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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理を要する書換え可能
な情報記録媒体が装着される情報処理装置において、
　前記情報処理装置は、装着された前記情報記録媒体の種類を判定する判定手段を有し、
　前記判定手段は、
　前記情報記録媒体に記録された物理管理情報に基づいて、前記情報記録媒体が物理フォ
ーマット処理を完了させていないブランクディスクであるか否かを判定する第１判定処理
と、
　ブランクディスクでないと判定した場合は、さらに、論理フォーマット認識処理により
、既知のアプリケーション規格のいずれかに従う論理データがディスクに記録されている
か否かを確認し、ディスクに記録されている論理データが既知のアプリケーション規格で
認識できた場合は、認識に成功したアプリケーション規格に従って記録処理がなされたデ
ータ記録済みディスクであると判定し、既知のアプリケーション規格で認識できなかった
場合はデータ記録済みディスクでないと判定する第２判定処理と、
　前記第２判定処理において、データ記録済みディスクでないと判定した場合は、所定の
記録領域に前記終了処理の一部であるパディング処理がなされているプリフォーマッテッ
ドディスクであるか否かを判定する第３判定処理を実行することを特徴とする情報処理装
置。
【請求項２】
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　前記判定手段は、
　前記プリフォーマッテッドディスクであるか否かを判定する前記第３判定処理において
、
　前記情報記録媒体の所定領域から所定サイズのデータを読み出し、該データが予め規定
されたプリフォーマッテッドディスク対応の情報記録情報であることを判定した場合に、
前記情報記録媒体が前記プリフォーマッテッドディスクであると判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、
　前記プリフォーマッテッドディスクであるか否かを判定する前記第３判定処理において
、
　前記情報記録媒体の所定領域から所定サイズのデータを読み出し、該データにプリフォ
ーマッテッドディスクであることを示す記述情報が含まれていると判定した場合に、
　前記情報記録媒体が前記プリフォーマッテッドディスクであると判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理を要する書換え可能
な情報記録媒体において、
　該情報記録媒体は、
　前記情報記録媒体が物理フォーマット処理を完了させていないブランクディスクでない
ことを示す物理管理情報を有し、さらに、前記情報記録媒体のユーザデータ記録領域に該
情報記録媒体がプリフォーマッテッドディスクであることを示す情報として予め規定され
たデータを記録したパディングデータ領域を有し、
　該情報記録媒体にデータを記録する情報処理装置において、
　前記情報記録媒体に記録された物理管理情報に基づいて、前記情報記録媒体が物理フォ
ーマット処理を完了させていないブランクディスクであるか否かを判定する第１判定処理
と、
　ブランクディスクでないと判定した場合は、さらに、論理フォーマット認識処理により
、既知のアプリケーション規格のいずれかに従う論理データがディスクに記録されている
か否かを確認し、ディスクに記録されている論理データが既知のアプリケーション規格で
認識できた場合は、認識に成功したアプリケーション規格に従って記録処理がなされたデ
ータ記録済みディスクであると判定し、既知のアプリケーション規格で認識できなかった
場合はデータ記録済みディスクでないと判定する第２判定処理と、
　前記第２判定処理において、データ記録済みディスクでないと判定した場合は、所定の
記録領域に前記終了処理の一部であるパディング処理がなされているプリフォーマッテッ
ドディスクであるか否かを判定する第３判定処理を実行させること可能とした構成を有す
ることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項５】
　前記情報記録媒体は、光記録媒体である
　ことを特徴とする請求項４に記載の情報記録媒体
【請求項６】
　前記パディングデータ領域の最後尾には、データ記録範囲を示す情報を記録した構成で
あることを特徴とする請求項５に記載の情報記録媒体。
【請求項７】
　前記パディングデータ領域は、前記光記録媒体にデータ未記録領域としての鏡面領域を
残さないように設定された構成であることを特徴とする請求項５に記載の情報記録媒体。
【請求項８】
　前記パディングデータ領域は、前記光記録媒体にデータ未記録領域としての鏡面領域を
記録領域の最後尾に一部残すように設定された構成であることを特徴とする請求項５に記
載の情報記録媒体。



(3) JP 4957149 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

【請求項９】
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理を要する書換え可能
な情報記録媒体が装着される情報処理装置において実行する情報処理方法であり、
　判定手段において、
　前記情報処理装置に装着された前記情報記録媒体に記録された物理管理情報に基づいて
、前記情報記録媒体が物理フォーマット処理を完了させていないブランクディスクである
か否かを判定する第１判定処理と、
　ブランクディスクでないと判定した場合は、さらに、論理フォーマット認識処理により
、既知のアプリケーション規格のいずれかに従う論理データがディスクに記録されている
か否かを確認し、ディスクに記録されている論理データが既知のアプリケーション規格で
認識できた場合は、認識に成功したアプリケーション規格に従って記録処理がなされたデ
ータ記録済みディスクであると判定し、既知のアプリケーション規格で認識できなかった
場合はデータ記録済みディスクでないと判定する第２判定処理と、
　前記第２判定処理において、データ記録済みディスクでないと判定した場合は、所定の
記録領域に前記終了処理の一部であるパディング処理がなされているプリフォーマッテッ
ドディスクであるか否かを判定する第３判定処理を実行することを特徴とする情報処理方
法。
【請求項１０】
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理を要する書換え可能
な情報記録媒体が装着される情報処理装置において情報処理を実行させるコンピュータ・
プログラムであり、
　判定手段に、
　前記情報処理装置に装着された前記情報記録媒体に記録された物理管理情報に基づいて
、前記情報記録媒体が物理フォーマット処理を完了させていないブランクディスクである
か否かを判定する第１判定処理と、
　ブランクディスクでないと判定した場合は、さらに、論理フォーマット認識処理により
、既知のアプリケーション規格のいずれかに従う論理データがディスクに記録されている
か否かを確認し、ディスクに記録されている論理データが既知のアプリケーション規格で
認識できた場合は、認識に成功したアプリケーション規格に従って記録処理がなされたデ
ータ記録済みディスクであると判定し、既知のアプリケーション規格で認識できなかった
場合はデータ記録済みディスクでないと判定する第２判定処理と、
　前記第２判定処理において、データ記録済みディスクでないと判定した場合は、所定の
記録領域に前記終了処理の一部であるパディング処理がなされているプリフォーマッテッ
ドディスクであるか否かを判定する第３判定処理を実行させることを特徴とするコンピュ
ータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報記録媒体、および情報処理方法、並びにコンピュータ・
プログラムに関し、パディング処理を予め施した情報記録媒体、さらに、様々な情報記録
媒体の識別処理を実行する情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では、ディスク型記録メディアの記録容量の増大に伴って、従来の録画テープに代
わってディスクに動画像や静止画を保存するタイプのビデオカメラが出現してきている。
ディスク型記録メディアはランダムアクセスが可能であるから、好きなシーンを効率的に
見つけ出すことができる。例えば、ＤＶＤビデオカメラは、画質の良さや編集ができるな
どの使い勝手の良さから年々ユーザが拡大してきている。
【０００３】
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　ＤＶＤに動画等のデータを記録する場合に、市販のＤＶＤドライブや民生記録再生機器
間の物理的な互換性を確保する上で重要となるポイントとして、データ記録半径と、鏡面
の状態がある。データ記録半径とは、実際にデータが記録されたディスクの内周からの半
径であり、鏡面はデータが全く記録されていない場合のディスク表面状態である。ディス
クに鏡面部が多く残存している場合、再生処理を実行するプレーヤ、すなわち、一般的な
ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを有するプレーヤにおいて再生不可能となる場合が少なくない。
【０００４】
　例えばデータ書き込み可能なディスクの１つであるＤＶＤ－ＲＷを適用したデータ記録
を行なった場合、このディスクを一般的なＤＶＤ－ＲＯＭドライブに装着して再生しよう
とする場合、７０ｍｍ以上のデータ記録半径が必要であり、またデータ書き込み可能なデ
ィスクの１つであるＤＶＤ＋ＲＷにおいても、一般的なＤＶＤ－ＲＯＭドライブに装着し
て再生しようとする場合、３０ｍｍ以上のデータ記録半径が必要である。このように、物
理互換性を確保するためには一定以上のデータ記録半径が必要となる。また、さらに高い
互換性を確保するためには、ディスク上に鏡面が残らない状態とすることが好ましい。
【０００５】
　従って、多くのビデオカメラなどのＤＶＤ記録装置では、高い物理互換性を得るため、
すなわち、一般的なＤＶＤ－ＲＯＭドライブを有するプレーヤにおいて再生可能とするた
め、記録データが少ない場合、未記録領域にダミーデータを書き込み、未記録領域として
の鏡面を削減する処理を行なう構成としている。
【０００６】
　例えば、記録の開始時点などにおけるフォーマット処理や、記録の終了やディスク取り
出しの際のファイナライズ処理の過程において、データの未記録領域にダミーデータを記
録するダミーパディング処理を実施し、鏡面が残らない状態にする処理が行なわれる。
【０００７】
　しかしながら、このダミーパディング処理はそれなりの時間を要する処理であり、記録
開始前の処理として実行すると、記録開始可能となるまでユーザを待機させることになり
、撮影記録タイミングを逃してしまうといった問題があり、また、ディスク取り出し前の
処理として実行する場合でも、ディスクを装置から取り出すまでに時間がかかり、ユーザ
を待たせてしまうといったデメリットがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、予めパディング処理を施したデ
ィスクとしての情報記録媒体を提供し、さらに、例えばデータ記録を実行する装置に装着
されたディスクがパディング処理のなされたプリフォーマッテッドディスクであるか、物
理フォーマット処理を完了させていないブランクディスク（完全に未記録状態のディスク
）であるか、使用済みディスクであるかなどのディスク判別を実行する情報処理装置、お
よび情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラ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】
【０００９】
　本発明の第１の側面は、
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理（ファイナライズ処
理）を要する書換え可能な情報記録媒体が装着される情報処理装置において、
　前記情報処理装置は、装着された前記情報記録媒体が所定の記録領域に前記終了処理の
一部であるパディング処理がなされているプリフォーマッテッドディスクであることを判
定する判定手段を備える
　ことを特徴とする情報処理装置にある。
【００１０】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記判定手段は、前記記録媒体
に記録された物理管理情報に基づいて、前記記録媒体がデータの記録されていないブラン
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クディスクであることを判定することを特徴とする。
【００１１】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記判定手段は、前記記録媒体
の論理フォーマットの種別を識別し、該記録媒体の論理フォーマットが所定のフォーマッ
トでないと識別した場合にプリフォーマッテッドディスクであることを判定する処理を実
行することを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記判定手段は、前記プリフォ
ーマッテッドディスクであることを判定する判定処理において、前記記録媒体の所定領域
から所定サイズのデータを読み出し、該データが予め規定されたプリフォーマッテッドデ
ィスク対応の記録情報であることを判定した場合に、前記記録媒体が前記プリフォーマッ
テッドディスクであると判定することを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記判定手段は、前記プリフォ
ーマッテッドディスクであることを判定する判定処理において、前記記録媒体の所定領域
から所定サイズのデータを読み出し、該データにプリフォーマッテッドディスクであるこ
とを示す記述情報が含まれていると判定した場合に、前記記録媒体が前記プリフォーマッ
テッドディスクであると判定することを特徴とする。
【００１４】
　さらに、本発明の第２の側面は、
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理を要する書換え可能
な情報記録媒体において、
　該情報記録媒体は、前記情報記録媒体のユーザデータ記録領域に該情報記録媒体がプリ
フォーマッテッドディスクであることを示す情報として予め規定されたデータを記録した
パディングデータ領域を有し、該情報記録媒体にデータを記録する情報処理装置において
、該パディングデータ領域に記録されたデータに基づいて該情報記録媒体が前記プリフォ
ーマッテッドディスクであることを認識可能とした構成を有することを特徴とする情報記
録媒体にある。
【００１５】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記情報記録媒体は、光記録媒
体であることを特徴とする。
【００１６】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記パディングデータ領域の最
後尾には、データ記録範囲を示す情報を記録した構成であることを特徴とする。
【００１７】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記パディングデータ領域は、
前記光記録媒体にデータ未記録領域としての鏡面領域を残さないように設定された構成で
あることを特徴とする。
【００１８】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記パディングデータ領域は、
前記光記録媒体にデータ未記録領域としての鏡面領域を記録領域の最後尾に一部残すよう
に設定された構成であることを特徴とする。
【００１９】
　さらに、本発明の第３の側面は、
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理（ファイナライズ処
理）を要する書換え可能な情報記録媒体が装着される情報処理装置において実行する情報
処理方法であり、
　判定手段において、前記情報処理装置に装着された前記情報記録媒体が所定の記録領域
に前記終了処理の一部であるパディング処理がなされているプリフォーマッテッドディス
クであることを判定する判定ステップを実行することを特徴とする情報処理方法にある。
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【００２０】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記判定ステップは、前記記録
媒体に記録された物理管理情報に基づいて、前記記録媒体がデータの記録されていないブ
ランクディスクであることを判定するステップであることを特徴とする。
【００２１】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記判定ステップは、前記記録
媒体の論理フォーマットの種別を識別し、該記録媒体の論理フォーマットが所定のフォー
マットでないと識別した場合にプリフォーマッテッドディスクであることを判定する処理
を実行するステップであることを特徴とする。
【００２２】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記判定ステップは、前記プリ
フォーマッテッドディスクであることを判定する判定処理において、前記記録媒体の所定
領域から所定サイズのデータを読み出し、該データが予め規定されたプリフォーマッテッ
ドディスク対応の記録情報であることを判定した場合に、前記記録媒体が前記プリフォー
マッテッドディスクであると判定するステップであることを特徴とする。
【００２３】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記判定ステップは、前記プリ
フォーマッテッドディスクであることを判定する判定処理において、前記記録媒体の所定
領域から所定サイズのデータを読み出し、該データにプリフォーマッテッドディスクであ
ることを示す記述情報が含まれていると判定した場合に、前記記録媒体が前記プリフォー
マッテッドディスクであると判定するステップであることを特徴とする。
【００２４】
　さらに、本発明の第４の側面は、
　記録データを他の再生装置において再生可能とするための終了処理（ファイナライズ処
理）を要する書換え可能な情報記録媒体が装着される情報処理装置において情報処理を実
行させるコンピュータ・プログラムであり、
　判定手段に、前記情報処理装置に装着された前記情報記録媒体が所定の記録領域に前記
終了処理の一部であるパディング処理がなされているプリフォーマッテッドディスクであ
ることを判定する判定ステップを実行させることを特徴とするコンピュータ・プログラム
。
【００２５】
　なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実
行可能なコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記録媒体、あるいは、ネットワークなどの
通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラムを
コンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログラム
に応じた処理が実現される。
【００２６】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の一実施例構成によれば、例えばビデオカメラ等、ディスクに対するデータ記録
を実行する情報処理装置において、装着ディスクの認識処理として、装着ディスクが、
　（ａ）未記録のブランクディスクであるか、
　（ｂ）パディング処理のなされたプリフォーマッテッドディスクであるか、
　（ｃ）記録済みディスクであるか、
　上記いずれのディスクであるかの識別処理を実行する構成とした。この構成により、本
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願発明の一実施例に係る情報記録媒体であるプリフォーマッテッドディスクを取り扱うこ
とができるようになる。また、プリフォーマッテッドディスクを利用した場合は従来の装
置でフォーマット処理やファイナライズ処理において実行することが必要であったパディ
ング処理が不要となり、記録開始や終了処理においてユーザを待たせることなく迅速な処
理が可能となる。さらに、本願発明の一実施例に係る情報記録媒体であるプリフォーマッ
テッドディスクは、論理フォーマットを限定せずにパディング処理のみを事前に施すもの
であるため、初回利用時に論理フォーマットを選択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】
【００２８】
　以下、図面を参照しながら本発明の情報処理装置、情報記録媒体、および情報処理方法
、並びにコンピュータ・プログラムの詳細について説明する。本発明は、予めパディング
処理を施した情報記録媒体と、例えばデータ記録を実行する装置に装着されたディスクが
フォーマット処理を完了させたプリフォーマッテッドディスクであるか、物理フォーマッ
ト処理を完了させていないブランクディスク（完全に未記録状態のディスク）であるか、
使用済みディスクであるかなどのディスク判別を実行して、判別結果に基づく処理を実行
する情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラムに関するもの
である。
【００２９】
　背景技術の欄において説明したように、ＤＶＤ等のディスクにデータ未記録領域として
の鏡面部が多く残存している場合、再生処理を実行するプレーヤ、すなわち、一般的なＤ
ＶＤ－ＲＯＭドライブを有するプレーヤにおいて再生不可能となる場合があり、例えばビ
デオカメラなどの記録装置では、未記録領域にダミーデータを記録するパディング処理を
実行する構成としている。しかしこの処理には時間がかかるという問題がある。そこで、
本発明は、予め、ディスクにパディング処理、すなわち、ダミーデータの書き込みを実行
してユーザに提供する。ディスクの外周にデータの記録領域の外周位置を示す物理管理情
報としてＤＶＤ－ＲＷの場合はＢｏｒｄｅｒＯｕｔ及びＬｅａｄＯｕｔを、ＤＶＤ＋ＲＷ
の場合はＬｅａｄＯｕｔを記録したプリフォーマッテッドディスクを生成し、これを市販
ディスクとしてユーザに提供することを提案するものである。
【００３０】
　しかし、このような、プリフォーマッテッドディスクを市販ディスクとして流通させた
場合、市場には、ブランクディスク（完全に未記録状態のディスク）とプリフォーマッテ
ッドディスクが混在することになる。これらの異なるタイプのディスクが市販されると、
例えばビデオカメラなどのデータ記録装置では、装着されたディスクが、いずれのディス
クであるかを認識することが必要となる。すなわち、プリフォーマッテッドディスクであ
れば、フォーマット処理やファイナライズ処理に際して、パディング処理を実行する必要
がなく、ブランクディスク（完全に未記録状態のディスク）の場合には、パディング処理
が必要となるからである。
【００３１】
　このように、ディスクを装着しデータ記録を行なう情報処理装置では、ディスクのステ
ータスや記録状態に応じて処理内容を切り替える必要がある。より具体的には、まず、挿
入されたディスクがブランクディスクかプリフォーマッテッドディスクか、或いは記録済
みディスクであるかを区別し、ブランクディスクの場合には物理フォーマット処理と論理
フォーマット処理を行った後に論理的な認識処理を実施し、プリフォーマッテッドディス
クの場合には論理フォーマット処理を行った後に論理的な認識処理を実施し、記録済みデ
ィスクの場合には論理的な認識処理を実施する必要がある。
【００３２】
　従って、本発明のもう１つの側面は、ディスク認識処理の際にブランクディスクとプリ
フォーマッテッドディスク、及び記録済みディスクとを判別し、ディスク種別に応じて適
切な認識処理を行う情報処理装置を提案するものである。
【００３３】
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　なお、互換性には物理的な互換性と論理的な互換性がある。本明細書では、物理的な互
換性は上述したようなディスクの物理的状態に対応する互換性であり、論理的な互換性と
は、例えば、ＤＶＤにデータを記録するためのアプリケーション規格として標準化されて
いるＤＶＤ‐ＶＩＤＥＯ規格や、ＤＶＤ－ＶＩＤＥＯ　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧ規格、ＡＶＣ
ＨＤ規格などのアプリケーション規格の互換性を指すものと位置付ける。
【００３４】
　まず、図１を参照して本発明の情報処理装置、すなわち、ＤＶＤ等のディスクである情
報記録媒体を装着してデータ記録を実行する情報処理装置の構成について説明する。本発
明の情報処理装置は、装着されたディスクがブランクディスクかプリフォーマッテッドデ
ィスクか、或いは記録済みディスクであるかを識別する処理を実行する。
【００３５】
　図１に示す情報記録媒体は、上書き可能で且つランダムライト可能な記録媒体である。
図１に示す情報処理装置１００は、例えば一例としてはビデオカメラ等の撮像装置によっ
て構成され、情報記録の可能な情報記録媒体２００に対する情報記録処理を実行する。情
報記録媒体２００は、例えばＤＶＤ等のディスクでありデータ記録可能な媒体である。
【００３６】
　情報処理装置１００は、ユーザインタフェース１１１、入出力制御部１１２、システム
制御部１１３を有する。ユーザインタフェース１１１はフォーマット処理、記録開始／停
止、ファイナライズ、情報記録媒体２００のイジェクトなどのユーザ要求を受け付け、入
出力制御部１１２を介してシステム制御部１１３に、ユーザ要求に従った命令を出力する
。
【００３７】
　図１に示すシステム制御部１１３は、ユーザインタフェースから、各種の命令を入力し
、入力命令に応じて各処理部や装置／手段の制御を行うことでシステム全体の動作を制御
する。
【００３８】
　図１に示す記録制御手段１２１は、データ入力部１３０、圧縮処理部１４０、ディスク
認識手段１５１、規格データ管理手段１５２から、各種の情報を入力し、入力情報に基づ
いて記録動作シーケンスの制御を行い、データ入力部１３０、圧縮処理部１４０、規格デ
ータ管理手段１５２、ドライブ制御手段１５３に対して制御情報を出力する。
【００３９】
　図１に示すデータ入力部１３０は、動画入力部１３１、音声入力部１３２を有し、記録
制御手段１２１の制御に基づいて、例えば図示しない撮像部及びマイク等を介して入力す
る映像および音声信号、またはその他の外部機器からの入力信号をデジタル信号に変換す
る。変換されたデジタル画像信号およびデジタル音声信号は圧縮処理部１４０に出力され
る。
【００４０】
　圧縮処理部１４０は、動画エンコーダ１４１、オーディオエンコーダ１４２、多重化処
理部１４３を有する。圧縮処理部１４０は、記録制御手段１２１の制御に基づいて、デー
タ入力部１３０から供給される動画と音声データを、動画エンコーダ１４１、オーディオ
エンコーダ１４２によってエンコード処理（圧縮符号化処理）を実行し、さらに、多重化
処理部１４３において多重化処理を行い、ビデオデータとしてバッファ１４５に出力する
。バッファ１４５は不揮発性または揮発性のメモリである。
【００４１】
　図１に示す規格データ管理手段１５２は、記録制御手段１２１の制御の基、情報記録媒
体２００に記録する際に必要となるアプリケーション規格やファイルシステム規格に関す
るデータの生成や解析を行い、情報記録媒体２００に対しデータの入出力を行う。また、
記録制御手段１２１を介してドライブ制御手段１５３を制御し、バッファ１４５に蓄積さ
れたユーザデータを情報記録媒体２００の適切な位置へ記録する出力制御を行う。
【００４２】
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　ドライブ制御手段１５３は、記録制御手段１２１より指示された制御情報に基づいて情
報記録媒体２００からのデータの読み出しや書き込みなどの際に必要となる情報記録媒体
の制御を行う。
【００４３】
　図１に示すディスク認識手段１５１は、情報処理装置１００に装着された情報記録媒体
２００が、ブランクディスク、プリフォーマッテッドディスク、記録済みディスクの判別
を行った上で、論理フォーマットデータの解釈を行い、記録制御手段１２１に結果を通知
するものである。
【００４４】
　なお、情報記録媒体２００は、ブランクディスク、プリフォーマッテッドディスク、記
録済みディスクのいずれかのディスクである。これらのディスクの定義について説明する
。
　（ａ）ブランクディスクとは、完全に未記録状態のディスクである。すなわち、ダミー
データの記録も行なわれていないディスクである。
　（ｂ）プリフォーマッテッドディスクとは、ディスクに設定されるデータ記録単位であ
るセクタ中、全セクタ、または一部セクタを所定のデータ（ダミーデータ）でパディング
（Ｐａｄｄｉｎｇ）すなわちダミーデータの記録を行ない、且つ、データ記録最外周位置
を示す情報である物理管理情報としてＤＶＤ－ＲＷの場合は［ＢｏｒｄｅｒＯｕｔ］及び
[ＬｅａｄＯｕｔ]を、ＤＶＤ＋ＲＷの場合は[ＬｅａｄＯｕｔ]を記録したディスクである
。
　（ｃ）記録済みディスクとは、再生可能な実データの記録が行なわれたディスクである
。
【００４５】
　なお、ＤＶＤのディスクの主な種類としては、図２に示すように、
　ＤＶＤ－Ｒ：追記型（１回書き込み）
　ＤＶＤ＋Ｒ：追記型（１回書き込み）
　ＤＶＤ－ＲＷ：書き換え型（消去、再書き込み可能）
　ＤＶＤ＋ＲＷ：書き換え型（消去、再書き込み可能）
　これらの種類がある。
【００４６】
　本発明に係るプリフォーマッテッドディスクは、全セクタを所定のデータ（ダミーデー
タ）でパディング（Ｐａｄｄｉｎｇ）すなわちダミーデータの記録を行ない、且つ、デー
タ記録最外周位置を示す物理管理情報を記録したディスクであり、さらに、ユーザによる
データ再記録が可能なディスクを想定しており、例えば、
　ＤＶＤ－ＲＷ：書き換え型（消去、再書き込み可能）
　ＤＶＤ＋ＲＷ：書き換え型（消去、再書き込み可能）
　これらのいずれかのディスクにおいて適用可能である。
【００４７】
　図３、および図４を参照して、本発明に従ったプリフォーマッテッドディスクのデータ
構成例を示す。図３に示す例は、全セクタを所定のデータ（ダミーデータ）でパディング
（Ｐａｄｄｉｎｇ）したプリフォーマッテッドディスクの構成、図４に示す例は、一部セ
クタを所定のデータ（ダミーデータ）でパディング（Ｐａｄｄｉｎｇ）したプリフォーマ
ッテッドディスクの構成例である。それぞれ、
　（ａ）ＤＶＤ－ＲＷのデータ構成例
　（ｂ）ＤＶＤ＋ＲＷのデータ構成例
　を示している。
【００４８】
　図３に示す例では、ディスクの内周部に、ディスクの識別情報などの記録領域である物
理管理情報３２１の記録領域を含むディスク予約領域３１１が設定され、その外周にユー
ザデータ記録領域３１２が設定される。一般的なブランクディスクでは、このユーザデー
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タ記録領域は、データ未記録状態であり、いわゆる鏡面状態となる。本発明に従った情報
記録媒体であるプリフォーマッテッドディスクの位置実施例は、図３に示すように、この
ユーザデータ記録領域に、プリフォーマッテッドディスクに対して規定されたパディング
データ（ダミーデータ）の記録領域、すなわちパディングデータ記録領域３２２を設定し
、データ記録最外周位置を示す物理管理情報としてＤＶＤ－ＲＷの場合は［Ｂｏｒｄｅｒ
Ｏｕｔ］３２３及び[ＬｅａｄＯｕｔ]３２４、ＤＶＤ＋ＲＷの場合は[ＬｅａｄＯｕｔ]３
２４を記録する。
【００４９】
　なお、パディングデータ記録領域３２２に記録するデータは、例えば、オール０データ
やオール１データ、あるいは一定の規則に従ったデータ、例えば０～０，１～１，０～０
，１～１の繰り返しなどのデータ、あるいは、例えばあるセクタの特定のバイトポイント
にプリフォーマッテッドディスクであることを明示するようなデータ（ＡＳＣＩＩコード
でＰｒｅＦｏｒｍａｔｔｅｄＤｉｓｃという文字列）を記録する設定とするなど、様々な
記録形式が可能である。
【００５０】
　この構成により、鏡面領域が解消し、実データの記録が少ない場合にも、記録装置にお
いて新たなパディング処理を行なわなくても、多くのＤＶＤプレーヤ、すなわち一般的な
ＤＶＤ－ＲＯＭドライブを持つ再生装置において、データ再生が可能となる。
【００５１】
　図３に示すプリフォーマッテッドディスクの例は、ユーザデータ記録領域に記録可能な
全セクタをパディングデータ（ダミーデータ）で記録した構成であるが、このように全セ
クタにパディング処理を施す構成でなく、多くのプレーヤにおいて再生可能とする物理互
換性を得るために最低限必要となる記録半径（例えば、ＤＶＤ－ＲＷの場合は７０ｍｍ、
ＤＶＤ＋ＲＷの場合は３０ｍｍ）までを所定のダミーデータの記録、すなわちパディング
処理を行なう構成としてもよい。
【００５２】
　この構成を図４に示す。図４に示す構成では、内周部に設定される物理管理情報３５１
の外周に設定されるユーザデータ記録領域のすべてをパディングデータ記録領域とする構
成ではなく、多くのプレーヤにおいて再生可能とする物理互換性を得るために最低限必要
となる記録半径（例えば、ＤＶＤ－ＲＷの場合は７０ｍｍ、ＤＶＤ＋ＲＷの場合は３０ｍ
ｍ）の領域をパディングデータ記録領域３５２として設定し、その外周位置にデータ記録
最外周位置を示す物理管理情報としてＤＶＤ－ＲＷの場合は［ＢｏｒｄｅｒＯｕｔ］３５
３及び[ＬｅａｄＯｕｔ]３５５を、ＤＶＤ＋ＲＷの場合は[ＴｅｍｐｏｒａｒｙＬｅａｄ
Ｏｕｔ]を記録する。従って外周側には鏡面領域３５４が残存する。
【００５３】
　この構成においても、実データの記録が少ない場合にも、記録装置において新たなパデ
ィング処理を行なわなくても、多くのＤＶＤプレーヤ、すなわち一般的なＤＶＤ－ＲＯＭ
ドライブを持つ再生装置において、データ再生が可能となる。
【００５４】
　なお、パディングデータ記録領域３５２に記録するデータは、図３を参照して説明した
構成と同様、例えば、オール０データ、オール１データ、あるいは一定の規則に従ったデ
ータ、例えば０～０，１～１，０～０，１～１の繰り返しなどのデータ、あるいは、例え
ばあるセクタの特定のバイトポイントにプリフォーマッテッドディスクであることを明示
するようなデータ（ＡＳＣＩＩコードでＰｒｅＦｏｒｍａｔｔｅｄＤｉｓｃという文字列
）を記録する設定とするなど、様々な記録形式が可能である。
【００５５】
　なお、ＤＶＤ－ＲＷディスクの場合は、事前の物理フォーマット処理として、Ｒｅｓｃ
ｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒＷｒｉｔｅモードに従った物理フォーマットを行なっておく。ま
た、ＤＶＤ－ＲＷの記録方式にはＩｎｃｒｅｍｅｎｔａｌＲｅｃｏｒｄｉｎｇ、Ｄｉｓｃ
ＡｔＯｎｃｅ、ＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒＷｒｉｔｅの３種類があるが、上書き可能
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な記録方式はＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒＷｒｉｔｅのみである。
【００５６】
　次に、図５以下を参照して、本発明の情報処理装置の実行する具体的な処理シーケンス
について説明する。前述したように、本発明の情報処理装置は、図１に示すディスク認識
手段１５１において、情報処理装置１００に装着された情報記録媒体２００が、ブランク
ディスクであるか、プリフォーマッテッドディスクであるか、記録済みディスクであるか
を判別し、さらに、論理フォーマットデータの解釈を行い、記録制御手段１２１に結果を
通知して、各ディスクに応じた処理を実行する。
【００５７】
　まず、図５に示すフローチャートを参照して、図１に示すディスク認識手段１５１にお
いて実行するディスク認識処理のシーケンスについて説明する。まず実行する処理は、装
着されたディスクがブランクディスクか否かを判定する処理である。この処理は、図５に
示す処理ステップのステップＳ１０１，Ｓ１０２の処理において実行される。
【００５８】
　まず、ステップＳ１０１において、ＤＶＤメディアに保持されている物理管理情報（図
３、図４参照）中に含まれるディスクスタータス（Ｄｉｓｃ　Ｓｔａｔｕｓ）に関する情
報を、ＡＴＡＰＩコマンドを介して取得する。次に、ステップＳ１０２において、ディス
クスタータス（Ｄｉｓｃ　Ｓｔａｔｕｓ）がＥｍｐｔｙであるか否かを判定する。
【００５９】
　ステップＳ１０２において、ディスクスタータス（Ｄｉｓｃ　Ｓｔａｔｕｓ）がＥｍｐ
ｔｙであると判定した場合は、ステップＳ１０３に進み、ブランクディスクと判定する。
【００６０】
　ブランクディスクであると判定した場合、ステップＳ１０４において物理フォーマット
処理、ステップＳ１０５において論理フォーマット処理を行った後、最後にステップＳ１
０６において、論理フォーマット認識処理を行いディスク認識を完了する。なお、物理フ
ォーマット処理とは、主にＤＶＤの内周側のディスク予約領域（図３，図４参照）に物理
管理情報を記録して初期化することを指しており、論理フォーマット処理とは所定のアプ
リケーション規格に従う論理データをユーザデータ記録領域（図３，図４参照）に記録し
てディスクを初期化することを指している。なお、ＤＶＤにデータを記録する際に標準化
されているアプリケーション規格としては、ＡＶＣＨＤ規格や、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格
、ＤＶＤ－ＶｉｄｅｏＲｅｃｏｒｄｉｎｇ規格などがある。
【００６１】
　図６に主なアプリケーションフォーマットの種類とその特徴を示す。図６に示すように
、主なアプリケーションフォーマットの種類とその特徴は、以下の通りである。
　ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ（略称ＶＩＤＥＯ）：多くのＤＶＤプレーヤで再生可能（互換性が
高い）
　ＤＶＤ＋ＲＷ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（略称＋ＶＲ）：動画記録に適したフ
ォーマット、互換性が高い、記録コンテンツの編集が容易である。
　ＤＶＤ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（略称ＶＲ）：動画像のリアルタイム記録に
適したフォーマット、バーチャル編集用のプレイリストを適用した処理など高度な編集処
理が可能。
　ＡＶＣＨＤ（略称ＨＤ）：高画質（ＨＤ：Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像の記
録に適したフォーマット
　主要なアプリケーションフォーマットとしては、上記のフォーマットがある。
【００６２】
　図５に戻り、ディスク認識処理シーケンスについての説明を続ける。ステップＳ１０２
において、ディスクスタータス（Ｄｉｓｃ　Ｓｔａｔｕｓ）がＥｍｐｔｙである場合以外
は、ブランクディスクでないと判定し、ステップＳ１１１に進む。
【００６３】
　ステップＳ１１１では、論理フォーマット認識処理を行い、ステップＳ１１２において
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、既知のアプリケーション規格による認識に成功したか否かを判定する。すなわち、既知
のアプリケーション規格のいずれかに従う論理データがディスクに記録されているか否か
を確認する。ディスクに記録されている論理データがいずれかのアプリケーション規格で
認識できた場合はディスク認識を完了し、ステップＳ１１３に進み、認識に成功したアプ
リケーション規格に対応した記録処理が実行された記録済みディスクであると判定して処
理を終了する。
【００６４】
　ステップＳ１１２において、既知のどのアプリケーション規格でも認識できなかった場
合、ステップＳ１２１においてプリフォーマッテッドディスク判定処理を行う。ステップ
Ｓ１２１におけるプリフォーマッテッドディスク判定処理の詳細シーケンスについて、図
７のフローチャートを参照して説明する。
【００６５】
　ステップＳ２０１において、ＤＶＤメディアに保持されている物理管理情報（図３、図
４参照）中に含まれるディスクスタータス（Ｄｉｓｃ　Ｓｔａｔｕｓ）がＣｏｍｐｌｅｔ
ｅ状態であり、ディスク容量がプリフォーマッテッドディスクとして規定された閾値以上
であり、さらに、特定の数セクタをリードしてみて、それら全てのセクタがプリフォーマ
ッテッドディスクとして規定されたデータであるか否かを判別する。これらの条件を満足
する場合に、ディスクがプリフォーマッテッドディスクと判断する。
【００６６】
　なお、プリフォーマッテッドディスクとして規定するパディング（Ｐａｄｄｉｎｇ）デ
ータとしては、先に、図３、図４を参照して説明したようにオール０データやオール１デ
ータなどの予め規定された規則に従ったデータ列、あるいはあるセクタの特定のバイトポ
イントにプリフォーマッテッドディスクであることを明示するようなデータ（ＡＳＣＩＩ
コードでＰｒｅＦｏｒｍａｔｔｅｄＤｉｓｃという文字列）を記録する構成などがあり、
ステップＳ２０２、ステップＳ２０３においては、これらのセクタデータの読み取り処理
を実行してプリフォーマッテッドディスクであることを確認する処理が行なわれる。
【００６７】
　すなわち、ステップＳ２０２では、特定の複数セクタのデータ読み取りを実行して、ス
テップＳ２０３において、リードした全てのセクタが、プリフォーマッテッドディスクと
して規定されているＰａｄｄｉｎｇデータ（例えば００００・・）であるか否かを確認す
る。なお、特定のバイトポイントにプリフォーマッテッドディスクであることを明示する
ようなデータ（ＡＳＣＩＩコードでＰｒｅＦｏｒｍａｔｔｅｄＤｉｓｃという文字列）が
記録されている場合は、その特定のセクタをリードして文字列を確認するだけで済む。但
し、このような構成のディスクの場合は、プリフォーマッテッドディスクであると認識し
た後の工程で、その文字列を他のデータで上書きする必要がある。
【００６８】
　ステップＳ２０２の特定の複数セクタをリードする処理において、「特定の複数セクタ
」をどのように決定すべきかの具体例について説明する。
　まず任意のランダムな複数セクタをリードする方法がある。例えばメディアの総セクタ
数を均等に複数分割し、その分割点のセクタをリードするなどである。しかしながら、こ
の方法ではたまたまそれらのセクタデータがプリフォーマッテッドディスクとして規定さ
れたデータである可能性が残る。
【００６９】
　また、別の方法として、ＤＶＤへのデータ記録において標準化されているアプリケーシ
ョン規格で確実に使用されるセクタをリードしてもよい。例えば、ＤＶＤへ記録する際の
アプリケーション規格であるＡＶＣＨＤ規格やＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格、ＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏＲｅｃｏｒｄｉｎｇ規格などでは、ファイルシステムとしてＵＤＦ規格を採用してい
るが、このＵＤＦ規格では、先頭から３２ＫＢスキップした次のセクタ、及び２５６セク
タ目か最外周のセクタか最外周のセクタ－２５６セクタ目のいずれかには必ず規定された
データが記録される。これらのセクタをリードした結果、プリフォーマッテッドディスク
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として規定されたデータであるか否か確認することで、プリフォーマッテッドディスクか
使用済みディスクかの判別が迅速に行える。しかしながら、この方法では未知のアプリケ
ーション規格で記録されたディスクをプリフォーマッテッドディスクと誤認識してしまう
可能性があるので、前述した分割点のセクタをリードする方法などと併用する必要がある
。
【００７０】
　ステップＳ２０３の判定処理において、リードしたセクタの情報がプリフォーマットデ
ィスクとして規定されたパディングデータであると確認された場合は、ステップＳ２０５
に進み、最終的にプリフォーマッテッドディスクであると判定する。一方、リードしたセ
クタの情報がプリフォーマットディスクとして規定されたパディングデータでないと確認
された場合は、ステップＳ２０４に進み、ブランクディスクでもプリフォーマットディス
クでもないと判断する。
【００７１】
　リードしたセクタの情報がプリフォーマットディスクとして規定されたパディングデー
タでないと確認された場合の処理は、図５に示すステップＳ１２２の判定処理においてＮ
ｏと判定されたことに相当し、認識失敗としてディスク認識処理を終了する。
【００７２】
　一方、図７に示すステップＳ２０５において、最終的にプリフォーマッテッドディスク
であると判定した場合は、図５に示すステップＳ１２２の判定処理においてＹｅｓと判定
されたことに相当し、ステップＳ１２３に進み、論理フォーマット処理を行う。なお、本
発明で想定するプリフォーマッテッドディスクは、プリフォーマットの時点で論理フォー
マットデータまでは記録しないため、初回のディスク認識時点でユーザが所望のアプリケ
ーション規格を選択することが可能である。
【００７３】
　もちろん、プリフォーマットの時点で特定のアプリケーション規格に従って論理フォー
マットデータを記録しておいた場合でも再度論理フォーマット処理を行うことは可能であ
るが、この場合、プリフォーマッテッドディスクか使用済みディスクかの判定が難しくな
るため、ディスク認識後にユーザが能動的に再フォーマット処理を行う必要がある。
【００７４】
　ステップＳ１２３において、論理フォーマット処理が完了した後は、ステップＳ１２４
に進み、論理フォーマット認識処理を実行し、ディスク認識を完了する。
【００７５】
　このように、本発明の情報処理装置においては、装置に装着されたディスクが、ブラン
クディスクであるか、プリフォーマットディスクであるか、あるいは記録ずみディスクで
あるかの識別処理を実行するので、例えば、プリフォーマッテッドディスクであることが
判別されれば、ディスクの初期化においてパディング処理を省略する。この処理により、
ディスクの初期化処理に要する時間を短縮することができる。
【００７６】
　また、プリフォーマッテッドディスクであることが判別された場合、従来の装置で実行
されていたファイナライズ処理におけるパディング処理を行なわない構成とする。従来の
装置では、民生用のＤＶＤ記録再生機器との互換を広く得るためのパディング処理を行う
ことが必要であったが、本発明の構成では、ディスクの認識処理において、プリフォーマ
ッテッドディスクであることが判別された場合、パディング処理が不要であることが認識
されるので、ファイナライズにおけるパディング処理は省略可能となり、記録後の後処理
が簡略化される。すなわち、ファイナライズに要する時間の短縮がなされる。なお、ファ
イナライズ処理においてパディングのみを実行するアプリケーション規格などでは、ファ
イナライズ処理自体が不要になる。
【００７７】
　また、本発明におけるプリフォーマッテッドディスクを利用する場合、情報処理装置に
おける初回のディスク認識の時点で、ユーザに所望の論理フォーマットの選択を促し、論
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理フォーマット処理を行なうことが可能であり効率的な処理が可能となる。
【００７８】
　また、－ＲＷディスクの場合、未記録状態のブランクディスクにおいては、任意セクタ
にランダムアクセスすることはできない。ＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄＯｖｅｒＷｒｉｔｅモー
ドで初期化してメディアの内周側から順に鏡面領域にデータを記録していき、一度記録が
済んだところに対してのみランダムにアクセスすることができるという制限があるが、本
発明に従ったプリフォーマッテッドディスクを使用した場合、－ＲＷディスクにおいても
、パディング済みの領域がアクセス可能となり、全面パディング済みのプリフォーマッテ
ッドディスクの場合は、最初からメディア全面に渡ってランダムアクセス可能となるとい
うメリットがある。
 
【００７９】
　以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明であ
る。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべ
きではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参
酌すべきである。
【００８０】
　なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。
【００８１】
　例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）に予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブ
ルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ），ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　ｏｐｔｉｃａｌ）ディスク，ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録
媒体に、一時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムー
バブル記録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【００８２】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス
トールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ（Ｌｏ
ｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットといったネットワークを介して、
コンピュータに有線で転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログ
ラムを受信し、内蔵するハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【００８３】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　以上、説明したように、本発明の一実施例構成によれば、例えばビデオカメラ等、ディ
スクに対するデータ記録を実行する情報処理装置において、装着ディスクの認識処理とし
て、装着ディスクが、
　（ａ）未記録のブランクディスクであるか、
　（ｂ）パディング処理のなされたプリフォーマッテッドディスクであるか、
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　（ｃ）記録済みディスクであるか、
　上記いずれのディスクであるかの識別処理を実行する構成とした。この構成により、本
願発明の一実施例に係る情報記録媒体であるプリフォーマッテッドディスクを取り扱うこ
とができるようになる。また、プリフォーマッテッドディスクを利用した場合は従来の装
置でフォーマット処理やファイナライズ処理において実行することが必要であったパディ
ング処理が不要となり、記録開始や終了処理においてユーザを待たせることなく迅速な処
理が可能となる。さらに、本願発明の一実施例に係る情報記録媒体であるプリフォーマッ
テッドディスクは、論理フォーマットを限定せずにパディング処理のみを事前に施すもの
であるため、初回利用時に論理フォーマットを選択することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の情報処理装置の一実施例構成を示すブロック図である。
【図２】ディスクの種類（物理フォーマット）について説明する図である。
【図３】本発明の一実施例に係る情報記録媒体としてのプリフォーマッテッドディスクの
構成例について説明する図である。
【図４】本発明の一実施例に係る情報記録媒体としてのプリフォーマッテッドディスクの
構成例について説明する図である。
【図５】本発明の一実施例に係る情報処理装置の実行する処理のシーケンスについて説明
するフローチャートを示す図である。
【図６】アプリケーションフォーマットの種類について説明する図である。
【図７】本発明の一実施例に係る情報処理装置の実行する処理のシーケンスについて説明
するフローチャートを示す図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１００　情報処理装置
　１１１　ユーザインタフェース
　１１２　入出力制御部
　１１３　システム制御部
　１２１　記録制御手段
　１３０　データ入力部
　１３１　動画入力部
　１３２　音声入力部
　１４０　圧縮処理部
　１４１　動画エンコーダ
　１４２　オーディオエンコーダ
　１４３　多重化処理部
　１４５　バッファ
　１５１　ディスク認識手段
　１５２　規格データ管理手段
　１５３　ドライブ制御手段
　２００　情報記録媒体
　３１１　ディスク予約領域
　３１２　ユーザデータ領域
　３２１　物理管理情報
　３２２　パディングデータ領域
　３２３　Ｂｏｒｄｅｒ　Ｏｕｔ
　３２４　ＬｅａｄＯｕｔ
　３５１　物理管理情報
　３５２　パディングデータ領域
　３５３　Ｂｏｒｄｅｒ　Ｏｕｔ
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　３５４　鏡面領域
　３５５　ＬｅａｄＯｕｔ
　３５６　ＴｅｍｐｏｒａｒｙＬｅａｄＯｕｔ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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