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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライトワンス形式の記録担体上の記録可能領域のトラック内の少なくとも１つの情報ボ
リュームに情報を記録する装置であって、前記情報ボリュームは、スタートゾーン、デー
タゾーン、及びエンドゾーンを含み、前記装置は、
　情報を表すマークを記録する書込処理手段と、
　情報を読み出す検索手段と、
　情報の記録及び検索を制御する制御手段とを有し、
　前記装置は更に、
　前記制御手段及び前記書込処理手段に結合されたマッピング装置と、
　前記制御手段及び前記検索手段に結合された検出装置とを有し、
　前記マッピング装置は、イントロデータを生成し、前記書込処理手段を制御してイント
ロデータを記録することによりセッションを開き、前記イントロデータは、
　－ボリュームのスタートゾーンの先頭にある第1のバッファゾーンと、
　前記バッファゾーン後のスタートゾーンの残りのブランクエリア内に、セッションの状
態と内容を示すボリュームデータを有する、１つ又は複数のセッション制御ブロックと
を有し、
　前記装置は更に、
　前記残りのブランクエリア内に、情報ボリュームが閉じられていることを示すセッショ
ン制御データと、
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　前記ボリュームのエンドゾーンを構成するデータゾーンに記録された最後の情報の後の
クロージャデータと、
を生成し、前記セッション制御データ及び前記クロージャデータを記録するよう前記書込
処理手段を制御することにより情報ボリュームを構成するセッションを閉じる、マッピン
グ装置を備え、
　前記検出装置は、前記スタートゾーンから前記セッション制御ブロックを検索するよう
前記検索手段を制御することを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記マッピング装置は、前に記録された情報ボリュームのスタート及びエンドアドレス
を１つ又は複数の前のセッションアイテムを前記セッション制御ブロックに含めるよう前
記書込処理手段を制御するよう構成され、前記前のセッションアイテムは、前に記録され
た情報ボリュームのスタート及びエンドアドレスを有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記マッピング装置は、前に記録された情報ボリュームのシーケンスの前のセッション
のシーケンス番号を示す、前のセッション番号を前記前のセッションアイテムに含めるよ
う前記書込処理手段を制御するよう構成された、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記マッピング装置は、セッション制御ブロックが属するセッションを識別するセッシ
ョン番号を前記セッション制御ブロックに含めるよう前記書込処理手段を制御するよう構
成された、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記マッピング装置は、１つ又は複数の予約されたエリアアイテムを前記セッション制
御ブロックに含めるよう前記書込処理手段を制御するよう構成され、前記予約されたエリ
アアイテムは、予約されたエリアスタートアドレス及び予約されたエリアエンドアドレス
を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記マッピング装置は、予約されたエリアを識別する予約されたエリア番号を前記予約
されたエリアアイテムに含めるよう前記書込処理手段を制御するよう構成された、請求項
５に記載の装置。
【請求項７】
　前記マッピング装置は、セッション制御ブロックを記録した装置を示すドライブ識別子
を前記セッション制御ブロックに含めるよう前記書込処理手段を制御するよう構成された
、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記マッピング装置は、セッション制御データに含まれている、記録担体のパラメータ
を示す物理フォーマット情報を記録するよう前記書込処理手段を制御するよう構成された
、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記マッピング装置は、クロージャデータに含まれる、ボリュームのスタートゾーンの
セッション制御ブロックと同じ内容を有する、セッション制御ブロックを記録するよう前
記書込処理手段を制御するよう構成され、前記セッション制御ブロックは、完全に記録さ
れたセッションの状態と内容を示すボリュームデータを有する、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　記録担体上の記録可能領域のトラック内の少なくとも１つの情報ボリュームに情報を記
録する方法であって、この情報ボリュームは、スタートゾーン、データゾーン及び、エン
ドゾーンを含み、この方法は、前記情報ボリュームを構成する情報及び制御データを表す
マークを記録する工程を備え、
　前記方法は、セッションを開くために、
　イントロデータを生成し、記録する工程であって、
　－ボリュームのスタートゾーンの先頭にある第1のバッファゾーンを生成し、記録する
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サブ工程と、
　－バッファゾーン後のスタートゾーンの残りのブランクエリア内に、セッションの状態
と内容を示すボリュームデータを有する１つ又は複数のセッション制御ブロックを生成し
、記録するサブ工程とを含む工程を含み、
　前記方法は、情報ボリュームを構成するセッションを閉じるために、
　－残りのブランクエリア内に、情報ボリュームが閉じられていることを示すセッション
制御データを生成し、記録する工程と、
　－ボリュームのエンドゾーンを構成するデータゾーンに記録された最後の情報の後のク
ロージャデータを生成し、記録する工程とを含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、記録担体上の記録可能領域のトラック内の少なくとも１つの情報ボリューム
に情報を記録する装置に関連し、この情報ボリュームは、スタートゾーン、データゾーン
及び、エンドゾーンを含み、この装置は、情報を表すマークを記録する記録手段と情報ボ
リュームを記録し且つ検索する制御手段を有する。
【０００２】
　本発明は更に、記録担体上の記録可能領域のトラック内の少なくとも１つの情報ボリュ
ームに情報を記録する方法に関連し、この情報ボリュームは、スタートゾーン、データゾ
ーン及び、エンドゾーンを含み、この方法は、情報ボリュームを構成する情報と制御デー
タを表すマークを記録する。
【０００３】
　本発明は更に、少なくとも１つの情報ボリュームを記録する記録可能領域内にトラック
を有する記録担体に関連し、この情報ボリュームは、スタートゾーン、データゾーン及び
、エンドゾーンを含み、このトラックは、情報ボリュームを構成する情報と制御データを
表すマークを含む。
【０００４】
　記録担体上に情報信号を記録する装置及び方法は、米国特許番号５，３４１，３５６（
ＰＨＮ１３６６１）から知られている。情報は、データワードと情報ブロック内の誤りを
訂正するための誤り訂正ワードを有する情報ブロックに符号化される。装置は、情報を表
すマークを記録する記録手段を有する。少なくとも１つの情報ブロックの情報は、変調さ
れた信号へ変調されそして、予め形成されたトラック位置情報により示された予め定めら
れた場所でトラックに記録される。装置は、マルチセッションレイアウトでのセッション
とも呼ばれる、連続するボリュームにフォーマットされた情報を記録する。各ボリューム
は、リードインとも呼ばれるスタートゾーン、データゾーン及び、リードアウトとも呼ば
れるエンドゾーンを有する。装置は、記録された情報ボリュームの位置を示す位置データ
を記録し且つ検索する制御手段を有する。特に、リードアウトでは、セッションのスター
トゾーンの位置を捜すためのポインタが、記録される。更に、リードインには、そのセッ
ションのリードアウトの位置に関する情報を含み、そして、これゆえに、（もしあれば）
次のセッションのスタートゾーンの位置に関する情報も含む。特定のセッションの位置を
捜すために、この装置は、未記録領域の境界を検出することにより、最後に記録されたセ
ッションの位置を捜し、そして、最後のリードアウトを読み出しそして、記録された領域
の先頭のセションのチェインに追う。代わりに、装置は、第1セッションのリードインを
読み、そして、連続するボリュームのリードインを読むことにより、セッションのチェイ
ンを追う。例えば、セッションの状態と内容に関するような、更なるセッション情報は、
ユーザデータゾーンの外側の別のエリアに格納される。特定のセッションをアクセスする
時間は、前記セッションのチェインに沿ってジャンプしそしてセッション情報を検索する
のに要求される時間の量により決定される。ＣＤ－Ｒのようなライトワンス形式の記録担
体では、位置データは上書きできない。
【０００５】
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　本発明の目的は、セッション情報を記録する更に柔軟性のあるシステムを提供すること
である。
【０００６】
　この目的のために、オープニングパラグラフで記載の装置は、この制御手段は、ボリュ
ームのスタートゾーンの先頭にある第1のバッファゾーンと、バッファゾーンの後のスタ
ートゾーンの残りのブランクエリア内に、セッションの状態と内容を示すボリュームデー
タを有する、少なくとも１つのセッション制御ブロックと、を有するイントロデータを記
録することによりセッションを開き、且つ、残りのブランクエリア内に、情報ボリューム
が閉じられていることを示すセッション制御データと、ボリュームのエンドゾーンを構成
するデータゾーンに記録された最後の情報の後のクロージャデータと、を記録することに
より情報ボリュームを構成するセッションを閉じる、セッション手段と、スタートゾーン
からセッション制御ブロックを検索する検出手段と、を有することを特徴とする。オープ
ニングパラグラフで記載の方法は、この方法は、ボリュームのスタートゾーンの先頭にあ
る第1のバッファゾーンと、バッファゾーンの後のスタートゾーンの残りのブランクエリ
ア内に、セッションの状態と内容を示すボリュームデータを有する、少なくとも１つのセ
ッション制御ブロックと、を有するイントロデータを記録することによりセッションを開
き、且つ、残りのブランクエリア内に、情報ボリュームが閉じられていることを示すセッ
ション制御データと、ボリュームのエンドゾーンを構成するデータゾーンに記録された最
後の情報の後のクロージャデータと、を記録することにより情報ボリュームを構成するセ
ッションを閉じる、ことを特徴とする。オープニングパラグラフで記載の記録担体は、こ
の記録担体は、ボリュームのスタートゾーンの先頭にある第1のバッファゾーンと、バッ
ファゾーンの後のスタートゾーンの残りのブランクエリア内に、セッションの状態と内容
を示すボリュームデータを有する、少なくとも１つのセッション制御ブロックと、を有す
るイントロデータを有する開かれたセッションと、スタートゾーン内に、情報ボリューム
が閉じられていることを示すセッション制御データと、ボリュームのエンドゾーンを構成
するデータゾーンに記録された最後の情報の後のクロージャデータと、を有する情報ボリ
ュームを構成する閉じられたセッションと、を有する特徴とする。そのセッションのスタ
ートゾーンのセッション制御ブロックを記録することは、現在のオープンセッションにつ
いて、そのセッションと前のセッションをアクセスする情報が、ユーザデータが記録され
る位置の近くの近くの位置で有効であるという利点を有する。スタートゾーンにブランク
エリアを保持することは、そのセッションの使用中に更なるセッション制御ブロックを書
き込むことにより更なる更新を可能とする。セッションが閉じられるときには、残りのブ
ランクエリアが記録され、これは、未記録領域を対処できない、読み出し専用形式の装置
との互換性を達成する。更に加えて、セッションのスタートゾーンにセッション制御ブロ
ックを記録することは、そのようなセッション情報が読み出し専用装置についても有効で
あるという、利点がある。そのような読み出し専用装置は、通常は、読み出し専用形式の
記録担体について定義されたリードインゾーンの前に配置されたどの情報ゾーンにもアク
セスできない。
【０００７】
本発明は、以下の認識に基づいている。発明者は、記録要求への記録装置のかなりの応答
時間量が、アクセスされるセッションの位置データの検索に必要な時間量によるというこ
とが分かった。その後、発明者は、セッション自身のスタートゾーン内にセッションに関
する状態及び内容情報を記録することにより応答時間を減少させることが可能であるとい
うことが分かった。
【０００８】
装置の実施例では、セッション制御ブロックは、少なくとも１つの前のセッションアイテ
ムを含み、前のセッションアイテムは、以前に記録された情報ボリュームのスタート及び
エンドアドレスを含む。これは、前のセッションに記録されたデータの位置を位置特定す
るのに有利である。特にこれは、例えば、ＵＤＦファイルシステムに従って、ユーザコン
テンツ管理データからそれらの参照を除去することにより削除された、コンピュータアプ
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リケーション内のファイルのような、削除されたデータに適用される。そのような削除さ
れたファイルを回復させなければならない場合には、装置は、削除されたデータの参照デ
ータをなお有する、前のバージョンのコンテンツ管理データを検索するために、前に記録
されたセッションにアクセスすることができる。
【０００９】
　本発明のこれらの及び他の面は、以下の説明の例によりそして添付の図面を参照して、
明らかとなるであろう。
【００１０】
　異なる図面で対応する要素は同一の参照番号を有する。
【００１１】
　図１ａは、トラック９と中央穴１０を有するディスク状記録担体１１を示す。トラック
９は、情報を表す一連の記録された（される）マークの位置であり、情報層上に実質的に
平行トラックを構成するらせんパターンのターンに従って、配置される。記録担体は、光
学的に読み出し可能であり、光ディスクと呼ばれ、そして、記録可能な形式の情報層を有
する。記録可能なディスクの例は、ＣＤ－Ｒ及びＣＤ－ＲＷ及び、ＤＶＤの書き込み可能
版、ＤＶＤ＋ＲＷである。ＤＶＤディスクに関する更なる詳細は、ＥＣＭＡ－２６７：１
２０ｍｍＤＶＤ－読み出し専用ディスク（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｄｉｓｃ）－（１９９７
）参照する。情報は、トラックに沿って光学的に検出可能なマーク、即ち、相変化材料内
の結晶又はアモルファスマーク、を記録することにより、情報層上に表される。記録可能
形式の記録担体上のトラック９は、ブランク記録担体の製造中に設けられるプリエンボス
ドトラック構造により示される。トラック構造は、例えば、読み出し／書き込みヘッドが
走査中にトラックを追従することを可能とする、プリグルーブ１４により、により構成さ
れる。トラック構造は、通常は情報ブロックと呼ばれる、情報の単位の位置を示す、例え
ばアドレスのような、位置情報を有する。位置情報は、そのような情報ブロックの開始の
位置を捜すための特別の同期マークを有する。位置情報は、以下に示すように、変調され
たウォブルのフレームに符号化される。
【００１２】
　図１ｂは、記録可能な形式の記録担体１１の線ｂ－ｂに沿った断面であり、透明基板１
５に、記録層１６と保護層１７が設けられている。保護層１７は、例えば、記録層が０．
６ｍｍ基板でありそして、０．６ｍｍの更なる基板がその背面に張り合わされているＤＶ
Ｄでのように、更なる基板層を含んでもよい。プリグルーブ１４は、基板１５材料のくぼ
み又は突起として又は、材料特性のその周囲からの偏差として、実装される。
【００１３】
　記録担体１１は、フレームを含む変調された信号により表される情報を記録することが
意図されている。フレームは、同期信号が先頭に付される予め定められた量のデータであ
る。通常は、そのようなフレームは、例えば、パリティワードのような、誤り訂正符号も
含む。幾つかのそのようなフレームは、情報ブロックを構成し、情報ブロックは更なる誤
り訂正ワードを含む。情報ブロックは、最小の記録可能な単位であり、それから情報が信
頼性をもって検索される。そのような記録システムは、ＤＶＤシステムから知られ、そこ
では、フレームは１７２データワードと１０パリティワードを有し、そして、２０８フレ
ームがＥＣＣブロックを構成する。
【００１４】
　記録担体の実施例では、トラックは、図１９から２４を参照して以下に記載するフォー
マットに従ったマルチセッション情報を有する。
【００１５】
図２は、例えば、ＣＤ－Ｒ又はＣＤ－ＲＷのような、書き込み可能又は再書き込み可能な
形式の記録担体１１上に情報を書き込む記録装置を示す。装置は、記録担体上のトラック
を走査する記録手段が設けられ、この手段は、記録担体１１を回転させる駆動ユニット２
１、ヘッド２２、トラックの半径方向にヘッド２２を粗く位置決めする位置決めユニット
２５及び、制御ユニット２０を有する。ヘッド２２は、記録担体の情報層上のトラック上
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に放射スポット２３を集束させる光学要素を通して案内される放射ビーム２４を発生する
、知られた形式の光学系を含む。放射ビーム２４は、例えば、レーザダイオードのような
、放射源により発生される。ヘッドは、更に、前記ビームの光軸に沿って放射ビーム２４
の焦点を移動するフォーカシングアクチュエータと、トラックの中心上で半径方向にスポ
ット２３の位置を微調整するトラッキングアクチュエータを有する（図示していない）。
トラッキングアクチュエータは、光学部品を半径方向に移動するコイルを有し又は、代わ
りに反射部品の角度を変更するように配置される。情報を書き込むために、放射は記録層
に光学的に検出できるマークを生成するように制御される。読み出すためには、情報層に
より反射された放射は、読み出し信号と、更に前記トラッキング及びフォーカシングアク
チュエータを制御するトラッキング誤差及びフォーカシング誤差信号を含む検出器信号を
発生するために、ヘッド２２内で、例えば、４－四分円ダイオードのような、通常の形式
の検出器で検出される。読み出し信号は、情報を検索する出力ユニットために、復調器、
逆フォーマッター及び、を含む通常の形式の読み出し処理ユニット３０により処理される
。従って、読み出し情報の検索手段は、駆動ユニット２１、ヘッド２２、位置決めユニッ
ト２５及び、読み出し処理ユニット３０を有する。装置は、ヘッド２２を駆動する書き込
み信号を発生するために入力信号を処理する書き込み処理手段を有し、この手段は、入力
ユニット２７を有し、及び、フォーマッタ２８と変調器２９を含む変調手段を有する。制
御ユニット２０は、情報の記録と検索を制御しそして、ユーザ又はホストコンピュータか
らコマンドを受信するように配置される。制御ユニット２０は、例えば、システムバスの
ような、制御線２６を介して、前記入力ユニット２７へ、フォーマッタ２８及び、変調器
２９、読み出し処理ユニット３０へ及び、駆動ユニット２１へ及び、位置決めユニット２
５接続される。制御ユニット２０は、図３から２４を参照して以下に説明するように、本
発明に従った手順と機能を実行する、例えば、マイクロプロセッサ、プロメモリ及び、制
御ゲートのような、制御回路を有する。制御ユニット２０は、論理回路の状態マシンとし
ても実行されうる。書き込み動作中は、情報を表すマークが記録担体上に形成される。マ
ークは、例えば、色素、合金又は、相変化材料のような記録するときに得られる、周囲と
異なる反射係数の領域の形式、又は、光磁気材料の記録のときに得られる、周囲と異なる
磁化の方向を有する領域の形式のような、どのような光学的に読み出せる形式でも良い。
光ディスク上に記録するための情報の書き込み及び読み出しと使用できるフォーマット、
誤り訂正及びチャネル符号化規則は、例えば、ＣＤシステムのような、技術的に良く知ら
れている。マークは、通常はレーザダイオードからの、電磁放射のビーム２４を介して記
録層に発生されるスポット２３により形成されうる。ユーザ情報は、入力ユニット２７に
与えられ、これは、アナログオーディオ及び／又はビデオ又は、ディジタル未圧縮オーデ
ィオ／ビデオのような入力信号を圧縮する手段を有してもよい。適する圧縮手段は、ＷＯ
９８／１６０１４－Ａ１（ＰＨＮ１６４５２）でオーディオについて、そして、ＭＰＥＧ
２規格でビデオについて、記載されている。入力ユニット２７は、オーディオ及び／又は
ビデオを情報のユニットに処理し、これは、例えば、誤り訂正符号（ＥＣＣ）を加える及
び／又はインターリービングすることにより、（以下に記載されるように）制御データを
加えそして記録フォーマットに従ってデータをフォーマットするためにフォーマッタ２８
へ送られる。コンピュータアプリケーションについては、情報のユニットは、フォーマッ
タ２８と直接的にインターフェースされる。フォーマッタ２８の出力からのフォーマット
されたデータは、変調ユニット２９に送られ、これは、例えば、ヘッド２２を駆動する変
調された信号を発生する、チャネル符号化器を含む。更に、変調ユニット２９は、変調さ
れた信号に同期パターンを含める同期手段を有する。変調器２９の入力へ与えられたフォ
ーマットされたユニットは、アドレス情報を有し、そして、制御ユニット２０の制御下で
、記録担体上の対応するアドレス可能な位置に書き込まれる。制御ユニット２０は、記録
された情報ボリュームの位置を示す位置データを記録し且つ検索するように配置される。
この装置は、制御ユニット２０に接続されたマッピングユニット３１を有するマッピング
手段と、制御ユニット２０とマッピングユニット３１に接続された検出ユニット３２を有
する検出手段を有する。マッピングユニット３１は、以下に説明するように、現在のセッ
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ションのスタートゾーン内にセッション制御ブロックを書くためにフォーマッタ２８に接
続された出力３３を有する。検出ユニット３２は、セッションスタートプゾーンからセッ
ション制御ブロックを検出するために読み出し処理ユニット３０に接続された入力３４を
有する。検出ユニット３２は、現在存在するデータを含む新たなセッション制御ブロック
を発生するために検出されたセッション制御ブロックからデータを転送するためにマッピ
ングユニット３１へ接続されている。マッピングユニット３１は、セッションとも呼ばれ
る、情報ボリュームの状態と内容についてのボリュームデータ、特に前の閉じられたセッ
ションのスタート及びエンドアドレスとそのセッションの予約された領域に関する情報を
決定するように配置される。セッションアイテム（ＳＥＳ）を含むセッション制御ブロッ
クにボリュームデータを含むイントロゾーン（Ｉｎｔｒｏ　ｚｏｎｅ）を書き込むことに
より、最初にセッションが開かれ、ユーザデータが幾つかの書き込みコマンドにより書き
込まれそして、最終的に、全ての残りのブランクエリアを満たし、そして、以下に示すよ
うに、更なるセッション制御ブロックとクロージャブロックをそのボリュームのエンドゾ
ーンに記録することによりセッションが閉じられる。
【００１６】
　装置の実施例では、マッピングユニットは、セッション制御ブロックに前のセッション
アイテムを記録するように配置される。前のセッションアイテムは、図２２と２４を参照
して以下に記載するように、各閉じられたセッションについて含まれている。
【００１７】
　本発明に従った情報を記録するシステムの実施例は、次のようである。システムは、４
，７ギガバイト及び、９，４ギガバイトを有する１２０ｍｍの記録可能な光ディスクの機
械的、物理的及び、光学的な特性を規定する。それは、記録された及び未記録の信号の品
質、データのフォーマット及び、記録方法を規定し、それにより、そのようなディスクに
よる情報の相互交換を可能とする。データは、一度書き込まれそして、不可逆法を使用し
て、多数回読み出される。これらのディスクは、ＤＶＤ＋Ｒとして識別される。トラック
形状は次のようである。情報ゾーンと呼ばれる、記録可能な領域は、単一のらせんグルー
ブから形成されるトラックを含む。各トラックは、連続するらせんの３６０°のターンを
形成しなければならない。記録はグルーブになされなければならない。情報ゾーン内のト
ラックは、ウォブルと呼ばれる、公称の中心線からの位相変調シヌソイド偏差を含み、こ
れはアドレス－イン－プリグルーブ又は、ＡＤＩＰと呼ばれるアドレス情報を含む。トラ
ックは、情報ゾーン内で連続していなければならない。グルーブトラックは、半径２２，
０ｍｍ　ｍａｘ．で開始し、そして、５８，５０ｍｍ　ｍｉｎ．で終了しなければならな
い。トラックパスは、ディスクが反時計周りに回転するときに光学ヘッドから見て、内側
（リードインゾーンの先頭）から外側（リードアウトゾーンの最後）へ連続するらせんで
ある。トラックピッチは、隣接トラックの平均のトラック中心線の間で測定された距離で
ある。トラックピッチは、０，７４μｍ±０，０３μｍでなければならない。情報ゾーン
をわたり平均されるトラックピッチは、０，７４μｍ±０，０１μｍでなければならない
。トラックのウォブルは、公称の中心線からシヌソイド偏差であり、波長４，２６５６μ
ｍ±０，０４５０μｍ（３２チャネルビットに等しい）を有する。ウォブル正弦波を発生
する発振器の全高調波歪み（ＴＨＤ）は、≦－４０ｄＢである。ウォブルは、ウォブルサ
イクルを反転することにより位相変調される。ウォブル変調に含まれている情報は、アド
レス－イン－プリグルーブ又は、ＡＤＩＰと呼ばれる。
【００１８】
　図３は、ＡＤＩＰと情報ブロックの整列を示す。ディスク上に記録される情報ブロック
３７は、ウォブル３８内に変調されているＡＤＩＰ情報３９と整列していなければならな
い。９３のウォブルは、２同期フレームに対応し、これは情報ブロックの先頭である。各
９３ウォブルの、８ウォブルはＡＤＩＰ情報で位相変調される。更に、１ウォブルは３２
チャネルビット（＝３２Ｔ）に等しくそして、１つのＡＤＩＰユニット＝２同期ブロック
当りの８の変調されたウォブルである。
【００１９】
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　図４は、ＡＤＩＰワード構造を示す。５２ＡＤＩＰユニットは、１つのＡＤＩＰワード
に各々グループ化される。これは、１つのＡＤＩＰワードは、４×１３×２同期フレーム
≡４物理セクタ、を意味する。各ＡＤＩＰワードは、１つのＡＤＩＰ同期ユニット＋５１
のＡＤＩＰデータユニット、より構成される。ＡＤＩＰ同期ユニット＝ワード同期のため
の４反転ウォブル＋４モノトーンウォブル。ＡＤＩＰデータユニット＝ビット同期のため
の１反転ウォブル＋３モノトーンウォブル＋１データビットを表す４つのウォブル（０参
照）。
【００２０】
　ＡＤＩＰワードのデータビットに含まれる情報は、次のようである。
ビット１：このビットは予約されそしてゼロに設定される。
ビット２から２３：これらの２２ビットは物理アドレスを含む。データビット２は、最大
桁ビット（ＭＳＢ）でありデータビット２３は、最小桁ビット（ＬＳＢ）である。アドレ
スは、各次のＡＤＩＰワードについて１だけ増加する。情報ゾーン内の第１アドレスは、
物理アドレス（００Ｃ０００）が、半径
【００２１】
【数１】

に配置されているようにしなければならない。
ビット２４から３１：これらの８ビットは、例えば、記録制御情報のような、ディスクに
関する補助情報を含む。ディスクのデータゾーンとリードアウトゾーンでは、補助バイト
は（００）に設定される。ディスクのリードインゾーンでは、補助バイトは次のように使
用される：
２５６の連続するＡＤＩＰワードからのビット２４から３１は、２５６バイトの情報を有
する、１つのＡＤＩＰ補助フレームを構成する。各ＡＤＩＰ補助フレームの第１バイトは
、２５６の倍数である物理アドレス（物理アドレス＝（ｘｘｘｘ００））を有するＡＤＩ
Ｐワード内に配置されなければならない。２５６バイトの内容は、図７に示されている。
ビット３２から５１：これらの２０ビットは、ＡＤＩＰ情報についての誤り訂正パリティ
を含む。
【００２２】
　図５は、ＡＤＩＰ誤り訂正構造を示す。ＡＤＩＰ誤り訂正については、ＡＤＩＰデータ
ビットは、４－ビットのニブルにグループ化される。データビットのニブル配列へのマッ
ピングは図５に定義されている。ビット０は、ダミービットであり、これは、誤り訂正器
には、ゼロに設定されていると考えられる。ニブルに基づくＲＳ（１３，８，６）符号が
構成され、５パリティのニブルＮ８からＮ１２は、多項式Ｒ（ｘ）の剰余により定義され
る。
【００２３】
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【数２】

αは、原始多項式Ｐ（ｘ）＝ｘ４＋ｘ＋１の原始根００１０である。５パリティのニブル
Ｎ８からＮ１２の全てのビットは、記録前に反転される。
【００２４】
　図６は、ＡＤＩＰ変調規則を示す。ＡＤＩＰユニットは、８ウォブルサイクルの幾つか
を反転することにより、変調される。図６ａは、ＡＤＩＰの同期ワードの変調を示し、図
６ｂは、ＡＤＩＰのゼロのビットの変調を示し、そして、図６ｃはＡＤＩＰの１のビット
の変調を示す。ここで、
－ＰＷは、正のウォブルであり、これはディスクの内側に向かって開始する。
－ＮＷは、負のウォブルであり、これはディスクの外側に向かって開始する。
－全てのモノトーンウォブルはＰＷとして示されている。
【００２５】
　図７は、物理ディスク情報のテーブルを示す。物理ディスク情報は、上述のようにＡＤ
ＩＰに符号化されている。この情報は、図７に示されたように２５６バイトを有する。そ
れは、ディスク情報と、書き込みのための最適なレーザパワーレベルを決定するための最
適パワー制御（ＯＰＣ）アルゴリズムに使用される値を含む。この情報は、ディスクの初
期化中に制御データと呼ばれる記録可能ゾーン内にコピーされる。データ内容は、次のよ
うである。
バイト０－ディスクカテゴリー及びバージョン番号。
ビットｂ７からｂ４は、ディスクカテゴリーを規定し、ＤＶＤ＋Ｒディスクを示す、１０
１０に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、バージョン番号を規定し、バージョンを表す００００に設定され
る。
バイト1－ディスクサイズ及び最大転送レート。
ビットｂ７からｂ４は、ディスクサイズを規定し、１２０ｍｍディスクを示す００００に
設定される。
ビットｂ３からｂ０は、最大読み出し転送レートを規定し、最大読み出し転送レートを規
定されていないことを示す１１１１に設定される。
バイト２－ディスク構造。
ビットｂ７からｂ４は、００００に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、記録相の形式を規定し：ライトワンス記録層を示す、００１０に
設定される。
バイト３－記録密度
ビットｂ７からｂ４は、情報ゾーンの平均チャネルビット長を規定し、０，１３３μｍを
示す、００００に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、平均トラックピッチを規定し、平均トラックピッチ０，７４μｍ
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を示す、００００に設定される。
バイト４から１５－データゾーン配置。
バイト４は、（００）に設定される。
バイト５から７は、データゾーンの第１物理セクタのＰＳＮ１９６．６０８を規定する（
０３００００）に設定される。
バイト８は、（００）に設定される。
バイト９から１１は、データゾーンの最後の可能な物理セクタとしてＰＳＮ２．４９１．
７１１を規定する（２６０５３Ｆ）に設定される。
バイト１２から１５は、（００）に設定される。
バイト１６－（００）に設定される（００）。
バイト１７から１８は、予約。これらのバイトは予約されそして（００）に設定される。
バイト１９から２６は、ディスク製造者ＩＤ。これらの８バイトはディスクの製造者を示
す。使用されていないトレーリングバイトは、（００）に設定される。
バイト２７から２９－媒体形式ＩＤ。ディスク製造者は、異なる形式の媒体を有すること
ができ、これは、これらの３バイトで規定される。特定の形式のディスクは、このフィー
ルドで示される。
バイト３０－製品バージョン番号。このバイトは、２値表記での製品バージョン番号を規
定する。同じディスク製造者ＩＤと同じ製品ＩＤを有する全てのディスクは、製品バージ
ョン番号に関わらず、同じ記録特性を有しなければならない（小さな違いのみ許され：製
品バージョン番号は記録装置には無関係である）。このバイトが使用されない場合には、
（００）に設定される。
バイト３１は、使用している物理フォーマット情報バイトの数。このバイトは、物理フォ
ーマット情報のために実際に使用されているバイトの数を示す、１つの８－ビット２値数
を形成する。物理フォーマット情報の最初の５４バイトのみが使用されていることを示す
（３６）に設定される。
バイト３２－基準記録速度。このバイトは、ディスクの最も低い可能な記録速度を示し、
これは、基準速度ともよばれ、数ｎは、
ｎ＝１０×ｖｒｅｆ（ｎは整数値に丸められる）。基準書き込み速度が３，４９ｍ／ｓを
示す（２３）に設定される。
バイト３３－最大記録速度。このバイトは、ディスクの最も高い可能な記録速度を示し、
これは、数ｎは、
ｎ＝１０×ｖｒｅｆ（ｎは整数値に丸められる）。基準書き込み速度が８，４４ｍ／ｓを
示す（５４）に設定される。
バイト３４は、波長λＩＮＤ。このバイトは、
ｎ＝波長－６００
のような数ｎとして、続くバイト内の最適書き込みパラメータが決定される、レーザのナ
ノメートルでの波長を規定する。
バイト３５は予約。
バイト３６は、基準速度での最大読み出しパワーＰｒ。このバイトは、
ｎ＝２０×（Ｐｒ－０，７）
の数ｎとして、基準速度でのミリワットでの最大読み出しパワーＰｒを規定する。
バイト３７は、基準速度でのＰＩＮＤ。ＰＩＮＤは、ＯＰＣアルゴリズム内で使用される
Ｐｐｏの決定のための開始値である。このバイトは、
ｎ＝２０×（ＰＩＮＤ－５）のような数ｎとして、基準速度でのミリワットでのＰｐｏの
指示値ＰＩＮＤを規定する。
バイト３８は、基準速度でのβｔａｒｇｅｔ。このバイトは、βの目標値を規定し、
ｎ＝１０×βｔａｒｇｅｔ

のような数ｎとして、ＯＰＣアルゴリズムで使用される基準速度でのβｔａｒｇｅｔを規
定する。
バイト３９は、最大速度での最大読み出しパワーＰｒを示す。このバイトは、
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ｎ＝２０×（Ｐｒ－０，７）
のような数ｎとして、最大速度でのミリワットでの最大読み出しパワーＰｒを規定する。
バイト４０は、最大速度でのＰＩＮＤ。ＰＩＮＤは、ＯＰＣアルゴリズムで使用されるＰ
ｐｏの決定の開始値である。このバイトは、
ｎ＝２０×（ＰＩＮＤ－５）
のような数ｎとして、最大速度でのミリワットでのＰｐｏの指示値ＰＩＮＤを規定する。
バイト４１は、最大速度でのβｔａｒｇｅｔ。このバイトは、βの目標値を規定し、
ｎ＝１０×βｔａｒｇｅｔ

のような数ｎとして、ＯＰＣアルゴリズムで使用される基準速度でのβｔａｒｇｅｔを規
定する。
バイト４２は、基準速度での電流マーク≧４に対する、第１パルス継続時間Ｔｔｏｐ（≧
４）。このバイトは、基準速度での記録のために電流マークが４Ｔ又はそれより大きいマ
ークのときに、マルチパルストレイン（ｍｕｌｔｉ　ｐｕｌｓｅ　ｔｒａｉｎ）の第１パ
ルスの継続時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｔｏｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦４０
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト４３は、基準速度での電流マーク＝３に対する、第１パルス継続時間Ｔｔｏｐ（＝
３）。このバイトは、基準速度での記録のために電流マークが３Ｔマークのときに、マル
チパルストレインの第１パルスの継続時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｔｏｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦４０
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト４４は、基準速度でのマルチパルス継続時間Ｔｍｐ。このバイトは、基準速度での
記録のためにマルチパルストレインの第２パルスから最後から２番目のパルスの継続時間
を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｍｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦１６
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト４５は、基準速度での最後のパルス継続時間Ｔｌｐ。このバイトは、基準速度での
記録のためにマルチパルストレインの最後のパルスの継続時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｌｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦２４
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト４６は、基準速度での第１パルスリード時間ｄＴｔｏｐ。このバイトは、基準速度
での記録のためのデータパルスの第２のチャネルビットの後縁に対する、マルチパルスト
レインの第１パルスのリード時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×ｄＴｔｏｐ／Ｔｗ及び、０≦ｎ≦２４
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト４７は、基準速度での前のスペース＝３に対する、第１のパルス前縁補正ｄＴｌｅ
。このバイトのビット７からビット４は、基準速度での記録のために、前のスペースが３
Ｔスペースであったときの、マルチパルストレインの第１のパルスに対する前縁補正を規
定する。この値は、図８に従って、チャネルビットクロック期間の分数として表現される
。
バイト４８は、最大速度での電流マーク≧４に対する、第１パルス継続時間Ｔｔｏｐ（≧
４）。このバイトは、最大速度での記録のために電流マークが４Ｔ又はそれより大きいマ
ークのときに、マルチパルストレインの第１パルスの継続時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｔｏｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦４０
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト４９は、最大速度での電流マーク＝３に対する、第１パルス継続時間Ｔｔｏｐ（３
）。このバイトは、最大速度での記録のために電流マークが３Ｔマークのときに、マルチ
パルストレインの第１パルスの継続時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｔｏｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦４０
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
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バイト５０は、最大速度でのマルチパルス継続時間Ｔｍｐ。このバイトは、最大速度での
記録のためにマルチパルストレインの第２パルスから最後から２番目のパルスの継続時間
を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｍｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦１６
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト５１は、最大速度での最後のパルス継続時間Ｔｌｐ。このバイトは、最大速度での
記録のためにマルチパルストレインの最後のパルスの継続時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×Ｔｌｐ／Ｔｗ及び、４≦ｎ≦２４
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト５２は、最大速度での第１パルスリード時間ｄＴｔｏｐ。このバイトは、最大速度
での記録のためのデータパルスの第２のチャネルビットの後縁に対する、マルチパルスト
レインの第１パルスのリード時間を規定する。この値は、
ｎ＝１６×ｄＴｔｏｐ／Ｔｗ及び、０≦ｎ≦２４
のような数ｎとして、チャネルビットクロック期間の分数として、表現される。
バイト５３は、最大速度での前のスペース＝３に対する、第１のパルス前縁補正ｄＴｌｅ
。このバイトのビット７からビット４は、最大速度での記録のために、前のスペースが３
Ｔスペースであったときの、マルチパルストレインの第１のパルスに対する前縁補正を規
定する。この値は、図８に従って、チャネルビットクロック期間の分数として表現される
。
バイト５４から２５５は、予約－全て（００）である。これらのバイトは全て（００）に
設定される。
【００２６】
　図８は、前縁補正時間を示す。パラメータは、ｄＴｌｅと呼ばれそして、バイト４７に
図７で上述されている。このバイトのビット３からビット０は、００００に設定される。
規定されていないビットの組み合わせは、使用できない。
【００２７】
　図９は、記録担体セクタ番号付けを示す。記録可能領域は、情報ゾーンと呼ばれる。情
報ゾーンは、データ相互交換について関連するディスク上の全ての情報を含む。情報ゾー
ンは、１つ又はそれ以上のセッションを含む。各セッションは、３つの部分：リードイン
／イントロゾーン（Ｌｅａｄ－ｉｎ／Ｉｎｔｒｏ　Ｚｏｎｅ）、データゾーン及び、リー
ドアウト／クロージャゾーン（Ｌｅａｄ－ｏｕｔ／Ｃｌｏｓｕｒｅ　Ｚｏｎｅ）に分割さ
れる。両面ディスクでは、面当り１つの情報ゾーンがある。データゾーンは、ユーザデー
タを記録することが意図されている。リードインゾーンは、制御情報を含む。リードアウ
トゾーンは、連続する滑らかなリードアウトを可能としそして、制御情報も含む。内周及
び外周ドライブエリアは、ディスクのテストのためのものである。説明は、単一セッショ
ンディスクについて与えられる。そのようなディスクでは、リードインゾーン、データゾ
ーン及び、リードアウトゾーンは、情報が不可逆効果を使用して記録される、記録可能な
領域を構成する。マルチセッションディスクの例後は後に定義される。
【００２８】
　図１０は、記録された単一セッションディスクのレイアウトを示す。片面の及び両面デ
ィスクの各面の情報ゾーンは、内周ドライブエリア、リードイン、データゾーン、リード
アウトエリア及び、外周ドライブエリアに、副分割されている。半径は、ゾーンの第１（
又は最終）トラックの中心の公称値によりゾーンについて示されている。各ゾーンの第１
の物理セクタの物理セクタ番号（ＰＳＮ）が示されている。データゾーンは、最初のＰＳ
Ｎ（０３００００）を有する。ＰＳＮは、全体の情報ゾーン内で、各次の物理セクタにつ
いて１だけ増加される。
【００２９】
　図１１は、内周ドライブエリアを示す。内周ドライブエリアは、ディスクテストとＯＰ
Ｃアルゴリズムを実行するためにドライブにより使用されるディスクの最内周のゾーンで
ある。各部分の第１及び最終物理セクタの物理セクタ番号が、１６進と１０進表記で示さ
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れそして、各部分内の物理セクタの数は、１０進表記で示されている。以下の副分割が示
されている：
－初期ゾーン：このゾーンはブランクのままである。
－内周ディスクテストゾーン：ドライブテスティングとＯＰＣのために予約された１６３
８４物理セクタ。
－内周ディスクカウントゾーン：内周ディスクテストゾーンで実行されるＯＰＣアルゴリ
ズムの数を数えるために予約された４０９６物理セクタ。内周ディスクテストゾーン内の
ＥＣＣブロック又はその部分は、記録されており、ＥＣＣブロックは、内周ディスクカウ
ントゾーン内の４物理セクタを記録することにより、フラグが付される。
－内周ディスク管理ゾーン：オプションのドライブに特定な情報のために使用される４０
９６物理セクタ。このゾーンの最初の１６物理セクタは、全てメインデータが（００）に
設定される。内周ディスク管理ゾーンはドライブ情報、例えば、ドライブ識別子（ドライ
ブＩＤ）及びドライブ製造者により規定されたデータを含む。
－セッションマップゾーン：ディスク上のセッションと記録物の位置に関する情報を格納
する４０９６物理セクタ。このゾーンの最初の１６物理セクタは、全てのメインデータが
（００）に設定される。このゾーンは２つの部分から構成される：
パート１：は、全ての閉じられたセッションの位置を格納するのに使用されるセッション
マップブロック（ＳＥＭ）と呼ばれる１９１ＥＣＣブロックより構成される。
パート２：は、４セクタのユニットにグループ化された１０２４の物理セクタから構成さ
れ、各ユニットは、１つのＡＤＩＰワードに対応する。これらのユニットは、記録された
エリアインジケータとして使用される。
【００３０】
　図１２は、セッションマップブロック（ＳＥＭ）のフォーマットを示す。セッションが
閉じられるときはいつでも、最後のＳＥＭのすぐあとに続き、セッションマップゾーン内
の次のＥＣＣブロックは、全ての閉じられたセッションの位置が記録される。セッション
マップゾーンの最初のＥＣＣブロックは、第２のＥＣＣブロックについてのランインとし
て使用されねばならない。全ての１９１ブロックが使用された場合には、追加のセッショ
ンが追加されることできるが、しかし、ドライブは追加のセッションを見つける検索手順
を適用しなければならない。図は、各物理セクタについてのＳＥＭについての次の内容を
示す：
物理セクタ０／バイトＤ０からＤ０－コンテンツ記述子。これらのバイトは、セッション
ＤＣＢを識別し、そして、（５４４Ｆ４３００）に設定され、キャラクタ”ＳＤＣ”及び
バージョン番号０を表す。
物理セクタ０／バイトＤ４からＤ７－予約。（００）に設定される。
物理セクタ０／バイトＤ８からＤ３９－ドライブＩＤ。これらのバイトはドライブＩＤを
含む。
物理セクタ０／バイトＤ４０からＤ６３－予約。（００）に設定される。
物理セクタ０／バイトＤ６４からＤ２０４７－セッションアイテム。これらのバイトは、
各１６バイトの単位でグループ化される。１６バイトの各ユニットは、図１３に従って、
セッションアイテムを含むことが可能である。全ての未使用のバイトは、（００）に設定
される。
【００３１】
　図１３は、セッションアイテムを示す。セッションマップブロック（ＳＥＭ）は、ディ
スク上の各閉じられたセッションについてのセッションアイテムを含む。セッションアイ
テムは、次のように、増加する番号及びアドレスで順序付けされる：
バイトＢ０からＢ２：これらの３バイトはアイテム形式を規定しそして、キャラクタ”Ｓ
ＳＮ”を示す、（５３．５３．４Ｅ）に設定される。
バイトＢ３：このバイトは、このアイテムに規定されているセッションのシーケンス番号
を規定する。
バイトＢ４からＢ７：これらの４バイトは、このアイテムに規定されているセッションの
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データゾーン内の最初の物理セクタのＰＳＮを規定する。
バイトＢ８からＢ１１：これらの４バイトは、このアイテムに規定されているセッション
のデータゾーン内の最後の物理セクタのＰＳＮを規定する。
バイトＢ１２からＢ１５：これらの４バイトは、予約されそして（００）に設定される。
【００３２】
図１４は、記録エリアインジケータを示す。ＳＥＭブロック６１を記録するためのＳＥＭ
ゾーンの最後の部分の概略が示されている。マッピングエリア６０は、ＳＥＭゾーンの最
後に配置される。次のゾーン，即ち、ガードゾーン６２は、右端に示されている。マッピ
ング領域は、最も大きなアドレスで開始して記録される。記録された部分６４は、記録可
能エリアの記録された領域を示し、そして未記録部６３は未記録領域を示す。ディスクの
アクセスを高速化するために、記録装置は、ディスクのどの領域で最後に書き込まれたＥ
ＣＣブロックを見つけることができるかを知る必要がある。この目的のために、各エリア
が１つのＡＤＩＰワードに対応する、４物理セクタのサイズで記録されたエリアに基づい
て、マッピング領域が定義される。これらのエリアは、ランダムＥＦＭ信号で記録される
。記録されたＡＤＩＰワードの間でギャップが許されていない。１０２４物理セクタは、
この目的のために予約され、ディスクを最大２５６領域に分割することを可能とする。記
録されたエリアインジケータは、ＳＥＭゾーンの外側から、ＳＥＭゾーンの内側に向かっ
て使用される。”ＨＦ－検出”により、記録装置は、記録されたエリアインジケータの開
始位置を見つけそして、最後に記録されたＥＣＣブロックが見つかる領域を決定する。Ｐ
ＳＮ＝（０３００００）とＰＳＮ＝（２６０５３Ｆ）の間の６４０ＥＣＣブロックの各領
域は、１つの記録されたエリアインジケータに対応する。最後に記録されたＥＣＣブロッ
クを含むそれまでの全領域は、記録されたエリアインジケータにより示さされる。数学的
な形式では、最初の記録されたエリアインジケータが、ＰＳＮＲＡＩからＰＳＮＲＡＩ＋
３を有する物理セクタより構成される場合には、最後に記録されたＥＣＣブロックは、Ｐ
ＳＮ＝｛（０２Ａ４７Ｃ）－（ＰＳＮＲＡＩ）｝×（Ａ０）＋（０３００００）と
ＰＳＮ＝｛（０２Ａ４７Ｃ）－（ＰＳＮＲＡＩ）｝×（Ａ０）＋（０３０２８０）との間
で又は、１０進数表記では：
ＰＳＮ＝｛１７３１８０－ＰＳＮＲＡＩ｝×１６０＋１９６６０８と
ＰＳＮ＝｛１７３１８０－ＰＳＮＲＡＩ｝×１６０＋１９７２４８との間で見つけること
が可能である。
【００３３】
　図１５は、リードインゾーンを示す。リードインゾーンは、情報ゾーンの内周に配置さ
れている。未記録のディスクは、リードインゾーン内に記録されたデータはない。ディス
クの初期化又は第１のセッションを閉じた後に、リードインゾーンは以下のように記録さ
れる。図１５は、以下のように（図１１の表記のように）ゾーンとアドレスを示す。
－ガードゾーン１：ガードゾーンは、互換性について要求されるリードインゾーンの最小
量を生成するのに使用される。このゾーンは１４．８４８物理セクタを有し、全て、（０
０）に設定されているメインデータで満たされている。
－予約されたゾーン１：４０９６物理セクタが予約されそして、（００）に設定される。
－予約されたゾーン２：６４物理セクタが予約されそして、（００）に設定される。
－内周ディスク識別ゾーン：２５６物理セクタが、データ相互交換パーティーにより合意
された情報に対して予約されている。１つのＥＣＣブロックからの１６物理セクタの各組
みは、ディスク制御ブロック（ＤＣＢ）又は、全て（００）のメインデータで記録されて
いる。全て（００）のメインデータで記録されたものに続くこのゾーン内の各ＥＣＣブロ
ックも、全て（００）のメインデータで記録される。
－予約されたゾーン３：６４物理セクタが予約されそして、（００）に設定される。
－基準コードゾーン：記録された基準コードゾーンは、ディスク上に特定のチャネルビッ
トパターンを発生する２つのＥＣＣブロックからの３２物理セクタより構成される。これ
は、各対応するデータフレームの全ての２０４８メインデータバイトを（ＡＣ）に設定す
ることにより達成される。更に、各ＥＣＣブロックの最初にデータフレームの最初の１６
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０メインデータバイトを除き、これらのデータフレームにスクランブリングは適用されな
い。
－バッファゾーン１：このゾーンは、３０ＥＣＣブロックからの４８０物理セクタより構
成される。このゾーンのデータフレームのメインデータは全て（００）に設定される。
－制御データゾーン：このゾーンは、１９２ＥＣＣブロックからの３０７２物理セクタよ
り構成される。各ＥＣＣブロックの１６物理セクタの内容は、１９２回繰返される。
－バッファゾーン２：このゾーンは、３２ＥＣＣブロックからの５１２物理セクタより構
成される。このゾーンのデータフレームのメインデータは全て（００）に設定される。
【００３４】
　図１６は、制御データブロックの構造を示す。最初の２０４８バイトは物理フォーマッ
ト情報を示し、その内容は図７に与えられている。次の２０４８バイトはディスク製造者
情報を構成する。最後の１４ｘ２０４８バイトは、コンテンツ提供者情報のために利用で
きる。装置の実施例では、コンテンツ提供者情報の２８．６７２バイトはセロ（００）に
設定される。ホストから受信されたデータは、阻止されそして、このフィールドに記録さ
れない。これは、例えば、ＤＶＤビデオディスクのビデオを復号する復号鍵のような、秘
密の性質のデータが、ここに記録されるのを防止する。物理フォーマット情報は、ディス
ク及びフォーマット情報を含む。バイト０から２５５の情報は、ディスクのファイナリゼ
ーション又は第１のセッションを閉じている間に、ＡＤＩＰ補助データからコピーされ、
そして、ディスク又は第１のセッションの実際の状態（例えば、デーゾーンの実際の最後
）を反映する。全２５６バイトは、以下のバイトを除いて、図７に定義された物理ディス
ク情報と、同じ定義と内容を有する。
バイト０－ディスクカテゴリー及びバージョン番号。
ビットｂ７からｂ４は、ＤＶＤ＋Ｒディスクを示すディスクカテゴリーを規定する。
ビットｂ３からｂ０は、システム記述のバージョン番号を規定する。
バイト１－ディスクサイズ及び最大転送レート。
ビットｂ７からｂ４は、ディスクサイズを規定する、００００に設定され、１２０ｍｍデ
ィスクを示す。
ビットｂ３からｂ０は、最大読み出し転送レートを規定する。これらのビットは、応用に
より必要とされる最大読み出し速度に依存して、以下の値の１つに設定されうる。
００００：２，５２Ｍｂｉｔｓ／ｓの最大転送レート。
０００１：５，０４Ｍｂｉｔｓ／ｓの最大転送レート。
００１０：１０，０８Ｍｂｉｔｓ／ｓの最大転送レート。
１１１１：最大転送レートは規定されない。
他の全ての組合せは予約されそして、使用されない。
バイト２－ディスク構造。
ビットｂ７からｂ４は、００００に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、記録層の形式を規定する：それらは００１０に設定され、ライト
ワンス記録層を示す。
バイト４から１５－データゾーン配置。
バイト４は、（００）に設定される。
バイト５から７は、データゾーンの第１物理セクタのＰＳＮ１９６．６０８を規定する（
０３００００）に設定される。
バイト８は、（００）に設定される。
バイト９から１１は、第１のセッションのデータゾーンの最後の物理セクタのセクタ番号
を規定する。
バイト１２から１５は、（００）に設定される。
バイト２５６から２０４７－予約。これらの残りのバイトは、ＡＤＩＰ情報を関係がなく
、（００）に設定される。
【００３５】
　図１７は、リードアウトゾーンを示す。一番上には、ユーザデータを記録するデータゾ
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ーン７０が示されている。データゾーンは、ユーザデータエリアの２．２９５．１０４物
理セクタを有する。データゾーンの開始半径は、ＡＤＩＰ物理アドレス（００Ｃ０００）
の位置により決定される。データゾーンの後に、リードアウトゾーンが続く。リードアウ
トゾーンは情報ゾーンの外側に配置されている。図１７は、次の部分を示す：
－バッファゾーン３：この記録されたゾーンは、７６８物理セクタより構成される。バッ
ファゾーン３の最後の可能な開始位置は、（２６０５４０）である。このゾーンのデータ
フレームのメインデータは、全て（００）に設定されている。
－外周ディスク識別ゾーン：データを相互交換するパーティにより合意された情報につい
て予約された２５６物理セクタ。１つのＥＣＣブロックからの１６物理セクタの各組みは
、ディスク制御ブロック（ＤＣＢ）又は全て（００）のメインデータで記録されている。
このゾーンの内容は、最後の内周セッション識別ゾーンの内容（又は、単一セッションデ
ィスクの場合には、内周ディスク識別ゾーンの内容）に等しい。
－ガードソーン２：このガードゾーンは、ユーザデータを含む情報ゾーンから、テスト書
き込みゾーンを分離する保護として使用される。このゾーンは、（００）に設定されたメ
インデータで埋められる。このゾーンは、最小の４０９６物理セクタを含む。
－外周ドライブエリア：外周ドライブエリアは、ディスクテストとＯＰＣアルゴリズムを
実行するために、ドライブにより使用される、ディスクの最外周のゾーンである。
【００３６】
　図１８は、外周ドライブエリアを示し、ガードゾーン２で開始する。以下の部分が示さ
れている：
－外周ディスク管理ゾーン：オプションのドライブに特定の情報のために使用される、４
０９６物理セクタ。このゾーンへの最初の１６物理セクタは、全て（００）で設定された
メインデータで満たされている。このゾーンは、内周ディスク管理ゾーン（０参照）と同
様に使用されることが可能である。
－外周ディスクカウントゾーン：外周ディスクテストゾーンで実行されるＯＰＣアルゴリ
ズムの数を数えるための予約された４０９６物理セクタ。
－外周ディスクテストゾーン：ドライブテストとＯＰＣアルゴリズムに対して予約された
１６３８４物理セクタ。外周ディスクテストゾーンのＥＣＣブロック又はその部分が記録
されたときはいつでも、ＥＣＣブロックは、外周ディスクカウントゾーンに４物理セクタ
を記録することによりフラグ付けされる。
－ガードゾーン３：このゾーンは、ブランクのまま残る。
【００３７】
　図１９は、マルチセッションディスクの情報ゾーンのレイアウトを示す。ディスク上に
は、１つ以上のセッションが存在でき：セッション１、セッション２及び、最後のセッシ
ョンＮが示されている。イントロ（Ｉｎｔｒｏ）及びクロージャ（Ｃｌｏｓｕｒｅ）を有
するセッションは、閉じられたセッションと呼ばれる。第１のセッションは、イントロゾ
ーンの代わりにリードインゾーンが先行し、最終セッションは、クロージャゾーンの代わ
りにリードアウトゾーンが続く。一旦リードアウトゾーンが記録されると、そのディスク
は”ファイナライズされた”と呼ばれ、そして、ディスクへの追加の記録は許されない。
イントロ及びクロージャのないセッションは、オープンセッションと呼ばれる。全てのセ
ッションは、オープンセッションであることが許されている最後のものを除いては、閉じ
られたセッションでなければならない。ユーザデータは、オープンセッションにのみ追加
されることが可能である。全てのセッションが閉じられる場合には、新たなオープンセッ
ションが追加されることが可能である。最初の閉じられたセッションは、図１５に記載の
ように、リードインを有する。続く閉じられたセッションは、以下に規定のようにイント
ロを有しなければならない。各閉じられたセッションは、図１７を参照して記載のように
リードアウトを有する最終セッションを除いて、以下に定義するように、クロージャを有
する。
【００３８】
　ＰＳＮ３００００で開始する第１のセッション後に発生する各新たなセッションは、イ
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ントロゾーン内で開始する。イントロゾーンは、バッファゾーンＡ、内周セッション識別
ゾーン、セッション制御データゾーン、及び、バッファゾーンＢより構成される。イント
ロゾーンの全物理セクタは、図９を参照して記載したようにデータゾーンであるかのよう
にイントロゾーンを識別する、ゼロゼロに設定されているデータフレームのビットｂ２７
とｂ２６を有する。バッファゾーンＡは、（００）に設定されている６４物理セクタより
構成される。内周セッション識別ゾーンは、データ相互交換パーティにより合意された情
報について予約された２５６物理セクタより構成される。ＥＣＣブロックからの１６物理
セクタの各組は、ディスク制御ブロック（ＤＣＢ）（図２１参照）又は、全て（００）の
メインデータで記録されている。全て（００）のメインデータで記録されたものに続くこ
のゾーン内の各ＥＣＣブロックも、全て（００）のメインデータで記録されている。セッ
ション制御データゾーンは、４０ＥＣＣブロックからの６４０物理セクタで構成される。
各ＥＣＣブロックの１６物理セクタの内容は、４０回繰返される。制御データブロックの
構造は、図１６に示されている。最後に、バッファゾーンＢは、（００）に設定されてい
る６４物理セクタより構成される。
【００３９】
　各セッションは、２つの部分：バッファゾーンＣと外周セッション識別ゾーン、より構
成されるクロージャゾーンで終了する。クロージャゾーン内の全ての物理セクタは、ゼロ
ゼロに設定されたデータフレームのビットｂ２７とｂ２６を有し、それがデータゾーンの
場合のように、クロージャゾーンを識別する。バッファゾーンＣは、（００）に設定され
た７６８物理セクタより構成される。外周セッション識別ゾーンは、データを相互交換す
るパーティにより合意された情報について予約された２５６物理セクタより。構成される
ＥＣＣブロックからの１６物理セクタの各組は、ディスク制御ブロック（ＤＣＢ）（図２
１参照）又は全て（００）のメインデータで記録されている。このゾーンの内容は、最後
の内周識別ゾーンの内容と同じである。
【００４０】
　本発明に従ったライトワンス形式の記録担体、例えば、ＤＶＤ＋Ｒディスクは、ディス
クの内周からディスクの外周へ向かって順次に記録される。読み出し専用装置との互換性
は、ディスクがリードインゾーンを有し、全てのセッションが閉じられそして、リードイ
ンゾーンの開始とリードアウトゾーンの終了の間にブランクの領域がないときにのみ、達
成される。
【００４１】
　図２０は、開かれた（オープン）セッションｎの詳細を示す。新たなデータが、データ
をオープンセッションに追加することにより、ディスクに追加される。全セッションが閉
じられた場合には、新たなセッションが開かれる。新たなセッションは、バッファゾーン
Ａと内周セッション識別ゾーンの最初のＥＣＣブロック内のＳＤＣＢ（セッションディス
ク制御ブロック、図２２参照）を記録することにより開かれる。更にイントロのバッファ
ゾーンＢが記録される。ブランクディスク上の最初のセッションは、予約されたゾーン２
に加えて内周ディスク識別ゾーンの最初のＥＣＣブロックにＳＤＣＢを記録することによ
り開かれ、そして、更にブランクディスクの最初のセッションの場合には、リードインゾ
ーンのバッファゾーン２が記録される。データゾーンに追加されるユーザデータは、デー
タゾーンに前に書きこまれたユーザデータに又は、予約エリアの１つに前に書きこまれた
データにすぐにリンクされる。記録された領域が予約されたエリアに先行する場合には、
追加のＥＣＣブロックが、記録された領域の最初のＥＣＣブロックに対するランインとし
て必要である。追加のＥＣＣブロックは、記録された領域の部分として考えられねばなら
ず、そしてこれゆえに、先行する予約されたエリアには属しない。
【００４２】
　更なるユーザデータが記録される必要がないときには、セッションが閉じられうる。Ｄ
ＶＤ－ＲＯ装置との互換性が望ましいときには、ディスク上の全てのセッションは閉じら
れる。セッションは、リードイン／イントロゾーンに全ての残りの部分を記録しそして、
クロージャゾーンを追加することにより閉じられる。リードインゾーン又はイントロゾー
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ンでは、制御データゾーンは記録されるべきである。各イントロで、セッション制御デー
タゾーンは、物理フォーマット情報の以下の設定で、図１５を参照して上述したようなフ
ォーマットに従って、４０ＥＣＣブロックで記録される：
バイト０－ディスクカテゴリ及びバージョン番号。
ビットｂ７からｂ４は、ディスクカテゴリを規定し、それらは、ＤＶＤ＋Ｒディスクを示
す、予め定められた値に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、バージョン番号を規定し、それらは、標準のバージョン番号を示
す、予め定められた値に設定される。
バイト１－ディスクサイズ及び最大転送レート。
ビットｂ７からｂ４は、ディスクサイズを規定し、それらは、１２０ｍｍディスクを示す
、００００に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、最大読み出し転送レートを規定する。
これらのビットは、以下の値の１つに設定される（応用により必要とされる最大読み出し
速度に依存する）：
００００：２，５２Ｍｂｉｔｓ／ｓの最大転送レート。
０００１：５，０４Ｍｂｉｔｓ／ｓの最大転送レート。
００１０：１０，０８Ｍｂｉｔｓ／ｓの最大転送レート。
１１１１：最大転送レートは規定されない。
他の全ての組合せは予約されそして、使用されない。
バイト２－ディスク構造。
ビットｂ７からｂ４は、００００に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、記録層の形式を規定する：それらは００１０に設定され、ライト
ワンス記録層を示す。
バイト３－記録密度。
ビットｂ７からｂ４は、情報ゾーンの平均チャネルビット長を規定し、それらは、０，１
３３μｍを示す、００００に設定される。
ビットｂ３からｂ０は、平均トラックピッチを規定し、それらは、０，７４μｍの平均ト
ラックピッチを示す、００００に設定される。
バイト４から１５－データゾーン配置。
バイト４は、（００）に設定される。
バイト５から７は、現在のセッションのデータゾーンの第１物理セクタのセクタ番号を規
定する。
バイト８は、（００）に設定される。
バイト９から１１は、現在のセッションのデータゾーンの最後の物理セクタのセクタ番号
を規定する。
バイト１２から１５は、（００）に設定される。
バイト１６から２５５－予約－全て（００）。
これらのバイトは、ＡＤＩＰ情報からコピーされず、（００）に設定される。
バイト２５６から２０４７－予約－全て（００）。
これらの残りのバイトは、ＡＤＩＰ情報を関係がなく、全て（００）に設定される。
ディスク製造情報とコンテンツ提供者情報は、上述のようである。
【００４３】
　クロージャゾーンは次のように定義される。閉じるセッションで、バッファゾーンＣは
、外周セッション識別ゾーンと共に記録される。
【００４４】
　これ以上のセッションが記録されないときには、ユーザはディスクのファイナライズを
決定できる。ディスクがファイナライズされるときには、クロージャゾーンの代わりに、
リードアウトゾーンが、図１７を参照して上述したように、記録される。ディスクをファ
イナライズした後に、もはやデータの追加は可能ではない。
【００４５】
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　図２１は、ディスクコントロールブロックの一般的なフォーマットを示す。ディスク制
御ＥＣＣブロック（ＤＣＢ）は、データを相互交換するパーティーの間での相互交換のた
めに追加情報を含めるためにディスク上の構造として設けられる。ＤＣＢは、ディスク又
はセッションの内周及び外周識別ゾーンに記録される。全ＤＣＢは、最初の４０データバ
イトについて同じフォーマットを有する。特別なＤＣＢが、セッションの状態を反映する
ために定義される。ディスク制御ブロックが更新されなければならないときには、代わり
のＤＣＢが、内周セッション識別ゾーンの最後に書きこまれたＤＣＢのすぐあとに続いて
書きこまれる。一旦セッションが閉じられると、ＤＣＢをもはや更新できない。各ディス
ク制御ブロックのメインデータは、次のように規定される（図２１参照）：
バイトＤ０からＤ３－コンテンツ記述子。
－（００００００００）に設定される場合には、ＤＣＢは使用されない。内周又は外周識
別ゾーン内の全ての後続のＤＣＢのコンテンツ記述子は、（００００００００）に設定さ
れ。全ての残りのバイト、物理セクタ０のＤ４からＤ２０４７及び、物理セクタ１から１
５のＤ０からＤ２０４７は、（００）に設定される。
－（５３４４４３００）に設定される場合には、このＤＣＢは以下のように定義されるセ
ッションＤＣＢ（ＳＤＣＢ）である。
－コンテンツ記述子の全ての他の値は、予約される。
内周又は外周識別ブロックに加えられる各新たなＤＣＢは、最初の有効な未書き込みのＤ
ＣＢ位置へ書きこまれる。
セッションの内周識別ゾーンの（００００００００）に設定されていないコンテンツ識別
子を有する各ＤＣＢは、それぞれのセッションの外周識別ゾーン内の同一のＤＣＢを有す
る。内周識別ゾーンのＤＣＢの順序は、外周識別ゾーン内の順序と同じである。
バイトＤ４からＤ７－知られていないコンテンツ記述子動作。
－これらのビットは、コンテンツとＤＣＢの使用は知られていない（即ち、コンテンツ記
述子は、知られた割当て値に設定されていない）ときに、要求される動作を規定するため
に設けられる。これらのバイトは、３２の個々のビットより構成されるフィールドを構成
する。
ビットｂ３１からｂ４は予約。これらのビットは、全てゼロに設定される。
ビットｂ３は、ＤＣＢ再書き込み、１に設定されていつ場合には、現在のＤＣＢの置換が
許されず、それ以外は、ゼロに設定される。
ビットｂ２は、フォーマッティング、１に設定されている場合には、ディスクの再フォー
マッティングが許されず又は不可能であり、それ以外は、ゼロに設定される。
ビットｂ１は、ＤＣＢリード保護、１に設定されている場合には、このＤＣＢ内の情報は
そのドライブのみにより使用されることを意味しそしてそのドライブ外に転送されず、そ
れ以外は、ゼロに設定される。
ビットｂ０は、データゾーンライト、１に設定されている場合には、データゾーン内で記
録が許されておらず、それ以外は、ゼロに設定される。
バイトＤ８からＤ３９は、ドライブＩＤ。
－バイトＤ８からＤ３９は、唯一の識別子を含み、ＤＣＢを書いたドライブを識別するこ
の。唯一のドライブ識別子のフォーマットは、次のようである：バイトＤ８からＤ２３は
、ドライブの製造者を識別する。バイトＤ２４からＤ３５は、ドライブのモデル名／形式
番号を識別する。バイトＤ３６からＤ３９は、ドライブの唯一のシリアル番号を含む。４
バイトは、１つの３２－ビット２値番号を構成する。
－バイトＤ４０からＤ２０４７はコンテンツ記述子に特定である。バイトは、実際のコン
テンツ記述子値を有するＤＣＢについての記述により規定される。
物理セクタ１から１５：バイトＤ０からＤ２０４７は、コンテンツ記述子に特定である。
バイトは、実際のコンテンツ記述子値を有するＤＣＢについてのフォーマット記述により
規定される。
【００４６】
　図２２は、セッションディスク制御ブロック（ＳＤＣＢ）のフォーマットを示す。セシ
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ョンのリードイン／イントロゾーンとリードアウト／クロージャゾーンの両方は、そのセ
ッションのセッションマップを含むＳＤＣＢを含む。内周と外周セッション識別ゾーンの
ＳＤＣＢは、同一であり、以下のような内容を有する：
物理セクタ０／バイトＤ０からＤ３－コンテンツ記述子。これらのバイトは、セッション
ＤＣＢを識別しそして、（５３４４４３００）に設定され、キャラクタ”ＳＤＣ”とバー
ジョン番号０を表す。
物理セクタ０／バイトＤ４からＤ７－知られていないコンテンツ記述子動作。このバイト
は、（０００００００Ｄ）に設定され、このＤＣＢがシステムに知られていないかどうか
を示し、ＤＣＢは置換されず、ディスクは再フォーマットできず、データゾーンへの書き
こみは許されておらず、しかし、ドライブからホストコンピュータへＤＣＢ情報を転送す
ることは許されている。
物理セクタ０／バイトＤ８からＤ３９－ドライブＩＤ。これらのバイトは、上述の図２１
で規定されたように、バイトＤ８からＤ３９にドライブＩＤを含む。
物理セクタ０／バイトＤ４０からＤ４１－セッション番号。これらのバイトは、ＳＤＣＢ
が属するセッションのシーケンス番号を規定する。第１セッションはシーケンス番号１を
有し、そして、各後続のセッション番号は１づつ増加する。
物理セクタ０／バイトＤ４２からＤ６３－予約。これらのバイトは予約されそして、（０
０）に設定される。
物理セクタ０／バイトＤ６４からＤ９５－ディスクＩＤ。第１セッションのリードインゾ
ーン内の内周ディスク情報ゾーン内のＳＤＣＢには、これらの３２バイトがランダムな、
統計的に唯一の、２５６－ビット２値番号が、ディスクの初期化（第１セッションを開く
とき）で、記録される。各次のセッションのイントロ内の内周セッション識別ゾーンのＳ
ＤＣＢには、バイトＤ６４からＤ９５は、全て（００）に設定される。
物理セクタ０／バイトＤ９６からＤ１２７－応用に依存するフィールド。このフィールド
は、３２バイトよりなり、特定のコピー保護データのような情報を格納するために応用に
より使用されるために予約される。この設定が応用により規定されない場合には、このバ
イトは（００）に設定される。各セッションで、これらのバイトは独立に設定される。
物理セクタ０／バイトＤ１２８からＤ２０４７－セッションアイテム（ＳＥＳ）である。
これらのバイトは、各１６バイトの単位でグループ化される。１６バイトの各ユニットは
、２つの異なるＳＥＳアイテムの内の１つを含む：
－現在のセッションの予約された領域を規定する、予約されたエリアアイテム、
－前のセッションの開始と終了アドレスを規定する前のセッションアイテム。
未使用の全てのバイトは、（００）に設定される。
【００４７】
　図２３は、予約されたエリアアイテムを示す。ＳＤＣＢは、１つ以上の予約されたエリ
アアイテムを含むことが可能である。予約されたエリアがない場合には、予約されたエリ
アアイテムはない。新たな予約されたエリアが現在オープンのセッションに追加されねば
ならない場合には、新たなＳＤＣＢが、最後のＳＤＣＢのすぐ後に続き、現在のセッショ
ンの内周識別ゾーンに書きこまれる。内周識別ゾーンに最後に書きこまれたＳＤＣＢは、
有効なＳＤＣＢである。セッション内の予約されたエリアオーバーラップされない。予約
されたエリアアイテムは、昇順のアドレスに順序付けされる。図は、次のような予約され
たエリアのレイアウトを示す：
バイトＢ０からＢ２：これらの３バイトは、アイテム形式を識別しそして、（５２５３５
６）に設定され、キャラクタ”ＲＳＶ”を示す。
バイトＢ３：このバイトは、予約されたエリアのシーケンス番号を規定する。セッション
の第１の予約されたエリアはシーケンス番号１を有しそして、各続く予約されたエリア番
号は、１づつ増加する。
バイトＢ４からＢ７：これらの４バイトは、このアイテムに規定される予約されたエリア
に属する最初の物理セクタのＰＳＮを規定する。
バイトＢ８からＢ１１：これらの４バイトは、このアイテムに規定される予約されたエリ
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アに属する最後の物理セクタのＰＳＮを規定する。
バイトＢ１２からＢ１５：これらの４バイトは、予約されそして（００）に設定される。
【００４８】
　図２４は、前のセッションアイテムを示す。ＳＤＣＢは、現在のセッションに先行する
各セッションに対する前のセッションアイテムを含む。最初のセッションのＳＤＣＢは、
前のセッションアイテムを含まない。前のセッションアイテムは、昇順のアドレスに順序
付けされる。図は、次のような前のセッションアイテムのレイアウトを示す：
バイトＢ０からＢ２：これらの３バイトは、アイテム形式を識別しそして、（５３５３４
Ｅ）に設定され、キャラクタ”ＳＳＮ”を示す。
バイトＢ３：このバイトは、このアイテムに規定された前のセッションのシーケンス番号
を規定する。
バイトＢ４からＢ７：これらの４バイトは、このアイテムに規定される前のセッションの
データゾーン内の最初の物理セクタのＰＳＮを規定する。
バイトＢ８からＢ１１：これらの４バイトは、このアイテムに規定される前のセッション
のデータゾーン内の最後の物理セクタのＰＳＮを規定する。
バイトＢ１２からＢ１５：これらの４バイトは、予約されそして（００）に設定される。
【００４９】
本発明を、主にＤＶＤ＋Ｒを使用して実施例により説明したが、同様な実施例は、他の光
記録システムについて適する。情報担体については、光ディスクが記載されているが、磁
気ディスク又はテープのような、他の媒体も使用できる。この文書中で単語”含む”、”
有する”は、記載されていない他の構成要素又はステップの存在を除外せず、構成要素の
前の単語”ａ”、”ａｎ”は、複数のそのような要素の存在を除外せず、参照符号は請求
項の範囲を限定せず、本発明はハードウェアとソフトウェアの両方で実行されことができ
、そして、幾つかの”手段”はハードウェアの同じアイテムで表現されることは、注意す
る。更に、本発明の範囲は、実施例に限定されず、本発明は、上述の各々の新しい特徴又
は特徴の組み合わせを有する。
 
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１ａ】記録担体を示す（上面図）。
【図１ｂ】記録担体を示す（断面図）。
【図２】記録装置を示す。
【図３】ＡＤＩＰと情報ブロックの整列を示す。
【図４】ＡＤＩＰワード構造を示す。
【図５】ＡＤＩＰ誤り訂正構造を示す。
【図６】ＡＤＩＰ変調規則を示す。
【図７】物理的ディスク情報のテーブルを示す。
【図８】前縁補正時間を示す。
【図９】記録担体セクタ番号付けを示す。
【図１０】記録された単一セッションディスクのレイアウトを示す。
【図１１】内周ドライブエリアを示す。
【図１２】セッションマップブロックのフォーマットを示す。
【図１３】セッションアイテムを示す。
【図１４】記録エリアインジケータを示す。
【図１５】リードインゾーンを示す。
【図１６】制御データブロックの構造を示す。
【図１７】リードアウトゾーンを示す。
【図１８】外周ドライブエリアを示す。
【図１９】マルチセッションディスクの情報ゾーンのレイアウトを示す。
【図２０】開かれたセッションｎの詳細を示す。
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【図２１】ディスクコントロールブロック（ＤＣＢ）の一般的なフォーマットを示す。
【図２２】セッションＤＣＢ（ＳＤＣＢ）のフォーマットを示す。
【図２３】予約されたエリアアイテムを示す。
【図２４】前のセッションアイテムを示す。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】

【図２１】
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【図２２】

【図２３】

【図２４】
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