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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数の記録層を有する記録媒体から／にデータを読取または記録する方法で
あって、
　制御情報を識別するステップであって、前記制御情報が、１つまたは複数の記録速度の
記録速度情報と、記録速度が対応する記録層に適用可能であるかどうかをそれぞれ示す記
録速度フラグと、対応する適用可能な記録速度のそれぞれに依存するライトストラテジ情
報とを含む、ステップと、
　前記制御情報内の前記記録速度情報と前記記録速度フラグの少なくとも１つに基づいて
特定された記録速度に対応する前記ライトストラテジイ情報を用いることによる記録速度
で前記記録媒体の特定の領域から／に前記データを読取または記録するステップと、
を有し、
　前記記録速度フラグのそれぞれは前記記録速度の互いにそれぞれ異なる１つと関連づけ
られ、前記記録速度情報は少なくとも基本記録速度を指示するのに使用可能であり、前記
記録速度情報は前記記録速度フラグから離れたバイト位置にあり、前記記録速度フラグは
少なくとも第１の記録速度フラグと第２の記録速度フラグを含み、前記第１の記録速度フ
ラグは、前記第２の記録速度フラグが使用可能である場合、使用可能および使用不可能の
いずれかを指示するように設定され、前記第１の記録速度フラグによって示される第１の
記録速度は、前記第２の記録速度フラグによって示される第２の記録速度より速いことを
特徴とする方法。
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【請求項２】
　前記適用可能な記録速度は、少なくとも基本記録速度、最大記録速度及び最小記録速度
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　１つまたは複数の記録層を有する記録媒体にから／にデータを読取または記録する装置
であって、
　制御情報を識別するように構成された制御部と、
　前記制御部に動作可能に結合され、前記制御部の制御下で前記制御情報内の前記記録速
度情報と前記記録速度フラグの少なくとも１つに基づいて特定された記録速度に対応する
前記ライトストラテジイ情報を用いることによる記録速度で前記記録媒体の特定の領域に
前記データを記録するピックアップ部と、
を備え、
　前記制御情報は、１つまたは複数の記録速度の記録速度情報と、記録速度が対応する記
録層に適用可能であるかどうかをそれぞれ示す記録速度フラグと、対応する適用可能な記
録速度に依存するライトストラテジ情報とを含み、前記記録速度フラグのそれぞれは前記
記録速度のそれぞれ異なる１つと関連づけられ、前記記録速度情報は少なくとも基本記録
速度を指示するのに使用可能であり、前記記録速度情報は前記記録速度フラグから離れた
バイト位置にあり、前記記録速度フラグは少なくとも第１の記録速度フラグと第２の記録
速度フラグを含み、前記第１の記録速度フラグは、前記第２の記録速度フラグが使用可能
である場合、使用可能および使用不可能のいずれかを指示するように設定され、前記第１
の記録速度フラグによって示される第１の記録速度は、前記第２の記録速度フラグによっ
て示される第２の記録速度より速いことを特徴とする装置。
【請求項４】
　前記適用可能な記録速度が少なくとも基本記録速度、最大記録速度及び最小記録速度を
含むことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　１つまたは複数の記録層を有する記録媒体であって、
　ユーザデータの記録／再生を制御する制御情報を記憶するように構成された１つまたは
複数の管理領域を備え、
　前記制御情報は、１つまたは複数の記録速度の記録速度情報と、記録速度が対応する記
録層に適用可能であるかどうかをそれぞれ示す記録速度フラグと、対応する前記適用可能
な記録速度に依存するライトストラテジ情報とを含み、前記記録速度フラグのそれぞれは
前記記録速度のそれぞれ異なる１つと関連づけられ、前記記録速度情報は少なくとも基本
記録速度を指示するのに使用可能であり、前記記録速度情報は前記記録速度フラグから離
れたバイト位置にあり、前記記録速度フラグは少なくとも第１の記録速度フラグと第２の
記録速度フラグを含み、前記第１の記録速度フラグは、前記第２の記録速度フラグが使用
可能である場合、使用可能および使用不可能のいずれかを指示するように設定され、前記
第１の記録速度フラグによって示される第１の記録速度は、前記第２の記録速度フラグに
よって示される第２の記録速度より速いことを特徴とする記録媒体。
【請求項６】
　前記適用可能な記録速度が少なくとも基本記録速度、最大記録速度及び最小記録速度を
含むことを特徴とする請求項５に記載の記録媒体。
【請求項７】
　１つまたは複数の記録層を有する記録媒体から／に主データを読取または記録する方法
であって、
　制御情報を読み取るステップと、
　前記制御情報内の記録速度情報と記録速度フラグの少なくとも１つに基づいて特定され
た記録速度に対応するライトストラテジイ情報を用いることによる記録速度で前記記録媒
体に主データを記録するために前記読み取られた制御情報を利用するステップと、
を含み、
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　前記制御情報は、１つまたは複数の記録速度の記録速度情報と、記録速度が対応する記
録層に適用可能であるかどうかをそれぞれ示す記録速度フラグと、対応する適用可能な記
録速度に依存するライトストラテジ情報とを含み、前記記録速度フラグのそれぞれは前記
記録速度のそれぞれ異なる１つと関連づけられ、前記記録速度情報は少なくとも基本記録
速度を指示するのに使用可能であり、前記記録速度情報は前記記録速度フラグから離れた
バイト位置にあり、前記記録速度フラグは少なくとも第１の記録速度フラグと第２の記録
速度フラグを含み、前記第１の記録速度フラグは、前記第２の記録速度フラグが使用可能
である場合、使用可能および使用不可能のいずれかを指示するように設定され、前記第１
の記録速度フラグによって示される第１の記録速度は、前記第２の記録速度フラグによっ
て示される第２の記録速度より速いことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記適用可能な記録速度が少なくとも基本記録速度、最大記録速度及び最小記録速度を
含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　１つまたは複数の記録層を有する記録媒体から／にデータを読取または記録する装置で
あって、
　制御情報を識別する制御部と、
　前記制御部に動作可能に結合され、前記制御部の制御の下に、前記制御情報内の記録速
度情報と記録速度フラグの少なくとも１つに基づいて特定された記録速度に対応するライ
トストラテジイ情報を用いることによる記録速度で前記記録媒体の特定の領域から／に前
記データを読取または記録するピックアップ部と、を備え、
　前記制御情報は、１つまたは複数の記録速度に関する記録速度情報と、記録速度が対応
する記録層に適用可能であるかどうかをそれぞれ示す記録速度フラグと、対応する適用可
能な記録速度に依存するライトストラテジ情報とを含み、前記記録速度フラグのそれぞれ
は前記記録速度のそれぞれ異なる１つと関連づけられ、前記記録速度情報は少なくとも基
本記録速度を指示するのに使用可能であり、前記記録速度情報は前記記録速度フラグから
離れたバイト位置にあり、前記記録速度フラグは少なくとも第１の記録速度フラグと第２
の記録速度フラグを含み、前記第１の記録速度フラグは、前記第２の記録速度フラグが使
用可能である場合、使用可能および使用不可能のいずれかを指示するように設定され、前
記第１の記録速度フラグによって示される第１の記録速度は、前記第２の記録速度フラグ
によって示される第２の記録速度より速いことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記適用可能な記録速度が少なくとも基本記録速度、最大記録速度及び最小記録速度を
含むことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　１つまたは複数の記録層を有する記録媒体であって、
　各記録層にユーザデータを記録するように構成されたデータ領域と、
　ユーザデータの記録／再生を制御する制御情報を記憶するように構成された１つまたは
複数の管理領域と、
を備え、
　前記制御情報は、一つまたは複数の記録速度に関する記録速度情報と、記録速度が対応
する記録層に適用可能であるかどうかをそれぞれ示す記録速度フラグと、対応する適用可
能な記録速度に依存するライトストラテジ情報とを含み、前記記録速度フラグのそれぞれ
は前記記録速度のそれぞれ異なる１つと関連づけられ、前記記録速度情報は少なくとも基
本記録速度を指示するのに使用可能であり、前記記録速度情報は前記記録速度フラグから
離れたバイト位置にあり、前記記録速度フラグは少なくとも第１の記録速度フラグと第２
の記録速度フラグを含み、前記第１の記録速度フラグは、前記第２の記録速度フラグが使
用可能である場合、使用可能および使用不可能のいずれかを指示するように設定され、前
記第１の記録速度フラグによって示される第１の記録速度は、前記第２の記録速度フラグ
によって示される第２の記録速度より速いことを特徴とする記録媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体上に制御情報を記録する方法に係り、特に、少なくとも１つの記録
層を有する記録可能な光ディスクにおける制御情報内に記録速度情報及び速度ごとの記録
ストラテジ情報を記録する方法に係る。また、本発明は、記録速度情報を用いて記録媒体
上にデータを記録または再生する方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤ－ＤＶＤと知られている高密度光記録媒体としての、高画質のビデオデータと高音
質のオーディオデータを記録することができる光ディスクが広く使用されている。特に、
ブルーレイディスクが次世代ＨＤ－ＤＶＤ技術として開発されている。
【０００３】
　ブルーレイディスク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１回だけ記録可能なブルーレイディスク（ＢＤ－
ＷＯ）に対する各種の標準案が設けられている。
【０００４】
　前記のようなＢＤ－ＲＥの場合、１倍速で書き換え可能な場合だけが論議されているが
、今後、高速（２倍速以上）のＢＤ－ＲＥの場合も互換できるようにする必要がある。最
近論議中のＢＤ－ＷＯの場合は、高速に対する規格化作業も一緒に進められている。高密
度光ディスクにおいて高速に対応する効率的な対応策の確立が切実に要求されている。こ
れは、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。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前記の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、高速に対応する規格化された情報としてディスク制御情報を記録する新規の方法を提
供し、特に、ディスク制御情報内に記録速度情報を効率よく記録し、記録されたディスク
制御情報から光ディスクの効率的な記録再生を行うことである。
【０００６】
　本発明の他の目的は、ディスク制御情報を構成する新規のデータ構造を提供することで
ある。
【０００７】
　本発明のさらに他の目的は、複数の記録速度に対応するディスク制御情報をディスク内
の特定領域に設け、記録層ごとの特定速度の適用可能性を表す情報により同系列のディス
ク同士の互換性を提供しようとするものである。
【０００８】
　本発明の更なる目的は、事前記録されたディスク制御情報を用いて光ディスクにユーザ
ーデータを記録再生する記録再生方法及び装置を提供することである。
【０００９】
　本発明のまた更なる目的、長所及び特徴については、後述する発明の実施形態及び図面
に基づいて詳細に説明する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するための、本発明の記録媒体に制御情報を記録する方法は、少なくと
も１つの制御情報を設け、その制御情報は、少なくとも１つの記録層に対して当該記録層
の適用可能な速度ごとに設け、かつその制御情報には、適用可能な記録速度情報を含んで
おり、その制御情報を記録媒体の特定領域に記録することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の記録可能な速度情報を含むデータ構造は、前記記録可能な速度情報が特
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定速度の適用可否を表す記録速度ごとの記録速度フラグを含み、第２の記録速度より低い
第１の記録速度のための記録速度フラグは、前記第２の記録速度のための記録速度フラグ
に従属して設定されることを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明の光記録媒体にデータを記録する方法は、光記録媒体の特定領域に速度
情報を記録するステップを備え、前記速度情報は、当該速度の適用可否を表す記録速度ご
との記録速度フラグを含み、第２の記録速度より低い第１の記録速度のための記録速度フ
ラグは、前記第２の記録速度のための記録速度フラグに従属して設定されることを特徴と
する。
【００１３】
　さらに、本発明の光記録媒体にデータを記録再生する方法は、光記録媒体の特定領域か
ら速度情報を読み出すステップを備え、前記速度情報は、当該速度の適用可否を表す記録
速度ごとの記録速度フラグを含み、第２の記録速度より低い第１の記録速度のための記録
速度フラグは、前記第２の記録速度のための記録速度フラグに従属して設定され、前記読
み出された速度情報に基づいて光記録媒体の主データ領域にデータを記録することを特徴
とする。
【００１４】
　さらに、本発明の光記録媒体は、速度情報を有し、前記速度情報は、当該速度の適用可
否を表す記録速度ごとの記録速度フラグを含み、第２の記録速度より低い第１の記録速度
のための記録速度フラグは、前記第２の記録速度のための記録速度フラグに従属して設定
されることを特徴とする。
【００１５】
　さらに、本発明の光ディスクは、記録可能な領域と記録不可能な領域すなわち事前記録
領域とを備えた少なくとも１つの記録層を含み、ディスク制御情報がそれぞれの記録層ご
との事前記録領域に区分されて記録され、前記ディスク制御情報内には、適用可能な記録
速度情報と、当該記録速度に関連する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。
【００１６】
　さらに、本発明の光ディスクの記録方法は、光ディスクの管理領域内に速度ごとに別々
に記録されたディスク制御情報を読み出すと共に、各ディスク制御情報内に記録された適
用可能な記録速度情報と当該速度に適する記録ストラテジ情報を読み出して記憶するステ
ップと、前記記憶された記録速度情報と記録ストラテジ情報を参照して当該記録層の速度
を決めるステップと、決められた速度で記録を行うステップと含むことを特徴とする。
【００１７】
　さらに、本発明の光ディスクにデータを記録または再生する装置は、データを読み書き
するピックアップと、光ディスクの管理領域内に速度ごとに別々に記録されたディスク制
御情報を読み出すと共に、各ディスク制御情報内に記録された適用可能な記録速度情報（
これは、適用可能な記録速度を表すための情報により決められる）と、当該速度に関連さ
せて記録された記録ストラテジ情報を読み出すために前記ピックアップを制御し、前記記
録速度情報から当該記録層ごとの記録のための記録速度を決め、前記決められた記録速度
に基づいて記録を制御する制御部とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、高密度光ディスクにおいて高速に対応するディス
ク制御情報を提供する各種の方法を提示する。その結果、規格化されたディスク制御情報
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】
【００１９】
　以下、本発明に係る光ディスクのディスク制御情報の記録方法や光ディスクの記録再生
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方法などに対する好適な実施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。
【００２０】
　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、ディスク制御情報
が記録される光ディスクであって、例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ
Ｗ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ＋Ｒといったような類似のディスクにも同様に適用可能であるこ
とは自明である。
【００２１】
　併せて、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をもって本発明を把握すべきであることを明らかにする。
【００２２】
　例えば、本発明において“ディスク制御情報”とは、ディスクの特定領域、例えば、記
録可能な領域または事前記録領域内に記録される情報を意味し（事前記録領域とはエンボ
ス領域と知られており、ディスク製作者により記録され、更なる記録が不可能な領域を意
味する。）、その制御情報は、ディスクの記録再生のために必要な情報を含んでいる。
【００２３】
　ブルーレイディスク（ＢＤ）では、ディスク制御情報を“ディスク情報（以下、“ＤＩ
”ともいう）”と称し、ＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ／－Ｒ／＋Ｒでは、ディスク制
御情報を“物理フォーマット情報（Physical format information）”ともいう。従って
、本発明の技術的思想は、ＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ／－Ｒ／＋Ｒでの“物理フォ
ーマット情報”にも同様に適用可能であることは自明である。
【００２４】
　本発明のディスク情報は、特定されていない情報のある単位として記録され、これは、
カウント可能な情報であって、例えば、第１番目または第２番目のディスク情報といった
ようにカウントすることができる。
【００２５】
　図１、図２は、本発明に係る光ディスクの構造を示した図である。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であればよく、複数回書き換え可能な光ディスクで
あるか、または１回だけ記録可能な光ディスクであるかを問わずに適用可能である。
【００２６】
　図１は、本発明の光ディスクの構造として記録層が１つの単層構造のものを示した図で
あって、光ディスクの内周には管理領域としてリードイン領域が備えられ、光ディスクの
外周領域には、管理領域としてリードアウト領域が備えられている。特に、ディスクの内
周領域は、事前記録領域と記録可能な領域とに区分されている。
【００２７】
　ＢＤ－ＲＥ／ＷＯでは、事前記録領域をＰＩＣ領域と称し、ＰＩＣ領域に記録されるデ
ータを永久情報と制御データ（Permanent Information & Control data）と称す。前記Ｐ
ＩＣ領域には、ディスクの記録などに必要なディスク制御情報として、前述したディスク
情報（ＤＩ）が記録されている。
【００２８】
　データ領域は、ユーザーの所望する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）とから構成され
る。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一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ：Temporary Defect Man
agement Area）が備えられているが、書き換え可能なＢＤ－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。
【００２９】
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　本発明は、事前記録領域または記録可能な領域にディスクの記録再生に必要なディスク
制御情報としてのディスク情報（ＤＩ）を記録する方法を提供しようとするものである。
ディスクの種類ごとに事前記録領域への記録方式が異なって適用されることは当然であっ
て、ＢＤ－ＲＥ／ＷＯの場合、事前記録領域としての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する。
【００３０】
　図２は、記録層が複数である二層の場合について示した図であって、第１の記録層（層
０）のディスクの内周にリードイン領域が構成され、第２の記録層（層１）のディスクの
内周にリードアウト領域が構成される。
【００３１】
　前記二層ディスクにおいてもディスクの内周領域のリードインとリードアウト領域には
、前述したＰＩＣ領域が設けられ、ＰＩＣ領域内には、同一のディスク情報（ＤＩ）が記
録されている。
【００３２】
　図３は、本発明に係るＰＩＣ領域の構造を示した図である。ＢＤ－ＲＥ／ＷＯにおける
ＰＩＣ領域内のディスク情報（ＤＩ）を構成する際の最小記録単位は、‘１クラスタ’で
表し、ＰＩＣ領域は、５４４クラスタが集まって１つの上位記録単位としてのフラグメン
トを形成し、５つのフラグメントが集まってＰＩＣ領域を形成している。第１番目のフラ
グメント（ＩＦ０）の先頭クラスタにはディスク情報を記録する。ディスク情報は、当該
光ディスクに適用された記録層と記録速度ごとに複数記録され、１つのディスク情報は１
１２バイトから構成される。その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フレーム）という。また、残りのフラグメントの先頭クラスタに
も同じ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。
【００３３】
　また、それぞれのディスク情報内には、当該記録層を表す情報と記録速度を表す速度情
報とその速度に対応する記録ストラテジ情報が記録されている。当該光ディスクの記録再
生にかかる情報を活用することにより記録層別及び記録速度別に最適の記録パワーを提供
することができる。
【００３４】
　即ち、本発明のディスク情報（ＤＩ）は、当該ディスクが支援する特定の記録速度及び
これに関連する記録ストラテジ情報を提供することを特徴とし、特に、記録層が複数であ
る場合にもそれぞれの記録層ごとに支援する特定の記録速度及びこれに関連する記録スト
ラテジ情報を規格化された方法で提供することを特徴とする。
【００３５】
　ディスク情報（ＤＩ）の具体的な構成は、ブルーレイディスク（ＢＤ）の場合に関する
ものであるが、ＤＶＤ系列のディスクであれば前記構造とは相違する構成を有してもよい
ことは言うまでもない。特に、ディスク情報（ＤＩ）の大きさがブルーレイディスクの場
合には、同様に１１２バイトであることを例に挙げて説明したが、同一の記録層のディス
ク情報（ＤＩ）を１つの情報とし、共通の情報は繰り返すことなく１回だけ設け、記録速
度ごとに変わる記録ストラテジ情報だけを追加的に構成してもよい。
【００３６】
　図４ａ～図４ｄは、本発明に係る光ディスクのディスク情報を記録する第１の実施形態
を示した図であって、特に、適用可能な記録速度情報を記録することを特徴としている。
【００３７】
　複数存在するディスク情報から所望する特定記録層の特定速度に係るディスク情報を取
得するためには、結局として全体のディスク情報を読み出す必要があり、多くの時間が必
要になる。例えば、記録層が４つであり、記録層ごとの適用可能な速度が８つであるとす
れば、計３２つのディスク情報が必要となり、記録再生装置（図８）は、特定記録層及び
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特定速度に関するディスク情報の値が必要であるたびに全体のディスク情報（３２）をサ
ーチしなければならないという不具合がある。本発明では、ディスク情報内に“ディスク
の適用可能な速度情報”と“ディスク内に存在する記録層情報”とを記録することにより
、記録されたこれらの情報を用いて規格化された方法でディスク情報のサーチができるよ
うにすることをも特徴とする。
【００３８】
　即ち、それぞれのディスク情報内には、共通に前記“ディスクの適用可能な速度情報”
と“ディスク内に存在する記録層情報”とを一緒に記録しておき、これらの情報を用いて
複数のディスク情報に対し一連順番を付しておくことにより、サーチを所望する特定記録
層と特定速度に係るディスク情報が容易に獲得可能になる。
【００３９】
　また、それぞれのディスク情報内には、１つの記録ストラテジ情報（ＷＳ）だけを記録
し、当該記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類を区別する識別情報を別に記録しておくこと
により、記録再生装置（図８）での記録ストラテジ情報（ＷＳ）の利用も便利になり、合
わせて、ディスク情報への記録時にも特定速度と特定記録層については１つの記録ストラ
テジ情報（ＷＳ）だけを選択して記録すれば済むため、ディスクの製作者に対しても便利
さを提供することができる。
【００４０】
　図４ａは、本発明のディスク情報を記録する第１の実施形態を説明するためにディスク
情報の構造を簡略に示した図であって、それぞれのディスク情報ごとに一連番号を付して
順番を決めておき、これを１バイトで記録しておく。例えば、ディスク情報内の第５番目
のバイトに情報を記録しておき、これを“ＤＩｆｒａｍｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｎｕｍｂｅ
ｒ ｉｎ ＤＩ ｂｌｏｃｋ”フィールドと称し、簡略に“００ｈ、０１ｈ、０２ｈ、０３
ｈ、０４ｈ、０５ｈ、０６ｈ、０７ｈ”などと表す。即ち、第５番目のバイトの情報が“
００ｈ”であれば、第１番目のディスク情報であることを意味し、“０７ｈ”であれば、
第８番目のディスク情報であることを意味する。本発明では、後述する第Ｎ番目のバイト
と第Ｌ番目のバイトにより前記第５番目のバイトの一連順番の有する意味が決められる。
これについては、後述することにする。
【００４１】
　ディスク情報内の特定領域（第Ｎ番目のバイト）には、当該ディスクの適用可能な速度
情報を記録し、これを“記録速度フラグ”フィールドと称した。例えば、１バイトを割り
当てた同領域には、そのビット位置で８通りの速度に対する当該ディスクの特定速度の適
用可否を１ビットで表すようにした。即ち、各ビット位置におけるビット値が“０ｂ”で
あれば当該速度を許容（支援）しないということを意味し、“１ｂ”であれば当該速度を
許容（支援）するということを意味すると定義する。従って、１バイト内のそれぞれのビ
ット（ｂ０～ｂ７）は、特定速度の適用可否を指示するフラグ情報となる。
【００４２】
　例えば、当該ディスクが１倍速（１Ｘ）に対してのみ適用可能であれば、第Ｎ番目のバ
イトは“００００　０００１”として記録され、仮に、８通りの速度のすべてに対して適
用可能であれば、第Ｎ番目のバイトは“１１１１　１１１１”として記録されるはずであ
る。
【００４３】
　前記において１倍速（１Ｘ）と２倍速（２Ｘ）は、ほぼすべてのディスクで活用される
速度であって用いることが予め決められている。第３番目以後の速度に対しては、速度を
規格で決めることができる。例えば、第３番目の速度は５倍速、第４番目の速度は６倍速
、第５番目の速度は８倍速、第６番目の速度は１２倍速、第７番目の速度は１４倍速、第
８番目の速度は１６倍速などと決めることも可能である。
【００４４】
　本発明によれば、適用可能な記録速度は、ビット“１ｂ”で表し、許容しない記録速度
は、ビット“０ｂ”で表す。その際、“記録速度フラグ”フィールドは、常に上位ビット
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が“１ｂ”に設定されると、以降の下位ビットのいずれも“１ｂ”と設定されなければな
らず、上位ビットが“１ｂ”であるにもかかわらず、下位ビットが“０ｂ”と設定される
ことは許されないようにする。従って、当該ディスクが第４番目の速度まで記録を許容す
るとすれば、“記録速度フラグ”フィールドは、“記録速度フラグ＝００００　１１１１
ｂ”と記録されるはずであり、これに対し、４番目の速度は許容するが第３番目の速度は
許容しない場合としての“記録速度フラグ＝００００ １０１１ｂ”ということは許され
ない。
【００４５】
　さらに、他の例としては、複数のビットを独立に設定することも可能である。この場合
は上位ビットが“１ｂ”と設定されても、下位ビットが“０ｂ”と設定できることを意味
する。即ち、最大記録速度が許容されれば、下位記録速度のすべてを許容しなければなら
ないとすると、当該記録速度に係る記録ストラテジパラメータもすべて記録しなければな
らなくなる。従って、これは、相当量の情報を記録しなければならないという負担につな
がる。従って、最大記録速度が許容されても、下位記録速度の一部は許容不可と設定可能
にすることにより、それに相当して情報量を低減できる。更に、１つの記録パラメータを
用いて少なくとも２つの記録速度に対応可能にすることも可能である。
【００４６】
　また、ディスク情報内の他の特定領域（第Ｌ番目のバイト）に、当該ディスク内に存在
する記録層の数を知らせる記録層情報を記録し、これを“記録層の数”フィールドと称す
る。例えば、１バイトを割り当てた同領域には、記録層の数を意味する値を２進数で表す
ことができる。記録層が図１に示すような単層の場合は、第Ｌ番目のバイトは“００００
　０００１”として記録され、記録層が図２に示すような二層の場合は、第Ｌ番目のバイ
トは“００００　００１０”として記録され、記録層が４つである場合は、第Ｌ番目のバ
イトは“００００　０１００”として記録される。
【００４７】
　現在、一般に考慮される記録層の数には制限があるため（現在２つの記録層）、第Ｌ番
目のバイト内において４ビットだけを用いても、計１５の記録層（“１１１１”である場
合）を表すことができるため十分であるといえる。その場合、第Ｌ番目のバイトの残りの
領域（４ビット）にさらに他の有効な情報を記録できることは自明である。
【００４８】
　また、ディスク情報内のさらに他の特定領域（第Ｍ番目のバイト）には、当該ディスク
情報内の第Ｐ～１１１番目のバイトに記録された記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類を区
別する識別情報を記録する。これを“記録ストラテジ（ＷＳ）タイプ”フィールドと称す
る。
【００４９】
　即ち、本発明のディスク情報は、特定速度と特定記録層に対し１つの記録ストラテジ情
報（ＷＳ）だけを記録し、記録ストラテジ情報（ＷＳ）を、規格化された複数種のタイプ
からディスク製作者が選択的に選択可能にした。従って、当該ディスク情報が第１のタイ
プの記録ストラテジ情報（ＷＳ－１）であれば、第Ｍ番目のバイトは“００００ ０００
１”として記録し、当該ディスク情報が第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ－２）
であれば、第Ｍ番目のバイトは“００００ ００１０”として記録する。第Ｐ～１１１番
目のバイトは、具体的な記録ストラテジ情報（ＷＳ）を記録するが、第Ｍ番目のバイトに
決められた記録ストラテジ情報（ＷＳ）タイプに関連した値として記録する。第Ｍ番目の
バイトに記録される記録ストラテジ情報（ＷＳ）のタイプは、すべてのディスク情報にお
いて選択的に記録することもできるが、すべての記録再生装置（図８）が必ず支援するこ
とと予想される１倍速のディスク情報においては、規格として定めた１つの記録ストラテ
ジ情報（ＷＳ）のタイプを強制的に適用させることも可能である。
【００５０】
　記録ストラテジ情報（ＷＳ）の具体的なパラメータについて説明する。一般的に記録可
能な光ディスクは、光ディスク内の記録層にピックアップ１１（図８）を介してレーザー
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ビームを照射して記録層の媒質特性を変更させることにより記録を行う。従って、レーザ
ービームの強度（記録パワー）をどの程度にするか、記録パワーを照射する時間をどの程
度にするかなどを決めなければならない。前記のようにして決められた各種の記録ストラ
テジ情報を、一般に“記録ストラテジ（ＷＳ）”と称し、特定の“記録ストラテジ（ＷＳ
）”内に記録される具体的な内容を“記録ストラテジ（ＷＳ）パラメータ”と称す。
【００５１】
　また、記録ストラテジ情報（ＷＳ）は、各種の方式を記録可能である。ディスクが高密
度／高速化するほど記録層の媒質特性のみならず、記録速度（別に表現すればディスク回
転数）などに大きな影響を受けるため、より精度よい方式が要求される。各種の記録スト
ラテジ情報（ＷＳ）としては、例えば、次のようなものが挙げられる。
【００５２】
　第一は、記録層媒質に形成する記録マークの大きさ（ｎ）より１つ少ない記録パルスを
有する方式があり、これを“（ｎ－１）ＷＳ”ともいう。第二は、記録マークの大きさ（
ｎ）の半分の記録パルスを有する方式が挙げられる。これを“ｎ／２ ＷＳ”ともいう。
その他にも新しい記録ストラテジ情報（ＷＳ）が開発されつつある実情であり、異なる種
類の記録ストラテジ情報（ＷＳ）は、これに適用するパラメータもすべて変わってくるた
め、前記のように各種の方式の記録ストラテジ情報（ＷＳ）が存在する場合に、ディスク
製作者は、このうちから選ばれた第Ｍ番目のバイトに記録された記録ストラテジ情報（Ｗ
Ｓ）のタイプによって記録パワーをテストし、その結果をディスク情報内の第Ｐ～１１１
番目のバイトに記録ストラテジ情報（ＷＳ）パラメータとして記録しておく。
【００５３】
　前記のように記録された第Ｎ番目のバイトの“速度情報”と第Ｌ番目のバイトの“記録
層情報”から記録再生装置（図８）は、当該ディスク内にディスク情報がいくつ存在する
かが分かる。即ち、適用可能な速度の数に記録層の数を掛けた値が存在するディスク情報
の数になる。本発明では、前記のように特定速度と特定記録層に対しては、１つの記録ス
トラテジ情報（ＷＳ）だけを適用したため、ディスク情報の数を決めるに際しては、記録
ストラテジ情報（ＷＳ）の種類と数は考慮しなくてもよい。
【００５４】
　前記のようにして決められたディスク情報の数に対する情報もディスク情報内の特定領
域（例えば、第４番目のバイトなど）に記録しておいてもよい（図示せず）。
【００５５】
　前記のようにして決められた複数のディスク情報は、一連番号を付してその順番が決め
られ（これを第５番目のバイトに記録することについては既に前述した。）、それぞれの
ディスク情報は、一連番号にて予め決められた意味の速度と記録層を指定するといったよ
うにプログラムすることが可能になる。
【００５６】
　即ち、例えば、第Ｎ番目のバイトが“００００ １１１１”であればディスクの適用可
能な速度が４つであることが分かり、第Ｌ番目のバイトが“００００ ００１０”であれ
ばディスク内に存在する記録層が２つであることが分かり、ディスク情報は、計８つが必
要になる。これは、一連順番として“００ｈ～０７ｈ”になる。即ち、“００ｈ”のディ
スク情報は（１倍速、第１の記録層）に関し、“０１ｈ”のディスク情報は（１倍速、第
２の記録層）に関し、“０２ｈ”のディスク情報は（２倍速、第１の記録層）に関し、“
０３ｈ”のディスク情報は（２倍速、第２の記録層）に関し、“０４ｈ”のディスク情報
は（第３番目の速度、第１の記録層）に関し、“０５ｈ”のディスク情報は（第３番目の
速度、第２の記録層）に関し、“０６ｈ”のディスク情報は（第４番目の速度、第１の記
録層）に関し、“０７ｈ”のディスク情報は（第４番目の速度、第２の記録層）に関する
ものと予め決められるのである。
【００５７】
　この例は速度を優先させたが、記録層を優先にすることも可能であることは自明である
。即ち、（第１の記録層、１倍速）、（第１の記録層、２倍速）の順に定義してもよい。
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【００５８】
　従って、記録再生装置（図８）は、所望する特定速度と特定記録層に対するディスク情
報を獲得するためにすべてのディスク情報を再生して確認しなくても、それぞれのディス
ク情報内に共通に記録された前記第Ｎ番目のバイトの“速度情報”と第Ｌ番目のバイトの
“記録層情報”から、一連順番として第何番目のディスク情報が、所望する特定速度と特
定記録層に関連するディスク情報であるかを容易に確認することができる。
【００５９】
　図４ｂは、図４ａに示す第１の実施形態を拡張した例であって、例えば、ディスクの適
用可能な速度が８通りの速度を超える場合は、図４ａの第Ｎ番目のバイト（“記録速度フ
ラグ”フィールド）を拡張し、第Ｎ１番目のバイト（“記録速度フラグ１”フィールド）
に第１～第８速度の適用可否をフラグで表し、また第Ｎ２番目のバイト（“記録速度フラ
グ２”フィールド）に他のバイトを割り当てて、第９～第１６速度の適用可否をフラグで
表すことができることを示している。その他のバイトに記録される内容は、図４ａに示す
第１の実施形態と同一である。
【００６０】
　図４ｃは、図４ａに示す第１の実施形態によりディスク情報を記録する一例を示した図
である。すべてのディスク情報に共通に記録された第Ｎ番目のバイト（“００００ ００
１１ｂ”）から適用可能な速度が２つ（１Ｘ、２Ｘ）であることが分かり、また、第Ｌ番
目のバイト（“００００ ００１０ｂ”）からディスク内に存在する記録層が２つである
ことが分かる。
【００６１】
　従って、図４ｃに示す例は、計４つ（記録層２×速度２）のディスク情報が存在し、そ
れぞれのディスク情報は、一連の順番で“００ｈ”（１Ｘ、Ｌ０）→“０１ｈ”（１Ｘ、
Ｌ１）→“０２ｈ”（２Ｘ、Ｌ０）→“０３ｈ”（２Ｘ、Ｌ１）になる。これは、規格化
された内容で予め決めた順番によるものであって、規格によっては他の方式で順番を決め
ることができることは前述した通りである。
【００６２】
　それぞれのディスク情報内には、第Ｎ番目のバイトと第Ｌ番目のバイトの他にもディス
ク情報ごとに固有の記録ストラテジ情報（ＷＳ）が記録されている。第Ｍ番目のバイトに
は、当該ディスク情報内の第Ｐ～１１１番目のバイトに記録された記録ストラテジ情報（
ＷＳ）のタイプに対する情報が記録されている。即ち、第Ｍ番目のバイトと第Ｐ～１１１
番目のバイトは、ディスク情報ごとに異なる情報である。
【００６３】
　図４ｃに示す例によれば、“００ｈ”（１Ｘ、Ｌ０）、“０１ｈ”（１Ｘ、Ｌ１）は、
第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ－１）が適用された場合であり、“０２ｈ”（
２Ｘ、Ｌ０）、“０３ｈ”（２Ｘ、Ｌ１）は、第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ
－２）が適用された場合である。
【００６４】
　図４ｄは、図４ａに示す第１の実施形態によりディスク情報を記録する他の例を示した
図であって、すべてのディスク情報に共通に記録された第Ｎ番目のバイト（“１１１１ 
１１１１ｂ”）から、適用可能な速度が８つ（１Ｘ、２Ｘ、…、１６Ｘ）であることが分
かり、また、第Ｌ番目のバイト（“００００ ０１００ｂ”）から、ディスク内に存在す
る記録層が４つであることが分かる。従って、図４ｄに示す例は、計３２つ（記録層４×
速度８）のディスク情報が存在し、それぞれのディスク情報は、一連順番として“００ｈ
”（１Ｘ、Ｌ０）→“０１ｈ”（１Ｘ、Ｌ１）→“０２ｈ”（１Ｘ、Ｌ２）→“０３ｈ”
（１Ｘ、Ｌ４）→“０４ｈ”（２Ｘ、Ｌ０）→…→“３１ｈ”（１６Ｘ、Ｌ４）になる。
【００６５】
　それぞれのディスク情報内には、第Ｎ番目のバイトと第Ｌ番目のバイトの他にもディス
ク情報ごとに固有の記録ストラテジ情報（ＷＳ）が記録されている。特に、第Ｍ番目のバ
イトには、当該ディスク情報内の第Ｐ～１１１番目のバイトに記録された記録ストラテジ
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情報（ＷＳ）のタイプに対する情報が記録されている。即ち、第Ｍ番目のバイトと第Ｐ～
１１１番目のバイトは、ディスク情報ごとに異なる情報である。
【００６６】
　図４ｄに示す例によれば、仮に、記録再生装置（図８）が第１の記録層の２倍速（２Ｘ
、Ｌ０）に関連するディスク情報をサーチし、当該ディスク情報内の記録ストラテジ情報
（ＷＳ）を適用して記録を行おうとすれば、まず、すべてのディスク情報に共通に記録さ
れた第Ｎ番目のバイトと第Ｌ番目のバイトから、当該ディスクは、計３２のディスク情報
が存在し、ディスク情報は、一連の順番に“００ｈ”（１Ｘ、Ｌ０）→“０１ｈ”（１Ｘ
、Ｌ１）→“０２ｈ”（１Ｘ、Ｌ２）→“０３ｈ”（１Ｘ、Ｌ４）→“０４ｈ”（２Ｘ、
Ｌ０）→…→“３１ｈ”（１６Ｘ、Ｌ４）となっていることが分かる。従って、記録再生
装置（図８）は、サーチを所望する第１の記録層の２倍速（２Ｘ、Ｌ０）に関連するディ
スク情報が“０４ｈ”であることが分かり、当該ディスク情報（“０４ｈ”）内の第Ｍ番
目のバイトに記録された記録ストラテジ情報（ＷＳ）タイプの識別情報（“００００ ０
００１ｂ”）から、当該ディスク情報（“０４ｈ”）は、第１のタイプの記録ストラテジ
情報（ＷＳ－１）として記録されたことが分かる。従って、第Ｐ～１１１番目のバイトか
ら第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ－１）のパラメータ値を読み出し、記録に活
用することができる。
【００６７】
　同様に、仮に、記録再生装置（図８）が第４の記録層の１６倍速（１６Ｘ、Ｌ３）に関
連するディスク情報をサーチし、当該ディスク情報内の記録ストラテジ情報（ＷＳ）を適
用して記録を行おうとすれば、前記と同様な過程を通じて当該ディスク情報が“３１ｈ”
であることが分かり、記録ストラテジ情報（ＷＳ）タイプは、第２のタイプ（ＷＳ－２）
であることが分かり、記録に活用する。
【００６８】
　従って、記録再生装置（図８）は、ホストや制御部２０（図８）が特定記録層へ特定速
度で記録しようとするとき、当該ディスク情報を容易にサーチし、当該ディスク情報内に
記録された記録ストラテジ情報（ＷＳ）を確認することが可能になる。
【００６９】
　図５ａは、本発明が適用されるディスク情報を記録する第２の実施形態を示した図であ
って、図４ａの第１の実施形態の特定速度と特定記録層に関連するディスク情報を容易に
サーチするために、第Ｎ番目のバイトにディスクの適用可能な速度情報（“記録速度フラ
グ”フィールド）を記録し、第Ｌ番目のバイトにディスク内に存在する記録層情報（“記
録層の数”フィールド）を記録することは同じであるが、当該特定領域（第７番目のバイ
ト）に当該ディスク情報固有の記録層情報と速度情報を“記録層の速度情報”フィールド
として更に記録しておくことを特徴とする。
【００７０】
　即ち、図４ａの第１の実施形態と同様の方式で、特定速度と特定記録層に対するディス
ク情報をサーチした後、サーチ済みのディスク情報が所望する特定速度と特定記録層に関
連するものであるか否かを確認（検証）するために、各ディスク情報に記録層情報と速度
情報を直接に記録しておく。これは、ディスク情報はディスクの記録と管理に非常に重要
な情報であるため、ディスク情報の検出エラーに対応するために必要である。また、前記
のようにディスク情報ごとに固有の速度情報と記録層情報を直接的に記録しておくと、記
録再生装置（図８）を設計する立場では、図４に示す実施形態のようにディスク情報を迅
速にサーチする方法をプログラム化できることはもとより、第２の実施形態の第７番目の
バイトだけを用いて安定してディスク情報をサーチする方法をプログラム化することもで
き、設計自由度が与えられるという長所を有する。
【００７１】
　図５ａに示す第２の実施形態において第Ｎ、Ｌ、Ｍ、Ｐ～１１１番目のバイトは、第１
の実施形態（図４ａ）と同様であり、特徴的な第７番目のバイト（“記録層の速度情報”
フィールド）について説明すると、次の通りである。
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【００７２】
　即ち、第７番目のバイトは、それぞれ４ビットずつ区分し、上位４ビット（ｂ０～ｂ３
）には速度情報を記録し、下位４ビット（ｂ４～ｂ７）には記録層情報を記録する。これ
らの速度情報と記録層情報は、第Ｎ、Ｌ番目のバイトに記録された情報とは異なって、当
該ディスク情報固有の値を意味する。
【００７３】
　例えば、第７番目のバイトの上位４ビット（ｂ０～ｂ３）は、最大１６倍速まで表すこ
とができるように、“００００ｂ”であれば１倍速（１Ｘ）を、“０００１ｂ”であれば
２倍速（２Ｘ）を、“１１１１ｂ”であれば１６倍速（１６Ｘ）を意味するものと定義す
る。また、第７番目のバイトの下位４ビット（ｂ４～ｂ７）は、直接的に記録層の値を表
すようにし、“００００ｂ”であれば第１の記録層（Ｌ０）を、“０００１ｂ”であれば
第２の記録層（Ｌ１）を、“１１１１ｂ”であれば第１６の記録層（Ｌ１５）を意味する
ものと定義する。
【００７４】
　従って、当該ディスク情報が第２の記録層の２倍速（２Ｘ、Ｌ１）に関連するディスク
情報であれば、第７番目のバイトは、“０００１（Ｌ１）、０００１（２Ｘ）”になるは
ずである。
【００７５】
　図５ｂは、図５ａに示す第２の実施形態によりディスク情報を記録する一例を示した図
で、４つの記録層と８つの速度により計３２つのディスク情報が存在する場合である。
【００７６】
　図５ｂは、特に、図４ｄと比較すると、それぞれのディスク情報内の第７番目のバイト
が当該ディスク情報が有する固有の速度情報と記録層情報値を有しているということが異
なり、ディスク情報内の残りの部分（フィールド）は、図４ｄと同じである。
【００７７】
　従って、第１の記録層の２倍速（２Ｘ、Ｌ０）に関連するディスク情報は、図４ｄに示
す例と同様に第Ｎ、Ｌ番目のバイトを用いて“０４ｈ”のディスク情報がこれに当たると
いうことが分かる。しかし、図５ｂでは、当該ディスク情報（“０４ｈ”）内の第７番目
のバイトに記録された“００００（Ｌ０）、０００１（２Ｘ）”から当該ディスク情報（
“０４ｈ”）が所望する特定速度と特定記録層に対するディスク情報と一致することが確
認（検証）可能になる。
【００７８】
　図６ａ～図６ｃは、本発明のディスク情報を記録する第３の実施形態を示した図で、デ
ィスク製作者が複数の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類から特定の記録ストラテジ情報
（ＷＳ）の情報を選択的に記録可能にすることにより、ディスク製作者の便宜を保障しつ
つ効率的なディスク情報の記録を可能にしたものである。
【００７９】
　特に、本発明の第３の実施形態は、各種の記録ストラテジ情報（ＷＳ）をディスク情報
内に記録する際、ディスクを製作する製作者（ディスク情報を記録する者）の便宜のため
に規格化された複数種（例えば、ｎ種）の記録ストラテジ情報（ＷＳ）から速度ごとの特
定数（例えばｍ、ただしｍ＜ｎ）の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類に対してのみ選択
的に記録できるようにし、また、前記のようにして記録されたディスク情報を用いて光デ
ィスクの記録を行う光ディスクの記録再生装置（図８）を開発する製作者の便宜のために
、ディスク情報内に記録された各速度別の複数（ｍ）の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種
類から最適のものがどれかを指示する情報をディスク情報内に記録するようにすることを
特徴とする。
【００８０】
　以下、本発明のディスク情報を記録する第３の実施形態を図６ａ～図６ｃを参照して説
明すると、次の通りである。
【００８１】
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　図６ａは、ディスク情報内に記録されるフィールドを簡略に示した図であって、ディス
ク情報ごとに一連番号を付して順番を決めておき、これを１バイトで記録しておく。例え
ば、ディスク情報内の第５番目のバイトに情報を記録しておき、これを“ＤＩｆｒａｍｅ
 ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｎｕｍｂｅｒ ｉｎ ＤＩ ｂｌｏｃｋ”フィールドと称し、簡略に“
００ｈ、０１ｈ、０２ｈ、・・・”などと表す。即ち、第５番目のバイトの情報が“００
ｈ”であれば、第１番目のディスク情報であることを意味し、“０７ｈ”であれば、第８
番目のディスク情報であることを意味する。
【００８２】
　ディスク情報内の特定領域（第Ｎ番目のバイト）には、当該ディスクの適用可能な速度
情報を記録する。これを“記録速度フラグ”フィールドと称する。例えば、１バイトを割
り当てた同領域には、８通りの速度に対する当該ディスクの特定速度の適用可否を１ビッ
トずつで表すようにすることがえきる。即ち、すべてのビット位置におけるビット値が“
０ｂ”であれば当該速度を許容（支援）しないということを意味し、“１ｂ”であれば当
該速度を許容（支援）するということを意味すると定義する。従って、１バイト内のそれ
ぞれのビット（ｂ０～ｂ7）は、特定速度の適用可否を指示するフラグ情報になる。例え
ば、当該ディスクが１倍速（１Ｘ）に対してのみ適用可能であれば、第Ｎ番目のバイトは
“００００　０００１”として記録され、仮に、８通りの速度のすべてに対して適用可能
であれば、第Ｎ番目のバイトは“１１１１　１１１１ｂ”として記録される。
【００８３】
　前記において１倍速（１Ｘ）と２倍速（２Ｘ）は、ほぼすべてのディスクで活用される
倍速であるので、予め決めておき、第３番目以後の速度に対してだけ、規格で決めること
ができる。例えば、第３番目の速度（３ｒｄ　Ｘ）は５倍速、第４番目の速度（４ｔｈ　
Ｘ）は６倍速、第５番目の速度（５ｒｄ　Ｘ）は８倍速、第６番目の速度（６ｒｄ　Ｘ）
は１２倍速、第７番目の速度（７ｔｈ　Ｘ）は１４倍速、第８番目の速度（８ｔｈ　Ｘ）
は１６倍速などと決めることも可能である。
【００８４】
　また、ディスク情報内の他の特定領域（第Ｌ番目のバイト）に、当該ディスクが規格と
して許容する記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類を知らせる情報を記録し、これを“記録
ストラテジ（ＷＳ）フラグ”フィールドと称す。例えば、１バイトを割り当てた同領域に
は、８通りの記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類に対する当該ディスクの特定の記録スト
ラテジ情報（ＷＳ）の適用可否を１ビットずつ表すようにした。
【００８５】
　即ち、すべてのビット位置における値が“０ｂ”であれば当該記録ストラテジ情報（Ｗ
Ｓ）を許容（支援）しないということを意味し、“１ｂ”であれば当該記録ストラテジ情
報（ＷＳ）を許容（支援）するということを意味すると定義する。従って、１バイト内の
それぞれのビット（ｂ０～ｂ7）は、当該ビットが意味する記録ストラテジ情報（ＷＳ）
の種類の適用可否を指示するフラグ情報である。例えば、当該ディスクが第１のタイプ～
第３のタイプまでの記録ストラテジ情報（ＷＳ１～ＷＳ３）に対してのみ適用可能であれ
ば、第Ｌ番目のバイトは“００００　０１１１ｂ”として記録され、仮に、８通りの記録
ストラテジ情報（ＷＳ１～ＷＳ８）のすべてに対して適用可能であれば、第Ｌ番目のバイ
トは“１１１１　１１１１ｂ”として記録される。
【００８６】
　前記のように記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類の適用可否を指示するフラグを設定す
る際に、それぞれのビットを独立に設定可能である。例えば、第１番目と第３番目の記録
ストラテジ情報（ＷＳ）であるＷＳ１、ＷＳ３が適用可能であっても、第２番目の記録ス
トラテジ情報（ＷＳ）であるＷＳ２は許容されないこともあり、この場合、第Ｌ番目のバ
イトは、“００００　０１０１ｂ”と設定される。
【００８７】
　また、ディスク情報内の他の特定領域（第Ｍ番目のバイト）に、当該ディスク内に存在
する記録層の数を知らせる記録層情報を記録し、これを“記録層の数”フィールドと称す
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る。例えば、１バイトを割り当てた同領域には、記録層の数を意味する値を２進数で表す
ことができ、記録層が図１に示すような単層（記録層が１つ）の場合は、第Ｍ番目のバイ
トは“００００　０００１ｂ”として記録され、記録層が図２に示すような二層（記録層
が２つ）の場合は、第Ｍ番目のバイトは“００００　００１０ｂ”として記録され、記録
層が４つである場合は、第Ｍ番目のバイトは“００００　０１００ｂ”として記録される
ことになる。
【００８８】
　また、ディスク情報内の他の特定領域（第Ｐ～１１１番目のバイト）には、選択された
記録ストラテジ情報（ＷＳ）のパラメータを記録し、これを“記録ストラテジ（ＷＳ）パ
ラメータ”フィールドと称する。
【００８９】
　前記ディスク情報内に記録される第Ｎ、Ｌ、Ｍ番目のバイト情報を、すべてのディスク
情報内に共通に同一の値で記録しておくことにより、記録再生装置（図８）が如何なるデ
ィスク情報を再生しても当該ディスクの許容する速度、記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種
類、記録層の数に対する情報を容易に取得できるようにし、また、その情報からディスク
内に記録されたディスク情報の一連順番と、それぞれの一連順番が意味する速度と記録層
と、対応する記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類とを決めることも可能になる。
【００９０】
　図６ｂは、前記図６ａに示す第３の実施形態によりディスク情報を記録する一例を示し
た図であって、適用可能な速度は３通りで、第Ｎ番目のバイトが“００００　０１１１ｂ
”になり、適用可能な記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類が４種で、第Ｌ番目のバイトが
“００００　１１１１ｂ”になり、ディスク内に存在する記録層が２つで、第Ｍ番目のバ
イトが“００００　００１０ｂ”である場合を示している。
【００９１】
　ディスク情報は、各速度別、記録層別、記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類別にそれぞ
れ記録することも可能であるが、その場合、記録されるディスク情報の数が過度に多くな
り、また、ディスク製作者の立場では、すべての記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類に対
してテストを行い、その結果をディスク情報内に記録する必要があるため大きな負担にな
る。
【００９２】
　そこで、本発明の第３の実施形態では、最大に適用可能な記録ストラテジ情報（ＷＳ）
の種類（ｎ）より少ない数（ｍ；ｍ＜ｎ）の記録ストラテジ情報（ＷＳ）だけをディスク
情報内に記録できるようにし、更に、ディスク製作者は、複数の記録ストラテジ情報（Ｗ
Ｓ）から特定の記録ストラテジ情報（ＷＳ）を選択的に記録可能にすることにより、ディ
スク製作者の便宜を保障しつつ効率的なディスク情報の記録を可能にした。
【００９３】
　図６ｂでは、１倍速（１Ｘ）に対しては第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ１）
と第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ２）を用いて記録し、２倍速（２Ｘ）に対し
ても第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ１）と第２のタイプの記録ストラテジ情報
（ＷＳ２）を用いて記録し、第３番目の速度（３ｒｄ　Ｘ）に対しては、第２のタイプの
記録ストラテジ情報（ＷＳ２）と第３の記録ストラテジ情報（ＷＳ３）を用いて記録した
場合を例に挙げて示した。
【００９４】
　即ち、各速度ごとに全体の適用可能な記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類の数（４つ）
より少ない数（２つ）の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類だけを用いてディスク情報を
記録可能にした例である。
【００９５】
　特に、適用可能な記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類の数によらずディスク製作者がこ
のうちから２つの記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類を選択し、各速度ごとに記録するこ
とが好ましい。この結果、ディスク製作者は、選択的に記録できるといった記録自由度が
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保障される一方、ディスク内に記録されるディスク情報の数も適宜の数に調節することが
可能になる。
【００９６】
　図６ｃは、図６ａに示す第３の実施形態によりディスク情報を記録する他の例を示した
図である。図６ｂの場合と同様に、適用可能な倍速は３通りであって第Ｎ番目のバイトは
“００００　０１１１ｂ”になり、適用可能な記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類は４種
であり、第Ｌ番目のバイトは“００００　１１１１ｂ”になり、ディスク内に存在する記
録層は２つであって、第Ｍ番目のバイトは“００００　００１０ｂ”である場合を示して
いる。
【００９７】
　図６ｃの場合は、１倍速（１Ｘ）の場合には、特定の記録ストラテジ情報（ＷＳ）を強
制的に記録し、残りの倍速の場合には、記録ストラテジ情報（ＷＳ）を選択的に記録する
ことができることを示している。
【００９８】
　即ち、各速度ごとに２つの記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類を記録する場合であれば
、１倍速（１Ｘ）では、まず、第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ１）を強制的に
記録し、残りは第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ２）、第３のタイプの記録スト
ラテジ情報（ＷＳ３）、第４のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ４）のいずれかを選択
して記録することができるようにしたものであって、図６ｃでは、第２のタイプの記録ス
トラテジ情報（ＷＳ２）を選択して記録した場合である。
【００９９】
　また、２倍速（２Ｘ）、第３番目の速度（３ｒｄ　Ｘ）には、前記のような制限なしに
４種の記録ストラテジ情報（ＷＳ１～ＷＳ４）から２種を選択して記録するようにした。
【０１００】
　前記のように、特に１倍速に対してのみ特定の記録ストラテジ情報（ＷＳ）を強制的に
記録する理由は、記録再生装置（図８）を開発する開発者の立場では、すべての記録スト
ラテジ情報（ＷＳ）の種類に対応する製品だけでなく、特定の１つの記録ストラテジ情報
（ＷＳ）だけに対応する安価な製品の開発も可能にすることで製品の開発を容易にするた
めである。
【０１０１】
　従って、特定の規格では、強制的に記録ストラテジ情報（ＷＳ）が割り当てられる倍速
を１倍速ではなく２倍速などの高速にすることも可能であり、これは、技術の発展に伴う
本発明の技術的思想の単なる拡張に当たる。
【０１０２】
　図７ａ、図７ｂは、本発明のディスク情報を記録する第４の実施形態を説明するために
ディスク情報を簡略に示した図である。ディスク製作者がディスク情報内に記録した各速
度別の複数の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類のうちのどれが最も最適の記録ストラテ
ジ情報（ＷＳ）であるかを指示する情報をディスク情報内の別の領域に記録しておくこと
を特徴とする。
【０１０３】
　即ち、前記のような最適の記録ストラテジ情報（ＷＳ）を指示する情報を記録しておけ
ば、記録再生装置（図８）において最初に当該速度における最適の記録ストラテジ情報（
ＷＳ）の種類を設定可能になる。よって、制御部２０（図８）のコマンドによる記録の実
行を効率よく進めることができる。
【０１０４】
　図７ａは、本発明のディスク情報を記録する第４の実施形態を概念的に示した図である
。第３の実施形態において説明した第Ｎ、Ｌ、Ｍ番目のバイトは同じ内容を意味し、追加
的に第Ｑ番目のバイトに複数の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類のうちの最適の記録ス
トラテジ情報（ＷＳ）の種類を指示する情報を記録することを特徴とする。
【０１０５】
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　図７ａにおいて、ディスク情報の第Ｑ番目のバイトは、“記録速度における最適ＷＳフ
ラグ”フィールドと称し、当該バイトには、ディスク情報が指示する速度において最適の
記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類が何かを指示するようにした。
【０１０６】
　即ち、第Ｑ番目のバイト内のそれぞれのビットは、対応する記録ストラテジ情報（ＷＳ
）の種類を一対一で指示するため、計８つの記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類があるこ
とを意味する。具体的には、“ｂ０”は、第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ１）
、“ｂ１”は、第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ２）、“ｂ７”は、第８のタイ
プの記録ストラテジ情報（ＷＳ８）を意味し、すべてのビットにおいてビット値“１ｂ”
であれば、当該タイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ）が当該速度内において最適の記録ス
トラテジ情報（ＷＳ）の種類になることを意味する。
【０１０７】
　即ち、第Ｑ番目のバイトは、８ビットのうちのいずれか１つだけが“１ｂ”になり、残
りのビットはいずれも“０ｂ”になる。図７ａでは、例えば、第２のタイプの記録ストラ
テジ情報（ＷＳ２）が当該速度の最適の記録ストラテジ情報（ＷＳ）である場合、前記第
Ｑ番目のバイトは、“００００　００１０ｂ”になることを示している。しかし、図７ａ
は、最適の記録ストラテジ情報（ＷＳ）を表す一例を示したに過ぎず、この他にも各種の
方法により最適の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類を表すことができることは言うまで
もない。
【０１０８】
　図７ｂは、図７ａに示す第４の実施形態によりディスク情報を記録する一例を示した図
である。
【０１０９】
　即ち、図７ｂにおいて、ディスク情報内の第Ｎ、Ｌ、Ｍ番目のバイトは、すべてのディ
スク情報が共通に同一の値を記録する領域である。第Ｎ番目のバイトの“００００　０１
１１ｂ”は当該ディスクの適用可能な速度が３通りあることを意味し（例えば、１Ｘ、２
Ｘ、５Ｘ）、第Ｌ番目のバイトの“００００　１１１１ｂ”は当該ディスクの適用可能な
記録ストラテジ情報（ＷＳ）は４種で、これは、第１のタイプ～第４のタイプの記録スト
ラテジ情報（ＷＳ１～ＷＳ４）であることを意味し、第Ｍ番目のバイトの“００００　０
０１０ｂ”は当該ディスク内に存在する記録層は２つであることを意味する。
【０１１０】
　図７ｂでは、例えば、１倍速（１Ｘ）では、第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ
１）と第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ２）を、２倍速（２Ｘ）では、第１のタ
イプの記録ストラテジ情報（ＷＳ１）と第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ２）を
、４倍速では、第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ２）と第３の記録ストラテジ情
報（ＷＳ３）をそれぞれ選択して記録したことを示す。
【０１１１】
　また、ディスク製作者は、記録再生装置（図８）において最適の記録ストラテジ情報（
ＷＳ）を迅速にセットアップできるように、ディスク情報内の第Ｑ番目のバイトに当該速
度における最適の記録ストラテジ情報（ＷＳ）の種類を指示する情報を記録する。図７ｂ
では、一例として、２倍速では、第２のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ２）を最適と
して第Ｑ番目のバイトを“００００　００１０ｂ”と記録し、４倍速では、第３のタイプ
の記録ストラテジ情報（ＷＳ３）を最適として第Ｑ番目のバイトを“００００　０１００
ｂ”と記録した。
【０１１２】
　従って、２倍速に関連するディスク情報である“０４ｈ～０７ｈ”内の第Ｑ番目のバイ
トは、いずれも同一の“００００　００１０ｂ”として記録され、４倍速に関連するディ
スク情報である“０８ｈ～１１ｈ”内の第Ｑ番目のバイトは、いずれも同一の“００００
　０１００ｂ”として記録される。
【０１１３】
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　また、ディスク情報内の第Ｐ～１１１番目のバイトには、当該ディスク情報が意味する
記録ストラテジ情報（ＷＳ）を記録する領域であるため、すべてのディスク情報ごとに各
自の記録ストラテジ情報（ＷＳ）を記録する。図７ｂでは、第５番目のディスク情報であ
る“０４ｈ”は、第１のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ１）に対するパラメータを第
Ｐ～１１１番目のバイトに記録し、第１２番目のディスク情報である“１１ｈ”は、第３
のタイプの記録ストラテジ情報（ＷＳ３）に対するパラメータを第Ｐ～１１１番目のバイ
トに記録する。
【０１１４】
　即ち、図７ｂに示す例をまとめてみると、ディスク情報内には、すべてのディスク情報
が共通な値を有する第Ｎ、Ｌ、Ｍ番目のバイトに適用可能な速度情報と、適用可能な記録
ストラテジ情報（ＷＳ）の種類と、ディスク内に存在する記録層の数の情報とを記録して
おき、同一速度のディスク情報内には、当該速度における最適の記録ストラテジ情報（Ｗ
Ｓ）の種類を指示する情報を第Ｑ番目のバイトに同一の値で記録し、それぞれのディスク
情報は、第Ｐ～１１１番目のバイトに固有の記録ストラテジ情報（ＷＳ）に対するパラメ
ータを記録する。
【０１１５】
　図８は、本発明が適用される光ディスクにおける記録再生装置で、本記録再生装置は、
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とを備えてい
る。
【０１１６】
　制御部は、記録再生部に特定領域への記録または再生コマンドを発生し、記録再生部は
、制御部からのコマンドに従い特定領域への記録再生を行う。記録再生部１０は、具体的
には、外部と通信を行うインターフェイス部１２と、光ディスクにデータを直接に記録し
たり、再生するピックアップ部１１と、ピックアップ部から再生信号を受信し所望の信号
に復元したり、記録すべき信号を光ディスクに記録すべき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、ディスク制御情報を含む
管理情報及びデータを一時的に記憶するメモリ１５と、記録再生部内の構成要素の制御を
担うマイクロコンピュータ１６とからなる。マイクロコンピュータ１６は、仮に、記録再
生装置内に制御部２０が存在しない場合であれば、制御部２０の役割も果たすことができ
る。
【０１１７】
　本発明に係る光ディスクの記録過程について詳細に説明する。まず、光ディスクを記録
再生装置内にロードすると、ディスク内のすべての管理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。これらの管理情報は、光ディスクへの記録再生時に
活用される。特に、メモリに記憶される管理情報には、本発明のディスク情報も含まれて
おり、従って、ディスク情報内に記録された記録層情報や、速度情報、当該速度に適する
記録ストラテジ情報（ＷＳ）も読み出されてメモリに記憶される。
【０１１８】
　制御部２０は、光ディスク内の特定領域へ記録しようとするとき、これを記録コマンド
として、記録しようとする位置情報のデータと共に記録再生部１０に伝える。記録再生部
内のマイクロコンピュータ１６は、記録コマンドを受信した後、メモリ１５に記憶されて
いる管理情報から制御部２０が記録しようとする光ディスク内の記録層に適用すべき記録
速度を決め、決められた速度を参照して速度に最も適する記録ストラテジを用いて記録コ
マンドを行う。
【０１１９】
　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、または付加などが可能であ
ることは自明である。
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【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】本発明が適用される単層構造のディスクを示した図である。
【図２】本発明が適用される二層構造のディスクを示した図である。
【図３】本発明のディスク制御情報が記録される管理領域を示し、当該領域にディスク情
報が記録される形態を示した図である。
【図４ａ】本発明に係るディスク情報を記録する第１の実施形態を示した図である。
【図４ｂ】本発明に係るディスク情報を記録する第１の実施形態を示した図である。
【図４ｃ】本発明に係るディスク情報を記録する第１の実施形態を示した図である。
【図４ｄ】本発明に係るディスク情報を記録する第１の実施形態を示した図である。
【図５ａ】本発明に係るディスク情報を記録する第２の実施形態を示した図である。
【図５ｂ】本発明に係るディスク情報を記録する第２の実施形態を示した図である。
【図６ａ】本発明に係るディスク情報を記録する第３の実施形態を示した図である。
【図６ｂ】本発明に係るディスク情報を記録する第３の実施形態を示した図である。
【図６ｃ】本発明に係るディスク情報を記録する第３の実施形態を示した図である。
【図７ａ】本発明に係るディスク情報を記録する第４の実施形態を示した図である。
【図７ｂ】本発明に係るディスク情報を記録する第４の実施形態を示した図である。
【図８】本発明に係るディスク制御情報を用いた光ディスクの記録再生装置を示した図で
ある。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０ 記録再生部、１１ ピックアップ部、１２ インターフェイス部、１３ データプロ
セッサ、１４ サーボ部、１５ メモリ、１６ マイクロコンピュータ、２０ 制御部

【図１】

【図２】

【図３】
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