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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層とを備え、
　前記１層目と２層目の記録層にそれぞれ導入領域とデータ領域を備え、
　前記１層目と２層目の記録層に複数のセクタが付設されたトラックをそれぞれ備え、
　前記セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、前記１層目の記録層上の前記
セクタの番地は、ゼロを含まず、かつ、前記データ領域の先頭セクタに所定値（＞０）が
付与され、前記導入領域かデータ領域かに拘わらず一方の周側から他方の周側に向かって
増加し、前記一方の周側は最内周または最外周の一方の周側であり、前記他方の周側は最
内周または最外周の他方の周側であり、前記
２層目の記録層上の前記セクタの番地は前記導入領域かデータ領域かに拘わらず前記他方
の周側から前記一方の周側に向かって増加するセクタの番を備えるとともに、
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、前記一方の層上のセクタの番地
と他方の層上の前記セクタの番地とは記録層に係るビット以外の値が補数関係にある光デ
ィスク。
【請求項２】
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層とを備え、
　前記１層目と２層目の記録層にそれぞれ導入領域とデータ領域を備え、
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　前記１層目と２層目の記録層に複数のセクタが付設されたトラックをそれぞれ備え、
　前記セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、前記１層目の記録層上の前記
セクタの番地は、ゼロを含まず、かつ、前記データ領域の先頭セクタに所定値（＞０）が
付与され、前記導入領域かデータ領域かに拘わらず一方の周側から他方の周側に向かって
増加し、前記一方の周側は最内周または最外周の一方の周側であり、前記他方の周側は最
内周または最外周の他方の周側であり、前記２層目の記録層上の前記セクタの番地は前記
導入領域かデータ領域かに拘わらず前記他方の周側から前記一方の周側に向かって増加す
るセクタの番地を備えるとともに、
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、前記一方の層上のセクタの番地
と他方の層上の前記セクタの番地とは上位特定ビット以外の値が補数関係にある光ディス
ク。
【請求項３】
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層とを備え、
　前記１層目と２層目の記録層にそれぞれ導入領域とデータ領域を備え、
　前記１層目と２層目の記録層に複数のセクタが付設されたトラックをそれぞれ備え、
　前記セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、前記１層目の記録層上の前記
セクタの番地Ｘは、ゼロを含まず、かつ、前記データ領域の先頭セクタに所定値（＞０）
が付与され、前記導入領域かデータ領域かに拘わらず一方の周側から他方の周側に向かっ
て増加し、前記一方の周側は最内周または最外周の一方の周側であり、前記他方の周側は
最内周または最外周の他方の周側であり、前記２層目の記録層上の前記セクタの番地Ｘ’
は前記導入領域かデータ領域かに拘わらず前記他方の周側から前記一方の周側に向かって
増加するセクタの番地を備えるとともに、
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、前記一方の層上のセクタの番地
Ｘと他方の層上の前記セクタの番地Ｘ’とは補数関係にある光ディスク。
【請求項４】
　光ディスクを製造する光ディスク製造方法であって、
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層とを形成し、
　前記１層目と２層目の記録層にそれぞれ導入領域とデータ領域を形成し、
　前記１層目と２層目の記録層に複数のセクタが付設されたトラックをそれぞれ形成し、
　前記セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、前記１層目の記録層上の前記
セクタの番地は、ゼロを含まず、かつ、前記データ領域の先頭セクタに所定値（＞０）が
付与され、前記導入領域かデータ領域かに拘わらず一方の周側から他方の周側に向かって
増加し、前記一方の周側は最内周または最外周の一方の周側であり、前記他方の周側は最
内周または最外周の他方の周側であり、前記２層目の記録層上の前記セクタの番地は前記
導入領域かデータ領域かに拘わらず前記他方の周側から前記一方の周側に向かって増加す
るセクタの番地を付すとともに、
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付ける前記一方の層上のセクタの番地と他方
の層上の前記セクタの番地とは、記録層に係るビット以外の値が補数関係にある光ディス
ク製造方法。
【請求項５】
　連続的な論理空間を前記セクタの番地に変換するステップを含み、前記ステップは２層
目の記録層の番地にオフセットを加えて１層目の記録層の番地と共有の連続的な論理空間
となすことを特徴とする、請求項４記載の光ディスク製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一枚の円盤状の情報記憶媒体に複数の情報記憶層を備える情報記憶媒体およ
びその情報記憶媒体を用いてセクタ単位にデータを再生する情報再生方法および情報再生
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装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の光ディスク媒体には１つの記録層しかなく、複数の記録層を持つ光ディスクは考
えられていない。しかしながら、磁気記憶媒体では、通常、それぞれの磁気ディスク上に
複数の記録層がある。図９にそのような磁気記憶媒体の構造を示す。通常、磁気ディスク
では、複数の円盤状磁気記憶媒体Ｄ１とＤ２と、４つの記録面に読取兼書込用の磁気ヘッ
ドＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４がそれぞれ備わっている。これらの読取兼書込用磁気ヘッドＭ
１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４は、 パルスモータによって同時に回転するスイングアームＡ１、
Ａ２、Ａ３、Ａ４の一端にそれぞれ設けられている。これにより、適切な磁気ヘッドを選
択するだけで、読取兼書込用記録面の切り替えを行うことができる。各記録面上には、多
数の同心円状トラックが形成され、さらに各トラックは多数のセクタに分割されている。
これらの各セクタは、一般に、５１２バイト～２０４８バイトの容量を持ち、情報の記録
単位として使用される。また、セクタの先頭には、トラック番号とセクタ番号とからなる
番地が書き込まれている。磁気ディスクドライブ装置は、この番地情報を頼りにヘッドの
位置決めを行う。トラック番号は、外周から内周へ向けて昇順に割り付けられる。
【０００３】
　しかしながら、従来の光ディスク媒体は、同心円状ではなく螺旋状の溝がトラックとし
て形成される。例えば、情報処理用に規格された光ディスク媒体（例えばISO 10090規格
に準拠する90mm光磁気ディスク等）のトラック番号やセクタ番号は、トラック形状が螺旋
状であることを除いて、磁気ディスクと同様に割り付けられている。
　また、最初は音声記録用として開発され、後に情報処理用に転用された光ディスク媒体
、即ちＣＤ－ＲＯＭにおける各セクタの番地は、分・秒・フレームを用いて表される。
【０００４】
　ＣＤ－ＲＯＭ等は、ディスク記憶容量を最大にするために、ディスク全面に渡って記録
密度が一定になっている。また、単位時間当たりに再生される情報量を一定にするために
、ＣＬＶ（腺速度一定）方式でディスクを回転させる。このＣＬＶ方式では、光ヘッドに
よってディスク上に収束されたビームスポットが、単位時間当たりにディスク上の一定距
離を走査するように、ディスク上の径方向位置に応じた可変速度でディスクを回転させる
。また、ディスク全面に渡って記録密度を一定にしたディスクは、ＣＬＶ方式のディスク
としても知られている。
【０００５】
　図１０に、ＣＬＶ方式のディスクのセクタ配置を示す。図１０において、扇形の小片は
セクタである。各セクタは螺旋状につながっている。記録密度が一定であるから、内周か
ら外周まで、どのセクタの大きさ（容量）も同じになる。
　図１１に、セクタの内部構造を示す。各セクタは、セクタを一意に識別するための番地
が付いたヘッダ部と、ユーザデータが記録されるデータ部と、再生時の誤りを訂正するた
めに使用されるコードが記録されるＥＣＣ（誤り訂正コード）ブロックとを含む。
【０００６】
　近年、動画像の圧縮技術も進み、映画館並の高画質な動画を、一枚の光ディスクに納め
ることが可能となってきた。このようなディスクはＤＶＤ（Digital Video Disc）として
知られている。
　ＤＶＤは、１枚に約１３５分の高画質動画を記憶することができる。しかしながら、す
べての映像ソースが約１３５分とは限らない。そこで、一枚の光ディスクに２層の記録層
を形成することにより、容量を約２倍にすることも提案されている。図１２に、２層の記
録層を持つ光ディスクからデータを再生する場合の原理を示し、以下に説明する。
【０００７】
　各々の記録層を形成する場合、透明な基板にピット列とランド列を形成し、その上にア
ルミニウムを被着する。１層目の記録層と２層目の記録層の間には透明な光硬化樹脂が注
入される。１層目の記録層の上のアルミニウムの厚みは、入射光の半分を反射して半分を
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透過するように調整されている。２層目の記録層の上のアルミニウムの厚みは、入射光の
全部を反射するように調整されている。レーザ光を収束する対物レンズを光ディスクに近
づけたり遠ざけたりすることによって、レーザ光のビームスポット（焦点）を、１層目ま
たは２層目の記録層のアルミニウム上に収束させることができる。
【０００８】
　ここで、ＤＶＤ媒体の各記録層に関して以下に説明する。従来の光ディスクおよび磁気
ディスクと同様に、ＤＶＤ媒体も情報をセクタ単位に分割して記録している。ＤＶＤ媒体
の各記録層のセクタ配置は、図１０記載のＣＬＶ方式のディスクのセクタ配置にも似てい
る。各セクタの構造も、従来の情報記憶媒体と同一で、図１１に示されたセクタ構造とな
る。
【０００９】
　図１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃ、１３Ｄに、前述の２層の記録層を持つ従来の情報記憶媒体
の螺旋状の溝と回転速度と再生方向とを示す。図１３Ａは１層目の記録層の螺旋状溝パタ
ーンを示し、図１３Ｂは２層目の記録層の螺旋状溝パターンを示し、図１３Ｃはディスク
の回転速度を示し、図１３Ｄはディスクの再生方向を示す。図１３（ｄ）に記載されてい
るように、１層目および２層目の記録層のデータブロックにはユーザデータが記録される
。ヘッドがデータブロックからオーバーランした時にも現在位置が確認できるように、（
図１３Ｄの斜線部で示された）導入領域と導出領域にも、セクタの番地が記録されている
。
【００１０】
　情報記憶媒体を時計回りに回転させると、１層目および２層目の記録層は両方とも内周
から外周へ再生される。また、情報記憶媒体の回転速度は半径に反比例しており、従って
、ヘッドが内周から外周に向かうにつれて遅くなる。記録層の１層目から２層目に渡って
再生を連続しようとすると、ヘッドを外周から内周へ移動するとともに、それと並行して
媒体の回転速度を調節しなければならない。
　記録層を２つ以上持つ情報記憶媒体の場合、セクタの番地付けの際に考慮しなければな
らない事柄が２つある。第１に、どの番地も情報記憶媒体中でただ１つあることが望まし
い。もし同じ番地が１層目の記録層と２層目の記録層の両方に存在すれば、番地だけでは
１層目の記録層と２層目の記録層のどちらに所望の情報が記録されているか分からないと
いう不都合が生じる。第２に、それぞれの層に割り振られた番地を１層目の番地に容易に
変換できることが望ましい。その理由は、番地は位置情報であって、目的のセクタに移動
する場合、番地に基づいて移動距離を計算しなくてはならないからである。特にＣＬＶ方
式の情報記憶媒体においては、ディスク一周当たりのセクタ数は、そのセクタが位置する
半径に比例し、ディスク中心から数えたセクタ数は、そのセクタが位置する半径までの面
積に比例する。言い換えれば、各セクタのディスク中心から数えた溝本数と番地は、平方
根の関係にある。
【００１１】
　ＣＬＶ方式のディスクを再生する装置は、目的のセクタにヘッドを位置させるのに必要
な横断すべき溝本数を求めるために、この平方根の計算をしなければならない。各層の番
地を１層目の番地に変換することが難しいければ、層毎に異なる平方根の計算をしなけれ
ばならない。
【００１２】
　一般的に、光ディスク媒体の規格では、溝間隔と最内周の溝の半径に関して、中心値と
偏差を規定する。従って、最内周の溝の半径に対して、最内周に位置する番地が不定であ
ると、上述した平方根を求めるべき計算に不定項が増える。このように、各層の最内周に
位置する番地が不定な場合、平方根を求めるのに必要な時間とテーブルが増える。その結
果、そのようなディスクを再生する装置は、平方根を求めるのに必要なテーブル分のコス
ト増加と、平方根を求めるのに必要な処理時間の増大をまねく。
【００１３】
　従来、記憶媒体１個あたりの記録容量を増すために複数の記録層を有する光ディスクが
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提案されてきた。磁気ディスクの場合のように、そのような光ディスク は情報記憶媒体
の両面を利用する。その一例は、日本国特開平２－１０３７３２号に開示されている。当
該引用文献は、第１の側の螺旋状トラックと第２の側の螺旋状トラックを、第１の側から
第２の側になめらかに連続再生できるように、逆方向にすることを開示している。 
【００１４】
　しかしながら、従来の二重記録層タイプの光ディスクはいずれも、記録面が反対方向を
向いており、両表面の反射率は同一であった。従って、両側に１個ずつ光ヘッドが設けら
れ、１個に再生装置に全部で２個の光ヘッドがあった。光ヘッドは一般に、光源に合った
半導体レーザ発生器と、光の強度を調節するための光学装置と、集光点を調節するための
電磁コイルジェネレータを備えるので、高価な装置である。従って、２重記録層タイプの
従来の光ディスクに関連して使用される再生装置は、結局は非常に高価な装置である。
【００１５】
　光ディスクの第１ならびに第２の側用に２個の別個の光ヘッドがあるので、第１の側の
表面のための第１の光ヘッドが最外周のトラックにあって、第２の側の表面のための第２
の光ヘッドが最内周のトラックにあるかも知れない。また、無ジッター再生技術と呼ばれ
る最近の技術開発により、ディスクの回転速度が適正速度から外れた場合でも正しく再生
できる。従って、第１の側から第２の側に滑らかな連続再生を行うために、内周から外周
に第１のヘッドを移動した後に外周から内周に第２のヘッドを移動する、あるいはその逆
を行う、すなわち、外周から内周に第１のヘッドを移動した後に内周から外周に第２のヘ
ッドを移動す再生装置を利用することについて、従来の二重記録層タイプの光ディスクに
は何の制限も存在しない。第１のヘッドが内周から外周に再生し、次に第２のヘッドが内
周から外周に再生することもある。
　また、従来の二重記録層タイプの光ディスクにおいて、２個の個別ヘッドが必要だった
ので、第１の側と第２の側で同じ番地を使用することが可能であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開平２－１０３７３２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上記から分かるように、従来の二重記録層タイプの光ディスクでは、１個の光ヘッドだ
けを使って第１の側から第２の側に滑らかな連続再生を実現可能にすることは考慮された
ことはなかった。従来の二重記録層タイプの光ディスクでは、第１の側から第２の側に滑
らかで連続的な再生を実現するために複数の光ヘッドが設けられていた。あるいは、その
解決策の１つとして、内周から外周へ、もしくはその逆にヘッドを瞬間的に移動し、同時
にディスクの回転速度を変更するということがある。しかし、実際的観点から、そのよう
な装置は実現しえない。 
　前述したように、従来の情報記憶媒体の問題点は、複数の記録層に渡って連続的に再生
することを考慮せずに溝形成および番地付けがなされていることである。その結果、その
ような情報記憶媒体を再生する装置の性能低下とコスト増加を招いていた。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前述の問題を解決するために、本発明は、複数の記録層を持ち、奇数番目の層と偶数番
目の層とでは、螺旋状の再生方向が逆向きである情報記憶媒体を提供する。さらに、同じ
半径に位置する奇数番目の層上のセクタと偶数番目の層上のセクタとにおいて、各々に割
り付けられた番地は補数関係にある。
　複数の記録層を持つ情報記憶媒体からセクタ単位にデータを再生する情報再生方法は、
各層の螺旋状移動方向を認識する螺旋方向認識ステップと、同じ半径に位置する奇数番目
の層上のセクタと偶数番目の層上のセクタの番地として補数関係にある数字が割り付けら
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れている情報記憶媒体に対して、複数層に渡って連続的な論理空間を与えるアドレス変換
ステップと、特定番地へのアクセス距離を求める移動距離算出ステップを備える。
【００１９】
　複数の記録層を持つ情報記憶媒体からセクタ単位にデータを再生する本発明の情報再生
装置は、各層の螺旋状移動方向を認識する螺旋方向認識手段と、同じ半径に位置する奇数
番目の層上のセクタと偶数番目の層上のセクタの番地として補数関係にある数字が割り付
けられている情報記憶媒体に対して、複数層に渡って連続な論理空間を与える番地変換手
段と、特定番地へのアクセス距離を求める移動距離算出手段とを備える。
【００２０】
　本発明の一態様によれば、光ディスクは、
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層と、
　該１層目と２層目の記録層上に形成され、複数のセクタが付設されたトラックであって
、該１層目と２層目の層上の該トラックは螺旋状で、ディスクの同じ側から見たときに該
１層目と２層目の層の螺旋パターンの巻方向が逆向きであるように配置されたトラックと
を備える。
【００２１】
　本発明の別の態様によれば、光ディスクは、 
それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が他
方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層と、
　該１層目と２層目の記録層上に形成され、複数のセクタが付設されたトラックと、
　該セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、前記１層目の記録層上の該セク
タの番地は一方の周側から他方の周側に向かって増加し、該一方の周側は最内周または最
外周の一方の周側であり、 該他方の周側は最内周または最外周の他方の周側であり、前
記２層目の記録層上の該セクタの番地は該他方の周側から該一方の周側に向かって増加す
るセクタの番地とを備え、 
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、該一方の層上のセクタの番地と
他方の層上の該セクタの番地とは補数関係にある。
【００２２】
　本発明の更に別の態様によれば、光ディスクを再生するための光ディスク再生方法にお
いて、
　該光ディスクは、
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層と、
　該１層目と２層目の記録層上に形成され、複数のセクタが付設されたトラックと、
　該セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、該１層目の記録層上の該セクタ
の番地は一方の周側から他方の周側に向かって増加し、該一方の周側は最内周または最外
周の一方の周側であり、 該他方の周側は最内周または最外周の他方の周側であり、該２
層目の記録層上の該セクタの番地は該他方の周側から該一方の周側に向かって増加するセ
クタの番地とを備えるとともに、 
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、該一方の層上のセクタの番地と
他方の層上の該セクタの番地とは補数関係にあり、
　該方法は、
　光ディスク上のセクタの番地の昇順方向を検出するステップと、
　光ヘッド装置を層上の目標位置に移動するステップと、
　該検出ステップによって検出された方向にディスクを再生するステップとを含む。
【００２３】
　本発明の更に別の態様によれば、光ディスクを再生するための光ディスク再生方法にお
いて、
　該光ディスクは、
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　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層と、
　該１層目と２層目の記録層上に形成され、複数のセクタが付設されたトラックと、
　該セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、該１層目の記録層上の該セクタ
の番地は一方の周側から他方の周側に向かって増加し、該一方の周側は最内周または最外
周の一方の周側であり、 該他方の周側は最内周または最外周の他方の周側であり、該２
層目の記録層上の該セクタの番地は該他方の周側から該一方の周側に向かって増加するセ
クタの番地とを備えるとともに、 
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、該一方の層上のセクタの番地と
他方の層上の該セクタの番地とは補数関係にあり、
　該方法は、
　光ヘッド装置が焦点を合わせている現在のセクタの番地を検出するステップと、
　光装置が焦点を合わせている記録層の番号を検出するステップと、
　検出された記録層番号が２層目のものであった場合に、検出された番地を、１層目の記
録層の番地と共有の連続的な論理空間に変換するステップとを含む。
【００２４】
　本発明の更に別の態様によれば、光ディスクを再生するための光ディスク再生装置にお
いて、
　該光ディスクは、
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層と、
　該１層目と２層目の記録層上に形成され、複数のセクタが付設されたトラックと、
　該セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、該１層目の記録層上の該セクタ
の番地は一方の周側から他方の周側に向かって増加し、該一方の周側は最内周または最外
周の一方の周側であり、 該他方の周側は最内周または最外周の他方の周側であり、該２
層目の記録層上の該セクタの番地は該他方の周側から該一方の周側に向かって増加するセ
クタの番地とを備えるとともに、
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、該一方の層上のセクタの番地と
他方の層上の該セクタの番地とは補数関係にあり、
　該装置は、
　光ディスク上のセクタの番地の昇順方向を検出する手段と、
　光ヘッド装置を層上の目標位置に移動する手段と、
　該検出ステップによって検出された方向にディスクを再生する手段とを含む。
【００２５】
　本発明の更に別の態様によれば、光ディスクを再生するための光ディスク再生装置が提
供され、
　該光ディスクは、
　それぞれの層に記録された情報をディスク片側から光学的に読み出せるように、一方が
他方の上方に配置された少なくとも１層目と２層目の記録層と、
　該１層目と２層目の記録層上に形成され、複数のセクタが付設されたトラックと、
　該セクタにそれぞれ与えられるセクタの番地であって、該１層目の記録層上の該セクタ
の番地は一方の周側から他方の周側に向かって増加し、該一方の周側は最内周または最外
周の一方の周側であり、 該他方の周側は最内周または最外周の他方の周側であり、該２
層目の記録層上の該セクタの番地は該他方の周側から該一方の周側に向かって増加するセ
クタの番地とを備えるとともに、 
　ほぼ相互対応するトラックのセクタに割り付けられる、該一方の層上のセクタの番地と
他方の層上の該セクタの番地とは補数関係にあり、
　該装置は、
　光ヘッド装置が焦点を合わせている現在のセクタの番地を検出する手段と、
　光装置が焦点を合わせている記録層の番号を検出する手段と、
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　検出された記録層番号が２層目のものであった場合に、検出された番地を、１層目の記
録層の番地と共有の連続的な論理空間に変換する手段とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１Ａ、図１Ｂは、本発明による２つの記録層の螺旋状の溝形状を示し、図１Ｃ
は、回転速度を示すグラフであり、図１Ｄは、本発明の第１の実施例における記録層を２
つ持つ情報記憶媒体の再生方向を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施例における記録層を４つ持つ情報記憶媒体の再生方向を示す
図である。
【図３】本発明の第２の実施例における記録層を２つ持つ情報記憶媒体の番地付けを示す
図である。
【図４】本発明の第２の実施例における記録層を４つ持つ情報記憶媒体の番地付けを示す
図である。
【図５】本発明の第３の実施例における情報再生装置のブロック図である。
【図６Ａ】本発明の第３の実施例における各層の螺旋状の再生方向を認識するための演算
を示すフローチャートである。
【図６Ｂ】図６Ａ記載のフローチャートの変更態様を示すフローチャートである。
【図７Ａ】本発明の第４の実施例により、検出されたセクタの番地を、複数層に渡って連
続的な論理空間に変換する演算を示すフローチャートである。
【図７Ｂ】本発明の第４の実施例により、複数層に渡って連続的な論理空間を、セクタの
番地に変換する演算を示すフローチャートである。
【図８】現在位置から目標位置へ移動する場合の光ヘッドの移動距離を算出するための演
算を示すフローチャートである。
【図９】従来例における複数の記録面を持つ磁気ディスクを示す図である。
【図１０】ＣＬＶ（腺速度一定）方式のディスクの平面図である。
【図１１】ディスクの内部セクタ構造を示す図である。
【図１２】記録層を２つ持つ光ディスクを示す図である。
【図１３】図１３Ａ、図１３Ｂは、先行技術による２つの記録層の螺旋状溝を示し、図１
３Ｃは、回転速度を示す図であり、図１３Ｄは、先行技術による記録層を２つ持つ情報記
憶媒体の再生方向を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　上記構成の手段により、複数の記録層にまたがって連続的に情報を再生できる情報記憶
媒体を提供することができる。また、複数の記録層を有する情報記憶媒体の各記録層にお
いて、第ｎ層（ｎ≧２）上の各セクタの番地は、第１層において同一半径位置を持つセク
タに付与された番地に対する補数演算を含む論理演算から与えられる。従って、複数の記
録層にまたがる連続的なセクタ単位のデータ再生動作は、セクタ番号が昇順に増加する順
序で再生されることになる。
　さらに、複数の記録層を持つ情報記憶媒体上の螺旋状記録パターンの再生方向を認識で
きると情報再生装置も提供できる。情報記憶媒体の記録層毎に螺旋状記録パターンの再生
方向が異なる場合、該情報再生装置は、複数の記録層に渡って連続的な論理空間を生成す
ることもできる。
【００２８】
　その結果、複数の記録層に渡ってデータを連続再生できる情報再生装置を安価に高性能
に提供できる。
　本発明の情報記憶媒体の実施例について、図面を参照しながら以下に説明する
　図１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄは、それぞれ、情報記憶媒体すなわち光ディスクの、１層目
Ｌ１と２層目Ｌ２の螺旋状の溝、回転速度、再生方向を示したものである。本発明の第１
の実施例による光ディスクは、１層目および２層目の記録層Ｌ１とＬ２を備える。図１Ａ
に１層目Ｌ１の螺旋状溝形状を示し、図１Ｂに２層目Ｌ２の螺旋状溝形状を示し、図１Ｃ
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に媒体の回転速度を示し、図１Ｄに再生方向を示す。図１Ｄに示されているように、１層
目Ｌ１および２層目Ｌ２のデータブロックにはユーザデータが記録されている。一方、図
１３Ｄに図示されているように、導入領域１ａと導出領域１ｂにも、ヘッドがデータ領域
からオーバーランした時にも現在位置が確認できるように、セクタ番地が記録されている
。
【００２９】
　本発明の第１の特徴は、１層目Ｌ１上のセクタ番地Ｘと２層目Ｌ２上のセクタ番地Ｘ’
は互いに補数関係にあることである。セクタ番地ＸとＸ’は向かい合っていることが理想
であるが、本発明の目的から、セクタ番地ＸとＸ’は、最内周のトラックから数えて同じ
周回のトラックにある、またはそのようなトラックの近傍にあればよい。
【００３０】
　第１の長所は、１層目の最外周（または最内周）セクタの番地と２層目のそれとに連続
的な論理空間が得られる点である、これについては、図７Ａに関連して詳しく説明する。
【００３１】
　第２の長所は、１層目のセクタの番地の変化率と２層目のそれとが、ディスクについて
対称な関係にある点である。これについては、図８に関連して詳しく説明する。
　情報記憶媒体を時計回りに回転させると、１層目の記録層Ｌ１は内周から外周へ再生さ
れる。線速度一定（ＣＬＶ）の駆動制御を利用することにより、情報記憶媒体の回転速度
は、図１Ｃに記載のように、半径に反比例する。従って、ディスク上の与えられた半径位
置にヘッドを位置決めした場合、１層目Ｌ１でも２層目Ｌ２でも同じ回転速度である。
【００３２】
　図１Ｄで示すように１層目Ｌ１から２層目Ｌ２に再生を切り替えるとき、１層目から２
層目に切り替える際にディスクの回転方向を変える必要もないし、外周から内周へヘッド
を移動する必要もない。
　図２は、４つの記録層Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４を持つ情報記憶媒体の再生方向を示した
ものである。当該実施例において、１層目Ｌ１および３層目Ｌ３は内周から外周へ再生さ
れ、２層目Ｌ２および４層目Ｌ４は外周から内周へ再生される。１層目と２層目への記録
層の切り替え同様に、記録層の２層目と３層目の切り替えまたは記録層の３層目と４層目
の切り替えの際に、ディスクの回転方向を変える必要もないし、ヘッドの移動も必要ない
。
【００３３】
　動画を記録するディジタルビデオディスク媒体に適用する場合、層切り替えによる遅延
は画像が途切れることにつながるため、この切り替え方法の実質的効果はかなり大きい。
　以上説明したように、前述の本発明の第１の実施例において、複数の記録層にまたがっ
て連続的に情報を再生できる情報記憶媒体を提供することができる。
　しかしながら、前述した１層目から２層目に渡って連続的に再生できるように記録溝を
形成した情報記録媒体に対して、従来の情報記録媒体の番地付けを行うと、１層目は番地
の昇順に再生され、２層目は番地の降順に再生されることになる。オーディオＣＤの番地
付けである分・秒・フレームを例に挙げれば、２層目の記録層では曲の演奏が進むにつれ
て分・秒・フレームが減少することになる。
【００３４】
　また、（１層目の最後のセクタの次に２層目の最初のセクタを再生する場合に）１層目
の最外周セクタの番地の次を２層目の最外周セクタの番地としたとすると、２層目のどの
セクタの番地も一意に決まらない。例を挙げると、１層目の最外周セクタの番地をＸとす
ると、２層目の同じ半径位置のセクタの番地はＸ＋１となり、２層目の全てのセクタはＸ
に依存することになる。ちなみに、オーディオＣＤの最外周セクタの番地は固定ではない
。
【００３５】
　本発明の第２の特徴は、ディスクが複数の記録層を持っていて、偶数番目の層と基数番
目の層で再生方向が逆向きであることである。従って、本発明によれば、図１０記載のよ
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うにトラックが螺旋状に提供される場合、１層目Ｌ１と２層目Ｌ２の螺旋パターンは、図
１２記載のようにレーザー光線源側から見たときに、反対巻きになっている。図１０の螺
旋パターンを反時計方向巻きと言う。従って、図１２に記載の対物レンズからディスクを
見ると、１層目Ｌ１は反時計方向巻きであり、２層目Ｌ２は時計方向巻きになっている。
図１Ａと図１Ｂもこれを示す。
【００３６】
　本発明により前述の配置構成は、それぞれ図１０に記載されているものと同様なパター
ンを有する２つの透明層を準備することによって実現できる。２つの層の違いは、螺旋状
のトラックに沿って記録されている固有データである。例えばアルミニウム薄膜の蒸着な
どにより、一方の層のトラック溝がある方の表面は鏡面仕上げされ、他方の層のトラック
溝がある方の表面は半鏡面仕上げされている。次に、図１２のように、２つの層は、トラ
ック溝付き面を向き合わせて、表面間に光硬化樹脂ＴＲを堆積させて接着する。従って、
ディスクがわから見ると、一方の層の螺旋は反時計巻方向で、他方の層の螺旋は時計巻方
向となる。この配置構成には、次の長所がある。
【００３７】
　第１の長所は、一方の層の再生方向は内周から外周のトラックへ進むが、他方の層は外
周から内周のトラックに進み、逆の場合も同様である点である。従って、両方の層を再生
する際の光ヘッドの動きは、内周から外周へ、そして外周から内周への１往復だけでよい
。
　もう１つの長所は、層を成形するための型を切削する切削装置は、１つの螺旋巻方向の
型だけ切削すればよい点である。前述から明らかなように、溝付き面から見たとき、１層
目と２層目の螺旋巻方向は同じである。従って、層を成形するための型を切削する切削装
置は、１つの螺旋巻方向の型だけを切削すればよい。
【００３８】
　図３は、本発明の第２の実施例における２層構造の情報記憶媒体の番地付け方法を示し
たものである。当該実施例において、２層目のセクタの番地は、同一半径ｒに位置する１
層目のセクタの番地Ｘの補数Ｘ’（プライム記号「’」は補数を示す）である。例えば、
１層目Ｌ１の任意の番地が０３００００ｈの場合、これと同半径位置にある２層目のセク
タは、ＦＣＦＦＦＦｈ（ここで、ｈは１６進数）である。これは次の４ステップで求める
ことができる。
　（１）　 ０   ３   ０   ０   ０   ０　　　　　　　１６進
　（２）　0000 0011 0000 0000 0000 0000　　　　　　　　２進
　（３）　1111 1100 1111 1111 1111 1111　　　　　ビット反転
　（４）　 Ｆ   Ｃ   Ｆ   Ｆ   Ｆ   Ｆ　　　　　　　１６進
　但し、図３の斜線部分の機能は、導入部１ａと導出部１ｂである。
【００３９】
　無地部分は、１層目の導入部１ａと導出部１ｂの間のユーザデータ領域であり、当該実
施例では、１層目の最内周の半径Ｒinに位置するセクタの番地をＸinとし、最外周の半径
Ｒoutに位置するセクタの番地をＸoutとする。ここで、Ｘin＜Ｘoutである。１層目のセ
クタ番地は、内周から外周へ向かって、昇順 に付けられ、２層目のセクタ番地は、１層
目の補数としたことによって、外周から内周に向かって、昇順に付けられる。従って、図
１Ｄに示すような再生方向で各セクタのデータが再生されるとき、図７Ａに関連して後に
説明するように、１層目から２層目に渡って、昇順にセクタ番地が付けられることが分か
る。
【００４０】
　なお、４層構造の情報記憶媒体のとき、各層の番地は、図２の再生方向の１往復目か２
往復目かを示すビットを番地の上位に付加すればよい。
　図４は、本発明の第２の実施例における４つの層Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４を備えた情報
記憶媒体の番地付け方法を示したものである。この方法によれば、例えば、１層目の番地
が００３００００ｈを有するセクタと同一の半径を有する２層目、３層目および４層目の
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セクタの番地は、それぞれ０ＦＣＦＦＦＦｈ、１０３００００ｈ、１ＦＣＦＦＦＦｈの番
地が付与される。
　従って、図２に示すような再生方向で書くセクタのデータが再生されると、１層目から
４層目に渡って、昇順にセクタ番地が付けられる。その結果、再生方向の１往復目と２往
復目を示すビットと、それ以外の番地の最上位ビット（ＭＳＢ）は、１層目で００ｂ、２
層目で０１ｂ、３層目で１０ｂ、４層目で１１ｂ（ここで、ｂは２進数を示す）となる。
従って、上述した２ビットを読むことによって、セクタがどの記録層にあるか識別できる
。
【００４１】
　以上説明したように、本発明の第２の実施例では、複数の記録層を有する情報記憶媒体
の各記録層において、第ｎ層Ｌｎ（ｎ≧２）上の各セクタの番地は、第１層において同一
半径位置を持つセクタに付与された番地に対する補数演算を含む論理演算から与えられる
。従って、複数の記録層にまたがる連続的なセクタ単位で再生されるデータは、セクタ番
号の昇順に再生される。
【００４２】
　図５は、本発明の第３の実施例における情報再生装置の一構成例を示すブロック図であ
る。図５において、１は光ディスク、２はディスクモーター、３はレンズ、４はアクチュ
エータ、５はレーザ駆動回路、６は光検出器、７は移送台、８はプリアンプ、９はサーボ
回路、１０は二値化回路、１１は復調回路、１２はエラー訂正回路、１３はＣＰＵ、１４
は回転検出信号、１５はディスクモータ駆動信号、１６はレーザ駆動信号、１７は光検出
信号、１８はサーボ誤差信号、１９はアクチュエータ駆動信号、２０は移送台駆動信号、
２１はアナログデータ信号、２２は二値化データ信号、２３は復調データ信号、２４は訂
正データ信号、２５は内部バスである。レンズ３、アクチュエータ４、光検出器６、レー
ザ駆動回路５、移送台７は、光ヘッド装置を構成する。
【００４３】
　ＣＰＵ１３は、内蔵された制御プログラムに従って、内部バス２５を介して情報再生装
置の全体動作を制御する。光ディスク１から反射した光は、光検出器６により光検出信号
１７になり、プリアンプ８によって加減算されサーボ誤差信号１８とアナログデータ信号
２１になる。さらに、アナログデータ信号２１は、二値化回路１０によりＡ／Ｄ（アナロ
グ／ディジタル）変換されて二値化データ信号２２になり、二値化データ信号２２は次に
復調回路１１により復調されて復調データ信号２３になる。次いで、復調データ信号２３
は、エラー訂正回路１２により誤りのない訂正データ信号２４となる。サーボ誤差信号１
８は、サーボ回路９によりアクチュエータ駆動信号１９として、アクチュエータ４にフィ
ードバックされて、レンズ３のフォーカシング制御やトラッキング制御に利用される。
【００４４】
　ＣＤ－ＲＯＭドライブ等のコンピュータ周辺装置として使用されるＤＶＤ－ＲＯＭドラ
イブの場合は、ホストインタフェース回路（図示せず）が加わり、エラー訂正回路１２か
ら訂正データ信号２４を受けて、ＳＣＳＩ等のホストインタフェースバス（図示せず）を
介して、ホストコンピュータ（図示せず）とデータをやりとりする。ＣＤプレーヤー等の
コンシューマ装置として動作するＤＶＤプレーヤーの場合は、圧縮された動画や音声を伸
張するＡＶデコーダー回路（図示せず）が加わり、エラー訂正回路１２から訂正データ信
号２４を受けて、伸張した動画や音声をビデオ端子（図示せず）を介して出力する。
【００４５】
　本発明の第３の実施例における情報再生装置の再生手順は、２層構造で１層目と２層目
の番地が補数関係にある情報記憶媒体を再生するために、次の３つの処理が必要になる。
　（１）各層の螺旋記録パターンの再生方向を認識する。
　（２）セクタ番地を、複数層に渡って連続的な論理空間に変換する。
　（３）各層の所望の番地への移動距離を求める。
　図６Ａは、本発明の第３の実施例における各層の螺旋状記録パターンの再生方向を認識
する螺旋方向認識手段を説明するために使用されるフローチャートである。当該実施例に
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おいて、セクタ番地は再生する順番に番号を付され、光ヘッドは現時点では１層目に焦点
が合っているものとする。
【００４６】
　当該処理の最初のステップ６０１で、現在位置のセクタ番地Ｘすなわち現在のセクタ番
地を記憶する。
　ステップ６０２で、光ヘッドを所定量だけ外周に移動する。
　ステップ６０３で、現在位置のセクタ番地Ｙを記憶する。
　ステップ６０４で、ＸとＹを比較し、Ｘ＜Ｙならばステップ６０５へ進み、そうでなけ
ればステップ６０６へ進む。
　ステップ６０５で、１層目の再生方向は内周から外周と決定する。
　ステップ６０６で、１層目の再生方向は外周から内周と決定する。
　ステップ６０７で、サーボ回路９に対し、焦点位置を２層目に変更するように命じる。
　ステップ６０８で、現在位置のセクタ番地Ｘを記憶する。
　ステップ６０９で、光ヘッドを所定量だけ外周側に移動する。
　ステップ６１０で、現在位置のセクタ番地Ｙを記憶する。
　ステップ６１１で、番地Ｘと番地Ｙを比較して、Ｘ＜Ｙならばステップ６１２に進み、
Ｘ＜Ｙでなければステップ６１３へ進む。
　ステップ６１２で、１層目の再生方向は内周から外周と決定する。
　ステップ６１３で、１層目の再生方向は外周から内周と同様に決定する。
【００４７】
　図６Ｂも、本発明の第３の実施例において、各層上の螺旋状記録パターンの再生方向を
認識する螺旋方向認識手段の変更態様を説明するのに利用されるフローチャートである。
当該実施例では、与えられた層上の螺旋方向が内周から外周であり、層の番地間の補数関
係により、その層の番地のＭＳＢが０であるものとし、また、光ヘッドの現在のフォーカ
ス位置は１層目であると仮定する。同様に、与えられた層の螺旋方向が外周から内周の場
合、その層のＭＳＢは１となる。
【００４８】
　この処理の最初のステップ６２１で、ＭＳＢが０ならばステップ６２２に進み、ＭＳＢ
が１ならばステップ６２３に進む。
　ステップ６２２で、１層目の再生方向は内周から外周と決定する。
　ステップ６２３で、同様に、１層目の再生方向は外周から内周と決定する。
　ステップ６２４で、サーボ回路９に対し、フォーカス位置を２層目に変更するように命
令する。
　ステップ６２５で、２層目の現在のセクタの番地のＭＳＢを評価し、ＭＳＢが０であれ
ばステップ６２６へ、ＭＳＢが１であればステップ６２７へ進む。
　従って、ステップ６２６で、２層目の再生方向は内周から外周と決定する。
　同様に、ステップ６２７で、２層目の再生方向は外周から内周と認識する。
　以上説明したように、本発明の第３の実施例によれば、複数の記録層を持つ情報記憶媒
体の螺旋状記録路の再生方向を認識できる情報再生装置を提供できる。
【００４９】
　螺旋巻方向が検出された後、すなわち、セクタ番地の昇順が検出された後、光ヘッドは
目標位置に移動される。ここで、この目標位置は、オペレータの所望目標位置と僅かに違
う算出目標位置である。例えば、オペレータ所望目標位置は番地５００００ｈのセクタだ
が、光ヘッドの実際の移動先となる算出目標位置は４ＦＦＦ６ｈで、オペレータ所望目標
位置より１０セクタ手前にする。螺旋巻方向を検出することにより、オペレータ所望目標
位置の向こうではなく手前のセクタ番地を算出できる。オペレータ所望目標位置からの最
大後退量はトラック約１周分である。その後、光ヘッドが算出目標位置に移動されると、
オペレータ所望目標位置の直前から再生が行われる。
【００５０】
　本発明は、前述の各セクタ番地のＭＳＢ値と各層の螺旋状移動方向との関係に限られる
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ものではなく、螺旋状移動方向が内周から外周の場合にＭＳＢが１で、螺旋状移動方向が
外周から内周の場合にＭＳＢが０であっても、同じ効果を実現できることは明白である。
　図７Ａと図７Ｂは、本発明の第３の実施例における複数層に渡って連続的な論理空間を
与えるアドレス変換手段を説明するために使用されるフローチャートである。この例では
、前述した通り、層における螺旋状移動方向が内周から外周の場合、層上の番地間の補数
関係により、その層上の番地のＭＳＢは０であり、逆に、螺旋状移動方向が外周から内周
の場合、その層上の番地のＭＳＢは１である。
【００５１】
　図７Ａに、図３記載の情報記憶媒体上の変数Ｘによって表される番地から、連続的な論
理空間、すなわち、ホストコンピュータで使用する変数Ｎで表される連続値へ変換するた
めのフローチャートを示す。ここで、変数Ｘは光ディスクに書き込まれている実際のセク
タ番地を表し、変数Ｎは再生装置のホストコンピュータで利用するための変換セクタ番地
を表す。また、以下に示す計算において、定数Ｘinは最内周のセクタの番地を表し、定数
Ｘout’はＸoutの補数を表す。定数Ｘinはゼロ以外の数字であるが、０３００００ｈとい
った所定の数字に設定される。定数ＸoutとＸinは、光ディスクの導入部に前もって記憶
されており、ディスク挿入時に装置が削除できる。
【００５２】
　最初のステップ７０１で、光ヘッドが現在位置している現在のセクタの番地を読み出し
、その番地を変数Ｘに設定する。
　次のステップ７０２で、変数ＸのＭＳＢを評価し、ＭＳＢが０であればステップ７０４
へ、ＭＳＢが１であればステップ７０３へ進む。
　ステップ７０３で、変数Ｘに、（２×Ｘout＋２）を加える。（－Ｘout’＝ Ｘout ＋
１であるので、Ｘ×Ｘ－ Ｘout’＋ Ｘout＋１は、Ｘ×Ｘ＋Ｘout＋１＋ Ｘout＋１と同
じなので、計算が簡略化できる。）
　ステップ７０４で、変数Ｎに、差値（変数Ｘ－Ｘin）を代入する。
【００５３】
　図７Ａのフローチャートに従って求められた変数Ｎは、１層目および２層目の斜線部に
挟まれる無地の領域において、０から始まる連続的な番地になる。従って、ホストコンピ
ュータは、これら２層を有するディスクのことを、１層で容量が２倍のディスクと見なし
うる。言い換えると、ホストコンピュータは、第１層の最外周のセクタの番地と第２層の
それとを、間に隔たりのない引き続いた連続数として認識する。
【００５４】
　そのような計算の例を、最外周のセクタの番地ＸoutとＸout’について以下に詳しく示
す。まず、
　　　Xin = 030000h
および
　　　Xout = 060000h
とする。
Ｘout’はＸoutの補数であるので、Ｘout’は次式（１）により算出できる。
　　　Xout’ = 1000000h-1-060000h = F9FFFFh　　　　　　（１）
　第１の側の番地データを処理するために、ステップ７０１、７０２、および７０４で演
算を実施する場合、ステップ７０４で次の計算（２）を行う。但し、現在のヘッド位置は
Ｘoutにあるものとする。
　　　N = Xout’-Xin-060000h-030000h = 030000h　　　　　　（２）
これは、ホストコンピュータでは、ディスクの第１の側の最外周のセクタの番地は０３０
０００ｈであると認識されることを示すものである。
【００５５】
　第２の側の番地データを処理するために、ステップ７０１、７０２、および７０４で演
算を実施する場合、ステップ７０４で次の計算（３）を行う。但し、現在のヘッド位置は
Ｘout’にあるものとする。
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　　　　N = Xout’+(2×Xout+2)-Xin
　　　　  = F9FFFFh+060000h+060000h+2-030000h
　　　　  = FFFFFFh+060000h+2-030000h
　　　　  = 105FFFFh+2-030000h
　　　　    （第１項のＭＳＢはオーバーフローする。）
　　　　  = 060001h-030000h = 030001h　　　　　　　　　　　　　　（３）
これは、ホストコンピュータでは、ディスクの第２の側の最外周のセクタの番地は０３０
００１ｈであると認識されることを示すものである。このように、式（２）と式（３）か
ら、コンピュータでは、すなわち連続する論理空間においては、第１の側と第２の側の最
外周のセクタの番地は、連続する数字として認識されることが分かる。
【００５６】
　図７Ａは、Ｎで表される連続的な論理空間から、図２記載の情報記憶媒体のＸで表され
る特定セクタ番地へ変換するためのフローチャートである。
　ステップ７１１で、変数Ｘに、（Ｎ＋Ｘin）の値を代入する。
　ステップ７１２で、変数Ｘを評価し、Ｘoutよりも大きければステップ７１２へ進み、
そうでなければ処理を終了する。
　ステップ７１３で、変数Ｘを差値（Ｘ－（２×Ｘout＋２））に代入する。
　図７Ｂのフローチャートに従って求められた変数Ｘは、図３記載の情報記憶媒体のセク
タ番地になる。
　以上説明したように、本発明の第３の実施例によれば、一層おきに螺旋状の再生方向が
異なる情報記憶媒体上に、複数の記録層に渡って連続的な論理空間を生成できる情報再生
装置を提供できる。
【００５７】
　本発明は、前述の各セクタ番地のＭＳＢ値と各層の螺旋状移動方向との関係に限られる
ものではなく、螺旋状移動方向が内周から外周の場合にＭＳＢが１で、螺旋状移動方向が
外周から内周の場合にＭＳＢが０であっても、同じ効果を実現できることは明白である。
　ＣＬＶ方式における番地と溝位置の関係について述べる。
　情報記憶媒体の全面に渡って溝幅ｄが一定であるから、最内周から数えた溝本数Ｔと半
径ｒとは、１層目において下記の（式１）の関係が成り立つ。
　　　　　 T=(r-Rin)/d　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
　次に、 ｒを半径、（Ｘ－Ｘｉｎ）を内周にある番地Ｘｉｎと現在の番地Ｘとの番地差
値とすると、情報記憶媒体の全面に渡って記録密度一定であるから、 １層目において式
（５）の右辺から求められる面積と左辺から求められる面積は等しい。
　　(X-Xin)×s×d=π×(r×r-Rin×Rin)　　　　　　　　　（５）
　ここで、ｓはセクタ長、ｄは溝幅、πは円周率である。式（４）と式（５）から半径ｒ
を消去すると、最内周から数えた溝本数Ｔと番地Ｘとは、１層目において下記の（式３）
の関係が成り立つ。
　　T=[{(y-Xin)×s×d÷π)+Rin×Rin}1/2-Rin]÷d　　　（６）
【００５８】
　第１層および第２層について式（５）が満たされるのは、図３のように、１層目のセク
タの番地の変化率と２層目のそれとが、ディスクについて対称な関係にある場合のみであ
る。１層目と２層目のセクタ番地の変化率を同じにするには、１層目と２層目のセクタ番
地が互いに補数関係であるように選択しなくてはならない。
【００５９】
　図８は、本発明の第３の実施例における所望の番地への移動距離を求める移動距離算出
手段を示すフローチャートである。この例では、層における螺旋状移動方向が内周から外
周の場合、その層上の番地のＭＳＢは０であるとし、また、層における螺旋状移動方向が
外周から内周の場合、その層上の番地のＭＳＢは１であるとする。更に、光学ヘッドの移
動先の所望のセクタの番地はＣＰＵ１３により変数ｚとして算出されているものとする。
【００６０】
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　この処理の最初のステップ８０１で変数ＺのＭＳＢを評価し、ＭＳＢが０ならばステッ
プ８０２へ、ＭＳＢが１ならばステップ８０３へ進む。
　ステップ８０２で、変数Ｘに、変数Ｚを代入する。
　ステップ８０３で、変数Ｘに、変数Ｚの補数を代入する。
　ステップ８０４で、式（６）に基づいて求めた値Ｔを、目的の溝番号Ｗ（最内周から数
えた溝の本数）とする。
　ステップ８０５で、現セクタの番地を読み出し、変数Ｘに設定する。
　ステップ８０６で、変数Ｘと変数ＷのＭＳＢ値を比較し、ＸとＺが等しければステップ
８１１へ、そうでなければステップ８０７へ進む。
　ステップ８０７で、変数ＸのＭＳＢが０ならばステップ８０８へ、ＭＳＢが１ならばス
テップ８０９へ進む。
　ステップ８０８では、サーボ回路９に対して、２層目にフォーカス位置を移動するよう
に命令する。
　ステップ８０９では、サーボ回路９に対して、１層目にフォーカス位置を移動するよう
に命令する。
　ステップ８１０で、現セクタの番地を読み出し、変数Ｘに設定する。
　ステップ８１１で、変数ＸのＭＳＢが０ならばステップ８１３へ、ＭＳＢが１ならばス
テップ（８１２）へ進む。
　ステップ８１２で、変数Ｘに、Ｘの補数を代入する。
　ステップ８１３で、式（６）に基づいて求めた値Ｔを、現在の溝番号Ｖとする。
　ステップ８１４で、移動溝本数Ｕ（磁気ヘッドが移動しなければならない溝の本数）に
、次の差値
　（目的溝番号Ｗ）－（現在溝番号Ｖ）
を代入する。
【００６１】
　従って、番地のＭＳＢから移動先が１層目か２層目かを判断し、移動先が２層目の場合
は番地の補数を求めることにより、共通の演算を利用して１層目と２層目で溝本数を計算
できる。平方根を含む式（６）のような方法には、テーブルを用いるもの、近似式を用い
るもの、ニュートン法を用いるもの等がある。どの方法を採用したとしても、番地の補数
関係を利用するので、複数の層の番地を共通の演算を使って求めることができ、それによ
ってＣＰＵ１３に内蔵するプログラムを小さくでき、高速に実行できる。
【００６２】
　以上説明したように、本発明の第３の実施例により、螺旋状の再生方向が一層おきに異
なる情報記憶媒体上の特定番地へ移動可能な情報再生装置を提供できる。
　本発明は、前述した各セクタの番地のＭＳＢ値と各層における螺旋状移動方向の関係に
限定されるものではなく、螺旋状移動方向が内周から外周の場合にＭＳＢが１で、螺旋状
移動方向が外周から内周の場合にＭＳＢが０であっても、同じ効果を実現できることは明
白である。
　以上説明したように、複数の記録層にまたがって連続に再生できる情報記憶媒体を提供
することができる。
【００６３】
　また、複数の記録層を有する情報記憶媒体の各記録層において、ｎ番目の層Ｌｎ（ｎ≧
２）上の各セクタの番地は、第１層において同一半径位置を持つセクタの番地に対する補
数演算を含む論理演算から与えられる。従って、複数の記録層にまたがる連続的なセクタ
単位のデータ再生動作は、セクタ番号が昇順に増加する順序で再生されることになる。
　さらに、複数の記録層を持つ情報記憶媒体上の螺旋状の再生方向を認識できる情報再生
装置も提供できる。情報記憶媒体の記録層毎に螺旋状の再生方向が異なる場合、前述の情
報再生装置は、複数の記録層に渡って連続的な論理空間を生成し、情報記憶媒体上の所望
番地へ移動することも可能である。
【００６４】
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　結果として、複数の記録層に渡って連続して再生する情報再生装置を安価で高性能に提
供することができる。
　以上、本発明について説明したが、同は種々の方法で変更可能である。そのような変更
態様は、本発明の精神ならびに適用範囲から逸脱するものではなく、当業者にとって自明
な、そのような変更態様はいずれも、以下の請求の範囲に含まれるものとする。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、情報記憶媒体および情報再生方法および情報再生装置に関する。
【符号の説明】
【００６６】
１：光ディスク
２：ディスクモーター
５：レーザ駆動回路
６：光検出器
７：移送台
８：プリアンプ
９：サーボ回路
１０：二値化回路
１１：復調回路
１２：エラー訂正回路

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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