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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクに描画すべき画像の画素データを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された画素データをフレーム化して画像データを生成する画像
データ生成手段と、
　前記画像データ生成手段により生成された画像データに基づいて、ライトレベル、イレ
ースレベル及びリードレベルのいずれかの照射タイミングを示す駆動信号を生成する駆動
信号生成手段と、
　前記画像データに含まれる画素毎の階調度を示す第１の制御信号を識別する画像データ
識別手段と、
　前記画像データ識別手段により識別された第１の制御信号に基づいて、前記イレースレ
ベルのレーザ光を照射する期間を第１の期間として特定する第１の期間特定手段と、
　前記第１の期間特定手段により特定された第１の期間においては、前記イレースレベル
を示す駆動信号を供給する一方、前記第１の期間特定手段により特定された第１の期間以
外の期間においては、前記駆動信号生成手段で生成された駆動信号を供給するゲート手段
と、
　前記ゲート手段から供給される駆動信号の示すタイミングでレーザ光を照射するレーザ
光照射手段と
　を備え、
　前記画像データは、当該画像データの表す画像と所定の画像との画素毎の階調度の相違
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の態様を示す第２の制御信号を含んでおり、
　前記画像データ識別手段は、前記第２の制御信号も識別し、
　前記画像データ識別手段により識別された第２の制御信号に基づいて、書き換えの行わ
ない期間を第２の期間として特定する第２の期間特定手段を備え、
　前記ゲート手段は、前記第２の期間特定手段により特定された第２の期間においては、
前記リードレベルを示す駆動信号を前記レーザ光照射手段に供給し、前記第２の期間以外
の期間であって前記第１の期間に含まれる期間においては、前記イレースレベルを示す駆
動信号を前記レーザ光照射手段に供給する一方、前記第２の期間以外でありかつ前記第１
の期間以外の期間においては、前記駆動信号生成手段により生成された駆動信号を前記レ
ーザ光照射手段に供給する
　ことを特徴とする光ディスク描画装置。
【請求項２】
　前記第２の制御信号は、１フレーム中、少なくともひとつイレースレベルの強度を示す
ビット列信号を含み、それ以外は前記リードレベルの強度を示すビット列信号から成り、
　前記ゲート手段は前記第２の期間特定手段により特定された前記第２の期間以外におい
て、イレース系駆動信号を前記レーザ光照射手段に供給する
　ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク描画装置。
【請求項３】
　光ディスクに描画すべき画像を表す第１の画像データを取得する第１の画像データ取得
手段と、
　前記光ディスクに描画された画像を表す第２の画像データを取得する第２の画像データ
取得手段と、
　前記第１の画像データ取得手段により取得された第１の画像データの各画素の階調度を
示す第１の制御信号を画素毎に生成する第１の制御信号生成手段と、
　前記第１の画像データ取得手段により取得した第１の画像データと前記第２の画像デー
タ取得手段により取得した第２の画像データとを画素単位で比較し、画素毎の階調度の相
違の態様を示す第２の制御信号を前記画素毎に生成する第２の制御信号生成手段と、
　前記第１の制御信号生成手段により生成された第１の制御信号と前記第２の制御信号生
成手段により生成された第２の制御信号とを、前記第１の画像データに含めて出力する出
力手段と
　を備えることを特徴とするホストコンピュータ。
【請求項４】
　供給される駆動信号の示すタイミングでレーザ光を照射するレーザ光照射手段を備えた
光ディスク描画装置とホストコンピュータとを備えるシステムの光ディスク描画方法であ
って、
　前記ホストコンピュータが、前記光ディスクに描画すべき画像を表す第１の画像データ
を取得する第１の工程と、
　前記ホストコンピュータが、前記光ディスクに描画された画像を表す第２の画像データ
を取得する第２の工程と、
　前記ホストコンピュータが、前記第１の画像データの各画素の階調度を示す第１の制御
信号を画素毎に生成する第３の工程と、
　前記ホストコンピュータが、前記第１の画像データと前記第２の画像データとを画素単
位で比較し、階調の相違の態様を示す第２の制御信号を画素毎に生成する第４の工程と、
　前記ホストコンピュータが、前記第１の制御信号と前記第２の制御信号とを、前記第１
の画像データに含めて出力する第５の工程と、
　前記光ディスク描画装置が、前記ホストコンピュータから供給され、光ディスクに描画
すべき画像の画素データをまとめてフレーム化して画像データを生成する第６の工程と、
　前記光ディスク描画装置が、前記画像データに基づいて、ライトレベル、イレースレベ
ル及びリードレベルのいずれかの照射タイミングを示す駆動信号を生成する第７の工程と
、
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　前記光ディスク描画装置が、前記画像データに含まれる画素毎の階調度を示す第１の制
御信号に基づいて、前記イレースレベルのレーザ光を照射する期間を第１の期間として特
定する第８の工程と、
　前記光ディスク描画装置が、取得した画像データに含まれる画素毎の第２の制御信号に
基づいて、書き換えの行わない期間を第２の期間として特定する第９の工程と、
　前記光ディスク描画装置が、前記第２の期間においては、前記リードレベルを示す駆動
信号を前記レーザ光照射手段に供給し、前記第２の期間以外の期間であって前記第１の期
間に含まれる期間においては、前記イレースレベルを示す駆動信号を前記レーザ光照射手
段に供給する一方、前記第２の期間以外でありかつ前記第１の期間以外の期間においては
、前記駆動信号生成手段により生成された駆動信号を前記レーザ光照射手段に供給する第
１０の工程と
　を具備することを特徴とする光ディスク描画方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに描画するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤ－Ｒ（Compact Disc-Recordable）、ＣＤ－ＲＷ（Compact Disc Rewritable）又は
ＤＶＤ－Ｒ（Digital Versatile Disk-Recordable）等の光ディスクにおいては、記録さ
れたデータの内容を肉眼で識別することはできないので、ラベル貼付や印刷などが行われ
ていなければディスク自体の外観からそれぞれの光ディスクを識別することは困難である
。そこで、光ディスク自体に文字や記号或いは図形・絵柄などを描画することによって、
光ディスクをその外観によって簡単に識別できるような技術が提案されている。また、光
ディスクに描画した画像を書き換える技術も提案されている。例えば、特許文献１には、
光ディスクに描画された画像を一旦消去した後、再度画像を描画する技術が提案されてい
る。また、特許文献２には、ビットの大きさやＤＵＴＹ比によって画像の階調表現を行う
技術が提案されている。
【特許文献１】特開２００６－１５５８１２号公報
【特許文献２】特開２００３－１６６４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、既存画像を消去した後に新規画像を形成
するから、画像形成に時間を要するという問題があった。また、特許文献２に記載の技術
では、階調表現をビットの大きさやＤＵＴＹ比で決めるから、仮にダイレクトオーバーラ
イトした場合には、消し残りが発生して階調が乱れるという問題が生じる。
【０００４】
　本発明は上述した背景の下になされたものであり、光ディスクに対する画像の書き換え
を、従来と比較してより高速かつ高品位に形成することのできる技術を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の好適な態様である光ディスク描画装置は、光ディスクに描画すべき画像の画素
データを受信する受信手段と、前記受信手段により受信された画素データをフレーム化し
て画像データを生成する画像データ生成手段と、前記画像データ生成手段により生成され
た画像データに基づいて、ライトレベル、イレースレベル及びリードレベルのいずれかの
照射タイミングを示す駆動信号を生成する駆動信号生成手段と、前記画像データに含まれ
る画素毎の階調度を示す第１の制御信号を識別する画像データ識別手段と、前記画像デー
タ識別手段により識別された第１の制御信号に基づいて、前記イレースレベルのレーザ光
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を照射する期間を第１の期間として特定する第１の期間特定手段と、前記第１の期間特定
手段により特定された第１の期間においては、前記イレースレベルを示す駆動信号を供給
する一方、前記第１の期間特定手段により特定された第１の期間以外の期間においては、
前記駆動信号生成手段で生成された駆動信号を供給するゲート手段と、前記ゲート手段か
ら供給される駆動信号の示すタイミングでレーザ光を照射するレーザ光照射手段とを備え
、前記画像データは、当該画像データの表す画像と所定の画像との画素毎の階調度の相違
の態様を示す第２の制御信号を含んでおり、前記画像データ識別手段は、前記第２の制御
信号も識別し、前記画像データ識別手段により識別された第２の制御信号に基づいて、書
き換えの行わない期間を第２の期間として特定する第２の期間特定手段を備え、前記ゲー
ト手段は、前記第２の期間特定手段により特定された第２の期間においては、前記リード
レベルを示す駆動信号を前記レーザ光照射手段に供給し、前記第２の期間以外の期間であ
って前記第１の期間に含まれる期間においては、前記イレースレベルを示す駆動信号を前
記レーザ光照射手段に供給する一方、前記第２の期間以外でありかつ前記第１の期間以外
の期間においては、前記駆動信号生成手段により生成された駆動信号を前記レーザ光照射
手段に供給することを特徴としている。
【０００６】
　上述した態様において、前記第２の制御信号は、１フレーム中、少なくともひとつイレ
ースレベルの強度を示すビット列信号を含み、それ以外は前記リードレベルの強度を示す
ビット列信号から成り、前記ゲート手段は前記第２の期間特定手段により特定された前記
第２の期間以外において、イレース系駆動信号を前記レーザ光照射手段に供給してもよい
。
【０００７】
　また、本発明の好適な態様であるホストコンピュータは、光ディスクに描画すべき画像
を表す第１の画像データを取得する第１の画像データ取得手段と、前記光ディスクに描画
された画像を表す第２の画像データを取得する第２の画像データ取得手段と、前記第１の
画像データ取得手段により取得された第１の画像データの各画素の階調度を示す第１の制
御信号を画素毎に生成する第１の制御信号生成手段と、前記第１の画像データ取得手段に
より取得した第１の画像データと前記第２の画像データ取得手段により取得した第２の画
像データとを画素単位で比較し、画素毎の階調度の相違の態様を示す第２の制御信号を前
記画素毎に生成する第２の制御信号生成手段と、前記第１の制御信号生成手段により生成
された第１の制御信号と前記第２の制御信号生成手段により生成された第２の制御信号と
を、前記第１の画像データに含めて出力する出力手段とを備えることを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明の好適な態様である光ディスク描画方法は、供給される駆動信号の示すタ
イミングでレーザ光を照射するレーザ光照射手段を備えた光ディスク描画装置とホストコ
ンピュータとを備えるシステムの光ディスク描画方法であって、前記ホストコンピュータ
が、前記光ディスクに描画すべき画像を表す第１の画像データを取得する第１の工程と、
前記ホストコンピュータが、前記光ディスクに描画された画像を表す第２の画像データを
取得する第２の工程と、前記ホストコンピュータが、前記第１の画像データの各画素の階
調度を示す第１の制御信号を画素毎に生成する第３の工程と、前記ホストコンピュータが
、前記第１の画像データと前記第２の画像データとを画素単位で比較し、階調の相違の態
様を示す第２の制御信号を画素毎に生成する第４の工程と、前記ホストコンピュータが、
前記第１の制御信号と前記第２の制御信号とを、前記第１の画像データに含めて出力する
第５の工程と、前記光ディスク描画装置が、前記ホストコンピュータから供給され、光デ
ィスクに描画すべき画像の画素データをまとめてフレーム化して画像データを生成する第
６の工程と、前記光ディスク描画装置が、前記画像データに基づいて、ライトレベル、イ
レースレベル及びリードレベルのいずれかの照射タイミングを示す駆動信号を生成する第
７の工程と、前記光ディスク描画装置が、前記画像データに含まれる画素毎の階調度を示
す第１の制御信号に基づいて、前記イレースレベルのレーザ光を照射する期間を第１の期
間として特定する第８の工程と、前記光ディスク描画装置が、取得した画像データに含ま
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れる画素毎の第２の制御信号に基づいて、書き換えの行わない期間を第２の期間として特
定する第９の工程と、前記光ディスク描画装置が、前記第２の期間においては、前記リー
ドレベルを示す駆動信号を前記レーザ光照射手段に供給し、前記第２の期間以外の期間で
あって前記第１の期間に含まれる期間においては、前記イレースレベルを示す駆動信号を
前記レーザ光照射手段に供給する一方、前記第２の期間以外でありかつ前記第１の期間以
外の期間においては、前記駆動信号生成手段により生成された駆動信号を前記レーザ光照
射手段に供給する第１０の工程とを具備することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、光ディスクに対する画像の書き換えを、従来と比較してより高速かつ
高品位に形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本実施形態に係る光ディスク記録装置１は、光ディスクに対して例えば音楽データのデ
ータを記録・再生する機能（データ記録・再生機能）と、その光ディスクに利用者が視認
し得る画像を描く機能（描画機能）とを有している。以下の説明では、はじめに、光ディ
スクそのものの構成を説明し、その次に、光ディスク記録装置１についての説明を行う。
【００１１】
（１）第１実施形態
（１－１）構成
（１－１－１）光ディスクの構成
　図１は、本実施形態に係る光ディスク１００の断面図である。光ディスク１００は、例
えばＤＶＤ－ＲＷ、ＣＤ－ＲＷ、ＣＤ－ＲＷ／ＤＶＤ－ＲＷ混合型光ディスクである。図
１に示すように、光ディスク１００においては、レーベル面ＬＳから記録面ＤＳに向かっ
て順番に、ポリカーボネート層１１１、描画層１１２、反射層１１３、接着層１１４、反
射層１１５、データ記録層１１６及びポリカーボネート層１１７が積層されている。光デ
ィスク１００の厚さは約１．２（ｍｍ）であり、そのうちポリカーボネート層１１１及び
ポリカーボネート層１１７がそれぞれ０．６（ｍｍ）程度を占めており、描画層１１２か
らデータ記録層１１６までの厚さｄは全体の厚さに比べて微小である。データ記録層１１
６の記録面ＤＳには、螺旋状のグルーブ（案内溝）１１８が形成されている。
【００１２】
　描画層１１２及びデータ記録層１１６は、熱可逆性を持った相変化材料によって形成さ
れた層である。相変化材料は融点以上に達し急冷すると非結晶化し、融点以下で徐冷させ
ると元の結晶状態に戻る性質を有している。ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ等の書き換え型デ
ィスクは、これら状態の反射率差を利用して再生され、可逆性を利用してデータの書き換
えが可能となっている。所定強度以上のレーザ光が描画層１１２に照射されると、レーザ
光が照射された領域の相変化材料が非結晶化し、この非結晶化した領域と結晶状態の領域
とによって、利用者が可視可能な画像が形成される。一方、微弱にレーザ光を照射して昇
温し、それから徐々に冷却することで、非結晶化した領域が結晶状態に戻り、これにより
画像が消去される。同様にして、データ記録時には、グルーブ１１８に沿ってデータ記録
が行われる。また、記録したデータを読み出す場合は、グルーブ１１８に沿って記録時よ
りも弱い所定の強度未満のレーザ光が照射され、その反射光の強度を検知することでデー
タの読み出しが行われる。以下の説明では、描画層１１２及びデータ記録層１１６の相変
化材料が非結晶化するレーザ光のレベルを「ライトレベル」と呼ぶ。また、相変化材料が
非結晶化した状態から結晶状態に戻るレーザ光のレベルを「イレースレベル」と呼ぶ。ま
た、データを読み出すためのレーザ光のレベルを「リードレベル」と呼ぶ。
【００１３】
（１－１－２）システムの全体構成
　本実施形態に係るシステムは、図２に示すように、ホストコンピュータ２００と光ディ
スク記録装置１とを相互に通信可能な状態に接続して構成される。光ディスク記録装置１
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は、ホストコンピュータ２００に内臓する形式でも外付けする形式でもよい。
【００１４】
　光ディスク記録装置１には、光ディスク１００が装填される。光ディスク記録装置１に
おいて、光ディスク１００はスピンドルモータ１１によって回転させられる。スピンドル
サーボ１２は、スピンドルモータ１１の回転を、記録時及び再生時は線速度一定に制御し
（ＣＬＶ制御）、描画時は回転数一定に制御するＣＡＶ（制御）。光ピックアップ１４（
光ヘッド）は、ステッピングモータ１５で駆動される送りねじ等による送り機構１６によ
り、光ディスク１００の径方向（図中左右方向）に移動される。モータドライバ１７は、
システム制御部１９の指令に基づきステッピングモータ１５を駆動する。フォーカスサー
ボ１８は、データ記録及び再生時並びに描画時に、光ピックアップ１４のフォーカス制御
を行う。システム制御部１９は、その内部に設けられたメモリ（図示略）に記憶されたプ
ログラムにしたがって、各部を制御したり、各種のクロック信号を出力したりするもので
ある。トラッキングサーボ２０は、データ記録及び再生時に光ピックアップ１４のトラッ
キングサーボ制御を行う。ただし、描画時においては、トラッキングサーボ制御はオフさ
れる。ＡＬＰＣ（Automatic Laser Power Control）回路２１は、システム制御部１９の
指令および光ピックアップ１４からの受光信号に基づいて、レーザドライバ２２がデータ
記録および再生時並びに描画時に光ピックアップ１４のレーザダイオードを駆動する際の
レーザ光１３の強度を制御する。
【００１５】
　エンコーダ２３には、データ記録時は記録データが入力される一方、描画時は光ディス
クに描画すべき画像を表す画像データであって、当該画像の画素毎の階調度を表す階調デ
ータ（第１の制御信号）を含む画像データが入力される。エンコーダ２３は、記録データ
や画像データを光ディスク１００の形式に応じたフォーマットにエンコードする。エンコ
ーダ２３には、フレーム化を実行するために、システム制御部１９から各種のクロック信
号が供給される。エンコーダ２３によってエンコードされたデータは、システム制御部１
９から供給されるクロック信号に応じて出力される。
【００１６】
　ストラテジ回路２６は、エンコードされた記録データ又は画像データに対して時間軸補
正処理を行い、ライトレベルのレーザ光の照射を制御するためのライト系制御信号とイレ
ースレベルのレーザ光の照射を制御するためのイレース系制御信号とを出力する。すなわ
ち、ストラテジ回路２６は、描画時においては、エンコーダ２３から供給される画像デー
タに基づいて、ライトレベル、イレースレベル及びリードレベルのいずれかの照射レベル
を示す駆動信号を生成する。
【００１７】
　描画パルス生成部２７は、データ記録及び再生時においては“Ｈ”レベルの信号を連続
して出力する。一方、描画時においては、描画パルス生成部２７は、画像データを構成す
る画素の階調データに応じてデューティが変化するパルス信号（描画信号）を生成する。
【００１８】
　ゲート回路２８は、データ記録及び再生時においては、ストラテジ回路２６から出力さ
れるライト系制御信号とイレース系制御信号とをそのまま通過させてレーザドライバ２２
に供給する。一方、ゲート回路２８は、描画時においては、ストラテジ回路２６から出力
されるライト系制御信号とイレース系制御信号とを、描画パルス生成部２７から出力され
るパルス信号を用いてゲート処理する。
【００１９】
　レーザドライバ２２は、データ記録及び再生時並びに描画時にレーザパワーをそれぞれ
指令された値に制御する。レーザドライバ２２は、データ記録時においては、ゲート回路
２８から出力される、記録データに基づいた駆動信号に応じてレーザ光を変調し、その記
録データを光ディスク１００のデータ記録層に記録する。一方、レーザドライバ２２は、
描画時においては、デューティが変化する描画パルス信号によりゲート処理された駆動信
号に応じてレーザ光を変調し、光ディスク１００の描画層１１２の可視光特性を変化させ
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て、モノクロ多階調による描画を行う。デコーダ２５は、データ再生時に光ピックアップ
が受光した戻り光に応じた受光信号をＥＦＭ復調してデータ再生を行う。
【００２０】
　ホストコンピュータ２００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などを備える制御
部２０１と、制御部２０１によって実行されるコンピュータプログラム等を記憶する記憶
部２０２と、光ディスク記録装置１とのデータの授受を行うための通信部２０３とを備え
ている。ホストコンピュータ２００は、データ記録及び再生時並びに描画時に、操作者に
よる指令を光ディスク記録装置１に送信する。この指令はインタフェース１０を介してシ
ステム制御部１９に送信される。システム制御部１９は該指令に応じた指令を光ディスク
記録装置１内の各回路に送り、該当する動作を実行させる。例えば、データ記録時には、
ホストコンピュータ２００は、記録データを光ディスク記録装置１に送信する。この記録
データは、光ディスク記録装置１のインタフェース１０で受信され、システム制御部１９
によってバッファメモリ２４に書き込まれる。そして、システム制御部１９は、バッファ
メモリ２４から記録データを読み出してエンコーダ２３に供給する。また、データ再生時
には、デコーダ２５で再生したデータがインタフェース１０を介してホストコンピュータ
２００に転送される。一方、描画時においては、ホストコンピュータ２００は、画像デー
タを光ディスク記録装置１に送信する。この画像データは、インタフェース１０で受信さ
れ、システム制御部１９によってバッファメモリ２４に書き込まれる。システム制御部１
９は、バッファメモリ２４から画像データを読み出し、エンコーダ２３に供給する。
【００２１】
（１－１－３）ゲート回路２８周辺の構成
　図３は、ゲート回路２８周辺の構成を示す図である。図３において、エンコーダ２３は
、データ記録時は、記録データをインタリーブ処理した後にＥＦＭ変調し、さらに、同期
処理や、パリディデータおよびマージンビットの付加処理や、ＮＲＺＩ（NonReturn toZe
roInvert）変換処理を施して、所定のデータ量からなる単位データを複数まとめてフレー
ム化して１ＥＦＭフレームを構成する記録信号を連続して作成する。エンコーダ２３は、
作成した記録信号をストラテジ回路２６と描画パルス生成部２７に供給する。エンコーダ
２３で作成された記録信号はストラテジ回路２６でライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆
動信号ＭＥとに変換され、レーザドライバ２２に供給される。なお、このとき、ゲート回
路２８はストラテジ回路２６から供給されるライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆動信号
ＭＥとをそのまま通過させる。そのため、レーザドライバ２２には、ストラテジ回路２６
で生成されたライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆動信号ＭＥとがそのまま供給される。
レーザドライバ２２はライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆動信号ＭＥとに応じて光ピッ
クアップ１４を駆動してレーザ光のパワーを３値（ライトレベル、イレースレベル、リー
ドレベル）に変調し、該記録信号を光ディスク１００のデータ記録層に記録する。つまり
、レーザドライバ２２は、ライト系駆動信号ＭＷが“Ｈ”レベルの区間でレーザパワーを
ライトレベルに上げ、イレース系駆動信号ＭＥが“Ｈ”レベルの区間でレーザパワーをイ
レースレベルにする。また、ライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆動信号ＭＥとが共に“
Ｌ”レベルの区間でレーザパワーをリードレベルに下げる。
【００２２】
　エンコーダ２３は、描画時における画像データを、データ記録時の記録データと同様に
扱って処理をする。ただし、インタリーブ処理を行わないようにすることもできる。イン
タリーブ処理を行わない場合は、エンコーダ２３は画像データをインタリーブ処理をせず
にそのままＥＦＭ変調し、さらに、同期処理や、パリディデータおよびマージンビットの
付加処理や、ＮＲＺＩ変換処理を施して、１ＥＦＭフレームを構成する記録信号を連続し
て生成する。ここで、１ＥＦＭフレームのデータには、１画素分の画像データ（その画素
の階調を表す階調データ）が含まれている。本実施形態では、１画素のデータを１ＥＦＭ
フレーム長で表すようにしている。
【００２３】
　描画パルス生成部２７はデータ記録時と描画時とで切り換えられる。まず、データ記録
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時について説明する。データ記録時には、描画パルス生成部２７は“Ｈ”レベルのパルス
信号ＤＯＴＸ１，ＤＯＴＸ２を連続して出力する。“Ｈ”レベルのパルス信号ＤＯＴＸ１
はアンドゲート２８１の一方の入力端に入力される。したがって、データ記録時にアンド
ゲート２８１の他方の入力端に入力されるストラテジ回路２６の出力、すなわちライト系
駆動信号ＭＷはアンドゲート２８１をそのまま通過することになる。また、描画パルス生
成部２７から出力される“Ｈ”レベルのパルス信号ＤＯＴＸ１はノットゲート２８２で反
転されオアゲート２８３の一方の入力端に入力される。したがって、データ記録時にオア
ゲート２８３の他方の入力端に入力されるストラテジ回路２６の出力であるイレース系駆
動信号ＭＥはオアゲート２８３をそのまま通過することになる。また、“Ｈ”レベルのパ
ルス信号ＤＯＴＸ２はアンドゲート２８４の一方の入力端に入力される。したがって、デ
ータ記録時にアンドゲート２８４の他方の入力端に入力されるイレース系駆動信号ＭＥは
アンドゲート２８４をそのまま通過することになる。
　このように、データ記録及び再生時においては、ストラテジ回路２６から出力されるラ
イト系駆動信号ＭＥとイレース系制御信号ＭＷとは、ゲート回路２８をそのまま通過する
。
【００２４】
　次に、描画時の描画パルス生成部２７の処理について説明する。描画時には、描画パル
ス生成部２７は、エンコーダ２３から出力されるデータをＥＦＭ復調して、１ＥＦＭフレ
ームにつき１画素分ずつ、その画素の階調データを取得する。そして、描画パルス生成部
２７は、周期が１ＥＦＭフレーム長で、デューティがこの取得した画素ごとの階調データ
（第１の制御信号）に応じて変化するパルス信号ＤＯＴＸ１を出力する。また、この実施
形態においては、描画パルス生成部２７は、“Ｈ”レベルのパルス信号ＤＯＴＸ２を連続
して出力する。
　パルス信号ＤＯＴＸ１はアンドゲート２８１の一方の入力端に入力される。したがって
、描画時において、アンドゲート２８１は、１ＥＦＭフレーム周期ごとに、対応する画素
の階調値に応じた時間だけゲートを開いて、他方の入力端に入力されているストラテジ回
路２６のライト系駆動信号ＭＷをその時間だけ通過させる。
　また、パルス信号ＤＯＴＸ１はノットゲート２８２で反転され、オアゲート２８３の一
方の入力端に入力される。したがって、描画時において、オアゲート２８３は、１ＥＦＭ
フレーム周期ごとに、対応する画素の階調値に応じた時間だけゲートを開いて、他方の入
力端に入力されているストラテジ回路２６のイレース系駆動信号ＭＥをその時間だけ通過
させる。また、それ以外の時間においては、オアゲート２８３は、“Ｈ”レベルの信号を
連続して出力する。また、アンドゲート２８４の一方の入力端に入力されるパルス信号Ｄ
ＯＴＸ２は常に“Ｈ”レベルであるから、アンドゲート２８４の他端に入力されるイレー
ス系駆動信号ＭＥ´はアンドゲート２８４をそのまま通過する。
【００２５】
　描画時にゲート回路２８から出力されるライト系駆動信号ＭＷ´とイレース系駆動信号
ＭＥ´´は、描画信号としてレーザドライバ２２に供給される。レーザドライバ２２は、
この描画信号ＭＷ´，ＭＥ´´に応じて光ピックアップ１４を駆動してレーザのパワーを
３値（ライトレベル、イレースレベル、リードレベル）に変調し、光ディスク１００の描
画層に照射する。具体的には、レーザドライバ２２は、ライト系駆動信号ＭＷ´が“Ｈ”
レベルの区間ではレーザパワーをライトレベルに上げ、イレース系信号ＭＥ´´が“Ｈ”
レベルの区間ではレーザパワーをイレースレベルに上げ、ライト系駆動信号ＭＷ´とイレ
ース系駆動信号ＭＥ´´がともに“Ｌ”レベルの区間ではレーザパワーをリードレベルに
下げる。
【００２６】
　すなわち、この実施形態では、描画時においては、描画パルス生成部２７は、エンコー
ダ２３から出力される画像データに含まれる画素毎の階調データ（第１の制御信号）に応
じて、イレースレベルのレーザ光を照射する期間を示すパルス信号ＤＯＴＸ１を生成する
。パルス信号ＤＯＴＸ１が“Ｈ”レベルである期間（第１の期間以外の期間）においては
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、ストラテジ回路２６で生成された駆動信号ＭＷ，ＭＥがゲート回路２８をそのまま通過
してレーザドライバ２２に供給される。一方、パルス信号ＤＯＴＸ１が“Ｌ”レベルであ
る期間（第１の期間）においては、イレースレベルを示す駆動信号がレーザドライバ２２
に供給される。
【００２７】
　この場合、１ＥＦＭフレーム長に相当する光ディスク１００上での周方向の距離（すな
わち１画素を描画するのに割り当てられた周方向の長さ）はきわめて短いので、描画され
た１つの画素は人の目には１つの点（ドット）として映ることになる。デューティが高い
ほど淡い描画として感じされる。このようにして、光ディスク１００の描画層に形成され
る画像において階調を表現することができる。
【００２８】
　また、エンコーダ２３は、イレースパワーサーボ用のサンプリングパルスＳＨＬＰを出
力する。この実施形態ではパルス信号ＤＯＴＸ２は常に“Ｈ”レベルなので、出力された
サンプリングパルスＳＨＬＰは、アンドゲート２９１をそのまま通過してＡＬＰＣ回路２
１に供給される。また、エンコーダ２３は、アクチュエータサーボ用のサンプリングパル
スＳＨＳＶを出力する。出力されたサンプリングパルスＳＨＳＶは、アンドゲート２９２
をそのまま通過してトラッキングサーボ２０に供給される。
【００２９】
　ここで、描画時に描画パルス生成部２７から出力されるパルス信号ＤＯＴＸ１のデュー
ティの設定について、図４、図５を参照して説明する。図４は、ＥＦＭフレームのデータ
構造とパルス信号ＤＯＴＸ１の関係を示す図である。図４（ａ）はＥＦＭフレームのデー
タ構造を表す図である。図４（ａ）において、「EFM sync」は、ＥＦＭフレームの区切り
を示すシンクパターン、「Ｄ１」～「Ｄ２４」はデータ、「Ｐ」はパリティである。この
ＥＦＭフレームのデータ構造自体はデータ記録用も描画用も同じである。データ記録用と
描画用とで異なるのは、データＤ１～データＤ２４の内容である。すなわち、データ記録
用のデータＤ１～Ｄ２４は記録する情報を表すデータであるのに対し、描画用のデータＤ
１～Ｄ２４はこの１ＥＦＭフレームに割り当てられた１画素の階調に応じたデータである
。
【００３０】
　図４（ｂ）はデータＤ１～データＤ２４の識別結果を示す。描画パルス生成部２７は、
予め定められた識別方法によってデータＤ１～データＤ２４を識別する。識別方法として
は、例えば、データＤｘ（ｘは１～２４の自然数）に含まれる所定のビット値を参照する
ことによってデータＤｘを識別すればよい。
【００３１】
　図４（ｃ）はパルス信号ＤＯＴＸ１を示す図である。パルス信号ＤＯＴＸ１は、１ＥＦ
Ｍフレーム長を区間１～２４に２４等分して、該分割された区間単位で“Ｈ”レベルまた
は“Ｌ”レベルに設定される（デューティが０～１００％まで変化する）信号である。図
４において矢印で示すように、データＤ１～Ｄ２４は、パルス信号ＤＯＴＸ１の区間１～
２４にそれぞれ対応付けられている。
　図４（ｅ）は、データＤｘの値とパルス信号ＤＯＴＸ１との関係を示す図である。この
実施形態では、描画パルス生成部２７は、図４（ｅ）に示す関係に基づいて、データＤｘ
の値からパルス信号ＤＯＴＸ１のレベルを決定する。この実施形態では、データＤｘは１
バイト（８ビット）のデータを用いる。図４（ｅ）に示すように、データＤｘの値が「０
０００００００」又は「１１１１１１１１」の場合にパルス信号ＤＯＴＸ１の対応する分
割区間が“Ｈ”レベルに設定され、それ以外のコードの場合にパルス信号ＤＯＴＸ１の対
応する分割区間が“Ｌ”レベルに設定される。すなわち、描画パルス生成部２７（図３参
照）で復調された階調データ（ここでは、第０階調～第２４階調の２５段階の階調を表す
データＩに応じて、第０階調（描画なし）の場合はパルス信号ＤＯＴＸ１の全分割区間が
“Ｌ”レベルに設定され、第１階調の場合はパルス信号ＤＯＴＸ１の１つの分割区間のみ
“Ｈ”レベルに設定され、第２階調の場合はパルス信号ＤＯＴＸ１の２つの分割区間が“
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Ｈ”レベルに設定され、…、第２４階調（最も濃い濃度）の場合はパルス信号ＤＯＴＸの
全分割区間が“Ｈ”レベルに設定される。図４（ｄ）はライトストラテジー回路から出力
されたライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆動信号ＭＥを示す図であり、時間ΔＴ２だけ
ＮＲＺＩ信号に対して遅延されている。システム制御部１９は、トリガ信号の出力タイミ
ングが、ＤＯＴＸ１信号のある分割区間がストラテジ信号ＭＷ，ＭＥのｓｙｎｃ１１Ｔ／
１１Ｔのタイミングに合うように、ΔＴ１を調整する。
【００３２】
　図５は、第０段階～第２４段階の２５段階の階調毎のパルス信号ＤＯＴＸ１の波形の一
例を示す。この設定では、パルス信号ＤＯＴＸ１の“Ｈ”レベルの区間は、階調数が上が
るにつれて、１ＥＦＭフレーム長の区間の中央部付近から前後両側に順次広がっていく。
ホストコンピュータ２００の制御部２０１は、画像データの画素毎の階調度に応じて、図
５に示すパルス信号ＤＯＴＸ１が生成されるように、データＤ１～Ｄ２４の値をそれぞれ
設定する。即ち、制御部２０１は、データＤ１～２４のうち、パルス信号ＤＯＴＸ１を“
Ｈ”レベルに設定する分割区間に対応するデータを特定のコード（この実施形態では「０
０００００００」又は「１１１１１１１１」）に設定し、パルス信号ＤＯＴＸ１を“Ｌ”
レベルに設定する分割区間に対応するデータを該特定のコード以外のコードに設定する。
　なお、この実施形態では、「００００００００」又は「１１１１１１１１」をパルス信
号ＤＯＴＸ１を“Ｈ”レベルに設定するための特定のコードとして用いたが、特定のコー
ドはこれに限らず、他のどのようなコード（値）であってもよい。
【００３３】
　図６は、ゲート回路２８の描画時の動作波形の一例を示す図である。図６において、（
ａ）のＮＲＺＩ信号は、エンコーダ２３から出力される信号である。ＮＲＺＩ信号は、ス
トラテジ回路２６で（ｂ）のライト系駆動信号ＭＷと（ｃ）のイレース系駆動信号ＭＥと
に変換される。また、ＮＲＺＩ信号は描画パルス生成部２７にも送られ、そこでパルス信
号ＤＯＴＸ１，パルス信号ＤＯＴＸ２が生成される。なお、この実施形態では、パルス信
号ＤＯＴＸ２は常に“Ｈ”レベルでありゲート回路２８におけるゲート処理には関与しな
いので、図６ではパルス信号ＤＯＴＸ２の図示を省略している。（ｂ）のライト系駆動信
号ＭＷと（ｃ）のイレース系駆動信号ＭＥはゲート回路２８で（ｄ）のパルス信号ＤＯＴ
Ｘ１により１ＥＦＭフレーム長の周期でスイッチングされて、（ｅ）のライト系駆動信号
ＭＷ´と（ｆ）のイレース系駆動信号ＭＥ´が生成される。図６に示すように、パルス信
号ＤＯＴＸ１が“Ｈ”レベルの場合にはライト系駆動信号ＭＷはゲート回路２８をそのま
ま通過し、一方、パルス信号ＤＯＴＸ１が“Ｌ”レベルの場合にはライト系駆動信号ＭＷ
´は“Ｌ”レベルとなる。また、図示のように、イレース系駆動信号ＭＥは、パルス信号
ＤＯＴＸ１が“Ｈ”レベルの場合にはそのまま通過する一方、パルス信号ＤＯＴＸ１が“
Ｌ”レベルの場合には“Ｈ”レベル固定となる。
【００３４】
　（ｅ）のライト系駆動信号ＭＷ´と（ｆ）のイレース系駆動信号ＭＥ´とがレーザドラ
イバ２２に供給され、レーザドライバ２２は、（ｇ）に示されるパワーレベルのレーザ光
を光ピックアップ１４から照射させる。
【００３５】
（１－２）動作
　次に、このシステムの動作について説明する。光ディスク記録装置１に光ディスク１０
０が挿入されると、システム制御部１９は、ホストコンピュータ２００から何らかの処理
を指示するコマンドを受信したか否かを判定する。コマンドを受信すると、システム制御
部１９は、受信したコマンドが、描画を指示するコマンドであるか否かを判定する。コマ
ンドが描画を指示するコマンドでなければ、システム制御部１９は、そのコマンドによっ
て指示される処理（データ記録動作又は再生動作）を実行する。なお、光ディスク１００
へのデータ記録動作及び再生動作については、従来と同じであるので、詳細な説明は省略
する。
【００３６】
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　図７は、描画時におけるこのシステムの動作を表したフローチャートである。光ディス
ク記録装置１に光ディスクが挿入されると、図７に示す処理が開始される。まず、ホスト
コンピュータ２００の制御部２０１は、挿入された光ディスクに描画する画像を表す画像
データを取得する（ステップＳ１）。この画像データは、例えば、ホストコンピュータ２
００の制御部２０１がユーザの操作内容に応じて生成してもよく、また、例えば、インタ
ーネット等の通信網を介して受信してもよく、また、予め記憶された画像データをユーザ
の操作内容に応じて選択して読み出してもよい。画像データを取得するものであればどの
ようなものであってもよい。
【００３７】
　次いで、ホストコンピュータ２００の制御部２０１は、光ディスクに描画する画像の階
調数を決定する（ステップＳ２）。階調数の決定は、制御部２０１が、ユーザの操作内容
に応じて階調を決定してもよく、また、予め定められた設定値に応じて階調を決定しても
よい。次いで、ホストコンピュータ２００は、決定した階調数に応じて、画像データのフ
ォーマットを変換する。このとき、ホストコンピュータ２００の制御部２０１は、画像デ
ータがＥＦＭ変調されたときに、ＥＦＭフレームに含まれるデータＤ１～Ｄ２４によって
画素毎の階調度が示されるような画像データに変換する。そして、制御部２０１は、変換
した画像データを光ディスク記録装置１に転送する（ステップＳ３）。
【００３８】
　光ディスク記録装置１は、ホストコンピュータ２００から画像データを受信すると、受
信した画像データをエンコードしてＮＲＺＩ信号を生成する（ステップＳ４）。生成され
たＮＲＺＩ信号は、ストラテジ回路２６と描画パルス生成部２７に供給される。描画パル
ス生成部２７は、ＮＲＺＩ信号に基づいてパルス信号ＤＯＴＸ１を生成する（ステップＳ
５）。また、ストラテジ回路２６はＮＲＺＩ信号からライト系駆動信号ＭＷとイレース系
駆動信号ＭＥとを生成する。生成されたライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆動信号ＭＥ
とは、ゲート回路２８においてパルス信号ＤＯＴＸ１によって補正され、レーザドライバ
２２に出力される。レーザドライバ２２は、供給される駆動信号に応じて光ピックアップ
のレーザ光のパワーレベルを制御し、これにより、光ディスク１００のレーベル面ＬＳへ
の描画が行われる（ステップＳ６）。
【００３９】
　このように、この実施形態では、パルス信号ＤＯＴＸ１が“Ｈ”レベルの場合には、デ
ータ記録時のようなライトパワー、イレースパワーが点灯され、ＮＲＺＩ信号に沿った長
さの非晶質マークとスペース長が光ディスク１００上に形成され、これにより光ディスク
１００の描画層１１２に画像が形成される。
【００４０】
　また、この実施形態では、非晶質マークを形成しない領域（パルス信号ＤＯＴＸ１が“
Ｌ”レベルの場合）にはイレースレベルのレーザ光を連続して照射するから、光ディスク
１００に既存画像の非晶質マークが存在していても、もとの結晶状態に戻り消去される。
これにより、既存の画像が残ってしまうのを防ぐことができ、光ディスク１００に対する
画像の書き換えを、従来と比較してより高品位に画像を形成することができる。また、こ
の実施形態では、光ディスクに対するライトとイレースを一度に行うから、画像の書き換
えをダイレクトに行うことができ、これにより、処理時間を短くすることができる。
【００４１】
（２）第２実施形態
　次に、この発明の第２の実施形態について説明する。なお、以下の説明においては、説
明の便宜上、光ディスク１００に既に描画されている画像を「既存画像」と呼び、光ディ
スク１００に新たに描画する画像を「書き換え画像」と呼ぶ。また、この実施形態では、
「既存画像」及び「書き換え画像」として、階調レベル０～階調レベル２の３段階の階調
で表された画像を用いる。
【００４２】
　この実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点は、描画パルス生成部２７が生成す
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るパルス信号ＤＯＴＸ２の内容が異なる点と、光ディスク１００への描画時においてホス
トコンピュータ２００が行う処理が異なる点である。他の構成や動作は第１実施形態で示
したものと同様であり、そのため、以下の説明においては、上述した第１の実施形態と同
様の構成や動作については、同じ符号を付与して適宜その説明を省略する。
【００４３】
　上述した第１の実施形態では、描画パルス生成部２７は、ＮＲＺＩ信号の内容に関わら
ず常に“Ｈ”レベルのパルス信号ＤＯＴＸ２を出力した。これに代えて、この実施形態で
は、描画パルス生成部２７は、ＮＲＺＩ信号の内容に応じてパルス信号ＤＯＴＸ２を生成
する。
【００４４】
　図８は、画像の書き換えの態様の一例を示す図である。図８において、既存画像Ａ１は
、ある範囲における既存画像の画素毎の階調を示し、書き換え画像Ａ２は、ある範囲にお
ける書き換え画像の画素毎の階調を示す。この実施形態では、既存画像の階調と書き換え
画像の階調との相違の態様に応じて、照射するレーザ光のパワーレベルを制御する。
【００４５】
　図９乃至図１１は、既存画像の階調が階調レベル０～階調レベル２のそれぞれの場合に
おけるパルス信号ＤＯＴＸ１とＤＯＴＸ２の内容を示す図である。図９は既存画像の階調
が階調レベル０の画素領域について書き換える場合のパルス信号ＤＯＴＸ１，ＤＯＴＸ２
の信号を示す図である。図１０は、既存画像の階調レベルが１の領域におけるパルス信号
ＤＯＴＸ１，ＤＯＴＸ２の信号の内容を示す図である。図１１は、既存画像の階調レベル
が２の領域におけるパルス信号ＤＯＴＸ１，ＤＯＴＸ２の信号の内容を示す図である。
【００４６】
　図８において、既存画像Ａ１が描画された光ディスク１００に書き換え画像Ａ２を描画
する場合について説明する。図８において、時刻ｔ１～ｔ３は階調２の状態にするが、こ
こで、図示のように、時刻ｔ１～ｔ２は階調２から階調２の状態である一方、時刻ｔ２～
ｔ３は階調０の状態から階調２の状態を形成することになる。このとき、時刻ｔ１～ｔ３
の領域を同じ画像データで描画すると、視認性の良い熱可逆性層を用いた場合には、時刻
ｔ２～ｔ３の領域よりも時刻ｔ１～ｔ２の領域の方が濃くなってしまう場合がある。その
ため、この実施形態では、図９乃至図１１に示すようなパルス信号ＤＯＴＸ２を用いて、
ライト系駆動信号及びイレース系駆動信号の補正を行う。
【００４７】
　ここで、図３を参照しつつ、ゲート回路２８を通過する信号について説明する。なお、
以下の説明においては、上述した第１の実施形態と異なる点についてのみ説明し、上述し
た第１の実施形態と同様の構成については適宜その説明を省略する。
　描画パルス生成部２７は、データ記録時は、常に“Ｈ”レベルのパルス信号ＤＯＴＸ２
を出力する。この処理は上述した第１の実施形態と同様であり、ここではその説明を省略
する。一方、描画時は、描画パルス生成部２７は、周期が１ＥＦＭフレーム長で、デュー
ティが取得した画像データに含まれる画素ごとの制御データ（第２の制御信号）に応じて
変化するパルス信号ＤＯＴＸ２を生成する。パルス信号ＤＯＴＸ２はアンドゲート２８４
の一方の入力端に入力される。したがって、描画時において、アンドゲート２８４は、１
ＥＦＭフレーム周期ごとに、対応する画素の制御データ（第２の制御信号）に応じた時間
だけゲートを開いて、他方の入力端に入力されているストラテジ回路２７のイレース系駆
動信号ＭＥ´をその時間だけ通過させる。
【００４８】
　ここで、描画時に描画パルス生成部２７から出力されるパルス信号ＤＯＴＸ１とパルス
信号ＤＯＴＸ２とのデューティの設定について、図１２を参照しつつ説明する。なお、図
１２の（ａ）乃至（ｄ）は、上述した第１実施形態で説明した図４の（ａ）乃至（ｄ）と
同一であり、ここではその説明を省略する。
　図１２（ｅ）は、パルス信号ＤＯＴＸ２を示す図である。パルス信号ＤＯＴＸ２は、パ
ルス信号ＤＯＴＸ１と同様に、１ＥＦＭフレーム長を区間１～２４に２４等分して、該分
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割された区間単位で“Ｈ”レベルまたは“Ｌ”レベルに設定される信号である。図１２に
おいて矢印で示すように、データＤ１～Ｄ２４は、パルス信号ＤＯＴＸ２の区間１～２４
にそれぞれ対応付けられている。
【００４９】
　図１２（ｆ）は、データＤｘ（ｘは１～２４の自然数）の値とパルス信号ＤＯＴＸ１，
ＤＯＴＸ２との関係を示す図である。この実施形態では、描画パルス生成部２７は、図１
２（ｆ）に示す関係に基づいて、データＤｘの値からパルス信号ＤＯＴＸ１，ＤＯＴＸ２
のレベルを決定する。この実施形態では、図１２（ｆ）に示すように、データＤｘの値が
「００００００００」の場合に、パルス信号ＤＯＴＸ１とパルス信号ＤＯＴＸ２の対応す
る分割区間がともに“Ｈ”レベルに設定される。一方、データＤｘの値が「００００１１
１１」の場合には、パルス信号ＤＯＴＸ１の対応する分割区間が“Ｌ”レベルに設定され
る一方、パルス信号ＤＯＴＸ２の対応する分割区間が“Ｈ”レベルに設定される。また、
データＤｘの値が「１１１１１１１１」の場合には、パルス信号ＤＯＴＸ１の対応する分
割区間が“Ｈ”レベルに設定される一方、パルス信号ＤＯＴＸ２の対応する分割区間が“
Ｌ”レベルに設定される。それ以外の場合には、パルス信号ＤＯＴＸ１とＤＯＴＸ２の対
応する分割区間が共に“Ｌ”レベルに設定される。
【００５０】
　次に、図１３及び図１４を用いて、画像書き換え時の各信号の波形の具体例を説明する
。
　図１３は、階調１から階調２にオーバーライトする場合における各信号のタイムチャー
トの一例である。階調１は１画素の領域の中央部分のみにマークが存在するのに対し、階
調２は領域全体にマークが存在する状態である。よって階調１から階調２の状態にするに
は、１画素領域の中央部分はリードレベルのレーザ光で照射させることで描画層を変化さ
せず、外側の領域のみライトレベルで照射しマークを形成させる。具体的には、Ｄ１～Ｄ
６、Ｄ１９～Ｄ２４に「００００００００」を設定し、Ｄ７～Ｄ１８に「１１１１０００
０」を設定することにより実現できる。
【００５１】
　図１４は、階調２から階調１にオーバーライトする場合の各信号のタイムチャートの一
例である。階調２から階調１の状態にするには、外側の領域のマークを消去すればよいの
で外側部分にイレースレベルを連続的に照射し、中央部分はリードレベルの照射を行い、
マークをそのまま残す。具体的には、Ｄ１～Ｄ６、Ｄ１９～Ｄ２４に「００００１１１１
」を設定し、Ｄ７～Ｄ１８に「１１１１００００」を挿入することにより実現できる。
【００５２】
　ところで、既存画像から階調を変化させない場合には、図９乃至図１１の通りに行うと
、パルス信号ＤＯＴＸ１、パルス信号ＤＯＴＸ２が共に“Ｌ”レベルになりレーザ出力は
常にリードレベルとなる。この場合、サーボサンプリング後の受光レベルが低下してしま
いサーボが不安定になる。そこで、この実施形態では、１フレーム中、パルス信号ＤＯＴ
Ｘ１、ＤＯＴＸ２が共に“Ｌ”レベルである場合には、ｓｙｎｃの位置に強制的にパルス
信号ＤＯＴＸ２を出力させる。
　この場合は、図１２に示すデータＤ２２を階調や画像データに関係なく、「０００００
０００」または「００００１１１１」の値とすることにより、イレース系駆動信号ＭＥの
ｓｙｎｃの位置でイレースレベルのレーザ光を出力させる。なお、トリガ信号の出力位置
は各ＤＯＴＸパルスがストラテジ信号のｓｙｎｃ位置に合うように調整される。
　なお、イレースレベルのレーザ光を出力するタイミングは、ストラテジ信号のｓｙｎｃ
位置に限らず、Ｄ１～Ｄ２４の内の少なくともひとつの信号がイレースレベルを示す信号
であってそれ以外の信号がリードレベルの強度を示すビット列信号を、駆動信号としてレ
ーザドライバ２２に供給されればよい。
【００５３】
（２－１）動作
　次に、以上説明したシステムの動作説明を行う。図１５は、このシステムの動作を表し
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たフローチャートである。光ディスク記録装置１に光ディスクが挿入される（ステップＳ
１１）と、図１５に示す処理が開始される。まず、ホストコンピュータ２００の制御部２
０１は、挿入された光ディスク１００の既存画像を表す既存画像データを取得する（ステ
ップＳ１２）。この取得処理は、例えば、制御部２０１が、ユーザの操作に応じて記憶部
２０２に記憶された画像データからいずれかを選択して取得してもよい。次いで、ホスト
コンピュータ２００は、オーバーライトする書き換え画像を表す画像データを取得する（
ステップＳ１３）。次いで、ホストコンピュータ２００の制御部２０１は、画像の階調数
を決定する（ステップＳ１４）。ホストコンピュータ２００は、決定した階調数に応じて
画像データのフォーマットを変換し、光ディスク記録装置１に転送する（ステップＳ１５
）。より詳細には、制御部２０１は、書き換え画像データの各画素の階調を示すデータ（
第１の制御信号）を含むとともに、書き換え画像データと既存画像データとを画素単位で
比較し、画素毎の階調の相違の態様を示すデータ（第２の制御信号）を含む画像データを
生成する。
【００５４】
　光ディスク記録装置１は、ホストコンピュータ２００から画像データを受信すると、受
信した画像データをエンコードし、ＮＲＺＩ信号を生成する（ステップＳ１６）。生成さ
れたＮＲＺＩ信号は、ストラテジ回路２６と描画パルス生成部２７に供給される。描画パ
ルス生成部２７は、ＮＲＺＩ信号に基づいてパルス信号ＤＯＴＸ１，パルス信号ＤＯＴＸ
２を生成する（ステップＳ１７）。また、ストラテジ回路２６はＮＲＺＩ信号に基づいて
ライト系駆動信号ＭＷとイレース系駆動信号ＭＥとを生成する。生成されたライト系駆動
信号ＭＷとイレース系駆動信号ＭＥとは、ゲート回路２８においてパルス信号ＤＯＴＸ１
，パルス信号ＤＯＴＸ２によって補正され、レーザドライバ２２に出力される。レーザド
ライバ２２は、供給される駆動信号に応じて光ピックアップのレーザ光のパワーレベルを
制御し、これにより、光ディスク１００のレーベル面ＬＳへの描画が行われる（ステップ
Ｓ１８）。
【００５５】
　すなわち、この実施形態では、描画パルス生成部２７は、エンコーダ２３から出力され
る画像データに含まれる画素毎の階調データ（第１の制御信号）に応じて、イレースレベ
ルのレーザ光を照射する期間を示すパルス信号ＤＯＴＸ１を生成する。また、描画パルス
生成部２７は、エンコーダ２３から出力される画像データに含まれる画素毎の階調度の相
違の態様を示すデータ（第２の制御信号）に応じて、書き換えを行わない期間（第２の期
間）を示すパルス信号ＤＯＴＸ２を生成する。パルス信号ＤＯＴＸ２が“Ｌ”レベルであ
る期間（第２の期間）においては、ゲート回路２８でゲート処理が行われる（図３参照）
ことにより、リードレベルを示す駆動信号がレーザドライバ２２に供給される。一方、パ
ルス信号ＤＯＴＸ２が“Ｈ”レベルであってかつパルス信号ＤＯＴＸ１が“Ｈ”レベルで
ある期間（第２の期間以外の期間であってかつ第１の期間以外の期間）においては、スト
ラテジ回路２６で生成された駆動信号がそのままレーザドライバ２２に供給される。一方
、パルス信号ＤＯＴＸ２が“Ｈ”レベルであってかつパルス信号ＤＯＴＸ１が“Ｌ”レベ
ルである期間（第２の期間以外の期間であって第１の期間に含まれる期間）においては、
イレースレベルを示す駆動信号がレーザドライバ２２に供給される。
【００５６】
　ところで、再描画を繰り返していると、描画されたドットが大きくなってしまう場合が
ある。それに対しこの実施形態では、既存画像の各画素の階調と新規画像の階調との関係
に基づいてライト系駆動信号及びイレース系駆動信号を補正するから、ダイレクトオーバ
ーライトしても既存の画像の状態に関係なく新規画像の階調をねらい通りに形成すること
ができる。このように、この実施形態では、オーバーライト後の階調の乱れを抑制するこ
とができる。
　また、この実施形態では、ｓｙｎｃの位置でイレースレベルのレーザ光が出力されるか
ら、サーボサンプリング後の受光レベルが低下してサーボが不安定になるのを防ぐことが
できる。
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【００５７】
（３）第３実施形態
　上述した第２の実施形態では、同じ分解能の階調どうしの画像を書き換えた。これに代
えて、この実施形態では、既存画像を異なる階調度に変更する。
　この実施形態と上述した第２の実施形態とが異なる点は、光ディスク１００への描画処
理時にホストコンピュータ２００が生成する画像データの内容が異なる点であり、それ以
外の構成や処理については、上述した第２の実施形態と同様である。そのため、以下の説
明においては、上述した第２の実施形態と同様の構成や動作については、同じ符号を用い
て適宜その説明を省略する。
【００５８】
　この実施形態では、オーバーライト時に高階調にされる場合に適用する階調補正につい
て述べる。高階調で効果的なのはグラデーション画像であり、ここでは図１６に例をあげ
て説明する。図１６は、画像の書き換えの態様の一例を示す図である。図において、既存
画像Ａ３は、３階調で表現された画素毎の階調を示し、書き換え画像Ａ４は、６階調で表
現された画素毎の階調を示す。図１６に示すように、既存画像は３階調（階調レベル５、
２、０）の画像であり、書き換え画像は６階調（階調レベル５～０）存在する。図１６に
示す例では、時刻ｔ１～ｔ２の領域を階調レベル５から階調レベル４に落とし、時刻ｔ２
～ｔ３の領域を階調レベル２から階調レベル３にあげ、時刻ｔ４～ｔ５の領域を階調レベ
ル０から階調レベル１にあげて、グラデーション効果を上げようとしている。初期記録し
たときのそれぞれの階調レベルにおけるパルス信号ＤＯＴＸ１，パルス信号ＤＯＴＸ２の
内容を図１７に示す。図１８は、階調補正するためのパルス信号ＤＯＴＸ１，パルス信号
ＤＯＴＸ２の波形を示す。
　この実施形態では、上述した第２の実施形態と同様に、既存画像の階調と書き換え画像
の階調との相違の態様に応じて、照射するレーザ光のパワーレベルを制御する。
【００５９】
　ホストコンピュータ２００の制御部２０１は、既存画像データを取得するとともに、書
き換え画像データを取得し、取得した書き換え画像データの表す画像の各画素の階調に応
じて画像データを変換するとともに、制御部２０１は、既存画像データと書き換え画像デ
ータとを画素単位で比較し、階調の相違の態様に応じて画像データを変換する。すなわち
、制御部２０１は、書き換え画像データの表す画像の各画素の階調を示す制御信号と、既
存画像データと書き換え画像データとの画素毎の階調の相違の態様を示す制御信号とを含
む画像データを生成する。
【００６０】
　このように、この実施形態では、画素毎の階調を変更することで、画像を変更するだけ
でなく、階調も変更することが可能となる。つまり、階調の分解能が低い既存画像の画像
部分はそのままで高分解能な階調の画像にすることが可能となる。例えば既存画像が３階
調で描画されており、同じ画像を６階調で描画する場合に適用する。もちろん別画像で高
分解可能な階調にすることも可能である。
【００６１】
（４）変形例
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ことなく、他の様々な形態で実施可能である。以下にその一例を示す。
　上述した実施形態では、ホストコンピュータ２００は、ユーザの操作に応じて既存画像
データを取得した。既存画像データの取得方法はこれに限らず、例えば、光ディスクＤの
描画面にリードレベルのレーザ光を照射して、描画面からの戻り光を検出することにより
、既存画像をおおよそ把握できるので、そこから画像データを取得してもよい。また、光
ディスクのレーベル面に画像を描画する際に、光ディスク１００を識別する識別情報とそ
の光ディスク１００に描画した画像データとを関連付けたテーブルを記憶しておき、光デ
ィスク１００の識別情報をそのテーブルから検索し、その光ディスク１００に描画された
画像データを読み出してもよい。また、例えば、光ディスクの記録面又はレーベル面の所
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定の領域に、描画されている画像を表すデータを記録しておき、光ディスク記録装置１が
、所定の領域に記録されているデータを読み取ることによって画像データを取得してもよ
い。要するに、光ディスクに描画された画像データを取得するものであればどのようなも
のであってもよい。
【００６２】
　上述した第２の実施形態では、階調レベルが０～２の３階調で表される画像を光ディス
ク１００に描画した。描画する画像の階調数は３に限定されるものではなく、これより多
くても少なくてもよい。例えば、２階調（２色）の画像であってもよく、また、例えば、
６階調の画像であってもよい。なお、上述したように、上述の第１乃至第３の実施形態で
は、ＮＲＺＩの１フレームには２４個のメインデータが含まれるから、最大２５階調まで
表現することが可能である。
【００６３】
　ホストコンピュータ２００の制御部２０１によって実行されるプログラムは、磁気テー
プ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光記録媒体、光磁気記録媒体、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍなどの記録媒体に記録した状態で提供し得る。また、インターネットのようなネットワ
ーク経由でホストコンピュータ２００にダウンロードさせることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施形態に係る光ディスクの断面図である。
【図２】本実施形態に係るシステム全体の構成を示す図である。
【図３】ゲート回路周辺の構成を示す図である。
【図４】ＥＦＭフレームのデータ構造とパルス信号の関係を示す図である。
【図５】第０段階～第２４段階の２５段階の階調毎のパルス信号の波形の一例を示す図で
ある。
【図６】各種信号のタイムチャートである。
【図７】システムの処理を示すフローチャートである。
【図８】画像の書き換えの態様の一例を示す図である。
【図９】階調レベル０から階調補正を行う場合のパルス信号の内容を示す図である。
【図１０】階調レベル１から階調補正を行う場合のパルス信号の内容を示す図である。
【図１１】階調レベル２から階調補正を行う場合のパルス信号の内容を示す図である。
【図１２】ＥＦＭフレームのデータ構造とパルス信号の関係を示す図である。
【図１３】階調レベル１から階調レベル２にオーバーライトする場合における各信号のタ
イムチャートの一例である。
【図１４】階調レベル２から階調レベル１にオーバーライトする場合における各信号のタ
イムチャートの一例である。
【図１５】システムの処理を示すフローチャートである。
【図１６】画像の書き換えの態様の一例を示す図である。
【図１７】階調レベル０から階調補正を行う場合のパルス信号の内容を示す図である。
【図１８】階調度を高くする書き換えを行う場合のパルス信号の内容を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
１…光ディスク記録装置、１０…インタフェース、１１…スピンドルモータ、１２…スピ
ンドルサーボ、１３…レーザ光、１４…光ピックアップ、１５…ステッピングモータ、１
６…送り機構、１７…モータドライバ、１８…フォーカスサーボ、１９…システム制御部
、２０…トラッキングサーボ、２１…ＡＬＰＣ回路、２２…レーザドライバ、２３…エン
コーダ、２４…バッファメモリ、２５…デコーダ、２６…ストラテジ回路、２７…描画パ
ルス生成部、２８…ゲート回路、１００…光ディスク、１１１…ポリカーボネート層、１
１２…描画層、１１３…反射層、１１４…接着層、１１５…反射層、１１６…データ記録
層、１１７…ポリカーボネート層、１１８…グルーブ、２００…ホストコンピュータ、２
０１…制御部、２０２…記憶部、２０３…通信部、２８１…アンドゲート、２８２…ノッ
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トゲート、２８３…オアゲート、２８４…アンドゲート、２９１…アンドゲート、２９２
…アンドゲート。

【図１】 【図２】
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【図７】



(19) JP 4367483 B2 2009.11.18

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】

【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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