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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録担体のトラック上に情報を記録する装置であって、
　前記記録担体は、前記記録担体に関する情報を含むディスク情報領域を有し、
　前記装置は前記ディスク情報領域を読むディスク情報読み出し手段を有し、
　前記ディスク情報読み出し手段は、前記ディスク情報領域中の少なくとも１つの拡張情
報ブロックを読み出すようにされ、前記拡張情報ブロックは、少なくとも１つの付加パラ
メータと、前記付加パラメータの定義を示すブロックバージョン番号標識とを有し、前記
ディスク情報読み出し手段は更に、前記付加パラメータを解釈することが可能であるかを
前記ブロックバージョン番号標識から決定し、前記付加パラメータを解釈することが可能
でない場合には、前記付加パラメータに代えて、前記ディスク情報領域中の標準パラメー
タを使用するように構成されていることを特徴とする、装置。
【請求項２】
　前記ディスク情報読み出し手段は、記録担体の前記ディスク情報領域を読むようにされ
、前記ディスク情報領域は、前記拡張情報ブロックの存在及び位置を示す拡張情報標識を
有することを特徴とする、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記ディスク情報読み出し手段は、記録担体の前記ディスク情報領域を読むようにされ
、前記ディスク情報領域は、１つよりも多い拡張情報ブロックを有すること、及び、拡張
情報ブロックのブロックバージョン番号の所定の値は、当該パラメータブロックが先行す
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る拡張情報ブロックの続きであることを示すことを特徴とする、請求項１又は２記載の装
置。
【請求項４】
　前記ディスク情報読み出し手段は、記録担体の前記ディスク情報領域を読むようにされ
、前記ディスク情報領域は６つの拡張情報ブロックを有することを特徴とする、請求項１
乃至３のうちいずれか一項記載の装置。
【請求項５】
　記録担体のトラック上に情報を記録する方法であって、
　前記記録担体は、前記記録担体に関する情報を伴うディスク情報領域を有し、前記方法
は前記ディスク情報領域を読む段階を有し、
　前記方法は更に、前記ディスク情報領域中の少なくとも１つの拡張情報ブロックを読む
段階を有し、前記拡張情報ブロックは、少なくとも１つの付加パラメータと、前記付加パ
ラメータの定義を示すブロックバージョン番号標識とを有し、前記ブロックバージョン番
号標識から、前記付加パラメータを解釈することが可能であるかが決定され、前記付加パ
ラメータを解釈することが可能でない場合には、前記付加パラメータに代えて、前記ディ
スク情報領域中の標準パラメータが使用される、ことを特徴とする、方法。
【請求項６】
　記録担体の前記ディスク情報領域を読む段階を有し、前記ディスク情報領域は６つの拡
張情報ブロックを有することを特徴とする、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、記録担体の前記ディスク情報領域を読む段階を有し、前記ディスク情報領
域は、前記拡張情報ブロックの存在及び位置を示す拡張情報標識を有することを特徴とす
る、請求項５又は６記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、記録担体の前記ディスク情報領域を読む段階を有し、前記ディスク情報領
域は、１つよりも多い拡張情報ブロックを有すること、及び、拡張情報ブロックのブロッ
クバージョン番号の所定の値は、当該のパラメータブロックが先行するパラメータブロッ
クの続きであることを示すことを特徴とする、請求項５乃至７のうちいずれか一項記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録担体のトラック上に情報を記録する装置であって、記録担体は、記録担
体に関する情報を含むディスク情報領域を有し、装置はディスク情報領域を読むディスク
情報読み出し手段を有する装置に関する。
【０００２】
　本発明は更に、情報を記録するトラックを有する記録担体であって、記録担体に関する
情報を含むディスク情報領域を有する記録担体に関連する。
【０００３】
　本発明は更に、記録担体のトラック上に情報を記録する方法であって、記録担体は、記
録担体に関する情報を伴うディスク情報領域を有し、方法は、ディスク情報領域を読む段
階を有する方法に関連する。
【背景技術】
【０００４】
　記録担体上に情報信号を記録する装置及び記録担体は、特許文献１から公知である。記
録担体には、適切な記録担体材料に必要な書き込み信号波形を示す読み出し可能な調整情
報が予め記録されている。情報信号を記録する装置は、情報信号の記録の前の時間間隔中
に、記録担体上のかかる調整情報を読み出す読み出し装置を有する。記録装置は更に、書
き込み信号と情報信号の間の関係を適応させることにより、読み出された調整情報に従っ
て書き込み信号波形を調整する調整回路を有する。このように、記録の前に、書き込み信
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号波形は、そのときに装置内に存在する記録担体に対して常に自動的に調整される。読み
出し可能な調整情報は、書き込み処理において用いられるパラメータである。
【０００５】
　記録担体上への情報信号の読み出し及び書き込みの速度が速くなるとともに、書込み方
式は常に変化している。異なる書込み方式に対しては、異なるパラメータが要求される。
既知の記録担体に付加パラメータが加えられると、既に市販されている記録装置はこれら
の付加パラメータを解釈することが不可能であり、或いは、これらの付加パラメータは誤
って解釈される。結果として、記録担体は、誤った書込み方式で記録されるか、記録担体
に全く記録がされないこととなる。
【特許文献１】米国特許第５，００１，６９２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、より良い下位互換性を有するシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このために、冒頭の段落に記載の装置は、ディスク情報読み出し手段が、ディスク情報
領域中の少なくとも１つの拡張情報ブロックを読み出すようにされ、拡張情報ブロックが
、少なくとも１つの付加パラメータと、付加パラメータの定義を示すブロックバージョン
番号標識とを有することを特徴とする。冒頭の段落に記載の記録担体は、ディスク情報領
域が、少なくとも１つの拡張情報ブロックを更に含み、拡張情報ブロックが、少なくとも
１つの付加パラメータと、付加パラメータの定義を示すブロック番号標識とを有すること
を特徴とする。冒頭の段落に記載の方法は、ディスク情報領域中の少なくとも１つの拡張
情報ブロックを読む段階を有し、拡張情報ブロックは、少なくとも１つの付加パラメータ
と、付加パラメータの定義を示すブロックバージョン番号標識とを有することを特徴とす
る。
【０００８】
　これにより、本発明による装置は、付加パラメータを解釈することが可能であるかどう
かを、ブロックバージョン番号から確認することが可能であるという利点がある。解釈す
ることが可能である場合、装置はこれらの付加パラメータを用いることができる。装置が
、付加パラメータを解釈することが可能でないことをブロックバージョン番号から確認し
た場合は、付加パラメータを使用せず、情報領域中の標準パラメータを用いる。１つより
も多い拡張情報ブロックがある場合、装置は、付加パラメータを解釈することが可能なブ
ロックバージョン番号を含む拡張情報ブロックがどれであるかを確認し、その装置に最も
よく適した付加パラメータを選択する。このようにして、付加パラメータが新しい記録担
体上に加えられた場合であっても、記録装置は、情報領域から適切な情報を読み出すこと
が常に可能である。
【０００９】
　記録装置の実施例では、ディスク情報読み出し手段は、記録担体のディスク情報領域を
読むようにされ、ディスク情報領域は、拡張情報ブロックの存在及び位置を示す拡張情報
標識を有する。このようにして、記録装置は、拡張情報ブロックがあるかどうか、また、
ある場合はどこに配置されているかを拡張情報標識から確認することができる。このこと
は、記録装置が付加パラメータを取得する速度を高める。
【００１０】
　記録装置の更なる実施例では、ディスク情報読み出し手段は、記録担体の前記ディスク
情報領域を読むようにされ、ディスク情報領域は、１つよりも多い拡張情報ブロックを有
すること、及び、拡張情報ブロックのブロックバージョン番号の所定の値は、当該パラメ
ータブロックが先行する拡張情報ブロックの続きであることを示す。ある一時点において
、拡張情報ブロックのサイズが全ての付加パラメータを含むには小さすぎる場合は、ブロ
ックバージョンの値を、次の拡張情報ブロックが以前の拡張情報ブロックの続きであるこ
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とを示す所定の値に設定することによって、次の拡張情報ブロックを用いることが可能で
ある。このようにして、同じブロックバージョン番号を有する更に多くの付加パラメータ
が２つ又はそれ以上の拡張情報ブロックの単位の中に格納されうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の上述及び他の面については、以下の説明における例によって示される実施例を
参照して、また、添付の図面を参照して明らかとなろう。異なる図中の対応する要素は、
同一の参照番号で示されている。
【００１２】
　図１ａは、トラック９及び中央の穴１０を有するディスク状の記録担体１１を示す。ト
ラック９は、情報を表わす記録されたマーク（となるべきもの）の連続（series）の場所
であり、情報層上に略平行なトラックを構成する巻きの螺旋状のパターンに従って配置さ
れる。記録担体は、光学的に読み取り可能な光ディスクと称されるものでありえ、記録可
能なタイプの情報層を有する。記録可能なディスクの例は、ＣＤ－Ｒ及びＣＤ－ＲＷや、
ＤＶＤ＋ＲＷ等の書き込み可能なバージョンのＤＶＤである。ＤＶＤディスクに関する更
なる詳細は、文献ＥＣＭＡ－２６７：１２０ｍｍＤＶＤ－読み出し専用ディスク（１９９
７年）に記載されている。情報は、例えば相変化材料中の結晶又は非晶質マーク等の光学
的に検出可能なマークをトラックに沿って記録することによって情報層上に表現される。
記録可能なタイプ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与えられる
予めエンボスされたトラック構造によって示される。トラック構造は、例えば、走査中に
読み出し／書き込みヘッドがトラックを追跡することを可能とするプリグルーブ１４によ
って構成される。トラック構造は、通常は情報ブロックと称される情報の単位の位置を示
す例えばアドレス等の位置情報を含む。位置情報は、かかる情報ブロックの開始の位置を
示す固有の同期マークを含む。位置情報は、以下のような変調されたウォブルのフレーム
中に符号化される。
【００１３】
　図１ｂは、透明基板１５に記録層１６及び保護層１７が設けられた記録可能なタイプの
記録担体１１の線ｂ－ｂに沿った断面図である。保護層１７は更なる基板層を構成しても
よく、例えば、ＤＶＤの場合は、記録層が０．６ｍｍ基板にあり、その背面に０．６ｍｍ
の更なる基板が貼り合わされる。プリグルーブ１４は、基板１５材料の凹部又は凸部とし
て、又は、その周囲とは異なる性質の材料として実施されうる。
【００１４】
　記録担体１１は、フレームを含む変調された信号によって表わされる情報を担持するこ
とが意図される。フレームは、所定の量のデータであり、同期信号が先行する。通常、こ
のようなフレームはまた、例えばパリティワード等の誤り訂正符号を含む。多数のこのよ
うなフレームが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、そこから情報が信頼性のあるように取り出されうる最小の記録可能な単位
である。かかる記録システムの例は、フレームが１７２個のデータワード及び１０個のパ
リティワードを持ち、２０８個のフレームがＥＣＣブロックを構成する、ＤＶＤシステム
から公知である。
【００１５】
　記録担体の実施例では、トラックは、図１９乃至図２４を参照して以下説明するフォー
マットに従ったマルチ・セッション情報を含む。
【００１６】
　図２は、例えばＣＤ－Ｒ又はＣＤ－ＲＷである書込み可能（writable）又は書換え可能
（re-writable）なタイプの記録担体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を具備し、この手段は、記録担体１１を回転さ
せる駆動ユニット２１、ヘッド２２、トラック上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、並びに、制御ユニット２０を含む。ヘッド２２は、記録担体
の情報層のトラック上の放射線スポット２３上に合焦する光学素子を通じて案内される放
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射線ビーム２４を発生する公知の種類の光学系を含む。放射線ビーム２４は、放射線源、
例えば、レーザダイオードによって発生される。ヘッドは更に、放射線ビーム２４の焦点
を当該ビームの光学軸に沿って動かすフォーカシング・アクチュエータと、トラックの中
心上でラジアル方向にスポット２３の微細な位置決めを行なうトラッキング・アクチュエ
ータとを更に有する（図示せず）。トラッキング・アクチュエータは、光学素子をラジア
ル方向上に動かすためのコイルを含んでもよく、又は、反射素子の角度を変化させるよう
配置されてもよい。
【００１７】
　情報を書き込むために、放射線は記録層に光学的に検出可能なマークを作るよう制御さ
れる。読み出しのために、情報層によって反射された放射線は、読み出し信号と、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エラー及びフォーカ
シングエラー信号を含む更なる検出器信号とを発生するよう、ヘッド２２内の例えば４象
限ダイオード等の通常の種類の検出器によって検出される。読み出し信号は、情報を検索
するための復調器、デフォーマッタ、及び出力ユニットを含む通常の種類の読み出し処理
ユニット３０によって処理される。従って、情報を読み出す検索手段は、駆動ユニット２
１、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を含む。装置は
、ヘッド２２を駆動するための書き込み信号を発生するよう入力情報を処理し、入力ユニ
ット２７を有する書き込み処理手段と、フォーマッタ２８及び変調器２９を有する変調手
段とを有する。
【００１８】
　制御ユニット２０は、情報の記録及び検索を制御し、ユーザから又はホストコンピュー
タからのコマンドを受信するようにされうる。制御ユニット２０は、例えばシステムバス
といった制御線２６を介して、入力ユニット２７、フォーマッタ２８、及び変調器２９と
、読み出し処理ユニット３０と、駆動ユニット２１と、位置決めユニット２５とに接続さ
れる。制御ユニット２０は、図３乃至２４を参照して以下詳述する手順及び機能を実行す
るための、例えばマイクロプロセッサ、プログラムメモリ、及び制御ゲート等の制御回路
を有する。制御ユニット２０はまた、論理回路内の状態機械として実現されてもよい。書
き込み動作中、情報を表わすマークが記録担体上に形成される。マークは、任意の光学的
に読み取り可能な形でありえ、例えば、色素、合金、又は相変化材料等の材料中に記録さ
れたときに得られるそれらの周囲とは異なる反射係数を有する領域の形、或いは、光磁気
材料に記録するときに得られるそれらの周囲とは異なる磁化の方向を有する領域の形であ
りうる。
【００１９】
　光ディスクへの記録のために情報を書き込み、読み出すこと、並びに、利用可能なフォ
ーマッティング、誤り訂正、及びチャネル符号化規則は、例えばＣＤシステム等の従来技
術から周知である。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
して記録層上に発生されるスポット２３によって形成されうる。ユーザ情報は、例えばア
ナログのオーディオ及び／ビデオ、又はディジタルの圧縮されていないオーディオ／ビデ
オといった入力信号のための圧縮手段から構成されうる入力ユニット２７上に与えられる
。適当な圧縮手段は、オーディオについてはＷＯ９８／１６０１４－Ａ１に記載されてお
り、ビデオについてはＭＰＥＧ２標準に記載されている。入力ユニット２７は、オーディ
オ及び／又はビデオを情報の単位へと処理し、これらは、例えば誤り訂正符号（ＥＣＣ）
を付加すること及び／又はインタリーブすることにより、（以下に詳述するように）制御
データを追加し記録フォーマットに従ってデータをフォーマットするフォーマッタ２８へ
渡される。コンピュータアプリケーションのために、情報の単位は、フォーマッタ２８へ
直接適合されてもよい。
【００２０】
　フォーマッタ２８の出力からのフォーマット済みデータは変調ユニット２９へ渡され、
変調ユニット２９は、例えばチャネル符号化器を有し、ヘッド２２を駆動する変調された
信号を発生する。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



(6) JP 4920871 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

期手段を有する。変調ユニット２９の入力へ与えられたフォーマットされた単位はアドレ
ス情報を含み、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指定可能な場
所に書き込まれる。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
ータを記録し検索するようにされる。
【００２１】
　装置は、制御ユニット２０に結合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及びマッピングユニット３１に結合された検出ユニット３２を有
する検出手段とを有する。マッピングユニット３１は、以下説明するようにセッション・
マップ・ゾーンにセッション・マップ・ブロックを書き込むフォーマッタ２８に結合され
る出力３３を有する。検出ユニット３２は、セッション・マップ・ゾーンからセッション
・マップ・ブロックを検出する読み出しユニット３０に結合された入力３４を有する。検
出ユニット３２は、既存のデータを含む新しいセッション・マップ・ブロックを発生する
よう、検出されたセッション・マップ・ブロックからのデータを転送するマッピングユニ
ット３１に結合される。マッピングユニット３１は、セッションとも称される記録された
情報ボリュームの位置、特に各閉じたセッションの開始及び終了アドレスを決定するよう
にされる。以下に説明するように、先ず、セッションは、イントロ・ゾーンを書き込むこ
とによって開かれ、次に、ユーザデータは多数の書き込みコマンドによって書き込まれる
ことができ、最後に、全ての残る空（ブランク）領域を埋め、セッション制御ブロック及
び当該ボリュームの終わりのゾーンのクロージャ（closure）部を記録することにより、
セッションが閉じられる。
【００２２】
　ディスク情報読み出し手段３５は、読み出しユニットに結合される。ディスク情報読み
出し手段３５は、ディスク情報領域を読むことが可能である。ディスク情報読み出し手段
３５は、ディスク情報領域中の拡張情報ブロックを読むようにされる。装置は、以下のよ
うにディスク情報領域を読むことを進めうる。まず、ドライブは、拡張情報標識を読むこ
とにより、どの拡張情報ブロックが使用中かを調べる。次に、ドライブは、これらの拡張
情報ブロックのブロックバージョン番号を調べる。ドライブが、或るブロックバージョン
番号を知らない場合は、これらの番号を有するグループを無視する。ドライブが知ってい
る番号を有する拡張情報ブロック中の情報は解釈されうる。これらの拡張情報ブロックか
ら、ドライブはその性能に最も良く合った情報を選びうる。
【００２３】
　一つの例として、ディスクは、同じブロックバージョン番号を有する２つの拡張情報ブ
ロックを含むとする。第１の拡張情報ブロックは、或るパルス列形状に従った４倍（４ｘ
）書込み方式を含み、そのバイトによって指定された速度範囲、パルス持続時間、及びパ
ワーレベルを有する。第２の拡張情報ブロックは、同じパルス列形状に従った８倍（８ｘ
）書込み方式を含むが、そのバイトによって指定された異なる速度範囲、異なるパルス持
続時間、及び／又は、異なるパワーレベルを有し、即ち、バイトの意味は同じであり、値
のみが異なる。最新のドライブは、８倍（８ｘ）の速度でディスクを記録することを選ぶ
ことができる。より古いドライブ（第２のグループ中の情報を解釈することが可能である
が、８倍（８ｘ）は可能でない）は、４倍（４ｘ）の速度で記録することを選択すること
ができる。第１世代のドライブは、ディスク情報領域の第１の部分中で利用可能な基本的
な方法へ戻ることができる。
【００２４】
　他の例として、ディスクは、異なるブロックバージョン番号を有する２つの拡張情報ブ
ロックを含むとする。第１の拡張情報ブロックは、或るパルス列形状に従った４倍（４ｘ
）書込み方式を含み、そのバイトによって速度範囲、パルス持続時間、及びパワーレベル
が指定される。第２の拡張情報ブロックは、異なるパルス列形状に従った８倍（８ｘ）書
込み方式を含み、そのバイトによって異なる速度範囲、並びに、他のパルス持続時間及び
パワーレベル定義が定義され、即ちバイトの意味は全く異なるものでありうる。最新のド
ライブ（より新しいブロックバージョン番号を知っている）は、８倍（８ｘ）の速度でデ
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ィスクを記録することを選択することができる。より古いドライブ（第２の拡張情報ブロ
ック中の情報を解釈することが可能でない）は、４倍（４ｘ）速度で記録することのみを
選択することができる。第１世代のドライブは、なおも基本的な方法へ戻ることができる
。
【００２５】
　マッピングユニットは、連続するセッション・マップ・ブロックを記録するようにされ
る。セッションが完了すると、次のセッション・マップ・ブロックが記録され、これは図
１２及び図１３を参照して以下説明するように各クローズされたセッションについてのセ
ッション項目を有する。
【００２６】
　システムは、４．７ギガバイト及び９．４ギガバイトの性能を有する１２０ｍｍの記録
可能な光ディスクの機械的、物理的、及び光学的な特徴を指定する。これは、記録された
及び記録されていない信号の質、データのフォーマット、並びに記録方法を指定し、従っ
て、かかるディスクによって情報が交換されることを可能とする。データは、非可逆的な
方法を用いて一回の書き込み及び多数回の読み出しが可能であり得る。これらのディスク
は、ＤＶＤ＋Ｒとして識別される。トラック形状は以下の通りである。情報ゾーン（Info
rmation Zone）と称される記録可能な領域は、単一の螺旋状のグルーブ（溝）から形成さ
れるトラックを含みうる。各トラックは、連続的な螺旋の３６０°の巻きを形成する。記
録は、溝の中で成される。情報ゾーン中のトラックは、公称の中心線からの位相変調され
たシヌソイド状のずれ、即ちウォブル（Wobble）と称される、を含み、これはいわゆるAd
dress-in-Pregroove或いはＡＤＩＰと称されるアドレッシング情報を含む。
【００２７】
　トラックは、情報領域中で連続的である。グルーブのトラックは、最大で２２．０ｍｍ
の半径から開始し、最小で５８．５０ｍｍの半径で終了する。トラック経路は、ディスク
が光ヘッドから見て反時計回りに回転しているときは、内側（リードイン領域（Lead-in 
Zone）の始まり）から外側（リードアウト領域（Lead-out Zone）の終わり）までの連続
的な螺旋となる。トラックピッチは、半径方向に測定したときの、隣接するトラックの平
均トラック中心線の間で測定される距離である。トラックピッチは、０．７４μｍ±０．
０３μｍとなる。情報ゾーン全体に亘って平均されたトラックピッチは、０．７４μｍ±
０．０１μｍとなる。トラックのウォブルは公称の中心線からのシヌソイド偏差であり、
波長は４．２６５６μｍ±０．０４５０μｍ（３２チャネルビットに等しい）である。ウ
ォブル正弦波を発生する発振器の全高調波歪み（Total Harmonic Distortion: THD）は、
≦－４０ｄＢとなる。ウォブルは、ウォブル周期を反転させることによって位相変調され
る。ウォブル変調に含まれる情報は、Address-in-Pregroove或いはＡＤＩＰと称される。
【００２８】
　図３は、ＡＤＩＰ及び情報ブロックの整列を示す。ディスク上に記録されるべき情報ブ
ロック３７は、ウォブル３８内で変調されたＡＤＩＰ情報３９と整列されねばならない。
９３個のウォブルが２つの同期フレーム（Sync Frame）に対応することが示されており、
これらは情報ブロックの始まりである。９３個のウォブルのうち、８つのウォブルがＡＤ
ＩＰ情報で位相変調される。更に１つのウォブルは３２個のチャネルビット（＝３２Ｔ）
に等しく、１つのＡＤＩＰ単位＝２つの同期フレーム当たり８つの変調されたウォブルで
ある。
【００２９】
　図４は、ＡＤＩＰワード構造を示す。５２個のＡＤＩＰ単位は、夫々１つのＡＤＩＰワ
ードへまとめられる。このことは、１つのＡＤＩＰワードが４×１３×２同期フレーム≡
４物理セクタに対応することを意味する。各ＡＤＩＰワードは、１つのＡＤＩＰ同期単位
＋５１個のＡＤＩＰデータ単位から構成される。ＡＤＩＰ同期単位＝ワード同期に対して
４つの反転されたウォブル＋４つの単調ウォブルである。ＡＤＩＰデータ単位＝ビット同
期に対して１つの反転されたウォブル＋３つの単調ウォブル＋１つのデータビットを表わ
す４つのウォブルである（０を参照）。
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　ＡＤＩＰワードのデータビットに含まれる情報は、以下の通りである。
ビット１：　　　　　このビットは予約済みであり、ゼロ（ZERO）に設定される。
ビット２乃至２３：　これらの２２個のビットは、物理アドレス（Physical
Address）を含む。データビット２は、最上位ビット（ＭＳＢ）であり、データビット２
３は最下位ビット（ＬＳＢ）である。アドレスは、各次のＡＤＩＰワードに対して１つず
つ増加する。情報ゾーン中の最初のアドレスは、物理アドレス（00C000）が
【００３１】
【数１】

に配置されるようなものとなる。
ビット２４乃至３１：これらの８つのビットは、ディスクに関する補助情報、例えば記録
制御情報を含む。ディスクのデータ・ゾーン（Data Zone）及びリードアウト・ゾーン（L
ead-out Zone）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
（Lead-in
Zone）では、バイトは以下のように用いられる。
・２５６個の連続するＡＤＩＰワードからのビット２４乃至３１は、２５６バイトの情報
を有する１つのＡＤＩＰ補助フレームを形成する。各ＡＤＩＰ補助フレームの最初のバイ
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ＡＤＩＰ
ワード中に配置される。２５６バイトの内容は、図７に定義されている。
・ビット３２乃至５１：これらの２０個のビットは、ＡＤＩＰ情報用の誤り訂正パリティ
を含む。
【００３２】
　図５は、ＡＤＩＰ誤り訂正構造を示す。ＡＤＩＰ誤り訂正のために、ＡＤＩＰデータビ
ットは４ビットのニブル（nibble）へまとめられる。データビットからニブル配列へのマ
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、誤り訂正器にとっ
てはゼロ（ZERO）に設定されたと考えられる。
【００３３】
　ニブルに基づくＲＳ（１３，８，６）コードが構築され、そのうち５つのパリティニブ
ルＮ8乃至Ｎ12は、以下の剰余多項式Ｒ（ｘ）、
【００３４】
【数２】

によって定義され、但し、
【００３５】
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【数３】

であり、α□は原始多項式Ｐ（ｘ）＝ｘ4＋ｘ＋１の原始根００１０である。５つのパリ
ティニブルＮ8乃至Ｎ12の全てのビットは、記録の前に反転される。
【００３６】
　図６は、ＡＤＩＰ変調規則を示す。ＡＤＩＰ単位は、８ウォブル周期のうちの幾つかを
反転することによって変調される。図６ａは、ＡＤＩＰワード同期の変調を示し、図６ｂ
はＡＤＩＰ　ＺＥＲＯビットの変調を示し、図６ｃは、ＡＤＩＰ　ＯＮＥビットの変調を
示し、図中、
・ＰＷは、ディスクの内側へ向けて動き始める正のウォブルであり、
・ＮＷは、ディスクの外側へ向けて動き始める負のウォブルであり、
・全ての単調ウォブルはＰＷとして示されている。
【００３７】
　図７は、本発明によるディスク情報領域の例の表を示す。以下、ディスク情報領域を物
理ディスク情報とも称するものとする。物理ディスク情報は、上述のようにＡＤＩＰ中に
符号化される。この情報は、図７に示す２５６バイトを有するものとなる。これは、書き
込みのための最適レーザパワーレベルを決定するための最適パワー制御（Optimum Power 
Control（ＯＰＣ））に用いられるディスク情報及び値を含む。情報は、ディスクの初期
化中に、制御データ（Control
Data）と称される記録可能なゾーンへ複製される。データ内容は、例えば以下の通りであ
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乃至ｂ４　ディスクカテゴリを指定し、ＤＶＤ＋Ｒディスクを示す１０１０に
設定される。
ビットｂ３乃至ｂ０　バージョン番号を指定し、バージョン番号を示す００００に設定さ
れる。
・バイト１－ディスクサイズ及び最大転送速度
ビットｂ７乃至ｂ４　ディスクサイズを指定し、１２０ｍｍディスクを示す００００に設
定される。
ビットｂ３乃至ｂ０　最大読み出し転送速度を指定し、最大読み出し転送速度が指定され
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乃至ｂ４　００００に設定される。
ビットｂ３乃至ｂ０　記録層の種別を指定し、追記型（write-once）記録層を示す００１
０に設定される。
・バイト３－記録密度
ビットｂ７乃至ｂ４　情報ゾーン中の平均チャネルビット長を指定し、０．１３３μｍを
示す００００に設定される。
ビットｂ３乃至ｂ０　平均トラックピッチを指定し、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乃至１５－データゾーン割当て
バイト４　　　　　　（００）に設定される。
バイト５乃至７　　　データゾーンの最初の物理セクタのＰＳＮ１９６．６０８を指定す
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るよう（０３００００）に設定される。
バイト８　　　　　　（００）に設定される。
バイト９乃至１１　　データゾーンの最後の可能な物理セクタとしてＰＳＮ２．４９１．
７１１を指定するよう（２６０５３Ｆ）に設定される。
バイト１２乃至１５　（００）に設定される。
・バイト１６－（００）　（００）に設定される。
・バイト１７－予約済み。このバイトは予約済みであり、（００）に設定される。
・バイト１８－拡張情報標識
ビットｂ７乃至ｂ６　予約済みであり、００に設定される。
ビットｂ５乃至ｂ０　各ビットは拡張情報ブロックの存在を示す。（６４＋ｉ×３２）乃
至（９５＋ｉ×３２）バイトから構成される拡張情報ブロックｉが用いられるとき、ビッ
トｂiは１に設定される。それ以外のとき、ビットｂiは０に設定される。
・バイト１９乃至２６－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識別する。使用されないトレーリングバイト
は（００）に設定される。
・バイト２７乃至２９－メディア種別ＩＤ
　ディスク製造者は、異なる種別のメディアを有することがあり、これらの３バイトで指
定される。ディスクの固有の種別は、このフィールド内に示される。
・バイト３０－製品改訂番号
　このバイトは、２進表記で製品改訂番号を識別する。同じディスク製造者ＩＤ及び同じ
製品ＩＤを有する全てのディスクは、製品改訂番号に関わらず、同じ記録性質を有さねば
ならない（わずかな差のみが認められる。製品改訂番号はレコーダにとっては無関係なも
のとなる）。使用されない場合、このバイトは（００）に設定される。
・バイト３１－使用中の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中のバイトの数を示す１つの
８ビットの２進数を形成する。これは、物理フォーマット情報のうちの最初の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３２－参照記録速度
　このバイトは、参照速度とも称される、ディスクの最低の可能な記録速度を示し、数ｎ
としては、
　ｎ＝１０×ｖref（ｎは整数値へ丸められる）
である。これは、３．４９ｍ／ｓの参照書き込み速度を示す（２３）に設定される。
・バイト３３－最大記録速度
　このバイトは、ディスクの最高の可能な記録速度を示し、数ｎとしては、
　ｎ＝１０×ｖref（ｎは整数値へ丸められる）
である。これは、８．４４ｍ／ｓの参照書き込み速度を示す（５４）に設定される。
・バイト３４－波長λＩＮＤ
　このバイトは、続くバイトの最適書き込みパラメータが決定されたレーザの波長をナノ
メートル単位で指定し、数ｎとしては、
　ｎ＝波長－６００
である。
・バイト３５－予約済み
・バイト３６－参照速度での最大読み出しパワーＰｒ
　このバイトは、参照速度での最大読み出しパワーＰｒをミリワット単位で指定し、数ｎ
としては、
　ｎ＝２０×（Ｐｒ－０．７）
である。
・バイト３７－参照速度でのＰＩＮＤ
　ＰＩＮＤは、ＯＰＣアルゴリズムで用いられるＰpoの決定のための開始値である。この
バイトは、参照速度でのＰpoの指示値（indicative value）ＰＩＮＤを指定し、数ｎとし
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ては、
　ｎ＝２０×（ＰIND－５）
である。
・バイト３８－参照速度でのβtarget

　このバイトは、βに対する目標値を指定し、ＯＰＣアルゴリズムで用いられる参照速度
でのβtargetは、数ｎとしては、
　ｎ＝１０×βtarget

である。
・バイト３９－最大速度での最大読み出しパワーＰｒ
　このバイトは、最大速度での最大読み出しパワーＰｒをミリワット単位で指定し、数ｎ
としては、
　ｎ＝２０×（Ｐｒ－０．７）
である。
・バイト４０－最大速度でのＰIND

　ＰINDは、ＯＰＣアルゴリズムで用いられるＰpoの決定の開始値である。このバイトは
、最大速度におけるＰpoの指示値（indicative value）ＰＩＮＤをミリワット単位で指定
し、数ｎとしては、
　ｎ＝２０×（ＰIND－５）
である。
・バイト４１－最大速度でのβtarget

　このバイトは、βの目標値を指定し、ＯＰＣアルゴリズムで用いられる最大速度でのβ

targetは、数ｎとしては、
　ｎ＝１０×βtarget

である。
・バイト４２－Ｔｔｏｐ（≧４）参照速度での現在のマーク≧４についての最初のパルス
の持続時間
　このバイトは、参照速度での記録のために現在のマークが４Ｔ又はそれ以上のマークで
あるとき、多数パルス列の最初のパルスの持続時間を指定する。値はチャネルビットクロ
ック期間の分数として表わされ、数ｎとしては、
【００３８】
【数４】

である。
・バイト４３－Ｔｔｏｐ（＝３）参照速度での現在のマーク＝３についての最初のパルス
の持続時間
　このバイトは、参照速度での記録のために現在マークが３Ｔのマークであるとき、多数
パルス列の最初のパルスの持続時間を指定する。値はチャネルビットクロック期間の分数
として表わされ、数ｎとしては、
【００３９】
【数５】

である。
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・バイト４４－Ｔｍｐ参照速度での多数のパルスの持続時間
　このバイトは、参照速度での記録のための多数パルスの第２のパルスから最後から２番
目のパルスまでの持続時間を指定する。値はチャネルビットクロック期間の分数として表
わされ、数ｎとしては、
【００４０】
【数６】

である。
・バイト４５－Ｔｌｐ参照速度での最後のパルスの持続時間
　このバイトは、参照速度での記録のための多数パルスの最後のパルスの持続時間を指定
する。値はチャネルビットクロック期間の分数として表わされ、数ｎとしては、
【００４１】

【数７】

である。
・バイト４６－ｄＴｏｐ参照速度での最初のパルスのリード時間
　このバイトは、参照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トレ
ーリングエッジに対する多数パルス列の最初のパルスのリード（ｌｅａｄ）時間を指定す
る。値はチャネルビットクロック期間の分数として表わされ、数ｎとしては、
【００４２】

【数８】

である。
・バイト４７－ｄＴｌｅ参照速度での前の空間＝３についての最初のパルスのリーディン
グエッジ訂正
　このバイトのビット７からビット４は、参照速度での記録のための前の空間が３Ｔ空間
であったときに、多数パルス列の最初のパルスについてのリーディングエッジ訂正を指定
する。値は、図８によるチャネルビットクロック期間の分数として表わされる。
・バイト４８－Ｔｔｏｐ（≧４）最大速度での現在のマーク≧４についての最初のパルス
の持続時間
　このバイトは、最大速度での記録のために現在のマークが４Ｔ又はそれ以上のマークで
あるとき、多数パルス列の最初のパルスの持続時間を指定する。値はチャネルビットクロ
ック期間の分数として表わされ、数ｎとしては、
【００４３】
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【数９】

である。
・バイト４９－Ｔｔｏｐ（＝３）最大速度での現在のマーク＝３についての最初のパルス
の持続時間
　このバイトは、最大速度での記録のために現在マークが３Ｔのマークであるとき、多数
パルス列の最初のパルスの持続時間を指定する。値はチャネルビットクロック期間の分数
として表わされ、数ｎとしては、
【００４４】
【数１０】

である。
・バイト５０－Ｔｍｐ最大速度での多数のパルスの持続時間
　このバイトは、最大速度での記録のための多数パルスの第２のパルスから最後から２番
目のパルスまでの持続時間を指定する。値はチャネルビットクロック期間の分数として表
わされ、数ｎとしては、
【００４５】

【数１１】

である。
・バイト５１－Ｔｌｐ最大速度での最後のパルスの持続時間
　このバイトは、最大速度での記録のための多数パルスの最後のパルスの持続時間を指定
する。値はチャネルビットクロック期間の分数として表わされ、数ｎとしては、
【００４６】

【数１２】

である。
・バイト５２－ｄＴｔｏｐ最大速度での最初のパルスのリード時間
　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トレ
ーリングエッジに対する多数パルス列の最初のパルスのリード（ｌｅａｄ）時間を指定す
る。値はチャネルビットクロック期間の分数として表わされ、数ｎとしては、
【００４７】
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【数１３】

である。
・バイト５３－ｄＴｌｅ最大速度での前の空間＝３についての最初のパルスのリーディン
グエッジ訂正
　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の前の空間が３Ｔ空間
であったときに、多数パルス列の最初のパルスについてのリーディングエッジ訂正を指定
する。値は、図８によるチャネルビットクロック期間の分数として表わされる。
・バイト５４乃至６３－予約済み－全て（００）
　これらのバイトは全て（００）に設定される。
・バイト（６４＋ｉ×３２）乃至（９５＋ｉ×３２）－拡張情報ブロックｉ（ｉ＝０．．
５）
　将来の拡張を容易とするため、拡張情報ブロックが導入される。かかるブロックは夫々
３２バイトからなる。これらのバイトは、例えば高速記録についての他の書込み方式のた
めのパラメータ又は他の進んだパラメータを保持しうる。拡張情報ブロックの存在は、バ
イト１８中のビットによって示される。
【００４８】
　バイト（６４＋ｉ×３２）　拡張情報ブロックｉバージョン番号はブロックバージョン
を示し、バイト（６４＋ｉ×３２）乃至（９５＋ｉ×３２）にあるデータの定義を識別す
る。ディスクは、ブロックバージョン番号が同じであっても異なってもよい幾つかの拡張
情報ブロックを有しうる。ブロックｉ中の固有のブロックバージョン番号を知らないドラ
イブは、この拡張情報ブロック中の進んだパラメータを有するディスクを用いてはならな
い。
【００４９】
　ブロックバージョン番号が２５５に設定されると、関連する拡張情報ブロックは独立の
ブロックではなく先行する拡張情報ブロック（一組のパラメータについて３２バイトでは
十分でないときに用いられる）に続くものである。
【００５０】
　バイト（６５＋ｉ×３２）乃至（９５＋ｉ×３２）
　これらのバイトは、他の書込み方式又は他のパラメータを保持するのに使用されうる。
・高速書込み方式のパラメータの例
バイト１８：拡張情報ブロック０が使用中であることを示す００００　０００１
バイト６４：バイト６５乃至９５が以下の意味を持つブロックバージョン１を示す０００
０　０００１
バイト６５：このＥＩブロックに設定されたパラメータの最大記録速度：ｎ×０．２５ｍ
／ｓ、（最大≦６３．７５ｍ／ｓ＝１８．２５ｘ＝１７５Ｈｚ＠Ｒ＝５８ｍｍ）
バイト６６：このＥＩブロックに設定されたパラメータの最小記録速度：ｎ×０．２５ｍ
／ｓ、（最小記録速度は、最大記録速度に等しくなることが許されている。）
バイト６７：予約済みであり（００）に設定
バイト６８乃至８１：最大記録速度について設定されるパラメータ
バイト６８：　ＰＩＮＤ
バイト６９：βtarget
バイト７０：Ｔｔｏｐ（≧４）ｃｍ≧４のときの最初のパルスの持続時間
バイト７１：Ｔｔｏｐ（＝３）ｃｍ＝３のときの最初のパルスの持続時間
バイト７２：Ｔｍｐ多数パルス持続時間
バイト７３：Ｔｌｐ最後のパルス持続時間
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バイト７４：ｄＴｔｏｐ（≧４）　ｃｍ≧４のときの最初のパルスのリード時間
バイト７５：ｄＴｔｏｐ（＝３）　ｃｍ＝３のときの最初のパルスのリード時間
バイト７６：ｄＴｌｅ　ｐｓ＝３のときの最初のパルスのリーディングエッジ訂正
バイト７７：ｄＴｌｅ　ｐｓ＝４のときの最初のパルスのリーディングエッジ訂正
バイト７８：予約済みであり（００）に設定
バイト７９：予約済みであり（００）に設定
バイト８０：予約済みであり（００）に設定
バイト８１：予約済みであり（００）に設定
バイト８２乃至９５：最小記録速度についてパラメータを設定
バイト８２：　ＰＩＮＤ
バイト８３：βtarget
バイト８４：Ｔｔｏｐ（≧４）ｃｍ≧４のときの最初のパルス時間
バイト８５：Ｔｔｏｐ（＝３）ｃｍ＝３のときの最初のパルス時間
バイト８６：Ｔｍｐ多数パルス持続時間
バイト８７：Ｔｌｐ最後のパルス持続時間
バイト８８：ｄＴｔｏｐ（≧４）　ｃｍ≧４のときの最初のパルスリード時間
バイト８９：ｄＴｔｏｐ（＝３）　ｃｍ＝３のときの最初のパルスリード時間
バイト９０：ｄＴｌｅ　ｐｓ＝３についての最初のパルスリーディングエッジ訂正
バイト９１：ｄＴｌｅ　ｐｓ＝４についての最初のパルスリーディングエッジ訂正
バイト９２：予約済みであり（００）に設定
バイト９３：予約済みであり（００）に設定
バイト９４：予約済みであり（００）に設定
バイト９５：予約済みであり（００）に設定
　図８は、リーディングエッジ訂正時間を示す。パラメータはｄＴleと称され、図７を参
照して、バイト４７に示されている。このバイトのビット３乃至ビット０は、００００に
設定される。指定されてないビットは使用されない。
【００５１】
　図９は、記録担体セクタの番号付けを示す図である。記録可能な領域は、情報ゾーンと
称される。情報ゾーンは、データ交換に関連のあ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みうる。各セッションは、３つの部分へ分
割される。即ち、リードイン（Lead-in）／イントロ（Intro）ゾーン、データ（Data）ゾ
ーン、並びに、リードアウト（Lead-out）／クロージャ（Closure）ゾーンである。両面
ディスクでは、片面に１つずつの情報ゾーンがある。データゾーンは、ユーザデータの記
録を意図したものである。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
、連続的な円滑な引き出し（lead
out）を可能とすると共に、制御情報を含む。内側及び外側ドライブ領域は、ディスクの
テスト用である。シングル・セッション・ディスクについて説明する。このようなディス
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、非可逆的な効果
を用いて情報が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
レイアウトについては後に定義する。
【００５２】
　図１０は、記録されたシングル・セッション・ディスクのレイアウトを示す。片面ディ
スク及び両面ディスクの各面の情報領域は、内側ドライブ領域、リードイン、データゾー
ン、リードアウト、及び外側ドライブ領域へ分割される。ゾーンの半径は、ゾーンの最初
（又は最後）のトラックの中心の公称値によって示される。各ゾーンの最初の物理セクタ
の物理セクタ番号（ＰＳＮ）を示す。データゾーンは、最初のＰＳＮ（０３００００）を
有する。ＰＳＮは、情報ゾーン全体に亘って、各次の物理セクタに対して１つずつ増加さ
れる。
【００５３】
　図１１は、内側ドライブ領域（Inner Drive Area）を示す。内側ドライブ領域は、ディ
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スクのテスト及びＯＰＣアルゴリズムを行なうようドライブによって用いられる最も内側
のゾーンである。各部分の最初及び最後の物理セクタ（Physical
Sector）の物理セクタ番号（Physical Sector Number）は、１６進数及び１０進数表記で
示され、各部分の物理セクタの数は１０進数表記で示される。以下の分割について示す。
【００５４】
　・初期ゾーン（Initial Zone）：このゾーンはブランクのままとされる。
【００５５】
　・内側ディスクテストゾーン（Inner Disc Test Zone）：ドライブのテスト及びＯＰＣ
用に予約された１６３８４個の物理セクタ。
【００５６】
　・内側ディスクカウントゾーン（Inner Disc Count Zone）：内側ディスクテストゾー
ンで実行されたＯＰＣアルゴリズムの数を計数する４０９６個の物理セクタ。内側ディス
クテストゾーン内のＥＣＣブロック又はその一部が記録されたとき、ＥＣＣブロックは、
内側ディスクカウントゾーン中の４個の物理セクタを記録することによってフラグ付けさ
れる。
【００５７】
　・内側ディスク管理ゾーン（Inner Disc Administration
Zone）：任意のドライブ指定情報に用いられる４０９６個の物理セクタ。このゾーン中の
最初の１６個の物理セクタは、すべての主なデータが（００）に設定されて埋められる。
内側ディスク管理ゾーンは、例えばドライブ識別番号（ドライブＩＤ）等のドライブ情報
と、ドライブ製造者によって定義されるデータとを含む。
【００５８】
　・セッションマップゾーン（Session map Zone）：セッションの位置とディスク上の記
録物に関する情報を格納するための４０９６個の物理セクタ。このゾーンの最初の１６個
の物理セクタは、全ての主データが（００）に設定されて埋められる。このゾーンは２つ
の部分からなる。
第１部（part 1）：全てのクローズド・セッションの位置を格納するのに用いられるべき
セッション・マップ・ブロック（ＳＥＭ）と称される１９１個のＥＣＣブロックから構成
される。
第２部（part 2）：４つのセクタ単位にグループ分けされた１０２４個の物理セクタから
なり、各単位は１つのＡＤＩＰワードに対応する。このユニットは、記録済み領域標識（
Recorded
Area Indicator）として用いられる。
【００５９】
　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
ンがクローズされると、最後のＳＥＭの直後の、セッション・マップ・ゾーン中の次のＥ
ＣＣブロックが、全てのクローズド・セッションの位置で記録される。セッション・マッ
プ・ゾーン中の最初のＥＣＣブロックは、第２のＥＣＣブロック用のラン・イン（run-in
）として使用されねばならない。１９１個のブロック全てが使用されると、追加的なセッ
ションが追加されうるが、ドライブは追加セッションを見つけるためのサーチ手順を適用
せねばならない。図は、各物理セクタについてのＳＥＭに対する以下の内容を示す。
・物理セクタ０／バイトＤ０乃至Ｄ３。内容記述子（Content Descriptor）。これらのバ
イトはセッションＤＣＢを識別し、文字「ＳＤＣ」及びバージョン番号０を表わす（５４
４Ｆ４３００）に設定される。
・物理セクタ０／バイトＤ４乃至Ｄ７。予約済み（Reserved）。（００）に設定される。
・物理セクタ０／バイトＤ８乃至Ｄ３９。ドライブＩＤ（Drive 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乃至Ｄ６３。予約済み（Reserved）。（００）に設定され
る。
・物理セクタ０／バイトＤ６４乃至Ｄ２０４７。セッション項目（Session items）。こ
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れらのバイトは各１６バイトの単位へグループ分けされる。１６バイトの各単位は、図１
３に示すセッション項目を含みうる。全ての未使用バイトは（００）に設定される。
【００６０】
　図１３は、セッション項目を示す。セッション・マップ・ブロック（Session Map
Block：ＳＥＭ）は、ディスク上の各クローズされたセッション（Closed session）につ
いてのセッション項目を含む。セッション項目は、以下のように昇順の番号とアドレスに
よって順序づけされる。
・バイトＢ０乃至Ｂ２：これらの３つのバイトは、項目種別を識別し、文字「ＳＳＮ」を
表わす（５３．５３．４Ｅ）に設定される。
・バイトＢ３：このバイトは、この項目中で指定されるセッションのシーケンス番号を指
定する。
・バイトＢ４乃至Ｂ７：これらの４つのバイトはこの項目中で指定されるセッションのデ
ータゾーン中の最初の物理セクタのＰＳＮを指定する。
・バイト８乃至Ｂ１１：これらの４つのバイトは、この項目中で指定されるセッションの
データゾーン中の最後の物理セクタのＰＳＮを指定する。
・バイト１２乃至Ｂ１５：これらの４つのバイトは予約済みであり、（００）に設定され
る。
【００６１】
　図１４は、記録済み領域標識（Recorded Area Indicator）を示す。ＳＥＭブロック６
１を記録するためのＳＥＭゾーンの最後の部分を概略的に示す。マッピング領域６０は、
ＳＥＭゾーンの最後に配置される。次のゾーン、即ち保護ゾーン６２は、右の端に示され
ている。マッピング領域は、最も大きいアドレスから開始して記録される。記録済み部分
５３は、記録可能な領域の記録済みの領域を示し、未記録部分６３は、未記録の領域を示
す。ディスクのアクセスを速めるために、レコーダは、最後に書き込まれたＥＥＣブロッ
クがディスクのどの領域にあるかを知る必要がある。このために、マッピング領域は、４
物理セクタのサイズを有する記録済み領域に基づいて定義され、各領域は１つのＡＤＩＰ
ワードに対応する。これらの領域は、ランダムなＥＦＭ信号と共に記録される。記録され
たＡＤＩＰワード間には隙間は許されない。このために１０２４個の物理セクタが予約さ
れており、ディスクを最大で２５６個の領域へ分割することを可能とする。記録済み領域
標識（Recorded
Area Indicator）は、ＳＥＭゾーンの外側からＳＥＭゾーンの内側へ向かって用いられる
。「ＨＦ検出」により、レコーダは記録済み領域標識の始まりの場所を見つけ、最後の記
録済みＥＣＣブロックが見つけられ得る領域を決定することができる。ＰＳＮ＝（０３０
０００）とＰＳＮ＝（２６０５３Ｆ）との間の６４０個のＥＣＣブロックの各領域は、１
つの記録済み領域標識に対応する。最後の記録済みＥＣＣブロックとそれまでの全ての領
域は、それらの記録済み領域標識によって示される。数学的な形式では、最初の記録済み
領域標識がＰＳＮＲＡＩからＰＳＮＲＡＩ＋３の物理セクタから構成される場合、最後に
記録されたＥＣＣブロックは、
ＰＳＮ＝｛（０２Ａ４７Ｃ）－（ＰＳＮＲＡＩ）｝×（Ａ０）＋（０３００００）と
ＰＳＮ＝｛（０２Ａ４７Ｃ）－（ＰＳＮＲＡＩ）｝×（Ａ０）＋（０３０２８０）の間、
又は、１０進法表記では、
ＰＳＮ＝｛１７３１８０－ＰＳＮＲＡＩ｝×１６０＋１９６６０８と
ＰＳＮ＝｛１７３１８０－ＰＳＮＲＡＩ｝×１６０＋１９７２４８の間、
に見つけることができる。
【００６２】
　図１５は、リードイン・ゾーン（Lead-in Zone）を示す。リードイン・ゾーンは、情報
ゾーンの内側に配置される。未使用ディスクは、リードイン・ゾーンにいかなるデータも
記録されていない。ディスクのファイナライズ（finalization）後、又は、最初のセッシ
ョンをクローズした後、リードイン・ゾーンは以下に説明するように記録される。図１５
は、以下のようなゾーン及びアドレスを示す（図１１の表記と同様）。
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・保護ゾーン１（Guard Zone 1）：保護ゾーンは、互換性に必要な最小量のリードイン・
ゾーンを作成するのに用いられる。このゾーンは、主データが（００）とされて埋められ
た１４８４８個の物理セクタを含む。
・予約ゾーン１（Reserved Zone 1）：４０９６個の物理セクタが予約され、（００）に
設定される。
・予約ゾーン２（Reserved Zone 2）：６４個の物理セクタが予約され、（００）に設定
される。
・内側ディスク識別ゾーン（Inner Disc Identification Zone）：データ交換当事者によ
って合意された情報のために予約された２５６個の物理セクタ。１つのＥＣＣブロックか
らの１６個の物理セクタの各組は、ディスク制御ブロック（ＤＣＢ）であるか、全て（０
０）で記録された主データである。全て（００）で記録された主データに続くこのゾーン
中の各ＥＣＣブロックは、やはり、全て（００）の主データで記録される。
・予約ゾーン３（Reserved Zone 3）：６４個の物理セクタが予約され、（００）に設定
に設定される。
・参照コードゾーン（Reference Code Zone）：記録された参照コードゾーンは、ディス
ク上に特別なチャネルビットパターンを生じさせる２つのＥＣＣブロックからの３２個の
物理セクタから構成される。これは、各対応するデータフレームの全ての２０４８個の主
データバイトを（ＡＣ）に設定されることによって達成される。更に、各ＥＣＣブロック
の最初のデータフレームの最初の１６０個の主データバイトを除き、これらのデータフレ
ームにはスクランブリングは適用されない。
・バッファゾーン１（Buffer Zone 1）：このゾーンは、３０個のＥＣＣブロックからの
４８０個の物理セクタから構成される。このゾーン中のデータフレームの主データは、全
て（００）に設定される。
・制御データゾーン（Control Data Zone）：このゾーンは、１９２個のＥＣＣブロック
からの３０７２個の物理セクタから構成される。各ＥＣＣブロックの１６個の物理セクタ
の内容は１９２回繰り返される。
・バッファゾーン２（Buffer Zone 2）：この記録されたゾーンは、３２個のＥＣＣブロ
ックからの５１２個の物理セクタから構成される。このゾーン中のデータフレームの主デ
ータは、全て（００）に設定される。
【００６３】
　図１６は、制御データブロック（Control Data Block）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構成し、その内容は図７に示されている。次の２０４
８バイトはディスク製造情報を構成する。最後の１４×２０４８バイトは、コンテンツプ
ロバイダ情報用に利用可能である。装置の１つの実施例では、２８６７２バイトのコンテ
ンツプロバイダ情報がゼロ（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、このフィールドには記録されない。これは、秘密性のあるデータ、例えばＤＶＤビデ
オディスクのビデオを復号化する復号鍵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乃至２５５中の情報は、デ
ィスクのファイナライズ中又は最初のセッションをクローズするときに、ＡＤＩＰ補助（
AUX）データから複製され、ディスクの実際の状態又は最初のセッション（例えばデータ
ゾーンの実際の終わり）を反映する。２５６バイト全てが、以下のバイトを除き、図７に
定義する物理ディスク情報と同じ定義及び内容を有する。
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乃至ｂ４：ＤＶＤ＋Ｒディスクを示すディスクカテゴリを指定する
ビットｂ３乃至ｂ０：システム記述のバージョン番号を指定する
バイト１：ディスクサイズ及び最大転送速度
ビットｂ７乃至ｂ４：ディスクサイズを指定する
　　　　　　　　　　　１２０ｍｍディスクを示す００００に設定される
・ビットｂ３乃至ｂ０　最大読み出し転送速度を指定する。
【００６４】
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　　　　　　　　　　　これらのビットは、アプリケーションによって必要とされる最大
　　　　　　　　　　　読み出し速度に応じて、以下の値のうちの１つに設定されうる。
【００６５】
　　　００００：２．５２メガビット／秒の最大転送速度
　　　０００１：５．０４メガビット／秒の最大転送速度
　　　００１０：１０．０８メガビット／秒の最大転送速度
　　　１１１１：最大転送速度は指定されない。
【００６６】
　　　全ての他の組合せは予約済みであり、使用されない。
バイト２：ディスク構造
ビットｂ７乃至ｂ４：００００に設定される
ビットｂ３乃至ｂ０：記録層の種別を指定する
　　　　　　　　　　追記型記録層を示す００１０に設定される
バイト４乃至１５：データゾーン（Data Zone）割り当て
バイト４：（００）に設定に設定される
バイト５乃至７：データゾーンの最初の物理セクタのＰＳＮ１９６．６０８を指定するよ
う（０３００００）に設定される
バイト８：（００）に設定される
バイト９乃至１１：最初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
指定する
バイト１２乃至１５：（００）に設定される
バイト２５６乃至２０４７：予約済み。これらの残るバイトは、ＡＤＩＰ情報とは関連が
なく、ゼロ（００）に設定される。
【００６７】
　図１７は、リードアウト・ゾーン（Lead-Out Zone）を示す。一番上に、ユーザデータ
を記録するデータゾーン７０を示す。データゾーンは、ユーザデータ領域の２２９５１０
４個の物理セクタを有する。データゾーンの始まりの半径は、ＡＤＩＰ物理アドレス（０
０Ｃ０００）の位置によって決定される。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る。図１７は、以下の部分
を示す。
・バッファゾーン３（Buffer Zone 3）：この記録済みゾーンは７６８個の物理セクタか
ら構成される。バッファゾーン３の最後の可能な始まりの位置は（２６０５４０）である
。このゾーン中のデータフレームの主データは、全て（００）に設定される。
・外側ディスク識別ゾーン（Outer Disc Identification Zone）：データ交換当事者によ
って合意された情報用に予約された２５６個の物理セクタ。１つのＥＣＣブロックからの
１６個の物理セクタの各組は、ディスク制御ブロック（ＤＣＢ）か、全て（００）に設定
で記録された主データのいずれかである。このゾーンの内容は、最後の内側セッション識
別ゾーンの内容（又はシングル・セッション・ディスクの場合は内側ディスク識別ゾーン
の内容）に等しい。
・保護ゾーン２（Guard Zone 2）：この保護ゾーンは、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ための保護として使用される。このゾーンは、主デー
タを（００）に設定されて埋められる。このゾーンは、最小で４０９６個の物理セクタを
含む。
・外側ドライブ領域（Outer Drive Area）：外側ドライブ領域は、ディスクテスト及びＯ
ＰＣアルゴリズムを実行するためにドライブによって用いられるディスクの最も外側のゾ
ーンである。
【００６８】
　図１８は、保護ゾーン２から始める外側ドライブ領域（Outer Drive Area）を示す。次
に、以下の部分が示される。
・外側ディスク管理ゾーン（Outer Disc Administration Zone）：任意のドライブ固有情
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報用に用いられるべき４０９６個の物理セクタ。このゾーンの最初の１６個の物理セクタ
は、全ての主データが（００）に設定されて埋められる。このゾーンは、内側ディスク管
理ゾーン（０参照）と同様に使用されうる。
・外側ディスクカウントゾーン（Outer Disc Count Zone）：外側ディスクテストゾーン
中で実行されるＯＰＣアルゴリズムの数を計数するために予約される４０９６個の物理セ
クタ。
・外側ディスクテストゾーン（Outer Disc Test Zone）：ドライブテスト及びＯＰＣアル
ゴリズム用に予約された１６３８４個の物理セクタ。外側ディスクテストゾーン中のＥＣ
Ｃブロック又はその一部が記録されると、ＥＣＣブロックは、外側ディスクカウントゾー
ン中に４つの物理セクタを記録することによりフラグ付けされる。
・保護ゾーン３（Guard Zone 3）：このゾーンはブランクのままである。
【００６９】
　図１９は、マルチセッションディスクの情報ゾーン（Information Zone）のレイアウト
を示す。ディスク上には１つよりも多くのセッションが存在しうる。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。イントロ及びクロージャを有するセ
ッションは、クロースド・セッションと称される。最初のセッションは、イントロゾーン
ではなくリードイン・ゾーンによって先行され、最後のセッションの後には、クロージャ
・ゾーンではなく、リードアウト・ゾーンが後続する。いったんリードアウト・ゾーンが
記録されると、ディスクは「ファイナライズ済み（finalized）」と称され、ディスクへ
の更なる記録は許されない。イントロ及びクロージャなしのセッションは、オープン・セ
ッションと称される。オープン・セッションであることが許される最後のセッション以外
の全てのセッションは、クローズド・セッションでなくてはならない。ユーザデータは、
オープン・セッションにのみ付加されうる。全てのセッションがクローズされると、新し
いオープン・セッションが加えられ得る。ディスク上の最初のクローズド・セッションは
、図１５に示すようなリードインを有する。続くクローズド・セッションは、以下に定義
するようなイントロを有する。図１７を参照して説明したようなリードアウトを有する最
終セッション以外の各クローズド・セッションは、以下に定義するようなクロージャを有
する。
【００７０】
　ＰＳＮ３００００で開始する最初のセッションの後に生ずる各新しいセッションは、イ
ントロ・ゾーンで開始する。イントロ・ゾーンは、バッファゾーンＡ、内側セッション識
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から構成される。イント
ロゾーン中の全ての物理セクタは、データフレーム集合のビットｂ２７及びｂ２６が、ゼ
ロゼロ（ZERO ZERO）に設定され、イントロ・ゾーンを、あたかも図９を参照して説明し
たデータゾーンであるかのように識別する。バッファゾーンＡは、（００）に設定される
６４個の物理セクタから構成される。内側セッション識別ゾーンは、データ交換当事者に
よって合意された情報用に予約された２５６個の物理セクタから構成される。１つのＥＣ
Ｃブロックからの１６個の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）であるか、全ての（００）で記録された主データのいずれかである。全てが（０
０）の主データとともに記録された物に続くこのゾーン中の各ＥＣＣブロックもまた、全
て（００）の主データで記録される。セッション制御データゾーンは、４０個のＥＣＣブ
ロックからの６４０個の物理セクタから構成される。各ＥＣＣブロックの１６個の物理セ
クタの内容は、４０回繰り返される。制御データブロックの構造を、図１６に示す。最後
に、バッファゾーンＢは、（００）に設定に設定される６４個の物理セクタから構成され
る。
【００７１】
　各セッションは、２つの部分、即ちバッファゾーンＣ及び外側セッション識別ゾーン、
から構成されるクロージャ・ゾーンで終わる。クロージャゾーン中の全ての物理セクタは
、データフレーム集合のビットｂ２７及びｂ２６がゼロゼロ（ZERO ZERO）に設定され、
クロージャゾーンを、あたかもデータゾーンであるかのように識別する。バッファゾーン
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Ｃは、（００）に設定される７６８個の物理セクタから構成される。外側セッション識別
ゾーンは、データ交換当事者によって合意された情報用に予約された２５６個の物理セク
タから構成される。１つのＥＣＣブロックからの１６個の物理セクタの各組は、ディスク
制御ブロック（ＤＣＢ）（図２１参照）であるか、全ての（００）で記録された主データ
のいずれかである。このゾーンの内容は、最後の内側識別ゾーンの内容と等しくなる。
【００７２】
　追記型記録担体、例えばＤＶＤ＋Ｒディスクは、ディスクの内側からディスクの外側へ
向け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クローズされ、リードイン・ゾーンの始まりと最後のクロ
ージャ又はリードアウト・ゾーンの終わりの間にブランク領域がない場合にのみ達成され
る。
【００７３】
　図２０は、開いたセッションｎの詳細を示す図である。新しいデータは、オープン・セ
ッションにデータを付加することによってディスクに追加されうる。全てのセッションが
クローズされていれば、新しいセッションがオープンされる。新しいセッションは、バッ
ファゾーンＡ及び内側セッション識別ゾーンの最初のＥＣＣブロック中の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って開かれる。追加的
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、予約済みゾーン２及び内側セッション識別ゾーンの最初のＥＣＣブロック中のＳＤＣ
Ｂが記録されることによって開かれ、更に、ブランクディスク上の最初のセッションが記
録される場合は、リードイン・ゾーン中のバッファゾーン２が記録される。データゾーン
に加えられるユーザデータは、データゾーン中の以前に書き込まれたユーザデータに又は
予約済み領域のうちの１つに以前に書き込まれたデータに直ぐにリンクされる。記録済み
領域に先行して予約済み領域がある場合、記録済み領域の最初のＥＣＣブロックのための
ラン・インとして追加的なＥＣＣブロックが必要とされる。追加的なＥＣＣブロックは、
記録済み領域の一部として考えられねばならず、従って、先行する予約済み領域には属さ
ない。
【００７４】
　クロージャ・ゾーン（Closure Zone）は、以下のように定義される。セッションをクロ
ーズするとき、バッファゾーンＣは、外側セッション識別ゾーンと共に記録される。
【００７５】
　記録されるべきセッションがそれ以上はなくなると、ユーザはディスクをファイナライ
ズするよう決定することができる。ディスクがファイナライズされるとき、クロージャ・
ゾーンではなく、図１７を参照して説明したようにリードアウト・ゾーンが記録される。
ディスクをファイナライズした後、データを追加するのはもはや可能ではない。
【００７６】
　図２１は、ディスク制御ブロック（Disk Control Block）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、データ交換当事者間での交換用に追加的
な情報を含むようディスク上の構造として与えられる。ＤＣＢは、ディスクの内側及び外
側識別ゾーン又はセッション中に記録される。全てのＤＣＢは、最初の４０個のデータバ
イトについては同じフォーマットを有する。セッションの状態を反映するために特別なＤ
ＣＢが定義される。ディスク制御ブロックが更新されねばならないとき、内側セッション
識別ゾーン中の最後に書き込まれたＤＣＢに直ぐに続いて、代替的なＤＣＢが書き込まれ
る。いったんセッションがクローズされると、ＤＣＢはもはや更新されえない。各ディス
ク制御ブロックの主データは、以下のように定義される（図２１参照）。
バイトＤ０乃至Ｄ３：内容記述子（Content Descriptor）
・（００００００００）に設定されていれば、ＤＣＢは使用されていない。この内側及び
外側識別ゾーン中の全ての続くＤＣＢの内容記述子は、（００００００００）に設定され
る。全ての残るバイト、即ち物理セクタ０のＤ４乃至Ｄ２０４７と、物理セクタ１乃至１
５のＤ０乃至Ｄ２０４７は、（００）に設定される。
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・（５３４４４３００）に設定されていれば、このＤＣＢは以下に定義するようなセッシ
ョンＤＣＢ（ＳＤＣＢ）である。
・内容記述子についての全ての他の値は予約済みである。
内側又は外側識別ブロックに追加された各新しいＤＣＢは、最初の利用可能な書き込まれ
ていないＤＣＢ位置に書き込まれる。
セッションの内側識別ゾーン中の（００００００００）に設定されていない内容記述子を
有する各ＤＣＢは、夫々のセッション中の外側識別ゾーン中に同一のＤＣＢを有する。内
側識別ゾーン中のＤＣＢの順序は、外側識別ゾーン中の順序と同じである。
バイトＤ４乃至Ｄ７：未知の内容記述子アクション（Unknown Content
Descriptor Actions）
・これらのビットは、ＤＣＢの内容及び使用が未知であるときに（即ち、内容記述子が既
知の割り当て値に設定されていないときに）必要なアクションを指定するために与えられ
る。これらのバイトは、３２個の個々のビットから構成されるフィールドを形成する。
ビットｂ３１乃至ｂ４：予約済み。これらのビットは全てゼロ（ZERO）に設定される。
ビットｂ３：ＤＣＢ書き換えを示し、１（ONE）に設定されているとき、現在ＤＣＢの置
き換えは許されず、それ以外のときはゼロ（ZERO）に設定される。
ビットｂ２：フォーマッティングを示し、１（ONE）に設定されているとき、ディスクの
フォーマットは許されないか、可能でなく、それ以外のときはゼロ（ZERO）に設定される
。
ビットｂ１：ＤＣＢ読み出し保護を示し、１（ONE）に設定されているとき、このＤＣＢ
の情報はドライブによる使用のみを意図したものであり、ドライブ外へ転送されず、それ
以外のときはゼロ（ZERO）に設定される。
ビットｂ０：データゾーン書き込みを示し、１（ONE）に設定されているとき、データゾ
ーン中の記録は許されず、それ以外のときはゼロ（ZERO）に設定される。
バイトＤ８乃至Ｄ３９：ドライブＩＤ（Drive ID）
・バイトＤ８乃至Ｄ３９は、ＤＣＢを書き込んだドライブを識別する一意の記述子を含む
。この一意のドライブ識別子のフォーマットは、次の通りである。バイトＤ８乃至Ｄ２３
は、ドライブの製造者を識別する。バイトＤ２４乃至Ｄ３５は、ドライブのモデル名／型
番を識別する。バイトＤ３６乃至Ｄ３９は、ドライブの一意のシリアル番号を含む。４つ
のバイトは１つの３２ビットの２進数を形成する。
・バイトＤ４０乃至Ｄ２０４７：内容記述子固有（Content Descriptor
Specific）。バイトは、実際の内容記述子の値でＤＣＢについての記述によって指定され
る。
・物理セクタ１乃至１５：バイトＤ０乃至Ｄ２０４７内容記述子固有（Content
Descriptor Specific）。バイトは、実際の内容記述子で共にＤＣＢについてのフォーマ
ット記述によって指定される。
【００７７】
　図２２は、セッションディスク制御ブロック（Session Disk Control
Block：ＳＤＣＢ）のフォーマットを示す。セッションのリードイン／イントロゾーン及
びリードアウト／クロージャゾーンのいずれも、セッションのセッションマップを含むＳ
ＤＣＢを含む。内側及び外側セッション識別ゾーン中のＳＤＣＢは、同一であり、以下の
内容を有する。
・物理セクタ０／バイトＤ0乃至Ｄ3：内容識別子。これらのバイトは、セッションＤＣＢ
を指定し、文字「ＳＤＣ」及びバージョン番号０を表わす（５３４４４３００）に設定さ
れる。
・物理セクタ０／バイトＤ4乃至Ｄ7：未知内容記述子アクション（Unknown Content
Descriptor Actions）。バイトは、（０００００００Ｄ）に設定され、このＤＣＢがシス
テムに知られてなければ、ＤＣＢは置き換えられず、ディスクは再フォーマットされえず
、データゾーンへの書き込みは許されず、一方でドライブからホストコンピュータへのＤ
ＣＢ情報の転送が許されることを示す。
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・物理セクタ０／バイトＤ8乃至Ｄ39：ドライブＩＤ（Drive ID）。これらのバイトは、
図２１のバイトＤ8乃至Ｄ39で指定されたようなドライブＩＤを含む。
・物理セクタ０／バイトＤ40乃至Ｄ41：セッション番号（Session number）。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指定する。最初のセッションは
シーケンス番号１を有し、各続くセッション番号は１つずつインクリメントされる。
・物理セクタ０／バイトＤ42乃至Ｄ63：予約済み（Reserved）。これらのバイトは予約済
みであり、（００）に設定される。
・物理セクタ０／バイトＤ64乃至Ｄ95：ディスクＩＤ（Disc ID）。最初のセッションの
リードイン・ゾーン中の内側ディスク識別ゾーン中のＳＤＣＢ中で、これらの３２個のバ
イトは、ディスクの初期化のときに（最初のセッションを開くとき）ランダムな統計的に
一意の２５６ビットの２進数で記録される。各次のセッションのイントロ中の内側セッシ
ョン識別ゾーン中のＳＤＣＢでは、バイトＤ64乃至Ｄ95は全て（００）に設定される。
・物理セクタ０／バイトＤ96乃至Ｄ127：アプリケーション依存フィールド（Application
dependent field）。フィールドは、３２バイトから構成され、固有のコピー保護データ
といった情報を格納するためにアプリケーションによる使用のために予約される。この設
定がアプリケーションによって設定されていなければ、バイトは（００）に設定される。
各セッション中、これらのバイトは個々に設定されうる。
・物理セクタ０／バイトＤ128乃至Ｄ2047：セッション項目（ＳＥＳ）。これらのバイト
は、各１６バイトの単位へグループ分けされる。１６バイトの各単位は、以下の２つの異
なるＳＥＳ項目のうちの１つを含みうる。
・現在セッション中の予約済み領域を指定する予約済み領域項目
・先行するセッションの開始及び終了アドレスを指定する先行セッション項目。
全ての使用されていないバイトは（００）に設定される。
【００７８】
　図２３は、予約済み領域（Reserved Area）項目を示す。ＳＤＣＢは、１つよりも多く
の予約済み領域項目を含みうる。予約済み領域がない場合、予約済み領域項目はない。既
存のオープン・セッションに新しい予約済み領域が追加されねばならないとき、新しいＳ
ＤＣＢは最後のＳＤＣＢに直ぐに続いて、現在セッションの内側識別ゾーンに書き込まれ
る。内側識別ゾーン中の最後に書き込まれたＳＤＣＢは、有効ＳＤＣＢである。セッショ
ン中の予約済み領域は、重なり合わない。予約済み領域項目は、昇順のアドレスで順序付
けられる。図は、以下のような予約済み領域のレイアウトを示す。
・バイトＢ0乃至Ｂ2：これらの３つのバイトは、項目種別を識別し、文字「ＲＳＶ」を表
わす（５２５３５６）に設定される。
・バイトＢ3：このバイトは、予約済み領域のシーケンス番号を指定する。セッション中
の最初の予約済み領域はシーケンス番号１であり、各続く予約済み領域は１ずつインクリ
メントされる。
・バイトＢ4乃至Ｂ7：これらの４つのバイトは、この項目で指定される予約済み領域に属
する最初の物理セクタのＰＳＮを指定する。
・バイトＢ8乃至Ｂ11：これらの４つのバイトは、この項目で指定される予約済み領域に
属する最後の物理セクタのＰＳＮを指定する。
・バイトＢ12乃至Ｂ15：これらの４つのバイトは、予約済みであり、（００）に設定され
る。
【００７９】
　図２４は、先行セッション（Previous Session）項目を示す。ＳＤＣＢは、現在セッシ
ョンに先行する各セッションのついての先行セッション項目を含む。最初のセッションの
ＳＤＣＢは、先行セッション項目を含まない。先行セッション項目は、昇順のアドレスで
順序付けられる。図は、以下のような先行セッション項目のレイアウトを示す。
・バイトＢ0乃至Ｂ2：これらの３つのバイトは、項目種別を識別し、文字「ＳＳＮ」を表
わす（５３５３４Ｅ）に設定される。
・バイトＢ3：このバイトは、この項目で指定される先行セッションのシーケンス番号を
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・バイトＢ4乃至Ｂ7：これらの４つのバイトは、この項目で指定される先行セッションの
データゾーン中の最初の物理セクタのＰＳＮを指定する。
・バイトＢ8乃至Ｂ11：これらの４つのバイトは、この項目で指定される先行セッション
のデータゾーン中の最後の物理セクタのＰＳＮを指定する。
・バイトＢ12乃至Ｂ15：これらの４つのバイトは、予約済みであり、（００）に設定され
る。
【００８０】
　本発明について、主にＤＶＤ＋Ｒの実施例によって説明したが、他の光記録システムに
対して同様の実施例が適する。情報担体についても、光ディスクについて説明したが、磁
気ディスク又はテープ等の他の媒体が使用されうる。尚、本願では、「有する」「含む」
の語は、列挙された要素又は段階以外の要素又は段階の存在を排除するものではなく、要
素が単数形で記載されていることはかかる要素が複数個存在する場合を排除するものでは
なく、いかなる参照符号も特許請求の範囲を制限するものではなく、本発明はハードウエ
ア及びソフトウエアのいずれによっても実現されうるものであり、幾つかの「手段」は同
じハードウエアによって実現されうることに留意すべきである。更に、本発明の範囲は実
施例に限られるものではなく、本発明は上述の全ての新規な特徴又は特徴の組合せにある
。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１ａ】記録担体を示す図（平面図）である。
【図１ｂ】記録担体を示す図（断面図）である。
【図２】記録装置を示す図である。
【図３】ＡＤＩＰ及び情報ブロックの整列を示す図である。
【図４】ＡＤＩＰワード構造を示す図である。
【図５】ＡＤＩＰ誤り訂正構造を示す図である。
【図６ａ】ＡＤＩＰ変調規則を示す図である。
【図６ｂ】ＡＤＩＰ変調規則を示す図である。
【図６ｃ】ＡＤＩＰ変調規則を示す図である。
【図７】ディスク情報領域のテーブルを示す図である。
【図８】リーディングエッジ訂正時間を示す図である。
【図９】記録担体セクタ番号付けを示す図である。
【図１０】記録されたシングル・セッション・ディスクのレイアウトを示す図である。
【図１１】内側ドライブ・エリアを示す図である。
【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である。
【図１３】セッション項目を示す図である。
【図１４】記録済み領域標識を示す図である。
【図１５】リードイン領域を示す図である。
【図１６】制御データブロックの構造を示す図である。
【図１７】リードアウト領域を示す図である。
【図１８】外側ドライブ・エリアを示す図である。
【図１９】マルチ・セッション・ディスクの情報領域のレイアウトを示す図である。
【図２０】開かれたセッションｎの詳細を示す図である。
【図２１】ディスク制御ブロック（ＤＣＢ）の一般的なフォーマットを示す図である。
【図２２】セッションＤＣＢ（ＳＤＣＢ）のフォーマットを示す図である。
【図２３】予約エリア項目を示す図である。
【図２４】先行セッション項目を示す図である。
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