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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの記録層を含む記録媒体との間でデータを記録または再生する方法であ
って、前記方法は、
　前記記録媒体に記録された制御情報に基づいて前記記録層の１つについての特定の記録
速度および書込みストラテジを判定するステップであって、前記制御情報はシーケンス順
に整列された複数の情報ユニットを含み、各情報ユニットは第１の記録層情報、第２の記
録層情報、型情報、記録速度情報およびシーケンス番号情報を含み、前記第１の記録層情
報は記録層の総数を示し、前記第２の記録層情報は記録層の対応する１つを示し、前記型
情報は書込みストラテジの型を示し、前記記録速度情報は対応する記録速度を示し、前記
シーケンス番号情報は前記制御情報における前記複数の情報ユニットのうち対応する情報
ユニットのシーケンス順を示し、前記複数の情報ユニットのシーケンス順は、増大する記
録速度の順序により、同じ記録速度について、情報ユニットのシーケンス順は、昇順の記
録層番号の順序により、同じ記録速度および記録層について、前記情報ユニットのシーケ
ンス順は、代替書込みストラテジに対する優先書込みストラテジの型の順序による、ステ
ップと、
　前記情報ユニットに基づいて前記書込みストラテジについての書込みパラメータを使用
して前記特定の記録速度で前記記録媒体との間でデータを記録または再生するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
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　少なくとも２つの記録層を含む記録媒体であって、
　シーケンス順に整列された複数の情報ユニットを含む制御情報であって、各情報ユニッ
トは前記記録層の１つについての特定の記録速度および書込みストラテジのために提供さ
れ、各情報ユニットは第１の記録層情報、第２の記録層情報、型情報、記録速度情報およ
びシーケンス番号情報を含み、前記第１の記録層番号は記録層の総数を示し、前記第２の
記録層情報は記録層の対応する１つを示し、前記型情報は前記書込みストラテジの型を示
し、前記記録速度情報は対応する記録速度を示し、前記シーケンス番号情報は前記制御情
報における前記複数の情報ユニットのうち対応する情報ユニットのシーケンス順を示し、
前記複数の情報ユニットのシーケンス順は、増大する記録速度の順序により、同じ記録速
度について、前記情報ユニットのシーケンス順は、昇順の記録層番号の順序により、同じ
記録速度および記録層について、前記情報ユニットのシーケンス順は、代替書き込みスト
ラテジに対する優先書込みストラテジの型の順序による、制御情報を備えたことを特徴と
する記録媒体。
【請求項３】
　少なくとも２つの記録層を含む記録媒体との間でデータを記録または再生する装置であ
って、
　前記記録媒体との間でデータを記録または再生するように構成されたピックアップと、
　前記ピックアップと動作的に結合され、前記記録媒体に記録された制御情報に基づいて
前記記録層の１つについての特定の記録速度および書込みストラテジを判定し、前記制御
情報はシーケンス順に整列された複数の情報ユニットを含み、各情報ユニットは第１の記
録層情報、第２の記録層情報、型情報、記録速度情報およびシーケンス番号情報を含み、
前記第１の記録層情報は記録層の総数を示し、前記第２の記録層情報は記録層の対応する
１つを示し、前記型情報は前記書込みストラテジの型を示し、前記記録速度情報は対応す
る記録速度を示し、前記シーケンス番号情報は前記制御情報における前記複数の情報ユニ
ットのうち対応する情報ユニットのシーケンス順を示し、前記複数の情報ユニットのシー
ケンス順は、増大する記録速度の順序により、同じ記録速度について、情報ユニットのシ
ーケンス順は、昇順の記録層番号の順序により、同じ記録速度および記録層について、前
記情報ユニットのシーケンス順は、代替書込みストラテジに対する優先書込みストラテジ
の型の順序による、コントローラであって、前記ピックアップを制御して、前記情報ユニ
ットに基づいて前記書込みストラテジについての書込みパラメータを使用して前記特定の
記録速度で前記記録媒体との間でデータを記録または再生するようにさらに構成されたコ
ントローラと
　を備えたことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録媒体、特に、書込み速度情報及び書込み速度ごとの書込みストラテジ情報
（書込みストラテジパラメータ）が記録されたディスク制御情報内に含まれる、少なくと
も一つの記録層を含む記録可能型光ディスク上にディスク制御情報を記録する方法、及び
記録可能型光ディスクの特定の領域に記録されているディスク制御情報を用いてデータを
記録する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤ－ＤＶＤとして知られている高密度光記録媒体は、高解像度のビデオデータ、大量
のプログラムデータ、高品質のオーディオデータなどを記録及び保存するために広く使わ
れている。ブルーレイ・ディスクは、次世代のＨＤ－ＤＶＤ技術を代表するものである。
現在、追記型ブルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＷＯ）についての標準を含むブルーレイ・デ
ィスクのグローバル標準化のための技術的な仕様が策定中である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　一方、１ｘ倍速ＢＤ－ＲＥとして知られ、現在論議中の書換型ブルーレイ・ディスクは
、高い書込み速度、すなわち、２ｘ倍速ＢＤ－ＲＥ及びそれ以上の速度を有すると予想さ
れるＢＤ－ＲＥと互換可能である必要がある。高い書込み速度に対するＢＤ－ＷＯの仕様
も進行中である。高密度光ディスクの高い書込み速度に対応できる効率的なソリューショ
ンが至急求められており、策定された仕様は相互互換性を保証する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　そこで、本発明は、従来の技術における制限及び欠点による１以上の問題を実質的に解
消するディスク制御情報記録方法を対象とする。
【０００５】
　本発明の１つの目的は、書込み速度情報が記録媒体上に事前に記録されたディスク制御
情報内に含まれ、記録媒体との記録及び再生が記録されたディスク情報に基づいて行うこ
とができる、高い書込み速度に対応するディスク制御情報を記録する方法を提供すること
である。
【０００６】
　本発明の別の目的は、ディスク制御情報を構成するためのデータ構造を提供することで
ある。
【０００７】
　本発明の別の目的は、同類ベースの記録媒体間での互換性を達成するために、記録層ご
との特定の書込み速度用情報が特定のシーケンスとして与えられる、ディスク内の特定の
領域において高い倍速記録に対応するディスク制御情報を記録する方法を提供することで
ある。
【０００８】
　本発明の別の目的は、上述したディスク制御情報記録方法と共に使用するために好適な
記録媒体、記録及び再生方法、並びに装置を提供することである。
【０００９】
　本発明のさらなる利点、目的及び特徴は、後述する詳細な説明に部分的に開示され、こ
の技術分野における当業者であれば、後述する詳細な説明から自明であるか、あるいは、
本発明の実施から理解できるであろう。本発明の目的及び他の利点は、添付した図面と共
に記載の説明及び特許請求の範囲に特に指摘された構造により実現し、達成することがで
きる。
【００１０】
　これらの目的及び他の利点を達成するために、そして、ここに広く開示され、具現され
た本発明の目的によれば、本発明に係る少なくとも２つの記録層を含む記録媒体との間で
データを記録または再生する方法は、前記記録媒体に記録された制御情報に基づいて前記
記録層の１つについての特定の記録速度および書込みストラテジを判定するステップであ
って、前記制御情報はシーケンス順に整列された複数の情報ユニットを含み、各情報ユニ
ットは第１の記録層情報、第２の記録層情報、型情報、記録速度情報およびシーケンス番
号情報を含み、前記第１の記録層情報は記録層の総数を示し、前記第２の記録層情報は記
録層の対応する１つを示し、前記型情報は書込みストラテジの型を示し、前記記録速度情
報は対応する記録速度を示し、前記シーケンス番号情報は前記制御情報における前記複数
の情報ユニットのうち対応する情報ユニットのシーケンス順を示し、前記複数の情報ユニ
ットのシーケンス順は、増大する記録速度の順序により、同じ記録速度について、情報ユ
ニットのシーケンス順は、昇順の記録層番号の順序により、同じ記録速度および記録層に
ついて、前記情報ユニットのシーケンス順は、代替書込みストラテジに対する優先書込み
ストラテジの型の順序による、ステップと、前記情報ユニットに基づいて前記書込みスト
ラテジについての書込みパラメータを使用して前記特定の記録速度で前記記録媒体との間
でデータを記録または再生するステップとを備える。
【００１１】
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　本発明の別の態様において、少なくとも２つの記録層を含む記録媒体は、シーケンス順
に整列された複数の情報ユニットを含む制御情報であって、各情報ユニットは前記記録層
の１つについての特定の記録速度および書込みストラテジのために提供され、各情報ユニ
ットは第１の記録層情報、第２の記録層情報、型情報、記録速度情報およびシーケンス番
号情報を含み、前記第１の記録層番号は記録層の総数を示し、前記第２の記録層情報は記
録層の対応する１つを示し、前記型情報は前記書込みストラテジの型を示し、前記記録速
度情報は対応する記録速度を示し、前記シーケンス番号情報は前記制御情報における前記
複数の情報ユニットのうち対応する情報ユニットのシーケンス順を示し、前記複数の情報
ユニットのシーケンス順は、増大する記録速度の順序により、同じ記録速度について、前
記情報ユニットのシーケンス順は、昇順の記録層番号の順序により、同じ記録速度および
記録層について、前記情報ユニットのシーケンス順は、代替書き込みストラテジに対する
優先書込みストラテジの型の順序による、制御情報を備える。
【００１２】
　本発明の別の態様において、少なくとも２つの記録層を含む記録媒体との間でデータを
記録または再生する装置は、前記記録媒体との間でデータを記録または再生するように構
成されたピックアップと、前記ピックアップと動作的に結合され、前記記録媒体に記録さ
れた制御情報に基づいて前記記録層の１つについての特定の記録速度および書込みストラ
テジを判定し、前記制御情報はシーケンス順に整列された複数の情報ユニットを含み、各
情報ユニットは第１の記録層情報、第２の記録層情報、型情報、記録速度情報およびシー
ケンス番号情報を含み、前記第１の記録層情報は記録層の総数を示し、前記第２の記録層
情報は記録層の対応する１つを示し、前記型情報は前記書込みストラテジの型を示し、前
記記録速度情報は対応する記録速度を示し、前記シーケンス番号情報は前記制御情報にお
ける前記複数の情報ユニットのうち対応する情報ユニットのシーケンス順を示し、前記複
数の情報ユニットのシーケンス順は、増大する記録速度の順序により、同じ記録速度につ
いて、情報ユニットのシーケンス順は、昇順の記録層番号の順序により、同じ記録速度お
よび記録層について、前記情報ユニットのシーケンス順は、代替書込みストラテジに対す
る優先書込みストラテジの型の順序による、コントローラであって、前記ピックアップを
制御して、前記情報ユニットに基づいて前記書込みストラテジについての書込みパラメー
タを使用して前記特定の記録速度で前記記録媒体との間でデータを記録または再生するよ
うにさらに構成されたコントローラとを備える。
【００１９】
　本発明の上述した一般的な説明及び後述する詳細な説明は両方ともに例示および例説的
なものであり、特許請求の範囲に記載された本発明のさらなる説明を提供しようとするも
のであることを理解されたい。
【００２０】
　本発明のさらなる理解を提供するために含まれ、本出願の一部を構成し、一体化される
添付の図面は、本発明の原理を説明するのに役立つ説明と共に本発明の実施の形態を例示
する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に適用可能な単一層のディスクを示す図。
【図２】本発明に適用可能な２層のディスクを示す図。
【図３】本発明のディスク制御情報が記録されるマネジメント領域の図であって、ディス
ク情報記録フォーマットを例示する図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態により記録されたディスク制御情報のサンプルデータ
構造を示す図である。
【図５Ａ】本発明の第１の実施の形態により記録されたディスク制御情報のサンプル構成
シーケンスを示す図である。
【図５Ｂ】本発明の第１の実施の形態により記録されたディスク制御情報のサンプル構成
シーケンスを示す図である。
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【図６Ａ】本発明の第１の実施の形態によるディスク制御情報を記録する例示的な図であ
る。
【図６Ｂ】本発明の第１の実施の形態によるディスク制御情報を記録する例示的な図であ
る。
【図７Ａ】本発明の第１の実施の形態によりディスク情報を記録する他の例示的な図であ
る。
【図７Ｂ】本発明の第１の実施の形態によりディスク情報を記録する他の例示的な図であ
る。
【図７Ｃ】本発明の第１の実施の形態によりディスク情報を記録する他の例示的な図であ
る。
【図８】本発明の第２の実施の形態により記録されたディスク制御情報のデータ構造例を
示す図である。
【図９Ａ】本発明の第２の実施の形態により記録されたディスク制御情報の構成シーケン
スを示す例示的な図である。
【図９Ｂ】本発明の第２の実施の形態により記録されたディスク制御情報の構成シーケン
スを示す例示的な図である。
【図１０】本発明による光ディスク記録及び再生装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付の図面に例示する本発明の好適な実施の形態について詳述する。できる限り
、同じ参照符号は図面全体を通して同じまたは類似の部分を参照するために用いられる。
説明の便宜のために、ブルーレイ・ディスク（ＢＤ）は、本発明に係る光ディスクの一例
として適用されている。しかし、記録されたディスク制御情報が記録された光ディスクに
特徴がある本発明の概念が、例えば、同じ方式のＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ／－Ｒ
／＋Ｒなどに適用可能であることは明らかである。
【００２３】
　さらに、本発明に用いられた用語が現在よく知られている用語からできる限り選択され
るとしても、一部の用語は一部の場合にはその意味を後で詳述するように出願人により任
意に選択されている。そのため、本発明は、用語それ自体の単純な名前または意味の代わ
りに、出願人により選択された対応する用語の意図された意味と共に理解さるべきである
。
【００２４】
　先ず、本発明の説明における「ディスク制御情報」は、ディスク記録再生用の各種の情
報またはディスク記録再生用情報を含む領域を意味する。また、ディスク制御情報は、デ
ィスク内の事前記録領域、またはディスクメーカによるディスクユーザ用のエンボス領域
に与えられる共通して指定される情報である。さらに、ディスク制御情報は、事前記録領
域だけではなく、記録可能領域にも与えられる。事前記録またはエンボス領域内のディス
ク情報は、記録可能領域にコピーできる。そして、これらは単なる例示に過ぎない。
【００２５】
　例えば、ディスク制御情報は、ＢＤ内の「ディスク情報」またはＤＶＤ－ＲＡＭ／－Ｒ
Ｗ／＋ＲＷ／－Ｒ／＋Ｒ内の「物理フォーマット情報」と呼ばれる。そのため、本発明の
技術的な背景がＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ／－Ｒ／＋Ｒ内の「物理フォーマット情
報」に同様に適用可能であることが明らかである。説明の便宜のために、ブルーレイ・デ
ィスク（ＢＤ）の場合に対応する「ディスク情報（以下、ＤＩ）」が一例として適用され
る。
【００２６】
　図１及び図２は、記録可能型光ディスクが本発明に適用可能な光ディスクとなるのに十
分な、本発明に係る光ディスクの構造図である。さらに、記録可能なディスクは書換型光
ディスク、追記型光ディスクなどのうちいずれか１つとすることができる。
【００２７】
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　図１は、本発明に係る１記録層を有する単一層ディスクの構造図である。
【００２８】
　図１を参照すれば、リードイン領域は、光ディスクの内周領域上のマネジメント領域と
して与えられ、リードアウト領域は、光ディスクの外周領域上のマネジメント領域として
与えられる。具体的には、事前記録領域及び書換型または追記型領域は、ディスクの内周
領域内で互いに分けられている。
【００２９】
　事前記録領域は、データがディスク製造時に既に書き込まれ、ユーザまたはシステムが
事前記録領域上にデータ書込みを行えない（「エンボス領域」と呼ばれる）領域である。
ＢＤ－ＲＥ／ＷＯにおいて、事前記録領域はＰＩＣ（ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｎｔｒｏｌ ｄａｔａ）領域と名付けられている。また、ディス
ク記録に求められる情報として上述したディスク情報（以下、「ＤＩ」と呼ぶ）は、ＰＩ
Ｃ領域に記録される。
【００３０】
　データ領域には、ユーザの実データが記録されるユーザデータ領域及び生じた欠陥領域
を置き換えるためのスペア領域ＩＳＡ及びＯＳＡが与えられる。具体的には、欠陥及び一
般のマネジメント情報を記録するためのＴＤＭＡ（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ ｄｅｆｅｃｔ ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｒｅａ）は、ＢＤ－ＷＯなどの追記型光ディスクに与えられる。
書換型ＢＤ（ＢＤ－ＲＥ）の場合、ＴＤＭＡは不要になり、このような領域が予約領域と
して残される。
【００３１】
　本発明は、事前記録または記録可能領域のディスクの記録・再生に求められるディスク
制御情報としてディスク情報（ＤＩ）を効率よく記録する方法を提供するためのものであ
る。事前記録領域における記録方法がディスクの各種類ごとに異なるように適用されるこ
とは言うまでもない。ＢＤ－ＲＥ／ＷＯの場合、事前記録領域としてのＰＩＣ領域は２相
の高周波数変調信号により記録され、対応する領域において高周波数変調信号は特定の再
生方法に従って再生され、情報が再生から得られる。
【００３２】
　図２は、リードインで始まる記録層が第１の記録層Ｌａｙｅｒ０と名付けられ、リード
アウトで終わる記録層が第２の記録層Ｌａｙｅｒ１と名付けられる、２重記録層を有する
２層ディスクを示している。
【００３３】
　２層ディスクにおいて、ＰＩＣ領域はディスク内周領域のリードイン及びリードアウト
領域に与えられ、同じコンテンツのディスク情報（ＤＩ）がＰＩＣ領域に記録される。
【００３４】
　図３は、図１または図２に示すディスク中のＰＩＣ領域の構造図である。上述したよう
に、これは、高周波数変調ＰＩＣ領域内の全情報が得られるとき、情報を図３のＰＩＣ領
域の構造と同様に再構成できることを意味する。
【００３５】
　ＰＩＣ領域中のディスク情報（ＤＩ）を構成する方法について以下に詳細を述べる。
【００３６】
　ＢＤ－ＲＥ／ＷＯにおいて、「１クラスタ」は最小記録ユニットを示し、５４４クラス
タは一つの上部記録ユニットとして１フラグメントを構築するように集結し、合計５つの
フラグメントはＰＩＣ領域を形成するように集結する。ディスク情報は第１のフラグメン
トＩＦ０のフロントヘッド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
より許容される書込み速度及び記録層ごとに複数に記録され、１ディスク情報は１１２バ
イトを含む。具体的に、１１２バイトよりなるディスク情報はディスク情報（ＤＩ）フレ
ームと呼ばれる。さらに、ディスク情報の同じコンテンツはフラグメントの残りの各フロ
ントヘッドクラスタに繰り返し記録され、これによってディスク情報の損失に対応可能に
なっている。
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【００３７】
　この対応する記録層を表す情報、書込み速度を表す情報、及び書込み速度に対応する書
込みストラテジ情報は、各ディスク情報内に記録される。そのため、このような情報は対
応する光ディスクの記録再生に活用され、これによって記録層ごと及び書込み速度ごとの
最適な記録パワーを提供することができるようになる。
【００３８】
　すなわち、本発明のディスク情報（ＤＩ）は対応するディスク及び関連する書込みスト
ラテジ情報により支援される特定の書込み速度情報を与え、より具体的には、複数の記録
層が対応するディスクに存在する場合、特定の方法を通じて各記録層及び関連する記録関
係の情報に対して支援される特定の書込み速度を与えることに特徴がある。
【００３９】
　また、ディスク情報（ＤＩ）の特定の構成は、ブルーレイ・ディスク（ＢＤ）の構成と
関連する。さらに、ＤＶＤベースのディスクが上述した構造とは異なる構成を有すること
は明らかである。具体的には、ディスク情報（ＤＩ）のサイズがＢＤのサイズに対応する
場合、これは、例えば、等価的に１１２バイトである。さらに、同じ記録層のＤＩを共通
の情報を繰り返すことなく１回与えられる一つの情報としてみなすことによって、書込み
速度ごとにのみ異なる書込みストラテジを構成することも可能である。
【００４０】
　以下、添付した図面を参照することによって、本発明に従ってディスク情報を構成する
方法及びディスク情報内で特定の情報を記録する方法などの各種の実施の形態を詳述する
。
【００４１】
　図４ないし図７Ｃは、ディスク情報が書込み速度ごとに構成され、ディスク情報が各対
応する書込み速度内の記録層ごとの特定のシーケンスで構成される、本発明の第１の実施
の形態による光ディスクのディスク情報を記録する方法を示している。
【００４２】
　図４は、本発明の第１の実施の形態による光ディスクのディスク制御情報を記録する概
略を示している。
【００４３】
　図４を参照すれば、ディスク情報それぞれに対するシーケンスはシーケンス番号により
決められ、１バイトで記録される。例えば、情報はディスク情報内の５番目のバイトに記
録され、「ＤＩ ｆｒａｍｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｎｕｍｂｅｒ ｉｎ ＤＩ ｂｌｏｃｋ」と
名付けられ、単純に「００ｈ，０１ｈ，０２ｈ，．．．」と表される。すなわち、５番目
のバイトの情報が「００ｈ」である場合、これは、第１のディスク情報を意味する。５番
目のバイトの情報が「０７ｈ」である場合、これは、第８のディスク情報を意味する。
【００４４】
　ディスク情報の構成に当たり、本発明はディスク情報が書込み速度ごと及び記録層ごと
に別々に与えられ、複数の別々に与えられたディスク情報の構成シーケンスが所定の方式
に従い一様に決められるところに特徴がある。
【００４５】
　例えば、対応する光ディスクが一対の記録層を含み、４種類の適用可能な書込み速度（
すなわち、１ｘ倍速、２ｘ倍速、３ｘ倍速、及び４ｘ倍速）が存在する場合、ディスク情
報は下記の方式で構成可能である。
【００４６】
　第１のディスク情報の「００ｈ」は１ｘ倍速及び第１の記録層Ｌ０と関連する。第２の
ディスク情報の「０１ｈ」は１ｘ倍速及び第２の記録層Ｌ１と関連する。第３のディスク
情報の「０２ｈ」は２ｘ倍速及び第１の記録層Ｌ０と関連する。第４のディスク情報の「
０３ｈ」は２ｘ倍速及び第２の記録層Ｌ１と関連する。第５のディスク情報の「０４ｈ」
は３ｘ倍速及び第１の記録層Ｌ０と関連する。第６のディスク情報の「０５ｈ」は３ｘ倍
速及び第２の記録層Ｌ１と関連する。第７のディスク情報の「０６ｈ」は５ｘ倍速及び第
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１の記録層Ｌ０と関連する。そして、第８のディスク情報の「０７ｈ」は１ｘ倍速及び第
２の記録層Ｌ１と関連する。
【００４７】
　すなわち、ディスク情報の構成に当たり、本発明は少なくとも一つのディスク情報が書
込み速度ごとに構成され、それぞれの書込み速度ごとのディスク情報が記録層ごとに再構
成されるところに特徴がある。そのため、書込み速度はディスク情報を構成するシーケン
スにおいて記録層型に対して優先される。
【００４８】
　図５Ａは、４種類の適用可能な書込み速度（例えば、１ｘ，２ｘ，４ｘ及び６ｘ）及び
４つの記録層（Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２及びＬ３）がディスク内に存在する場合に合計１６のデ
ィスク情報が構成される、図４の本発明の第１の実施の形態によるディスク情報を構成す
る方法を示している。
【００４９】
　図５Ａを参照すれば、第１ないし第４のディスク情報００ｈ－０３ｈは１ｘ倍速に関す
るディスク情報となり、第５ないし第８のディスク情報０４ｈ－０７ｈは２ｘ倍速に関す
るディスク情報となり、第９ないし第１２のディスク情報０８ｈ－１１ｈは４ｘ倍速に関
するディスク情報となり、そして、第１３ないし第１６のディスク情報０２ｈ－１５ｈは
６ｘ倍速に関するディスク情報となる。
【００５０】
　さらに、書込み速度ごとのディスク情報は記録層ごとに別々のディスク情報を構成する
ことになり、次のように定義される。すなわち、「００ｈ」，「０４ｈ」，「０８ｈ」及
び「１２ｈ」は対応する書込み速度において第１の記録層Ｌ０に関するディスク情報をそ
れぞれ意味する。「０１ｈ」，「０５ｈ」，「０９ｈ」及び「１３ｈ」は対応する書込み
速度において第２の記録層Ｌ１に関するディスク情報をそれぞれ意味する。「０２ｈ」，
「０６ｈ」，「１０ｈ」及び「１４ｈ」は対応する書込み速度において第３の記録層Ｌ２
に関するディスク情報をそれぞれ意味する。「０３ｈ」，「０７ｈ」，「１１ｈ」及び「
１５ｈ」は対応する書込み速度において第４の記録層Ｌ３に関するディスク情報をそれぞ
れ意味する。
【００５１】
　図５Ｂは、４種類の適用可能な書込み速度（例えば、１ｘ，２ｘ，４ｘ及び６ｘ）及び
２つの記録層（Ｌ０，Ｌ１）がディスク内に存在する場合に、合計８つのディスク情報が
構成される、図４の本発明の第１の実施の形態によるディスク情報を構成する方法を示し
ている。
【００５２】
　図５Ｂにおけるディスク情報の構成方法は、図５Ａの方法と同じくらい良い。まず、書
込み速度ごとのディスク情報が優先的に構成され、次いで、記録層ごとに再構成される。
【００５３】
　図６Ａ及び図６Ｂは、内在の「記録層情報」及び「書込み速度情報」がディスク情報内
に記録される、本発明の第１の実施の形態によるディスク制御情報を記録する例示的な図
である。
【００５４】
　図６Ａを参照すれば、「ＤＩ ｆｒａｍｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｎｕｍｂｅｒ ｉｎ ＤＩ 
ｂｌｏｃｋ」はシーケンスを意味するために各ディスク情報の５番目のバイトに与えられ
、これは図４と同様にして特定のシーケンスで構成されることを意味する。さらに、対応
するディスク情報に用いられる記録層情報及び記録速度情報は、対応するディスク情報内
それぞれで特定の領域に与えられるべき特定のビット、例えば、７番目のバイトによって
表される。例えば、記録層情報及び記録速度情報は７番目のバイトの上部及び下部の４ビ
ットにそれぞれ記録される。
【００５５】
　記録層情報は、次のように定義される。先ず、記録層情報の「００００ｂ」は第１の記
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録層Ｌ０を意味する。記録層情報の「０００１ｂ」は第２の記録層Ｌ１を意味する。そし
て、記録層情報の「１１１１ｂ」は第１６の記録層Ｌ１５を意味する。
【００５６】
　一方、記録速度情報は次のように各種の方式で４ビットを定義できるようにする。すな
わち、「００００ｂ」，「０００１ｂ」，「００１１ｂ」，「０１１１ｂ」及び「１１１
１ｂ」は１ｘ倍速、２ｘ倍速、４ｘ倍速、８ｘ倍速及び１６ｘ倍速をそれぞれ意味するよ
うに定義される。
【００５７】
　そのため、記録層情報及び記録速度情報を定義する上述した方式は、仕様の策定を通じ
て各種の方式で定義できる。例えば、記録層または倍速情報は１バイトをそれに割り当て
ることにより定義できる。
【００５８】
　このため、図６Ａに示すシーケンス番号に対応する内在の記録層及び倍速情報は、以前
に約束された特定の位置（７番目のバイト）に記録され、対応するディスク情報の記録層
及び倍速情報の確認を容易にする。さらに、記録層及び倍速に適合する書込みパワーまた
は書込みパラメータはＰ～１１１番目のバイトを用いて詳細に記録され、それによって情
報を用いて効率のよい記録再生を可能にする。
【００５９】
　図６Ｂは、４種類の適用可能な書込み速度（例えば、１ｘ，２ｘ，４ｘ及び６ｘ）及び
４つの記録層（Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２及びＬ３）がディスク内に存在する場合に合計１６のデ
ィスク情報が構成される、内在の記録層情報及び記録速度情報を含むディスク情報の例を
示している。
【００６０】
　ディスク情報の詳細な構成方法は、図５Ａと同様である。図６Ａの例を考えると、ディ
スク情報のそれぞれは内在の記録層情報及び記録速度情報を含む。例えば、３番目のディ
スク情報の「０２ｈ」内の７番目のバイトの上部４ビットは３番目の記録層Ｌ２を示すよ
うに「００１０」に設定され、下部４ビットは１ｘ倍速を示すように「００００」に設定
され、対応するディスク情報が１ｘ倍速及び３番目の記録層と関連することを明らかに表
すことができる。
【００６１】
　別の例として、１５番目のディスク情報の「１４ｈ」内の７番目のバイトの上部４ビッ
トは３番目の記録層Ｌ２を示すように「００１０」に設定され、下部４ビットは１ｘ倍速
を示すように「０１００」に設定され、対応するディスク情報が６ｘ倍速及び３番目の記
録層と関連することを明らかに表すことができる。
【００６２】
　図７Ａないし図７Ｃは、「ディスクに適用可能な書込み速度情報」及び「ディスク内に
存在する記録層情報」が対応するディスク内で共通して記録される、本発明の第１の実施
の形態によるディスク情報を記録する別の例を示している。
【００６３】
　図７Ａを参照すれば、「ＤＩ ｆｒａｍｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｎｕｍｂｅｒ ｉｎ ＤＩ 
ｂｌｏｃｋ」はシーケンスを意味するために各ディスク情報の５番目のバイトに与えられ
、これは図４の方式と同様に特定のシーケンスでディスク情報が構成されることを意味す
る。さらに、対応するディスクにより適用可能な書込み速度情報はディスク内の特定の領
域（Ｎ番目のバイト）内に記録され、「Ｗｒｉｔｉｎｇ ｓｐｅｅｄ ｆｌａｇ」フィール
ドと名付けられる。
【００６４】
　例えば、８種類の書込み速度のうち特定の書込み速度が対応するディスクにより適用可
能であるかどうかは、１バイトをそこに割り当てた同じ領域の１ビットそれぞれにより表
される。すなわち、ビット値が全ビットにおいて「０ｂ」である場合、対応する書込み速
度が適用（支援）可能ではないか、またはビット値が「１ｂ」である場合、対応する書込
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み速度が適用（支援）可能であることを定義することができる。そのため、１バイト内の
ビットｂ０－ｂ７のそれぞれは特定の書込み速度の適用可能性の有無を示すフラグ情報と
なる。例えば、１ｘ倍速が対応するディスクのみによって適用可能であれば、「００００
 ０００１」がＮ番目のバイトに書き込まれる。８種類の書込み速度のすべてに適用可能
であれば、「１１１１ １１１１」がＮ番目のバイトに書き込まれる。
【００６５】
　上述したように、あらゆるディスクにより活用される１ｘ及び２ｘ倍速は、先に適用が
決められている。また、仕様により決められた書込み速度は、３番目の書込み速度から残
りの書込み速度として用いられることができる。例えば、３，４，５，６，７及び８番目
の書込み速度（３ｘ，４ｘ，５ｘ，６ｘ，７ｘ及び８ｘ）ないし５ｘ，６ｘ，８ｘ，１２
ｘ，１４ｘ及び１６ｘ倍速をそれぞれ設定することが可能である。
【００６６】
　一方、対応するディスク内に存在する記録層の数を示す記録層情報はディスク情報内の
別の特定の領域（Ｌ番目のバイト）に記録され、これは「Ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ Ｒｅｃｏｒ
ｄｉｎｇ Ｌａｙｅｒ」フィールドと名付けられる。例えば、記録層の数を意味する値は
、１バイトをそこに割り当てた同じ領域のバイナリ値によって表せる。記録層が図１の単
一層である場合、「００００ ０００１」がＬ番目のバイトに書き込まれる。記録層が図
２の２層である場合、「００００ ００１０」がＬ番目のバイトに書き込まれる。４つの
記録層が存在する場合、「００００ ０１００」がＬ番目のバイトに書き込まれる。
【００６７】
　現在考慮中の記録層の数に関して制限があるため（現在２つの記録層である）、Ｌ番目
のバイト内の４ビットは（「１１１１」の場合）合計１５の記録層を示すのに十分である
。
【００６８】
　このような場合、他の有効な情報がＬ番目の残りのバイトの領域（４ビット）に書き込
むことができるということは明らかである。
【００６９】
　さらに、Ｐ～１１１番目のバイトに記録されたＷＳ（書込みストラテジ）の種類を識別
するための識別情報は、ディスク情報内の別の特定の領域（Ｍ番目のバイト）に書き込ま
れ、これは「Ｗｒｉｔｅ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ（ＷＳ）　Ｔｙｐｅ」フィールドと名付けら
れる。
【００７０】
　すなわち、本発明のディスク情報において、１ＷＳは特定の書込み速度及び特定の記録
層に記録され、書込みストラテジはディスクメーカにより各種の特定の型からオプション
として選ばれる。そのため、対応するディスク情報が第１の型の書込みストラテジＷＳ－
１である場合、「００００ ０００１」がＭ番目のバイトに書き込まれる。対応するディ
スク情報が第２の型の書込みストラテジＷＳ－２である場合、「００００ ００１０」が
Ｍ番目のバイトに書き込まれる。そして、実質的な書込みストラテジ（ＷＳ）はＰ～１１
１番目のバイトに記録される。さらに、実質的な書込みストラテジ（ＷＳ）はＭ番目のバ
イトの決められた書込みストラテジ（ＷＳ）型と互いに動作する値として記録されること
になる。Ｍ番目のバイトを通じた書込みストラテジ（ＷＳ）型はあらゆるディスク情報に
オプションとして記録可能である。そして、必須の方式であらゆる記録再生装置（図１０
）により支援されると予想される１ｘ倍速ディスク情報に１つの指定された書込みストラ
テジ（ＷＳ）を適用することも可能である。
【００７１】
　ＷＳの詳細な記録方法は、本発明の主な概念ではない。しかし、簡単に述べると、記録
層の媒体のプロパティは、一般的に記録を行うためにピックアップ（図１０の「１１」）
を通じて光ディスク内の記録層にレーザビームを加えることにより変更される。そのため
、レーザビームの強度（書込みパワー）、書込みパワーを加える時間などを決める必要が
ある。上述した各種の書込みストラテジは、一般にＷＳとして名付けられ、特定の「書込
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みストラテジ（ＷＳ）」内に記録された特定のコンテンツは「書込みストラテジ（ＷＳ）
パラメータ」と名付けられる。
【００７２】
　そして、書込みストラテジ（ＷＳ）は各種の方式により記録できる。ディスクが高密度
化し、高速で動作するに伴い、書込み速度、すなわち、ディスクＲＰＭと記録層の媒体の
プロパティはかなり影響を受ける。そのため、より正確なシステムが求められる。そして
、各種の書込みストラテジ（ＷＳ）は、例えば、下記のように説明される。
【００７３】
　先ず、記録層媒体上に形成された記録マークのサイズ（ｎ）よりも１だけ小さな記録パ
ルスを有するシステムがあり、これは「（ｎ－１）ＷＳ」と呼ぶことができる。第二に、
記録マークのサイズ（ｎ）の半分に相当するサイズを有する記録パルスを有するシステム
があり、これは「ｎ／２ ＷＳ」と呼ぶことができる。さらに、新しい書込みストラテジ
（ＷＳ）が開発の最中にある。他の種類の書込みストラテジ（ＷＳ）に関して、書込みス
トラテジ（ＷＳ）の各種のシステムが相異なる書込みストラテジ（ＷＳ）に適用されるパ
ラメータとして存在するとき、ディスクメーカは選ばれたＭ番目のバイトに記録されたＷ
Ｓに従って記録パワーをテストし、その後、ディスク情報内のＰ～１１１番目のバイトに
書込みストラテジ（ＷＳ）としてテスト結果を記録する。
【００７４】
　Ｎ番目のバイトに記録された「書込み速度情報」及びＬ番目のバイトの「記録層情報」
から、記録再生装置（図１０）はどれほど多くのディスク情報が対応するディスク内に存
在するかを認識する。すなわち、存在するディスク情報の数は、適用可能な書込み速度数
に記録層の数をかけることにより得られる。
【００７５】
　本発明は特定の書込み速度及び特定の記録層に１つの書込みストラテジ（ＷＳ）を適用
するので、書込みストラテジ（ＷＳ）の種類（型）及び数はディスク情報の数を決めるに
あたって考慮されないことがある。しかし、本発明の第２の実施の形態において、複数の
書込みストラテジ（ＷＳ）が特定の書込み速度及び特定の記録層に対して存在することが
あるということについて説明する。このような場合、存在するディスク情報の総数は、必
ずしも適用可能な書込み速度の数に記録層の数をかけることにより得られるとは限らない
。
【００７６】
　そのため、複数の上で決められたディスク情報のシーケンスは上記の説明で５番目のバ
イトに書き込まれたシーケンス番号により決められ、ディスク情報のそれぞれはシーケン
スごとに以前に決められた書込み速度及び記録層を指定する。
【００７７】
　例えば、Ｎ番目のバイトが「００００ １１１１」である場合、ディスクにより適用可
能な４つの書込み速度が存在し、Ｌ番目のバイトが「００００ ００１０」である場合、
ディスク内に２つの記録層が存在することを知ることによって、シーケンスが「００ｈ～
０７ｈ」となるので、合計８つのディスク情報が必要となる。そして、「００ｈ」，「０
１ｈ」，「０２ｈ」，「０３ｈ」，「０４ｈ」，「０５ｈ」，「０６ｈ」及び「０７ｈ」
のディスク情報がそれぞれ「１ｘ倍速、最初の記録層」、「２ｘ倍速、２番目の記録層」
、「２ｘ倍速、最初の記録層」、「２ｘ倍速、２番目の記録層」、「３ｘ倍速、最初の記
録層」、「３番目の書込み速度、２番目の記録層」、「４番目の書込み速度、２番目の記
録層」、及び「４番目の書込み速度、２番目の記録層」と関連することは以前に決められ
ている。
【００７８】
　そのため、特定のターゲット書込み速度及び特定のターゲット記録層に関するディスク
情報を得るために、記録再生装置（図１０）は全ディスク情報をチェックするために再生
するのに代わってそれぞれのディスク情報内に共通して記録されたＮ番目のバイトの「書
込み速度情報」及びＬ番目のバイトの「記録層情報」から、どのディスク情報が特定のタ
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ーゲット書込み速度及び記録層と関連するかを容易にチェックする。
【００７９】
　図７Ｂは、図７Ａに示す本発明の第１の実施の形態によるディスク情報を記録する例を
示している。全ディスク情報に共通して記録されたＮ番目のバイト（「００００ ００１
０ｂ」）からの２つ（１ｘ，２ｘ）の適用可能な書込み速度があり、Ｌ番目のバイト（「
００００ ００１０ｂ」）からディスク内に２つの記録層が存在することが分かる。
【００８０】
　そのため、図７Ｂの例において、合計４つのディスク情報（２つの記録層×２つの書込
み速度）が存在し、ディスク情報のシーケンスは「００ｈ」（１Ｘ，Ｌ０）→「０１ｈ」
（１Ｘ，Ｌ１）→「０２ｈ」（２Ｘ，Ｌ０）→「０３ｈ」（２Ｘ，Ｌ１）となる。これは
、所定のシーケンスに従って指定のコンテンツにより行われる。このため、全ディスク情
報は活用のための相互互換性を可能にするために上記の方式により構成される必要がある
。
【００８１】
　内在の書込みストラテジ（ＷＳ）は各ディスク情報内の他のバイトだけではなく、Ｎ番
目及びＬ番目のバイトに記録される。具体的には、対応するディスク情報内のＰ～１１１
番目のバイトに書き込まれた書込みストラテジ（ＷＳ）の型の情報はＭ番目のバイトに記
録される。すなわち、Ｍ番目及びＰ～１１１番目のバイトの情報は各ディスク情報におい
て異なり得る。
【００８２】
　図７Ｂの例では、「００ｈ」（１Ｘ，Ｌ０）及び「０１ｈ」（１Ｘ，Ｌ１）は第１の型
の書込みストラテジ（ＷＳ－１）のアプリケーションと関連し、「０２ｈ」（２Ｘ，Ｌ０
）及び「０３ｈ」（２Ｘ，Ｌ１）は第２の型の書込みストラテジ（ＷＳ－２）のアプリケ
ーションと関連する。
【００８３】
　図７Ｃは、図７Ａの本発明の第１の実施の形態によるディスク情報を記録する別の例を
示している。全ディスク情報に共通して記録されたＮ番目のバイト（「１１１１ １１１
１ｂ」）からの８つ（１ｘ，２ｘ，．．．，１６ｘ）の適用可能な書込み速度があり、Ｌ
番目のバイト（「００００ ００１０ｂ」）からディスク内に４つの記録層が存在するこ
とが分かる。
【００８４】
　そのため、図７Ｃの別の例において、合計３２のディスク情報（４つの記録層×８つの
書込み速度）が存在し、ディスク情報のシーケンスは「００ｈ」（１Ｘ，Ｌ０）→「０１
ｈ」（１Ｘ，Ｌ１）→「０２ｈ」（１Ｘ，Ｌ２）→「０３ｈ」（１Ｘ，Ｌ４）→「０４ｈ
」（２Ｘ，Ｌ０）→．．．→「３１ｈ」（１６Ｘ，Ｌ０）となる。これは、所定のシーケ
ンスに従って指定のコンテンツにより行われる。このように、全ディスク情報は活用のた
めの相互互換性を可能にするための上記の方式に従って構成される必要がある。
【００８５】
　内在の書込みストラテジ（ＷＳ）は各ディスク情報内の他のバイトだけではなく、Ｎ番
目及びＬ番目のバイトに記録される。具体的には、対応するディスク情報内のＰ～１１１
番目のバイトに書き込まれた書込みストラテジ（ＷＳ）の型の情報はＭ番目のバイトに記
録される。すなわち、Ｍ番目及びＰ～１１１番目のバイトの情報は各ディスク情報におい
て異なり得る。
【００８６】
　図７Ｃの別の例において、記録再生部（図１０）が対応するディスク情報内に書込みス
トラテジ（ＷＳ）を適用することにより記録を行うように第１の記録層の２ｘ倍速（２Ｘ
，Ｌ０）に関連するディスク情報を探索しようとする場合、全ディスク情報に共通して記
録されたＮ番目及びＬ番目のバイトの情報から、合計３２のディスク情報（４つの記録層
×８つの書込み速度）が「００ｈ」（１Ｘ，Ｌ０）→「０１ｈ」（１Ｘ，Ｌ１）→「０２
ｈ」（１Ｘ，Ｌ２）→「０３ｈ」（１Ｘ，Ｌ４）→「０４ｈ」（２Ｘ，Ｌ０）→．．．→
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「３１ｈ」（１６Ｘ，Ｌ０）のようなディスク情報のシーケンスに従って対応するディス
クに存在することが分かる。
【００８７】
　そのため、記録再生装置（図１０）は探索される第１の記録層の２ｘ倍速（２Ｘ，Ｌ０
）と関連するディスク情報が「０４ｈ」であり、対応するディスク情報（「０４ｈ」）が
その内のＭ番目のバイトに記録されたＷＳ型の識別情報（「００００ ０００１ｂ」）か
ら第１の型の書込みストラテジ（ＷＳ－１）として記録されることを認識できるようにし
、これによって記録時に活用するためにＰ～１１１番目のバイトを通じて第１の型の書込
みストラテジ（ＷＳ－１）のパラメータ値を読み込む。
【００８８】
　同様に、対応するディスク情報内でＷＳを適用することにより記録を行うように４番目
の記録層の１６ｘ倍速（１６ｘ，Ｌ３）と関連するディスク情報を探索しようとする場合
、記録再生部（図１０）は対応するディスク情報が同じプロセスを通じて「３１ｈ」であ
り、書込みストラテジ（ＷＳ）が第２の型（ＷＳ－２）であることを認識し、これによっ
て記録時にこれらを活用できるようになる。
【００８９】
　図８ないし図９Ｂは、本発明の第２の実施の形態による光ディスクのディスク情報記録
方法を示し、これは図４における本発明の第１の実施の形態から拡張される。本発明の第
２の実施の形態は、ディスク情報が書込み速度ごとに構成され、ディスク情報が対応する
書込み速度内の記録層ごとに構成され、少なくとも一つの書込みストラテジ（ＷＳ）が対
応する記録層ごとに各ディスク情報に対して構成されるところに特徴がある。
【００９０】
　図８は、本発明の第２の実施の形態による光ディスクのディスク情報を記録する方法の
概念を示している。
【００９１】
　図８を参照すれば、ディスク情報それぞれのシーケンスはシーケンス番号により決めら
れ、１バイトとして記録される。
【００９２】
　例えば、情報はディスク情報内の５番目のバイトに記録され、「ＤＩ ｆｒａｍｅ ｓｅ
ｑｕｅｎｃｅ ｉｎ ＤＩ ｂｌｏｃｋ」と名付けられ、「００ｈ，０１ｈ，０２ｈ，．．
．」として表される。すなわち、５番目のバイトの情報が「００ｈ」である場合、これは
、最初のディスク情報を意味する。５番目のバイトの情報が「０７ｈ」である場合、これ
は、８番目のディスク情報を意味する。
【００９３】
　ディスク情報を構成するに当たり、本発明は、ディスク情報が書込み速度ごと及び記録
層ごとに別々に与えられ、複数の別々に与えられたディスク情報の構成シーケンスが所定
の方式に従って一様に決められるところに特徴がある。
【００９４】
　例えば、対応する光ディスクが一対の記録層を含み、複数種類の適用可能な書込み速度
が存在するならば、ディスク情報は下記のような方式で構成できる。
【００９５】
　最初のディスク情報の「００ｈ」は１ｘ倍速、最初の記録層Ｌ０及びＷＳ１と関連する
。２番目のディスク情報の「０１ｈ」は１ｘ倍速、最初の記録層Ｌ０及びＷＳ２と関連す
る。３番目のディスク情報の「０２ｈ」は１ｘ倍速、２番目の記録層Ｌ１及びＷＳ１と関
連する。４番目のディスク情報の「０３ｈ」は１ｘ倍速、２番目の記録層Ｌ１及びＷＳ２
と関連する。５番目のディスク情報の「０４ｈ」は２ｘ倍速、最初の記録層Ｌ０及びＷＳ
１と関連する。６番目のディスク情報の「０５ｈ」は２ｘ倍速、最初の記録層Ｌ０及びＷ
Ｓ３と関連する。７番目のディスク情報の「０６ｈ」は２ｘ倍速、２番目の記録層Ｌ０及
びＷＳ１と関連する。そして、８番目のディスク情報の「０７ｈ」は２ｘ倍速、２番目の
記録層Ｌ１及びＷＳ３と関連する。
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【００９６】
　すなわち、ディスク情報を構成するに当たり、本発明に係る第２の実施の形態は少なく
とも一つのディスク情報が書込み速度ごとに構成され、それぞれの書込み速度ごとの各デ
ィスク情報が記録層ごとに再構成され、少なくとも一つのＷＳ型が各記録層に与えられる
ところに特徴がある。
【００９７】
　そのため、書込み速度、記録層及びＷＳ型はディスク情報を構成するに当たり、優先順
に考慮される。
【００９８】
　図９Ａは、図８における本発明の第２の実施の形態に従ってディスク情報を構成する方
法を例示的に示し、４種類の適用可能な書込み速度（例えば、１ｘ，２ｘ，４ｘ及び６ｘ
）及び４つの記録層（Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２及びＬ３）がディスク内に存在する場合に合計１
６のディスク情報が構成される。
【００９９】
　図９Ａを参照すれば、「ＤＩ ｆｒａｍｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｉｎ ＤＩ ｂｌｏｃｋ」
はシーケンスを意味するために各ディスク情報の５番目のバイトに与えられ、これはディ
スク情報が図８の優先順位の特定の順番（書込み速度→記録層→ＷＳ型）に構成されるこ
とを意味する。さらに、対応するディスクにより適用可能な書込み速度情報はディスク内
の特定の領域（Ｎ番目のバイト）内に記録され、これは「Ｗｒｉｔｉｎｇ ｓｐｅｅｄ ｆ
ｌａｇ」フィールドと名付けられる。例えば、８種類の書込み速度のうち特定の書込み速
度が対応するディスクにより適用可能であるかどうかは、１バイトをそこに割り当てた同
じ領域の１ビットによって表される。
【０１００】
　すなわち、ビット値が全ビットにおいて「０ｂ」である場合、対応する書込み速度が適
用（支援）可能ではないか、またはビット値が「１ｂ」である場合、対応する書込み速度
が適用（支援）可能であることを定義することができる。そのため、１バイト内のビット
ｂ０－ｂ７のそれぞれは特定の書込み速度の適用可能性の有無を示すフラグ情報となる。
例えば、１ｘ倍速が対応するディスクのみによって適用可能であれば、「００００ ００
０１」がＮ番目のバイトに書き込まれる。８種類の書込み速度のすべてが適用可能であれ
ば、「１１１１ １１１１」はＮ番目のバイトに書き込まれる。図中、「００００ ０１１
１ｂ」は１－３番目の書込み速度を可能にするためにＮ番目のバイトに書き込まれる。
【０１０１】
　上記の説明において、あらゆるディスクにより活用される１ｘ及び２ｘ倍速は先に適用
が決められている。しかし、仕様により決められた書込み速度は３番目の書込み速度から
残りの書込み速度として用いられることがある。例えば、３，４，５，６，７及び８番目
の書込み速度（３ｘ，４ｘ，５ｘ，６ｘ，７ｘ，８ｘ番目）を４ｘ，６ｘ，８ｘ，１２ｘ
，１４ｘ及び１６ｘにそれぞれ設定することが可能である。
【０１０２】
　そして、対応するディスクの仕様により適用可能な１種の書込みストラテジ（ＷＳ）を
知らせる情報は、ディスク情報内の別の特定の領域（Ｌ番目のバイト）に記録され、これ
は「Ｗｒｉｔｅ　ｓｔｒａｔｅｇｙ（ＷＳ）ｆｌａｇ」フィールドと名付けられる。例え
ば、８種類の書込みストラテジ（ＷＳ）のうち特定の書込みストラテジ（ＷＳ）が対応す
るディスクにより適用可能であるかどうかは、１バイトをそこに割り当てた同じ領域にお
いて１ビットそれぞれにより表される。すなわち、ビット値が全ビットにおいて「０ｂ」
である場合、対応するＷＳが適用（支援）可能でないか、または、ビット値が「１ｂ」で
ある場合、対応するＷＳが適用（支援）可能であることを定義することができる。そのた
め、１バイト内のビットｂ０－ｂ７のそれぞれは特定のＷＳの適用可能性を示すフラグ情
報となる。例えば、１－３番目の型の書込みストラテジ（ＷＳ）ＷＳ１－ＷＳ３が対応す
るディスクのみによって適用可能であれば、「００００ ０１１１ｂ」がＬ番目のバイト
に書き込まれる。８種類のＷＳ（ＷＳ１－ＷＳ８）すべてが適用可能であれば、「１１１
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１ １１１１ｂ」がＬ番目のバイトに書き込まれる。図中、「００００ １１１１ｂ」が４
つのＷＳ型ＷＳ１－ＷＳ４が適用可能なことを示すためにＬ番目のバイトに書き込まれる
。
【０１０３】
　さらに、対応するディスク内に存在する記録層の数を示す記録層情報はディスク情報内
の別の特定の領域（Ｍ番目のバイト）に記録され、これは「Ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ Ｒｅｃｏ
ｒｄｉｎｇ Ｌａｙｅｒ」フィールドと名付けられる。例えば、記録層の数を意味する値
は１バイトをそこに割り当てた同じ領域のバイナリ値によって表されることができる。記
録層が図１における単一層（１つの記録層）である場合、「００００ ０００１ｂ」がＭ
番目のバイトに書き込まれる。記録層が図２における２層（２つの記録層）である場合、
「００００ ００１０ｂ」がＭ番目のバイトに書き込まれる。４つの記録層が存在する場
合、「００００ ０１００ｂ」がＭ番目のバイトに書き込まれる。
【０１０４】
　さらに、選ばれた書込みストラテジ（ＷＳ）のパラメータはディスク情報内の別の特定
の領域（Ｐ～１１１番目のバイト）に書き込まれ、これは書込み「Ｗｒｉｔｅ　Ｓｔｒａ
ｔｅｇｙ（ＷＳ）　ｐａｒａｍｅｔｅｒ」フィールドと名付けられる。
【０１０５】
　全ディスク情報に共通している同じ値によりディスク情報内に記録されたＮ、Ｌ及びＭ
番目のバイト情報をそれぞれ書き込むことにより、記録再生装置（図１０）は、任意のデ
ィスク情報を再生するにも関わらず、対応するディスク、ＷＳの種類、及び記録層の数に
より適用可能な書込み速度に関する情報が容易に得られる。
【０１０６】
　具体的には、書込み速度ごと、記録層ごと及びＷＳ型ごとにディスク情報を記録するこ
とができる。しかし、このような場合、記録されたディスク情報の数があまりにも増える
。さらに、ディスクメーカは全ＷＳ型をテストし、ディスク情報内のテスト結果を記録す
る必要があるため、負担になる。
【０１０７】
　それゆえ、本発明に係る実施の形態において、最大の適用可能な書込みストラテジ（Ｗ
Ｓ）型の数よりも小さな数（ｍ）の書込みストラテジ（ＷＳ）がディスク情報内に記録可
能であり、ディスクメーカは複数の書込みストラテジ（ＷＳ）のうち特定の１つをオプシ
ョンで記録できるようにし、これにより、ディスクメーカの利便性が保証され、しかも、
ディスク情報の効率的な記録が可能になる。
【０１０８】
　図９Ａにおいて、記録は１番目及び２番目の型の書込みストラテジ（ＷＳ）ＷＳ１及び
ＷＳ２を用いて１ｘ倍速（１Ｘ）で、２番目及び３番目の型の書込みストラテジ（ＷＳ）
ＷＳ２及びＷＳ３を用いて２ｘ倍速（２Ｘ）で、または３番目及び４番目の型の書込みス
トラテジ（ＷＳ）ＷＳ２及びＷＳ３を用いて３番目の書込み速度（３Ｘ）で行われる。
【０１０９】
　すなわち、書込み速度ごとの総ての適用可能な書込みストラテジ（ＷＳ）型（４つの型
）よりも小さな書込みストラテジ（ＷＳ）型（２つの型）を用いてディスク情報を記録す
ることができる。
【０１１０】
　図９Ｂは、図８における本発明の第２の実施の形態に従ってディスク情報を記録する別
の例を示している。図９Ａと同様に、３種類の適用可能な書込み速度が存在し、「０００
０ ０１１１ｂ」がＮ番目のバイトに書き込まれる。４つの適用可能な書込みストラテジ
（ＷＳ）型が存在し、「００００ １１１１ｂ」がＬ番目のバイトに書き込まれる。さら
に、２つの記録層がディスク内に存在し、「００００ ００１０ｂ」がＭ番目のバイトに
書き込まれる。
【０１１１】
　具体的には、複数の適用可能な書込みストラテジ（ＷＳ）のうち１つを用いてディスク
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情報を構成するに当たり、少なくとも一つのディスク情報は同じ書込み速度及び記録層ご
とに構成される。そうすることにより、最優先的に与えられるディスク情報はディスクメ
ーカにより与えられた優先のＷＳとして定義され、優先のＷＳに続く別のディスク情報は
代替的なＷＳとして定義される。
【０１１２】
　すなわち、ディスク情報「００ｈ」とディスク情報「０１ｈ」は両方とも１ｘ倍速（１
Ｘ）及び最初の記録層（Ｌ０）と関連する。しかし、優先的に与えられたディスク情報と
して「００ｈ」に記録されたＷＳ１型の情報は優先のＷＳとなり、次に与えられたディス
ク情報と、「０１ｈ」に記録されたＷＳ１型の情報は代替的なＷＳになる。
【０１１３】
　そして、ディスク情報「０４ｈ」、ディスク情報「０５ｈ」、及びディスク情報「０６
ｈ」は２ｘ倍速（２Ｘ）及び最初の記録層（Ｌ０）と関連する。しかし、優先的に与えら
れたディスク情報として「０４ｈ」に記録されたＷＳ２型の情報は優先のＷＳとなり、「
０５ｈ」に記録されたＷＳ１型の情報及び次に与えられる情報として「０６ｈ」に記録さ
れたＷＳ３型の情報は代替的なＷＳとなる。すなわち、これらは、同じ書込み速度／記録
層の少なくとも３つのディスク情報に適用可能である。
【０１１４】
　さらに、ディスク情報「１０ｈ」は３番目の倍速（３Ｘ）及び最初の記録層（Ｌ０）と
関連し、ディスク情報「１１ｈ」は３番目の倍速（３Ｘ）及び２番目の記録層（Ｌ１）と
関連する。１つのＷＳ型の情報しか同じ書込み速度／記録層に与えられていない場合、こ
の与えられたＷＳは優先のＷＳとなる。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　すなわち、ディスクメーカが先に決めた仕様に従ってディスク内にディスク情報を与え
るとき、光記録再生装置（図１０）は、特定の順番（書込み速度→記録層）でディスク情
報を読み出す。複数のディスク情報が同じ書込み速度／記録層上に存在すれば、光記録再
生装置（図１０）は優先のＷＳとしてディスク情報内に優先的に与えられたＷＳと、ディ
スクメーカにより追加的に与えられた代替的なＷＳとして次のＷＳとを認識し、これによ
ってディスク情報を効率よく用いて記録再生を可能にする。
【０１１６】
　図１０は、本発明に係る光ディスク記録再生のブロック図である。
【０１１７】
　図１０を参照すると、本発明に係る記録再生装置は、光ディスク上で記録再生を行う記
録再生部１０と、記録再生部１０を制御する制御部２０とを備える。
【０１１８】
　制御部２０は、特定の領域に対する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のコマンドに従って特定の領域に対する記録／再生を行う。具体的には、記
録再生部１０は、外部デバイスと通信を行うインタフェース部１２と、光ディスク上にデ
ータを直接的に記録したり、データを再生したりするピックアップ部１１と、必要な信号
値に復元するためにピックアップ部１１から再生信号を受信したり、記録される信号を光
ディスク上に記録される信号として伝えるために変調するデータプロセッサ１３と、光デ
ィスクから信号を正確に読み出したり、光ディスク上に信号を正しく記録したりするため
にピックアップ部１１を制御するサーボ部１４と、ディスク制御情報を含むディスク制御
情報を一時記憶するメモリ１５と、記録再生部１０内で上述した構成要素を制御するマイ
クロプロセッサ１６とを含む。
【０１１９】
　本発明に係る光ディスクの記録プロセスを以下に詳述する。
【０１２０】
　先ず、光ディスクが光記録再生装置にロードされると、ディスク内の全ディスクマネジ
メント情報が記録再生部１０のメモリ１５に一時記憶されるように読み出される。また、
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各種のディスクマネジメント情報は、光ディスクの記録／再生に用いられる。具体的には
、メモリ１５に記憶されたマネジメント情報は、本発明のディスク制御情報を含む。その
ため、記録層情報、書込み速度情報、及びディスク情報内に記録された対応する書込み速
度に適した書込みストラテジはメモリに記憶されるように読み出される。
【０１２１】
　光ディスク内の特定の領域上に記録を行おうとする場合、制御部２０はこの意図を記録
コマンドにレンダリングし、次いで、これを記録される書込み位置情報に関するデータと
共に記録再生部１０に伝える。書込みコマンドの受信後、マイコン１６はメモリ１５に記
憶されたマネジメント情報から光ディスク内の意図された記録層に適用された対応する書
込み速度を決め、その後、決められた書込み速度を参照することにより最適な書込みスト
ラテジを用いて書込みコマンドを実行する。
【０１２２】
　具体的には、記録が本発明により光ディスク上で行われる場合、マネジメント情報とし
てディスク情報は特定の順番で与えられ、マイコン１６はどのＷＳが同じ書込み速度／記
録層においてディスクメーカの優先のＷＳであるかを認識する。それゆえ、特定の書込み
速度において光ディスク内の特定の記録層上に記録をより容易に行う。
【０１２３】
　従って、本発明は、高密度の光ディスクにおいて高い書込み速度に対応するディスク制
御情報を提供する各種の方法を提供し、これによって光ディスクの記録／再生に効率よく
対応するために標準化されたディスク制御情報を一様に適用することが可能になる。
【０１２４】
　本発明において各種の修正及び変形が可能であることは、この技術分野における当業者
にとっては自明であろう。よって、本発明は添付の特許請求の範囲の範囲および均等内に
入る提供された本発明の修正及び変形をカバーするものである。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０　記録再生部
　１１　ピックアップ
　１２　インタフェース
　１３　データプロセッサ
　１４　サーボ
　１５　メモリ
　１６　マイコン
　２０　ホストまたは制御器
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【図７Ｃ】 【図８】
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【図１０】
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