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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形成し
、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を第１
の深さで形成した情報記録媒体であって、
　前記第１のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位で記録され、前記データ
領域に関するリードイン情報が記録される領域であり、前記第２のリードイン情報領域は
、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記第１の深さよりも深い第２の深さの２
セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、かつ、前記データ領域に関するリード
イン情報が記録される領域であることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形成し
、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を第１
の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正ブロ
ック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であり、
前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記第１
の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、かつ
、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており、前
記情報記録媒体から、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを再生する情報記録媒体再
生方法において、
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　前記第１のリードイン情報領域又は前記第２のリードイン情報領域の情報に従って、前
記データ領域の前記データを再生するステップを有することを特徴とする情報記録媒体再
生方法。
【請求項３】
　第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形成し
、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を第１
の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正ブロ
ック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であり、
前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記第１
の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、かつ
、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており、前
記情報記録媒体に、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを記録する情報記録媒体記録
方法において、
　記録すべきデータを誤り訂正ブロック情報として生成するステップと、記録再生可能な
領域のアドレスに従って、前記プリピット領域を含む前記誤り訂正ブロックの前記プリピ
ット領域以外の前記記録再生可能な領域に、前記誤り訂正ブロック情報を記録するステッ
プとを有することを特徴とする情報記録媒体記録方法。
【請求項４】
　第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形成し
、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を第１
の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正ブロ
ック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であり、
前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記第１
の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、かつ
、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており、前
記情報記録媒体から、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを再生する情報記録媒体再
生装置において、
　前記第１のリードイン情報領域又は前記第２のリードイン情報領域の情報に従って、前
記データ領域の前記データを再生することを特徴とする情報記録媒体再生装置。
【請求項５】
　第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形成し
、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を第１
の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正ブロ
ック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であり、
前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記第１
の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、かつ
、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており、前
記情報記録媒体に、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを記録する情報記録媒体記録
装置において、
　記録すべきデータを誤り訂正ブロック情報として生成し、記録再生可能な領域のアドレ
スに従って、前記プリピット領域を含む前記誤り訂正ブロックの前記プリピット領域以外
の前記記録再生可能な領域に、前記誤り訂正ブロック情報を記録することを特徴とする情
報記録媒体記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤビデオ及びＤＶＤビデオと記録再生互換性がないＲＴＲ（リアルタイム
レコーディング）規格等に基づいて記録された高密度光ディスク、及び、物理規格として
ＤＶＤビデオと記録再生互換性をもつＤＶＤ－ＲＷ（ＤＶＤ－ＲＷ　Re-rewritable）規
格の高密度光ディスクに、著作権情報に対応して、画像音声等のコンテンツをそれぞれ記
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録再生可能とする情報記録媒体、情報記録媒体記録方法、情報記録媒体記録装置、情報記
録媒体再生方法、および情報記録媒体再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、ＤＶＤビデオと互換性をもって複数回記録可能なＤＶＤ－ＲＷ等の高密度記録型
ディスクにおいては、著作権にて保護されているコンテンツとそうでないコンテンツとが
識別されて、みだりにコンテンツの違法コピー（記録及びその再生）が行われないように
しなければならない。
ＤＶＤビデオは、再生専用のディスクであり、コンテンツのコピー禁止の著作権情報がＣ
ＳＳ（コンテンツスクランブルシステム）にて、ディスクの所定の領域（ＣＳＳキー等の
著作権保護に関する情報領域）に記録されている（ＣＳＳキーの記録）。そして、このＣ
ＳＳキーをＤＶＤビデオ再生装置が読み出し、このＣＳＳキーを用いてそのコンテンツを
再生するという、違法コピー防止のためのシステムを採用している。
【０００３】
一方、高密度型ディスク記録装置でＤＶＤビデオのコンテンツをＣＳＳキーと共に記録し
た高密度型ディスクを、ＤＶＤビデオ再生装置で再生した場合には、ＣＳＳキーが読み出
せてしまうので、コピー禁止のＤＶＤビデオのコンテンツは再生できてしまう。この結果
、コピー禁止のＤＶＤビデオの著作権は保護できないという事態が発生する。
【０００４】
ところで、前記した複数回記録可能な高密度型ディスクではないが、ＤＶＤ－Ｒのように
１回のみ記録可能なディスクにおいては、普通の状態ではＤＶＤビデオのＣＳＳキーが記
録されてしまうディスクの所定の領域（ＣＳＳ領域）に、出荷時にＣＳＳキー以外の特別
なコードを記録して、後からＣＳＳキーがオーバーライトできないように加工しておく。
これによって、高密度型ディスク記録装置でＤＶＤビデオのコンテンツをＣＳＳキーと共
に記録していないＤＶＤ－Ｒを、ＤＶＤビデオ再生装置で再生した場合には、コンテンツ
に対応したＣＳＳキーが読み出せないのでＤＶＤビデオのコンテンツは再生できない。こ
の結果、コピー禁止のＤＶＤビデオの著作権保護を図ることができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前記したように、ＤＶＤ－Ｒは１回のみしか記録出来ないので、ＣＳＳキーを所定の値（
ＣＳＳキーとして認められている以外の値、例えば、全て「０」でデータを埋めた、オー
ルゼロ「０」など）として記録しておけば、コピー禁止のＤＶＤビデオのコンテンツの著
作権保護を図ることが可能である。一方、前記した複数回記録可能な高密度型ディスクに
おいては、ＤＶＤ－ＲＷのように、そのＣＳＳ領域に特殊なデータ（ＣＳＳキーとして認
められている以外の値、例えば、全て「０」でデータを埋めた、オールゼロ「０」など）
を記録しておいても、その上からコンテンツに対応した正規のＣＳＳキー（コピー許可の
ＣＳＳキー）をオーバーライトすれば、コピー禁止のＤＶＤビデオのコンテンツは容易に
コピーして再生できてしまう。この結果、複数回記録可能な高密度型ディスクにおいては
、コピー禁止のＤＶＤビデオのコンテンツの著作権保護は出来ないという事態が発生する
。また、複数回記録可能な高密度型ディスクにおいては、コピーが禁止されていないＤＶ
Ｄビデオあるいは自己記録したビデオのコンテンツは再生可能で、必要に応じてコピー可
能であることが要求されていた。
さらに、ＤＶＤビデオ規格とは互換性がないＲＴＲ規格に基づいたコンテンツを記録した
光ディスクを用いた場合にも、著作権情報の内容に対応してコンテンツのコピー（記録及
び再生）が行えるようにしなければならない。
【０００６】
そこで本発明は、データ領域に記録されるコンテンツに関連したリードイン情報が第１の
深さで記録される第１のリードイン情報領域、およびデータ領域に記録されるコンテンツ
に関連した著作権保護に関連する情報が第１の深さよりも実質的に深い第２の深さのプリ
ピットで記録される第２のリードイン情報領域を情報記録媒体に形成することにより、あ
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るいはデータ領域に記録されるコンテンツに関連したリードイン情報が記録される第１の
リードイン情報領域、およびデータ領域に記録されるコンテンツに関連した著作権保護に
関連する情報が消去出来ないように記録される第２のリードイン情報領域を情報記録媒体
に形成することにより、例えば、第１の記録再生モードである例えばＲＴＲ記録再生モー
ドではコンテンツのコピー（記録及び再生）が可能であり、また第２の記録再生モードで
ある例えばＤＶＤ互換記録再生モードで再生する場合はＣＳＳキー等の著作権保護に関連
する情報の内容はプリピットで形成されているので、このＣＳＳキー等の著作権保護に関
連する情報の内容がコピー禁止されているＤＶＤビデオのコンテンツは再生不可能である
が、コピー禁止されていないコンテンツはコピー（記録及び再生）可能等の情報記録媒体
、または、この情報記録媒体を使用する情報記録媒体記録方法、情報記録媒体記録装置、
情報記録媒体再生方法、および情報記録媒体再生装置を提供する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、本発明は、次の（１）～（５）の構成を有する情報記
録媒体、情報記録媒体記録方法、情報記録媒体記録装置、情報記録媒体再生方法、および
情報記録媒体再生装置を提供する。
（１）　第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に
形成し、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域
を第１の深さで形成した情報記録媒体であって、
　前記第１のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位で記録され、前記データ
領域に関するリードイン情報が記録される領域であり、前記第２のリードイン情報領域は
、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記第１の深さよりも深い第２の深さの２
セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、かつ、前記データ領域に関するリード
イン情報が記録される領域であることを特徴とする情報記録媒体。
（２）第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形
成し、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を
第１の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正
ブロック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であ
り、前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記
第１の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、
かつ、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており
、前記情報記録媒体から、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを再生する情報記録媒
体再生方法において、前記第１のリードイン情報領域又は前記第２のリードイン情報領域
の情報に従って、前記データ領域の前記データを再生するステップを有することを特徴と
する情報記録媒体再生方法。
（３）第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形
成し、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を
第１の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正
ブロック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であ
り、前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記
第１の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、
かつ、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており
、前記情報記録媒体に、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを記録する情報記録媒体
記録方法において、記録すべきデータを誤り訂正ブロック情報として生成するステップと
、記録再生可能な領域のアドレスに従って、前記プリピット領域を含む前記誤り訂正ブロ
ックの前記プリピット領域以外の前記記録再生可能な領域に、前記誤り訂正ブロック情報
を記録するステップとを有することを特徴とする情報記録媒体記録方法。
（４）第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形
成し、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を
第１の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正
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ブロック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であ
り、前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記
第１の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、
かつ、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており
、前記情報記録媒体から、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを再生する情報記録媒
体再生装置において、前記第１のリードイン情報領域又は前記第２のリードイン情報領域
の情報に従って、前記データ領域の前記データを再生することを特徴とする情報記録媒体
再生装置。
（５）第１のリードイン情報領域と第２のリードイン情報領域とをリードイン領域内に形
成し、かつデータを１６セクターからなる誤り訂正ブロック単位で記録するデータ領域を
第１の深さで形成した情報記録媒体は、前記第１のリードイン情報領域が、前記誤り訂正
ブロック単位で記録され、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域であ
り、前記第２のリードイン情報領域は、前記誤り訂正ブロック単位とは異なる境界で前記
第１の深さよりも深い第２の深さの２セクター以上のプリピット領域を含んで形成され、
かつ、前記データ領域に関するリードイン情報が記録される領域である構成を有しており
、前記情報記録媒体に、前記誤り訂正ブロック単位で前記データを記録する情報記録媒体
記録装置において、記録すべきデータを誤り訂正ブロック情報として生成し、記録再生可
能な領域のアドレスに従って、前記プリピット領域を含む前記誤り訂正ブロックの前記プ
リピット領域以外の前記記録再生可能な領域に、前記誤り訂正ブロック情報を記録するこ
とを特徴とする情報記録媒体記録装置。
【０００８】
【発明の実施の態様】
以下、本発明の情報記録媒体、情報記録媒体記録方法、情報記録媒体記録装置、情報記録
媒体再生方法、情報記録媒体再生装置について、図面を参照して詳細に説明する。
【０００９】
図１は本発明の情報記録媒体の一実施例を説明するための拡大断面図、図２は本発明の情
報記録媒体に記録するデータをＥＣＣブロック化することを説明するための図、図３はＥ
ＣＣブロック化したデータをセクター単位で本発明の情報記録媒体の所定の領域に記録す
ることを説明するための図、図４は本発明の情報記録媒体の一実施例であるＤＶＤ－ＲＷ
における１セクターの物理フォーマットを示す図、図５は本発明の情報記録媒体を作製す
る原盤製造方法に用いられるガラス原盤の積層状態を説明するための図、図６はガラス原
盤上に積層されたレジスト層の光量対感度特性図、図７は本発明の情報記録媒体を作製す
る原盤製造方法の工程を説明するための図、図８は情報記録媒体記録再生装置を説明する
ためのブロック図、図９は本発明の情報記録媒体の所定の領域に記録するデータとＥＣＣ
ブロックとの関係を説明するための図、図１０は本発明の情報記録媒体のリードイン領域
とデータ領域とを説明するための図、図１１,図１２はそれぞれ本発明の情報記録媒体記
録、および再生方法を説明するための主要なフローチャートである。
【００１０】
以下の説明においては、本発明の情報記録媒体の実施形態として、ＤＶＤ－ＲＷを用い、
このＤＶＤ－ＲＷに対して情報を記録することを主に説明するが、他の記録可能なＣＤ－
ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ等や次世代ＤＶＤ等の高密度型光ディスクについても本発明を適用で
きることは言うまでもない。
【００１１】
まず、本発明の実施の形態を説明する前に、著作権保護に関連する情報である例えばＣＳ
Ｓキーを含むリードイン情報をディスク上のリードイン領域に記録し、これを安定に読み
出せるようにする点について説明する。この点は、次の▲１▼～▲３▼を全て満たすこと
によって得られるものである。
即ち、▲１▼ＣＳＳキーを含むリードイン情報をリードイン領域ＬＩ内の第１のリードイ
ン情報領域ＬＩ１（ＣＳＳキーは無くても良い）にコンテンツ記録時に書き込む、及び第
２のリードイン情報領域ＬＩ２に予め記録する。第１のリードイン情報領域ＬＩ１にはＣ
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ＳＳキーがある場合は再記録可能なように記録され、また、第２のリードイン情報領域Ｌ
Ｉ２には所定値のＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情報が再記録不可能なように記録
される（例えばＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情報をプリピットで形成する）。▲
２▼記録又は再生時に、第１の記録モードで第１のリードイン情報領域ＬＩ１にＣＳＳキ
ーがある場合はこれを含むリードイン情報を記録し、第１の再生モードで第１のリードイ
ン情報領域ＬＩ１に記録されているＣＳＳキーがある場合はこれを含むリードイン情報を
再生する。また、第２の記録モードで第２のリードイン情報領域ＬＩ２に記録可能な領域
がある場合にはＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情報を除くリードイン情報を記録し
、第２の再生モードで第２のリードイン情報領域ＬＩ１に記録されているＣＳＳキー等の
著作権保護に関連する情報を含むリードイン情報を再生する。▲３▼第２のリードイン情
報領域ＬＩ２に再記録不可能なように記録されるＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情
報は、このＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情報を誤り訂正により改ざん出来ないよ
うに所定量以上のピット列等で構成される。
【００１２】
前記した▲１▼～▲３▼を全て満たすことによって、再生互換機にてＣＳＳキー等の著作
権保護に関連する情報を維持し、著作権によってコピー禁止のコンテンツはデータ領域Ｄ
Ａに記録したとしてもこれを再生出来ないようにし、一方、著作権により許諾あるいは著
作権フリーのためにコピー可能なコンテンツはデータ領域ＤＡに記録してもこれを再生出
来るようにし、市場の拡大と、著作権の保護を可能とするものである。
【００１３】
前記したことを換言して具体的に説明するならば、次の（１）～（４）の問題を全て良好
に解決したものが本発明であると言える。
（１）　ＤＶＤビデオは再生専用ディスクであり、図１０の第２のリードイン領域に相当
する位置の一部分に記録されているＣＳＳキー及び記録済のコンテンツは全てピットから
構成されており、そのピット深さは、波長が６５０ｎｍのレーザーに対して、λ／４程度
である。一方、ＤＶＤ－ＲＷは相変化記録再生用ディスクであり、記録済又は記録すべき
コンテンツはグルーブ領域に記録されており、この記録再生特性を最良にするために、ラ
ンド領域に対して、グルーブ領域の深さはλ／１６程度（λ／１０～λ／１８の範囲）と
なっている。
このため、ＤＶＤビデオにおけるＣＳＳキーをＤＶＤ－ＲＷに記録する場合に、このＣＳ
Ｓキー等の著作権保護に関連する情報をＤＶＤ－ＲＷの深さλ／１６程度のプリピットで
構成せずに、λ／４からλ／８程度の深いプリピットで構成した。これによって、ＤＶＤ
ビデオプレーヤでは、ＤＶＤ－ＲＷにおける、λ／４からλ／８程度の深いプリピットの
ＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情報を良好に再生できる。
【００１４】
（２）　また、ＤＶＤビデオプレーヤで、ＤＶＤ－ＲＷにおける、図１０に示す第２のリ
ードイン領域の一部分に記録されているλ／４からλ／８程度の深いプリピットのＣＳＳ
キー等の著作権保護に関連する情報領域を良好に再生できたとしても、このＣＳＳキー等
の著作権保護に関連する情報が、ＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情報記録領域（プ
リピット領域ＰＲ）を含むＥＣＣブロックの訂正能力の範囲内の少ないデータ量であると
すると、再生時に誤り訂正されてしまいＣＳＳキーが読み出せてしまう。そこで、本発明
はプリピットで構成するＣＳＳキー等の著作権保護に関連する情報のデータ量を誤り訂正
能力の範囲を上回る所定以上のデータ量とし、このＣＳＳキー等の著作権保護に関連する
情報が読み出せない場合は、コンテンツを再生できないようにすることで、コンテンツの
違法コピーの防止を行う。
【００１５】
（３）　次に、この図１０の第２のリードイン領域のプリピット領域ＰＲ以外に記録可能
な領域がある場合は記録時に、このプリピット領域ＰＲに記録されているＣＳＳキー等の
著作権保護に関連する情報を記録再生装置側のＲＯＭ等のメモリに保持する、又は、外部
からの入力信号として入手し、このプリピットされたＣＳＳキー等の著作権保護に関連す
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る情報とコンテンツとでＥＣＣブロックのデータを構成し、このデータをプリピット領域
ＰＲ以外のリードイン情報領域に記録する事により、再生時このＥＣＣブロックをＣＳＳ
キー等の著作権保護に関連する情報を含むデータとして再生可能とする。
【００１６】
（４）　以上の方法にて著作権保護を必要としないコンテンツの再生互換については対応
可能となる。次に、ＤＶＤビデオと再生互換のない、例えばＤＶＤフォーラムにて審議中
のＲＴＲ規格（リアルタイムレコーディング）において、例えば著作権保護を必要としな
いコンテンツを記録することがある。
そのために、本発明は上記の（１）～（３）の項目をＤＶＤビデオのリードイン情報領域
と物理的に同じ位置の後述する第２のリードイン情報領域ＬＩ２に、ＣＳＳキー等の著作
権保護に関連する情報等のリードイン情報をプリピットで形成するように構成し、また、
ＲＴＲ規格に準拠したリードイン情報を後述する第１のリードイン情報領域ＬＩ１にリー
ドイン情報を記録するように構成する事により、両規格を満足出来る構成としている。
【００１７】
さて、本発明の実施形態を次の順序で説明する。
Ａ．「記録フォーマットの実施の形態」
Ｂ．「ディスクの実施の形態」
Ｃ．「情報記録装置の実施の形態」
【００１８】
Ａ．「記録フォーマットの実施の形態」
まず、「記録フォーマットの実施の形態」について説明する。
始めに、ＤＶＤ－ＲＷに記録情報を記録する際の一般的な物理フォーマット及び当該記録
情報（リードイン情報）における誤り訂正処理について、図２～図４を用いて説明する。
【００１９】
先ず、本実施の形態のＤＶＤ－ＲＷにおける誤り訂正処理及び当該誤り訂正処理における
誤り訂正単位としてのＥＣＣブロックについて、図２を用いて説明する。
【００２０】
一般に、ＤＶＤ－ＲＷに記録される記録情報は、図２（Ａ）に示すデータセクター２０を
複数個含む物理構造を成して構成されている。そして、一のデータセクター２０中には、
その先頭から、データセクター２０の開始位置を示すＩＤ情報２１と、当該ＩＤ情報２１
の誤りを訂正するためのＩＤ情報誤り訂正コード（ＩＥＤ）２２と、予備データ（例えば
ＣＰＭ）２３と、記録すべき主たるデータを格納するデータ領域２４と、データ領域２４
におけるエラーを検出するためのエラー検出コード（ＥＤＣ）２５とにより構成され、こ
のデータセクター２０が複数連続することにより記録すべき記録情報が構成されている。
【００２１】
次に、このデータセクター２０を用いてＥＣＣブロックを構成する際の処理を、図２（Ｂ
）を用いて説明する。データセクター２０を用いてＥＣＣブロックを構成する際には、図
２（Ｂ）に示すように、始めに、一のデータセクター２０を横に１７２バイト毎に分割し
、分割した夫々のデータ（これを、以下、データブロック３３という。）を垂直方向に並
べる。このとき、垂直方向には１２行のデータブロック３３が並ぶこととなる。
【００２２】
そして、垂直方向に並べた横の夫々のデータブロック３３に対して１０バイトのＥＣＣ内
符号（ＰＩ（Parity In ）符号）３１を当該データブロック３３の最後に付加して一の訂
正ブロック３４を構成する。この段階では、ＥＣＣ内符号３１が付加された訂正ブロック
３４が垂直方向に１２行並んでいることとなる。その後、この処理を１６のデータセクタ
ー２０分だけ繰返す。これにより、１９２行の訂正ブロック３４が得られる。
【００２３】
次に、上記の１９２行の訂正ブロック３４が垂直方向に並べられた状態で、今度は、当該
１９２行の訂正ブロック３４を１バイト毎に最初から垂直方向に分割し、分割した夫々の
データに対して１６個のＥＣＣ外符号（ＰＯ（Parity Out）符号）３２を付加する。なお
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、当該ＥＣＣ外符号３２は、上記訂正ブロック３４のうち、ＥＣＣ内符号３１の部分に対
しても付加される。
【００２４】
以上の処理により、１６のデータセクター２０を含む一のＥＣＣブロック３０が図２（Ｂ
）に示すように形成される。このとき、一のＥＣＣブロック３０内に含まれる情報の総量
は、
（１７２＋１０）バイト×（１９２＋１６）行＝３７８５６バイト
であり、この内、実際のデータ領域２４内に記録されるデータは、
２０４８バイト×１６＝３２７６８バイト
となる。
【００２５】
また、図２（Ｂ）に示すＥＣＣブロック３０においては、１バイトのデータを「Ｄ＃．＊
」で示している。例えば、「Ｄ１．０」は第１行第０列に配置されている１バイトのデー
タを示しており、「Ｄ１９０．１７０」は第１９０行第１７０列に配置されている１バイ
トのデータを示している。従って、ＥＣＣ内符号３１は第１７２列乃至第１８１列に配置
され、ＥＣＣ外符号３２は第１９２行乃至第２０７行に配置されることとなる。
【００２６】
更に、一の訂正ブロック３４はＤＶＤ－ＲＷ上には連続して記録される。ここで、図２（
Ｂ）に示すように、ＥＣＣブロック３０をＥＣＣ内符号３１とＥＣＣ外符号３２の双方を
含むように構成するのは、図２（Ｂ）における横（水平）方向に並んでいるデータの訂正
をＥＣＣ内符号３１で行い、図２（Ｂ）における縦（垂直）方向に並んでいるデータの訂
正をＥＣＣ外符号３２で行うためである。すなわち、図２（Ｂ）で示すＥＣＣブロック３
０内においては、横（水平）方向と縦（垂直）方向の二重に誤り訂正することが可能とな
り、従来のＣＤ（Compact Disk）等に用いられている誤り訂正処理に比してより強力に誤
り訂正ができるように構成されている。
【００２７】
この点についてより具体的には、例えば、一の訂正ブロック３４（上述のように、一行分
のＥＣＣ内符号３１を含んで計１８２バイトのデータを含み、連続してＤＶＤ－ＲＷ上に
記録される。）が５バイトまでであれば、キズ等により破壊されたとしても訂正可能であ
るが、６バイト以上で１列全てがＤＶＤ－ＲＷのキズ等により破壊されたすると、ＥＣＣ
内符号３１では訂正できなくなる。しかし、１列全てがキズ等により破壊されたするとと
しても、それを垂直方向から見ると、１列のＥＣＣ外符号３２に対して１バイトのデータ
破壊でしかない。従って、夫々の列のＥＣＣ外符号３２を用いて誤り訂正を行えば、たと
え一の訂正ブロック３４の全てが破壊されていても、正しく誤り訂正を行って正確に再生
することができるのである。ただし、後天的な傷の発生等を考慮すれば、横列（水平）の
傷は大きくなると、次の垂直方向の横列（水平）のエラーにもつながるので最小限に留め
ることはいうまでもない。ちなみに、この縦方向のエラーについては縦８列（イレージャ
ー訂正で１６列）あっても訂正可能である。
【００２８】
次に、図２（Ｂ）で示すＥＣＣブロック３０に構成されたデータセクター２０が、具体的
にＤＶＤ－ＲＷにどのように記録されるかについて、図３を用いて説明する。なお、図３
において、「Ｄ＃．＊」で示されるデータは、図２（Ｂ）内に記述されているデータに対
応している。
【００２９】
ＥＣＣブロック３０をＤＶＤ－ＲＷに記録する際には、始めに、図３（Ａ）に示すように
、ＥＣＣブロック３０が訂正ブロック３４毎に水平方向に一列に並べられてインターリー
ブされることにより、１６のレコーディングセクター４０に分割される。このとき、一の
レコーディングセクター４０は、２３６６バイト（３７８５６バイト÷１６）の情報を含
むこととなり、この中には、データセクター２０とＥＣＣ内符号３１又はＥＣＣ外符号３
２が混在している。但し、各レコーディングセクター４０の先頭には、データセクター２
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０におけるＩＤ情報２１（図２（Ａ）参照）が配置される。
【００３０】
そして、一のレコーディングセクター４０は、図３（Ｂ），（Ｃ）に示すように、９１バ
イト毎のデータ４１に分割され、夫々にシンクＨが付加される。その後、この状態のレコ
ーディングセクター４０を８－１６変調することにより、夫々のデータ４１毎に一のシン
クフレーム４２が形成される。このとき、一のシンクフレーム４２は、図３（Ｄ）に示す
ように、シンクＨ’とデータ４３とにより構成されている。また、一のシンクフレーム４
２内の情報量は、
９１バイト×８×（１６／８）＝１４５６バイト
となり、このシンクフレーム４２が連続した形態でＤＶＤ－ＲＷディスクに情報が書き込
まれる。このとき、一のレコーディングセクター４０は、２６のシンクフレーム４２を含
むこととなる。
【００３１】
これをまとめて図４にて説明する。物理的な１６セクターからなるＥＣＣブロックの先頭
のセクターは図４のように構成されている。つまり、横列はデータ１７２バイトにＰＩの
１０バイトとシンクの４バイトで１８６バイトからなり、縦列１２行にＰＯの１行を加え
た１３行からなる。シンクはＨ０からＨ２５までの２バイトの２６個である。
【００３２】
以上説明した物理フォーマットを構成してＤＶＤ－ＲＷディスクに情報を記録することに
より、当該情報を再生する際に８－１６復調及びデインターリーブを行えば（図３参照）
、もとのＥＣＣブロック３０を復元することができ、破壊されるデータブロック量を最小
にすることが出来るので、上記のように強力な誤り訂正を行って情報を最も正確に再生す
ることができるのである。第２のリードイン情報領域の中に位置するコピーガード情報領
域のコピーガード情報（ＣＳＳキー等の著作権保護に関する情報）はこのようなＥＣＣブ
ロックの一部のデータとして、記録されている。
【００３３】
Ｂ．「ディスクの実施の形態」
つぎに、「ディスクの実施の形態」について説明する。
【００３４】
本発明の情報記録媒体は、図１，図１０に示すように、第１の記録再生モード（例えばＲ
ＴＲ再生モード（ＲＴＲ再生プレーヤでの再生））に対応して設けられた第１のリードイ
ン情報領域ＬＩ１と第２の記録再生モード（例えばＤＶＤ互換再生モード（ＤＶＤ再生プ
レーヤでの再生））に対応して設けられた第２のリードイン情報領域ＬＩ２とをリードイ
ン領域ＬＩ内に形成し、かつコンテンツ（画像音声等のコンテンツ）を記録するデータ領
域ＤＡを形成した情報記録媒体（光ディスク）Ｄであって、
前記第１のリードイン情報領域ＬＩ１は、前記データ領域ＤＡに記録されるコンテンツに
対応したリードイン情報（ディスクの製造情報、コンテンツの開始位置情報等のリードイ
ン情報）が第１の深さｄ１で記録される領域であり、
前記第２のリードイン情報領域ＬＩ２は、前記データ領域ＤＡに記録されるコンテンツ（
画像音声等のコンテンツ）に関連した著作権保護に関する情報とリードイン情報（ディス
クの製造情報、コンテンツの開始位置情報等のリードイン情報）が前記第１の深さｄ１よ
りも深い第２の深さｄ２のプリピットで形成されている領域であることを特徴とする情報
記録媒体である。
【００３５】
また、本発明の情報記録媒体は、図１，図１０に示すように、第１の記録再生モード（例
えばＲＴＲ再生モード（ＲＴＲ再生プレーヤでの再生））に対応して設けられた第１のリ
ードイン情報領域ＬＩ１と第２の記録再生モード（例えばＤＶＤ互換再生モード（ＤＶＤ
再生プレーヤでの再生））に対応して設けられた第２のリードイン情報領域ＬＩ２とをリ
ードイン領域ＬＩ内に形成し、かつコンテンツ（画像音声等のコンテンツ）を記録するデ
ータ領域ＤＡを形成した情報記録媒体（光ディスク）Ｄであって、
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前記第１のリードイン情報領域ＬＩ１は、前記データ領域ＤＡに所定の誤り訂正ブロック
単位（ＥＣＣブロック単位）で記録されるコンテンツに対応したリードイン情報（ディス
クの製造情報、コンテンツの開始位置情報等のリードイン情報）が記録される領域であり
、
前記第２のリードイン情報領域ＬＩ２は、前記所定の誤り訂正ブロック単位の誤り訂正能
力が情報量としてｎバイトとすると、前記データ領域ＤＡに記録されるコンテンツ（画像
音声等のコンテンツ）に関連した著作権保護に関連する情報（ＣＳＳキー等）が前記所定
の誤り訂正ブロック単位のｎバイト以上の情報量を有する情報として消去出来ない（上書
きした時に改ざん出来ない）ように記録されており、かつリードイン情報（ディスクの製
造情報、コンテンツの開始位置情報等のリードイン情報）が記録されている領域であるこ
とを特徴とする情報記録媒体である。
【００３６】
また、本発明の情報記録媒体は、前記リードイン情報には、リードイン情報の有効性を示
すフラグ情報（規格情報やバージョン情報等のカテゴリーを示す情報等）が含まれている
ことを特徴としている。
【００３７】
また、本発明の情報記録媒体は、相変化記録媒体であり、また前記第２の著作権情報は再
生可能であることを特徴としている。図１中、Ｇはグルーブ領域、Ｌはランド領域、Ｌｅ
は記録再生用レーザー光の照射方向を示す。
【００３８】
以下に、前記した構成の情報記録媒体の製造工程について説明する。
すなわち、
ガラス基板１Ａ上に、第２レジスト層１Ｂ、中間層１Ｃ、第１レジスト層１Ｄを順次積層
し、かつ中間層１Ｃの厚さと第１レジスト層１Ｄの厚さとを合わせた厚さが、光ディスク
Ｄの記録領域Ｒの深さと同一であり、しかも第２レジスト層１Ｂと中間層１Ｃの厚さと第
１レジスト層１Ｄの厚さとを合わせた厚さが、光ディスクＤのプリピット領域ＰＲの深さ
ｄ２と同一であるように積層し、
第１の光強度で露光用レーザーを第１レジスト層１Ｄの上方から照射することにより、第
１レジスト層１Ｄと中間層１Ｃとを露光して、ガラス基板１Ａ上に、記録領域Ｒを形成し
、
第１の光強度よりも強い第２の光強度で露光用レーザーを第１レジスト層１Ｄの上方から
照射することにより、第１レジスト層１Ｄと中間層１Ｃと第２レジスト層１Ｂを全て露光
して、ガラス基板１Ａ上に、プリピット領域ＰＲを形成する原盤製造方法である。
【００３９】
具体的には、図５はディスクＤの原盤を製造する時点で、前記のように、信号を記録すべ
き深さλ／１６程度（λ／１０からλ／１８の範囲）のグルーブ領域Ｇと、プリピット領
域ＰＲのみのλ／４からλ／８程度の深いピットを構成するために、第１のレジスト層１
Ｄと第２のレジスト層１Ｂは、例えばＴＨＭＬＩＰ３１００（東京応化工業（株））を用
いる。また、第１のレジスト層１Ｄと第２のレジスト層１Ｂとの間を分離する中間層１Ｃ
は、例えばポリビニルアルコールからなる光感光性のレジスト層をスピンコート等でガラ
ス基板１Ａ上に製膜してなる。こうして、ガラス基板１Ａ上には、第２のレジスト層１、
中間層１Ｃ、第１のレジスト層１Ｄが順次積層される。この第１のレジスト層１Ｄと第２
のレジスト層１Ｂとは記録するための波長３５１ｎｍのクリプトンレーザーの光強度に対
して、第１のレジスト層１Ｄは低い光量（弱い光量）で（図６に示す光感度特性１ＤＤ）
、第２のレジスト層１Ｂは高い光量（強い光量）で（図６に示す光感度特性１ＢＢ）、そ
れぞれ反応するように構成し、図７（Ａ）～（Ｃ）のように、グルーブ領域Ｇと、プリピ
ット領域ＰＲを形成するために、光強度を３段階（強・普通・弱）に切り換えながらカッ
ティングする。
【００４０】
そして、記録後のガラス基板１Ａを現像する。この状態（図７（Ｃ））の記録面にニッケ
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ル無電解メッキ等の導電膜を付け、ここに２５０μｍ程度の電解メッキを付け、スタンパ
ー（図７（Ｄ））を作成する。この後の図は通常の工程として省略するが、スタンパーを
金型に取り付け、ポリカーボネイト等の樹脂をインジェクション成形し、相変化の記録膜
をスパッタリングし、最後に保護膜を付け、初期化を行いディスクとして完成する。この
結果図１０において第二リードイン情報ＬＩ２領域以外のデータ領域ＤＡ及び第一リード
イン情報ＬＩ１領域はλ／１６程度の深さの記録可能領域であるグルーブ領域となる。
【００４１】
ここで、前記したプリピットで形成されたＣＳＳキーを含むプリピット領域ＰＲの長さ（
図９参照）は、前記ＥＣＣブロックの中で、前記訂正可能な範囲の１６行を越える値とし
て設定する。１セクターは前記のように、１３行であるから少なくとも２セクター以上の
例えば４セクターとする。この値にすることによって、再生時に、例えこのプリピット領
域が読めないとしても、このＥＣＣブロック全体が訂正不能として読めないので、コンテ
ンツ自体を記録できたとしてもこのコンテンツを再生する事が出来ないので違法なコピー
が行われることはない。
【００４２】
通常再生時は、この予め決定された例えばオール０等の所定のＣＳＳキーによって、ＣＳ
Ｓによってスクランブルされたコンテンツを違法にデータ領域に記録し、これを再生する
場合は、このコンテンツのスクランブルを解くＣＳＳキーコードが前記の例えばオール０
の所定のＣＳＳキーと異なることによりスクランブルを解くことが出来ずに再生されるこ
とはないし、例えばスクランブルのかかっていない再生可能な信号は再生が許可される。
【００４３】
逆に、この領域が例えば、１セクター程度以下であり、訂正が可能な範囲の量であるとす
ると、この領域の上に、違法コピーのために、訂正が可能な範囲の量を上書きした場合に
、ＥＣＣブロックとしては、このＣＳＳキーに何が書いてあったとしても、違法なコピー
すべき信号が訂正の結果読み出されて意味をなさないことになる。従って、プリピットさ
れたＣＳＳキーのデータ量は、重要な意味を持っている。
【００４４】
また、このプリピットされたＣＳＳキーは従来のＤＶＤビデオの仕様に従って変調された
データであり、ＬＰＰアドレスとは位相の同期があっている構成になっている。
また、上記のようにピット深さをこの領域のみＤＶＤビデオ装置にて再生時のＲＦ再生信
号及びトラッキングエラー信号等のサーボ信号が最適に、あるいはこの領域を記録する時
点でのトラッキングエラー信号等のサーボ信号が最適になるようになされているので、安
定に記録再生を行うことができる。
【００４５】
Ｃ．「情報記録装置の実施の形態」
さらに、「情報記録装置の実施の形態」について説明する。
【００４６】
図１０はディスクの内周から外周までの領域を模式的に示している。ここで、リードイン
領域ＬＩはデータ領域ＤＡより内周側に位置する。このリードイン領域ＬＩの中には、デ
ィスクの製造情報やコンテンツの開始位置情報（コピーガードに関するＣＳＳキー等）の
リードイン情報を記録再生する領域として、第１のリードイン情報領域ＬＩ１と第２のリ
ードイン情報領域ＬＩ２領域とがある。本実施例の場合は、この２つの領域ＬＩ１，ＬＩ
２はそれぞれ１９２ＥＣＣブロックからなる。またリードイン情報には、リードイン情報
の有効性を示すフラグ情報が含まれる。第１のリードイン情報領域ＬＩ１及び第２のリー
ドイン情報領域ＬＩ２には全領域において、通常の記録領域Ｒ（相変化型の記録層）にな
っている。前記したリードイン領域ＬＩからこの２つの領域ＬＩ１，ＬＩ２を除く領域に
は、データとしてゼロ（「０」）が記録されることになる。
【００４７】
以下、具体的に上述した図２～図４を用いて説明した「記録フォーマットの実施の形態」
を有する物理フォーマットで、情報（リードイン情報及びコンテンツ）をＤＶＤ－ＲＷに
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記録再生するための記録再生装置の実施の形態について、図８を用いて説明する。なお、
以下の実施の形態では、ＤＶＤ－ＲＷにおいて、当該ＤＶＤ－ＲＷ上のアドレス情報等を
ランド上に記録したプリピットが、記録情報を記録すべき情報トラック上等に予め形成さ
れており、記録情報の記録時には、このプリピットを予め検出することによりＤＶＤ－Ｒ
Ｗ上のアドレス情報を得、これにより記録情報を記録するＤＶＤ－ＲＷ上の記録位置を検
出して記録するものとする。
【００４８】
まず、本発明の情報記録媒体を記録再生する記録再生装置の構成について図８を用いて説
明する。ここでは、圧縮伸長技術として例えばＭＰＥＧ２を採用し、光ディスク１（Ｄ）
の一例として書き換え可能なＤＶＤ－ＲＷを挙げている。また、図８の構成では、いわゆ
るＤＶＤ装置等において通常設けられている多くの部分については省略している。
【００４９】
記録再生装置は、図８に示すように、スピンドルモータ２、光学ヘッド３、アンプ部４、
信号処理部５、ＡＶ符号化復号化部６、ドライバ７、サーボ部８、システムコントローラ
９、キー入力部１０、出力端子１１、入力端子１２、インターフェイス部１３、トラック
バッファメモリ１４、メモリ１５。１（Ｄ）は光ディスク。
【００５０】
図８において、光ディスク１（Ｄ）は、例えば相変化材料からなる記録型の光ディスクで
あり、本実施の形態では、例えばいわゆるＤＶＤ－ＲＷディスクを使用する。なお、ＤＶ
Ｄ－ＲＷディスクは、ディスク内でセクター（トラック）が螺旋状に配され、線速度一定
（ＣＬＶ）にて回転が制御され、また、連続する１６セクターで１ブロックを構成し、こ
の１ブロックが前記の誤り訂正の処理単位（ＥＣＣブロック）となされている。この光デ
ィスク１は、図示しないチャッキング機構によってスピンドルモータ２に取り付けられて
いる。
【００５１】
当該スピンドルモータ２は、ドライバ７により回転駆動され、チャッキング機構によって
チャッキングされている光ディスク１を回転させる。また、このスピンドルモータ２は、
ＦＧジェネレータと、ホール素子などの回転位置信号の検出手段とを備えて成る。このＦ
ＧジェネレータからのＦＧ信号及びホール素子からの回転位置信号は、回転サーボ信号と
してドライバ７を介してサーボ部８に帰還される。
【００５２】
光学ヘッド３は、半導体レーザを光源とし、コリメータレンズ、対物レンズ等によって、
光ディスク１の所定のトラック上にレーザー光Ｌｅによるレーザスポットを形成し、また
、２軸アクチュエータにて対物レンズを駆動することにより、レーザスポットのフォーカ
シング及びトラッキングを行う。半導体レーザはレーザ駆動回路により駆動され、２軸ア
クチュエータはドライバ７により駆動される。
【００５３】
キー入力部１０は、ユーザにより操作される複数のキーを備えてなり、ユーザからのキー
操作入力情報をシステムコントローラ９に送る。すなわちこのキー入力部１０からは、記
録開始や再生開始、記録停止、再生停止等を指示する各種のキー操作入力情報がユーザに
より入力可能となされている。
【００５４】
インターフェイス部（ＡＴＡＰＩ）１３は、例えばコンピュータ等との間でデータの送受
を行うためのインターフェイスであり、例えばいわゆるＡＴＡＰＩ（ATA Packet Interfa
ce）のインターフェースである。
【００５５】
システムコントローラ９は、キー入力部１０からのキー操作入力情報として、記録開始や
再生開始、記録停止、再生停止等の各種キー操作入力情報に応じて、本実施の形態の光デ
ィスク装置の各部のＬＳＩ（信号処理部５やサーボ部８、アンプ部４、ＡＶ符号化復号化
部６等）を制御する。また、インターフェイス部１３を介してデータの送受を行う。なお



(13) JP 4419110 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

、例えば記録したい画像（コンテンツ）の解像度や、カーレースなどのスピードの速いシ
ーン等を取り分ける場合や、記録時間優先で設定するための制御データが、キー入力部１
０や入力端子１２から入力された場合も、当該システムコントローラ９はその制御データ
を認識し、その認識結果に基づいて記録時間を変更したり、その設定を外部のユーザが選
択出来るようにしている。
【００５６】
ここで、例えば光ディスク１から信号の再生を行う場合は、キー入力部１０から再生開始
の指令がなされ、このときのシステムコントローラ９は、当該再生開始の指令に応じて、
後述するアンプ部４、サーボ部８及びドライバ７を制御する。すなわち、光ディスク１か
ら信号の再生を行う場合、システムコントローラ９は、先ず最初に、光ディスク１を回転
させると共にレーザースポットを光ディスク１上に照射させ、当該光ディスク１上の信号
トラックに予め形成されているアドレス信号を読み取り、そのアドレス情報から再生する
べき目的セクター（トラック）を見つけ、その目的セクター（トラック）上にレーザスポ
ットが配置するように光学ヘッド３を移動させる。この目的セクターへの移動が完了した
後は、当該目的セクターからの信号再生を開始する。
【００５７】
光ディスク１の再生時のアンプ部４は、光学ヘッド３にて当該光ディスク１の目的セクタ
ーから再生されたＲＦ信号を増幅すると共に、このＲＦ信号から再生信号とトラッキング
及びフォーカシングサーボ信号（トラッキングエラー及びフォーカスエラー信号）を生成
する。また、当該アンプ部４は、少なくとも再生信号の周波数特性を最適化するイコライ
ザと、再生信号からビットクロックを抽出すると共に速度サーボ信号を生成するＰＬＬ（
位相ロックループ）回路と、このＰＬＬ回路からのビットクロックと再生信号の時間軸と
の比較からジッタ成分を取り出すジッタ生成器とを備えている。このアンプ部４にて生成
されたジッタ値は、システムコントローラ９に送られ、トラッキング及びフォーカシング
サーボ信号及び速度サーボ信号はサーボ部８に、再生信号は信号処理部５に送られる。
【００５８】
サーボ部８は、アンプ部４からの速度サーボ信号と、光学ヘッド３のフォーカシング及び
トラッキングサーボ信号を受け取ると共に、スピンドルモータ２からの回転サーボ信号を
受け取り、これら各サーボ信号に基づいて、それぞれ対応する部位のサーボ制御を行う。
具体的にいうと、サーボ部８は、アンプ部４のＰＬＬ回路がディスク回転速度に応じて生
成した速度サーボ信号と、スピンドルモータ２からの回転サーボ信号とに基づいて、当該
スピンドルモータ２を所定の回転速度で回転させるように、すなわち光ディスクを所定の
一定線速度にて回転させるような、回転速度サーボ制御信号を生成する。
【００５９】
なお、詳細については後述するが、本実施の形態では、内部における圧縮／伸長時のデー
タ最大転送レートよりも速い記録速度（記録データ転送レート）／再生速度（再生データ
転送レート）で光ディスク１の記録／再生を行うようにしており、したがって、サーボ部
８は、光ディスク１を当該記録速度／再生速度に合うような一定線速度にて回転させるた
めの回転速度サーボ制御信号を生成する。
【００６０】
また、サーボ部８は、フォーカシング及びトラッキングサーボ信号に基づいて、光学ヘッ
ド３が光ディスク１上に正確にフォーカシング及びトラッキングするための光学ヘッドサ
ーボ制御信号を生成する。これら回転速度サーボ制御信号と光学ヘッドサーボ制御信号は
、ドライバ７に送られる。なお、これ以降、光ディスク１の記録速度（記録データ転送レ
ート）を記録レートと呼び、光ディスク１の再生速度（再生データ転送レート）を再生レ
ートと呼ぶことにする。
【００６１】
ドライバ７は、サーボ部８からの各サーボ制御信号に基づいて動作するものであり、サー
ボ部８からの回転速度サーボ制御信号に応じてスピンドルモータ２を回転駆動すると共に
、光学ヘッドサーボ制御信号に応じて光学ヘッド３の２軸アクチュエータを駆動する。本
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実施の形態においては、当該ドライバ７が回転速度サーボ制御信号に応じてスピンドルモ
ータ２を駆動することにより、光ディスク１を所定の線速度にて回転させ、また、当該ド
ライバ７が光学ヘッドサーボ制御信号に応じて光学ヘッド３の２軸アクチュエータを駆動
することにより、光ディスク上でのレーザスポットのフォーカシング及びトラッキングが
行われる。
【００６２】
光ディスク１の再生時の信号処理部５は、アンプ部４より供給された再生信号をＡ／Ｄ（
アナログ／ディジタル）変換し、このＡ／Ｄ変換により得られたディジタル信号から同期
検出を行うと共に、当該ディジタル信号に施されているいわゆるＥＦＭ＋信号（８－１６
変調信号）からＮＲＺ（Non Return to Zero）データへのデコードを行い、さらに誤り訂
正処理を行って、光ディスク１上のセクターのアドレスデータと再生データとを得る。信
号処理部５にて得られたアドレスデータと同期信号はシステムコントローラ９に送られる
。なお、当該信号処理部５にて行われる誤り訂正処理等についての詳細は後述する。
【００６３】
ここで、当該再生データが例えばＭＰＥＧの可変転送レートで圧縮符号化されたデータで
ある場合、本実施の形態の光ディスク装置では、当該データを例えば６４ＭバイトのＤ－
ＲＡＭ（トラックバッファメモリ１４）に一時的に記憶させ、このトラックバッファメモ
リ１４の書き込み／読み出しを制御することで、その再生データの可変転送レートの時間
変動分を吸収するようにしている。なお、本実施の形態にて使用するトラックバッファメ
モリとは、圧縮したデータを一時記憶するバッファメモリのことを示しており、例えばＤ
ＶＤにおいて一般的に備えられている可変転送レートを吸収するためのバッファメモリや
、ＭＰＥＧのエンコードやデコード時に用いるバッファメモリを含む。このトラックバッ
ファメモリ１４の記憶容量及び記憶領域の管理、書き込み／読み出し制御は、信号処理部
５を介して例えばシステムコントローラ９が行う。
【００６４】
光ディスク１の再生時のＡＶ符号化復号化部６は、トラックバッファメモリ１４から供給
された再生データが、例えばＭＰＥＧ２にて圧縮符号化され且つオーディオデータとビデ
オデータが多重化されたデータであるとき、この多重化された圧縮オーディオデータと圧
縮ビデオデータを分離すると共に、それぞれをＭＰＥＧ２にて伸長復号化し、さらにＤ／
Ａ（ディジタル／アナログ）変換して、オーディオ信号及びビデオ信号として出力端子１
１から出力する。この出力端子１１から出力されたビデオ信号は、図示しないＮＴＳＣ（
National Television System Committee）エンコーダ等にて処理されてモニタ装置に表示
され、オーディオ信号は、図示しないスピーカ等に送られて放音される。なお、この再生
時におけるＡＶ符号化復号化部６での伸長復号化の速度（伸長復号化時のデータ転送レー
ト、以下、伸長レートと呼ぶことにする）は、記録時に設定された後述する記録モードに
応じた伸長レートとなされる。言い換えると、ＡＶ符号化復号化部６は、複数の伸長レー
トに応じた伸長復号化処理が可能となされており、記録時に設定された記録モードに応じ
て当該伸長レートを決定し、そのレートで伸長復号化を行う。この記録モードの情報は、
コントロールデータとして記録データと共に光ディスク１に記録されており、当該コント
ロールデータが光ディスク１の再生時に読み出されてシステムコントローラ９に送られ、
システムコントローラ９がこのコントロールデータに基づいてＡＶ符号化復号化部６の伸
長レートを設定する。なお、Ｄ／Ａ変換は、当該ＡＶ符号化復号化部６の外部にて行うこ
とも可能である。
【００６５】
一方で、例えば光ディスク１への信号記録を行う場合には、キー入力部１０から記録開始
の指令がなされ、システムコントローラ９は当該記録開始指令に応じて、アンプ部４、サ
ーボ部８及びドライバ７を制御する。すなわち、光ディスク１の信号記録を行う場合には
、先ず最初に、光ディスク１を回転させると共にレーザースポットを光ディスク１上に照
射させ、当該光ディスク１上の信号トラックに予めプリピットとして形成されているアド
レス信号を読み取り、そのアドレス情報から記録するべき目的セクター（トラック）を見
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つけ、その目的セクター（トラック）上にレーザスポットが配置するように光学ヘッド３
を移動させる。なお、当該光ディスク１上に予め記録されているアドレス信号の詳細につ
いては後述する。
【００６６】
また、出力端子１１からは、記録すべきオーディオ及びビデオ信号が入力され、これら信
号がＡＶ符号化復号化部６に送られる。
当該光ディスクの記録時において、ＡＶ符号化復号化部６は、オーディオ信号及びビデオ
信号をＡ／Ｄ変換し、それぞれオーディオデータ及びビデオデータを、後述する記録モー
ドに応じた速度にてＭＰＥＧ２の圧縮符号化を行い、さらにそれらを多重化して信号処理
部５に送る。以下、このＡＶ符号化復号化部６における圧縮符号化の速度（圧縮符号化時
のデータ転送レート）を圧縮レートと呼ぶことにする。すなわち、ＡＶ符号化復号化部６
は、記録モードに応じた複数の圧縮レートで圧縮符号化を行い得るものである。
【００６７】
なお、メモリである６４ＭビットのＤ－ＲＡＭ１５は、ＡＶ符号化復号化部６における圧
縮伸長の際にデータを一時的に記憶するためのメモリである。また、Ａ／Ｄ変換は、当該
ＡＶ符号化復号化部６の外部にて行うことも可能である。
【００６８】
また、本実施の形態の装置は、映像や音声情報の他に静止画情報やコンピュータ上のプロ
グラムファイル等のデータを記録再生することも可能である。この場合、インターフェイ
ス部１３から静止画情報やプログラムファイル等のデータが供給され、これらデータがシ
ステムコントローラ９を介して信号処理部５に送られる。
【００６９】
当該光ディスクの記録時の信号処理部５では、ＡＶ符号化復号化部６からの圧縮データや
システムコントローラ９を介したプログラムファイル等のデータに対して、誤り訂正符号
を付加し、ＮＲＺとＥＦＭ＋のエンコードを行い、さらにシステムコントローラ９から供
給される同期信号を付加して記録データを生成する。
【００７０】
ここで、当該記録データは、トラックバッファメモリ７に一時的に記憶された後、光ディ
スク１への記録レートに応じた読出レートで当該トラックバッファメモリ７から読み出さ
れるようになっている。なお、この記録時におけるトラックバッファメモリ７の記憶容量
及び記憶領域の管理、書き込み／読み出し制御の詳細については後述する。このトラック
バッファメモリ７から読み出された記録データは、信号処理部５にて所定の変調処理が行
われ、記録信号としてアンプ部３に送られ、光学ヘッド３にて光ディスク１上の目的セク
ター（トラック）に記録される。
【００７１】
また、このときのシステムコントローラ９は、アンプ部４からのジッタ値をＡ／Ｄ（アナ
ログ／ディジタル）変換して測定し、この測定ジッタ値やアシンメトリ値に従って、記録
時のアンプ部４における波形補正量を変更する。すなわち、光ディスク１に信号を記録す
る場合、アンプ部４では、信号処理部５からの信号を波形補正し、この波形補正した信号
を光学ヘッド４のレーザ駆動回路へ送る。
【００７２】
次に、本発明実施の形態に係る光ディスク１上のデータ領域のアドレスについて以下に説
明する。
【００７３】
本実施の形態の光ディスク１は、ＤＶＤビデオやＤＶＤオーディオ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等に
記録されたコンテンツと互換性を有し、記録可能なＤＶＤの規格に準拠したＤＶＤ－ＲＷ
のディスクである。このＤＶＤ－ＲＷに限らず、追記型や書き換え可能な光ディスクには
、通常、記録時におけるアドレス制御を可能とするために、セクターのアドレスが予めデ
ィスク上に記録或いは形成されている。但し、従来より存在している光ディスクでは、ア
ドレスデータに基づいて変調された周波数に応じてグルーブをウォブリングさせることに
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よるアドレス記録がなされているが、本実施の形態のＤＶＤ－ＲＷの場合は、より高速且
つ高密度の記録を可能にするために、当該グルーブのウォブリング周波数信号と共に、光
ディスク上のランド部に所定のピットを形成する、いわゆるＬＰＰ（ランドプリピット）
アドレス方式を採用している。
【００７４】
ここで、光ディスク１に対して実際にデータ記録を行う場合、その光ディスク１上に予め
記録されていて記録のタイミング信号でもあるＬＰＰアドレスによるセクターアドレス（
以下、単にＬＰＰアドレスとする）と、実際に記録がなされる記録データに含まれるセク
ターアドレス（以下、データアドレスとする）とを一致させるのが一般的である。なお、
このようにＬＰＰアドレスとデータアドレスが一致するデータ記録の一例としては、例え
ば通常のＤＶＤから再生したデータをそっくりＤＶＤ－ＲＷに記録するような場合を挙げ
ることができる。この場合、当該ＤＶＤ－ＲＷのディスク上には連続してデータの記録が
なされることになり、したがってＬＰＰアドレスとデータアドレスとの関係を一致した状
態にすることができる。
【００７５】
次に、本発明実施の形態にて扱う図９として後述するコピーガード領域（著作権保護に関
する情報領域（ＣＳＳキーデータ等記録領域）、プリピット領域ＰＲ）を含む第２のリー
ドイン領域への記録及び再生の動作について以下に説明する。
本装置は記録時に例えばＲＴＲ記録モードで記録するか、ＤＶＤビデオ互換記録モードで
記録するかを、例えばキー入力とシステムコントローラ９が判断することによって選択出
来るように構成している（図１１，図１２参照）。この選択は例えば入力信号の種類によ
って、自動的に判断するような構成でもかまわない。
【００７６】
即ち、記録動作においては、図１１に示すように、例えば記録モードがＲＴＲ記録モード
であれば、データ領域ＤＡにコンテンツを記録すると共に、第１のリードイン情報領域Ｌ
Ｉ１にＣＳＳキーを含む（後述するようにＣＳＳキーは無くても構わない）リードイン情
報を記録する（ステップＳ１，Ｓ２）。一方、ＲＴＲ記録モードではなく例えばＤＶＤ互
換記録モードであれば、データ領域ＤＡにコンテンツを記録すると共に、図９の例１のＥ
ＣＣブロック構成（４セクターの８Ｋバイトがプリピットで構成）であれば第２のリード
イン情報領域ＬＩ２にプリピットのＣＳＳキー等の著作権保護に関する情報を除くリード
イン情報（１ＥＣＣブロックが３２Ｋバイトであるから２４Ｋバイト（＝３２－８））を
記録する（ステップＳ３，Ｓ４）。また、図９の例２のＥＣＣブロック構成（１ＥＣＣブ
ロックの３２Ｋバイトがプリピットで構成）であれば記録を行わないで次のステップへ移
行する。
【００７７】
ＲＴＲ記録モードではリアルタイムにコンテンツ及びリードイン情報を記録することが出
来るが、ＤＶＤビデオとの互換性はない。これに対して、ＤＶＤ互換記録モードでは、複
雑な編集を伴うコンテンツをリアルタイムに記録することが出来ないが（ＣＳＳキーは再
記録不可能なように形成されてあるので）、ＤＶＤビデオとの互換性はあり、現在市場に
出回っているＤＶＤビデオプレーヤにて再生可能である。このように、使用する記録モー
ドにそれぞれの長所短所を持っているので、記録時の環境に応じて、記録モードを選択可
能としている。
【００７８】
なお、前記した図１１では、記録動作開始後、ステップＳ１に「ＲＴＲ記録」、ステップ
Ｓ２に「第１のリードインに記録」、ステップＳ３に「ＤＶＤ互換記録」、ステップＳ４
に「第２のリードインに記録」のフローが示されてあるが、これに限らず、記録動作開始
後、ステップＳ１に「ＤＶＤ互換記録」、ステップＳ２に「第２のリードインに記録」又
は記録しない、ステップＳ３に「ＲＴＲ記録」、ステップＳ４に「第１のリードインに記
録」のフローであっても良い。
【００７９】
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次に再生動作について説明する。本案では再生を行う起動時にほぼ物理特性的に同じと見
なすことが出来る本発明に関わるＤＶＤディスクは、３種類としている。図１０の物理的
半径位置にて、すでに販売されている第１番目のＤＶＤビデオは第１のリードイン情報領
域はなくＣＳＳキーを含む第２のリードイン情報領域のみを持ち、第２番目のＤＶＤ－Ｒ
Ｗバージョン１．０は第１のリードイン情報領域と本図の第２のリードイン情報領域位置
に読み出すことが出来ない第２のリードイン情報領域を持ち、本案の第３番目のＲＷの提
案は読み出し可能な第１のリードイン情報と所定値のＣＳＳキー等の著作権保護に関する
情報を含む第２のリードイン情報を持つディスクである。
再生動作は、図１２に示すように、まず第１のリードイン情報領域ＬＩ１を読み出し情報
が記録されている場合は記録されているリードイン情報のフラグ（ディスクの種類やバー
ジョン情報（メディアタイプ））を参照して、このリードイン情報がメディアタイプとし
て有効なものかを検知すると、この第１のリードイン情報領域ＬＩ１のＣＳＳキーを含む
（ＣＳＳキーは無くても良い）リードイン情報が再生されて、この再生されたリードイン
情報に従ってデータ領域ＤＡに記録されているコンテンツの再生処理を（例えばＲＴＲ再
生モードで）行なう（ステップＳ５，Ｓ６，Ｓ７）。一方、第１のリードイン情報領域Ｌ
Ｉ１のフラグを参照して、このリードイン情報が有効なものでない又は第１のリードイン
情報領域も必要であることを検知し（又は信号が再生不可能であることを検知し）、第２
のリードイン情報領域ＬＩ２のフラグを参照して、このリードイン情報が有効なものかを
検知する（信号が再生可能であるかを検知する）と、この第２のリードイン情報領域ＬＩ
２のプリピットにて記録されたＣＳＳキーを含むリードイン情報が再生されて、この再生
されたリードイン情報に従ってデータ領域ＤＡに記録されているコンテンツの再生処理を
（例えばＤＶＤ互換再生モードで）行なう（ステップＳ８，Ｓ９）。ここで、再生装置と
ＣＳＳキーを含むリードイン情報との関係によっては再生処理を停止する処理を行う。
【００８０】
なお、前記した図１２では、再生動作開始後、ステップＳ５に「第１のリードイン再生」
、ステップＳ６に「有効」、ステップＳ７に「第１のリードインに従って再生」、ステッ
プＳ８に「第２のリードイン再生」、ステップＳ９に「第２のリードインに従って再生」
のフローが示されてあるが、これに限らず、再生動作開始後、ステップＳ５に「第２のリ
ードイン再生」、ステップＳ６に「有効」、ステップＳ７に「第２のリードインに従って
再生」、ステップＳ８に「第１のリードイン再生」、ステップＳ９に「第１のリードイン
に従って再生」のフローであっても良い。このように、３種類のディスクが存在しても第
２のリードイン領域を前記の方法で再生可能にし、所定の値の著作権保護に関する情報を
読み出し可能にし、かつ上記のような再生方法により相互の互換性を維持し、再生時の著
作権保護を可能とする。又は、再生装置によっては従来第２のリードイン領域の情報が再
生できないために発生する異常動作を起こさないようにする。
【００８１】
ところで、本実施例においては、データ領域ＤＡにおける連続した１６データセクター（
３２k　Byte）で１ＥＣＣブロックを構成しており、このＥＣＣブロックが記録や再生時
の最小の基本単位となっている。また、各データセクターはＬＰＰで構成されたアドレス
と記録のためのシンクタイミング信号と同期して記録された２６個のシンクを有するシン
クフレームからなっている。さらに、ＤＶＤ－ＲＷにおいては、セクターのアドレスが所
定の間隔で形成されている。
【００８２】
具体的には、図９（Ｂ），（Ｃ）に示すように、第２のリードイン領域のコピーガード領
域（所定のＣＳＳキー値等が記録された著作権保護に関する情報領域）のプリピット領域
ＰＲは、ＥＣＣブロックの４セクター分の領域に予め配置されている例１と、図９（Ｆ）
，（Ｇ）に示すように、第２のリードイン領域のコピーガード領域（所定のＣＳＳキー値
等が記録された著作権保護に関する情報領域）のプリピット領域ＰＲは、ＥＣＣブロック
の１６セクター全ての領域に予め配置されている例２で説明する。
例１でこのＥＣＣブロック領域に記録する際には、システムコントローラ９はシスコンＲ
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ＯＭの内部に記憶している４セクター分のプリピットデータと、それ以外の１２セクター
分のこのＥＣＣブロックに記録すべきデータとを、前記したトラックバッファメモリ１４
を用い、ＥＣＣブロックの訂正付加データ（ＰＩ，ＰＯ）を生成しておく。そして、生成
したデータの内最初の部分からプリピット開始位置までのデータを、ＬＰＰのシンク信号
（図９（Ｂ）に図示のタイミング信号）のタイミングを基準としてデータを記録する。プ
リピット領域ＰＲの開始タイミングでは一旦記録を中止し、再生状態にする。次にプリピ
ットが終了する時点のＬＰＰのシンク信号タイミングで、再度ＥＣＣブロックのプリピッ
トの終了位置での記録信号から記録を行う。そして、所定のＥＣＣブロックの記録を終了
する。また、例２では、このＥＣＣブロックは全てプリピット領域ＰＲとして構成されて
いるので記録する必要は無い。
【００８３】
一方、ＤＶＤビデオ再生装置での再生時には、この第２のリードイン情報領域ＬＩ２を再
生し、この情報に基づき再生を行う。ここで、再生装置とＣＳＳキーを含むリードイン情
報との関係によっては再生処理を停止する処理を行う。本記録再生装置で再生する場合（
図９参照）には、まず第１のリードイン情報領域ＬＩ１を再生し、再生の結果リードイン
情報が無い場合、或いは前記のリードイン情報のフラグ（ディスクの種類やバージョン情
報（メディアタイプ））が無効とされている場合は、或いは前記のリードイン情報に加え
て第２のリードインＬＩ２領域の著作権保護に関する情報（オール０等の所定のＣＳＳキ
ー及び／またはコピープロテクションの方式として提案されている著作権管理情報等）の
読み出しが必要な場合は、第２のリードインＬＩ２領域を再生する。そして、この情報に
基づき再生を行う。逆に、第１のリードイン情報領域ＬＩ１を再生し、再生の結果リード
イン情報がある場合、加えて前記のリードイン情報のフラグが有効とされている場合は、
この情報に基づき再生を行う。
前記例１の場合では、１つのＥＣＣブロックの中に、２つのリンキング（つなぎ目）を持
つことになる。再生時にこのつなぎ目での振幅変動、記録信号の位相ずれ等により、例え
ば２シンクフレーム＊２カ所程度のデータ領域が破壊されることがあるが、前記のように
、訂正能力の範囲なので、再生時にエラーが発生することは無く、前記プリピットで構成
されたコピーガードデータ（著作権保護に関する情報）は安定に、再生する事が出来る。
【００８４】
このように、再生装置では、このプリピットで記録されたＣＳＳキー等の著作権保護に関
する情報により、違法にコピーされたコンテンツについては、ＣＳＳキー等の著作権保護
に関する情報が異なるために、再生が出来ないし、一方、ビデオカメラ等で撮影した個人
のデータ等のコンテンツに関しては、このＣＳＳキー等の著作権保護に関する情報にてＤ
ＶＤビデオ等で再生が可能となる。
なお、ディスク構造、製造方法、記録再生の手順の内容ついては一実施例に過ぎずこの範
囲に限定されるものではない。
また、上述した本発明の実施例において、ＤＶＤビデオを用いて説明したが、ＤＶＤオー
ディオでも同様であり、またＤＶＤ以外の高密度記録可能な媒体についても本発明を適用
できることは言うまでもない。
また、前記したプリピット領域のピット深さは、本実施例では、物理的に深さが異なる（
ｄ１＜ｄ２）が、実質的にλ／４～λ／８程度の深さに相当するものであれば良い。
また、前記した第１のリードイン及びデータを記録するグルーブ領域の深さは、本実施例
では、物理的に深さがλ／１６を中心とし、実質的にλ／１０～λ／１８程度の深さに相
当するものであれば良い。
また、上述した実施例には、第１のリードイン情報領域ＬＩ１に著作権保護に関する情報
（ＣＳＳキー）を含むリードイン情報が記録されている状態について説明したが、本発明
はこれに限定されることなく、第１のリードイン情報領域ＬＩ１に著作権保護に関する情
報（ＣＳＳキー）を含まないリードイン情報が記録されている状態についても、同様に適
用できることは勿論である。
【００８５】
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【発明の効果】
上記した構成を有する本発明によれば、第１の記録モードである例えばＲＴＲ記録モード
では自己記録したコンテンツのコピー（記録及びその再生）が可能であり、また第２の記
録モードである例えばＤＶＤ互換記録モードではコピー禁止のＤＶＤビデオのコンテンツ
はコピー不可能（記録したとしてもＣＳＳキー等の著作権保護に関する情報の不整合によ
り再生出来ない）であるが、コピーが禁止されていない著作権情報に対応するコンテンツ
を記録した場合は再生可能な情報記録媒体、その方法及びその装置を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報記録媒体の一実施例を説明するための拡大断面図である。
【図２】本発明の情報記録媒体に記録するデータをＥＣＣブロック化することを説明する
ための図である。
【図３】ＥＣＣブロック化したデータをセクター単位で本発明の情報記録媒体の所定の領
域に記録することを説明するための図である。
【図４】本発明の情報記録媒体の一実施例であるＤＶＤ－ＲＷにおける１セクターの物理
フォーマットを示す図である。
【図５】本発明の情報記録媒体を作製する原盤製造方法に用いられるガラス原盤の積層状
態を説明するための図である。
【図６】ガラス原盤上に積層されたレジスト層の光量対感度特性図である。
【図７】本発明の情報記録媒体を作製する原盤製造方法の工程を説明するための図である
。
【図８】情報記録媒体記録再生装置を説明するためのブロック図である。
【図９】本発明の情報記録媒体の所定の領域に記録するデータとＥＣＣブロックとの関係
を説明するための図である。
【図１０】本発明の情報記録媒体のリードイン領域とデータ領域とを説明するための図で
ある。
【図１１】本発明の情報記録媒体記録方法を説明するための主要なフローチャートである
。
【図１２】本発明の情報記録媒体再生方法を説明するための主要なフローチャートである
。
【符号の説明】
１，Ｄ　ディスク，光ディスク（情報記録媒体）
ＤＡ　データ領域
ｄ１　第１の深さ
ｄ２　第２の深さ
ＰＲ　プリピット領域
Ｒ　記録領域
ＬＩ　リードイン領域
ＬＩ１　第１のリードイン情報領域
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