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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体のバージョン情報のためのデータ構造において、
　前記バージョン情報は実際のバージョン情報と互換性バージョン情報からなり、前記記
録媒体の記録または再生における後方互換性が前記互換性バージョンによって決定され、
前記実際のバージョン情報は前記互換性バージョン情報によっては指示されない、より高
いバーションを指示するとともに、“Ｘ１．Ｙ１”で表されることを特徴とするデータ構
造。
【請求項２】
　前記互換性バージョン情報は、記録媒体とドライブとの記録再生の互換性を決めるのに
使用されることを特徴とする請求項１に記載のデータ構造。
【請求項３】
　前記互換性バージョン情報は、同種の記録媒体同士の互換性を決めるのに使用されるこ
とを特徴とする請求項１に記載のデータ構造。
【請求項４】
　前記実際のバージョン情報と前記互換性バージョン情報は、前記記録媒体内の管理領域
内に記録されることを特徴とする請求項１に記載のデータ構造。
【請求項５】
　前記実際のバージョン情報は１情報バイトで表され、前記１情報バイトの第１のバージ
ョンパートは“Ｘ１”で表され、前記１情報バイトの第２のバージョンパートは“Ｙ１”
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で表されることを特徴とする請求項１に記載のデータ構造。
【請求項６】
　前記第１のバージョンパートと前記第２のバージョンパートがそれぞれ４ビットずつ割
り当てられることを特徴とする請求項５に記載のデータ構造。
【請求項７】
　前記互換性バージョン情報は１情報バイト内に含まれることを特徴とする請求項１に記
載のデータ構造。
【請求項８】
　前記互換性バージョン情報は、前記１情報バイト内において４ビットまたは６ビット割
り当てられることを特徴とする請求項５に記載のデータ構造。
【請求項９】
　前記互換性バージョン情報が実際のバージョン情報に比べて記録媒体への記録再生を決
めるに際して優先的に考慮されることを特徴とする請求項１に記載のデータ構造。
【請求項１０】
　前記データ構造はさらに前記記録媒体の直径を示すサイズ情報を含むことを特徴とする
請求項１に記載のデータ構造。
【請求項１１】
　記録媒体に／からデータを記録／再生する装置であって、
　前記記録媒体に／からデータを読み取る／記録するように構成されたピックアップ部と
、
　前記ピックアップ部に動作可能に結合され、実際のバージョン情報および互換性バージ
ョン情報を含むバージョン情報を識別するように構成されたコントローラと
　を備え、
　前記記録媒体の後方互換性は前記互換性バージョン情報によって判定され、前記実際の
バージョン情報は前記互換性バージョン情報によっては指示されない、より高いバーショ
ンを指示するとともに“Ｘ１．Ｙ１”で表され、前記コントローラは前記識別されたバー
ジョン情報に基づいて前記記録媒体に／からデータを記録／再生するように前記ピックア
ップを制御するように構成されることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記互換性バージョン情報は前記記録媒体とドライブとの間の互換性を決めることを特
徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記互換性バージョン情報は同種の前記記録媒体間の互換性を決めることを特徴とする
請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記コントローラは前記記録媒体内の管理領域から前記バージョン情報を読み取るよう
に前記ピックアップ部を制御するように構成されていることを特徴とする請求項１１に記
載の装置。
【請求項１５】
　前記バージョン情報を格納するメモリをさらに備え、
　前記コントローラは前記メモリに格納された前記バージョン情報と前記記録媒体の前記
バージョン情報とを比較し、前記比較結果に基づいて前記データを記録／再生するように
前記ピックアップ部を制御するように構成されることを特徴とする請求項１４に記載の装
置。
【請求項１６】
　前記実際のバージョン情報は１情報バイトで表され、前記１情報バイトの第１のバージ
ョンパートは“Ｘ１”で表され、前記１情報バイトの第２のバージョンパートは“Ｙ１”
で表されることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１のバージョンパートと前記第２のバージョンパートがそれぞれ４ビットずつ割
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り当てられることを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクのような情報記録媒体に係り、特に、情報記録媒体上にディスク
バージョン情報を記録する方法と、これを用いた記録再生方法及び記録再生装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、情報記録媒体として大容量のデータが記録可能な光ディスクが広く使用されて
いる。近来では、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを長時間書き込むこ
とができる次世代の高密度光記録媒体（ＨＤ－ＤＶＤ）として、例えば、ブルーレイディ
スクを開発するための多く努力がなされている。
【０００３】
　次世代ＨＤ－ＤＶＤ技術であるブルーレイディスク（ＢＤ）は、既存のＤＶＤを遥かに
超える大容量のデータを書き込むことができる光記録ソリューションであって、近来、こ
れに対する世界標準の技術規格が確立されつつある。
【０００４】
　ブルーレイディスク（ＢＤ）に係る各種の標準案が設けられており、書き換え可能な１
倍速ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）に続いて書き換え可能な高速度（２倍速以上）ブ
ルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）、１回だけ書き込み可能なブルーレイディスク（ＢＤ－
Ｒ）、再生専用ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＯＭ）に対する各種の標準案が設けられて
いる。
【０００５】
　同系列のブルーレイディスク（ＢＤ）であっても、技術の発展に合わせて規格化された
内容がバージョンアップされつつある。一例として、書き換え可能な１倍速ブルーレイデ
ィスク（ＢＤ－ＲＥ）から２倍速（またはそれ以上）ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）
といったようにディスクの規格が拡張されつつある。従って、拡張される規格内容をディ
スクバージョン情報として管理する必要がある。
【０００６】
　図１は、従来のＤＶＤにおけるディスクバージョン情報を表す方法を説明する図で、デ
ィスクの管理領域内に４ビットを割り当ててバージョン情報を表していた。バージョンが
追加される度に新規のビットを割り当ててバージョンを表していた。
【０００７】
　しかし、ディスクバージョン情報は装置内にロードされたディスクの記録や再生の可否
を判断する重要な情報である。したがって、より統一的で拡張可能な方法で記録しておく
必要がある。最近規格化が論議されているＢＤ－ＲＥ、ＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＯＭの場合、
ディスクバージョン情報を記録する方法についても論議されている。規格化された情報と
して提供されて始めて相互間の互換性が確保できるようになるため、高密度光ディスク上
へのディスクバージョン情報を記録するための効率的な対応案の確立が切実に要求されて
いる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであって、その目
的は、規格化された情報としてディスクバージョン情報を記録する方法を提供し、特に、
記録されたディスクバージョン情報から光ディスクの効率的な記録再生方法を提供するこ
とである。
【０００９】
　本発明の他の目的は、ディスクバージョン情報を構成する新規のデータ構造について定
義することである。
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【００１０】
　本発明のまた他の目的は、その定義されたディスクバージョン情報を特定のディスク管
理領域に規格化された方法で記録することにより、同系列のディスク同士の互換性を提供
することである。
【００１１】
　本発明の更なる目的は、ディスク内に記録されたディスクバージョン情報を用いて光デ
ィスクに実際のデータを記録再生する記録再生方法及び記録再生装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記目的を達成するために本発明は、記録媒体のバージョン情報の記録方法であって、
実際のバージョン情報と互換性バージョン情報とを含むバージョン情報を生成するステッ
プであって、実際のバージョン情報と互換性バージョン情報の少なくとも一方が記録媒体
に対する読み書きについての後方互換性を決める前記ステップと、前記バージョン情報を
記録媒体の特定領域に記録するステップとを含み、実際のバージョン情報は互換性バージ
ョン情報によっては指示されない、より高いバーションを指示するとともに“Ｘ１．Ｙ１
”で表され、実際のバージョン情報は実際のバージョンを表し、互換性バージョン情報は
互換可能なバージョンを表すことを特徴とする。
　この場合、互換性バージョン情報は、記録媒体とドライブとの記録再生の互換性を決め
ることを特徴とする。
【００１３】
　また、互換性バージョン情報は、“Ｘ２．Ｙ２”で表され、実際のバージョン情報の“
Ｘ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２”に等しいか又はそれより高く、実際のバージョ
ン情報の“Ｘ１．Ｙ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２．Ｙ２”より高いことを特徴と
する。
　また、互換性バージョン情報は、同種の記録媒体同士の互換性を決めることを特徴とす
る。
　また、実際のバージョン情報と互換性バージョン情報は、記録媒体内の管理領域内に記
録されることを特徴とする。
　また、実際のバージョン情報は１情報バイトで表され、１情報バイトの第１のバージョ
ンパートは“Ｘ１”で表され、１情報バイトの第２のバージョンパートは“Ｙ１”で表さ
れることを特徴とする。
【００１４】
　また、第１のバージョンパートと第２のバージョンパートはそれぞれ４ビットずつ割り
当てられることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は１情報バイト内に含まれることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は、１情報バイト内において４ビットまたは６ビット割り
当てられることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は記録媒体の互換性判定につき実際のバージョン情報を上
回る優先順位を有することを特徴とする。
【００１５】
　また、互換性バージョン情報に基づき記録媒体のドライブとの互換性を判定することを
特徴とする。
　また、互換性バージョン情報はドライブと互換性をもたない場合、記録媒体にドライブ
をアクセスさせないことを特徴とする。
　また、前記バージョン情報を生成するステップにおいて、記録媒体の直径の大きさを表
すサイズ情報を更に生成し、サイズ情報は、記録媒体内の特定領域に記録されることを特
徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、実際のバージョン情報と互換性バージョン情報を含むバージョン情報
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のための情報バイトを制御情報内に割り当てるステップであって、実際のバージョン情報
と互換性バージョン情報の少なくとも一つから記録媒体の後方互換性を決めるステップと
、情報バイトを記録媒体内の特定領域に記録するステップとを含み、実際のバージョン情
報は互換性バージョン情報によっては指示されない、より高いバーションを指示するとと
もに“Ｘ１．Ｙ１”で表され、実際のバージョン情報は実際のバージョンを表し、互換性
バージョン情報は互換可能なバージョンを表すことを特徴とする。
　ここで、互換性バージョン情報は、ドライブによる記録媒体への記録再生の互換性を決
めることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明は、記録媒体に／からバージョン情報を記録／再生する方法であって、実
際のバージョン情報と互換性バージョン情報を含むバージョン情報を識別するステップと
、バージョン情報に基づいて、記録媒体に／からデータを記録／再生するステップとを含
み、実際のバージョン情報と互換性バージョン情報のうち少なくとも１つは記録媒体にお
ける記録／再生に関する後方互換性を判定し、実際のバージョン情報は互換性バージョン
情報によっては指示されない、より高いバーションを指示するとともに“Ｘ１．Ｙ１”で
表され、実際のバージョン情報は実際のバージョンを表し、互換性バージョン情報は互換
可能なバージョンを表すこと特徴とする。
【００１８】
　この場合、互換性バージョン情報は、“Ｘ２．Ｙ２”で表され、実際のバージョン情報
の“Ｘ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２”に等しいか又はそれより高く、実際のバー
ジョン情報の“Ｘ１．Ｙ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２．Ｙ２”より高いことを特
徴とする。
　また、実際のバージョン情報は１情報バイトで表され、１情報バイトの第１のバージョ
ンパートは“Ｘ１”で表され、１情報バイトの第２のバージョンパートは“Ｙ１”で表さ
れることを特徴とする。
　また、第１のバージョンパートと第２のバージョンパートはそれぞれ４ビットずつ割り
当てられることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明は、記録媒体のバージョン情報のためのデータ構造において、
　前記バージョン情報は実際のバージョン情報と互換性バージョン情報からなり、実際の
バージョン情報と互換性バージョン情報のいずれかは記録媒体の記録または再生における
後方互換性を決めるために使用され、実際のバージョン情報は互換性バージョン情報によ
っては指示されない、より高いバーションを指示するとともに“Ｘ１．Ｙ１”で表され、
実際のバージョン情報は実際のバージョンを表し、互換性バージョン情報は互換可能なバ
ージョンを表すことを特徴とする。
　ここで、互換性バージョン情報は、記録媒体とドライブとの記録再生の互換性を決める
のに使用されることを特徴とする。
【００２０】
　また、互換性バージョン情報は、同種の記録媒体同士の互換性を決めるのに使用される
ことを特徴とする。
　また、実際のバージョン情報と互換性バージョン情報は、記録媒体内の管理領域内に記
録されることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は、“Ｘ２．Ｙ２”で表され、実際のバージョン情報の“
Ｘ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２”に等しいか又はそれより高く、実際のバージョ
ン情報の“Ｘ１．Ｙ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２．Ｙ２”より高いことを特徴と
する。
　また、実際のバージョン情報は１情報バイトで表され、１情報バイトの第１のバージョ
ンパートは“Ｘ１”で表され、１情報バイトの第２のバージョンパートは“Ｙ１”で表さ
れることを特徴とする。
　また、データ構造は、書き込み戦略パラメータを含んだ書き込み情報をさらに含み、前
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記バージョン情報はこの書き込み戦略情報とは別に記録され、互換性バージョン情報は後
方互換性を判定するのに使用可能な互換性バージョンを指示することを特徴とする。
【００２１】
　また、第１のバージョンパートと第２のバージョンパートがそれぞれ４ビットずつ割り
当てられることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は１情報バイト内に含まれることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は、１情報バイト内において４ビットまたは６ビット割り
当てられることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報が実際のバージョン情報に比べて記録媒体への記録再生を
決めるに際して優先的に考慮されることを特徴とする。
　また、データ構造はさらに記録媒体の直径を示すサイズ情報を含むことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明は、記録媒体上にバージョン情報を記録する装置であって、記録媒体から
／にデータを読み取る／記録するように構成されたピックアップ部と、ピックアップ部に
動作可能に連結され、記録媒体の特定領域にバージョン情報を記録するようにピックアッ
プ部を制御するように構成されたコントローラとを備え、前記バージョン情報は実際のバ
ージョン情報と互換性バージョン情報からなり、実際のバージョン情報と互換性バージョ
ン情報のいずれかは記録媒体の記録または再生における後方互換性を決めるために使用さ
れ、実際のバージョン情報は互換性バージョン情報によっては指示されない、より高いバ
ーションを指示するとともに、“Ｘ１．Ｙ１”で表され、実際のバージョン情報は実際の
バージョンを表し、互換性バージョン情報は互換可能なバージョンを表すことを特徴とす
る。
　ここで、互換性バージョン情報は記録媒体とドライブとの間の互換性を決めることを特
徴とする。
【００２３】
　また、互換性バージョン情報は記録媒体とドライブとの間の互換性を決めることを特徴
とする。
　また、互換性バージョン情報は同種の記録媒体間の互換性を決めることを特徴とする。
　また、ピックアップ部は実際のバージョン情報と互換性バージョン情報を記録媒体内の
管理領域に記録するように構成されていることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は、“Ｘ２．Ｙ２”で表され、実際のバージョン情報の“
Ｘ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２”に等しいか又はそれより高く、実際のバージョ
ン情報の“Ｘ１．Ｙ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２．Ｙ２”より高いことを特徴と
する。
　また、実際のバージョン情報は１情報バイトで表され、１情報バイトの第１のバージョ
ンパートは“Ｘ１”で表され、１情報バイトの第２のバージョンパートは“Ｙ１”で表さ
れることを特徴とする。
【００２４】
　また、第１のバージョンパートと第２のバージョンパートがそれぞれ４ビットずつ割り
当てられることを特徴とする。
　また、ピックアップ部は互換性バージョン情報を１情報バイト内に記録するように構成
されることを特徴とする。
　また、ピックアップ部は互換性バージョン情報を４ビット又は６ビットで一つの情報バ
イト内に記録するように構成されることを特徴とする。
　また、互換性バージョン情報は記録媒体の互換性判定につき実際のバージョン情報を上
回る優先順位を有することを特徴とする。
　また、コントローラはさらに記録媒体の直径を示すサイズ情報を記録するようにピック
アップを制御するように構成されることを特徴とする。
　また、ピックアップ部はバージョン情報と共にサイズ情報を記録媒体の特定領域に記録
するように構成されることを特徴とする。
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【００２５】
　また、本発明は、記録媒体に／からデータを記録／再生する装置であって、記録媒体に
／からデータを読み取る／記録するように構成されたピックアップ部と、ピックアップ部
に動作可能に結合され、実際のバージョン情報および互換性バージョン情報を含むバージ
ョン情報を識別するように構成されたコントローラとを備え、実際のバージョン情報と互
換性バージョン情報のうち少なくとも１つは記録媒体の後方互換性を判定し、実際のバー
ジョン情報は互換性バージョン情報によっては指示されない、より高いバーションを指示
するとともに“Ｘ１．Ｙ１”で表され、実際のバージョン情報は実際のバージョンを表し
、互換性バージョン情報は互換可能なバージョンを表し、コントローラは前記識別された
バージョン情報に基づいて記録媒体に／からデータを記録／再生するようにピックアップ
を制御するように構成されることを特徴とする。
　ここで、互換性バージョン情報は記録媒体とドライブとの間の互換性を決めることを特
徴とする。
【００２６】
　また、互換性バージョン情報は同種の記録媒体間の互換性を決めることを特徴とする。
　また、コントローラは記録媒体内の管理領域から前記バージョン情報を読み取るように
前記ピックアップ部を制御するように構成されることを特徴とする。
　また、バージョン情報を格納するメモリをさらに備え、コントローラはメモリに格納さ
れた前記バージョン情報と記録媒体の前記バージョン情報を比較し、前記比較結果に基づ
いて前記データを記録／再生するようにピックアップ部を制御するように構成されること
を特徴とする。
【００２７】
　また、互換性バージョン情報は、“Ｘ２．Ｙ２”で表され、実際のバージョン情報の“
Ｘ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２”に等しいか又はそれより高く、実際のバージョ
ン情報の“Ｘ１．Ｙ１”は互換性バージョン情報の“Ｘ２．Ｙ２”より高いことを特徴と
する。
　また、実際のバージョン情報は１情報バイトで表され、１情報バイトの第１のバージョ
ンパートは“Ｘ１”で表され、１情報バイトの第２のバージョンパートは“Ｙ１”で表さ
れることを特徴とする。
　また、第１のバージョンパートと第２のバージョンパートがそれぞれ４ビットずつ割り
当てられることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように本発明によれば、高密度光ディスク上にディスクバージョン情報を
含むディスク情報、特に、少なくとも二つのバージョン情報を用いてディスクバージョン
情報を記録する各種の方法を提示し、この結果、規格化されたディスク情報を統一的に適
用することができ、光ディスクの記録再生に効率よく対応できるという長所を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明に係る光ディスクのディスクバージョン情報の記録方法及び光ディスクの
記録再生方法に対する好適な実施の形態を、添付した図面を参照して詳細に説明する。な
お、可能な限り図面中の同一の機能及び構成要素については同一の参照符号を付する。
【００３０】
　本発明で使用される用語は、可能な限り広く使用される一般の用語を選択したが、特定
の場合は、出願人が任意に選定した用語もあり、この場合は、発明の詳細な説明における
該当する部分において詳細にその意味を記載したので、単なる用語の名称自体ではない用
語がもつ意味で本発明を把握すべきである。
【００３１】
　また、説明の便宜上、光ディスクは、ブルーレイディスク（ＢＤ）の場合を例に挙げて
説明するが、ブルーレイディスク（ＢＤ）の他にも、本発明の概念的特徴は、ディスクバ
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ージョン情報が更新される光ディスクである、例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ
などにも同様に適用できることは自明である。
【００３２】
　本発明は、ディスクバージョン情報を記録する方法に係り、以下、本発明で新規に定義
されるディスクバージョン情報について説明し、ディスクバージョン情報を記録する方法
について詳細に説明する。
【００３３】
　“ディスクバージョン情報”とは、同系列のディスクにおいて技術の発展に伴って新規
の規格事項が追加される度にディスクバージョンを新たに決め、ディスク製作者が当該デ
ィスクが如何なるバージョンにより製作されたディスクであるかをディスク内の特定領域
に記録しておく情報であり、当該ディスクを記録再生する記録再生装置（図１０）がディ
スク内に記録されたそのディスクバージョン情報を記録再生の際に参照するようにするた
めのものである。
【００３４】
　本発明では、“ディスクバージョン情報”を構成する際に、次のような規則で構成する
。即ち、ディスクバージョン情報を３部分に分け、第１バージョン番号は、ディスクの物
理規格が変更され下位バージョンとは相互間の互換性、すなわち後方互換性が確保されて
いないことを表し、第２バージョン番号は、ディスクの物理規格に変更があったものの、
第１バージョン番号が同一であれば相互間に互換性が保持されることを表し、第３バージ
ョン番号は、ディスクの物理規格に変更がない場合で、規格書の編集だけを追加／変更し
たものであって相互間において常に互換性が保持されることを表している。
【００３５】
　また、第１、２、３のバージョン番号を記述する方法は、例えば、あるディスクのバー
ジョン情報を“Ｖａ.ｂｃ”と表すと、“ａ”は第１バージョン番号を意味し、“ｂ”は
第２バージョン番号を意味し、“ｃ”は第３バージョン番号を意味するものと決める。従
って、仮に、ディスクバージョン情報が“Ｖ１.００”であれば、第１バージョン番号が
“１”で、第２、第３バージョン番号がいずれも“０”であることを示している。
【００３６】
　この“Ｖ１.００”のディスクバージョンに対して新規のバージョンの規格事項が追加
されると仮定すれば、その追加される規格事項が前の“Ｖ１.００”バージョンと互換性
が保持されない新規の物理的規格であれば“Ｖ２.００”のようにバージョン情報を表す
。一方、互換性が保持される新規の物理的規格であれば“Ｖ１.１０”のようにバージョ
ン情報を表し、物理的規格事項の変動のない規格書の編集上の追加／変動であれば“Ｖ１
.０１”のようにバージョン情報を表す。
【００３７】
　ディスクバージョン情報をディスク内に記録するとき、第３バージョン番号は記録しな
くてもよい。なぜならば、ディスクバージョン情報をディスク内に記録する理由が、ディ
スクの物理的規格の変更に伴って、記録再生装置（図１０）がそれに効率よく対応するた
めであり、第３バージョン番号は、物理的な規格の変更事項のない場合であるため、記録
再生装置（図１０）が必ず参照しなければならない情報ではないためである。従って、本
発明では、ディスクバージョン情報について、第１バージョン番号と、第２バージョン番
号について主に説明するが、必要に応じて、第３バージョン番号を同一方式で記録できる
ことは自明である。
【００３８】
　即ち、本発明は、前記のようにディスクバージョン情報を少なくとも第１バージョン番
号と第２バージョン番号に区分して定義し、その定義されたそれぞれの第１、２のバージ
ョン番号を記録する領域を区分しておくことにより、ディスクバージョン情報を効率よく
記録可能にし、ディスクバージョンの拡張に能動的に対応できるようにしたことが本発明
の主な技術思想である。
【００３９】
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　図２と図３は、本発明に係る光ディスクの構造であって、特に、ディスクバージョン情
報を含むディスク制御情報を記録する方法を説明するために示す図であり、本発明が適用
される光ディスクは、記録可能な光ディスクのみならず、再生専用光ディスクにも同一に
適用され得る。
【００４０】
　関連して、前述したように、本発明は、説明の便宜上、ブルーレイディスク（ＢＤ）の
場合を例に挙げて説明するが、ブルーレイディスク（ＢＤ）の他にも、ディスクバージョ
ン情報が更新される光ディスクである、例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷなどに
も同様に適用可能であることは自明である。
【００４１】
　また、本発明においてディスクバージョン情報を含む“ディスク制御情報”とは、ディ
スクの記録再生のための各種の情報を含む領域または情報を意味し、例えば、ブルーレイ
ディスク（ＢＤ）では、これを“ディスク情報（Disc Information）”と称しており、Ｄ
ＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷでは、これを“物理フォーマット情報(physical format i
nformation)”と称している。以下、説明の便宜のために本発明では、ブルーレイディス
ク（ＤＢ）の場合に当たる“ディスク情報（ＤＩ）”として説明する。
【００４２】
　図２は、本発明の光ディスクの構造であって記録層が一つである記録可能な単層構造の
ものを示しており、本発明のディスクバージョン情報を含むディスク情報（ＤＩ）のディ
スク内での記録位置を説明するための図である。
【００４３】
　図２において、本発明の光ディスクは、その内周と外周領域に管理領域としてリードイ
ンとリードアウト領域が備えられており、特に、ディスクの内周領域には、事前記録領域
と再記録可能な領域とに区分されている。事前記録領域とは、ディスクの製作時に予め記
録する領域であって、ユーザーまたはシステムによる更なる記録が不可能な領域である。
特に、ＢＤ－ＲＥ／ＷＯでは、この事前記録領域をＰＩＣ（Permanent Information & Co
ntrol data）と称している。このＰＩＣ領域には、ディスクの記録などに必要な情報であ
るディスク情報（ＤＩ）が記録されている。データ領域には、ユーザーの実際のデータが
記録されるユーザーデータ領域と欠陥領域の発生時にこれに対処するためのスペア領域（
ＩＳＡ、ＯＳＡ）がそれぞれ備えられており、特に、ＢＤ－ＷＯのような１回だけ記録可
能な光ディスクでは、ディスクの欠陥管理、一般管理のための情報を記録するＴＤＭＡ（
Temporary Defect Management Area）が管理領域内に設けられている。書き換え可能なＢ
Ｄ－ＲＥの場合、ＴＤＭＡは不要な領域であるため予備領域として残しておく。
【００４４】
　本発明は、事前記録領域にディスク情報としてディスクの記録再生に必要な速度情報及
び記録関連情報（Write Strategy；ＷＳ）の記録とともに、本発明のディスクバージョン
情報を効率よく記録する方法を提示する。
【００４５】
　規格化されたディスクの種類毎に事前記録領域への記録方式が相違していることは当然
である。ＢＤ－ＲＥ／ＷＯの場合、事前記録領域のＰＩＣ領域には、２位相高周波変調さ
れた信号で記録しておき、当該領域の高周波変調された信号を特定の再生方式によって再
生し、これにより情報を取得している。
【００４６】
　図３は、図２に示すディスク構造におけるＰＩＣ領域の構造を簡略に示す図である。こ
れは、前述したように高周波変調されたＰＩＣ領域内の情報を全て取得した時、図３に示
すような構造に情報を並び替えできるということを意味し、物理的にＰＩＣ領域が図３に
示すように記録されているということではない。
【００４７】
　ＢＤ－ＲＥ／ＷＯでは、最小記録単位を“１クラスタ（cluster）”とし、ＰＩＣ領域
は、５４４クラスタが集まって一つの上位記録単位としてのフラグメントを形成し、五つ
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のフラグメントが集まってＰＩＣ領域を形成している。
【００４８】
　第１のフラグメント（ＩＦＯ）の先頭クラスタにはディスク情報が記録されている。デ
ィスク情報は、当該光ディスクの許容可能な記録層と速度ごとに複数に記録され、一つの
ディスク情報は１１２バイトで構成されている。１１２バイトから構成されたディスク情
報を、特にディスク情報フレーム（ＤＩ ｆｒａｍｅ）ともいう。また、残りのフラグメ
ントの先頭クラスタにも同内容のディスク情報を繰り返して記録しておくことにより、デ
ィスク情報の損失に対応できるようにした。
【００４９】
　記録可能な光ディスク内のそれぞれのディスク情報内には、当該記録層と速度を表す情
報やその記録層と速度に対応する記録関連情報（ＷＳ）が、ディスクバージョン情報とと
もに記録されている。そのような情報が当該光ディスクの記録時や再生時に用いられ、効
率的な記録再生が可能になる。
【００５０】
　仮に、ＢＤ－ＲＯＭのような再生専用光ディスクであれば、ディスク情報内にディスク
への記録のための速度情報と記録関連情報（ＷＳ）が含まれないことは自明である。
【００５１】
　以下、図４～図１０を参照して、前記のようなディスク情報内にディスクバージョン情
報を記録する方法に対する各種の例について詳細に説明する。
【００５２】
　図４は、本発明に係る光ディスクのディスクバージョン情報を含むディスク情報を記録
する一実施形態を示す図であって、ディスクバージョン情報を記録する領域が別に割り当
てられている。
【００５３】
　ディスク内には、少なくとも一つのディスク情報が記録され、それぞれのディスク情報
の順番が１バイトによって記録された一連番号にしたがって決められる。
【００５４】
　例えば、ディスク情報の第５番目のバイトにその順番情報を記録しておく。これを“Ｄ
Ｉ ｆｒａｍｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｎｕｍｂｅｒ ｉｎ ＤＩ ｂｌｏｃｋ”フィールドと称
する。簡略に“００ｈ、０１ｈ、０２ｈ....”によって表される。即ち、第５番目のバイ
トの情報が“００ｈ”であれば、最初のディスク情報であることを意味し、“０３ｈ”で
あれば、第４番目のディスク情報であることを意味する。
【００５５】
　さらに、ディスク情報内の特定領域、例えば、第（Ｌ～１１１）番目のバイトの“Ｗｒ
ｉｔｅ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ”フィールドと称した領域には、記録可
能な光ディスクの場合に当該ディスク情報が意味する速度に連動する記録関連情報（ＷＳ
）を記録しておき、また他の特定領域、例えば、第Ｎ番目のバイトの“Ｄｉｓｃ Ｖｅｒ
ｓｉｏｎ”フィールドと称した領域には、ディスクバージョンに関する情報を記録してお
く。
【００５６】
　“Ｄｉｓｃ Ｖｅｒｓｉｏｎ”フィールドは２部分に区分されており、第１の４ビット
には第１バージョン番号を記録し、第２の４ビットには第２バージョン番号を記録する領
域として割り当てられている。従って、４ビットずつ割り当てられた第１、２のバージョ
ン番号は、最大１５個までのバージョンを表すことができる。例えば、図４において“Ｖ
ｘ.Ｆｘ”または“ＶＦ.ｘｘ”と表された場合における“Ｆ”値は、十進数の“１５”を
意味する十六進数法的表現であり、“ｘ”は、当該バージョン情報は特定されていない値
（“ｄｏｎ’ｔ ｃａｒｅ”ともいう）であることを意味する表現である。かかる表現方
法は、後述する他の実施形態においても同様に適用される。
【００５７】
　従って、仮に、第Ｎ番目のバイトの“Ｄｉｓｃ Ｖｅｒｓｉｏｎ”フィールドが“０１
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００ ００１０ｂ”であれば、第１バージョン番号は“４”になり、第２バージョン番号
は“２”になるため、当該ディスクのバージョンは“Ｖ４.２ｘ”であることを意味する
。
【００５８】
　図５は、本発明に係る光ディスクのディスクバージョン情報を含むディスク情報を記録
する他の実施形態に係り、現在に論議中の書き換え可能な１速度ブルーレイディスク（Ｂ
Ｄ－ＲＥ）におけるディスク情報の記録方法との互換性を保持しつつディスクバージョン
情報を記録する方法を示す図である。
【００５９】
　ディスク情報の第１１番目のバイトを、ディスクサイズ情報とバージョン情報を記録す
る“Ｄｉｓｃ ｓｉｚｅ／ｖｅｒｓｉｏｎ”フィールドと称し、３つに区切られており、
第１部分の２ビットがサイズ情報を記録し、第２部分の３ビットが第１バージョン番号を
記録し、第３部分の３ビットが第２バージョン番号を記録している。
【００６０】
　ディスクサイズ情報は、現在に論議中のブルーレイディスク（ＢＤ）は１２ｃｍしかな
いので、“００ｂ”であれば１２ｃｍの場合を意味し、残りは、今後規格として追加され
るであろうディスクサイズのために予備領域として残しておく。例えば、８ｃｍディスク
を規格化すれば、“０１ｂ”と定義できる。ディスクバージョン情報は、計６ビットを第
１バージョン番号と第２バージョン番号のそれぞれに３ビットずつ割り当て、それぞれの
バージョン番号を最大７個まで表すことができるようにした。
【００６１】
　従って、仮に、第１１番目のバイトが“００ ００１ ０１０ｂ”であれば、ディスクサ
イズが１２ｃｍで、第１バージョン番号が“１”で、第２バージョン番号が“２”である
ので、当該ディスクのバージョンが“Ｖ１.２ｘ”であることを意味する。
【００６２】
　図６は、本発明に係る光ディスクのディスクバージョン情報を含むディスク情報を記録
する他の実施形態に係り、図５と同様に現在論議中の書き換え可能な１速度ブルーレイデ
ィスク（ＢＤ－ＲＥ）におけるディスク情報の記録方法と互換性を保持しつつディスクバ
ージョン情報を記録する他の方法を示す図である。
【００６３】
　図６の実施形態は、図５とは異なって、第２バージョン番号に４ビットを割り当て、第
１バージョン番号に２ビットを割り当てている。これは、第２バージョン番号に物理的規
格変更があっても、第１バージョン番号が同一であれば相互間の互換性が保持される場合
であって、第１バージョン番号より第２バージョン番号の方がバージョンの変更が発生す
る可能性が高いため、第２バージョン番号により多くのビットを割り当てようとしたもの
である。
【００６４】
　仮に、物理的規格変更があっても、第１バージョン番号が同一であり、第２バージョン
番号だけが変更される場合であれば、ディスク同士では互換性が保持される。例えば、デ
ィスクバージョン情報が、それぞれＶ２.２とＶ２.１のディスクがあるとすれば、両ディ
スク同士では第２バージョン番号だけが相違し、第１バージョン番号は同一であるため相
互間の互換性が保持される。仮に、ディスクバージョン情報が、それぞれＶ１.１とＶ２.
１のディスクがあるとすれば、両ディスク同士では、第２バージョン番号は同一であるが
、第１バージョン番号が相違しているため、相互間の互換性が保持されない。
【００６５】
　前記場合は、実際のディスクとドライブ（記録再生装置の一種）との間にも適用される
。例えば、ディスクバージョンがＶ２.ｘのディスクが、Ｖ１.ｘのディスクが制御可能な
旧ドライブにロードされると、そのドライブは、Ｖ２.ｘディスクを制御できる如何なる
ハードウェアやソフトウェアも備えていないため、ロードされたＶ２.ｘディスクへの記
録再生のためのアクセスができなくなる。これに対し、ディスクバージョンがＶｘ.３の
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ディスクが、Ｖｘ.２のディスクが制御可能な旧ドライブにロードされる場合、そのドラ
イブとロードされたディスクとは、同じ第１バージョン番号を有するため記録再生が可能
になる。
【００６６】
　従って、仮に、第１１番目のバイトが“００ １０ ００１１ｂ”であれば、ディスクサ
イズが１２ｃｍで、第１バージョン番号は“２”で、第２バージョン番号は“３”である
ため、当該ディスクのバージョンが“Ｖ２.３ｘ”であることになる。
【００６７】
　図７は、本発明に係る光ディスクのディスクバージョン情報を含むディスク情報を記録
するさらに他の実施形態に係り、図５、図６と同様に現在に論議中の書き換え可能な１速
度ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）におけるディスク情報の記録方法との互換性を保持
しつつディスクバージョン情報を記録するさらに他の方法を示す図である。
【００６８】
　図７の実施形態は、図５、図６とは異なって、第１バージョン番号とディスクサイズ情
報とが第１１番目のバイトに共に記録され、第２バージョン番号を別の予備領域（第Ｎ番
目のバイト）に１バイトを割り当てた。これは、第２バージョン番号は、前述したように
第１バージョン番号よりバージョンの変更が発生する可能性が高いため、より多くのビッ
トを割り当てようとしたことと、現在に論議中のディスク情報内に予備領域が多数あると
いう点を考慮したのためである。逆に、第１１番目のバイトに第２バージョン番号を記録
し、第Ｎ番目のバイトに第１バージョン番号を記録することも可能である。
【００６９】
　従って、仮に、第１１番目のバイトが“００ ００００１０ｂ”であり、第Ｎ番目のバ
イトが“００００ ０１００ｂ”であれば、第１１番目のバイトからディスクサイズは１
２ｃｍであり、第１バージョン番号は“２”であり、第Ｎ番目のバイトから第２バージョ
ン番号は“４”であるため、当該ディスクのバージョンが“Ｖ２.４ｘ”であることにな
る。
【００７０】
　図８は、本発明に係る光ディスクのディスクバージョン情報を利用したディスク情報を
記録するさらに他の実施形態に係り、本実施形態のバージョン情報は、ディスク規格バー
ジョン情報を意味するのではなく、記録速度のバージョン情報を意味することを特徴とす
る。
【００７１】
　即ち、ディスク情報内に記録される記録速度バージョン情報を、既存の記録速度から拡
張された記録速度を前述したディスクバージョン情報と同様の方式で表している。例えば
、ディスク情報内の特定領域、例えば、第Ｌ～１１１番目のバイトの“Ｗｒｉｔｅ ｓｔ
ｒａｔｅｇｙ ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ”フィールドと称した領域に、記録可能な光ディス
クの場合に当該ディスク情報が意味する速度に連動する記録関連情報（ＷＳ）を記録して
おき、他の特定領域、例えば、第Ｎ番目のバイトの“Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｐｅｅｄ ｖ
ｅｒｓｉｏｎ”フィールドと称した領域に、ディスク速度バージョンに関する情報を記録
しておく。
【００７２】
　“Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｐｅｅｄ ｖｅｒｓｉｏｎ”フィールドを２部分に区分し、第
１部分の４ビットに第１バージョン番号を記録し、第２部分の４ビットに第２バージョン
番号を記録する領域として割り当てる。従って、４ビットずつ割り当てられた第１、２の
バージョン番号は、最大１５個までのバージョンを表すことができる。
【００７３】
　従って、仮に、第Ｎ番目のバイトの“Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｐｅｅｄ ｖｅｒｓｉｏｎ
”フィールドが“０１００ ００１０ｂ”であれば、第１バージョン番号は“４”で、第
２バージョン番号は“２”であるため、当該ディスクのバージョンは“Ｖ４.２ｘ”であ
る。
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【００７４】
　従って、記録速度バージョン値は、二進数によって実際の記録速度を表している。第Ｌ
～１１１番目のバイトはディスクに適用される各記録速度のためのＷｒｉｔｅ ｓｔｒａ
ｔｅｇｙ ｐａｒａｍｅｔｅｒｓを含む。
【００７５】
　図９は、本発明に係る光ディスクのディスクバージョン情報を利用したディスク情報を
記録するさらに他の実施形態に係り、前述したディスクバージョン情報に更に従来のバー
ジョンとの互換性の可否を表したことを特徴とする。
【００７６】
　即ち、図９の実施形態は、２種のバージョン情報がディスク情報内に記録されている。
第１バージョン番号は、現ディスクの実際のディスクバージョン情報であり、第Ｎ番目の
バイトの“ａｃｔｕａｌ ｄｉｓｃ ｖｅｒｓｉｏｎ ｉｎｆｏ”フィールドに記録される
バージョン情報である。本フィールドへの具体的な記録方式は、図４の場合と同一である
ため、詳細は省略する。
【００７７】
　また、第２バージョン番号は、現ディスクと互換可能な下位バージョン情報であり、例
えば、第１１番目のバイトの“ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ ｄｉｓｃ ｖｅｒｓｉｏｎ ｉｎｆ
ｏ”フィールドに記録される。本実施形態では、そのフィールドに６ビットが割り当てら
れ、特定の値で互換可能なバージョンの情報を表すようになっている。また、他の割り当
て方法として、例えば、図１に示すように４ビットを第２バージョン番号として割り当て
ることも可能である。
【００７８】
　従って、仮に、第１１番目のバイトが“００ ００００１０ｂ”であり、第Ｎ番目のバ
イトが“００１０ ００１０ｂ”であれば、第１１番目のバイトからディスクサイズは１
２ｃｍであり、互換可能なバージョン情報は“Ｖｅｒｓｉｏｎ ２”（これは、規格から
特定のバージョン値が決められることを意味し、Ｖ２.ｘｘを意味するのではない）で、
第Ｎ番目のバイトから実際のディスクバージョン情報は、“Ｖ２.２ｘ”であることを意
味する。
【００７９】
　従って、ディスク情報内のディスクバージョン情報から現ディスクの実際のバージョン
情報のみならず、互換可能なバージョン情報まで読み出すことが可能になるという長所が
ある。
【００８０】
　この実施形態のようにディスクバージョン情報を記録する理由は、記録再生装置（図１
０）がロードされたディスクのバージョンを的確に読み出し、読み出したバージョンのデ
ィスクを記録再生可能であるか否かを判断しようとすることが主な理由である。以下、本
発明のディスクバージョン情報を用いた光ディスクの記録再生方法及び記録再生装置につ
いて、詳細に説明する。
【００８１】
　図１０は、本発明が適用される光ディスクの記録再生装置である。記録再生装置は、光
ディスクへの記録再生を行う記録再生部１０と、これを制御する制御部２０を備えている
。制御部２０は、記録再生部１０に特定領域への記録または再生コマンドを与え、記録再
生部１０は、制御部２０からのコマンドに従って特定領域への記録再生を行う。
【００８２】
　記録再生部１０は、具体的には、外部と通信を行うインタフェース部１２と、光ディス
クにデータを記録したり再生するピックアップ部１１と、ピックアップ部１１から再生信
号を受信し所望の信号値に復元したり、記録すべき信号を光ディスクに記録できる信号に
変調して伝えるデータプロセッサ１３と、光ディスクから的確に信号を読み出したり、光
ディスクに信号を的確に記録するためにピックアップ部１１を制御するサーボ部１４と、
ディスクバージョン情報を含むディスク制御情報を一時的に記憶するメモリ１５と、記録
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再生部１０の構成要素を制御するマイクロコンピュータ１６とを備えている。
【００８３】
　さらに、記録再生装置とは別に記録再生部１０を介して再生した信号をディスプレイし
たり、制御部２０を介して最終ユーザーに情報を提供するディスプレイ装置３０を含んで
いても良い。
【００８４】
　本発明に係る光ディスクの記録再生過程について詳細に説明すれば、次の通りである。
　まず、光ディスクを記録再生装置内にロードすると、ディスク内に記録されたディスク
制御情報が読み出されて記録再生部内のメモリ１５に一時的に記憶される。これらの制御
情報は、光ディスクへの記録再生時に利用される。特に、メモリに記憶される制御情報に
は、本発明のディスクバージョン情報を含むディスク情報も含んでおり、従って、ディス
ク情報内に記録された第１バージョン番号と第２バージョン番号も読み出される。
【００８５】
　従って、仮に、記録再生装置の記録可能なディスクバージョンが“Ｖ１.ｘｘ”である
とする。記録再生部１０内のマイクロコンピュータ１６は、ロードされたディスクから読
み出されたディスクバージョン情報のうちの第１バージョン番号が“１”であれば、当該
ディスクが記録再生可能であると判断し、これを制御部２０に通報し、制御部２０は、ユ
ーザーの指示により正常な記録再生コマンドを記録再生部１０に伝える。しかし、ロード
されたディスクから前記読み出されたディスクバージョン情報のうちの第１バージョン番
号が“２”以上である場合は、当該ディスクが記録再生不可能であると判断し、この判断
結果を制御部２０に通報し、制御部２０は、必要に応じてディスプレイ装置３０を介して
ユーザーに記録再生が不可能である旨の案内メッセージを通報する。
【００８６】
　この時、第２バージョン番号は相違していても原則的には記録再生は可能であるが、上
位の第２バージョン番号の記録再生装置であれば一部の機能においては支援できないこと
もあり、このようなことが発生する際も制御部２０を介してユーザーに一部機能の支援が
不可能である旨の案内メッセージを通報することができる。例えば、記録再生装置の記録
可能なディスクバージョンが“Ｖ１.１ｘ”であり、ロードされたディスクから前記読み
出されたディスクバージョン情報が“Ｖ１.３ｘ”であれば、第１バージョン番号が“１
”と同一であるので記録再生は可能であるものの、ロードされたディスクの場合、第２バ
ージョン番号が“３”であるため記録再生装置が支援する第２バージョン番号“１”に比
べて下位バージョンに当たり、記録再生装置の有する一部機能を使用することができない
場合も発生し得る。
【００８７】
　従って、前記のように記録再生装置内のマイクロコンピュータ１６は、ロードされたデ
ィスク内に記録された第１バージョン番号と第２バージョン番号を自分のバージョン情報
と比較し、記録再生可能の有無または一部機能の支援可能の有無を決め、その結果を、制
御部や最終ユーザーに伝えることができ、効率的な光ディスクの記録再生が可能になる。
【００８８】
　以上、前述した本発明の好適な実施形態は、例示の目的のために開示したものであるに
過ぎず、当業者であれば本発明の特許請求の範囲に開示された本発明の技術的思想とその
技術的範囲内で種々の他の実施形態として改良、変更、代替などが可能なはずである。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】従来のディスクバージョン情報を記録する方法を示す図である。
【図２】本発明が適用される単層ディスク構造を示す図である。
【図３】本発明のディスクバージョン情報が記録される管理領域の構造を示す図である。
【図４】本発明に係るディスクバージョン情報を含むディスク制御情報を記録する一実施
形態を示す図である。
【図５】本発明に係るディスクバージョン情報を含むディスク制御情報を記録する他の実
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施形態を示す図である。
【図６】本発明に係るディスクバージョン情報を含むディスク制御情報を記録するさらに
他の実施形態を示す図である。
【図７】本発明に係るディスクバージョン情報を含むディスク制御情報を記録するさらに
他の実施形態を示す図である。
【図８】本発明に係るディスクバージョン情報を利用したディスク制御情報を記録する更
なる実施形態を示す図である。
【図９】本発明に係るディスクバージョン情報を利用したディスク制御情報を記録する更
なる実施形態を示す図である。
【図１０】本発明に適用可能な光ディスクの記録再生装置を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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