
JP 4559495 B2 2010.10.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＢＣＡ、第１トラックピッチを有しディスク関連情報が記録された第１領域と前記第１
トラックピッチより小さい第２トラックピッチを有する第２領域を備えるリードイン領域
、前記第２トラックピッチを有するユーザデータ領域、前記第２トラックピッチを有する
リードアウト領域を含み、前記第１領域と第２領域との間に第１転移領域が設けられ、前
記ＢＣＡとリードイン領域との間に第２転移領域が設けられる光情報記録媒体に情報を記
録する方法において、
　前記第２領域、ユーザデータ領域、リードアウト領域のうち少なくとも一つの領域に情
報を記録する段階を含み、
　前記ディスク関連情報はディスク種類、情報記録層数、ディスクのサイズに関する情報
であることを特徴とする情報記録方法。
【請求項２】
　前記光情報記録媒体は再生専用媒体であることを特徴とする請求項１に記載の情報記録
方法。
【請求項３】
　リードイン領域、ユーザデータ領域及びリードアウト領域は情報がピットで記録される
ことを特徴とする請求項２に記載の情報記録方法。
【請求項４】
　ＢＣＡ、第１トラックピッチを有しディスク関連情報が記録された第１領域と前記第１
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トラックピッチより小さい第２トラックピッチを有する第２領域を備えるリードイン領域
、前記第２トラックピッチを有するユーザデータ領域及び前記第２トラックピッチを有す
るリードアウト領域を含み、前記第１領域と第２領域との間に第１転移領域が設けられ、
前記ＢＣＡとリードイン領域との間に第２転移領域が設けられる光情報記録媒体に記録さ
れた情報を再生する方法において、
　前記リードイン領域の第１領域のディスク関連情報を再生する段階と、
　前記リードイン領域の第２領域、ユーザデータ領域及びリードアウト領域のうち少なく
とも一つの領域に記録された情報を再生する段階とを含み、
　前記ディスク関連情報はディスク種類、情報記録層数、ディスクのサイズに関する情報
であることを特徴とする情報再生方法。
【請求項５】
　前記光情報記録媒体は再生専用媒体であることを特徴とする請求項４に記載の情報再生
方法。
【請求項６】
　リードイン領域、ユーザデータ領域及びリードアウト領域は情報がピットで記録される
ことを特徴とする請求項５に記載の情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生専用の光情報記録媒体、情報保存／再生方法、及び記録／再生装置に係
り、さらに詳細には記録媒体を構成する各領域のうち２つの隣接した領域間を連結するた
めの転移領域を含んだ光情報記録媒体、前記光情報記録媒体に／からデータを記録／再生
する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光情報記録媒体、例えば光ディスクは、非接触式で情報を記録／再生する光ピックアッ
プ装置の情報記録媒体として広く採用され、情報記録容量により、コンパクトディスク（
ＣＤ）、デジタル多機能ディスク（ＤＶＤ）に区分される。そして、記録、消去及び再生
が可能な光ディスクとしては、６５０ＭＢ　ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、４．７ＧＢ　ＤＶＤ
＋ＲＷなどがある。さらには、記録容量が２３ＧＢであるＨＤ－ＤＶＤも開発されている
。
【０００３】
　ところで、前記のような多種の光情報記録媒体は、互換性を介してユーザにより多くの
便宜を提供するか、または経済性を考慮し、記録媒体の種類別に標準化された規格を有し
ており、まだ規格の決まっていない記録媒体については、標準化のための努力が進められ
ている。従って、標準化のために、既存に出回っている記録媒体との互換性や一貫性など
を確保させる方向にフォーマットについての開発が要求される。
【０００４】
　従来の再生専用光ディスクは、ＢＣＡ（バーストカッティングエリア）、リードイン領
域、ユーザデータ領域及びリードアウト領域を含む。前記ＢＣＡには、光ディスクの一連
番号についての情報が記録され、前記リードイン領域には、ディスク関連情報が記録され
る。ここで、光ディスクの一連番号は、バーコードで記録される。
【０００５】
　一方、従来の再生専用光ディスクには、前記ＢＣＡ、リードイン領域、ユーザデータ領
域及びリードアウト領域が、各領域間の境界領域に転移領域なく連続的に配列されている
。ところで、前記ＢＣＡ、リードイン領域そしてユーザデータ領域のフィートが、相異な
るピットパターンで形成されるとき、転移領域なく連続的にデータを再生するならば、デ
ータ再生に問題が発生じうる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は、前記の問題点を解決するために案出され、多数個の領域を含み、各領域間に
転移領域を備えてデータ再生を円滑に行わせる光情報記録媒体を提供するところに目的が
ある。
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明による光情報記録媒体は、多数個の領域と、少なく
とも１つの転移領域を含む再生専用の情報記録媒体を提供することを目的とする。各転移
領域は２つの隣接領域間に位置する。
【０００８】
　また、前記多数個の領域と転移領域とにデータがピットで記録されうる。
【０００９】
　ここで、前記転移領域のピットパターンは、前記転移領域の前にある領域のピットパタ
ーンと同一であるか、または前記転移領域の後にある領域のピットパターンと同一であり
うる。
【００１０】
　また、前記転移領域がミラー領域で形成可能である。また、前記転移領域のピットがス
トレートパターンまたはウォッブルパターンで形成可能である。また、前記転移領域での
ピットのトラックピッチと、隣接領域にあるピットのトラックピッチとが同一でありうる
。前記転移領域でのピットのトラックピッチと、隣接領域にあるピットのトラックピッチ
とが異なることがある。前記転移領域に形成されたピットのトラックピッチが、転移領域
の前にある領域に形成されたピットのトラックピッチから転移領域の後にある領域に形成
されたピットのトラックピッチまでだんだんと大きくなるか、または小さくなることが望
ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の目的を達成するために、本発明による情報記録方法は、ＢＣＡ、第１トラックピ
ッチを有しディスク関連情報が記録された第１領域と前記第１トラックピッチより小さい
第２トラックピッチを有する第２領域を備えるリードイン領域、前記第２トラックピッチ
を有するユーザデータ領域、前記第２トラックピッチを有するリードアウト領域を含み、
前記第１領域と第２領域との間に第１転移領域が設けられ、前記ＢＣＡとリードイン領域
との間に第２転移領域が設けられる光情報記録媒体に情報を記録する方法において、前記
第２領域、ユーザデータ領域、リードアウト領域のうち少なくとも一つの領域に情報を記
録する段階を含み、前記ディスク関連情報はディスク種類、情報記録層数、ディスクのサ
イズに関する情報である。
【００１５】
前記目的を達成するために、本発明による情報再生方法は、ＢＣＡ、第１トラックピッチ
を有しディスク関連情報が記録された第１領域と前記第１トラックピッチより小さい第２
トラックピッチを有する第２領域を備えるリードイン領域、前記第２トラックピッチを有
するユーザデータ領域及び前記第２トラックピッチを有するリードアウト領域を含み、前
記第１領域と第２領域との間に第１転移領域が設けられ、前記ＢＣＡとリードイン領域と
の間に第２転移領域が設けられる光情報記録媒体に記録された情報を再生する方法におい
て、前記リードイン領域の第１領域のディスク関連情報を再生する段階と、前記リードイ
ン領域の第２領域、ユーザデータ領域及びリードアウト領域のうち少なくとも一つの領域
に記録された情報を再生する段階とを含み、前記ディスク関連情報はディスク種類、情報
記録層数、ディスクのサイズに関する情報である。
【００１８】
　本発明の付加的な側面及び／または利点は、後述の説明で記述されて明確になり、本発
明の実施により得られうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
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　本発明の実施形態について参照が詳細になされ、例示が添付された図面に図示され、類
似の参照番号は、類似の要素を表す。本発明の実施形態が図面を参照して説明される。
【００２０】
　本発明のさまざまな実施形態による光情報記録媒体は、再生専用に使われる記録媒体に
適用され、記録媒体の全領域がピットからなっている。そして、本発明による光情報記録
媒体は、機能によって多数個の領域に分かれうる。例えば、図１に図示されているように
、光情報記録媒体の内周側から、ＢＣＡ（バーストカッティングエリア）１０、リードイ
ン領域２０、ユーザデータが記録されるデータ領域３０、リードアウト領域４０に分けら
れる。
【００２１】
　ＢＣＡ　１０には、光情報記録媒体、例えば光ディスクの一連番号が記録されるか、ま
たはＢＣＡ領域というデータが記録される。リードイン領域２０には、ディスク関連情報
や複写防止情報などが記録される。ディスク関連情報としては、例えば記録可能型ディス
ク、追記型ディスク、再生専用ディスクのような記録媒体の種類についての情報、記録層
数についての情報、記録速度情報、ディスクサイズ情報のようなものがある。
【００２２】
　本発明の第１実施形態による光情報記録媒体は、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０と
の間に第１転移領域が備わる。
【００２３】
　まず、ＢＣＡ　１０にデータが第１ストレートピットで記録され、リードイン領域２０
にデータが前記第１ストレートピットと異なるパターンを有する第２ストレートピットま
たはウォッブルピットで記録される場合がありうる。また、ＢＣＡ　１０にデータが第１
ウォッブルピットで記録され、リードイン領域２０にデータが前記第１ウォッブルピット
と異なるパターンを有する第２ウォッブルピットまたはストレートピットで記録される場
合がありうる。ここで、ストレートピットは、ピットが直線型に配列されている場合を表
し、ウォッブルピットは、ピットが波型に配列されている場合を表す。
【００２４】
　前記第１及び第２ストレートピットと第１及び第２ウォッブルピットは、単一パターン
、特定パターンまたはランダムパターンで配列されうる。単一パターンは、ｎＴの同じ長
さを有するピットが一定間隔に配列されているパターンを意味する。ここで、ｎは自然数
を、Ｔはピットの最小長さを表す。例えば、ストレート単一パターンは、単一パターンが
直線型に配列されている場合を表し、ウォッブル単一パターンは、単一パターンが波型に
配列されている場合を表す。特定パターンは、異なる長さを有するピットの配列が反復的
に現れるパターンをいう。例えば、３Ｔと６Ｔとの組み合わせによるピットパターンが反
復的に配列されうる。ここで、ストレート特定パターンは、特定パターンが直線型に配列
されている場合を表し、ウォッブル特定パターンは、特定パターンが波型に配列されてい
る場合を表す。そして、ランダムパターンのピットは、異なる長さを有するピットの配列
が不規則的になされたパターンを意味する。例えば、ストレートランダムパターンは、ラ
ンダムパターンが直線型に配列されている場合を表し、ウォッブルランダムパターンは、
ランダムパターンが波型に配列されている場合を表す。
【００２５】
　一方、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０との間に、第１転移領域１５が形成される。
第１転移領域１５は、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０のパターンが相異なるために、
データの連続的な再生が円滑になされえないことに対応して備わる。そして、第１転移領
域１５には、転移領域という情報が記録される。
【００２６】
　以下、ＢＣＡ　１０、第１転移領域１５及びリードイン領域２０に形成されるピットの
パターンを具体的に説明する。
【００２７】
　図２Ａないし図２Ｅは、ＢＣＡ　１０がストレート単一パターンで形成され、リードイ
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ン領域２０がストレートランダムパターンで形成されている場合に、第１転移領域１５に
形成されたピットパターンの例を図示した図である。
【００２８】
　図２Ａに図示されているように、ＢＣＡ　１０にデータがストレート単一パターンのピ
ットで記録され、リードイン領域２０にデータがストレートランダムパターンのピットで
記録され、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０との間に、ストレート単一パターンで形成
された第１転移領域１５が備わる。また、第１転移領域１５をウォッブル単一パターンの
ピット（図示せず）で形成することも可能である。
【００２９】
　図２Ｂに図示されているように、ＢＣＡ　１０にデータがストレート単一パターンのピ
ットで記録され、リードイン領域２０にデータがストレートランダムパターンのピットで
記録され、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０との間に、ストレートランダムパターンの
ピットで形成された第１転移領域１５が備わる。また、第１転移領域１５をウォッブルラ
ンダムパターンのピット（図示せず）で形成することも可能である。
【００３０】
　図２Ｃに図示されているように、ＢＣＡ　１０にデータがストレート単一パターンのピ
ットで記録され、リードイン領域２０にデータがストレートランダムパターンのピットで
記録され、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０との間に、ミラー領域で形成された第１転
移領域１５が備わる。
【００３１】
　図２Ｄに図示されているように、ＢＣＡ　１０にデータがストレート単一パターンのピ
ットで記録され、リードイン領域２０にデータがストレートランダムパターンのピットで
記録され、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０との間に、ストレート特定パターンのピッ
トで形成された第１転移領域１５が備わる。
【００３２】
　また、第１転移領域１５のピットをウォッブル単一パターン、ウォッブルランダムパタ
ーンまたはウォッブル特定パターンで形成することも可能である。図２Ｅに、第１転移領
域１５がウォッブルランダムパターンで形成されている場合を図示した。
【００３３】
　図２Ａないし図２Ｅで、ＢＣＡ　１０がストレート単一パターンのピットで形成されて
いる場合を例示したが、ＢＣＡ　１０がウォッブル単一パターンで形成されている場合に
も、同一に適用可能である。
【００３４】
　次に、図３Ａないし図３Ｅは、ＢＣＡ　１０がストレート特定パターンで形成され、リ
ードイン領域２０がストレートランダムパターンで形成されている場合に、第１転移領域
１５に形成されたピットパターンの例を図示した図である。図３Ａに図示されているよう
に、第１転移領域１５がストレート単一パターンで形成されるか、または図３Ｂに図示さ
れているように、第１転移領域１５がストレートランダムパターンで形成されるか、また
は図３Ｃに図示されているように、第１転移領域１５がミラー領域で形成されるか、また
は図３Ｄに図示されているように、第１転移領域１５がストレート特定パターンで形成可
能である。図３Ｅに、第１転移領域１５がウォッブルランダムパターンで形成されている
場合を図示した。一方、図示されていないが、第１転移領域１５のピットをウォッブル単
一パターン、ウォッブルランダムパターンまたはウォッブル特定パターンで形成すること
も可能である。
【００３５】
　図４Ａないし図４Ｅは、ＢＣＡ　１０がストレートランダムパターンで形成され、リー
ドイン領域２０がストレートランダムパターンで形成されている場合に、第１転移領域１
５に形成されたピットパターンの例を図示した図である。図４Ａに図示されているように
、第１転移領域１５がストレート単一パターンで形成されるか、または図４Ｂに図示され
ているように、第１転移領域１５がストレートランダムパターンで形成されるか、または
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図４Ｃに図示されているように、第１転移領域１５がミラー領域で形成されるか、または
図４Ｄに図示されているように、第１転移領域１５がストレート特定パターンで形成可能
である。また、第１転移領域１５のピットをウォッブル単一パターン、ウォッブルランダ
ムパターンまたはウォッブル特定パターンで形成することも可能である。図４Ｅに、第１
転移領域１５がウォッブルランダムパターンで形成されている場合を図示した。一方、図
示されていないが、ＢＣＡ　１０をストレートランダムパターンのピットの代わりに、ウ
ォッブルランダムパターンのピットで形成可能である。
【００３６】
　前記のように、ＢＣＡ　１０がストレートランダムパターンまたはウォッブルランダム
パターンで形成されるとき、例えば００ｈやＢＣＡという内容の情報が記録されうる。
【００３７】
　以上の説明では、ＢＣＡ　１０がストレートパターンのピットで形成されている場合だ
けを説明したが、ウォッブルパターンのピットで形成されることもある。例えば、ＢＣＡ
　１０がウォッブル単一パターン、ウォッブル特定パターンまたはウォッブルランダムパ
ターンで形成可能である。
【００３８】
　一方、ＢＣＡ　１０がストレートパターンまたはウォッブルパターンのピットで記録さ
れ、リードイン領域２０がウォッブルパターンのピットで記録される場合がありうる。
【００３９】
　図５Ａないし図５Ｅは、ＢＣＡ　１０がストレート単一パターンで形成され、リードイ
ン領域２０がウォッブルランダムパターンで形成されている場合に、ＢＣＡ　１０とリー
ドイン領域２０との間に第１転移領域１５に形成されたピットパターンの例を図示した図
である。図５Ａに図示されているように、第１転移領域１５がストレート単一パターンで
形成されるか、または図５Ｂに図示されているように、第１転移領域１５がストレートラ
ンダムパターンで形成可能である。また、図５Ｃに図示されているように、第１転移領域
１５がミラー領域で形成されるか、または図５Ｄに図示されているように、第１転移領域
１５がストレート特定パターンで形成可能である。また、第１転移領域１５がウォッブル
単一パターン、ウォッブル特定パターンまたはウォッブルランダムパターンで形成可能で
ある。例えば、図５Ｅに図示されているように、第１転移領域１５がウォッブルランダム
パターンのピットで形成可能である。一方、図５Ａないし図５Ｅに例示されている場合は
、ＢＣＡ　１０がストレート単一パターンで形成されている場合であるが、ウォッブル単
一パターンで形成されることもある。
【００４０】
　図６Ａないし図６Ｅは、ＢＣＡ　１０がストレート特定パターンで形成され、リードイ
ン領域２０がウォッブルランダムパターンで形成されている場合に、第１転移領域１５に
形成されたピットパターンの例を図示した図である。図６Ａに図示されているように、第
１転移領域１５がストレート単一パターンで形成されるか、または図６Ｂに図示されてい
るように、第１転移領域１５がストレートランダムパターンで形成されるか、または図６
Ｃに図示されているように、第１転移領域１５がミラー領域で形成されるか、または図６
Ｄに図示されているように、第１転移領域１５がストレート特定パターンで形成可能であ
る。また、図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｄに図示されている例に示されている第１転移領域１５
をウォッブル単一パターン、ウォッブル特定パターンまたはウォッブルランダムパターン
に替えて形成することも可能である。例えば、第１転移領域１５がウォッブルランダムパ
ターンのピットで形成されている場合を図６Ｅに図示した。ここで、ＢＣＡ　１０がスト
レート特定パターンで形成されている場合を説明したが、ウォッブル特定パターンで形成
されることもある。
【００４１】
　図７Ａないし図７Ｅは、ＢＣＡ　１０がストレートランダムパターンで形成され、リー
ドイン領域２０がウォッブルランダムパターンで形成されている場合に、第１転移領域１
５に形成されたピットパターンの例を図示した図である。図７Ａに図示されているように
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、第１転移領域１５がストレート単一パターンで形成されるか、または図７Ｂに図示され
ているように、第１転移領域１５がストレートランダムパターンで形成可能である。また
、図７Ｃに図示されているように、第１転移領域１５がミラー領域で形成されるか、また
は図７Ｄに図示されているように、第１転移領域１５がストレート特定パターンで形成可
能である。また、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｄに図示されている例に示された第１転移領域１
５をウォッブル単一パターン、ウォッブル特定パターンまたはウォッブルランダムパター
ンに替えて形成することも可能である。例えば、第１転移領域１５がウォッブルランダム
パターンのピットで形成されている場合を図７Ｅに図示した。ここで、ＢＣＡ　１０がス
トレートランダムパターンで形成されている場合を説明したが、ウォッブルランダムパタ
ーンで形成されることもある。このように、ＢＣＡ　１０がストレートランダムパターン
またはウォッブルランダムパターンで形成されるとき、例えば００ｈやＢＣＡという内容
の情報が記録されうる。
【００４２】
　さらに、ＢＣＡ　１０、第１転移領域１５またはリードイン領域２０がウォッブルパタ
ーンのピットで形成されるとき、ウォッブルの振幅がだんだんと大きくなるか、または小
さくなるように形成可能である。特に、図７Ｆに図示されているように、第１転移領域１
５がウォッブルパターンのピットで形成されるとき、ウォッブルの振幅がだんだんと大き
くなるようにできる。
【００４３】
　一方、ＢＣＡ　１０、第１転移領域１５及びリードイン領域２０に形成されたトラック
のピッチがいずれも同一に形成可能である。または、ＢＣＡ　１０、第１転移領域１５及
びリードイン領域２０に形成されたトラックのピッチが異なるように形成可能である。例
えば、ＢＣＡ　１０と第１転移領域１５のトラックピッチが同一であり、リードイン領域
２０のトラックピッチが異なるように形成可能である。また、第１転移領域１５とリード
イン領域２０のトラックピッチと同一であり、ＢＣＡ　１０のトラックピッチが異なるよ
うに形成可能である。また、ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０のトラックピッチが異な
るとき、第１転移領域１５のトラックピッチがだんだんと小さくなるか、または大きくな
るように形成可能である。言い換えれば、ＢＣＡ　１０でのトラックピッチがａであり、
リードイン領域２０でのトラックピッチがｂであり、ａ＜ｂであるとき、第１転移領域で
のトラックピッチがａからｂまでだんだんと大きくなるように形成される。
【００４４】
　次に、本発明の第２実施形態による光情報記録媒体は、ＢＣＡ　１０、リードイン領域
２０、ユーザデータ領域３０及びリードアウト領域４０を備え、リードイン領域２０とデ
ータ領域３０との間に第２転移領域２５が備わる。
【００４５】
　以下、リードイン領域２０、第２転移領域２５及びリードアウト領域３０に形成される
ピットのパターンを具体的に説明する。
【００４６】
　まず、リードイン領域２０が第３ストレートパターンのピットで形成され、データ領域
３０が第４ストレートパターンのピットで形成されている場合に、第２転移領域２５がス
トレート単一パターン、ストレート特定パターン、ストレートランダムパターン、ウォッ
ブル単一パターン、ウォッブル特定パターン、ウォッブルランダムパターンまたはミラー
領域で形成可能である。
【００４７】
　前記第３及び第４ストレートパターンは、ストレート単一パターン、ストレート特定パ
ターン及びストレートランダムパターンのうちいずれか一つでありうる。
【００４８】
　図８Ａないし図８Ｆは、リードイン領域２０がストレートランダムパターンで形成され
、データ領域３０がストレートランダムパターンで形成されている場合に、第２転移領域
２５に形成されたピットパターンの例を図示した図である。図８Ａに図示されているよう
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に、第２転移領域２５がストレート単一パターンで形成されるか、または図８Ｂに図示さ
れているように、第２転移領域２５がストレートランダムパターンで形成可能である。ま
た、図８Ｃに図示されているように、第２転移領域２５がミラー領域で形成されるか、ま
たは図８Ｄに図示されているように、第２転移領域２５がストレート特定パターンで形成
可能である。また、第２転移領域２５のピットをウォッブル単一パターン、ウォッブルラ
ンダムパターンまたはウォッブル特定パターンで形成することも可能である。例えば、第
２転移領域２５がウォッブルランダムパターンで形成された例が図８Ｅに図示されている
。
【００４９】
　ここで、第２転移領域２５がウォッブルパターンで形成されるとき、図８Ｆに図示され
ているように、ウォッブルの振幅がだんだんと小さくなるようにすることができる。
【００５０】
　次に、リードイン領域２０がウォッブルパターンのピットで形成され、データ領域３０
がストレートパターンのピットで形成されるとき、リードイン領域２０とデータ領域３０
との間に、第２転移領域２５が形成されている場合について説明する。
【００５１】
　リードイン領域２０は、ウォッブル単一パターン、ウォッブル特定パターンまたはウォ
ッブルランダムパターンで形成され、データ領域３０は、ストレート単一パターン、スト
レート特定パターンまたはストレートランダムパターンの形成が可能である。
【００５２】
　図９Ａないし図９Ｆは、リードイン領域２０がウォッブルランダムパターンで形成され
、データ領域３０がストレートランダムパターンで形成されている場合に、第２転移領域
２５に形成されたピットパターンの例を図示した図である。図９Ａに図示されているよう
に、第２転移領域２５がストレート単一パターンで形成されるか、または図９Ｂに図示さ
れているように、第２転移領域２５がストレートランダムパターンで形成可能である。ま
た、図９Ｃに図示されているように、第２転移領域２５がミラー領域で形成されるか、ま
たは図９Ｄに図示されているように、第２転移領域２５がストレート特定パターンで形成
可能である。また、第２転移領域２５のピットをウォッブル単一パターン、ウォッブルラ
ンダムパターンまたはウォッブル特定パターンで形成することも可能である。例えば、第
２転移領域２５がウォッブルランダムパターンで形成された例が図９Ｅに図示されている
。
【００５３】
　ここで、第２転移領域２５がウォッブルパターンで形成されるとき、図９Ｆに図示され
ているように、ウォッブルの振幅がだんだんと小さくなるようにできる。
【００５４】
　次に、リードイン領域２０がストレートパターンのピットで形成され、データ領域３０
がウォッブルパターンのピットで形成されるとき、リードイン領域２０とデータ領域３０
との間に、第２転移領域２５が形成されている場合について説明する。
【００５５】
　リードイン領域２０は、ストレート単一パターン、ストレート特定パターンまたはスト
レートランダムパターンで形成され、データ領域３０は、ウォッブル単一パターン、ウォ
ッブル特定パターンまたはウォッブルランダムパターンの形成が可能である。
【００５６】
　図１０Ａないし図１０Ｆは、リードイン領域２０がストレートランダムパターンで形成
され、データ領域３０がウォッブルランダムパターンで形成されている場合に、第２転移
領域２５に形成されたピットパターンの例を図示した図である。図１０Ａに図示されてい
るように、第２転移領域２５がストレート単一パターンで形成されるか、または図１０Ｂ
に図示されているように、第２転移領域２５がストレートランダムパターンで形成可能で
ある。また、図１０Ｃに図示されているように、第２転移領域２５がミラー領域で形成さ
れるか、または図１０Ｄに図示されているように、第２転移領域２５がストレート特定パ
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ターンで形成可能である。また、第２転移領域２５のピットをウォッブル単一パターン、
ウォッブルランダムパターンまたはウォッブル特定パターンで形成することも可能である
。例えば、第２転移領域２５がウォッブルランダムパターンで形成された例が図１０Ｅに
図示されている。
【００５７】
　ここで、第３転移領域２７がウォッブルパターンで形成されるとき、図１０Ｆに図示さ
れているように、ウォッブルの振幅がだんだんと大きくなるようにできる。
【００５８】
　また、リードイン領域２０とデータ領域３０とがウォッブルパターンのピットで形成さ
れるとき、リードイン領域２０とデータ領域３０との間に備わった第２転移領域２５がウ
ォッブル単一パターン、ウォッブル特定パターン、ウォッブルランダムパターン、ストレ
ート単一パターン、ストレート特定パターン、ストレートランダムパターンまたはミラー
領域で形成可能である。
【００５９】
　さらに、リードイン領域２０、第２転移領域２５またはデータ領域３０がウォッブルパ
ターンのピットで形成されるとき、ウォッブルの振幅がだんだんと大きくなるか、または
小さくなるように形成可能である。
【００６０】
　一方、リードイン領域２０、第２転移領域２５及びデータ領域３０に形成されたトラッ
クのピッチがいずれも同一に形成可能である。または、リードイン領域２０、第２転移領
域２５及びデータ領域３０に形成されたトラックのピッチが異なるように形成可能である
。例えば、リードイン領域２０と第２転移領域２５のトラックピッチが同一であり、デー
タ領域３０のトラックピッチは異なるように形成可能である。また、第２転移領域２５と
データ領域３０のトラックピッチが同一であり、リードイン領域２０のトラックピッチが
異なるように形成可能である。また、リードイン領域２０とデータ領域３０のトラックピ
ッチが異なるとき、第２転移領域２５のトラックピッチがだんだんと小さくなるか、また
は大きくなるように形成可能である。言い換えれば、リードイン領域２０でのトラックピ
ッチがｃであり、データ領域３０でのトラックピッチがｄであり、ｃ＜ｄであるとき、第
２転移領域２５でのトラックピッチがｃからｄまでだんだんと大きくなるように形成され
る。
【００６１】
　次に、本発明の第３実施形態による光情報記録媒体は、多数個の領域に分けられ、多数
個の領域のうち少なくとも一領域が機能によって多数個の小領域に分けられ、前記多数個
の小領域間に第３転移領域が備わることを特徴とする。本発明による光情報記録媒体は、
図１１に図示されているように、例えば、ＢＣＡ　１０、リードイン領域２０、ユーザデ
ータ領域３０及びリードアウト領域４０を備え、リードイン領域２０が第１領域２０ａと
第２領域２０ｂとを含む。
【００６２】
　ＢＣＡ　１０とリードイン領域２０との間、リードイン領域２０とデータ領域３０との
間に転移領域が備わることがあるが、それら転移領域については、第１及び第２実施形態
から説明したところと同一に適用されうる。
【００６３】
　一方、リードイン領域２０の第１領域２０ａと第２領域２０ｂとの間に、第３転移領域
２７が備わる。第１領域２０ａ、第２領域２０ｂ、第３転移領域２７に形成されるピット
のパターンについて具体的に説明する。
【００６４】
　第１及び第２領域２０ａは、ストレートパターンまたはウォッブルパターンのピットで
形成可能である。ストレートパターンは、ストレート単一パターン、ストレート特定パタ
ーンまたはストレートランダムパターンでありうる。ウォッブルパターンは、ウォッブル
単一パターン、ウォッブル特定パターンまたはウォッブルランダムパターンでありうる。
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【００６５】
　例えば、第１領域２０ａがストレートパターンのピットで形成され、第２領域２０ｂが
ウォッブルパターンのピットで形成されるとき、第１領域２０ａと第２領域２０ｂとの間
に、第３転移領域２７が形成されている場合について説明する。
【００６６】
　図１２Ａないし図１２Ｆは、第１領域２０ａがストレートランダムパターンで形成され
、第２領域２０ｂがウォッブルランダムパターンで形成されている場合に、第３転移領域
２７に形成されたピットパターンの例を図示した図である。図１２Ａに図示されているよ
うに、第３転移領域２７がストレート単一パターンで形成されるか、または図１２Ｂに図
示されているように、第３転移領域２７がストレートランダムパターンで形成可能である
。また、図１２Ｃに図示されているように、第３転移領域２７がミラー領域で形成される
か、または図１２Ｄに図示されているように、第３転移領域２７がストレート特定パター
ンで形成可能である。また、第３転移領域２７のピットをウォッブル単一パターン、ウォ
ッブルランダムパターンまたはウォッブル特定パターンで形成することも可能である。例
えば、第３転移領域２７がウォッブルランダムパターンで形成されている例が図１２Ｅに
図示されている。ここで、第３転移領域２７がウォッブルパターンで形成されるとき、ウ
ォッブルの振幅がだんだんと大きくなるか、または小さくなるようにできる。例えば、第
３転移領域２７がウォッブルランダムパターンで形成されるとき、図１２Ｆに図示されて
いるように、ウォッブルの振幅がだんだんと大きくなるようにすることが望ましい。
【００６７】
　また、第１領域２０ａがウォッブルパターンのピットで形成され、第２領域２０ｂがス
トレートパターンのピットで形成されるとき、第１領域２０ａと第２領域２０ｂとの間に
備わった第３転移領域２７がウォッブル単一パターン、ウォッブル特定パターン、ウォッ
ブルランダムパターン、ストレート単一パターン、ストレート特定パターン、ストレート
ランダムパターンまたはミラー領域で形成可能である。
【００６８】
　また、第１領域２０ａがストレートパターンのピットで形成され、第２領域２０ｂがス
トレートパターンのピットで形成されるとき、第１領域２０ａと第２領域２０ｂとの間に
備わった第３転移領域２７がウォッブル単一パターン、ウォッブル特定パターン、ウォッ
ブルランダムパターン、ストレート単一パターン、ストレート特定パターン、ストレート
ランダムパターンまたはミラー領域で形成可能である。
【００６９】
　また、第１領域２０ａ及び第２領域２０ｂがウォッブルパターンのピットで形成される
とき、第１領域２０ａと第２領域２０ｂとの間に備わった第３転移領域２７がウォッブル
単一パターン、ウォッブル特定パターン、ウォッブルランダムパターン、ストレート単一
パターン、ストレート特定パターン、ストレートランダムパターンまたはミラー領域で形
成可能である。
【００７０】
　さらに、第１領域２０ａ、第３転移領域２７または第２領域２０ｂがウォッブルパター
ンのピットで形成されるとき、ウォッブルの振幅がだんだんと大きくなるか、または小さ
くなるように形成可能である。
【００７１】
　以上、リードイン領域２０が２個の領域に分かれている場合について説明したが、ＢＣ
Ａ　１０、データ領域３０またはリードアウト領域４０が多数個の領域に分けられる場合
に、各領域の境界に転移領域が形成可能である。
【００７２】
　一方、第１領域２０ａ、第３転移領域２７及び第２領域２０ｂに形成されたトラックの
ピッチがいずれも同一に形成可能である。または、第１領域２０ａ、第３転移領域２７及
び第２領域２０ｂに形成されたトラックのピッチが異なるように形成可能である。例えば
、第１領域２０ａと第３転移領域２７のトラックピッチが同一であり、第２領域２０ｂの
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トラックピッチは異なるように形成可能である。また、第３転移領域２７と第２領域２０
ｂのトラックピッチが同一であり、第１領域２０ａのトラックピッチが異なるように形成
可能である。また、第１領域２０ａと第２領域２０ｂのトラックピッチが異なるとき、第
３転移領域２７のトラックピッチがだんだんと小さくなるか、または大きくなるように形
成可能である。言い換えれば、第１領域２０ａでのトラックピッチがｅであり、第２領域
２０ｂでのトラックピッチがｆであり、ｅ＜ｆであるとき、第３転移領域２７でのトラッ
クピッチがｅからｆまでだんだんと大きくなるように形成される。
【００７３】
　図１３を参照するに、本発明の実施形態による記録／再生システムが示されている。本
発明の記録／再生装置は、記録／再生部１００と制御部２００とを備えている。記録／再
生部１００は、情報記録媒体である追記型記録媒体３００に／からデータを記録／再生す
る。
【００７４】
　以上にて説明したところにより、本発明による光情報記録媒体は、多数個の領域を含み
、多数個の領域間に少なくとも１つの転移領域を備える。例えば、ＢＣＡ　１０とリード
イン領域２０との境界領域、リードイン領域２０とデータ領域３０との境界領域及び第１
領域２０ａと第２領域２０ｂとの境界領域のうち、少なくともある領域に転移領域を備え
る。また、前記転移領域のピットパターンは、前記転移領域の前にある領域のピットパタ
ーンと同一であるか、または、転移領域の後にあるピットパターンと同一でありうる。こ
こで、転移領域の前にある領域というのは、記録媒体の半径方向を基に転移領域より内側
にある領域を意味する。また、転移領域の後にある領域というのは、記録媒体の半径方向
を基に転移領域より外側にある領域を意味する。
【００７５】
　一方、本発明は、単層の記録媒体だけでなく多層の記録媒体にも適用されうる。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　前述のように、本発明による光情報記録媒体は、機能または目的によって多数個の領域
を含み、前記多数個の領域間の境界領域に転移領域を備えることによってデータを円滑に
再生させ、データ再生時にエラー発生率を低下させるという利点がある。また、再生専用
の光情報記録媒体で、転移領域に対する標準を提示することにより、記録媒体間の互換性
を確保することができる。
【００７７】
　前記の実施形態は、例示的なものに過ぎず、当技術分野の当業者ならば、それらから多
様な変形及び均等な他実施形態が可能であろう。従って、本発明の真の技術的保護範囲は
、下記の特許請求の範囲に記載された発明の技術的思想により決まるものである。 
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施形態による再生専用の光情報記録媒体の物理的な構造を図示した図
である。
【図２Ａ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図２Ｂ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図２Ｃ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
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。
【図２Ｄ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図２Ｅ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図３Ａ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図３Ｂ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図３Ｃ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図３Ｄ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図３Ｅ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図４Ａ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図４Ｂ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図４Ｃ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図４Ｄ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図４Ｅ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがストレートランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図５Ａ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
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で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図５Ｂ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図５Ｃ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図５Ｄ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図５Ｅ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが単一パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図６Ａ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図６Ｂ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図６Ｃ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図６Ｄ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図６Ｅ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットが特定パターン
で形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場合に
、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図である
。
【図７Ａ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図７Ｂ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図７Ｃ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
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ある。
【図７Ｄ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図７Ｅ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図７Ｆ】本発明の第１実施例による光情報記録媒体で、ＢＣＡのピットがランダムパタ
ーンで形成され、リードイン領域のピットがウォッブルランダムパターンで形成された場
合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパターンを表した図で
ある。
【図８Ａ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがスト
レートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図８Ｂ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがスト
レートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図８Ｃ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがスト
レートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図８Ｄ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがスト
レートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図８Ｅ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがスト
レートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図８Ｆ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがスト
レートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図９Ａ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがウォ
ッブルランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図９Ｂ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがウォ
ッブルランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図９Ｃ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがウォ
ッブルランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図９Ｄ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがウォ
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ッブルランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図９Ｅ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがウォ
ッブルランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図９Ｆ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがウォ
ッブルランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがストレートランダムパ
ターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移領
域のピットパターンを表した図である。
【図１０Ａ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがス
トレートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがウォッブルランダム
パターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移
領域のピットパターンを表した図である。
【図１０Ｂ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがス
トレートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがウォッブルランダム
パターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移
領域のピットパターンを表した図である。
【図１０Ｃ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがス
トレートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがウォッブルランダム
パターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移
領域のピットパターンを表した図である。
【図１０Ｄ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがス
トレートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがウォッブルランダム
パターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移
領域のピットパターンを表した図である。
【図１０Ｅ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがス
トレートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがウォッブルランダム
パターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移
領域のピットパターンを表した図である。
【図１０Ｆ】本発明の第２実施例による光情報記録媒体で、リードイン領域のピットがス
トレートランダムパターンで形成され、ユーザデータ領域のピットがウォッブルランダム
パターンで形成された場合に、リードイン領域とユーザデータ領域との間に備わった転移
領域のピットパターンを表した図である。
【図１１】本発明の第３実施例による光情報記録媒体の物理的構造を表した図である。
【図１２Ａ】本発明の第３実施例による光情報記録媒体で、リードの第１領域のピットが
ランダムパターンで形成され、リードの第２領域のピットがウォッブルランダムパターン
で形成された場合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパター
ンを表した図である。
【図１２Ｂ】本発明の第３実施例による光情報記録媒体で、リードの第１領域のピットが
ランダムパターンで形成され、リードの第２領域のピットがウォッブルランダムパターン
で形成された場合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパター
ンを表した図である。
【図１２Ｃ】本発明の第３実施例による光情報記録媒体で、リードの第１領域のピットが
ランダムパターンで形成され、リードの第２領域のピットがウォッブルランダムパターン
で形成された場合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパター
ンを表した図である。
【図１２Ｄ】本発明の第３実施例による光情報記録媒体で、リードの第１領域のピットが
ランダムパターンで形成され、リードの第２領域のピットがウォッブルランダムパターン
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で形成された場合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパター
ンを表した図である。
【図１２Ｅ】本発明の第３実施例による光情報記録媒体で、リードの第１領域のピットが
ランダムパターンで形成され、リードの第２領域のピットがウォッブルランダムパターン
で形成された場合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパター
ンを表した図である。
【図１２Ｆ】本発明の第３実施例による光情報記録媒体で、リードの第１領域のピットが
ランダムパターンで形成され、リードの第２領域のピットがウォッブルランダムパターン
で形成された場合に、ＢＣＡとリードイン領域との間に備わった転移領域のピットパター
ンを表した図である。
【図１３】本発明の実施形態による記録／再生システムのブロック図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　　ＢＣＡ（バーストカッティングエリア）
　１５　　第１転移領域
　２０　　リードイン領域
　２０ａ　第１領域
　２０ｂ　第２領域
　２５　　第２転移領域
　２７　　第３転移領域
　３０　　データ領域
　４０　　リードアウト領域
　１００　記録／再生部
　２００　制御部
　３００　追記型記録媒体
【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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