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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】球面収差補正値、フォーカスバイアス、チルト
など調整項目であって温度に依存してその最適点が変化
する特性変化温度依存調整値についての温度補償を行う
場合において、光学ピックアップの個体ごとや経時的に
変化する温度－最適値特性のバラツキを吸収して最適な
温度補償を実現する。
【解決手段】実測評価値に基づくスタートアップ動作時
の最適点の調整動作を行うと共に、スピンダウン時にも
実測評価値に基づく最適点の探索を行う。また、スター
トアップ動作時、スピンダウン時で共にそのときの温度
を測定する。その上で、スタートアップ動作時の最適点
と温度の情報と、スピンダウン時の最適点と温度の情報
とに基づき、温度特性補償演算係数を計算する。これに
より、光学ピックアップの個体ごとや経時に伴い変化す
る温度－最適値特性に関して、実際の、その個体及びそ
の時点での温度－最適値特性を反映した傾きを表す温度
特性補償演算係数を得る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスク記録媒体を回転駆動する回転駆動部と、
　データの書込・読出のために上記光ディスク記録媒体に対するレーザ光照射及び反射光
検出を行うように構成された光学ピックアップ部と、
　上記レーザ光に関する調整項目であって温度に依存してその最適点が変化する特性変化
温度依存調整項目についての調整を行う調整部と、
　上記光学ピックアップ部の温度検出を行うように設けられた温度検出部と、
　上記光学ピックアップ部にて得られた反射光情報に基づき、再生信号品質の指標となる
評価値を生成する評価値生成部とを備えると共に、
　上記光ディスク記録媒体の装填後においてデータ再生を可能とするための準備動作とし
て行われるスタートアップ動作時に対応して、上記温度検出部による検出温度をスタート
アップ動作時温度情報として取得するスタートアップ時温度取得処理と、
　上記スタートアップ動作時において、上記調整部に設定する調整値を順次異なる値に変
化させると共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した
結果に基づき、上記調整値の最適点を探索し該最適点としての調整値が上記調整部に設定
されるように制御を行うスタートアップ動作時最適点調整処理と、
　上記スタートアップ動作の完了後、上記回転駆動部による上記光ディスク記録媒体の回
転駆動を停止させるべきとして予め定められた所定条件が成立したことに応じて、上記温
度検出部による検出温度をスピンダウン時温度情報として取得するスピンダウン時温度取
得処理と、
　上記所定条件が成立したことに応じて、上記調整値を順次異なる値に変化させると共に
各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した結果に基づき、
上記調整値の最適点を探索するスピンダウン時最適点探索処理と、
　上記スタートアップ動作時温度情報及び上記スタートアップ動作時最適点調整処理によ
り求まったスタートアップ動作時最適点の情報と、上記スピンダウン時温度情報及び上記
スピンダウン時最適点探索処理により求まったスピンダウン時最適点の情報とに基づき、
上記調整値についての温度補償を行うための温度特性補償演算係数を計算する温度特性補
償演算係数計算処理と
　を実行する制御部を備える
　記録再生装置。
【請求項２】
　上記制御部は、
　上記スピンダウン後におけるスタートアップ動作の開始時において、
　上記温度検出部による検出温度をスタートアップ開始時温度情報として取得するスター
トアップ開始時温度取得処理と、
　上記スタートアップ開始時温度情報と上記温度特性補償演算係数計算処理により計算し
た温度特性補償演算係数とに基づきスタートアップ初期調整値を計算する初期調整値計算
処理と、
　上記スタートアップ初期調整値が上記スタートアップ動作の開始時における初期調整値
として上記調整部に設定されるように制御を行う初期調整値設定制御処理とを実行する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項３】
　上記制御部は、
　再生動作の実行中において、
　計算により求めた最適点を基準に増減する上記調整値が上記調整部に設定されるように
制御し且つ上記調整値が増減する下で上記評価値生成部にて生成された評価値を取得する
と共に、それら取得した評価値と、所定の制御演算式とに基づく上記調整値の最適点の計
算を繰り返すことで上記調整値を最適点に追従させるリアルタイム調整処理を実行すると
共に、
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　上記温度特性補償演算係数計算処理により計算した上記温度特性補償演算係数に基づい
て、上記制御演算式におけるゲイン係数を新たに計算するリアルタイム調整演算係数更新
処理を実行する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項４】
　上記制御部は、
　上記スタートアップ動作時最適点調整処理により行われる最適点の探索動作と上記スピ
ンダウン時最適点探索処理により行われる最適点の探索動作とが上記光ディスク記録媒体
上の同一エリアを利用して行われるように制御を行う
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項５】
　上記制御部は、
　上記スタートアップ動作時温度取得処理により取得した温度と上記スピンダウン時温度
取得処理により取得した温度との差分値が所定値以上であるか否かを判別する第１の判別
処理を実行し、
　上記第１の判別処理により上記温度の差分値が上記所定値以上であるとされた場合に上
記スピンダウン時最適点探索処理を実行する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項６】
　上記制御部は、
　上記温度特性補償演算係数計算処理によって計算した過去の温度特性補償演算係数の平
均値を計算する係数平均値計算処理を実行する共に、
　上記初期調整値計算処理では、
　上記スタートアップ開始時温度情報と、上記係数平均値計算処理で計算した上記平均値
としての温度特性補償演算係数とに基づき上記スタートアップ初期調整値を計算する
　請求項２に記載の記録再生装置。
【請求項７】
　上記調整部は、
　球面収差、フォーカスバイアス、チルトの何れか１つの調整項目についての調整を行う
請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項８】
　上記光ディスク記録媒体に対する記録を行うべき状態とされた場合において、ＯＰＣ（
Optimum Power Control）を実行するように構成され、
　上記制御部は、
　上記ＯＰＣが行われる際に、上記温度検出部による検出温度をＯＰＣ時温度情報として
取得するＯＰＣ時温度取得処理と、
　上記ＯＰＣが行われる際に、上記調整部に設定する調整値を順次異なる値に変化させる
と共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した結果に基
づき、上記調整値の最適点を探索し該最適点としての調整値が上記調整部に設定されるよ
うに制御を行うＯＰＣ時最適点調整処理とを実行する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項９】
　上記制御部は、
　上記スピンダウンの回数が所定回数に達したか否かを判別する第２の判別処理を実行し
、
　上記第２の判別処理によりスピンダウン回数が上記所定回数に達したとされた場合に上
記スピンダウン時最適点探索処理を実行する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項１０】
　上記制御部は、
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　装填された光ディスク記録媒体のメディア種類を判別するメディア種類判別処理を実行
すると共に、
　上記メディア種類判別処理によって判別したメディア種類ごとに、上記温度特性補償演
算係数計算処理によって計算した温度特性補償演算係数を記憶する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項１１】
　上記制御部は、上記メディア種類判別処理としてＣＤ（Compact Disc）／ＤＶＤ（Digi
tal Versatile Disc）／ＢＤ（Blu-ray Disc）の別を判別する請求項１０に記載の記録再
生装置。
【請求項１２】
　上記制御部は、上記メディア種類判別処理として、ＣＤ／ＤＶＤ／ＢＤの別とさらにラ
イトワンス型／書き替え可能型の別も判別する請求項１０に記載の記録再生装置。
【請求項１３】
　上記制御部は、
　装填された光ディスク記録媒体が記録層を複数有する多層ディスクである場合に対応し
て、上記記録層ごとに、上記温度特性補償演算係数計算処理によって計算した温度特性補
償演算係数を記憶する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項１４】
　上記制御部は、
　装填された光ディスク記録媒体の個体の別を判別するディスク個体判別処理を実行する
と共に、
　上記ディスク個体判別処理によって判別した個体ごとに、上記温度特性補償演算係数計
算処理によって計算した温度特性補償演算係数を記憶する
　請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項１５】
　光ディスク記録媒体を回転駆動する回転駆動部と、データの書込・読出のために上記光
ディスク記録媒体に対するレーザ光照射及び反射光検出を行うように構成された光学ピッ
クアップ部と、上記レーザ光に関する調整項目であって温度に依存してその最適点が変化
する特性を有する特性変化温度依存調整項目についての調整を行う調整部と、上記光学ピ
ックアップ部の温度検出を行うように設けられた温度検出部と、上記光学ピックアップ部
にて得られた反射光情報に基づき、再生信号品質の指標となる評価値を生成する評価値生
成部とを備える記録再生装置における、上記調整部の調整値についての温度特性補償演算
係数の計算方法であって、
　上記光ディスク記録媒体の装填後においてデータ再生を可能とするための準備動作とし
て行われるスタートアップ動作時に対応して、上記温度検出部による検出温度をスタート
アップ動作時温度情報として取得するスタートアップ時温度取得ステップと、
　上記スタートアップ動作時において、上記調整部に設定する調整値を順次異なる値に変
化させると共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した
結果に基づき、上記調整値の最適点を探索し該最適点としての調整値が上記調整部に設定
されるように制御を行うスタートアップ動作時最適点調整ステップと、
　上記スタートアップ動作の完了後、上記回転駆動部による上記光ディスク記録媒体の回
転駆動を停止させるべきとして予め定められた所定条件が成立したことに応じて、上記温
度検出部による検出温度をスピンダウン時温度情報として取得するスピンダウン時温度取
得ステップと、
　上記所定条件が成立したことに応じて、上記調整値を順次異なる値に変化させると共に
各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した結果に基づき、
上記調整値の最適点を探索するスピンダウン時最適点探索ステップと、
　上記スタートアップ動作時温度情報及び上記スタートアップ動作時最適点調整ステップ
により求まったスタートアップ動作時最適点の情報と、上記スピンダウン時温度情報及び
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上記スピンダウン時最適点探索ステップにより求まったスピンダウン時最適点の情報とに
基づき、上記調整値についての温度補償を行うための温度特性補償演算係数を計算する温
度特性補償演算係数計算ステップと
　を有する温度特性補償演算係数の計算方法。
【請求項１６】
　光ディスク記録媒体を回転駆動する回転駆動部と、
　データの読出のために上記光ディスク記録媒体に対するレーザ光照射及び反射光検出を
行うように構成された光学ピックアップ部と、
　上記レーザ光に関する調整項目であって温度に依存してその最適点が変化する特性変化
温度依存調整項目についての調整を行う調整部と、
　上記光学ピックアップ部の温度検出を行うように設けられた温度検出部と、
　上記光学ピックアップ部にて得られた反射光情報に基づき、再生信号品質の指標となる
評価値を生成する評価値生成部とを備えると共に、
　上記光ディスク記録媒体の装填後においてデータ再生を可能とするための準備動作とし
て行われるスタートアップ動作時に対応して、上記温度検出部による検出温度をスタート
アップ動作時温度情報として取得するスタートアップ時温度取得処理と、
　上記スタートアップ動作時において、上記調整部に設定する調整値を順次異なる値に変
化させると共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した
結果に基づき、上記調整値の最適点を探索し該最適点としての調整値が上記調整部に設定
されるように制御を行うスタートアップ動作時最適点調整処理と、
　上記スタートアップ動作の完了後、上記回転駆動部による上記光ディスク記録媒体の回
転駆動を停止させるべきとして予め定められた所定条件が成立したことに応じて、上記温
度検出部による検出温度をスピンダウン時温度情報として取得するスピンダウン時温度取
得処理と、
　上記所定条件が成立したことに応じて、上記調整値を順次異なる値に変化させると共に
各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した結果に基づき、
上記調整値の最適点を探索するスピンダウン時最適点探索処理と、
　上記スタートアップ動作時温度情報及び上記スタートアップ動作時最適点調整処理によ
り求まったスタートアップ動作時最適点の情報と、上記スピンダウン時温度情報及び上記
スピンダウン時最適点探索処理により求まったスピンダウン時最適点の情報とに基づき、
上記調整値についての温度補償を行うための温度特性補償演算係数を計算する温度特性補
償演算係数計算処理と
　を実行する制御部を備える
　再生装置。
【請求項１７】
　光ディスク記録媒体を回転駆動する回転駆動部と、データの読出のために上記光ディス
ク記録媒体に対するレーザ光照射及び反射光検出を行うように構成された光学ピックアッ
プ部と、上記レーザ光に関する調整項目であって温度に依存してその最適点が変化する特
性を有する特性変化温度依存調整項目についての調整を行う調整部と、上記光学ピックア
ップ部の温度検出を行うように設けられた温度検出部と、上記光学ピックアップ部にて得
られた反射光情報に基づき、再生信号品質の指標となる評価値を生成する評価値生成部と
を備える記録再生装置における、上記調整部の調整値についての温度特性補償演算係数の
計算方法であって、
　上記光ディスク記録媒体の装填後においてデータ再生を可能とするための準備動作とし
て行われるスタートアップ動作時に対応して、上記温度検出部による検出温度をスタート
アップ動作時温度情報として取得するスタートアップ時温度取得ステップと、
　上記スタートアップ動作時において、上記調整部に設定する調整値を順次異なる値に変
化させると共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した
結果に基づき、上記調整値の最適点を探索し該最適点としての調整値が上記調整部に設定
されるように制御を行うスタートアップ動作時最適点調整ステップと、



(6) JP 2011-3254 A 2011.1.6

10

20

30

40

50

　上記スタートアップ動作の完了後、上記回転駆動部による上記光ディスク記録媒体の回
転駆動を停止させるべきとして予め定められた所定条件が成立したことに応じて、上記温
度検出部による検出温度をスピンダウン時温度情報として取得するスピンダウン時温度取
得ステップと、
　上記所定条件が成立したことに応じて、上記調整値を順次異なる値に変化させると共に
各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した結果に基づき、
上記調整値の最適点を探索するスピンダウン時最適点探索ステップと、
　上記スタートアップ動作時温度情報及び上記スタートアップ動作時最適点調整ステップ
により求まったスタートアップ動作時最適点の情報と、上記スピンダウン時温度情報及び
上記スピンダウン時最適点探索ステップにより求まったスピンダウン時最適点の情報とに
基づき、上記調整値についての温度補償を行うための温度特性補償演算係数を計算する温
度特性補償演算係数計算ステップと
　を有する温度特性補償演算係数の計算方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスク記録媒体に対してレーザ光照射による記録再生を行う記録再生装
置として、特に、球面収差、フォーカスバイアス、チルトなど上記レーザ光に関する調整
項目であって温度に依存してその最適点が変化する特性変化温度依存調整項目について調
整を行う調整部を備える記録再生装置に関する。また、上記調整部の調整値についての温
度特性補償演算係数の計算方法に関する。さらには、光ディスク記録媒体についての再生
を行うと共に上記調整部を備える再生装置に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開２００２－３５２４４９
【特許文献２】特開平１０－２６９６１１
【特許文献３】特開２０００－２８５４８４
【特許文献４】特開平９－２５１６４５
【背景技術】
【０００３】
　デジタルデータを記録・再生するための技術として、例えばＣＤ（Compact Disc），Ｍ
Ｄ（Mini-Disc），ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）などの、光ディスク記録媒体（以
下、単に光ディスクとも称する）を記録メディアに用いたデータ記録技術がある。光ディ
スクとは、金属薄板をプラスチックで保護した円盤にレーザ光を照射し、その反射光の変
化で信号を読み取る記録メディアの総称である。
【０００４】
　光ディスクには、例えばＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどとして知られているように
再生専用タイプのものと、ＭＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、Ｄ
ＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭなどで知られているようにユーザーデータが記録可能なタイ
プがある。記録可能タイプのものは、光磁気記録方式、相変化記録方式、色素膜変化記録
方式などが用いられることで、データが記録可能とされる。色素膜変化記録方式はライト
ワンス記録方式とも呼ばれ、一度だけデータ記録が可能で書換不能であるため、データ保
存用途などに好適とされる。一方、光磁気記録方式や相変化記録方式は、データの書換が
可能であり、音楽、映像、ゲーム、アプリケーションプログラム等の各種コンテンツデー
タの記録を始めとして各種用途に利用される。
　更に近年では、Blu-ray Disc（登録商標、以下、ＢＤとも表記）と呼ばれる高密度光デ
ィスクの普及が進んでおり、著しい大容量化が図られている。
【０００５】
　ＢＤのような高密度ディスクについては、ディスク厚み方向に０．１ｍｍ程度のカバー
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層を有するディスク構造において、波長４０５ｎｍ程度のいわゆる青紫色レーザとＮＡ（
Numerical Aperture）が０．８５程度の対物レンズの組み合わせという条件下で、データ
を再生（記録）するものとしている。
【０００６】
　ところで公知のとおり、光ディスクに対する記録再生を行う記録再生装置では、レーザ
光の焦点位置をディスク記録面に制御するフォーカスサーボ動作や、レーザ光がディスク
上のトラック（ピット列やグルーブ（溝）によるトラック）をトレースするように制御す
るトラッキングサーボ動作が行われる。
　フォーカスサーボに関しては、フォーカスループに適正なフォーカスバイアスを加える
ことが適正なサーボ動作のために必要であることが知られている。
【０００７】
　また特に高密度ディスクの場合、カバー層の厚み誤差や、多層構造の記録層に対応する
べく球面収差補正を行うことが必要とされ、例えば光ピックアップ内にエキスパンダや液
晶素子を用いた球面収差補正機構を備えたものが開発されており、例えば上記特許文献１
，２に開示されている。
【０００８】
　特にＢＤのような高ＮＡのレンズを備える記録再生装置においては、フォーカスバイア
ス、球面収差のマージンが狭いため、それらの調整が必須とされる。
　フォーカスバイアス調整の手法については、例えば上記特許文献３が知られている。
　また球面収差調整の手法については、例えば上記特許文献４が知られている。
【０００９】
　また、光ディスクの記録再生装置としては、コマ収差の抑制を図るべく、チルト（Ｔｉ
ｌｔ）補正を行うようにされたものもある。チルト補正の具体的な手法としては、例えば
光ディスクの傾きを調整する手法や、光路中に挿入した液晶素子により収差補正を行う手
法などが知られている。
【００１０】
　ここで、上記に挙げたフォーカスバイアス、球面収差、チルトなどの光学的な調整値に
関する具体的な調整手法としては、調整値を或る範囲内で変化させながら信号の読み出し
を行い、各調整値の設定下で書き込まれたそれぞれの信号についての評価値を得た上で、
その結果に基づき最適な調整値を決定することで行われる。
　このように実測した評価値に基づいて最適な調整値を求めるようにすることで、光学ピ
ックアップや光ディスクの個体ごとのバラツキ、さらには経時的な特性の変化を吸収する
ことができる。
【００１１】
　上記のような実測評価値に基づく各種の調整値の調整動作は、例えば図１８に示される
ようにして、光ディスクが装填されたタイミングなどに応じて実行される。いわゆるスタ
ートアップ動作である。
　記録／再生動作は、当該スタートアップ動作によりフォーカスバイアス、球面収差、チ
ルトなどの調整値が最適とされる値に調整された上で実行されるものとなる。
　なお、スタートアップ動作の開始前には、当該スタートアップ動作を行うための初期調
整値の設定（スタートアップ初期調整値の設定）が行われるものとなるが、この点につい
ては後述する。
【００１２】
　ところで、フォーカスバイアス、球面収差、チルトなどの調整値は、温度変化に依存し
てその最適点が変化することが知られている。すなわち、温度変化が生じることによって
は対物レンズなどの光学部品の特性変化を招き、それに伴って最適点の変化が生じる。或
いは、温度変化に伴うレーザ光の波長変化によっても最適点の変化が生じる。
　このように温度に依存して最適点が変化する調整値については、「特性変化温度依存調
整値」と称する。
【００１３】
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　図１９は、特性変化温度依存調整値の温度変化に対する最適点の変化特性について説明
するための図である。
　なおこの図１９では特性変化温度依存調整値の一例として、球面収差補正値（ＳＡとも
表記する）を挙げる。
【００１４】
　図１９において、黒色実線で示す「出荷時 個体Ａ特性」は、出荷時における個体Ａと
しての光学ピックアップの温度変化に対する最適ＳＡの変化特性（温度－最適ＳＡ特性と
する）を表し、黒色破線で示す「出荷時 個体Ｂ特性」は出荷時における個体Ｂとしての
光学ピックアップの温度－最適ＳＡ特性を表している。
　また、黒色一点鎖線で示す「出荷時 平均特性」は、出荷時における複数の光学ピック
アップの平均的な温度－最適ＳＡ特性を表す。
　また、灰色実線で示す「経時変化した個体Ａ特性」は出荷時から所定時間が経過した後
の個体Ａの温度－最適ＳＡ特性を表し、灰色破線で示す「経時変化した個体Ｂ特性」は同
様に出荷時から所定時間が経過した後の個体Ｂの温度－最適ＳＡ特性を表している。
【００１５】
　この図１９に示されるように、温度変化に対する最適ＳＡの変化特性（温度－最適ＳＡ
特性）は、直線近似することができる。
　また、図示するように温度－最適ＳＡ特性は光学ピックアップの個体ごとに差があるの
が通常であり、また、同一個体であっても、経時変化が生じるものとなる。
　また、各個体（図中では個体Ａと個体Ｂ）の特性は、出荷時、経時変化後で共に、平均
特性とは差がある（直線の傾き、オフセット共に）のが通常である。すなわち、個体ごと
のバラツキが比較的大となっている。
【００１６】
　また、図１９では示されていないが、温度－最適ＳＡ特性は、光ディスクの個体の別に
よっても変化することになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上記のような温度に対する最適点の変化は、図１８に示したようなスタートアップ動作
時の調整動作が行われることで補償することはできるが、問題であるのは、スタートアッ
プ動作の開始前における初期調整値の設定である。
【００１８】
　スタートアップ動作の開始前における初期調整値の具体的な設定手法としては、例えば
図１９に示すような個体ごとの温度－最適値特性（直線）の測定を予め行っておき、スタ
ートアップ動作の開始時にて、当該直線の情報と実測温度の情報とに基づき初期調整値を
設定するという手法を挙げることができる。
　具体的にこの場合は、例えば製品出荷前の段階で、個体ごとに少なくとも２点の温度下
で最適値の探索を行い、それにより求まった２つの温度・最適値の組（つまり図１９にお
ける直線上の２点）から個体ごとの温度－最適値特性の直線の情報を得る。これら直線の
情報を記録再生装置に記憶させておき、これに対応して記録再生装置では、スタートアッ
プ動作の開始時に上記直線の情報と実測温度とに基づいて最適な調整値の計算・設定を行
う。
　このような手法とすることで、スタートアップ動作の開始時における温度補償状態とし
て、その光学ピックアップの個体に応じた最適な補償状態を得ることができる。
【００１９】
　しかしながら、この手法を採る場合には、製品出荷の段階で個体ごとに温度を変えて測
定を行うという非常に手間のかかる作業を強いられるものとなり、該手法を実際に実現す
ることは非常に困難となる。また仮に実現するとしても、人件費の増加などによって製品
の大幅なコストアップが強いられる。
【００２０】
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　一方、このように個体ごとに実測した直線情報を用いて初期調整値を設定する手法の対
極にあたる手法として、スタートアップ動作開始時の初期調整値を個体ごとに共通な固定
値とする手法も存在する。
　しかしながら、このように初期調整値を固定値とする手法では、温度に対する補償を行
うことができなくなってしまう。
　また、固定値である故に、あらゆる温度、個体、光ディスクの組み合わせにも対応可能
とするために、相当に広いマージン設計を強いられることになる。つまり、この場合の初
期調整値の導出のためには各種バラツキ要素の見積もりを非常に高い精度で行わなければ
ならないことになる。
　また、相当に広いマージンをとる必要があるため、或る個体では過補償状態になり、他
の個体では逆に補償不足状態になる等、個々の記録再生装置として見れば、最適な補償状
態を得ることができないという虞もある。
【００２１】
　また、上記２つの手法の中間的な手法として、平均的な温度－最適値特性としての直線
情報を記録再生装置に持たせておくという手法を採ることもできる。
　具体的には、例えば光学ピックアップのデータシートなどから複数個体の平均特性（直
線）を計算により求めておき、当該平均特性としての直線情報を個々の記録再生装置に記
憶させておく。この場合の記録再生装置では、スタートアップ動作の開始時において、温
度測定を行い、上記直線情報と測定したスタートアップ開始時の温度情報とに基づいてス
タートアップ初期調整値を計算・設定する。
【００２２】
　図２０は、このような平均特性を用いる手法のイメージ図を示している。なおこの図に
おいても調整値はＳＡとしている。
　図中では「出荷時 平均特性」（黒色一点鎖線）が上記のようにデータシートなどに基
づいて設計的に求めた平均特性に相当する。また図２０では当該平均特性との比較として
、図１９に示した「経時変化した個体Ａ特性」（灰色実線）も併せて示している。
　図中の白丸印が、上記平均特性としての直線情報とスタートアップ開始時の測定温度と
に基づき計算・設定されるスタートアップ初期ＳＡの値を表している。
【００２３】
　また図２１は、スタートアップ動作時の最適調整値（この場合もＳＡとしている）への
調整動作のイメージを示している。
　この図２１では、図２０に示した平均特性（黒色一点鎖線）と、該平均特性に基づき設
定したスタートアップ開始時の初期ＳＡ（白丸印）と、経時変化した個体Ａ特性（灰色実
線）とを示すと共に、さらにディスクごとのバラツキも含めた経時変化した個体Ａ特性（
黒色太実線）と、スタートアップ動作時の最適ＳＡ調整動作によって求まった最適ＳＡ（
黒丸印）とを示している。
【００２４】
　上記により説明した「平均特性」（設計的に求めた直線情報）を用いる手法によれば、
製品出荷段階での個体ごとの測定の手間を省くことができる。
　また、上記手法によれば、温度を考慮して初期調整値の設定を行うことができるので、
上述した共通の固定値を用いる手法と比較すればより適正な初期調整値を設定することが
できる。
【００２５】
　しかしながら、当該手法としても、先の固定値を用いる手法と同様に、個体ごとや光デ
ィスクごとといった各種のバラツキをカバーするマージンをとる必要があり、従って該手
法によっても個々の記録再生装置にとって最適な補償状態を得ることができない虞がある
。具体的に、例えば経時変化により温度特性が悪化した状態を想定し、比較的大きな傾き
による直線情報を設定した場合（例えば図２１における個体Ａ特性の傾きに一致させるな
ど）には、或る個体（例えば図１９における個体Ｂなど）では出荷時に過補償状態となっ
てしまうといった問題が生じ得る。また、その逆の状況も生じ得るものであり、結果とし
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て、個々の記録再生装置にとって最適な補償状態とすることが困難となる。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　そこで、本発明では以上のような問題点に鑑み、記録再生装置として以下のように構成
することとした。
　つまり、本発明の記録再生装置は、光ディスク記録媒体を回転駆動する回転駆動部と、
データの書込・読出のために上記光ディスク記録媒体に対するレーザ光照射及び反射光検
出を行うように構成された光学ピックアップ部とを備える。
　また、上記レーザ光に関する調整項目であって温度に依存してその最適点が変化する特
性変化温度依存調整項目についての調整を行う調整部を備える。
　また、上記光学ピックアップ部の温度検出を行うように設けられた温度検出部を備える
。
　また、上記光学ピックアップ部にて得られた反射光情報に基づき、再生信号品質の指標
となる評価値を生成する評価値生成部を備える。
　また、以下の各処理を実行する制御部を備える。
　すなわち上記制御部は、上記光ディスク記録媒体の装填後においてデータ再生を可能と
するための準備動作として行われるスタートアップ動作時に対応して、上記温度検出部に
よる検出温度をスタートアップ動作時温度情報として取得するスタートアップ時温度取得
処理を実行する。
　また、上記スタートアップ動作時において、上記調整部に設定する調整値を順次異なる
値に変化させると共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取
得した結果に基づき、上記調整値の最適点を探索し該最適点としての調整値が上記調整部
に設定されるように制御を行うスタートアップ動作時最適点調整処理を実行する。
　また、上記スタートアップ動作の完了後、上記回転駆動部による上記光ディスク記録媒
体の回転駆動を停止させるべきとして予め定められた所定条件が成立したことに応じて、
上記温度検出部による検出温度をスピンダウン時温度情報として取得するスピンダウン時
温度取得処理を実行する。
　また、上記所定条件が成立したことに応じて、上記調整値を順次異なる値に変化させる
と共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した結果に基
づき、上記調整値の最適点を探索するスピンダウン時最適点探索処理を実行する。
　さらに、上記スタートアップ動作時温度情報及び上記スタートアップ動作時最適点調整
処理により求まったスタートアップ動作時最適点の情報と、上記スピンダウン時温度情報
及び上記スピンダウン時最適点探索処理により求まったスピンダウン時最適点の情報とに
基づき、上記調整値についての温度補償を行うための温度特性補償演算係数を計算する温
度特性補償演算係数計算処理を実行するものである。
【００２７】
　また、本発明では再生装置として以下のように構成することとした。
　つまり、本発明の再生装置は、光ディスク記録媒体を回転駆動する回転駆動部と、デー
タの読出のために上記光ディスク記録媒体に対するレーザ光照射及び反射光検出を行うよ
うに構成された光学ピックアップ部とを備える。
　また、上記レーザ光に関する調整項目であって温度に依存してその最適点が変化する特
性変化温度依存調整項目についての調整を行う調整部を備える。
　また、上記光学ピックアップ部の温度検出を行うように設けられた温度検出部を備える
。
　また、上記光学ピックアップ部にて得られた反射光情報に基づき、再生信号品質の指標
となる評価値を生成する評価値生成部を備える。
　また、以下の各処理を実行する制御部を備える。
　すなわち上記制御部は、上記光ディスク記録媒体の装填後においてデータ再生を可能と
するための準備動作として行われるスタートアップ動作時に対応して、上記温度検出部に
よる検出温度をスタートアップ動作時温度情報として取得するスタートアップ時温度取得
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処理を実行する。
　また、上記スタートアップ動作時において、上記調整部に設定する調整値を順次異なる
値に変化させると共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取
得した結果に基づき、上記調整値の最適点を探索し該最適点としての調整値が上記調整部
に設定されるように制御を行うスタートアップ動作時最適点調整処理を実行する。
　また、上記スタートアップ動作の完了後、上記回転駆動部による上記光ディスク記録媒
体の回転駆動を停止させるべきとして予め定められた所定条件が成立したことに応じて、
上記温度検出部による検出温度をスピンダウン時温度情報として取得するスピンダウン時
温度取得処理を実行する。
　また、上記所定条件が成立したことに応じて、上記調整値を順次異なる値に変化させる
と共に各調整値の設定下で上記評価値生成部により生成された評価値を取得した結果に基
づき、上記調整値の最適点を探索するスピンダウン時最適点探索処理を実行する。
　さらに、上記スタートアップ動作時温度情報及び上記スタートアップ動作時最適点調整
処理により求まったスタートアップ動作時最適点の情報と、上記スピンダウン時温度情報
及び上記スピンダウン時最適点探索処理により求まったスピンダウン時最適点の情報とに
基づき、上記調整値についての温度補償を行うための温度特性補償演算係数を計算する温
度特性補償演算係数計算処理を実行するものである。
【００２８】
　上記のようにして本発明では、例えば球面収差やフォーカスバイアス、チルトなどの特
性変化温度依存調整値に関して、実測評価値に基づくスタートアップ動作時の最適点の調
整動作（最適点の探索・設定）を行うと共に、スピンダウン時にも実測評価値に基づく最
適点の探索を行うものとしている。またこれと共に、スタートアップ動作時、スピンダウ
ン時で共にそのときの温度を測定するものとしている。その上で、スタートアップ動作時
の最適点と温度の情報と、スピンダウン時の最適点と温度の情報とに基づき、温度特性補
償演算係数を計算するものとしている。すなわち、温度－最適値特性の近似直線上におけ
る２点を取得し、該２点から温度特性補償演算係数（直線の傾き）を計算しているもので
ある。
　このような本発明によれば、光学ピックアップの個体ごとや経時に伴い変化する温度－
最適値特性に関して、実際の（その個体及びその時点での）温度－最適値特性を反映した
傾きを表す温度特性補償演算係数を得ることができる。従って、このように計算された温
度特性補償演算係数をスタートアップ開始時の初期調整値の計算に用いることで、光学ピ
ックアップ個体ごとの特性バラツキや経時的な特性変化にも対応してより正確な初期調整
値の設定を行うことができる。
【発明の効果】
【００２９】
　上記のようにして本発明によれば、温度に依存してその最適点が変化する特性変化温度
依存調整値についてのスタートアップ開始時の温度補償に関して、その温度特性補償演算
係数を実際の温度－最適値特性を反映した係数とすることができるので、光学ピックアッ
プの個体ごとに最適な温度補償を実現することができる。
　また同時に、経時変化などに伴う補償量の変動を無くすことができるので、結果として
、常時安定した記録又は再生性能を維持することができる。
【００３０】
　また、上記本発明によれば、温度－最適値特性の悪い（つまり温度変化に対する最適値
の変化が大きい）光学ピックアップや、温度－最適値特性の経時変化が大きい光学ピック
アップであってもその個体に応じた最適な温度補償を行うことができるので、その結果歩
留まりの向上により製品のコストダウンを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施の形態としての記録再生装置の内部構成を示したブロック図である。
【図２】実施の形態の記録再生装置が備える光学ピックアップの内部構成（主に光学系の
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構成）を示した図である。
【図３】実施の形態の記録再生装置が備えるサーボ回路の内部構成を示したブロック図で
ある。
【図４】第１の実施の形態としての温度補償手法を模式的に表した図である。
【図５】スタートアップ時とスピンダウン時とで取得した２点と実際の温度－最適ＳＡ特
性との関係を示した図である。
【図６】実施の形態の手法によるスタートアップ初期ＳＡの計算・設定が行われる場合に
おける、次回スタートアップ時の状況について説明するための図である。
【図７】第１の実施の形態としての温度補償手法を実現するための処理の手順を示したフ
ローチャートである。
【図８】第２の実施の形態としての手法を実現するための処理の手順を示したフローチャ
ートである。
【図９】第３の実施の形態としての手法を実現するための処理の手順を示したフローチャ
ートである。
【図１０】同じく、第３の実施の形態としての手法を実現するための処理の手順を示した
フローチャートである。
【図１１】リアルタイム調整動作のイメージ図である。
【図１２】第４の実施の形態としての温度補償手法を実現するための処理（新たなリアル
タイム調整演算係数の計算に係る処理）の手順を示したフローチャートである。
【図１３】同じく、第４の実施の形態としての温度補償手法を実現するための処理（新た
なリアルタイム調整演算係数の計算に係る処理）の手順を示したフローチャートである。
【図１４】第４の実施の形態としての温度補償手法を実現するための処理（リアルタイム
調整動作の実行時に対応して行われるべき処理）の手順を示したフローチャートである。
【図１５】Ｎ回のスピンダウンごとに温度特性補償演算係数の計算を行う変形例としての
温度補償手法を実現するための処理の手順を示したフローチャートである。
【図１６】メディア種類及び記録層の別ごとに温度特性補償演算係数を記憶した情報の一
例を示した図である。
【図１７】光ディスクの個体ごとに温度特性補償演算係数を記憶した情報の一例を示した
図である。
【図１８】スタートアップ動作について説明するための図である。
【図１９】特性変化温度依存調整値の温度変化に対する最適点の変化特性について説明す
るための図である。
【図２０】スタートアップ初期調整値の計算に設計的に決めた平均特性を用いる従来手法
のイメージを示した図である。
【図２１】スタートアップ動作時の最適調整値への調整動作のイメージを示した図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について説明していく。な
お、説明は以下の順序で行う。

　＜１．第１の実施の形態＞
　［1-1．記録再生装置の構成］
　［1-2．第１の実施の形態の温度補償手法］
　［1-3．処理手順］
　＜２．第２の実施の形態＞
　［2-1．第２の実施の形態の温度補償手法］
　［2-2．処理手順］
　＜３．第３の実施の形態＞
　［3-1．第３の実施の形態の温度補償手法］
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　［3-2．処理手順］
　＜４．第４の実施の形態＞
　［4-1．第４の実施の形態の温度補償手法］
　［4-2．処理手順］
　＜５．変形例＞
【００３３】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［1-1．記録再生装置の構成］
　　～装置全体構成～

　図１は、本発明の一実施形態としての記録再生装置１の内部構成を示したブロック図で
ある。
　図１において、ディスクＤは、いわゆる光ディスク記録媒体（以下、単に光ディスクと
も称する）である。光ディスクは、金属薄板をプラスチックで保護した円盤にレーザ光を
照射し、その反射光の変化で信号を読み取る記録メディアの総称である。
【００３４】
　本実施の形態の記録再生装置１は、上記ディスクＤとして、相変化方式でデータの記録
が行われる光ディスク（ライタブルディスク）に対応可能とされている。この場合、ディ
スクＤ上にはウォブリング（蛇行）されたグルーブが形成され、このグルーブが記録トラ
ックとされる。グルーブのウォブリングによってはいわゆるＡＤＩＰ情報としてアドレス
情報などが埋め込まれている。
　また本実施の形態の記録再生装置１は、このようなライタブルディスク以外にも、ピッ
ト／ランドの組み合わせによって情報記録が行われたいわゆるＲＯＭタイプ（再生専用タ
イプ）のディスクＤにも対応可能とされている。
【００３５】
　ディスクＤは、図示しないターンテーブルに積載され、記録／再生動作時においてスピ
ンドルモータ（ＳＰＭ）２によって例えば一定線速度（ＣＬＶ）で回転駆動される。
　そして光学ピックアップ（光学ヘッド）ＯＰによってディスクＤ上のグルーブトラック
のウォブリングとして埋め込まれたＡＤＩＰ情報の読み出しやフェイズチェンジマークに
より記録された情報の読み出し、或いはピット／ランドの組み合わせで記録された情報の
読み出しが行われる。
　また記録時には、光学ピックアップＯＰによってトラックにユーザーデータがフェイズ
チェンジマークとして記録される。
【００３６】
　光学ピックアップＯＰ内には、レーザ光源となるレーザダイオードや、反射光を検出す
るためのフォトディテクタ、レーザ光の出力端となる対物レンズ、レーザ光を対物レンズ
を介してディスク記録面に照射し、またその反射光を上記フォトディテクタに導く光学系
（後述する）が形成される。
【００３７】
　光学ピックアップＯＰ内において、対物レンズは二軸機構によってトラッキング方向及
びフォーカス方向に移動可能に保持されている。
　またピックアップＯＰ全体はスレッド機構３によりディスク半径方向に移動可能とされ
ている。
　またピックアップＯＰにおけるレーザダイオードはレーザドライバ１３からのドライブ
信号（ドライブ電流）によってレーザ発光駆動される。
【００３８】
　なお、後述するがピックアップＯＰ内にはレーザ光の球面収差を補正する機構が備えら
れており、システムコントローラ１０及びサーボ回路１１の制御によって球面収差補正が
行われる。
【００３９】



(14) JP 2011-3254 A 2011.1.6

10

20

30

40

50

　また、特に本実施の形態において、ピックアップＯＰ内には、当該ピックアップＯＰの
温度を検出するための温度センサ１４が設けられている。この温度センサ１４による検出
温度情報は、図示するようにシステムコントローラ１０に対して供給される。
【００４０】
　上記光学ピックアップＯＰにて得られるディスクＤからの反射光情報は、上述したフォ
トディテクタによって検出され、受光光量に応じた電気信号とされてマトリクス回路４に
供給されることになる。
　マトリクス回路４には、フォトディテクタとしての複数の受光素子からの出力電流に対
応して電流電圧変換回路、マトリクス演算・増幅回路等を備え、マトリクス演算処理によ
り必要な信号を生成する。
　例えば再生データに相当する高周波信号（再生データ信号又はＲＦ信号ともいう）、サ
ーボ制御のためのフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号などを生成する。
　さらに、グルーブのウォブリングに係る信号、すなわちウォブリング（ウォブル振幅）
を検出する信号としてプッシュプル信号を生成する。
【００４１】
　マトリクス回路４から出力される再生データ信号はリーダ／ライタ（ＲＷ）回路５へ、
フォーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号はサーボ回路１１へ、プッシュプル信
号はウォブル回路８へ、それぞれ供給される。
【００４２】
　リーダ／ライタ回路５は、再生データ信号（ＲＦ信号）に対して二値化処理、ＰＬＬ（
Phase Locked Loop）処理による再生クロックの生成等を行う。リーダ／ライタ回路５に
よる二値化データは変復調回路６に供給される。
　また、本実施の形態の場合、このリーダ／ライタ回路５には、ＲＦ信号についてのジッ
タ（Jitter）値を測定する評価器５ａが備えられている。この評価器５ａにより測定され
たジッタ値はシステムコントローラ１０に供給される。
【００４３】
　変復調回路６は、再生時のデコーダとしての機能部位と、記録時のエンコーダとしての
機能部位を備える。
　再生時にはデコード処理として、再生クロックに基づいてランレングスリミテッドコー
ドの復調処理を行う。
【００４４】
　またＥＣＣエンコーダ／デコーダ７は、記録時にエラー訂正コードを付加するＥＣＣエ
ンコード処理と、再生時にエラー訂正を行うＥＣＣデコード処理を行う。
　再生時には、変復調回路６で復調されたデータを内部メモリに取り込んで、エラー検出
／訂正処理及びデインターリーブ等の処理を行い、再生データを得る。
　ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７で再生データにまでデコードされたデータは、システム
コントローラ１０の指示に基づいて読み出され、ＡＶ（Audio-Visual）システム１５に転
送される。
【００４５】
　グルーブのウォブリングに係る信号としてマトリクス回路４から出力されるプッシュプ
ル信号は、ウォブル回路８において処理される。ＡＤＩＰ情報としてのプッシュプル信号
は、ウォブル回路８においてＡＤＩＰアドレスを構成するデータストリームに復調されて
アドレスデコーダ９に供給される。
　アドレスデコーダ９は、供給されるデータについてのデコードを行ってアドレス値を得
て、これをシステムコントローラ１０に供給する。
　またアドレスデコーダ９はウォブル回路８から供給されるウォブル信号を用いたＰＬＬ
処理でクロックを生成し、例えば記録時のエンコードクロックとして各部に供給する。
【００４６】
　記録時には、ＡＶシステム１５から記録データが転送されてくるが、その記録データは
ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７におけるメモリ（図示せず）に送られてバッファリングさ
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れる。
　この場合ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７は、バファリングされた記録データのエンコー
ド処理として、エラー訂正コード付加やインターリーブ、サブコード等の付加を行う。
　またＥＣＣエンコードされたデータは、変復調回路６において例えばＲＬＬ（１－７）
ＰＰ方式などの所定のランレングスリミテッド符号化処理（変調処理）が施され、リーダ
／ライタ回路５に供給される。
　記録時においてこれらのエンコード処理のための基準クロックとなるエンコードクロッ
クは上述したようにウォブル信号から生成したクロックを用いる。
【００４７】
　エンコード処理により生成された記録データは、リーダ／ライタ回路５で記録補償処理
として、記録層の特性、レーザ光のスポット形状、記録線速度等に対する最適記録パワー
の微調整やレーザドライブパルス波形の調整などが行われた後、レーザドライブパルスと
してレーザードライバ１３に送られる。
　レーザドライバ１３では供給されたレーザドライブパルスをピックアップＯＰ内のレー
ザダイオードに与え、レーザ発光駆動を行う。これによりディスクＤに記録データに応じ
たマーク（フェイズチェンジマーク）が形成されることになる。
【００４８】
　サーボ回路１１は、マトリクス回路４からのフォーカスエラー信号、トラッキングエラ
ー信号から、フォーカス、トラッキング、スレッドの各種サーボドライブ信号を生成しサ
ーボ動作を実行させる。
　すなわちフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号に応じてフォーカスドライブ
信号、トラッキングドライブ信号を生成し、ピックアップＯＰ内の二軸機構のフォーカス
コイル、トラッキングコイルを駆動することになる。これによってピックアップＯＰ（フ
ォトディテクタ）、マトリクス回路４、サーボ回路１１、二軸機構によるトラッキングサ
ーボループ及びフォーカスサーボループが形成される。
【００４９】
　またサーボ回路１１は、システムコントローラ１０からのトラックジャンプ指令に応じ
て、トラッキングサーボループをオフとし、ジャンプドライブ信号を出力することで、ト
ラックジャンプ動作を実行させる。
【００５０】
　またサーボ回路１１は、トラッキングエラー信号の低域成分として得られるスレッドエ
ラー信号や、システムコントローラ１０からのアクセス実行制御などに基づいてスレッド
ドライブ信号を生成し、スレッド機構３を駆動する。スレッド機構３には、図示しないが
、ピックアップＯＰを保持するメインシャフト、スレッドモータ、伝達ギア等による機構
を有し、スレッドドライブ信号に応じてスレッドモータを駆動することで、ピックアップ
ＯＰの所要のスライド移動が行なわれる。
【００５１】
　スピンドルサーボ回路１２はスピンドルモータ２をＣＬＶ回転させる制御を行う。
　スピンドルサーボ回路１２は、ディスクＤがライタブルディスクである場合はウォブル
信号に対するＰＬＬ処理で生成されるクロックを、現在のスピンドルモータ２の回転速度
情報として得て、これを所定のＣＬＶ基準速度情報と比較することでスピンドルエラー信
号を生成する。
　またデータ再生時においては、リーダ／ライタ回路５内のＰＬＬ処理によって生成され
る再生クロック（デコード処理の基準となるクロック）が、現在のスピンドルモータ２の
回転速度情報となるため、これを所定のＣＬＶ基準速度情報と比較することでスピンドル
エラー信号を生成する。
　そしてスピンドルサーボ回路１２は、スピンドルエラー信号に応じて生成したスピンド
ルドライブ信号を出力し、スピンドルモータ２のＣＬＶ回転を実行させる。
　またスピンドルサーボ回路１２は、システムコントローラ１０からのスピンドルキック
／ブレーキ制御信号に応じてスピンドルドライブ信号を発生させ、スピンドルモータ２の
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起動、停止、加速、減速などの動作も実行させる。
【００５２】
　以上のようなサーボ系及び記録再生系の各種動作はマイクロコンピュータで構成される
システムコントローラ１０により制御される。
　システムコントローラ１０は、ＡＶシステム１５からのコマンドに応じて各種処理を実
行する。例えばＡＶシステム１５から書込命令（ライトコマンド）が出されると、システ
ムコントローラ１０は、データを書き込むべきアドレスにピックアップＯＰを移動させる
。そしてＥＣＣエンコーダ／デコーダ７、変復調回路６により、ＡＶシステム１５から転
送されてきたデータ（例えばＭＰＥＧ２などの各種方式のビデオデータや、オーディオデ
ータ等）について上述したようにエンコード処理を実行させる。そしてこれに伴いリーダ
／ライタ回路５からのレーザドライブパルスがレーザドライバ１３に供給されることで、
ディスクＤに対する記録が実行される。
【００５３】
　また、例えばＡＶシステム１５から、ディスクＤに記録されている或るデータ（例えば
ＭＰＥＧ２ビデオデータ等）の転送を求めるリードコマンドが供給された場合は、指示さ
れたアドレスを目的としてシーク動作制御を行う。すなわちサーボ回路１１に指令を出し
、シークコマンドにより指定されたアドレスをターゲットとするピックアップＯＰのアク
セス動作を実行させる。
　その後、その指示されたデータ区間のデータをＡＶシステム１５に転送するために必要
な動作制御を行う。すなわちディスクＤからのデータ読出を行い、リーダ／ライタ回路５
、変復調回路６、ＥＣＣエンコーダ／デコーダ７におけるデコード／バッファリング等を
実行させ、要求されたデータを転送する。
【００５４】
　ここで、この図１の例ではＡＶシステム１５に接続される記録再生装置としたが、本発
明の記録再生装置としては例えばパーソナルコンピュータ等と接続されるものとしてもよ
い。
　さらには他の機器に接続されない形態もあり得る。その場合は、操作部や表示部が設け
られたり、データ入出力のインターフェース部位の構成が、図１とは異なるものとなる。
つまり、ユーザ操作に応じて記録や再生が行われるとともに、各種データの入出力のため
の端子部が形成されればよい。
【００５５】
　～光学ピックアップ内の構成～

　図２は、図１に示した光学ピックアップＯＰ内に形成される光学系の構成を示している
。
　なおこの図２においては、ディスクＤの記録面（図中一点鎖線）も併せて示している。
　図２において、半導体レーザ（レーザダイオード）２０から出力されるレーザ光は、コ
リメータレンズ２１で平行光とされ、ビームスプリッタ２２を透過して、球面収差補正レ
ンズ群としての可動レンズ２３、固定レンズ２４を介して進行し、対物レンズ２６からデ
ィスクＤに照射される。なお球面収差補正レンズ群２３，２４についてはエキスパンダと
呼ばれる。可動レンズ２３を駆動することで球面収差補正が行われることから、以下、特
にエキスパンダ２３とも表記する。
【００５６】
　ディスクＤからの反射光は、対物レンズ２６、固定レンズ２４、可動レンズ２３を通っ
てビームスプリッタ２２で反射され、集光レンズ２８を介してフォトディテクタ２９の受
光面上に集光するように照射される。
【００５７】
　このような光学系においては、対物レンズ２６が二軸機構２７によってフォーカス方向
及びトラッキング方向に移動可能に支持されており、フォーカスサーボ、トラッキングサ
ーボ動作が行われる。
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　また球面収差補正レンズ群２３，２４は、レーザ光の波面を調整する機能を持つ。すな
わち可動レンズ２３はアクチュエータ２５によって光軸に平行な方向であるＪ方向に移動
可能とされており、この移動によって、対物レンズ２６の物点を調整する。
　つまり、アクチュエータ２５に対して前後移動を実行させる制御を行うことで、球面収
差補正を実行させることができる。
【００５８】
　なお、図２においては、いわゆるエキスパンダによって球面収差補正を行う構成を例示
したが、他にも液晶パネルを用いて球面収差補正を行う構成を採ることもできる。
　すなわち、半導体レーザ２０から対物レンズ２６までの光路中において挿入した液晶パ
ネルにおいて、レーザ光を透過させる領域と遮蔽する領域の境界を可変調整することで、
レーザ光の径を可変して球面収差補正を行うものである。
　この場合には、液晶パネルを駆動する液晶ドライバに対して、透過領域を可変させるよ
うに制御を行うことになる。
【００５９】
　～サーボ回路の内部構成～

　図３は、図１に示したサーボ回路１１の内部構成を示している。
　なお図３では、図１に示したシステムコントローラ１０も併せて示している。
　図示するようにサーボ回路１１内には、Ａ／Ｄ変換器３０Ｆ、Ａ／Ｄ変換器３０Ｔ、Ｄ
ＳＰ（Digital Signal Processor）３１、Ｄ／Ａ変換器３２Ｓ、Ｄ／Ａ変換器３２Ｆ、Ｄ
／Ａ変換器３２Ｔ、球面収差補正ドライバ３３Ｓ、フォーカスドライバ３３Ｆ、トラッキ
ングドライバ３３Ｔが備えられている。
【００６０】
　図３において、図１に示したマトリクス回路４からのフォーカスエラー信号（ＦＥ）は
、サーボ回路１１内におけるＡ／Ｄ変換器３０Ｆを介してＤＳＰ３１に入力される。また
、同様にマトリクス回路４から出力されたトラッキングエラー信号（ＴＥ）は、Ａ／Ｄ変
換器３０Ｔを介してＤＳＰ３１に入力される。
【００６１】
　Ａ／Ｄ変換器３０Ｆにてデジタル信号に変換されたフォーカスエラー信号は、ＤＳＰ３
１内の加算器３１Ａを介してフォーカスサーボ演算部３１Ｆに入力される。
　フォーカスサーボ演算部３１Ｆは、デジタルデータとされて入力されるフォーカスエラ
ー信号に対して位相補償等のためのフィルタリングやループゲイン処理などの所定の演算
を行ってフォーカスサーボ信号を生成して出力する。フォーカスサーボ信号は、Ｄ／Ａ変
換器３２Ｆにてアナログ信号に変換された後（ＰＷＭやＰＤＭなども含む）、フォーカス
ドライバ３３Ｆへ入力され、フォーカスアクチュエータを駆動する。すなわちピックアッ
プＯＰにおいて対物レンズ２６を保持する二軸機構２７のフォーカスコイルに駆動電流を
供給して、フォーカスサーボ動作を実行させる。
【００６２】
　またＤＳＰ３１内において、トラッキングサーボ演算部３１Ｔは、上記Ａ／Ｄ変換器３
０Ｔを介してデジタルデータとされて入力されるトラッキングエラー信号に対して、位相
補償等のためのフィルタリングやループゲイン処理などの所定の演算を行ってトラッキン
グサーボ信号を生成して出力する。トラッキングサーボ信号は、Ｄ／Ａ変換器３２Ｔでア
ナログ信号に変換された後（ＰＷＭやＰＤＭなども含む）、トラッキングドライバ３３Ｔ
へ入力され、トラッキングアクチュエータを駆動する。つまり二軸機構２７のトラッキン
グコイルに駆動電流を供給して、トラッキングサーボ動作を実行させる。
【００６３】
　また、ＤＳＰ３１には、フォーカスバイアス加算、球面収差補正値設定、及びフォーカ
スバイアスや球面収差補正値の調整のための機能が与えられている。
　加算器３１Ａは、フォーカスエラー信号にフォーカスバイアスを加算する。加算するフ
ォーカスバイアス値は、ＤＳＰ３１内におけるフォーカスバイアス設定部３１Ｂに設定さ
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れる。フォーカスバイアス設定部３１Ｂが、システムコントローラ１０によって設定され
たフォーカスバイアス値を出力することで、フォーカスサーボループに適正なフォーカス
バイアスが加算されるものとなる。
【００６４】
　またＤＳＰ３１において、球面収差補正値設定部３１Ｓには、システムコントローラ１
０により球面収差補正値が設定される。設定された球面収差補正値は、ＤＳＰ３１からＤ
／Ａ変換器３２Ｓに入力されてアナログ信号に変換され、球面収差補正ドライバ３３Ｓに
供給される。
　球面収差補正ドライバ３３Ｓは、例えば図２のような球面収差補正機構の場合は、エキ
スパンダ２３を移動させるアクチュエータ２５に駆動信号Ｓｄを供給する回路とされる。
或いは、液晶パネルを用いた球面収差補正機構の場合は、液晶ドライバに対して、液晶パ
ネルの所要のセルに電圧印加を指示する信号Ｓｄを供給する回路とされる。
　従って、球面収差補正ドライバ３３Ｓが、球面収差補正値設定部３１Ｓから供給された
球面収差補正値に基づいて、ピックアップＯＰ内の球面収差補正機構を駆動する構成とな
っている。
【００６５】
　［1-2．第１の実施の形態の温度補償手法］

　ここで、球面収差、フォーカスバイアス、チルトなど、レーザ光に関する調整項目であ
って、温度変化によりその最適点が変化する特性変化温度依存調整項目について調整を行
う際には、温度に対する補償が行われるべきものとなる。
　以下、図４～図６を参照して、本実施の形態の記録再生装置１が行う特性変化温度依存
調整値についての温度補償の具体的な手法について説明していく。
　なお、以下では説明の複雑化を避けるべく、特性変化温度依存調整項目としては球面収
差のみを例に挙げ、球面収差補正値についての温度補償を行う場合を説明する。
　また以下において、「球面収差補正値」は単に「ＳＡ」とも表記する。
【００６６】
　図４は、第１の実施の形態としての温度補償手法を模式的に表した図である。
　図４（ａ）は初回スタートアップ時における動作を、図４（ｂ）は次回スタートアップ
時に行われる動作をそれぞれ示している。
　ここで、スタートアップ（スタートアップ動作）は、例えばディスクＤの装填などに応
じて開始されることになる、ディスクＤからのデータ再生を可能とするための準備動作で
ある。
【００６７】
　先ず、本実施の形態としての具体的な温度補償の手法について説明を行うのに先立ち、
本例における温度補償で用いられる「温度特性補償演算係数」と、該温度特性補償演算係
数を用いて行われる、スタートアップ開始時の「スタートアップ初期ＳＡ」の算出手法の
具体例について説明しておく。
【００６８】
　先ず、先の図１９などで説明したように、球面収差補正値などの特性変化温度依存調整
値についての温度－最適値特性は、直線近似することができる。この前提を元に本例では
、スタートアップ動作の開始にあたって設定するスタートアップ初期ＳＡ（SA_startとす
る）を、次の［式１］により算出するものとしている。

　　SA_start＝α_sa×(T_start－Ｔ_default)＋SA_default　・・・［式１］

　但し上記［式１］において、
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　　T_start ： スタートアップ開始時温度
　　SA_default ： 温度T_defaultにおける最適ＳＡの設計値
　　T_default ： SA_defaultを算出した温度
　　α_sa ： 設計的に決めた温度特性補償演算係数(直線の傾き)

　である。
【００６９】
　この場合において、温度特性補償演算係数α_saは、例えば光学ピックアップＯＰのデ
ータシートなどから導出した、複数の光学ピックアップＯＰの平均的な傾きや温度－最適
ＳＡ特性の経時変化などを考慮して決定したものとなる。つまり上記［式１］は、例えば
先の図１９などで示した「出荷時 平均特性」としての直線情報（最適ＳＡ＝α_sa×温度
＋オフセット）に基づいて、スタートアップ初期ＳＡの値を計算するための式に相当する
ものであると考えればよい。
【００７０】
　上記［式１］によるスタートアップ初期ＳＡの計算を可能とするために、本実施の形態
の記録再生装置１においては、例えばシステムコントローラ１０が備えるメモリに対して
、「α_sa」「SA_default」「T_default」の情報が予め格納されている。 
【００７１】
　上記の前提を踏まえた上で、先ずは図４（ａ）の初回スタートアップ時における温度補
償について説明する。
　図示するように初回スタートアップ時においては、スタートアップ初期ＳＡを、デフォ
ルトの温度特性補償演算係数α_saを用いて計算・設定するものとしている。すなわち、
上記［式１］に従ってスタートアップ初期ＳＡ（SA_start）を計算し設定するものである
。
【００７２】
　具体的に、初回スタートアップ時のスタートアップ開始時において、システムコントロ
ーラ１０は、温度センサ１４からの検出温度情報を取得して、該取得した温度の情報をス
タートアップ開始時温度（T_start）として保持する。その上で、該スタートアップ開始
時温度（T_start）の情報と先の［式１］とに基づき、スタートアップ初期ＳＡ（SA_star
t）を計算し、該計算したスタートアップ初期ＳＡの値をサーボ回路１１（球面収差補正
値設定部３１Ｓ）に対して設定する。これにより図２に示したエキスパンダ２３は上記ス
タートアップ初期ＳＡの値に応じた位置に駆動され、その結果、球面収差補正値が上記ス
タートアップ初期ＳＡに調整される。換言すれば、該スタートアップ初期ＳＡの設定が為
される。
【００７３】
　このようなスタートアップ初期ＳＡの設定後、スタートアップ動作時においては、最適
ＳＡの調整動作が行われる。すなわち、実測評価値に基づく最適ＳＡの探索動作と、それ
により求まった最適ＳＡの設定動作とが行われるものである。
【００７４】
　このような最適ＳＡの調整動作の実現のために、システムコントローラ１０は、サーボ
回路１１に対して順次異なるＳＡを設定する一方で、それら異なるＳＡの設定下でそれぞ
れ評価器５ａにて計算された評価値（この場合はジッタ値）を取得する。そして、それら
の評価値から最適ＳＡ（例えばジッタ値が最小となるＳＡ）を決定し、該最適ＳＡをサー
ボ回路１１に対して設定する。
　ここで、当該スタートアップ動作時の最適ＳＡ調整動作（探索動作）により求まった最
適ＳＡについては、「SA_st_opt」とおく。
【００７５】
　ここで確認のために述べておくと、本実施の形態の場合のようにディスクＤに対する記
録が可能な装置とされる場合には、上記のような最適ＳＡの調整動作時には、自らディス
クＤに対して試し書きデータを書き込むことができる。従って、装填されたディスクＤに
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対して最適ＳＡの探索動作を行うためのデータが未書き込みである場合には、探索動作を
実行する前に、自ら試し書きデータを書き込むことになる。
【００７６】
　また、スタートアップ動作時に対応しては、最適ＳＡの調整動作と共に、スタートアッ
プ時温度の測定を行う。つまりスタートアップ動作時に対応してシステムコントローラ１
０は、温度センサ１４による検出温度情報を取得し、該取得した温度の情報をスタートア
ップ時温度として保持する。
　このスタートアップ時温度は、「T_st_opt」とおく。
【００７７】
　上記のようなスタートアップ動作が完了した後に、ディスクＤに対する記録／再生動作
が行われることになる。
　そして、記録／再生動作が完了した後には、予め定められたスピンダウン条件の成立に
応じて、スピンドルモータ２の回転を停止させるためのスピンダウン処理を実行すべきも
のとなる。
【００７８】
　ここで、本実施の形態では、図中の「スピンダウン時最適ＳＡ探索動作」と示すように
、このようなスピンダウン時においても最適ＳＡの探索動作を実行するものとしている。
すなわち、上記スピンダウン条件（スピンドルモータ２によるディスクＤの回転駆動を停
止させるべきとして予め定められた所定条件）が成立したことに応じて、直ちにスピンダ
ウン処理は実行せず、スタートアップ動作時と同様の最適ＳＡの探索動作を実行するもの
としている。
　なお、上記スピンダウン条件の成立としては、例えばＡＶシステム１５（ホスト側）か
らのスピンダウンコマンドの供給や、記録／再生動作の終了後からの所定時間の経過（い
わゆるスタンバイタイマによるスピンダウン）などを挙げることができる。
【００７９】
　スピンダウン時の最適ＳＡ探索動作としても、実測評価値に基づいて行うことになる。
　具体的に、この場合もシステムコントローラ１０は、サーボ回路１１に対して順次異な
るＳＡを設定する一方で、それら異なるＳＡの設定下でそれぞれ評価器５ａにて計算され
た評価値を取得する。そして、それらの評価値から最適ＳＡを決定するものである。
　このようなスピンダウン時の最適ＳＡ探索動作で求まった最適ＳＡについては、「SA_s
d_opt」とおく。
【００８０】
　またスピンダウン時には、スピンダウン時温度の測定も行う。具体的にシステムコント
ローラ１０は、スピンダウン時において、温度センサ１４による検出温度情報を取得しこ
れをスピンダウン時温度として保持する。
　スピンダウン時温度は「T_sd_opt」とおく。
【００８１】
　そして、このようにスピンダウン時における最適ＳＡ探索動作及び温度測定を行った後
において、スタートアップ時に保持したスタートアップ時最適ＳＡ（SA_st_opt）とスタ
ートアップ時温度（T_st_opt）の組と、上記スピンダウン時最適ＳＡ（SA_sd_opt）とス
ピンダウン時温度（T_sd_opt）の組とから、新たな温度特性補償演算係数の計算を行う。
【００８２】
　ここで、光学ピックアップＯＰ内の温度は、記録再生装置１の起動後（スタートアップ
動作後）において、時間経過と共に徐々に上昇していくのが通常である。この前提を踏ま
えれば、上記のようにスタートアップ時の温度（T_st_opt）と最適ＳＡ（SA_st_opt）の
組と、スピンダウン時の温度（T_sd_opt）と最適ＳＡ（SA_sd_opt）の組とを取得すると
いうことは、温度－最適ＳＡ特性としての直線上における２点をサンプリングしているこ
とに相当する。
【００８３】
　図５は、上記のようにしてスタートアップ時とスピンダウン時とで取得した２点と実際
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の温度－最適ＳＡ特性との関係を示している。
　この図５においては横軸を温度、縦軸を最適ＳＡとして温度－最適ＳＡ特性を表してい
る。温度－最適ＳＡ特性としては、先の図２１に示した「出荷時 平均特性」（黒色一点
鎖線）、「経時変化した個体Ａ特性」（灰色実線）、ディスクごとのバラツキを含む「経
時変化した個体Ａ特性」（黒色太実線）を示している。
　この図においては、ディスクごとのバラツキを含む「経時変化した個体Ａ特性」が、実
際の温度－最適ＳＡ特性に相当するものであるとする。
【００８４】
　この図５を参照して明らかなように、上記のようにスタートアップ時とスピンダウン時
の２点を取得すれば、該２点を用いた連立方程式を解くことで、実際の温度－最適ＳＡの
関係式が求まるということが理解できる。
【００８５】
　具体的に、このときの温度－最適ＳＡの関係式は、以下の［式２］により表されるもの
となる。

　　SA＝（SA_sd_opt－SA_st_opt）／（T_sd_opt－T_st_opt）×T
　　　　　＋（SA_st_opt×T_sd_opt－SA_sd_opt×T_st_opt）／（T_sd_opt－T_st_opt）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・［式２
］
【００８６】
　ここで、直線である［式２］のオフセットに相当する第２項「（SA_st_opt×T_sd_opt
－SA_sd_opt×T_st_opt）／（T_sd_opt－T_st_opt）」は、装填されたディスクＤの固有
の収差を含むものであり、他のディスクＤに対して適用することは困難である。
　これに対し、［式２］の直線の傾きに相当する第１項「（SA_sd_opt－SA_st_opt）／（
T_sd_opt－T_st_opt）」という係数は、光学ピックアップＯＰのその時点での最適ＳＡの
温度依存性を表現するものとなる。
　従って本例においては、上記［式２］の第１項の係数を、次回のスタートアップ初期Ｓ
Ａの計算にあたっての新たな温度特性補償演算係数（α_sa_rev）として用いるものとす
る。すなわち、

　　α_sa_rev＝（SA_sd_opt－SA_st_opt）／（T_sd_opt－T_st_opt）　・・・［式３］

　である。
【００８７】
　システムコントローラ１０は、上記［式３］に従って計算した温度特性補償演算係数α
_sa_revを、次回スタートアップ初期ＳＡの計算に用いるべく例えば上述したメモリなど
に記憶する。
【００８８】
　図４（ｂ）に示す次回スタートアップ動作の開始時には、［式３］により計算した上記
温度特性補償演算係数α_sa_revを用いて、スタートアップ初期ＳＡを計算・設定する。
　具体的には、先の［式１］における温度特性補償演算係数α_saを上記温度特性補償演
算係数α_sa_revに更新した、

　　SA_start＝α_sa_rev×(T_start－Ｔ_default)＋SA_default　・・・［式４］
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　という式を用いて、スタートアップ初期ＳＡを計算する。
【００８９】
　このためにシステムコントローラ１０は、次回スタートアップ動作（スピンダウン後に
おけるスタートアップ動作）の開始時において、スタートアップ開始時温度（T_start）
を測定（取得）した上で、該スタートアップ開始時温度T_startと上記［式４］とに基づ
いてスタートアップ初期ＳＡを計算し、これをサーボ回路１１に設定する。
【００９０】
　その後のスタートアップ動作時においては、先に説明した初回スタートアップ動作時と
同様に最適ＳＡの調整動作・スタートアップ時温度の取得を行う。またスピンダウン時に
おいては、上述した手法と同様の手法でスピンダウン時最適ＳＡ探索動作・スピンダウン
時温度の取得を行い、新たな温度特性補償演算係数α_sa_revの計算・記憶を行う。
　第１の実施の形態は、このようにスピンダウンごとに新たな温度特性補償演算係数α_s
a_revを計算・記憶し、その後のスタートアップ動作の開始時において、記憶した温度特
性補償演算係数α_sa_revを用いたスタートアップ初期ＳＡを計算・設定するという動作
を繰り返し行うことになる。
【００９１】
　図６は、上記により説明した本実施の形態の手法によるスタートアップ初期ＳＡの計算
・設定が行われる場合における、次回スタートアップ時の状況について説明するための図
である。
　この図６では、先の図５と同様に横軸を温度、縦軸を最適ＳＡとして、「出荷時 平均
特性」（黒色一点鎖線）、「経時変化した個体Ａ特性」（灰色実線）、ディスクごとのバ
ラツキを含む「経時変化した個体Ａ特性」（黒色実線）を示している。そして、図中の「
本例の手法で求まる直線」（黒色太破線）が、先の［式４］で求めた直線を表す。
【００９２】
　［式４］を参照して分かるように、「本例の手法で求めた直線」のオフセットは、設計
的に求めた「出荷時 平均特性」のオフセットと同値に設定されることになる。しかしな
がら、傾きに関しては、実際の温度－最適ＳＡ特性（図中ではディスクごとのバラツキを
含む「経時変化した個体Ａ特性」）と一致したものとできる。このため、「出荷時 平均
特性」を用いた補償を行う場合と比較すれば、スタートアップ開始時のＳＡは、実際の最
適値により近い値とすることができる。すなわち、スタートアップ開始時の補償状態をよ
り良好なものとすることができる。
【００９３】
　また図からも明らかなように、スタートアップ動作時の最適ＳＡへの調整幅は、「出荷
時 平均特性」を用いる場合と比較してより小さくすることができる。つまりこの結果、
スタートアップ動作時の最適ＳＡ調整動作をより容易なものとでき（安定的に行うことが
でき）、また、調整に要する時間も短縮化することができる。
【００９４】
　上記のようにして本実施の形態の温度補償手法では、光学ピックアップＯＰの個体ごと
のバラツキを有し且つ経時変化も生じる温度－最適ＳＡ特性に関して、その直線上の２点
をスタートアップ時とスピンダウン時とで実際に取得し、該２点からその直線の傾きに相
当する温度特性補償演算係数を計算するものとしている。その上で、当該温度特性補償演
算係数をスタートアップ開始時の初期ＳＡの設定に用いるものとしている。
　先にも述べたように、温度－最適ＳＡ特性としての直線の傾きは、その光学ピックアッ
プＯＰに固有の（経時変化分も含む）最適ＳＡの温度依存性を表現するものであるので、
上記のようにして求めた温度特性補償演算係数に基づく温度補償を行うことで、スタート
アップ開始時の補償状態は、光学ピックアップＯＰの個体ごと（つまり装置ごと）に合致
したものとすることができる。すなわち、従来の「出荷時 平均特性」を用いる場合には
、光学ピックアップＯＰの個体ごとに最適な補償状態とすることができないものとなるが
、本実施の形態によれば、そのような事態の発生を効果的に防止できるものである。
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【００９５】
　また、本実施の形態によれば、光学ピックアップＯＰの個体ごとに最適な補償状態とす
ることができることで、温度－最適ＳＡ特性の悪い（つまり温度変化に対する最適ＳＡの
変化が大きい）光学ピックアップＯＰや、温度－最適ＳＡ特性の経時変化が大きい光学ピ
ックアップＯＰであってもその個体に応じた最適な温度補償を行うことができる。つまり
この結果、歩留まりの向上により製品のコストダウンを図ることができる。
【００９６】
　ここで、温度－最適ＳＡ特性をはじめとした特性変化温度依存調整値についての温度－
最適値特性は、ディスクＤ上の位置に応じても変化することになる。例えば球面収差で考
えれば、ディスクＤのカバー層の厚みムラなどによってディスクＤ面内で最適ＳＡの値に
バラツキが生じることに起因して、温度－最適ＳＡ特性もディスクＤ上の位置に依存して
変化することになる。
【００９７】
　上記のように本実施の形態では、スタートアップ時とスピンダウン時とで直線上のそれ
ぞれの点（温度・最適ＳＡの組）を取得した結果に基づき、温度特性補償演算係数を計算
するものとしている。そして先の説明からも理解されるように、この温度特性補償演算係
数は、純粋に光学ピックアップＯＰの別による最適ＳＡの温度依存性を表すことが望まし
いものであり、従って、上記のようなディスクＤ上の位置に依存した変化分は含まれない
ことが理想的である。
【００９８】
　この点を考慮し、本実施の形態では、上記直線上の２点を求めるためのスタートアップ
動作時の最適ＳＡ探索動作とスピンダウン時の最適ＳＡ探索動作とを、ディスクＤ上の同
じエリアを用いて行うものとしている。つまり、スタートアップ動作時の最適ＳＡ探索動
作とスピンダウン時の最適ＳＡ探索動作とで、ディスクＤ上の同じエリアの読み出しデー
タを用いて評価値の生成を行うものである。
　より具体的に説明すると、最適ＳＡの探索動作は、ＳＡを逐次変化させ、それぞれのＳ
Ａの設定下で計算された評価値を用いて最適とされるＳＡを決定することになるが、この
ときにそれぞれのＳＡの設定下で読み出すデータ（アドレス）を、スタートアップ時探索
動作とスピンダウン時探索動作とで一致させるというものである。
【００９９】
　このようにスタートアップ動作時の最適ＳＡ探索動作とスピンダウン時の最適ＳＡ探索
動作とをディスクＤ上の同エリアを使用して行うようにすることで、それぞれで探索され
る最適ＳＡにディスクＤ上の位置に依存した変化分が含まれないようにすることができ、
結果、これら探索した最適ＳＡに基づき計算される温度特性補償演算係数（α_sa_rev）
として、純粋に光学ピックアップＯＰの別による最適ＳＡの温度依存性を表す係数を得る
ことができる。
　これにより、上記温度特性補償演算係数（α_sa_rev）を用いたスタートアップ開始時
の温度補償をより精度良く行うことができる。
【０１００】
　［1-3．処理手順］

　図７は、上記により説明した第１の実施の形態としての温度補償手法を実現するための
具体的な処理の手順を示したフローチャートである。
　なおこの図７では、第１の実施の形態としての温度補償手法を実現するための具体的な
処理の手順を、図１に示したシステムコントローラ１０が例えば内部のメモリに格納され
たプログラムに基づき実行する処理の手順として示している。
【０１０１】
　図７において、先ずステップＳ１０１では、スタートアップ動作の開始条件が成立する
まで待機する。
　このスタートアップ動作の開始条件としては、例えば新たにディスクＤが装填される、
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或いはスピンダウン後におけるＡＶシステム１５からのライトコマンド／リードコマンド
の供給などを挙げることができる。
　ステップＳ１０１の処理は、例えばこれらの条件のように、予めスタートアップ動作を
開始すべきとして定められた所定の条件が成立するまで待機する処理となる。
【０１０２】
　スタートアップ動作開始条件が成立した場合には、ステップＳ１０２において、温度を
取得する処理を実行する。すなわち、温度センサ１４による検出温度情報を取得し、これ
をスタートアップ開始時温度（T_start）として保持する。
【０１０３】
　続くステップＳ１０３では、過去に係数が算出済みであるか否かを判別する。すなわち
、既に温度特性補償演算係数α_sa_revが計算された状態にあるか否かを判別する。
　このステップＳ１０３において、未だ温度特性補償演算係数α_sa_revが計算されてお
らず係数が計算済みではないとして否定結果が得られた場合は、ステップＳ１０４に進み
、係数α_saと温度T_startとを用いて［式１］によりスタートアップ初期ＳＡを計算・設
定する。すなわち、係数α_sa_revが計算済みでなく初回のスタートアップ動作が開始さ
れる際には、予め設定されたデフォルトの温度特性補償演算係数α_saに基づくスタート
アップ初期ＳＡの設定が行われる。
　図示するように当該ステップＳ１０４の処理を実行した後は、ステップＳ１０６に処理
を進める。
【０１０４】
　一方、上記ステップＳ１０３において、既に温度特性補償演算係数α_sa_revが計算さ
れており係数が計算済みであるとして肯定結果が得られた場合は、ステップＳ１０５に進
み、最新の係数α_sa_revと温度T_startとを用いて［式４］によりスタートアップ初期Ｓ
Ａを計算・設定する。
　当該ステップＳ１０５の処理を実行した後は、ステップＳ１０６に処理を進める。
【０１０５】
　ステップＳ１０６では、スタートアップ時調整動作の実行のための処理を行う。すなわ
ち、先に説明したスタートアップ動作時における最適ＳＡの調整動作（最適ＳＡの探索・
設定動作）が行われるようにサーボ回路１１に対する制御及び必要な演算を行う。
　このようなスタートアップ動作時の調整動作によっては、最適ＳＡの探索動作により、
スタートアップ時最適ＳＡ（SA_st_opt）が求まる。ステップＳ１０６では、このように
して求まったスタートアップ時最適ＳＡ（SA_st_opt）を保持するようにしておく。
【０１０６】
　ここで、先に述べたように本例においては、スタートアップ動作時とスピンダウン時の
最適ＳＡの探索動作を、ディスクＤ上の同じエリアを用いて行うことになる。従ってこの
ステップＳ１０６においては、最適ＳＡの探索動作時における評価値生成のためのデータ
読出が、予め定められたディスクＤ上の所定エリアを対象として行われるようにサーボ回
路１１に対する制御を行うことになる。
【０１０７】
　続くステップＳ１０７では、温度取得を行う。すなわち、温度センサ１４による検出温
度情報を取得し、これをスタートアップ時温度T_st_optとして保持する。
【０１０８】
　次のステップＳ１０８では、スピンダウン条件が成立するまで待機する。
　すなわち、例えば先に挙げたＡＶシステム１５（ホスト側）からのスピンダウンコマン
ドの供給や、記録／再生動作の終了後から所定時間が経過するなど、スピンドルモータ２
によるディスクＤの回転駆動を停止させるべきとして予め定められた所定の条件が成立す
るまで待機するものである。
【０１０９】
　スピンダウン条件が成立した場合は、ステップＳ１０９において、スピンダウン時探索
動作の実行のための処理を行う。つまり、先に説明したスピンダウン時における最適ＳＡ
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の探索動作が行われるようにサーボ回路１１に対する制御及び必要な演算を行う。
　このスピンダウン時の最適ＳＡの探索動作によってはスピンダウン時最適ＳＡ（SA_sd_
opt）が求まるので、ステップＳ１０９では、当該スピンダウン時最適ＳＡ（SA_sd_opt）
を保持するようにしておく。
　また本例の場合、スピンダウン時の最適ＳＡの探索動作はスタートアップ動作時の探索
動作と同エリアを用いて行うので、このステップＳ１０９においても、最適ＳＡの探索動
作時における評価値生成のためのデータ読出が、先に述べた所定エリアを対象として行わ
れるようにサーボ回路１１に対する制御を行うことになる。
【０１１０】
　次のステップＳ１１０では、温度取得を行う。すなわち、温度センサ１４による検出温
度情報を取得し、これをスピンダウン時温度T_sd_optとして保持する。
【０１１１】
　続くステップＳ１１１では、SA_st_opt，T_st_opt，SA_sd_opt，T_sd_optと［式２］と
に基づき、新たな温度特性補償演算係数α_sa_revを計算する。
　その上で、次のステップＳ１１２において、係数α_sa_revを例えばシステムコントロ
ーラ１０内部のメモリなどに記憶する。
　当該ステップＳ１１２を実行した後は、先に説明したステップＳ１０１に戻ることにな
る（図中「ＲＥＴＵＲＮ」）。
【０１１２】
　ここで、上記による説明では、スタートアップ時、スピンダウン時の温度取得処理は、
最適ＳＡの探索動作後に行うものとしたが、温度取得処理は、探索動作の実行中に並行し
て行ってもよいし、或いは探索動作が行われる直前に行うこともできる。
　つまり、温度取得処理は、それぞれスタートアップ動作時、スピンダウン時に対応した
タイミング（それらの近傍を含む範囲内）で行われるようにすればよいものである。
【０１１３】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［2-1．第２の実施の形態の温度補償手法］

　続いて、第２の実施の形態について説明する。
　第２の実施の形態は、スタートアップ動作時とスピンダウン時との温度差が所定値（T_
thとする）以上である場合にのみ、スピンダウン時の最適ＳＡ探索動作と新たな温度特性
補償演算係数α_sa_revの計算を行うものである。
　すなわち、スタートアップ動作時とスピンダウン時との温度差が上記T_th未満である場
合のスピンダウン時最適ＳＡ探索動作を省略し、それによって処理負担の軽減を図るもの
である。
【０１１４】
　なお、第２の実施の形態の場合も記録再生装置の構成は第１の実施の形態にて説明した
ものと同様となるため、図示による改めての説明は省略する。
【０１１５】
　［2-2．処理手順］

　図８は、第２の実施の形態としての温度補償手法を実現するための処理の手順を示した
フローチャートである。
　なおこの図においても、図１に示したシステムコントローラ１０が例えば内部のメモリ
に格納されたプログラムに基づき実行する処理の手順を示している。
　またこの図では、既に第１の実施の形態で説明したものと同内容となる処理については
同一のステップ番号を付して説明を省略する。
【０１１６】
　図８において、この場合もステップＳ１０１～Ｓ１０８までの処理は第１の実施の形態
の場合と同様となる。
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　第２の実施の形態では、ステップＳ１０８においてスピンダウン条件が成立したとされ
たことに応じて、ステップ２０１において、先ずは温度取得を行う。すなわち、スピンダ
ウン時温度T_sd_optを取得（及び保持）するものである。
【０１１７】
　そして、続くステップＳ２０２において、「T_sd_opt－T_st_opt≧Ｔ_th」であるか否
かを判別する。すなわち、ステップＳ１０６のスタートアップ動作時の最適ＳＡ調整動作
で求まったスタートアップ時温度T_st_optと、ステップＳ２０１にて取得したスピンダウ
ン時温度T_sd_optと、例えば予め内部のメモリなどに格納された所定値T_thとに基づき、
「T_sd_opt－T_st_opt≧Ｔ_th」であるか否かを判別する。
【０１１８】
　上記ステップＳ２０２において、「T_sd_opt－T_st_opt≧Ｔ_th」ではないとして否定
結果が得られた場合は、ステップＳ１０１に戻る。
　一方、ステップＳ２０２において、「T_sd_opt－T_st_opt≧Ｔ_th」であるとして肯定
結果が得られた場合は、ステップＳ１０９に処理を進める。つまりこれにより、スピンダ
ウン時の最適ＳＡ探索動作が実行される。
【０１１９】
　上記ステップＳ１０９の処理が実行された後は、ステップＳ１１１にて新たな温度特性
補償演算係数α_sa_revの計算が行われ、ステップＳ１１２にて該係数α_sa_revが記憶さ
れることになる。
【０１２０】
　＜３．第３の実施の形態＞
　［3-1．第３の実施の形態の温度補償手法］

　第３の実施の形態は、過去に計算した温度特性補償演算係数の平均値をスタートアップ
動作開始時の初期調整値設定に用いるものである。
　なお第３の実施の形態においても記録再生装置の構成は第１の実施の形態の場合と同様
となることから改めての図示による説明は省略する。
【０１２１】
　ここで、第３の実施の形態の記録再生装置においては、過去何回分の温度特性補償演算
係数の計算値の平均値を算出するかを定めるための値（ｍとする）が予め設定される。
　この場合のシステムコントローラ１０は、スタートアップ動作時に取得した［温度・最
適ＳＡ］の組とスピンダウン時に取得した［温度・最適ＳＡ］とに基づく温度特性補償演
算係数の計算が上記ｍ回行われたとき、すなわち、温度特性補償演算係数の有効な履歴数
がｍ以上となったときに、それら履歴として保持された温度特性補償演算係数（α_sa_hi
stとする）の最新のｍ個の平均値を計算する。そして、該平均値を、スタートアップ開始
時におけるスタートアップ初期ＳＡを計算するための温度特性補償演算係数α_sa_revと
して用いるようにする。
【０１２２】
　このようにして過去に計算されたｍ個の温度特性補償演算係数α_sa_histの平均値をス
タートアップ初期ＳＡの計算のための温度特性補償演算係数α_sa_revとして計算するこ
とで、より精度の高い温度特性補償演算係数α_sa_revとすることができ、結果、スター
トアップ開始時の温度補償をより適正なものとすることができる。
【０１２３】
　［3-2．処理手順］

　図９及び図１０のフローチャートは、第３の実施の形態としての手法を実現するための
処理の手順を示している。
　なおこれらの図においても、図１に示したシステムコントローラ１０が例えば内部のメ
モリに格納されたプログラムに基づき実行する処理の手順を示している。
　またこれらの図においては、既にこれまでで説明済みとなったものと同内容となる処理
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については同一のステップ番号を付して説明を省略する。
【０１２４】
　これら図９及び図１０と、先の図８とを比較して分かるように、第３の実施の形態の場
合の処理手順は、第２の実施の形態の場合の処理手順におけるステップＳ１０９とＳ１１
２との間に対して、ステップＳ３０１～Ｓ３０４が挿入されたものとなっている。
【０１２５】
　具体的にこの場合は、図９に示すステップＳ１０９によるスピンダウン時探索動作の実
行処理を行った後に、ステップＳ３０１において、SA_st_opt，T_st_opt，SA_sd_opt，T_
sd_optと［式２］とに基づき、温度特性補償演算係数α_sa_histを計算する。
【０１２６】
　そして、続くステップＳ３０２においては、計算した温度特性補償演算係数α_sa_hist
を履歴に追加する。
　ここで、第３の実施の形態では、先に説明した通り温度特性補償演算係数α_sa_revは
最新のｍ個の温度特性補償演算係数α_sa_histを用いて計算することになる。つまりこの
ために、温度特性補償演算係数α_sa_histの履歴情報としては、少なくとも何れの温度特
性補償演算係数α_sa_histが最新のｍ個の温度特性補償演算係数α_sa_histであるかを把
握できるような情報とされている必要がある。
　従ってステップＳ３０２の処理としては、このように履歴中の何れの温度特性補償演算
係数α_sa_histが最新のｍ個の温度特性補償演算係数α_sa_histであるかが把握されるよ
うにして、計算した温度特性補償演算係数α_sa_histの履歴への追加を行う。
　具体的な手法としては、例えば温度特性補償演算係数α_sa_histをその計算順に履歴に
追加していき、新たに計算した温度特性補償演算係数α_sa_histの履歴への追加に伴って
履歴数がｍ＋１となる場合には、最も古い温度特性補償演算係数α_sa_histを履歴から除
外し、上記新たに計算した温度特性補償演算係数α_sa_histを履歴に追加するという手法
を挙げることができる。これにより、履歴数がｍ個となった以降は履歴内に常時最新のｍ
個の温度特性補償演算係数α_sa_histのみが存在する（つまり平均値の計算に必要な係数
のみが存在する）ようにでき、メモリを有効活用することができる。
　或いは、単純に温度特性補償演算係数α_sa_histとそれを計算した時刻情報とを対応づ
けた履歴情報を生成することとしてもよい。この場合、平均値としての係数α_sa_revの
計算時には、上記時刻情報に基づいて最新のｍ個の係数α_sa_histを識別することになる
。
【０１２７】
　上記ステップＳ３０２の処理を実行した後は、図１０に示すステップＳ３０３に処理を
進めて、履歴数がｍ以上であるか否かを判別する。
　このステップＳ３０３において、履歴数がｍ以上ではないとして否定結果が得られた場
合は、図９に示すステップＳ１０１に戻ることになる。
【０１２８】
　一方、上記ステップＳ３０３において、履歴数がｍ以上であるとして肯定結果が得られ
た場合は、ステップＳ３０４に進み、履歴における最新のｍ個の係数α_sa_histの平均値
を係数α_sa_revとして計算する。
　ステップＳ３０４により係数α_sa_histを計算した後は、ステップＳ１１２において該
係数α_sa_revを記憶し、ステップＳ１０１に戻る。
【０１２９】
　ここで、図９及び図１０に示した処理手順においては、第２の実施の形態の場合と同様
のステップＳ２０１・Ｓ２０２の処理を設けて、スタートアップ動作時とスピンダウン時
の温度差が所定値T_th未満の場合には温度特性補償演算係数α_sa_histの計算を行わない
ものとしたが、これらステップＳ２０１・Ｓ２０２の処理を省略して温度差に関わらず毎
回、温度特性補償演算係数α_sa_histの計算が行われるようにすることもできる。
　但し、図９及び図１０に示したように温度差を考慮した処理手順とすれば、有効でない
温度特性補償演算係数α_sa_histが履歴に追加されてしまいこれがスタートアップ初期Ｓ
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Ａの計算に用いる温度特性補償演算係数α_sa_revの計算に含まれてしまうことの防止が
図られ、その分、スタートアップ開始時の補償状態をより適正なものとすることができる
。
【０１３０】
　また、図９及び図１０の処理手順では、履歴数がｍ以上となった以降は、有効な温度特
性補償演算係数α_sa_histが計算されるごとに毎回、最新のｍ個の温度特性補償演算係数
α_sa_histを用いた新たな温度特性補償演算係数α_sa_revの計算が行われるようにした
が、新たな温度特性補償演算係数α_sa_revの計算は、ｍ回の温度特性補償演算係数α_sa
_histの計算ごとに行うようにするなど、必ずしも毎回行う必要性はない。
【０１３１】
　＜４．第４の実施の形態＞
　［4-1．第４の実施の形態としての温度補償手法］

　第４の実施の形態は、いわゆるリアルタイム調整動作を行う場合において、該リアルタ
イム調整に用いるリアルタイム調整演算係数を、これまでで説明した手法によって求めた
温度特性補償演算係数に基づいて計算（更新）するものである。
【０１３２】
　ここで、リアルタイム調整動作は、例えば下記の参考文献に記載されるように、再生動
作中においてフォーカスバイアスやＳＡなどの調整値を微少に増減させる一方で、それに
伴って得られる評価値（例えばジッタ値など）を最適値からの誤差を表す指標として取得
する。そして、この評価値に基づく制御演算を行って最適な調整値をリアルタイムに算出
していくものである。
　先に触れたように、温度に対する最適値は、ディスクＤ上の位置に依存して変化する。
リアルタイム調整動作は、主に、このようなディスクＤ上の位置に依存した最適値の変化
に追従することを目的として行われる。

　参考文献・・・特開２００８－３０５４７７号公報
【０１３３】
　図１１は、本例において採用するリアルタイム調整動作のイメージ図である。
　なおこの場合も特性変化温度依存調整項目としてはＳＡを例に挙げる。
　この図１１では、横軸を温度（時間）、縦軸をＳＡとした上で、最適ＳＡの変化軌跡（
図中太実線）と、リアルタイム調整動作に伴って設定されるＳＡ（実線）と、制御演算で
計算されたＳＡ（太一点鎖線）との関係を示している。
　ここでは図示の都合により、最適ＳＡの変化軌跡は温度変化に比例したものとしている
が、実際には、当該最適ＳＡの変化軌跡にはディスクＤ上の位置に依存した変化分も含む
まれるのが通常である。上記もしているように、リアルタイム調整動作は、このようなデ
ィスクＤ上の位置に依存した最適値の変化分にも追従できるようにするべく行われるもの
となる。
【０１３４】
　先ず、リアルタイム調整動作においては、再生動作中において、その時点での最適点と
して計算された値を基準にＳＡの値を同振幅値（絶対値）で増減させる。なお図中では、
「制御演算で算出されたＳＡ」が、上記「その時点での最適点として計算された値」に該
当する。
　従って「リアルタイム調整動作に伴って設定されるＳＡ」が示すように、リアルタイム
調整動作の実行中において実際に設定されるＳＡは、ある値を基準に同じ振れ幅で微少変
動することになる。
【０１３５】
　リアルタイム調整動作では、このようにＳＡを微少変動させたときの評価値（本例では
ジッタ値）を取得し、該評価値に基づく制御演算を行ってＳＡの最適値を算出することに
なる。
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　このとき、リアルタイム調整動作では、上記のようにＳＡを微少変動させて得た評価値
からＳＡの最適値の算出を行う期間Tsが定められている（以下、探索期間Ｔｓと称する）
。すなわち、リアルタイム調整動作では、この探索期間Tsごとに順次、新たな最適ＳＡの
値が算出されていくものである。
【０１３６】
　ここで、本例の場合のリアルタイム調整動作では、最適ＳＡの算出に用いる制御演算式
として、上記参考文献の場合と同様のＰＩ制御（比例積分制御）の形式による制御演算式
を採用するものとしている。
　具体的には、

　　v(r)＝v(r-1)＋Kp×（z(r)－z(r-1)）＋Ki×Ts×（z(r)＋z(r-1)）－２×z_t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・［式５］

　である。
　但し［式５］において、

　　v(r) ： ｒ回目探索期間の最適ＳＡ
　　v(r-1) ： ｒ－１回目探索期間にて算出した最適ＳＡ
　　Kp ： 比例ゲイン係数
　　Ki ： 積分ゲイン係数
　　z(r) ： ｒ回目探索期間の評価値差分
　　z(r-1) ： ｒ－１回目探索期間の評価値差分
　　z_t ： 調整ターゲット（評価値差分のターゲット値）

　である。
【０１３７】
　ここで、図１１に示した如くその時点での最適ＳＡを基準にＳＡの値を同じ振れ幅で増
減させたとき、それに伴って得られる評価値（ジッタ値）は、理想的には０を基準として
同じ振れ幅で増減する値が得られることになる（ＳＡが最適であればジッタ値は理想的に
最小値０であるため）。
　この点を利用して本例では、探索期間Ts内において得られるプラス側評価値（増加側の
ＳＡが設定された際に得られた評価値）の平均値と、マイナス側評価値（減少側ＳＡが設
定された際に得られた評価値）の平均値とを計算した上で、それらの平均値の差分値を、
最適ＳＡからの誤差を表す評価指標として算出するものとしている。このように算出され
る評価指標は、［式５］においては「評価値差分」（z(r)＋z(r-1)）が該当するものであ
る。
　この評価値差分zの値は、その時点での最適値として算出されたＳＡ（図１１中の一点
鎖線）が、真の最適ＳＡ（図１１中の太実線）と一致する場合には最小値「０」となると
共に、真の最適ＳＡからの誤差がある場合には、その誤差方向に応じた正／負の極性を有
し且つ誤差量に応じた絶対値を有する値となる。
【０１３８】
　また［式５］において、調整ターゲットz_tは、上記評価値差分のターゲット値である
。本例の場合のように評価値としてジッタ値を用いる場合、当該調整ターゲットz_tの値
は最小値「０」に設定する。
【０１３９】
　以上をまとめるに、ＰＩ制御に基づくリアルタイム調整動作としては、現在の探索期間
Ts（ｒ回目探索期間Tsとする）において、その時点での最適ＳＡを基準にＳＡの値を同振
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幅値（絶対値）で微少に増減させる一方で、それに伴って得られる評価値を取得して、上
述した評価値差分z(r)を計算する。そして、当該評価値差分z(r)の値と共に、既に得られ
ているｒ－１回目の探索期間Tsで算出した最適ＳＡの値v(r-1)（但しｒ＝１の場合はスタ
ートアップ動作時の探索で求めた最適ＳＡを用いる）と ｒ－１回目の探索期間Tsの評価
値差分の値と、さらに比例ゲイン係数Kp、積分ゲイン係数Ki、調整ターゲットz_tの各値
とを用いて、［式５］によりｒ回目探索期間Tsの最適ＳＡを算出する。
　このような動作を探索期間Tsごとに繰り返すことで、図１１に示したようなリアルタイ
ム調整動作が実現される。
【０１４０】
　ここで、上記により説明したようなリアルタイム調整動作に関して、［式５］における
比例ゲイン係数Kp及び積分ゲイン係数Kiは、最適調整値への追従性能（つまり制御感度）
を決定づけるための係数となる。以下、このようにリアルタイム調整動作における制御感
度を決定づけるゲイン係数のことを、「リアルタイム調整演算係数」と称する。
【０１４１】
　ところで、上記の参考文献に開示されるような従来のリアルタイム調整動作においては
、このようなリアルタイム調整演算係数の値として、設計的に定められた固定値を用いる
ようにされていた。
　このとき、上記固定値としてのリアルタイム調整演算係数を決定するにあたっては、例
えば図５などに示した「出荷時 平均特性」のような平均的な傾きを有する温度－最適値
特性を前提とした上で、該平均的な傾きに応じた追従性能（制御感度）が得られるように
してその値を決定するものとなるが、このように決定される固定値としてのリアルタイム
調整演算係数を用いた場合、例えば上記平均的な傾きよりも大となる傾きを有する個体に
おいては、制御感度が相対的に低いものとなってしまい、結果、最適値の変化に追従しき
れなくなってしまう虞がある。
　或いは、上記平均的な傾きよりも小となる傾きを有する個体に対しては、逆に制御感度
が過剰なものとなってしまう虞があり、その場合は発振気味の制御となって調整動作の安
定性が損なわれてしまうことになる。
　これらの点からも理解されるように、上記のような固定値による調整演算係数を用いる
従来のリアルタイム調整動作では、温度特性補償演算係数を固定値とする場合と同様に、
個体ごとに最適な調整動作とすることが困難であるという点が問題となる。
【０１４２】
　そこで上記の問題点に鑑み、第４の実施の形態では、先の各実施の形態で説明した如く
スタートアップ動作時とスピンダウン時とで取得した２点に基づき実際の温度－最適値特
性に応じた温度特性補償演算係数（α_sa_rev）を計算した上で、当該温度特性補償演算
係数α_sa_revに基づき、個体ごとに最適なリアルタイム調整演算係数の値を計算する。
　具体的に、このような新たなリアルタイム調整演算係数（それぞれ比例ゲイン係数Kp_r
ev、積分ゲイン係数Ki_revとする）としては、下記［式６］［式７］によって算出する。

　　Kp_rev＝Kp×α_sa_rev／α_sa　・・・［式６］

　　Ki_rev＝Ki×α_sa_rev／α_sa　・・・［式７］

　なお確認のために述べておくと、上記Kp（比例ゲイン係数）とKi（積分ゲイン係数）は
、例えば従来と同様の手法で決定された固定値としてのリアルタイム調整演算係数である
。第４の実施の形態の記録再生装置においては、このような固定値としてのリアルタイム
調整演算係数がデフォルト値として予め設定される。
【０１４３】
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　ここで、先にも述べたように、固定値としてのリアルタイム調整演算係数（Kp，Ki）は
、温度－最適値特性の平均的な傾き（つまり本例の場合には温度特性補償演算係数α_sa
が該当）を前提としてその値が設定されたものとなる。このことに対応させて、上記［式
６］［式７］のそれぞれでは、固定値としての（デフォルトの）リアルタイム調整演算係
数（Kp，Ki）に対して、α_sa_rev／α_sa（その個体の傾き／平均の傾き）を乗じるもの
としている。これにより、新たなリアルタイム調整演算係数（Kp_rev，Ki_rev）として、
その個体の実際の傾き（経時変化分も含む）に応じた最適な制御感度（追従性能）を実現
する係数を算出することができる。
【０１４４】
　このように新たなリアルタイム調整演算係数（Kp_rev，Ki_rev）を算出した上で、該リ
アルタイム調整演算係数（Kp_rev，Ki_rev）を用いたリアルタイム調整動作を実行する。
　つまりこの場合のリアルタイム調整動作においては、

　　v(r)＝v(r-1)＋Kp_rev×（z(r)－z(r-1)）＋Ki_rev×Ts×（z(r)＋z(r-1)）－２×z_
t 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・［式
８］

　によって探索期間Tsごとの最適ＳＡの計算を行う。
【０１４５】
　上記により説明した第４の実施の形態によれば、個体ごとの実際の傾き（経時変化分も
含む）に応じた最適とされる制御感度によってリアルタイム調整動作を行うことができる
。つまりこの結果、従来よりも高精度なリアルタイム調整動作を実現できる。
【０１４６】
　[4-2．処理手順]

　図１２～図１４は、上記により説明した第４の実施の形態としての温度補償手法を実現
するための処理の手順を示したフローチャートである。
　なおこれらの図においても、図１に示したシステムコントローラ１０が例えば内部のメ
モリに格納されたプログラムに基づき実行する処理の手順を示している。
　またこれらの図においても、既にこれまでで説明済みとなったものと同内容となる処理
については同一のステップ番号を付して説明を省略する。
　図１２及び図１３のフローチャートは、新たなリアルタイム調整演算係数（Kp_rev，Ki
_rev）の計算に係る処理の手順を示している。
　また図１４は、リアルタイム調整動作の実行時に対応して行われるべき処理の手順を示
している。
【０１４７】
　先ずは、図１２及び図１３のフローチャートより説明を行う。
　これら図１２及び図１３のフローチャートと、先の図９及び図１０のフローチャートと
を比較して分かるように、図１２及び図１３に示す処理手順は、図９及び図１０に示す第
３の実施の形態の場合の処理手順におけるステップＳ１１２の後に、ステップＳ４０１及
びステップＳ４０４の処理が追加されたものとなっている。
【０１４８】
　具体的にこの場合は、図１３に示すステップＳ１１２による温度特性補償演算係数α_s
a_revの記憶処理を実行した後に、ステップＳ４０１において、係数α_sa_revを用いて［
式６］［式７］によりリアルタイム調整演算係数（Kp_rev，Ki_rev）を計算する処理を実
行する。
　すなわち、上記温度特性補償演算係数α_sa_revと、例えばシステムコントローラ１０
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内部のメモリなどに予め格納されたデフォルトのリアルタイム調整演算係数（Kp，Ki）と
を用いて、先の［式６］［式７］によって新たなリアルタイム調整演算係数（Kp_rev，Ki
_rev）を計算する。
【０１４９】
　そして、次のステップＳ４０２において、上記のように計算したリアルタイム調整演算
係数（Kp_rev，Ki_rev）を記憶する。
　このステップＳ４０２の処理の実行後、ステップＳ１０１に戻る。
【０１５０】
　続いて、図１４に示すリアルタイム調整動作実行時に対応した処理手順について説明す
る。
　先ずステップＳ５０１においては、リアルタイム調整動作開始条件が成立まで待機する
。
　これまでの説明からも理解されるように、リアルタイム調整動作は、再生動作中におい
て実行されるものである。リアルタイム調整動作開始条件としては、例えば再生動作の開
始、すなわちＡＶシステム１５からのリードコマンドの供給などを挙げることができる。
　ステップＳ５０１としては、例えば上記リードコマンドの供給など、リアルタイム調整
動作を開始すべきとして予め設定された所定条件が成立するまで待機する処理を実行する
。
【０１５１】
　そして、リアルタイム調整動作開始条件の成立に応じては、ステップＳ５０２において
、過去にリアルタイム調整演算係数が算出済みであるか否かについて判別を行う。すなわ
ち、過去に先の図１３におけるステップＳ４０１が実行されて新たなリアルタイム調整演
算係数（Kp_rev，Ki_rev）が算出済みであるか否かを判別する。
【０１５２】
　ステップＳ５０２において、未だリアルタイム調整演算係数が算出済みでないとして否
定結果が得られた場合は、ステップＳ５０３に進んでデフォルトのリアルタイム調整演算
係数Kp，Kiを用いたリアルタイム調整動作を実行する。すなわち、先の［式５］に従って
探索期間Tsごとの最適ＳＡの計算を行うリアルタイム調整動作を実行するものである。
【０１５３】
　一方、上記ステップＳ５０２において、過去にリアルタイム調整演算係数が算出済みで
あるとして肯定結果が得られた場合は、ステップＳ５０４に進んで最新のリアルタイム調
整演算係数Kp_rev，Ki_revを用いたリアルタイム調整動作を実行する。すなわち、最新の
リアルタイム調整演算係数Kp_rev，Ki_revを用いて［式８］に従った探索期間Tsごとの最
適ＳＡの計算を行うリアルタイム調整動作を実行する。
【０１５４】
　なお、図示による説明は省略するが、この場合のシステムコントローラ１０としては、
実際には、図１４に示すステップＳ５０３又はＳ５０４の処理と並行してリアルタイム調
整動作の停止条件の成立を待機し、該停止条件の成立に応じてリアルタイム調整動作を停
止するための処理を実行することになる。リアルタイム調整動作の停止条件としては、例
えば再生動作の終了などを挙げることができる。
【０１５５】
　ここで、図１２及び図１３に示した処理手順においても、先の第２の実施の形態の場合
と同様のステップＳ２０１・Ｓ２０２の処理を設けて、スタートアップ動作時とスピンダ
ウン時の温度差が所定値T_th未満の場合には温度特性補償演算係数α_sa_histの計算を行
わないものとしたが、この場合としても、これらステップＳ２０１・Ｓ２０２の処理を省
略して温度差に関わらず毎回、温度特性補償演算係数α_sa_histの計算が行われるように
することもできる。
【０１５６】
　また図１２及び図１３の処理手順では、第３の実施の形態と同様にｍ個の温度特性補償
演算係数α_sa_histの平均値を新たな温度特性補償演算係数α_sa_revとして用いるもの
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としたが、第１の実施の形態の場合のようにこのような平均値の計算を省略した手法を採
ることもできる。
【０１５７】
　また、第４の実施の形態では、リアルタイム調整動作がＰＩ制御に基づき行われる場合
を例示したが、ＰＩＤ制御などの他の形式による制御演算によって最適値を計算するよう
にもできる。その場合も、制御演算で用いるリアルタイム調整演算係数を先に説明した手
法と同様の手法によって温度特性補償演算係数から計算することで、リアルタイム調整動
作の精度向上を図ることができる。
【０１５８】
　＜５．変形例＞

　以上、本発明の各実施形態について例示してきたが、本発明としてはこれまでに説明し
た具体例に限定されるべきものではない。
　例えば、これまでの説明では、特性変化温度依存調整値の一例として、球面収差補正値
についての温度補償手法のみを行う場合を例示したが、本発明は、例えばフォーカスバイ
アスやチルトなどといった他の特性変化温度依存調整値についての温度補償を行う場合に
も好適に適用することができる。つまり、それらの特性変化温度依存調整値について、こ
れまでで説明した球面収差補正値についての手法と同様の手法による温度補償を行うこと
で、同様の効果を得ることができる。
　なお、図１においてはその図示を省略したが、チルト補正のための構成としては、例え
ば光ディスクの傾き（ラジアル／タンジェンシャル方向）を調整するアクチュエータ（例
えばスピンドルモータ２の傾きを調整する）や、光路中に挿入したコマ収差補正用の液晶
素子を設ける構成を挙げることができる。
【０１５９】
　ちなみに、近年では、例えばコスト削減などを目的として対物レンズ２６にプラスチッ
クレンズを用いる場合があるが、その場合には、特性変化温度依存調整値のうち特に球面
収差補正値についての温度－最適値特性の個体ごとのバラツキが顕著となる。従って対物
レンズ２６にプラスチックレンズを用いる場合は、特に球面収差補正値について本発明の
温度補償を行うことが有効である。
【０１６０】
　また、これまでの説明では、新たな温度特性補償演算係数の計算にあたっては、スター
トアップ動作時の調整動作で求めた温度・最適値の情報とスピンダウン時の探索動作で求
めた温度・最適値の情報とを用いるものとしたが、例えば実施の形態で例示したようにデ
ィスクＤに対する記録が可能な装置とされて記録動作の開始前にいわゆるＯＰＣ（Optimu
m Power Control）としての最適レーザパワー調整動作を行う場合には、当該ＯＰＣ時に
おいて最適調整値の調整動作を行うようにすることもできる。すなわち、当該ＯＰＣ時の
最適調整値調整動作で求まったＯＰＣ時最適値とそのときの温度（ＯＰＣ時温度）の情報
を、スタートアップ動作時の温度・最適値の情報の代わりに用いるものとして、ＯＰＣ時
の温度・最適値の組と、スピンダウン時の温度・最適値の組の２点から新たな温度特性補
償演算係数を計算するものである。
【０１６１】
　また、先の第１の実施の形態では、新たな温度特性補償演算係数の計算を毎スピンダウ
ン時に行う場合を例示したが、例えば図１５に示すようにして、新たな温度特性補償演算
係数の計算はＮ回のスピンダウンごとに行うようにすることもできる。
　具体的にこの場合は、ステップＳ１０８の処理によりスピンダウン条件が成立したとさ
れたことに応じて、ステップＳ６０１において、ｎ＝Ｎであるか（すなわちスピンダウン
回数ｎが所定値Ｎとなったか）否かを判別する。
　そしてステップＳ６０１において、ｎ＝Ｎではないとして否定結果が得られた場合は、
ステップＳ６０２に進んでスピンダウン回数ｎを１インクリメント（ｎ←ｎ＋１）した後
、ステップＳ１０１に戻るようにする。
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　一方、上記ステップＳ６０１において、ｎ＝Ｎであるとして肯定結果が得られた場合は
、図のようにステップＳ１０９～Ｓ１１２の処理を実行する。
【０１６２】
　上記のようにすることで、スピンダウン時探索動作や新たな温度特性補償演算係数の計
算が行われる回数を有効に削減することができる。
　ここで、これまでの説明からも理解されるように、温度特性補償演算係数に関しては、
それを初回に計算することで、光学ピックアップＯＰの個体ごとの温度－最適値特性に応
じた温度特性補償演算係数を得ることができ、また初回以降の温度特性補償演算係数を計
算することによっては、経時変化する温度－最適値特性への追従が可能となる。
　このとき、温度－最適値特性の経時変化は、通常、スピンダウンが実行される間隔より
も長いものであることが予想される。従って、上記のようにＮ回のスピンダウンごとにス
ピンダウン時探索動作・新たな係数計算を行うようにすることで、温度－最適値特性の経
時変化への追従と、スピンダウン時探索動作・新たな係数計算の処理回数削減による処理
負担の軽減との両立を図ることができる。
【０１６３】
　また、本発明による温度補償は、例えば装填された光ディスクのメディア種類や記録層
の別、或いは光ディスクの個体の別などに応じて、個別に行うようにすることもできる。
　ここで「メディア種類」の区別としては、例えばＣＤ（Compact Disc）／ＤＶＤ（Digi
tal Versatile Disc）／ＢＤ（Blu-ray Disc：登録商標）の大別や、さらにこれらの別に
ＲＯＭタイプ（再生専用型）／ライトワンス型／書き替え可能型の別を加えたＣＤ－ＲＯ
Ｍ／ＣＤ－Ｒ／ＣＤ－ＲＷ／ＤＶＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－Ｒ／ＤＶＤ－ＲＷ／ＢＤ－ＲＯＭ
／ＢＤ－Ｒ／ＢＤ－ＲＥなどの別を挙げることができる。
【０１６４】
　例えば一例として、このようなメディア種類の別と共に、記録層の別も併せた区分によ
り個別に温度補償を行うとした場合について説明すると、先ずこの場合は、装填された光
ディスクのメディア種類を判別する処理が追加されることになる。また、スタートアップ
動作時の最適値調整動作、スピンダウン時の最適値探索動作を行った記録層の別を判別す
る処理も行うことになる。
　この場合においては、スタートアップ動作時の最適値調整動作によって求めた最適値と
そのときの温度情報と、スピンダウン時の最適値探索動作で求めた最適値とそのときの温
度情報とに基づき計算した新たな温度特性補償演算係数を、上記判別処理の結果特定され
たメディア種類及び探索動作を行った記録層の別に応じて個別に記憶することになる。
　図１６は、このようにメディア種類及び記録層の別に応じて個別に温度特性補償演算係
数を記憶した情報の具体例な一例を示している。
【０１６５】
　そして、このようにメディア種類及び記録層の別ごとに温度特性補償演算係数を記憶し
た情報を用いて、装填された光ディスクのメディア種類及びスタートアップ動作を行う記
録層の別に応じた最適な温度特性補償演算係数を用いたスタートアップ初期調整値の計算
・設定を行う。具体的に、この場合のスタートアップ動作の開始時には、図１６に示した
情報を参照し、装填された光ディスクのメディア種類と一致し且つこれからスタートアッ
プ動作を行おうとしている記録層と一致する「メディア種類及び記録層の別」に対応づけ
られた温度特性補償演算係数が既に計算済みであるか否かを判別し、既に該当する温度特
性補償演算係数が計算済みである場合には、該温度特性補償演算係数を用いてスタートア
ップ初期調整値の計算・設定を行う。一方、該当する温度特性補償演算係数が計算済みで
ない場合は、デフォルトの温度特性補償演算係数を用いたスタートアップ初期調整値の計
算・設定を行うことになる。
【０１６６】
　上記のようなメディア種類や記録層の別に応じた個別の温度補償を行うようにすること
で、メディア種類や記録層の別に応じた最適な温度補償を実現できる。
　また、上記のようにメディア種類や記録層の別に応じて個別に温度特性補償演算係数を
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計算・記憶しておくようにすることで、既に温度特性補償演算係数が計算済みであるメデ
ィア種類・記録層の組み合わせに対しては新たな温度特性補償演算係数の計算のための処
理（スピンダウン時の最適値探索動作を含む）は省略することができ、その分、処理負担
の軽減を図ることができる。
　またこのような手法によれば、既に係数を計算済みのメディア種類・記録層の組み合わ
せに対しては、初回のスタートアップ動作開始時からその個体の有する温度－最適値特性
に応じた最適な温度特性補償演算係数を用いた温度補償を行うことができる。
【０１６７】
　また、光ディスクの個体ごとに個別の温度補償を行うようにすることもできる。
　その場合には、装填された光ディスクの個体の別を判別することになる。ここで、光デ
ィスクがライタブルディスクである場合には、例えばディスク上の所定領域に個体識別番
号情報（ディスクＩＤ）を書き込むようにすることで、以降の装填時における光ディスク
の個体判別を可能とする。また、ＲＯＭタイプの光ディスクについては、予めディスク上
の所定領域にディスクＩＤを記録するようにしておき、装置側で該ＩＤを読み出して個体
判別を行う。
　なお、これらの個体判別手法はあくまで一例に過ぎず、例えばＢＣＡ（バーストカッテ
ィングエリア）にディスクＩＤを記録しておきこれを識別するなど、他の手法を採ること
もできる。
【０１６８】
　この場合は、スタートアップ動作時の最適値調整動作によって求めた最適値とそのとき
の温度情報と、スピンダウン時の最適値探索動作で求めた最適値とそのときの温度情報と
に基づき計算した新たな温度特性補償演算係数を、例えば上記で例示した手法によって取
得したディスクＩＤの別に応じて個別に記憶する。図１７は、これにより記憶された情報
の一例を示している。
【０１６９】
　そしてこの場合は、スタートアップ動作の開始時において、図１７に示した情報を参照
し、装填された光ディスクのディスクＩＤに対応する温度特性補償演算係数が既に計算済
みであるか否かを判別し、該当する温度特性補償演算係数が計算済みである場合には、該
温度特性補償演算係数を用いてスタートアップ初期調整値の計算・設定を行う。また、該
当する温度特性補償演算係数が計算済みでない場合は、デフォルトの温度特性補償演算係
数を用いたスタートアップ初期調整値の計算・設定を行う。
【０１７０】
　これにより、光ディスクの個体ごとに応じた最適な温度補償を実現できる。
　また、上記手法によれば、既に係数を計算済みの光ディスクについては改めての係数の
計算のための処理を省略することができる。
【０１７１】
　ここで、先に述べたように、スタートアップ時とスピンダウン時とで取得した２点から
計算される［式２］の直線において、第１項の傾き成分は主に光学ピックアップＯＰに固
有の最適値の温度依存性を表現するのに対し、第２項のオフセット成分は、主に光ディス
クに固有の収差分（記録層ごとの収差分も含む）を表現するものとなる。
　この点を考慮すると、上記のようにしてメディア種類や記録層の別、光ディスクの個体
の別に応じた個別の温度補償を行うことを前提とした場合には、温度補償に用いる温度－
最適値特性のオフセット成分としては、実施の形態の場合のように「出荷時 平均特性」
のオフセット成分を用いるものとはせず、［式２］で計算されるオフセット成分をそのま
ま用いるようにした方がより適正な温度補償とできることに気づく。
　この点より、上記のようにメディア種類や記録層の別、光ディスクの個体の別に応じた
個別の温度補償を行うとした場合には、スタートアップ初期調整値の算出にあたり用いる
計算式として、先に説明した［式４］に代えて、［式２］をそのまま用いるようにするこ
とが、より適正な温度補償の実現化のために有効となる。
【０１７２】
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　ところで、上記による説明では、スタートアップ開始時の温度補償のみについて言及し
たが、リアルタイム調整動作に関しても、上記のようなメディア種類や記録層の別、光デ
ィスクの個体の別に応じた個別の調整動作とすることができる。つまりその場合は、図１
６や図１７に示す情報を用いて、メディア種類や記録層の別、光ディスクの個体の別に応
じた個別のリアルタイム調整演算係数を計算するものとし、これを装填された光ディスク
のメディア種類の別や個体の別、リアルタイム調整動作を行う記録層の別に応じて使い分
けるようにすればよい。
【０１７３】
　また、これまでの説明では、最適値の探索動作の際に用いる評価値としてジッタ値を採
用する場合を例示したが、例えばビットエラーレートの値やウォブル信号の振幅値、ＲＦ
信号の振幅値、差メトリックについての評価値（２値化処理にＰＲＭＬが採用される場合
で、理想値からの誤差や偏差を表した値）といった他の評価値を採用することもできる。
　何れにしても本発明における評価値としては、光ディスクからの反射光に基づいて得ら
れるもので再生信号品質の評価指標となるものであればよい。
【０１７４】
　また、これまでの説明では、本発明が光ディスクについての記録及び再生の双方が可能
な記録再生装置に適用される場合を例示したが、本発明としては、光ディスクに対する再
生のみが可能とされた再生装置（再生専用装置）に対しても好適に適用することができる
。
【符号の説明】
【０１７５】
　１　記録再生装置、２　スピンドルモータ（ＳＰＭ）、３　スレッド機構、４　マトリ
クス回路、５　リーダ／ライタ（ＲＷ）回路、５ａ　評価器、６　変復調回路、７　ＥＣ
Ｃエンコーダ／デコーダ、８　ウォブル回路、９　アドレスデコーダ、１０　システムコ
ントローラ、１１　サーボ回路、１２　スピンドルサーボ回路、１３　レーザドライバ、
１４　温度センサ、１５　ＡＶシステム、ＯＰ　光学ピックアップ、Ｄ　ディスク、２３
　エキスパンダ（可動レンズ）、２４　固定レンズ、２５　アクチュエータ、３１　ＤＳ
Ｐ、３１Ｓ　球面収差補正値設定部、３１Ｂ　フォーカスバイアス設定部、３１Ｆ　フォ
ーカスサーボ演算部、３１Ｔ　トラッキングサーボ演算部、３３Ｓ　球面収差補正ドライ
バ、３３Ｆ　フォーカスドライバ、３３Ｔ　トラッキングドライバ
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