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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの記録マークが形成された記録層と、
　集光光学系により集光されたレーザ光束の照射を受けることにより、前記集光光学系の
光学性能と前記レーザ光束の波長とで定まる回折限界よりも小さい長さを有する当該記録
マークから情報を再生可能とする超解像機能層と、
　前記記録層及び前記超解像機能層を被覆し、前記レーザ光束を透過させる保護層と
　を備え、
　前記レーザ光束に対する前記保護層の屈折率をｎとし、前記レーザ光束の波長をλとし
、前記記録マークの深さをｄｓとしたとき、
　前記超解像機能層は、当該集光されたレーザ光束の照射を受けたとき、前記記録層上に
、前記記録マークを照射する中心光と該中心光よりも外側領域を照射する周辺光とからな
る集光スポットを形成し、
　前記周辺光に対する前記中心光の位相差がプラスの場合にはｄｓ＞λ／４ｎの条件式を
満たし、
　前記周辺光に対する前記中心光の位相差がマイナスの場合にはｄｓ＜λ／４ｎの条件式
を満たすように構成された
　ことを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項２】
　請求項１に記載の光情報記録媒体であって、
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　前記位相差の絶対値は、１０度以上であることを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項３】
　少なくとも１つの記録マークが形成された記録層と、
　集光光学系により集光されたレーザ光束の照射を受けることにより、前記集光光学系の
光学性能と前記レーザ光束の波長とで定まる回折限界よりも小さい長さを有する当該記録
マークから情報を再生可能とする超解像機能層と、
　前記記録層及び前記超解像機能層を被覆し、前記レーザ光束を透過させる保護層と
　を備え、
　前記レーザ光束に対する前記保護層の屈折率をｎとし、前記レーザ光束の波長をλとし
、前記記録マークの深さをｄｓとしたとき、
　前記超解像機能層は、前記回折限界よりも小さい長さを有する当該記録マークの深さｄ

ｓが０からλ／２ｎの範囲において、再生信号振幅が最大となる第１種のピークと、前記
第１種のピークに対応する再生信号振幅よりも小さい値で極大となる第２種のピークとの
両方を生じさせるように構成され、
　前記記録マークの深さｄｓは、前記第１種のピークが生じるピット深さ又は前記第２種
のピークが生じるピット深さである
　ことを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の光情報記録媒体であって、
　前記記録層に形成され前記回折限界以上の長さを有する記録マークの深さは、前記回折
限界よりも小さい長さを有する当該記録マークの深さｄｓと異なる深さであって、前記回
折限界以上の長さを有する当該記録マークの深さとλ／４ｎとの差は、前記回折限界より
も小さい長さを有する前記記録マークの深さｄｓとλ／４ｎとの差に比べて小さい
　ことを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の光情報記録媒体であって、
　前記回折限界以上の長さを有する記録マークのみを用いる光ディスクが有する機能と同
じ機能を少なくとも有する特性である下位互換性を有することを特徴とする光情報記録媒
体。
【請求項６】
　請求項５に記載の光情報記録媒体であって、
　前記回折限界以上の長さを有する記録マークのみを用いる光ディスクは、ブルーレイデ
ィスクであることを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の光情報記録媒体に情報データを記録又は前記光
情報記録媒体から情報データを再生する記録再生装置であって、
　前記光情報記録媒体に前記レーザ光束を照射し、前記光情報記録媒体からの戻りレーザ
光束を検出する光ヘッドと、
　前記光ヘッドを駆動し、前記光情報記録媒体に情報データを記録するときの前記レーザ
光束の照射強度を制御するレーザ駆動部と、
　前記光情報記録媒体の種類を判定するディスク種類判定部と、
　前記超解像機能層が前記レーザ光束の照射を受けたとき、前記記録層上に、前記レーザ
光束によって形成される集光スポットの中心光と該中心光よりも外側領域を照射する周辺
光において、前記周辺光に対する前記中心光の位相差と、前記中心光と該中心光よりも外
側領域を照射する前記周辺光の反射率の比率とに基づいて、前記レーザ光束の照射強度の
設定情報を保持する設定情報記憶部と、
　前記ディスク種類判定部で判定されたディスク種類情報に基づいて、前記設定情報記憶
部に保持される前記レーザ光束の照射強度の設定情報の中から、前記レーザ光束の照射強
度を選択し、該選択された照射強度の設定情報を前記レーザ駆動部に送出して前記レーザ
光束の照射強度を設定するレーザ照射強度設定部と
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　を備えたことを特徴とする記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクなどの光情報記録媒体及び記録再生装置に関し、特に、超解像機
能層を含む光情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄ
ｉｓｃ：デジタル多用途ディスク）及びＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ：ブルーレイデ
ィスク；登録商標）といった光ディスクは、レーザ光の照射を受けて映像データ及び音楽
データなどの情報の記録、並びに、記録情報の再生を行うことを目的として使用される光
情報記録媒体である。光ディスクは、世代を重ねるにつれて大容量の発展を続けている。
例えば、ＣＤについては、光透過層であるディスク基板の厚みが約１．２ｍｍ、レーザ光
波長が約７８０ｎｍ、対物レンズの開口数（ＮＡ：Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　Ａｐｅｒｔｕｒ
ｅ）が０．４５であり、６５０ＭＢの容量が実現されている。また、ＣＤよりも後の世代
のＤＶＤでは、光透過層であるディスク基板の厚みが約０．６ｍｍ、レーザ光波長が約６
５０ｎｍ、ＮＡが０．６であり、４．７ＧＢの容量が実現されている。ＤＶＤは、例えば
、厚みが約０．６ｍｍのディスク基板を２枚互いに貼り合わせることで作製され、約１．
２ｍｍの厚みを有する。
【０００３】
　更なる高記録密度を有するＢＤの規格では、情報記録面を被覆する保護層（光透過層）
の厚みが約０．１ｍｍ、レーザ光波長が約４０５ｎｍ、ＮＡが０．８５である。単一の情
報記録面を有する単層ＢＤは約２５ＧＢの容量を有し、２層の情報記録面を有する２層デ
ィスクは約５０ＧＢの大容量を有するため、高精細なハイビジョン映像の長時間のデータ
をＢＤに記録することができる。
【０００４】
　ハイビジョン映像の解像度以上の高解像度を有する次世代高精細映像及び立体映像など
のように一般ユーザーが扱うデータの量は膨大なものに増えていくと予想されており、Ｂ
Ｄの容量を超える大容量なデータを蓄積可能な大容量光ディスクが求められている。
【０００５】
　上記したように光ディスクの大容量化は、レーザ光波長の短波長化と対物レンズの高Ｎ
Ａ化とにより対物レンズの焦点面における集光スポットサイズを微小化するとともに、記
録層のトラック上の記録マークのサイズを微小化することで達成されてきた。しかしなが
ら、集光スポットサイズの微小化には、対物レンズの光学性能とレーザ光波長とで定まる
物理的限界が存在する。具体的には、レーザ光波長λと対物レンズのＮＡとで決まる回折
限界λ／（４ＮＡ）が、再生可能な記録マークのサイズの限界であるといわれていた。
【０００６】
　近年、その物理的限界を超えて高密度記録再生を実現するものとして、レーザ光強度に
応じて光学特性（光吸収特性及び／又は光透過特性など）が非線形に変化する超解像機能
層を有する光ディスク（以下「超解像光ディスク」とも呼ぶ。）が注目されている。この
超解像機能層にレーザ光の集光スポットが照射されると、その照射領域のうち光強度の強
い、あるいは、温度の高い局所的な部分で屈折率などの光学特性が変化し、その局所的な
部分（以下「開口部」とも呼ぶ。）によって集光スポット径が小さくなる。このため、超
解像光ディスクを用いれば、従来使用されていたＢＤ用の光ヘッドを備えた記録再生装置
によって、ＢＤの回折限界λ／（４ＮＡ）よりも小さい記録マークから情報を再生するこ
とが可能となる。よって、超解像光ディスクを用いれば、例えば、波長４０５ｎｍのレー
ザ光とＮＡ＝０．８５の対物レンズとを用いる記録再生装置によって、ＢＤの記録密度よ
りも高い記録密度によるデータの記録及び再生を実現することができる。
【０００７】
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　しかしながら、超解像光ディスクの更なる高記録密度化及び大容量化の要求がある。こ
のため、超解像光ディスクの超解像機能層に用いることができる好適な材料の選択ととも
に、超解像光ディスクの層構造及び記録マークの最適化が望まれている。
【０００８】
　超解像光ディスクに関する先行技術文献としては、例えば、特許第３８６６０１６号公
報（特許文献１）、特表２００７－５０６２１９号公報（特許文献２）及び特開２００９
－３７６９８号公報（特許文献３）が挙げられる。また、超解像光ディスクの光学特性を
測定する方法が下記の非特許文献１に開示されている。
【０００９】
　特許文献１，２には、超解像構造を有する光ディスクが開示されている。この光ディス
クにおいては、超解像ピット（回折限界よりも小さな凹凸状の記録マーク）のピット深さ
が、非超解像ピット（回折限界よりも大きな凹凸状の記録マーク）のピット深さと比べて
浅くされる。これにより、超解像ピットの再生信号の変調量を増加させることができる。
【００１０】
　また、特許文献３には、超解像層を有する光学情報記録媒体が開示されている。この光
学情報記録媒体では、媒体への熱負荷を軽減して再生性能を確保するために、全てのピッ
ト深さがλ／（１０ｎ）からλ／（６ｎ）までの範囲内に限定されている。なお、λはレ
ーザ光の波長を示し、ｎはレーザ光が透過する基板の屈折率を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第３８６６０１６号公報
【特許文献２】特表２００７－５０６２１９号公報
【特許文献３】特開２００９－３７６９８号公報（段落００１０～００１２など）
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｓｈｕｉｃｈｉ　Ｏｈｋｕｂｏほか２名、“Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　
ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ　ｏｆ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｎｓｔａｎｔｓ　ｆｏｒ　ＩｎＳｂ
　ｆｉｌｍｓ　ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｍｏｌｔｅｎ　ｐｈａｓｅｓ”、　Ａｐｐｌｉｅｄ
　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　９２、　０１１９１９　（２００８）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　超解像光ディスクについては、回折限界よりも小さな記録マークから得られる再生信号
の強度又は振幅を最大限に大きくすることが望まれる。しかしながら、特許文献１～３に
開示されているピット深さの設定条件は、超解像構造又は超解像層の反射率、透過率及び
位相などの光学特性に関し、これら光学特性の組み合わせの限定された設定条件を示して
いるに過ぎない。超解像光ディスクの構造に関する設定条件の選択性を拡げるためにも、
再生信号振幅を大きくするための他の好適な設定条件が求められている。
【００１４】
　上記に鑑みて、本発明の目的は、超解像ピットから得られる再生信号振幅を最適化し得
る構造を有する光情報記録媒体、並びに、前記光情報記録媒体に情報データを記録及び前
記光情報記録媒体から情報データを再生する記録再生装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様による光情報記録媒体は、少なくとも１つの記録マークが形成された記
録層と、集光光学系により集光されたレーザ光束の照射を受けることにより、前記集光光
学系の光学性能と前記レーザ光束の波長とで定まる回折限界よりも小さい長さを有する当
該記録マークから情報を再生可能とする超解像機能層と、前記記録層及び前記超解像機能
層を被覆し、前記レーザ光束を透過させる保護層とを備え、前記レーザ光束に対する前記
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保護層の屈折率をｎとし、前記レーザ光束の波長をλとし、前記記録マークの深さをｄｓ

としたとき、前記超解像機能層は、当該集光されたレーザ光束の照射を受けたとき、前記
記録層上に、前記記録マークを照射する中心光と該中心光よりも外側領域を照射する周辺
光とからなる集光スポットを形成し、前記周辺光に対する前記中心光の位相差がプラスの
場合にはｄｓ＞λ／４ｎの条件式を満たし、前記周辺光に対する前記中心光の位相差がマ
イナスの場合にはｄｓ＜λ／４ｎの条件式を満たすように構成されたことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の他の態様による光情報記録媒体は、少なくとも１つの記録マークが形成された
記録層と、集光光学系により集光されたレーザ光束の照射を受けることにより、前記集光
光学系の光学性能と前記レーザ光束の波長とで定まる回折限界よりも小さい長さを有する
当該記録マークから情報を再生可能とする超解像機能層と、前記記録層及び前記超解像機
能層を被覆し、前記レーザ光束を透過させる保護層とを備え、前記レーザ光束に対する前
記保護層の屈折率をｎとし、前記レーザ光束の波長をλとし、前記記録マークの深さをｄ

ｓとしたとき、前記超解像機能層は、前記回折限界よりも小さい長さを有する当該記録マ
ークの深さｄｓが０からλ／２ｎの範囲において、再生信号振幅が最大となる第１種のピ
ークと、前記第１種のピークに対応する再生信号振幅よりも小さい値で極大となる第２種
のピークとの両方を生じさせるように構成され、前記記録マークの深さｄｓは、前記第１
種のピークが生じるピット深さ又は前記第２種のピークが生じるピット深さであることを
特徴とする。
【００１８】
　本発明のさらに他の態様による記録再生装置は、上記光情報記録媒体に情報データを記
録又は前記光情報記録媒体から情報データを再生する記録再生装置であって、前記光情報
記録媒体に前記レーザ光束を照射し、前記光情報記録媒体からの戻りレーザ光束を検出す
る光ヘッドと、前記光ヘッドを駆動し、前記光情報記録媒体に情報データを記録するとき
の前記レーザ光束の照射強度を制御するレーザ駆動部と、前記光情報記録媒体の種類を判
定するディスク種類判定部と、前記超解像機能層が前記レーザ光束の照射を受けたとき、
前記記録層上に、前記レーザ光束によって形成される集光スポットの中心光と該中心光よ
りも外側領域を照射する周辺光において、前記周辺光に対する前記中心光の位相差と、前
記中心光と該中心光よりも外側領域を照射する前記周辺光の反射率の比率とに基づいて、
前記レーザ光束の照射強度の設定情報を保持する設定情報記憶部と、前記ディスク種類判
定部で判定されたディスク種類情報に基づいて、前記設定情報記憶部に保持される前記レ
ーザ光束の照射強度の設定情報の中から、前記レーザ光束の照射強度を選択し、該選択さ
れた照射強度の設定情報を前記レーザ駆動部に送出して前記レーザ光束の照射強度を設定
するレーザ照射強度設定部とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明が適用された光情報記録媒体は、超解像ピットから得られる再生信号振幅を最適
化し得る構造を有するので、高密度記録を実現することができるとともに、再生信号品質
の向上を実現することができる。
【００２０】
　また、本発明が適用された記録再生装置は、上記光情報記録媒体に対する高密度記録を
実現することができるとともに、上記光情報記録媒体からの再生信号の品質の向上を実現
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】（Ａ）は、本発明の実施の形態１に係る光情報記録媒体の構造例を示す概略断面
図であり、（Ｂ）は、光情報記録媒体の超解像機能層の一例を示す概略断面図である。
【図２】光情報記録媒体の記録層に記録された情報ピット群を概略的に示す平面図である
。
【図３】ピット深さに対する超解像ピットの再生信号振幅の変化を示すグラフである。
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【図４】ピット深さに対する再生信号振幅の変化を示すグラフである。
【図５】各位相差における、ピット深さに対する再生信号振幅の変化を示すグラフである
。
【図６】（Ａ）は、本発明の実施の形態２に係る記録再生装置にローディングされた記録
型の光情報記録媒体の構成例を示す概略断面図であり、（Ｂ）は、超解像機能層の一例を
示す概略断面図であり、（Ｃ）は、超解像機能層の他の例を示す概略断面図である。
【図７】実施の形態２に係る記録再生装置の主要な構成を概略的に示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
実施の形態１．
　図１（Ａ）は、本発明の実施の形態１に係る光情報記録媒体１の構成例を示す概略断面
図である。この光情報記録媒体１は、再生専用（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ）型の超解像光ディ
スクの一例である。図１（Ａ）に示されるように、この光情報記録媒体１は、基板１０と
、この基板１０上（図１（Ａ）においては、基板１０の下側の面上）に形成された記録層
１１と、この記録層１１上（図１（Ａ）においては、記録層１１の下側の面上）に形成さ
れた超解像機能層１２と、これら記録層１１及び超解像機能層１２を被覆するように超解
像機能層１２上（図１（Ａ）においては、超解像機能層１２の下側の面上）に形成された
保護層１３とを有する。
【００２３】
　基板１０は、例えば、ポリカーボネート又はガラスなどの材料で構成される。保護層１
３は、記録再生装置の光ヘッド、すなわち、光ピックアップ（例えば、後述の図７に示さ
れる光ピックアップ４０）の対物レンズなどの集光光学系２５により集光されたレーザ光
束２６を透過させる透光性材料からなる。保護層１３は、例えば、薄い透光性樹脂シート
を透明接着層を介して超解像機能層１２に貼り付けたり、又は、スピンコート法により超
解像機能層１２に紫外線硬化樹脂を塗布しこれを紫外線照射で硬化させたりすることで形
成される。
【００２４】
　記録層１１の光入射側の面（図１（Ａ）においては、記録層１１の下側の面）には、凹
状の記録マークすなわちピットが形成されている。記録層１１は、例えば、エンボス加工
により形成されたピット列及び／又は溝からなる微細な凹凸パターンと、この凹凸パター
ン上に形成されたアルミニウムなどの反射膜とで構成される。記録マークであるピットは
、集光光学系２５のＮＡ（開口数）とレーザ光束２６の波長λとで定まる回折限界λ／（
４ＮＡ）よりも小さいサイズのピット（超解像ピット）をも含む。
【００２５】
　超解像機能層１２は、レーザ光束２６の照射を受けて超解像現象を起こし、集光光学系
２５の光学性能とレーザ光束２６の波長λとで定まる回折限界よりも小さい長さを有する
記録マークからの情報の、再生装置（光ディスクプレーヤ）による再生（以下「超解像再
生」とも呼ぶ。）を可能とするものである。超解像機能層１２は、記録層１１に隣接する
ように形成され、且つ、記録層１１と保護層１３との間に介在している。超解像機能層１
２は、保護層１３を透過したレーザ光束２６の集光スポットの照射を受ける間、屈折率な
どの光学特性が変化する特性（例えば、非線形光吸収特性又は非線形光特性）を有するも
のである。レーザ光束２６の集光スポットの照射を受けた超解像機能層１２には、光学特
性が変化した局所的な領域すなわち光学的な開口部１２ａが形成される。この光学的な開
口部１２ａによって、記録層１１上における集光スポット径が小さくなり、回折限界より
も小さいサイズの記録マークを高い分解能で検出し、当該記録マークから情報を再生する
ことができる。
【００２６】
　図１（Ｂ）は、光情報記録媒体１の超解像機能層１２の構造例を示す概略断面図である
。図１（Ｂ）に示されるように、超解像機能層１２は、例えば、誘電体層１２１、干渉層
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１２２、非線形材料層１２３、干渉層１２４及び誘電体層１２５を含んで、且つ、これら
の層１２１～１２５を積層させて構成される。非線形材料層１２３では、集光されたレー
ザ光束２６の照射を受けることによって、光の吸収熱及び／又は電子励起などの現象によ
る光学特性の変化が起こり、集光スポット内の局所的な領域に屈折率の変化が生じる。当
該局所的な領域の屈折率変化により、その領域の光の反射率及び位相が変化する。本出願
では、このような集光スポット内の屈折率変化を伴う局所的な領域を「開口部」又は「光
学的な開口部」と呼ぶ。
【００２７】
　非線形材料層１２３の構成材料は、光学的な開口部１２ａを形成し得るものであれば、
特に限定されない。その構成材料として、例えば、Ｇｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系材料、Ａｇ－Ｉｎ
－Ｓｂ－Ｔｅ系材料、Ｓｂ－Ｔｅ系材料、及びＩｎ－Ｓｂ系材料の内の何れか１つ以上の
材料を使用することができる。あるいは、ＺｎＯなどの金属酸化物材料により非線形材料
層１２３を構成してもよい。
【００２８】
　超解像機能層１２全体の光学特性は、誘電体層１２１、干渉層１２２、非線形材料層１
２３、干渉層１２４及び誘電体層１２５からなる多層膜構造における内部多重反射光の重
ね合わせにより定まる。このような内部多重反射光の重ね合わせにより、超解像機能層１
２の反射率と光の位相変化量が決まる。
【００２９】
　なお、超解像機能層１２の構造は、図１（Ｂ）に示した内部構造に限定されない。例え
ば、超解像機能層１２は、必ずしも、図１（Ｂ）で例示した誘電体層１２１、干渉層１２
２、干渉層１２４及び誘電体層１２５の全ての層を含む必要はなく、これらの層のうちの
一部を必要に応じて省略してもよい。逆に、図１（Ｂ）で例示した誘電体層１２１、干渉
層１２２、干渉層１２４及び誘電体層１２５以外に、必要に応じて層を追加してもよい。
【００３０】
　なお、超解像再生機構を有する光情報記録媒体に関しては、超解像現象を起こす方式と
して、特許文献１に開示されているヒートモード方式（超解像機能層１２のビームスポッ
ト照射領域で温度を一定値以上として光学特性を変化させる方式）もしくはフォトンモー
ド方式（超解像機能層１２のビームスポット照射領域でフォトン量を一定値以上として光
学特性を変化させる方式）が存在する。また、超解像再生機構を有する光情報記録媒体に
超解像現象を起こす方式として、特許文献１に開示されているように、超解像機能層で再
生光パワーに対する温度変化又は光量変化による反射率変化をほとんど生じさせない方式
も存在する。
【００３１】
　超解像機能層１２としては、様々な種類の構成材料と膜構造を有するものが考えられる
。実施の形態１に係る光情報記録媒体１では、超解像機能層１２は、集光スポットよりも
小さなサイズの局所的な、且つ、光学的な開口部１２ａの光学特性と光学的な開口部１２
ａの周辺部の光学特性との間に差を生じさせ、この結果、回折限界以下の小さな記録マー
クから情報を再生可能とする構造を有していればよい。後述するように、光情報記録媒体
１は、このような構造であっても、再生光パワーに対する反射率変化をほとんど生じさせ
ず、温度変化又は光量変化による反射率変化を利用しない超解像機能層を有する光情報記
録媒体１を実現することができる。
【００３２】
　光学的な開口部１２ａとその周辺部での各光学特性は、反射率と位相などの光学パラメ
ータに帰着される。光学的な開口部１２ａの前記光学パラメータは、超解像再生時のある
高温状態下での光学特性から算出又は実験的に求められるものであり、また、その周辺部
での光学パラメータは、前記超解像再生時のある高温状態に至るまでの比較的低温状態下
での光学特性から算出又は実験的に求められるものである。以下、光学的な開口部１２ａ
の反射光と光学的な開口部１２ａの周辺部の反射光との間の位相差Δφ、及び、光学的な
開口部１２ａの周辺部での反射率Ｒｎｒに対する光学的な開口部１２ａの反射率Ｒｓｒの
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比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒという２つのパラメータを用いて本実施の形態を説明する。ここで、
位相差Δφは、光学的な開口部１２ａの周辺部に対する光学的な開口部１２ａの反射光の
位相差である。
【００３３】
　図２は、光情報記録媒体１の記録層１１に記録された情報ピット群を概略的に示す平面
図である。情報ピット群は、図２に示されるように、回折限界λ／（４ＮＡ）よりも小さ
いマーク長を有する超解像ピット１１１と、回折限界λ／（４ＮＡ）以上のマーク長を有
する非超解像ピット１１０とからなり、これら超解像ピット１１１及び非超解像ピット１
１０は、光情報記録媒体１のタンジェンシャル方向（Ｘ軸方向）の情報トラックに沿って
配列されている。情報トラックは、光ディスクである光情報記録媒体１の径方向（Ｚ軸方
向）に対し垂直な方向に延在している。
【００３４】
　図２には、この記録層１１に形成された集光スポット３２も模式的に示されている。集
光スポット３２は、情報トラックを照射する中心光３２ｃと、その外側領域を照射する周
辺光３２ｐとからなる。中心光３２ｃは、超解像機能層１２において光学特性が局所的に
変化した光学的な開口部１２ａで発生した局在光である。周辺光３２ｐは、光学的な開口
部１２ａの光学特性とは異なる光学特性の領域（光学的な開口部１２ａの周辺の領域）で
発生した光である。
【００３５】
　以下、超解像ピット１１１から得られる再生信号振幅のピット深さに対する依存性をシ
ミュレーションにより得た結果について説明する。本発明者は、このシミュレーションに
より得られた結果から、超解像ピット１１１から得られる再生信号振幅を大きくすること
ができる超解像機能層１２の光学特性及びピット深さの設定条件を見出した。このような
設定条件は、上記特許文献１～３には開示されていない。
【００３６】
　図３は、シミュレーションにより得られた、ピット深さに対する超解像ピット１１１の
再生信号振幅の変化を示すグラフである。図３のグラフにおいて、横軸は、ピット深さを
示し、縦軸は、正規化された再生信号振幅を示している。このシミュレーションでは、超
解像ピット１１１として、マーク長Ｌ１が７５ｎｍのピットが使用され、波長４０５ｎｍ
のレーザ光が使用された。超解像現象が発生するとき、図２の中心光３２ｃの領域と周辺
光３２ｐの領域との境界で反射率は急峻に変化する。
【００３７】
　図３には、光学的な開口部１２ａの反射率Ｒｓｒと光学的な開口部１２ａの周辺部の反
射率Ｒｎｒとの比率（反射率比率）Ｒｓｒ／Ｒｎｒを１±０．５とし、光学的な開口部１
２ａの反射光（中心光３２ｃ）と光学的な開口部１２ａの周辺部の反射光（周辺光３２ｐ
）との間の位相差Δφを±３０度とした場合の結果が示されている。ここで、反射率Ｒｓ

ｒ及び反射率Ｒｎｒの各々は、光の振幅反射率である。光学的な開口部１２ａの反射光の
光パワー（光電力）は、反射率Ｒｓｒの２乗に比例し、光学的な開口部１２ａの周辺部の
反射光の光パワー（光電力）は、反射率Ｒｎｒの２乗に比例する。
【００３８】
　図３の結果から、超解像機能層１２の光学特性（反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ及び位相差
Δφ）の設定に応じて、超解像ピット１１１から得られる再生信号振幅が最大ピークを形
成するピット深さが異なることが分かる。一般的に、超解像効果を利用しないＢＤ及びＤ
ＶＤなどの従来の光ディスクでは、再生信号振幅が理論上最大となるピット深さは、λ／
（４ｎ）である。なお、λはレーザ光束の波長を示し、ｎは保護層１３の屈折率を示す。
ところが、超解像ピット１１１を再生する場合、従来の光ディスクで再生信号振幅が理論
上最大となるピット深さλ／（４ｎ）を基準とし、このピット深さλ／（４ｎ）よりも浅
い側で最大ピークが形成される場合と、ピット深さλ／（４ｎ）よりも深い側で最大ピー
クとなる場合とが存在している。また、前記最大ピークが存在するピット深さとはピット
深さλ／（４ｎ）を基準に対称的な位置に前記最大ピークの値よりも小さい値を持つ極大
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ピークが存在する。すなわち、前記従来の光ディスクで再生信号振幅が最大となるように
ピット深さλ／（４ｎ）が設定されても、超解像ピット１１１から得られる再生信号振幅
の最大化又は増大化を図ることが難しい。
【００３９】
　本出願では、超解像機能層１２の光学特性の設定ごとに存在する再生信号振幅の前記最
大ピーク及び前記極大ピークを、それぞれ、第１種のピーク及び第２種のピークと呼ぶこ
ととする。
【００４０】
　図３において、浅い側で最大ピーク（第１種のピーク）を形成する光学特性の条件は、
以下の２つの場合（光学特性条件（ａ）及び（ｂ））である。
（ａ）反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ＝１＋０．５、且つ、位相差Δφ＝－３０度の場合、
（ｂ）反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ＝１－０．５、且つ、位相差Δφ＝＋３０度の場合。
【００４１】
　これら光学特性条件（ａ）及び（ｂ）のいずれか場合は、特許文献１～３で説明されて
いる条件、すなわち、ピット深さがλ／（４ｎ）より浅いときに、超解像ピットから得ら
れる再生信号強度が最大ピークを形成する条件を表しているといえる。
【００４２】
　一方、図３において、深い側で最大ピーク（第１種のピーク）を形成する光学特性の条
件は、以下の２つの場合（光学特性条件（ｃ）及び（ｄ））である。
（ｃ）反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ＝１＋０．５、且つ、位相差Δφ＝＋３０度の場合、
（ｄ）反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ＝１－０．５、且つ、位相差Δφ＝－３０度の場合。
【００４３】
　このように、ピット深さがλ／（４ｎ）より深い側で超解像ピット１１１から得られる
再生信号強度が最大ピークを形成した結果については、特許文献１～３には開示されてい
ない。ピット深さがλ／（６ｎ）より浅い条件だけではなく、ピット深さがλ／（６ｎ）
より深い側にも最大ピークが得られる条件は存在する。
【００４４】
　図３の反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ及び位相差Δφのそれぞれの大きさに限ることなく、
反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ及び位相差Δφを更に変更して行なったシミュレーション結果
も、図３と同様な傾向を示した。
【００４５】
　上記の反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ及び位相差Δφに関する光学特性条件のそれぞれにつ
いて、ピット深さλ／（４ｎ）における再生信号振幅を基準に、当該再生信号振幅よりも
大きい再生信号振幅が得られるピット深さの条件は、実施の形態１の光情報記録媒体１の
好適なピット深さの条件といえる。このようなピット深さは、第１種のピークに対応する
ピット深さに存在する。ただし、「第１種のピークに対応するピット深さ」とは、（第１
種のピークに対応するピット深さ）±（製造誤差）を含む範囲、すなわち、第１種のピー
クに対応するピット深さ付近の範囲である。このとき、第２種のピークは、ピット深さλ
／（４ｎ）での再生信号振幅より小さいので、実施の形態１の光情報記録媒体１の好適な
ピット深さの条件に該当しない。
【００４６】
　以下、第１種のピークについて説明する。図３より、光学特性条件（ａ）及び（ｂ）の
いずれかの場合、実施の形態１の光情報記録媒体１の好適なピット深さｄｓについては、
ピット深さｄｓをλ／（１６．７ｎ）以上、且つ、λ／（４ｎ）未満の範囲に限定するこ
とで超解像ピット１１１から得られる再生信号振幅を大きくすることができる。このとき
、再生信号振幅が最大ピークとなるピット深さは、略λ／（６．２５ｎ）である。
【００４７】
　上記光学特性条件（ｃ）及び（ｄ）のいずれかの場合、実施の形態１の光情報記録媒体
１の好適なピット深さｄｓについては、ピット深さｄｓをλ／（４ｎ）より大きく、且つ
、λ／（２．２７ｎ）以下の範囲に限定することで超解像ピット１１１から得られる再生
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信号振幅を大きくすることができる。このとき、再生信号振幅が最大ピークとなるピット
深さは、略λ／（２．８９ｎ）である。
【００４８】
　更に、ピット深さｄｓを以下に説明する範囲に設定することにより、再生信号振幅の最
大ピーク値の８０％以上を確保することができる。すなわち、光学特性条件（ａ）及び（
ｂ）のいずれかの場合は、ピット深さｄｓを、λ／（１０．５ｎ）以上、且つ、λ／（４
．６ｎ）以下の範囲に限定することが好ましい。また、光学特性条件（ｃ）及び（ｄ）の
いずれかの場合は、ピット深さｄｓを、λ／（３．５６ｎ）以上、且つ、λ／（２．４６
ｎ）以下の範囲に限定することが望ましい。すなわち、光学特性条件（ａ）及び（ｂ）の
いずれかの場合は、式（１）を満たし、光学特性条件（ｃ）及び（ｄ）のいずれかの場合
は、式（２）を満たすことが望ましい。
λ／（３．５６ｎ）≦ｄｓ≦λ／（２．４６ｎ）　・・・（１）
λ／（６ｎ）≦ｄｓ≦λ／（４．６ｎ）　　　　　・・・（２）
【００４９】
　実施の形態１に係る光情報記録媒体１に、非超解像ピット１１０と超解像ピット１１１
が混在して構成されるデータ列が記録される場合、λ／（４ｎ）付近から小さい側又は大
きい側に離れたピット深さを選択すると、非超解像ピット１１０から得られる再生信号振
幅は、その最大ピークから低下してしまう。よって、非超解像ピット１１０から得られる
再生信号振幅は、できる限り大きくすることが望ましい。非超解像ピット１１０から得ら
れる再生信号振幅が最大ピークとなるλ／（４ｎ）にピット深さをできる限り近づけてお
くことは、トータルとしての再生信号品質を確保する観点から望ましい。
【００５０】
　上記の理由から、光学特性条件（ａ）及び（ｂ）のいずれかの場合には、ピット深さｄ

ｓをλ／（６．２５ｎ）以上、且つ、λ／（４ｎ）未満の範囲に限定することが好ましい
。また、光学特性条件（ｃ）及び（ｄ）のいずれかの場合には、ピット深さｄｓをλ／（
４ｎ）より大きく、且つ、λ／（２．８９ｎ）以下の範囲に限定することが好ましい。
【００５１】
　特許文献１～３に開示されているピット深さの範囲であるλ／（１０ｎ）からλ／（６
ｎ）までを除外して考えると、光学特性条件（ａ）及び（ｂ）のいずれかの場合には、ピ
ット深さｄｓをλ／（１６．７ｎ）以上、且つ、λ／（４ｎ）未満の範囲内に限定するこ
とが望ましく、ピット深さλ／（４ｎ）における再生信号振幅よりも大きい再生信号振幅
を確保することができる。更に、ピット深さｄｓをλ／（６ｎ）以上、且つ、λ／（４．
６ｎ）以下の範囲内に限定することが望ましく、この場合には、再生信号振幅としてその
最大ピークの８０％以上を確保することができる。この場合でも、超解像ピット１１１か
ら得られる再生信号振幅を大きくすることができる。
【００５２】
　以上のように、超解像機能層１２のそれぞれの光学特性条件下で、ピット深さに対する
再生信号振幅の特性上に存在する前記第１種のピークの付近のピット深さを選択すること
で、従来の光ディスクで再生信号振幅が理論上最大となるピット深さλ／（４ｎ）を選択
した場合よりも、超解像ピット１１１の再生信号振幅の増大化を図ることができる。
【００５３】
　また、上記の第１種のピークに関する光学特性条件（ａ），（ｂ），（ｃ）及び（ｄ）
のように、光学的な開口部１２ａの反射光と光学的な開口部１２ａの周辺部の反射光との
間の位相差Δφの極性がプラスであるか又はマイナスであるかという第１の事象と、超解
像機能層１２の光学特性である反射率変化率Ｒｓｒ／Ｒｎｒが１より大きいか又は１より
小さいかという第２の事象との組み合わせに基づいて、超解像ピット１１１の深さｄｓ及
び非超解像ピット１１０の深さを設定することができる。
【００５４】
　さらに、上記に説明した一連の特性から、際立って再生信号振幅が大きくなる条件が以
下の通り存在する。
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　浅い側（すなわち、ピット深さがλ／（４ｎ）より小さい側）で、際立って再生信号振
幅の最大ピーク（第１種のピーク）が大きくなる条件は、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒが１
以上、且つ、位相差Δφの極性がマイナスの場合（第１の場合）である。
　また、深い側（すなわち、ピット深さがλ／（４ｎ）より大きい側）で、際立って再生
信号振幅の最大ピーク（第１種のピーク）が大きくなる条件は、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎ

ｒが１以上、且つ、位相差Δφの極性がプラスの場合（第２の場合）である。
【００５５】
　したがって、上記の際立って再生信号振幅が大きくなる条件に設定することで、すなわ
ち、上記第１の場合又は上記第２の場合のいずれかに設定することによって、再生装置に
よる再生時に、良好な再生信号品質を得ることができる。
【００５６】
　これにより、超解像機能層１２の光学特性である反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒの大きさと
位相差Δφの極性との組み合わせに応じて、超解像ピット１１１から得られる再生信号振
幅が大きくなるピット深さｄｓの設定を行なうことができる。逆に、あるピット深さｄｓ

に対して、超解像機能層１２の反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒの大きさと位相差Δφの極性と
が所望の組み合わせとなるように、超解像機能層１２の材料と膜構造とを決定していくこ
とも可能となる。
【００５７】
　超解像機能層１２の反射率及び位相については、その構成材料の複素屈折率（＝ｎ＋ｉ
・ｋ）と膜構造のパラメータを示す各膜の厚みが分かれば、反射率及び位相を求めること
ができる。ここで、ｎは屈折率、ｋは消衰係数、ｉは－１の平方根である。解像機能層１
２の反射率及び位相を求めるためには、超解像機能層１２を実際に基板上にスパッタリン
グなどの方法で蒸着させたテストサンプルを用いて、実験的に反射率と位相を求めればよ
い。このような超解像機能層１２の光学特性を測定する方法は、例えば、上記非特許文献
１に開示されている。
【００５８】
　次に、光学的な開口部１２ａとその周辺部との間の反射率の差を実質的に生じさせない
タイプの超解像機能層１２を有する光情報記録媒体１について説明する。このタイプの超
解像機能層１２では、再生光パワーに対する反射率変化がほとんど無く、温度変化又は光
量変化による反射率変化は利用されない。
【００５９】
　このような光情報記録媒体１の超解像ピット１１１から得られる再生信号振幅とピット
深さｄｓとの間の関係をシミュレーションにより確認した。図４は、このシミュレーショ
ンの結果を示すグラフである。図４のグラフにおいて、横軸は、ピット深さを示し、縦軸
は、正規化された再生信号振幅を示している。このシミュレーションでは、超解像ピット
１１１として、マーク長Ｌ１が７５ｎｍのピットが使用され、波長４０５ｎｍのレーザ光
が使用された。超解像現象が発生するとき、図２の中心光３２ｃの領域と周辺光３２ｐの
領域との境界で反射率はほとんど変化しない。本シミュレーションでは、再生光の低パワ
ーでの非超解像再生時とその高パワーでの超解像再生時とで反射率そのものが変化しない
ということは、超解像再生時に生じる光学的な開口部１２ａの反射率とその周辺部の反射
率との間の差が小さい状態にあるものと考えられる。
【００６０】
　図４は、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒが、０．９５≦Ｒｓｒ／Ｒｎｒ≦１．０５を満たし
、実質的に１であるとの条件を仮定したときの、超解像ピット１１１から得られる再生信
号振幅とピット深さｄｓとの関係を示すものである。このような反射率変化が非常に小さ
な超解像機能層１２の場合でも、光学的な開口部１２ａの反射光（中心光）と光学的な開
口部１２ａの周辺部の反射光（周辺光）との間の位相差Δφが生じるので、回折限界以下
の小さなサイズを有する超解像ピット１１１からも情報を再生することができることが分
かる。
【００６１】
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　図４のグラフによれば、図３のグラフの場合と同様に、ピット深さの変化に対して、再
生信号振幅の最大ピーク（第１種のピーク）と前記最大ピークとなる値よりも小さい値を
持つ極大ピーク（第２種のピーク）とが存在する。
【００６２】
　まず、第１種のピークについて説明する。位相差Δφの極性がマイナスとなる超解像機
能層１２の場合には、ピット深さｄｓをλ／（４ｎ）よりも浅くすることで再生信号振幅
を大きくすることができる。一方、位相差Δφの極性がプラスとなる超解像機能層１２の
場合には、ピット深さｄｓをλ／（４ｎ）よりも深くすることで再生信号振幅を大きくす
ることができることがわかる。
【００６３】
　このように反射率変化がほとんど生じ無い超解像機能層１２を有する光情報記録媒体で
は、光学的な開口部１２ａの反射光（中心光）と光学的な開口部１２ａの周辺部の反射光
（周辺光）との間の位相差Δφの極性がプラスであるか、又はマイナスであるかという事
象に基づいて、超解像ピット１１１の深さｄｓ、及び、非超解像ピット１１０の深さを設
定することができる。
【００６４】
　ある特定のピット深さｄｓで第１種のピーク及び第２種のピークを持つ特性が明確とな
るのは、位相差の絶対値｜Δφ｜が１０度以上の場合である。明確な再生信号強度の増大
効果が得るため、又は、ピット深さｄｓが浅い場合又は深い場合の明確な選択を可能とす
るためには、位相差の絶対値｜Δφ｜は１０度以上とすることが望ましい。例として、図
５に、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ＝１．５で、位相差Δφを５度、８度、１０度、１５度
、２０度に変化させたときの特性を示す。位相差Δφが１０度以上で明確な再生信号強度
の増大効果が得られる。
【００６５】
　光学的な開口部１２ａとその周辺部との間の反射率の差を実質的に生じさせないタイプ
の超解像機能層１２を有する光情報記録媒体１の場合は、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒは、
ピット深さを決定する際の光学特性条件から除外されてよく、上記の位相差Δφに関して
のみ光学特性条件と考えることができる。それぞれの位相差Δφについて、ピット深さλ
／（４ｎ）における再生信号振幅を基準に、それよりも大きい再生信号振幅が得られるピ
ット深さの条件が、実施の形態１の光情報記録媒体１の好適なピット深さの条件といえる
。一般には、超解像機能層１２は、回折限界よりも小さい長さを有する記録マークの深さ
ｄｓが０からλ／（２ｎ）の範囲において、再生信号振幅が最大となる第１種のピークと
、この第１種のピークに対応する再生信号振幅よりも小さい値で極大となる再生信号振幅
の第２種のピークとの両方を生じさせるように構成されることが望ましい。
【００６６】
　したがって、図４より、位相差Δφの極性がマイナスとなる超解像機能層１２の場合、
実施の形態１の光情報記録媒体１の好適なピット深さｄｓについては、ピット深さｄｓを
λ／（２５ｎ）以上、且つ、λ／（４ｎ）未満の範囲に限定することで超解像ピット１１
１から得られる再生信号振幅を大きくすることができる。このとき、再生信号振幅が最大
ピークとなるピット深さは、略λ／（７ｎ）である。
【００６７】
　位相差Δφの極性がプラスとなる超解像機能層１２の場合、実施の形態１の光情報記録
媒体１の好適なピット深さｄｓについては、ピット深さｄｓをλ／（４ｎ）より大きく、
且つ、λ／（２．１５ｎ）以下の範囲に限定することで超解像ピット１１１から得られる
再生信号振幅を大きくすることができる。このとき、再生信号振幅が最大ピークとなるピ
ット深さは、略λ／（２．７８ｎ）である。
【００６８】
　更に、ピット深さを以下に説明する範囲に設定することにより、再生信号振幅の最大ピ
ーク値の８０％以上を確保することができる。すなわち、位相差Δφの極性がマイナスと
なる超解像機能層１２の場合は、ピット深さｄｓをλ／（１１．２ｎ）以上、且つ、λ／
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（５．２ｎ）以下の範囲に限定することが好ましい。また、位相差Δφの極性がプラスと
なる超解像機能層１２の場合には、ピット深さｄｓをλ／（３．２２ｎ）以上、且つ、λ
／（２．４ｎ）以下の範囲に限定することが好ましい。すなわち、位相差Δφの極性がマ
イナスとなる超解像機能層１２の場合は、式（３）を満たし、位相差Δφの極性がプラス
となる超解像機能層１２の場合は、式（４）を満たすことが望ましい。
λ／（１１．２ｎ）＜ｄｓ≦λ／（５．２ｎ）　　・・・（３）
λ／（３．２２ｎ）≦ｄｓ≦λ／（２．４ｎ）　　・・・（４）
【００６９】
　次に、第２種のピークについて述べる。図４によれば、第１種のピーク付近だけでなく
、第２種のピーク付近にも、ピット深さλ／（４ｎ）における再生信号振幅を基準に対し
て、それよりも大きい再生信号振幅が得られるピット深さの条件が存在する。したがって
、記録マークの深さｄｓを、第２種のピークが生じるピット深さとしても、大きい再生信
号振幅が得られる。このようなピット深さは、第２種のピークに対応するピット深さに存
在する。ただし、「第２種のピークに対応するピット深さ」とは、（第２種のピークに対
応するピット深さ）±（製造誤差）を含む範囲、すなわち、第２種のピークに対応するピ
ット深さ付近の範囲である。
【００７０】
　具体的には、位相差Δφの極性がマイナスとなる超解像機能層１２の場合、実施の形態
１の光情報記録媒体１の好適なピット深さｄｓについては、ピット深さｄｓをλ／（２２
．２ｎ）以上、且つ、λ／（６．５８ｎ）未満の範囲に限定することで超解像ピット１１
１から得られる再生信号振幅を大きくすることができる。
【００７１】
　位相差Δφの極性がプラスとなる超解像機能層１２の場合、実施の形態１の光情報記録
媒体１の好適なピット深さｄｓについては、ピット深さｄｓをλ／（２．９８ｎ）以上、
且つ、λ／（２．２ｎ）未満の範囲に限定することで超解像ピット１１１から得られる再
生信号振幅を大きくすることができる。
【００７２】
　更に、ピット深さを以下に説明する範囲に設定することにより、再生信号振幅の最大ピ
ーク値の８０％以上を確保することができる。すなわち、位相差Δφの極性がマイナスと
なる超解像機能層１２の場合は、ピット深さｄｓをλ／（１４．９ｎ）以上、且つ、λ／
（６．６ｎ）以下の範囲に限定することが好ましい。また、位相差Δφの極性がプラスと
なる超解像機能層１２の場合は、ピット深さｄｓをλ／（２．８６ｎ）以上、且つ、λ／
（２．３ｎ）以下の範囲に限定することが好ましい。
【００７３】
　なお、フォトリソグラィー技術によってディスク原盤上にピットを形成する場合には、
２種類の感度の異なるフォトレジストを重ねて積層し、露光強度をピット深さｄｓに応じ
て変化させて、感光されるレジストの深さに変化を与える露光を行なえばよい。
【００７４】
　以上では、超解像ピット１１１から得られる再生信号振幅を大きくするためのピット深
さｄｓに関して説明し、非超解像ピット１１０のピット深さについては特に限定をせずに
説明した。非超解像ピット１１０からの情報再生では、光学的な開口部１２ａによるピッ
ト検出効果に比べ、超解像再生機構を持たない従来の光ディスクと同様、集光スポット３
２全体で検出する再生機構が支配的となる。よって、非超解像ピット１１０から得られる
再生信号は、ほぼλ／（４ｎ）のピット深さを有するときに最大振幅を形成し、λ／（４
ｎ）よりも浅い側と深い側に向かうにつれてその振幅が小さくなる。
【００７５】
　また、ピット列からなる情報トラックで回折される光を用いてプッシュプル信号を検出
することができるようにしておく場合は、非超解像ピット１１０から得られる再生信号振
幅のＳＮＲ（信号対雑音比）とプッシュプル信号の振幅とは互いにトレードオフ関係にあ
る。これに鑑みて、非超解像ピット１１１の深さをλ／（７ｎ）からλ／（３ｎ）までの
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範囲内に設定することが望ましい。
【００７６】
　また、図３及び図４のシミュレーションは、マーク長Ｌ１が７５ｎｍ、レーザ光の波長
４０５ｎｍとして得られたものであるが、これに限定するものではなく、対物レンズの開
口数とレーザ光の波長とで決まる回折限界よりも記録マークの長さが小さいという関係が
成立すればよい。
【００７７】
　以上のように、超解像ピット１１１と非超解像ピット１１０のそれぞれから得られる再
生信号振幅を最大とするピット深さは互いに異なるため、超解像ピット１１１と非超解像
ピット１１０のそれぞれのピット深さを個別に設定することで、両方の振幅について最適
化を行なうことができる。
【００７８】
　超解像ピット１１１と非超解像ピット１１０のピット深さを個別に設定する場合には、
超解像ピット１１１のピット深さｄｓを上述の好適な範囲に設定し、且つ、非超解像ピッ
ト１１０の深さをλ／（７ｎ）からλ／（３ｎ）までの範囲内に設定することができる。
【００７９】
　一方、全てのピットについて一律同じ値に設定する場合には、超解像ピット１１１の深
さｄｓの上記した好適範囲と、λ／（７ｎ）からλ／（３ｎ）までの範囲との重複範囲内
に全てのピットの深さを設定することが望ましい。
【００８０】
　このような場合、超解像ピット１１１と非超解像ピット１１０のそれぞれから得られる
再生信号強度を最大とするピット深さは互いに異なるため、可能な限り超解像ピット１１
１から得られる再生信号振幅の増大を図りつつ、比較的振幅が大きい非超解像ピット１１
０から得られる再生信号強度を小さくして、全体として再生信号品質を満足させることが
好ましい。
【００８１】
　これにより、ＲＯＭディスクの場合にディスク原盤のピット深さを１種類にすることが
できるため、上述した同じディスク原盤上に複数のピット深さを設けるために、２種類の
感光感度のフォトレジストを用いる必要がなく、比較的簡単な工程でディスク原盤を作製
することができる。
【００８２】
　なお、実施の形態１に係る光情報記録媒体１は、回折限界以上の長さを有する記録マー
クのみを用いる光ディスク（例えば、ＢＤ）が有する機能と同じ機能を少なくとも有する
特性である下位互換性を持つように構成されている。ここで下位互換性を持つとは、回折
限界以上の長さを有する記録マークのみを用いる光ディスク（下位の光情報記録媒体。例
えば、ＢＤ）を記録または再生するのに用いる光源および対物レンズと同じ光の波長を有
する光源および同じ開口数を有する対物レンズを備える光ディスク記録再生装置にて、本
実施の形態に係る光情報記録媒体１（上位の光情報記録媒体）を記録または再生すること
が可能になることをいう。したがって、原理的には、実施の形態１に係る光情報記録媒体
１は、既存の光ディスク再生装置によって、再生可能である。
【００８３】
　以上、図面を参照して本発明に係る種々の実施の形態について述べたが、これらは本発
明の例示であり、上記以外の様々な形態を採用することもできる。例えば、上記光情報記
録媒体１の構造例はＲＯＭディスクの例であるが、これに限定されるものではない。上記
のピット深さの好適な設定範囲は、超解像機能層を有する記録型の光情報記録媒体におけ
る記録マークの深さにも適用することができる。
【００８４】
実施の形態２．
　以下に、本発明の実施の形態２に係る記録再生装置を説明する。実施の形態２に係る記
録再生装置は、本発明が適用された光情報記録媒体２（超解像光ディスク２）に記録マー
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クを形成することによって、超解像光ディスクに情報データを記録し、及び、光情報記録
媒体２としての超解像光ディスク２（又は、実施の形態１に係る光情報記録媒体である超
解像光ディスク１）に形成された記録マークから情報データを再生することができる装置
である。
【００８５】
　実施の形態１に係る光情報記録媒体１は、再生専用型の超解像光ディスクを一例として
いる。実施の形態１に係る光情報記録媒体１を用いた場合には、超解像機能層（図１（Ａ
）における符号１２）において光学特性が局所的に変化した光学的な開口部（図１（Ａ）
における符号１２ａ）の反射光（中心光）と光学的な開口部の周辺部の反射光（周辺光）
との間の位相差に応じて、ピット深さｄｓを適切に選択すれば、記録再生装置における再
生信号の振幅を大きくすることができる。記録型の超解像光ディスクにおいても、再生専
用型の超解像光ディスク（実施の形態１）の場合と同様に、記録型の超解像光ディスクに
形成された記録マークの深さを、超解像機能層の反射率と、中心光と周辺光との間の位相
差に応じて適切に選択することで、記録再生装置における再生信号の振幅を大きくするこ
とができる。
【００８６】
　図６（Ａ）は、実施の形態２に係る記録再生装置で用いられる、記録型の光情報記録媒
体である超解像光ディスク２の超解像機能層２１の構成例を示す概略断面図であり、図６
（Ｂ）は、超解像機能層２１の一例を示す概略断面図である。また、図６（Ｃ）は、超解
像機能層２１の他の例を示す概略断面図である。
【００８７】
　図６（Ａ）に示されるように、この記録型の超解像光ディスク２は、ポリカーボネート
又はガラスなどの基板２０と、この基板２０上に形成された超解像積層膜（超解像機能層
）２１と、超解像積層膜２１を被覆する保護層２２とを有する。保護層２２は、光ピック
アップの集光光学系２５により集光されたレーザ光束２６を透過させる材料からなる。保
護層２２は、例えば、薄い透光性樹脂シートを透明接着層を介して貼り付けたり、又は、
スピンコート法により紫外線硬化樹脂を塗布し紫外線照射で硬化させたりすることで形成
することができる。
【００８８】
　超解像積層膜２１は、図６（Ｂ）に例示されるように、誘電体層２１１、非線形材料層
２１２、誘電体層２１３、記録層２１４、及び誘電体層２１５が積層された構造を有する
。
【００８９】
　記録層２１４は、例えば、白金酸化物（ＰｔＯｘ）又は銀酸化物（ＡｇＯｘ）又はパラ
ジウム酸化物（ＰｄＯｘ）などのような貴金属酸化物層を含む。記録層２１４の厚みは、
数ｎｍから数百ｎｍまでの範囲内であることが望ましい。また、非線形材料層２１２は、
例えば、Ｇｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系材料、Ａｇ－Ｉｎ－Ｓｂ－Ｔｅ系材料、Ｓｂ－Ｔｅ系材料、
及びＩｎ－Ｓｂ系材料の内のいずれかの材料により形成することができる。このような記
録層２１４に強度の高い記録用のレーザ光束が集光され照射されると、記録層２１４は、
当該レーザ光束のエネルギーを吸収して局所的に熱分解し変形する。これにより、記録層
２１４の中に、集光光学系２５のＮＡとレーザ光束２６の波長λとで定まる回折限界λ／
（４ＮＡ）よりも小さいサイズの記録マーク（バブルピット）２１４ａ，２１４ｂ，２１
４ｃ，２１４ｄが形成される。また、再生用のレーザ光束が集光され照射されたとき、非
線形材料層２１２では、回折限界よりも小さい局所的な領域で光学特性が変化する超解像
現象が起きて局在光が発生すると考えられる。局在光は、記録マーク２１４ａ，２１４ｂ
，２１４ｃ，２１４ｄと作用することで再生光（光伝搬光）に変換される。
【００９０】
　誘電体層２１１，２１３，２１５は、例えば、記録層２１４又は非線形材料層２１２の
構成材料の熱拡散を防止する機能を有する。誘電体層２１１，２１３，２１５は、例えば
、ＺｎＳ－ＳｉＯ２又はＡｌＮを用いて形成することができる。誘電体層２１１，２１５
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を設けることで、記録層２１４又は非線形材料層２１２の再生耐久性を向上させることが
可能となる。なお、必要に応じて、超解像積層膜２１は、光を多重干渉させる干渉層を有
していてもよい。
【００９１】
　あるいは、超解像積層膜２１は、図６（Ｃ）に例示されるように、誘電体層２１６、記
録層２１７、誘電体層２１８、超解像マスク層２１９、及び誘電体層２２０を含むもので
あってもよい。記録層２１７は、例えば、図６（Ｂ）に例示されたような白金酸化物（Ｐ
ｔＯｘ）又は銀酸化物（ＡｇＯｘ）で構成することができる。また、超解像マスク層２１
９は、例えば、Ｇｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系材料、Ａｇ－Ｉｎ－Ｓｂ－Ｔｅ系材料、Ｓｂ－Ｔｅ系
材料、及びＩｎ－Ｓｂ系材料の内のいずれかの相転移材料により形成することができる。
誘電体層２１６，２１８，２２０は、例えば、ＡｌＮ又はＳｉＮなどの窒化物材料を用い
て形成することができる。再生用のレーザ光束が集光され照射されたとき、超解像マスク
層２１９では、回折限界よりも小さい局所的な領域で光学特性が変化して光学的な微小開
口部が形成される。この微小開口部で発生した局在光は、記録マーク２１７ａ，２１７ｂ
，２１７ｃ，２１７ｄと相互作用することで再生光（伝搬光）に変換される。
【００９２】
　なお、図６（Ｂ）及び（Ｃ）は、超解像積層膜２１の構造の一例を示すものである。図
６（Ａ）から（Ｃ）は、超解像積層膜２１の構造又は膜数又は構成材料などを、限定する
ものではない。例えば、超解像積層膜２１は、光入射側から順に、誘電体層、白金酸化物
（ＰｔＯｘ）又は銀酸化物（ＡｇＯｘ）で構成された超解像マスク層、誘電体層、Ｆｅ、
Ｚｎ又はＢｉが添加されたＧｅ－Ｓｂ－Ｔｅ系といった相転移記録材料で構成された記録
層、及び誘電体層が積層された構造を有していてもよい。この場合の誘電体層は、例えば
、ＡｌＮ又はＳｉＮなどの窒化物材料を用いて形成することができる。
【００９３】
　記録マーク（バブルピット）２１４ａ，２１４ｂ，２１４ｃ，２１４ｄは、再生専用型
の超解像光ディスク（図１（Ａ）における符号１）のピットと同様な役割を担う。
【００９４】
　実施の形態２において説明する記録型の超解像光ディスク２の超解像機能層２１は、前
記バブルピットを形成するタイプに限定するものではなく、光の照射によって超解像光デ
ィスク上に記録マークを形成することができる構造を有するものであれば他のタイプの超
解像機能層であってもよい。
【００９５】
　以下、実施の形態２に係る記録再生装置について説明する。実施の形態２に係る記録再
生装置は、実施の形態１に係る光情報記録媒体１と同様に、記録型の超解像光ディスク２
において再生信号振幅が大きくなる適切な記録マークの深さｄｓとなるように、記録時の
光の照射パターンを制御するものである。記録マークの深さｄｓは、光の照射強度に依存
して変化させることができ、光の照射強度を大きくした場合は記録マークの深さｄｓを大
きくすることができ、また、光の照射強度を小さくした場合は記録マークの深さｄｓを小
さくすることができる。
【００９６】
　図７は、実施の形態２に係る記録再生装置の記録に関する主要な機能を担う構成を概略
的に示す図である。図７に示されるように、実施の形態２に係る記録再生装置は、光ピッ
クアップ（光ヘッド）４０を有する。光ピックアップ４０は、スピンドルモータの回転駆
動力によって回転する光ディスクに照射されるレーザ光束を出射するレーザ光源と、回転
する光ディスクで反射した戻りレーザ光束を検出する光検出部とを含む。また、実施の形
態２に係る記録再生装置は、光ピックアップ４０に搭載されているレーザ光源を発光させ
るためのレーザドライバ（レーザ駆動部）４１と、光ピックアップ４０の光検出部からの
検出信号に基づいて、記録対象又は再生対象となる光ディスクの種類を判別するディスク
種類判定部４２とを有する。さらに、実施の形態２に係る記録再生装置は、光ディスクの
種類と対応付けられた前記発光パターンに関する発光パラメータが記録保持されたメモリ
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（設定情報記憶部）４３と、ディスク種類判定部４２で得られた光ディスクの種類判定情
報に基づいて、レーザドライバ４１で用いられる発光パラメータをメモリ４３から選択的
に読み出し、読み出された発光パラメータをレーザドライバ４１へ送出する発光パラメー
タ設定部（レーザ照射強度設定部）４４とを有する。また、実施の形態２に係る記録再生
装置は、光ピックアップ４０の光検出部からの検出信号に基づいて再生信号を生成する再
生回路と、装置全体の動作を制御する制御回路とを有する。
【００９７】
　実施の形態２に係る記録再生装置では、光ピックアップ４０により記録型の超解像光デ
ィスク２の記録層に集光スポットを照射し、記録データから変換される記録マーク長のそ
れぞれに適合するように発光制御して記録を行なう。この発光制御では、再生時の再生信
号品質が良好に保たれるように、記録マーク毎にレーザ光源の発光を行なう。この発光制
御により、例えば、比較的短い記録マーク長からの再生信号の振幅が大きくなるような発
光パターンで記録を行なうことで、再生信号波形の品質を良好にし、記録データの読み出
し誤りを抑制する。
【００９８】
　ディスク種類判定部４２は、例えば、光ディスクからの反射光レベル、記録層の数、又
は、光ディスクの、例えば、内周エリアに記載された超解像光ディスクであるか否か、及
び、ディスク製造元などディスク属性に関わる情報に基づいて、超解像光ディスクの種類
を特定する。
【００９９】
　メモリ４３には、予め対応付けされたディスクの種類と記録時の光の照射パターンが記
録されている。この照射パターンは、製造元、製造時期などの付加情報により判定される
超解像光ディスクの構造（超解像機能層又は記録層の材料又は各層の膜厚）を、予め把握
しておき、ディスクの種類ごとに反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒと位相差Δφを算出しておく
。
【０１００】
　ここで、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ、位相差Δφ、記録マーク深さｄｓと再生信号振幅
の関係は、実施の形態１において光情報記録媒体１の場合として示した図３及び図４のよ
うな特性を既知とする。さらに、この既知の特性から、再生信号振幅を大きくすることが
できる記録マーク深さｄｓを決定し、決定された記録マーク深さが形成される記録時の光
の照射パターンを予め決定しておく。これにより、ディスクの種類と、記録時の光の照射
パターンを予め対応付けすることができる。
【０１０１】
　実施の形態１に係る光情報記録媒体の説明で述べた反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒ、位相差
Δφ、記録マーク深さｄｓと再生信号振幅の関係に基づき、特に、以下のように、ディス
クの種類と記録時の光の照射パターンを対応付けることは、際立って再生信号振幅の最大
ピーク（第１種のピーク）を大きくするために有効となる。
【０１０２】
　すなわち、ディスク種類判定部４２において、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒが１以上、且
つ、位相差Δφの極性がマイナスとなる超解像機能層と記録層を有する光ディスクである
と判定されたとき、記録マーク深さｄｓがλ／（４ｎ）より小さくなるように、記録時の
光の照射強度を小さく設定する発光パラメータを選択し、レーザドライバ４１で駆動する
ことにより、再生時の再生信号振幅を効率的に増大することができる。
【０１０３】
　また、ディスク種類判定部４２において、反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒが１以上、且つ、
位相差Δφの極性がプラスとなる超解像機能層と記録層を有する光ディスクであると判定
されたとき、記録マーク深さｄｓがλ／（４ｎ）より大きくなるように、記録時の光の照
射強度を大きく設定する発光パラメータを選択し、レーザドライバ４１で駆動することに
より、再生時の再生信号振幅を効率的に増大することができる。
【０１０４】
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　また、実施の形態１に係る光情報記録媒体１の説明で述べたと同様に、第１種のピーク
及び第２種のピークを持つ特性が明確となるのは、位相差の絶対値｜Δφ｜が１０度以上
の場合である。明確な再生信号強度の増大効果を得るため、又は、記録マーク深さｄｓが
浅い場合又は深い場合の明確な選択を可能とするためには、位相差の絶対値｜Δφ｜は１
０度以上とすることが望ましい。
【０１０５】
　以上に説明したように、実施の形態２に係る記録再生装置によれば、超解像機能層２１
の光学特性である反射率比率Ｒｓｒ／Ｒｎｒの大きさと位相差Δφの極性との組み合わせ
に応じて対応付けされた記録型の超解像光ディスクについて、再生時に良好な再生信号品
質を得るための記録時の光の照射強度、又は、発光パターンを効率的に設定することが可
能となる。
【０１０６】
　なお、光情報記録媒体２は、回折限界以上の長さを有する記録マークのみを用いる光デ
ィスク（例えば、ＢＤ）が有する機能と同じ機能を少なくとも有する特性である下位互換
性を持つように構成されている。したがって、光情報記録媒体２は、既存の光ディスク再
生装置（例えば、ＢＤプレーヤ）によって既存の光ディスクと同様に使用することができ
る。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　光情報記録媒体（超解像光ディスク）、　１０　基板、　１１　記録層、　１１１
　超解像ピット、　１１０　非超解像ピット、　１２　超解像機能層（超解像積層膜）、
　１２ａ　光学的な開口部、　１２１　誘電体層、　１２２　干渉層、　１２３，２１２
　非線形材料層、　１２４　干渉層、　１２５　誘電体層、　１３　保護層、　２５　集
光光学系、　３２　集光スポット、　３２ｃ　中心光、　３２ｐ　周辺光、　２　光情報
記録媒体（超解像光ディスク）、　２０　基板、　２１　超解像機能層（超解像積層膜）
、　２１１，２１３，２１５，２２０　誘電体層、　２１２　非線形材料層、　２１４，
２１７　記録層、　２１４ａ～２１４ｄ，２１７ａ～２１７ｄ　記録マーク、　２１９　
超解像マスク層、　２２　保護層、　４０　光ピックアップ（光ヘッド）、　４１　レー
ザドライバ（レーザ駆動部）、　４２　ディスク種類判定部、　４３　メモリ（設定情報
記憶部）、　４４　発光パラメータ設定部（レーザ照射強度設定部）。
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