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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バージョン情報の記録領域を有した光ディスクにおいて、
　第１のバージョン情報を記録する第１の記録領域と、所定値又はこの所定値以外の値を
記録する第２の記録領域とを確保し、
　前記第２の記録領域に前記所定値が記録されているとき、前記第１の記録領域に記録さ
れた前記第１のバージョン情報が実際のバージョン情報を示し
　前記第２の記録領域に前記所定値以外の値が記録されているとき、前記所定値以外の値
により示される第２のバージョン情報が実際のバージョン情報を示し、前記第２のバージ
ョン情報と互換性を有する過去のバージョンが存在する場合、前記第１のバージョン情報
が前記第２のバージョン情報と互換性を有する過去のバージョン情報を示し、前記第２の
バージョン情報と互換性を有する過去のバージョンが存在しない場合、前記第１のバージ
ョン情報は、前記第２のバージョン情報と互換性を有する過去のバージョンが存在しない
ことを示すことを特徴とする光ディスク。
【請求項２】
　前記第１と第２の記録領域は、光ディスクのリードインエリアであり、物理フォーマッ
ト情報を記述するコントロールデータゾーンに確保されていることを特徴とする請求項１
記載の光ディスク。
【請求項３】
　前記第１の記録領域に記述されるバージョン情報は、４ビットであり、前記第２の記録
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領域に記述されるバージョン情報は、８ビットが確保されていることを特徴とする請求項
２記載の光ディスク。
【請求項４】
　第１のバージョン情報を記録する第１の記録領域と、所定値又はこの所定値以外の値を
記録する第２の記録領域と、第１のバージョン情報に対応した光ディスク用の第１の物理
パラメータ及び第２のバージョン情報に対応した光ディスク用に追加された第２の物理パ
ラメータを記録する物理パラメータ領域とを確保した光ディスクの情報を記録及び又は再
生する装置であって、
　前記第２の記録領域から前記所定値を読み出したとき、前記第１の記録領域に記録され
た前記第１のバージョン情報を実際のバージョン情報として認識し、前記第２の記録領域
から前記所定値以外の値を読み出したとき、前記所定値以外の値により示される前記第２
のバージョン情報を実際のバージョン情報として認識する手段と、
　前記第１のバージョン情報を実際のバージョン情報として認識したとき、前記物理パラ
メータ領域から読み出した前記第１の物理パラメータを設定し、前記第２のバージョン情
報を実際のバージョン情報として認識したとき、前記物理パラメータ領域から読み出した
前記第１及び第２の物理パラメータを設定する手段と、
　を具備したことを特徴とする光ディスク装置。
【請求項５】
　第１のバージョン情報を記録する第１の記録領域と、第２のバージョン情報を記録する
第２の記録領域と、第１のバージョン情報に対応した光ディスク用の第１の物理パラメー
タ及び第２のバージョン情報に対応した光ディスク用に追加された第２の物理パラメータ
を記録する物理パラメータ領域とを確保した光ディスクの情報を記録及び又は再生する方
法であって、
　前記第１の記録領域に記録された前記第１のバージョン情報を互換性のあるバージョン
として認識する、あるいは互換性のあるバージョンが無いと認識し、互換性の無いバージ
ョンが無いと認識した場合、前記第２の記録領域により示される前記第２のバージョン情
報をバージョン情報として認識し、
　前記第１のバージョン情報を実際のバージョン情報として認識したとき、前記物理パラ
メータ領域から読み出した前記第１の物理パラメータを設定する、
　ことを特徴とする光ディスク情報記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルバーサタイルディスク（DVD）などのような光ディスク及びそのデ
ィスクを駆動する光ディスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、近年DVD-RAM,　DVD-R,　DVD-RWなどのように記録容量が大きな光ディスクが開発
され普及している。これらの光ディスクには、そのディスクが規格書のどの版に基づいて
作られたかを示すため、パートバージョン（PartVersion）フィールドが存在する。
【０００３】
パートバージョン（PartVersion）フィールドには、X.Yからなる形式のバージョン番号（
X,Yはそれぞれ１桁の数字で、例えば　1.1の意味を表す情報）が記録されている。
【０００４】
　当初はこれは単に規格書の版を示すだけであって、変更ルールというものが特に定めら
れていなかった。そのため、初期の機器は、このPartVersionの解釈がまちまちであり、
値を全く見ないものから、値が変化するとディスクを受け付けなくなるものまで存在した
。
【０００５】
　その後、バージョンアップがあった時のルールが定められ、前述のXの部分は、従来の
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ディスクと互換性がなくなったとき変更し、Yの部分は、互換性はあるが、仕様が追加さ
れ、追加された部分に関しては互換が無い場合もあるという意味になった。
【０００６】
　さらに、この後、記録系メディアである、DVD-RAM、DVD-R,　DVD-RWにおいては、高速
記録を実現するため、高速記録のための仕様が追加されるようになった。この仕様追加は
、従来規定されていた記録速度での記録機能を残した状態で、すなわち従来のディスクと
みなすことが可能な状態とした上で、新しい記録速度も可能にしたディスクである。
【０００７】
　このような場合は、ルールとしては、本来Yの値を変更されるべき仕様追加である。し
かし、対応可能な記録速度が追加される度に既存の規格書にページを追加するなどして、
Yを変化させるのも大変である。このことを鑑みて、記録速度に関しては、別にオプショ
ンBOOKというものを発行し、それに版を管理するRevision番号を与えることになった。
【０００８】
　この理由には、Yを変えるとすでに市場に出ている機器で、互換性があるにも係わらず
この新しいディスクを扱えなくなってしまうという問題もあると思われる。なおRevision
番号形式は、やはりA.Bという形である。ただし、このRevision番号は、ディスクには記
載されていなかった。
【特許文献１】特開２００２－０５６５４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで最近では、さらに高速な速度での記録再生が可能なディスクの開発が進められ
てきた。この結果、一番最初に規定した速度での記録と、最新の高速な速度での記録を両
立させることができるディスクの製造は、困難であるという事態が生じた。このような場
合、新しい高速ディスク内は、従来のルールでは、過去のディスクと互換性がなくなるの
で、Xの部分の数字を変更することになる（X：従来のディスクと互換性がなくなったとき
変更する情報）。しかし、これを行うと、再生さえできなくなる機器が大量に生じてしま
うという問題が生じることがわかった。
【００１０】
　また一方、実際には、Yの値を変化させれば、新しいディスクを従来の一番遅い速度で
無理に記録してデータを破壊してしまうような恐れが無いことが、調査の結果明らかにな
った（Y；互換性はあるが、仕様が追加され、追加された部分に関しては互換が無い場合
もあるという情報）。
【００１１】
　そこでバージョンアップのルールを変更して、再生できなくなる変更を加えたときは、
Xの値を変更することにした。ところが、このようなルール変更を行うにしても、Yの値に
関しては、Yを変化させると一切記録ができなくなってしまうような機器、場合によって
は再生もできなくなる機器が存在する。このため、互換性を損なわない仕様の追加を行っ
た場合に、上記の変更ルールに従ってYの値を変化させることができないという状況が生
じてしまった。
【００１２】
　このため、機器側から見れば、仕様が変化しても、バージョン情報（PartVersionと言
われる）の値からはこれを知ることができない状態となってしまった。また、規格書もバ
ージョン番号を変更しないで、仕様の追加を行うと、規格の変化が極めてわかりにくくな
ってしまい、古い仕様に基づいたディスクを扱うドライブの設計上、問題となる可能性が
あった。
【００１３】
　そこでこの発明の目的は、バージョン情報を設ける領域を複数箇所設けられるようにし
、将来的に、新しいディスクが、従来のものと互換性（或は共通性）持つ持たないにかか
わらず、バージョンアップされたとしても、複数のバージョン情報を有効活用して、記録
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あるいは再生装置に適応できるようにした光ディスク及び光ディスク装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　バージョン情報の記録領域を有した光ディスクにおいて、前記バージョン情報の記録領
域を第1の記録領域とし、予約領域の一部に、新たなバージョン情報を記録する記録領域
として第２の記録領域を確保している。その上で、第1の記録領域の値の示す意味を一部
変更し、新のバージョンではなく、互換性のあるバージョンを示すこととした。
【００１５】
　また、前記第1の記録領域の値は、前記第２の記録領域を確保する以前は、バージョン
番号を表していたが、前記第２の記録領域を確保し、第２の記録領域にバージョン番号を
表している場合には、第1の記録領域の値は真のバージョンではなく、第２の記録領域を
追加する以前の互換のバージョンを表すことにした。つまり、第１の記録領域で示すバー
ジョンが、本当のバージョンではなく、互換バージョンを示すというように定義を変えて
、第２の記録領域のバージョンと違うバージョンを示すことを許すようにしている。
【発明の効果】
【００１６】
　古いルールに基づき動作しているドライブに影響を与えず、新ルールでバージョンを変
更できるようになる。これにより、ドライブはバージョン番号からディスクの仕様を正確
に知ることができるようになる。また、規格がわかりやすくなり、規格違反のドライブ、
ディスクが作られにくくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、この発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１８】
　まずこの発明の概念から説明する。図１において、１００は、光ディスク（例えばDVD-
RAM）である。この光ディスク１００は、2倍速に加え、3倍速、5倍速でのデータの書き込
みが可能な能力を持つように改良され、本発明の新しいフィールド等を追加してYの値を
増やしてVersion2.2の仕様となった新しいディスクである。
【００１９】
　光ディスク１００には、リードインエリアがあり、このリードインエリアには、エンボ
スドデータゾーン、ミラーゾーン、リライタブルゾーンがある。そしてエンボスドデータ
ゾーンには、コントロールデータゾーンが含まれる。
【００２０】
　コントロールデータゾーンは、本発明では、第1の領域（バージョンフィールドとも称
される）１１１、と第２の領域（バージョンフィールドとも称される）１１２が設けられ
る。第２の領域１１１には、バージョンを示す４ビットの情報が記録可能である。また、
第２の領域１１２にも、バージョンを示す８ビットの情報が記録可能である。
【００２１】
　第1の領域１１１には、例えば「００００」、「００１０ｂ」、「００１１ｂ」、「０
１００ｂ」、などのバージョン情報が記録されるもので、この意味については、後述する
。また第2の領域１１２には、例えば「００１０　００１０ｂ」、「００１０　０００１
ｂ」などの情報が記録される（この意味についても後述する）。
【００２２】
　現行の記録再生機器２１１は、上記の第1の領域１１１の内容（バージョン情報）を認
識することはできるが、第２の領域１１２の内容（バージョン情報）については、認識し
ないように取決められている。これに対して、新しいバージョンに対応できる新しい記録
再生機器２１２は、第２の領域１１２の内容（バージョン情報）を認識し、また上記の第
1の領域１１１の内容（バージョン情報）をも認識できるように構成されている。
【００２３】
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　上記のように、本発明では、仕様の追加時に、新しいPartVersionを表すフィールドを
第２の領域１１２として追加しており、以後の新しいバージョンはこの新しいフィールド
で表示している。そして、古いPartVersionは、過去の互換性のあるバージョンを表示す
るものして定義している。そして、新しいフィールドは、従来リザーブとされていた領域
に設けられている。なおDVD規格ではPartVersionのPartの意味は、規格書がそれぞれ物理
企画はPart1、ファイルフォーマットはPart2などと分かれていて、そのPart1の番号を表
すことからPartVersionと呼んでいる。
【００２４】
　通常は、リザーブ領域には、ディスクは００ｈが値入れなければならないことになって
おり、また機器側は、リザーブ領域の値が何であろうと、無視するように作られていなけ
ればならないルールがある。一方、本発明では、新しいバージョンのディスクは、新しい
PartVersionのフィールドに００ｈ以外のバージョン情報が記録される。
【００２５】
　従って、従来の（つまり本発明のフィールドが追加される前の）規格に基づいて作られ
た機器は、新バージョンのディスクを扱う時、新しいPartVersionフィールド（第２の領
域内）の内容は無視し、従来のフィールド（第1の領域内）に記載された、コンパチブル
なディスクのバージョンを、本来のバージョンとして扱い、その値に応じた動作をするこ
とができる。
【００２６】
　上記した図１の光ディスク１００は、例えば２倍速、３倍速、５倍速の書き込みが可能
である例を示している。このようなディスクの場合、従来のシステムと互換性はあるが、
仕様が追加され、追加された部分に関しては互換が無い場合もあるという種類のディスク
である。詰まり追加された部分を無視すると、従来のディスクと全く同様に扱うことがで
きる。したがってこの場合は、第１の領域１１１のバージョンフィールドには、バージョ
ン2．1とコンパチブルであるという意味の「０１１０」が記述される。この値は、新しい
フィールドが追加される以前の従来のバージョンでは、、バージョン2.1そのものを示し
ていた。
【００２７】
　このディスクが従来の記録再生機器２１１によって使用された場合は、従来の記録再生
機器２１１は、第1の領域１１１のバージョン情報を認識し、従来のバージョンのディス
クとして、ディスクに対する記録或は再生を行うことが可能である。一方、新しい記録再
生機器２１２の場合は、第２の領域１１２のバージョン情報を読取り認識することができ
る。そして、新しい記録再生機器２１２は、新しく追加された仕様に応じて、ディスクを
取扱い記録再生することが可能である。
【００２８】
　別の表現をすれば従来の規格に基づいて作られた機器は、新バージョンのディスクを扱
う時、新しいPartVersionフィールドの内容は無視し、従来のフィールドに記載された、
コンパチブルなディスクのバージョンを、本来のバージョンとして扱い、その値に応じた
動作をすることができる。
【００２９】
　また、新しい規格に基づいて作られた機器は、ディスクを扱う時、新しいPartVersion
フィールドを読みに行き、ここに値があればその値をバージョンとして扱い、値が無けれ
ば、古いフィールドを読み、そこに書かれた値をバージョンとして扱うことができる。
【００３０】
　このように、新しいPartVersionフィールドは、新しい規格に基づいて作られた機器の
みが解釈するので、新しい規格を作るときに、同時にPartVersionの改定ルールを正確に
決定し、その取り扱い方も定めれば、以後、新しい仕様を規格に追加することになった時
、従来のドライブとの互換性を気にすることなく、追加することが可能になり、規格書の
版の管理が容易になり、機器もディスクの判別が容易になり、また、ユーザから見た場合
も、違う仕様のディスクに違うバージョンが記載され、わかり易くなるという効果がある
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。
【００３１】
　新しいディスクの製造において、過去と互換性のある仕様の追加をおこなった場合、従
来の機器との互換性の問題で、従来のフィールドではバージョン番号を上げることができ
ず、新しい機器がバージョン番号からディスクの仕様を知ることができない場合、本発明
の適用により、新しいバージョンを記載することができる。これによって、ディスクの仕
様判別が容易になる。
【００３２】
　具体的には、バージョンアップのルールを変更する必要が生じたとき、本発明を適用す
れば、古いバージョンフィールドでは、従来のルールによるバージョンを表示することに
して、新フィールドは、新しいバージョンルールによる表示が可能になり、ルールの変更
が容易になる。それによって、新しい機器は、正しいディスク仕様を認識できる。
【００３３】
　また、従来の機器でのバージョン解釈が、バージョンアップルールに適合しておらず、
そのため、本来のバージョンルールに従ったバージョンアップが不可能になった場合、本
発明を適用すれば、本来のルールに従ったバージョンアップが可能になり、それによって
、新しい機器は、正しいディスク仕様を認識できる。
【００３４】
　先の実施の形態で示した光ディスクは、新しいバージョンの光ディスク１００であるが
、現行の記録再生機器であっても情報の記録或は読み取りが可能な光ディスクであった。
【００３５】
　図２には、新しい記録再生機器のみが情報の記録を可能とする光ディスク１０１の例を
示している。この光ディスクの場合、第1の領域のバージョンフィールドには、「０１１
１ｂ」が記述されている。この場合は、このディスク１０１が従来の記録再生装置２１１
に装着されたとき、この記録再生装置２１１は、光ディスク１０１のバージョン情報を読
み取り、「０１１１ｂ」が未定義の情報であると判断する。このような場合、記録再生機
器２１１には、光ディスクを排出する、あるいは警告表示、警告音を出す機能が設けられ
ていることが多い。つまり従来の機器は、前述のようにバージョンアップルールが整備さ
れる以前の機器が存在するため、どの動作か統一していないが、調査の結果、このような
動作をしている場合が多いのである。
【００３６】
　次に、本発明に係る光ディスクの構造を一般的な概念として説明する。図３（A）に示
すように、光ディスク１０２には、リードイン領域、データ領域、リードアウト領域があ
る。リードイン領域には、例えばDVD－RAMの場合には、図３（B）に示すような情報記録
エリアが確保されている。まず大きく分けると、エンボスドデータゾーン、ミラーゾーン
、リライタブルデータゾーンが内周側から配置されている。エンボスドデータゾーンには
、イニシャルゾーン（００ｈ）、リファレンスコードゾーン（１ECCブロックであり、セ
クタ番号192512(02 F000hから始まる)、バッファゾーン（４９６セクタで構成される（３
１ECCブロック分））、コントロールデータゾーン（１９２ECCブロックで構成される）、
バッファゾーン（４９６セクタで構成される（３１ECCブロック分））が配列されている
。他のDVDファミリーのメディア、DVD-ROM,　DVD-R,　DVD-RWの場合は、リードインエリ
アの構造は違うものの、やはりリードインエリア内にコントロールデータゾーンを有して
いる。
【００３７】
　コントロールデータゾーンは、さらに、大きく分けると物理フォーマット情報領域と、
ディスク製造情報領域、予約領域とを有する。図４には、物理フォーマット情報領域に記
述されている各種の情報を示している。以下各領域の情報と意味について説明する。
【００３８】
　ブックタイプとパートバージョンの領域：　ブックタイプ（Book type）…… 0001b で
あればDVD-RAM を意味する。0000bであればDVD-ROM、0010bであればDVD-Rを意味する。パ
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ートバージョン(Part version)....0101bであればバージョン2.0を意味し、0000bであれ
ばバージョン0．9, 0001bであればバージョン1．0, 0100bであれば1．9を意味する。ここ
に記述される情報については、更に後で述べる。
【００３９】
　ディスクサイズと最高転送レート（Disc size and maximum transfer rate of the dis
c）: 前半の4ビットが000bであれば直径１２ｃｍのディスク、0001bであれば８ｃｍのデ
ィスクを意味する。後半の4ビットが1111bであれば規定されていない,　0000bであれば２
．５２Mbps, 0001bであれば５．０４Mbps,
0010bであれば１０．０８Mbpsを意味する。
【００４０】
　ディスク構成(Disc structure): ここでは、ビットb0－b7が配置される。各ビットは次
のように割り当てられている。b7 ; リザーブされている。b6,b5が 00bのときは層数がシ
ングルであることを意味する。b4はトラックパスでありリザーブされている。b3は予約さ
れている。b2は0bのときリライタブルユーザデータエリアを含まないことを意味し、0bの
ときリライタブルユーザデータエリアを含むことを意味する。b1は0bのときレコーダブル
ユーザデータエリアを含まないことを意味し、0bのときレコーダブルユーザデータエリア
を含むことを意味する。また、b0は0bのときエンボスドユーザデータエリアを含まないこ
とを意味し、0bのときエンボスドユーザデータエリアを含むことを意味する。
【００４１】
　レコーディング密度（Recording density）: ここでは、ビットb0-b3にトラック密度、
 b4-b7にリニア密度の情報が記録される。トラック密度は「0000b」が0.74μm/track ,「
0001b」が0.80μm/track ,「0010b」が0.615μm/trackを意味し、リニア密度は、「0000b
」が0.267μm/bit ,「0001b」が0.293μm/bit ,「0010b」が0.409-0.435μm/bit, 「0100
b」が0.280-0.291μm/bitを意味する。
【００４２】
　データ領域アロケーション（Data are allocation）: データ領域のスタートセクタ番
号、データ領域の終了セクタ番号等が記述されている。BCA記述子は、BCAの有無を示して
いる。
【００４３】
　ここで、例えば、バイトポジション１７－２６は予約（reserve）であり、バイトポジ
ション２７に、本発明の特徴となる拡張パートバージョン（Extended part version）が
ある。すなわち、このバイトポジション２７が先に説明した第２の領域１１２に対応する
。上記のコントロールデータゾーンが、先に説明した第１の領域１１１に対応する。
【００４４】
　第２の領域に記述される内容については、後述することにする。バイトポジション０か
ら３１までは、DVDファミリー共通のフィールドとなっており、バイトポジション３２以
後の部分は、DVD-RAM固有の部分で、DVD-RAM固有の諸パラメータが記録されている。ディ
スクタイプIDは、ケースに収納されたタイプであるかどうかを識別している。Velocityは
、リニア速度（例えば8.2m/s）の情報を記述している。Read powerは、読み取りパワー（
例えば1.0mW）の情報を記述している。以下、本ディスクに対して情報を書き込む、ある
いはディスクから情報を読み出す場合に、物理的なパラメータをどのように設定すべきで
あるかの情報が、図４及び図４の続きを示す図５のように記述されている。なお、バイト
ポジションにおいて、空白の部分もあるがここは省略した。
【００４５】
　本発明では、先の第１の領域１１１と第２の領域１１２に記述される情報が重要である
。領域１１１の内容については、「ブックタイプとパートバージョンの領域」として説明
した。実際には、図６に示されるように８ビットが割り当てられ、以下のように規定され
ている。
【００４６】
(BP 0：バイトポジション)には、「 Book type and Compatible Part version」が８ビッ
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ト「 
b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0」で記述されている。そのうち
「Book type」は、「0001b」のとき「 DVD Specifications for Rewritable Disc (DVD-R
AM)」を意味する。ここで、これらのビットは、さらに以下のルールで割り当てられてい
る。
【００４７】
0000b は DVD Specifications for Read-Only Disc
0001b は DVD Specifications for Rewritable Disc (DVD-RAM)
0010b は DVD Specifications for Recordable Disc (DVD-R)
0011b は DVD Specifications for Re-recordable Disc (DVD-RW)
Othersは Reservedを意味する。
【００４８】
　次にパートバージョン「Part version」のビットb3,b2,b1,b0は次のようなルールで割
り当てられている。
【００４９】
0000bは、 Version 0.9 for test use only, not for consumer product。
【００５０】
0001bは、バイトポジション(BP27)が00hであれば、Version 1.0を意味する
Others（その他の記載の場合）
Version1.0であってコンパチブルであり、実際のバージョンは(BP27)に記述されているこ
とを意味する。
【００５１】
0010bは(BP27)が00hであれば、Version 1.1を意味する 
Others（その他の記載の場合）
Version1.1であってコンパチブルであり、実際のバージョンは(BP27)に記載されている
0011bは、バージョン1.1よりも高いバージョンであり1.9よりも低いバージョンを意味し
、実際のバージョンは(BP27)に記載されていることを意味する。
【００５２】
0100bは、Version 1.9 for test use only, not for consumer product
0101bはバージョン2.0
0110bは、(BP27)が00hであれば、Version 2.1を意味する
Others（その他の記載の場合）
Version 2.1であってコンパチブルであり、実際のバージョンは(BP27)に記載されている
0111bは、バージョン2.1よりも高いバージョンであり、2.9よりも低いバージョンを意味
し、実際のバージョン内容は(BP27)に記載されていることを意味する。
【００５３】
1111b はバージョンが(BP27)に記載されていることを意味する。
【００５４】
つまり従来の機器で記録しても問題無い仕様である場合とは、この場合Version2.1のディ
スクとコンパチブルであることを示すので、“０１１０ｂ”をディスクに記録し、ディス
クが従来の機器で記録されては困るような仕様の変更が成されている場合は、従来のバー
ジョンとコンパチブルではない新しいバージョンとして扱わなければならないため“０１
１１ｂ”を記録している。
【００５５】
　実際のバージョンがBP27に記載されているという意味の情報を定義したのは、新しい機
器が、この第1の領域の読み取りと、その解釈からスタートしてもよいように工夫したか
らである。勿論第2の領域の情報読み取りと解釈から開始しても問題はない。新しい機器
の場合は、旧来のディスク及び新ディスクに対して、互換機能を持たせることになる。し
たがって、第1の領域の情報を解釈したとき、旧来のディスクが装填されていることを認
識すれば、第2の領域の情報を解釈する必要がなく、ディスクバージョンを決定する時間
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節約に有効である。
【００５６】
　次に領域１１２について説明する。
【００５７】
(バイトポジションBP27)には、Extended Part version numberがb7、b6、b5、b4、b3、b2
、b1、b0のビットを利用して以下のルールで記述されている。図7に示したように、Major
 digit of version numberと、Minor digit of version numberがある。
【００５８】
Part versionに関しては、本例では新しいPart version が2.2としているので,「0010 00
10b」が記述される。本例ではこの新しいフィールドは、バージョンが2.2になった時に追
加されたので、以前のバージョンではこの場所は予約領域たったため00hが入っているこ
とになる。また今後のバージョンアップが行われた場合は、この新フィールドに真のバー
ジョンが記録される。
【００５９】
　機器からみれば、このフィールドが00hの場合,パートバージョンは、バイトポジション
(BP0)に記載されていることになる。
【００６０】
フィールドの中身は
Major digit of version number ...　　 digit x for version number x.y
Minor digit of version number ...　　 digit y for version number x.y
で定義される。ここで、バージョン2.2の例を示すと、
Major digit of version number = 0010b
Minor digit of version number = 0010b
となる。DVD-RAMにおいて,Part versionがversion 2.2よりも低い場合,このフィールドは
未定義であるため、リザーブ領域のルールに従い、00hに設定される。このときは、BP0が
PartVersion を示している。
【００６１】
　上記したようにこの発明は、
１）バージョン番号を持つディスクの仕様を変えた時に、新たなバーンジョン番号を記録
するフィールドを設け、従来のフィールドで表すバージョン番号と、新しいフィールドで
のバージョン番号を違うものにすることを許した光ディスクである。また、２）前記光デ
ィスクを記録/再生する装置である。さらに、３）新しいフィールドは、従来00hが記録さ
れたリザーブ領域に設けられる。このため、この領域を知っているドライブ（或は記録再
生機器）は、00hが記録されていれば、従来のバージョンのディスクと判別できる。また
、この領域を知らない従来のドライブ（或は記録再生機器）は、新バージョンのディスク
が挿入されても、従来のドライブの知っているリザーブ領域は無視することになっている
ため、従来のフィールドに記録されたバージョン番号を見て動作する。４）新しいバージ
ョンフィールドを追加したとき、バージョンアップのルールを変更でき、新バージョンは
新しいルールで変更し、従来バージョンフィールドは古いルールで運用、あるいは実際に
流通している従来の機器のバージョン番号の解釈とそれによる動作と、新しいディスクの
仕様とを比べ、もっとも都合のよい動作を従来の機器がするように設定することができる
ことになる。
【００６２】
　新しいバージョンと共に追加することが可能な各種パラメータ情報を記録するフィール
ドは、図５に示した予約領域に追加されていくことになる。新しい情報として、各種の情
報が可能である。例えば、ディスクの材質などの改善により、書き込み速度、書き込みパ
ワーなどが変更されたような場合の各種パラメータがある。また許容できる読み取り速度
を示すパラメータもある。いずれにしても、本発明の場合、新しい仕様が追加されたとし
ても、自由に第2の領域を活用して、ルールを設定し、バージョン情報を記述することが
できる。
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【００６３】
　図８は、新しい記録再生装置の構成例である。この記録再生装置は、２種類のディスク
ドライブ部を有する。光ディスク５０１は、ビデオファイルを構築できる情報記録媒体で
ある。ディスクドライブ部５０２は、光ディスク５０１を回転駆動し、情報の読み書きを
実行する。５０４はハードディスクを駆動するハードディスクドライブ部である。データ
プロセッサ部５０３は、ディスクドライブ部５０２及びハードディスクドライブ部５０４
に記録データを供給することができ、また、再生された信号を受け取ることができる。デ
ィスクドライブ部５０２は、光ディスク５０１に対する回転制御系、レーザ駆動系、光学
系などを有する。
【００６４】
　データプロセッサ部５０３は、記録または再生単位のデータを取り扱うもので、バッフ
ァ回路、変調・復調回路、エラー訂正部などを含む。
【００６５】
　この記録再生装置は、録画側を構成するエンコーダ部６００と、再生側を構成するデコ
ーダ部７００と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック８００とを主
たる構成要素としている。エンコーダ部６００は、入力されたアナログビデオ信号やアナ
ログオーディオ信号をデジタル化するビデオ用及びオーディオ用のアナログデジタルコン
バータと、ビデオエンコーダと、オーディオエンコーダとを有する。さらに、副映像エン
コーダも含む。
【００６６】
　エンコーダ部６０１の出力は、バッファメモリ６０３を含むフォーマッタ６０４にて所
定のＤＶＤ－ＲＡＭのフォーマットに変換され、先のデータプロセッサ部５０３に供給さ
れる。エンコーダ部６００には、ＡＶ入力部６１１からの外部アナログビデオ信号と外部
アナログオーディオ信号、あるいはＴＶチューナ６１２からのアナログビデオ信号とアナ
ログオーディオ信号が入力される。なお、エンコーダ部６００は、直接圧縮されたデジタ
ルビデオ信号やデジタルオーディオ信号が直接入力されるときは、圧縮デジタルビデオ信
号やデジタルオーディオ信号を直接フォーマッタ６０４に供給することもできる。またエ
ンコーダ部６００は、アナログデジタル変換されたデジタルビデオ信号やオーディオ信号
を、ビデオミキシング部７０５やオーディオセレクタ７０１に直接供給することもできる
。
【００６７】
　エンコーダ部６００に含まれるビデオエンコーダでは、デジタルビデオ信号はＭＰＥＧ
２またはＭＰＥＧ１規格に基づいた可変ビットレートで圧縮されたデジタルビデオ信号に
変換される。デジタルオーディオ信号は、ＭＰＥＧまたはＡＣ－３規格に基づいて固定ビ
ットレートで圧縮されたデジタルオーディオ信号、あるいはリニアＰＣＭのデジタルオー
ディオ信号に変換される。
【００６８】
　副映像信号がＡＶ入力部６１１から入力された場合（例えば副映像信号の独立出力端子
付ＤＶＤビデオプレーヤからの信号など）、あるいはこのようなデータ構成のＤＶＤビデ
オ信号が放送されてそれがＴＶチューナ６１２で受信された場合は、ＤＶＤビデオ信号中
の副映像信号が副映像エンコーダでエンコード（ランレングス符号化）されて副映像のビ
ットマップとなる。
【００６９】
　エンコードされたデジタルビデオ信号、デジタルオーディオ信号、副映像データは、フ
ォーマッタ６０４にてパック化され、ビデオパック、オーディオパック、副映像パックと
なり、さらにこれらが集合されてＤＶＤ－レコーディング規格（例えばＤＶＤ－ＲＡＭ、
ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷなどに記録する規格）で規定されたフォーマットに変換される
。
【００７０】
　ここでこの装置は、フォーマッタ６０４でフォーマット化された情報（ビデオ、オーデ
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ィオ、副映像データなどのパック）及び作成された管理情報を、データプロセッサ部５０
３を介してハードディスクドライブ部５０４あるいはデータディスクドライブ部５０２に
供給し、ハードディスクあるいは光ディスク５０１に記録することができる。またハード
ディスクあるいは光ディスクに記録された情報を、データプロセッサ部５０３、ディスク
ドライブ部５０２を介して光ディスク５０１あるいはハードディスクに記録することもで
きる。
【００７１】
　またハードディスクあるいは光ディスク５０１に記録されている複数番組のビデオオブ
ジェクトを、一部削除したり、異なる番組のオブジェクトをつなげたり、といった編集処
理を行うこともできる。これは、ＤＶＤフォーマットが取り扱うデータ単位を定義し、編
集を容易にしているからである。
【００７２】
　マイクロコンピュータブロック８００は、ＭＰＵ（マイクロプロセッシングユニット）
、またはＣＰＵ（セントラルプロセッシングユニット）と、制御プログラム等が書きこま
れたＲＯＭと、プログラム実行に必要なワークエリアを提供するためのＲＡＭとを含んで
いる。
【００７３】
　マイクロコンピュータブロック８００のＭＰＵは、そのＲＯＭに格納された制御プログ
ラムに従い、ＲＡＭをワークエリアとして用いて、欠陥場所検出、未記録領域検出、録画
情報記録位置設定、ＵＤＦ記録、ＡＶアドレス設定などを実行する。
【００７４】
　またマイクロコンピュータブロック８００は、システム全体を制御するために必要な情
報処理部を有するもので、ワークＲＡＭ、ディレクトリ検出部、ＶＭＧ（全体のビデオ管
理情報）情報作成部、コピー関連情報検知部、コピー及びスクランブリング情報処理部（
ＲＤＩ処理部）、パケットヘッダ処理部、シーケンスヘッダ処理部、アスペクト比情報処
理部などを備える。
【００７５】
　ＭＰＵの実行結果のうち、ユーザに通知すべき内容は、映像データ記録再生装置の表示
部８０２に表示されるか、またはモニターディスプレイにＯＳＤ（オンスクリーンディス
プレイ）表示される。またマイクロコンピュータブロック８００は、この装置を操作する
ための操作信号を与えるキー入力部８０１を有する。マイクロコンピュータブロック８０
０が、ディスクドライブ部５０２、ハードディスクドライブ部５０４、データプロセッサ
部５０３、エンコーダ部６００及び／またはデコーダ部７００などを制御するタイミング
は、ＳＴＣ（システムタイムクロック）８０３からの時間データに基づいて実行すること
ができる。録画や再生の動作は、通常はＳＴＣ８０３からのタイムクロックに同期して実
行されるが、それ以外の処理はＳＴＣ８０３とは独立したタイミングで実行されてもよい
。
【００７６】
　デコーダ部７００は、パック構造を持つＤＶＤフォーマットの信号から各パックを分離
して取り出すセパレータと、パック分離やその他の信号処理実行時に使用するメモリと、
セパレータで分離された主映像データ（ビデオパックの内容）をデコードするＶデコーダ
と、セパレータで分離された副映像データ（副映像パックの内容）をデコードするＳＰデ
コーダと、セパレータで分離されたオーディオデータ（オーディオパックの内容）をデコ
ードするＡデコーダとを有する。またデコードされた主映像にデコードされた副映像を適
宜合成し、主映像にメニュー、ハイライトボタン、字幕やその他の副映像を重ねて出力す
るビデオプロセッサを備えている。
【００７７】
　デコーダ部７００の出力ビデオ信号は、ビデオミキシング部７０５に入力される。ビデ
オミキシング部７０５では、テキストデータの合成が行われる。またビデオミキシング部
７０５には、ＴＶチューナ６１２やＡ／Ｖ入力部６１１からの信号を直接取り込むライン
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もまた接続されている。ビデオミキシング部７０５には、バッファとして用いるフレーム
メモリ７０６が接続されている。ビデオミキシング部７０５の出力がアナログ出力の場合
はＩ／Ｆ（インタフェース）７０７を介して外部出力され、デジタル出力の場合はデジタ
ルアナログ変換器７０８を介して外部へ出力される。
【００７８】
　デコーダ部７００の出力オーディオ信号は、セレクタ７０１を介してデジタルアナログ
変換器７０２でアナログ変換され外部に出力される。セレクタ７０１は、マイクロコンピ
ュータブロック８００からのセレクト信号により制御される。これによりセレクタ７０１
は、ＴＶチューナ６１２やＡ／Ｖ入力部６１１からのデジタル信号を直接モニタする時、
エンコーダ部６００をスルーした信号を直接選択することも可能である。
【００７９】
　なお、エンコーダ部６００のフォーマッタでは、録画中、各切り分け情報を作成し、定
期的にマイクロコンピュータブロック８００のＭＰＵへ送る（ＧＯＰ先頭割り込み時など
の情報）。切り分け情報としては、ＶＯＢＵ（ビデオオブジェクトユニット）のパック数
、ＶＯＢＵ先頭からのＩピクチャのエンドアドレス、ＶＯＢＵの再生時間などである。
【００８０】
　同時に、アスペクト情報処理部からの情報を録画開始時にＭＰＵへ送り、ＭＰＵはＶＯ
Ｂストリーム情報（ＳＴＩ）を作成する。ここでＳＴＩは、解像度データ、アスペクトデ
ータなどを保存し、再生時、各デコーダ部ではこの情報を元に初期設定が行われる。
【００８１】
　また本装置では、ビデオファイルは１ディスクに１ファイルとしている。またデータを
アクセス（シーク）している間に、途切れないで再生を続けるために、最低限連続する情
報単位（サイズ）を決めている。この単位をＣＤＡ（コンティギュアス・データ・エリア
）という。ＣＤＡサイズは、ＥＣＣ（エラー訂正コード）ブロック（１６セクタ）の倍数
であり、ファイルシステムではこのＣＤＡ単位で記録を行っている。
【００８２】
　データプロセッサ部５０３は、エンコーダ部６００のフォーマッタからＶＯＢＵ単位の
データを受け取り、ＣＤＡ単位のデータをディスクドライブ部５０２あるいはハードディ
スクドライブ部５０４に供給している。またマイクロコンピュータブロック８００のＭＰ
Ｕは、記録したデータを再生するのに必要な管理情報を作成し、データ記録終了のコマン
ドを認識すると、作成した管理情報をデータプロセッサ部５０３に送る。これにより、管
理情報がディスクに記録される。従って、エンコードが行われているとき、エンコーダ部
６００からマイクロコンピュータブロック８００のＭＰＵは、データ単位の情報（切り分
け情報など）を受け取る。また、マイクロコンピュータブロック８００のＭＰＵは、記録
開始時には光ディスク及びハードディスクから読み取った管理情報（ファイルシステム）
を認識し、各ディスクの未記録エリアを認識し、データ上の記録エリアをデータプロセッ
サ部５０３を介してディスクに設定している。
【００８３】
　マイクロコンピュータブロック８００には、バージョン情報処理部がグレードアップさ
れている。
【００８４】
　図９及び図１０には、新しい機器におけるバージョン情報処理部の動作の例をフローチ
ャートで示している。光ディスクが装填され、記録或は再生のために、ディスク情報の読
み取りがスタートすると、リードインエリアの情報が読取られる（ステップS1）。読取っ
た情報は一旦ＲＡＭの格納され、次にコントロールデータの解析が行われる（ステップS2
,S3）。ディスクのバージョンが明確になると、物理パラメータが決まりデータ領域の情
報の読み取り、或はデータ領域への情報書き込みが可能となる（ステップS4、S5）。
【００８５】
　ステップS3において、物理フォーマット情報は、次のように処理される。すなわち、ま
ず第2の領域の情報解析が行われ、アクセス中のディスクが新ディスク（新バージョンの



(13) JP 4212456 B2 2009.1.21

10

20

30

40

ディスク）であるかどうかの判定が行われる（ステップA1,A2）。新ディスクであれば、
ステップS4へ移行する。新ディスクでない場合には、第1の領域の情報解析が行われ、旧
バージョンのディスクであるかどうかの判定が行われる（ステップS3,S4）。旧バージョ
ンのディスクであることが分れば、ステップS4へ移行し、不明のディスクである場合には
、警告或は排出処理を行う。
【００８６】
　上記の例は、コントロールデータの解析において、第２の領域の情報を先に解析したが
、図10に示すように第1の領域の情報を先に解析するようにしてもよい。つまり、ステッ
プA1において、第1の領域の情報解析を行い、古いバージョンあるいはそれとコンパチブ
ルなディスクかどうかを判断する（ステップA2）。古いバージョンのディスクであればス
テップS4へ移行し、そうでない場合には、第2の領域の情報を解析する。なおこの処理で
は、古いディスクあるいは、それとコンパチブルなディスクとして判断した場合は、新し
い追加された仕様部分が認識できないが、追加部分の仕様をこのドライブでサポートして
いない場合はこの処理方法が従来ドライブと変更が少なく、開発コストが少ない利点があ
る。その他の部分は先の図９の例を同じである。
【００８７】
　上記したようにこの発明によれば、新しいフィールドを設けることにより、次々と新バ
ージョンのディスクが開発されたとしても、バージョン情報を追加できるようになった。
またこの新バージョンに対応できる記録、再生機器を製造することが容易である。なお新
バージョンのディスクが開発される例としては、新しいコピープロテクション方式の追加
、機械特性の向上による再生速度の高速化、記録密度の向上、記録部における材質の改良
により記録応答速度が速くなった場合がある。また、レーザビームのパワーやビーム径が
改善されることも新バージョン誕生の要因となる。
【００８８】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の基本的な概念を示す構成図。
【図２】本発明の基本的な概念の他の例を示す構成図。
【図３】本発明に係る光ディスクの一部側面図とリードインエリアのデータ構造を示す説
明図。
【図４】本発明に係る光ディスクのリードインエリアにおける物理フォーマットのデータ
構造を示す説明図。
【図５】図４の続きを示す説明図。
【図６】図４のブロックポジションBP0のデータ構造を示す説明図。
【図７】図４のブロックポジションBP27のデータ構造を示す説明図。
【図８】本発明に係る光ディスクを記録再生できる新しい記録再生機器の構成例を示す図
。
【図９】図８の記録再生機器の一動作例を説明するために示したフローチャート。
【図１０】図８の記録再生機器の一動作例を説明するために示したフローチャート。
【符号の説明】
【００９０】
　１０１，１０２，５０１…光ディスク、１１１…第１の領域、１１２…第２の領域、２
１１、２１２…記録再生機器。
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