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(57)【要約】
【課題】従来型光ディスクにおけるディスク情報領域の
構成を維持して互換性を確保しつつ、パラメータ数が増
加した記録ストラテジ情報をディスク情報として記録す
る方法を提供すること。また、記録ストラテジ情報の取
り扱いに関して従来型光ディスク装置との互換性に優れ
た次世代型光ディスクおよび光ディスク装置を提供する
こと。
【解決手段】記録ストラテジ情報を複数に分割し、一部
のパラメータを従来型光ディスクと同一サイズの第１の
物理ディスク情報に記録し、残りのパラメータを従来型
光ディスクと同一サイズの第２の物理ディスク情報に記
録する。光ディスク装置は、第１および第２の物理ディ
スク情報に基づいて記録ストラテジ情報を取得する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクに、該光ディスクの記録再生制御に使用するディスク情報を記録する光ディ
スク記録方法であって、
　前記光ディスクの所定の管理情報領域に所定のデータサイズの第１のディスク情報ユニ
ットと第２のディスク情報ユニットとを設け、
　前記ディスク情報は記録ストラテジ情報を含み、
　該記録ストラテジ情報を第１の記録ストラテジ情報と第２の記録ストラテジ情報とに分
離し、
　前記第１のディスク情報を前記第１のディスク情報ユニットに記録し、
　前記第２のディスク情報を前記第２のディスク情報ユニットに記録することを特徴とす
る光ディスク記録方法。
【請求項２】
　記録再生制御に使用するディスク情報が記録された光ディスクであって、
　該光ディスクは、所定の管理情報領域に所定のデータサイズの第１のディスク情報ユニ
ットと第２のディスク情報ユニットとを備え、
　前記ディスク情報は記録ストラテジ情報を含み、
　該記録ストラテジ情報は第１の記録ストラテジ情報と第２の記録ストラテジ情報とに分
離されており、
　前記第１のディスク情報ユニットには前記第１の記録ストラテジ情報が記録され、
　前記第２のディスク情報ユニットには前記第２の記録ストラテジ情報が記録されている
ことを特徴とする光ディスク。
【請求項３】
　光ディスクにデータを記録する記録部と、前記光ディスクに記録されている記録再生制
御に使用するディスク情報を再生する再生部と、前記記録部と前記再生部とを制御する制
御部と、を備えた光ディスク記録装置であって、
　前記制御部は、
　前記再生部を制御して、前記光ディスクの第１のディスク情報ユニットから前記ディス
ク情報の一部である第1のディスク情報を再生し、前記光ディスクの第２のディスク情報
ユニットから前記ディスク情報の一部である第２のディスク情報を再生し、前記第１のデ
ィスク情報と前記第２のディスク情報を結合してディスク情報を取得し、
　前記ディスク情報に基づいて前記記録部のパラメータを設定し、
　前記記録部を制御して前記光ディスクに所定のデータを記録することを特徴とする光デ
ィスク記録装置。
【請求項４】
　光ディスクにデータを記録する光ディスク記録方法であって、
　前記光ディスクの第１のディスク情報ユニットから前記ディスク情報の一部である第1
のディスク情報を再生し、前記光ディスクの第２のディスク情報ユニットから前記ディス
ク情報の一部である第２のディスク情報を再生し、前記第１のディスク情報と前記第２の
ディスク情報を結合してディスク情報を取得することと、
　前記ディスク情報に基づいて記録パラメータを設定することと、
　前記光ディスクに所定のデータを記録することと、を含むことを特徴とする光ディスク
記録方法。
【請求項５】
　光ディスクからデータを再生する第１の再生部と、前記光ディスクに記録されている記
録再生制御に使用するディスク情報を再生する第２の再生部と、前記記録部と前記再生部
とを制御する制御部と、を備えた光ディスク再生装置であって、
　前記制御部は、
　前記第２の再生部を制御して、前記光ディスクの第１のディスク情報ユニットから前記
ディスク情報の一部である第1のディスク情報を再生し、前記光ディスクの第２のディス
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ク情報ユニットから前記ディスク情報の一部である第２のディスク情報を再生し、前記第
１のディスク情報と前記第２のディスク情報を結合してディスク情報を取得し、
　前記ディスク情報に基づいて前記第１の再生部のパラメータを設定し、
　前記第１の再生部を制御して前記光ディスクからデータを再生することを特徴とする光
ディスク再生装置。
【請求項６】
　光ディスクからデータを再生する光ディスク再生方法であって、
　前記光ディスクの第１のディスク情報ユニットから前記ディスク情報の一部である第1
のディスク情報を再生し、前記光ディスクの第２のディスク情報ユニットから前記ディス
ク情報の一部である第２のディスク情報を再生し、前記第１のディスク情報と前記第２の
ディスク情報を結合してディスク情報を取得することと、
　前記ディスク情報に基づいて再生パラメータを設定することと、
　前記光ディスクからデータを再生することと、を含むこと特徴とする光ディスク再生方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに係り、特に記録型光ディスクのディスク情報領域に記録ストラ
テジ情報を記録する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、記録型光ディスクのディスク情報領域に記録ストラテジ情報を記録す
る方法に関して、
「ＢＤ－ＲＥ／ＷＯにおいて「一つのクラスタ」は、最小記録単位を表し、５４４クラス
タが集まって一つの上位記録単位としての１つのフラグメントを構成し、合計５個のフラ
グメントが集まってＰＩＣ領域を形成する。ディスク情報は、最初のフラグメントＩＦ０
の先頭クラスタに記録される。ディスク情報は、対応する光ディスクによって許容される
書込み倍速及び記録層別に複数記録され、一つのディスク情報は、１１２バイトを含む。
具体的には、１１２バイトで構成されたディスク情報は、ディスク情報（ＤＩ）フレーム
と呼ばれる。」と記載されている。また、
「対応する記録層を表す情報と、書込み倍速を表す情報と、その書込み倍速に対応する書
込み方式情報が各ディスク情報内に記録される。」と記載されている。
【０００３】
　特許文献２には、記録ストラテジ情報に関して、
「Type-1ストラテジはパラメータ数が３２０と極端に多いが、Type-2からType-6までの記
録ストラテジでは、従来の４×４テーブル型記録ストラテジのパラメータ数に比較して２
倍未満のパラメータ数で良好な記録が実現可能であることが判った。」と記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－９７８１５号公報
【特許文献２】特開２００８－１０８３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　高精細映像を２時間以上記録可能な光ディスクとして、Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（以
降、ＢＤと略称する）が開発・製品化されている。片面１層あたり２５ＧＢの容量を実現
しているＢＤにおいては、光源として波長４０５ｎｍ帯（青紫色）の半導体レーザが用い
られ、対物レンズの開口数は０．８５である。変調符号については１－７ＰＰ変調が採用
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されており、データ検出窓幅をＴとすると最短マーク長及び最短スペース長は２Ｔであっ
て、約０．１５μｍである。トラックピッチは約０．３２μｍである。
【０００６】
　また、特許文献１に記載されているように、１１２バイトで構成されたＤＩユニット毎
に、記録層情報、書込み倍速情報、および記録ストラテジ情報が記録される。
【０００７】
　ところで、ＢＤの光学系や信号フォーマットを流用して、線方向の記録密度を対ＢＤ比
約１．３５倍に高密度化した光ディスク（以降、次世代ＢＤと称する）の開発が検討され
ている。これは片面１層あたり約３３ＧＢに相当し、これを３層ないし４層の多層構造と
することによって片面あたり１００ＧＢ超の大容量ディスクの実現を目指すものである。
【０００８】
　次世代ＢＤにおいては、最短マーク長及び最短スペース長の短縮に対応可能な記録スト
ラテジが必要であり、一例として、特許文献２に記載の記録ストラテジがある。
【０００９】
　しかしながら前述の引用のとおり、記録ストラテジのパラメータ数は従来の２倍未満で
少なくとも増加するものと想定され、１１２バイトで構成されたＤＩユニットには、パラ
メータ数の増加した記録ストラテジ情報を記録することができない、という問題が生じる
。
【００１０】
　一方で、１１２バイトより大きいサイズでＤＩユニットを構成することは、従来のＢＤ
との互換性が損なわれるため、好ましくない。
【００１１】
　以上を鑑みて、本発明の課題は、従来型光ディスクにおけるディスク情報領域の構成を
維持して互換性を確保しつつ、パラメータ数が増加した記録ストラテジ情報をディスク情
報として記録する方法を提供することである。また、記録ストラテジ情報の取り扱いに関
して従来型光ディスク装置との互換性に優れた次世代型光ディスクおよび光ディスク装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明では特許請求の範囲記載の構成を用いる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、従来のディスク情報領域の構成を維持して、パラメータ数が増加した
記録ストラテジ情報を記録することができる。また、記録ストラテジの取り扱いに関して
互換性に優れた光ディスクおよび光ディスク装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例１の論理ディスク情報と物理ディスク情報とのデータ構造の対応図である
。
【図２】実施例１の光ディスクの構造図である。
【図３】実施例１の光ディスクのＰＩＣにおけるＤＩユニットの構成図である。
【図４】実施例１における第１の記録ストラテジとしてのｎ－１ストラテジの概要図であ
る。
【図５】実施例１における記録ストラテジのパラメータ参照テーブルを例示する図である
。
【図６】実施例２の光ディスクのＰＩＣにおけるＤＩユニットの構成図である。
【図７】実施例３の論理ディスク情報と物理ディスク情報とのデータ構造の対応図である
。
【図８】実施例４の論理ディスク情報と物理ディスク情報とのデータ構造の対応図である
。
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【図９】実施例５の論理ディスク情報と物理ディスク情報とのデータ構造の対応図である
。
【図１０】実施例６の光ディスク装置のブロック図である。
【図１１】実施例６の光ディスク装置におけるディスク情報取得動作のフローチャートで
ある。
【図１２】実施例６の光ディスク装置における記録動作のフローチャートである。
【図１３】実施例６の光ディスク装置における再生動作のフローチャートである。
【図１４】実施例１の第１の物理ディスク情報のデータ構造図である。
【図１５】実施例１の第２の物理ディスク情報のデータ構造図である。
【図１６】実施例２の第１の物理ディスク情報のデータ構造図である。
【図１７】実施例２の第２の物理ディスク情報のデータ構造図である。
【図１８】実施例３の第１の物理ディスク情報のデータ構造図である。
【図１９】実施例３の第２の物理ディスク情報のデータ構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の詳細を説明するにあたり、便宜上、本発明における従来型の光ディスク
の一例としてＢＤを取り上げる。また、本発明の光ディスクは、やはり便宜上、特に断り
が無い限りにおいてＢＤの光学系や信号フォーマットを流用した次世代ＢＤを想定して説
明する。もっとも、本発明の本質はＢＤおよび次世代ＢＤに限定されるものではなく、デ
ィスク情報を記録する光ディスク一般に適用可能であることは言うまでもない。
【００１６】
　本発明において、ディスク情報とは、ディスク製造者によってディスク使用者に提供さ
れるディスクの記録再生のための種々の情報の集合のことである。狭義には、ディスクの
情報記録層、記録倍速、記録ストラテジの型の組み合わせ毎に一つずつ構成したディスク
情報の集合のことである。ディスク製造者がディスクの所定の領域に所定のフォーマット
に従って予めディスク情報を記録しておき、ディスク使用者はディスクの所定の領域を再
生し所定のフォーマットに従ってディスク情報を解読し利用することで容易に好適なディ
スク記録再生を実施可能とするものであり、当然ながら、従来ディスクはディスク情報を
記録する領域とフォーマットとが既定である。なお、記録ストラテジの型については後述
する。
【００１７】
　ここで、ディスク情報に関して、論理ディスク情報と物理ディスク情報という概念を導
入しておく。前述のとおり、ディスク情報はディスクの記録再生のための種々の情報の集
合である。そこで、ディスク情報の任意の情報と、任意の番号と、を１対１に対応づけた
ディスク情報を論理ディスク情報と呼ぶことにする。簡単に言えば、データそのものとし
てのディスク情報であり、従って前述のＤＩユニット等のディスクのデータ構造に制約さ
れない。
【００１８】
　これに対し、ディスク情報の任意の情報と、所定の最大値を定めた番号のうちの任意の
番号と、を１対１で対応づけ、さらに前記所定の最大値をデータサイズとするディスク上
の所定の領域に記録されたディスク情報の集合を物理ディスク情報と呼ぶことにする。簡
単に言えば、前述のＤＩユニットで区切られてディスク上に実際に記録されたディスク情
報である。
【００１９】
　これらの述語で本発明の課題を表現すると、従来ディスクでは論理ディスク情報のサイ
ズは物理ディスク情報のサイズより小さかったが、次世代ディスクでは論理ディスク情報
が増加する。そこで、従来ディスクのＤＩユニットのサイズ（即ち、物理ディスク情報の
サイズ）で、これよりも大きなサイズの次世代ディスクの論理ディスク情報を記録する好
適な方法を提供することが本発明の課題である、と換言できる。ただし、ここでは単に仕
掛けとしての方法の提供のみを意図しているものではなく、ディスク情報を内容に即して
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如何に記録するかという意味での方法についても課題としていることを断っておく。なお
、従来ディスクにおける物理ディスク情報のデータ構造（ＤＩユニット等）については、
本発明の光ディスクと共通するものとして実施例の中で説明する。
【実施例１】
【００２０】
　本発明の実施例としての記録ストラテジ情報の光ディスクへの記録方法を、図面を参照
しながら説明する。
【００２１】
　図２は本実施例の光ディスクの構造の一例である。
【００２２】
　記録可能な３つの情報記録層を備え、それぞれ、レイヤ０、レイヤ１、レイヤ２と呼ぶ
。レイヤ０とレイヤ２は内周から外周に向かって記録再生を行い、レイヤ１は外周から内
周に向かって記録再生を行う。
【００２３】
　レイヤ０の内周領域には管理領域としてリードイン領域を設け、レイヤ２の外周領域に
は管理領域としてリードアウト領域を設ける。
【００２４】
　リードイン領域は、内周側のエンボス領域と外周側の記録可能領域とに分割されており
、エンボス領域はさらに保護領域とＰＩＣ（パーマネント情報およびコントロールデータ
領域）とで構成されている。ＰＩＣは、記録可能領域におけるレーザ照射による記録原理
とは異なる方式で、具体的には溝形状の高周波変調によりデータを記録する領域であり、
ディスク製造者のみがデータを記録可能である。ディスク製造者はディスク情報をＰＩＣ
に記録する。
【００２５】
　図３は本実施例の光ディスクの管理領域におけるＤＩユニットの一例である。
  ここでは記録の最小単位をクラスタと呼び、所定の５４４クラスタをまとめて１フラグ
メントを構成する。ＰＩＣは５個のフラグメント（Ｆ０、Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４）で構
成する。
【００２６】
　各フラグメントの先頭クラスタを、先頭から１１２バイトずつ区切ってＤＩユニットを
構成する。ＤＩユニットは最大３２個である。即ち、本実施例のＰＩＣにおけるＤＩユニ
ットの構成及びサイズは従来ディスクと同一である。
【００２７】
　ディスク情報のひとつに記録ストラテジ情報がある。以下、記録ストラテジ情報につい
て説明する。
【００２８】
　記録型の光ディスクにおいては、記録情報層は第１の状態（マーク）と第２ の状態（
スペース）が存在し、第１の状態と第２の状態とを所定の繰り返しパターンとすることに
よって情報をマークエッジ記録する。エネルギービームを情報記録層に照射して情報を記
録する際の、照射パワーレベルの経時変化のさせ方を、一般的に記録ストラテジと呼ぶ。
【００２９】
　記録層の特性に応じて、また記録倍速に応じて、異なる記録ストラテジの使い分けが行
われる。例えば低速の記録に適した記録ストラテジのタイプと、高速の記録に適した記録
ストラテジのタイプがある。あるいは同じタイプの記録ストラテジでも、レーザ発光のタ
イミングや発光パワーレベルを各々の記録条件に合わせて変化させることが行われる。こ
れら同一記録ストラテジタイプ内での可変部分を記録ストラテジのパラメータと呼ぶ。
【００３０】
　ＢＤにおいては、３種類の記録ストラテジのタイプが定義されている。図４に示す第１
の記録ストラテジのタイプは、ｎ－１ストラテジと呼ばれ、第１のパワーレベル（記録パ
ワーレベルＰｗ）と第２のパワーレベル（消去レベルＰｅ）と、第１及び第２のパワーレ
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ベルより低い第３のパワーレベル（バイアスレベルＰｂ）との間でエネルギービームをパ
ルス状に変化させる。第１のパワーレベルにするパルス数が記録するマーク長ｎより１少
ないことが特徴で、例えば８Ｔのマークを記録するのに７つの記録パルスを照射する。
【００３１】
　第２の記録ストラテジのタイプはｎ／２ストラテジと呼ばれる。ｎ－１ストラテジと同
様に、第１のパワーレベル（記録パワーレベルＰｗ）と第２のパワーレベル（消去レベル
Ｐｅ）と、第１及び第２のパワーレベルより低い第３のパワーレベル（バイアスレベルＰ
ｂ）との間でエネルギービームをパルス状に変化させるが、パルス数が記録するマーク長
の半分程度であることが特徴で、例えば７Ｔまたは８Ｔのマークを記録するのに４つの記
録パルスを照射する。
【００３２】
　第３の記録ストラテジのタイプはキャッスルストラテジと呼ばれる。第１のパワーレベ
ル（記録パワーレベルＰｗ）と第２のパワーレベル（消去レベルＰｅ）と、第１及び第２
のパワーレベルより低い第３のパワーレベル（バイアスレベルＰｂ）と第１のパワーレベ
ルより低く第２のパワーレベルより高い第４のパワーレベル（中間レベルＰｍ）の間でエ
ネルギービームをパルス状に変化させる。他の２つ記録ストラテジと比べてパルス数が少
なく、マークを記録する際に連続的に第４のパワーレベルを維持することが特徴である。
【００３３】
　上記３種の記録ストラテジはパルスの数やパワーレベル数が異なるので、パラメータと
して制御すべき発光タイミングやパワーレベルも異なる。従って、記録ストラテジ情報は
記録ストラテジのタイプ毎に定義する。パラメータの数はｎ－１ストラテジでは４０個、
ｎ／２ストラテジでは３０個、キャッスルストラテジでは３４個である。論理ディスク情
報および物理ディスク情報についても、記録ストラテジのタイプ毎に定義する。
【００３４】
　図５は本発明における記録ストラテジのパラメータ参照テーブルの一例を示す図である
。
【００３５】
　ここでは先頭パルス立ち上りタイミング（ｄＴｔｏｐ）を示し、記録マーク長と、前ス
ペース長と、後スペース長とに関連付けてマトリック状に定義した参照テーブルである。
これらを含めたパラメータの総数はｎ－１ストラテジの場合には、一例として、１１３個
である。そのため、本実施例の記録ストラテジにおいて定義される論理ディスク情報のサ
イズは本実施例のＤＩユニットのサイズを超過する。
【００３６】
　図１は実施例１のディスク情報のデータ構造の一例であり、論理ディスク情報と物理デ
ィスク情報との対応を示している。物理ディスク情報は、８バイトのヘッダ部と１２バイ
トのフッタ部と９２バイトのボディ部で構成する。
【００３７】
　ヘッダ部は、ボディ部のビット定義のタイプを指定するＤＩフォーマット番号と、各Ｄ
ＩブロックのＤＩユニット数と、対象記録層と、対象記録層及び記録再生倍速に関連付け
たＤＩユニットシーケンス番号と、後述するように複数のＤＩユニットを連結して物理デ
ィスク情報を示す連結フラグを含んで構成する。またフッタ部は、ディスク製造者ＩＤと
、媒体タイプＩＤと、タイムスタンプと、製品リビジョン番号と、を含んで構成する。
【００３８】
　連結フラグは、フラグがオンの場合には、他のＤＩユニットに残りのディスク情報が存
在することを示す。本実施例では、特に、連続する次のＤＩに残りのディスク情報が存在
することを示す。第１の物理ディスク情報のヘッダ部の連結フラグはオンとして記録し、
第２の物理ディスク情報のヘッダ部の連結フラグはオフとして記録する。
【００３９】
　なお、図１において、論理ディスク情報はヘッダ部およびフッタ部を備えるが、内容は
物理ディスク情報のヘッダ部およびフッタ部とは必ずしも同一である必要はない。前述の
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連結フラグは論理ディスク情報に含む必要のない情報の一例である。
【００４０】
　図１４は実施例１の第１の物理ディスク情報のフォーマットの一例であり、図１５は実
施例１の第２の物理ディスク情報のフォーマットの一例であり、記録ストラテジのタイプ
はｎ－１ストラテジである。
【００４１】
　第１の物理ディスク情報（例えばＤＩ０）のボディ部には、ディスクの記録層タイプ（
追記型、書換型、等）、ディスク容量、バージョンの情報、記録層数、チャネルビット長
、等のディスク構造に関する情報と、記録速度と、標準速度および記録速度での最大再生
パワーと、を記録する。また、記録ストラテジのパラメータとして、記録パワーに関する
情報と、マルチパルス幅と、先頭パルス幅と、先頭パルス位置と、を記録する。
【００４２】
　第２の物理ディスク情報のボディ部（例えばＤＩ１）には、記録ストラテジのパラメー
タとして、最終パルスの幅と、最終パルスの位置と、クーリングパルスの位置と、を記録
する。
【００４３】
　最大再生パワーなどの再生条件は第１の物理ディスク情報に記録しておくことで、再生
時には第１の物理ディスク情報のみを再生すればよく、第２の物理ディスク情報がなんら
かの事故で再生不能となった場合にも再生可能とする。あるいは再生準備の時間短縮が可
能である。
【００４４】
　本実施例では特定の連結フラグを利用する例を示したが、ＤＩフォーマット番号を利用
しても同様の効果を得ることができる。ＤＩフォーマット番号は記録ストラテジのタイプ
によって異なる論理ディスク情報（のフォーマット）のいずれであるかを指定する情報で
あり、ＤＩフォーマット番号ごとに物理ディスク情報のビットアサインを定める。そこで
、所定のＤＩフォーマット番号であれば、次のＤＩユニットに残りのディスク情報がある
ことを示すように定義する。
【００４５】
　なお、ディスク情報は、ＰＩＣ以外にも、ディスク製造者によってアドレス情報ととも
にウォブル溝のデータとして記録しておくことが可能である。
【００４６】
　また、本実施例では３層ディスクを例示したが、４層以上のディスクに対して、あるい
は単層や２層のディスクに対して同様に適用可能であることは言うまでもない。
【実施例２】
【００４７】
　図６は本実施例の光ディスクの管理領域におけるＤＩユニットの一例である。
【００４８】
　図１６は実施例２の第１の物理ディスク情報のフォーマットの一例であり、図１７は実
施例２の第２の物理ディスク情報のフォーマットの一例であり、記録ストラテジのタイプ
はｎ－１ストラテジである。
【００４９】
　実施例１とは異なり、本実施例では、連結フラグがオンのＤＩユニットは、他のクラス
タのＤＩユニットに残りのディスク情報が存在することを示す。クラスタ番号０のＤＩ０
の連結フラグをオンとして記録し、実施例１と同様に第１の物理ディスク情報をＤＩ０に
記録し、第２の物理ディスク情報をクラスタ番号１のＤＩ３２のボディ部に記録する。
【００５０】
　１クラスタあたりのＤＩユニット数は３２なので、実施例１では記録できる論理ディス
ク情報の数は最大１６個だったが、本実施例では最大３２個に増加することができる。
【００５１】
　なお、実施例１として図１４および図１５を例示し、実施例２として図１６および図１
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７を例示したが、ボディ部における両者のビットアサインの違いはそれぞれの実施例に依
存するものではなく、交換可能である。
【実施例３】
【００５２】
　図７は実施例３のディスク情報のデータ構造の一例であり、論理ディスク情報と物理デ
ィスク情報との対応を示している。
【００５３】
　実施例１との違いは、第１および第２の物理ディスク情報にそれぞれ記録する記録スト
ラテジ情報の内容である。実施例１では単純に２分割していたが、本実施例では、参照テ
ーブルにおけるマーク長あるいはスペース長に関する分類の２重化を行う。
【００５４】
　図５の記録ストラテジの先頭パルス位置(ｄＴｔｏｐ)のパラメータの前スペース長に関
する分類を例に分類の２重化について説明する。
【００５５】
　まず第１の分類として、２Ｔスペースと３Ｔスペース以上とに分類する。３Ｔスペース
以上については、図５において３Ｔ、４Ｔ、５Ｔ以上の３つのパラメータを持つが、３つ
の値の中で最も記録品質が良好な１つの値で代表させる。
【００５６】
　次に、第２の分類として、３Ｔスペース以上を、３Ｔスペースと４Ｔスペースと５Ｔス
ペース以上とに分類する。
  つまり前スペース長に関して、２Ｔと３Ｔ以上という大まかな分類と、３Ｔ以上に関す
る３Ｔと４Ｔと５Ｔ以上という詳細な分類とを行う。両方の分類を並置すれば、図５のパ
ラメータの全てを表現可能である。
【００５７】
　図１８は実施例３の第１の物理ディスク情報のフォーマットの一例であり、図１９は実
施例３の第２の物理ディスク情報のフォーマットの一例であり、記録ストラテジのタイプ
はｎ－１ストラテジである。
【００５８】
　前述の第１の分類に従うパラメータを第１の物理ディスク情報に記録し、第２の分類に
従う分類のうち少なくとも２つに関するパラメータ（図１９においては３Ｔスペース及び
４Ｔスペースに関するパラメータ）を、第２の物理ディスク情報に記録する。
【００５９】
　先頭パルスの長さや最終パルスの立下りタイミング等、その他のパラメータに関しても
同様に分類して、それぞれ第１および第２の物理ディスク情報に記録する。
【００６０】
　即ち、本実施例においては、記録ストラテジの参照テーブルを記録品質に対してより感
度の高いパラメータと、比較的感度の低いパラメータを２重に分類することで分割し、そ
れぞれ第１および第２物理ディスク情報に記録する。
【００６１】
　これにより、ディスク使用者が第１の物理ディスク情報のみに基づいて一定以上の品質
で記録することを可能とする。第１および第２の物理ディスク情報の両方に基づく記録ス
トラテジは、第１の物理ディスク情報のみに基づく記録ストラテジよりも記録品質が向上
することは言うまでもないが、第２の物理ディスク情報がなんらかの事故で再生不能とな
った場合にも記録可能とすることができる。あるいは記録準備の時間短縮が可能である。
【００６２】
　パラメータの参照テーブルを記録品質への影響度で分割する際に、従来ディスクにおけ
る記録ストラテジに従う分類を第１の分類とし、次世代ディスクで導入する新規のパラメ
ータに関する分類を第２の分類としてもよい。前者を第１の物理ディスク情報に記録する
と、第1の物理ディスク情報は従来ディスクにおける物理ディスク情報のフォーマットを
概ね流用することができる。
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【００６３】
　また、同じＢＤディスクの同じストラテジ種類においても、追記型ディスクと書換型デ
ィスクではパラメータ参照テーブルが異なる場合が考えられる。これは、後者は記録マー
クの消去や上書きが必要となるため、前者と比較して詳細なストラテジ制御が必要になる
ためである。この場合、パラメータ参照テーブルの共通部分を上記第１の分類とし、異な
る部分、例えば書換型ディスクで拡張された部分を第２の分類とすることで、装置互換を
考慮した両者のテーブルの共通化を実現しつつ、追記可能ディスクでの記録準備の時間短
縮が可能になる。
【実施例４】
【００６４】
　図８は実施例４のディスク情報のデータ構造の一例であり、論理ディスク情報と物理デ
ィスク情報との対応を示している。
【００６５】
　第１ないし第３実施例との違いは、複数の論理ディスク情報を含む物理ディスク情報が
存在することである。
【００６６】
　実施例１ないし実施例３と同様に、第１の論理ディスク情報におけるディスク構造と、
再生条件と、記録ストラテジ情報の一部と、を第１の物理ディスク情報に記録し、第１の
論理ディスク情報における記録ストラテジ情報の残りの部分を第３の物理ディスク情報に
記録する。
【００６７】
　また、第２の論理ディスク情報におけるディスク構造と、再生条件と、記録ストラテジ
情報の一部と、を第２の物理ディスク情報に記録し、第１の論理ディスク情報における記
録ストラテジ情報の残りの部分を第３の物理ディスク情報に記録する。
【００６８】
　即ち、第３の物理ディスク情報には、第１および第２の論理ディスク情報を記録する。
複数の論理ディスク情報を記録する物理ディスク情報を、ここでは共通物理ディスク情報
と呼ぶことにする。
【００６９】
　共通物理ディスク情報に対するビットアサインは、第１および第２の論理ディスク情報
を分離するように定義する。
【００７０】
　本実施例では、物理ディスク情報のヘッダ部に、連結フラグに加えて、連結ポインタと
論理情報連結ポインタを記録する。本実施例では連結フラグがオンのＤＩユニットは、他
のクラスタのＤＩユニットに残りのディスク情報が存在することを示す。また、連結ポイ
ンタは、残りのディスク情報が記録されたＤＩユニットを指示するポインタである。例え
ば、ＤＩ０の連結ポインタが０であれば連続する次のＤＩユニットであるＤＩ１を指示し
、ＤＩ０の連結ポインタが１であれば２つ後ろのＤＩ２を指示する。
【００７１】
　本実施例では、図８に示すように第１の物理ディスク情報、第２の物理ディスク情報、
第３の物理ディスク情報の順に連続に配置し、第１の物理ディスク情報には連結フラグを
オンとし連結ポインタを１として記録し、第２の物理ディスク情報には連結フラグをオン
とし連結ポインタを０として記録し、第３の物理ディスク情報には連結フラグをオフとし
て記録する。
【００７２】
　論理情報連結ポインタは、各物理ディスク情報に連結する共通物理ディスク情報内の論
理情報の番号を示す。例えば図８に示すように共通物理ディスク情報内に第１、第２の順
で論理ディスク情報が記録されている場合、第１の物理ディスク情報の論理情報連結ポイ
ンタは０、第２の物理ディスク情報の論理情報連結ポインタは１を指示する。
【００７３】
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　また、共通物理ディスク情報のヘッダ部には、共通情報であることを示すフラグか、固
有のＤＩフォーマット番号を定義して記録する。
【００７４】
　本実施例によれば、全ての論理ディスク情報を記録するための物理ディスク情報の数を
抑制することができる。
【００７５】
　なお、本実施例では共通物理ディスク情報に、２つの論理ディスク情報を記録する構成
を示したが、３つ以上の論理ディスク情報を記録してもよい。情報記録層で共通する共通
物理ディスク情報として、あるいは記録再生倍速で共通する共通物理ディスク情報として
構成することが可能であり、物理ディスク情報の配置を整理するのに有効である。
【００７６】
　また、上記では共通物理ディスク情報に記録される第１、第２の論理ディスク情報は別
情報として記載したが、これらが同じパラメータ参照テーブルで値も共通の場合は、これ
らを第１、第２に共通の論理ディスク情報として１つにまとめて記録することも考えられ
る。この場合は共通物理ディスク情報量を削減することができる。
【実施例５】
【００７７】
　図９は実施例５のディスク情報のデータ構造の一例であり、論理ディスク情報と物理デ
ィスク情報との対応を示している。
【００７８】
　第４実施例との違いは、論理ディスク情報と物理ディスク情報を１対２で対応させず、
２対３で対応させることである。
【００７９】
　前述の連結フラグを利用して３つの物理ディスク情報を連結し、２つの論理ディスク情
報を記録するように物理ディスク情報のフォーマットを決定する。
【００８０】
　情報記録層と記録再生倍速が同一で、タイプの異なる複数の記録ストラテジ情報をディ
スク情報として記録するのに有効である。
【実施例６】
【００８１】
　本発明の実施例としての光ディスク装置の構成および動作を、図面を参照しながら説明
する。
【００８２】
　図１０は本発明の光ディスク装置のブロック図の一例である。本実施例の光ディスク装
置は、光ピックアップ１０と、スピンドルモータ３０と、スライダ機構３１と、システム
制御回路４０と、サーボ制御回路４１と、サーボ信号生成回路４３と、再生信号生成回路
４４と、再生信号２値化回路４５と、エンコーダ４２と、デコーダ４６と、ＰＩＣ再生回
路４７と、ウォブル信号再生回路４８と、論理ディスク情報取得回路４９と、メモリ５１
と、を備える。
【００８３】
　光ピックアップ１０は、ＢＤの対応波長である４０５ｎｍ帯のレーザ光源１１と、この
レーザ光源から放射された光束を平行光束に変換するコリメートレンズ１２と、光束を透
過及び反射するビームスプリッタ１３と、装着された光ディスク２０のカバー層厚さに応
じて平行光束の球面収差を調整する球面収差補正手段１８と、平行光束を集光し光ディス
ク２０の所定の情報記録層に所定のＮＡ且つ所定の収差量以下で光スポットを形成する対
物レンズ１４と、この対物レンズ１４をフォーカシング方向及びトラッキング方向に変位
させるための対物レンズアクチュエータ１５と、光ディスク２０からの反射光束を所定の
収束光束に変換する検出レンズ１６と、この収束光束を受光して電気信号に変換する光検
出器１７と、を備える。また、レーザ光源から放射された光束の一部を受光して電気信号
に変換するフロントモニタ１９と、レーザ光源１１を駆動するレーザ駆動回路５０と、を
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備える。
【００８４】
　システム制御回路４０は、本実施例の光ディスク記録再生装置全体の動作を制御する機
能を備えている。即ち、サーボ制御回路４１を介して、スピンドルモータ３０に装着され
た光ディスク２０の回転制御を行い、スライダ機構３１を駆動して光ピックアップ１０を
光ディスク２０の半径方向に変位させるアクセス制御及び送り制御を行い、光ピックアッ
プ１０に搭載されている対物レンズアクチュエータ１５を駆動して対物レンズ１４のフォ
ーカス制御及びトラッキング制御を行い、同じく光ピックアップ１０に搭載されている球
面収差補正手段１８を駆動して球面収差を補正する。
【００８５】
　また、システム制御回路４０は、光ピックアップ１０に搭載されたフロントモニタ１９
の出力に基づいて、レーザ光源１１の出射光量が所定の光量となるように、レーザ駆動回
路５０を介してこのレーザ光源１１を駆動する。記録時には、記録データ信号がエンコー
ダ４２によって所定の変調規則によるＮＲＺＩ信号に変換されてシステム制御回路４０に
供給され、システム制御回路４０はこのＮＲＺＩ信号に対応した記録ストラテジに変換し
、レーザ駆動回路５０を介して所定の光強度及びパルス幅でレーザ光源１１を発光させる
。
【００８６】
　光ディスク２０からの反射光束は光検出器１７で受光されて電気信号に変換され、サー
ボ信号生成回路４３及び再生信号生成回路４４に送られる。サーボ信号生成回路４３では
、装着された光ディスク２０に好適な検出方法で各種のサーボ信号を選択して生成し、シ
ステム制御回路４０に供給する。サーボ信号にはフォーカス誤差信号とトラッキング誤差
信号とが含まれる。システム制御回路４０では、これらサーボ信号に基づき、前述したよ
うにサーボ制御回路を介して対物レンズアクシュエータ１５を駆動し、フォーカスサーボ
及びトラッキングサーボを動作させる。またサーボ信号生成回路４３で生成されたプッシ
ュプル信号の振幅や再生信号生成回路４４を介して供給された再生信号の振幅に基づいて
、サーボ制御回路４１を介して球面収差補正手段１８を駆動し、光ディスク２０のカバー
層厚さに対応して球面収差を補正する。
【００８７】
　再生信号生成回路４４は、波形等化回路とＡ／Ｄコンバータとを備えており、光ピック
アップ１０から供給されたアナログの再生信号に対して、所定の波形等化処理の後、標本
化及び量子化を行ってデジタル信号に変換し、再生信号２値化回路４５に供給する。
【００８８】
　再生信号２値化回路４５は、トランスバーサルフィルタと、ビタビ復号回路と、ＰＲＭ
Ｌ再生系パラメータ設定回路とを備える。再生信号生成回路４４から供給されたデジタル
信号は、トランスバーサルフィルタで所定のＰＲクラスに等化される。ビタビ復号器は最
尤復号を行ってこの等化波形を所定の変調規則によるＮＲＺＩ信号に変換する。ＰＲＭＬ
再生系パラメータ設定回路は、ビタビ復号器により生成されたＮＲＺＩ信号のエラーを評
価する機能を備えている。また、ＰＲクラスおよび再生波形生成回路４４から供給された
信号レベルに対応したトランスバーサルフィルタによるＰＲ等化後の目標波形を決定し、
この目標波形および前述のエラー評価結果に基づいて、トランスバーサルフィルタのタッ
プ係数とビタビ復号器における識別点レベルとを設定する機能を備えている。再生信号２
値化回路４５で生成されたＮＲＺＩ信号はデコーダ４６によって、再生データ信号に変換
される。
【００８９】
　ＰＩＣに記録された物理ディスク情報は、前述したように通常のデータとは異なる方式
で記録されている。そこで、物理ディスク情報の再生は、サーボ信号生成回路４３でプッ
シュプル信号を取得し、ＰＩＣ再生回路４７でプッシュプル信号から高周波変調信号を抽
出し、所定の方式でデコードすることでデータを取得する。
【００９０】
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　同様にアドレス信号とともにウォブル溝に記録された物理ディスク情報の再生は、サー
ボ信号生成回路４３で生成されるプッシュプル信号から、ウォブル信号再生回路４８によ
りウォブル信号成分を抽出し、所定の方式でデコードすることでデータを取得する。
【００９１】
　システム制御回路４０は、ディスク２０のＰＩＣ、およびウォブル溝から再生された複
数の物理ディスク情報をメモリ５１に順次記録する。論理ディスク情報取得回路４９は、
メモリ５１に格納された物理ディスク情報を再配置して、情報記録層毎および記録再生倍
速毎に、記録再生条件を含む論理ディスク情報をメモリ５１に格納する。
【００９２】
　なお、本実施例の論理ディスク情報取得回路４９、およびシステム制御回路４０につい
ては、同様の処理をマイコンなどを用いたソフトウェア処理として実現することが可能で
あることは言うまでもない。
【００９３】
　本発明の光ディスク装置は、ディスク２０が装着されると、装着されたディスクに対し
て良好に記録再生を実施するためにセットアップ動作を行う。セットアップ動作において
、装着されたディスクからディスク情報を取得する動作を行う。
【００９４】
　図１１は本発明の光ディスク装置におけるディスク情報の取得動作のフローチャートの
一例である。
【００９５】
　ステップ１０１として、レイヤ０にフォーカスを引き込む。
【００９６】
　ステップ１０２として、光ピックアップ１０を移動してＰＩＣに位置づける。
【００９７】
　ステップ１０３として、ＰＩＣの所定のクラスタをＰＩＣ再生回路４７で再生し、ＤＩ
０から各ＤＩユニットを順次再生し物理ディスク情報として、一時メモリに蓄積する。
【００９８】
　ステップ１０４として、蓄積したメモリの内容を参照し、物理ディスク情報のヘッダ部
の各情報に基づいて、単独あるいは複数の物理ディスク情報を再配置し、対応する論理デ
ィスク情報を取得する。取得した各論理ディスク情報に基づいて層および記録倍速毎のパ
ラメータ情報をメモリに蓄積する。
【００９９】
　図１２は本発明の光ディスク装置における記録動作のフローチャートの一例である。
【０１００】
　ステップ１０５として、メモリからセットアップ時に蓄積しておいた層および記録再生
倍速毎のパラメータ情報を読み出す。
【０１０１】
　ステップ１０６として、読み出したパラメータ情報に基づいて、記録ストラテジ等のパ
ラメータを設定する。
【０１０２】
　ステップ１０７として、光ピックアップ１０を移動して記録開始アドレスに位置づける
。
【０１０３】
　ステップ１０８として、所定の記録データをディスク２０に記録する。
【０１０４】
　図１３は本発明の光ディスク装置における再生動作のフローチャートの一例である。
【０１０５】
　記録動作と同様に、ステップ１０５として、メモリからセットアップ時に蓄積しておい
た層および記録再生倍速毎のパラメータ情報を読み出す。
【０１０６】
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　ステップ１０９として、読み出したパラメータ情報に基づいて、再生パワー等のパラメ
ータを設定する。
【０１０７】
　ステップ１１０として、光ピックアップ１０を移動して再生開始アドレスに位置づける
。
【０１０８】
　ステップ１１１として、ディスク２０からデータを再生する。
【０１０９】
　なお、ステップ１０５においては、メモリから全てのパラメータを読み出す必要はなく
、記録および再生に必要なパラメータのみを読み出せばよい。
【０１１０】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、発明の
趣旨を逸脱しない範囲において、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換え
ることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能で
ある。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが
可能である。
【０１１１】
　また、上記の各構成は、それらの一部又は全部が、ハードウェアで構成されても、プロ
セッサでプログラムが実行されることにより実現されるように構成されてもよい。また、
制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御
線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されている
と考えてもよい。
【符号の説明】
【０１１２】
１０・・・光ピックアップ、１１・・・レーザ光源、１２・・・コリメートレンズ、１３
・・・ビームスプリッタ、１４・・・対物レンズ、１５・・・対物レンズアクチュエータ
、１６・・・検出レンズ、１７・・・光検出器、１８・・・球面収差補正手段、１９・・
・フロントモニタ、２０・・・光ディスク、３０・・・スピンドルモータ、３１・・・ス
ライダ機構、５０・・・レーザ駆動回路
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