
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
追記又は書き換え可能な光ディスクをスピンドルモータによって等角速度で回転させ、そ
の光ディスクの記録面のデータ領域に所定の記録レーザパワー値に基づくレーザ光を照射
してデータを記録する手段を備えた光ディスク記録装置において、
前記データ領域に対してデータの追記又は書き換えを行なうとき、前記データの書き込み
位置での線速度と前記光ディスクの試し書き領域の試し書き位置での線速度とが同一にな
るように前記スピンドルモータの回転数を変更するスピンドルモータ回転数制御手段と、
該手段によって変更された回転数で回転させた前記光ディスクの前記試し書き位置に対し
て複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御手段と、
該手段による試し書きによって記録された各データを再生してその再生信号を検出し、そ
の各再生信号から算出した状態情報に基づいて前記試し書きを行なったときの各レーザ駆
動電流値による記録レーザパワー値の中から前記データの書き込み位置の最適記録レーザ
パワー値を決定する最適記録レーザパワー値決定手段とを設けたことを特徴とする光ディ
スク記録装置。
【請求項２】
　請求項１記載の光ディスク記録装置において、
　前記 を、前記データ領域内部での記録時の線速度変動が
小さい場合に行なうようにしたことを特徴とする光ディスク記録装置。
【請求項３】
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追記又は書き換え可能な光ディスクをスピンドルモータによって等角速度で回転させ、そ
の光ディスクの記録面のデータ領域に所定の記録レーザパワー値に基づくレーザ光を照射
してデータを記録する手段を備えた光ディスク記録装置において、
前記データ領域に対してデータを連続記録するとき、そのデータを記録するデータ領域を
複数の小領域に区分し、その各小領域毎のデータ書き込み位置での線速度と前記光ディス
クの試し書き領域の前記各小領域毎の試し書き位置での線速度とがそれぞれ同一になるよ
うに前記スピンドルモータの回転数を変更するスピンドルモータ回転数制御手段と、
該手段によって変更された回転数で回転させた前記光ディスクの前記各試し書き位置に対
して複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御手段と、
該手段による試し書きによって記録された各データを再生してその再生信号を検出し、そ
の各再生信号から算出した状態情報に基づいて前記試し書きを行なったときの各レーザ駆
動電流値による記録レーザパワー値の中から前記各小領域に対するデータの書き込み位置
の最適記録レーザパワー値をそれぞれ決定する最適記録レーザパワー値決定手段と、
該手段によって決定された各小領域毎の最適記録レーザパワー値を記憶する手段とを設け
たことを特徴とする光ディスク記録装置。
【請求項４】
　請求項３記載の光ディスク記録装置において、
　前記 を、前記データ領域内での記録時の線速度変動が大
きい場合に行なうようにしたことを特徴とする光ディスク記録装置。
【請求項５】
追記又は書き換え可能な光ディスクをスピンドルモータによって等角速度で回転させ、そ
の光ディスクの記録面のデータ領域に所定の記録レーザパワー値に基づくレーザ光を照射
してデータを記録する手段を備えた光ディスク記録装置において、
前記光ディスクの全データ領域を複数の小領域に区分し、その各小領域毎のデータ書き込
み位置での線速度と前記光ディスクの試し書き領域の前記各小領域毎の試し書き位置での
線速度とがそれぞれ同一になるように前記スピンドルモータの回転数を変更するスピンド
ルモータ回転数制御手段と、
該手段によって変更された回転数で回転させた前記光ディスクの前記各試し書き位置に対
して複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御手段と、
該手段による試し書きによって記録された各データを再生してその再生信号を検出し、そ
の各再生信号から算出した状態情報に基づいて前記試し書きを行なったときの各レーザ駆
動電流値による記録レーザパワー値の中から前記各小領域に対するデータの書き込み位置
の最適記録レーザパワー値をそれぞれ決定する最適記録レーザパワー値決定手段と、
該手段によって決定された各小領域毎の最適記録レーザパワー値を記憶する手段とを設け
たことを特徴とする光ディスク記録装置。
【請求項６】
　請求項 乃至５のいずれか一項に記載の光ディスク記録装置において、
　前記試し書き時のレーザ光の出射光量を測定するレーザ出射光量測定手段と
　前記試し書きによって決定された最適記録レーザパワー値の設定パラメータとしてその
最適記録レーザパワーに 前記レーザ出射光量測定手段
によって測定され ーザ出射光量とを対応させて記憶する手段とを設けたことを特徴と
する光ディスク記録装置。
【請求項７】
請求項３乃至６のいずれか一項に記載の光ディスク記録装置において、前記光ディスクが
書き換え可能な光ディスクのとき、前記最適記録レーザパワー値決定手段によって決定さ
れた各小領域毎の最適記録レーザパワー値をその各小領域内にそれぞれ記録する手段を設
けたことを特徴とする光ディスク記録装置。
【請求項８】
請求項１乃至７のいずれか一項に記載の光ディスク記録装置において、前記データの書き
込み位置及び試し書き位置に対する記録時に、その線速度の増加にしたがってレーザパル
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スクロック周波数を大きくする制御手段を設けたことを特徴とする光ディスク記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、追記あるいは書き換え可能な光ディスクに対して最適レーザパワーキャリブ
レーションを行ない、高速での等角速度スピンドル回転における最適レーザパワーを決定
する光ディスク記録装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
追記又は書き換え可能な光ディスク（光学的記録媒体）への記録では、光ディスクのメデ
ィア特性や記録ドライブのＬＤ特性などにより、レーザに印加するべきパワーは各々浮動
的である。
【０００３】
一般に、実際のデータ領域への記録を行なう前に、光ディスクの最内周にあるパワーキャ
リブレーション領域（ＰＣＡ）へパワーを段階的に変えながら試し書きを行なう最適レー
ザパワーキャリブレーション（ＯＰＣ）を行なうことで対処している。
ＣＤなどの記録フォーマットとして規定されているＣＬＶ方式では記録時に線速一定で回
転させるものが多い。
【０００４】
しかし、線速一定記録方式では、その半径位置によってスピンドルモータの回転動作を制
御して線速一定とする必要があり、その際に光ディスクの回転速度が高速であればあるほ
どその回転制御の煩雑さが増し、また、変動させた回転数の安定に時間がかかってしまう
。
また、近年では光ディスクの再生だけでなく、記録時にでも規定転送レート以上の速度で
の動作が期待されている。そのため、ＣＡＶフォーマットだけでなく、ＣＬＶフォーマッ
トの光ディスクもＣＡＶ回転で記録することが望まれる。
【０００５】
ところが、ＣＡＶ回転での記録では線速が異なると最適な記録条件が異なり、高速になる
ほどそれが顕著になる問題がある。とくに、最内周にあるＰＭＡと実際の記録データ位置
の線速ギャップが大きい場合がある。
そこで、従来、正規の回転速度を越える速度で記録する場合のレーザパワーを、正規の回
転速度で記録するときよりも大きくする光ディスク記録装置（例えば、特開平６－１７６
３６４号公報参照）があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のような光ディスク記録装置では、等角速度で回転させた光ディスク
に対してデータを高速且つ確実に記録することができないという問題があった。
この発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、等角速度で回転させた追記又は書き換
え可能な光ディスクに対してデータを高速且つ確実に記録できるようにすることを目的と
する。
【０００７】
【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、追記又は書き換え可能な光ディスクをスピンドル
モータによって等角速度で回転させ、その光ディスクの記録面のデータ領域に所定の記録
レーザパワー値に基づくレーザ光を照射してデータを記録する手段を備えた光ディスク記
録装置において、上記データ領域に対してデータの追記又は書き換えを行なうとき、上記
データの書き込み位置での線速度と上記光ディスクの試し書き領域の試し書き位置での線
速度とが同一になるように上記スピンドルモータの回転数を変更するスピンドルモータ回
転数制御手段と、その手段によって変更された回転数で回転させた上記光ディスクの上記
試し書き位置に対して複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御
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手段と、その手段による試し書きによって記録された各データを再生してその再生信号を
検出し、その各再生信号から算出した状態情報に基づいて上記試し書きを行なったときの
各レーザ駆動電流値による記録レーザパワー値の中から上記データの書き込み位置の最適
記録レーザパワー値を決定する最適記録レーザパワー値決定手段を設けたものである。
【０００８】
　さらに、上記のような光ディスク記録装置において、上記

を、上記データ領域内における記録時での線速度の変動が小さい場合に行なうようにす
るとよい。
【０００９】
また、追記又は書き換え可能な光ディスクをスピンドルモータによって等角速度で回転さ
せ、その光ディスクの記録面のデータ領域に所定の記録レーザパワー値に基づくレーザ光
を照射してデータを記録する手段を備えた光ディスク記録装置において、上記データ領域
に対してデータを連続記録するとき、そのデータを記録するデータ領域を複数の小領域に
区分し、その各小領域毎のデータ書き込み位置での線速度と上記光ディスクの試し書き領
域の上記各小領域毎の試し書き位置での線速度とがそれぞれ同一になるように上記スピン
ドルモータの回転数を変更するスピンドルモータ回転数制御手段と、その手段によって変
更された回転数で回転させた上記光ディスクの上記各試し書き位置に対して複数の記録レ
ーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御手段と、その手段による試し書きに
よって記録された各データを再生してその再生信号を検出し、その各再生信号から算出し
た状態情報に基づいて上記試し書きを行なったときの各レーザ駆動電流値による記録レー
ザパワー値の中から上記各小領域に対するデータの書き込み位置の最適記録レーザパワー
値をそれぞれ決定する最適記録レーザパワー値決定手段と、その手段によって決定された
各小領域毎の最適記録レーザパワー値を記憶する手段を設けるとよい。
【００１０】
　さらに、上記のような光ディスク記録装置において、上記

を、上記データ領域内における線速度の変動が大きい場合に行なうようにするとよい。
【００１１】
また、追記又は書き換え可能な光ディスクをスピンドルモータによって等角速度で回転さ
せ、その光ディスクの記録面のデータ領域に所定の記録レーザパワー値に基づくレーザ光
を照射してデータを記録する手段を備えた光ディスク記録装置において、上記光ディスク
の全データ領域を複数の小領域に区分し、その各小領域毎のデータ書き込み位置での線速
度と上記光ディスクの試し書き領域の上記各小領域毎の試し書き位置での線速度とがそれ
ぞれ同一になるように上記スピンドルモータの回転数を変更するスピンドルモータ回転数
制御手段と、その手段によって変更された回転数で回転させた上記光ディスクの上記各試
し書き位置に対して複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御手
段と、その手段による試し書きによって記録された各データを再生してその再生信号を検
出し、その各再生信号から算出した状態情報に基づいて上記試し書きを行なったときの各
レーザ駆動電流値による記録レーザパワー値の中から上記各小領域に対するデータの書き
込み位置の最適記録レーザパワー値をそれぞれ決定する最適記録レーザパワー値決定手段
と、その手段によって決定された各小領域毎の最適記録レーザパワー値を記憶する手段と
を設けるとよい。
【００１２】
　さらに、上記のような光ディスク記録装置において、上記試し書き時のレーザ光の出射
光量を測定するレーザ出射光量測定手段と 記試し書きによって決定された最適記録レ
ーザパワー値の設定パラメータとしてその最適記録レーザパワーに

上記レーザ出射光量測定手段によって測定され ーザ出射光量とを対応さ
せて記憶する手段を設けるとよい。
【００１３】
また、上記のような光ディスク記録装置において、上記光ディスクが書き換え可能な光デ
ィスクのとき、上記最適記録レーザパワー値決定手段によって決定された各小領域毎の最
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適記録レーザパワー値をその各小領域内にそれぞれ記録する手段を設けるとよい。
【００１４】
さらに、上記のような光ディスク記録装置において、上記データの書き込み位置及び試し
書き位置に対する記録時に、その線速度の増加にしたがってレーザパルスクロック周波数
を大きくする制御手段を設けるとよい。
【００１５】
この発明の光ディスク記録装置は、追記又は書き換え可能な光ディスクに対して、データ
を記録する位置の線速度と同じ線速度でスピンドル回転させて試し書きを行ない、その試
し書きによって得られた最適記録レーザパワー値によって上記位置にデータの記録を行な
うので、データを高速且つ確実に記録することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて具体的に説明する。
図１は、本発明に関わる光ディスク情報記録装置の特徴的な構成を示すブロック図である
。
図２は、図１に示した光ディスク情報記録装置における最適記録レーザパワーキャリブレ
ーション（ＯＰＣ）制御処理を示すフローチャートである。
【００１７】
図３は、図１に示した光ディスク情報記録装置における最適記録レーザパワーの設定処理
を示すフローチャートである。
図４は、図１に示した光ディスク情報記録装置における他の最適記録レーザパワーの設定
処理を示すフローチャートである。
【００１８】
図５は、図２に示したＯＰＣ制御処理を実行する光ディスクの記録領域のフォーマット例
を示す図である。
図６は、光ディスクに対する等角速度スピンドル回転でのデータ記録フォーマットとＣＬ
Ｖフォーマットとを示す説明図である。
【００１９】
図１に示すように、この光ディスク情報記録装置は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，及びＲＡＭ等から
なるマイクロコンピュータによって実現され、接続されている以下の各回路等の機能部の
動作を制御し、この装置全体の統括制御を行なうと共に、この発明に関わる各種の制御処
理を実行するコントローラ１を備えている。
【００２０】
このコントローラ１がＬＤドライバ３に記録レーザパワー値を設定すると、ＬＤドライバ
２がその記録レーザパワー値に対応したレーザ駆動電流をＬＤ３に印加する。また、ＬＤ
３はレーザ駆動電流によってレーザ光を出射し、そのレーザ出射光がコリメートレンズ４
によって並行化された後、ビームスプリッタ１０へ入力される。
【００２１】
ビームスプリッタ１０では、集光レンズ６を通してレーザ出射光を前方のＰＤ７へ送り、
ＰＤ７は受光したレーザ出射光量をＡＰＣ回路１４へ送る。
ＡＰＣ回路１４は、ＰＤ７からのレーザ出射光と目標とするレーザ出射光量を比較して、
その比較結果に基づいてＬＤドライバ２へのレーザ駆動電流を制御し、光ディスク１２へ
のデータ記録時に、一定レーザ出射光量を保つ制御であるオートパワーコントロール（Ａ
ＰＣ）を行なう。
【００２２】
なお、ＡＰＣ回路１４での目標とするレーザ出射光量はコントローラ１によって前もって
設定する。また、同時にビームスプリッタ１０では、対物レンズ５を通して光ディスク１
２に集光する。
【００２３】
光ディスク１２からのレーザ反射光が再びビームスプリッタ１０と集光レンズ８を介して
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ＰＤ９に集光する。ＰＤ９によって検知されたレーザ反射光はサーボ信号検出回路１６，
サーボ回路１７を介して、モータ１５を動作させ、３～１０からなるピックアップ部１１
を動かし、シーク，トラック，及びフォーカス制御を行なう。
【００２４】
さらに、サーボ回路１７は、スピンドルモータ１３の制御を行ない、光ディスク１２を回
転制御する。また、ＰＤ９によって検知されたレーザ反射光は再生信号検出回路１８を介
してアシンメトリ検出回路１９で再生信号のアシンメトリを検出する。コントローラ１は
、ＯＰＣ時に上記アシンメトリに基づいて最適記録レーザパワーを決定し、ＬＤドライバ
２に設定する。
【００２５】
すなわち、上記の各回路等がそれぞれ以下の各手段の機能を果たす。
追記又は書き換え可能な光ディスクをスピンドルモータによって等角速度で回転させ、そ
の光ディスクの記録面のデータ領域に所定の記録レーザパワー値に基づくレーザ光を照射
してデータを記録する手段である。
【００２６】
また、上記データ領域に対してデータの追記又は書き換えを行なうとき、上記データの書
き込み位置での線速度と上記光ディスクの試し書き領域の試し書き位置での線速度とが同
一になるように上記スピンドルモータの回転数を変更するスピンドルモータ回転数制御手
段と、その手段によって変更された回転数で回転させた上記光ディスクの上記試し書き位
置に対して複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御手段と、そ
の手段による試し書きによって記録された各データを再生してその再生信号を検出し、そ
の各再生信号から算出した状態情報に基づいて上記試し書きを行なったときの各レーザ駆
動電流値による記録レーザパワー値の中から上記データの書き込み位置の最適記録レーザ
パワー値を決定する最適記録レーザパワー値決定手段である。
【００２７】
　さらに、上記 を、上記データ領域内における線速度の変
動が小さい場合に行なうようにするとよい。
【００２８】
また、上記データ領域に対してデータを連続記録するとき、そのデータを記録するデータ
領域を複数の小領域に区分し、その各小領域毎のデータ書き込み位置での線速度と上記光
ディスクの試し書き領域の上記各小領域毎の試し書き位置での線速度とがそれぞれ同一に
なるように上記スピンドルモータの回転数を変更するスピンドルモータ回転数制御手段と
、その手段によって変更された回転数で回転させた上記光ディスクの上記各試し書き位置
に対して複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを行なう試書記録制御手段と、その
手段による試し書きによって記録された各データを再生してその再生信号を検出し、その
各再生信号から算出した状態情報に基づいて上記試し書きを行なったときの各レーザ駆動
電流値による記録レーザパワー値の中から上記各小領域に対するデータの書き込み位置の
最適記録レーザパワー値をそれぞれ決定する最適記録レーザパワー値決定手段と、その手
段によって決定された各小領域毎の最適記録レーザパワー値を記憶する手段である。
【００２９】
　さらに、上記 を、上記データ領域内における線速度の変
動が大きい場合に行なうようにするとよい。
【００３０】
また、上記光ディスクの全データ領域を複数の小領域に区分し、その各小領域毎のデータ
書き込み位置での線速度と上記光ディスクの試し書き領域の上記各小領域毎の試し書き位
置での線速度とがそれぞれ同一になるように上記スピンドルモータの回転数を変更するス
ピンドルモータ回転数制御手段と、その手段によって変更された回転数で回転させた上記
光ディスクの上記各試し書き位置に対して複数の記録レーザパワー値に基づく試し書きを
行なう試書記録制御手段と、その手段による試し書きによって記録された各データを再生
してその再生信号を検出し、その各再生信号から算出した状態情報に基づいて上記試し書

10

20

30

40

50

(6) JP 3718082 B2 2005.11.16

最適記録レーザパワー値の決定

最適記録レーザパワー値の決定



きを行なったときの各レーザ駆動電流値による記録レーザパワー値の中から上記各小領域
に対するデータの書き込み位置の最適記録レーザパワー値をそれぞれ決定する最適記録レ
ーザパワー値決定手段と、その手段によって決定された各小領域毎の最適記録レーザパワ
ー値を記憶する手段である。
【００３１】
　さらに、上記試し書き時のレーザ光の出射光量を測定するレーザ出射光量測定手段と、
上記試し書きによって決定された最適記録レーザパワー値の設定パラメータとしてその最
適記録レーザパワーに 上記レーザ出射光量測定手段に
よって測定され ーザ出射光量とを対応させて記憶する手段である。
【００３２】
また、上記光ディスクが書き換え可能な光ディスクのとき、上記最適記録レーザパワー値
決定手段によって決定された各小領域毎の最適記録レーザパワー値をその各小領域内にそ
れぞれ記録する手段である。
【００３３】
さらに、上記データの書き込み位置及び試し書き位置に対する記録時に、その線速度の増
加にしたがってレーザパルスクロック周波数を大きくする制御手段である。
【００３４】
次にこの光ディスク情報記録装置におけるＯＰＣ制御処理について説明する。このＯＰＣ
制御処理は、図２に示すように、ステップ（図中「Ｓ」で示す）１で光ディスク上のデー
タを記録するデータ部の書き込み位置とその記録するときのスピンドル角速度に基づいて
上記データ部での線速度を算出し、その線速度とこれから記録する試し書き位置での線速
度が同一となるスピンドル角速度を算出して設定する。
【００３５】
次に、ステップ２へ進んでサーボ１７に光ディスクの試し書き領域の試し書き位置へピッ
クアップ部１１をシークするように制御し、ステップ３へ進んで書き込みレーザパワー値
（記録レーザパワー値）の設定パラメータとしてレーザ駆動電流の初期値をＬＤドライバ
２に設定する。
ステップ４へ進んでＬＤドライバ２に試し書き領域（ＰＣＡ）への試し書き規定データの
書き込み記録を行なうように制御する。
【００３６】
次に、ステップ５へ進んで試し書きを行なう規定回数を越えているか否かを判断し、越え
ていなければステップ３へ戻り、ステップ３でレーザ駆動電流値を増加設定し、ステップ
４へ進んで試し書き領域への書き込みを行ない、この処理を繰り返す。ステップ５の判断
で規定回数を越えていれば、試し書き領域への試し書きを終了する。
【００３７】
なお、ここでの試し書き終了の判断は規定回数でなく、あるいは、試し書きを行なう試し
書き領域の大きさで決定されるものであっても構わない。
【００３８】
次に、ステップ６へ進んでスピンドル回転を再生回転数に設定し、ステップ７へ進んで試
し書きを行なった位置へシークし、ステップ８へ進んで試し書き位置に記録されたデータ
の読み取りを行ない、ステップ９へ進んで再生信号検出回路１８，アシンメトリ検出回路
１９からデータ読取時の再生信号を測定し、そのアシンメトリ値（状態情報）を算出する
。
【００３９】
ステップ１０へ進んで試し書きでの規定回数だけ読み取りしたか否かによって試し書き再
生が終了か否かを判断し、終了でなければ、ステップ８へ戻って続く試し書き領域を読み
取り、ステップ９へ進んでアシンメトリ値を算出し、この処理を繰り返す。
ステップ１０の判断で終了なら、ステップ１１へ進んで試し書き再生を行なった内で規定
の最適アシンメトリ値に近いアシンメトリ値を選出する。
【００４０】
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なお、ここでの最適記録レーザパワーを決定する判断要因として上記アシンメトリ以外に
再生信号のジッタを利用しても良い。
そして、ステップ１２へ進んで選出したアシンメトリ値に対応する記録レーザパワーを最
適値（最適記録レーザパワー値）としてメモリ（例えば、コントローラ内のＲＡＭ）に記
憶し、このＯＰＣ制御処理を終了する。
【００４１】
なお、上記ＯＰＣ制御処理において、データ部の最初の書き込み位置と最後の書き込み位
置の内周差があると、データ部内において線速度の違いの大きさがでてくる。さらに書き
込み位置が内周であるほど、またスピンドル回転速度が大きいほど線速度変動は大きくな
る。そこで、上述したＯＰＣ制御処理をデータ領域内における線速度の変動が小さい場合
に適用することによって、有効な最適記録パワー値を決定することができる。
【００４２】
次に、線速度の変動が激しくなる多量データを連続記録する場合の処理を説明する。
図５には、光ディスク上のデータ記録領域を記録の方向に概念的に示しており、全データ
エリア（全データ領域）３１に対するデータの記録範囲３２をある大きさで分割して区分
し、その各データ区分（小領域）３３に対して図２で説明したＯＰＣ制御処理を繰り返し
て行なうようにし、各データ区分３３における最適記録レーザパワーをメモリに記憶する
と良い。
【００４３】
この場合、データ記録範囲３２を区分する大きさや区分数は、ＰＣＡの大きさや区分によ
るデータ領域での線速変動値等での有効性から決定すると良い。
【００４４】
また、データ記録開始時に、図５に示した全データエリア３１を、記録するデータ量に関
わらずに分割し、各データ区分３３に対して図２で説明したＯＰＣ制御処理を繰り返して
行なうようにし、各データ区分３３における最適記録レーザパワーをメモリに記憶すると
よい。
【００４５】
次に、ＯＰＣ制御処理によって得られた最適記録レーザパワーの設定において、望ましい
出射光量にするためには、コントローラ１が図３に示すような制御処理を行なう必要があ
る。
【００４６】
まず、ステップ２１でＬＤドライバ２に対してレーザ駆動電流を初期設定し、ステップ２
２へ進んでＰＤ７からレーザ出射光量を検出し、ステップ２３へ進んでそれがＯＰＣ制御
による最適記録レーザパワー値での最適光量か否かを判断する。
【００４７】
ステップ２３の判断で最適光量でなければ、ステップ２４へ進んでレーザ駆動電流を増加
し、ステップ２２へ戻って上述の処理を繰り返す。
ステップ２３の判断で最適光量であれば、ステップ２５へ進んでそのレーザ出射光量をＡ
ＰＣでの目標値として設定し、この処理を終了する。
このようにして、上記ＯＰＣ制御処理を、データ量が大量であり、データ領域内における
線速度の変動が大きい場合に行なうようにすれば、より有効に最適記録レーザパワー値を
決定することができる。
【００４８】
また、図２に示したＯＰＣ制御処理のステップ４において試し書きした際のレーザ出射光
を前方のＰＤ７で受光したときの光量を測定し、ステップ１１での最適アシンメトリによ
る記録レーザパワー値と共に、その時のレーザ出射光量をメモリに記憶することにより、
最適記録レーザパワーの設定において、望ましい出射光量にするためのコントローラ制御
を簡潔に行なうことができる。
【００４９】
この場合の処理は、図４に示すように、ステップ３１でＯＰＣ制御によって決定した記録
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するデータ区分（小領域）の最適レーザ駆動電流をＬＤドライバ２に設定し、ステップ３
２へ進んでＡＰＣでの目標値としてレーザ出射光量を設定して、この処理を終了する。
【００５０】
とくに、多量データでは各データ区分においてそれぞれの最適記録レーザパワー値を設定
するため、その制御処理を簡潔化することによって制御時間を短くすることができる。
【００５１】
また、書き換え可能な光ディスクにおいて、試し書きによって得られた各データ区分（小
領域）の各位置における最適記録レーザパワー値又はレーザ出射光量を含めてＯＰＣの最
後に光ディスク上のそれぞれのデータ区分内に記録して置くようにするとなお良い。
【００５２】
また、図６に示すのは、光ディスクの記録概念図であり、記録トラック２１に記録ピット
２２，２３を記録する。上記光ディスク情報記録装置では、等角速度スピンドル回転によ
ってデータを記録するものであり、図６の（ａ）に示すように、通常記録ピット２２は外
周部ほどピット長が長くなり、記録密度が低くなる。
【００５３】
一方、図６の（ｂ）に示すように、ＣＬＶフォーマットの光ディスクのデータ領域に対し
ては、線速度が増加するに従って記録ピット長が同じになるようにデータ区分毎にレーザ
パルスクロック周波数を大きくすると良い。
なお、試し書き領域でもデータ領域と同じ線速でのＯＰＣを行なうため、クロック周波数
をデータ領域と同じにするとよい。
【００５４】
このようにして、この光ディスク情報記録装置は、追記又は書き換え可能な光ディスクに
対して少量データを記録するとき、スピンドル回転を角速度一定のもとで行なうのと同じ
線速度でＯＰＣ制御を行なうので、各データ位置に最適なレーザパワー（最適記録レーザ
パワー値）を取得し、その最適記録レーザパワー値を印加することによって等角速度を高
速にして情報を記録するときの確実性を向上させることができる。
【００５５】
また、記録するデータ領域の区分（小領域）の位置毎に最適なレーザパワーを取得し、長
いデータ領域を記録するとき、最適記録レーザパワー値を区分毎に適時変更しながら印加
していくことにより、確実な高速記録が可能になる。
【００５６】
さらに、全データ領域の区分（小領域）の位置毎に最適なレーザパワーを取得することに
よって、複数回にわたるデータ記録においてもその度にＯＰＣ制御を行なうこと無く、最
適記録レーザパワー値を区分毎に適時変更しながら印加していくことにより、確実な高速
記録が可能になる。
【００５７】
また、データ領域の区分の位置毎におけるレーザ駆動電流及びＡＰＣの目標としてのレー
ザ出射光量を記憶しておくことによって、データ記録時に各区分毎のＬＤパワー設定を適
時変更する制御処理を簡易化することができる。
【００５８】
さらに、書き換え可能な光ディスクに対しては、最適記録レーザパワー値又はレーザ出射
光量をその光ディスクの各データ区分（小領域）に予め記録しておくことによって、その
後のデータ領域への記録を行なう際に、そのデータ区分毎のデータ値を読み込むことによ
って、改めてＯＰＣを実行しなくても最適記録レーザパワーでレーザ光を照射することが
でき、その最適記録レーザパワーによるレーザ光のレーザ出射光量をＡＰＣ時に利用する
ことができる。
【００５９】
そして、光ディスク上のどのデータ位置でも記録ピット長を同一にするＣＬＶ方式のデー
タ記録方式においても本発明の適用が可能になる。
【００６０】
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【発明の効果】
以上説明してきたように、この発明による光ディスク記録装置によれば、等角速度で回転
させた追記又は書き換え可能な光ディスクに対してデータを高速且つ確実に記録すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に関わる光ディスク情報記録装置の特徴的な構成を示すブロック図であ
る。
【図２】　図１に示した光ディスク情報記録装置におけるＯＰＣ制御処理を示すフローチ
ャートである。
【図３】　図１に示した光ディスク情報記録装置における最適記録レーザパワーの設定処
理を示すフローチャートである。
【図４】　図１に示した光ディスク情報記録装置における他の最適記録レーザパワーの設
定処理を示すフローチャートである。
【図５】　図２に示したＯＰＣ制御処理を実行する光ディスクの記録領域のフォーマット
例を示す図である。
【図６】　光ディスクに対する等角速度スピンドル回転でのデータ記録フォーマットとＣ
ＬＶフォーマットとを示す説明図である。
【符号の説明】
１：コントローラ　　　　２：ＬＤドライバ
３：ＬＤ　　　　　　　　４：コリメートレンズ
５：対物レンズ　　　　　６，８：集光レンズ
７，９：ＰＤ　　　　　　１０：ビームスプリッタ
１１：ピックアップ部　　１２：光ディスク
１３：スピンドルモータ　１４：ＡＰＣ回路
１５：モータ　　　　　　１６：サーボ信号検出回路
１７：サーボ回路　　　　１８：再生信号検出回路
１９：アシンメトリ検出回路　２１：記録トラック
２２，２３：記録ピット　３１：全データエリア
３２：記録範囲　　　　　３３：データ区分
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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