
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
書換可能な光ディスクにデータを記録する光ディスク装置であって、
記録パワーＰに対し相対的に小さな記録パワーで記録したテストデータを前記記録パワー
Ｐでオーバライトしたときの第１再生信号品質を検出する手段と、
前記記録パワーＰに対し相対的に大きな記録パワーで記録したテストデータを前記記録パ
ワーＰでオーバライトしたときの第２再生信号品質を検出する手段と、
第１再生信号品質と第２再生信号品質との相違に基づき最適記録パワーを決定する手段と
、
を有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
請求項１記載の装置において、
前記第１及び第２再生信号品質は、ジッタあるいはエラーレートであることを特徴とする
光ディスク装置。
【請求項３】
請求項１記載の装置において、
前記決定する手段は、前記第１再生信号品質と第２再生信号品質の差分が所定のしきい値
以下となる記録パワーＰを最適記録パワーとすることを特徴とする光ディスク装置。
【請求項４】
請求項３記載の装置において、さらに、
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光ディスク毎に前記しきい値を記憶する手段
を有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項５】
請求項１記載の装置において、
前記決定する手段は、前記第１再生信号品質と第２再生信号品質の差分が所定のしきい値
以下となる記録パワーＰの最小値を最適記録パワーとすることを特徴とする光ディスク装
置。
【請求項６】
請求項１記載の装置において、
前記決定する手段は、前記第１再生信号品質と第２再生信号品質の差分が所定のしきい値
以下となる記録パワーＰの最小値に対し、１より小さい定数を乗じた値を最適記録パワー
とすることを特徴とする光ディスク装置。
【請求項７】
光ディスクにデータを記録する光ディスク装置であって、
前記光ディスクの所定エリアに記録パワーを複数段に変化させてテストデータを記録する
手段と、
前記テストデータに対し、記録時の記録パワーよりも相対的に小さくなるようにパワーを
複数段に変化させてオーバライトする第１オーバライト手段と、
前記テストデータに対し、記録時の記録パワーよりも相対的に大きくなるようにパワーを
複数段に変化させてオーバライトする第２オーバライト手段と、
前記第１オーバライト手段でオーバライトしたデータの再生ジッタあるいはエラーレート
と、前記第２オーバライト手段でオーバライトしたデータの再生ジッタあるいはエラーレ
ートの差分をパワー毎に検出する手段と、
前記パワー毎に検出された差分が所定のしきい値以下となるパワーを選択してデータ記録
時の最適記録パワーに設定する手段と、
を有することを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は光ディスク装置、特に光ディスクにデータを記録する際の記録パワー最適化に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ等の書換可能な光ディスクにデー
タを記録する場合の記録パワーを最適化する技術が知られている。すなわち、光ディスク
の所定エリア（テストゾーン）にまずテストデータを記録し、その後、パワーを複数段に
変化させてオーバライトして、オーバライト後のテストデータを再生してそのジッタを測
定する。ジッタが最小となる記録パワーを最適記録パワーに設定する。なお、データ記録
時には、再生パワーにイレースパワーとピークパワーを重畳し、ピークパワーに先立つイ
レースパワーにより既記録データを消去しつつピークパワーで新たなデータを記録するこ
とでオーバライトできる。相変化型光ディスクにおいては、イレースパワーで結晶状態に
遷移し、ピークパワーで急加熱急冷することでアモルファス状態に遷移してデータの消去
及び記録が行われる。上述の処理により、オーバライトに最適なピークパワーが決定され
、このピークパワーに対し一定の比率を乗じることでイレースパワーが決定される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、オーバライトする際に既に記録されているテストデータのＲＦ振幅の大き
さにより、オーバライト時のパワーが同一であってもオーバライト後のジッタが異なる場
合がある。既に記録されていたテストデータのＲＦ振幅が大きい場合と小さい場合とを比
較すると、ＲＦ振幅が大きい方がより高いイレースパワー及びピークパワーが必要となる
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ので、ＲＦ振幅が大きい場合にオーバライトするとジッタが劣化してしまう。このように
、単にパワーを複数段に変化させてテストデータをオーバライトし、オーバライト後のジ
ッタから最適記録パワーを選択しても、当該最適記録パワーが既記録データのＲＦ振幅に
よらずにオーバライトできる真の最適記録パワーとは限らない問題があった。
【０００４】
一方、ＤＶＤ－ＲＡＭ等においては、ＲＦ振幅はパワーを増大させると飽和状態となり、
それ以上パワーを増大させてもジッタはほとんど変化しない。このことを利用し、ＲＦ振
幅が飽和するパワーを見い出して最適記録パワーとすることも考えられるが、実際にはＲ
Ｆ振幅が飽和する以前からジッタの変化がほとんどなくなるため、ＲＦ振幅が飽和するパ
ワーを最適記録パワーに選択すると、本来の最適記録パワー、すなわちジッタやエラーレ
ートが最良となる記録パワーよりも高めに設定されることとなり、書換回数等の耐久性が
低下してしまう。したがって、単にＲＦ振幅が飽和するような記録パワーを最適記録パワ
ーに設定しても、ある程度のオーバライト回数に対しては有効であるが、耐久性の観点か
ら問題がある。
【０００５】
本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みなされたものであり、その目的は、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等の書換可能光ディスクにデータを記録する際に、最適な記録パワーで記録できる
光ディスク装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、書換可能な光ディスクにデータを記録する光ディ
スク装置であって、記録パワーＰに対し相対的に小さな記録パワーで記録したテストデー
タを前記記録パワーＰでオーバライトしたときの第１再生信号品質を検出する手段と、前
記記録パワーＰに対し相対的に大きな記録パワーで記録したテストデータを前記記録パワ
ーＰでオーバライトしたときの第２再生信号品質を検出する手段と、第１再生信号品質と
第２再生信号品質との相違に基づき最適記録パワーを決定する手段とを有することを特徴
とする。
【０００７】
ここで、前記第１及び第２再生信号品質は、ジッタあるいはエラーレートとすることが好
適である。
【０００８】
また、前記決定する手段は、前記第１再生信号品質と第２再生信号品質の差分が所定のし
きい値以下となる記録パワーＰを最適記録パワーとすることが好適である。
【０００９】
本装置において、さらに、光ディスク毎に前記しきい値を記憶する手段を有することが好
適である。
【００１０】
また、前記決定する手段は、前記第１再生信号品質と第２再生信号品質の差分が所定のし
きい値以下となる記録パワーＰの最小値を最適記録パワーとすることが好適である。
【００１１】
また、前記決定する手段は、前記第１再生信号品質と第２再生信号品質の差分が所定のし
きい値以下となる記録パワーＰの最小値に対し、１より小さい定数を乗じた値を最適記録
パワーとすることが好適である。
【００１２】
また、本発明は、光ディスクにデータを記録する光ディスク装置であって、前記光ディス
クの所定エリアに記録パワーを複数段に変化させてテストデータを記録する手段と、前記
テストデータに対し、記録時の記録パワーよりも相対的に小さくなるようにパワーを複数
段に変化させてオーバライトする第１オーバライト手段と、前記テストデータに対し、記
録時の記録パワーよりも相対的に大きくなるようにパワーを複数段に変化させてオーバラ
イトする第２オーバライト手段と、
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前記第１オーバライト手段でオーバライトしたデータの再生ジッタと、前記第２オーバラ
イト手段でオーバライトしたデータの再生ジッタの差分をパワー毎に検出する手段と、前
記パワー毎に検出された差分が所定のしきい値以下となるパワーを選択してデータ記録時
の最適記録パワーに設定する手段とを有することを特徴とする。
【００１３】
このように、本発明では、記録パワー小→記録パワー大とオーバライトしたときのジッタ
等の信号品質と、記録パワー大→記録パワー小とオーバライトしたときの信号品質が略同
一である場合に、信号品質が飽和したと判定して記録パワーの最適化を図るものである。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づき本発明の実施形態について説明する。
【００１５】
図１には、本実施形態に係る光ディスク装置の全体構成図が示されている。光ピックアッ
プ（ＰＵ）１２は光ディスク１０に対向配置され、光ディスク１０の表面にレーザ光を照
射するレーザダイオード（ＬＤ）及びフォトディテクタを含んで構成される。レーザダイ
オードは、レーザダイオード駆動回路（ＬＤＤ）３２により駆動され、データを再生する
際には再生パワーのレーザ光を照射し、記録する際にはイレースパワー及びピークパワー
のレーザ光を照射する。光ディスク１０としては、ＤＶＤ－ＲＡＭ等の書換可能な光ディ
スクが用いられる。光ピックアップ１２のフォトディテクタは、差動プッシュプル法を用
いる公知の構成と同様にメインビーム用及び２個のサブビーム用にそれぞれ設けられてお
り、反射光量に応じた検出信号をサーボ検出部１４及びＲＦ検出部２０に出力する。
【００１６】
サーボ検出部１４は、光ピックアップ１２からの信号に基づきトラッキングエラー信号Ｔ
Ｅ及びフォーカスエラー信号ＦＥを生成してそれぞれトラッキング制御部１６及びフォー
カス制御部１８に出力する。トラッキングエラー信号ＴＥは差動プッシュプル法により生
成され、具体的にはメインビームのプッシュプル信号とサブビームのプッシュプル信号と
の差分により生成される。フォーカスエラー信号ＦＥは非点収差法により生成される。
【００１７】
トラッキング制御部１６は、トラッキングエラー信号ＴＥに基づき光ピックアップ１２を
光ディスク１０のトラック幅方向に駆動してオントラック状態に維持する。また、フォー
カス制御部１８はフォーカスエラー信号ＦＥに基づき光ピックアップ１２をフォーカス方
向に駆動してオンフォーカス状態に維持する。
【００１８】
ＲＦ検出部２０は、光ピックアップ１２からの信号、具体的にはメインビームの反射光を
受光するフォトディテクタからの和信号を増幅して再生ＲＦ信号を生成し、信号処理部２
２及びデコーダ２６に出力する。信号処理部２２は、ＯＰＣ（ Optical Power control）
実行時にテストデータの再生信号からジッタを検出してコントローラ３０に出力する。な
お、ＯＰＣとは、データ記録可能な光ディスクにデータを記録する際に、その所定エリア
ＰＣＡに対して記録パワーを複数段に変化させてテストデータを記録し、該テストデータ
を再生したときの品質を検出して最適記録パワーを選択する処理である。
【００１９】
コントローラ３０は、算出されたジッタに基づき最適記録パワーを決定してレーザダイオ
ード駆動回路３２を制御する。具体的には、テストデータ記録時よりも相対的に大きな記
録パワーでオーバライトしたときのジッタと、テストデータ記録時よりも相対的に小さな
記録パワーでオーバライトしたときのジッタとを比較し、両ジッタが異なるか否かを判定
することで最適記録パワー（最適ピークパワー）を決定する。すなわち、ある記録パワー
に着目した場合、そのパワーよりも小さなパワーで記録されたテストデータをオーバライ
トする場合と、そのパワーよりも大きなパワーで記録されたテストデータをオーバライト
する場合とでオーバライト後のジッタに相違があるか否かにより、その記録パワーが最適
な記録パワーであるか否かを判定するのである。基本原理は、最適記録パワー近傍では、
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ＲＦ振幅が飽和してジッタもほとんど変化しないことである。なお、イレースパワーはピ
ークパワーに対して所定の比率となるように決定する。
【００２０】
デコーダ２６は、イコライザや二値化器を備え、再生ＲＦ信号の所定周波数、具体的には
３Ｔ信号の振幅をブーストして二値化し、二値化信号を復調してコントローラ３０に出力
する。復調は、図示しないＰＬＬ回路で同期クロック信号を生成して信号を抽出すること
により実行される。コントローラ３０はデコーダ２６からの復調データをパーソナルコン
ピュータ等の上位装置に出力する。
【００２１】
図２には、記録パワーを変化させたときのテストデータの再生ＲＦ振幅変化が示されてい
る。ＲＦ振幅は記録パワーの増大とともに増大し、記録パワーがある一定レベルに増大す
ると飽和する特性を示す。ある記録パワーＰ 0より小さい記録パワーＰ 0－ΔＰでテストデ
ータを記録し、その後、記録パワーＰ 0でオーバライトする場合と、記録パワーＰ 0より大
きな記録パワーＰ 0＋ΔＰでテストデータを記録し、その後、記録パワーＰ 0でオーバライ
トする場合の再生ジッタを考察する。（Ｐ 0－ΔＰ）→Ｐ 0とオーバライトする場合には、
既に記録されているテストデータのＲＦ振幅が相対的に小さいため消去及び記録し易くジ
ッタも良くなるが、逆に、（Ｐ 0＋ΔＰ）→Ｐ 0でオーバライトすると、既に記録されてい
るテストデータのＲＦ振幅が大きいために消去及び記録が困難となり、ジッタも悪化する
。したがって、オーバライト前後の記録パワーを変化させたときのジッタ差ａが大きくな
る。
【００２２】
一方、記録パワーＰ 0よりも大なる記録パワーＰ 1に着目し、この記録パワーＰ 1を用いて
同様なオーバライトを行うことを考察する。すなわち、Ｐ 1よりも小さな記録パワー（Ｐ 1
－ΔＰ）でテストデータを記録した後に記録パワーＰ 1でオーバライトする場合と、記録
パワーＰ 1よりも大きな記録パワー（Ｐ 1＋ΔＰ）でテストデータを記録した後に記録パワ
ーＰ 1でオーバライトする場合を比較すると、記録パワー（Ｐ 1－ΔＰ）、Ｐ 1、（Ｐ 1＋Δ
Ｐ）間でテストデータのＲＦ振幅にほとんど変化がないため、２つのオーバライトによる
ジッタの差分値ｂも差分値ａに比べて小さくなる。
【００２３】
このように、相対的に小さな記録パワーでテストデータを記録した後にオーバーライトし
たときのジッタと、相対的に大きな記録パワーでテストデータを記録した後にオーバライ
トしたときのジッタの差分値を算出し、その差分値の大小を判定することで、当該記録パ
ワーでオーバライトしたときにジッタが飽和しているか否かを判定することができる。
【００２４】
記録パワーとジッタ変化との関係について、さらに説明する。図３には、記録パワー（Ｐ
－ΔＰ）→記録パワーＰとオーバライトした場合において記録パワーＰを変化させたとき
のジッタとの関係、及び、記録パワー（Ｐ＋ΔＰ）→記録パワーＰとオーバライトした場
合において記録パワーＰを変化させたときのジッタとの関係が示されている。
【００２５】
Ｐ＋ΔＰ→Ｐとオーバライトしたときのジッタは、記録パワーＰが小さい場合に特に大き
く、記録パワーＰが増大するに従いジッタも小さくなる。記録パワーＰをさらに増大させ
ると、（Ｐ－ΔＰ）→Ｐとオーバライトした場合のジッタに近づいていく。２つのオーバ
ライトによるジッタの差分値をｄとすると、ｄは記録パワーとともに変化し、記録パワー
が増大するに伴い小さくなる。この差分値ｄが所定のしきい値以下となった場合にオーバ
ライトのパワー高低差による差がなくなった、すなわちジッタが飽和したと判定でき、ジ
ッタが飽和する記録パワーＰを最適記録パワーに設定することができる。単にＲＦ振幅が
飽和するパワーではなく、ジッタが飽和するパワーを選択している点に注意されたい。
【００２６】
図４には、本実施形態における最適記録パワー算出の基本的な処理フローチャートが示さ
れている。まず、ある記録パワーＰに対し、相対的に小さい記録パワー（Ｐ－ΔＰ）でテ
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ストデータを記録する。そして、当該テストデータをパワーＰでオーバライトする（Ｓ１
０１）。ΔＰは例えば１．０ｍＷに設定できる。オーバライトした後、オーバライト後の
データを再生してそのジッタＪ 1を検出する（Ｓ１０２）。
【００２７】
次に、記録パワーＰに対し、相対的に大きな記録パワー（Ｐ＋ΔＰ）でテストデータを記
録し、当該テストデータを記録パワーＰでオーバライトする（Ｓ１０３）。そして、オー
バライト後の再生ジッタＪ 2を検出する（Ｓ１０４）。
【００２８】
（Ｐ－ΔＰ）→Ｐとオーバライトした時のジッタＪ 1と、（Ｐ＋ΔＰ）→Ｐとオーバライ
トしたときのジッタＪ 2を検出した後、両ジッタの差分ｄ＝Ｊ 2－Ｊ 1を算出する（Ｓ１０
５）。一般にＪ 2≧Ｊ 1であるため、ｄ≧０である。以上の処理を複数の記録パワーＰに対
して繰り返し実行し、記録パワーＰ毎にジッタ差ｄを演算する。複数の記録パワーＰにつ
いてジッタ差ｄ（Ｐ）を算出した後、ジッタ差ｄ（Ｐ）と所定のしきい値とを大小比較し
、所定のしきい値以下となるジッタ差分ｄ（Ｐ）が得られる記録パワーＰを選択する（Ｓ
１０６）。しきい値は例えば２％等と設定する。光ディスク１０毎に記録特性は変化する
ため、しきい値を光ディスク毎に設定することも好適である。
【００２９】
ある記録パワーＰにおいてジッタ差ｄがしきい値以下となった場合、それ以上の記録パワ
ーにおいてもジッタ差はしきい値より小さくなる。したがって、Ｓ１０６では複数の記録
パワーを選択可能であるが、これらの中で最小の記録パワーを選択することが望ましい。
記録パワーが増大するほど書換可能回数が低下するからである。差分値ｄ（Ｐ）がしきい
値以下となる記録パワーのうちで最小のものを最適記録パワーに選択することで、ジッタ
に優れ、かつ、耐久性にも優れた最適記録パワーを選択できる。最適記録パワーを決定し
た後、この最適記録パワーで光ディスク１０のデータエリアにデータを記録する（Ｓ１０
７）。
【００３０】
図５及び図６には、本実施形態の詳細フローチャートが示されている。まず、光ディスク
１０のコントロールデータゾーンよりディスクの種類（メーカの種類）等のディスク情報
を取得する（Ｓ２０１）。そして、取得したディスク情報に応じて記録ストラテジやジッ
タ差のしきい値をコントローラ３０のメモリから取得する（Ｓ２０２）。すなわち、コン
トローラ３０内のメモリには予めディスクの種類毎、あるいはメーカ毎に使用する記録ス
トラテジやジッタ差のしきい値が記憶されており、Ｓ２０１にて読み出したディスクの種
類（メーカの種類）に応じたストラテジ及びしきい値を取得して設定する。コントロール
データゾーンに使用すべきストラテジやしきい値を書き込んでおき、それを読み出して設
定してもよい。記録ストラテジは、パルストレーンでデータを記録するときの各パルスの
時間幅を規定するものである。例えば、先頭パルス幅Ｔｔｏｐ、後続のマルチパルスのパ
ルス幅Ｔｍｐ、最後のパルスから再びイレースパワーに復帰するまでの時間であるラスト
オフパルスＴｏｆｆ等を設定する。図８には、記録ストラテジの一例が示されている。
【００３１】
次に、光ディスク１０のテストゾーンにおいて記録パワー（ピークパワー）を８．０ｍＷ
から１５．５ｍＷまで０．５ｍＷ毎に１フレームずつ１６段階に変化させて合計１６フレ
ームにわたりテストデータを記録する（Ｓ２０３）。そして、記録した１６フレームに対
し、７．０ｍＷから１４．５ｍＷまで０．５ｍＷ毎に記録パワーを変化させて１フレーム
ずつオーバライトする（Ｓ２０４）。すなわち、８．０ｍＷで記録されたテストデータを
７．０ｍＷでオーバライトし、８．５ｍＷで記録されたテストデータを７．５ｍＷでオー
バライトし、以下同様にして１．０ｍＷだけ相対的に小さな記録パワーでテストデータを
オーバライトする。
【００３２】
相対的に１．０ｍＷだけ小さな記録パワーでオーバライトした後、オーバライト後のデー
タを再生し、信号処理部２２で各フレーム毎のジッタを測定する（Ｓ２０５）。これによ
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り、記録パワー毎の合計１６個のジッタが得られる。１６個のジッタは、コントローラ３
０に供給され、メモリに記録パワー毎に順次記憶される。例えば、
８．０ｍＷ→７．０ｍＷ　ジッタＡ
８．５ｍＷ→７．５ｍＷ　ジッタＢ
９．０ｍＷ→８．０ｍＷ　ジッタＣ
１０．０ｍＷ→９．０ｍＷ　ジッタＥ
等である。
【００３３】
次に、図６に示されるように、Ｓ２０３と同様にパワーを８．０ｍＷから１５．５ｍＷま
で０．５ｍＷ毎に１フレームずつ合計１６フレームにテストデータを再び記録する（Ｓ２
０６）。１６フレームにわたりテストデータを記録した後、当該１６フレームに対し９．
０ｍＷから１６．５ｍＷまで０．５ｍＷ毎に記録パワーを変化させて１フレームずつオー
バライトする（Ｓ２０７）。すなわち、８．０ｍＷで記録されたテストデータを９．０ｍ
Ｗでオーバライトし、８．５ｍＷで記録されたテストデータを９．５ｍＷでオーバライト
し、以下同様にして１．０ｍＷだけ相対的に大きな記録パワーでテストデータをオーバラ
イトする。相対的に１．０ｍＷだけ大きな記録パワーでオーバライトした後、オーバーラ
イト後のジッタを各フレーム毎に信号処理部２２で測定する（Ｓ２０８）。得られた各パ
ワー毎のジッタはコントローラ３０に供給され、メモリに順次記憶される。例えば、
８．０ｍＷ→９．０ｍＷ　ジッタα
８．５ｍＷ→９．５ｍＷ　ジッタβ
９．０ｍＷ→１０．０ｍＷ　ジッタγ
等である。
【００３４】
相対的に１．０ｍＷだけ小さな記録パワーでオーバライトした場合のジッタと、相対的に
１．０ｍＷだけ大きな記録パワーでオーバライトした場合のジッタとを測定して記憶した
後、コントローラ３０はこれら１６個ずつのジッタを各記録パワー毎に比較しその差分を
演算する（Ｓ２０９）。例えば、９．０ｍＷに着目すると、８．０ｍＷで記録されたテス
トデータを９．０ｍＷでオーバライトしたときのジッタαと、１０．０ｍＷで記録したテ
ストデータを９．０ｍＷでオーバーライトしたときのジッタＥをメモリから読み出し、こ
れらジッタの差分値ｄ＝Ｅ－αを演算する。各記録パワー毎のジッタ差分値ｄを演算した
後、ジッタ差ｄがＳ２０２で設定したしきい値以下となる記録パワーのうち、最小のパワ
ーＰｏを求める（Ｓ２１０）。この記録パワーＰｏを最適記録パワーに設定し、この最適
記録パワーＰｏで光ディスク１０のデータエリアにデータを記録する（Ｓ２１１）。すな
わち、この最適記録パワーＰｏで未記録状態から最初にデータを記録するとともに、オー
バライトも行う。
【００３５】
以上のようにしてジッタに優れ、かつ耐久性にも優れる最適記録パワーを選択することが
できる。なお、本実施形態においてはジッタ差が所定のしきい値以下となるパワーのうち
最小のものを最適記録パワーＰｏに選択しているが、耐久性を重視する観点からはこのよ
うにして選択されたＰｏに対して１より小さい所定の係数ｃ（例えば０．９５）を乗じた
ｃＰｏを最適記録パワーに設定することも可能である。但し、係数ｃは１に十分近いこと
が必要である。
【００３６】
また、本実施形態ではオーバライト後の信号品質としてジッタを用いているが、エラーレ
ートを用いてもよい。エラーレートを用いる場合、デコーダ２６の後段に設けられたエラ
ー訂正回路（不図示）からエラーレートをコントローラ３０に供給すればよい。
【００３７】
さらに、本実施形態においては、
１回目のテストデータ記録→１回目のオーバライト→１回目のジッタ測定→２回目のテス
トデータ記録→２回目のオーバライト→２回目のジッタ測定→ジッタ差分値算出→最適記
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録パワー選択
という処理であるが、テストデータをまとめて記録し、その後、まとめてテストデータを
オーバライトして処理を簡易化することも可能である。
【００３８】
図７にはこの場合の処理フローチャートが示されている。まず、ＤＶＤ－ＲＡＭ等のコン
トロールデータゾーンよりディスク情報を取得し（Ｓ３０１）、ディスクの種類に応じた
ストラテジ及びしきい値を取得する（Ｓ３０２）。Ａ社のＤＶＤ－ＲＡＭではしきい値を
２％とし、Ｂ社のＤＶＤ－ＲＡＭではしきい値を３％とする等である。
【００３９】
次に、テストゾーンにおいてパワー（ピークパワー）を８．０ｍＷから１５．５ｍＷまで
０．５ｍＷ毎に１フレームずつ変化させて１６フレームにテストデータを記録する（Ｓ３
０３）。なお、イレースパワーはピークパワーに対して一定の比率となるように設定する
。そして、さらにパワーを８．０ｍＷから１５．５ｍＷまで０．５ｍＷ毎に１フレームず
つ変化させて１６フレームにテストデータを記録する（Ｓ３０４）。したがって、合計３
２フレームにまとめてテストデータがパワーを変化させて記録されることになる。
【００４０】
テストデータを記録した後、前半の１６フレームに対し、パワーを９．０ｍＷから１６．
５ｍＷまで０．５ｍＷ毎に変化させてテストデータをオーバライトする（Ｓ３０５）。こ
れにより、あるフレームでは９．０ｍＷで記録されたテストデータが１０．０ｍＷでオー
バライトされ、別のフレームでは１１．０ｍＷで記録されたテストデータが１２．０ｍＷ
でオーバライトされる。次に、残りの１６フレームに対し、パワーを７．０ｍＷから１４
．５ｍＷまで０．５ｍＷ毎に変化させてテストデータをオーバライトする（Ｓ３０６）。
これにより、あるフレームでは９．０ｍＷで記録されたテストデータが８．０ｍＷでオー
バライトされ、別のフレームでは１１．０ｍＷで記録されたテストデータが１０．０ｍＷ
でオーバライトされる。
【００４１】
オーバライトした後、合計３２フレーム分のデータを再生して各フレーム毎にジッタ（あ
るいはエラーレート）を測定し、コントローラ３０に供給する。コントローラ３０では、
フレーム毎のジッタから各記録パワーにおけるジッタ差分ｄを演算し（Ｓ３０７）、ジッ
タ差分ｄがしきい値以下となる記録パワーのなかで最小のパワーを最適記録パワーＰｏに
選択する（Ｓ３０８）。
【００４２】
以上の処理では、
テストデータ記録→オーバライト→ジッタ測定→ジッタ差分値算出→最適記録パワー選択
となるので、処理が簡易化される。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば記録品質及び耐久性に優れた最適記録パワーを設定
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　光ディスク装置の全体構成ブロック図である。
【図２】　記録パワーとＲＦ振幅との関係を示す図である。
【図３】　オーバライト時の記録パワーとジッタとの関係を示すグラフ図である。
【図４】　実施形態の基本処理フローチャートである。
【図５】　実施形態の詳細フローチャート（その１）である。
【図６】　実施形態の詳細フローチャート（その２）である。
【図７】　他の実施形態の詳細フローチャートである。
【図８】　記録ストラテジ説明図である。
【符号の説明】
１０　光ディスク、１２　光ピックアップ（ＰＵ）、１４　サーボ検出部、１６　トラッ
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キング制御部、１８　フォーカス制御部、２０　ＲＦ検出部、２２　信号処理部、２６　
デコーダ、３０　コントローラ、３２　レーザダイオード駆動回路（ＬＤＤ）。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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