
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録層が多層構造で各記録層について記録が可能な光情報記録媒体に対して情報の記録
を行ない、この記録を実行する際にはあらかじめＯＰＣ（ Optimum Power Control）を実
行する光情報記録装置において、
　前記光情報記録媒体に記録されている当該光情報記録媒体の種別の情報を読み取る読取
手段と、
　１又は複数種類の光情報記録媒体について前記ＯＰＣを実行する際の記録条件の情報を
前記記録層ごとに記憶している記憶装置と、
　読み取った前記種別に対応する前記記録条件が前記記憶装置に記憶されているときは当
該記録条件を読み出し、記憶されていないときは前記光情報記録媒体の前記記録層ごとに
当該記録層に記録されている前記記録条件を読み取る記録条件取得手段と、
　この記録条件取得手段によって得た前記記録条件を用いて前記ＯＰＣを実行するＯＰＣ
実行手段と、
を備えていることを特徴とする光情報記録装置。
【請求項２】
　前記ＯＰＣを実行しようとする前記記録層の他の記録層の同じ領域が消去状態か記録状
態かを判断する判断手段をさらに備え、
　前記記憶装置は、前記記録条件の情報を前記記録層ごとに当該記録層の他の記録層が消
去状態である場合と記録状態である場合のそれぞれについて記憶していて、
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　前記記録条件取得手段は、前記記憶装置に記憶されている前記記録条件を読み出すとき
は、前記判断に応じて前記消去状態である場合又は記録状態である場合の前記記録条件を
読み出し、前記記録層ごとに記録されている前記記録条件を読み取るときは、前記判断に
応じて当該記録層に記録されている 他の記録層が消去状態である場合と記録状態である
場合のそれぞれについて 前記記録条件のいずれかを読み取る、
ことを特徴とする請求項１に記載の光情報記録装置。
【請求項３】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パワー設定である、こと
を特徴とする請求項１又は２に記載の光情報記録装置。
【請求項４】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パルス形状設定である、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の光情報記録装置。
【請求項５】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録光の波長である、ことを
特徴とする請求項１又は２に記載の光情報記録装置。
【請求項６】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の最大記録速度である、ことを
特徴とする請求項１又は２に記載の光情報記録装置。
【請求項７】
　記録層が多層構造で各記録層について記録が可能な光情報記録媒体に対して情報の記録
を行ない、この記録を実行する際にはあらかじめＯＰＣ（ Optimum Power Control）を実
行する光情報記録方法において、
　前記光情報記録媒体に記録されている当該光情報記録媒体の種別の情報を読み取る読取
工程と、
　１又は複数種類の光情報記録媒体について前記ＯＰＣを実行する際の記録条件の情報を
前記記録層ごとに記憶している記憶装置を参照して、読み取った前記種別に対応する前記
記録条件が前記記憶装置に記憶されているときは当該記録条件を読み出し、記憶されてい
ないときは前記光情報記録媒体の前記記録層ごとに当該記録層に記録されている前記記録
条件を読み取る記録条件取得工程と、
　この記録条件取得工程によって得た前記記録条件を用いて前記ＯＰＣを実行するＯＰＣ
実行工程と、
を備えていることを特徴とする光情報記録方法。
【請求項８】
　前記ＯＰＣを実行しようとする前記記録層の他の記録層の同じ領域が消去状態か記録状
態かを判断する判断工程をさらに備えていて、
　前記記録条件取得工程は、前記記憶装置が前記記録条件の情報を前記記録層ごとに当該
記録層の他の記録層が消去状態である場合と記録状態である場合のそれぞれについて記憶
しているときに前記記憶装置に記憶されている前記記録条件を読み出すときは、前記判断
に応じて前記消去状態である場合又は記録状態である場合の前記記録条件を読み出し、前
記記録層ごとに記録されている前記記録条件を読み取るときは、前記判断に応じて当該記
録層に記録されている 他の記録層が消去状態である場合と記録状態である場合のそれぞ
れに 前記記録条件のいずれかを読み取る、
ことを特徴とする請求項 に記載の光情報記録方法。
【請求項９】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パワー設定である、こと
を特徴とする請求項 又は に記載の光情報記録方法。
【請求項１０】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パルス形状設定である、
ことを特徴とする請求項 又は に記載の光情報記録方法。
【請求項１１】
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　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録光の波長である、ことを
特徴とする請求項 又は に記載の光情報記録方法。
【請求項１２】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の最大記録速度である、ことを
特徴とする請求項 又は に記載の光情報記録方法。
【請求項１３】
　記録層が多層構造で各記録層について記録が可能な光情報記録媒体に対して情報の記録
を行ない、この記録を実行する際にはあらかじめＯＰＣ（ Optimum Power Control）を実
行する光情報記録装置を制御する処理をコンピュータに実行させるプログラムにおいて、
　前記光情報記録媒体に記録されている当該光情報記録媒体の種別の情報を読み取る読取
手段と、
　読み取った前記種別に対応する前記記録条件が、１又は複数種類の光情報記録媒体につ
いて前記ＯＰＣを実行する際の記録条件の情報を前記記録層ごとに記憶している記憶装置
に記憶されているときは当該記録条件を読み出し、記憶されていないときは前記光情報記
録媒体の前記記録層ごとに当該記録層に記録されている前記記録条件を読み取る記録条件
取得手段と、
　この記録条件取得手段によって得た前記記録条件を用いて前記ＯＰＣを実行するＯＰＣ
実行手段と、
をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　前記ＯＰＣを実行しようとする前記記録層の他の記録層の同じ領域が消去状態か記録状
態かを判断する判断手段をさらにコンピュータに実行させ、
　前記記録条件取得手段は、前記記憶装置が前記記録条件の情報を前記記録層ごとに当該
記録層の他の記録層が消去状態である場合と記録状態である場合のそれぞれについて記憶
しているときに前記記憶装置に記憶されている前記記録条件を読み出すときは、前記判断
に応じて前記消去状態である場合又は記録状態である場合の前記記録条件を読み出し、前
記記録層ごとに記録されている前記記録条件を読み取るときは、前記判断に応じて当該記
録層に記録されている 他の記録層が消去状態である場合と記録状態である場合のそれぞ
れに 前記記録条件のいずれかを読み取る、
ことを特徴とする請求項 に記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パワー設定である、こと
を特徴とする請求項 又は に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パルス形状設定である、
ことを特徴とする請求項 又は に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録光の波長である、ことを
特徴とする請求項 又は に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記記録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の最大記録速度である、ことを
特徴とする請求項 又は に記載のプログラム。
【請求項１９】
　プログラムを記憶している記憶媒体において、
　前記プログラムは請求項 ～ のいずれかのプログラムであること、を特徴とする
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録層が多層構造で各記録層について記録が可能な光情報記録媒体に対して
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情報の記録を行なう光情報記録装置、光情報記録方法、プログラム、及び記憶媒体、並び
に光情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録層が多層構造となっている記録メディアの構造やその記録再生方法については、特
許文献１などに開示されている。
【０００３】
　また、多層構造となっている光メディアにおいて、各データ層に、そのデータ層に固有
の情報を記録しておく技術について、特許文献２に開示されている。
【０００４】
　さらに、多層構造となっている光ディスクに対するＯＰＣ（ Optimum Power Control）
について、特許文献３に開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１―１９５２４３号公報
【特許文献２】特開２００２－５００５３公報
【特許文献３】特開２０００－３１１３４６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　マルチメディアの普及に伴い、音楽用ＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、最近ではＤＶＤ－ＲＯＭな
どの再生専用メディア（記録媒体）や情報再生装置が実用化されている。また最近では、
色素メディアを用いた追記型光ディスクや、光磁気（ＭＯ）メディアを用いた書き換え可
能なＭＯディスクの他に、相変化型メディアも注目されており、これらの記録媒体を用い
た情報記録再生装置が実用化されている。また、書き換え可能なＤＶＤメディアは、次世
代のマルチメディア記録媒体及び大容量ストレージ媒体として、多いに注目されている。
【０００７】
　なお、相変化型メディアは記録材料を結晶相とアモルファス相とに可逆的に相変化させ
て情報を記録するものである。また、相変化型メディアは、ＭＯメディアなどと異なり、
外部磁界を必要とせず、半導体レーザからなる光源からのレーザ光だけで情報の記録、再
生ができ、かつ、情報の記録と消去がレーザ光により一度に行われるオーバーライト記録
が可能である。
【０００８】
　色素型メディアに情報を記録するための一般的な記録波形としては、例えば、８－１６
変調コードなどに基づいて生成した単パルスの半導体レーザ発光波形があるが、この記録
波形による単パルス記録では、畜熱のため記録マークが涙状に歪みを生じたりする不具合
がある。このため、色素系メディアに情報を記録するためのＬＤ発光波形規則（ストラテ
ジ）として、図８（ｃ）に示すように、ＥＦＭ変調コードなどの記録データに基づいたマ
ルチパルス波形のレーザ光により色素系メディアにマークを形成する方式が提案されてい
る。このマルチパルス波形のマーク部は、先頭加熱パルスと、後続する複数個の連続加熱
パルスとで構成される方式が提案されている。
【０００９】
　ところで、一般に、光記録メディアに記録を行う場合の記録パワーの最適値は、周辺温
度や記録メディアの種類、線速などにより変化するため、一般に色素メディアや相変化メ
ディアに対する記録を行う際に、光情報記録装置は、情報を記録する前にＯＰＣ（ Optimu
m Power Control）と呼ばれる試し書きによる記録パワーの最適化を行なう。ＯＰＣは、
記録メディアのＰＣＡ（ Power Calibration Area）と呼ばれる所定の領域に所定の情報を
記録し、これを再生することによって行われる。
【００１０】
　具体的には、チャネルクロック周期Ｔの３倍（３Ｔ）～１４倍（１４Ｔ）のマークとス
ペースからなる所定パターンのテストデータを、発光パワーを数種類変化させて記録し、
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このテストデータを再生して、各パワーにおけるＲＦ信号のＤＣモジュレーションやＡＣ
結合後のＲＦ信号のアシンメトリなどを評価基準として算出する。モジュレーションＭは
、例えば、ＲＦ信号の最大振幅をＩ p-p、ＲＦ信号の最大値をＩ maxとすれば、
　Ｍ＝Ｉ p-p／Ｉ max　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
のように算出される。
【００１１】
　また、ＡＣ結合後のアシンメトリβは、ＡＣ結合後のＲＦ信号の正側のピークレベルＸ
１、負側のピークレベルＸ２を用いて、
　β＝（Ｘ１＋Ｘ２）／（Ｘ１－Ｘ２）　　　　　　　　　　　（２）
のように表される。ここで、“Ｘ１＋Ｘ２”は、ＡＣ結合後ＲＦ信号の正負ピークレベル
の差分を、“Ｘ１－Ｘ２”は、ＡＣ結合後ＲＦ信号ピークｔｏピーク値を示している。
【００１２】
　そして、このモジュレーションＭや、ＡＣ結合後のアシンメトリβに基づいて、最適な
記録パワーを求める。
【００１３】
　また、追記型、あるいは書き換え型メディアに情報の記録を行う場合、そのメディアの
タイプに応じた記録条件を設定する必要がある。ここで、記録条件とは、一般的に、ＯＰ
Ｃを行う際の記録パワー設定、及び、記録パルス形状設定である。光情報記録装置側で、
記録しようとするメディアの種別（製造元名、タイプ識別情報など）が特定できる場合、
そのメディアに応じた記録条件を予め光情報記録装置内のメモリ内に保持しておけばよい
。ＤＶＤ＋ＲやＤＶＤ＋ＲＷメディアでは、所定領域のＡＤＩＰ（ Address In Grrove）
と呼ばれる記録トラック上に形成されたプリグルーブに記録されているウォブル信号に、
当該メディアの製造元、種別が予め記録されている。
【００１４】
　光情報記録装置がメディアの種類を特定できない（未知のメディアである）場合には、
所定領域のＡＤＩＰ情報にメディアの製造元が指定した記録条件が記録されているので、
この情報に基づいてＯＰＣの際の記録パワー設定、記録パルス波形を決定する。
【００１５】
　ところで、光記録メディアにおける記録情報量を従来に比べて増大させるためのアプロ
ーチとして、記録面を多層化する技術が知られており、ＤＶＤ－ＲＯＭメディアにおいて
は、既に記録面が２層構造のメディアが実用化されている（記録層が多層構造となってい
る記録可能メディアの構造やその記録再生方法については、特許文献１を参照）。
【００１６】
　そして、追記型、あるいは書き換え型メディアを多層化した場合、各記録層で記録特性
が違うので、その層に応じた記録条件を設定する必要がある。
【００１７】
　しかしながら、光情報記録装置がメディアの種別を特定できる場合は、そのメディアタ
イプの各記録層に応じた記録条件をあらかじめ光情報記録装置のメモリ上に保持しておけ
ばよいが、光情報記録装置がメディアの種別を特定できない未知のメディアの場合は、記
録層の違いによる記録条件の設定を最適には行えず、記録品質が低下しまう。
【００１８】
　この点、特許文献２に開示の技術のように、各記録層にその記録層の記録条件を記録し
てあるメディアであれば、光情報記録装置にとって未知のメディアであっても、その記録
層に記録されている記録条件を読み取ることで対応することができる。
【００１９】
　しかし、メディアの種別にかかわらず、一律に各記録層に記録されている記録条件を読
み取ることで記録条件の設定を行おうとすると、未知のメディアではなくても、各記録層
にその記録層の記録条件を記録していないメディアである場合には対応できなくなってし
まうという不具合がある。
【００２０】
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　また、例えば、２層型メディアの場合、第２層目に情報を記録する場合には、第１層目
の記録層を光が透過して情報の記録を行なうため、第１層目が消去状態（高反射率）か記
録状態（低反射率）かによって、第２層目に到達する光量が変化してしまい、最適な記録
パワーが変わってしまうという不具合もある。
【００２１】
　本発明の目的は、光情報記録媒体の各記録層にその記録層の記録条件を記録していない
ものであった場合にも、対応することができるようにすることである。
【００２２】
　本発明の別の目的は、この場合に、ＯＰＣを実行しようとする記録層の他の記録層の同
じ領域が消去状態か記録状態かにかかわらず、最適なＯＰＣを実行することができるよう
にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　請求項１に記載の発明は、記録層が多層構造で各記録層について記録が可能な光情報記
録媒体に対して情報の記録を行ない、この記録を実行する際にはあらかじめＯＰＣ（ Opti
mum Power Control）を実行する光情報記録装置において、前記光情報記録媒体に記録さ
れている当該光情報記録媒体の種別の情報を読み取る第１の読取手段と、１又は複数種類
の光情報記録媒体について前記ＯＰＣを実行する際の記録条件の情報を前記記録層ごとに
記憶している記憶装置と、読み取った前記種別に対応する前記記録条件が前記記憶装置に
記憶されているときは当該記録条件を読み出し、記憶されていないとき 記光情報記録
媒体の前記記録層ごとに当該記録層に記録されている前記記録条件を読み取る記録条件取
得手段と、この記録条件取得手段によって得た前記記録条件を用いて前記ＯＰＣを実行す
るＯＰＣ実行手段と、を備えていることを特徴とする光情報記録装置である。
【００２４】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の光情報記録装置において、前記ＯＰＣを実
行しようとする前記記録層の他の記録層の同じ領域が消去状態か記録状態かを判断する判
断手段をさらに備え、前記記憶装置は、前記記録条件の情報を前記記録層ごとに当該記録
層の他の記録層が消去状態である場合と記録状態である場合のそれぞれについて記憶して
いて、前記記録条件取得手段は、前記記憶装置に記憶されている前記記録条件を読み出す
ときは、前記判断に応じて前記消去状態である場合又は記録状態である場合の前記記録条
件を読み出し、前記記録層ごとに記録されている前記記録条件を読み取るときは、前記判
断に応じて当該記録層に記録されている 他の記録層が消去状態である場合と記録状態で
ある場合のそれぞれについて 前記記録条件のいずれかを読み取る。
【００２５】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の光情報記録装置において、前記記録
条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パワー設定である。
【００２６】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の光情報記録装置において、前記記録
条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パルス形状設定である。
【００２７】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は２に記載の光情報記録装置において、前記記録
条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録光の波長である、ことを特徴とする
。
【００２８】
　請求項６に記載の発明は、請求項１又は２に記載の光情報記録装置において、前記記録
条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の最大記録速度である、ことを特徴とする
。
【００３０】
　請求項 に記載の発明は、記録層が多層構造で各記録層について記録が可能な光情報記
録媒体に対して情報の記録を行ない、この記録を実行する際にはあらかじめＯＰＣ（ Opti
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mum Power Control）を実行する光情報記録方法において、前記光情報記録媒体に記録さ
れている当該光情報記録媒体の種別の情報を読み取る読取工程と、１又は複数種類の光情
報記録媒体について前記ＯＰＣを実行する際の記録条件の情報を前記記録層ごとに記憶し
ている記憶装置を参照して、読み取った前記種別に対応する前記記録条件が前記記憶装置
に記憶されているときは当該記録条件を読み出し、記憶されていないときは前記光情報記
録媒体の前記記録層ごとに当該記録層に記録されている前記記録条件を読み取る記録条件
取得工程と、この記録条件取得工程によって得た前記記録条件を用いて前記ＯＰＣを実行
するＯＰＣ実行工程と、を備えていることを特徴とする光情報記録方法である。
【００３１】
　請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の光情報記録方法において、前記ＯＰＣを実
行しようとする前記記録層の他の記録層の同じ領域が消去状態か記録状態かを判断する判
断工程をさらに備えていて、前記記録条件取得工程は、前記記憶装置が前記記録条件の情
報を前記記録層ごとに当該記録層の他の記録層が消去状態である場合と記録状態である場
合のそれぞれについて記憶しているときに前記記憶装置に記憶されている前記記録条件を
読み出すときは、前記判断に応じて前記消去状態である場合又は記録状態である場合の前
記記録条件を読み出し、前記記録層ごとに記録されている前記記録条件を読み取るときは
、前記判断に応じて当該記録層に記録されている 他の記録層が消去状態である場合と記
録状態である場合のそれぞれに 前記記録条件のいずれかを読み取る、ことを
特徴とする。
【００３２】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載の光情報記録方法において、前記記録
条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パワー設定である、ことを特徴とす
る。
【００３３】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載の光情報記録方法において、前記記
録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パルス形状設定である、ことを特
徴とする。
【００３４】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載の光情報記録方法において、前記記
録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録光の波長である、ことを特徴とす
る。
【００３５】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載の光情報記録方法において、前記記
録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の最大記録速度である、ことを特徴とす
る。
【００３６】
　請求項 に記載の発明は、記録層が多層構造で各記録層について記録が可能な光情報
記録媒体に対して情報の記録を行ない、この記録を実行する際にはあらかじめＯＰＣ（ Op
timum Power Control）を実行する光情報記録装置を制御する処理をコンピュータに実行
させるプログラムにおいて、前記光情報記録媒体に記録されている当該光情報記録媒体の
種別の情報を読み取る読取手段と、読み取った前記種別に対応する前記記録条件が、１又
は複数種類の光情報記録媒体について前記ＯＰＣを実行する際の記録条件の情報を前記記
録層ごとに記憶している記憶装置に記憶されているときは当該記録条件を読み出し、記憶
されていないときは前記光情報記録媒体の前記記録層ごとに当該記録層に記録されている
前記記録条件を読み取る記録条件取得手段と、この記録条件取得手段によって得た前記記
録条件を用いて前記ＯＰＣを実行するＯＰＣ実行手段と、をコンピュータに実行させるこ
とを特徴とするプログラムである。
【００３７】
　請求項 に記載の発明は、請求項 に記載のプログラムにおいて、前記ＯＰＣを実
行しようとする前記記録層の他の記録層の同じ領域が消去状態か記録状態かを判断する判
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断手段をさらにコンピュータに実行させ、前記記録条件取得手段は、前記記憶装置が前記
記録条件の情報を前記記録層ごとに当該記録層の他の記録層が消去状態である場合と記録
状態である場合のそれぞれについて記憶しているときに前記記憶装置に記憶されている前
記記録条件を読み出すときは、前記判断に応じて前記消去状態である場合又は記録状態で
ある場合の前記記録条件を読み出し、前記記録層ごとに記録されている前記記録条件を読
み取るときは、前記判断に応じて当該記録層に記録されている 他の記録層が消去状態で
ある場合と記録状態である場合のそれぞれに 前記記録条件のいずれかを読み
取る、ことを特徴とする。
【００３８】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載のプログラムにおいて、前記記
録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パワー設定である、ことを特徴と
する。
【００３９】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載のプログラムにおいて、前記記
録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録パルス形状設定である、ことを特
徴とする。
【００４０】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載のプログラムにおいて、前記記
録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の記録光の波長である、ことを特徴とす
る。
【００４１】
　請求項 に記載の発明は、請求項 又は に記載のプログラムにおいて、前記記
録条件の少なくとも一部は、前記ＯＰＣを行う際の最大記録速度である、ことを特徴とす
る。
【００４２】
　請求項 に記載の発明は、プログラムを記憶している記憶媒体において、前記プログ
ラムは請求項 ～ のいずれかのプログラムであること、を特徴とする記憶媒体であ
る。
【発明の効果】
【００４３】
　請求項１， ， に記載の発明は、光情報記録媒体の各記録層に対応した記録条件を
当該記録層から取得することができるので、各記録層に最適な条件でＯＰＣを実行するこ
とができる。しかし、光情報記録媒体が記憶装置に記憶されている既知のものであるとき
は、その記憶装置にあらかじめ登録されている、その光情報記録媒体の記録条件を用いる
ので、光情報記録媒体が、各記録層にその記録層の記録条件を記録していないものであっ
た場合にも対応することができる。
【００４４】
　請求項２， ， に記載の発明は、請求項１， ， に記載の発明において、ＯＰ
Ｃを実行しようとする記録層の他の記録層の同じ領域が消去状態か記録状態かにかかわら
ず、最適なＯＰＣを実行することができる。
【００４５】
　請求項３， ， に記載の発明は、請求項１，２， ， ， ， に記載の発明
において、ＯＰＣを行う際の記録パワー設定を最適に設定してＯＰＣを実行することがで
きる。
【００４６】
　請求項４， ， に記載の発明は、請求項１，２， ， ， ， に記載の発
明において、ＯＰＣを行う際の記録パルス形状設定を最適に設定してＯＰＣを実行するこ
とができる。
【００４７】
　請求項５， ， に記載の発明は、請求項１，２， ， ， ， に記載の発
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明において、ＯＰＣを行う際の記録光の波長を最適に設定してＯＰＣを実行することがで
きる。
【００４８】
　請求項６， ， に記載の発明は、請求項１，２， ， ， ， に記載の発
明において、ＯＰＣを行う際の最大記録速度を最適に設定してＯＰＣを実行することがで
きる。
【００５０】
　請求項 に記載の発明は、記憶されているプログラムにより請求項 ～ のいず
れかの一に記載の発明と同様の作用効果を奏することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　発明を実施するための最良の一形態について説明する。
【００５２】
　図１は、本実施の形態である光情報記録再生装置１（図２以下を参照）が記録、再生を
行うメディア（光情報記録媒体）について説明する説明図である。このメディア１０１は
、ＤＶＤ－ＲＯＭフォーマットのコードデータを、図１に示すように、記録層１０２と１
０３の２層構造となっているような色素系メディアであり、データ変調方式としては８－
１６変調コードを用いてマークエッジ（ＰＷＭ： Pulse Width Modulation）記録を行なう
。
【００５３】
　また、メディア１０１は、各記録層１０２，１０３での記録トラック上に形成されたプ
リグルーブに記録されているウォブル信号に、トラックのアドレス情報等が記録されてい
るものとする。
【００５４】
　図２、図３は、それぞれ、本実施の形態である光情報記録再生装置１の全体構成と、そ
のシステム制御装置１０の構成を説明するブロック図である。
【００５５】
　この光情報記録再生装置１は、本発明の光情報記録装置を実施するもので、図１を参照
して説明したようなメディア１０１と記録データを用いて、半導体レーザをマルチパルス
発光させて記録マークを形成することにより、情報の記録を行うものである。
【００５６】
　光情報記録再生装置１は、情報の再生時は、ＬＤ（レーザダイオード）光源２をＬＤ駆
動装置６で駆動して、ＬＤ光源２を再生パワー（リードパワー）で発光させ、図示しない
光ピックアップにおいて、ＬＤ光源２からの再生パワーの光を所定の光学素子３，４，５
を介してメディア１０１の所定の層１０２又は１０３（図１参照）にフォーカスが合うよ
うに照射し、その反射光を所定の光学素子５，４，７を介して受光素子８で受光して光電
変換し、変換後の電流信号をＩＶアンプ９でＩＶ変換し、増幅して、再生信号（ＲＦ信号
）４１を得る。
【００５７】
　更に、ＬＤ光源２の出射光の一部が、所定の光学素子１１等を介してモニタＰＤ（フォ
トダイオード）１２に入射され、発光パワーに比例したモニタ電流がＩＶアンプ１３によ
りＩＶ変換され、増幅されたパワーモニタ信号４２を利用することで、ＡＰＣ制御を行な
うことができる。
【００５８】
　情報の記録時には、ホストコントローラ２１で８－１６変調コードからなる記録データ
に基づいたパルス制御信号４３を生成し、ＬＤ駆動装置６でそのパルス制御信号４３に応
じた駆動電流により、ＬＤ光源２を駆動して、図８（ｃ）に示すようなマルチパルスの光
を発光させ、メディア１０１の所定の層１０２又は１０３の記録層に照射することで、メ
ディア１０１に記録マークを形成して情報の記録を行う。また、ホストコントローラ２１
は、スペース／ピークパワーの発光レベルを制御するため、バイアスレベル電流駆動信号
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４４、ピークレベル電流重畳信号４５をＬＤ駆動装置６に出力する。
【００５９】
　ホストコントローラ２１は、光情報記録再生装置１の全体を制御するマイクロコンピュ
ータを中心に構成される制御装置であり、ピーク／ボトム検出回路２２は、ＲＦ信号４１
のピーク、ボトムを検出して、ホストコントローラ２１に出力する。データデコーダは、
ＲＦ信号４１をデコードして、ホストコントローラ２１に出力する。データエンコーダ２
４は、ホストコントローラ２１からの記録情報をエンコードする。ＬＤ波形制御回路２５
は、ＬＤ駆動装置６を駆動して、ＬＤ光源２の出力するレーザ光の波形を、デコード後の
情報に基づいて制御する。なお、詳細な説明は省略するが、光情報記録再生装置１は、図
示しない光ピックアップを制御して、フォーカス動作、トラック動作、シーク動作を行う
、周知の構成のアクチュエータ、駆動機構、制御系を備えている。
【００６０】
　次に、光情報記録再生装置１で情報の記録を行うまでの処理の手順を、図４のフローチ
ャートを参照して説明する。
【００６１】
　まず、ホストコントローラ２１（のＣＰＵ）は、メディア１０１の記録する層１０２又
は１０３からメディア１０１の種別を識別する情報（メディア情報（図１のマル１，２（
マル付き数字を以下このように表示する）の領域に記録されている））を取得するため、
対象となる層１０２又は１０３に図示しない光ピックアップを移動させる（ステップＳ１
）。メディア１０１には、図１に示すように、各層１０２，１０３の記録領域の内周側に
LeadIn領域と呼ばれるメディア１０１の管理情報領域が存在し、その中の１領域にメディ
ア１０１のメディア情報がウォブル信号として記録されている。このウォブル信号により
、 の製造元名や、製造元が付与したメディアタイプを識別するためのメデ
ィア情報を取得することができる。そこで、次の処理として、 LeadIn領域の中の１領域を
再生して、ウォブル信号からメディア１０１のメディア情報を取得する（読取手段、読取
工程）（ステップＳ２）。

【００６２】
　そして、このウォブル信号より識別したメディア１０１の種別が、光情報記録再生装置
１にとって既知のメディアであれば（ホストコントローラ２１のＲＯＭなどにあらかじめ
登録されていれば）（ステップＳ３のＹ）、記録条件（ＯＰＣを行う際の記録パワー設定
、記録パルス形状設定、記録パルス形状設定、記録光の光波長（レーザ波長）、最大記録
速度など）を、そのメディア１０１の種別ごとにホストコントローラ２１のＲＯＭなどの
記憶装置にテーブルデータなどとして記憶されている値に決定する（記録条件取得手段、
記録条件取得工程）（ステップＳ４）。このＲＯＭなどに記憶されている記録条件は、メ
ディア１０１の種別ごとに、そのメディア１０１の各記録層１０２，１０３別に記録され
ている。
【００６３】
　メディア１０１が光情報記録再生装置１のＲＯＭなどにあらかじめ登録されていない未
知のメディアであった場合は（ステップＳ３のＮ）、メディア１０１の LeadIn領域内にウ
ォブル信号で記録されている記録条件（図１のマル１，２の領域に記録されている）を読
み出す（記録条件取得手段、記録条件取得工程）（ステップＳ５）。記録条件は、そのメ
ディア１０１の各記録層１０２，１０３別に記録されている（記録層１０２の記録条件は
同じ記録層１０２のマル１の領域、記録層１０３の記録条件は同じ記録層１０３のマル２
の領域に記録されている）。
【００６４】
　そして、ステップＳ４，Ｓ５で得られた記録条件に基づいて、ＯＰＣ条件や記録パルス
波形を設定する（ステップＳ６）。ここで、ＯＰＣ条件とは、パワーを変化させて記録す
る際の中心パワー値、及び、目標とするアシンメトリ（β）とする。これらの値は、既知
のメディアであれば、そのメディアの種別ごとに好適な値を予め実験的に求めておき、光
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情報記録再生装置１内のＲＯＭなどにあらかじめ登録しておくことができるが、メディア
１０１が光情報記録再生装置１内のＲＯＭに登録されていない未知のメディアである場合
は、ステップＳ２で得られたウォブル信号から求められる値をそのまま使うことも可能で
あるが、その値に所定の係数を乗じて決定するのが望ましい。
【００６５】
　次に、情報の記録動作に先立ち、最適な記録パワーを決定するため、記録を行おうとす
る層１０２又は１０３の記録領域とＯＰＣ領域（図１参照）でＯＰＣを行なう（ステップ
Ｓ７）。
【００６６】
　このＯＰＣを行う際には、ホストコントローラ２１はセクタが切り替わる毎に、図５（
ａ）に示すように、セクタ同期信号４６を発生させ、セクタ同期信号４６が発生する毎に
ピークレベル電流重畳信号４４を更新して、図５（ｂ）に示すように、ＬＤ光源２の発光
パワーを段階的に変化させる。この段階的に発光パワーを変化させた記録が終了した後、
その記録した領域を再生し、セクタ毎にＲＦ信号４１をサンプリングして、（２）式など
に基づく演算をホストコントローラ２１で実行して、各々のセクタでアシンメトリ（β）
を算出し、算出されたβにより記録動作時の発光パワーを決定する。
【００６７】
　このようにして、ＯＰＣの実行により最適記録パワーが決定したら、情報の記録動作を
周知の手段により行なう（ステップＳ８）。
【００６８】
　このように、未知のメディア１０１に記録を行う場合には（ステップＳ３のＮ）、各記
録層１０２，１０３に対応した記録条件をメディア１０１のＡＤＩＰ情報から各々取得す
ることができるので、各記録層１０２，１０３に最適な記録設定で記録を行うことができ
る。しかし、光情報記録再生装置１のＲＯＭなどに記録されている既知のメディア１０１
であるときは（ステップＳ３のＹ）、そのＲＯＭなどにあらかじめ登録されている、その
メディア１０１の記録条件を用いるので、この既知のメディア１０１が、各記録層１０２
，１０３にその記録層１０２，１０３の記録条件を記録していないものであった場合にも
対応することができる。
【００６９】
　また、図４の処理に代えて、次の図６のフローチャートに示す処理を実行してもよい。
すなわち、この場合の対象となるメディア１０１は、図７に示すように、各記録層１０２
，１０３の LeadIn領域に記録されている記録条件が、他方の層１０３，１０２の記録状態
が消去状態か記録状態かによって２種類記録されている（図７のマル１’、マル１”、マ
ル２’、マル２”の各領域）。また、ホストコントローラ２１のＲＯＭなどに記憶されて
いる記録条件も、同様に、各記録層１０２，１０３について２種類の記録条件が記憶され
ている。
【００７０】
　そして、情報の記録を行う場合、図６において図４と同一符号のステップは、図４の場
合と同様の処理であるため、詳細な説明は省略する。図６の処理においては、まず、ＯＰ
Ｃを実行する（ステップＳ７）前に、ＯＰＣを実行する領域の他の記録層１０２又は１０
３の同じ領域が消去状態か記録状態かを判断し（判断手段、判断工程）（ステップＳ９）
、それに応じて、前述の２種類の記録条件のいずれかを用いて、ＯＰＣの条件や、記録パ
ルス波形の設定を切り替える（ステップＳ６）。ステップＳ９の判断は、例えば、各記録
層１０２，１０３に対して記録を行ったときに、記録済みであることを示す情報を LeadIn
領域などに記録している場合には、その LeadIn領域などに記録されている情報を読み取る
ことにより判断することができる。あるいは、ＲＦ信号４１の信号レベルをホストコント
ローラ２１で判断することにより行ってもよい。
【００７１】
　そして、情報の記録を行なうときには（ステップＳ８）、記録を行なう領域の他の記録
層１０２又は１０３の同じ領域が消去状態か記録状態かを判断し（これは、ステップＳ９
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の判断をそのまま用いることができる）（ステップＳ１０）、それに応じて記録パワーや
発光パルス波形を切り替える（ステップＳ１１）。また、発光パルス波形は、他の記録層
１０２又は１０３の記録状態によらず一定でよい場合も考えられ、その場合は、記録パワ
ーだけを切り替えるような動作も考えられる。
【００７２】
　なお、前述の説明では、記録層が２層構造となっているメディア１０１を例として説明
したが、記録層が３層、あるいはそれ以上の多層構造となっていても、前述と同様の動作
を行うことができる。また、前述の説明では、追記のみ可能な色素メディアであるメディ
ア１０１を例として説明したが、記録情報の書き換えが可能な相変化メディアなどについ
ても、記録条件の項目が変更になるだけで、動作シーケンスは全く同様に論じることがで
きるので、本発明を適用することができる。
【００７３】
　また、前述の実施例では、ホストコントローラ２１のマイクロコンピュータで実行する
本発明のプログラムを実施する所定の制御プログラムをホストコントローラ２１のＲＯＭ
などの記憶媒体に記憶しておき、この制御プログラムに基づいてマイクロコンピュータが
実行する処理により、本発明の光情報記録装置、光情報記録方法で実行する特徴的な処理
を実施する例を念頭において説明した。
【００７４】
　しかし、本発明は、これに限定されるものではない。すなわち、光情報記録再生装置１
を制御するパーソナルコンピュータなどのホストコンピュータに本発明のプログラムを実
施する制御プログラムを搭載し、この制御プログラムに基づいてホストコンピュータが光
情報記録再生装置１を制御することにより、本発明の光情報記録方法を実施するようにし
てもよい。
【００７５】
　以下では、このようなシステムの概要を図９を参照して説明する。
【００７６】
　図９に示すように、ホストコンピュータ２０１は、各種演算を行ない、ホストコンピュ
ータ２０１の各部を集中的に制御するＣＰＵ２１１と、各種のＲＯＭ、ＲＡＭからなるメ
モリ２１２とが、バス２１３で接続されている。
【００７７】
　バス２１３には、所定のインターフェイスを介して、ハードディスクなどの磁気記憶装
置２１４と、マウス、キーボード等により構成される入力装置２１５と、表示装置２１６
と、光ディスクなどの記憶媒体２１７を読み取る記憶媒体読取装置２１８と、光情報記録
再生装置１とが接続され、また、ネットワーク２０２と通信を行なう所定の通信インター
フェイス２１９が接続されている。なお、記憶媒体２１７としては、ＣＤ，ＤＶＤなどの
光ディスク、光磁気ディスク、フレキシブルディスクなどの各種メディアを用いることが
できる。また、記憶媒体読取装置２１８は、具体的には記憶媒体２１７の種類に応じて光
ディスク装置、光磁気ディスク装置、フレキシブルディスク装置などが用いられる。なお
、記憶媒体読取装置２１８に光ディスク装置を用いる場合は、光情報記録再生装置１と同
一装置で実施してもよい。
【００７８】
　ホストコンピュータ２０１は、この発明の記憶媒体を実施する記憶媒体２１７から、こ
の発明のプログラムを実施するプログラム２２０を読み取って、磁気記憶装置２１４にイ
ンストールする。これらのプログラム２２０はネットワーク２０２や、インターネットを
介してダウンロードしてインストールするようにしてもよい。このインストールにより、
ホストコンピュータ２０１は、プログラム２２０に基づいて光情報記録再生装置１を制御
し、前述した本発明の特徴的な制御内容を実現する。すなわち、プログラム２２０は光情
報記録再生装置１のドライバソフトなどである。なお、プログラム２２０は、所定のＯＳ
上で動作するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００７９】
【図１】本発明の一実施の形態におけるメディアの構成を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施の形態における光情報記録再生装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】光情報記録再生装置のシステム制御装置の構成を示すブロック図である。
【図４】光情報記録再生装置が実行する処理のフローチャートである。
【図５】光情報記録再生装置が実行するＯＰＣについて説明する説明図である。
【図６】光情報記録再生装置が実行する別の処理のフローチャートである。
【図７】メディアの他の構成例を示す説明図である。
【図８】光情報記録再生装置におけるチャネルクロック、８－１６変調信号、光波形のタ
イミングチャートである。
【図９】光情報記録再生装置を備えたホストコンピュータの電気的な接続のブロック図で
ある。
【符号の説明】
【００８０】
　１　光情報記録装置
　１０１　光情報記録媒体
　１０２　記録層（第１層）
　１０３　記録層（第２層）
　２１７　記憶媒体
　２２０　プログラム
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

(15) JP 3734816 B2 2006.1.11



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－３５５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－５００５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１７１７４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１９９７５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２１３８５９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｂ　　７／００４５　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　７／００７　　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　７／１２５　　　　　

(16) JP 3734816 B2 2006.1.11


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

