≦ｘ≦０．６の範囲、好ましく
は約０．５に設定すれば、良好なクロストーク特性が得られることが確認された。
【００８８】
［サンプルの作製４］
記録層１４の材料として一般式（Ｔｉ０．５Ａｌ０．５）ｙＳｉ１－ｙで表される合金を
用いた他は、上記サンプルの作製１と同様にして光記録媒体を作製した。一般式における
ｙの値は、０．６７≦ｙ≦１の範囲で種々に設定した。ここで、チタン（Ｔｉ）とアルミ
ニウム（Ａｌ）の比率を１：１に設定したのは、本比率が上記サンプルの評価３－１及び
３－２において最も良好な結果が得られたからである。
【００８９】
［サンプルの評価４－１］
次に、サンプルの作製４において作製した光記録媒体をそれぞれ上記光ディスク評価装置
にセットし、サンプルの評価１－１と同じ条件で２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号をそれぞ
れ記録し、これを再生することによって２Ｔ単一信号及び８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比を測定
した。測定の結果を図１２に示す。
【００９０】
図１２に示すように、０．７５≦ｙ≦１の範囲においては、２Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比及び
８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比ともｙの値が小さくなるにつれて若干低下したものの顕著な変化
はなく、２Ｔ単一信号については概ね４０ｄＢ以上、８Ｔ単一信号については５０ｄＢ以
上のＣ／Ｎ比が確保された。これに対し、ｙの値が０．７５未満であると２Ｔ単一信号の
Ｃ／Ｎ比及び８Ｔ単一信号のＣ／Ｎ比とも急速に低下した。
【００９１】
これにより、一般式（Ｔｉ０．５Ａｌ０．５）ｙＳｉ１－ｙで表される合金のｙの値が０
．７５≦ｙ≦１の範囲であれば、本一般式において任意成分であるシリコン（Ｓｉ）によ
るＣ／Ｎ比の低下は僅かであることが確認された。
【００９２】
［サンプルの評価４－２］
次に、サンプルの作製４において作製した光記録媒体をそれぞれ上記光ディスク評価装置
にセットし、サンプルの評価１－２と同じ条件で２Ｔ信号～８Ｔ信号からなる混合信号を
記録した後、これを再生することによって混合信号のジッタを測定した。測定の結果を図
１２に示す。図１２においても、シングルジッタと、クロスジッタの両方が示されている
。



(13) JP 4053916 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

【００９３】
図１２に示すように、０．７５≦ｙ≦１の範囲においては、シングルジッタ及びクロスジ
ッタともｙの値が小さくなるにつれて若干悪化したものの大きな変化はなく、ｙ＝１（シ
リコン（Ｓｉ）を含まない）である場合に近い結果が得られたが、ｙの値が０．７５未満
であるとシングルジッタ及びクロスジッタとも急速に悪化した。
【００９４】
これにより、一般式（Ｔｉ０．５Ａｌ０．５）ｙＳｉ１－ｙで表される合金のｙの値が０
．７５≦ｙ≦１の範囲であれば、本一般式において任意成分であるシリコン（Ｓｉ）によ
るジッタの劣化は僅かであることが確認された。
【００９５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明では、追記型光記録媒体の記録層の材料として一般式（Ｔｉ

ｘＭ１１－ｘ）ｙＭ２１－ｙ（但し、Ｍ１はシリコン（Ｓｉ）及びアルミニウム（Ａｌ）
のいずれか一方の元素、Ｍ２はＭ１及びチタン（Ｔｉ）と異なる元素、０．３≦ｘ≦０．
８、０．７５≦ｙ≦１である）で表される合金を含む材料用いていることから、地球環境
に与える負荷の小さい光記録媒体を提供することが可能となる。また、０．３≦ｘ≦０．
８に設定されていることから、十分なＣ／Ｎ比を得ることができるばかりでなく、良好な
ジッタ及びクロストーク特性を得ることも可能となる。
【００９６】
また、本発明では、スパッタリング法により記録層を成膜するために用いるターゲットと
して、一般式（Ｔｉｘ’Ｍ１１－ｘ’）ｙ’Ｍ２１－ｙ’（但し、Ｍ１はシリコン（Ｓｉ
）及びアルミニウム（Ａｌ）のいずれか一方の元素、Ｍ２はＭ１及びチタン（Ｔｉ）と異
なる元素、０．３７≦ｘ’≦０．８５、０．７５≦ｙ’≦１である）で表される合金を含
む材料を用いていることから、環境負荷が小さく、且つ、十分なＣ／Ｎ比と良好なジッタ
及びクロストーク特性を有する追記型光記録媒体を作製することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体１０の外観を示す切り
欠き斜視図であり、（ｂ）は（ａ）に示すＡ部を拡大した部分断面図である。
【図２】光記録媒体１０の製造方法を示すフローチャートである。
【図３】光記録媒体１０に対してデータを記録するためのレーザビームＬのパルス列パタ
ーンの一例を示す図であり、（ａ）は２Ｔ信号を形成する場合のパルス列パターンを示し
、（ｂ）は３Ｔ信号を形成する場合のパルス列パターンを示し、（ｃ）は４Ｔ信号を形成
する場合のパルス列パターンを示し、（ｄ）は５Ｔ信号～８Ｔ信号を形成する場合のパル
ス列パターンを示している。
【図４】複数の情報記録層が積層された構造を有する光記録媒体３０の構造を概略的に示
す断面図である。
【図５】実施例におけるサンプルの評価１－１の結果を示すグラフである。
【図６】実施例におけるサンプルの評価１－２の結果を示すグラフである。
【図７】実施例におけるサンプルの評価２－１の結果を示すグラフである。
【図８】実施例におけるサンプルの評価２－２の結果を示すグラフである。
【図９】実施例におけるサンプルの評価３－１の結果を示すグラフである。
【図１０】実施例におけるサンプルの評価３－２の結果を示すグラフである。
【図１１】実施例におけるサンプルの評価４－１の結果を示すグラフである。
【図１２】実施例におけるサンプルの評価４－２の結果を示すグラフである。
【符号の説明】
１０，３０　光記録媒体
１１，３１　支持基板
１１ａ，３１ａ，３２ａ　グルーブ
１１ｂ，３１ｂ，３２ｂ　ランド
１２，４１，５１　反射層
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１３，５２　第２誘電体層
１４，４３，５３　記録層
１５，５４　第１誘電体層
１６，３３　光透過層
３２　透明中間層
１６ａ，３３ａ　光入射面
４０　Ｌ０層
４２　第４誘電体層
４４　第３誘電体層
５０　Ｌ１層
Ｌ　レーザビーム

【図１】 【図２】



(15) JP 4053916 B2 2008.2.27

【図３】 【図４】
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【図７】

【図８】



(16) JP 4053916 B2 2008.2.27

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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