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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報記録層が積層され、片面側から入射される光により、各情報記録層について
独立して情報の記録再生が可能な、ディスク形状に形成された光記録媒体において、
　複数の前記情報記録層のうち、光入射側のものを第１の情報記録層とし、第１の情報記
録層に対して光入射側とは反対側に隣り合うものを第２の情報記録層としたときに、第１
の情報記録層における記録可能領域は、第１および第２の情報記録層の積層方向において
、第２の情報記録層の記録可能領域と重なり合う領域よりも拡張された拡張領域をディス
ク半径方向の内周側端部あるいは外周側端部に有しており、前記片面側から入射される光
が第２の情報記録層の記録可能領域における最内周端部あるいは最外周端部に集光された
ときに、前記光が第１の情報記録層の拡張領域を含む記録可能領域を透過するように、前
記拡張領域のディスク半径方向の長さが設定されており、
　前記拡張領域には、試し書きのための領域が割り当てられており、前記試し書きのため
の領域は、前記拡張領域の範囲内に収まるように割り当てられていることを特徴とする光
記録媒体。
【請求項２】
　請求項１に記載の光記録媒体を使用し、前記情報記録層に対する試し書きを前記試し書
きのための領域において行うことを特徴とする光記録再生方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の光記録媒体を使用し、前記拡張領域を含む記録可能領域を介して第２
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の情報記録層へ再生光の照射を行うことを特徴とする再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録再生可能な複数の情報記録層を有する光記録媒体、光記録再生方法およ
び再生方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル動画のような大容量の情報を記録し、ランダムアクセスが可能な光記録
再生装置の開発が進められている。また、このような光記録再生装置の記録媒体として使
用する光ディスクの高密度化が様々な角度から検討されている。
【０００３】
　光記録再生装置においては、例えば、対物レンズの開口数を大きくし、光源を短波長化
することにより、光ビームスポット径を小さくして記録密度を高くする方向で検討が進め
られている。これにより、光ディスクの記録容量は年々大きくなりつつある。また、光デ
ィスクとしてのＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disc for Read Only Memory）にお
いては、２層化技術によりディスク容量をほぼ２倍にする技術が確立されている。
【０００４】
　さらに、記録再生可能な２層の情報記録層を有する光ディスクの高密度化については、
Joint International Symposium on Optical Memory and Optical Data Storage 1999 に
おいて発表されている、文献名「 A 16.8GDB Double-Decker Phase Change Disc 」にお
いても検討されている。
【０００５】
　上記文献に記載の光ディスクでは、２層の情報記録層がそれぞれ相変化材料にて構成さ
れている。このような光ディスクには、記録マーク部が記録マーク部間のスペース部より
も高い反射率を有するローツウハイ媒体と、逆にスペース部が記録マーク部より高い反射
率を有するハイツウロー媒体とがある。これら何れの媒体も、相変化材料が多結晶状態で
あるか、または、非晶質状態であるかにより、その反射光量および透過光量が変化するこ
とを利用して再生が行われる。なお、上記のような相変化材料を使用している光ディスク
については、例えば特開２００１－５２３４２号にも開示されている。
【特許文献１】特開２００１－５２３４２号
【特許文献２】特開２０００－２８５４６９号
【特許文献３】特開平０９－２３１６１３号
【非特許文献１】「 A 16.8GDB Double-Decker Phase Change Disc 」（Joint Internati
onal Symposium on Optical Memory and Optical Data Storage 1999）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、例えば、スペース部が記録マーク部より高い反射率を有するハイツウロー媒
体では、記録が完了した領域に、案内溝に沿って、反射率が低くなった非晶質領域からな
るマーク列が形成されることになる。また、このような光ディスクでは、光入射側に近い
位置に存在する第１の情報記録層と、光入射側から遠い位置に存在する第２の情報記録層
とが、同一の側からの入射光により記録再生される。即ち、第２の情報記録層は、第１の
情報記録層を経た光ビームにより、記録再生される。したがって、第２の情報記録層に対
して記録再生を行う際には、第１の情報記録層が記録状態であるか、または未記録状態で
あるかにより、第１の情報記録層を透過して第２の情報記録層に達する光ビームの強度が
異なり、第２の情報記録層に対する記録パワー感度および再生パワー感度が異なってくる
。
【０００７】
　このため、第２の情報記録層に対して記録再生を行う際には、第１の情報記録層の記録
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状態を検出した上で、記録時および再生時の光ビーム強度を決定しなければならず、記録
再生システムが複雑になる。この結果、このような光ディスクを使用した光記録再生シス
テムは極めて現実性の低いものになるという問題点を有している。
【０００８】
　したがって、本発明は、第１の情報記録層の記録可能領域での光の透過率がその記録可
能領域が記録済であるか否かにより異なる場合であっても、複雑な記録再生システムを用
いることなく、第２の情報記録層のほぼ全ての記録可能領域に対して、均一な強度で光を
照射できるようにする光記録媒体、光記録再生方法および再生方法の提供を目的としてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明の記録媒体は、複数の情報記録層が積層され、片
面側から入射される光により、各情報記録層について独立して情報の記録再生が可能な、
ディスク形状に形成された光記録媒体において、複数の前記情報記録層のうち、光入射側
のものを第１の情報記録層とし、第１の情報記録層に対して光入射側とは反対側に隣り合
うものを第２の情報記録層としたときに、第１の情報記録層における記録可能領域は、第
１および第２の情報記録層の積層方向において、第２の情報記録層の記録可能領域と重な
り合う領域よりも拡張された拡張領域をディスク半径方向の内周側端部あるいは外周側端
部に有しており、前記片面側から入射される光が第２の情報記録層の記録可能領域におけ
る最内周端部あるいは最外周端部に集光されたときに、前記光が第１の情報記録層の拡張
領域を含む記録可能領域を透過するように、前記拡張領域のディスク半径方向の長さが設
定されており、前記拡張領域には、試し書きのための領域が割り当てられており、前記試
し書きのための領域は、前記拡張領域の範囲内に収まるように割り当てられていることを
特徴としている。
【００１０】
　本発明の光記録再生方法は、上記の光記録媒体を使用し、前記情報記録層に対する試し
書きを前記試し書きのための領域において行うことを特徴としている。
【００１１】
　本発明の再生方法は、上記の光記録媒体を使用し、前記拡張領域を含む記録可能領域を
介して第２の情報記録層へ再生光の照射を行うことを特徴としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　〔参考例〕
　本発明の参考例を図１ないし図８に基づいて以下に説明する。
図２に示すように、光ディスク（光記録媒体）１は、中心部にセンター穴２を有し、この
センター穴２に対する径方向の外方側に記録可能領域３を有している。この記録可能領域
３では、記録再生のための案内溝がスパイラル状に形成され、情報の記録再生が可能とな
っている。なお、記録可能領域３の最内周端部４と最外周端部５とを破線にて示している
。
【００１３】
　上記の光ディスク１は、その縦断面図である図３に示すように、ディスク基板６上に、
案内溝形成層７、第２記録層（第２の情報記録層）８、案内溝形成中間層９、第１記録層
（第１の情報記録層）１０および表面コート層１１が順次積層された構成となっている。
この光ディスク１の第１記録層１０および第２記録層８に対する記録再生は、光ビーム１
２を同一の側、即ち表面コート層１１側から第１および第２記録層１０、８のそれぞれに
集光させて照射することにより行われる。
【００１４】
　上記光ディスク１の構成は、さらに詳細には図４に示すようになっている。同図におい
て、ディスク基板６は、たとえば、板厚１．２ｍｍの透明なポリカーボネート製の基板か
らなる。案内溝形成層７は、例えば層厚２０μｍの紫外線硬化樹脂層からなり、第２記録
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層８側の面に、凹凸パターンからなるスパイラル状の案内溝１３が形成されている。この
案内溝形成層７は、例えば２Ｐ法と呼ばれるパターン転写技術を用いて形成される。
【００１５】
　第２記録層８は、例えば、ＡｌＴｉ合金反射膜１４、ＺｎＳ－ＳｉＯ２ 干渉膜１５、
ＳｉＮ保護膜１６、ＧｅＳｂＴｅ相変化記録膜１７、ＳｉＮ保護膜１８およびＺｎＳ－Ｓ
ｉＯ２ 干渉膜１９を有し、これら各膜がスパッタリングにより順次案内溝形成層７上に
積層されることにより形成されている。
【００１６】
　案内溝形成中間層９は、案内溝形成層７と同様、例えば層厚２０μｍの紫外線硬化樹脂
層からなり、第１記録層１０側の面に前記案内溝１３が形成されている。この案内溝形成
層９は、同様に、例えば２Ｐ法と呼ばれるパターン転写技術を用いて形成される。
【００１７】
　第１記録層１０は、第２記録層８と同様、例えば、ＺｎＳ－ＳｉＯ２ 干渉膜２０、Ｓ
ｉＮ保護膜２１、ＧｅＳｂＴｅ相変化記録膜２２、ＳｉＮ保護膜２３およびＺｎＳ－Ｓｉ
Ｏ２ 干渉膜２４を有し、これら各膜がスパッタリングにより順次案内溝形成中間層９上
に積層されることにより形成されている。
【００１８】
　表面コート層１１は、例えば層厚８０μｍの紫外線硬化樹層からなり、脂紫外線硬化樹
脂をスピンコーティングにより第１記録層１０上に塗布した後、紫外線照射により硬化さ
せることにより形成されている。
【００１９】
　なお、光ディスク基板６としては、上記のように透明なポリカーボネート製の基板を使
用している。しかしながら、光ディスク１のように、表面コート層１１側から光ビーム１
２を入射させる構成の場合、ディスク基板６は、透明である必要は無く、不透明な金属製
の基板であってもよい。
【００２０】
　また、光ディスク１では、案内溝１３を有する案内溝形成層７を備え、この案内溝形成
層７を２Ｐ法により形成した構成としている。しかしながら、例えば射出成形法によりデ
ィスク基板６を形成し、光ディスク基板６の表面に直接案内溝１３を形成した構成として
もよい。この場合には、案内溝形成層７が不要となる。
【００２１】
　また、表面コート層１１は、スピンコート法により第１記録層１０上に形成しているが
、均一な厚みを有する表面コート層１１としての透明シートを第１記録層１０上に貼り付
けたものであってもよい。
【００２２】
　また、光ディスク１は、光ディスク基板６上に、案内溝形成層７、第２記録層８、案内
溝形成中間層９、第１記録層１０および表面コート層１１が順次積層された構成としてい
るが、光ディスク基板６上に、案内溝形成層７、第１記録層１０、案内溝形成中間層９、
第２記録層８および表面コート層１１が順次積層され、光ディスク基板６側から光ビーム
１２を照射する構成とすることも可能である。ただし、この場合には、第１記録層１０お
よび第２記録層８を構成する各膜の成膜順序を図４に示した場合と逆にすることが必要で
ある。
【００２３】
　上記の光ディスク１に対して記録再生を行う光ディスク記録再生装置（光記録再生装置
）は、図５に示す構成となっている。この光ディスク記録再生装置３１において、光ディ
スク１は、センターハブ３２によってモータのスピンドル３３に固定され、回転駆動され
る。
【００２４】
　光ディスク記録再生装置３１は、光学系部３４および信号処理・制御部（制御手段）３
５を備えている。光学系部３４は、半導体レーザ等の光源４１、コリメートレンズ４２、
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ビームスプリッター４３、対物レンズ４４、２軸アクチュエーター４５、集光レンズ４６
および受光素子４７を備えている。対物レンズ４４は、２軸アクチュエーター４５により
支持され、かつフォーカシング方向およびトラッキング方向に駆動される。受光素子４７
は、再生信号検出素子、フォーカス誤差信号検出素子およびトラック誤差信号検出素子を
有し、これら各検出素子の出力は信号処理・制御部３５へ入力される。
【００２５】
　また、光学系部３４は、図示しないスライド駆動部に駆動されて、光ディスク１の半径
方向へ往復移動するようになっている。
【００２６】
　信号処理・制御部３５は、各種信号処理および各種制御を行う。例えば、記録再生時の
光源４１のパワー制御を行うとともに、対物レンズ４４のフォーカシングおよびトラッキ
ングを行うため、フォーカス誤差信号検出素子およびトラック誤差信号検出素子からの出
力に応じて、２軸アクチュエーター４５の駆動を制御する。さらに、前記スライド駆動部
による光ディスク１の半径方向への光学系部３４の移動を制御し、光学系部３４、即ち対
物レンズ４４を、所定のトラックについて記録再生可能な位置へ移動させる。その他、後
述の各制御等を行う。
【００２７】
　光ディスク記録再生装置３１では、上記のようにして光ビーム１２を第１記録層１０ま
たは第２記録層８の何れかに集光させ、案内溝１３に沿って第１記録層１０または第２記
録層８の記録再生を行う。
【００２８】
　ここで、光ディスク記録再生装置３１では、第２記録層８に対する記録再生を、第１記
録層１０の記録可能領域３の全領域についての記録が完了した後に行うようになっている
。この場合の動作は、前記光学系部（光照射手段）３４およびスライド駆動部（光照射手
段）に対する信号処理・制御部３５の制御により行われる。
【００２９】
　この場合の動作は図１に示すものとなる。同図に示すように、記録あるいは再生のため
の光ビーム１２が第２記録層８に照射されるとき、第１記録層１０の記録可能領域３は、
予め、黒塗りで示す記録済状態となっている。したがって、光ビーム１２は、記録済の第
１記録層１０を経て第２記録層８に照射される。
【００３０】
　上記の構成において、光ディスク記録再生装置３１による光ディスク１に対しての記録
再生動作について以下に説明する。
【００３１】
　光ディスク記録再生装置３１において、光源４１から出射した光ビーム１２は、コリメ
ートレンズ４２により平行光とされ、ビームスプリッター４３を透過し、対物レンズ４４
に入射する。その後、光ビーム１２は、対物レンズ４４により、光ディスク１の第１記録
層１０上または第２記録層８上に集光される。光ディスク１からの反射光は、対物レンズ
４４を経た後、ビームスプリッター４３により反射され、集光レンズ４６により受光素子
４７上に集光される。
【００３２】
　その後、受光素子４７からの出力に基づき、信号処理・制御部３５は、２軸アクチュエ
ーター４５を制御して、対物レンズ４４のフォーカシング制御およびトラッキング制御を
行う。光ディスク記録再生装置３１では、このようにして光ビーム１２を第１記録層１０
または第２記録層８の何れかに集光させ、案内溝１３に沿って第１記録層１０または第２
記録層８の記録再生を行う。
【００３３】
　ここで、光ディスク記録再生装置３１による光ディスク１に対しての記録再生動作にお
いて、光ディスク１の第１記録層１０に対して記録可能領域３の最内周端部４から記録を
開始し、記録可能領域３の途中で第１記録層１０の記録を終了した後、第２記録層８の記
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録再生に移行した場合について説明する。なお、光ディスク１にはスペース部が記録マー
ク部より高い反射率を有するハイツウロー媒体が使用され、相変化記録が行われるものと
する。
【００３４】
　上記の第１記録層１０に対する記録動作では、図６および図７に示すように、第１記録
層１０の記録可能領域３における最内周端部４から記録可能領域３の中途位置までの間に
、網目模様によって示す記録完了領域５１が生じる。
【００３５】
　このとき、第１記録層１０では、記録完了領域５１の光透過率が、それ以外の領域の光
透過率よりも高くなる。したがって、同一強度の光ビーム１２を第２記録層８に照射した
場合、記録完了領域５１を通過して第２記録層８へ集光される光ビーム１２ｂの強度は、
記録完了領域５１以外の領域（未記録領域）を通過して第２記録層８へ集光される光ビー
ム１２ａの強度よりも強くなる。即ち、第２記録層８に記録を行う際、第１記録層１０を
経て第２記録層８に達する光ビーム１２の強度は、光ビーム１２が記録完了領域５１を通
過したものであるか否かにより異なるものとなる。この場合には、第２記録層８の記録を
行う際には、第１記録層１０の記録の有無に応じて光ビーム１２の強度を変化させる複雑
な記録システムが必要となる。
【００３６】
　この点については、第２記録層８の再生を行う場合も同様であり、光ビーム１２が第１
記録層１０の記録完了領域５１を通過したものであるか否かにより、第２記録層８からの
反射光量が異なるものとなり、同様に、複雑な再生システムが必要となる。
【００３７】
　そこで、光ディスク記録再生装置３１では、図１に示したように、第１記録層１０の記
録領域３の全領域を記録完了状態とした後に、第２記録層８への記録再生を行うようにし
ている。即ち、光ディスク記録再生装置３１は、光ディスク１に対して記録を行う際に、
まず、第１記録層１０から記録を開始し、第１記録層１０の記録可能領域３の全領域につ
いて記録が完了した後に、第２記録層８への記録または再生に移行するように動作する。
【００３８】
　このような動作により、第２記録層８に対して記録再生を行う際、第２記録層８に照射
する光ビーム１２は、常に、記録が完了した第１記録層１０を通過して第２記録層８へと
入射する。したがって、記録および再生の各場合において、第２記録層８に照射す光ビー
ム１２の強度を一定なものとすることができ、この結果、光ビーム１２の強度を制御する
ための複雑な記録再生システムを用いることなく、安定した記録再生を実現することがで
きる。
【００３９】
　上記の動作を行うため、信号処理・制御部３５は、図８に示すように、記録開始アドレ
ス生成回路８１および光照射部制御回路８２を備えている。この光照射部制御回路８２に
より制御される光照射部には、前記光学系部３４やスライド駆動部等が含まれる。
【００４０】
　光ディスク１への記録の際には、まず光ディスク１の記録状態管理領域に記録された記
録状態管理信号が読み出され、この信号が、信号処理・制御部３５の記録開始アドレス生
成回路８１に逐一記録されていく。上記の記録状態管理領域は、第１記録層１０における
特定位置に設けられている。なお、記録状態管理領域には、記録範囲を示すアドレスとと
もに、記録内容の表題等を合わせて記録しておていもよい。
【００４１】
　その後、記録開始アドレス生成回路８１が光ディスク１の記録開始アドレスを生成し、
光照射部制御回路８２が、光ビームスポットを記録開始アドレスに移動させるべく、フォ
ーカシング制御およびトラッキング制御を行う。このようにして、第１記録層１０の記録
可能領域３への記録が開始される。
【００４２】
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　その後、第１記録層１０への記録が完了し、第１記録層１０の最終アドレスを検出する
と、続いて第２記録層８への記録を行う場合には、第２記録層８に対するフォーカシング
を行い、同様にして、第２記録層８の記録可能領域３への記録を行う。
【００４３】
　〔実施の形態１〕
　本発明の実施の形態を図９ないし図１１に基づいて以下に説明する。なお、本実施の形
態に示す光ディスク６１は、前記動作を行う光ディスク記録再生装置３１において使用可
能である。
【００４４】
　本実施の形態の光ディスク６１は、図９および図１０に示すように、第１記録層１０の
記録可能領域３ａにおける最内周端部４ａと最外周端部５ａとに拡張領域６２を有してい
る。したがって、第１記録層１０の最内周端部４ａは、第２記録層８の最内周端部４ｂよ
りも光ディスク１の径方向の内方に位置している。また、第１記録層１０の最外周端部５
ａは、第２記録層８の最外周端部５ｂよりも径方向の外方に位置している。
【００４５】
　即ち、第１記録層１０の記録可能領域３ａは、第２記録層８の記録可能領域３ｂよりも
、最内周端部４ａ側および最外周端部５ａ側の拡張領域６２の分だけ広くなっている。な
お、図９は、簡略化のため、最内周端部４ａ、４ｂと最外周端部５ａ、５ｂとの明示に兼
用している。
【００４６】
　上記拡張領域６２は、その大きさに関わらず、少なくともこれが設けられていることに
より、後述のように、第２記録層８の記録可能領域３ｂに照射される光ビーム強度の低下
を抑制することができる。しかしながら、さらに良好に上記光ビーム強度の低下を防止す
るために、拡張領域６２における幅、即ち光ディスク１の径方向における長さは、第２記
録層８の記録可能領域３ｂにおける最内周端部４ｂ、あるいは最外周端部５ｂに光ビーム
１２が集光されたとき、それぞれの場合において光ビーム１２が第１記録層１０の拡張領
域６２を含む記録可能領域３ａを透過するように設定されていることが好ましい。
【００４７】
　ここで、上記光ディスク６１の機能を説明するための比較用の光ディスクを図１１に示
す。この光ディスク６３では、第１記録層１０の記録可能領域の広さと第２記録層８の記
録可能領域の広さとが同一であり、第１記録層１０と第２記録層８とで最内周端部４の位
置同士、および最外周端部５の位置同士が第１記録層１０と第２記録層８との積層方向に
おいて一致している。
【００４８】
　図９および図１１において、上記光ディスク６１、６３の第１記録層１０および第２記
録層８は、それぞれ、案内溝１３を有している。各第１記録層１０は、案内溝１３に沿っ
て記録可能領域３ａ、３の最内周端部４ａ、４または最外周端部５ａ、５まで記録が完了
した状態となっている。両図においては、この記録完了状態を示すため、案内溝１３を太
線により記載している。即ち、これら光ディスク６１、６３に対する記録再生においても
、光ディスク記録再生装置３１により、まず第１記録層１０の記録可能領域３ａ、３の全
領域に対する記録が行われた後、第２記録層８の記録可能領域３ｂ、３に対する記録再生
が行われる。
【００４９】
　上記の構成において、拡張領域６２を有していない記録可能領域３を第１記録層１０に
備えた光ディスク６３では、第２記録層８に対して記録再生を行う場合、第２記録層８の
記録可能領域３における径方向の内方に照射される光ビーム１２ｂは、その全部が第１記
録層１０の透過率の高くなった記録可能領域３（記録完了済領域）を通過する。
一方、第２記録層８の最内周端部４付近または最外周端部５付近に照射される光ビーム１
２ｃは、その一部が第１記録層１０の透過率の高くなった記録可能領域３（記録完了済領
域）を通過するものの、残りの一部が第１記録層１０の記録可能領域３以外の、透過率の
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低い記録不可領域６４領域を通過する。したがって、光ビーム１２ｃの強度は、上記光ビ
ーム１２ｂの強度よりも弱くなる。このため、第２記録層８の記録再生時に、第２記録層
８における記録可能領域３の最内周端部４、最外周端部５およびこれらの付近において、
光ビーム強度の低下、即ち変動が発生し、第２記録層８の記録可能領域３全体において、
安定した記録再生が困難となる。
【００５０】
　これに対し、本実施の形態の光ディスク６１では、拡張領域６２を有する記録可能領域
３ａを第１記録層１０に備えているので、第２記録層８に対して記録再生を行う場合、第
２記録層８の記録可能領域３ｂに照射される光ビームは、第２記録層８における径方向の
内方に照射されるものは勿論、第２記録層８の最内周端部４ｂおよび最外周端部５ｂに照
射されるものも、第１記録層１０の透過率の高くなった記録可能領域３ａ（記録完了済領
域）を通過した光ビーム１２ｂとなる。
【００５１】
　このように、本実施の形態の光ディスク６１では、第２記録層８の記録可能領域３ｂに
照射される光ビームが常に第１記録層１０の透過率の高くなった記録可能領域３ａ（記録
完了済）を通過した光ビーム１２ｂとなるので、第２記録層８の記録可能領域３ｂにおけ
る何れの位置に対して記録再生を行う場合であっても光ビーム強度の変動が発生せず、安
定した記録再生を実現することができる。
【００５２】
　なお、第２記録層８に対して記録再生を行う場合、第１記録層１０に照射される光ビー
ム１２の半径は、大きくても案内溝形成中間層９の層厚程度である。したがって、拡張領
域６２の幅（光ディスク径方向の長さ）は、少なくとも案内溝形成中間層９の層厚分だけ
あればよい。また、第１記録層１０の案内溝１３と第２記録層８の案内溝１３との間に偏
心が存在する場合、拡張領域６２は、案内溝形成中間層９の層厚にその偏心幅を加えた寸
法に設定すればよい。
【００５３】
　また、図９は模式図であるため、拡張領域６２は、案内溝１３を２本分含む領域の幅に
設定されているように記載されている。しかしながら、実際上は、案内溝１３のピッチが
０．３μｍ程度、案内溝形成中間層９の層厚が２０μｍ程度であることから、拡張領域６
２は、少なくとも６０本以上の案内溝１３を含む領域の幅に対応する幅となる。
【００５４】
　また、拡張領域６２は、第１記録層１０の最内周端部４ａと最外周端部５ａとの何れか
一方のみに形成されてもよく、この場合にも拡張領域６２が形成されている側において、
上記の機能を得ることができる。
【００５５】
　〔実施の形態２〕
　本発明の実施の他の形態を図１２ないし図２０に基づいて以下に説明する。なお、本実
施の形態に示す光ディスク７１は、前記動作を行う光ディスク記録再生装置３１において
使用可能である。
【００５６】
　前記の光ディスク６１では、第１記録層１０の記録可能領域３ａにおける最内周端部４
ａと最外周端部５ａとに拡張領域６２を有するものとしているが、本実施の形態の光ディ
スク７１では、図１２および図１３に示すように、上記拡張領域６２に相当する領域が、
予め記録完了状態とされた擬似記録領域７２となっている。したがって、本実施の形態の
光ディスク７１においては、通常の情報を記録する記録可能領域３は、第１記録層１０と
第２記録層８とでほぼ同一の広さとなっている。上記の擬似記録領域７２は、例えば、光
ディスク７１の出荷前に形成されていてもよい。
【００５７】
　上記の構成において、光ディスク７１に対する通常の記録再生の際には、前述の場合と
同様、光ディスク記録再生装置３１により、まず第１記録層１０の記録可能領域３の全領
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域に対する記録が行われた後、第２記録層８の記録可能領域３に対する記録再生が行われ
る。この場合、擬似記録領域７２は既に記録完了状態となっている。
【００５８】
　上記のように、本実施の形態の光ディスク７１では、第１記録層１０における記録可能
領域３の最内周端部４ｂの径方向内方および最外周端部５ｂの径方向外方に擬似記録領域
７２を有している。したがって、第２記録層８に対して記録再生を行う場合、前記光ディ
スク６１の場合と同様、第２記録層８の記録可能領域３に照射される光ビームは、常に第
１記録層１０の透過率の高くなった記録完了済領域を通過した光ビーム１２ｂとなる。こ
れにより、第２記録層８の記録可能領域３における何れの位置に対して記録再生を行う場
合であっても光ビーム強度の変動が発生せず、安定した記録再生を実現することができる
。
【００５９】
　さらに、光ディスク７１では、光ディスク６１の場合と異なり、第１記録層１０と第２
記録層８の記録可能領域３の広さが同じであるので、記録可能領域３における案内溝１３
のフォーマットを同一にすることができる。この結果、光学系部３４に対する位置制御に
ついては、第１記録層１０の記録再生と第２記録層８の記録再生とにおいて、同一の制御
により対応することができる。
【００６０】
　なお、上記の擬似記録領域７２は、拡張領域６２を有する前記光ディスク６１に対して
、その拡張領域６２を前記光ディスク記録再生装置３１が記録完了状態とすることにより
形成されてもよい。これにより、光ディスク６１は光ディスク７１とすることができる。
このような構成では、光ディスク６１に対して出荷前に予め擬似記録領域７２を形成して
光ディスク７１とする必要がなく、この分の工程減少により、光ディスク６１（７１）の
低コスト化を図ることができる。
【００６１】
　光ディスク記録再生装置３１により拡張領域６２を記録完了状態として擬似記録領域７
２を形成する動作は、第１記録層１０への通常の記録に先立って、例えば光ディスク６１
を光ディスク記録再生装置３１に装填したときに行われる。この場合、光ディスク記録再
生装置３１は、まず、装填された光ディスク６１の拡張領域６２を読み取り、そこが記録
完了状態となっていなければ、拡張領域６２を記録完了状態とする。この場合の処理は光
ディスク記録再生装置３１における信号処理・制御部３５にて行われる。
【００６２】
　上記の動作を行うために、信号処理・制御部３５は、図１４に示すように、拡張領域記
録状態判別回路８３および前記光照射部制御回路８２を備えている。
【００６３】
　上記の構成において、光ディスク記録再生装置３１では、光ディスク６１が装填される
と、まずその拡張領域を再生する。拡張領域記録状態判別回路８３では、拡張領域６２か
らの再生信号に基づき、拡張領域６２が記録完了状態であるか否かを判別する。この判別
において、拡張領域６２が記録未完了状態であれば、拡張領域記録状態判別回路８３は、
装填されている光ディスク６１を未使用のものと判断し、第１記録層１０に対する記録動
作の開始に先立って、拡張領域記録指示信号を光照射部制御回路８２に出力する。この信
号を受けた光照射部制御回路８２では、前記光照射部を制御して、光ディスク６１の拡張
領域６２を記録完了状態とする。
【００６４】
　一方、前記の判別において、拡張領域６２が記録完了状態であれば、拡張領域記録状態
判別回路８３は、装填されている光ディスク６１を既使用のものと判断し、通常記録指示
信号を光照射部制御回路８２に出力する。この信号を受けた光照射部制御回路８２では、
前記光照射部を制御して光ディスク６１に対する通常の記録動作をさせる。
【００６５】
　また、擬似記録領域７２には、全く内容の無い情報や無意味な情報を記録してもよい。
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あるいは、擬似記録領域７２の出荷前に擬似記録領域７２を形成する場合には、擬似記録
領域７２に個々の光ディスク７２に対応したディスクＩＤ情報（識別情報）または暗号コ
ード情報（暗号化情報）を記録しておくことも可能である。
【００６６】
　擬似記録領域７２に暗号コード情報を記録した場合には、その暗号コード情報に基づい
て光ディスク記録再生装置３１が光ディスク７１の記録可能領域３に記録する情報を暗号
化した後、記録可能領域３に記録するようにしてもよい。この場合、光ディスク記録再生
装置３１は、光ディスク７１への記録の際に、まず擬似記録領域７２の暗号コード情報を
読み取り、その暗号コード情報に基づいて記録する情報を暗号化する。また、暗号化され
た情報が記録されている光ディスク７１を再生する際、光ディスク記録再生装置３１は、
記録可能領域３から読み出された情報を復号化する。これらの処理は信号処理・制御部３
５により行われる。
【００６７】
　この場合、光ディスク記録再生装置３１が暗号化された情報を復号化する機能を備えて
いなければ、光ディスク７１から読み出した情報を復号化することができない。したがっ
て、光ディスク７１の違法コピー等の複製や違法な使用を阻止することができる。
【００６８】
　上記のように、擬似記録領域７２の暗号コード情報に基づいて情報を暗号化し、光ディ
スク７１に記録するために、上記信号処理・制御部３５は、図１５に示すように、暗号化
回路８４および前記光照射部制御回路８２を備えている。
【００６９】
　上記の構成では、光ディスク７１への記録動作に先立ち、光ディスク７１の擬似記録領
域７２に予め記録されている暗号コード情報が再生される。暗号化回路８４では、上記暗
号コード情報に基づいて記録情報を暗号化し、暗号化した記録情報を光照射部制御回路８
２へ出力する。光照射部制御回路８２ではその記録情報が光ディスク７１に記録されるよ
うに前記光照射部を制御する。
【００７０】
　また、擬似記録領域７２にディスクＩＤ情報を記録した場合には、そのディスクＩＤ情
報を光ディスク記録再生装置３１側で管理すること、あるいはそのディスクＩＤ情報を光
ディスク記録再生装置３１と接続されたサーバー等にて管理すること等の手法により、光
ディスク７１の違法コピー等の複製や違法な使用を阻止することができる。なお、ディス
クＩＤ情報の上記管理とは、例えば、光ディスク７１が使用された回数をカウントし、使
用回数を制限する等の処理である。
【００７１】
　また、擬似記録領域７２を再生のみ可能な領域とすることにより、該擬似記録領域にデ
ィスクＩＤ情報または暗号コード情報が記録されている場合に、これらの情報の書換えを
禁止することができる。これにより、光ディスク７１の違法コピー等の複製や違法な使用
をさらに適切に阻止することができる。
【００７２】
　また、前述のように、光ディスク記録再生装置３１にて光ディスク６１に擬似記録領域
７２を形成し、光ディスク６１を光ディスク７１とする場合、光ディスク記録再生装置３
１に固有の装置ＩＤ情報、または光ディスク記録再生装置３１に固有の暗号コード情報を
光ディスク記録再生装置３１が擬似記録領域７２に記録するようにしてもよい。
【００７３】
　光ディスク記録再生装置３１にて擬似記録領域７２に装置ＩＤ情報を記録する場合、光
ディスク記録再生装置３１の信号処理・制御部３５は、図１６に示すように、識別情報有
無判別回路８５および前記光照射部制御回路８２を備えている。
【００７４】
　上記の構成において、光ディスク記録再生装置３１では、光ディスク６１が装填される
と、まずその拡張領域を再生する。識別情報有無判別回路８５では、拡張領域６２からの
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再生信号に基づき、拡張領域６２に装置ＩＤ情報が記録されているか否かを判別する。こ
の判別において、拡張領域６２に装置ＩＤ情報が記録されていなければ、識別情報有無判
別回路８５は、装填されている光ディスク６１を未使用のものと判断し、第１記録層１０
に対する記録動作の開始に先立って、識別情報記録指示信号を光照射部制御回路８２に出
力する。この信号を受けた光照射部制御回路８２では、前記光照射部を制御して、光ディ
スク６１の拡張領域６２に装置ＩＤ情報を記録させる。なお、この装置ＩＤ情報は信号処
理・制御部３５（識別情報記憶手段）が備えている。
【００７５】
　一方、前記の判別において、拡張領域６２に装置ＩＤ情報が記録されていれば、識別情
報有無判別回路８５は、装填されている光ディスク６１を既使用のものと判断し、通常記
録再生指示信号を光照射部制御回路８２に出力する。この信号を受けた光照射部制御回路
８２では、前記光照射部を制御して光ディスク６１に対する通常の記録再生動作をさせる
。
【００７６】
　また、光ディスク記録再生装置３１にて擬似記録領域７２に暗号コード情報を記録する
場合、光ディスク記録再生装置３１の信号処理・制御部３５は、図１７に示すように、暗
号化情報有無判別回路８６および前記光照射部制御回路８２を備えている。
【００７７】
　上記の構成において、光ディスク記録再生装置３１では、光ディスク６１が装填される
と、まずその拡張領域６２を再生する。暗号化情報有無判別回路８６では、拡張領域６２
からの再生信号に基づき、拡張領域６２に暗号コード情報（暗号化情報）が記録されてい
るか否かを判別する。この判別において、拡張領域６２に暗号コード情報が記録されてい
なければ、暗号化情報有無判別回路８６は、装填されている光ディスク６１を未使用のも
のと判断し、第１記録層１０に対する記録動作の開始に先立って、暗号化情報再生信号を
光照射部制御回路８２に出力する。この信号を受けた光照射部制御回路８２では、前記光
照射部を制御して、光ディスク６１の拡張領域６２に暗号コード情報を記録させる。なお
、この暗号コード情報は信号処理・制御部（暗号化情報記憶手段）３５が備えている。
【００７８】
　一方、前記の判別において、拡張領域６２に暗号コード情報が記録されていれば、暗号
化情報有無判別回路８６は、装填されている光ディスク６１を既使用のものと判断し、通
常記録再生指示信号を光照射部制御回路８２に出力する。この信号を受けた光照射部制御
回路８２では、前記光照射部を制御して光ディスク６１に対する通常の記録再生動作をさ
せる。
【００７９】
　また、上記のように、光ディスク記録再生装置３１にて擬似記録領域７２（拡張領域６
２）に装置ＩＤ情報または暗号コード情報を記録した場合には、この記録を行った光ディ
スク記録再生装置３１のみが、光ディスク７１（６１）の記録可能領域３に記録された情
報を再生可能となるようにしてもよい。
【００８０】
　この場合の処理は、例えば次のようにして行われる。
光ディスク７１の擬似記録領域７２に装置ＩＤ情報が記録されている場合、光ディスク記
録再生装置３１は、光ディスク７１の再生に際し、まず、光ディスク７１の擬似記録領域
７２に記録されている装置ＩＤ情報を読み取る。そして、読み取った装置ＩＤ情報と光デ
ィスク記録再生装置３１が備える装置ＩＤ情報との一致の有無を判定し、この結果、両者
が一致している場合のみ、光ディスク７１の再生を行う。
【００８１】
　上記の動作を行うため、信号処理・制御部３５は、図１８に示すように、識別情報一致
判別回路８７および前記光照射部制御回路８２を備えている。
【００８２】
　上記の構成において、光ディスク記録再生装置３１では、光ディスク７１が装填される
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と、まず擬似記録領域７２を再生する。識別情報一致判別回路８７では、擬似記録領域７
２の再生信号から得られた装置ＩＤ情報と、光ディスク記録再生装置３１が備えている装
置ＩＤ情報とを比較し、両装置ＩＤ情報の一致の有無を判定する。この判別において、両
装置ＩＤ情報が一致していれば、記録再生指示信号を光照射部制御回路８２に出力する。
この信号を受けた光照射部制御回路８２では、前記光照射部を制御して光ディスク７１に
対する記録再生動作をさせる。
【００８３】
　一方、両装置ＩＤ情報が一致していなければ、識別情報一致判別回路８７は、その旨を
示す識別情報一致表示信号を光照射部制御回路８２に出力する。この信号を受けた光照射
部制御回路８２では、例えば、その旨を示す表示を図示しない表示部に表示させる。この
場合、光ディスク７１に対する記録再生は、行われない。
【００８４】
　また、光ディスク７１の記録可能領域３に暗号コード情報に基づいて暗号化された情報
が記録されている場合、光ディスク記録再生装置３１では、光ディスク７１の再生に際し
、光ディスク記録再生装置３１が備える暗号コード情報に基づいて、記録可能領域３から
読み取った情報の復号を行う。この復号は、図１９に示すように、信号処理・制御部３５
が備える復号化回路８８により行われる。このとき、光ディスク７１に使用されている暗
号コード情報と光ディスク記録再生装置３１が備える暗号コード情報とが一致している場
合のみ、記録可能領域３から読み取った情報の復号が可能となる。このような構成とする
ことにより、光ディスク７１の違法コピー等の複製を阻止することが可能となる。
【００８５】
　また、光ディスク６１の拡張領域６２は、次のように、試し書き領域として利用するこ
とができる。
【００８６】
　例えば光ディスク６１に記録する際の最適な光ビーム強度、即ち最適記録パワーは、環
境温度等の変化に応じて変化する。したがって、光ディスク記録再生装置３１では、最適
記録パワーを導出するために、一般に光ディスクに対して試し書きを行っている。そこで
、光ディスク６１においては、上記拡張領域６２の少なくとも一部を試し書き領域として
利用する。このような構成とすれば、光ディスク６１に別途試し書き領域を設ける必要が
なくなり、光ディスク６１の記録可能領域３を有効に活用することができる。
【００８７】
　上記の動作を行うために、信号処理・制御部３５は、図２０に示すように、試し書き制
御回路８９、記録パワー判断回路９０および前記光照射部制御回路８２を備えている。
【００８８】
　上記の構成において、光ディスク６１に記録する際には、第１記録層１０への記録に先
立ち、試し書き制御回路８９に試し書き記録指示命令が入力される。これにより、光ディ
スク６１の拡張領域６２に対して試し書き（試し書きとしての記録）が行われる。この試
し書きは、記録パワーを少しずつ変化させて行われる。
【００８９】
　次に、試し書きにより記録された情報が再生され、この再生信号が記録パワー判断回路
９０に入力される。記録パワー判断回路９０では、上記の各再生信号に基づいて、光ディ
スク６１へ記録する際の最適記録パワーを決定する。その後、この最適記録パワーを示す
情報が光照射部制御回路８２へ入力され、光照射部制御回路８２は、上記最適記録パワー
により光ディスク６１への記録が行われるように、前記光照射部を制御する。このような
構成により、周辺温度等の変化により光ディスク６１での記録感度が変化した場合であっ
ても、常に最適な状態での記録が可能となる。
【００９０】
　なお、以上の実施の形態においては、各光ディスクが、スペース部が記録マーク部より
も高い反射率、即ち低い透過率を有するハイツウロー型の相変化記録媒体である場合につ
いて説明したが、光ディスクは、スペース部が記録マーク部よりも低い反射率、即ち高い
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透過率を有するローツウハイ型の相変化記録媒体であっても、上記の各構成を適用可能で
ある。
【００９１】
　以上のように、本発明の光記録再生装置は、複数の情報記録層が積層され、これら各情
報記録層について独立して情報の記録再生が可能な光記録媒体に対し、光照射手段より記
録再生のための光を片面側から入射させる光記録再生装置において、前記光記録媒体にお
ける複数の情報記録層のうち、光入射側のものを第１の情報記録層とし、この第１の情報
記録層に対して光入射側とは反対側に隣り合うものを第２の情報記録層としたときに、第
１の情報記録層における記録可能領域の全領域についての記録が完了した後に、第２の情
報記録層の記録可能領域についての記録または再生が行われるように、前記光照射手段を
制御する制御手段を備えていることを特徴としている。
【００９２】
　また、本発明の光記録再生方法は、複数の情報記録層が積層され、これら各情報記録層
について独立して情報の記録再生が可能な光記録媒体に対し、記録再生のための光を片面
側から入射させる光記録再生方法において、前記光記録媒体における複数の情報記録層の
うち、光入射側のものを第１の情報記録層とし、この第１の情報記録層に対して光入射側
とは反対側に隣り合うものを第２の情報記録層としたときに、第１の情報記録層における
記録可能領域の全領域についての記録が完了した後に、第２の情報記録層の記録または再
生を行うことを特徴としている。
【００９３】
　上記の構成によれば、光入射側の第１情報記録層における記録可能領域の全領域につい
ての記録が完了した後に、第１の情報記録層に対して光入射側とは反対側に隣り合う第２
の情報記録層の記録または再生が行われる。
【００９４】
　したがって、第２の情報記録層の記録再生の際に、第１の情報記録層を通過して第２の
情報記録層に到達する記録再生のための光のほぼ全ては、記録済状態となっている第１の
情報記録層の記録可能領域を通過することになる。これにより、第１の情報記録層の記録
可能領域での光の透過率がその記録可能領域が記録済であるか否かにより異なる場合であ
っても、第２の情報記録層のほぼ全ての記録可能領域に対して、均一な強度で光を照射す
ることができる。この結果、良好な記録再生特性を複雑な記録再生システムを用いること
なく実現することが可能となる。
【００９５】
　本発明の光記録媒体は、複数の情報記録層が積層され、片面側から入射される光により
、各情報記録層について独立して情報の記録再生が可能な光記録媒体において、複数の前
記情報記録層のうち、光入射側のものを第１の情報記録層とし、第１の情報記録層に対し
て光入射側とは反対側に隣り合うものを第２の情報記録層としたときに、第１の情報記録
層における記録可能領域が、その端部に、第１および第２の情報記録層の積層方向におい
て、第２の情報記録層の記録可能領域と重合する領域よりも拡張された拡張領域を有して
いることを特徴としている。
【００９６】
　上記の構成によれば、光入射側の第１の情報記録層における記録可能領域は、その端部
に、第１および第２の情報記録層の積層方向において、第２の情報記録層の記録可能領域
と重合する領域よりも拡張された拡張領域を有している。したがって、第１の情報記録層
における記録可能領域の全領域についての記録が完了した後に、第２の情報記録層の記録
可能領域についての記録または再生を行うようにすれば、第２の情報記録層の記録再生の
際に、第１の情報記録層を通過して第２の情報記録層に到達する記録再生のための光のほ
ぼ全てが、記録済状態となっている第１の情報記録層の記録可能領域を通過することにな
る。
【００９７】
　これにより、第１の情報記録層の記録可能領域での光の透過率がその記録可能領域が記
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録済であるか否かにより異なる場合であっても、第２の情報記録層のほぼ全ての記録可能
領域に対して、均一な強度で光を照射することができる。この結果、良好な記録再生特性
を複雑な記録再生システムを用いることなく実現することができる。
【００９８】
　また、本発明の光記録再生装置は、前記光記録媒体に対し、光照射手段より記録再生の
ための光を片面側から入射させる光記録再生装置において、前記光記録媒体の第１の情報
記録層における記録可能領域の拡張領域以外の領域についての記録に先立って、前記拡張
領域が記録完了状態となるように、前記光照射手段を制御する制御手段を備えていること
を特徴としている。
【００９９】
　また、本発明の光記録再生方法は、前記光記録媒体に対し、前記光記録媒体の第１の情
報記録層における記録可能領域の拡張領域以外の領域についての記録に先立って、前記拡
張領域が記録完了状態となるように記録することを特徴としている。
【０１００】
　上記の構成によれば、第１の情報記録層の記録可能領域に前記拡張領域を有する光記録
媒体を使用するので、前述のように、第２の情報記録層のほぼ全ての記録可能領域に対し
て、均一な強度で光を照射することができ、良好な記録再生特性を複雑な記録再生システ
ムを用いることなく実現することができる。
【０１０１】
　また、第１の情報記録層の記録可能領域における拡張領域以外の領域と第２の情報記録
層の記録可能領域との広さが同じになり、光記録媒体への光照射手段に対する位置制御に
ついては、第１の情報記録層の記録可能領域における拡張領域以外の領域と第２の情報記
録層の記録可能領域との記録再生において、同一の制御により対応することができる。
【０１０２】
　本発明の光記録再生装置は、前記光記録媒体に対し、光照射手段より記録再生のための
光を片面側から入射させる光記録再生装置において、個々の光記録再生装置に固有であり
、その光記録再生装置を他のものと識別するための識別情報を記憶する識別情報記憶手段
と、前記光記録媒体の拡張領域に前記識別情報が記録されるように、前記光照射手段を制
御する制御手段とを備えていることを特徴としている。
【０１０３】
　また、本発明の光記録再生方法は、前記光記録媒体を使用し、この光記録媒体に対して
記録再生を行う個々の光記録再生装置に固有であり、その光記録再生装置を他のものと識
別するための識別情報を前記拡張領域に記録することを特徴としている。
【０１０４】
　上記の構成によれば、光記録媒体の拡張領域にその記録媒体に対して記録あるいは再生
を行った光記録再生装置を識別するための識別情報を記録することができる。したがって
、光記録媒体に対して記録または再生を行う際に、例えば、光記録再生装置が、まず拡張
領域の識別情報を読み取り、読み取った識別情報とその装置が備えている識別情報とが一
致したときのみ、記録または再生を行えるようにしておくことにより、光記録媒体につい
ての違法な複製や違法な使用等を阻止することができる。
【０１０５】
　上記の光記録再生装置は、光記録媒体の前記拡張領域から得られた識別情報と前記識別
情報記憶手段に記憶された光記録再生装置の識別情報との一致の有無を判定する判定手段
を備え、前記制御手段が、光記録媒体を再生する際に、光記録媒体における前記拡張領域
の識別情報が再生されるように前記光照射手段を制御するとともに、前記判定手段により
前記両識別情報が一致していると判定されたときにのみ、情報記録層の前記拡張領域以外
の記録可能領域についての再生を開始させる構成としてもよい。
【０１０６】
　上記の光記録再生方法は、光記録媒体を再生する際に、光記録媒体における前記拡張領
域の識別情報を再生し、前記拡張領域から得られた識別情報と前記光記録再生装置の識別
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情報との一致の有無を判定し、前記両識別情報が一致していると判定したときにのみ、情
報記録層の前記拡張領域以外の記録可能領域についての再生を開始する構成としてもよい
。
【０１０７】
　上記の構成によれば、光記録媒体の再生を行う際に、光記録再生装置が、まず光記録媒
体の拡張領域の識別情報を読み取り、読み取った識別情報とその装置が備えている識別情
報とが一致したときのみ、光記録媒体の再生が行えるようになるので、光記録媒体につい
ての違法な複製や違法な使用等を確実に阻止することができる。
【０１０８】
　本発明の光記録再生装置は、前記光記録媒体に対し、光照射手段より記録再生のための
光を片面側から入射させる光記録再生装置において、光記録媒体に記録する情報を暗号化
するための暗号化情報を記憶する暗号化情報記憶手段と、前記光記録媒体の拡張領域に前
記暗号化情報が記録されるように、前記光照射手段を制御する制御手段とを備えているこ
とを特徴としている。
【０１０９】
　本発明の光記録再生方法は、前記光記録媒体を使用し、光記録媒体に記録する情報を暗
号化するための暗号化情報を予め用意し、この暗号化情報を前記拡張領域に記録すること
を特徴としている。
【０１１０】
　上記の構成によれば、光記録媒体の拡張領域に光記録媒体に記録する情報を暗号化する
ための暗号化情報を記録することができる。したがって、光記録再生装置が、光記録媒体
に情報を記録する際に、まず前記拡張領域の暗号化情報を読み取り、その暗号化情報に基
づいて記録する情報を暗号化し、光記録媒体に記録するようにしておくことにより、光記
録媒体から読み出された情報を復号できるのは、その暗号化情報を復号できる光記録再生
装置のみとなる。したがって、光記録媒体の違法な複製や違法な使用を阻止することがで
きる。
【０１１１】
　上記の光記録再生装置は、さらに、前記拡張領域の暗号化情報を参照して、光記録媒体
への記録情報を暗号化する暗号化手段を備え、前記制御手段が、この暗号化手段により暗
号化された記録情報が前記情報記録層に記録されるように、前記光照射手段を制御する構
成としてもよい。
【０１１２】
　上記の光記録再生方法は、さらに、前記拡張領域の暗号化情報を参照して、光記録媒体
への記録情報を暗号化し、暗号化された記録情報を前記情報記録層に記録する構成として
もよい。
【０１１３】
　上記の構成によれば、光記録媒体の拡張領域に記録された暗号化情報に基づき、光記録
媒体に記録する情報を暗号化し、光記録媒体に記録することができる。
【０１１４】
　上記の光記録再生装置は、さらに、前記の制御手段が、前記暗号化情報記憶手段に記憶
された暗号化情報と同一の暗号化情報に基づいて暗号化された記録情報のみについて再生
動作が行われるように制御する構成としてもよい。
【０１１５】
　上記の光記録再生方法は、さらに、予め用意した前記暗号化情報と同一の暗号化情報に
基づいて暗号化された記録情報のみについて再生動作を行う構成としてもよい。
【０１１６】
　上記の構成によれば、光記録再生装置が備える暗号化情報と同一の暗号化情報により暗
号化された情報のみについて再生が可能となる。これにより、前記暗号化情報を備えてい
ない他の光記録再生装置を使用しての光記録媒体の違法な複製や違法な使用を阻止するこ
とができる。
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【０１１７】
　本発明の光記録再生装置は、前記光記録媒体に対し、光照射手段より記録再生のための
光を片面側から入射させる光記録再生装置において、前記情報記録層に対する試し書きが
前記拡張領域において行われるように、前記光照射手段を制御する制御手段を備えている
ことを特徴としている。
【０１１８】
　本発明の光記録再生方法は、前記光記録媒体を使用し、前記情報記録層に対する試し書
きを前記拡張領域において行うことを特徴としている。
【０１１９】
　上記の構成によれば、前記拡張領域を、例えば、光記録媒体に記録する際の最適な光ビ
ーム強度を決定するための試し書き領域として利用することができる。これにより、光記
録媒体の拡張領域以外の記録可能領域に別途試し書き領域を設ける必要がなくなり、光記
録媒体の記録可能領域を有効に活用することができる。
【０１２０】
　上記の光記録媒体は、前記の拡張領域が、予め記録完了状態とされた擬似記録領域とな
っている構成とてもよい。
【０１２１】
　上記の構成によれば、擬似記録領域により前記拡張領域による機能を得ることができる
。さらに、第１の情報記録層の擬似記録領域以外の記録可能領域と第２の情報記録層の記
録可能領域との広さが同じになり、光記録媒体への光照射手段に対する位置制御について
は、第１の情報記録層の記録可能領域と第２の情報記録層の記録可能領域との記録再生に
おいて、同一の制御により対応することができる。
【０１２２】
　上記の光記録媒体は、前記の擬似記録領域に、個々の光記録媒体に固有であり、その光
記録媒体を他のものと識別するための識別情報が記録されている構成としてもよい。
【０１２３】
　上記の構成によれば、光記録媒体に対して光記録再生装置により記録または再生を行う
際に、前記識別情報に対応した光記録再生装置のみにより、その光記録媒体に対する記録
または再生が可能となるようにすることができる。これにより、光記録媒体についての違
法な複製や違法な使用等を阻止することができる。
【０１２４】
　上記の光記録媒体は、前記の擬似記録領域に、光記録媒体に記録する情報を暗号化する
ための暗号化情報が記録されている構成としてもよい。
【０１２５】
　上記の構成によれば、光記録再生装置が、光記録媒体に情報を記録する際に、まず前記
擬似記録領域の暗号化情報を読み取り、その暗号化情報に基づいて記録する情報を暗号化
し、光記録媒体に記録するようにしておくことにより、光記録媒体から読み出された情報
を復号できるのは、その暗号化情報を復号できる光記録再生装置のみとなる。したがって
、光記録媒体の違法な複製や違法な使用を阻止することができる。
【０１２６】
　本発明の光記録再生装置は、前記光記録媒体に対し、光照射手段より記録再生のための
光を片面側から入射させる光記録再生装置において、前記擬似記録領域の暗号化情報を参
照して、光記録媒体への記録情報を暗号化する暗号化手段と、この暗号化手段により暗号
化された記録情報が前記情報記録層に記録されるように、前記光照射手段を制御する制御
手段とを備えていることを特徴としている。
【０１２７】
　本発明の光記録再生方法は、前記光記録媒体を使用し、前記擬似記録領域の暗号化情報
を参照して、光記録媒体への記録情報を暗号化し、暗号化された記録情報を前記情報記録
層に記録することを特徴としている。
【０１２８】
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　上記の構成によれば、光記録媒体の擬似記録領域に記録された暗号化情報に基づき、光
記録媒体に記録する情報を暗号化し、光記録媒体に記録することができる。
【０１２９】
　上記の光記録媒体は、前記擬似記録領域における情報の書き換えが不可となっている構
成としてもよい。上記の構成によれば、光記録媒体の擬似記録領域に記録されている識別
情報や暗号化情報の書き換えを防止することができるので、光記録媒体の違法な複製や違
法な使用をさらに確実に阻止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の光ディスク記録再生装置による、光ディスクの第２記録層に対する記録
再生動作を説明する縦断面図である。
【図２】図１に示した光ディスクの平面図である。
【図３】図１に示した光ディスクの構成を示す縦断面図である。
【図４】図３に示した光ディスクの要部を拡大してさらに詳細に示す縦断面図である。
【図５】本発明の実施の一形態における光ディスク記録再生装置の構成を示す説明図であ
る。
【図６】図２に示した光ディスクにおいて、第１記録層における記録可能領域の中途位置
までを記録完了領域とした状態を示す説明図である。
【図７】図６に示した光ディスクの第２記録層に対する記録再生動作を説明する縦断面図
である。
【図８】図５に示した信号処理・制御部において、図１に示した光ディスクに対してまず
第１記録層を記録完了状態とした後に、第２記録層の記録再生を行うための構成を示すブ
ロック図である。
【図９】本発明の実施の一形態における光ディスクの第１記録層と第２記録層との構成、
および第２記録層に対する記録再生動作を示す説明図である。
【図１０】図９に示した第１記録層と第２記録層とを備えた光ディスクの縦断面図である
。
【図１１】図９に示した光ディスクに対する比較例としての光ディスクにおける第１記録
層と第２記録層との構成、および第２記録層に対する記録再生動作を示す説明図である。
【図１２】本発明の実施の他の形態における光ディスクの第１記録層と第２記録層との構
成、および第２記録層に対する記録再生動作を示す説明図である。
【図１３】図１２に示した第１記録層と第２記録層とを備えた光ディスクの縦断面図であ
る。
【図１４】図５に示した信号処理・制御部が備える、図９に示した光ディスクの拡張領域
を記録完了状態とするための構成を示すブロック図である。
【図１５】図５に示した信号処理・制御部が備える、光ディスクへの記録情報を暗号化し
、記録するための構成を示すブロック図である。
【図１６】図５に示した信号処理・制御部が備える、図９に示した光ディスクの拡張領域
に装置ＩＤ情報を記録するための構成を示すブロック図である。
【図１７】図５に示した信号処理・制御部が備える、図９に示した光ディスクの拡張領域
に暗号コード情報を記録するための構成を示すブロック図である。
【図１８】図５に示した信号処理・制御部が備える、図９に示した光ディスクの拡張領域
に記録された装置ＩＤ情報と光ディスク記録再生装置の装置ＩＤ情報との一致不一致に応
じた動作を行うための構成を示すブロック図である。
【図１９】図５に示した信号処理・制御部が備える、光ディスクに記録された暗号化情報
を復号化するための構成を示すブロック図である。
【図２０】図５に示した信号処理・制御部が備える、図９に示した光ディスクの拡張領域
に試し書きを行うための構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１３１】
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　１　　　　光ディスク
3,3a,3b 　　記録可能領域
4,4a,4b 　　最内周端部
5,5a,5b 　　最外周端部
　６　　　　光ディスク基板
　７　　　　案内溝形成層
　８　　　　第２記録層（第２の情報記録層）
　９　　　　案内溝形成中間層
１０　　　　第１記録層（第１の情報記録層）
１１　　　　表面コート層
12,12a,12b　光ビーム
１３　　　　案内溝
３１　　　　光ディスク記録再生装置
３４　　　　光学系部（光照射手段）
３５　　　　信号処理・制御部（制御手段、暗号化手段、暗号化情報記憶手段、
　　　　　　判定手段、識別情報記憶手段）
５１　　　　記録完了領域
６１　　　　光ディスク
６２　　　　拡張領域
７１　　　　光ディスク
７２　　　　擬似記録領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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