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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャンネルクロックＴの整数倍の所定の長さの記録マークおよびスペースを形成して情
報を記録する記録媒体に、前記所定の長さの記録マークを形成する際の記録パルスの設定
値が記録再生制御情報として記録された情報領域を有する記録媒体であって、
　前記所定の長さの記録マークを形成する際の記録パルスの設定値は、当該記録マークの
前方に形成される前方スペース基準で定義される前方スペース基準設定値と、当該記録マ
ークの後方に形成される後方スペース基準で定義される後方スペース基準設定値とを含み
、
　前記前方スペース基準設定値は、５Ｔ以上の前方スペースに対応する記録パルスの設定
値である基準値１と、前記５Ｔ以上の前方スペース以外の２Ｔ、３Ｔ及び４Ｔの前方スペ
ースに対応する記録パルスの設定値であって前記基準値１との差分値として示される差設
定値１とを含む参照テーブルで定義され、
　前記後方スペース基準設定値は、５Ｔ以上の後方スペースに対応する記録パルスの設定
値である基準値２と、前記５Ｔ以上の後方スペース以外の２Ｔ、３Ｔ及び４Ｔの後方スペ
ースに対応する記録パルスの設定値であって前記基準値２との差分値として示される差設
定値２とを含む参照テーブルで定義されることを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記記録再生制御情報が記録される情報領域は、
　前記基準値１と前記基準値２とが連続して記録された第１情報領域と、
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　前記第１情報領域と分離して当該第１情報領域の後に配置され、前記差設定値１と前記
差設定値２とが連続して記録された第２情報領域とを含むことを特徴する請求項１記載の
記録媒体。
【請求項３】
　前記基準値１および前記基準値２が１バイトのサイズであり、
　前記差設定値１および前記差設定値２が０．５バイトのサイズであることを特徴する請
求項１又は２記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記基準値１および前記基準値２が１バイトのサイズであり、
　前記差設定値１は、前方スペースが２Ｔに対応するものが１バイトのサイズで、前方ス
ペースが２Ｔ以外に対応するものが０．５バイトのサイズであり、
　前記差設定値２は、後方スペースが２Ｔに対応するものが１バイトのサイズで、後方ス
ペースが２Ｔ以外に対応するものが０．５バイトのサイズであることを特徴する請求項１
又は２記載の記録媒体。
【請求項５】
　チャンネルクロックＴの整数倍の所定の長さの記録マークおよびスペースを形成して情
報を記録する記録媒体に対して情報を記録再生する際に、前記所定の長さの記録マークを
形成する際の記録パルスの設定値が記録再生制御情報として記憶された情報領域を有する
メモリ部を含む記録再生装置であって、
　前記所定の長さの記録マークを形成する際の記録パルスの設定値は、当該記録マークの
前方に形成される前方スペース基準で定義される前方スペース基準設定値と、当該記録マ
ークの後方に形成される後方スペース基準で定義される後方スペース基準設定値とを含み
、
　前記前方スペース基準設定値は、５Ｔ以上の前方スペースに対応する記録パルスの設定
値である基準値１と、前記５Ｔ以上の前方スペース以外の２Ｔ、３Ｔ及び４Ｔの前方スペ
ースに対応する記録パルスの設定値であって前記基準値１との差分値として示される差設
定値１とを含む参照テーブルで定義され、
　前記後方スペース基準設定値は、５Ｔ以上の後方スペースに対応する記録パルスの設定
値である基準値２と、前記５Ｔ以上の後方スペース以外の２Ｔ、３Ｔ及び４Ｔの後方スペ
ースに対応する記録パルスの設定値であって前記基準値２との差分値として示される差設
定値２とを含む参照テーブルで定義されることを特徴とする記録再生装置。
【請求項６】
　前記記録再生制御情報が記録される情報領域は、
　前記基準値１と前記基準値２とが連続して記録された第１情報領域と、
　前記第１情報領域と分離して当該第１情報領域の後に配置され、前記差設定値１と前記
差設定値２とが連続して記録された第２情報領域とを含むことを特徴する請求項５記載の
記録再生装置。
【請求項７】
　前記基準値１および前記基準値２が１バイトのサイズであり、
　前記差設定値１および前記差設定値２が０．５バイトのサイズであることを特徴する請
求項５又は６記載の記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光を照射することで情報の記録を行うための情報記録媒体に関するも
のであり、特に情報記録媒体に予め記録されている、記録再生を行うための制御情報の配
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に光ディスクなどの情報記録媒体には記録を行なう際の記録再生制御情報が記載さ
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れている。例えば特許文献１に記載されている光ディスクの場合、「ディスクインフォメ
ーション（以下、ＤＩと略す）」と呼ばれる記録再生制御情報が含まれた情報が記載され
ている。またＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ＋Ｒの
場合には、「物理的フォーマット情報（以下、ＰＦＩと略す）」が上記ＤＩに相当する。
【０００３】
　また上記以外にも、上記ＤＩやＰＦＩと同一の形式または準ずる形式で、情報記録媒体
内の所定の領域に、情報記録媒体の記録再生装置によって記録される場合や、記録再生装
置の内部メモリなどに保持される場合がある。
【０００４】
　次に記録再生制御情報について、従来の光ディスクのＤＩ構造を例に挙げて説明する。
図１５は従来の光ディスクのＤＩ構造模式図であり、特許文献１ではリードイン領域１５
０１と呼ばれる領域に少なくとも１つ以上のＤＩが記載されている。また、ＤＩのサイズ
は１１２バイトであり、１つのＤＩには、１つの層、１つの倍速に対応した、１つの記録
パルス形状が記載されている。
【０００５】
　次に文献１に記載されているＤＩ構造を図１６に示す。図１６において、ＤＩはヘッダ
情報１６０１、記録再生制御情報１６０２から構成されており、記録再生制御情報１６０
２は、記録を行う際の記録パルス方式を規定する記録パルスタイプ１６０３、再生条件に
関する情報１６０４、１６０３の書き込み方式に対応した記録制御パラメータに関する情
報部である記録パルス条件１６０５から構成されている。
【０００６】
　光ディスクにおいては、記録マークを形成するための記録パルス条件は、各パルスのパ
ワーレベルを示すパワー情報と、各パルスの位置やパルス幅を示す記録パルス情報から成
り立ち、パワー情報と記録パルス情報をまとめてＷｒｉｔｅ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ（以下、
ＷＳと略す）と呼ぶ場合がある。
【０００７】
　次に図１７を用いてパワー情報と記録パルス情報について説明する。図１７は記録パル
ス形状の一例であり、チャネルクロックＴに対して、Ｔの８倍の長さ（＝８Ｔ）となるマ
ークを形成するための記録パルス形状の一例を示している。
【０００８】
　図１７の場合、パワー情報として、ピークパワーＰｗ１７０１、スペースパワーＰｓ１
７０２、クーリングパワーＰｃ１７０３、ボトムパワーＰｂ１７０４のような、記録パル
スの振幅方向のパラメータに関する情報を含む。また記録パルス情報として、トップパル
ス幅Ｔｔｏｐ１７０５、トップパルス幅開始位置ｄＴｔｏｐ１７０６、マルチパルス幅Ｔ
ｍｐ１７０７、ラストパルス幅Ｔｌｐ１７０８、クーリングパルス終了位置ｄＴｓ１７０
９のような、記録パルスの時間軸方向のパラメータに関する情報を含む。
【０００９】
　これらのパラメータが、例えば図１８のような形式でＤＩに格納されている。なおこれ
らの記録再生制御情報は、図１８と同一の形式、または準ずる形式で、情報記録媒体内の
所定の領域に情報記録媒体の記録再生装置によって記録される場合や、記録再生装置の内
部メモリなどに保持される場合がある。
【００１０】
　さらに上記の記録再生制御情報に加えて、全ての前方または後方スペース長さに対して
同じ記録パルス情報で記録を行うと、記録マークの前方または後方に位置するスペースの
長さによって記録マーク長さが変わってしまうため、各マーク長さのみでなく、マークの
前方または後方に位置するスペース長さとの関係によって、各々の記録パルス情報が定義
されることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
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【特許文献１】特開２００６－３１３６２１号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】図解ブルーレイディスク読本、オーム社
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　近年、情報記録媒体の高密度化により、記録マークの最短マーク長が検出系に依存する
分解能の限界に近づいている。例えば情報記録媒体が光ディスク媒体である場合には、検
出系に依存する分解能とはレーザ光を集光した光スポットの大きさによる光学的な分解能
を指すが、分解能の限界のため、符号間干渉の増大およびＳＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　Ｎｏｉ
ｓｅ　Ｒａｔｉｏ）の劣化がより顕著となっている。
【００１４】
　以下４０５ｎｍの波長を有する青色レーザを用いた１２ｃｍの光ディスク媒体で説明す
る。非特許文献１によれば、青色レーザを用いた光ディスク媒体で、レーザ光を集光させ
た光スポットサイズは３９０ｎｍであり、記録符号にＲＬＬ（１，７）を用いた記録層１
層当たりの記録容量が２５ＧＢの場合、最短マークの長さは１４９ｎｍとなる。
【００１５】
　また、この光ディスク媒体で、１層当たりの記録容量を例えば、ブルーレイ約１．１６
倍である２９ＧＢ以上とした場合、最短マークの長さは約１２８ｎｍとなる。更なる高密
度化を測ろうとすれば、さらに最短マークの長さは短くなる。
【００１６】
　同じ検出系を使用した場合、図１９（ａ）に示すように、記録容量２５ＧＢでは、光ス
ポット１９０１の中に最短マーク／スペースが２．６個分が入る大きさであったものが、
図１９（ｂ）の左図に示すように、記録容量が約２９ＧＢを超えると、光スポット１００
１の中に最短マーク／スペースが３個以上入る大きさとなり、２Ｔマークの前後のスペー
スが２Ｔの場合は、光ビームが前後のスペースを超えて、更に次のマークに重なる状態と
なる。しかしながら、図１９（ｂ）の右図に示すように前後のスペース長が３Ｔ以上の場
合は、この重なりは発生しない。このため２Ｔマークを記録する際に、前後スペースが２
Ｔと２Ｔ以外では光ビームの熱的な干渉の状態が異なる。よって、この熱干渉の影響を低
減するためには２Ｔマークを記録する際の記録パルス条件を、２Ｔマークの前後のスペー
ス長に応じて変更する必要が生じる。
【００１７】
　以下、図２０～２２を用いて、この２Ｔマークの前後のスペースに対して記録条件を異
にする際の具体的な記録パルス情報の設定方法について説明する。図２０は、Castle型と
呼ばれる記録パルスタイプに対する２Ｔマークの前後スペースに対する記録条件を示すも
のである。図２０（ａ）は、Castle型の記録パルス条件を定義するためのパラメータを示
す図である。Castle型の記録パルスは、記録パルスのパワーレベルとして、最大パワーレ
ベルとしてPw（２００１）、中間のパワーレベルとしてPm（２００２）、スペース部のパ
ワーレベルとしてPs（２００３）、マーク間の熱干渉を低減するための冷却パワーレベル
としてPc（２００４）が定義されており、それぞれのパワーレベルの時間を指定するため
のパラメータとして、以下のような定義がなされている。マークを記録する際のパルス開
始位置を定義するdTtop（２００６、２００９、２０１３）、開始パルス幅を定義するTto
p（２００５、２００８、２０１２）、３Ｔマーク以上の記録パルスの終了位置を定義す
るdTc（２０１０、２０１５）、４Ｔマーク以上の記録パルスの後端の最大パルス幅を定
義するTlp（２０１４）、マークの熱干渉を低減するためのパワーレベルPcのパルス幅を
定義するdTs（２００７、２０１１、２０１６）である。２Ｔマークを記録する際のパラ
メータはdTtop（２００６）とTop（２００５）、dTs（２００７）であるので、これらの
パラメータを前後スペースに対して設定することで、高密度の記録に対応するための２Ｔ
マークの前後スペース適応が実現できる。具体的なパルス幅条件のテーブルを図２０の（
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ｂ）～（ｅ）に示す。各テーブル内の数値は、テーブルのパラメータのシリアル番号を示
す。図２０（ｂ）に示すdTtopとTtopのテーブルは、それぞれの記録マーク（２Ｔ～５Ｔ
以上）に対して前方のスペースが２Ｔ、３Ｔ、４Ｔ、５Ｔ以上に対応したパラメータが設
定され、２Ｔマークの記録条件のみ後ろのスペースが２Ｔと３Ｔ以上に分けて設定される
。dTtopとTtopは先頭のパルスを定義するパラメータであるので、前方のスペースに対す
る依存性が大きいため２Ｔ、３Ｔ、４Ｔ、５Ｔ以上と細かく設定されており、後方のスペ
ースに対しては２Ｔと３Ｔ以上の２つに大別するだけで十分であるために、このようなテ
ーブルの構成となっている。つまりdTtopとTtopは、前方スペース基準で定義をされたパ
ルス設定値（パラメータ）ということになる。
【００１８】
　図２０（ｃ）に示すdTsのテーブルは、それぞれの記録マーク（２Ｔ～５Ｔ以上）に対
して後方スペースが２Ｔ、３Ｔ、４Ｔ、５Ｔ以上に対応したパラメータが設定され、２Ｔ
マークの記録条件のみ前方スペースが２Ｔと３Ｔ以上に分けて設定される。dTsは記録マ
ークの後端位置のパルスを決定するパラメータであるので、後方のスペースに対する依存
性が大きいため２Ｔ、３Ｔ、４Ｔ、５Ｔ以上と細かく設定されており、前方のスペースに
対しては２Ｔと３Ｔ以上の２つに大別するだけで十分であるために、このようなテーブル
の構成となっている。dTsは、後方スペース基準で定義されたパルス設定値（パラメータ
）である。図２０の（ｄ）と（ｅ）に示すdTcとTlpは、２Ｔマークのパルス条件には含ま
れないために、前後のスペースに対して設定を行う必要はなく、後方のスペースに対して
のみ設定される。よって、dTcとTlpは後方スペース基準で定義された設定値（パラメータ
）である。図２０に示すように、Castle型の記録パルスの時間軸側の形状である記録パル
ス情報を定義する（ｂ）～（ｅ）のテーブルには、８０個の独立なパラメータが必要とな
る。
【００１９】
　図２１（ａ）は、Ｎ－１型と呼ばれる記録パルスの形状を定義するためのパラメータを
示す図である。Ｎ－１型の記録パルスタイプは、長さがＮのマークをＮ－１の連続パルス
で記録を行う記録方式である。このＮ－１型の記録パルス条件は、記録パルスのパワーレ
ベルとして、最大パワーレベルとしてPw（２１０１）、スペース部のパワーレベルとして
Ps（２１０２）、マーク間の熱干渉を低減するための冷却パワーレベルとしてPc（２１０
３）、連続したパルスで記録されるマークのパルス間のパワーレベルであるPb（２１０４
）が定義されており、それぞれのパワーレベルの時間を指定するためのパラメータとして
、以下のような定義がなされている。マークを記録する際のパルス開始位置を定義するdT
top（２１０６、２１０９、２１１３）、開始パルス幅を定義するTtop（２１０５、２１
０８、２１１２）、３Ｔマーク以上の記録パルスの後端のパルス幅を定義するTlp（２１
１０、２１１４）、３Ｔマーク以上の記録パルスの後端のパルス位置を定義するdTlp（２
１１６、２１１７）、マークの熱干渉を低減するためのパワーレベルPcのパルス幅を定義
するdTs（２１０７、２１１１、２１１５）、連続したパルスで記録されるマークのパル
ス間隔を定義するTmpである。Castle型の記録パルスタイプと同様に、２Ｔマークを記録
する際のパラメータはdTtop（２１０６）とTop（２１０５）、dTs（２１０７）であるの
で、これらのパラメータを前後スペースに対して設定することで、高密度の記録に対応す
るための２Ｔマークの前後スペース適応が実現できる。図２１の（ｂ）～（ｅ）に示す。
Ｎ－１型の記録パルスタイプの具体的なパラメータの設定テーブルの考えか方は、Castle
型と同等であるので詳細な説明は省略する。図２１に示すように、Ｎ－１型の記録パルス
の時間軸側の形状を定義する（ｂ）～（ｅ）のテーブルである記録パルス情報は、８５個
の独立なパラメータが必要となる。Ｎ－１型では、dTtop、Ttopが前方スペース基準で定
義された設定値（パラメータ）であり、dTs、dTlp、Tlpが後方スペース基準で定義された
設定値（パラメータ）となる。
【００２０】
　図２２（ａ）は、Ｎ／２型と呼ばれる記録パルスタイプを定義するためのパラメータを
示す図である。Ｎ／２型の記録パルスは、記録マークの長さが偶数と奇数に分けてＮのマ
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ークをＮ／２の連続パルスで記録を行う記録方式である。このＮ／２型の記録パルスは、
記録パルスのパワーレベルとして、最大パワーレベルとしてPw（２２０１）、スペース部
のパワーレベルとしてPs（２２０２）、マーク間の熱干渉を低減するための冷却パワーレ
ベルとしてPc（２２０３）、連続したパルスで記録されるマークのパルス間のパワーレベ
ルであるPb（２２０４）が定義されており、それぞれのパワーレベルの時間を指定するた
めのパラメータとして、以下のような定義がなされている。マークを記録する際のパルス
開始位置を定義するdTtop（２２０６、２２０９、２２１２、２２１９、２２２５）、開
始パルス幅を定義するTtop（２２０５、２２０８、２２１１、２２１８、２２２４）、４
Ｔマーク以上の記録パルスの後端の最大パルス幅を定義するTlp（２２１５、２２２１、
２２２７）、後端の最大パルス開始位置を定義するdTlp（２２１６、２２２２、２２２８
）、マークの熱干渉を低減するためのパワーレベルPcのパルス幅を定義するdTs（２２０
７、２２１０、２２１７、２２２３、２２２９）、連続したパルスで記録されるマークの
パルス間隔を定義するTmpである。このTmpの開始位置を定義するdTmp（２２１４、２２２
０、２２２６）は、マーク長が偶数の場合は０、奇数の場合はマーク長の１／２として設
定されるので変更できるパラメータとしては定義されない。Castle型の記録パルスタイプ
と同様に、２Ｔマークを記録する際のパラメータはdTtop（２２０６）とTop（２２０５）
、dTs（２２０７）であるので、これらのパラメータを前後スペースに対して設定するこ
とで、高密度の記録に対応するための２Ｔマークの前後スペース適応が実現できる。図２
３の（ｂ）～（ｄ）に示すＮ／２型の記録パルスの具体的なパラメータの設定テーブルの
考えか方は、Castle型と同等であるので詳細な説明は省略する。図２３に示すように、Ｎ
／２型の記録パルスの時間軸側の形状を定義する（ｂ）～（ｄ）のテーブルに相当する記
録パルス情報は、７７個の独立なパラメータが必要となる。Ｎ／２型では、dTtop、Ttop
が前方スペース基準で定義された設定値（パラメータ）であり、dTs、dTlp、Tlpが後方ス
ペース基準で定義された設定値（パラメータ）となる。
【００２１】
　このように記録密度をアップさせると熱干渉が増大して、従来は前後スペースを独立に
パラメータを設定していれば問題が発生しなかった記録方法が、２Ｔマークを記録する際
には前後のスペースに依存して記録パラメータを持つ必要があり、記録パルスの設定条件
が複雑になりパラメータ数が増大するという課題が発生する。従来と互換を持ったフォー
マットで記録密度の増加させる際には、ＤＩに記録できるバイト数が既にフォーマット上
規定されているために、この課題は深刻な問題となる。２５ＧＢ・５０ＧＢのブルーレイ
のフォーマットで用いられているＤＩのサイズは、１つの記録条件に対して１１２バイト
のサイズしかなく、記録パルス条件に与えられるバイト数は６０バイト程度が上限となる
。このため、フォーマット構造を堅持して互換を保ったまま、高密度の記録を行うために
記録条件のパラメータを拡張させることは非常に困難となる。上記の記録条件は、Castle
で８０バイト、Ｎ－１で８５バイト、Ｎ／２で７６バイトが必要となり６０バイトでは到
底収まりきらないという課題が発生する。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　前記課題を解決するために本発明の記録媒体は、チャンネルクロックＴの整数倍の所定
の長さのマークおよびスペースを形成して情報を記録する際に、所定の長さの記録マーク
を形成する記録パルス設定値が、前方スペースに基準で定義される記録パルス設定値と後
方スペース基準で定義される記録パルス設定値を持ち、前方スペース基準で定義されるパ
ルス設定値は、所定の前方スペースに対応する記録パルス設定値１と所定の前方スペース
以外に対応する記録パルスの設定値を設定値１との差としてもとまる差設定値１と、後方
スペース基準で定義されるパルス設定値は所定の後方スペースに対応する記録パルス設定
値２と所定の後方スペース以外に対応する記録パルスの設定値を前記基準値との差として
もとまる差設定値２が、記録媒体に記録再生制御情報として記録されることを特徴として
おり、本構成によって記録再生制御情報のデータ量を削減することが可能となっている。
【００２３】
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　また、基準値１の所定の前方スペース長を５Ｔ以上のスペースとし、基準値２の所定の
後方スペースを５Ｔ以上のスペースとすることで、基準値との差を小さくできデータ量を
より削減できることを可能としている。
【００２４】
　更に、基準値１と基準値２が連続して配置され後に、差設定値１および差設定値２が記
録再生制御情報として連続されて配置することでデータの配置効率を向上させる効果もあ
る。また、基準値１と基準値２が１バイトのサイズであり、差設定値１の中で前方スペー
スが２Ｔに対応する設定値が１バイトサイズで、差設定値２の中で後方スペースが２Ｔに
対応する設定値が１バイトサイズとし、これ以外の差設定値１と差設定値２が０．５バイ
トのサイズで記録再生制御情報として配置することで最小限のサイズで記録再生制御情報
を記録媒体に記録可能となる。
【００２５】
　上記、本願の特徴は記録媒体に記録再生制御情報を記録する際に有効のみならず、記録
再生装置上のメモリーに記録再生制御情報を配置する際にもまったく同様の効果をもたら
す。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、同一フォーマットを継承しながら記録密度を増加させる際に、情報記
録媒体の高密度化により熱干渉が増加することに対処するために、記録パルスに関する情
報が拡張されて記録パルス条件に関する記録再生制御情報の情報量が増大した場合でも、
情報量を圧縮して記録パルス条件に関する情報を記録再生制御情報領域（ＤＩ領域）に記
録することで、光ディスクに記録される記録再生制御情報のフォーマットを変更せずに記
録再生が実現できる非常に互換性の高い光ディスクおよび光ディスクシステムを提供する
。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態１における情報記録媒体の平面図
【図２】本発明の実施の形態１におけるＤＩ情報の模式図
【図３】本発明の実施の形態１におけるＤＩ構造の詳細図
【図４】本発明の実施の形態１における記録パルステーブル（Castle）
【図５】本発明の実施の形態１における記録パルステーブル（Ｎ－１）
【図６】本発明の実施の形態１における記録パルステーブル（Ｎ／２）
【図７】本発明の実施の形態１における各記録パルスタイプの記録パルステーブル
【図８】本発明の実施形態１における光ディスク装置
【図９】本発明の実施の形態２における記録パルステーブル（Castle）
【図１０】本発明の実施の形態２における記録パルステーブル（Ｎ－１）
【図１１】本発明の実施の形態２における記録パルステーブル（Ｎ／２）
【図１２】本発明の実施の形態２における各記録パルスタイプの記録パルステーブル
【図１３】２Ｔ連続記録部の２Ｔマークシフト説明図
【図１４】本発明の実施の形態３における記録パルステーブル（Castle）
【図１５】従来のＤＩ構造の例
【図１６】従来のＤＩ構造の詳細例
【図１７】従来の光ディスクで用いる記録パルスタイプ（Ｎ－１）
【図１８】従来の記録再生条件の詳細例
【図１９】高密度記録時のマークサイズとビーム形状
【図２０】従来の記録パルス（Castle）
【図２１】従来の記録パルス（Ｎ－１）
【図２２】従来の記録パルス（Ｎ／２）
【図２３】従来の記録パルステーブル（Ｎ／２）
【発明を実施するための形態】
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【００２８】
　（実施の形態１）
　以下本発明の実施の形態における情報記録媒体および情報記録媒体に記録再生を行う装
置について、図面を参照しながら説明する。図１は本発明の実施の形態における情報記録
媒体の平面図である。図１において、１０１は制御情報領域、１０２は情報記録領域であ
る。
【００２９】
　制御情報領域１０１に記録されている記録再生制御情報であるＤＩの詳細について、図
２を用いて説明する。図２において、２０１および２０２は複数の記録再生制御情報（Ｄ
Ｉ）であり、Ｎ個の独立したＤＩが２０１に記録され、２０２領域以降には、同一の情報
が繰り返し記録される構成となっている。これは、同一の情報を複数回繰り返して記録す
ることで、傷や指紋などの市場で起こりうる光ディスクの劣化要因に対して耐性を向上す
るための措置である。２０１領域に含まれるそれぞれのＤＩのデータ構造について以下説
明を行う。領域２０１には、２０１－１から２０１－ＮまでのＮ種類のＤＩ情報が確保さ
れており、それぞれのＤＩ情報はディスクの層番号と記録のパルスタイプに対応した記録
再生制御情報が記録される。それぞれのＤＩ情報２０１－１からから２０１－Ｎは、各Ｄ
Ｉで共通する２０３のヘッダ情報と２０８のフッダ情報で構成される。各ＤＩのサイズは
、１１２バイトであり、これは特許文献１と同様である。２０３のヘッダ情報は、２０１
領域の構造に関する情報を含んでいる（特許文献１と同様）。２０８のフッダ部分には、
すべてのＤＩに共通して配置を行いたい情報が配置されている。２０４の記録再生制御情
報は、２０５／２０９のディスク情報部、２０６／２１０の再生条件、２０７／２１１の
記録パルス条件で構成されている。各ＤＩ（２０１－１から２０１－Ｎ）は、それぞれデ
ィスクの層およびその層の記録パルスタイプに対応する記録条件として、２０７や２１０
などの記録パルス条件で構成されており、ディスクの層番号に対応する記録パルスタイプ
に応じて独自にパラメータを各ＤＩに設定可能である。層番号と記録パルスタイプは、２
０５／２０９などのディスク情報部に記載されており、この情報をもとに対応する層に適
した記録条件を選択できる。また、ヘッダ部２０３には、２０１領域に記録されている有
効なＤＩの数が記載されており、この値を参照することで２０１中の有効なＤＩ数を取得
できる。有効でないＤＩのディスク情報部、再生条件、記録パルス条件は、本実施例では
ゼロのデータが記録されている。なおこれらの情報以外にもヘッダ部には、どの倍速で記
録するのかを示す倍速情報や、ＤＩの総数を示すＤＩ個数情報や、現在再生しているＤＩ
が全体の何番目のＤＩであるかを示す情報が記録されていても良い。
【００３０】
　図３に、各ＤＩ（２０１－１から２０１－Ｎ）の詳細を示す。ディスク情報部２０５は
、１８バイトから構成され、ＤＩが指定する層のメディアタイプ（書き換え可能な層、１
回記録可能な層、読み出し専用層）を表す３０１、ディスクのサイズとディスクのフォー
マットバージョンを表す３０２、ディスクの層数とメディアのタイプを示すディスク構造
情報３０３、上位のビットで他のフォーマットディスクとのハイブリッドで構成されたこ
と表すハイブリッドディスク構造情報ならびに下位のビットで記録密度の情報を表す３０
４、各層のトラッキングの極性情報である３０５、ＢＣＡ（バーストカッティングエリア
）の有無を表すＢＣＡ有無フラグ情報３０６、データ領域の最終アドレス情報を示すデー
タ領域の管理情報３０８と１バイトのリザーブ３０９で構成されていることを特徴として
いる。また、再生条件２０６は、記録再生時の線速度である３１０、レーザに高周波重畳
を付加しない状態で許される最大の再生パワー３１１、レーザに高周波重畳を付加した状
態で許される最大の再生パワー３１２、１バイトのリザーブ３１３で構成されていること
を特徴としている。更に、記録パルス条件２１１は、記録時のパワーレベルを指定するた
めの情報である記録パワー情報３１４、記録時のパルス時間を指定するための情報である
記録パルス情報３１５で構成されている。この記録パルス条件２１１は、記録パルスの形
状によってパラメータが異なるために、ヘッダ情報２０３中に記録されている記録パルス
タイプの情報に対応して内容が変化する。記録パルスタイプは、前述したようにCastle型
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、Ｎ－１型、Ｎ／２型が存在する。本願の高密度の記録を実現するために２Ｔの記録パル
スの形状を前後のスペースに対して異なった値を割り当てた場合、パルスの時間を指定す
るために必要な情報である記録パルス情報は、前節で既に説明を行ったがCastle型で８０
バイト、Ｎ－１で８５バイト、Ｎ／２で７６バイトが必要とる。しかしながら、ＤＩの１
１２バイトのサイズの中に図３に示される必要な情報を全て記録すると、記録パルス情報
として割り当て可能なバイト数は６０バイトが上限となってしまう。この課題を解決する
ために、本願の記録媒体は、前述した記録パルス情報３１５のデータ構造に格別な工夫を
施すことで、６０バイト以下で記録パワー情報を全ての記録パルスタイプに対して記載が
可能なようにしたことを大きな特徴としている。本願の特徴である記録パルス情報３１５
のデータ構造について、それぞれの記録パルスタイプごとに具体的に、以下、説明を行う
。
【００３１】
　まずは、Castle型の記録パルスについて説明を行う。Castle型の記録パルスは、図２０
を用いて既に説明したように８０パラメータで構成されているために、８０バイトの情報
量が必要となる。本発明の第１の実施例では、図４に示すテーブル構造によってデータの
バイト数の削減を行ったことを特徴とする。図４に示すテーブルの中の数値は、そのテー
ブルの情報を定義するのに必要なバイト数である。dTtopとTtop（前方スペース基準設定
値）のパラメータは、各マークの前方スペースが５スペース以上のパラメータに１バイト
の情報量を与えこれを設定値１とする。設定値１は、dTtop、Ttopの値がそのものとなる
。一方、前方スペースが４スペースから２スペースについては、前方のスペースが５スペ
ース以上dTtop、Topの値（設定値１）からの差として差情報１を記録する。dTtopやTtop
などのパルス条件は、記録を行うマークの長さに大きく依存するが、前方のスペースに対
する依存性は少なくなるので、前方スペースが４スペースから２スペースの記録マークご
とに、前方スペースが５スペースとの値の差を演算すれば、４スペースから２スペースに
必要なテーブルの値は小さくすることができる。この差の値は、０．５バイトで表現可能
な＋７～－８の範囲に収めることが可能である。同様にdTs、dTc、Tlp（後方スペース基
準設定値）は各マークの後方スペースが５スペース以上のパラメータに１バイトの情報を
設定値２として与え、この設定値２との差を差情報２としてテーブルに記載することで、
後方スペースが４スペースから２スペースについても、０．５バイトで表現が可能な範囲
にテーブルの値を圧縮可能となる。このように、前方スペースに依存する記録パルスパラ
メータは前方スペースが５スペース以上の記録パラメータを基準として、その差をテーブ
ルに定義を行い、後方スペースに依存する記録パルスパラメータは後方スペースが５スペ
ース以上の記録パラメータを基準として、その差をテーブルに定義をすることで、テーブ
ル情報量を圧縮可能となる。Castle型の記録パルス情報は、従来８０バイトが必要であっ
たが、図４のテーブル構造を導入することで、５０バイトまで情報量の圧縮が可能となり
、従来のフォーマット構造を維持したまま記録パルス条件をディスクに記載可能となる。
これによって、従来の光ディスクとの互換性が高まりフォーマットの互換が高い光ディス
クならびに光ディスクシステムを実現可能となる。図４のテーブルに１バイトもしくは差
分として０．５バイトで定義される値は、本実施例ではチャンネルクロックの１／３２単
位の値である。しかしながら、チャンネルクロックの１／１６の単位でしか分解能を表現
できないケースでは、設定値を偶数とすることで、１／１６の分解能の設定が可能となる
。この方法は、１／１６と１／３２という２種類の分解能を持つケースで共通の設定値を
与える方法として有効となる。
【００３２】
　Ｎ－１型の記録パルスタイプについて次に説明を行う。Ｎ－１型の記録パルスは、図２
１を用いて既に説明したように８５パラメータで構成されているために、記録パルス情報
として８５バイトの情報量が必要となる。しかし、前述したCastleタイプと同様の考え方
に基づきデータの圧縮を行うと、図５に示すテーブル構造となる。よって、テーブルに必
要なバイト数は５３．５バイトまで削減が可能となる。
【００３３】
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　Ｎ／２型の記録パルスタイプについて次に説明を行う。Ｎ／２型の記録パルスは、図２
２及び図２３を用いて既に説明したように７６パラメータで構成されているために、記録
パルス情報として７６バイトの情報量が必要となる。しかし、前述したCastleタイプと同
様の考え方に基づきデータの圧縮を行うと、図６に示すテーブル構造となる。よって、テ
ーブルに必要なバイト数は４８．５バイトまで削減が可能となる。
【００３４】
　図７に、記録パルスタイプごとに定義をした記録パルス情報３１５の具体的なテーブル
構造を示す。図７に示すように、記録パルス情報３１５は、前方もしくは後方のスペース
が５Ｔスペース以上であるバイトサイズで定義されるパラメータ部分７０１と、後方のス
ペースが５Ｔスペース以外である７０１との差分情報を保持するテーブル７０２に大きく
２つに分離された構造となっている。このような構造とすることで、７０２テーブルにお
いては、０．５バイトで定義をされる差分の情報が集中して配置されるために、１つのテ
ーブルのパラメータがバイトの境界をまたがって配置されることを回避可能となる。もし
、１バイトと０．５バイトで表現される情報を混在して配置を行った場合に、０．５バイ
トの情報が奇数個配置されると、１バイトの情報がバイト境界をまたがって配置されるた
めに、データ構造上処理が複雑となる。これを回避するには、０．５バイトの境界部分で
は、無駄が発生してテーブルのサイズが増大することになる。図７のテーブル構成は、こ
の課題に対しての対策として考案されたもので、データの配置効率を最大化が可能となっ
ている。
【００３５】
　図８は、本発明の第１の実施形態による光ディスク装置８００を示す図である。光ディ
スク装置８００は、搭載された情報記録媒体８０１から情報の再生を行うか、または、情
報記録媒体８０１へ情報の記録を行う装置である。情報記録媒体８０１は、例えば光ディ
スクである。光ディスク装置８００は、光ヘッド部８０２と、レーザ制御部８０３と、記
録パルス生成部８０４と再生信号処理部８０５と、データ処理部８０６と、コントローラ
部８０７と、メモリー部８０８を備える。まずは、光ディスク装置８００の再生について
説明する。光ヘッド部８０２は、対物レンズを通過したレーザ光を情報記録媒体８０１の
記録層に収束させ、その反射光を受光して、情報記録媒体８０１に記録された情報を示す
アナログ再生信号を生成する。情報記録媒体８０１から再生されたアナログ再生信号は、
再生信号処理部８０５にて信号処理されて、２値化信号をデータ処理部８０６に渡す。
【００３６】
　データ処理部８０６では、受け取った２値化信号から再生データをコントローラ部８０
７に渡す。次に、光ディスク装置８００の記録について説明する。コントローラ部８０７
において、記録データと記録再生制御情報を記録パルス生成部８０４に渡す。前記、記録
再生制御情報は、情報記録媒体８０１に記載されている。記録パルス生成部８０４では、
受け取った記録データと記録条件をもとに、記録信号を生成する。生成された記録信号を
受け取ったレーザ制御部８０３は、記録信号をもとに、光ヘッド部に搭載されたレーザの
発光を制御することで、情報記録媒体８０１にマークを形成することでデータを記録する
。
【００３７】
　このような光ディスク装置８００において、情報記録媒体８０１上に記録された記録再
生制御情報を読み出して記録を行うケースと、予めメモリー部８０８に保存された記録再
生制御情報に基づいて記録を行うケースが存在する。このようなケースにおいて、記録再
生制御情報のデータ量が減少することは、記録を行う光ディスクドライブのメモリーサイ
ズの削減にも貢献する。通常の光ディスク装置は、光ディスクに記録を行うために必要な
記録パルス情報を半導体のメモリーにメディア毎に保存する必要がある。このため、メデ
ィアの種類が増大するとメモリーサイズを圧迫してしまうという課題が発生する。本発明
の第１の実施例である、図４～６のデータ構造で記録パルス条件を圧縮すれば、半導体の
メモリーサイズを削減ができきるというメリットも同時に発生する。
【００３８】
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　（実施の形態２）
　以下本発明の実施の第２の形態における情報記録媒体について、図面を参照しながら説
明する。図９から１１は、それぞれCastle型、Ｎ－１型、Ｎ／２型の記録パルス情報の第
２の実施例におけるバイト数を規定した図である。第１の実施例では、dTtop、Ttopの前
方スペースが４Ｔから２Ｔまでのパラメータが、全て０．５バイトで規定をされていたが
、第２の実施例では先行スペースが２Ｔで、記録マークが２Ｔの場合に限ってdTtopに１
バイトのパラメータサイズが規定されている。同様にdTsに限って後方スペースが２Ｔで
、記録マークが２Ｔの場合に限ってdTtopに１バイトのパラメータサイズが規定されてい
る。また、第２の実施例のテーブルの構造を図１２に示す。これは、第１の実施例よりも
更なる高密度記録を実施する際に必要な措置である。この点について図１３を用いて、以
下詳しく説明を行う。
【００３９】
　図１３は、２Ｔマークの２Ｔスペースの連続記録時の熱干渉によるマーク位置ずれを模
式的に示した図である。熱干渉が最も大きく発生するのは、２Ｔマークと２Ｔスペースが
記録されるケースで、このパターンとして図１３に示したように２種類のパターンが存在
する。第１のパターン（Ｂテーブル）は、３Ｔスペース以上１３０１の後に２Ｔマーク１
３０２が記録され、その後２Ｔスペース１３０３が記録されるケースである。このケース
は、図１３に示したdTtopテーブルのＢの箇所に相当する。第２のパターン（Ａテーブル
）は、２Ｔスペース１３０４の後に２Ｔマーク１３０５が記録され、その後３Ｔスペース
以上の１３０６が記録されるケースである。このケースは、図１３に示したdTtopテーブ
ルのＡの箇所に相当する。これらのパターンでは、２Ｔの記録マークが熱干渉の影響を受
けて本来の記録位置（図中で点線で示したマーク位置）から図１３に矢印で示した方向に
シフトをしてしまう。このマークの熱的なシフトを回避するためには、２Ｔマークの記録
開始パルス位置であるdTtopと記録終了パルス位置に相当するdTsをシフトする必要がある
。このような理由で、記録密度が上がって熱干渉が増加した系では、熱干渉を補正するた
めにdTtopとdTsのＡおよびＢに相当するテーブルの値を＋／－にお互い一定量ずらす必要
が生じる。これによって、テーブルのＤとＢ間およびＡとＣ間に大きな差が発生すること
になる。この差分をテーブルで表現をするためには、図９から１１に示したような補正量
の拡張が必要となる。図９から１１の例では、先行スペースが２Ｔで、記録マークが２Ｔ
の場合に限ってdTtopに１バイトのパラメータサイズが規定され、dTsに限って後方スペー
スが２Ｔで、記録マークが２Ｔの場合に限ってdTtopに１バイトのパラメータサイズが規
定されているため、このシフトに容易に対応可能となる。第２の実施例によって、従来補
正が困難であった２Ｔ連続パターンのマーク位置ずれを補正可能な記録条件が提供可能な
った。
【００４０】
　（実施の形態３）
　以下本発明の実施の第３の形態における情報記録媒体について、図面を参照しながら説
明する。第１の実施形態では、前方もしくは後方のスペースが５Ｔスペースである場合か
らの差をパラメータとして規定を行っていた。この場合、差を計算する基準のパラメータ
（実施形態１では、例えば前方もしくは後方のスペースが５Ｔ）が最も大きい場合や最も
小さい場合は、オフセット量が大きくなり４ビットの情報量では、定義ができなくなる可
能性がある。実施形態３は、この課題に対して考案をされたものである。実施形態１では
、前方もしくは後方のスペースが５Ｔスペースである場合からの差をパラメータとして規
定を行っていたが、実施形態の３では任意の値をテーブルに記載して、この値からのテー
ブルに記載する方式である。実施形態の３の説明図である図１４の所定値がこの値に相当
をする。実施形態３は、この値を１バイトで規定して、この所定値との差を０．５バイト
でマークごとに設定するテーブル構成に関する発明である。この構成によって、もっとも
中心に近い値を初期設定値として定義できるために、０．５バイトの差分情報であっても
最大限の記録パルス条件を規定可能となる。図１４はCastle型の記録パルスに対して示し
ているが、その他のＮ－１、Ｎ／２でも基本的な考え方は同等であるので、詳細な説明は
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省略する。
【００４１】
　以上の様に、本発明によれば将来の情報記録媒体の高密度化により記録パルス情報が拡
張されて記録再生制御情報の情報量が増大した場合や、情報記録媒体の層数が増えること
により記録再生制御情報の総情報量が増大した場合にその情報量を削減する手段を提供す
るものであり、高密度記録に向けてフォーマットを進化させていく際に非常に重要な技術
となる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明によると、記録密度の高密度化や記録媒体の多層化に伴って記録再生制御情報が
増大した場合でも、適切に記録再生制御情報を記録可能とするため、汎用的な高密度情報
記録媒体の実現に貢献することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１０１　　制御情報領域
　１０２　　情報記録領域
　２０１　　ＤＩ
　２０２　　ＤＩ
　２０３　　ヘッダ情報
　２０４　　記録再生制御情報
　２０５　　ディスク情報部
　２０６　　再生条件
　２０７　　記録パルス情報部
　２０８　　フッタ情報
　３０１　　層のメディアタイプ
　３０２　　ディスクのサイズ／バージョン情報
　３０３　　ディスクの構造情報
　３０４　　ハイブリッドディスク構造情報／チャンネルビット長
　３０５　　各層のトラッキング信号の極性
　３０６　　各層の記録マークの極性
　３０７　　ＢＣＡ（バーストカッティングエリア）の有無フラグ
　３０８　　データ領域の管理情報
　３０９　　リザーブ
　３１０　　記録再生速度
　３１１　　高周波重畳なしでの最大再生パワー
　３１２　　高周波重畳時の最大再生パワー
　３１３　　リザーブ
　３１４　　記録パワー情報
　３１５　　記録パルス情報
　７０１　　５Ｔスペース以上テーブル
　７０２　　５Ｔスペース以外テーブル
　８００　　光ディスク装置
　８０１　　情報記録媒体
　８０２　　光ヘッド部
　８０３　　レーザ制御部
　８０４　　記録パルス生成部
　８０５　　再生信号処理部
　８０６　　データ処理部
　８０７　　コントローラ部
　８０８　　メモリー部
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