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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって、
　同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテ
ジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、これら両記録ス
トラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて切り換えて使用できるようにしてなり
、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に
低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相
対的に低減した記録を行うものである光ディスク記録方法。
【請求項２】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
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ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって、
　同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテ
ジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、これら両記録ス
トラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて切り換えて使用できるようにしてなり
、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし記録パワーを相対的に上げて記録を行
い、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を
相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし記録パワーを相対的に下げて記録を行
い、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を
相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を行うものである光ディスク記
録方法。
【請求項３】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって、
　同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテ
ジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、これら両記録ス
トラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて切り換えて使用できるようにしてなり
、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くして記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くして記録を行うものであり、
　前記各記録ストラテジーごとに再生信号のアシンメトリ目標値を設定し、使用する記録
ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、これを再生して、該記
録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求めて
設定して本番記録を行い、
　もって前記第１の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対
的に低減した記録を行い、前記第２の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第１
の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形
成しクロストークを相対的に低減した記録を行う光ディスク記録方法。
【請求項４】
　ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射して
マーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって
、
　同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、
これら両記録ストラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて切り換えて使用できる
ようにしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、レーザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し
、Ｔは単位ピット長に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍
数（自然数）、Ｋはパルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設
定し、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に
設定し、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット
幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
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場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなる
ように設定し、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得ら
れる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べ
てピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を行うものである
光ディスク記録方法。
【請求項５】
　ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射して
マーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって
、
　同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、
これら両記録ストラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて切り換えて使用できる
ようにしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、レーザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し
、Ｔは単位ピット長に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍
数（自然数）、Ｋはパルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設
定し、記録パワーを相対的に上げて記録を行い、もって前記第２の記録ストラテジーで同
じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減し
た記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなる
ように設定し、記録パワーを相対的に下げて記録を行い、もって前記第１の記録ストラテ
ジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを
相対的に低減した記録を行うものである光ディスク記録方法。
【請求項６】
　ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射して
マーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって
、
　同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、
これら両記録ストラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて切り換えて使用できる
ようにしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、レーザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し
、Ｔは単位ピット長に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍
数（自然数）、Ｋはパルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設
定して記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなる
ように設定して記録を行うものであり、
　前記各記録ストラテジーごとに再生信号のアシンメトリ目標値を設定し、使用する記録
ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、これを再生して、該記
録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求めて
設定して本番記録を行い、
　もって前記第１の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対
的に低減した記録を行い、前記第２の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第１
の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形
成しクロストークを相対的に低減した記録を行う光ディスク記録方法。
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【請求項７】
　所定時間以上の長時間記録用光ディスク用にのみ前記第１の記録ストラテジーと前記第
２の記録ストラテジーの両方を用意し、それよりも記録時間が短い光ディスク用には、第
１の記録ストラテジーに相当する単一の記録ストラテジーのみを用意する請求項１から６
のいずれかに記載の光ディスク記録方法。
【請求項８】
　同一型番の光ディスクについて、所定値以下の記録速度倍率用にのみ前記第１の記録ス
トラテジーと前記第２の記録ストラテジーの両方を用意し、それよりも高い記録速度倍率
用には第１の記録ストラテジーに相当する単一の記録ストラテジーのみを用意する請求項
１から７のいずれかに記載の光ディスク記録方法。
【請求項９】
　前記記録モード切換操作は、通常記録あるいはジッタ低減を重視した記録とクロストー
ク低減を重視した記録の切換指示を内容とし、通常記録あるいはジッタ低減を重視した記
録の場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、クロストーク低減を重視した記録の場
合は前記第２の記録ストラテジーを使用するものである請求項１から８のいずれかに記載
の光ディスク記録方法。
【請求項１０】
　前記記録モード切換操作は、通常記録あるいはコンピュータデータ記録とオーディオデ
ータ記録の切換指示を内容とし、通常記録あるいはコンピュータデータ記録の場合は前記
第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオデータ記録の場合は前記第２の記録ストラ
テジーを使用するものである請求項１から８のいずれかに記載の光ディスク記録方法。
【請求項１１】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって、
　同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテ
ジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、記録する情報内
容がコンピュータデータかオーディオデータかを判別して、コンピュータデータの場合は
前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラ
テジーを使用するようにこれら両記録ストラテジーを自動的に切り換えて使用できるよう
にしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に
低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相
対的に低減した記録を行うものである光ディスク記録方法。
【請求項１２】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって、
　同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテ
ジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、記録する情報内
容がコンピュータデータかオーディオデータかを判別して、コンピュータデータの場合は
前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラ
テジーを使用するようにこれら両記録ストラテジーを自動的に切り換えて使用できるよう
にしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
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場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし記録パワーを相対的に上げて記録を行
い、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を
相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし記録パワーを相対的に下げて記録を行
い、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を
相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を行うものである光ディスク記
録方法。
【請求項１３】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって、
　同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテ
ジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、記録する情報内
容がコンピュータデータかオーディオデータかを判別して、コンピュータデータの場合は
前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラ
テジーを使用するようにこれら両記録ストラテジーを自動的に切り換えて使用できるよう
にしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くして記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くして記録を行うものであり、
　前記各記録ストラテジーごとに再生信号のアシンメトリ目標値を設定し、使用する記録
ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、これを再生して、該記
録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求めて
設定して本番記録を行い、
　もって前記第１の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対
的に低減した記録を行い、前記第２の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第１
の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形
成しクロストークを相対的に低減した記録を行う光ディスク記録方法。
【請求項１４】
　ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射して
マーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって
、
　同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、
記録する情報内容がコンピュータデータかオーディオデータかを判別して、コンピュータ
データの場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオデータの場合は前記第
２の記録ストラテジーを使用するようにこれら両記録ストラテジーを自動的に切り換えて
使用できるようにしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、レーザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し
、Ｔは単位ピット長に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍
数（自然数）、Ｋはパルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設
定し、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に
設定し、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット
幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなる
ように設定し、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得ら
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れる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べ
てピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を行うものである
光ディスク記録方法。
【請求項１５】
　ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射して
マーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって
、
　同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、
記録する情報内容がコンピュータデータかオーディオデータかを判別して、コンピュータ
データの場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオデータの場合は前記第
２の記録ストラテジーを使用するようにこれら両記録ストラテジーを自動的に切り換えて
使用できるようにしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、レーザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し
、Ｔは単位ピット長に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍
数（自然数）、Ｋはパルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設
定し、記録パワーを相対的に上げて記録を行い、もって前記第２の記録ストラテジーで同
じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減し
た記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなる
ように設定し、記録パワーを相対的に下げて記録を行い、もって前記第１の記録ストラテ
ジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを
相対的に低減した記録を行うものである光ディスク記録方法。
【請求項１６】
　ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射して
マーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う方法であって
、
　同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを用意し、
記録する情報内容がコンピュータデータかオーディオデータかを判別して、コンピュータ
データの場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオデータの場合は前記第
２の記録ストラテジーを使用するようにこれら両記録ストラテジーを自動的に切り換えて
使用できるようにしてなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、レーザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し
、Ｔは単位ピット長に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍
数（自然数）、Ｋはパルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設
定して記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなる
ように設定して記録を行うものであり、
　前記各記録ストラテジーごとに再生信号のアシンメトリ目標値を設定し、使用する記録
ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、これを再生して、該記
録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求めて
設定して本番記録を行い、
　もって前記第１の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対
的に低減した記録を行い、前記第２の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第１
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の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形
成しクロストークを相対的に低減した記録を行う光ディスク記録方法。
【請求項１７】
　所定時間以上の長時間記録用光ディスク用にのみ前記第１の記録ストラテジーと前記第
２の記録ストラテジーの両方を用意し、それよりも記録時間が短い光ディスク用には、第
１の記録ストラテジーに相当する単一の記録ストラテジーのみを用意する請求項１１から
１６のいずれかに記載の光ディスク記録方法。
【請求項１８】
　同一型番の光ディスクについて、所定値以下の記録速度倍率用にのみ前記第１の記録ス
トラテジーと前記第２の記録ストラテジーの両方を用意し、それよりも高い記録速度倍率
用には第１の記録ストラテジーに相当する単一の記録ストラテジーのみを用意する請求項
１１から１７のいずれかに記載の光ディスク記録方法。
【請求項１９】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う光ディスク記録装
置において、
　光ディスクの型番および記録速度倍率の組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶す
るものであって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する
記録ストラテジー記憶手段と、
　光ディスクの型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、
　記録速度倍率を設定する記録速度倍率設定手段と、
　前記第１、第２の記録ストラテジーのいずれを使用するかを使用者の指示操作に基づき
指示する記録モード指示手段と、
　前記ディスク型番識別情報検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速
度倍率設定手段で設定される記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１また
は第２の記録ストラテジーの指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する
記録ストラテジーを選択する記録ストラテジー選択手段と、
　記録信号のパルス幅を補正する記録信号補正手段と、
　光ヘッドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、
　前記記録ストラテジー選択手段で選択された記録ストラテジーに応じて、前記記録信号
補正手段を制御して記録信号のパルス幅を補正し、かつ前記レーザ発生手段を制御して記
録用レーザ光の記録パワーを適正なアシンメトリ値が得られる値に設定して前記光ディス
クに情報の記録を行う制御手段と
　を具備してなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に
低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相
対的に低減した記録を行うものである
　光ディスク記録装置。
【請求項２０】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う光ディスク記録装
置において、
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　光ディスクの型番および記録速度倍率の組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶す
るものであって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する
記録ストラテジー記憶手段と、
　光ディスクの型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、
　記録速度倍率を設定する記録速度倍率設定手段と、
　前記第１、第２の記録ストラテジーのいずれを使用するかを使用者の指示操作に基づき
指示する記録モード指示手段と、
　前記ディスク型番識別情報検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速
度倍率設定手段で設定される記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１また
は第２の記録ストラテジーの指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する
記録ストラテジーを選択する記録ストラテジー選択手段と、
　光ディスクの再生信号のアシンメトリ値を検出するアシンメトリ値検出手段と、
　記録信号のパルス幅を補正する記録信号補正手段と、
　光ヘッドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、
　前記選択された記録ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、
これを再生し、前記アシンメトリ値検出手段で検出されるアシンメトリ値に基づき、該記
録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求め、
該記録ストラテジーに応じて前記記録信号補正手段を制御して記録信号のパルス幅を補正
し、かつ前記レーザ発生手段を制御して記録用レーザ光の記録パワーを該求められた値に
設定して前記光ディスクに情報の記録を行う制御手段と
　を具備してなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに所定のアシンメトリ目標値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録ストラ
テジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対
的に低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに所定のアシンメトリ目標値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラ
テジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストーク
を相対的に低減した記録を行うものである
　光ディスク記録装置。
【請求項２１】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う光ディスク記録装
置において、
　光ディスクの型番および記録速度倍率の組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶す
るものであって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する
記録ストラテジー記憶手段と、
　光ディスクの型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、
　記録速度倍率を設定する記録速度倍率設定手段と、
　記録する情報がコンピュータデータかオーディオデータかを判別するデータ種類判別手
段と、
　該データ種類判別手段によるデータ種類の判別に基づき、コンピュータデータの場合は
前記第１の記録ストラテジーを指示し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラ
テジーを指示する記録モード指示手段と、
　前記ディスク型番識別情報検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速
度倍率設定手段で設定される記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１また
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は第２の記録ストラテジーの指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する
記録ストラテジーを選択する記録ストラテジー選択手段と、
　記録信号のパルス幅を補正する記録信号補正手段と、
　光ヘッドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、
　前記記録ストラテジー選択手段で選択された記録ストラテジーに応じて、前記記録信号
補正手段を制御して記録信号のパルス幅を補正し、かつ前記レーザ発生手段を制御して記
録用レーザ光の記録パワーを適正なアシンメトリ値が得られる値に設定して前記光ディス
クに情報の記録を行う制御手段と
　を具備してなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に
低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジ
ーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相
対的に低減した記録を行うものである
　光ディスク記録装置。
【請求項２２】
　記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマー
ク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行う光ディスク記録装
置において、
　光ディスクの型番および記録速度倍率の組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶す
るものであって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するとき
の記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する
記録ストラテジー記憶手段と、
　光ディスクの型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、
　記録速度倍率を設定する記録速度倍率設定手段と、
　記録する情報がコンピュータデータかオーディオデータかを判別するデータ種類判別手
段と、
　該データ種類判別手段によるデータ種類の判別に基づき、コンピュータデータの場合は
前記第１の記録ストラテジーを指示し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラ
テジーを指示する記録モード指示手段と、
　前記ディスク型番識別情報検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速
度倍率設定手段で設定される記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１また
は第２の記録ストラテジーの指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する
記録ストラテジーを選択する記録ストラテジー選択手段と、
　光ディスクの再生信号のアシンメトリ値を検出するアシンメトリ値検出手段と、
　記録信号のパルス幅を補正する記録信号補正手段と、
　光ヘッドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、
　前記選択された記録ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、
これを再生し、前記アシンメトリ値検出手段で検出されるアシンメトリ値に基づき、該記
録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求め、
該記録ストラテジーに応じて前記記録信号補正手段を制御して記録信号のパルス幅を補正
し、かつ前記レーザ発生手段を制御して記録用レーザ光の記録パワーを該求められた値に
設定して前記光ディスクに情報の記録を行う制御手段と
　を具備してなり、
　前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
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場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに所定のアシンメトリ目標値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録ストラ
テジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対
的に低減した記録を行うものであり、
　前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録し
たときに所定のアシンメトリ目標値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラ
テジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストーク
を相対的に低減した記録を行うものである
　光ディスク記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、情報記録面に記録信号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録
方式でピットおよびランドを交互に形成して情報の記録を行うＣＤ－Ｒ（ＣＤレコーダブ
ル）ディスク等の記録可能型光ディスクの記録方法および記録装置に関し、クロストーク
を改善した記録を行えるようにして、例えば音楽記録における音質を改善できるようにし
たものである。
【０００２】
【従来の技術】
記録可能型光ディスクの規格として、ＣＤ－ＷＯ（ＣＤ Write Once）規格がある。これ
は、ＣＤ－Ｒディスクを使用してＣＤフォーマットで追記形記録を行なうものである。Ｃ
Ｄ－ＷＯ規格においては記録ピット長は３Ｔ，４Ｔ，…，１１Ｔ（１Ｔ＝１／４．３２１
８MHz ＝２３１ns）が用いられるが、単に形成しようとするピット長に相当するパルス幅
のレーザ光を照射したのでは、余熱等の影響により、実際に形成されるピット長には誤差
が生じてしまう。このピット長の誤差は、再生信号にジッタを生じさせ、読み取りエラー
発生の原因となる。そこで、形成しようとするピット長ｎＴ（Ｔは単位ピット長に相当す
る時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍数で３，４，…，１１の自然
数）に対し、（ｎ＋Ｋ）Ｔ（Ｋはパルス幅の補正量で、同一型番の光ディスクを同一記録
速度倍率で同一線速度に記録するときはピット長ｎによらず一定の値）を基本とする補正
規則を使用して記録信号のパルス幅を補正し、かつレーザパワーを該パルス幅が補正され
た記録信号に応じた適正値に設定してレーザを駆動して記録を行うようにしている。この
ような、適正なピット長およびランド長を形成するための記録用レーザ駆動信号のパルス
波形（パルス幅、照射開始（立ち上がり）・照射終了（立ち下がり）タイミング、記録パ
ワー）に関する補正あるいは設定規則を記録ストラテジーという。記録ストラテジーは、
パルス波形の時間軸（パルス幅、照射開始・終了タイミング）に関しては、（ｎ＋Ｋ）Ｔ
を基本ストラテジーとして、必要に応じてピット長とランド長の組み合わせごとに付加す
る微調整量が別途定められている。ピット長とランド長の組み合わせごとに微調整量を付
加する場合の記録ストラテジーは、ピット長ｎＴに応じた微調整量をα(nT)、ランド長ｍ
Ｔ（ｍ＝３，４，…，１１）に応じた微調整量をβ(mT)とすると、例えば（ｎ＋Ｋ）Ｔ＋
α(nT)－β(mT)として定められる。また、記録ストラテジーは、記録パワーに関しては、
再生信号のアシンメトリ値（再生波形の非対称性に関するパラメータ値で、再生ＲＦ信号
のアイパターンにおいてアイの中心が振幅の中心からずれる大きさを示す値）が定められ
ている。
【０００３】
記録ストラテジーは、ＣＤ－Ｒディスクの型番と記録速度倍率との組み合わせごとに定め
られ、ＣＤ－Ｒディスク記録再生装置（ＣＤ－Ｒドライブ）内のメモリに格納されている
。ＣＤ－Ｒディスクがドライブに装填されると、ドライブはリードイン領域のウォブルの
ＡＴＩＰ信号に記録されているリードイン開始時間等からディスク型番を判別し、別途使
用者により指定される記録速度倍率との組み合わせに応じて、メモリから該当する記録ス
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トラテジーを読み出す。そして、読み出された記録ストラテジーで定められたパルス波形
の時間軸に関する補正規則を用いて、ＣＤ－Ｒディスクのテスト領域で記録パワーを順次
変化させてテスト記録し、テスト記録後これを再生して、該記録ストラテジーで定められ
たアシンメトリ値が得られる記録パワーを求める。これで本番記録前の準備が整い、使用
者による本番記録の指示操作を待って、記録パワーを該求められた値に初期設定し、記録
信号を前記読み出された記録ストラテジーで定められたパルス波形の時間軸に関する補正
規則を用いて補正して本番の記録を行う。なお、記録ストラテジーに関する技術を開示し
た公知文献としては、例えば下記特許文献１がある。
【０００４】
【特許文献１】
特開平５－３１４４８０号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ＣＤ－Ｒディスクの用途は、従来はコンピュータデータの記録が主であったが、最近では
音楽（オーディオデータ）の記録（録音）が増加してきた。ところが、一部のオーディオ
愛好家の間には、データ容量７００ＭＢの８０分記録用ＣＤ－Ｒディスク（以下「８０分
ディスク」）は音質が悪いという意見があった。
【０００６】
この発明は、上述の点に鑑みてなされたもので、クロストークを改善した記録を行えるよ
うにして、例えば音楽記録における音質を改善できるようにした光ディスク記録方法およ
びその装置を提供しようとするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
８０分ディスクの音質が悪いといわれる原因は、データ容量６５０ＭＢの７４分記録用Ｃ
Ｄ－Ｒディスク（以下「７４分ディスク」）のトラックピッチが１．６μｍであるのに対
し、８０分ディスクはトラックピッチが１．５μｍと狭く、再生時に隣接トラックからの
クロストークが大きくなるためと考えられる。すなわち、隣接トラックからのクロストー
クが大きいと、サーボの負担が大きくなり、電源変動により音質が劣化する。
【０００８】
基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を変えて同じ記録信号を同じＣＤ－Ｒディスクに同
じ記録速度倍率で同じ線速度に記録した場合の再生信号のクロストークとジッタについて
図２を参照して説明する。図２において（ａ）は補正前の記録信号、（ｂ）、（ｃ）は該
記録信号のパルス幅を記録ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔで補正し、かつ、該補正されたパル
ス幅で記録したときに所定のアシンメトリ値が得られるように記録パワーを設定したレー
ザ駆動信号である。（ｂ）はＫ値を低目の値（符号が－で絶対値が大きい値）Ｋ１に設定
してパルス幅を短目にしたものである。このとき、余熱によるピット形成を促進して所定
のピット長が形成されるように記録パワーは高目の値Ｐ１に設定される。（ｃ）はＫ値を
高目の値（符号が－で絶対値が小さい値）Ｋ２に設定してパルス幅を長目にしたものであ
る。このとき、余熱によるピット形成を抑制して所定のピット長が形成されるように記録
パワーは低目の値Ｐ２に設定される。（ｂ）、（ｃ）はピットの長さが同じになるように
記録されているが、（ｂ）の方が記録パワーが高いので余熱により幅方向へのピット形成
が促進され、（ｂ）のピット幅Ｗ１は、（ｃ）のピット幅Ｗ２よりも広く形成されている
。このため、（ｂ）の記録では隣接トラック相互間のピット間隔が狭くなり、再生時に再
生用ビームスポットが隣のピットに掛かりやすくなるためクロストークが大きくなる。た
だし、記録パワーが高いため、ピットの切れが良好で、ジッタは小さくなる。一方、（ｃ
）の記録ではピット幅Ｗ２が狭いので、隣接トラック相互間のピット間隔が広くなり、再
生時に再生用ビームスポットが隣のピットに掛かりにくくなるためクロストークは小さく
なる。しかし、記録パワーが低いため、ピットの切れが悪く、ジッタは大きくなる。
【０００９】
某社製のシアニン系ＣＤ－Ｒディスクを使用して、図２（ｂ）の補正値Ｋ１を－０．５に
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設定し、同（ｃ）の補正値Ｋ２を－０．２に設定して４倍速で記録した場合の再生信号の
各種特性を図３～図６に示す。図３はアシンメトリ値の変化（アシンメトリ値は記録パワ
ーにより変化する。）に対するピットジッタの変化、図４はアシンメトリ値の変化に対す
るランドジッタの変化、図５はアシンメトリ値の変化に対するＣ１エラーの変化、図６は
アシンメトリ値の変化に対するクロストーク値の変化である。図３、図４によれば、図２
（ｂ）の短目のパルスで記録した方が、同（ｃ）の長目のパルスで記録するよりも全体的
にジッタが小さく抑えられることがわかる。また、図５によれば、図２（ｂ）の短目のパ
ルスで記録した方が、同（ｃ）の長目のパルスで記録するよりもアシンメトリ値の広い範
囲でＣ1エラーの発生回数が少なく抑えられることがわかる。したがって、図２（ｂ）の
短目のパルスで記録した方が、同（ｃ）の長目のパルスで記録するよりもパワーマージン
（ジッタとＣ１エラーの双方がそれぞれ所定の基準以下に収まっているレーザパワー範囲
）が広く得られる。これに対し、図６によれば、図２（ｃ）の長目のパルスで記録した方
が、同（ｂ）の短目のパルスで記録するよりも全体的にクロストークが低く抑えられる（
５％近く改善している）ことがわかる。以上のことから、ジッタを小さく（Ｃ１エラーを
少なく、パワーマージンを広く）しようとするとクロストークが大きくなり、クロストー
クを小さくしようとするとジッタが大きく（Ｃ１エラーが多く、パワーマージンが狭く）
なるので、ジッタ（Ｃ１エラー、パワーマージン）とクロストークをともに最良値にする
ような値にＫ値を設定するのは困難であることがわかる。
【００１０】
そこで、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ス
トラテジーとして、Ｋ値が異なる複数種類を用意し、用途に応じて切り換えて使用する。
すなわち、クロストークが重視される音楽記録等の場合は、パルス幅を長目にし、記録パ
ワーを低目にして、もってピット幅が広がるのを防止してクロストークを低減する。パル
ス幅を長目にすることによりジッタはやや増大し、再生時に読み取りエラーが発生する確
率はやや高まるが、音楽の場合はランダムなエラーがたまに発生してもあまり大きなノイ
ズにはならず、しかも前後のデータに相関性があるので、失ったデータを補間することも
容易にできる。むしろ、常時発生するクロストークを低減することによる音質改善効果の
方が価値が大きいと言える。
【００１１】
これに対し、コンピュータデータ記録の場合は、パルス幅を短目にし、記録パワーを高目
にして、もってピットの切れを良好にして、再生時のジッタを低減し、読み取りエラーの
発生を極力防止する。記録パワーを高目にすることによりクロストークはやや増大するが
、コンピュータデータの場合は音質は関係ないから、問題にはならない。むしろ、１つの
読み取りエラーが致命的になる場合があるから、読み取りエラーの発生を極力抑えられる
効果は大きいと言える。
【００１２】
この発明は、上述の考えに基づくもので、音楽記録等はクロストークを重視し、コンピュ
ータデータ記録等はジッタを重視して記録を行えるように、同一型番の光ディスクを同一
記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーを複数種類用意して、それ
らを切り換えて使用できるようにしたものである。
【００１３】
　すなわち、この発明の光ディスク記録方法は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信
号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互
に形成して情報の記録を行う方法であって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で
同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記
録ストラテジーを用意し、これら両記録ストラテジーを使用者の記録モード切換操作に応
じて切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の
記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短
くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に
設定し、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット
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幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、前記第２の記
録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記
録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正な
アシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の
記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した
記録を行うものである。光ディスクは、例えばＣＤ－Ｒ等の色素系追記型光ディスクを用
いることができる。
【００１４】
　また、この発明の光ディスク記録方法は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う方法であって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一
線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ス
トラテジーを用意し、これら両記録ストラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて
切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録
ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし
記録パワーを相対的に上げて記録を行い、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報
の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録
を行うものであり、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ
情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし記録パワーを相対的
に下げて記録を行い、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に
比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を行うもので
ある。
【００１５】
　また、この発明の光ディスク記録方法は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う方法であって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一
線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ス
トラテジーを用意し、これら両記録ストラテジーを使用者の記録モード切換操作に応じて
切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録
ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし
て記録を行うものであり、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジー
で同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くして記録を行う
ものであり、前記各記録ストラテジーごとに再生信号のアシンメトリ目標値を設定し、使
用する記録ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、これを再生
して、該記録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー
値を求めて設定して本番記録を行い、もって前記第１の記録ストラテジーで本番記録を行
う場合は前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅
を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行い、前記第２の記録ストラテジ
ーで本番記録を行う場合は前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行う場合
に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を行うもの
である。
【００１６】
　また、この発明の光ディスク記録方法は、ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信
号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互
に形成して情報の記録を行う方法であって、同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一
記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテ
ジーと第２の記録ストラテジーを用意し、これら両記録ストラテジーを使用者の記録モー
ド切換操作に応じて切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジー
は、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、レーザ駆動信号
のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し、Ｔは単位ピット長に相当する
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時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍数（自然数）、Ｋはパルス幅の
補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設定し、記録パワーをこのパルス
幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録
ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタ
を相対的に低減した記録を行うものであり、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の
記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）
ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなるように設定し、記録パワーをこのパルス幅で記
録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラ
テジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストーク
を相対的に低減した記録を行うものである。前記第１、第２の記録ストラテジーは記録速
度倍率が高くなるにつれてＫ値を増大させたものとすることができる。
【００１７】
　また、この発明の光ディスク記録方法は、ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信
号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互
に形成して情報の記録を行う方法であって、同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一
記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテ
ジーと第２の記録ストラテジーを用意し、これら両記録ストラテジーを使用者の記録モー
ド切換操作に応じて切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジー
は、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、レーザ駆動信号
のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し、Ｔは単位ピット長に相当する
時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍数（自然数）、Ｋはパルス幅の
補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設定し、記録パワーを相対的に上
げて記録を行い、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べ
てピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、前記
第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に
比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなるように
設定し、記録パワーを相対的に下げて記録を行い、もって前記第１の記録ストラテジーで
同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的
に低減した記録を行うものである。
【００１８】
　また、この発明の光ディスク記録方法は、ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信
号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互
に形成して情報の記録を行う方法であって、同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一
記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテ
ジーと第２の記録ストラテジーを用意し、これら両記録ストラテジーを使用者の記録モー
ド切換操作に応じて切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジー
は、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、レーザ駆動信号
のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し、Ｔは単位ピット長に相当する
時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍数（自然数）、Ｋはパルス幅の
補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設定して記録を行うものであり、
前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場
合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなるよ
うに設定して記録を行うものであり、前記各記録ストラテジーごとに再生信号のアシンメ
トリ目標値を設定し、使用する記録ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテ
スト記録し、これを再生して、該記録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標
値が得られる記録パワー値を求めて設定して本番記録を行い、もって前記第１の記録スト
ラテジーで本番記録を行う場合は前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行
う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行い、前
記第２の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第１の記録ストラテジーで同じ情
報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に



(15) JP 4123007 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

低減した記録を行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録方法は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う方法であって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一
線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ス
トラテジーを用意し、記録する情報内容がコンピュータデータかオーディオデータかを判
別して、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオ
データの場合は前記第２の記録ストラテジーを使用するようにこれら両記録ストラテジー
を自動的に切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記
第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対
的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られ
る値に設定し、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて
ピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、前記第
２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比
べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに
適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ
情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低
減した記録を行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録方法は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う方法であって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一
線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ス
トラテジーを用意し、記録する情報内容がコンピュータデータかオーディオデータかを判
別して、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオ
データの場合は前記第２の記録ストラテジーを使用するようにこれら両記録ストラテジー
を自動的に切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記
第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対
的に短くし記録パワーを相対的に上げて記録を行い、もって前記第２の記録ストラテジー
で同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低
減した記録を行うものであり、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテ
ジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし記録パワ
ーを相対的に下げて記録を行い、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を
行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を
行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録方法は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う方法であって、同一型番の光ディスクを同一記録速度倍率で同一
線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテジーと第２の記録ス
トラテジーを用意し、記録する情報内容がコンピュータデータかオーディオデータかを判
別して、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、オーディオ
データの場合は前記第２の記録ストラテジーを使用するようにこれら両記録ストラテジー
を自動的に切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記
第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対
的に短くして記録を行うものであり、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ス
トラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くして
記録を行うものであり、前記各記録ストラテジーごとに再生信号のアシンメトリ目標値を
設定し、使用する記録ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、
これを再生して、該記録ストラテジーについて設定されたアシンメトリ目標値が得られる
記録パワー値を求めて設定して本番記録を行い、もって前記第１の記録ストラテジーで本
番記録を行う場合は前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べ
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てピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行い、前記第２の記録
ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の本番記録
を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録
を行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録方法は、ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信
号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互
に形成して情報の記録を行う方法であって、同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一
記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテ
ジーと第２の記録ストラテジーを用意し、記録する情報内容がコンピュータデータかオー
ディオデータかを判別して、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを
使用し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラテジーを使用するようにこれら
両記録ストラテジーを自動的に切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ス
トラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、レー
ザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し、Ｔは単位ピット長
に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍数（自然数）、Ｋは
パルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設定し、記録パワーを
このパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記
第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形
成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、前記第２の記録ストラテジーは、
前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、該基本ストラテジー
（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長くなるように設定し、記録パワーをこのパ
ルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の
記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しク
ロストークを相対的に低減した記録を行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録方法は、ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信
号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互
に形成して情報の記録を行う方法であって、同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一
記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテ
ジーと第２の記録ストラテジーを用意し、記録する情報内容がコンピュータデータかオー
ディオデータかを判別して、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを
使用し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラテジーを使用するようにこれら
両記録ストラテジーを自動的に切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ス
トラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、レー
ザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し、Ｔは単位ピット長
に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍数（自然数）、Ｋは
パルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設定し、記録パワーを
相対的に上げて記録を行い、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う
場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うもので
あり、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を
行う場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に長く
なるように設定し、記録パワーを相対的に下げて記録を行い、もって前記第１の記録スト
ラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストー
クを相対的に低減した記録を行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録方法は、ＣＤレコーダブルディスクの記録面に記録信
号で変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互
に形成して情報の記録を行う方法であって、同一型番のＣＤレコーダブルディスクを同一
記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録ストラテ
ジーと第２の記録ストラテジーを用意し、記録する情報内容がコンピュータデータかオー
ディオデータかを判別して、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを
使用し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラテジーを使用するようにこれら
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両記録ストラテジーを自動的に切り換えて使用できるようにしてなり、前記第１の記録ス
トラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて、レー
ザ駆動信号のパルス幅に関する基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔ｛但し、Ｔは単位ピット長
に相当する時間、ｎは単位ピット長に対する形成すべきピット長の倍数（自然数）、Ｋは
パルス幅の補正量｝のＫ値を、パルス幅が相対的に短くなるように設定して記録を行うも
のであり、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記
録を行う場合に比べて、該基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を、パルス幅が相対的に
長くなるように設定して記録を行うものであり、前記各記録ストラテジーごとに再生信号
のアシンメトリ目標値を設定し、使用する記録ストラテジーについて記録パワーを順次変
化させてテスト記録し、これを再生して、該記録ストラテジーについて設定されたアシン
メトリ目標値が得られる記録パワー値を求めて設定して本番記録を行い、もって前記第１
の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の本
番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録
を行い、前記第２の記録ストラテジーで本番記録を行う場合は前記第１の記録ストラテジ
ーで同じ情報の本番記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストーク
を相対的に低減した記録を行うものである。
【００１９】
なお、この発明の光ディスク記録方法は、所定時間以上の長時間記録用光ディスク（例え
ば８０分ＣＤレコーダブルディスク）用にのみ前記第１の記録ストラテジーと前記第２の
記録ストラテジーの両方を用意し、それよりも記録時間が短い光ディスク用には、第１の
記録ストラテジーに相当する単一の記録ストラテジーのみを用意することができる。また
、同一型番の光ディスクについて、所定値以下の記録速度倍率用にのみ前記第１の記録ス
トラテジーと前記第２の記録ストラテジーの両方を用意し、それよりも高い記録速度倍率
用には第１の記録ストラテジーに相当する単一の記録ストラテジーのみを用意することが
できる。また、記録ストラテジーの切り換えは、使用者の記録モード切換操作に応じてま
たは自動で行うことができる。使用者の記録モード切換操作に応じて記録ストラテジーを
切り換える場合は、記録モード切換操作が通常記録あるいはジッタ低減を重視した記録と
クロストーク低減を重視した記録の切換指示を内容とし、通常記録あるいはジッタ低減を
重視した記録の場合は前記第１の記録ストラテジーを使用し、クロストーク低減を重視し
た記録の場合は前記第２の記録ストラテジーを使用することができる。あるいは、記録モ
ード切換操作が通常記録あるいはコンピュータデータ記録とオーディオデータ記録の切換
指示を内容とし、通常記録あるいはコンピュータデータ記録の場合は前記第１の記録スト
ラテジーを使用し、オーディオデータ記録の場合は前記第２の記録ストラテジーを使用す
ることができる。自動で記録ストラテジーを切り換える場合は、記録する情報内容がコン
ピュータデータかオーディオデータかを判別し、コンピュータデータの場合は前記第１の
記録ストラテジーを使用し、オーディオデータの場合は前記第２の記録ストラテジーを使
用することができる。
【００２０】
　この発明の光ディスク記録装置は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で変調さ
れた記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形成して
情報の記録を行う光ディスク記録装置において、光ディスクの型番および記録速度倍率の
組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶するものであって、同一型番の光ディスクを
同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記録スト
ラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する記録ストラテジー記憶手段と、光ディスク
の型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、記録速度倍率を設定
する記録速度倍率設定手段と、前記第１、第２の記録ストラテジーのいずれを使用するか
を使用者の指示操作に基づき指示する記録モード指示手段と、前記ディスク型番識別情報
検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速度倍率設定手段で設定される
記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１または第２の記録ストラテジーの
指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する記録ストラテジーを選択する
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記録ストラテジー選択手段と、記録信号のパルス幅を補正する記録信号補正手段と、光ヘ
ッドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、前記記録ストラテジー選
択手段で選択された記録ストラテジーに応じて、前記記録信号補正手段を制御して記録信
号のパルス幅を補正し、かつ前記レーザ発生手段を制御して記録用レーザ光の記録パワー
を適正なアシンメトリ値が得られる値に設定して前記光ディスクに情報の記録を行う制御
手段とを具備してなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の記録ストラテジーで
同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短くし、記録パワーを
このパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記
第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に広く形
成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、前記第２の記録ストラテジーは、
前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を
相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得
られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比
べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した記録を行うものであ
る。
【００２１】
　また、この発明の光ディスク記録装置は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う光ディスク記録装置において、光ディスクの型番および記録速度
倍率の組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶するものであって、同一型番の光ディ
スクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記
録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する記録ストラテジー記憶手段と、光デ
ィスクの型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、記録速度倍率
を設定する記録速度倍率設定手段と、前記第１、第２の記録ストラテジーのいずれを使用
するかを使用者の指示操作に基づき指示する記録モード指示手段と、前記ディスク型番識
別情報検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速度倍率設定手段で設定
される記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１または第２の記録ストラテ
ジーの指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する記録ストラテジーを選
択する記録ストラテジー選択手段と、光ディスクの再生信号のアシンメトリ値を検出する
アシンメトリ値検出手段と、記録信号のパルス幅を補正する記録信号補正手段と、光ヘッ
ドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、前記選択された記録ストラ
テジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、これを再生し、前記アシンメ
トリ値検出手段で検出されるアシンメトリ値に基づき、該記録ストラテジーについて設定
されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求め、該記録ストラテジーに応じて
前記記録信号補正手段を制御して記録信号のパルス幅を補正し、かつ前記レーザ発生手段
を制御して記録用レーザ光の記録パワーを該求められた値に設定して前記光ディスクに情
報の記録を行う制御手段とを具備してなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の
記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短
くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに所定のアシンメトリ目標値が得られる
値に設定し、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピ
ット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、前記第２
の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べ
て記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに所
定のアシンメトリ目標値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジーで同
じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に
低減した記録を行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録装置は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う光ディスク記録装置において、光ディスクの型番および記録速度
倍率の組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶するものであって、同一型番の光ディ
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スクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記
録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する記録ストラテジー記憶手段と、光デ
ィスクの型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、記録速度倍率
を設定する記録速度倍率設定手段と、記録する情報がコンピュータデータかオーディオデ
ータかを判別するデータ種類判別手段と、該データ種類判別手段によるデータ種類の判別
に基づき、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを指示し、オーディ
オデータの場合は前記第２の記録ストラテジーを指示する記録モード指示手段と、前記デ
ィスク型番識別情報検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速度倍率設
定手段で設定される記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１または第２の
記録ストラテジーの指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する記録スト
ラテジーを選択する記録ストラテジー選択手段と、記録信号のパルス幅を補正する記録信
号補正手段と、光ヘッドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、前記
記録ストラテジー選択手段で選択された記録ストラテジーに応じて、前記記録信号補正手
段を制御して記録信号のパルス幅を補正し、かつ前記レーザ発生手段を制御して記録用レ
ーザ光の記録パワーを適正なアシンメトリ値が得られる値に設定して前記光ディスクに情
報の記録を行う制御手段とを具備してなり、前記第１の記録ストラテジーは、前記第２の
記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に短
くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正なアシンメトリ値が得られる値に
設定し、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット
幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであり、前記第２の記
録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記
録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに適正な
アシンメトリ値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の
記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストークを相対的に低減した
記録を行うものである。
　また、この発明の光ディスク記録装置は、記録可能型光ディスクの記録面に記録信号で
変調された記録用レーザ光を照射してマーク長記録方式でピットおよびランドを交互に形
成して情報の記録を行う光ディスク記録装置において、光ディスクの型番および記録速度
倍率の組み合わせに応じた記録ストラテジーを記憶するものであって、同一型番の光ディ
スクを同一記録速度倍率で同一線速度に記録するときの記録ストラテジーとして第１の記
録ストラテジーと第２の記録ストラテジーを記憶する記録ストラテジー記憶手段と、光デ
ィスクの型番を識別する情報を検出するディスク型番識別情報検出手段と、記録速度倍率
を設定する記録速度倍率設定手段と、記録する情報がコンピュータデータかオーディオデ
ータかを判別するデータ種類判別手段と、該データ種類判別手段によるデータ種類の判別
に基づき、コンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを指示し、オーディ
オデータの場合は前記第２の記録ストラテジーを指示する記録モード指示手段と、前記デ
ィスク型番識別情報検出手段で検出される光ディスク型番識別情報、前記記録速度倍率設
定手段で設定される記録速度倍率および前記記録モード指示手段による第１または第２の
記録ストラテジーの指示に応じて、前記記録ストラテジー記憶手段から該当する記録スト
ラテジーを選択する記録ストラテジー選択手段と、光ディスクの再生信号のアシンメトリ
値を検出するアシンメトリ値検出手段と、記録信号のパルス幅を補正する記録信号補正手
段と、光ヘッドから適宜のパワーでレーザを発生させるレーザ発生手段と、前記選択され
た記録ストラテジーについて記録パワーを順次変化させてテスト記録し、これを再生し、
前記アシンメトリ値検出手段で検出されるアシンメトリ値に基づき、該記録ストラテジー
について設定されたアシンメトリ目標値が得られる記録パワー値を求め、該記録ストラテ
ジーに応じて前記記録信号補正手段を制御して記録信号のパルス幅を補正し、かつ前記レ
ーザ発生手段を制御して記録用レーザ光の記録パワーを該求められた値に設定して前記光
ディスクに情報の記録を行う制御手段とを具備してなり、前記第１の記録ストラテジーは
、前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べて記録信号のパルス幅
を相対的に短くし、記録パワーをこのパルス幅で記録したときに所定のアシンメトリ目標
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値が得られる値に設定し、もって前記第２の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行う場
合に比べてピット幅を相対的に広く形成しジッタを相対的に低減した記録を行うものであ
り、前記第２の記録ストラテジーは、前記第１の記録ストラテジーで同じ情報の記録を行
う場合に比べて記録信号のパルス幅を相対的に長くし、記録パワーをこのパルス幅で記録
したときに所定のアシンメトリ目標値が得られる値に設定し、もって前記第１の記録スト
ラテジーで同じ情報の記録を行う場合に比べてピット幅を相対的に狭く形成しクロストー
クを相対的に低減した記録を行うものである。
【００２２】
　なお、この発明の光ディスク記録装置は、前記記録モード指示手段が、使用者の指示操
作に基づき前記第１または第２の記録ストラテジーの指示を行うようにすることができる
。また、記録する情報がコンピュータデータかオーディオデータかを判別するデータ種類
判別手段をさらに具備し、前記記録モード指示手段が、該データ種類の判別に基づき、コ
ンピュータデータの場合は前記第１の記録ストラテジーを指示し、オーディオデータの場
合は前記第２の記録ストラテジーを指示するようにすることができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
この発明の実施の形態を以下説明する。図７はこの発明が適用された光ディスク記録再生
装置（ＣＤ－Ｒディスク記録再生装置）のシステム構成を示すものである。この光ディス
ク記録装置１は単体のＣＤ－Ｒ記録再生装置として、あるいは、ＣＤ－Ｒドライブとパソ
コンとを組み合わせた装置等として構成することができる。入力装置２８では使用者の操
作により記録速度倍率が設定入力される。また、入力装置２８では使用者の操作により記
録モードの切換が行われる。この記録モード切換操作は、一般的に言えば通常記録（ジッ
タ低減を重視した記録）とクロストーク低減を重視した記録の切換指示を内容とするもの
、また具体的に言えば通常記録（コンピュータデータ記録）と音楽記録の切換指示を内容
とするものである。
【００２４】
ディスクサーボ回路１６は、システムコントローラ１９からの指令により、スピンドルモ
ータ１２を、設定された記録速度倍率で線速度一定（１倍速時は１．２ｍ／ｓ～１．４ｍ
／ｓ、２倍速時は１倍速時の２倍、４倍速時は１倍速時の４倍、……）で回転制御する。
この線速度一定制御は、ＣＤ－ＷＯ規格の場合は、プリグループのウォブル（Ｗｏｂｂｌ
ｅ）が２２．０５kHz になるように規定されているので、光ヘッド１３の出力信号からウ
ォブルを検出して（トラッキングエラー信号の残留分から検出できる。）、これが所定の
周波数（１倍速時は２２．０５kHz 、２倍速時は４４．１kHz 、４倍速時は８８．２kHz 
、……）で検出されるようにスピンドルモータ１２をＰＬＬ制御することで実現される。
【００２５】
フォーカスサーボおよびトラッキングサーボ回路１８は、システムコントローラ１９から
の指令により、光ヘッド１３内の半導体レーザから出射されるレーザ光１１のフォーカス
およびトラッキングを制御する。トラッキング制御は光ディスク１０に形成されたプリグ
ルーブを検出することにより行なわれる。フィードサーボ回路１７はシステムコントロー
ラ１９からの指令により、フィードモータ２０を駆動して光ヘッド１３を光ディスク１０
の径方向に移動させる。
【００２６】
光ディスク（ＣＤ－Ｒディスク）１０に記録すべき入力信号は、記録速度倍率に応じた速
度でディジタル信号の場合は直接記録信号形成回路２２に入力され、アナログ信号の場合
はＡ／Ｄ変換器２４を経て記録信号形成回路２２に入力される。記録信号形成回路２２は
、入力データにインタリーブをかけて、エラーチェックコードを付与し、またＴＯＣおよ
びサブコード生成回路２３で生成されるＴＯＣ情報およびサブコード情報を付与し、ＥＦ
Ｍ変調してＣＤ規格のフォーマットおよび記録速度倍率に応じた転送レートで一連のシリ
アルデータを形成し、記録信号として出力する。
【００２７】
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この記録信号は、ドライブインターフェイス１５を介して記録信号補正手段（記録信号補
正回路）２６に入力される。記録信号補正手段２６は、使用する光ディスク１０の型番（
どのディスク製造メーカーのどの型番のＣＤ－Ｒディスクであるか）、記録速度倍率およ
び記録モードの組み合わせに応じて予め定められた記録信号パルスの時間軸（パルス幅お
よび開始・終了タイミング）に関する記録ストラテジーにより時間軸が補正されてレーザ
発生手段（レーザ発生回路）２５に入力される。レーザ発生手段２５は記録信号に応じて
光ヘッド１３内の半導体レーザを駆動してレーザ光１１を光ディスク１０の記録面に照射
し、ピットを形成して記録を行なう。記録時のレーザパワー（記録パワー）に関しては、
使用する光ディスク１０の型番、記録速度倍率および記録モードの組み合わせに応じて最
適な記録を実現するアシンメトリ値がアシンメトリ目標値として予め定められており、本
番記録に先立って行われるテスト記録によって該アシンメトリ目標値を実現するパワーが
求められ、このパワーが初期値として指令され、ＡＬＰＣ（Automatic Laser Power Cont
rol ）回路でこの指令されたパワーに高精度に制御される。これにより、光ディスク１０
にはＣＤ－ＷＯ規格のフォーマット、転送速度および線速度（１．２～１．４ｍ／ｓ）で
データが記録される。記録終了後に光ディスク１０に再生用レーザ光（記録パワーのレー
ザ光より小パワー）を照射して再生すると、読出データは信号再生処理回路３０で復調さ
れ、そのままディジタル信号として、またＤ／Ａ変換器３１でアナログ信号に変換されて
出力される。
【００２８】
図７のシステムコントローラ１９による記録制御の制御ブロックを図１に示す。記録速度
倍率設定手段２７は、図７の入力装置２８として、使用者の操作により記録速度倍率（×
１，×２，×４，…）を設定する。記録モード指示手段２９は、図７の入力装置２８とし
て、使用者の操作により前述の記録モード切換操作を行う。ディスク型番識別情報検出手
段３２は、光ディスク装置１に装填されている光ディスク１０の型番を識別する情報を検
出するものである。ディスク型番識別情報としては、例えば光ディスク１０のリードイン
領域のウォブルに記録されているＡＴＩＰ信号を利用することができる。すなわち、ＣＤ
－Ｒディスクではリードイン開始時間ＳＴＬＩ（Start time of lead-in）として採り得
る値が、所定時間の範囲内でメーカーごとに１０個のフレーム値で割り当てられ、各メー
カーは該割り当てられた１０フレームの数値をディスク型番ごとに割り当てて（末尾の数
値０～４をシアニン系ディスクに割り当て、同５～９をフタロシアニン系ディスクに割り
当てる。）、リードイン部にＡＴＩＰ信号として記録している。そこで、光ディスク１０
が装置にローディングされたときに、リードイン開始時間ＳＴＬＩをディスク型番識別情
報として参照することにより、ディスク型番（どのディスク製造メーカーのどの型番のデ
ィスクであるか）を判別することができる。
【００２９】
記録ストラテジー記憶手段３４は、ディスク型番、記録速度倍率および記録モードの組み
合わせに応じて最適な記録を実現する記録ストラテジーとして、レーザ駆動信号波形の時
間軸（パルス幅、照射開始・終了タイミング）に関するパラメータと、レーザパワーに関
するパラメータであるアシンメトリ目標値を記憶している。レーザ駆動信号波形の時間軸
に関するパラメータは、基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）Ｔと、必要に応じてピット長とラン
ド長の組み合わせごとに付加する微調整量で構成される。
【００３０】
記録ストラテジー記憶手段３４に記憶される基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値につい
て説明する。図８は、同一型番の光ディスクに、記録パワーを適正に保った状態で、記録
線速度倍率を変化させて記録した場合に、再生信号のＣ１エラー特性およびジッタ特性が
良好となる補正量Ｋの範囲を、従来の記録ストラテジーによる通常記録（ジッタ重視記録
、コンピュータデータ記録）モードとこの発明特有のクロストーク重視記録（音楽記録）
モードについて個別に示したものである。これによれば、記録線速度倍率が低いときはＫ
値は低く、記録速度倍率が高くなるにつれてＫ値が大きくなる。これは、記録速度倍率が
低くなるにつれて必然的に記録パワーが低くなりそれに伴いピットの切れが悪くなってジ
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ッタが増大するので、Ｋ値を低目の値（－方向に向けて下げた値）に設定してパルス幅を
短目にし、もって記録パワーの低下を抑制してジッタの増大を防ぐためである。また、記
録速度倍率が高くなるにつれて必然的に記録パワーが高くなりそれに伴いクロストークが
増大するので、Ｋ値を高目の値（＋方向に向けて上げた値）に設定してパルス幅を長目に
し、もって記録パワーの増大を抑制してクロストークの増大を抑制するためである。通常
記録モードでは、Ｋ値をクロストーク重視記録モードよりも低目の値（－方向に向けて下
げた値）に設定して、図２（ｂ）のようにパルス幅を短目にし、記録パワーを高目にする
。クロストーク重視記録モードでは、Ｋ値を通常記録モードよりも（＋方向に向けて上げ
た値）に設定して、図２（ｃ）のようにパルス幅を長目にし、記録パワーを低目にする。
例えば、４倍速記録の場合は、通常記録のＫ値（Ｋ１）を－０．５、クロストーク重視記
録モードのＫ値（Ｋ２）を－０．２に設定する（すなわち、Ｋ１＜Ｋ２とする。）ことが
できる。
【００３１】
また、通常記録モード用のＫ値では記録速度倍率を十分に高くして記録することができる
が、クロストーク重視記録モード用のＫ値では記録速度倍率をあまり高く設定して記録す
ると記録品位が悪化するため、クロストーク重視記録モードでは選択できる記録速度倍率
の上限値を通常記録モードで選択できる記録速度倍率の上限値よりも低く設定するのが望
ましい。そこで、記録ストラテジー記憶手段３４には、通常記録モードについては高い記
録速度倍率まで（例えば１～３２倍速まで）記録ストラテジーを記憶し、クロストーク重
視記録モードについてはそれよりも低い記録速度倍率まで（例えば１～８倍速まで）記録
ストラテジーを記憶し、所定記録速度倍率（例えば８倍速）よりも高い記録速度倍率（例
えば１６倍速以上）が指定されたときは、自動的に通常記録モードに固定されるようにす
ることができる。また、音楽記録でクロストークが問題となるのは特に大容量ディスクの
場合であるので、データ容量が所定値以上の光ディスク（例えば、データ容量７００ＭＢ
の８０分記録用ＣＤ－Ｒディスク）についてのみ通常記録モード用とクロストーク重視記
録モード用の２つの記録ストラテジーを用意し、データ容量が該所定値よりも少ない光デ
ィスク｛例えば、データ容量６５０ＭＢの７４分記録用ＣＤ－Ｒディスクおよびデータ容
量５５０ＭＢの６３分記録用ＣＤ－Ｒディスク（以下「６３分ディスク」）｝については
通常記録モード用の記録ストラテジーのみ用意することもできる。
【００３２】
記録ストラテジー選択手段３６は、ディスク型番識別情報検出手段３２で検出されるディ
スク型番識別情報、記録速度倍率設定手段２７で設定される記録速度倍率および記録モー
ド指示手段２９で指示される記録モードに応じて、該当する記録ストラテジーを記録スト
ラテジー記憶手段３４から読み出す。アシンメトリ値検出手段３５は光ディスク１０の再
生信号のアシンメトリ値を検出する。アシンメトリ値は、再生ＥＦＭ信号波形のピークレ
ベル（符号は＋）をａ、ボトムレベルをｂ（符号は－）とすると（ａ＋ｂ）／（ａ－ｂ）
で求まる。
【００３３】
制御手段３８は、本番記録に先立ちＯＰＣ制御(Optimum Power Control)により、本番記
録の記録パワー初期値を決定する制御を行う。このＯＰＣ制御は、読み出された記録スト
ラテジーによりテスト用記録パルスの時間軸補正を行いながら、記録パワーを順次変化さ
せて光ディスク１０にテスト記録し、これを再生し、アシンメトリ値検出手段３５で検出
されるアシンメトリ値に基づき、該記録ストラテジーで定められたアシンメトリ目標値が
得られる記録パワー値を求めることにより行われる。ＯＰＣ制御で本番記録の記録パワー
初期値が決定されたら、制御手段３８は、使用者による本番記録の指示を受けて、記録パ
ワー値を該決定された初期値に設定し、前記読み出された記録ストラテジーに応じて、入
力される記録信号の時間軸を補正し光ディスク１０に情報の本番記録を行う。記録開始後
は、必要に応じていわゆるＲＯＰＣ制御(Running Optimum Power Control)により記録パ
ワーの実時間制御を行う。制御手段３８はまた、ディスクサーボ回路１６を制御して、指
令された記録速度倍率に相当する速度にスピンドルモータ１２を回転制御する。
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【００３４】
図１の制御ブロック構成による記録ストラテジー設定制御の一例を図９に示す。光ディス
ク１０が挿入されると（Ｓ１）、リードイン領域のウォブルに記録されているＡＴＩＰ信
号からリードイン開始時間ＳＴＬＩ、最大リードアウト開始可能時間ＬＬＯ（Last possi
ble time of lead-out）等の情報を取得する（Ｓ２）。記録ストラテジー選択手段３６は
該取得したリードイン開始時間ＳＴＬＩをディスク種類の識別情報として用いて、記録ス
トラテジー記憶手段３４に該当するコードが存在するかどうかを判断する（Ｓ３）。該当
するコードが存在する場合は、そのコードに該当するディスク型番、使用者により指示さ
れた記録速度倍率および記録モード（記録モードの選択が可能なディスク型番および記録
速度倍率の場合）に応じて定められた記録ストラテジーを記録ストラテジー記憶手段３４
から読み出して制御手段３８に設定する（Ｓ４）。そして、選択された記録ストラテジー
でテスト用記録信号の時間軸を補正しながらＯＰＣ制御により最適記録パワーを求めて初
期値として設定し（Ｓ５）、使用者の本番開始操作を待って本番記録を開始する。記録ス
トラテジー記憶手段３４に該当するコードが存在しない場合は、取得したリードイン開始
時間ＳＴＬＩの末尾が０～４か、５～９かを判断する（Ｓ６）。判断結果が０～４の場合
は、シアニン系ディスク用の標準的な記録ストラテジーとして用意されているシアニン系
ディスク用デフォルトストラテジーを記録ストラテジー記憶手段３４から読み出して制御
手段３８に設定し（Ｓ７）。判断結果が５～９の場合は、フタロシアニン系ディスク用の
標準的な記録ストラテジーとして用意されているフタロシアニン系ディスク用デフォルト
ストラテジーを記録ストラテジー記憶手段３４から読み出して制御手段３８に設定し（Ｓ
８）、使用者の本番開始操作を待って本番記録を開始する。
【００３５】
なお、上記実施の形態では、記録モードの切換を使用者の切換操作により行うようにした
が、データ種類を判別して自動で切り換えるようにすることもできる。その場合は、例え
ば、図１に二点差線で示すように、データ種類判別手段４０を設けて記録データのファイ
ル形式等からオーディオデータかコンピュータデータかを判別する。その場合は、記録モ
ード指示手段２９は該判別に基づき、自動で、オーディオデータが判別された場合で該当
するクロストーク重視記録モード用の記録ストラテジーが記録ストラテジー記憶手段３４
に用意されている場合は該記録ストラテジーを指示し、それ以外は通常記録モード用の記
録ストラテジーを指示して記録を行う。手動選択／自動選択切換式にする場合は、手動選
択／自動選択切換手段を別途設ける。その場合は、記録モード指示手段２９は、手動選択
の場合は使用者の指示に応じた記録ストラテジーを選択し、自動選択の場合はデータ種類
判別手段４０の判別に応じた記録ストラテジーを選択する。
【００３６】
また、上記実施の形態では、記録速度倍率設定手段２７は使用者の操作により記録速度倍
率を設定するようにしたが、ディスク型番等に応じて予め定められた所定の記録速度倍率
に自動設定することもできる。また、上記実施の形態では、ディスク型番識別情報検出手
段３２は光ディスク１０のリードイン領域のウォブルにＡＴＩＰ信号で記録されているリ
ードイン開始時間ＳＴＬＩをディスク型番識別情報として検出したが、記録されているリ
ードイン開始時間ＳＴＬＩが同一でデータ容量が異なるＣＤ－Ｒディスクが存在するよう
な場合には、リードイン領域のウォブルにＡＴＩＰ信号で記録されている最大リードアウ
ト開始可能時間ＬＬＯ(Last possible time of lead-out)を併用してディスク型番を識別
することができる。例えば、最大リードアウト開始可能時間ＬＬＯの判定基準を７９分と
定めれば、８０分ディスクと７４分ディスクまたは６３分ディスクを識別することができ
る。また、トラックピッチを計測して識別することもできる。例えば、トラックピッチの
判定基準を１．５５μｍと定めれば、８０分ディスクと７４分ディスクまたは６３分ディ
スクを識別することができる。トラックピッチは、例えばディスク回転量に対する光ヘッ
ドのフィード量から求められる。あるいは、何分ディスクであるかを使用者が判断して指
示入力することもできる。また、上記実施の形態では、この発明をＣＤ－ＷＯ規格の光デ
ィスク記録に適用した場合について示したが、この発明による効果が得られる限り、マー
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【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態を示す図で、図７のシステムコントローラ１９による記
録制御の制御ブロック図である。
【図２】　基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を変えて、同じ記録信号を同じＣＤ－Ｒ
ディスクに同じ記録速度倍率で同じ線速度に記録する場合のレーザ駆動信号波形と形成さ
れるピット形状の違いを示す図である。
【図３】　基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を変えて、同じ記録信号を同じＣＤ－Ｒ
ディスクに同じ記録速度倍率で同じ線速度に記録した場合のアシンメトリ値の変化に対す
るピットジッタの変化を示す特性図である。
【図４】　基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を変えて、同じ記録信号を同じＣＤ－Ｒ
ディスクに同じ記録速度倍率で同じ線速度に記録した場合のアシンメトリ値の変化に対す
るランドジッタの変化を示す特性図である。
【図５】　基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を変えて、同じ記録信号を同じＣＤ－Ｒ
ディスクに同じ記録速度倍率で同じ線速度に記録した場合のアシンメトリ値の変化に対す
るＣ１エラーの変化を示す特性図である。
【図６】　基本ストラテジー（ｎ＋Ｋ）ＴのＫ値を変えて、同じ記録信号を同じＣＤ－Ｒ
ディスクに同じ記録速度倍率で同じ線速度に記録した場合のアシンメトリ値の変化に対す
るクロストーク値の変化を示す特性図である。
【図７】　この発明が適用された光ディスク記録再生装置（ＣＤ－Ｒディスク記録再生装
置）のシステム構成を示すブロック図である。
【図８】　同一型番の光ディスクに、記録パワーを適正に保った状態で、記録線速度倍率
を変化させて記録した場合に、再生信号のＣ１エラー特性およびジッタ特性が良好となる
補正量Ｋの範囲を、従来の記録ストラテジーによる通常記録（ジッタ重視記録、コンピュ
ータデータ記録）モードとこの発明特有のクロストーク重視記録（音楽記録）モードにつ
いて個別に示した特性図である。
【図９】　図１の制御ブロック構成による記録ストラテジー設定制御の一例を示すフロー
チャートである。
【符号の説明】
１…ＣＤ－Ｒドライブ，光ディスク記録再生装置、１０…ＣＤレコーダブルディスク，記
録可能型光ディスク、１３…光ヘッド、２５…レーザ発生手段、２６…記録信号補正手段
、２７…記録速度倍率設定手段、２９…記録モード指示手段、３２…ディスク型番識別情
報検出手段、３４…記録ストラテジー記憶手段、３５…アシンメトリ値検出手段、３６…
記録ストラテジー選択手段、３８…制御手段、４０…データ種類判別手段。
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