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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に対して記録マークを形成するための、記録情報に応じた複数の要素からなる
記録条件を設定する記録条件設定装置において、
　上記記録媒体からの再生信号から、ビタビ復号にてビット列を復号して復号ビット列を
生成しつつ、パスメトリック差を生成するビタビ復号手段と、
　上記ビタビ復号手段によって生成された復号ビット列から、記録情報別に設定されたパ
ターンを特定パターンとして検出する特定パターン検出手段と、
　上記ビタビ復号手段によって生成されたパスメトリック差から、上記特定パターン検出
手段によって検出された特定パターンに対応する特定パスメトリック差を抽出する特定パ
スメトリック差抽出手段と、上記特定パターン検出手段によって検出された特定パターン
を含む復号ビット列から、複数の記録情報のうち対応する記録情報を持つ記録情報別パタ
ーンを検出する記録情報別パターン検出手段とを有し、上記特定パスメトリック差抽出手
段によって抽出された特定パスメトリック差を、上記記録情報別パターン検出手段によっ
て検出された記録情報別パターンに対応する記録情報別パスメトリック差に分類するパス
メトリック差分類手段と、
　上記パスメトリック差分類手段によって分類された複数の記録情報別パスメトリック差
が所定範囲内に入っているか否かを判断し、この判断結果に応じて、上記記録条件を設定
する記録条件設定手段とを備えていることを特徴とする記録条件設定装置。
【請求項２】
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　上記記録条件設定手段は、
　上記パスメトリック差分類手段によって分類された記録情報別パスメトリック差毎に平
均値を算出する平均値算出手段を備え、
　上記平均値算出手段によって算出した平均値に基づいて記録条件を設定することを特徴
とする請求項１に記載の記録条件設定装置。
【請求項３】
　上記記録条件設定手段は、
　上記平均値算出手段によって得られた平均値に基づいて、記録情報別パスメトリック差
を正規化する正規化手段を備え、
　上記正規化手段によって正規化された記録情報別パスメトリック差に基づいて記録条件
を設定することを特徴とする請求項２に記載の記録条件設定装置。
【請求項４】
　上記記録条件設定手段は、
　上記パスメトリック差分類手段によって分類された記録情報別パスメトリック差毎に度
数分布を算出する度数分布算出手段を有し、
　上記度数分布算出手段によって算出された度数分布が記録情報間で互いに近づくように
、記録条件を設定することを特徴とする請求項１に記載の記録条件設定装置。
【請求項５】
　上記記録条件設定手段は、
　上記パスメトリック差分類手段によって分類された記録情報別パスメトリック差毎に度
数分布を算出する度数分布算出手段を有し、
　上記度数分布算出手段によって算出された度数分布が所定範囲内に入るように、記録条
件を設定することを特徴とする請求項４に記載の記録条件設定装置。
【請求項６】
　上記記録条件設定手段は、
　記録条件のうち、少なくとも記録パワーの設定を行うことを特徴とする請求項１～５の
何れか１項に記載の記録条件設定装置。
【請求項７】
　記録情報に応じた複数の要素からなる記録条件を設定する記録条件設定装置を備えた記
録再生装置において、
　上記記録条件設定装置は、請求項１～６の何れか１項に記載の記録条件設定装置である
ことを特徴とする記録再生装置。
【請求項８】
　記録情報に応じた複数の要素からなる記録条件に基づいて、記録媒体に記録マークを形
成する記録再生装置の記録条件設定方法において、
　上記記録媒体からの再生信号から、ビタビ復号にてビット列を復号して復号ビット列を
生成しつつ、パスメトリック差を生成する第１のステップと、
　上記第１のステップにおいて生成された復号ビット列から特定パターンを検出する第２
のステップと、
　上記第１のステップにおいて生成されたパスメトリック差から、上記第２のステップに
おいて検出された特定パターンに対応する特定パスメトリック差を取り出す第３のステッ
プと、
　上記第２のステップにおいて検出された特定パターンを含む復号ビット列から、複数の
記録情報のうち対応する記録情報を持つ記録情報別パターンを検出する第４のステップと
、
　上記第３のステップにおいて取り出された特定パスメトリック差を、上記第４のステッ
プにおいて検出された記録情報別パターンに対応する記録情報別パスメトリック差に分類
する第５のステップと、
　上記第５のステップにおいて分類された複数の前記記録情報別パスメトリック差が所定
範囲内に入っているか否かを判断し、この判断結果に応じて、記録条件を設定する第６の
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ステップとを含むことを特徴とする記録条件設定方法。
【請求項９】
　上記複数の記録情報別パスメトリック差の分布が近づくように記録条件を設定すること
を特徴とする請求項８に記載の記録条件設定方法。
【請求項１０】
　上記複数の記録情報別パスメトリック差の分布が所定範囲内になるように記録条件を設
定することを特徴とする請求項９に記載の記録条件設定方法。
【請求項１１】
　上記複数の記録情報別パスメトリック差の平均値を基準にして所定範囲を設定すること
を特徴とする請求項１０に記載の記録条件設定方法。
【請求項１２】
　上記記録情報別パスメトリック差を、前記特定パスメトリック差の平均値で正規化した
ものに基づいて記録条件を設定することを特徴とする請求項８～１１の何れか１項に記載
の記録条件設定方法。
【請求項１３】
　上記記録情報別パスメトリック差毎に算出した平均値に基づいて記録条件を設定するこ
とを特徴とする請求項８～１２の何れか１項に記載の記録条件設定方法。
【請求項１４】
　上記特定パターンとして、"１１０００"を含むことを特徴とする請求項８～１３の何れ
か１項に記載の記録条件設定方法。
【請求項１５】
　上記特定パターンとして、"１１１００"を含むことを特徴とする請求項８～１４の何れ
か１項に記載の記録条件設定方法。
【請求項１６】
　上記記録条件を設定するにあたり、特定パターンのうち"１"がマーク、"０"が非マーク
を表すとき、上記記録条件を構成する要素のうち、記録マークの後ろエッジ部位置を変化
させる要素に対して変化を加えることを特徴とする請求項１４または１５に記載の記録条
件設定方法。
【請求項１７】
　上記特定パターンとして、"００１１１"を含むことを特徴とする請求項８～１３の何れ
か１項に記載の記録条件設定方法。
【請求項１８】
　上記特定パターンとして、"０００１１"を含むことを特徴とする請求項８～１３、１７
の何れか１項に記載の記録条件設定方法。
【請求項１９】
　上記記録条件を設定するにあたり、特定パターンのうち"１"がマーク、"０"が非マーク
を表すとき、上記記録条件を構成する要素のうち、記録マークの前エッジ部位置を変化さ
せる要素に対して変化を加えることを特徴とする請求項１７または１８に記載の記録条件
設定方法。
【請求項２０】
　上記記録条件を設定するにあたり、少なくとも記録パワーを変化させることを特徴とす
る請求項８～１９の何れか１項に記載の記録条件設定方法。
【請求項２１】
　コンピュータを、請求項１～６のいずれか１項に記載の記録条件設定装置の各手段とし
て機能させるための制御プログラム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、記録情報に応じた複数の要素からなる記録条件に基づいて記録マークを形成
する記録条件設定方法、記録再生装置、制御プログラム、及び記録媒体に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　大容量のデータを記録する光ディスク装置等の記録再生装置においては、記録情報に応
じて変化するパルス列を、情報の最小単位より細かいパルス列に変換し、該細かいパルス
列によってレーザビームを強度変調し、該強度変調されたレーザビームを記録媒体上に集
光させて加熱することにより媒体の物理特性を変化させて記録マークを形成することで記
録している。
【０００３】
　ところで、光ディスクの高密度化が進むにつれて、マーク長（記録マークのトラック方
向の寸法）毎或いはマーク長とスペース（記録マーク間）長の組み合わせ毎に記録条件を
設定するといった厳密な設定が必要となってきている。
【０００４】
　従来、光ディスクの記録条件を設定するため、記録されたトラックの再生信号品質の評
価指標としてジッタが用いられることが多いが、より高密度記録を実現するためのデータ
検出方式としてＰＲＭＬ（Partial Response Maximum Likelihood）方式が採用されつつ
ある状況においては、時間軸方向のばらつきを示すジッタを評価指標として用いることは
適当ではない。
【０００５】
　また、ＰＲＭＬによるデータ検出結果のビットエラーレートを評価指標として用いるこ
とも行われているが、必要な測定サンプルビット数が多い点、ディスクのキズなどに起因
するディフェクトの影響を受けやすい点、などの短所がある。
【０００６】
　このような背景において、ＳＡＭ（Sequenced Amplitude Margin）と呼ばれる再生信号
品質の評価方法が提案されている（T.Perkins, "A Window Margin Like Procedure for E
valuating PRML Channel Performance";IEEE　Transactions on Magnetics, Vol.31, No2
, 1995, p1109-1114）。
【０００７】
　図３５及び図３６を用いてＳＡＭの概念を説明する。ここでは（１，７）ＲＬＬ（Run 
Length Limited）符号で記録されたビット列の再生信号をＰＲ（１，２，１）特性に基づ
いてＰＲＭＬ検出する場合を例に説明する。
【０００８】
　ＰＲ（１，２，１）特性に従う、歪み及びノイズのない理想的な１Ｔマークの再生信号
波形は、図３５で示すようにチャネルクロック毎のサンプルレベル比が１：２：１になる
。２Ｔ以上のマークの再生信号波形については、この１Ｔマークの再生信号波形の重ね合
わせによって求められ、例えば２Ｔマークなら１：３：３：１に、３Ｔマークなら１：３
：４：３：１に、４Ｔマークなら１：３：４：４：３：１になる。こうして任意のビット
列について理想的な再生信号波形が想定され、理想的なサンプルレベルとしては、０、１
、２、３、４の５レベルをとることになる。ここで、便宜上、最大振幅が±１になるよう
にサンプルレベルを正規化する。このとき、理想的なサンプルレベルは、－１、－０．５
、０、＋０．５、＋１の５レベルとなる。
【０００９】
　ここで、ＰＲＭＬ復号を具体的に実現する手法として、ビタビ復号を用いる。上記で設
定したサンプルレベルを用いたビタビ復号においては、図３６に示すようなトレリス線図
を考える。図３６においてＳ（００）、Ｓ（０１）、Ｓ（１０）、Ｓ（１１）は状態を表
し、例えば状態Ｓ（００）は前ビットが０で現在ビットが０であったことを示す。状態と
状態を結ぶ線はブランチと呼ばれ、状態遷移を表す。例えばＳ（００）→Ｓ（０１）のブ
ランチによって「００１」なるビット列を表すことができる。
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【００１０】
　図３６では、各ブランチの識別子としてａ～ｆの各文字をあてており、その横に、各状
態遷移において期待される理想波形レベルを附してある。例えばａは「０００」なるビッ
ト列を表すので－１、ｂは「１００」なるビット列を表すので－０．５が理想レベルであ
る。ここで、Ｓ（０１）→Ｓ（１０）及びＳ（１０）→Ｓ（０１）なるブランチが存在し
ないのは、（１，７）ＲＬＬ符号ではｄ＝１のランレングス制限により「０１０」、「１
０１」なるビット列があり得ないことを反映している。
【００１１】
　トレリス線図において、任意の状態から任意の状態を経て生成される全てのブランチの
組み合わせ（これをパスと呼ぶ）を考えることは、全てのあり得るビット列を考えること
に相当する。よって、全てのパスについて期待される理想波形と、実際に光記録媒体から
再生した再生波形を比べて、波形が最も近い、すなわちユークリッド距離が最も小さい理
想波形を持つパスを探索すれば、最も確からしい最尤パスを正解パスとして決定すること
ができる。
【００１２】
　具体的にトレリス線図を用いたビタビ復号の手順を説明する。任意の時刻において、状
態Ｓ（００）とＳ（１１）には２本のパスが、Ｓ（０１）とＳ（１０）には１本のパスが
、それぞれ合流する。２本のパスが合流する状態Ｓ（００）とＳ（１１）について、各パ
スの理想波形と再生信号波形とのユークリッド距離が小さい方を生き残りパスとして残す
ことにすれば、任意の時刻において、４つの各状態に至るパスが各１本ずつ、計４本のパ
スが残っていることになる。
【００１３】
　ここで、パスの理想波形と再生信号波形とのユークリッド距離の二乗はパスメトリック
と呼ばれ、ブランチの理想サンプルレベルと再生波形のサンプルレベルの差の二乗として
求められるブランチメトリックを、パスを構成する全ブランチについて累積することによ
って計算される。
【００１４】
　時刻ｔにおける再生信号波形のサンプルレベルをＸ［ｔ］、ブランチａ、ｂ、ｃ、ｄ、
ｅ、ｆの時刻ｔにおけるブランチメトリックをそれぞれＢａ［ｔ］、Ｂｂ［ｔ］、Ｂｃ［
ｔ］、Ｂｄ［ｔ］、Ｂｅ［ｔ］、Ｂｆ［ｔ］、時刻ｔにおける各状態Ｓ（００）、Ｓ（０
１）、Ｓ（１０）、Ｓ（１１）への生き残りパスのパスメトリックをそれぞれＭ（００）
［ｔ］、Ｍ（０１）［ｔ］、Ｍ（１０）［ｔ］、Ｍ（１１）［ｔ］、と記すことにすれば
、ブランチメトリックは、以下の（１）式、パスメトリックは、以下の（２）式に従って
それぞれ計算される。Ｍ（００）［ｔ］とＭ（１１）［ｔ］におけるパスメトリックが小
さい方を選ぶ処理は、生き残りパスの決定に対応している。
Ｂa[ｔ]＝（Ｘ[ｔ]＋１）２

Ｂb[ｔ]＝Ｂc[ｔ]＝（Ｘ[ｔ]＋０．５）２

Ｂd[ｔ]＝Ｂe[ｔ]＝（Ｘ[ｔ]－０．５）２

Ｂf[ｔ]＝（Ｘ[ｔ]－１）２

・    ・・（１）式

Ｍ(00)[ｔ]＝Ｍｉｎ｛Ｍ(00)[ｔ－１]＋Ｂa[ｔ]，Ｍ(10)[ｔ－１]＋Ｂb[ｔ]｝
Ｍ(01)[ｔ]＝Ｍ(00)[ｔ－１]＋Ｂc[ｔ]　　　　　　　　　　　　
Ｍ(10)[ｔ]＝Ｍ(11)[ｔ－１]＋Ｂd[ｔ]
Ｍ(11)[ｔ]＝Ｍｉｎ｛Ｍ(01)[ｔ－１]＋Ｂe[ｔ]，Ｍ(11)[ｔ－１]＋Ｂf[ｔ]｝
（　Ｍｉｎ｛ｍ，ｎ｝＝　ｍ（ｉｆ　ｍ≦ｎ）：　ｎ（ｉｆ　ｍ＞ｎ）　）
・    ・・（２）式

　こうして再生信号波形のサンプル値が入力される毎に生き残りパスを決定する手順を繰
り返していくと、パスメトリックが大きなパスが淘汰されていくため、次第にパスは１本
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に収束していく。これを正解パスとすることにより、元のデータビット列が正しく再生さ
れることになる。
【００１５】
　ここで、ビタビ復号が正しく行われる条件を考えると、最終的に１本に収束していくパ
スが正解パスとなるためには、各時刻において生き残りパスを決定する過程で、正解パス
のパスメトリックが、間違いパスであるもう一方のパスのパスメトリックよりも小さくな
ければならない。この条件は、以下の（３）式のように表される。
（正解ビット列が「・・・０００」の場合）
ΔＭ＝（Ｍ(01)[ｔ－１]＋Ｂb[ｔ]）― (Ｍ(00)[ｔ－１]＋Ｂa[ｔ]) ＞０
（正解ビット列が「・・・１００」の場合）
　　ΔＭ＝（Ｍ(00)[ｔ－１]＋Ｂa[ｔ]）― (Ｍ(01)[ｔ－１]＋Ｂb[ｔ]) ＞０
（正解ビット列が「・・・０１１」の場合）
　　ΔＭ＝（Ｍ(11)[ｔ－１]＋Ｂf[ｔ]）― (Ｍ(01)[ｔ－１]＋Ｂe[ｔ]) ＞０
（正解ビット列が「・・・１１１」の場合）
　　ΔＭ＝（Ｍ(01)[ｔ－１]＋Ｂe[ｔ]）― (Ｍ(11)[ｔ－１]＋Ｂf[ｔ]) ＞０
（正解ビット列が「・・・００１」または「・・・１１０」の場合）
　　生き残りパスの決定は必ず正しく行われるため、常にΔＭ＞０が成り立つ
・・・（３）式
　（３）式において、ΔＭは生き残りを賭けて対決する２本のパスのパスメトリックの差
であり、この差をＳＡＭと呼ぶ。エラーが発生しないためにはＳＡＭ＞０である必要があ
り、またＳＡＭが大きい程エラーを起こしにくいことを意味している。
【００１６】
　さて、ＳＡＭを用いて記録条件を補償して設定する方法として、特開２００３－１５１
２１９号公報（特許文献１）では、符号ビット列"１０"または"０１"を含む第１のパター
ンと、前記符号ビット列"１０"または"０１"に対応する箇所が"１１"である第２のパター
ンと、前記符号ビット列"１０"または"０１"に対応する箇所が"００"である第３のパター
ンとを提供し、再生信号と前記第１のパターンとの第１距離と、前記再生信号と前記第２
のパターンとの第２距離と、前記再生信号と前記第３のパターンとの第３距離とを求め、
第１距離と第２距離との間の第１距離差Ｄ２（＝第２距離－第１距離）と、第１距離と第
３距離との間の第２距離差Ｄ３（＝第３距離－第１距離）に基づいて記録条件を補償して
設定する手法が提案されている。
【特許文献１】特開２００３－１５１２１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ここで、特許文献１に記載の記録条件補償方法について、以下の例を考える。第１のパ
ターンを"１１１０００"とし、第２のパターンを"１１１１００"、第３のパターンを"１
１００００"とする。このとき、第２のパターンは、第１のパターンの符号ビット列"１０
"に対応する箇所が"１１"である。第３のパターンは、第１のパターンの符号ビット列"１
０"に対応する箇所が"００"である。
【００１８】
　図３７に第１のパターンと第２のパターンのトレリス線図上のパスを示す。再生信号と
前記第１のパターンとの第１距離と、前記再生信号と前記第２のパターンとの第２距離と
の間の第１距離差Ｄ２とは、図３７の時刻ｔ＋４におけるパスメトリック差に対応する。
また、図３８に第１のパターンと第３のパターンのトレリス線図上のパスを示す。再生信
号と前記第１のパターンとの第１距離と、前記再生信号と前記第３のパターンとの第３距
離との間の第２距離差Ｄ３とは、図３８の時刻ｔ＋３におけるパスメトリック差に対応す
る。
【００１９】
　このとき、第１のパターンを記録したときに、その再生信号の識別結果が第２のパター
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ンと誤認される確率は、第１距離差Ｄ２が０に近づくほど高くなる。また、第１のパター
ンを記録したときに、その再生信号の識別結果が第３のパターンと誤認される確率は、第
２距離差Ｄ３が０に近づくほど高くなる。再生信号の識別結果が第２のパターンと誤認さ
れる確率と、第３のパターンと誤認される確率が等しくなるように記録補償を行えば再生
信号の読み誤りの確率が低い状態が得られる。
【００２０】
　ここで、第１のパターンを記録したときに、その再生信号の識別結果が第２のパターン
と誤認される事象と、第３のパターンと誤認される事象は相反する事象であるため、第１
距離差Ｄ２と、第２距離差Ｄ３の負の値である－Ｄ３が、原点０を基準にしてほぼ等距離
になるようにすれば、再生信号の読み誤りの確率が低い状態が得られる。
【００２１】
　しかし、再生信号によっては、ディスク上のマークのデューティーずれなどに起因する
直流レベル変動や、再生信号をアナログデータからデジタルデータに変換するためのＡ／
Ｄ変換器のオフセット調整ずれなどにより、ビタビ復号を行うためのビタビ復号回路に入
力される再生信号にＤＣオフセットが付加される場合がある。ここで、ＤＣオフセットと
は、再生信号が無信号時にビタビ復号回路に入力される信号レベルと、理想波形の振幅中
心（０）レベルとの差と定義する。図３９に理想波形（破線）に対して、ＤＣオフセット
が付加された波形（実線）を示す。
【００２２】
　図４０に理想波形に対してＤＣオフセットを与えた場合の、第１距離差Ｄ２と第２距離
差の負である－Ｄ３の値の変化を示す。理想値はそれぞれ１．５、－１．５であるが、Ｄ
Ｃオフセットによって各値が変化する。
【００２３】
　ところで、特許文献１では、Ｄ２と－Ｄ３が原点０を基準にしてほぼ等距離になるよう
にすれば、再生信号の読み誤りの確率が低い状態が得られるとしている。このため、ＤＣ
オフセットの影響により原点０との距離が変化すれば、良好な記録状態が得られないこと
になる。
【００２４】
　また、再生信号からＡ／Ｄ変換器において必要な再生クロックを抽出するための再生ク
ロック抽出回路におけるオフセット調整ずれなどにより、ビタビ復号を行うためのビタビ
復号回路に入力される再生信号にクロック位相ずれが付加される場合がある。ここで、ク
ロック位相ずれとは、ＰＲＭＬの理想サンプリング位相と、クロック位相のＤＣ的なずれ
と定義する。図４１に理想サンプリング位相（白点）に対して、ＤＣ的なクロック位相ず
れが付加されてサンプリングされた場合（黒点）を示す。
【００２５】
　図４２に理想波形に対してクロック位相ずれを与えた場合の、第１距離差Ｄ２と第２距
離差の負である－Ｄ３の値の変化を示す。理想値はそれぞれ１．５、－１．５であるが、
クロック位相ずれによって各値が変化する。
【００２６】
　ところで、特許文献１では、Ｄ２と－Ｄ３が原点０を挟んでほぼ等距離になるようにす
れば、再生信号の読み誤りの確率が低い状態が得られるとしているため、クロック位相ず
れの影響により、良好な記録状態が得られないことがある。
【００２７】
　また、特許文献１は、再生信号と前記第１のパターンとの第１距離と前記再生信号と前
記第２のパターンとの第２距離との間の第１距離差Ｄ２と、前記第１距離と前記再生信号
と前記第３のパターンとの第３距離との間の第２距離差Ｄ３の２つを用いて記録条件を補
償し設定しているが、第１のパターンを含むパターンによってマーク長毎に第１距離差を
さらに分類し、それらの値の比較を行うことをしておらず、マーク長間の記録マークのエ
ッジずれの均一状態を検出していない。同様に、第１のパターンを含むパターンによって
マーク長毎に第２距離差をさらに分類し、それらの値の比較を行うことをしておらず、マ
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ーク長間の記録マークのエッジずれの均一状態を検出していない。そのため、マーク長間
のエッジずれが発生する可能性があり、良好な記録状態が得られないことがある。
【００２８】
　本発明は、上記従来の各問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、ＤＣオフセ
ットやクロック位相ずれ等による影響を受けずに、記録マークのエッジずれを検出し、良
好な記録状態を得ることが可能となる記録条件設定装置、記録再生装置、記録条件設定方
法、制御プログラム、及び記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明に係る記録条件設定装置は、上記課題を解決するために、記録媒体に対して記録
マークを形成するための、記録情報に応じた複数の要素からなる記録条件を設定する記録
条件設定装置において、上記記録媒体からの再生信号から、ビタビ復号にてビット列を復
号して復号ビット列を生成しつつ、パスメトリック差を生成するビタビ復号手段と、上記
ビタビ復号手段によって生成された復号ビット列から、記録情報別に設定されたパターン
を特定パターンとして検出する特定パターン検出手段と、上記ビタビ復号手段によって生
成されたパスメトリック差から、上記特定パターン検出手段によって検出された特定パタ
ーンに対応する特定パスメトリック差を抽出する特定パスメトリック差抽出手段と、上記
特定パターン検出手段によって検出された特定パターンを含む復号ビット列から、複数の
記録情報のうち対応する記録情報を持つ記録情報別パターンを検出する記録情報別パター
ン検出手段とを有し、上記特定パスメトリック差抽出手段によって抽出された特定パスメ
トリック差を、上記記録情報別パターン検出手段によって検出された記録情報別パターン
に対応する記録情報別パスメトリック差に分類するパスメトリック差分類手段と、上記パ
スメトリック差分類手段によって分類された複数の記録情報別パスメトリック差に基づい
て、上記記録条件を設定する記録条件設定手段とを備えていることを特徴としている。
【００３０】
　上記の構成によれば、特定パターンに対応したパスメトリック差（特定パスメトリック
差）を、記録情報別に分類し、この分類したパスメトリック差に基づいて記録条件が設定
されるので、実際に記録マークを再生して得られた記録情報別のパスメトリック差に基づ
いて記録条件が設定されることになる。このため、従来のように、再生信号にＤＣオフセ
ットが付加されることによる影響や、再生クロックにクロック位相ずれが付加されること
による影響を受けずに、記録条件を設定することができるので、適切な記録条件を設定す
ることが可能となる。
【００３１】
　しかも、記録マークを形成する際の記録条件を記録情報別に設定することが可能となる
。これにより、特定パスメトリック差が記録情報別に分類されていることで、特定パスメ
トリック差によって生じる記録マーク長間のエッジずれの状態を適切に把握することが可
能となる。
【００３２】
　従って、記録マーク長間のエッジずれを考慮した適切な記録条件によって記録情報を記
録媒体上に記録することができる。
【００３３】
　上記記録条件設定手段は、上記パスメトリック差分類手段によって分類された記録情報
別パスメトリック差毎に平均値を算出する平均値算出手段を備え、上記平均値算出手段よ
って算出した平均値に基づいて記録条件を設定するようにしてもよい。
【００３４】
　この場合、記録情報別にパスメトリック差の平均値がそれぞれ求められるので、パスメ
トリック差のばらつきを低減することになり、より適切な記録条件を設定することが可能
となる。
【００３５】
　さらに、より適切な記録条件を得るためには、上記記録条件設定手段は、上記平均値算
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出手段によって得られた平均値に基づいて、記録情報別パスメトリック差を正規化する正
規化手段を備え、上記正規化手段によって正規化された記録情報別パスメトリック差に基
づいて記録条件を設定するのが好ましい。
【００３６】
　また、上記記録条件設定手段は、上記パスメトリック差分類手段によって分類された記
録情報別パスメトリック差毎に度数分布を算出する度数分布算出手段を有し、上記度数分
布算出手段によって算出された度数分布が記録情報間で互いに近づくように、記録条件を
設定するようにしてもよい。
【００３７】
　この場合も、記録情報別にパスメトリック差の平均値がそれぞれ求められるので、パス
メトリック差のばらつきを低減することになり、より適切な記録条件を設定することが可
能となる。
【００３８】
　さらに、より適切な記録条件を得るためには、上記記録条件設定手段は、上記パスメト
リック差分類手段によって分類された記録情報別パスメトリック差毎に度数分布を算出す
る度数分布算出手段を有し、上記度数分布算出手段によって算出された度数分布が所定範
囲内に入るように、記録条件を設定するのが好ましい。
【００３９】
　上記記録条件設定手段は、記録条件のうち、少なくとも記録パワーの設定を行えばよい
。
【００４０】
　このように、記録パワーを少なくとも適切に設定することができれば、記録するマーク
長を適切に設定することが可能となる。
【００４１】
　上記構成の記録条件設定装置は、記録情報に応じた複数の要素からなる記録条件を設定
する記録再生装置に備えられるのが好ましい。
【００４２】
　すなわち、記録条件をより適切に設定することが可能となるので、より精度の高い記録
マークの形成が可能となる。
【００４３】
　本発明の記録条件設定方法は、記録情報に応じた複数の要素からなる記録条件に基づい
て、記録媒体に記録マークを形成する記録再生装置の記録条件設定方法において、上記記
録媒体からの再生信号から、ビタビ復号にてビット列を復号して復号ビット列を生成しつ
つ、パスメトリック差を生成する第１のステップと、上記第１のステップにおいて生成さ
れた復号ビット列から特定パターンを検出する第２のステップと、上記第１のステップに
おいて生成されたパスメトリック差から、上記第２のステップにおいて検出された特定パ
ターンに対応する特定パスメトリック差を取り出す第３のステップと、上記第２のステッ
プにおいて検出された特定パターンを含む復号ビット列から、複数の記録情報のうち対応
する記録情報を持つ記録情報別パターンを検出する第４のステップと、上記第３のステッ
プにおいて取り出された特定パスメトリック差を、上記第４のステップにおいて検出され
た記録情報別パターンに対応する記録情報別パスメトリック差に分類する第５のステップ
と、上記第５のステップにおいて分類された複数の上記記録情報別パスメトリック差に基
づいて、記録条件を設定する第６のステップを含むことを特徴としている。
【００４４】
　上記の構成によれば、特定パターンに対応したパスメトリック差（特定パスメトリック
差）を、記録情報別に分類し、この分類したパスメトリック差に基づいて記録条件が設定
されるので、実際に記録マークを再生して得られた記録情報別のパスメトリック差に基づ
いて記録条件が設定されることになる。このため、従来のように、再生信号にＤＣオフセ
ットが付加されることによる影響や、再生クロックにクロック位相ずれが付加されること
による影響を受けずに、記録条件を設定することができるので、適切な記録条件を設定す
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ることが可能となる。
【００４５】
　しかも、記録マークを形成する際の記録条件を記録情報別に設定することが可能となる
。これにより、特定パスメトリック差が記録情報別に分類されていることで、特定パスメ
トリック差によって生じる記録マーク長間のエッジずれの状態を適切に把握することが可
能となる。
【００４６】
　従って、記録マーク長間のエッジずれを考慮した適切な記録条件によって記録情報を記
録媒体上に記録することができる。
【００４７】
　より適切な記録条件を設定するには、以下のような記録条件設定方法が考えられる。
【００４８】
　すなわち、上記複数の記録情報別パスメトリック差の分布が近づくように記録条件を設
定するのが好ましい。
【００４９】
　また、上記複数の記録情報別パスメトリック差の分布が所定範囲内になるように記録条
件を設定するのが好ましい。
【００５０】
　さらに、上記複数の記録情報別パスメトリック差の平均値を基準にして所定範囲を設定
することが好ましい。
【００５１】
　上記記録情報別パスメトリック差を、前記特定パスメトリック差の平均値で正規化した
ものに基づいて記録条件を設定することが好ましい。
【００５２】
　上記記録情報別パスメトリック差毎に算出した平均値に基づいて記録条件を設定するこ
とが好ましい。
【００５３】
　上記特定パターンとして、"１１０００"を含むことが好ましい。
【００５４】
　さらに、上記特定パターンとして、"１１１００"を含むことが好ましい。
【００５５】
　このような記録条件を設定するにあたり、特定パターンのうち"１"がマーク、"０"が非
マークを表すとき、上記記録条件を構成する要素のうち、記録マークの後ろエッジ部位置
を変化させる要素に対して変化を加えることが好ましい。
【００５６】
　上記特定パターンとして、"００１１１"を含むことが好ましい。
【００５７】
　さらに、上記特定パターンとして、"０００１１"を含むことが好ましい。
【００５８】
　このような記録条件を設定するにあたり、特定パターンのうち"１"がマーク、"０"が非
マークを表すとき、上記記録条件を構成する要素のうち、記録マークの前エッジ部位置を
変化させる要素に対して変化を加えることが好ましい。
【００５９】
　この場合においても、記録条件を設定するにあたり、少なくとも記録パワーを変化させ
るのが好ましい。
【００６０】
　本発明の制御プログラムは、記録再生装置を動作させる制御プログラムであって、コン
ピュータを上記の各手段として機能させるための制御プログラムである。
【００６１】
　これにより、汎用のコンピュータにより記録再生装置の動作制御が行うことができるの
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で、安価に記録条件設定装置を実現することができる。
【００６２】
　上記制御プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよい。
【発明の効果】
【００６３】
　本発明に係る記録条件設定装置は、以上のように、上記記録媒体からの再生信号から、
ビタビ復号にてビット列を復号して復号ビット列を生成しつつ、パスメトリック差を生成
するビタビ復号手段と、上記ビタビ復号手段によって生成された復号ビット列から、記録
情報別に設定されたパターンを特定パターンとして検出する特定パターン検出手段と、上
記ビタビ復号手段によって生成されたパスメトリック差から、上記特定パターン検出手段
によって検出された特定パターンに対応する特定パスメトリック差を抽出する特定パスメ
トリック差抽出手段と、上記特定パターン検出手段によって検出された特定パターンを含
む復号ビット列から、複数の記録情報のうち対応する記録情報を持つ記録情報別パターン
を検出する記録情報別パターン検出手段とを有し、上記特定パスメトリック差抽出手段に
よって抽出された特定パスメトリック差を、上記記録情報別パターン検出手段によって検
出された記録情報別パターンに対応する記録情報別パスメトリック差に分類するパスメト
リック差分類手段と、上記パスメトリック差分類手段によって分類された複数の記録情報
別パスメトリック差に基づいて、上記記録条件を設定する記録条件設定手段とを備えてい
るので、再生信号にＤＣオフセットが付加されることによる影響や、再生クロックにクロ
ック位相ずれが付加されることによる影響を受けずに、特定パスメトリック差によって生
じる記録マーク長間のエッジずれの状態を適切に把握することが可能となり、この結果、
記録マーク長間のエッジずれを考慮した適切な記録条件によって記録情報を記録媒体上に
記録することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　〔実施の形態１〕
　本発明の実施の一形態について図１乃至図２７を用いて説明すれば、以下の通りである
。なお、本実施の形態では、本発明の記録再生装置として、ＰＲＭＬ（Partial Response
 Maximum Likelihood）方式の光ディスク装置について説明する。
【００６５】
　図１は、本実施の形態にかかる光ディスク装置１の概略構成ブロック図を示す。
【００６６】
　上記光ディスク装置１は、図１に示すように、ピックアップ３、再生クロック抽出回路
４、Ａ／Ｄ変換器５、等化回路６、ビタビ復号回路７、特定パターン検出回路８、ビット
列レジスタ９、パスメトリック差分類回路１０、記録条件設定回路２０（３０、４０）で
構成されている。なお、上記光ディスク装置１には、上記のビタビ復号回路７、特定パタ
ーン検出回路８、ビット列レジスタ９、パスメトリック差分類回路１０、記録条件設定回
路２０（３０、４０）からなる記録条件設定装置１００が備えられた構成となっている。
この光ディスク装置１の詳細については、後述する。
【００６７】
　以下においては、上記光ディスク装置１に採用された変調方式として（１，７）ＲＬＬ
(Run Length Limited code)を例に挙げて説明する。但し、本発明においては、変調方式
として（１，７）ＲＬＬの変調方式に限るものではなく、他の変調方式であってもよいこ
とは言うまでもない。
【００６８】
　（１，７）ＲＬＬコードとは、磁気的、光学的ディジタル記録において、反転間隔の最
小値と最大値とを制限したコードである。また、この（１，７）ＲＬＬの変調方式では、
後で詳述するが、一つの記録マークを形成するための記録パルスのパルス列は、最短の記
録マークでは、始端部と終端部とから構成される。そして、最短の記録マークよりも長い
記録マークでは、この始端部と終端部との間に、該マーク長に応じた中間部を加えて構成
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される。
【００６９】
　なお、他の変調方式においては、最短の記録マーク長が３Ｔから始まるものなどもある
。このときは、最短の記録マーク長が始端部、中間部、終端部にて構成されている（例え
ば、ＤＶＤ－ＲＷ等）。また、最短マーク長が始端部のみで構成されているものもある（
例えば、ＤＶＤ－Ｒ等）。
【００７０】
　図２に、記録情報、これに対応するパルス列、及び形成される記録マークの形状を示す
。記録情報に対応する記録パルスのパルス列は、光ディスク２に記録を行うための媒体温
度分布を考慮して設定されている。なお、図２は、４Ｔマークに対応するためのパルス列
を示す。該パルス列は、上述したように、始端部と終端部、及び３Ｔマーク以上にある中
間部とを合わせて構成されている。
【００７１】
　ここで、「Ｔ」は、クロック１周期分の時間を表している。したがって、例えば４Ｔマ
ークとは、クロック４周期分の時間に「１」が記録されるマーク、つまり記録領域をいう
。また、パルス列は、同図に示すように、記録パワー、消去パワー、及びバイアスパワー
のパワーレベルを表す要素によっても構成されている。以降、これら記録パワー、消去パ
ワー、及びバイアスパワーを総称して記録パワー条件とする。なお、同図では、始端部、
中間部のパルスの記録パワーは同一であるが、必ずしもこれに限らず、パルス毎（始端部
、各中間部）で別個の記録パワーであってもよい。
【００７２】
　次に、図３に、２Ｔマークから８Ｔマークまでのそれぞれを形成するためのパルス列と
、該パルス列を実現するための記録パルス条件を示す。記録パルス条件は、始端部パルス
開始位置ｄＴｔｏｐ、始端部パルス幅Ｔｔｏｐ、終端部パルス終了位置ｄＴｅ、中間部パ
ルス幅Ｔｍｐ、終端部パルス幅Ｔｌａｓｔ等の複数種類の要素の組み合わせにて構成され
、これら要素を総称して記録パルス条件と呼ぶ。始端部パルス開始位置ｄＴｔｏｐは始端
部のパルス開始位置（記録マークの前エッジ部を変化させる要素）、始端部パルス幅Ｔｔ
ｏｐは始端部のパルス幅、終端部パルス終了位置ｄＴｅや終端部パルス幅Ｔｌａｓｔは終
端部のパルス終了位置（記録マークの後エッジ部を変化させる要素）、及び中間部パルス
幅Ｔｍｐは中間部のパルス幅を示している。これらの値の変化により、形成される記録マ
ークの形状が変化する。
【００７３】
　そして、これら各記録パルス条件は、記録情報の長さ、つまり、マーク長に応じて設定
されており、その設定は互いに独立している。つまり、２Ｔの記録マーク長のパルス列は
始端部と終端部とからなり、その記録パルス条件を構成する記録パルス条件は、始端部パ
ルス開始位置ｄＴｔｏｐ、始端部パルス幅Ｔｔｏｐ、及び終端部パルス終了位置ｄＴｅで
あるが、この記録パルス条件が、他のマーク長の始端部及び終端部の設定に用いられるも
のではなく、例えば、３Ｔマークの記録パルス条件における始端部パルス開始位置ｄＴｔ
ｏｐ、始端部パルス幅Ｔｔｏｐ、及び終端部パルス終了位置ｄＴｅは、これとは全く別も
ので、個別に設定されているものである。
【００７４】
　以下では、記録情報として２Ｔ、３Ｔ、≧４Ｔの３種類のマーク長に分類されて、それ
ぞれに対して、記録パルス条件が設定されている場合を例に説明する。
【００７５】
　始めに、記録パルス条件と形成される記録マークとの関係について説明する。まず、始
端部パルス開始位置ｄＴｔｏｐについて言えば、これが大きくなると記録マークの始端位
置が前方に移動し、逆に小さくなると記録マークの始端位置が後方に移動する。また、始
端部パルス幅Ｔｔｏｐでは、これが大きくなると記録マークにおける先頭部分の幅（トラ
ックの周方向と垂直な方向の寸法）が増大し、逆に小さくなると記録マークにおける先頭
部分の幅は減少する。終端部パルス幅Ｔｌａｓｔでは、これが大きくなると記録マークの
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終端位置が後方に移動し、逆にこれが小さくなると記録マークの終端位置が前方に移動す
る。終端部パルス終了位置ｄＴｅでは、これが大きくなると記録マークの終端位置が後方
に移動し、逆にこれが小さくなると記録マークの終端位置が前方に移動する。そして、中
間部パルス幅Ｔｍｐでは、これが大きくなると記録マークの幅（トラックの周方向と垂直
な方向の寸法）が増大し、逆に小さくなると幅が減少する。また、記録マークの幅（以下
、マーク幅）は、記録パワー条件の変化によっても変化する。以下、記録パワー条件と記
録パルス条件を総称したものを記録条件と呼ぶ。
【００７６】
　続いて、上述した光ディスク装置１における各部の動作について、図１に示す機能ブロ
ック図および図４に示すフローチャートを参照しながら以下に説明する。
【００７７】
　まず、記録条件の設定を行う（ステップＳ１）。ここでは、記録条件は、記録条件設定
装置１００において行われる。つまり、記録条件設定装置１００は、記録媒体である光デ
ィスク２に対して記録マークを形成するための、記録情報に応じた複数の要素からなる記
録条件を設定する装置である。最終的に、記録条件設定回路２０にて所定の記録条件を設
定する。
【００７８】
　次に、光ディスク２上に記録データパターンを記録する（ステップＳ２）。
【００７９】
　具体的には、ピックアップ３において、光ディスク２上に光ビームを照射して、記録デ
ータパターンを記録する。
【００８０】
　次に、記録した領域の再生を行う（ステップＳ３）。
【００８１】
　具体的には、ピックアップ３において、光ディスク２上に光ビームを照射して、その反
射光を受光し、電気信号に変換されて再生信号として出力される。このときの再生信号は
、アナログデータである。ピックアップ３から出力された再生信号は、次段の再生クロッ
ク抽出回路４及びＡ／Ｄ変換器５に出力される。
【００８２】
　上記再生クロック抽出回路４は、ＰＬＬ（Phase Locked Loop）回路からなり、入力さ
れた再生信号からＡ／Ｄ変換器５において必要な再生クロックを抽出するようになってい
る。
【００８３】
　したがって、上記Ａ／Ｄ変換器５では、再生クロック抽出回路４にて抽出された再生ク
ロックのタイミングで、このアナログデータがデジタルデータの再生信号に変換される。
変換されたデジタルデータの再生信号は、次段の等化回路６にて波形等化が行われ、ビタ
ビ復号回路７に入力される。
【００８４】
　次に、ビタビ復号を行う（ステップＳ４）。
【００８５】
　具体的には、上記ビタビ復号回路７では、従来例と同様にパスメトリックの計算が行わ
れる。すなわち、前述の（１）式と（２）式に従って、入力された再生信号のデジタルデ
ータと、トレリス線図の各ブランチの理想レベルとの差の二乗（ブランチメトリック）を
、パスを構成する全ブランチについて累積していく処理が行われる。
【００８６】
　再生信号のデジタルデータが入力される毎に計算されるパスメトリックは、ビタビ復号
回路７において、パスメトリックが最小になるパスが最終的に生き残りパスとして残り、
復号ビット列が得られる。これにより、前述の（３）式に従って、その正解状態に入力す
る２本のパスのパスメトリック差ΔＭとしてＳＡＭが求められる。ここまでの処理は、従
来例と同様である。この復号ビット列は、特定パターン検出回路８とビット列レジスタ９
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に入力される。また、パスメトリック差ΔＭはパスメトリック差分類回路１０に入力され
る。
【００８７】
　次に、特定パターンのパスメトリック差を抽出する（ステップＳ５）。
【００８８】
　具体的には、上記復号ビット列から特定パターンが検出された場合、特定パターン検出
回路８からパスメトリック差分類回路１０に対して信号を出力し、特定パターンに対応し
てビタビ復号回路７から入力された特定パスメトリック差ΔＭを、パスメトリック差分類
回路１０内の図示しないメモリに特定パスメトリック差として格納する。このとき、特定
パスメトリック差が複数検出される場合、平均値を算出しておく。
【００８９】
　次に、特定パスメトリック差を記録情報別パスメトリック差に分類する（ステップＳ６
）。
【００９０】
　具体的には、パスメトリック差分類回路１０内の図示しないメモリに格納された特定パ
スメトリック差を、ビット列レジスタ９の情報をもとに、記録情報別に分類する。
【００９１】
　すなわち、上記パスメトリック差分類回路１０は、図５に示すように、上記ビタビ復号
回路７によって生成されたパスメトリック差から、上記特定パターン検出回路８によって
検出された特定パターンに対応する特定パスメトリック差を抽出する特定パスメトリック
差抽出部１１と、上記特定パターン検出回路８によって検出された特定パターンを含む復
号ビット列から、複数の記録情報のうち対応する記録情報を持つ記録情報別パターンを検
出する記録情報別パターン検出部１２とを有し、上記特定パスメトリック差抽出部１１に
よって抽出された特定パスメトリック差を、上記記録情報別パターン検出部１２によって
検出された記録情報別パターンに対応する記録情報別パスメトリック差に分類するように
なっている。
【００９２】
　従って、例えば、図６に特定パターンを"１１０００"とした場合に、トレリス線図上の
正解状態に入力する２本のパスを示す。太い実線が正解パス、太い破線が誤りパスを示し
ている。この特定パターンのＳＡＭ理想値は１．５である。この特定パターン"１１００
０"を含む復号ビット列を、記録情報別に分類すると図７のように表すことができる。
【００９３】
　特定パターンを含む復号ビット列がどの記録情報に相当するかは、ビット列レジスタ９
に格納されている復号ビット列により判断する。つまり、特定パターンを含む復号ビット
列がビット列レジスタ９において"・０１１０００"となっている場合（・は任意）、その
ときの特定パスメトリック差を２Ｔマークに対応する記録情報別パスメトリック差ΔＭ１
２と見なし、図示しないメモリに格納する。特定パターンを含む復号ビット列がビット列
レジスタ９において"・０１１１０００"となっている場合（・は任意）や、"・１１１１
０００"となっている場合（・は任意）は、それぞれ３Ｔマーク、４Ｔマーク以上の記録
情報別パスメトリック差ΔＭ１３、ΔＭ１４と見なし、図示しないメモリに格納する。こ
のとき、各記録情報別パスメトリック差が複数検出される場合、平均値を算出しておく。
【００９４】
　次に、記録情報別パスメトリック差が所定範囲内にあるかどうかを判断する（ステップ
Ｓ７）。
【００９５】
　具体的には、パスメトリック差分類回路１０内において分類された記録情報別パスメト
リック差ΔＭ１２、ΔＭ１３、ΔＭ１４の値の差を求めて、差が所定範囲内にあるかどう
かを算出する。ここでは、上記記録条件設定回路２０によって記録情報別パスメトリック
差が所定範囲内にあるかどうかを判断する。
【００９６】
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　もし、差が所定範囲内に収まっている場合は、そのときの記録条件は良好な記録状態を
得ることのできる条件であるとして、以降の記録動作に対して使用する。
【００９７】
　もし、差が所定範囲内に収まっていない場合は、記録条件を変化させて（ステップＳ８
）、ステップＳ１に戻る。
【００９８】
　具体的には、そのときの記録条件は良好な記録状態を得ることができないため、パスメ
トリック差分類回路１０から、記録情報別パスメトリック差ΔＭ１２、ΔＭ１３、ΔＭ１
４の値から判断して記録条件を変更し、記録条件設定回路２０に設定する。
【００９９】
　以下に、特定パターンを"１１０００"としたとき、記録情報別パスメトリック差ΔＭ１
２、ΔＭ１３、ΔＭ１４の値を用いた記録条件の変更について説明する。
【０１００】
　ある記録条件で記録したときの各記録情報別パスメトリック差を図８の"変更前"に示す
。このとき、３Ｔマークの記録情報別パスメトリック差ΔＭ１３が、他の記録情報別パス
メトリック差と比べて大きいことが分かる。これは、特定パターン"１１０００"を"１１
１００"と誤りにくいことを示している。つまり、記録された３Ｔマークの終端位置が他
のマーク長の終端位置と比較し、基準の位置よりも短いことを示している。
【０１０１】
　そこで、記録された３Ｔマークの終端位置が後に移動するように、記録マークの後ろエ
ッジ部を変化させる要素である終端部パルス終了位置ｄＴｅを後ろ方向に変化させる。
【０１０２】
　変化後の記録条件で記録したときの各記録情報別パスメトリック差を図８の"変更後"に
示す。各記録情報別パスメトリック差の間の差が"変更前"に比べて小さくなっている。記
録条件の変更前と変更後における記録領域のエラーレートの変化を図９に示す。記録条件
を変更後にエラーレートが良くなっていることがわかる。
【０１０３】
　これらの結果より、特定パターンを"１１０００"としたとき、記録情報別パスメトリッ
ク差ΔＭ１２、ΔＭ１３、ΔＭ１４の値を用いて記録条件を変更することで、良好な記録
状態が得られることを示すことができる。
【０１０４】
　図８における"変更前"の記録条件で得られた再生信号に、ＤＣオフセットを加えた場合
の、各記録情報別パスメトリック差の値を図１０に示す。ＤＣオフセットの値に対して、
記録情報別パスメトリック差間の差はほとんど変わらない。したがって、ＤＣオフセット
の影響をほとんど受けずに、記録条件の変更のための判断を行えることがわかる。
【０１０５】
　図８における"変更前"の記録条件で得られた再生信号に、クロック位相ずれを加えた場
合の、各記録情報別パスメトリック差の値を図１１に示す。クロック位相ずれの値に対し
て、記録情報別パスメトリック差間の差はほとんど変わらない。したがって、クロック位
相ずれの影響をほとんど受けずに、記録条件の変更のための判断を行えることがわかる。
【０１０６】
　また、特定パターンとして、"１１１００"を使用しても同様の効果が得られる。
【０１０７】
　図１２に特定パターンを"１１１００"とした場合に、トレリス線図上の正解状態に入力
する２本のパスを示す。太い実線が正解パス、太い破線が誤りパスを示している。この特
定パターンのＳＡＭ理想値は１．５である。この特定パターン"１１１００"を含む復号ビ
ット列を、記録情報別に分類すると図１３のように表すことができる。
【０１０８】
　特定パターンを含む復号ビット列がどの記録情報に相当するかは、ビット列レジスタ９
に格納されている符号ビット列により判断する。つまり、特定パターンを含む復号ビット
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列がビット列レジスタ９において"・０１１１００"となっている場合（・は任意）、その
ときの特定パスメトリック差を３Ｔマークに対応する記録情報別パスメトリック差ΔＭ２
３と見なし、図示しないメモリに格納する。特定パターンを含む復号ビット列がビット列
レジスタ９において"・１１１１００"となっている場合（・は任意）は、４Ｔマーク以上
の記録情報別パスメトリック差ΔＭ２４と見なし、図示しないメモリに格納する。このと
き、各記録情報別パスメトリック差が複数検出される場合、平均値を算出しておく。この
場合、記録条件設定回路２０は、図１４に示すように、各記録情報別パスメトリック差が
複数検出された場合にそれぞれの平均値を算出するための平均値算出部２１を備えていれ
ばよい。すなわち、上記平均値算出部２１は、上記パスメトリック差分類回路１０によっ
て分類された記録情報別パスメトリック差毎に平均値を算出するものであり、上記記録条
件設定回路２０は、この平均値算出部２１によってよ算出した平均値に基づいて記録条件
を設定することを
　図８と同じ記録条件（変更前、変更後）における各記録情報別パスメトリック差を図１
５に示す。このとき、３Ｔマークの記録情報別パスメトリック差ΔＭ２３と、４Ｔ以上の
記録情報別パスメトリック差ΔＭ２４の差が変更後に小さくなっていることが分かる。こ
れらの結果より、特定パターンを"１１１００"としたとき、記録情報別パスメトリック差
ΔＭ２３、ΔＭ２４の値を用いても、特定パターンを"１１０００"としたとき同様に記録
条件を変更し、良好な記録状態が得られることを示すことができた。なお、特定パターン
の使用は"１１０００"と"１１１００"のいずれかだけでなく、両方の結果を用いて記録条
件を変更しても同様の結果が得られる。
【０１０９】
　特定パターンの別の例として"０００１１"を使用したとき、記録情報別パスメトリック
差ΔＭ３２、ΔＭ３３、ΔＭ３４の値を用いた記録条件の変更について説明する。
【０１１０】
　図１６に特定パターンを"０００１１"とした場合に、トレリス線図上の正解状態に入力
する２本のパスを示す。太い実線が正解パス、太い破線が誤りパスを示している。この特
定パターンのＳＡＭ理想値は１．５である。この特定パターン"０００１１"を含む復号ビ
ット列を、記録情報別に分類すると図１７のように表すことができる。
【０１１１】
　特定パターンを含む復号ビット列がどの記録情報に相当するかは、ビット列レジスタ９
に格納される符号ビット列により判断する。つまり、特定パターンを含む復号ビット列が
ビット列レジスタ９において"０００１１０・"となっている場合（・は任意）、そのとき
の特定パスメトリック差を２Ｔマークに対応する記録情報別パスメトリック差ΔＭ３２と
見なし、図示しないメモリに格納する。すなわち、特定パターン"０００１１"を検出し、
そのときの特定パスメトリック差を図示しないメモリに格納しておき、特定パターン後の
復号ビット列を参照し、マーク長が確定した後、記録情報別パスメトリック差への分類を
行うことになる。また、特定パターンを含む復号ビット列がビット列レジスタ９において
"０００１１１０・"となっている場合（・は任意）や、"０００１１１１０・"となってい
る場合（・は任意）は、それぞれ３Ｔマーク、４Ｔマーク以上の記録情報別パスメトリッ
ク差ΔＭ３３、ΔＭ３４と見なし、図示しないメモリに格納する。このとき、各記録情報
別パスメトリック差が複数検出される場合、平均値を算出しておく。
【０１１２】
　ある記録条件で記録したときの各記録情報別パスメトリック差を図１８の"変更前"に示
す。このとき、４Ｔマーク以上の記録情報別パスメトリック差ΔＭ３４が、他の記録情報
別パスメトリック差と比べて小さいことが分かる。これは、特定パターン"０００１１"を
"００１１１"と誤りやすいことを示している。つまり、記録された４Ｔマーク以上の始端
位置が２Ｔ、３Ｔのマーク長の始端位置と比較し、基準の位置よりも前方向にあることを
示している。そこで、記録された４Ｔマーク以上の始端位置が後に移動するように、記録
マークの前エッジ部を変化させる要素である始端部パルス開始位置ｄＴｔｏｐを後ろ方向
に変化させる。
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【０１１３】
　変化後の記録条件で記録したときの各記録情報別パスメトリック差を図１８の"変更後"
に示す。各記録情報別パスメトリック差の間の差が"変更前"に比べて小さくなっている。
【０１１４】
　記録条件の変更前と変更後における記録領域のエラーレートの変化を図１９に示す。記
録条件を変更後にエラーレートが良くなっていることがわかる。これらの結果より、特定
パターンを"０００１１"としたとき、記録情報別パスメトリック差ΔＭ３２、ΔＭ３３、
ΔＭ３４の値を用いて記録条件を変更することで、良好な記録状態が得られることを示す
ことができた。
【０１１５】
　また、特定パターンとして、"００１１１"を使用しても同様の効果が得られる。
【０１１６】
　図２０に特定パターンを"００１１１"とした場合に、トレリス線図上の正解状態に入力
する２本のパスを示す。太い実線が正解パス、太い破線が誤りパスを示している。この特
定パターンのＳＡＭ理想値は１．５である。この特定パターン"００１１１"を含む復号ビ
ット列を、記録情報別に分類すると図２１のように表すことができる。
【０１１７】
　特定パターンを含む復号ビット列がどの記録情報に相当するかは、ビット列レジスタ９
に格納されている符号ビット列により判断する。つまり、特定パターンを含む復号ビット
列がビット列レジスタ９において"００１１１０・"となっている場合（・は任意）、その
ときの特定パスメトリック差を３Ｔマークに対応する記録情報別パスメトリック差ΔＭ４
３と見なし、図示しないメモリに格納する。特定パターンを含む復号ビット列がビット列
レジスタ９において"００１１１１・"となっている場合（・は任意）は、４Ｔマーク以上
の記録情報別パスメトリック差ΔＭ４４と見なし、図示しないメモリに格納する。このと
き、各記録情報別パスメトリック差が複数検出される場合、平均値を算出しておく。
【０１１８】
　図１８と同じ記録条件（変更前、変更後）における各記録情報別パスメトリック差を図
２２に示す。このとき、３Ｔマークの記録情報別パスメトリック差ΔＭ４３と、４Ｔ以上
の記録情報別パスメトリック差ΔＭ４４の差が変更後に小さくなっていることが分かる。
これらの結果より、特定パターンを"００１１１"としたとき、記録情報別パスメトリック
差ΔＭ４３、ΔＭ４４の値を用いても、特定パターンを"０００１１"としたとき同様に記
録条件を変更し、良好な記録状態が得られることを示すことができた。なお、特定パター
ンの使用は"０００１１"と"００１１１"のいずれかだけでなく、両方の結果を用いて記録
条件を変更しても同様の結果が得られる。
【０１１９】
　また、特定パターンとして、"１１０００"、"１１１００"、"０００１１"、"００１１
１"のすべての結果を用いて記録条件を変更しても上記と同様に良好な記録条件を得るこ
とができる。
【０１２０】
　以上のように、上記光ディスク装置においては、特定パスメトリック差をさらに記録情
報別に分類し、それらの値の比較を行うことで、ＤＣオフセットやクロック位相ずれによ
る影響を受けず、記録マークのエッジずれを検出して、記録条件を変更することで、良好
な記録状態を得ることが可能となる。
【０１２１】
　また、上記ではパスメトリック差分類回路１０内において分類された各記録情報別パス
メトリック差の平均値の差を用いて説明したが、これに限らない。各記録情報別パスメト
リック差は値により度数をカウントすると、ヒストグラム（分布）を形成することになる
。このように形成された複数の記録情報別パスメトリック差の分布が近づくようにするこ
とで、各記録情報別パスメトリック差の平均値の差が小さくなるのと同様の効果が得られ
る。また、複数の記録情報別パスメトリック差の分布が所定範囲内に収まるようにしても



(18) JP 4080489 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

、各記録情報別パスメトリック差の平均値が所定範囲内に収まるのと同様の効果が得られ
る。
【０１２２】
　この場合、図２３に示すような記録条件設定回路３０が考えられる。すなわち、上記記
録条件設定回路３０は、上記パスメトリック差分類回路１０によって分類された記録情報
別パスメトリック差毎に度数分布を算出する度数分布算出部３１を有し、この度数分布算
出部３１によって算出された度数分布が記録情報間で互いに近づくように、記録条件を設
定するようになっている。
【０１２３】
　また、上記ではパスメトリック差分類回路１０内において分類された記録情報別パスメ
トリック差ΔＭ１２、ΔＭ１３、ΔＭ１４の値の差を用いた記録条件の変更について説明
したが、記録条件変更の判断のための所定範囲を、特定パスメトリック差の平均値を基準
にして設定しても良い。
【０１２４】
　以下に、特定パターンを"１１０００"としたとき、記録情報別パスメトリック差ΔＭ１
２、ΔＭ１３、ΔＭ１４の値を用いて説明する。
【０１２５】
　図８と同じ記録条件（変更前、変更後）において、記録情報別パスメトリック差ΔＭ１
２、ΔＭ１３、ΔＭ１４の値と、特定パターン"１１０００"のパスメトリック差の平均値
との差を算出した結果を図２４に示す。このとき、３Ｔマークの記録情報別パスメトリッ
ク差ΔＭ１３と平均値との差が、変更後に小さくなり、全ての記録情報別パスメトリック
差と平均値との差が小さくなっていることが分かる。つまり、全ての記録情報別パスメト
リック差が平均値に近づいているかどうかを所定範囲により判断し、記録条件を変更する
ことにより、良好な記録状態を得ることができる。
【０１２６】
　図１５と同じ記録条件（変更前、変更後）において、記録情報別パスメトリック差ΔＭ
２３、ΔＭ２４の値と、特定パターン"１１１００"のパスメトリック差の平均値との差を
算出した結果を図２５に、また、図２０と同じ記録条件（変更前、変更後）において、記
録情報別パスメトリック差ΔＭ３２、ΔＭ３３、ΔＭ３４の値と、特定パターン"０００
１１"のパスメトリック差の平均値との差を算出した結果を図２６に、また、図２２と同
じ記録条件（変更前、変更後）において、記録情報別パスメトリック差ΔＭ４３、ΔＭ４
４の値と、特定パターン"００１１１"のパスメトリック差の平均値との差を算出した結果
を図２７に示す。特定パターンを"１１１００"、"０００１１"、"００１１１"としたとき
も、特定パターンを"１１０００"としたときと同様の結果が得られる。
【０１２７】
　また、特定パターンとして、"１１０００"、"１１１００"、"０００１１"、"００１１
１"のすべての結果を用いて記録条件を変更しても上記と同様に良好な記録条件を得るこ
とができる。
【０１２８】
　また、特定パターンとして、"１１１００"、"００１１１"を用いる場合は、記録情報別
パスメトリック差には２Ｔは存在せず、３Ｔ以上のみとなる。特定パターンとして、"１
１０００"、"０００１１"を用いる場合は、記録情報別パスメトリック差には２Ｔが存在
するが、特定パターン"１１１００"、"００１１１"を用いる場合と同じ基準にするために
、特定パスメトリック差のうち、３Ｔ以上のみを抽出して平均値を算出して用いたとして
も、つまり、複数の記録情報別パスメトリック差の平均値を算出して用いたとしても、上
記と同様に良好な記録条件を得ることができる。
【０１２９】
　ところで、図２に示す記録パワー条件（記録パワー、消去パワー、およびバイアスパワ
ー）、少なくとも記録パワーを適当な値に設定しておかないと、極端な記録不足、記録過
多が発生し、良好な記録状態が得られず、図１の再生クロック抽出回路において、再生ク
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ロックを抽出できない場合がある。そこで、記録パワー条件を少なくとも再生クロックを
抽出できる程度まで良好な条件に決定しておく必要がある。以下の実施の形態２において
、記録パワー条件を規定する例について説明する。
【０１３０】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について、図２８に基づいて説明すれば、以下の通りである。
なお、本実施の形態は、記録条件のうち記録パワー条件の設定処理を規定している点で、
前記実施の形態１と異なるが、それ以外の部分は、前記実施の形態１と同じである。した
がって、説明の便宜上、前記の実施の形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部
材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１３１】
　図２８に示すフローチャートを参照して、記録パワー条件の設定処理について説明する
。
【０１３２】
　まず、記録パワー条件を設定する（ステップＳ１１）。
【０１３３】
　次に、記録状態の判定を行う（ステップＳ１２）。
【０１３４】
　ここで、記録状態の判定を行う際に、再生クロックを抽出できるかどうかで判定しても
良いし、また、記録したトラックの再生信号より、通常、再生信号評価の指標として使用
されているジッタやエラーレートを求め、その値に基づいて判定しても良い。
【０１３５】
　上記ステップＳ１２において、所定の記録状態が得られた場合は、図４のステップＳ１
に移行する。
【０１３６】
　一方、ステップＳ１２において、所定の記録状態が得られない場合は、記録パワー条件
を変更し（ステップＳ１３）、ステップＳ１１に戻る。
【０１３７】
　以上のように、本実施の形態では、上記光ディスク装置において、記録パワー条件を更
に変更することで、良好な記録状態を得ることが可能となる。
【０１３８】
　ところで、記録パワーを変化させて記録した場合、記録された領域に対する再生信号は
記録されたマークの大きさにより振幅が変化することがある。つまり、記録パワーが小さ
いほど記録されたマークの再生信号の振幅が小さく、逆に記録パワーが大きいほど記録さ
れたマークの再生信号の振幅が大きくなる。つまり、図１のＡ／Ｄ変換器５などの中で再
生信号に対する振幅ゲインの値を固定にしていても、記録マークによっては振幅ゲインを
変化させた場合と同じような結果となる。また、振幅ゲイン自体を変化させた場合も同様
である。
【０１３９】
　そこで、図１のＡ／Ｄ変換器５などの中で再生信号に対する振幅ゲインが変化した場合
であっても、精度よく再生する方法を、以下の実施の形態３において説明する。
【０１４０】
　〔実施の形態３〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図２９乃至図３１に基づいて説明すれば、以下
の通りである。なお、本実施の形態と異なる部分は、前記実施の形態１および前記実施の
形態２と同じである。したがって、説明の便宜上、前記の実施の形態１および前記実施の
形態２の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、そ
の説明を省略する。
【０１４１】
　図２９に、理想波形に対して振幅ゲインを与えた場合における、特定パターン "１１０
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００"のパスメトリック差の変化を示す。パスメトリック差（ＳＡＭ）は、理想値１．５
に振幅ゲインを掛けた値になる。なお、特定パターンを"１１１００"とした場合、"００
１１１"とした場合、"０００１１"とした場合のパスメトリック差の変化も"１１０００"
とほぼ同様の変化となる。
【０１４２】
　次に、図３０に、図８の"変更後"の記録条件における再生信号に振幅ゲインを変化させ
た場合の各記録情報別パスメトリック差の変化を示す。振幅ゲインによって値が変化する
ことがわかる。そこで、各記録情報別パスメトリック差を、特定パターン"１１０００"の
パスメトリック差の平均値で割る、つまり正規化すれば、振幅ゲインの影響を低減するこ
とができる。図３１に、正規化後の各記録情報別パスメトリック差を示す。振幅ゲインが
変化しても各値はその影響を受けずほぼ一定であることがわかる。
【０１４３】
　したがって、振幅ゲインが変化しても、正規化後の各記録情報別パスメトリック差を用
いることで、更に精度の良い記録条件の変更、設定が可能となり、良好な記録状態を得る
ことができる。これは、例えば図３２に示す記録条件設定回路４０によって実現できる。
すなわち、図３２に示す記録条件設定回路４０は、図１３に示す記録条件設定回路２０と
ほぼ同じ構成であるが、異なるのは、平均値算出部４１（図１３の平均値算出部２１に相
当）によって得られた平均値に基づいて、記録情報別パスメトリック差を正規化する正規
化部４２を備えている点である。
【０１４４】
　つまり、上記記録条件設定回路４０では、上記正規化部４２によって正規化された記録
情報別パスメトリック差に基づいて記録条件を設定するようになっている。
【０１４５】
　なお、本実施の形態では、特定パターン"１１０００"のパスメトリック差で、各記録情
報別パスメトリック差を割った結果を例にとって説明しているが、特定パターンとして"
１１０００"だけでなく、"１１０００"、"１１１００"、"０００１１"、"００１１１"の
少なくとも１つを用いても、同様の効果が得られるし、例えば、"１１０００"、"１１１
００"、"０００１１"、"００１１１"のパスメトリック差の平均値であっても同様の効果
が得られる。
【０１４６】
　以上の各実施の形態は、本発明の範囲を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々
の変更が可能である。
【０１４７】
　例えば、上記実施の形態においては、ＰＲ（１，２，１）特性に基づいてＰＲＭＬ検出
する場合を例に説明しているが、これに限らない。ＰＲ（１，２，２，１）特性に従う、
歪み及びノイズのない理想的な１Ｔマークの再生信号波形は、図３３で示すようにチャネ
ルクロック毎のサンプルレベル比が１：２：２：１になる。２Ｔ以上のマークの再生信号
波形については、この１Ｔマークの再生信号波形の重ね合わせによって求められ、例えば
２Ｔマークなら１：３：４：３：１に、３Ｔマークなら１：３：５：５：３：１に、４Ｔ
マークなら１：３：５：６：５：３：１になる。こうして任意のビット列について理想的
な再生信号波形が想定され、理想的なサンプルレベルとしては、０、１、２、３、４、５
、６の７レベルをとることになる。
【０１４８】
　上記で設定したサンプルレベルを用いたビタビ復号においては、図３４に示すようなト
レリス線図を考える。Ｓ（０００）、Ｓ（００１）、Ｓ（０１１）、Ｓ（１００）、Ｓ（
１１０）、Ｓ（１１１）は状態を表す。ここで、（１，７）ＲＬＬ符号ではｄ＝１のラン
レングス制限により「０１０」、「１０１」となるビット列があり得ないことを反映して
いる。
【０１４９】
　図３３に特定パターンを"１１１００００"とした場合に、トレリス線図上の正解状態に
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入力する２本のパスを示す。太い実線が正解パス、太い破線が誤りパスを示している。こ
のパターンが検出されたときのパスメトリック差を記録情報別パスメトリック差に分類し
て利用しても、上記実施の形態と同様の効果が得られる。
【０１５０】
　また、図３３では、時刻ｔにおいて状態Ｓ（１１１）を起点としているが、状態Ｓ（０
１１）を起点としても、また、時刻ｔ＋４において状態Ｓ（０００）を終点としているが
、状態Ｓ（００１）を終点としても上記実施の形態と同様の効果が得られる。つまり、特
定パターンは"１１０００"を含んでいれば、前後のビットが０であっても１であってもよ
い。"１１１００"を特定パターンとして利用する場合についても同様に"１１１００"を含
んでいれば、前後のビットが０であっても１であってもよい。また、特定パターンとして
"０００１１"、"００１１１"を含んでいれば、上記と同様、前後のビットが０であっても
１であってもよい。
【０１５１】
　また、上記実施の形態の説明においては、ｄ＝１のランレングス制限符号として（１，
７）ＲＬＬ符号を用いたが、これらに限らないことはもちろんである。
また、上記実施の形態の説明においては、記録情報別の分類として、マーク長のみを用い
て説明を行っているが、マーク長とその前あるいは後のスペース長に対して分類を行って
も、上記実施の形態と同様の効果が得られる。
【０１５２】
　また、上記実施の形態の説明においては、再生装置の例として光ディスク再生装置につ
いて説明したが、これに限られるものではもちろんなく、ＰＲＭＬ方式の信号再生を行う
装置において等しくその効果を発揮すべきものである。すなわち、磁気記録装置、通信デ
ータ受信装置など、全て本発明が適用可能である。
【０１５３】
　また、上記記録再生装置は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣＰＵ
、上記プログラムを格納したＲＯＭ、上記プログラムを展開するＲＡＭ、上記プログラム
および各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。
【０１５４】
　そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウエアである制御プログラム
のプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）
をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記再生装置に供給し、そのコン
ピュータが記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによって
も、達成可能である。この場合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述
した機能を実現することになり、そのプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構
成することになる。
【０１５５】
　ここで、上記プログラムメディアとしての記録媒体は、本体と分離可能に構成される記
録媒体であり、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー（登録商標）ディ
スクやハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等の光ディ
スクのディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるい
はマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを
含めた固定的にプログラムを担持する媒体であってもよい。
【０１５６】
　また、本実施の形態は、光変調記録の光ディスク装置を用いて説明を行っているが、こ
れに限らず、光磁界変調記録の光ディスク装置でも同様に用いることができる。
【０１５７】
　また、上記光ディスク装置１は、各機能を実現するプログラム（制御プログラム、記録
条件設定プログラム）の命令を実行する演算手段であるＣＰＵ（Central Processing Uni
t）、上記プログラムを格納した記憶手段であるＲＯＭ（Read Only Memory）、上記プロ
グラムを展開する記憶手段であるＲＡＭ（Random Access Memory）、上記プログラム及び
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各種データを格納する記憶手段であるメモリ等の図示しない記憶装置（記憶媒体）等を備
えている。
【０１５８】
　そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウエアである制御プログラム
のプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）
をコンピュータで読み取り可能にした記録媒体を、上記光ディスク装置１に供給し、その
コンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラムコードを読
み出し実行することによっても、達成可能である。この場合、記録媒体から読み出された
プログラムコード自体が上述した機能を実現することにより、そのプログラムコードを記
録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１５９】
　また、本実施の形態の制御プログラムは、上記記載の光ディスク装置１を動作させる制
御プログラムであって、コンピュータを前記の各手段として機能させる。
【０１６０】
　したがって、コンピュータを前記の各手段として機能させる制御プログラムを提供する
ことができる。
【０１６１】
　また、本実施の形態のコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、上記記載の制御プログ
ラムを記録したものである。
【０１６２】
　したがって、制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供す
ることができる。
【０１６３】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的手段に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
　本発明は、再生信号にＤＣオフセットが付加されることによる影響や、再生クロックに
クロック位相ずれが付加されることによる影響を受けずに、記録条件を設定することがで
きるので、記録媒体に対して記録再生可能な装置であれば、例えば光記録再生装置、光磁
気記録再生装置、磁気記録再生装置等の各種記録再生装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、光ディスク装置の要部構成を示すブロック
図である。
【図２】記録情報に対応するパルス列の設定を説明するタイミングチャートである。
【図３】記録情報に対応する記録条件の設定を説明するタイミングチャートである。
【図４】図１に示す光ディスク装置の再生動作の処理の流れを示すフローチャートである
。
【図５】図１に示す光ディスク装置に備えられたパスメトリック差分類回路の概略を示す
ブロック図である。
【図６】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
【図７】記録情報に対応する複合ビット列と記録情報別パスメトリック差の対応を説明す
る図である。
【図８】再生信号評価を示す説明図である。
【図９】再生信号評価を示す説明図である。
【図１０】再生信号評価を示す説明図である。
【図１１】再生信号評価を示す説明図である。
【図１２】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
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【図１３】記録情報に対応する複合ビット列と記録情報別パスメトリック差の対応を説明
する図である。
【図１４】図１に示す光ディスク装置に備えられた記録条件設定回路の概略を示すブロッ
ク図である。
【図１５】再生信号評価を示す説明図である。
【図１６】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
【図１７】記録情報に対応する複合ビット列と記録情報別パスメトリック差の対応を説明
する図である。
【図１８】再生信号評価を示す説明図である。
【図１９】再生信号評価を示す説明図である。
【図２０】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
【図２１】記録情報に対応する複合ビット列と記録情報別パスメトリック差の対応を説明
する図である。
【図２２】再生信号評価を示す説明図である。
【図２３】図１に示す光ディスク装置に備えられた記録条件設定回路の概略を示すブロッ
ク図である。
【図２４】再生信号評価を示す説明図である。
【図２５】再生信号評価を示す説明図である。
【図２６】再生信号評価を示す説明図である。
【図２７】再生信号評価を示す説明図である。
【図２８】図１に示す光ディスク装置の再生動作の処理の流れの一部を示すフローチャー
トである。
【図２９】再生信号に振幅ゲインを与えた状態を示す説明図である。
【図３０】再生信号評価を示す説明図である。
【図３１】再生信号評価を示す説明図である。
【図３２】図１に示す光ディスク装置に備えられた記録条件設定回路の概略を示すブロッ
ク図である。
【図３３】ＰＲ（１，２，２，１）特性に従う再生信号波形の模式図である。
【図３４】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
【図３５】ＰＲ（１，２，１）特性に従う再生信号波形の模式図である。
【図３６】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
【図３７】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
【図３８】ビタビ復号で用いられるトレリス線図である。
【図３９】再生信号にＤＣオフセットを与えた状態を示す説明図である。
【図４０】再生信号評価を示す説明図である。
【図４１】再生信号にクロック位相ずれを与えた状態を示す説明図である。
【図４２】再生信号評価を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１６６】
　１　　光ディスク装置
　２　　光ディスク（記録媒体）
　３　　ピックアップ
　４　　再生クロック抽出回路
　５　　Ａ／Ｄ変換器
　６　　等化回路
　７　　ビタビ復号回路（ビタビ復号手段）
　８　　特定パターン検出回路（特定パターン検出手段）
　９　　ビット列レジスタ
１０　　パスメトリック差分類回路（パスメトリック差分類手段）
１１　　特定パスメトリック差抽出部（特定パスメトリック差抽出手段）
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１２　　記録情報別パターン検出部（記録情報別パターン検出手段）
２０　　記録条件設定回路（記録条件設定手段）
２１　　平均値算出部（平均値算出手段）
３０　　記録条件設定回路（記録条件設定手段）
３１　　度数分布算出部（度数分布算出手段）
４０　　記録条件設定回路（記録条件設定手段）
４１　　平均値算出部（平均値算出手段）
４２　　正規化部（正規化手段）
１００　記録条件設定装置

【図１】 【図２】
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