知っておきたいキーワード
第21回

Keywords you should know.

倍速って何？
〜CD，DVDにおける高速化〜

小 野 裕 明†

正会員
†株式会社日立製作所 コンシューマエレクトロニクス研究所
"High Speed Recording for CD, DVD" by Hiroaki Ono (Hitachi, Ltd., Consumer Electronics Laboratory, Tokyo)

キーワード：CD（Compact Disc）
，DVD（Digital Versatile Disc），CAV（Constant Angular Velocity），CLV（Constant Linear Velocity）

光ディスクの倍速の歴史
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図1 光ドライブ倍速化の歴史
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で記録したときの1枚当たりの

化技術として倍速化が進んでいきまし
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体
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1枚辺りの容量 1倍速のデータ転送速度 1倍速の線速度 限界倍速＊ 1倍速での記録時間 1枚辺りの記録時間
650MB/層

1.23Mbps

1.2m/s

x50

約74分

約3分

DVD

4.7GB/層

11.08Mbps

3.49m/s

x16

約56分

約6分

HD DVD

15GB/層

36.55Mbps

6.61m/s

x9程度

約55分

−

Blu-ray Disc

25GB/層

36Mbps

4.917m/s

x12程度

約92分

−

＊ 毎分10,000回転を限界として計算したもの．
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図2 CAV方式とCLV方式の違い
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理LSIの処理速度の向上（高速の

数ではそれ程問題とならない偏重心の

信号処理技術）

影響が，回転数の2乗で大きくなるた
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モータへの取り付け方により，光ディ
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スクの重心位置と回転中心がずれた状
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（2）記録情報をコード化する信号処
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