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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二つの記録層を有する記録媒体と共に使用するための制御情報のデータ構造
を格納した記録媒体であって、前記制御情報は、記録倍速及び記録層に対する少なくとも
二つの情報単位を含み、前記情報単位は、前記記録倍速及び記録層のために使用される第
１書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを含み、前記第１書込み方式タイプは
、同じ記録倍速及び記録層に適用可能な複数の書込み方式タイプのうち一つであり、前記
制御情報は、前記同じ記録倍速及び記録層に対する代替情報単位を含み、前記代替情報単
位は前記第１書込み方式タイプとは異なる第２書込み方式タイプのための書込み方式パラ
メータを含み、各情報単位および代替情報単位は、対応する情報単位または対応する代替
情報単位に適用される書込み方式タイプを識別する識別情報を含み、前記識別情報は、ｎ
－１書込み方式タイプ及びｎ／２タイプ書込み方式のうち一つを識別し、ここで、ｎはマ
ークの長さ、各タイプは対応するマークを形成する書込みパルスの数を表し、前記情報単
位の各々は、記録層の数情報及び適用可能な記録倍速情報をさらに含むことを特徴とする
記録媒体。
【請求項２】
　前記制御情報は、データが前記記録媒体に記録されるとき、前記データの記録を制御す
るために利用されることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
　前記記録媒体は、書き込み可能なブルーレイディスクであることを特徴とする請求項２
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に記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記情報単位は、前記第１書込み方式タイプを識別する識別情報を含むことを特徴とす
る請求項２に記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記識別情報は、ｎ－１書込み方式タイプ及びｎ／２タイプ書込み方式のうち一つとし
て前記第１書込み方式を識別し、ここで、ｎはマークの長さ、各タイプは対応するマーク
を形成する書込みパルスの数を表すことを特徴とする請求項４に記載の記録媒体。
【請求項６】
　前記第１書込み方式タイプは、ｎ－１書込み方式タイプまたはｎ／２書込み方式タイプ
であり、前記第２書込み方式タイプは、前記第１書込み方式タイプと異なることがあるｎ
－１書込み方式タイプまたはｎ／２書込み方式タイプであり、ここで、ｎはマークの長さ
、各タイプは対応するマークを形成する書込みパルスの数を表すことを特徴とする請求項
２に記載の記録媒体。
【請求項７】
　前記識別情報は、ｎ－１書込み方式タイプ及びｎ／２書込み方式タイプのうち一つを識
別し、ここで、ｎはマークの長さ、各タイプは対応するマークを形成する書込みパルスの
数を表すことを特徴とする請求項６に記載の記録媒体。
【請求項８】
　各情報単位は、対応する書込み方式タイプを識別する識別情報を含むことを特徴とする
請求項２に記載の記録媒体。
【請求項９】
　前記情報単位は、適用可能な書込み方式タイプを識別する適用可能なタイプ情報を含む
ことを特徴とする請求項２に記載の記録媒体。
【請求項１０】
　前記情報単位は、特定の記録倍速における最良の書込み方式タイプを識別する最良のタ
イプ情報を含むことを特徴とする請求項２に記載の記録媒体。
【請求項１１】
　少なくとも二つの記録層を含む記録媒体にデータを記録するための記録方法であって、
　記録倍速及び記録層に対する少なくとも一つの情報単位を含む少なくとも二つの制御情
報であって、前記情報単位は、前記記録倍速及び記録層のために使用される第１書込み方
式タイプのための書込み方式パラメータを含み、前記第１書込み方式タイプは、同じ記録
倍速及び記録層に適用可能な複数の書込み方式タイプのうち一つである、前記制御情報を
読み出す段階と、
　前記第１書込み方式タイプを識別する識別情報に基づいて前記情報単位を識別する段階
と、
　前記識別された情報単位に含まれる書込み方式パラメータを用いて、特定の記録倍速で
データを記録する段階とを備え、
　前記識別情報は、ｎ－１書込み方式タイプ及びｎ／２書込み方式タイプのうち一つを識
別し、ここで、ｎはマークの長さ、各タイプは対応するマークを形成する書込みパルスの
数を表し、
　前記情報単位の各々は、記録層の数情報及び適用可能な記録倍速情報をさらに含むこと
を特徴とする記録方法。
【請求項１２】
　前記ｎ－１書込み方式タイプは、前記ｎ／２書込み方式タイプのそれとは異なる書込み
方式パラメータを含むことを特徴とする請求項１１に記載の記録方法。
【請求項１３】
　読み出す段階は、前記ｎ－１書込み方式タイプが適用される場合、対応するマークを形
成する前記マーク長よりも１つ少ないパルスの数を用い、前記ｎ／２書込み方式タイプが
適用される場合、対応するマークを形成する前記マーク長の半分に対応するパルスの数を
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用いてデータを記録し、前記結果から整数のパルスの数のみが利用可能であることを特徴
とする請求項１２に記載の記録方法。
【請求項１４】
　少なくとも二つの記録層を含む記録媒体にデータを記録するための記録方法であって、
　記録倍速及び記録層に対する第１情報単位を含む制御情報であって、前記第１情報単位
は、前記記録倍速及び記録層のために使用される第１書込み方式タイプのための書込み方
式パラメータを含み、前記第１書込み方式タイプは、同じ記録倍速及び記録層に適用可能
な複数の書込み方式タイプのうち一つであり、前記同じ記録倍速及び記録層のための第２
情報単位は、前記第１書込み方式タイプとは異なる第２書込み方式タイプのための書込み
方式パラメータを含み、各情報単位は、対応する情報単位に適用される書込み方式タイプ
を識別する識別情報を含み、前記識別情報は、ｎ－１書込み方式タイプ及びｎ／２タイプ
書込み方式のうち一つを識別し、ここで、ｎはマークの長さ、各タイプは対応するマーク
を形成する書込みパルスの数を表し、前記情報単位の各々は、記録層の数情報及び適用可
能な記録倍速情報をさらに含む、前記制御情報を読み出す段階と、
　少なくとも一つの情報単位に基づいて、特定の記録倍速でデータを記録する段階と、
を備えることを特徴とする記録方法。
【請求項１５】
　特定の書込み方式タイプを識別する識別情報に基づいて、第１及び第２情報単位のうち
少なくとも一つを識別する段階と、
　少なくとも一つの情報単位に基づいて、前記特定の記録倍速で前記特定の記録層にデー
タを記録する段階と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１４に記載の記録方法。
【請求項１６】
　前記識別する段階は、前記読み出す段階からメモリに格納された第１及び第２情報単位
のうち少なくとも一つを識別することを特徴とする請求項１５に記載の記録方法。
【請求項１７】
　前記第１書込み方式タイプは、ｎ－１書込み方式タイプまたはｎ／２書込み方式タイプ
であり、前記第２書込み方式タイプは、前記第１書込み方式タイプと異なり得るｎ－１書
込み方式タイプまたはｎ／２書込み方式タイプであり、ここで、ｎはマークの長さ、各タ
イプは対応するマークを形成する書込みパルスの数を表すことを特徴とする請求項１５に
記載の記録方法。
【請求項１８】
　各情報単位は、適用可能な書込み方式タイプを識別するタイプ情報を含むことを特徴と
する請求項１４に記載の記録方法。
【請求項１９】
　データの記録を行うように構成された光ピックアップと、
　前記ピックアップと動作可能に結合され、制御情報を読み出し、前記光ピックアップを
制御するように構成された制御部であって、前記制御情報は特定の記録倍速及び記録層に
対する少なくとも一つの第１及び第２情報単位を含み、前記第１情報単位は、前記記録倍
速及び記録層のために使用される第１書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを
含み、同じ記録倍速及び記録層のための前記第２情報単位は、前記第１書込み方式タイプ
とは異なる第２書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを含み、前記第１書込み
方式タイプは、同じ記録倍速及び記録層に適用可能な複数の書込み方式タイプのうち一つ
であり、各情報単位は対応する情報単位に適用される書込み方式タイプを識別する識別情
報を含み、前記識別情報がｎ－１書込み方式タイプ及びｎ／２タイプ書込み方式のうち一
つを識別し、ここで、ｎはマークの長さ、各タイプは対応するマークを形成する書込みパ
ルスの数を表し、前記情報単位の各々は、記録層の数情報及び適用可能な記録倍速情報を
さらに含み、前記光ピックアップを制御して、少なくとも一つの情報単位に基づいてデー
タの記録を行うように構成される制御部と、
を備えたことを特徴とする記録装置。
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【請求項２０】
　前記制御部は、特定の書込み方式タイプを識別するのに必要な識別情報に基づいて第１
及び第２情報単位の少なくとも一つを識別するように構成され、前記光ピックアップを制
御して、前記識別された情報単位に含まれる書込み方式パラメータを用いてデータを記録
するように構成されたことを特徴とする請求項１９に記載の記録装置。
【請求項２１】
　前記制御情報を格納するように構成されたメモリをさらに備え、
　前記制御部は、前記メモリに格納された前記制御情報から前記第１及び第２書込み方式
タイプの少なくとも一つを識別するための識別情報に基づいて前記対応する情報単位を識
別するように構成されたことを特徴とする請求項１９に記載の記録装置。
【請求項２２】
　前記メモリは、前記制御情報中に同じ記録倍速及び同じ記録層のための代替情報単位を
格納するように構成され、前記代替情報単位は前記第１書込み方式タイプとは異なる第２
書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを含むことを特徴とする請求項２１に記
載の記録装置。
【請求項２３】
　前記第１書込み方式タイプは、ｎ－１書込み方式タイプまたはｎ／２書込み方式タイプ
であり、前記第２書込み方式タイプは、前記第１書込み方式タイプと異なり得るｎ－１書
込み方式タイプまたはｎ／２書込み方式タイプであり、ここで、ｎはマークの長さ、各タ
イプは対応するマークを形成する書込みパルスの数を表し、
　前記制御部は、前記光ピックアップを制御して、前記識別された制御情報に含まれる前
記書込み方式パラメータの一つを用いてデータを記録するように構成されたことを特徴と
する請求項２２に記載の記録装置。
【請求項２４】
　前記制御部は、前記光ピックアップを制御して、前記情報単位及び前記代替情報単位の
少なくとも一つに基づいてデータの記録を行うように構成され、各情報単位は、適用可能
な書込み方式タイプを識別するタイプ情報を含むことを特徴とする請求項２２に記載の記
録装置。
【請求項２５】
　前記光ピックアップに動作可能に結合され、特定の記録倍速に従って前記光ピックアッ
プのサーボ動作を制御するように構成されたサーボ部をさらに備え、
　前記制御部は、前記サーボを制御して、前記特定の記録倍速でデータを記録するために
前記光ピックアップのサーボ動作を行うように構成されたことを特徴とする請求項１９に
記載の記録装置。
【請求項２６】
　前記第１書込み方式タイプは、選好タイプであり、前記第２書込み方式タイプは、同じ
記録倍速及び記録層に使用可能である代替タイプであり、前記制御部は、前記光ピックア
ップを制御して、前記第１及び第２書込み方式タイプの一つに基づいて前記データを記録
するように構成されたことを特徴とする請求項１９に記載の記録装置。
【請求項２７】
　少なくとも二つの記録層を有する記録媒体にデータを記録するための装置であって、
　少なくとも一つの制御情報を読み出すように構成された光ピックアップであって、前記
制御情報は記録倍速及び記録層のための少なくとも二つの情報単位を含み、前記制御情報
は、前記記録倍速及び記録層に使用される第１書込み方式タイプのための書込み方式パラ
メータを含み、前記第１書込み方式タイプは、前記同じ記録倍速及び記録層に適用可能な
複数の書込み方式タイプの一つであり、前記情報単位の各々は、記録層の数情報及び適用
可能な記録倍速情報をさらに含む、光ピックアップと、
　前記第１書込み方式タイプを識別する識別情報に基づいて前記情報単位を識別し、前記
光ピックアップを制御して、前記識別された情報単位に含まれる書込み方式パラメータを
用いて特定の記録倍速でデータを記録するように構成された制御部とを備え、
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　前記識別情報は、ｎ－１書込み方式タイプ及びｎ／２書込み方式タイプの一つを識別し
、ここで、ｎはマークの長さであり、各タイプは対応するマークを形成する書込みパルス
の数を表すことを特徴とするデータを記録するための装置。
【請求項２８】
　ｎ－１書込み方式タイプは、ｎ／２書込み方式タイプのそれとは異なる書込み方式パラ
メータを含むことを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記制御部は、前記光ピックアップを制御して、前記ｎ－１書込み方式タイプが適用さ
れる場合、対応するマークを形成する前記マーク長より１つ少ないパルスの数を用い、前
記ｎ／２書込み方式タイプが適用される場合、対応するマークを形成する前記マーク長の
半分に対応するパルスの数を用いてデータを記録するように構成され、前記結果から整数
のパルスの数のみが利用可能であることを特徴とする請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第１書込み方式タイプは、選好タイプであり、前記第２方式タイプは、同じ記録倍
速及び記録層に使用可能である代替タイプであり、前記制御部は、前記光ピックアップを
制御して、前記第１及び第２書込み方式タイプの一つに基づいて前記データを記録するよ
うに構成されたことを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項３１】
　前記制御情報を格納するように構成されたメモリをさらに備え、
　前記制御部は、前記メモリに格納された前記制御情報をから前記第１及び第２書込み方
式タイプの少なくとも一つを識別する識別情報に基づいて対応する情報単位を識別するよ
うに構成されたことを特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項３２】
　前記第１書込み方式対応は、選好タイプであり、前記第２方式タイプは、同じ記録倍速
及び記録層に使用可能である代替タイプであることを特徴とする請求項１に記載の記録媒
体。
【請求項３３】
　前記第１書込み方式タイプは、選好タイプであり、前記第２方式タイプは、同じ記録倍
速及び記録層に使用可能である代替タイプであることを特徴とする請求項１１に記載の記
録方法。
【請求項３４】
　前記第１書込み方式タイプは、選好タイプであり、前記第２方式タイプは、同じ記録倍
速及び記録層に使用可能である代替タイプであることを特徴とする請求項１４に記載の記
録方法。
【請求項３５】
　前記第１情報単位は、前記第２情報単位によって後続されることを特徴とする請求項３
４に記載の記録方法。
【請求項３６】
　それぞれの情報単位は、記録層の数を識別するための記録層情報を含むことを特徴とす
る請求項１４に記載の方法。
【請求項３７】
　第１書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを含む前記情報単位は、第２書込
み方式タイプのための書込み方式パラメータを含む情報単位によって後続されることを特
徴とする請求項３３に記載の記録方法。
【請求項３８】
　前記第１情報単位は、前記第２情報単位によって後続され、それぞれの情報単位は、記
録層の数を識別するための記録層情報を含むことを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、記録媒体に関し、より詳しくは、少なくとも一つの記録層を含む追記型光デ
ィスク（ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｃ）に制御情報を記録する方法
に関し、ここで、書込み方式（ｗｒｉｔｅ　ｓｔｒａｔｅｇｙ）情報が、記録された制御
情報内に含まれ、追記型光ディスクの特定領域に記録された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、高品
質のオーディオデータを記録及び格納するのに広く使用されている。ブルーレイディスク
（Ｂｌｕ－ｒａｙ　ｄｉｓｃ）は、次世代ＨＤ－ＤＶＤ技術を代表するものである。
【０００３】
　ライトワンスブルーレイディスク（ＢＤ－ＷＯ）の標準を含むブルーレイディスクの世
界標準についての技術仕様が現在制定されている。この間、１倍速ＢＤ－ＲＥとして知ら
れ、現在論議中の書き換え可能な（ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ）ブルーレイディスクは、より
高い記録速度を有すると期待されるＢＤ－ＲＥディスク（すなわち、２倍速ＢＤ－ＲＥお
よびそれを超える）と互換可能でなければならない。高速記録速度のためのＢＤ－ＷＯの
仕様についても現在進行中である。高密度光ディスクの高い記録速度に対応する効率的な
ソリューションが至急必要とされており、制定される仕様は、相互互換性を確保しなけれ
ばならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明は、関連技術の限界及び欠点による一つ以上の問題点を実質的に防
止するディスク制御情報記録方法を対象とする。
【０００５】
　本発明の目的は、高い書込み倍速に対応するディスク制御情報を記録する方法を提供す
ることであり、これによって書込み方式が記録媒体上に事前記録されたディスク制御情報
内に含められ、これによって記録媒体への記録、再生が記録されたディスク情報に基づい
て行われ得る。
【０００６】
　本発明の他の目的は、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】
　本発明の他の目的は、高い書込み倍速に対応する書込み方式情報を含むディスク制御情
報を記録する方法を提供し、類似の記録媒体間の互換性を達成することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、上記のディスク制御情報記録方法と共に使用するのに好適な記録
媒体、記録及び再生方法、並びにその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、部分的には以後の説明に詳述され、部分的に
以下の検討によって当業者には明らかとなるであろうし、本発明の実施によって習得され
るかもしれない。
【００１０】
　本発明の目的およびその他の利点は、添付の図面のほか、請求の範囲および詳細な説明
で特に指摘した構造によって実現及び達成され得る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　これら目的およびその他の利点を達成するために、ここに広く説明され、具現されるよ
うに、本発明によって、少なくとも一つの記録層を有する記録媒体と共に使用するための
制御情報のデータ構造であって、前記制御情報は、特定の書込み倍速及び記録層に対する
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少なくとも一つの情報単位を含み、前記情報単位は、前記書込み倍速及び記録層のために
使用される第１書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを含み、前記第１書込み
方式タイプは、同じ書込み倍速及び記録層に適用可能な複数の書込み方式タイプのうち一
つであることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の他の側面において、光記録媒体はデータ構造による制御情報を含む。
【００１３】
　本発明の他の側面において、記録方法は、特定の書込み倍速及び記録層に対する少なく
とも一つの情報単位を含む少なくとも一つの制御情報であって、前記情報単位は、前記書
込み倍速及び記録層のために使用される第１書込み方式タイプのための書込み方式パラメ
ータを含み、前記第１書込み方式タイプは、同じ書込み倍速及び記録層に適用可能な複数
の書込み方式タイプのうち一つであることを特徴とする前記制御情報を読み出す段階と、
少なくとも一つの情報単位に基づいて、特定の書込み倍速で特定の記録層上にデータを記
録する段階とを備える。
【００１４】
　本発明の他の側面において、記録方法は、特定の書込み倍速および記録層のための第１
情報単位を含む制御情報であって、前記第１情報単位は、書込み倍速および記録層のため
に使用される第１書込み方式タイプに対する書込み方式パラメータを含み、前記第１書込
み方式タイプは、同じ書込み倍速および記録層に適用可能な複数の書込み方式タイプのう
ち一つであり、同じ書込み倍速および記録層のための第２情報単位は、第１書込み方式タ
イプとは異なる第２書込み方式タイプの書込み方式パラメータを含むことを特徴とする前
記制御情報を読み出す段階と、少なくとも一つの情報単位に基づいて、特定の書込み倍速
で特定の記録層にデータを記録する段階とを備える。
【００１５】
　本発明の他の側面において、記録方法は、特定の書込み倍速及び記録層に対する第１情
報単位であって、前記第１情報単位は、前記書込み倍速及び記録層のために使用される第
１書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを含み、前記第１書込み方式タイプは
、同じ書込み倍速及び記録層に適用可能な複数の書込み方式タイプのうち一つであること
を特徴とする第１情報単位と、より高い書込み倍速と同じ記録層に対する追加の情報単位
と、前記より高い記録倍速及び同じ記録層のために使用される同じ書込み方式タイプまた
は異なる書込み方式タイプのための書込み方式パラメータを含む第２情報単位とを含む制
御情報を読み出す段階と；少なくとも一つの情報単位に基づいて、特定の書込み倍速で特
定の記録層上にデータを記録する段階とを含む。
【００１６】
　本発明の他の側面において、記録装置は、記録コマンドを生成するための制御部と；特
定の書込み倍速及び記録層に対する少なくとも一つの情報単位を含む制御情報であって、
前記情報単位は、前記書込み倍速及び記録層のために使用される第１書込み方式タイプの
ための書込み方式パラメータを含み、前記第１書込み方式タイプは、同じ書込み倍速及び
記録層に適用可能な複数の書込み方式タイプのうち一つであることを特徴とする前記制御
情報を読み出すことによって、前記生成された記録コマンドに基づいて記録を行う記録/
再生部とを含む。
【００１７】
　本発明の前述した一般的な説明および以下の詳細な説明は、例示的で説明的なものであ
り、請求の範囲に記載された本発明のさらなる説明を提供するためのものであることを理
解されたい。
【００１８】
　本発明のさらなる理解を提供するために含められ、本願に組み込まれ、その一部を構成
する添付の図面は、本発明の実施例を例示し、説明と共に本発明の原理の説明に供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
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　以下、本発明の好適な実施例を詳細に参照することにするが、その例は、添付の図面に
例示されている。図面中、同一または類似する部分には可能な限り同一の参照符号を使用
する。説明の便宜上、ブルーレイディスク（ＢＤ：Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ)を本発明
による光ディスクの一例として取り上げる。もっとも、ディスク制御情報が記録された光
ディスクを特徴とする本発明の概念は、例えばＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ／－Ｒ／
＋Ｒなどに同じように適用可能であることが明らかである。
【００２０】
　なお、本発明で使用される用語は、現在広く知られているものからできる限り選定した
が、場合によっては、出願人によって任意に選ばれたものもあり、その用語の意味は、下
記の説明において詳細に説明した。したがって、本発明は、用語自体の単なる名称や意味
ではなく、出願人によって選ばれた対応する用語の意図された意味として理解されるべき
である。
【００２１】
　まず、本発明の説明において、「ディスク制御情報」とは、ディスク記録再生のための
多様な情報またはディスク記録再生のための情報を含む領域を意味する。そして、ディス
ク制御情報は、事前記録領域またはディスク製作者によるディスク使用者のためのエンボ
ス領域に提供された、共通に指定された情報である。もっとも、ディスク制御情報は、事
前記録領域だけでなく、記録可能領域に提供される。事前記録されるか、エンボスされた
領域内のディスク情報は、記録可能領域にコピーされることもできる。そして、これらは
例示に過ぎない。
【００２２】
　例えば、ディスク制御情報は、ＢＤにおいては「ディスク情報」と呼ばれ、ＤＶＤ－Ｒ
ＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ／－Ｒ／＋Ｒにおいては「物理的フォーマット情報」と呼ばれる。
よって、本発明の技術背景は、ＤＶＤ－ＲＡＭ／－ＲＷ／＋ＲＷ／－Ｒ／＋Ｒにおける「
物理的フォーマット情報」に等しく適用可能であるということが明らかである。説明の便
宜上、以下、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
と略す）」を一例として取り上げる。
【００２３】
　図１及び図２は本発明による光ディスクを示す構造図であり、追記型光ディスクも十分
に本発明に適用可能な光ディスクである、さらに、この追記型光ディスクは、書き換え可
能な光ディスク、ライトワンス光ディスクなどのいずれの一つとすることができる。
【００２４】
　図１は、本発明による一つの記録層を有する単一層ディスクの構造を示す。
【００２５】
　図１を参照すると、リードイン領域（ｌｅａｄ－ｉｎ　ａｒｅａ）は光ディスクの内周
領域上の管理領域として提供され、リードアウト領域（ｌｅａｄ－ｏｕｔ　ａｒｅａ）は
光ディスクの外周領域上の管理領域として提供される。具体的には、事前記録領域及び書
き換え可能な領域または一度だけ書き込み可能な領域は、光ディスクの内周領域内でそれ
ぞれ分けられている。
【００２６】
　事前記録領域は、ディスクの製作においてデータが既に記録された領域（「エンボス領
域」という。）であり、使用者またはシステムは、この事前記録領域にデータ書込みを全
く行うことができない。ＢＤ－ＲＥ／ＷＯでは、事前記録領域をＰＩＣ（ｐｅｒｍａｎｅ
ｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｄａｔａ）領域と名付けてい
る。そして、ディスク記録に必要な情報として上述のディスク情報（以下、「ＤＩ」とも
いう。）がＰＩＣ領域に記録される。
【００２７】
　データ領域には、使用者の実際データが記録される使用者データ領域と、発生した欠陥
領域を置き換えるスペア領域ＩＳＡおよびＯＳＡとが提供される。具体的には、ＢＤ－Ｗ
Ｏのようなライトワンス光ディスクには欠陥管理及び一般管理に関する情報を記録するＴ
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ＤＭＡ（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）が提供
される。書き換え可能なＢＤ（ＢＤ－ＲＥ）の場合、ＴＤＭＡは不必要であり、このよう
な領域は、予約領域（ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ａｒｅａ）として残される。
【００２８】
　本発明は、ディスクの記録再生のために必要なディスク制御情報としてディスク情報（
ＤＩ）を、事前記録または記録可能領域に效率的に記録する方法を提供するためのもので
ある。事前記録領域内の記録方法は、ディスクタイプごとに異なって適用されることが明
らかである。ＢＤ－ＲＥ／ＷＯの場合、事前記録領域としてのＰＩＣ領域は、バイフェー
ズ高周波変調信号（ｂｉｐｈａｓｅｄ　ｈｉｇｈ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｍｏｄｕｌａｔ
ｅｄ　ｓｉｇｎａｌｓ）で記録され、その対応する領域の高周波変調信号は、特定の再生
方法によって再生され、この再生から情報が取得される。
【００２９】
　図２は、二重の記録層を有する二重層ディスクを示す図であり、リードインで始まる記
録層は第１記録層Ｌａｙｅｒ０と名付けられ、リードアウトで終わる記録層は第２記録層
Ｌａｙｅｒ１と名付けられる。
【００３０】
　二重層ディスクでは、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ＰＩＣ領
域が提供され、同じ内容のディスク情報（ＤＩ）がＰＩＣ領域に記録される。
【００３１】
　図３は、図１及び図２に示すディスクのＰＩＣ領域を示す構造図である。これは、上の
説明で述べたように、高周波変調されたＰＩＣ領域内の全情報が取得されるとき、図３の
ＰＩＣ領域の構造のように情報が再配列できることを意味する。
【００３２】
　以下にＰＩＣ領域内のディスク情報（ＤＩ）を構成する方法を詳しく説明する。
【００３３】
　ＢＤ－ＲＥ／ＷＯにおいて「一つのクラスタ」は、最小記録単位を表し、５４４クラス
タが集まって一つの上位記録単位としての１つのフラグメントを構成し、合計５個のフラ
グメントが集まってＰＩＣ領域を形成する。ディスク情報は、最初のフラグメントＩＦ０
の先頭クラスタに記録される。ディスク情報は、対応する光ディスクによって許容される
書込み倍速及び記録層別に複数記録され、一つのディスク情報は、１１２バイトを含む。
具体的には、１１２バイトで構成されたディスク情報は、ディスク情報（ＤＩ）フレーム
と呼ばれる。さらに、ディスク情報の内容がフラグメントの残りの各先頭クラスタに繰り
返して記録され、これによってディスク情報の損失に対応することができる。
【００３４】
　対応する記録層を表す情報と、書込み倍速を表す情報と、その書込み倍速に対応する書
込み方式情報が各ディスク情報内に記録される。したがって、このような情報は、対応す
る光ディスクの記録再生で利用され、これによって記録層別または書込み倍速別に最適の
書込みパワーを提供できるようになる。
【００３５】
　すなわち、本発明のディスク情報（ＤＩ）は、対応するディスクによってサポートされ
る特定の書込み倍速情報と、関連する書込み方式情報を提供することに特徴があり、より
具体的には、対応するディスクに複数の記録層が存在する場合、特定の方法を通じて、各
記録層に対してサポートされる特定の書込み倍速と、関連する書込み方式情報を提供する
ことに特徴がある。
【００３６】
　ディスク情報（ＤＩ）の特定の構成は、ブルーレイディスク（ＢＤ）のそれに関係する
。ＤＶＤベースのディスクは、上述した構造と異なる構成を有することがあることは明ら
かである。具体的には、ディスク情報（ＤＩ）のサイズがＢＤのそれに対応する場合、こ
れは、例えば等価的に１１２バイトである。もっとも、同じ記録層のディスク情報（ＤＩ
）を一つの情報と見なして、共通の情報を繰り返すことなく一度だけ提供することによっ
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て、加えて書込み倍速別にのみ異なる書込み方式を構成することができるかもしれない。
【００３７】
　本発明に従ってディスク情報内に特定情報などを記録する方法、ディスク情報を構成す
る方法についてのさまざまな実施例を、添付の図面を参照して以下に詳細に説明する。
【００３８】
　図４Ａ乃至図４Ｅは、本発明の第１実施例によって光ディスクのディスク情報を記録す
ることを示す図であり、仕様により定義された複数の書込み方式（ＷＳ）タイプのうち一
つが、対応するディスク情報に記録されている。
【００３９】
　図４Ａは、本発明の第１実施例による光ディスクのディスク情報を記録する概念を示し
ている。
【００４０】
　図４Ａを参照して、複数のディスク情報がディスク内に記録され、各ディスク情報の記
録シーケンスがシーケンス番号によって決定され、記録シーケンスは１バイトで記録され
る。例えば、対応する情報はディスク情報内の５番目のバイトに記録され、これは「ＤＩ
ブロック内のＤＩフレームシーケンス番号」フィールドと名付け、簡略に「００ｈ、０１
ｈ、０２ｈ、０３ｈ、…」によって示される。
【００４１】
　すなわち、５番目のバイトの情報は次のように定義される。まず、５番目のバイトの情
報が「００ｈ」である場合、「００ｈ」は１番目のディスク情報を意味すると同時に、第
１記録層Ｌａｙｅｒ０の１倍速のディスク情報を意味する。「０１ｈ」は２番目のディス
ク情報を意味すると同時に、第２記録層Ｌａｙｅｒ１の１倍速のディスク情報を意味する
。「０２ｈ」は３番目のディスク情報を意味すると同時に、第１記録層Ｌａｙｅｒ０の２
倍速のディスク情報を意味する。そして、「０３ｈ」は４番目のディスク情報を意味する
と同時に、第２記録層Ｌａｙｅｒ１の２倍速のディスク情報を意味する。
【００４２】
　したがって、ディスク情報は、優先的に書込み倍速順に配列され、次いで記録層順別に
構成される。もっとも、これは一例にすぎない。逆に、ディスク情報を構成するにあたっ
て、記録層順を書込み倍速順より優先することもできる。
【００４３】
　さらに、対応するディスク情報によって意味される書込み倍速と連動する書込み方式（
ＷＳ）がディスク情報内の特定領域（例えば、Ｌ番目～１１１番目のバイトとして「書込
み方式パラメータ」フィールドと名付けた領域）に記録される。そして、Ｌ番目～１１１
番目のバイトに記録された書込み方式（ＷＳ）のタイプまたは種類を識別できる識別情報
がディスク情報内の他の特定領域（例えば、Ｎ番目のバイトとして「書込み方式タイプ」
フィールドと名付けられた領域）に記録される。
【００４４】
　「書込み方式（ＷＳ）」の意味を考えると、一般に、ピックアップ（図１０の「１１」
）を介して光ディスク内の記録層にレーザービームを与えることによって記録層の媒質特
性が変更されて記録が行われる。したがって、レーザービームの強度（書込みパワー）及
び書込みパワーを印加する時間などを決定しなければならない。上記のように決定された
多様な種類の書込み方式は、「書込み方式（ＷＳ）」と一般に名付けられ、特定の「書込
み方式（ＷＳ）」内に記録される特定内容は「書込み方式（ＷＳ）パラメータ」と名付け
られる。
【００４５】
　本発明で使用される書込み方式（ＷＳ）情報は、書込み方式（ＷＳ）と関連した全ての
情報を意味する。そして、「ＷＳパラメータ」とは、ＷＳを構成する項目と特定の数値を
意味し、一種のＷＳ情報である。したがって、ＷＳ情報は、ＷＳパラメータのほか、上述
した「ＷＳタイプ」、後述する「ＷＳフラグ」を含む包括的概念を有する。
【００４６】
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　書込み方式（ＷＳ）は、さまざまな方式で記録され得る。ディスクが高密度になり、高
倍速で稼働するほど、記録層の媒質特性だけでなく書込み倍速（すなわち、ディスクＲＰ
Ｍ）に大きく影響を受けることになる。したがって、より正確なシステムが要求される。
以下、さまざまな書込み方式（ＷＳ）、すなわち、ＷＳタイプを例に挙げて説明する。
【００４７】
　第一に、記録層媒質に形成される記録マークサイズ（ｎ）よりも１少ない記録パルスを
有するシステムがあり、これを「（ｎ－１）ＷＳ」と呼ぶことがある。例えば、マークが
長さ７Ｔを有する場合、（ｎ－１）ＷＳによって７Ｔを形成するのに６パルスを必要とす
る。この場合、各書込みパルスの時間または書込みパワーのレベルは、対応するディスク
情報に記録された書込み方式パラメータによって定義される。第二に、記録マークサイズ
（ｎ）の半分に相当するサイズの記録パルスを有するシステムがあり、これを「ｎ／２Ｗ
Ｓ」と呼ぶことがある。例えば、マークが長さ７Ｔを有する場合、ｎ／２ＷＳによって７
Ｔを形成するのに３パルスを必要とする。すなわち、その結果の少数部分は切り捨て、整
数個のパルスのみが利用可能である。この場合、各書込みパルスの時間または書込みパワ
ーのレベルは、対応するディスク情報に記録された書込み方式パラメータにより定義され
る。各書込み方式タイプに対するそれぞれの書込み方式パラメータは、互いに異なる値を
有することがある。しかも、新しい書込み方式（ＷＳ）が開発され続けている。異なるタ
イプの書込み方式（ＷＳ）に関し、これら書込み方式（ＷＳ）に適用するパラメータが互
いに異なるので、さまざまなシステムの書込み方式（ＷＳ）が存在するとき、ディスク製
作者は、その書込み方式（ＷＳ）によって書込みパワーをテストし、そのテストの結果を
ディスク情報内のＬ番目～１１１番目のバイトの「ＷＳパラメータ」フィールドに記録し
、（ＷＳ）タイプ情報をＮ番目のバイトに記録する。
【００４８】
　Ｎタイプの書込み方式（ＷＳ）がある場合、識別情報は各書込み方式に特定の認識値を
割り当てて次のように定義する。例えば、「００００　０００１ｂ」は、１番目のＷＳ（
書込み方式－１またはＷＳ－１）を意味する。「００００　００１０ｂ」は、２番目のＷ
Ｓ（書込み方式－２またはＷＳ－２）を意味する。「ＸＸＸＸ　ＸＸＸＸｂ」は、Ｎ番目
のＷＳ（書込み方式－ＮまたはＷＳ－Ｎ）を意味する。
【００４９】
　本発明では、例えば、１番目のＷＳ（ＷＳ－１）が、上述した「（ｎ－１）ＷＳ」によ
り定義され、２番目のＷＳ（ＷＳ－２）が、「（ｎ／２）ＷＳ」により定義される。
【００５０】
　また、「ＷＳタイプ」フィールドが「００００　００００ｂ」に設定されると、ディス
ク情報内に書込み方式パラメータだけでなく特定のＷＳタイプが存在しないということを
意味するように定義することができる。すなわち、Ｎ番目のバイトの「書込み方式タイプ
」は、ＷＳタイプを指定する情報だけでなく、ＷＳが存在しないということを示す情報と
して利用することができる。
【００５１】
　図４Ｂは、特定の書込み方式（ＷＳ）に対するディスク情報を記録する一例を示し、デ
ィスク製作者が、第１記録層の１倍速ディスク情報内に、１倍速に関する書込み方式（Ｗ
Ｓ）を記録するにあたって、さまざまな仕様から１番目のＷＳ（ＷＳ－１）を記録するこ
とを選択する。
【００５２】
　すなわち、ディスク情報のＮ番目のバイトの「ＷＳタイプ」フィールドが「００００　
００１ｂ」である場合、１番目のＷＳ（ＷＳ－１）を意味し、ＷＳ－１に対応するパラメ
ータ値は、Ｌ番目～１１１番目のバイトの「書込み方式パラメータ」フィールドに書き込
まれる。
【００５３】
　したがって、ディスク製作者が２番目のＷＳ（ＷＳ－２）を記録することを選択する場
合、「００００　００１０ｂ」が「書込み方式タイプ」フィールドに書き込まれ、２番目



(12) JP 4809765 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

のＷＳに適合するパラメータは、Ｌ番目～１１１番目のバイトに書き込まれることになる
。これらＬ番目～１１１番目のバイトに書き込まれたパラメータは、その書込み方式（Ｗ
Ｓ）タイプによって互いに異なる値を有する。これら対応する書込み方式（ＷＳ）パラメ
ータは、ディスクの特性に適合する指定された情報としてあらかじめ定められ、ディスク
製作者またはシステム設計者に提供されることになる。
【００５４】
　図４Ｃ乃至図４Ｅは、ディスク情報内に、上記で定義した書込み方式（ＷＳ）を記録す
る方法に対する特定の実施例を示している。図４Ｃ及び図４Ｄは、ディスクの製作に関し
全ての記録層と記録速度に対して書込み方式（ＷＳ）がオプションとして選ばれて記録さ
れる方法を示している。図４Ｅは、特定の記録速度の場合に必須的にあらかじめ定められ
た書込み方式を記録する方法を示している。
【００５５】
　説明の便宜上、ディスクが二重層を含み、各記録層に１倍速（１Ｘ）と２倍速（２Ｘ）
が適用されるとする。
【００５６】
　図４Ｃは、全ての記録層及び全ての記録速度において相異なる書込み方式（ＷＳ）をオ
プションとして記録できる場合を示している。例えば、ディスク情報シーケンスとして「
００ｈ」には第１記録層Ｌａｙｅｒ０の１倍速に対するディスク情報が記録され、書込み
方式（ＷＳ）として１番目のＷＳ（ＷＳ－１）が選択されて記録される。「０１ｈ」には
第２記録層Ｌａｙｅｒ１の１倍速に対するディスク情報が記録され、書込み方式（ＷＳ）
として２番目のＷＳ（ＷＳ－２）が選択されて記録される。「０２ｈ」には第１記録層Ｌ
ａｙｅｒ０の２倍速に対するディスク情報が記録され、書込み方式（ＷＳ）として１番目
のＷＳ（ＷＳ－１）が選択されて記録される。「０３ｈ」には第２記録層Ｌａｙｅｒ１の
２倍速に対するディスク情報が記録され、書込み方式（ＷＳ）としてＮ番目のＷＳ（ＷＳ
－Ｎ）が選択されて記録される。この場合、第１記録層Ｌａｙｅｒ０の１倍速のために使
用される１番目のＷＳ（ＷＳ－１）（例えば、（ｎ－１）書込み方式タイプ）に対する書
込み方式パラメータは、第１記録層Ｌａｙｅｒ０の２倍速のために使用されるものとは異
なる値を有することができる。
【００５７】
　図４Ｄは、書込み方式（ＷＳ）をオプションとして記録できるようにする他の例を示し
、全ての記録層と記録速度に関するディスク情報に、同じタイプの書込み方式（ＷＳ）が
適用される。このような場合、特定の記録層及び／または書込み倍速のための書込み方式
パラメータは、他の記録層及び／または書込み倍速のための書込み方式パラメータとは異
なる値をそれぞれ有することができる。
【００５８】
　すなわち、書込み方式をオプションとして記録できるため、ディスク製作者は最も信頼
できる一つの書込み方式（ＷＳ）を、全てのディスク情報に等しく適用できる。図４Ｄは
、１番目のＷＳ（ＷＳ－１）が全てのディスク情報に記録される場合を示している。
【００５９】
　図４Ｅは、特定の記録速度の場合には、必須のあらかじめ定められた書込み方式（ＷＳ
）を記録し、残りの記録速度の場合にはオプションの書込み方式（ＷＳ）を記録する方法
を示している。一般に、１倍速に対する書込み方式（ＷＳ）は、最も重要な書込み方式（
ＷＳ）であり、その特定の方法は、指定された決定によりあらかじめ決められ、１倍速を
除く残りの記録速度をディスク製作者がオプションで記録できるようにする。もっとも、
高倍速ディスクの場合には、必須の決定された記録速度が、１倍速のほか、２倍速または
３倍速などにもなりうることは明らかである。
【００６０】
　例えば、１倍速に対する必須の書込み方式（ＷＳ）タイプが１番目のＷＳ（ＷＳ－１）
である場合、ディスク情報シーケンスとして「００ｈ」と「０１ｈ」には第１記録層の１
倍速に対するディスク情報が記録され、１番目のＷＳ（ＷＳ－１）が書込み方式（ＷＳ）
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として必須として書き込まれなければならない。「０２ｈ」と「０３ｈ」には第１記録層
の２倍速に対するディスク情報が書き込まれ、オプションとして記録されうる書込み方式
（ＷＳ）として２番目のＷＳ（ＷＳ－２）が選択されて記録される。したがって、１倍速
に対する必須の書込み方式（ＷＳ）タイプが２番目のＷＳ（ＷＳ－２）である場合、２番
目のＷＳ（ＷＳ－２）は、ディスク情報シーケンスが１倍速のディスク情報をそこに記録
する際に「００ｈ」および「０１ｈ」と同様、必須として記録されなければならないこと
は明らかである。
【００６１】
　図４Ｅの場合の適用において、複数の指定された書込み方式の一つが必須の１倍速書込
み方式（ＷＳ）として一様に書き込まれ、これによってディスク記録特性をよりセキュア
にできるようになる。また、ディスク製作者は１倍速を除く残りの倍速について、指定さ
れた複数の書込み方式（ＷＳ）の一つをオプションとして記録できるようになり、これに
よってディスク製作工程時間が短縮できる。
【００６２】
　なお、図４Ｅの特定の場合には、１倍速に対する必須の書込み方式（ＷＳ）を記録でき
るだけでなく、ディスク製作者が１倍速に対して他の書込み方式（ＷＳ）をオプションと
して別途記録することができる。この場合、１倍速に対するディスク情報には、指定され
た必須の書込み方式（ＷＳ）を含むディスク情報と、オプションの書込み方式（ＷＳ）を
含む異なるディスク情報を含むことができる。これについては、本発明の第３実施例の説
明で詳細に説明される。
【００６３】
　図５Ａ乃至図５Ｃは、本発明の第２実施例によるディスク情報を記録する他の例を示す
図であり、この場合、「適用可能な書込み倍速情報」および「ディスク内に存在する記録
層情報」が、仕様によって定義される書込み方式の複数のタイプの一つと共に、対応する
ディスク情報内に記録される。
【００６４】
　図５Ａを参照すると、「ＤＩブロック内のＤＩフレームシーケンス番号」が、各ディス
ク情報の５番目のバイトに提供されてシーケンスを意味し、これは、ディスク情報が図４
Ａと同じように特定のシーケンスで構成されることを意味する。「書込み方式（ＷＳ）タ
イプ」フィールドが、対応するディスク情報に適用されるＷＳのタイプを記録するために
ディスク情報内の特定の領域（Ｎ番目のバイト）に提供される。
【００６５】
　また、対応するディスクによって適用可能な書込み倍速情報がディスク情報内の特定の
領域（Ｍ番目のバイト）に記録され、これは「書込み倍速フラグ」フィールドと名付けら
れる。
【００６６】
　例えば、８種類の書込み倍速のうち特定の書込み倍速が対応するディスクに適用可能で
あるか否かが、１バイトが割り当てられた同じ領域内の１ビットごとによって表される。
すなわち、ビット値が全ビットで「０ｂ」である場合、対応する書込み倍速を適用（サポ
ート）できないと定義したり、ビット値が「１ｂ」である場合、対応する書込み倍速を適
用（サポート）できると定義することができる。したがって、１バイト内のビットｂ０～
ｂ７のそれぞれは、特定の書込み倍速の適用性の存否を示すフラグ情報となる。
【００６７】
　例えば、１倍速が対応するディスクによってのみ適用可能であれば、「００００　００
０１」がＮ番目のバイトに書き込まれる。８種類の書込み倍速の全てが適用可能であれば
、「１１１１　１１１１」がＮ番目のバイトに書き込まれる。
【００６８】
　上の説明では、あらゆるディスクに殆ど用いられる１倍速と２倍速は、あらかじめ適用
されると決められている。もっとも、３番目の書込み倍速から残りの書込み倍速は、仕様
によって決定される書込み倍速を使用することができる。例えば、３番目、４番目、５番
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目、６番目、７番目、及び８番目の記録倍速（３rdＸ、４thＸ、５thＸ、６thＸ、７thＸ
、８thＸ）をそれぞれ、５Ｘ、６Ｘ、８Ｘ、１２Ｘ、１４Ｘ、及び１６Ｘの書込み倍速に
それぞれ設定することが可能である。
【００６９】
　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が、ディスク情報内
の他の特定領域（Ｌ番目のバイト）に記録され、これは「記録層の数フラグ」フィールド
と名付けられる。例えば、１バイトが割り当てられた同じ領域内の二進数によって記録層
の数を意味する値を表すことができる。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の二重層である場合、「００
００　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には「
００００　０１００」がＬ番目のバイトに書き込まれる。
【００７０】
　現在検討されている記録層の数には制限があるので（現在は、２つの記録層）、Ｌ番目
のバイト内の４ビットによって合計１５の記録層（「１１１１」の場合）を表すのに十分
である。この場合には、Ｌ番目のバイトの残りの領域（４ビット）に他の有効な情報を書
き込むことができることは明らかである。
【００７１】
　Ｎ番目のバイトの「書込み方式（ＷＳ）タイプ」フィールド値と連動する特定の「書込
み方式（ＷＳ）パラメータ」フィールドが、他の特定領域（Ｐ番目～１１１番目のバイト
）に提供されてそこに関連の情報を記録する。
【００７２】
　したがって、Ｍ番目のバイトの上記のように記録された「書込み倍速情報」およびＬ番
目のバイトの「記録層情報」から、記録再生装置（図１０）は、対応するディスク内にど
れだけのディスク情報が存在するかを認識する。すなわち、適用可能な書込み倍速数を記
録層の数で乗じることによって、存在するディスク情報の数を求める。
【００７３】
　本発明では特定の書込み倍速および特定の記録層に一つの書込み方式（ＷＳ）を適用す
るので、ディスク情報の数を決定するのに書込み方式（ＷＳ）の種類（タイプ）と数を考
慮しなくても良い。もっとも、本発明の第３実施例（図６乃至図８）では、特定の書込み
倍速と特定の記録層に対して複数の書込み方式（ＷＳ）が存在することを説明する。この
場合、存在するディスク情報の合計数は、必ずしも適用可能な書込み倍速数を記録層の数
で乗じることによって求められない。これについては、図６で詳しく後述される。
【００７４】
　それゆえ、上で決定したディスク情報の複数のシーケンスはシーケンス番号によって決
定され、これは上述の５番目のバイトに書き込まれ、ディスク情報のそれぞれは、シーケ
ンスごとにあらかじめ決められた書込み倍速及び記録層を指定する。
【００７５】
　例えば、Ｎ番目のバイトが「００００　１１１１」である場合、ディスクによって適用
可能な４つの書込み倍速が存在することがわかり、Ｌ番目のバイトが「００００　００１
０」である場合、ディスク内に２つの記録層が存在することがわかることによって、合計
８つのディスク情報が必要とされ、その結果シーケンスは「００ｈ～０７ｈ」になる。「
００ｈ」、「０１ｈ」、「０２ｈ」、「０３ｈ」、「０４ｈ」、「０５ｈ」、「０６ｈ」
、及び「０７ｈ」のディスク情報は、「１倍速、第１記録層」、「１倍速、第２記録層」
、「２倍速、第１記録層」、「２倍速、第２記録層」、「３倍速、第１記録層」、「３倍
速、第２記録層」、「４倍速、第１記録層」、及び「４倍速、第２記録層」に関係すると
してあらかじめ決定される。
【００７６】
　したがって、記録再生装置（図１０）は、特定の書込み倍速及び特定の記録層に対する
ディスク情報を獲得するために、全てのディスク情報を再生して確認する代わりに、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「書込み倍速情報」とＬ番
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目のバイトの「記録層情報」とから、どのディスク情報が特定の書込み倍速及び特定の記
録層に関連するかを確認し易くなる。
【００７７】
　図５Ｂは、図５Ａの本発明の第２実施例によるディスク情報を記録する一例を示してい
る。全ディスク情報に共通して記録されたＭ番目のバイト（「００００　００１１ｂ」）
から、適用可能な書込み倍速が２つ（１Ｘ、２Ｘ）あることがわかり、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わかる。
したがって、図５Ｂの例では、合計４つ（２つの記録層＊２つの書込み倍速）のディスク
情報が存在し、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）になる。これ
は、あらかじめ定められたシーケンスに従って指定された内容によって行われる。したが
って、利用のために相互互換性を可能にするよう、全てのディスク情報は上述した方法で
構成されなければならない。
【００７８】
　各ディスク情報には、本来の書込み方式（ＷＳ）が記録されている。具体的に、対応す
るディスク情報内のＰ番目～１１１番目のバイトに書き込まれた書込み方式（ＷＳ）のタ
イプに対する情報がＮ番目のバイトに記録される。すなわち、Ｎ番目とＰ～１１１番目の
バイトの情報は、各ディスク情報で異なることがあり、これは、ディスク製作者が複数の
ＷＳのうち一つをオプションとして記録できることを意味する。
【００７９】
　図５Ｂの例で、「００ｈ」（１Ｘ、Ｌ０）及び「０１ｈ」（１Ｘ、Ｌ１）は、第１タイ
プの書込み方式（ＷＳ－１）の適用と関連し、「０２ｈ」（２Ｘ、Ｌ０）及び「０３ｈ」
（２Ｘ、Ｌ１）は、第２タイプの書込み方式（ＷＳ－２）の適用と関連する。
【００８０】
　図５Ｃは、図５Ａの本発明の第２実施例によるディスク情報の他の記録例を示している
。全ディスク情報に共通して記録されたＭ番目のバイト（「００００　１１１１ｂ」）か
ら、適用可能な書込み倍速は８つ（１Ｘ，２Ｘ，…，１６Ｘ）あることがわかり、Ｌ番目
のバイト（「００００　０１００ｂ」）から、ディスク内に４つの記録層が存在すること
がわかる。
【００８１】
　したがって、図５Ｃの例では、合計３２（４つの記録層＊８つの書込み倍速）のディス
ク情報が存在し、ディスク情報のシーケンスは「００ｈ」（１Ｘ、Ｌ０）－＞「０１ｈ」
（１Ｘ、Ｌ１）－＞「０２ｈ」（１Ｘ、Ｌ２）－＞「０３ｈ」（１Ｘ、Ｌ４）－＞「０４
ｈ」（２Ｘ、Ｌ０）－＞…－＞「３１ｈ」（１６Ｘ、Ｌ４）となる。これは、あらかじめ
定められたシーケンスに従って指定された内容によって行われる。したがって、利用のた
めに相互互換性を可能にするよう、全ディスク情報は上述した方法で構成されなければな
らない。
【００８２】
　図５Ｃの他の例において、記録再生装置（図１０）が第１記録層の２倍速（２Ｘ、Ｌ０
）に関連したディスク情報を検索して、対応するディスク情報内の書込み方式（ＷＳ）を
適用することによって記録を行おうとする場合、全ディスク情報に共通して記録されたＭ
番目のバイトとＬ番目のバイトの情報から、「００ｈ」（１Ｘ、Ｌ０）－＞「０１ｈ」（
１Ｘ、Ｌ１）－＞「０２ｈ」（１Ｘ、Ｌ２）－＞「０３ｈ」（１Ｘ、Ｌ４）－＞「０４ｈ
」（２Ｘ、Ｌ０）－＞…－＞「３１ｈ」（１６Ｘ、Ｌ４）などのディスク情報のシーケン
スによって対応するディスクに合計３２（４つの記録層＊８つの書込み倍速）のディスク
情報が存在することがわかる。したがって、記録再生装置（図１０）は、検索される第１
記録層の２倍速（２Ｘ、Ｌ０）に関連したディスク情報が「０４ｈ」であることが認識で
き、対応するディスク情報（「０４ｈ」）内のＮ番目のバイトに記録された書込み方式（
ＷＳ）タイプ識別情報（「００００　０００１ｂ」）から、対応するディスク情報（「０
４ｈ」）が第１タイプの書込み方式（ＷＳ－１）として記録されていることが認識でき、
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これによって、Ｐ番目～１１１番目のバイトを介して第１タイプの書込み方式（ＷＳ－１
）のパラメータ値を読み出して、記録に利用する。
【００８３】
　同様に、第４記録層の１６倍速（１６Ｘ、Ｌ３）に関連したディスク情報を検索して、
対応するディスク情報内の書込み方式（ＷＳ）を適用することによって記録を行おうとす
る場合、記録再生装置（図１０）は、同じ過程を介して対応するディスク情報が「３１ｈ
」であることを認識し、書込み方式タイプ（ＷＳ）が第２タイプ（ＷＳ－２）であること
を認識し、これによってそれらを記録に利用できるようになる。
【００８４】
　図６乃至図８は、本発明の第３実施例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。本発明の第２実施例は、同じ書込み倍速／記録層に対して少なくとも一つ
の書込み方式（ＷＳ）が構成されることを特徴とする。すなわち、同じ書込み倍速／記録
層と関連した複数のディスク情報が、書込み方式（ＷＳ）タイプによってそれぞれ分類さ
れるよう存在することができる。
【００８５】
　図６は、本発明の第３実施例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。
【００８６】
　図６を参照すると、ディスク情報ごとのシーケンスがシーケンス番号によって決定され
、１バイトで記録される。
【００８７】
　例えば、その情報は、ディスク情報内に５番目のバイトに記録され、これは「ＤＩブロ
ック内のＤＩフレームシーケンス番号」と名付けられ、簡略に「００ｈ、０１ｈ、０２ｈ
、…」によって表される。すなわち、５番目のバイトの情報が「００ｈ」である場合、１
番目のディスク情報を意味する。５番目のバイト情報が「０７ｈ」である場合、８番目の
ディスク情報を意味する。
【００８８】
　ディスク情報の構成において、本発明は、デバイス情報が書込み倍速別、記録層別、及
び書込み方式（ＷＳ）別に個別に提供し、これら個別に提供された複数のディスク情報の
構成シーケンスは、所定の方式に従って一様に決定されることを特徴とする。
【００８９】
　例えば、対応する光ディスクが１対の記録層を含み、複数のＷＳタイプが存在する場合
に、ディスク情報は次のように構成できる。
【００９０】
　１番目のディスク情報の「００ｈ」は、１倍速、１番目の記録層Ｌ０、及びＷＳ１と関
連する。２番目のディスク情報の「０１ｈ」は、１倍速、１番目の記録層Ｌ０、及びＷＳ
２と関連する。３番目のディスク情報の「０２ｈ」は、１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、１倍速、２番目の記録層Ｌ
１、及びＷＳ２と関連する。５番目のディスク情報の「０４ｈ」は、２倍速、１番目の記
録層Ｌ０、及びＷＳ１と関連する。６番目のディスク情報の「０５ｈ」は、２倍速、１番
目の記録層Ｌ０、及びＷＳ３と関連する。７番目のディスク情報の「０６ｈ」は、２倍速
、２番目の記録層Ｌ１、及びＷＳ１と関連する。８番目のディスク情報の「０７ｈ」は、
２倍速、２番目の記録層Ｌ１、及びＷＳ３と関連する。
【００９１】
　すなわち、ディスク情報の構成において、本発明による第３実施例は、少なくとも一つ
のディスク情報が書込み倍速別に構成され、それぞれ書込み倍速別ディスク情報は、記録
層別に再構成され、少なくとも一つのＷＳタイプが各記録層に提供されることを特徴とす
る。
【００９２】
　したがって、同じ書込み倍速／記録層に対するディスク情報を構成するにあたって、Ｗ
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Ｓタイプによって複数のディスク情報を構成することができる。
【００９３】
　図７Ａは、図６の本発明の第３実施例によるディスク情報を構成する方法の例を示して
いる。
【００９４】
　図７Ａを参照すると、「ＤＩブロック内のＤＩフレームシーケンス番号」が各ディスク
情報の５番目のバイトに提供されてシーケンスを意味し、これは、ディスク情報が、図６
の優先順位の特定の順序（書込み倍速－＞記録層－＞ＷＳタイプ）で構成されることを意
味する。
【００９５】
　「書込み方式（ＷＳ）タイプ」フィールド（Ｎ番目のバイト）と、「書込み倍速フラグ
」フィールド（Ｍ番目のバイト）と、「記録層の数」フィールド（Ｌ番目のバイト）と、
「書込み方式（ＷＳ）パラメータ」フィールド（Ｐ番目～１１１番目のバイト）はそれぞ
れ、Ｎ番目、Ｍ番目、Ｌ番目、及びＰ番目～１１１番目のバイトに記録される。フィール
ドに記録された各情報の意味は、第２実施例（図５Ａ）のそれと同じである。
【００９６】
　図７Ａにおいて、Ｍ番目のバイトの「書込み倍速フラグ＝００００　０１１１ｂ」は、
３種類の書込み倍速が適用可能であることを意味し、Ｌ番目のバイトの「記録層の数＝０
０００　００１０ｂ」は、２つの記録層が存在することを意味する。
【００９７】
　また、仕様を介して対応するディスクによって適用可能な書込み方式（ＷＳ）タイプを
知らせる情報が、ディスク情報内の他の特定領域（Ｋ番目のバイト）内に記録され、これ
は「書込み方式（ＷＳ）フラグ」フィールドと名付けられる。例えば、１バイトの割り当
てられた同じ領域内における１ビットごとによって８種類の書込み方式（ＷＳ）のうち特
定の書込み方式（ＷＳ）が対応するディスクによって適用可能であるか否かが表される。
すなわち、ビット値が全ビットで「０ｂ」である場合、対応する書込み方式（ＷＳ）が適
用（サポート）できないものと定義したり、ビット値が「１ｂ」である場合、対応する書
込み方式（ＷＳ）が適用（サポート）できるものと定義することができる。したがって、
１バイト内のビットｂ０～ｂ７のそれぞれは、特定の書込み方式（ＷＳ）タイプの適用性
の存否を示すフラグ情報となる。例えば、１番目から３番目までの書込み方式ＷＳタイプ
ＷＳ１～ＷＳ３が対応するディスクによってのみ適用可能であれば、「００００　０１１
１ｂ」がＫ番目のバイトに書き込まれる。８種類の書込み方式（ＷＳ）タイプＷＳ１～Ｗ
Ｓ８の全てが適用可能であれば、「１１１１　１１１１ｂ」がＫ番目のバイトに書き込ま
れる。図７Ａでは、「００００　１１１１ｂ」がＫ番目のバイトに書き込まれて、４つの
書込み方式（ＷＳ）タイプＷＳ１～ＷＳ４が可能である。
【００９８】
　全ディスク情報に共通する同じ値によってディスク情報内に記録されたＭ番目、Ｌ番目
、及びＫ番目のバイト情報をそれぞれ書き込むことによって、記録再生装置（図１０）は
、いかなるディスク情報を再生しても対応するディスクによって適用可能な書込み倍速、
書込み方式（ＷＳ）タイプ、及び記録層の数に対する情報を取得し易くなる。
【００９９】
　具体的には、ディスク情報の構成において仕様によって適用可能な全ての種類の書込み
方式（ＷＳ）タイプを記録することができる。もっとも、この場合には、記録されるディ
スク情報の数が過度に増加する。また、ディスク製作者は、全書込み方式（ＷＳ）タイプ
をテストし、テスト結果をディスク情報内に記録しなければならず、負担となる。
【０１００】
　それゆえ、本発明の実施例では、最大適用可能な書込み方式タイプの数（ｎ）よりも小
さい数（ｍ）の書込み方式（ＷＳ）がディスク情報内に書込み倍速別に記録可能であり、
ディスク製作者はさらに、複数の書込み方式（ＷＳ）のうちの特定の一つをオプションと
して記録できるようになり、これによってディスク製作者の便宜が保障され、ディスク情
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報の効率的な記録が可能になる。
【０１０１】
　図７Ａでは、第１及び第２タイプの書込み方式ＷＳ１及びＷＳ２を用いて１倍速（１Ｘ
）で記録を行ったり、第２及び第３タイプの書込み方式ＷＳ２及びＷＳ３を用いて２倍速
（２Ｘ）で記録を行ったり、第３及び第４タイプの書込み方式ＷＳ３及びＷＳ４を用いて
３番目の書込み倍速（３Ｘ）で記録を行う。
【０１０２】
　すなわち、書込み倍速別に適用可能な合計の書込み方式（ＷＳ）タイプの数（４タイプ
）よりも少ない書込み方式（ＷＳ）タイプ（２タイプ）を用いてディスク情報を記録する
ことができる。各ディスク情報に適用される本来の書込み方式（ＷＳ）を、「書込み方式
（ＷＳ）タイプ」フィールド（Ｎ番目のバイト）と、「書込み方式（ＷＳ）パラメータ」
フィールド（Ｐ番目～１１１番目のバイト）を介して確認または検証することができる。
【０１０３】
　図７Ｂは、図６の本発明の第３実施例によるディスク情報の記録の他の例を示している
。図７Ａと同様に、３種類の適用可能な書込み倍速が存在し、Ｍ番目のバイトに「０００
０　０１１１ｂ」が書き込まれる。４つの適用可能な書込み方式タイプが存在しＫ番目の
バイトに「００００　１１１１ｂ」が書き込まれる。２つの記録層がディスク内に存在し
、Ｌ番目のバイトに「００００　００１０ｂ」が書き込まれる。
【０１０４】
　図７Ｂを参照すると、複数の適用可能な書込み方式（ＷＳ）のうち一つを用いてディス
ク情報を構成するにあたって、少なくとも一つのディスク情報が同じ書込み倍速及び記録
層別に構成される。そうするにあたって、最も優先的に提供されるディスク情報は、ディ
スク製作者により提供される選好ＷＳと定義され、この選好ＷＳに続く他のディスク情報
は、代替ＷＳとして定義される。
【０１０５】
　すなわち、ディスク情報「００ｈ」とディスク情報「０１ｈ」の両方は、１倍速（１Ｘ
）と１番目の記録層（Ｌ０）と関連する。もっとも、優先的に提供されるディスク情報と
して「００ｈ」に記録されるＷＳ１タイプは、選好ＷＳとなり、次に提供されるディスク
情報として「０１ｈ」に記録されるＷＳ１タイプ情報が、代替ＷＳとなる。
【０１０６】
　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、２倍速（２Ｘ）及び１番目の記録層（Ｌ０）と関連する。もっとも、優先的に提
供されるディスク情報として「０４ｈ」に記録されるＷＳ２タイプ情報は選好ＷＳとなり
、次に提供されるディスク情報として「０５ｈ」に記録されるＷＳ１タイプと、「０６ｈ
」に記録されるＷＳ３タイプ情報がそれぞれ、代替ＷＳとなる。すなわち、これらは、同
じ書込み倍速／記録層の少なくとも３つのディスク情報に適用されることができる。
【０１０７】
　また、ディスク情報「１０ｈ」は、３倍速（３rdＸ）と１番目の記録層（Ｌ０）に関連
し、ディスク情報「１１ｈ」は、３倍速（３rdＸ）と２番目の記録層（Ｌ１）に関連する
。同じ書込み倍速／記録層に対して一つのＷＳタイプのみが提供される場合、その提供さ
れるＷＳが選好ＷＳとなる。
【０１０８】
　すなわち、ディスク製作者があらかじめ定められた仕様によってディスク内にディスク
情報を提供する場合、光記録再生装置（図１０）は、特定の順序でディスク情報を読み出
す（書込み倍速－＞記録層）。複数のディスク情報が同じ書込み倍速／記録層上に存在す
る場合、光記録再生装置（図１０）は、ディスク情報内の優先的に提供されるＷＳを選好
ＷＳとして認識し、次のＷＳを、ディスク製作者によって追加的に提供される代替ＷＳと
して認識し、これによって、ディスク情報を用いて效率的に記録再生可能になる。
【０１０９】
　選好ＷＳ及び代替ＷＳの両方ともディスク製作者がオプションとして選定できる「オプ
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ションＷＳ」である場合にも、選好ＷＳを「必須ＷＳ」に、また代替ＷＳを「オプション
ＷＳ」のみにレンダすることができる。
【０１１０】
　図８は、図６の本発明の第３実施例によるディスク情報の記録例を示し、ディスク製作
者が特定の書込み倍速において最も優先する書込み方式（ＷＳ）タイプの情報を直接提供
する。
【０１１１】
　図８を参照すると、「書込み方式（ＷＳ）タイプ」フィールド（Ｎ番目のバイト）、「
書込み倍速フラグ」フィールド（Ｍ番目のバイト）、「書込み方式（ＷＳ）フラグ」フィ
ールド（Ｋ番目のバイト）、「記録層の数」フィールド（Ｌ番目のバイト）、及び「書込
み方式（ＷＳ）パラメータ」フィールド（Ｐ番目～１１１番目のバイト）が、Ｎ番目、Ｍ
番目、Ｋ番目、Ｌ番目、及びＰ番目～１１１番目のバイトにそれぞれ記録される。フィー
ルドに記録された各情報の意味は、第２実施例（図７Ｂ）のそれと同じである。
【０１１２】
　そして、「書込み倍速における最良のＷＳフラグ」フィールドが、ディスク情報内の他
の特定領域（Ｑ番目のバイト）に提供され、これによって、ディスク製作者は、同じ書込
み倍速別に複数の書込み方式（ＷＳ）のうち最高品質を示すＷＳの情報を提供する。例え
ば、図８は、２番目のＷＳ（ＷＳ２）が、特定の書込み倍速において８つの適用可能なＷ
Ｓのうち「最良のＷＳ」であることを示している。
【０１１３】
　図７Ａと同様に、同じ書込み倍速/記録層に対して複数の書込み方式が存在できる場合
、光記録再生装置（図１０）は、対応する書込み倍速に対してどれが最も適切なＷＳかを
区別できない。よって、光記録再生装置は、ディスク情報に提供される全ＷＳを適用する
ことによって最適のＷＳを算出する。もっとも、「書込み倍速における最良のＷＳフラグ
」フィールドをＱ番目のバイトに提供することによって、Ｑ番目のバイトに記録されたＷ
Ｓを優先的に利用するのに適用することができる。
【０１１４】
　図７Ｂのように、同じ書込み倍速／記録層に対して複数のＷＳが存在する場合、あらか
じめ指定された決定方法によって、１番目のディスク情報に記録されたＷＳを選好ＷＳと
して認識することができる。もっとも、「書込み倍速における最良の書込み方式フラグ」
フィールドをＱ番目のバイトに提供することによって、同様に選好ＷＳを再確認すること
ができる。また、同じ書込み倍速／記録層に対して１番目のディスク情報に書込みされた
選好ＷＳがＱ番目のバイトの「書込み倍速における最良のＷＳフラグ」情報と異なる場合
、例えば、選好ＷＳが必須の形で決定された「必須ＷＳ」である場合、ディスク製作者に
よって提供されたＱ番目のバイトの情報が優先され、これによって同じ書込み倍速におい
て最適のＷＳを決定する際に情報をより效率的に提供可能になる。
【０１１５】
　図９Ａ乃至図９Ｅは、本発明の第４実施例による制御情報の記録を示している。制御情
報を記録することは、記録方法（例えば、ＣＬＶモードまたはＣＡＶモード）に依存し、
ディスク情報のタイプ（例えば、ＣＬＶモードまたはＣＡＶモード）を識別するための情
報が、最後に使用された書込み方式（ＷＳ）のタイプを識別できるようにする他の情報と
共にディスク情報内に記録される。
【０１１６】
　図９Ａを参照すると、ディスク情報タイプを識別するための情報は、対応するディスク
情報がＣＬＶモードか、ＣＡＶモードか識別できる情報であるのに対し、書込み方式（Ｗ
Ｓ）タイプを識別できる情報は、複数の指定された書込み方式（ＷＳ）のうち一つが使用
されるべくディスク製作者によって選択されたかを識別するための情報である。例えば、
先の説明で述べたように、（ｎ－１）ＷＳ、ｎ／２ＷＳ等の存在し得る様々な書込み方式
（ＷＳ）タイプが、１番目のＷＳ（ＷＳ－１）、２番目のＷＳ（ＷＳ－２）、Ｋ番目のＷ
Ｓ（ＷＳ－Ｋ）として定義される。そして、ディスク製作者によって選択された書込み方
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式タイプ（「ＷＳタイプ」と名付ける。）を識別する情報がディスク情報内に記録される
。
【０１１７】
　図９Ｂは、図９Ａの本発明の第４実施例によって制御情報内に書込み方式を記録する例
を示す図であり、図９Ｃは、図９Ａの本発明の第４実施例によって制御情報内に書込み方
式を記録する他の例を示す図である。
【０１１８】
　図９Ｂは、複数の書込み方式（ＷＳ）のうちの一つを記録するにあたって、ディスク製
作者が全書込み倍速に対して特定の書込み方式（ＷＳ）をオプションとして記録すること
を示している。
【０１１９】
　図９Ｂを参照すると、ディスク情報のＮ番目のバイトは、ディスク情報タイプを示して
おり、ディスク情報のＰ番目のバイトは、書込み方式（ＷＳ）タイプを示しており、Ｎ番
目及びＰ番目のバイトと連動することによって決定された一つの書込み方式（ＷＳ）に関
連したパラメータがＬ番目～１１１番目のバイトに記録される。例えば、第１記録層の１
倍速に対するディスク情報がディスク情報シーケンスとして「００ｈ」に記録され、ディ
スク情報タイプはＣＡＶモードを意味し、書込み方式（ＷＳ）タイプは１番目のＷＳ（Ｗ
Ｓ－１）を意味し、書込み方式（ＷＳ）は、それらと連動して、ＣＡＶ　ＷＳ－１が記録
されるべく選択される。第１記録層の２倍速に対するディスク情報は「０１ｈ」に記録さ
れ、ディスク情報タイプはＣＬＶモードを意味し、書込み方式（ＷＳ）タイプは１番目の
ＷＳ（ＷＳ－１）を意味し、書込み方式（ＷＳ）は、それらと連動して、ＣＬＶ　ＷＳ－
１が記録されるべく選択される。第１記録層の４倍速に対するディスク情報が「０２ｈ」
に記録され、ディスク情報タイプはＣＬＶモードを意味し、書込み方式（ＷＳ）タイプは
２番目のＷＳ（ＷＳ－２）を意味し、書込み方式（ＷＳ）は、それらと連動して、ＣＬＶ
　ＷＳ－２が記録されるべく選択される。第１記録層の８倍速に対するディスク情報が「
０３ｈ」に記録され、ディスク情報タイプはＣＡＶモードを意味し、書込み方式（ＷＳ）
タイプは２番目のＷＳ（ＷＳ－２）を意味し、書込み方式（ＷＳ）は、それらと連動して
、ＣＬＶ　ＷＳ－２が記録されるべく選択される。
【０１２０】
　図９Ｃは、複数の書込み方式（ＷＳ）のうち一つがディスク情報内に記録されることを
示し、特定の指定された書込み倍速（例えば、１倍速）については必須の書込み方式（Ｗ
Ｓ）タイプが記録されるが、残りの書込み倍速についてはディスク製作者がオプションと
して特定の書込み方式（ＷＳ）を記録する。
【０１２１】
　したがって、図９Ｃの方法は、特定の書込み倍速（１倍速）についてディスク製作者の
オプションを制限することによって書込み方式（ＷＳ）タイプが必須として決定される点
で図９Ｂの方法と異なる。これによって、ディスク記録再生装置（図１０）の製造業者は
、一つの書込み方式（ＷＳ）タイプのみに対応する低価格の製品を生産するように設計で
きる。
【０１２２】
　例えば、第１記録層の１倍速に対するディスク情報がディスク情報シーケンスとして「
００ｈ」に記録され、ディスク情報タイプはＣＡＶモードを意味し、書込み方式（ＷＳ）
タイプは最初のＷＳ（ＷＳ－１）を意味し、書込み方式（ＷＳ）は、それらと連動して、
ＣＡＶ　ＷＳ－１が記録されるべく必須として選択される。第１記録層の２倍速に対する
ディスク情報が「０１ｈ」に記録され、ディスク情報タイプはＣＬＶモードを意味し、書
込み方式（ＷＳ）タイプは１番目のＷＳ（ＷＳ－１）を意味し、書込み方式（ＷＳ）は、
それらと連動して、ＣＬＶ　ＷＳ－１が記録されるべく選択される。第１記録層の４倍速
に対するディスク情報が「０２ｈ」に記録され、ディスク情報タイプはＣＬＶモードを意
味し、書込み方式（ＷＳ）タイプは２番目のＷＳ（ＷＳ－２）を意味し、書込み方式（Ｗ
Ｓ）はそれらと連動して、ＣＬＶ　ＷＳ－２が記録されるべく選択される。第１記録層の
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８倍速に対するディスク情報が「０３ｈ」に記録され、ディスク情報タイプはＣＡＶモー
ドを意味し、書込み方式（ＷＳ）タイプは２番目のＷＳ（ＷＳ－２）を意味し、書込み方
式（ＷＳ）は、それらと連動して、ＣＡＶ　ＷＳ－２が記録されるべく選択される。
【０１２３】
　図９Ｄは、本発明の第４実施例による制御情報記録のさらに他の例を示し、ＣＡＶモー
ドに対する特定の識別が細分されてディスク情報内のＮ番目のバイトに記録する「ＤＩタ
イプ」フィールドに適用され、書込み方式（ＷＳ）タイプを指定する情報も記録される。
【０１２４】
　図９Ｄを参照すると、対応するディスク情報がＣＡＶモードを意味する場合、これを細
分して書込み方式（ＷＳ）によっていくつの速度が提供されるかを識別する。したがって
、「ＤＩタイプ」フィールドを次のように定義できる。Ｎ番目のバイトに記録される「Ｄ
Ｉタイプ」フィールドが「００００　０００１ｂ」である場合、ＣＡＶモードを意味し、
Ｌ番目～１１１番目のバイトに記録される書込み方式（ＷＳ）は、１種類の速度にのみ対
応するように記録される。Ｎ番目のバイトに記録される「ＤＩタイプ」フィールドが「０
０００　００１０ｂ」である場合、ＣＡＶモードを意味し、Ｌ番目～１１１番目のバイト
に記録される書込み方式（ＷＳ）は、２種類の速度に対応するよう記録される。Ｎ番目の
バイトに記録される「ＤＩタイプ」フィールドが「００００　００１１ｂ」である場合、
ＣＡＶモードを意味し、Ｌ番目～１１１番目のバイトに記録される書込み方式（ＷＳ）は
、３種類の速度に対応するよう記録される。
【０１２５】
　また、「書込み方式（ＷＳ）タイプ」フィールドが、ディスク情報内のＰ番目のバイト
に追加され、Ｌ番目～１１１番目の書込み方式（ＷＳ）が、Ｎ番目のバイトのディスク情
報タイプ及びＰ番目のバイトの書込み方式（ＷＳ）タイプと連動することによって記録さ
れる。すなわち、次のように定義できる。「００００　００００ｂ」がＰ番目のバイトに
書き込まれる場合、１番目のＷＳ（ＷＳ－１）を意味し、「００００　００１０ｂ」がＰ
番目のバイトに書き込まれる場合、２番目のＷＳ（ＷＳ－２）を意味し、「ＸＸＸＸ　Ｘ
ＸＸＸｂ」がＰ番目のバイトに書き込まれる場合、Ｋ番目のＷＳ（ＷＳ－Ｋ）を意味する
。
【０１２６】
　図９Ｅは、図９Ｄと比較される制御情報内に書込み方式を記録することを示す図である
。
【０１２７】
　図９Ｅを参照すると、「００００　００００ｂ」が、Ｎ番目のバイトの「ＤＩタイプ」
フィールド内に記録されてＣＬＶモードを意味する。「００００　０００１b」が、Ｐ番
目のバイトの「書込み方式（ＷＳ）タイプ」フィールドに書き込まれて１番目のＷＳ（Ｗ
Ｓ－１）を意味する。５番目のバイトが「００ｈ」であると、１番目の記録層の１倍速デ
ィスク情報を意味する。Ｎ番目のとＰ番目のバイトと連動する特定の書込み方式（ＷＳ）
は、ディスク内のＬ番目～１１１番目のバイトに書き込まれる。
【０１２８】
　ＣＬＶモードであるので、１種類の速度に対する書込み方式（ＷＳ）が記録され、１番
目のＷＳ（ＷＳ－１）であるので、例えば、「（ｎ－１）ＷＳ」タイプによるパラメータ
が定義される。したがって、ディスク製作者が対応するディスクに最適の値を記録する。
【０１２９】
　「ＤＩタイプ」フィールド（Ｎ番目のバイト）が「００００　０００１ｂ」に設定され
てＣＡＶモードを意味するか、「書込み方式（ＷＳ）タイプ」フィールドが「００００　
００１０ｂ」に設定されて２番目のＷＳ（ＷＳ－２）を意味する場合、Ｌ番目～１１１番
目のバイトに書き込まれた書込み方式（ＷＳ）パラメータは、図９Ｅで指定されたパラメ
ータあるいは対応するパラメータの値とは異なる新しい内容として記録されるべきである
ことは明らかである。
【０１３０】
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　図１０は、本発明による光ディスク記録再生を示すブロック図である。
【０１３１】
　図１０を参照すると、本発明による記録再生装置は、光ディスクに記録再生を行う記録
再生部１０と、この記録再生部１０を制御する制御部２０とを含む。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　制御部２０は、特定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のコマンドによって特定領域に対する記録／再生を行う。具体的には、記録再生
部１０は、外部装置と通信を行うインターフェース部１２と、光ディスクにデータを直接
的に記録したり、データを再生するピックアップ部１１と、ピックアップ部１１から再生
信号を受信して、必要な信号値に復元したり、変調して記録される信号を光ディスクに記
録される信号に伝達するデータ処理部１３と、光ディスクから正しく信号を読み取るか、
光ディスクに信号を正しく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ディスク制御情報を一時的に格納するメモリ１５と、記録再生
部１０内の上述した構成要素の制御を担当するマイコン１６とを含む。
【０１３３】
　以下、本発明による光ディスクの記録プロセスを詳細に説明する。
【０１３４】
　まず、光ディスクが記録再生装置に装填されると、ディスク内の全てのディスク管理情
報が読み出されて、記録再生部１０のメモリ１５に一時的に格納される。また、特定ディ
スク管理情報のみを光ディスクから読み出すこともできる。多種多様なディスク管理情報
が光ディスクの記録／再生のために利用される。具体的には、メモリ１５に格納される管
理情報は、本発明のディスク制御情報を含む。そのため、ディスク情報内に記録された、
記録層情報、対応する書込み倍速に適合する書込み方式、及び書込み倍速情報が読み出さ
れてメモリに格納される。
【０１３５】
　光ディスク内の特定領域に記録を行おうとする場合、制御部２０はその旨を記録コマン
ドにレンダし、記録される位置情報を書き込むデータと共に記録再生部１０に伝達する。
この書込みコマンドを受け取った後、マイコン１６は、メモリ１５に格納された管理情報
から光ディスク内の意図された記録層に適用される対応する書込み倍速を決定または選択
し、（あらかじめ）決定または選択した書込み方式タイプと、決定または選択された書込
み倍速に適用可能な書込み方式パラメータを用いて書込みコマンドを実行する。
【０１３６】
　具体的には、本発明によって記録が光ディスク上に行われる場合、管理情報として前記
ディスク情報が特定順序で提供され、マイコン１６は、どのＷＳが同じ書込み倍速及び記
録層でディスク製作者の選好ＷＳであるかを認識する。それゆえ、特定の書込み倍速で光
ディスク内の特定の記録層に対する記録を行うのがより容易になる。
【０１３７】
　したがって、本発明は高密度光ディスクにおいて高い書込み倍速に対応するディスク制
御情報を提供する様々な方法を提供し、これによって光ディスクの記録／再生に効率的に
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できるようになる。
【０１３８】
　種々の修正及び変更が本発明で可能であるということは、当業者にとっては明らかであ
ろう。このように、本発明は、添付の請求の範囲およびその均等物の範囲内に入ることを
条件として本発明の修正及び変更を網羅することが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明に適用可能な単一層ディスクを示す図である。
【図２】本発明に適用可能な二重層ディスクを示す図である。
【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、ディスク情報記録フォ



(23) JP 4809765 B2 2011.11.9

10

20

30

ーマットを例示する図である。
【図４Ａ】本発明の第１実施例よって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示す
図である。
【図４Ｂ】本発明の第１実施例よって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示す
図である。
【図４Ｃ】本発明の第１実施例よって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示す
図である。
【図４Ｄ】本発明の第１実施例よって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示す
図である。
【図４Ｅ】本発明の第１実施例よって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示す
図である。
【図５Ａ】本発明の第２実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図５Ｂ】本発明の第２実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図５Ｃ】本発明の第２実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図６】本発明の第３実施例によって記録されるディスク制御情報の他のデータ構造例を
示す図である。
【図７Ａ】本発明の第３実施例によって記録されるディスク制御情報の他のデータ構造例
を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の第３実施例によって記録されるディスク制御情報の他のデータ構造例
を示す図である。
【図８】本発明の第３実施例によって記録されるディスク制御情報の他のデータ構造例を
示す図である。
【図９Ａ】本発明の第４実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図９Ｂ】本発明の第４実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図９Ｃ】本発明の第４実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図９Ｄ】本発明の第４実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図９Ｅ】本発明の第４実施例によって記録されるディスク制御情報のデータ構造例を示
す図である。
【図１０】本発明による光ディスク記録及び再生装置を示すブロック図である。
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