
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 所定の記録条件を変化させて光
ディスクに所定の信号を記録し、前記所定の信号の再生信号を基に記録特性を検出する光
ディスクドライブ装置であって、
　

　

　 前記所定の信号を
複数回再生する再生部と、
　前記再生部からの 複数の再生信号に基づいて記録特性を 検
出する記録特性検出部とを有することを特徴とする光ディスクドライブ装置。
【請求項２】
　前記記録特性検出部で 検出された 特性に基づいて最適条件を
検出する最適条件検出部を有することを特徴とすることを特徴とする請求項１記載の光デ
ィスクドライブ装置。
【請求項３】
　前記記録条件は、記録パワーであることを特徴とする請求項１記載の光ディスクドライ
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複数の記録速度で光ディスクに情報を記録可能であり、

前記複数の記録速度に対応して前記記録条件の可変情報が予め記録されたテーブルを含
む記憶部と、

前記所定の信号を記録する時に記録速度に対応する前記記録条件の可変情報を前記記憶
部のテーブルから読み出し、読み出された該可変情報を用いて前記記録条件を変化させて
光ディスクの複数フレームに前記所定の信号を記録する記録部と、

前記所定の信号を記録する時の速度と同じ速度で前記複数フレームの

フレーム毎の 該フレーム毎に

前記フレーム毎に 前記記録



ブ装置。
【請求項４】
　前記記録条件は、トラッキングオフセット量であることを特徴とする請求項１記載の光
ディスクドライブ装置。
【請求項５】
　前記記録条件は、フォーカスオフセット量であることを特徴とする請求項１記載の光デ
ィスクドライブ装置。
【請求項６】
　前記記録条件は、前記光ディスクへのビームの入射角であることを特徴とする請求項１
記載の光ディスクドライブ装置。
【請求項７】
　前記 は、前記複数の再生信号の夫々のピーク値及びボトム値

ことを特徴とする請求項 記載の光ディスクドライブ装置。
【請求項８】
　前記 は、前記複数の再生信号の夫々のピーク値及びボトム値

ことを特徴とする請求項 記載の光ディスクドライブ装置。
【請求項９】
　前記 は、前記複数の再生信号の夫々のピーク値及びボトム値

ことを特徴とする請求項 記載の光ディスクドライブ装置
。
【請求項１０】
　前記 は、前記複数の再生信号のジッタ量又はエラーレート ことを特徴と
する請求項 記載の光ディスクドライブ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスクドライブ装置に関し、特に、キャリブレーションを行う光ディスク
ドライブ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
記録型光ディスク装置には、追記型（Ｗｒｉｔｅ　Ｏｎｃｅ）と書き換え可能型（Ｅｒａ
ｓａｂｌｅ）とがある。このうち、追記型光ディスク装置では、光ディスクの信号記録面
に材料としてテルル（Ｔｅ）やビスマス（Ｂｉ）を用いてレーザービームを照射して溶融
しビットを形成する方法と、記録面の材料としてＳｂ２ Ｓｂ３ 、ＴｅＯｘや有機色素系の
薄膜を用いてレーザービームを照射して光反射率を変化させる方法等がある。
【０００３】
追記型光ディスクであるＣＤ－Ｒディスクにはガイド用のプリグルーブ（溝）が設けられ
ている。プリグルーブは中心周波数２２．０５ｋＨｚで極僅かにラジアル方向にウォブル
（蛇行）しており、ＡＴＩＰ（Ａｂｓｏｌｕｔｅ　ＴｉｍｅＩｎ　Ｐｒｅｇｒｏｏｖｅ）
と呼ばれるアドレス情報が、最大偏位±１ｋＨｚでＦＳＫ変調により多重されて記録され
ている。
【０００４】
図１は、ＣＤ－Ｒディスクの信号記録フォーマットを示す図である。同図中、ＣＤ－Ｒデ
ィスクの信号記録フォーマットは、ディスクの中心部から順に最適記録パワーを記録・測
定するためのパワーキャリブレーションエリア（ＰＣＡ）、インフォメーションエリアで
構成されている。インフォメーションエリアは、追記途中における信号記録情報やスキッ
プ情報を一時的に記録するプログラムメモリエリア（ＰＭＡ）、リードインエリア、ユー
ザデータエリア、リードアウトエリアで構成されている。
【０００５】
追記型光ディスクであるＣＤ－Ｒディスクにおいては、レーザビームの最適記録パワーを
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記録特性 に基づいて検出さ
れるβ値である １

記録特性 に基づいて検出さ
れる変調度である １

記録特性 に基づいて検出さ
れる変調度を微分した値である ３

記録特性 である
１



設定するために、実際の情報の記録に先立ってＯＰＣ（Ｏｐｔｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）動作を行う。ＯＰＣ動作は、記録特性を測定する動作であり、ディスクの
所定位置に設けられたパワーキャリブレーションエリアでおこなわれる。パワーキャリブ
レーションエリアには１００回分のテストエリア（パーティション：Ｐ１００～Ｐ００１
）が設けられている。各パーティションは１５フレーム（Ｆ０１～Ｆ１５）から構成され
る。各フレームには１５段階の異なる記録パワーでテスト信号が記録され、各フレームに
記録されたテスト信号はそれぞれ再生される。テスト信号のピーク、ボトム値に基づいて
最適か否かが判定される。この判定結果の１５段階の記録パワーのうち、ディスクに最も
適した記録パワーが設定される。このような最適記録パワーの設定は、ディスクの製造元
によってディスクの記録特性が異なるために必要となる。なお、ディスクの最適記録パワ
ーが得られない場合には再生信号のジッタやエラーレートが大幅に悪化する場合がある。
【０００６】
図２は、ＣＤ－Ｒディスクに記録された信号を再生した時のＡＣ結合したＲＦ（高周波）
信号のエンベロープのピーク値（Ｐ）とボトム値（Ｂ）を説明するための図である。ＡＣ
結合したＲＦ信号は、再生信号からＤＣ成分を除去し、交流成分だけとした信号である。
【０００７】
従来は、１フレームに１つの記録パワーを割り振り、最小パワーから最大パワーまで１５
段階のパワーでテストエリアに記録を行ったのち、図２に示すようにテストエリアから再
生したＡＣ結合を行ったＲＦ（高周波）信号のエンベロープのピーク値（Ｐ）とボトム値
（Ｂ）を検出する。ここで、ボトム値（Ｂ）はマイナスの値であり、ピーク値（Ｐ）とボ
トム値（Ｂ）との値が同じ時、Ｐ＋Ｂ＝０となり、β＝０となる。β＝０は、ピーク値（
Ｐ）とボトム値（Ｂ）が上下対称を意味する。次に、β＝（Ｐ＋Ｂ）／（Ｐ－Ｂ）で得た
値βが所定値（例えば０．０４）を超えたと判断された段階の記録パワーを最適記録パワ
ーとみなして、その後の信号記録を行っていた。
【０００８】
従来は、光ディスクの回転速度が遅かったため、光ディスク上のテストエリアへの記録と
再生との回転速度が同一でも、記録特性の測定の精度を落すことなく行うことが可能であ
った。しかし、近年、光ディスクの回転速度が高速化され、光ディスク上のテストエリア
から再生される信号のサンプリング数が充分に確保できなくなっている。このため、再生
時に光ディスクの回転速度を落して記録特性の測定の精度を保つ方法がとられていた。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、光ディスクの回転速度を落して記録特性の測定の精度を保つ方法では、光ディス
クの回転速度を高速から低速に落す必要があったため、光ディスクドライブ装置への負荷
が大きくなり、光ディスクドライブ装置の寿命が短くなるという問題点があった。
【００１０】
また、上記のように回転速度を高速から低速に落とす動作があると、ＯＰＣの時間もかか
ってしまうという問題点があった。
【００１１】
本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、高速でも高精度で記録特性を測定し、記録特
性の測定にかかる時間を短縮することができると共に、不要な負荷を軽減できる光ディス
クドライブ装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、 所定
の記録条件を変化させて光ディスクに所定の信号を記録し、前記所定の信号の再生信号を
基に記録特性を検出する光ディスクドライブ装置であって、
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複数の記録速度で光ディスクに情報を記録可能であり、

前記複数の記録速度に対応し
て前記記録条件の可変情報が予め記録されたテーブルを含む記憶部と、前記所定の信号を
記録する時に記録速度に対応する前記記録条件の可変情報を前記記憶部のテーブルから読
み出し、読み出された該可変情報を用いて前記記録条件を変化させて光ディスクの複数フ



前記所定の信号を複数回再生する再生部と、前記再生部からの
複数の再生信号に基づいて記録特性を 検出する記録特性検出

部とを有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項２記載の発明は、請求項１において、記録特性検出部で 検出さ
れた 特性に基づいて最適条件を検出する最適条件検出部を有することを特徴とす
る。
【００１４】
　請求項１、２に記載の発明によれば、

記録条件を変化させて光ディスクの
速度で

複数回再生 これらの複数の再生信号に基
づいて記録特性を 検出し、この記録特性から最適条件を検出することによ
り、再生時の速度を落とさずに、高精度で最適条件を検出できる。また、記録特性を検出
する時間を短縮することができると共に、不要な負荷を軽減することができる。
【００１５】
請求項３に記載の発明は、請求項１において、記録条件を記録パワーにしたことを特徴と
する。
【００１６】
請求項３に記載の発明によれば、記録時の速度で再生された再生信号から最適記録パワー
を検出することにより、再生時の速度を落とさずに、高精度で最適記録パワーを検出でき
る。
【００１７】
請求項４に記載の発明は、請求項１において、記録条件をトラッキングオフセット量にし
たことを特徴とする。
【００１８】
請求項４に記載の発明によれば、記録時の速度で再生された再生信号から最適トラッキン
グオフセット量を検出することにより、再生時の速度を落とさずに、高精度で最適トラッ
キングオフセット量を検出できる。
【００１９】
請求項５に記載の発明は、請求項１において、記録条件をフォーカスオフセット量にした
ことを特徴とする。
【００２０】
請求項５に記載の発明によれば、記録時の速度で再生された再生信号から最適フォーカス
オフセット量を検出することにより、再生時の速度を落とさずに、高精度で最適フォーカ
スオフセット量を検出できる。
【００２１】
請求項６に記載の発明は、請求項１において、記録条件は、光ディスクへのビームの入射
角であることを特徴とする。
【００２２】
請求項６に記載の発明によれば、記録時の速度で再生された再生信号から最適チルトを検
出することにより、再生時の速度を落とさずに、高精度で最適チルトを検出できる。
【００２３】
　請求項７に記載の発明は、請求項 において、 は複数の再生信号の夫々のピー
ク値及びボトム値 ことを特徴とする。
【００２４】
　請求項７に記載の発明によれば、 複数の再生信号の夫々のピーク値及びボト
ム値 、再生時の速度を落とさずに、高精度で を検出
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レームに前記所定の信号を記録する記録部と、前記所定の信号を記録する時の速度と同じ
速度で前記複数フレームの
フレーム毎の 該フレーム毎に

前記フレーム毎に
前記記録

所定の記録条件を変化させて光ディスクに所定の
信号を記録する時に記録速度に対応する記録条件の可変情報を記憶部のテーブルから読み
出し、読み出された該可変情報を用いて前記 複数フレ
ームに前記所定の信号を記録し、前記所定の信号を記録する時の速度と同じ 前記複
数フレームの前記所定の信号を し、フレーム毎の

該フレーム毎に

１ 記録特性
に基づいて検出されるβ値である

記録特性は
に基づいて検出されるβ値であり β値



できる。
【００２５】
　請求項８に記載の発明は、請求項 において、 は複数の再生信号の夫々のピー
ク値及びボトム値 ことを特徴とする。
【００２６】
　請求項８に記載の発明によれば、 複数の再生信号

、再生時の速度を落とさずに、高精度で を
検出できる。
【００２７】
　請求項９に記載の発明は、請求項 において、 は、複数の再生信号の夫々のピ
ーク値及びボトム値 ことを特徴とする。
【００２８】
　請求項９に記載の発明によれば、 複数の再生信号

、再生時の速度を落とさずに、高精
度で を検出できる。
【００２９】
　請求項１０に記載の発明は、請求項 において、 は、複数の再生信号のジッタ
量又はエラーレート ことを特徴とする。
【００３０】
　請求項１０に記載の発明によれば、 再生信号 ジッタ量又はエラーレ
ート 、再生時の速度を落とさずに、高精度で を検出でき
る。
【００３１】
【発明の実施の形態】
図３は、本発明の光ディスクドライブ装置の第１実施例のブロック構成図を示す。同図中
、光ディスク（ＣＤ－Ｒディスク）２０はスピンドルモータ２１により軸２２を中心とし
て回転する。マイクロコンピュータ２４は上位装置から供給される書き込み／読み出し命
令に基づいてサーボ回路２６に命令を供給する。
【００３２】
サーボ回路２６は、マイクロコンピュータ２４からの命令に基づいてスピンドルモータ２
１及び光ピックアップ２８を制御する。サーボ回路２６は、スピンドルモータ２１を制御
してＣＬＶ（線速度一定）サーボを行うと共に、光ピックアップ２８を制御して光ビーム
を光ディスク２０の所望のフレームに移動させる。また、サーボ回路２６は、光ピックア
ップ２８のフォーカスサーボ制御及びトラッキングサーボ制御を行う。
【００３３】
光ピックアップ２８から出射されたレーザ光は、光ディスク２０の記録面上で反射される
。光ディスク２０で反射されたレーザー光は再び光ピックアップ２８に供給される。光ピ
ックアップ２８は、光ディスク２０からの反射光から再生信号を検出する。光ピックアッ
プ２８で得られた再生信号は、再生回路３０に供給される。
【００３４】
再生回路３０は、光ピックアップ２８からの再生信号を波形整形し、復調する。再生回路
３０で復調された再生信号は、サーボ回路２６及びＡＴＩＰデコーダ３２、デコーダ３４
、ピーク検出回路３８及びボトム検出回路４０に供給される。ＡＴＩＰデコーダ３２は、
再生信号からＡＴＩＰ信号を分離する。ピーク検出回路３８は、再生信号のピーク値Ｐを
検出してマイクロコンピュータ２４に供給し、ボトム検出回路４０は再生信号のボトム値
Ｂを検出してマイクロコンピュータ２４に供給する。
【００３５】
マイクロコンピュータ２４は、後に詳細に説明するように、ＯＰＣ動作により最適記録パ
ワーを算出し、内蔵ＲＡＭ２４ａに記憶する。内蔵ＲＡＭ２４ａに記憶された最適記録パ
ワーは、記録時にＤ／Ａコンバータ４２に供給される。Ｄ／Ａコンバータ４２は、マイク
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１ 記録特性
に基づいて検出される変調度である

記録特性は の夫々のピーク値及びボト
ム値に基づいて検出される変調度であり 変調度

１ 記録特性
に基づいて検出される変調度を微分した値である

記録特性は の夫々のピーク値及びボト
ム値に基づいて検出される変調度を微分した値であり

変調度を微分した値

１ 記録特性
である

記録特性は複数の の
であり ジッタ量又はエラーレート



ロコンピュータ２４からの最適記録パワーに応じたディジタルデータをアナログ信号に変
換し、記録回路４４に供給する。エンコーダ４６は、記録時に記録信号をエンコードして
記録回路４４に供給する。
【００３６】
記録回路４４は、記録時にエンコーダ４６から供給される信号から光ピックアップ２８内
のレーザダイオード（ＬＤ）を駆動するための駆動信号を生成する。このとき、記録回路
４４は、Ｄ／Ａコンバータ４２からのアナログ信号に応じて駆動信号増幅率を決定する。
記録回路４４で生成された駆動信号は、光ピックアップ２８内のレザーダイオードに供給
される。これにより光ピックアップ２８内のレザーダイオードからレーザ光が光ディスク
２０に出射されて信号記録が行われる。
【００３７】
なお、マイクロコンピュータ２４の内蔵ＲＡＭ２４ａには過去のＯＰＣの履歴、つまり、
過去に測定された最適記録パワーが記録されている。これはトレイが開けられて光ディス
ク２０が交換されるまで保持される。
【００３８】
更にマイクロコンピュータ２４の内蔵ＲＯＭ２４ｂには、光ディスク２０の種類（ＩＤナ
ンバー）と、記録速度（１、２、４、６、８、１２、１６倍速等）に応じた目標特性値β
が記録された第１のテーブルが設定されると共に、記録速度（１、２、４、６、８、１２
、１６倍速等）に応じてＯＰＣのスタートパワーとステップパワーが記録された第２のテ
ーブルが設定されている。また、マイクロコンピュータ２４には操作キー５０から操作入
力が供給される。
【００３９】
図４は、本発明の第１実施例のマイクロコンピュータのフローチャートを示す。同図中、
記録（ＲＥＣ）動作が開始されると、ステップＳ１０でサーボ回路２６に命令を供給し、
光ピックアップ２８のスレッドモータの回転制御を行って光ディスク２０の所望のフレー
ムに移動させる等のセットアップ動作が行われる。ステップＳ１２では、ＯＰＣ動作を実
行するか否かを判別し、既にＯＰＣ動作が実行されている場合、ＯＰＣ動作を行わずにＲ
ＥＣ動作が続行される。
【００４０】
ＯＰＣ動作が実行されていない場合、ステップＳ１４でＯＰＣ動作が実行され、最適記録
パワーが設定される。ＯＰＣ動作により最適記録パワーが設定されると、ステップＳ１６
で記録動作が要求されているか否かが判別される。記録動作が要求されると、ステップＳ
１８でＯＰＣ動作により設定された最適記録パワーを読み出し、ディスクに設定された最
適記録パワーで記録動作が行われる。次にＯＰＣ出力動作について説明する。
【００４１】
図５は、マイクロコンピュータ２４が実行するＯＰＣ動作の第１実施例のフローチャート
である。同図中、ＯＰＣ動作は、図４で示すステップＳ１４の処理の詳細を示している。
ステップＳ２０で記録速度を操作キー５０からの操作で指定した値に設定する。例えば、
記録速度は、記録可能な最高速度に設定される。記録速度が設定されるとステップＳ２２
に進み、光ディスク２０に記録されているＩＤナンバを読み込み、ディスクの種類を判別
する。ディスクの種類を判別した後、ステップＳ２４で、図６に示す内蔵ＲＯＭ２４ｂに
格納された第１のテーブルから上記ＩＤナンバと操作キー５０から指定された記録速度に
応じた特性値βを読み出す。例えば、ディスクの種類が「１」、記録速度が「８倍速」と
すると、特性値β４が読み出される。
【００４２】
次に、ステップＳ２６で、図７に示す内蔵ＲＯＭ２４ｂに格納された第２テーブルから記
録速度に応じたＯＰＣのスタートパワーとステップパワーを読み出す。例えば、記録速度
が「８倍速」とすると、スタートパワーはＰｓｔｔ８、パワーステップはＰｓｔｐ８が読
み出される。
【００４３】
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次に、ステップＳ２８では、ステップＳ２６で設定されたスタートパワーとステップパワ
ーにより記録パワーを１５段階に変化させて、光ディスク２０のパワーキャリブレーショ
ンエリアの１回分のテストエリア（１５フレーム）の所定領域にテスト信号を記録する。
テストエリアにテスト信号が記録された後、ステップＳ３０で上記テストエリアの各フレ
ームを、スピンドルモータ２１の回転を低下させることなく記録時と同じ速度で再生する
。
【００４４】
次に、ステップＳ３２では、各フレームの１５段階の記録パワー毎に再生信号、即ち、再
生ＲＦ信号のピーク値Ｐとボトム値Ｂを検出し、サンプリングを行う。ステップＳ３４で
は、予め設定された所定回数分のピーク値Ｐとボトム値Ｂのサンプリングが行われたか否
かを判別し、所定回数サンプリングが行われていなければ、ステップＳ３０、Ｓ３２の処
理を繰り返す。また、サンプリングの所定回数は、内蔵メモリに格納されており、サンプ
リング毎にカウントされている。
【００４５】
ステップＳ３４で所定回数サンプリングが行われていれば、ステップＳ３６で所定回数分
のピーク値Ｐとボトム値Ｂのサンプリング値の総和から各記録パワーのそれぞれの特性値
βを計算する。ここでは、ＡＣ結合した再生信号のピーク値Ｐとボトム値Ｂのサンプリン
グ値の総和から（１）式により値βを算出する。
【００４６】
β＝（Ｐ＋Ｂ）／（Ｐ―Ｂ）…（１）
次に、ステップＳ３８で、１５段階の記録パワー毎の上記特性値βの関係（β対パワー関
数）から、目標特性値β４に対応する記録パワーを最適記録パワーとして算出する。ステ
ップＳ３８で最適記録パワーが算出されると、ステップＳ４０で内蔵ＲＡＭ２４ａ内に最
適記録パワーを記憶し処理を終了する。
【００４７】
このように、本実施例によればＯＰＣ動作が行われる場合、記録時と再生時とでスピンド
ルモータ２１の回転速度を大きく変えることなく、再生速度を低下させなくてもより正確
にピーク値及びボトム値を検出できる。
【００４８】
なお、上記第１実施例は、変調度ｍから最適記録パワーを算出することも可能であり、こ
の変調度ｍを用いた第２実施例を以下に説明する。
【００４９】
図８は、本発明の第２実施例であるＡＣ結合前段階のＲＦ信号の変調度を検出する方法を
説明するための図である。変調度の検出には、ＡＣ結合前段階のＲＦ信号が用いられる。
図８において、ＡＣ結合前段階のＲＦ信号は、再生信号にＤＣ成分を含む信号である。Ｒ
Ｆ信号は、最小振幅Ｉ０、最大振幅Ｉ１とされる。最大振幅Ｉ１は最大値ＡＴ Ｏ Ｐ 、最小
値ＢＢ Ｔ Ｏ Ｍ である。基準レベルＲＥＦと最大値ＡＴ Ｏ Ｐ との差分は差分値Ｉｔｏｐであ
り、光ディスクにピットが形成されていない状態でのミラー反射レベルを示している。基
準レベルＲＥＦは、光が全く反射して戻らない状態での無信号出力レベルを示している。
【００５０】
上記ＲＦ信号に関する値から（２）式により変調度ｍが算出される。
【００５１】
ｍ＝Ｉ１／Ｉｔｏｐ＝（ＡＴ Ｏ Ｐ －ＢＢ Ｔ Ｏ Ｍ ）／（ＡＴ Ｏ Ｐ －ＲＥＦ）…（２）
本実施例では、この変調度ｍを用いることにより最適記録パワーを求める。
【００５２】
図９は、本発明の第２実施例の記録パワーに対する変調度を示す図である。同図中、光デ
ィスクのテストエリアの１５フレームに記録される記録パワーＰ１～Ｐ１５に対する変調
度ｍを示しており、変調度ｍは記録パワーＰ１～Ｐ１５に応じて変化する。記録パワーが
小さくなるにつれてＲＦ信号の振幅が小さくなるため、変調度ｍは小さくなり、記録パワ
ーが大きくなるにつれてＲＦ信号の振幅が大きくなるため、変調度ｍは大きくなる。この
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時、記録パワーがある程度大きくなると、変調度ｍは飽和する。飽和し始めた付近の記録
パワーは、光ディスクの記録に用いる場合、ジッタやエラーの発生を最小にすることがで
きる。よって、変調度ｍから最適記録パワーを求めることが可能となる。
【００５３】
図１０は、本発明の光ディスクドライブ装置の第２実施例のブロック構成図である。同図
中、図３と同様の構成については同符号を付し、詳細な説明を省略する。図１０において
、ピーク検出回路３８、ボトム検出回路４０に代えて変調度測定回路５２及びＡ／Ｄコン
バータ５４が設けられている点で図３の光ディスクドライブ装置と異なる。
【００５４】
変調度測定回路５２には、ＡＣ結合前段階のＲＦ信号が再生回路３０から供給される。変
調度測定回路５２は、ＡＣ結合前段階のＲＦ信号から変調度を検出してＡ／Ｄコンバータ
５４に供給する。Ａ／Ｄコンバータ５４は、変調度測定回路５２で検出された変調度をデ
ィジタル化してマイクロコンピュータ２４へ供給する。
【００５５】
マイクロコンピュータ２４は上記変調度に基づいて最適記録パワーを求め、内蔵メモリに
記憶する。内蔵メモリに記憶された最適記録パワーは、記録時にＤ／Ａコンバータ４２で
アナログ化されて記録回路４４に供給される。
【００５６】
マイクロコンピュータ２４の内蔵ＲＯＭ２４ｂには、光ディスク２０の種類（ＩＤナンバ
ー）と、記録速度（１、２、４、６、８、１２、１６倍速）に応じて図８の目標特性値β
に代えて目標変調度ｍが記憶された第１のテーブルが設定される。また、内蔵ＲＯＭ２４
ｂは、記録速度（１、２、４、６、８、１２、１６倍速）に応じたＯＰＣのスタートパワ
ーとステップパワーが記憶された第２のテーブルが設定されている。また、操作キー５０
からの操作入力はマイクロコンピュータ２４に供給される。
【００５７】
マイクロコンピュータ２４は、後述するように、上記テーブルを参照して最適記録パワー
を求める。次に、最適記録パワーを求めるためのＯＰＣ動作について説明する。
【００５８】
図１１は、マイクロコンピュータ２４が実行するＯＰＣ動作の第２実施例のフローチャー
トである。同図中、ステップＳ５０で記録速度を操作キー５０からの操作で指定した値に
設定する。記録速度が設定されるとステップＳ５２に進み、光ディスク２０に記録されて
いるＩＤナンバを読み込み、ディスクの種類を判別する。ディスクの種類を判別した後、
ステップＳ５４で、内蔵ＲＯＭ２４ｂに格納された第１のテーブルから上記ＩＤナンバと
操作キー５０から指定された記録速度に応じた目標変調度ｍを読み出す。ステップＳ５６
では、内蔵ＲＯＭ２４ｂに格納された第２のテーブルから記録速度に応じたＯＰＣのスタ
ートパワーとステップパワーを読み出す。
【００５９】
次に、ステップＳ５８では、ステップＳ５６で読み出されたスタートパワーとステップパ
ワーにより記録パワーを１５段階に変化させて、光ディスク２０のパワーキャリブレーシ
ョンエリアの１回分のテストエリア（１５フレーム）の所定領域にテスト信号を記録する
。テストエリアにテスト信号が記録された後、ステップＳ６０で上記テストエリアの各フ
レームを、スピンドルモータ２１の回転を低下させずに記録時と同じ速度で再生する。
【００６０】
次に、ステップＳ６２では、各フレームの１５段階の記録パワー毎の再生信号、即ち、Ａ
Ｃ結合前段階の再生ＲＦ信号の最大振幅Ｉ１と差分値Ｉｔｏｐを検出し、サンプリングを
行う。ステップＳ６４では、予め設定された所定回数分の最大振幅Ｉ１と差分値Ｉｔｏｐ
のサンプリングが行われたか否かを判別し、所定回数サンプリングが行われていなければ
、ステップＳ６０、Ｓ６２の処理を繰り返す。また、サンプリングの所定回数は、内蔵メ
モリに格納されている。
【００６１】
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ステップＳ６４で所定回数サンプリングが行われていれば、ステップＳ６６で所定回数分
の最大振幅Ｉ１と差分値Ｉｔｏｐのサンプリング値の総和から各記録パワーのそれぞれの
変調度ｍを計算する。ここでは、最大振幅Ｉ１と差分値Ｉｔｏｐの値から（２）式により
変調度ｍを算出する。
【００６２】
次に、ステップＳ６８で、１５段階の記録パワー毎の上記変調度ｍの関係（変調度ｍ対パ
ワー関数）から、目標変調度ｍに対応する記録パワーを最適記録パワーとして算出する。
ステップＳ６８で最適記録パワーが算出されると、ステップＳ７０で内蔵ＲＡＭ２４ａ内
に最適記録パワーを記憶し処理を終了する。記録時には内蔵メモリに記録された最適記録
パワーに基づいて記録を行う。
【００６３】
このように、本実施例によれば、再生時の速度を落とさずに、テストエリアのデータを再
生した時、所定回数の再生を行い、ＡＣ結合前段階のＲＦ信号の変調度ｍに応じて最適記
録パワーを求めることができる。
【００６４】
なお、上記第２実施例はＡＣ結合前段階のＲＦ信号の振幅の大きさを示す指標である変調
度ｍを用いて最適記録パワーを算出し、設定していたが、変調度ｍ及び記録パワーＰｗか
ら求められるパラメータγを用いることも可能であり、このパラメータγを用いた第３実
施例を以下に説明する。
【００６５】
図１２は、本発明の第３実施例の記録パワーに対する変調度ｍ及びパラメータγの関係を
示す図である。同図中、パラメータγは、記録パワーＰｗと変調度ｍとを用いて以下の（
３）式で算出される。
【００６６】
γ＝（ｄｍ／ｄＰｗ）×（Ｐｗ／ｍ）…（３）
なお、式（３）において（ｄｍ／ｄＰｗ）は変調度ｍの記録パワーＰｗによる微分を示す
。
【００６７】
また、光ディスク２０にＡＴＩＰ情報として目標値γｔａと係数ρが記録されている。図
１２に示すようにパラメータγの特性から、光ディスクに記録された目標値γｔａを基に
、目的記録パワーＰｔａを求める。係数ρは、最適記録パワーであるＰｗｏを求めるため
に用いられる。最適記録パワーＰｗｏは、目的記録パワーＰｔａと係数ρとを用いて以下
に示す（４）式で算出される。
【００６８】
Ｐｗｏ＝ρ×Ｐｔａ…（４）
このように、ＲＦ信号の変調度ｍから求められるパラメータγの特性を用いて最適記録パ
ワーを求めることができる。また、目標値γｔａは、ディスクの種類（ＩＤナンバー）と
記録速度に応じてテーブルに設定して、テーブルから読み出した値を用いてもよい。
【００６９】
尚、本発明の光ディスクドライブ装置において、最適記録パワーの算出には、１５段階の
記録パワーをテーブルから参照して設定し、記録を行い、上記の特性値、変調度及びパラ
メータに基づいて算出しているが、上記実施例に限定されない。例えば、ＯＰＣ動作の１
５段階の記録パワーの設定をテーブルから参照する代わりに、ＡＴＩＰ情報の推奨記録パ
ワーを取得し、推奨記録パワーを中心として上下に等間隔に７段階の記録パワーを設定し
てテスト記録を行い、最適記録パワーを算出することも可能である。この推奨記録パワー
は、１倍速記録に対応し、記録速度がＸ倍速のときには、記録パワーは推奨記録パワーの
約√Ｘ倍必要とされている。
【００７０】
要は、記録時と同じ速度で複数回再生を行うことであり、これにより高精度で最適記録パ
ワーを測定し、最適記録パワーの測定の所要時間を短縮することができると共に、光ディ
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スクドライブ装置にかかる不要な負荷を軽減することができる。従って、光ディスクドラ
イブ装置の機能性の向上を図ることができる。
【００７１】
尚、上記実施例では最適記録条件として最適記録パワーを検出したが、最適記録条件とし
て最適トラッキングオフセット量を検出するようにしてもよい。
【００７２】
図１３は、本発明の光ディスクドライブ装置の第４実施例におけるブロック構成図である
。同図中、図１０と同様の構成については同符号を付し、詳細な説明を省略する。図１３
において、変調度測定回路５２に代えてジッタ量検出回路５８が設けられている点で図１
０の光ディスクドライブ装置と異なる。ジッタ量検出回路５８は、いずれも図示しないが
、再生ＲＦ信号の特定周波数帯域をブーストするイコライザ（等化器）と、ブーストされ
たＲＦ信号を２値化する２値化回路、２値化されたＲＦ信号からクロック信号を生成する
ＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）回路及びＰＬＬ回路で得られたクロック
信号と再生ＲＦ信号との位相を比較してその位相のずれを検出する位相比較器を有する、
位相比較器からのジッタ信号は、ジッタ量としてディジタル化してマイクロコンピュータ
２４へ供給される。
【００７３】
マイクロコンピュータ２４は記録するときの速度で複数回再生したときに得られるジッタ
量に基づいて最適トラッキングオフセット量を求め、内蔵メモリに記憶する。内蔵メモリ
に記憶された最適トラッキングオフセット量は、記録時にサーボ回路２６に供給される。
サーボ回路２６は、最適トラッキングオフセット量に応じてトラッキングエラー信号にバ
イアスをかけてトラッキング制御を行う。
【００７４】
マイクロコンピュータ２４の内蔵ＲＯＭ２４ｂには、図１４に示すような記録速度（１、
２、４、６、８、１２、１６倍）に応じてオフセット量とステップ量とが記録されたトラ
ッキングオフセット量設定テーブルが設定されている。また、操作キーからの操作入力は
マイクロコンピュータ２４に供給される。マイクロコンピュータ２４は、後述するように
、上記テーブルを参照して最適トラッキングオフセット量を求める。次に、最適トラッキ
ングオフセット量を求めるための動作について説明する。
【００７５】
図１５は、マイクロコンピュータ２４が実行する動作の第４実施例におけるフローチャー
トである。同図中、ステップＳ７２で記録速度を操作キー５０からの操作で指定した値に
設定する。記録速度が設定されるとステップＳ７４に進み、図１４に示す内蔵ＲＯＭ２４
ｂに格納されたトラッキングオフセット量設定テーブルから記録速度に応じたオフセット
量とステップ量とを読み出す。
【００７６】
次に、ステップＳ７６では、ステップＳ７４で読み出されたオフセット量とステップ量に
よりトラッキングオフセット量を順次変化させて、光ディスク２０のパワーキャリブレー
ションエリアの１回分のテストエリア（１５フレーム）の所定領域にテスト信号を記録す
る。テストエリアにテスト信号が記録された後、ステップＳ７８で上記テストエリアの各
フレームを、スピンドルモータ２１の回転を低下させずに記録時と同じ速度で再生する。
【００７７】
次に、ステップＳ８０では、再生ＲＦ信号からトラッキングオフセット量毎のジッタ量を
検出する。ステップＳ８２では、内蔵メモリに予め設定された所定回数分のジッタ量の検
出が行われたか否かを判別し、所定回数検出が行われていなければ、ステップＳ７８、Ｓ
８０の処理を繰り返す。
【００７８】
ステップＳ８２で所定回数検出が行われていれば、ステップＳ８４の処理を行う。ステッ
プＳ８４では、所定回数検出されたジッタ量のトラッキングオフセット量毎の平均又は総
和を検出する。その結果、図１７に示すようなトラッキングオフセット量毎に対するジッ
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タ量の特性が得られる。
【００７９】
次に、ステップＳ８６で、ステップＳ８４で検出したジッタ量のうち最小となるトラッキ
ングオフセット量を最適トラッキングオフセット量と判定する。最適トラッキングオフセ
ット量が求められると、ステップＳ８８で内蔵ＲＡＭ２４ａ内に最適トラッキングオフセ
ット量を記憶し処理を終了する。記録時には内蔵ＲＡＭ２４ａに記憶された最適トラッキ
ングオフセット量に基づいてサーボ制御を行ないつつ記録動作を行う。
【００８０】
このように、本実施例によれば、再生時の速度を落とさずに、テストエリアのデータを再
生した時、所定回数の再生を行い、ジッタ量を検出し、ジッタ量に基づいて最適トラッキ
ングオフセット量を求めることができる。
【００８１】
なお、上記第４実施例はジッタ量の最小値を基に最適トラッキングオフセット量を算出し
ていたが、ジッタ量に基づいて最適フォーカスオフセット量を算出することも可能である
。この最適フォーカスオフセット量毎にジッタ量を検出する例を第５実施例で説明する。
なお、その構成は第４実施例と同じであるので、その説明は省略する。
【００８２】
図１６は、マイクロコンピュータ２４が実行する動作の第５実施例におけるフローチャー
トである。同図中、ステップＳ９０で記録速度を操作キー５０からの操作で指定した値に
設定する。記録速度が設定されるとステップＳ９２に進み、内蔵ＲＯＭ２４ｂに格納され
たフォーカスオフセット量設定テーブルから記録速度に応じたオフセット量とステップ量
とを読み出す。なお、フォーカスオフセット量設定テーブルは、図１４に示すトラッキン
グオフセット量設定テーブルと同様なデータ構成であり、記録速度毎にフォーカスオフセ
ット量とそのステップ量が記憶されている。
【００８３】
次に、ステップＳ９４では、ステップＳ９２で読み出されたオフセット量とステップ量に
よりフォーカスオフセット量を順次変化させて、光ディスク２０のパワーキャリブレーシ
ョンエリアの１回分のテストエリア（１５フレーム）の所定領域にテスト信号を記録する
。テストエリアにテスト信号が記録された後、ステップＳ９６で上記テストエリアの各フ
レームを、スピンドルモータ２１の回転を低下させずに記録時と同じ速度で再生する。
【００８４】
次に、ステップＳ９８では、再生ＲＦ信号からフォーカスオフセット量毎のジッタ量を検
出する。ステップＳ１００では、内蔵メモリに予め設定された所定回数分のフォーカスオ
フセット量毎のジッタ量の検出が行われたか否かを判別し、所定回数検出が行われていな
ければ、ステップＳ９６、Ｓ９８の処理を繰り返す。
【００８５】
ステップＳ１００で所定回数検出が行われていれば、ステップＳ１０２の処理を行う。ス
テップＳ１０２では、所定回数検出されたジッタ量の平均又は総和をフォーカスオフセッ
ト量毎に検出する。
【００８６】
次に、ステップＳ１０４で、ステップＳ１０２で検出したジッタ量のうち最小値となるジ
ッタ量のフォーカスオフセット量を最適フォーカスオフセット量と判別する。最適フォー
カスオフセット量が算出されると、ステップＳ１０６で内蔵ＲＡＭ２４ａ内に最適フォー
カスオフセット量を記憶し処理を終了する。記録／再生時には内蔵ＲＡＭ２４ａに記憶さ
れた最適フォーカスオフセット量がサーボ回路２６に供給され、最適フォーカスオフセッ
ト量に基づいてサーボ制御を行ないつつ記録／再生動作が行なわれる。
【００８７】
このように、本実施例によれば、再生時の速度を落とさずに、テストエリアのデータを再
生した時、所定回数の再生を行い、ジッタ量を検出し、ジッタ量に基づいて最適フォーカ
スオフセット量を求めることができる。
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【００８８】
尚、上記第４、５実施例では、ジッタ量に基づいて最適トラッキングオフセット量、最適
フォーカスオフセット量を求めたが、図１８に示すような特性から特性値β値及び変調度
ｍに基づいて算出することも可能である。また、ジッタ量に基づいて最適記録パワー及び
光ピックアップの最適チルトを求めることも可能である。また、エラー訂正数を検出し、
検出したエラー訂正数からエラーレートを求め、このエラーレートに基づいて最適トラッ
キングオフセット量、最適フォーカスオフセット量、最適記録パワー及び最適チルトを求
めるようにしてもよい。
【００８９】
また、通常の記録／再生時に必要に応じてテストトラックにアクセスしてジッタ量、エラ
ーレート等の特性を得たり、最適トラッキングオフセット量、最適フォーカスオフセット
量、最適記録パワー及び最適チルトを更新したりするようにしてもよい。また、各々に異
なるフレームを用いて記録／再生を行い、同時に検出するようにしてもよい。
【００９０】
尚、上記第４実施例に示すようにジッタ量の最小値を基に最適チルトを検出する例を第６
実施例で説明する。
【００９１】
図１９は、本発明の光ディスクドライブ装置の第６実施例におけるブロック構成図である
。同図中、図１３と同様の構成については同符号を付し、詳細な説明を省略する。図１９
において、チルト制御機構５９が設けられている点で図１３の光ディスクドライブ装置と
異なる。なお、チルト制御機構５９は、ディスクに対する光ビームの入射角度を制御する
機構である。マイクロコンピュータ２４は、チルト制御機構５９によりチルトを変化させ
つつ求めたジッタ量から最適チルトを求め、内蔵メモリに記憶する。内蔵メモリに記憶さ
れた最適チルトは、記録時にチルト制御機構５９に供給される。
【００９２】
操作キーからの操作入力はマイクロコンピュータ２４に供給され、マイクロコンピュータ
２４は、後述するように、最適チルトを求める。次に、最適チルトを求めるための動作に
ついて説明する。
【００９３】
図２０は、マイクロコンピュータ２４が実行する動作の第６実施例におけるフローチャー
トである。同図中、ステップＳ１１０では、チルト制御回路５９によりチルトを順次変化
させて、光ディスク２０のパワーキャリブレーションエリアの１回分のテストエリア（１
５フレーム）の所定領域にテスト信号を記録する。テストエリアにテスト信号が記録され
た後、ステップＳ１１２でチルトを所定量、例えばゼロに固定して上記テストエリアの各
フレームを、スピンドルモータ２１の回転を低下させずに記録時と同じ速度で再生する。
【００９４】
次に、ステップＳ１１４では、再生ＲＦ信号からチルト毎のジッタ量を検出する。ステッ
プＳ１１６では、内蔵メモリに予め設定された所定回数分のジッタ量の検出が行われたか
否かを判別し、所定回数検出が行われていなければ、ステップＳ１１２、Ｓ１１４の処理
を繰り返す。
【００９５】
ステップＳ１１６で所定回数検出が行われていれば、ステップＳ１１８の処理を行う。ス
テップＳ１１８では、所定回数検出されたジッタ量のチルト毎の平均又は総和を検出する
。その結果、図１７に示すようなチルト毎に対するジッタ量の特性が得られる。
【００９６】
次に、ステップＳ１２０で、ステップＳ１１８で検出したジッタ量のうち最小となるチル
トを最適チルトと判定する。最適チルトが求められると、ステップＳ１２２で内蔵ＲＡＭ
２４ａ内に最適チルトを記憶し処理を終了する。記録時には内蔵ＲＡＭ２４ａに記憶され
た最適チルトにより記録動作を行う。
【００９７】
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このように、本実施例によれば、再生時の速度を落とさずに、テストエリアのデータを再
生した時、所定回数の再生を行ってジッタ量を検出し、ジッタ量に基づいて最適チルトを
求めることができる。なお、上記第６実施例は、特性値β及び変調度ｍ、エラーレートか
ら最適チルトを算出することも可能である。また、チルトの制御は光ピックアップに限定
されるだけでなく、スピンドルモータのチルトを制御することによりディスクの角度を変
化させ、最適チルトを算出することも可能である。
【００９８】
尚、記録条件は、上記実施例における記録パワー、トラッキングオフセット量、フォーカ
スオフセット量、チルトに限定されない。
【００９９】
尚、再生部及び再生手順はステップＳ３０～Ｓ３４、Ｓ６０～Ｓ６４、Ｓ７８～Ｓ８２、
Ｓ９６～Ｓ１００、Ｓ１１２～１１６に対応し、記録特性検出部及び記録特性検出手順は
ステップＳ３６、Ｓ６６、Ｓ８４、Ｓ１０２、Ｓ１１８に対応し、最適条件検出部及び最
適条件検出手順はステップＳ３８、Ｓ６８、Ｓ８６、Ｓ１０４、Ｓ１２０に対応する。
【０１００】
【発明の効果】
　上述の如く、本発明の光ディスクドライブ装置によれば、

記録条件を変化させて光
ディスクの

速度で 複数回再生 これらの
複数の再生信号に基づいて記録特性を 検出し、この記録特性から最適条件
を検出することにより、再生時の速度を落とさずに、高精度で最適条件を検出できる。ま
た、記録特性を検出する時間を短縮することができると共に、不要な負荷を軽減すること
ができる。
【０１０１】
本発明の光ディスクドライブ装置によれば、記録時の速度で再生された再生信号から最適
記録パワー又は最適トラッキングオフセット量又は最適フォーカスオフセット量又は最適
チルトを検出することができる。従って、再生時の速度を落とさずに、高精度で最適条件
を検出できる。
【０１０２】
　本発明の光ディスクドライブ装置によれば、 複数の再生信号の夫々のピーク
値及びボトム値 、再生時の速度を落とさずに、高精度で

を検出でき、機能性の向上を図ることができる。
【０１０３】
　本発明の光ディスクドライブ装置によれば、 複数の再生信号

、再生時の速度を落とさずに、高精度
で を検出でき、機能性の向上を図ることができる。
【０１０４】
　本発明の光ディスクドライブ装置によれば、 複数の再生信号

、再生時の速度を落とさ
ずに、高精度で を検出でき、機能性の向上を図ることができる。
【０１０５】
　本発明の光ディスクドライブ装置によれば、 再生信号 ジッタ量又は
エラーレート 、再生時の速度を落とさずに、高精度で を
検出でき、機能性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＣＤ－Ｒディスクの信号記録フォーマットを示す図である。
【図２】ＣＤ－Ｒディスクに記録された信号を再生した時のＲＦ（高周波）信号のエンベ
ロープのピーク値（Ｐ）とボトム値（Ｂ）を説明するための図である。
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所定の記録条件を変化させて
光ディスクに所定の信号を記録する時に記録速度に対応する記録条件の可変情報を記憶部
のテーブルから読み出し、読み出された該可変情報を用いて前記

複数フレームに前記所定の信号を記録し、前記所定の信号を記録する時の速度
と同じ 前記複数フレームの前記所定の信号を し、フレーム毎の

該フレーム毎に

記録特性は
に基づいて検出されるβ値であり

β値

記録特性は の夫々のピーク
値及びボトム値に基づいて検出される変調度であり

変調度

記録特性は の夫々のピーク
値及びボトム値に基づいて検出される変調度を微分した値であり

変調度を微分した値

記録特性は複数の の
であり ジッタ量又はエラーレート



【図３】本発明の光ディスクドライブ装置の第１実施例におけるブロック構成図である。
【図４】本発明の第１実施例におけるマイクロコンピュータのフローチャートを示す。
【図５】マイクロコンピュータ２４が実行するＯＰＣ動作の第１実施例におけるフローチ
ャートである。
【図６】本発明の第１実施例におけるＩＤナンバと記録速度と目標値βとの関係を示すテ
ーブルである。
【図７】本発明の第１実施例における記録速度とスタートパワーとパワーステップとの関
係を示すテーブルである。
【図８】本発明の第２実施例におけるＡＣ結合前段階のＲＦ信号の変調度を説明するため
の図である。
【図９】本発明の第２実施例における記録パワーに対する変調度を示す図である。
【図１０】本発明の光ディスクドライブ装置の第２実施例におけるブロック構成図である
。
【図１１】マイクロコンピュータ２４が実行するＯＰＣ動作の第２実施例におけるフロー
チャートである。
【図１２】本発明の第３実施例における記録パワーに対する変調度ｍ及びパラメータγの
関係を示す図である。
【図１３】本発明の光ディスクドライブ装置の第４実施例におけるブロック構成図である
。
【図１４】本発明の第４実施例における記録速度とオフセット量とステップ量との関係を
示すテーブルである。
【図１５】マイクロコンピュータ２４が実行する動作の第４実施例におけるフローチャー
トである。
【図１６】マイクロコンピュータ２４が実行する動作の第５実施例におけるフローチャー
トである。
【図１７】ジッタ量と記録トラッキングオフセット量及び記録フォーカスオフセット量と
の関係を示す図である。
【図１８】特性値βおよび変調度と最適条件との関係を示す図である。
【図１９】本発明の光ディスクドライブ装置の第６実施例におけるブロック構成図である
。
【図２０】マイクロコンピュータ２４が実行する動作の第６実施例におけるフローチャー
トである。
【符号の説明】
２０　　光ディスク（ＣＤ－Ｒ）
２２　　軸
２４　　マイクロコンピュータ
２６　　サーボ回路
２８　　光ピックアップ
３０　　再生回路
３２　　ＡＴＩＰデコーダ
３４　　デコーダ
３８　　ピーク検出回路
４０　　ボトム検出回路
４２　Ｄ／Ａコンバータ
４４　　記録回路
４６　　エンコーダ
５０　　操作キー
５２　　変調度測定回路
５４　　Ａ／Ｄコンバータ
５６　　光ディスク（ＣＤ－ＲＷ）
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５８　　ジッタ量検出回路
５９　　チルト制御機構

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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