
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記録層を有する情報記録媒体にデータを書き込む情報記録方法において、
　複数の前記記録層の境界近傍領域を空けて複数の前記記録層にまたがってユーザデータ
を書き込むステップと、
　前記ユーザデータの書き込み後に前記境界近傍領域に層が切り替わることを示すデータ
を書き込むステップと、
を具備する情報記録方法。
【請求項２】
　前記情報記録媒体はパラレルトラックパス（ＰＴＰ）方式で記録される情報記録媒体で
あり、
　前記境界近傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のリードアウト領域
（ LEAD-OUT ZONE）及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第
２記録層のリードイン領域（ LEAD-IN ZONE）であり、
　前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層のリードアウト領域に書き込
まれるリードアウト（ LEAD-OUT）データ及び前記第２記録層のリードイン領域に書き込ま
れるリードイン（ LEAD-IN）データである請求項 記載の情報記録方法。
【請求項３】
　前記情報記録媒体はオポジットトラックパス（ＯＴＰ）方式で記録される情報記録媒体
であり、
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　前記境界近傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のミドル領域（ MIDD
LE ZONE）及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第２記録層
のミドル領域（ MIDDLE ZONE）であり、
　前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層のミドル領域に書き込まれる
ミドル（ MIDDLE）データ及び前記第２記録層のミドル領域に書き込まれるミドル（ MIDDLE
）データである請求項 記載の情報記録方法。
【請求項４】
　前記ユーザデータを書き込むステップでは、所定の記録層に対する前記ユーザデータの
書き込み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミ
ーデータを書き込む請求項１、 は 記載の情報記録方法。
【請求項５】
　前記ユーザデータを書き込むステップでは、所定の記録層に対する前記ユーザデータの
書き込み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミ
ーデータを書き込む請求項１、 は 記載の情報記録方法。
【請求項６】
　前記ユーザデータを書き込むステップでは、複数の記録層に対する前記ユーザデータの
書き込み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデ
ータを書き込む請求項１、 は 記載の情報記録方法。
【請求項７】
　前記ユーザデータを書き込むステップでは、複数の記録層に対する前記ユーザデータの
書き込み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデ
ータを書き込む請求項１、 は 記載の情報記録方法。
【請求項８】
　複数の記録層を有する情報記録媒体にデータを書き込む情報記録装置において、
　複数の前記記録層の境界近傍領域を空けて複数の前記記録層にまたがってユーザデータ
を書き込む手段と、
　前記ユーザデータの書き込み後に前記境界近傍領域に層が切り替わることを示すデータ
を書き込む手段と、
を具備する情報記録装置。
【請求項９】
　前記情報記録媒体はパラレルトラックパス（ＰＴＰ）方式で記録される情報記録媒体で
あり、
　前記境界近傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のリードアウト領域
（ LEAD-OUT ZONE）及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第
２記録層のリードイン領域（ LEAD-IN ZONE）であり、
　前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層のリードアウト領域に書き込
まれるリードアウト（ LEAD-OUT）データ及び前記第２記録層のリードイン領域に書き込ま
れるリードイン（ LEAD-IN）データである請求項 記載の情報記録装置。
【請求項１０】
　前記情報記録媒体はオポジットトラックパス（ＯＴＰ）方式で記録される情報記録媒体
であり、
　前記境界近傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のミドル領域（ MIDD
LE ZONE）及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第２記録層
のミドル領域（ MIDDLE ZONE）であり、
　前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層のミドル領域に書き込まれる
ミドル（ MIDDLE）データ及び前記第２記録層のミドル領域に書き込まれるミドル（ MIDDLE
）データである請求項 記載の情報記録装置。
【請求項１１】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデ
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ータを書き込む請求項 又は 記載の情報記録装置。
【請求項１２】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデ
ータを書き込む請求項 又は 記載の情報記録装置。
【請求項１３】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデータ
を書き込む請求項 又は 記載の情報記録装置。
【請求項１４】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデータ
を書き込む請求項 又は 記載の情報記録装置。
【請求項１５】
　複数の記録層を有する情報記録媒体にデータを書き込む情報記録装置が備えるコンピュ
ータにインストールされ、前記コンピュータに、
　複数の前記記録層の境界近傍領域を空けて複数の前記記録層にまたがってユーザデータ
を書き込む手段と、
　前記ユーザデータの書き込み後に前記境界近傍領域に層が切り替わることを示すデータ
を書き込む手段と、
を実行させるプログラム。
【請求項１６】
　前記情報記録媒体はパラレルトラックパス（ＰＴＰ）方式で記録される情報記録媒体で
あり、
　前記境界近傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のリードアウト領域
（ LEAD-OUT ZONE）及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第
２記録層のリードイン領域（ LEAD-IN ZONE）であり、
　前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層のリードアウト領域に書き込
まれるリードアウト（ LEAD-OUT）データ及び前記第２記録層のリードイン領域に書き込ま
れるリードイン（ LEAD-IN）データである請求項 記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記情報記録媒体はオポジットトラックパス（ＯＴＰ）方式で記録される情報記録媒体
であり、
　前記境界近傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のミドル領域（ MIDD
LE ZONE）及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第２記録層
のミドル領域（ MIDDLE ZONE）であり、
　前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層のミドル領域に書き込まれる
ミドル（ MIDDLE）データ及び前記第２記録層のミドル領域に書き込まれるミドル（ MIDDLE
）データである請求項 記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデ
ータを書き込む請求項 又は 記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデ
ータを書き込む請求項 又は 記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデータ
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を書き込む請求項 又は 記載のプログラム。
【請求項２１】
　前記ユーザデータを書き込む手段では、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き
込み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデータ
を書き込む請求項 又は 記載のプログラム。
【請求項２２】
　請求項 ないし のいずれか一記載のプログラムが格納されたコンピュータ読取り
可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の記録層を有する情報記録媒体に対してデータを書き込む情報記録方法
、情報記録装置、プログラム及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）は、その機能が向上するに伴い、音楽や映像と
いったＡＶ（ Audio-Visual）情報を取り扱うことが可能になってきている。これらのＡＶ
情報は、その情報量が非常に大きいため、情報記録媒体としてＤＶＤ（ Digital Versatil
e Disc）系の光ディスクが注目されるようになり、その低価格化とともに、情報記録再生
装置としての光ディスク装置がＰＣの周辺機器の一つとして普及するようになってきてい
る。
【０００３】
　ＤＶＤ－ＲＯＭとしては、記録層が１層であるＤＶＤと記録層が２層であるＤＶＤとが
存在している。しかし、書き込み可能な記録型のＤＶＤとしては、記録層が１層であるＤ
ＶＤ、例えば、ＤＶＤ＋Ｒ（ Recordable）、ＤＶＤ＋ＲＷ（ Rewritable）、ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ（ Random Access Memory）等しか存在しない。そこで、現在、２層の記録層を有する記
録型２層ＤＶＤが検討されている。これは、ＤＶＤ－ＲＯＭと同じようにデータを書き込
むことで、ＤＶＤ－ＲＯＭと同等の記録容量を有し、かつ、ＤＶＤ－ＲＯＭとの互換性を
有するように構成されている。
【０００４】
　なお、再生専用型の２層ＤＶＤには、２層目のトラックが１層目のトラックと同じよう
に内周から外周に向かっているパラレルトラックパス方式 (Parallel Track Path方式＝Ｐ
ＴＰ方式 )と２層目のトラックが外周から内周に向かっているオポジットトラックパス方
式 (Opposite Track Path方式＝ＯＴＰ方式 )との２種類のトラック方式がある。
【０００５】
　ここで、図１２はＰＴＰ方式による記録型２層ＤＶＤの論理フォーマットを概略的に示
す説明図、図１３はＯＴＰ方式による記録型２層ＤＶＤの論理フォーマットを概略的に示
す説明図である。なお、図１２及び図１３においては、図中左側が光ディスクの内周側で
あり、図中右側が光ディスクの外周側である。
【０００６】
　図１２に示すように、１層目及び２層目の各記録層には、各々、光ディスクの内周から
リードイン領域（ LEAD-IN ZONE）、データ領域（ DATA ZONE）、リードアウト領域（ LEAD-
OUT ZONE）が存在する。すなわち、１層目及び２層目の各記録層は、光ディスクの内周か
ら外周に向かってデータが書き込まれる。なお、ＰＴＰ方式では１層目と２層目とのデー
タ領域が開始するアドレスの半径位置が等しく、例えば、ともに物理アドレス 30000Hから
始まる。
【０００７】
　図１３に示すように、１層目の記録層には光ディスクの内周からリードイン領域（ LEAD
-IN ZONE）、データ領域（ DATA ZONE）、ミドル領域（ MIDDLE ZONE）が存在し、２層目の
記録層には光ディスクの外周からミドル領域（ MIDDLE ZONE）、データ領域（ DATA ZONE）
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、リードアウト領域（ LEAD-OUT ZONE）が存在する。すなわち、１層目の記録層には光デ
ィスクの内周から外周に向かってデータが書き込まれ、２層目の記録層には光ディスクの
外周から内周に向かってデータが書き込まれる。なお、ＯＴＰ方式では２層目のデータ領
域が開始するアドレスの半径位置は１層目のデータ領域が終了するアドレスの半径位置と
等しく、２層目のデータ領域開始位置の物理アドレスは１層目のデータ領域終了アドレス
をビット反転したアドレスになっている。
【０００８】
　このように記録型２層ＤＶＤの論理フォーマットでは、ユーザデータの前後にユーザデ
ータ以外のデータ（例えば、リードイン（ LEAD-IN）データ、リードアウト（ LEAD-OUT）
データやミドル（ MIDDLE）データ等）が書き込まれる。
【０００９】
　一方、複数の記録層を有する多層光ディスクに書き込むためのデータを予め作成する技
術が提案されている。この技術では、予め多層光ディスクに書き込むデータを作成してお
り、記録層の切り替えの際にユーザデータ以外のデータ（例えば、リードアウトデータ）
を書き込む処理を行っている（特許文献１参照）。
【００１０】
【特許文献１】特開２０００－４８５４２公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、記録型の多層光ディスクにおいては、論理的に複数の層を１つの層とし
て書き込み処理を実行するが、ユーザデータの書き込み途中にユーザデータ以外のデータ
を書き込むと、記録層に対するユーザデータの書き込み処理を中断してしまう。特に、ビ
デオ記録のように連続的にユーザデータを書き込む必要がある場合には、途中でユーザデ
ータの書き込み処理を長時間中断することは問題である。
【００１２】
　本発明の目的は、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を防止することで
ある。
【００１３】
　本発明の目的は、記録層に書き込まれたユーザデータを所定のタイミングで読み取るこ
とができるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項 記載の発明の情報記録方法は、複数の記録層を有する情報記録媒体にデータを
書き込む情報記録方法において、複数の前記記録層の境界近傍領域を空けて複数の前記記
録層にまたがってユーザデータを書き込むステップと、前記ユーザデータの書き込み後に
前記境界近傍領域に層が切り替わることを示すデータを書き込むステップと、を具備する
。
【００１７】
　したがって、複数の記録層にまたがって（連続的に）ユーザデータを書き込み、その後
に記録層の境界近傍領域に層が切り替わることを示すデータを書き込むことによって、記
録層の切り替わりで、層が切り替わることを示すデータが書き込まれずにユーザデータが
連続的に書き込まれるため、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を防止す
ることが可能になる。
【００１８】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の情報記録方法において、前記情報記録媒体はパ
ラレルトラックパス（ＰＴＰ）方式で記録される情報記録媒体であり、前記境界近傍領域
は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のリードアウト領域（ LEAD-OUT ZONE）
及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第２記録層のリードイ
ン領域（ LEAD-IN ZONE）であり、前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録
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層のリードアウト領域に書き込まれるリードアウト（ LEAD-OUT）データ及び前記第２記録
層のリードイン領域に書き込まれるリードイン（ LEAD-IN）データである。
【００１９】
　したがって、ＰＴＰ方式の情報記録媒体に対するユーザデータの書き込み後に、第１記
録層のリードアウト領域にリードアウトデータを書き込み、次に第２記録層のリードイン
領域にリードインデータを書き込むことによって、ＰＴＰ方式の情報記録媒体において、
記録層の切り替わりで、層が切り替わることを示すデータが書き込まれずにユーザデータ
が連続的に（２つの層にまたがって）書き込まれるため、記録層に対するユーザデータの
書き込み処理の中断を防止することが可能になる。
【００２０】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の情報記録方法において、前記情報記録媒体はオ
ポジットトラックパス（ＯＴＰ）方式で記録される情報記録媒体であり、前記境界近傍領
域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のミドル領域（ MIDDLE ZONE）及びそ
の第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第２記録層のミドル領域（ MI
DDLE ZONE）であり、前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層のミドル
領域に書き込まれるミドル（ MIDDLE）データ及び前記第２記録層のミドル領域に書き込ま
れるミドル（ MIDDLE）データである。
【００２１】
　したがって、ＯＴＰ方式の情報記録媒体に対するユーザデータの書き込み後に第１記録
層のミドル領域及び第２記録層のミドル領域にミドルデータを書き込むことによって、Ｏ
ＴＰ方式の情報記録媒体において、記録層の切り替わりで、層が切り替わることを示すデ
ータが書き込まれずにユーザデータが連続的に（２つの層にまたがって）書き込まれるた
め、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を防止することが可能になる。
【００２２】
　請求項 記載の発明は、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記ユーザ
データを書き込むステップでは、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き込み後に
、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデータを書
き込む。
【００２３】
　したがって、所定の記録層にユーザデータを書き込んだ後に次の書き込み対象である記
録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデータを書き込むことによって、ＰＴＰ
方式のリードイン（ LEAD-IN）データ及びＯＴＰ方式のミドル（ MIDDLE）データが書き込
まれていない場合でも、例えばユーザデータを書き込みながら再生する追っかけ再生等を
行う場合でも、次の記録層に書き込まれたユーザデータを所定のタイミングで読み出すこ
とが可能になる。
【００２４】
　請求項 記載の発明は、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記ユーザ
データを書き込むステップでは、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き込み後に
、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデータを書
き込む。
【００２５】
　したがって、所定の記録層にユーザデータを書き込んだ後に次の書き込み対象である記
録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデータを書き込むことによって、ＰＴＰ
方式のリードイン（ LEAD-IN）データ及びＯＴＰ方式のミドル（ MIDDLE）データが書き込
まれていない場合でも、例えばユーザデータを書き込みながら再生する追っかけ再生等を
行う場合でも、次の記録層に書き込まれたユーザデータを所定のタイミングで読み出すこ
とが可能になる。
【００２６】
　請求項 記載の発明は、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記ユーザ
データを書き込むステップでは、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き込み前に
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、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデータを書き込
む。
【００２７】
　したがって、記録層に対するユーザデータの書き込み前にダミーデータを書き込むこと
によって、層の切り替えでダミーデータを書き込む時間を必要としなくなり、記録層に対
するユーザデータの書き込み処理の中断を確実に防止することが可能になる。
【００２８】
　請求項 記載の発明は、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記ユーザ
データを書き込むステップでは、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き込み前に
、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデータを書き込
む。
【００２９】
　したがって、記録層に対するユーザデータの書き込み前にダミーデータを書き込むこと
によって、層の切り替えでダミーデータを書き込む時間を必要としなくなり、記録層に対
するユーザデータの書き込み処理の中断を確実に防止することが可能になる。
【００３０】
　請求項 ないし請求項 記載の情報記録装置、請求項 ないし 記載の情報記録
用プログラム及び請求項 記載の記憶媒体の発明も、請求項１ないし 記載の発明と同
様な作用を奏する。
【発明の効果】
【００３２】
　請求項 記載の発明の情報記録方法によれば、複数の記録層を有する情報記録媒体にデ
ータを書き込む情報記録方法において、複数の前記記録層の境界近傍領域を空けて複数の
前記記録層にまたがって（連続的に）ユーザデータを書き込むステップと、前記ユーザデ
ータの書き込み後に前記境界近傍領域に層が切り替わることを示すデータを書き込むステ
ップと、を具備することから、複数の記録層にまたがってユーザデータを書き込み、その
後に記録層の境界近傍領域に層が切り替わることを示すデータを書き込むことによって、
記録層の切り替わりで、層が切り替わることを示すデータが書き込まれずにユーザデータ
が連続的に書き込まれるため、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を防止
することができる。
【００３３】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の情報記録方法において、前記情報記録媒
体はパラレルトラックパス（ＰＴＰ）方式で記録される情報記録媒体であり、前記境界近
傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のリードアウト領域（ LEAD-OUT Z
ONE）及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第２記録層のリ
ードイン領域（ LEAD-IN ZONE）であり、前記層が切り替わることを示すデータは、前記第
１記録層のリードアウト領域に書き込まれるリードアウト（ LEAD-OUT）データ及び前記第
２記録層のリードイン領域に書き込まれるリードイン（ LEAD-IN）データであることから
、ＰＴＰ方式の情報記録媒体に対するユーザデータの書き込み後に、第１記録層のリード
アウト領域にリードアウトデータを書き込み、次に第２記録層のリードイン領域にリード
インデータを書き込むことによって、ＰＴＰ方式の情報記録媒体において、記録層の切り
替わりで、層が切り替わることを示すデータが書き込まれずにユーザデータが連続的に（
２つの層にまたがって）書き込まれるため、記録層に対するユーザデータの書き込み処理
の中断を防止することができる。
【００３４】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の情報記録方法において、前記情報記録媒
体はオポジットトラックパス（ＯＴＰ）方式で記録される情報記録媒体であり、前記境界
近傍領域は、前記ユーザデータが書き込まれた第１記録層のミドル領域（ MIDDLE ZONE）
及びその第１記録層にまたがって前記ユーザデータが書き込まれた第２記録層のミドル領
域（ MIDDLE ZONE）であり、前記層が切り替わることを示すデータは、前記第１記録層の
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ミドル領域に書き込まれるミドル（ MIDDLE）データ及び前記第２記録層のミドル領域に書
き込まれるミドル（ MIDDLE）データであることから、ＯＴＰ方式の情報記録媒体に対する
ユーザデータの書き込み後に第１記録層のミドル領域及び第２記録層のミドル領域にミド
ルデータを書き込むことによって、ＯＴＰ方式の情報記録媒体において、記録層の切り替
わりで、層が切り替わることを示すデータが書き込まれずにユーザデータが連続的に（２
つの層にまたがって）書き込まれるため、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の
中断を防止することができる。
【００３５】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記
ユーザデータを書き込むステップでは、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き込
み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデー
タを書き込むことから、ＰＴＰ方式のリードイン（ LEAD-IN）データ及びＯＴＰ方式のミ
ドル（ MIDDLE）データが書き込まれていない場合でも、例えばユーザデータを書き込みな
がら再生する追っかけ再生等を行う場合でも、次の記録層に書き込まれたユーザデータを
所定のタイミングで読み出すことができる。
【００３６】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記
ユーザデータを書き込むステップでは、所定の記録層に対する前記ユーザデータの書き込
み後に、次の書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデー
タを書き込むことから、ＰＴＰ方式のリードイン（ LEAD-IN）データ及びＯＴＰ方式のミ
ドル（ MIDDLE）データが書き込まれていない場合でも、例えばユーザデータを書き込みな
がら再生する追っかけ再生等を行う場合でも、次の記録層に書き込まれたユーザデータを
所定のタイミングで読み出すことができる。
【００３７】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記
ユーザデータを書き込むステップでは、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き込
み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の直前にダミーデータを
書き込むことから、層の切り替えでダミーデータを書き込む時間を必要としなくなり、記
録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を確実に防止することができる。
【００３８】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１、 は 記載の情報記録方法において、前記
ユーザデータを書き込むステップでは、複数の記録層に対する前記ユーザデータの書き込
み前に、書き込み対象である記録層のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭にダミーデータを
書き込むことから、層の切り替えでダミーデータを書き込む時間を必要としなくなり、記
録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を確実に防止することができる。
【００３９】
　請求項 ないし請求項 記載の情報記録装置、請求項 ないし 記載の情報記録
用プログラム及び請求項 記載の記憶媒体の発明も、請求項１ないし 記載の発明と同
様な効果を奏する。

【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　本発明の第１の実施の形態を図１ないし図４に基づいて説明する。図１は情報記録装置
としての光ディスク装置１の概略構成を示すブロック図である。
【００４１】
　光ディスク装置１は、情報記録媒体としての光ディスク２を回転駆動するためのスピン
ドルモータ３、光ピックアップ装置４、レーザコントロール回路５、モータドライバ６、
再生信号処理回路７、サーボコントローラ８、バッファＲＡＭ９、バッファマネージャ１
０、インターフェース１１、ＲＯＭ１２、ＣＰＵ１３及びＲＡＭ１４等を備えて構成され
ている。なお、図１中に示す矢印は代表的な信号や情報の流れを示すものであり、各ブロ
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ックの接続関係の全てを表すものではない。
【００４２】
　また、光ディスク２としては、記録型の多層光ディスクであるＤＶＤが対象とされてい
る。ここでは、２層の記録層を有する光ディスク２が対象になっている。
【００４３】
　光ピックアップ装置４は、光源としての半導体レーザ、この半導体レーザから出射され
るレーザ光を光ディスク２の記録面に導くとともに記録面で反射された戻り光を所定の受
光位置まで導く対物レンズ等を含む光学系、受光位置に配置されて戻り光を受光する受光
器、及び、駆動系（フォーカシングアクチュエータ、トラッキングアクチュエータ、シー
クモータ等）（何れも図示せず）などを含んで構成されている。受光器からは、受光量に
応じた電流（電流信号）が再生信号処理回路７に出力される。
【００４４】
　サーボコントローラ８では、フォーカスエラー信号に基づいて光ピックアップ装置４の
フォーカシングアクチュエータを制御する制御信号を生成するとともに、トラックエラー
信号に基づいて光ピックアップ装置４のトラッキングアクチュエータを制御する制御信号
を生成する。これらの制御信号はサーボコントローラ８からモータドライバ６に出力され
る。
【００４５】
　モータドライバ６では、サーボコントローラ８からの制御信号に基づいて光ピックアッ
プ装置４のフォーカシングアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータを駆動する。
また、モータドライバ６では、ＣＰＵ１３の指示に基づいて、光ディスク２の線速度が一
定となるようにスピンドルモータ３を制御する。さらに、モータドライバ６では、ＣＰＵ
１３の指示に基づいて、光ピックアップ装置４用のシークモータを駆動し、光ピックアッ
プ装置４を光ディスク２の目標トラックに向けて半径方向に移動させる。
【００４６】
　インターフェース１１は、外部装置となるホスト（例えば、図２に示す情報処理装置と
してのＰＣ１０１）との双方向の通信インターフェースであり、ＡＴＡＰＩ及びＳＣＳＩ
等の標準インターフェースに準拠している。
【００４７】
　ＣＰＵ１３は、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１４と共に光ディスク装置１が備えるマイクロコン
ピュータ（コンピュータ）を構成している。記憶媒体としても機能するＲＯＭ１２には、
ＣＰＵ１３により解読可能なコードで記述された後述するような制御プログラムを含むプ
ログラムが格納されている。ＣＰＵ１３は、ＲＯＭ１２に格納されているプログラムに従
って上述の各部の動作を制御するとともに、制御に必要なデータ等を一時的にＲＡＭ１４
に保存する。なお、光ディスク装置１の電源が投入されると、ＲＯＭ１２に格納されてい
るプログラムは、ＣＰＵ１３のメインメモリ（図示せず）にロード（インストール）され
る。
【００４８】
　次いで、情報処理装置としてのＰＣ１０１について説明する。ここでいうＰＣ１０１は
、パーソナルコンピュータの略称である。図２は光ディスク装置１に接続されたＰＣ１０
１の概略構成を示すブロック図である。
【００４９】
　ＰＣ１０１は、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３と共にマイクロコンピュータを構成するＣ
ＰＵ１０４にバスライン１０５を介して各部が接続された構成を有している。ＲＯＭ１０
２には固定データが固定的に記録され、ＲＡＭ１０３には可変データが可変自在に記録さ
れている。このようなマイクロコンピュータにはＨＤＤ（ハードディスクドライブ）１０
６、ＦＤＤ（フレキシブルディスクドライブ）１０７、ＣＤ－ＲＯＭドライブ１０８とい
う記憶装置がバスライン１０５を介して接続されている。ＨＤＤ１０６にはＯＳ（オペレ
ーティングシステム）や各種のアプリケーションプログラム等が格納されており、その一
部は起動時にＲＡＭ１０３にコピーされ、ＣＰＵ１０４による各部の制御に供せられる。
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【００５０】
　ＣＰＵ１０４には、更に、ディスプレイ１０９、キーボードやマウス等からなる入力装
置１１０、インターフェース１１１がバスライン１０５を介して接続され、そのインター
フェース１１１を介して外部機器との接続が可能となっている。例えば、前述した光ディ
スク装置１も、インターフェース１１１を介してＰＣ１０１に接続されている。
【００５１】
　このような構成において、ＣＰＵ１３がＲＯＭ１２に格納されたプログラムに基づいて
実行する書き込み処理について図３、図４、図１２及び図１３を参照して説明する。ここ
で、書き込み処理により光ディスク２に書き込まれるユーザデータは、例えば、音声デー
タや映像データ等から構成されるビデオデータである（他の実施の形態でも同様である）
。
【００５２】
　図３は本実施の形態のＰＴＰ方式の書き込み処理の流れを示すフローチャートである。
ＰＴＰ方式の書き込み処理により光ディスク２にデータを書き込む情報記録方法について
説明する（図１２参照）。図３に示すように、ＣＰＵ１３は、まず、１層目の記録層（第
１記録層）に対するユーザデータの書き込み処理を行う（ステップＳ１）。ユーザデータ
は１層目のデータ領域（ DATA ZONE）に書き込まれる。その後、１層目の記録層に対する
ユーザデータの書き込み処理に連続して、２層目の記録層（第２記録層）に対するユーザ
データの書き込み処理を行う（Ｓ２）。ユーザデータは、１層目のデータ領域（ DATA ZON
E）に書き込まれたユーザデータに続いて、２層目のデータ領域（ DATA ZONE）に書き込ま
れる。すなわち、ユーザデータは１層目の記録層と２層目の記録層とにまたがって書き込
まれる。そして、２層目の記録層に対するユーザデータの書き込み終了後、１層目の記録
層に対してリードアウト（ LEAD-OUT）データを書き込み、２層目の記録層に対してリード
イン（ LEAD-IN）データを書き込む（Ｓ３）。リードアウト（ LEAD-OUT）データは１層目
のリードアウト領域（ LEAD-OUT ZONE）に書き込まれ、リードイン（ LEAD-IN）データは２
層目のリードイン領域（ LEAD-IN ZONE）に書き込まれる。その後、あるいは、同時に、リ
ードイン（ LEAD-IN）データは１層目のリードイン領域（ LEAD-IN ZONE）に書き込まれ、
リードアウト（ LEAD-OUT）データは２層目のリードアウト領域（ LEAD-OUT ZONE）に書き
込まれる。ここで、１層目の記録層のリードアウト領域及び２層目の記録層のリードイン
領域が境界近傍領域として機能し、リードアウト及びリードインデータが、層が切り替わ
ることを示すデータとして機能する。
【００５３】
　図４は本実施の形態のＯＴＰ方式の書き込み処理の流れを示すフローチャートである。
ＯＴＰ方式の書き込み処理により光ディスク２にデータを書き込む情報記録方法について
説明する（図１３参照）。図４に示すように、ＣＰＵ１３は、まず、１層目の記録層に対
するユーザデータの書き込み処理を行う（ステップＳ１１）。ユーザデータは１層目のデ
ータ領域（ DATA ZONE）に書き込まれる。その後、１層目の記録層に対するユーザデータ
の書き込み処理に連続して、２層目の記録層に対するユーザデータの書き込み処理を行う
（Ｓ１２）。ユーザデータは、１層目のデータ領域（ DATA ZONE）に書き込まれたユーザ
データに続いて、２層目のデータ領域（ DATA ZONE）に書き込まれる。すなわち、ユーザ
データは１層目の記録層と２層目の記録層とにまたがって書き込まれる。そして、２層目
の記録層に対するユーザデータの書き込み終了後、１層目の記録層に対してミドル（ MIDD
LE）データを書き込み、２層目の記録層に対してミドル（ MIDDLE）データを書き込む（Ｓ
１３）。ミドル（ MIDDLE）データは１層目のミドル領域（ MIDDLE ZONE）及び２層目のミ
ドル領域（ MIDDLE ZONE）に書き込まれる。その後、あるいは、同時に、リードイン（ LEA
D-IN）データは１層目のリードイン領域（ LEAD-IN ZONE）に書き込まれ、リードアウト（
LEAD-OUT）データは２層目のリードアウト領域（ LEAD-OUT ZONE）に書き込まれる。ここ
で、１層目の記録層のミドル領域及び２層目の記録層のミドル領域が境界近傍領域として
機能し、ミドルデータが、層が切り替わることを示すデータとして機能する。
【００５４】
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　このように本実施の形態においては、１層目及び２層目のデータ領域（ DATA ZONE）に
連続的に（２つの層にまたがって）ユーザデータを書き込んだ後、ユーザデータ以外のデ
ータ（例えば、リードイン（ LEAD-IN）データ、リードアウト（ LEAD-OUT）データやミド
ル（ MIDDLE）データ等）を書き込むことによって、１層目から２層目への記録層の切り替
わりでユーザデータ以外のデータが書き込まれずにユーザデータが連続的に書き込まれる
ため、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を防止することができる。
【００５５】
　なお、上述したような制御処理は、一例として、光ディスク装置１のＲＯＭ１２にファ
ームウェアとして記録されているコンピュータプログラムに従い光ディスク装置１のＣＰ
Ｕ１３よって実行される。この場合、ＲＯＭ１２は、コンピュータプログラムを記憶する
記憶媒体となる。
【００５６】
　また、これに限らず、ＰＣ１０１の例えばＨＤＤ１０６に格納されてＰＣ１０１の起動
時にそのＲＡＭ１０３にコピーされたコンピュータプログラムに従いＰＣ１０１のＣＰＵ
１０４が光ディスク装置１に動作命令を送信することにより実行されるように構築されて
いても良い（他の実施の形態でも同様である）。この場合、ＰＣ１０１のＲＡＭ１０３に
コピーされるそのコンピュータプログラムは、アプリケーションプログラムという形式で
ＨＤＤ１０６に格納されていても、ＯＳに組み込まれていても良い。そして、そのような
アプリケーションプログラムがＨＤＤ１０６に格納される場合には、そのようなアプリケ
ーションプログラムは、一例として、ＦＤやＣＤ－ＲＯＭ等のような記録媒体に記録され
て流通し、ＰＣ１０１のＦＤＤ１０７やＣＤ－ＲＯＭドライブ１０８で読み取られてＨＤ
Ｄ１０６に格納される。したがって、ここで例示した例で言えば、ＨＤＤ１０６、ＲＡＭ
１０３、ＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭは、コンピュータプログラムを記憶する記憶媒体となる。
【００５７】
　以上説明した２つの例では、光ディスク装置１とＰＣ１０１とのいずれか一方が、本実
施の形態に特有の図３及び図４に示すフローチャートに従い処理を実行するコンピュータ
となる例を示したが、これに限ることなく、そのような処理は光ディスク装置１とＰＣ１
０１との両方に分散されて設置されるコンピュータプログラムに従い実行されるようにシ
ステム構築されていても良い。いずれにしても、ＰＣ１０１側で制御処理の全部又は一部
を実行する場合には、光ディスク装置１が図３及び図４に例示するような処理を実行可能
にするコンピュータプログラムがＰＣ１０１にインストールされていることになる。
【００５８】
　本発明の第２の実施の形態を図５ないし図１１に基づいて説明する。なお、本実施の形
態と第１の実施の形態との同一部分は、同一符号で示し、説明も省略する。
【００５９】
　本実施の形態の基本的構造は、第１の実施の形態と略同じである。本実施の形態と第１
の実施の形態との相違点は、書き込み処理の流れが異なることである。ここでは、書き込
み処理により光ディスク２にデータを書き込む情報記録方法について説明する。
【００６０】
　図５は本実施の形態の書き込み処理の流れを示すフローチャート、図６は本実施の形態
におけるＰＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置を概略的に示す説明図、図７は本実
施の形態におけるＯＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置を概略的に示す説明図であ
る。なお、図６及び図７においては、図中左側が光ディスク２の内周側であり、図中右側
が光ディスク２の外周側である。
【００６１】
　図５に示すように、ＣＰＵ１３は、まず、１層目の記録層に対するユーザデータの書き
込み処理を行う（ステップＳ２１）。その後、２層目のデータ領域（ DATA ZONE）の直前
に所定量のダミーデータ（図６中及び図７中のクロスハッチング部分）を書き込む（Ｓ２
２）。例えば、図６及び図７に示すように、所定量のダミーデータはデータ領域（ DATA Z
ONE）の直前に書き込まれる。所定量のダミーデータの書き込み終了後、２層目の記録層
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に対するユーザデータの書き込み処理を行う（Ｓ２３）。なお、ユーザデータは、１層目
の記録層と２層目の記録層とにまたがって書き込まれる。そして、ＣＰＵ１３は、２層目
の記録層に対するユーザデータの書き込み終了後、ＰＴＰ方式であれば図３のステップＳ
３を行い、ＯＴＰ方式であれば図４のステップＳ３を行う。
【００６２】
　図８は本実施の形態の変形例１の書き込み処理の流れを示すフローチャート、図９は変
形例１におけるＰＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置を概略的に示す説明図、図１
０は変形例１におけるＯＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置を概略的に示す説明図
である。なお、図９及び図１０においては、図中左側が光ディスク２の内周側であり、図
中右側が光ディスク２の外周側である。
【００６３】
　図８に示すように、ＣＰＵ１３は、まず、１層目の記録層に対するユーザデータの書き
込み処理を行う（ステップＳ３１）。その後、２層目のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭
に所定量のダミーデータ（図９中及び図１０中のクロスハッチング部分）を書き込む（Ｓ
３２）。例えば、図９及び図１０に示すように、所定量のダミーデータはデータ領域（ DA
TA ZONE）の先頭に書き込まれる。所定量のダミーデータの書き込み終了後、２層目の記
録層に対するユーザデータの書き込み処理を行う（Ｓ３３）。詳しくは、所定量のダミー
データを書き込み後、ユーザデータの書き込み開始位置をダミーデータ分移動して、ユー
ザデータを書き込む。なお、ユーザデータは、１層目の記録層と２層目の記録層とにまた
がって書き込まれる。そして、ＣＰＵ１３は、２層目の記録層に対するユーザデータの書
き込み終了後、ＰＴＰ方式であれば図３のステップＳ３を行い、ＯＴＰ方式であれば図４
のステップＳ３を行う。
【００６４】
　このように本実施の形態及び本実施の形態の変形例１においては、１層目の記録層にユ
ーザデータを書き込んだ後に、２層目の記録層に書き込むユーザデータの直前又は先頭に
ダミーデータを書き込むことによって、ＰＴＰ方式のリードイン（ LEAD-IN）データ及び
ＯＴＰ方式のミドル（ MIDDLE）データが書き込まれていない場合、例えばユーザデータを
書き込みながら再生する追っかけ再生等を行う場合でも、２層目の記録層に書き込まれた
ユーザデータを所定のタイミングで読み出すことができる。
【００６５】
　図１１は本実施の形態の変形例２の書き込み処理の流れを示すフローチャートである。
図１１に示すように、ＣＰＵ１３は、まず、２層目のデータ領域（ DATA ZONE）の直前に
、又は、２層目のデータ領域（ DATA ZONE）の先頭に、所定量のダミーデータ（図６、図
７、図９及び図１０参照）を書き込む（Ｓ４１）。その後、１層目の記録層に対するユー
ザデータの書き込み処理を行い（Ｓ４２）、２層目の記録層に対するユーザデータの書き
込み処理を行う（Ｓ４３）。そして、ＣＰＵ１３は、２層目の記録層に対するユーザデー
タの書き込み終了後、ＰＴＰ方式であれば図３のステップＳ３を行い、ＯＴＰ方式であれ
ば図４のステップＳ３を行う。
【００６６】
　このように本実施の形態の変形例２においては、記録層に対するユーザデータの書き込
み前にダミーデータを書き込むことによって、層の切り替えでダミーデータを書き込む時
間を必要としなくなり、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を確実に防止
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の第１の実施の形態の情報記録装置としての光ディスク装置の概略構成を
示すブロック図である。
【図２】光ディスク装置に接続されたＰＣの概略構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態のＰＴＰ方式の書き込み処理の流れを示すフローチャ
ートである。
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【図４】本発明の第１の実施の形態のＯＴＰ方式の書き込み処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図５】本発明の第２の実施の形態の書き込み処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態におけるＰＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置
を概略的に示す説明図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態におけるＯＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置
を概略的に示す説明図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態の変形例１の書き込み処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図９】変形例１におけるＰＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置を概略的に示す説
明図である。
【図１０】変形例１におけるＯＴＰ方式でのダミーデータの書き込み位置を概略的に示す
説明図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態の変形例２の書き込み処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１２】ＰＴＰ方式による記録型２層ＤＶＤの論理フォーマットを概略的に示す説明図
である。
【図１３】ＯＴＰ方式による記録型２層ＤＶＤの論理フォーマットを概略的に示す説明図
である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　情報記録装置（光ディスク装置）
　２　　情報記録媒体（光ディスク）

【要約】
【課題】　情報記録方法において、記録層に対するユーザデータの書き込み処理の中断を
防止する。
【解決手段】　複数の記録層を有する情報記録媒体にデータを書き込む情報記録方法にお
いて、複数の記録層にまたがってユーザデータを書き込み（Ｓ１及びＳ２）、ユーザデー
タの書き込み後に記録層の所定領域にユーザデータ以外のデータを書き込むようにした（
Ｓ３）。これにより、記録層の切り替わりでユーザデータ以外のデータが書き込まれずに
ユーザデータが連続的に書き込まれるため、記録層に対するユーザデータの書き込み処理
の中断を防止することができる。
【選択図】　　図３
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

(14) JP 3584033 B1 2004.11.4



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－０１６６４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６８２２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２５６０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２７３０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平８－２１２５６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－７３０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－６９２６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－６７５１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１７１７７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１２６２５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２８５６０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１５８１７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第９７／１３３６５（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｂ２０／１０－２０／１６，３５１
              Ｇ１１Ｂ７／００－７／０１３
              Ｇ１１Ｂ２７／００

(15) JP 3584033 B1 2004.11.4


	bibliographic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

