
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ領域を有する光情報記録媒
体に対して前記データ領域にデータの記録を行う光情報記録方法において、
　前記複数の記録層のうち少なくとも２つの前記データ領域を連続した単一のデータ領域
として複数の分割領域に分割する分割工程と、
　この分割領域に前記データの記録を行う記録工程と、
を含んで
　

ことを特徴とする光情報記録方法。
【請求項２】
　前記分割工程は、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、
　前記記録工程は、前記第１の所定領域をリードイン（ Lead-in）、前記第２の所定領域
をリードアウト（ Lead-out）として前記記録を行うこと、
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いて、
前記記録工程は、前記分割領域内にユーザデータを記録するユーザデータ領域を設定し

、前記ユーザデータ領域が２つの前記データ領域にまたがるときは当該ユーザデータ領域
を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定して前記記録を行ない、前記分割
領域内で前記ユーザデータ領域の前方に配置される第１の所定データを記録する第１の所
定領域と、後方に配置される第２の所定データを記録する第２の所定領域とのうち少なく
とも一方を設定し、前記第１又は第２の所定領域が２つの前記データ領域にまたがるとき
は当該第１又は第２の所定領域を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定し
て前記記録を行う



を特徴とする請求項 に記載の光情報記録方法。
【請求項３】
　前記光情報記録媒体が、片面に２層の記録層が形成されたＤＶＤ＋Ｒ規格に準拠してい
る場合に、
　前記分割工程は、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、
　前記記録工程は、前記第１の所定領域をイントロ（ Intro）、前記第２の所定領域をク
ロージャ（ Closure）として前記記録を行うこと、
を特徴とする請求項 に記載の光情報記録方法。
【請求項４】
　記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ領域を有する光情報記録媒
体に対して前記データ領域にデータの記録を行う光情報記録装置において、
　前記複数の記録層のうち少なくとも２つの前記データ領域を連続した単一のデータ領域
として複数の分割領域に分割する分割手段と、
　この分割領域に前記データの記録を行う記録手段と、
を備え
　

ことを特徴とする光情報記録装置。
【請求項５】
　前記分割手段は、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、
　前記記録手段は、前記第１の所定領域をリードイン（ Lead-in）、前記第２の所定領域
をリードアウト（ Lead-out）として前記記録を行うこと、
を特徴とする請求項 に記載の光情報記録装置。
【請求項６】
　前記光情報記録媒体が、片面に２層の記録層が形成されたＤＶＤ＋Ｒ規格に準拠してい
る場合に、
　前記分割手段は、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、
　前記記録手段は、前記第１の所定領域をイントロ（ Intro）、前記第２の所定領域クロ
ージャ（ Closure）として前記記録を行うこと、
を特徴とする請求項 に記載の光情報記録装置。
【請求項７】
　各種情報処理を行うことができる情報処理装置において、
　請求項 ～ のいずれかの一に記載の光情報記録装置を備えていること、を特徴とする
情報処理装置。
【請求項８】
　記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ領域を有する光情報記録媒
体において、
　前記複数の記録層のうち少なくとも２つの前記データ領域が連続した単一のデータ領域
として複数の分割領域に分割され、
　この分割領域に前記データの記録がされてい 、
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１

１

、
前記記録手段は、前記分割領域内にユーザデータを記録するユーザデータ領域を設定し

、前記ユーザデータ領域が２つの前記データ領域にまたがるときは当該ユーザデータ領域
を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定して前記記録を行ない、前記分割
領域内で前記ユーザデータ領域の前方に配置される第１の所定データを記録する第１の所
定領域と、後方に配置される第２の所定データを記録する第２の所定領域との少なくとも
一方を設定し、前記第１又は第２の所定領域が２つの前記データ領域にまたがるときは当
該第１又は第２の所定領域を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定して前
記記録を行う

４

４

１ ６

て
前記分割領域内にユーザデータを記録するユーザデータ領域が設定され、前記ユーザデ

ータ領域が２つの前記データ領域にまたがり当該ユーザデータ領域を２つに分割して各分
割部分を前記各データ領域に設定しており、前記分割領域内で前記ユーザデータ領域の前
方に配置される第１の所定データを記録する第１の所定領域と、後方に配置される第２の
所定データを記録する第２の所定領域とのうち少なくとも一方が設定され、前記第１又は



こと を特徴とす 情報
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ領域を有する光
情報記録媒体に対してデータ領域にデータの記録を行う光情報記録方法、及び、光情報記
録装置、この光情報記録装置を備えた情報処理装置、記録層が多層構造で各記録層にデー
タの記録が可能なデータ領域を有する光情報記録媒体、並びに、記録層が多層構造で各記
録層にデータの記録が可能なデータ領域を有する光情報記録媒体に対してデータ領域にデ
ータの記録を行うことをコンピュータに実行させるプログラム、及び、このプログラムを
記憶している記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、複数の記録層を有する情報記録媒体へ記録を行う場合に、光入射側か
ら相対的に遠い記録層から記録を行い、記録データの品質の低下を避けるようにした情報
記録装置について開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１２６２５５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＤＶＤの記録型ディスクとしてＤＶＤ＋Ｒがあり、物理特性がＤＶＤ－ＲＯＭディスク
に近く、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブとの互換性に優れた光ディスクである。ＤＶＤ＋Ｒは、
データの書き換えができないライトワンスディスクであり、データ記録はシーケンシャル
に行う必要がある。また、ファイル単位で追記されたデータをＤＶＤ－ＲＯＭドライブで
読ませるために、あらかじめファイル情報を記録する領域をセッションの先頭にリザーブ
しておき、セッションクローズする際に記録データのファイル情報をリザーブ領域に記録
する方式が一般的である。
【０００５】
　前述したように、ＤＶＤ＋Ｒのデータ記録はディスク内周からシーケンシャルに記録す
る必要があるが、記録領域を複数のトラック（ＤＶＤ＋Ｒではフラグメントと呼ぶ）に分
割して記録することで、セッションの先頭領域を後から記録することが可能になる。また
、セッションをクローズした場合も、新規にセッションを追加することで、セッションク
ローズ後のデータの追記が可能となる。このようにＤＶＤ＋Ｒではマルチトラック、マル
チセッション記録方式が採用されている。
【０００６】
　また、ＤＶＤ＋Ｒなどの記録型ディスクは高速化、大容量化のための研究開発が盛んに
行われており、その手段の一つとして、片面２層の再生専用ＤＶＤディスクとの再生互換
性を持った、記録層が片面２層のＤＶＤ＋Ｒディスク（以下、２層ＤＶＤ＋Ｒと呼ぶ）が
提案されている。この２層ＤＶＤ＋Ｒは、記録容量が８．４ Gbyteであり、従来の記録層
が１層のＤＶＤ＋Ｒはデータ容量が４．７ Gbyteであるのに対してほぼ２倍の記録容量を
有し、記録されたデータは片面２層の再生専用ＤＶＤディスクの再生が可能なＤＶＤプレ
イヤ、あるいはＤＶＤ－ＲＯＭドライブで読み出すことができる。
【０００７】
　２層ＤＶＤ＋Ｒにおける論理アドレスは、１層目の記録層のデータ領域の開始アドレス
から連続的に割り振られており、１層目のデータ領域終了アドレスから２層目のデータ領
域開始アドレスへは論理アドレスが連続している。従って、２層ＤＶＤ＋Ｒに対する記録
において、ユーザは記録層が２層に分断していることを意識することなく記録を行うこと
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第２の所定領域が２つの前記データ領域にまたがっていて当該第１又は第２の所定領域を
２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定している 、 る光



が可能となっている。
【０００８】
　ここで、ＤＶＤ＋Ｒでは、データ領域を、複数の分割領域、すなわち、フラグメントあ
るいはセッション単位で分割して記録を行うが、これらデータ領域の分割に際しても、ユ
ーザに記録層が２層に分断していることを意識させることなく行うようにする必要がある
。例えば、データ領域をフラグメント単位で分割する場合、ユーザはフラグメントサイズ
を指定することにより、この分割を行うのが一般的である。このとき、（詳細は後述する
が）データ領域内の最終フラグメントであるインコンプリートフラグメント（ Incomplete
 Fragment）が、指定されたサイズのリザーブドフラグメント（ Reserved Fragment）と、
新たなインコンプリートフラグメントに分割される。ここで、最終フラグメントの開始ア
ドレスが１層目の記録層のデータ領域内にあった場合、指定されたデータサイズによって
は、リザーブドフラグメントが１層目の記録層のデータ領域を超えてしまう場合が考えら
れるが、１層目の記録層のデータ領域は固定しているため、１層目の記録層のデータ領域
の範囲を超えてデータ記録を行うことはできない。しかしながら、このようなフラグメン
ト分割を制限することは、ユーザが各記録層におけるデータ領域の範囲を管理する必要が
生じ、ユーザの使い勝手を考慮すると望ましくないという不具合がある。
【０００９】
　そこで、２つの記録層のデータ領域を連続した単一のデータ領域として、この２つの記
録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割が可能になれば、ユーザは記録層を
意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位とする分割記録を行うことが可
能になる。
【００１０】
　また、別の課題として、ＤＶＤ＋Ｒでは、２セッション目以降のセッションにおけるリ
ードインをイントロ（ Intro）と呼び、最終セッションより前のセッションのリードアウ
トをクロージャ（ Closure）と呼ぶが、イントロ及びクロージャは、ユーザデータ属性を
有するデータであり、所定の記録フォーマットで記録される。通常、ＤＶＤ＋Ｒにデータ
記録を行う場合、データはファイルの形態で記録される。このとき、ユーザデータの実体
を記録するための領域とは別に用意されているファイル管理領域に、ユーザデータ情報を
管理するためのファイル管理情報が記録される。このファイル管理情報はセッション内の
所定領域（例えば、ユーザデータ領域の先頭から１６セクタ）に記録されるのが一般的で
あり、マルチセッション記録においてセッションを追記する場合、このファイル管理情報
が更新されて新規セッションの所定領域へ記録される。すなわち、あるセッション内に存
在するファイル管理情報は、当該セッション内に記録したユーザデータの実体に関するフ
ァイル管理情報と、当該セッション以前のセッションに記録したユーザデータの実体に関
する管理情報を含む。従って、マルチセッションＤＶＤ＋Ｒに記録したファイルを読み出
すためには、最終セッションの開始アドレスを特定する必要がある。
【００１１】
　そして、マルチセッションＤＶＤ＋Ｒに対応したドライブであれば、ドライブ自身がマ
ルチセッション情報（例えば、各セッションの開始アドレス、終了アドレス）を検出し、
最終セッションの情報をユーザに通知するが、マルチセッションＤＶＤ＋Ｒに非対応であ
る従来のＤＶＤ－ＲＯＭドライブであっても、特定のドライバソフト（このようなドライ
バソフトを、本明細書では「マルチセッションドライバ」と呼ぶ）を用いることで、ユー
ザが最終セッションの情報を取得することが可能である。すなわち、このようなマルチセ
ッションドライバでは、第 1セッションのユーザデータサイズと当該セッションのクロー
ジャサイズ、次セッションのイントロサイズから次のセッションの開始アドレスを判定し
、次セッションのイントロ内の所定位置を再生させ、当該領域に記録されているセッショ
ン情報から次セッションのサイズを取得する。このセッション検出処理によりディスク上
に存在するセッションを順にたどることで最終セッションを検出することができる。これ
は、イントロ及びクロージャがユーザデータ属性を有していること（従来のＤＶＤ－ＲＯ
Ｍドライブにとってはユーザデータと識別される )、また、イントロ、クロージャサイズ
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が固定であることにより可能となっている。
【００１２】
　ところで、このような２層ＤＶＤ＋Ｒなどにおいて、前述のように、２つの記録層のデ
ータ領域を連続した単一のデータ領域としてセッション分割などを行う場合に、イントロ
やクロージャが２つの記録層をまたぐ場合がある。このようなときにも、マルチセッショ
ンＤＶＤ＋Ｒに非対応のドライブとマルチセッションドライバにより最終セッションを特
定するためには、イントロまたはクロージャをデータ領域内に分割して記録する必要があ
る。
【００１３】
　本発明の目的は、記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ領域を有
する光情報記録媒体に対して、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッ
ションなどを単位とする分割記録を行う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】
【００１４】
　請求項１に記載の発明は、記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ
領域を有する光情報記録媒体に対して前記データ領域にデータの記録を行う光情報記録方
法において、前記複数の記録層のうち少なくとも２つの前記データ領域を連続した単一の
データ領域として複数の分割領域に分割する分割工程と、この分割領域に前記データの記
録を行う記録工程と、を含んで

ことを特徴とする光情報記録方法で
ある。
【００１５】
　したがって、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割領域の分割が可能
になるため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位
とする分割記録を行うことが可能になる。
【００１７】
　 、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割領域の分割が可能になる
ため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位とする
ユーザデータの分割記録を行うことが可能になる。
【００１９】
　 、第１又は第２の所定領域（ＤＶＤ＋Ｒのイントロ、クロージャなど）で記録層
をまたぐ場合も、当該所定領域がデータ領域へ分割して記録されるため、データ領域内に
所定データサイズの第１又は第２の所定領域が記録されていることが保証されるので、マ
ルチセッションドライバを用いて最終セッションを検出する場合などであっても最終セッ
ションの位置を正しく検出することが可能となる。
【００２０】
　請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の光情報記録方法において、前記分割工程は
、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、前記記録工程は、前
記第１の所定領域をリードイン（ Lead-in）、前記第２の所定領域をリードアウト（ Lead-
out）として前記記録を行うこと、を特徴とする。
【００２１】
　したがって、リードイン又はリードアウトで記録層をまたぐ場合も、当該リードイン又
はリードアウトがデータ領域へ分割して記録されるため、データ領域内に所定データサイ
ズのリードイン又はリードアウトが記録されていることが保証されるので、マルチセッシ
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いて、前記記録工程は、前記分割領域内にユーザデータを
記録するユーザデータ領域を設定し、前記ユーザデータ領域が２つの前記データ領域にま
たがるときは当該ユーザデータ領域を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設
定して前記記録を行ない、前記分割領域内で前記ユーザデータ領域の前方に配置される第
１の所定データを記録する第１の所定領域と、後方に配置される第２の所定データを記録
する第２の所定領域とのうち少なくとも一方を設定し、前記第１又は第２の所定領域が２
つの前記データ領域にまたがるときは当該第１又は第２の所定領域を２つに分割して各分
割部分を前記各データ領域に設定して前記記録を行う

また

さらに

２ １



ョンドライバを用いて最終セッションを検出する場合などであっても最終セッションの位
置を正しく検出することが可能となる。
【００２２】
　請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の光情報記録方法において、前記光情報記録
媒体が、片面に２層の記録層が形成されたＤＶＤ＋Ｒ規格に準拠している場合に、前記分
割工程は、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、前記記録工
程は、前記第１の所定領域をイントロ（ Intro）、前記第２の所定領域をクロージャ（ Clo
sure）として前記記録を行うこと、を特徴とする。
【００２３】
　したがって、イントロ又はクロージャで記録層をまたぐ場合も、当該イントロ又はクロ
ージャがデータ領域へ分割して記録されるため、データ領域内に所定データサイズのイン
トロ又はクロージャが記録されていることが保証されるので、マルチセッションドライバ
を用いて最終セッションを検出する場合などであっても最終セッションの位置を正しく検
出することが可能となる。
【００３４】
　請求項 に記載の発明は、記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ
領域を有する光情報記録媒体に対して前記データ領域にデータの記録を行う光情報記録装
置において、前記複数の記録層のうち少なくとも２つの前記データ領域を連続した単一の
データ領域として複数の分割領域に分割する分割手段と、この分割領域に前記データの記
録を行う記録手段と、を備え

ことを特徴とする光情報記録装置である。
【００３５】
　したがって、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割領域の分割が可能
になるため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位
とする分割記録を行うことが可能になる。
【００３７】
　 、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割領域の分割が可能になる
ため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位とする
ユーザデータの分割記録を行うことが可能になる。
【００３９】
　 、第１又は第２の所定領域（ＤＶＤ＋Ｒのイントロ、クロージャなど）で記録層
をまたぐ場合も、当該所定領域がデータ領域へ分割して記録されるため、データ領域内に
所定データサイズの第１又は第２の所定領域が記録されていることが保証されるので、マ
ルチセッションドライバを用いて最終セッションを検出する場合などであっても最終セッ
ションの位置を正しく検出することが可能となる。
【００４０】
　請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の光情報記録装置において、前記分割手段は
、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、前記記録手段は、前
記第１の所定領域をリードイン（ Lead-in）、前記第２の所定領域リードアウト（ Lead-ou
t）として前記記録を行うこと、を特徴とする。
【００４１】
　したがって、リードイン又はリードアウトで記録層をまたぐ場合も、当該リードイン又
はリードアウトがデータ領域へ分割して記録されるため、データ領域内に所定データサイ
ズのリードイン又はリードアウトが記録されていることが保証されるので、マルチセッシ
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３ １

４

、前記記録手段は、前記分割領域内にユーザデータを記録す
るユーザデータ領域を設定し、前記ユーザデータ領域が２つの前記データ領域にまたがる
ときは当該ユーザデータ領域を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定して
前記記録を行ない、前記分割領域内で前記ユーザデータ領域の前方に配置される第１の所
定データを記録する第１の所定領域と、後方に配置される第２の所定データを記録する第
２の所定領域との少なくとも一方を設定し、前記第１又は第２の所定領域が２つの前記デ
ータ領域にまたがるときは当該第１又は第２の所定領域を２つに分割して各分割部分を前
記各データ領域に設定して前記記録を行う

また

さらに

５ ４



ョンドライバを用いて最終セッションを検出する場合などであっても最終セッションの位
置を正しく検出することが可能となる。
【００４２】
　請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の光情報記録装置において、前記光情報記録
媒体が、片面に２層の記録層が形成されたＤＶＤ＋Ｒ規格に準拠している場合に、前記分
割手段は、前記分割領域の分割としてセッション（ Session）の分割を行い、前記記録手
段は、前記第１の所定領域をイントロ（ Intro）、前記第２の所定領域クロージャ（ Closu
re）として前記記録を行うこと、を特徴とする。
【００４３】
　したがって、イントロ又はクロージャで記録層をまたぐ場合も、当該イントロ又はクロ
ージャがデータ領域へ分割して記録されるため、データ領域内に所定データサイズのイン
トロ又はクロージャが記録されていることが保証されるので、マルチセッションドライバ
を用いて最終セッションを検出する場合などであっても最終セッションの位置を正しく検
出することが可能となる。
【００５４】
　請求項 に記載の発明は、各種情報処理を行うことができる情報処理装置において、請
求項 ～ のいずれかの一に記載の光情報記録装置を備えていること、を特徴とする情報
処理装置である。
【００５５】
　したがって、請求項 ～ のいずれかの一に記載の発明と同様の作用、効果を奏するこ
とができる。
【００５６】
　請求項 に記載の発明は、記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ
領域を有する光情報記録媒体において、前記複数の記録層のうち少なくとも２つの前記デ
ータ領域が連続した単一のデータ領域として複数の分割領域に分割され、この分割領域に
前記データの記録がされてい 、

ことを特徴とする光情報記録媒体である。
【００５７】
　したがって、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割領域の分割が可能
になるため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位
とする分割記録を行うことが可能になる。
【００５９】
　 、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割領域の分割が可能になる
ため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位とする
分割記録を行うことが可能になる。
【００６１】
　 、第１又は第２の所定領域（ＤＶＤ＋Ｒのイントロ、クロージャなど）で記録
層をまたぐ場合も、当該所定領域がデータ領域へ分割して記録されるため、データ領域内
に所定データサイズの第１又は第２の所定領域が記録されていることが保証されるので、
マルチセッションドライバを用いて最終セッションを検出する場合などであっても最終セ
ッションの位置を正しく検出することが可能となる。
【発明の効果】
【００７２】
　請求項１， ， に記載の発明は、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの
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６ ４

７
１ ６

１ ６

８

て 前記分割領域内にユーザデータを記録するユーザデータ
領域が設定され、前記ユーザデータ領域が２つの前記データ領域にまたがり当該ユーザデ
ータ領域を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定しており、前記分割領域
内で前記ユーザデータ領域の前方に配置される第１の所定データを記録する第１の所定領
域と、後方に配置される第２の所定データを記録する第２の所定領域とのうち少なくとも
一方が設定され、前記第１又は第２の所定領域が２つの前記データ領域にまたがっていて
当該第１又は第２の所定領域を２つに分割して各分割部分を前記各データ領域に設定して
いる

また

そのうえ

４ ８



分割領域の分割が可能になるため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、
セッションなどを単位とする分割記録を行うことが可能になる。
【００７３】
　 、記録層をまたいでフラグメント、セッションなどの分割領域の分割が可能になる
ため、ユーザは記録層を意識することなく、フラグメント、セッションなどを単位とする
ユーザデータの分割記録を行うことが可能になる。
【００７４】
　 、第１又は第２の所定領域で記録層をまたぐ場合も、当該所定領域がデータ領域
へ分割して記録されるため、データ領域内に所定データサイズの第１又は第２の所定領域
が記録されていることが保証されるので、マルチセッションドライバを用いて最終セッシ
ョンを検出する場合などであっても最終セッションの位置を正しく検出することが可能と
なる。
【００７５】
　請求項 ， に記載の発明は、請求項 ， に記載の発明において、リードイン又はリ
ードアウトで記録層をまたぐ場合も、当該リードイン又はリードアウトがデータ領域へ分
割して記録されるため、データ領域内に所定データサイズのリードイン又はリードアウト
が記録されていることが保証されるので、マルチセッションドライバを用いて最終セッシ
ョンを検出する場合などであっても最終セッションの位置を正しく検出することが可能と
なる。
【００７６】
　請求項 ， に記載の発明は、請求項 ， に記載の発明において、イントロ又はクロ
ージャで記録層をまたぐ場合も、当該イントロ又はクロージャがデータ領域へ分割して記
録されるため、データ領域内に所定データサイズのイントロ又はクロージャが記録されて
いることが保証されるので、マルチセッションドライバを用いて最終セッションを検出す
る場合などであっても最終セッションの位置を正しく検出することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８２】
　本発明の一実施の形態について説明する。
【００８３】
　図１に示すように、本実施の形態の光情報記録再生装置１は、本発明の光情報記録装置
を実施するもので、光ディスク５１（その詳細については後述する）に対して情報の記録
再生動作を実行する装置である。光情報記録再生装置１は、光ディスク５１を回転駆動す
るモータ２と、光ディスク５１にレーザ光４を照射する光ピックアップ３と、この光ピッ
クアップ３を光ディスク５１の半径方向に移動させる粗動モータ５と、これらの各部を制
御する制御系と、を備えている。
【００８４】
　制御系として、光情報記録再生装置１は、マイクロコンピュータを中心に構成され、各
部を集中制御するコントローラ６を備え、このコントローラ６に制御される回転制御系７
、ピックアップ制御系８、粗動モータ制御系９及び信号処理系１０を備える。回転制御系
７は、光ディスク５１を回転駆動するモータ２の動作を制御する。ピックアップ制御系８
は、光ディスク５１にレーザ光４を照射する光ピックアップ３の動作を制御する。粗動モ
ータ制御系９は、光ピックアップ３を光ディスク５１の半径方向に移動させる粗動モータ
５の動作を制御する。信号処理系１０は、ピックアップ制御系８によって制御された光ピ
ックアップ３から照射されて光ディスク５１で反射したレーザ光４を図示しない光受光素
子で受光し、その受光信号を処理する構成のものである。この信号処理系１０は、光ディ
スク５１から読み出したデータをキャッシュメモリ１１に蓄える。そして、コントローラ
６は、キャッシュメモリ１１に蓄えられたデータを、外部インターフェイス１２を介して
接続されたホスト機器１３に転送する。
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また

さらに

２ ５ １ ４

３ ６ １ ４



　図２は、本実施の形態で用いる後述のＤＶＤ＋Ｒディスクの比較例として、従来の再生
専用のＤＶＤディスクのレイアウトを示す説明図である。
【００８５】
　図２（ａ）は、片面１層（ Single Layer）のディスク（以下、１層ディスクという）１
０１、図２（ｂ）は、パラレルトラックパス方式（ Parallel Track Path方式（以下、Ｐ
ＴＰ方式という））の片面２層ディスク（以下、ＰＴＰディスクという）２０１、図２（
ｃ）は、オポジットトラックパス方式（ Opposite Track Path方式（以下、ＯＴＰ方式と
いう））の片面２層ディスク（以下、ＯＴＰディスクという）３０１である。
【００８６】
　いずれのディスク１０１，２０１，３０１も、ＤＶＤディスクはリードイン領域、デー
タ領域、リードアウト領域からなるインフォメーション領域（ Information Area）を有し
、１層ディスク１０１、及び、ＰＴＰディスク２０１の場合は、記録層（ＰＴＰディスク
２０１の場合はレイヤ０，１（符号２０２，２０３））毎にインフォメーション領域を有
する。ＯＴＰディスク３０１は１つのインフォメーション領域からなり、各記録層３０２
，３０３のデータ領域の後方（外周方向）に中間領域（ Middle Area）を有する。１層デ
ィスク１０１とＰＴＰディスク２０１、及び，ＯＴＰディスク３０１のレイヤ (Layer)０
は、ディスクの内周から外周に向けてデータの再生が行われ、ＯＴＰディスク３０１のレ
イヤ１は外周から内周に向けてデータの再生が行われる。１層ディスク１０１及び、ＰＴ
Ｐディスク２０１の各記録層２０２，２０３にはリードイン領域からリードアウト領域ま
で連続した物理アドレス（ Physical Sector Number）が割り振られる。一方、ＯＴＰディ
スク３０１の場合はリードイン領域からレイヤ０の中間領域まで連続した物理アドレスが
割り振られるが、レイヤ１の物理アドレスはレイヤ０の物理アドレスをビット反転したア
ドレスが割り振られ、中間領域からリードアウト領域まで物理アドレスが増加していく。
図２（ｂ）に示すように、ＰＴＰディスク２０１におけるリードイン領域開始及び終了ア
ドレス、データ領域の開始アドレス、並びに、リードアウト領域の終了アドレスは同一半
径位置にあり、リードアウト領域の開始アドレス、すなわち、データ領域の終了アドレス
は記録層２０２，２０３毎に異なる場合がある。データ領域の終了アドレスが異なる場合
、その差分の領域はリードアウトが記録されている。一方、図２（ｃ）に示すように、Ｏ
ＴＰディスク３０１の場合は、リードイン領域の開始アドレスとリードアウト領域の終了
アドレス、レイヤ０のデータ領域終了アドレスとレイヤ１のデータ領域開始アドレス、並
びに、各記録層３０２，３０３の中間領域の開始及び終了アドレスは、同一半径位置にあ
り、レイヤ０のデータ領域開始アドレスとレイヤ１のデータ領域終了アドレスは必ずしも
一致しない。ＯＴＰディスク３０１の場合も、その差分領域にはリードアウトが記録され
ている。
【００８７】
　図３は、本実施の形態で用いる光情報記録媒体である光ディスク５１（図７以下を参照
）におけるフラグメントの分割について説明する説明図である。光ディスク５１は、ＤＶ
Ｄ＋Ｒディスクである。
【００８８】
　フラグメント (Fragment（ Fragm.））の状態としては、リザーブドフラグメント（ Reser
ved Fragment（ Res.Fragm.））とインコンプリートフラグメント（ Incomplete Fragment
（ Inc.Fragm.））が定義されている。リザーブドフラグメントとは、フラグメントの開始
アドレス、及び、終了アドレスが決定しているフラグメントであり、これらの情報が後述
するセッションディスクコントロールブロック（ Session Disc Control Block（以下、Ｓ
ＤＣＢという））内のフラグメントアイテム（ Fragment Item）に登録されている。イン
コンプリートフラグメントとは、フラグメントの開始アドレスのみ決定しているフラグメ
ントであり、フラグメントの終了アドレスとしてデータ領域の終了アドレスが暫定的に与
えられている。データ領域を複数のフラグメントに分割する場合は、インコンプリートフ
ラグメントが分割されて、リザーブドフラグメントとインコンプリートフラグメントが生
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成される。
【００８９】
　図３（ａ）は、フラグメントの分割を行う前にすでに光ディスク５１上に存在している
フラグメントの状態を表す。ここでは、データの記録が完了していないオープンセッショ
ン（ Open Session）Ｋ内に、１つのリザーブドフラグメントＮとインコンプリートフラグ
メント（Ｎ＋１）が存在している。ＤＶＤ＋Ｒでは、ユーザからのデータを記録する場合
、各フラグメント内の未記録領域から追記を行う必要がある。
【００９０】
　図３（ｂ）に示すように、データ領域をフラグメントに分割する場合は、インコンプリ
ートフラグメント（Ｎ＋１）が、リザーブドフラグメント（Ｎ＋１）と新たなインコンプ
リートフラグメント（Ｎ＋２）に分割される。リザーブドフラグメント（Ｎ＋１）の開始
アドレスは、インコンプリートフラグメント（Ｎ＋１）の開始アドレスと等しく、また、
リザーブドフラグメント（Ｎ＋１）のサイズはインコンプリートフラグメント（Ｎ＋１）
の既記録領域サイズより大きくなければならない。フラグメント分割により、リザーブド
フラグメント（Ｎ＋１）の情報がＳＤＣＢに新たに登録される。ＳＤＣＢの内容が更新さ
れた場合は、イントロ（ Intro）内の所定の領域にＳＤＣＢが追記される。また、リザー
ブドフラグメント（Ｎ＋１）の後にはランイン（ Run-in）ブロックと、新たなインコンプ
リートフラグメント（Ｎ＋２）が生成される。このランインブロックは、インコンプリー
トフラグメント（Ｎ＋２）にデータを記録する際に記録される。
【００９１】
　図３（ｃ）は、データ領域が複数のセッション（ Session）に分割される場合を示す。
データ領域をセッションに分割する場合は、オープンセッションＫがデータ記録の完了し
たセッションＫと、新たなオープンセッション（Ｋ＋１）に分割される。このとき、少な
くともセッション内のデータ記録が完了している必要がある。すなわち、オープンセッシ
ョンＫ内に存在するフラグメントのうち、リザーブドフラグメント内の領域を記録し、イ
ンコンプリートフラグメントの終了アドレスを決定することで、セッションをクローズす
ることができる。インコンプリートフラグメント（Ｎ＋２）の終了アドレスが決定した場
合も、フラグメント（Ｎ＋２）の情報がＳＤＣＢへ登録される。ここで、オープンセッシ
ョンＫへの記録を完了させる場合は、イントロ内の未記録領域が所定データで記録され、
フラグメント（Ｎ＋２）に続いてクロージャが記録される。イントロ、及び、クロージャ
は、データ属性を有する領域である。オープンセッションＫの後に新たなセッションを記
録しない場合は、クロージャの代わりにリードアウトが記録される。
【００９２】
　図４は、ＳＤＣＢの構成を示す。図４に示すように、ＳＤＣＢ内には１６バイトのデー
タからなる複数のセッションアイテム（ Session Item）が存在する。このセッションアイ
テムには、当該セッション内のフラグメント情報を示すフラグメントアイテム（ Fragment
 Item）と、当該セッション以前のセッション情報を示すプリビアスセッションアイテム
（ Previous Session Item）の２種類が存在する。
【００９３】
　図５に、フラグメントアイテムの構成を示す。フラグメントアイテムディスクリプタ（
Fragment item descriptor）は、この記録情報がフラグメントアイテムをあらわすことを
示すＩＤ情報であり、“ FRG”記録される。フラグメントナンバ（ Fragment number）はフ
ラグメント番号を示し、フラグメントタートアドレス（ Fragment start address）及びフ
ラグメントエンドアドレス（ Fragment end address）は、各フラグメントの開始アドレス
及び終了アドレスを示す。前述したように、ＳＤＣＢ内には、リザーブドフラグメントの
情報のみが登録されている。従って、図３の例では、図３（ａ）の場合、ＳＤＣＢ内には
フラグメントＮの情報を示すフラグメントアイテムが存在するだけであり、図３（ｂ）の
場合は、フラグメントＮ、フラグメント（Ｎ＋１）の情報を示す２つのフラグメントアイ
テムが存在し、図３（ｃ）の場合は、フラグメントＮ～（Ｎ＋２）の情報を示す３種類の
フラグメントアイテムが存在する。
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【００９４】
　図６に、プリビアスセッションアイテムの構成を示す。プリビアスセッションアイテム
ディスクリプタ（ Previous session descriptor）は、この記録情報がプリビアスセッシ
ョンアイテムをあらわすことを示すＩＤ情報であり、“ PRS”記録される。プリビアスセ
ッションナンバ（ Previous session number）は、セッション番号を示し、プリビアスセ
ッションスタートアドレス（ Previous session start address）及びプリビアスセッショ
ンエンドアドレス（ Previous session end address）は、各セッションの開始アドレス及
び終了アドレスを示す。ＳＤＣＢ内には、当該セッションより前の全てのセッション情報
がプリビアスセッションアイテムとして登録されており、図３の例では、セッション１か
らセッション（Ｋ－１）までの情報を示す（Ｋ－１）種類のプリビアスセッションアイテ
ムが存在する。
【００９５】
　図７は、２層ＤＶＤ＋Ｒである光ディスク５１のレイアウトを示す。光ディスク５１は
、記録層が多層構造、この例では、２層の記録層５２，５３を備えていて、各記録層５２
，５３についてデータの記録が可能である。以下では、光ディスク５１としてＯＴＰ方式
の２層ＤＶＤ＋Ｒを例に説明する。
【００９６】
　図７（ａ）は、未記録状態の２層ＤＶＤ＋Ｒである光ディスク５１の構成を示す説明図
である。レイヤ０には光ディスク５１の内周からリードイン領域（ Lead-in Area）、デー
タ領域（ Data Area）、中間領域（ Middle Area）が存在し、レイヤ１には光ディスク５１
の外周から中間領域、データ領域、リードアウト領域（ Lead-out Area）が存在する。こ
れらの領域には、前述した再生専用の２層ＤＶＤ－ＲＯＭ（図２（ｃ））と同様の方式で
物理アドレスが割り振られる。すなわち、レイヤ０のデータ領域の開始アドレスは、物理
アドレス３００００Ｈであり、物理アドレスの値はレイヤ０のリードイン領域からレイヤ
０の中間領域まで連続的に増加する。また、レイヤ１のデータ領域開始アドレスは、レイ
ヤ０のデータ領域の終了アドレスをビット反転したアドレスが割り振られ、データ領域の
開始アドレスを基準に中間領域からリードアウト領域まで連続して増加する。一方、ユー
ザがデータ記録の際に指定する論理アドレスは、レイヤ０のデータ領域の開始アドレス３
００００ｈが基準となり、論理アドレス０ｈが割り振られる。以降、論理アドレスの値は
レイヤ０のデータ領域内で連続的に増加する。レイヤ０のデータ領域終了位置における論
理アドレスと、レイヤ１のデータ領域開始位置における論理アドレスとは連続しており、
以降、レイヤ１のデータ領域内で連続的に増加する。
【００９７】
　図７（ｂ）は、光情報記録再生装置１により、ユーザがデータ記録を行なう際の光ディ
スク５１のデータ領域の説明図である。
【００９８】
　すなわち、データ記録の際に用いられる論理アドレスは、２つの記録層５２，５３をま
たいで連続するため、２つの記録層５２，５３におけるデータ領域５４，５５を、図７（
ｂ）に示すように、擬似的に連続した単一のデータ領域５６として扱う。そして、記録を
行う場合には、この擬似的に連続した単一のデータ領域５６を複数の分割領域、すなわち
、フラグメントやセッションに分割して、ユーザデータの記録を行う。このフラグメント
及びセッションの分割は、前述の図４を参照して説明した方式において行う。
【００９９】
　図８は、光情報記録装置１によるセッション分割を説明する説明図である。ＤＶＤ＋Ｒ
におけるセッションは、リードイン領域、ユーザデータ領域（ User Data Area）、リード
アウト領域からなるが、マルチセッションを構成する場合は、２セッション目以降のセッ
ションではリードインの代わりにユーザデータ属性を有するイントロが記録され、また、
最終セッションより前のセッションではリードアウトの代わりにユーザデータ属性を有す
るクロージャ（ Closure）が記録される。
【０１００】
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　本例では図８（ａ）に示すように、レイヤ０にデータ記録が完了したセッションが１セ
ッション存在する。そして図示のように、１セッション目はクロージャで終了しており、
新たなセッションを追加することが可能であるため、１セッション目以降の未記録領域は
オープンセッション２として扱われる。セッション２のユーザデータ領域の終了アドレス
は、暫定的にレイヤ１のデータ領域終了アドレスが与えられる。
【０１０１】
　ここで、図８（ｂ）に示すように、オープンセッション２を、ユーザデータ領域が記録
層５２，５３をまたぐようにして、新たに２つのセッションに分割する。この場合のセッ
ション分割は、前述したようにセッション２内に存在する全フラグメント内の未記録領域
を記録した後、ユーザデータ領域の前後にイントロ及びクロージャを記録することで行わ
れ、記録完了したセッション２の後方には新たにオープンセッション３が生成される。こ
のように、分割領域となるセッション２内にユーザデータを記録するユーザデータ領域を
設定して記録を行うが、設定しようとするユーザデータ領域が２つのデータ領域５４，５
５（記録層５２，５３）にまたがるときは、そのユーザデータ領域を２つに分割して、そ
の分割部分を各データ領域５４，５５に設定して記録を行う。
【０１０２】
　そして、レイヤ１のデータ領域へデータを記録する際、データ領域の開始アドレスに記
録したデータの再生を行うために、データ領域の手前に中間領域を示すデータ属性を有す
るレイヤランイン（ Layer Run-in）を記録する。レイヤランインはレイヤ１のデータ領域
へデータ記録を行う際に記録される。また、セッション２のイントロ、クロージャを記録
する際には従来のＤＶＤ－ＲＯＭドライブで再生が可能になるように、レイヤ０及び１の
中間領域を記録する。
【０１０３】
　図８（ｃ）は、単一のクロージャ内で記録層５２，５３をまたぐ形でセッションを分割
する場合を示す。セッション内では、ユーザデータ領域の前方にイントロ（第１の所定デ
ータを記録する第１の所定領域となる）と、後方にクロージャ（第２の所定データを記録
する第２の所定領域となる）を設定し、このイントロ又はクロージャが２つのデータ領域
５４，５５（記録層５２，５３）にまたがるときは、イントロ又はクロージャを２つに分
割して各分割部分を各データ領域５４，５５に設定して記録を行う。
【０１０４】
　すなわち、ＤＶＤ＋Ｒでは、イントロ及びクロージャのデータサイズが定まっており、
光情報記録装置１は、これらのデータサイズを考慮してセッションのユーザデータ領域の
開始アドレスを検出する。従って、イントロあるいはクロージャ内で記録層５２，５３を
またぐ場合も、データ領域５４，５５に分割して記録することで、セッションのユーザデ
ータ領域の開始アドレスを適正に検出することができる。
【０１０５】
　図９は、情報記録再生装置１によるフラグメント分割を示す説明図である。ＤＶＤ＋Ｒ
では１セッション内に最大１６フラグメントまで記録可能になっている。そして、隣接す
るフラグメント間にはユーザデータ属性を有する１ＥＣＣブロックのダミーデータである
ランインブロックが配置される。言い換えると、セッション内の最初のフラグメントの直
前、最終フラグメントの直後には、ランインブロックは存在しない。また、ランインブロ
ックは隣接するフラグメントとは独立した領域である。
【０１０６】
　本例では、図９（ａ）に示すように、レイヤ０にフラグメントの開始アドレス及び終了
アドレスが決定しているリザーブドフラグメント１が存在する。フラグメント１以降の未
記録領域はインコンプリートフラグメント２として扱われ、フラグメント２の終了アドレ
スは暫定的にレイヤ１のデータ領域終了アドレスが与えられる。セッション内に存在する
フラグメントのうち、終了アドレスが決定しているフラグメント、すなわち、リザーブド
フラグメント１の情報はＳＤＣＢ内に記録される。またフラグメント１とフラグメント２
の間にはランインブロックが存在し、このランインブロックはフラグメント２にユーザデ
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ータを記録する際に記録される。
【０１０７】
　また、図９（ａ）（ｂ）に示すように、インコンプリートフラグメント２を、ユーザデ
ータ領域が記録層５２，５３（データ領域５４，５５）をまたぐ形で新たに２つのフラグ
メントに分割する。この場合、前述したようにインコンプリートフラグメント２の終了ア
ドレスが決定し、リザーブドフラグメント２となる。このときリザーブドフラグメント２
の情報がＳＤＣＢ内に追加され、更新されたＳＤＣＢを所定の領域に記録する。リザーブ
ドフラグメント２の後方には新たなインコンプリートフラグメント３が生成される。
【０１０８】
　そして、レイヤ１のデータ領域５５へデータを記録する際、データ領域５５の開始アド
レスに記録したデータの再生を行うために、データ領域５５の手前にレイヤランインを記
録する。このレイヤランインはレイヤ１のデータ領域５５へデータ記録を行う際に記録さ
れる。
【０１０９】
　図９（ｃ）は、記録層５２，５３の境界でフラグメントが分割される場合である。この
場合、リザーブドフラグメント２とインコンプリートフラグメント３の間、すなわち、レ
イヤ１のデータ領域開始アドレスにはランインブロックが存在するが、このランインブロ
ック（第３の所定データ）をレイヤ１のデータ領域５５の手前の領域にあるレイヤ１の中
間領域（第３の所定領域）に配置する（あるいは、データ領域５５の先頭でもよい）。こ
の場合のランインブロックは中間領域を示すデータ属性を有するデータで記録され、フラ
グメント３のユーザデータ領域へ記録を行う際に記録される。
【０１１０】
　すなわち、ＤＶＤ＋Ｒにおいては、フラグメントの開始アドレス、及び、終了アドレス
はＳＤＣＢ内に記録されるため、ＳＤＣＢ内の情報を参照することでフラグメントの開始
アドレスを取得することができる。また、一旦セッションがクローズされると、セッショ
ン内に記録されたデータはセッション開始アドレスから所定位置に記録されているファイ
ル管理情報を元に読み出される。つまり、ＤＶＤ＋Ｒではデータ記録が完了したセッショ
ンに関しては、セッション内のフラグメント情報は重要ではなく、オープンセッション内
をフラグメントに分割して記録を行う場合に限り必要であるといえる。従って、２層目の
記録層５３のデータ領域開始アドレスがランインブロックとなるようなフラグメント分割
を行う場合、ランインブロックはデータ領域に記録する必要はない。
【０１１１】
　そこで、本実施の形態では、２層目の記録層５３のデータ領域開始アドレスがランイン
ブロックとなるようなフラグメント分割を行う場合にも、ランインブロックは２層目の記
録層５３のデータ領域５５の直前に記録されるため、２層目の記録層５３のデータ領域開
始アドレスへ記録したデータを正常に再生することが可能となる。
【０１１２】
　また、図９（ｄ）は、ランインブロックの特殊な記録方法を示すもので、意図的に２層
目のレイヤ１からデータ記録を行う場合のフラグメント分割の例である。本例では、デー
タ領域５４と５５との境界でフラグメント分割を行う。この場合、図に示すようにレイヤ
０のデータ領域５４が全てリザーブドフラグメント１となり、レイヤ１のデータ領域５５
の手前の領域にあるレイヤ１の中間領域にランインブロック、レイヤ１のデータ領域がイ
ンコンプリートフラグメント２となる。ユーザはフラグメント２からデータ記録を行うこ
とで、２層目からのデータ記録が可能となる。
【０１１３】
　図１０は、光情報記録再生装置１が実行する処理の概要を説明するフローチャートであ
る。かかる処理は、コントローラ６（のＣＰＵ）が実行する。すなわち、コントローラ６
は、２つの記録層５２，５３の２つのデータ領域５４，５５を連続した単一のデータ領域
５６として複数の分割領域、すなわち、セッションやフラグメントなどに分割し（分割手
段、分割工程、分割処理）（ステップＳ１）、このセッションやフラグメントなどの分割
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領域に、図７～図９を参照して説明したようにして、データの記録を行う（記録手段、記
録工程、記録処理）（ステップＳ２）。
【０１１４】
　図１１は、光情報記録再生装置１におけるステップＳ２の一例として、セッション記録
を行う場合の具体的な処理の一例を説明するフローチャートである。
【０１１５】
　本例では、マルチセッション記録における第１セッション及び最終セッションを除くセ
ッションを記録する。すなわち、ユーザデータ領域の前後にはイントロ及びクロージャが
記録される。また、この例では、セッション内のフラグメント分割は行わないものとする
。
【０１１６】
　まず、セッション記録が開始されると（ステップＳ１１のＹ）、コントローラ６は要求
記録アドレスを取得し（ステップＳ１２）、要求アドレスがレイヤ０内のアドレスかどう
かを判定する（ステップＳ１３）。要求アドレスがレイヤ０内のアドレスであった場合（
ステップＳ１３のＹ）、レイヤ０内の所定領域へデータ記録を行う（ステップＳ１４）。
【０１１７】
　次にデータ記録中、レイヤ０のデータ領域への記録が完了したかどうかを判定し（ステ
ップＳ１５）、レイヤ０への記録が完了した場合は（ステップＳ１５のＹ）、引き続きレ
イヤ１への記録へ移行するが、ここでは、レイヤ１のデータ領域５５の直前、すなわち、
レイヤ１の中間領域内に所定サイズのレイヤランインブロックを、図９を参照して説明し
たように記録し（ステップＳ１６）、レイヤ１のデータ領域５５へデータ記録を行う（ス
テップＳ１７）。一方、レイヤ０への記録が完了していなければ（ステップＳ１５のＮ）
、ステップＳ１８に進む。
【０１１８】
　また、要求アドレスがレイヤ１内であった場合は（ステップＳ１３のＮ）、レイヤ１内
の所定領域へデータ記録を行う（ステップＳ１７）。次に、セッション内のデータ記録が
完了したかどうかを判定する（ステップＳ１８）。データ記録が完了していなければ（ス
テップＳ１８のＮ）、引き続き要求アドレスの取得を行う（ステップＳ１２以降）。
【０１１９】
　一方、データ記録が完了した場合は（ステップＳ１８のＹ）、セッション終了処理へ移
行する。ここでは、まず、イントロ開始アドレスを取得し（ステップＳ１９）、イントロ
開始アドレスがレイヤ０内かどうかを判定する（ステップＳ２０）。イントロ開始アドレ
スがレイヤ０内であった場合（ステップＳ２０のＹ）、レイヤ０内の所定領域へイントロ
の記録を行う（ステップＳ２１）。次に、イントロ記録中レイヤ０のデータ領域への記録
が完了したかどうかを判定し（ステップＳ２２）、レイヤ０への記録が完了した場合は（
ステップＳ２２のＹ）、引き続きレイヤ１への記録へ移行する。ここでは、レイヤ０及び
レイヤ１の中間領域を記録し（ステップＳ２３）、レイヤ１のデータ領域へイントロの残
りを記録する（ステップＳ２４）。一方、レイヤ０内でイントロ記録が完了した場合は（
ステップＳ２２のＮ）、ステップＳ２５に進む。また、イントロ開始アドレスがレイヤ１
内であった場合は（ステップＳ２０のＮ）、レイヤ１内の所定領域へイントロを記録する
（ステップＳ２４）。
【０１２０】
　セッション終了処理では、引き続きクロージャ記録が行われる。ここでは、まず、クロ
ージャ開始アドレスを取得し（ステップＳ２５）、クロージャ開始アドレスがレイヤ０内
かどうかを判定する（ステップＳ２６）。クロージャ開始アドレスがレイヤ０内であった
場合（ステップＳ２６のＹ）、レイヤ０内の所定領域へクロージャの記録を行う（ステッ
プＳ２７）。次に、クロージャ記録中のレイヤ０のデータ領域への記録が完了したかどう
かを判定し（ステップＳ２８）、レイヤ０への記録が完了した場合は（ステップＳ２８の
Ｙ）、引き続きレイヤ１への記録へ移行する。ここではレイヤ０及びレイヤ１の中間領域
を記録し（ステップＳ２９）、レイヤ１のデータ領域へクロージャの残りを記録する（ス
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テップＳ３０）。一方、レイヤ０内でイントロ記録が完了した場合は（ステップＳ２８の
Ｎ）、一連の処理を終了する。また、クロージャ開始アドレスがレイヤ１内であった場合
は（ステップＳ２６のＮ）、ステップＳ３０に進み、レイヤ１内の所定領域へクロージャ
を記録する（ステップＳ３０）。以上のセッション終了処理が完了したら、一連の処理を
終了する。
【０１２１】
　以上説明した処理により、ユーザデータ、ランインブロック、イントロ、クロージャ、
中間領域等の記録を光ディスク５１に対して行うが、かかる処理における、このユーザデ
ータ等の記録については、図７～図９を参照して前述したような方式で実行される。
【０１２２】
　なお、本例では、第１セッション及び最終セッションを除くセッション記録について説
明したが、第１セッションあるいは最終セッションを記録する場合の処理も同様である。
第１セッション記録の場合は、イントロの代わりにリードインが、最終セッション記録の
場合はクロージャの代わりにリードアウトが記録される。この場合の、リードインリード
アウトの記録は、図８を参照して説明したイントロ、クロージャの記録と同様に行う。
【０１２３】
　また、セッション終了処理において、各記録層５２，５３の中間領域を記録したが、中
間領域の全ての領域を記録するのでなく、従来のＤＶＤ－ＲＯＭドライブとの再生互換が
取れる範囲でその一部の領域を記録するようにしてもよい。さらに、前述の説明では、Ｏ
ＴＰ方式の２層ＤＶＤ＋Ｒディスクを例に挙げたが、光ディスク５１は、ＰＴＰ方式のＤ
ＶＤ＋Ｒであってもよい。この場合、２層目の記録層５３のレイヤランインブロックは２
層目の記録層５３のリードイン領域内に記録され、記録層５２，５３をまたいでセッショ
ン記録を行った場合、中間領域が記録される代わりに、レイヤ０のリードアウト領域、及
び、レイヤ１のリードイン領域が記録される。
【０１２４】
　図１２は、ステップＳ２でフラグメント記録を行う場合の処理のフローチャートである
。本例ではインコンプリートフラグメントを、ステップＳ１で、リザーブドフラグメント
と新たなインコンプリートフラグメントに分割した後に、リザーブドフラグメントにデー
タ記録を行うものとする。なお、図１２において、図１１と同一符号のステップは同様の
内容の処理である。
【０１２５】
　フラグメント記録が開始されると（ステップＳ３１のＹ）、まず、指定されたサイズで
フラグメントをリザーブ（ reserve）する（ステップＳ３２）。本リザーブ処理では、レ
イヤ０及びレイヤ１に存在する各データ領域５４，５５を一つの擬似データ領域５６とみ
なすため、記録層５２，５３をまたぐ範囲でフラグメントの分割を許す。次に要求記録ア
ドレスを取得し（ステップＳ１２）、要求アドレスがレイヤ０内のアドレスかどうかを判
定する（ステップＳ１３）。要求アドレスがレイヤ０内のアドレスであった場合（ステッ
プＳ１３のＹ）、さらに要求アドレスがフラグメント開始アドレスであるかどうかを判定
し（ステップＳ３３）、フラグメント開始アドレスであった場合は（ステップＳ３３のＹ
）、フラグメントの直前にランインブロックを記録して（ステップＳ３４）、レイヤ０へ
データ記録を行う（ステップＳ１４）。一方、要求アドレスがフラグメント開始アドレス
でなければ（ステップＳ３３のＮ）、ステップＳ１４に進む。
【０１２６】
　次に、データ記録中、レイヤ０のデータ領域への記録が完了したかどうかを判定し（ス
テップＳ１５）、レイヤ０への記録が完了した場合は（ステップＳ１５のＹ）、引き続き
レイヤ１への記録へ移行する。ここでは、レイヤ１のデータ領域の直前、すなわち、レイ
ヤ１の中間領域内に所定サイズのレイヤランインブロックを記録し（ステップＳ１６）、
レイヤ１のデータ領域へデータ記録を行う（ステップＳ１７）。一方、レイヤ０への記録
が完了していなければ（ステップＳ１５のＮ）、ステップＳ１８に進む。
【０１２７】
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　次に、要求アドレスがレイヤ１内であった場合（ステップＳ１３のＮ）、フラグメント
開始アドレスであるかどうかを判定する（ステップＳ３５）。フラグメント開始アドレス
でなかった場合（ステップＳ３５のＮ）、レイヤ１の所定領域へデータ記録を行う（ステ
ップＳ１７）。一方、要求アドレスがフラグメント開始アドレスであった場合（ステップ
Ｓ３５のＹ）、さらに要求アドレスがレイヤ１のデータ領域開始アドレスであるかどうか
を判定する（ステップＳ３６）。ここで、レイヤ１のデータ領域開始アドレスでなければ
（ステップＳ３６のＮ）、レイヤ１のデータ領域内の所定アドレスへランインブロックを
記録（ステップＳ３７）、レイヤ１のデータ領域開始アドレスであれば（ステップＳ３６
のＹ）、レイヤ１のデータ領域の直前、すなわち、レイヤ１の中間領域内にランインブロ
ックを記録して（ステップＳ３８）、レイヤ１のデータ領域へデータ記録を行う（ステッ
プＳ１７）。以上のデータ記録処理が完了した後、フラグメントのデータ記録が完了した
かどうかを判定し（ステップＳ１８）、フラグメント記録が完了していなければ（ステッ
プＳ１８のＮ）、引き続き要求アドレスの取得を行うが（ステップＳ１２以降）、フラグ
メント記録が完了した場合は（ステップＳ８のＹ）、一連の処理を終了する。
【０１２８】
　かかる処理においても、ユーザデータ、ランインブロック等の記録については、図７～
図９を参照して前述したような方式で実行される。
【０１２９】
　なお、本例ではフラグメントをリザーブした後にリザーブドフラグメントへデータ記録
を行う場合について説明したが、フラグメントリザーブ後、新たなインコンプリートフラ
グメントへデータ記録を行う場合も同様に処理することができる。また、フラグメントの
リザーブとデータ記録は連続して行う必要はなく、それぞれ独立して行ってもよい。さら
に、ＯＴＰ方式の２層ＤＶＤ＋Ｒディスクを例に挙げたが、ＰＴＰ方式のＤＶＤ＋Ｒであ
ってもよい。また、データ領域の直前に記録するランインブロックは、前述したレイヤラ
ンインブロックであってもよい。
【０１３０】
　図１３は、本発明の一実施の形態である情報処理装置１０１の電気的な接続のブロック
図である。図１２に示すように、情報処理装置１０１は、パーソナルコンピュータなどの
コンピュータで構成され、各種演算を行ない、各部を集中的に制御するＣＰＵ１０２と、
各種のＲＯＭやＲＡＭからなるメモリ１０３とが、バス１０４で接続されている。
【０１３１】
　バス１０４には、所定のインターフェイスを介して、ハードディスクなどの磁気記憶装
置１０５と、マウスやキーボードなどで構成される入力装置１０６と、ＬＣＤやＣＲＴな
どの表示装置１０７と、光ディスクなどの記憶媒体１０８を読取る記憶媒体読取装置１０
９と、光情報記録再生装置１とが接続され、また、ネットワーク１１０と通信を行なう所
定の通信インターフェイス１１１が接続されている。なお、通信インターフェイス１１１
は、ネットワーク１１０を介してインターネットなどのＷＡＮに接続可能である。記憶媒
体１０８としては、ＣＤやＤＶＤなどの光ディスク、光磁気ディスク、フレキシブルディ
スクなどの各種方式のメディアを用いることができる。また、記憶媒体読取装置１０９は
、具体的には記憶媒体１０８の種類に応じて光ディスクドライブ、光磁気ディスクドライ
ブ、フレキシブルディスクドライブなどが用いられる。また、記憶媒体読取装置１０９と
、光情報記録再生装置１とを別に図示しているが、記憶媒体読取装置１０９を光情報記録
再生装置１と同一の装置として構成してもよい。
【０１３２】
　また、前述の光情報記録再生装置１の説明では、図７～図１２の処理をコントローラ６
の制御により実行する場合を前提として説明したが、図７～図１２の処理を磁気記憶装置
１０５に記憶されている制御プログラムにしたがって、情報処理装置１０１が実行する制
御により実現するようにしてもよい。
【０１３３】
　この場合に、磁気記憶装置１０５に記憶されている制御プログラムは、この発明のプロ
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グラムを実施するもので、この発明の記憶媒体を実施する記憶媒体１０８から記憶媒体読
取装置１０９により読取るか、あるいは、インターネットなどのＷＡＮからダウンロード
するなどして、磁気記憶装置１０５にインストールしたものである。このインストールに
より情報処理装置１０１は前述の制御について動作可能な状態となる。なお、この制御プ
ログラムは、所定のＯＳ上で動作するものであってもよい。また、特定のアプリケーショ
ンソフトの一部をなすものであってもよい。
【０１３４】
　なお、前述の光ディスク５１はＯＴＰ方式の２層ＤＶＤ＋Ｒを例としたため、その分割
領域の分割は、セッション、フラグメント単位で行っているが、これをトラック単位で行
うようにしてもよい。
【０１３５】
　また、本実施の形態では光ディスク５１としてＤＶＤ＋Ｒを対象とする例について説明
したが、本発明の光情報記録方法、光情報記録装置、情報処理装置、光情報記録媒体、プ
ログラム及び記憶媒体は、かかる点に限定するものではなく、ＤＶＤ＋ＲＷ，ＤＶＤ－Ｒ
／ＲＷなどの様々なタイプの光ディスクを対象とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明の一実施の形態である光情報記録再生装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
【図２】従来の再生専用のＤＶＤディスクのレイアウトを示す説明図である。
【図３】本発明の一実施の形態である光ディスクにおけるフラグメントの分割について説
明する説明図である。
【図４】ＳＤＣＢの構成を示す説明図である。
【図５】フラグメントアイテムの構成を示す説明図である。
【図６】プリビアスセッションアイテムの構成を示す説明図である。
【図７】２層ＤＶＤ＋Ｒである光ディスクのレイアウトを示す説明図である。
【図８】光情報記録装置によるセッション分割を説明する説明図である。
【図９】情報記録再生装置によるフラグメント分割を示す説明図である。
【図１０】情報記録再生装置が実行する処理の概要を説明するフローチャートである。
【図１１】情報記録再生装置でセッション記録を行う場合の具体的な処理の一例を説明す
るフローチャートである。
【図１２】情報記録再生装置でフラグメント記録を行う場合の具体的な処理の一例を説明
するフローチャートである。
【図１３】本発明の一実施の形態である情報処理装置の電気的な接続のブロック図である
。
【符号の説明】
【０１３７】
　１　光情報記録再生装置
　５１　光情報記録媒体
　５２，５３　記録層
　５４，５５　データ領域
　５６　単一のデータ領域
　１０１　情報処理装置
　１０８　記憶媒体
【要約】
【課題】　記録層が多層構造で各記録層にデータの記録が可能なデータ領域を有する光情
報記録媒体に対して、ユーザが記録層を意識することなく、フラグメント、セッションな
どを単位とする分割記録を行うことができるようにする。
【解決手段】　光ディスク５１は、記録層が２層構造で、各記録層５２，５３にデータの
記録が可能なデータ領域５４，５５を有する。光情報記録再生装置は、２層の記録層５２
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，５３の２つのデータ領域５４，５５を連続した単一のデータ領域５６として複数の分割
領域、具体的には、セッションあるいはフラグメント単位に分割する。そして、このセッ
ションあるいはフラグメントにデータの記録を行う。
【選択図】　　図７

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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