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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光によって情報の記録再生が行われる記録層がｎ層（ｎ≧３）設けられた多層光
記録媒体であって、
　ストリームデータが記録される論理アドレス空間とされる領域内の最終論理アドレス近
辺にファイルシステム領域が配置されるとともに、
　最終論理アドレス近辺の上記ファイルシステム領域が配置された記録層とは他の記録層
において、上記ファイルシステム領域と層形成方向に重なる領域には、上記論理アドレス
空間が割り当てられておらず、
　各記録層には、上記論理アドレス空間に用いられる領域に物理的に隣接して交替領域が
形成されているとともに、
　少なくとも最終論理アドレスに隣接する交替領域のサイズと、上記ファイルシステム領
域のサイズの合計より、上記他の記録層の交替領域のサイズが大とされることで、
　上記ファイルシステム領域と層形成方向に重なる上記他の記録層の領域が上記交替領域
とされる多層光記録媒体。
【請求項２】
　レーザ光入射面側からみて、第１記録層が最も奥に形成され、該第２記録層から第ｎ記
録層までは、順にレーザ光入射面側に近づくように形成されており、
　上記論理アドレス空間は、上記第１記録層における先頭論理アドレスから、上記第ｎ記
録層における上記最終論理アドレスまでとして形成される請求項１に記載の多層光記録媒
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体。
【請求項３】
　レーザ光によって情報の記録再生が行われる記録層がｎ層（ｎ≧３）設けられた多層光
記録媒体に対する記録装置であって、
　上記多層光記録媒体の各記録層に対してレーザ光照射を行って情報記録を行う記録部と
、
　上記多層光記録媒体に対する物理フォーマット処理として、各記録層において論理アド
レス空間に用いられる領域に隣接して交替領域を設定する際に、最終論理アドレスに隣接
する交替領域のサイズと、該交替領域とは層形成方向に重なる他の記録層における交替領
域のサイズについて、上記他の記録層における交替領域のサイズが、少なくとも最終論理
アドレスに隣接する交替領域のサイズと最終論理アドレス近辺に形成されるファイルシス
テム領域のサイズの合計より大となるように設定する管理情報を、上記記録部により上記
多層光記録媒体に記録させる処理を行う制御部と、
　を備えた記録装置。
【請求項４】
　上記制御部は、さらに、
　上記物理フォーマット後のファイルシステム初期化として、上記記録部に、上記論理ア
ドレス空間の先頭論理アドレス近辺、及び最終論理アドレス近辺に、それぞれファイルシ
ステム領域を形成させることで、上記他の記録層の交替領域が最終論理アドレス近辺のフ
ァイルシステム領域と層形成方向に重なるようにする請求項３に記載の記録装置。
【請求項５】
　上記制御部は、さらに、
　上記ファイルシステム初期化後の多層光記録媒体の論理アドレス空間とされる領域にス
トリームデータの記録を行うように上記記録部の制御を行う請求項４に記載の記録装置。
【請求項６】
　レーザ光によって情報の記録再生が行われる記録層がｎ層（ｎ≧３）設けられた多層光
記録媒体に対する記録装置であって、
　上記多層光記録媒体の各記録層に対してレーザ光照射を行って情報記録を行う記録部と
、
　上記多層光記録媒体に対する物理フォーマット処理として、各記録層において論理アド
レス空間に用いられる領域に隣接して交替領域を設定する際に、最終論理アドレスに隣接
する交替領域のサイズと、該交替領域とは層形成方向に重なる他の記録層における交替領
域のサイズについて、上記他の記録層における交替領域のサイズが、少なくとも最終論理
アドレスに隣接する交替領域のサイズと最終論理アドレス近辺に形成されるファイルシス
テム領域のサイズの合計より大となるように設定された上記多層光記録媒体に対するファ
イルシステム初期化として、上記記録部に、上記論理アドレス空間の先頭論理アドレス近
辺、及び最終論理アドレス近辺に、それぞれファイルシステム領域を形成させることで、
上記他の記録層の交替領域が最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域と層形成方向
に重なるようにする処理を行う制御部と、
　を備えた記録装置。
【請求項７】
　上記多層光記録媒体は、レーザ光入射面側からみて、第１記録層が最も奥に形成され、
該第２記録層から第ｎ記録層までは、順にレーザ光入射面側に近づくように形成されてお
り、また上記論理アドレス空間は、上記第１記録層における先頭論理アドレスから、上記
第ｎ記録層における上記最終論理アドレスまでとして形成されており、
　上記制御部は、上記第１記録層から上記第ｎ記録層の順で、上記論理アドレス空間とさ
れる領域にストリームデータの記録を上記記録部に実行させる制御を行う請求項６に記載
の記録装置。
【請求項８】
　レーザ光によって情報の記録再生が行われる記録層がｎ層（ｎ≧３）設けられた多層光
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記録媒体に対する記録方法であって、
　上記多層光記録媒体に対する物理フォーマットの段階で、各記録層において論理アドレ
ス空間に用いられる領域に隣接して交替領域を設定する際に、最終論理アドレスに隣接す
る交替領域のサイズと、該交替領域とは層形成方向に重なる他の記録層における交替領域
のサイズについて、上記他の記録層における交替領域のサイズが、少なくとも最終論理ア
ドレスに隣接する交替領域のサイズと最終論理アドレス近辺に形成されるファイルシステ
ム領域のサイズの合計より大となるように設定し、
　上記物理フォーマット後のファイルシステム初期化として、上記論理アドレス空間の先
頭論理アドレス近辺、及び最終論理アドレス近辺に、それぞれファイルシステム領域を形
成することで、上記他の記録層の交替領域が最終論理アドレス近辺のファイルシステム領
域と層形成方向に重なるようにし、
　上記ファイルシステム初期化後の多層光記録媒体の論理アドレス空間とされる領域にス
トリームデータの記録を行う記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ライトワンス型やリライタブル型などの記録可能型光ディスクなどであって
、記録層が３層以上の多層光記録媒体と、該多層光記録媒体に対応する記録装置、記録方
法に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開２００９－９３６９０号公報
【背景技術】
【０００３】
　例えばブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等の光記録媒体が知られてい
る。光記録媒体においては半導体レーザを用いた情報の記録再生が行われる。ブルーレイ
ディスクの場合、ライトワンス型のディスク（ＢＤ－Ｒ：Blu-ray Disc Recordable）や
リライタブル型のディスク（ＢＤ－ＲＥ：Blu-ray Disc Rewritable）などが知られてい
る。
【０００４】
　また、光ディスク等の記録媒体は、その記録容量の増大が常に求められている。例えば
ブルーレイディスクの例で言えば、記録層を３層構造、４層構造と更なる多層化を進め、
飛躍的な容量増大を実現することが想定されている。ＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥでも、多層化
によりユーザによるデータ記録の大容量化が進められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、特にＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥ等としての多層光記録媒体において、３層以上の場
合に問題が生ずることがある。
　図２０（ａ）（ｂ）でＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥの３層ディスク、４層ディスクの場合の例
で説明する。図２０（ａ）（ｂ）はブルーレイディスクにおけるデータゾーンの半径方向
の構造を示している。なお、後に図１で説明するが、データゾーンとは、主にユーザデー
タが記録される領域である。
【０００６】
　図２０（ａ）は、記録層Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２が形成される３層ディスクの例を示している
。
　レーザ入射方向から見ると、最も奥に記録層Ｌ０が形成され、記録層Ｌ１，Ｌ２が、順
に手前側となる。
　各記録層Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２では、それぞれデータゾーンにおける内周側の領域がＩＳＡ
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０，ＩＳＡ１、ＩＳＡ２とされる。ＩＳＡはインナースペアエリア（内周側交替領域）で
あり、ディフェクト等による交替処理に用いられる。
　また各記録層Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２の外周側の領域はＯＳＡ０，ＯＳＡ１、ＯＳＡ２とされ
る。ＯＳＡはアウタースペアエリア（外周側交替領域）であり、これもディフェクト等に
よる交替処理に用いられる領域である。この場合、ＯＳＡ２が、最後の交替領域ＬＳＡ（
ラストスペアエリア）となる。
【０００７】
　各記録層Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２では、ＩＳＡとＯＳＡに挟まれた領域が、論理アドレス空間
とされ、ユーザデータが記録される。論理アドレス空間とは、論理アドレス（ロジカルセ
クターナンバＬＳＮ）が割り当てられた領域である。
　当該論理アドレス空間を形成する先頭論理アドレス（ＦｉｒｓｔＬＳＮ）の位置は、記
録層Ｌ０におけるＩＳＡ０の直後の位置となる。また最終論理アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ
）の位置は、記録層Ｌ２におけるＯＳＡ２（ＬＳＡ）の直前位置となる。
　先頭論理アドレスから所定区間は、ファイルシステムＦＳが記録される領域となる。
　また最終論理アドレスまでの所定区間も、ファイルシステムＦＳが記録される領域とな
る。
【０００８】
　データゾーンには主にユーザデータとして映像ストリームデータなどのストリームデー
タが記録される。そのストリームデータの記録は、矢印ＲＳに示すように、記録層Ｌ０に
おいてファイルシステムＦＳの後から外周側に向かって行われる。次に記録層Ｌ１では、
ＯＳＡ１の直前部分から内周側に向かって行われる。さらに記録層Ｌ２では、ＩＳＡ２の
直後の位置から外周側に向かって行われる。
【０００９】
　ここで、ブルーレイディスク等の多層光記録媒体についての留意点を述べておく。
　多層の光ディスクでは一般的に、記録層Ｌ０→Ｌ１→Ｌ２・・・という順番で書き込み
をした場合に最も品質がよくなるように設計されている。これに対し、例えば記録層Ｌ１
以上の記録層に書き込みをした後に、同一半径の若い番号の記録層に記録をすると、記録
品質が悪くなりやすいということがある。特にライトワンス型メディアで悪くなりやすい
。
　また、最終論理アドレスＬａｓｔＬＳＮ付近には、必ずファイルシステムを記録する必
要がある。
　そしてファイルシステムの記録時にはベリファイ（Verify）処理が行われる。このため
記録品質が悪くても交替処理により救われる。しかしストリームデータの記録時にはベリ
ファイ処理を行わないため、ストリームデータ記録時の記録品質を維持することは非常に
重要である。
【００１０】
　このような点を考慮した上で、図２０（ａ）をみると、この３層ディスクの場合、記録
層Ｌ０，Ｌ１の外周付近で「記録層Ｌ２での記録後に同一半径のＬ０／Ｌ１に書き込みを
する」ということが生じてしまう。つまり、初期化処理で図のようにファイルシステムを
書き込むわけであるが、その後、記録層Ｌ０、Ｌ１における領域Ｗで示す範囲では、記録
層Ｌ２の書込済領域（ファイルシステム領域）をレーザ光が通過する状態でストリームデ
ータ記録が行われる。するとこの場合、当該領域Ｗでは、記録品質が悪くなる恐れが大き
い。そして後にリードできない可能性が高くなる。
　さらにストリームデータ記録であるため交替処理が行われず、記録しようとしたストリ
ームデータが失われてしまう可能性も高くなるということになる。
【００１１】
　図２０（ｂ）は４層ディスクの場合を示している。４層ディスクの場合も、各記録層Ｌ
０，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３では、内周側にＩＳＡ（ＩＳＡ０，ＩＳＡ１，ＩＳＡ２，ＩＳＡ３
）が設けられる。また外周側にＯＳＡ（ＯＳＡ０，ＯＳＡ１，ＯＳＡ２，ＯＳＡ３）が設
けられる。
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　各記録層Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３において、ストリームデータ記録は矢印ＲＳの方向に
行われる。従って、最終論理アドレスは記録層Ｌ３のＩＳＡ３の外周側位置となる。ファ
イルシステムＦＳの記録は、先頭論理アドレス（ＦｉｒｓｔＬＳＮ）の近辺と、最終論理
アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ）の近辺に行われる。
【００１２】
　この４層ディスクの場合も、同様の事象が生ずる。記録層Ｌ１、Ｌ２における領域Ｗで
示す範囲では、記録層Ｌ３の書込済領域（ファイルシステム領域）をレーザ光が通過する
状態でストリームデータ記録が行われる。従って当該領域Ｗでは、記録品質が悪くなり、
後にリードできない可能性が高くなる。結局ストリームデータが失われてしまう恐れがあ
る。
【００１３】
　なお、このような問題は２層ディスクの場合は特に想定されなかった。
　２層ディスクの場合は、図２０（ｂ）における記録層Ｌ０とＬ３が、記録層Ｌ０，Ｌ１
として存在すると考えればよい。その場合、最終論理アドレス近辺のファイルシステムＦ
Ｓの記録領域と重なるのは記録層Ｌ０における先頭論理アドレス近辺のファイルシステム
ＦＳの記録領域であり、ストリームデータ記録が行われる領域とはならないためである。
【００１４】
　本発明は、特に３層以上の記録媒体において、図２０で述べたような問題を生じさせな
いようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の多層光記録媒体は、レーザ光によって情報の記録再生が行われる記録層がｎ層
（ｎ≧３）設けられた多層光記録媒体であって、ストリームデータが記録される論理アド
レス空間とされる領域内の最終論理アドレス近辺にファイルシステム領域が配置されると
ともに、最終論理アドレス近辺の上記ファイルシステム領域が配置された記録層とは他の
記録層において、上記ファイルシステム領域と層形成方向に重なる領域には、上記論理ア
ドレス空間が割り当てられていない多層光記録媒体である。
　また、各記録層には、上記論理アドレス空間に用いられる領域に物理的に隣接して交替
領域が形成されているとともに、上記ファイルシステム領域と層形成方向に重なる上記他
の記録層の領域は、上記交替領域とされている。
　例えば、少なくとも最終論理アドレスに隣接する交替領域のサイズと、上記ファイルシ
ステム領域のサイズの合計より、上記他の記録層の交替領域のサイズが大とされることで
、上記ファイルシステム領域と層形成方向に重なる上記他の記録層の領域が上記交替領域
とされる。
　またレーザ光入射面側からみて、第１記録層が最も奥に形成され、該第２記録層から第
ｎ記録層までは、順にレーザ光入射面側に近づくように形成されており、上記論理アドレ
ス空間は、上記第１記録層における先頭論理アドレスから、上記第ｎ記録層における上記
最終論理アドレスまでとして形成される。
【００１６】
　本発明の記録装置は、レーザ光によって情報の記録再生が行われる記録層がｎ層（ｎ≧
３）設けられた多層光記録媒体に対する記録装置である。
　そして上記多層光記録媒体の各記録層に対してレーザ光照射を行って情報記録を行う記
録部と、上記多層光記録媒体に対する物理フォーマット処理として、各記録層において上
記論理アドレス空間に用いられる領域に隣接して交替領域を設定する際に、上記最終論理
アドレスに隣接する交替領域のサイズと、該交替領域とは層形成方向に重なる他の記録層
における交替領域のサイズについて、上記他の記録層における交替領域のサイズが、少な
くとも最終論理アドレスに隣接する交替領域のサイズと最終論理アドレス近辺に形成され
るファイルシステム領域のサイズの合計より大となるように設定する管理情報を、上記記
録部により上記多層光記録媒体に記録させる処理を行う制御部とを備える。
　また上記制御部は、さらに、上記物理フォーマット後のファイルシステム初期化として
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、上記記録部に、上記論理アドレス空間の先頭論理アドレス近辺、及び最終論理アドレス
近辺に、それぞれファイルシステム領域を形成させることで、上記他の記録層の交替領域
が最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域と層形成方向に重なるようにする。
　また上記制御部は、さらに、上記ファイルシステム初期化後の多層光記録媒体の論理ア
ドレス空間とされる領域にストリームデータの記録を行うように上記記録部の制御を行う
。
【００１７】
　また本発明の記録装置は、記録層がｎ層（ｎ≧３）設けられた多層光記録媒体であって
、また物理フォーマットがなされた多層光記録媒体に対する記録装置である。そして上記
多層光記録媒体の各記録層に対してレーザ光照射を行って情報記録を行う記録部と、上記
多層光記録媒体に対する物理フォーマット処理として、各記録層において上記論理アドレ
ス空間に用いられる領域に隣接して交替領域を設定する際に、上記最終論理アドレスに隣
接する交替領域のサイズと、該交替領域とは層形成方向に重なる他の記録層における交替
領域のサイズについて、上記他の記録層における交替領域のサイズが、少なくとも最終論
理アドレスに隣接する交替領域のサイズと最終論理アドレス近辺に形成されるファイルシ
ステム領域のサイズの合計より大となるように設定された上記多層光記録媒体に対するフ
ァイルシステム初期化として、上記記録部に、上記論理アドレス空間の先頭論理アドレス
近辺、及び最終論理アドレス近辺に、それぞれファイルシステム領域を形成させることで
、上記他の記録層の交替領域が最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域と層形成方
向に重なるようにする処理を行う制御部とを備える。
【００１８】
　本発明の記録方法は、レーザ光によって情報の記録再生が行われる記録層がｎ層（ｎ≧
３）設けられた多層光記録媒体に対する記録方法である。そして、上記多層光記録媒体に
対する物理フォーマットの段階で、各記録層において上記論理アドレス空間に用いられる
領域に隣接して交替領域を設定する際に、上記最終論理アドレスに隣接する交替領域のサ
イズと、該交替領域とは層形成方向に重なる他の記録層における交替領域のサイズについ
て、上記他の記録層における交替領域のサイズが、少なくとも最終論理アドレスに隣接す
る交替領域のサイズと最終論理アドレス近辺に形成されるファイルシステム領域のサイズ
の合計より大となるように設定する。次に上記物理フォーマット後のファイルシステム初
期化として、上記論理アドレス空間の先頭論理アドレス近辺、及び最終論理アドレス近辺
に、それぞれファイルシステム領域を形成することで、上記他の記録層の交替領域が最終
論理アドレス近辺のファイルシステム領域と層形成方向に重なるようにする。そして上記
ファイルシステム初期化後の多層光記録媒体の論理アドレス空間とされる領域にストリー
ムデータの記録を行う。
【００１９】
　即ち本発明では、３層以上の多層光記録媒体において、最終論理アドレス近辺のファイ
ルシステム領域が配置された記録層とは他の記録層における上記ファイルシステム領域と
層形成方向に重なる領域には、上記論理アドレス空間が割り当てられていない。これによ
って、ファイルシステムの記録領域を透過したレーザ光によってストリームデータ記録が
行われることがないようにされる。
　また具体的には、ストリームデータ記録の前には、物理フォーマット及びファイルシス
テム初期化が行われる。この場合、物理フォーマット時の交替領域（ＩＳＡ：インナース
ペアエリア、ＯＳＡ：アウタースペアエリア、ＬＳＡ：ラストスペアエリア）の設定を工
夫することで、ファイルシステム領域と層形成方向に重なる領域が論理アドレス空間とな
らないようにできる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、３層以上の多層光記録媒体において、ファイルシステム領域を透過し
たレーザ光によってストリームデータ記録が行われるようになることを回避できる。これ
によってストリームデータ記録の信頼性を向上させることができるという効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態のディスクのエリア構造の説明図である。
【図２】実施の形態のディスクのＤＭＡの説明図である。
【図３】実施の形態のディスクのＤＤＳの内容の説明図である。
【図４】実施の形態のディスクのＤＦＬの内容の説明図である。
【図５】実施の形態のディスクのＤＦＬ及びＴＤＦＬのディフェクトリスト管理情報の説
明図である。
【図６】実施の形態のディスクのＤＦＬ及びＴＤＦＬの交替アドレス情報の説明図である
。
【図７】実施の形態のディスクのＴＤＭＡの説明図である。
【図８】実施の形態のディスクのスペースビットマップの説明図である。
【図９】実施の形態のディスクのＴＤＦＬの説明図である。
【図１０】実施の形態のディスクのＴＤＤＳの説明図である。
【図１１】実施の形態のディスクのＳＲＲの説明図である。
【図１２】実施の形態のディスクのＳＲＲＩの説明図である。
【図１３】実施の形態のディスクのＳＲＲＩヘッダの説明図である。
【図１４】実施の形態のディスクのＳＲＲエントリの説明図である。
【図１５】実施の形態のディスクの層構造の説明図である。
【図１６】実施の形態のディスクドライブ装置のブロック図である。
【図１７】実施の形態の各記録層の構成の説明図である。
【図１８】実施の形態のユーザデータ記録までの手順の説明図である。
【図１９】他の実施の形態の各記録層の構成の説明図である。
【図２０】従来のディスクの各記録層の構成の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態としてブルーレイディスク及びそのディスクドライブ装置（
記録再生装置）の例を挙げ、次の順序で説明する。
［１．ディスク構造］
［２．ＤＭＡ］
［３．ＴＤＭＡ］
［４．ＳＲＲ及びＳＲＲＩ］
［５．交替領域を用いた交替処理］
［６．多層ディスクの構造］
［７．ディスクドライブ装置］
［８．実施の形態の記録層構造］
［９．変形例］
【００２３】
［１．ディスク構造］

　まず実施の形態の光ディスクの概要について説明する。この光ディスクは、いわゆるブ
ルーレイディスクと呼ばれる高密度光ディスク方式の範疇におけるライトワンス型ディス
ク（ＢＤ－Ｒ）又はリライタブル型ディスク（ＢＤ－ＲＥ）として実施可能である。
【００２４】
　本実施の形態の高密度光ディスクの物理パラメータの一例について説明する。
　本例の光ディスクは、ディスクサイズとしては、直径が１２０ｍｍ、ディスク厚は１．
２ｍｍとなる。即ちこれらの点では外形的に見ればＣＤ（Compact Disc）方式のディスク
や、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）方式のディスクと同様となる。
　そして記録／再生のためのレーザとして、いわゆる青色レーザが用いられ、また光学系
が高ＮＡ（例えばＮＡ＝０．８５）とされる。さらには狭トラックピッチ（例えばトラッ
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クピッチ＝０．３２μｍ）、高線密度（例えば記録線密度０．１２μｍ/bit）を実現する
。これらにより、直径１２ｃｍのディスクにおいて、ユーザーデータ容量として２３Ｇ～
２５ＧＢ（Giga Byte）程度を実現している。また更なる高密度記録により、３０ＧＢ程
度の容量も可能とされる。
　また、記録層が複数とされたいわゆるマルチレイヤーディスクも開発されており、マル
チレイヤーディスクの場合、ユーザーデータ容量は、ほぼ層数倍となる。なお、記録層の
ことを「レイヤ」とも呼ぶ。
【００２５】
　図１に、ディスク全体のレイアウト（領域構成）を示す。
　ディスク上の領域としては、内周側からインナーゾーン、データゾーン、アウターゾー
ンが配される。
　なお、この図１では記録層が１つの構造（シングルレイヤ）で示しており、その場合、
インナーゾーンはリードインエリア、アウターゾーンはリードアウトエリアとなる。
　実施の形態のディスクは後述するように３層ディスク、４層ディスクもしくはそれ以上
の多層ディスクとなるが、第１層（レイヤＬ０）のインナーゾーンがリードインエリアと
なる。そして最終的に、記録されたユーザデータ容量に応じて、第１層（レイヤＬ０）の
アウターゾーン以降（レイヤＬ１、Ｌ２，Ｌ３のインナーゾーン又はアウターゾーン）の
いずれかがリードアウトエリアとされることになる。
　なお、説明の便宜上、第１層（レイヤＬ０）のリードインエリアを含む各記録層の内周
側領域を、インナーゾーンと総称する。また各記録層の外周側領域をアウターゾーンと総
称する。
【００２６】
　また、記録・再生に関する領域構成としてみれば、インナーゾーン（リードインエリア
）のうちの最内周側の領域が再生専用領域とされ、インナーゾーンの途中からアウターゾ
ーンまでが、記録可能領域とされる。
　再生専用領域にはＢＣＡ（Burst Cutting Area）やＰＩＣ（プリレコーデッド情報領域
）が設けられる。但し２層以上のマルチレイヤディスクでは、ＰＩＣは第１層（レイヤＬ
０）のみとなり、第２層（レイヤＬ１）以降の記録層では、ＰＩＣと同一半径部分は記録
可能領域となる。
　またインナーゾーンにおいて、記録可能領域には、管理／制御情報の記録等のため、後
述するＯＰＣ、ＴＤＭＡ、ＩＮＦＯ（ＤＭＡ等を含む）等が形成される。
【００２７】
　再生専用領域及び記録可能領域には、ウォブリンググルーブ（蛇行された溝）による記
録トラックがスパイラル状に形成されている。グルーブはレーザスポットによるトレース
の際のトラッキングのガイドとされ、かつこのグルーブが記録トラックとされてデータの
記録再生が行われる。
　なお本例では、グルーブにデータ記録が行われる光ディスクを想定しているが、本発明
はこのようなグルーブ記録の光ディスクに限らず、グルーブとグルーブの間のランドにデ
ータを記録するランド記録方式の光ディスクに適用してもよいし、また、グルーブ及びラ
ンドにデータを記録するランドグルーブ記録方式の光ディスクにも適用することも可能で
ある。
【００２８】
　また記録トラックとされるグルーブは、ウォブル信号に応じた蛇行形状となっている。
そのため、光ディスクに対するディスクドライブ装置では、グルーブに照射したレーザス
ポットの反射光からそのグルーブの両エッジ位置を検出し、レーザスポットを記録トラッ
クに沿って移動させていった際におけるその両エッジ位置のディスク半径方向に対する変
動成分を抽出することにより、ウォブル信号を再生することができる。
【００２９】
　このウォブル信号には、その記録位置における記録トラックのアドレス情報（物理アド
レスやその他の付加情報等）が変調されている。そのため、ディスクドライブ装置では、
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このウォブル信号からアドレス情報等を復調することによって、データの記録や再生の際
のアドレス制御等を行うことができる。
【００３０】
　図１に示すインナーゾーンは、例えば半径２４ｍｍより内側の領域となる。
　そしてインナーゾーン内におけるＰＩＣ（プリレコーデッド情報領域）には、あらかじ
め、記録再生パワー条件等のディスク情報や、ディスク上の領域情報、コピープロテクシ
ョンにつかう情報等を、グルーブのウォブリングによって再生専用情報として記録してあ
る。またＰＩＣには、例えばディスクタイプ、ディスクサイズ、ディスクバージョン、層
構造、チャンネルビット長、ＢＣＡ情報、転送レート、データゾーン位置情報、記録線速
度、記録／再生レーザパワー情報なども記録される。
　なお、エンボスピット等によりこれらの情報を記録してもよい。
【００３１】
　また、ＰＩＣよりさらに内周側にＢＣＡが設けられる。ＢＣＡはディスク記録媒体固有
のユニークＩＤを、例えば記録層を焼き切る記録方式で記録したものである。つまり記録
マークを同心円状に並べるように形成していくことで、バーコード状の記録データを形成
する。
【００３２】
　またインナーゾーンにおいては、ＴＤＭＡ（Temporary Defect Management Area）、Ｏ
ＰＣ（Optimum Power Control area：テストライトエリア)、ＩＮＦＯ（Information are
a：管理情報領域）、リザーブエリア、バッファエリアなどを有する所定の領域フォーマ
ットが設定される。
　ＯＰＣは、記録／再生時のレーザパワー等、データ記録再生条件を設定する際の試し書
きなどに使われる。即ち記録再生条件調整のための領域である。
　ＩＮＦＯには、ＤＭＡ（Defect Management Area ）やコントロールデータエリアが含
まれる。
【００３３】
　ＩＮＦＯ内にはＤＭＡが設けられるが、通常、光ディスクの分野ではＤＭＡは欠陥管理
のための交替管理情報が記録される。しかしながら本例のディスクでは、ＤＭＡは、欠陥
箇所の交替管理のみではなく、このライトワンス型ディスクにおけるデータ書換を実現す
るための管理／制御情報が記録される。特にこの場合、ＤＭＡでは、後述するＩＳＡ、Ｏ
ＳＡの管理情報が記録される。
　また、交替処理を利用してデータ書換を可能にするためには、データ書換に応じてＤＭ
Ａの内容も更新されていかなければならない。このためＴＤＭＡが設けられる。
　交替管理情報はＴＤＭＡに追加記録されて更新されていく。ＤＭＡには、最終的にＴＤ
ＭＡに記録された最後（最新）の交替管理情報が記録される。
　ＤＭＡ及びＴＤＭＡについては後に詳述する。
【００３４】
　インナーゾーンより外周側の例えば半径２４．０～５８．０ｍｍがデータゾーンとされ
る。データゾーンは、実際にユーザーデータが記録再生される領域である。データゾーン
の開始アドレスＡＤdts、終了アドレスＡＤdteは、上述したＰＩＣのデータゾーン位置情
報において示される。
【００３５】
　データゾーンにおいては、その最内周側にＩＳＡ（Inner Spare Area）が、また最外周
側にＯＳＡ（Outer Spare Area）が設けられる。ＩＳＡ、ＯＳＡは欠陥やデータ書換（上
書）のための交替領域とされる。
　ＩＳＡはデータゾーンの開始位置から所定数のクラスタサイズ（１クラスタ＝６５５３
６バイト）で形成される。
　ＯＳＡはデータゾーンの終了位置から内周側へ所定数のクラスタサイズで形成される。
ＩＳＡ、ＯＳＡのサイズは上記ＤＭＡに記述される。
【００３６】
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　データゾーンにおいてＩＳＡとＯＳＡにはさまれた区間がユーザーデータ領域とされる
。このユーザーデータ領域が通常にユーザーデータの記録再生に用いられる通常記録再生
領域である。
　ユーザーデータ領域の位置、即ち開始アドレスＡＤus、終了アドレスＡＤueは、ＤＭＡ
に記述される。
　このユーザデータ領域が論理アドレス空間となる。つまり開始アドレスＡＤusは先頭論
理アドレス（ＦｉｒｓｔＬＳＮ）、終了アドレスＡＤueは最終論理アドレス（ＬａｓｔＬ
ＳＮ）となる。
【００３７】
　データゾーンより外周側、例えば半径５８．０～５８．５ｍｍはアウターゾーン（例え
ばリードアウトゾーン）とされる。アウターゾーンも管理／制御情報が記録される。即ち
ＩＮＦＯ（コントロールデータエリア、ＤＭＡ、バッファエリア）が、所定のフォーマッ
トで形成される。
　ＤＭＡは、インナーゾーンにおけるＤＭＡと同様にＩＳＡ、ＯＳＡの管理情報が記録さ
れる領域として用意される。
【００３８】
［２．ＤＭＡ］

　インナーゾーン、アウターゾーンに記録されるＤＭＡの構造を説明する。図２にＤＭＡ
の構造を示す。
　ここではＤＭＡのサイズは３２クラスタ（３２×６５５３６バイト）とする例を示す。
なお、クラスタとはデータ記録の最小単位である。
　もちろんＤＭＡサイズが３２クラスタに限定されるものではない。図２では、３２クラ
スタの各クラスタを、クラスタ番号１～３２としてＤＭＡにおける各内容のデータ位置を
示している。また各内容のサイズをクラスタ数として示している。
【００３９】
　ＤＭＡにおいて、クラスタ番号１～４の４クラスタの区間にはＤＤＳ(disc definition
 structure)としてディスクの詳細情報が記録される。
　このＤＤＳの内容は図３で述べるが、ＤＤＳは１クラスタのサイズとされ、当該４クラ
スタの区間において４回繰り返し記録される。
【００４０】
　クラスタナンバ５～８の４クラスタの区間は、ディフェクトリストＤＦＬの１番目の記
録領域（ＤＦＬ＃１）となる。ディフェクトリストＤＦＬの構造は図４で述べるが、ディ
フェクトリストＤＦＬは４クラスタサイズのデータとなり、その中に、個々の交替アドレ
ス情報をリストアップした構成となる。
　クラスタナンバ９～１２の４クラスタの区間は、ディフェクトリストＤＦＬの２番目の
記録領域（ＤＦＬ＃２）となる。
　さらに、４クラスタづつ３番目以降のディフェクトリストＤＦＬ＃３～ＤＦＬ＃６の記
録領域が用意され、クラスタナンバ２９～３２の４クラスタの区間は、ディフェクトリス
トＤＦＬの７番目の記録領域（ＤＦＬ＃７）となる。
　つまり、３２クラスタのＤＭＡには、ディフェクトリストＤＦＬ＃１～ＤＦＬ＃７の７
個の記録領域が用意される。
【００４１】
　ＢＤ－Ｒ（ライトワンス型光ディスク）の場合、このＤＭＡの内容を記録するためには
、クロージングという処理を行う必要がある。その場合、ＤＭＡに書き込む７つのディフ
ェクトリストＤＦＬ＃１～ＤＦＬ＃７は全て同じ内容とされる。書込内容は最新のＴＤＭ
Ａの内容となる。
　なお、ＢＤ－ＲＥ（リライタブル型光ディスク）では、ＴＤＭＡは設けられない。記録
が行われる毎にＤＭＡを書き換えればよいためである。
【００４２】
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　上記図２のＤＭＡの先頭に記録されるＤＤＳの内容を図３に示す。
　上記のようにＤＤＳは１クラスタ（＝６５５３６バイト）のサイズとされる。
　図３においてバイト位置は、６５５３６バイトであるＤＤＳの先頭バイトをバイト０と
して示している。バイト数は各データ内容のバイト数を示す。
【００４３】
　バイト位置０～１の２バイトには、ＤＤＳのクラスタであることを認識するための、Ｄ
ＤＳ識別子（DDS Identifier）＝「ＤＳ」が記録される。
　バイト位置２の１バイトに、ＤＤＳ型式番号（フォーマットのバージョン）が示される
。
【００４４】
　バイト位置４～７の４バイトには、ＤＤＳの更新回数が記録される。なお、本例ではＤ
ＭＡ自体はクロージング時に交替管理情報が書き込まれるものであって更新されるもので
はなく、交替管理情報はＴＤＭＡにおいて行われる。従って、最終的にクロージングされ
る際に、ＴＤＭＡにおいて行われたＤＤＳ（ＴＤＤＳ：テンポラリＤＤＳ）の更新回数が
、当該バイト位置に記録されるものとなる。
【００４５】
　バイト位置１６～１９の４バイトには、ＤＭＡ内のドライブエリアの先頭物理セクタア
ドレス（AD DRV）が記録される。
　バイト位置２４～２７の４バイトには、ＤＭＡ内のディフェクトリストＤＦＬの先頭物
理セクタアドレス（AD DFL）が記録される。
　バイト位置３２～３５の４バイトは、データゾーンにおけるユーザーデータ領域の先頭
位置、つまりＬＳＮ（logical sector number：論理セクタアドレス）”０”の位置を、
ＰＳＮ（physical sector number：物理セクタアドレス）によって示している。
　バイト位置３６～３９の４バイトは、データゾーンにおけるユーザーデータエリアの終
了位置をＬＳＮ（論理セクターアドレス）によって示している。
【００４６】
　バイト位置４０～４３の４バイトには、データゾーンにおけるＩＳＡ（内周側スペアエ
リア）のサイズが示される。
　バイト位置４４～４７の４バイトには、データゾーンにおけるＯＳＡ（外周側スペアエ
リア）のサイズが示される。
　バイト位置４８～５１の４バイトには、データゾーンにおける最終スペアエリア（ＬＳ
Ａ）のサイズが示される。最終スペアエリアとは、論理アドレス空間の後に配置されるス
ペアエリアであり、記録層数によって、最後の記録層のＩＳＡ又はＯＳＡが該当する。
　バイト位置５２の１バイトには、ＩＳＡ、ＯＳＡを使用してデータ書換が可能であるか
否かを示す交替領域使用可能フラグが示される。交替領域使用可能フラグは、ＩＳＡ又は
ＯＳＡが全て使用された際に、それを示すものとされる。
　これら以外のバイト位置はリザーブ（未定義）とされ、全て００ｈとされる。
【００４７】
　このように、ＤＤＳはユーザーデータ領域のアドレスとＩＳＡ、ＯＳＡのサイズ、及び
交替領域使用可能フラグを含む。つまりデータゾーンにおけるＩＳＡ、ＯＳＡの領域管理
を行う管理／制御情報とされる。
【００４８】
　次に図４にディフェクトリストＤＦＬの構造を示す。
　図２で説明したように、ディフェクトリストＤＦＬは４クラスタの記録領域に記録され
る。
　図４においては、バイト位置として、４クラスタのディフェクトリストＤＦＬにおける
各データ内容のデータ位置を示している。なお１クラスタ＝３２セクタ＝６５５３６バイ
トであり、１セクター＝２０４８バイトである。
　バイト数は各データ内容のサイズとしてのバイト数を示す。
【００４９】
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　ディフェクトリストＤＦＬの先頭の６４バイトはディフェクトリスト管理情報とされる
。
　このディフェクトリスト管理情報には、ディフェクトリストのクラスタであることを認
識する情報、バージョン、ディフェクトリスト更新回数、ディフェクトリストのエントリ
ー数などの情報が記録される。
　またバイト位置６４以降は、ディフェクトリストのエントリー内容として、各８バイト
の交替アドレス情報ａｔｉが記録される。
　そして有効な最後の交替アドレス情報ａｔｉ＃Ｎの直後には、交替アドレス情報終端と
してのターミネータ情報が８バイト記録される。
　このＤＦＬでは、交替アドレス情報終端以降、そのクラスタの最後までが００ｈで埋め
られる。
【００５０】
　６４バイトのディフェクトリスト管理情報は図５のようになる。
　バイト位置０から２バイトには、ディフェクトリストＤＦＬの識別子として文字列「Ｄ
Ｌ」が記録される。
　バイト位置２の１バイトはディフェクトリストＤＦＬの形式番号を示す。
　バイト位置４からの４バイトは ディフェクトリストＤＦＬを更新した回数を示す。な
お、これは後述するテンポラリディフェクトリストＴＤＦＬの更新回数を引き継いだ値と
される。
　バイト位置１２からの４バイトは、ディフェクトリストＤＦＬにおけるエントリー数、
即ち交替アドレス情報ａｔｉの数を示す。
　バイト位置２４からの４バイトは、交替領域ＩＳＡ０、ＩＳＡ１、ＯＳＡ０、ＯＳＡ１
のそれぞれの空き領域の大きさをクラスタ数で示す。
　これら以外のバイト位置はリザーブとされ、すべて００ｈとされる。
【００５１】
　図６に、交替アドレス情報ａｔｉの構造を示す。即ち交替処理された各エントリー内容
を示す情報である。
　交替アドレス情報ａｔｉの総数は１層ディスクの場合、最大３２７５９個である。
　１つの交替アドレス情報ａｔｉは、８バイト（６４ビット）で構成される。各ビットを
ビットｂ６３～ｂ０として示す。
　ビットｂ６３～ｂ６０には、エントリーのステータス情報（status 1）が記録される。
　ＤＦＬにおいては、ステータス情報は「００００」とされ、通常の交替処理エントリー
を示すものとなる。
　他のステータス情報値については、後にＴＤＭＡにおけるＴＤＦＬの交替アドレス情報
ａｔｉの説明の際に述べる。
【００５２】
　ビットｂ５９～ｂ３２には、交替元クラスタの最初の物理セクターアドレスＰＳＮが示
される。即ち欠陥又は書換により交替されるクラスタを、その先頭セクターの物理セクタ
ーアドレスＰＳＮによって示すものである。
　ビットｂ３１～ｂ２８は、リザーブとされる。なおエントリーにおけるもう一つのステ
ータス情報（status 2）が記録されるようにしてもよい。
【００５３】
　ビットｂ２７～ｂ０には、交替先クラスタの先頭の物理セクターアドレスＰＳＮが示さ
れる。
　即ち、欠陥或いは書換によりクラスタが交替される場合に、その交替先のクラスタを、
その先頭セクターの物理セクターアドレスＰＳＮによって示すものである。
【００５４】
　以上のような交替アドレス情報ａｔｉが１つのエントリーとされて１つの交替処理に係
る交替元クラスタと交替先クラスタが示される。
　そして、このようなエントリーが、図４の構造のディフェクトリストＤＦＬに登録され
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ていく。
【００５５】
　ＤＭＡにおいては、以上のようなデータ構造で、交替管理情報が記録される。但し、上
述したように、ＤＭＡにこれらの情報が記録されるのはディスクをクロージングした際で
あり、そのときは、ＴＤＭＡにおける最新の交替管理情報が反映されるものとなる。
　欠陥管理やデータ書換のための交替処理及びそれに応じた交替管理情報の更新は、次に
説明するＴＤＭＡにおいて行われることになる。
【００５６】
［３．ＴＤＭＡ］

　続いて、インナーゾーンに設けられるＴＤＭＡについて説明する。ＴＤＭＡ（テンポラ
リＤＭＡ）は、ＤＭＡと同じく交替管理情報を記録する領域とされるが、データ書換や欠
陥の検出に応じた交替処理が発生することに応じて交替管理情報が追加記録されることで
更新されていく。
　なお、ＢＤ－Ｒでは２つの記録モードが用いられる。一つはスペースビットマップ（Sp
ace Bit Map）を用いたランダム記録モード（Random recording mode）であり、もう一つ
はＳＲＲＩ（Sequential Recording Range Information）を用いたシーケンシャル記録モ
ード（Sequential Recording Mode）である。
　ここではまず、ランダム記録モードにおいてスペースビットマップを使用する例で説明
する。
【００５７】
　図７にＴＤＭＡの構造を示す。
　ＴＤＭＡのサイズは、例えば２０４８クラスタとされる。
　図示するようにクラスタ番号１の最初のクラスタには、レイヤＬ０のためのスペースビ
ットマップが記録される。
　スペースビットマップとは、主データ領域であるデータゾーン、及び管理／制御情報を
記録する領域であるインナーゾーン、アウターゾーンの各クラスタについて、それぞれ１
ビットが割り当てられる。そして１ビットの値により各クラスタが書込済か否かを示すよ
うにされた書込有無提示情報とされている。
　スペースビットマップでは、インナーゾーンからアウターゾーンまでの全てのクラスタ
が１ビットに割り当てられるが、このスペースビットマップは１クラスタのサイズで構成
できる。
　クラスタ番号１のクラスタは、レイヤＬ０（第１層）のためのスペースビットマップと
される。クラスタ番号２のクラスタは、レイヤＬ１（第２層）のためのスペースビットマ
ップとされる。図示していないが、３層ディスク、４層ディスクの場合は、所定クラスタ
番号に、レイヤＬ２（第３層）、レイヤＬ３（第４層）のためのスペースビットマップが
用意される。例えばクラスタ番号３，４等が割り当てられる。
【００５８】
　ＴＤＭＡにおいては、データ内容の変更等で交替処理があった場合、ＴＤＭＡ内の未記
録エリアの先頭のクラスタにＴＤＦＬ（テンポラリディフェクトリスト）が追加記録され
る。従って、２層ディスクの場合は、図示するようにクラスタ番号３の位置から最初のＴ
ＤＦＬが記録される。１層ディスクの場合は、レイヤ１のためのスペースビットマップは
不要であるので、クラスタ番号２の位置から最初のＴＤＦＬが記録されることになる。そ
して、交替処理の発生に応じて、以降、間を空けないクラスタ位置にＴＤＦＬが追加記録
されていく。
　ＴＤＦＬのサイズは、１クラスタから最大４クラスタまでとされる。
【００５９】
　またスペースビットマップは各クラスタの書込状況を示すものであるため、データ書込
が発生することに応じて更新される。この場合、新たなスペースビットマップは、ＴＤＦ
Ｌと同様に、ＴＤＭＡ内の空き領域の先頭から行われる。
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　つまり、ＴＤＭＡ内では、スペースビットマップもしくはＴＤＦＬが、随時追記されて
いくことになる。
【００６０】
　なお、スペースビットマップ及びＴＤＦＬの構成は次に述べるが、スペースビットマッ
プとされる１クラスタの最後尾のセクタ（２０４８バイト）及びＴＤＦＬとされる１～４
クラスタの最後尾のセクタ（２０４８バイト）には、光ディスクの詳細情報であるＴＤＤ
Ｓ（テンポラリＤＤＳ（temporary disc definition structure））が記録される。
【００６１】
　図８にスペースビットマップの構成を示す。
　上述のようにスペースビットマップは、ディスク上の１クラスタの記録／未記録状態を
１ビットで表し、クラスタが未記録状態の場合に対応したビットに例えば「１」をセット
するビットマップである。なお、図８は各層ごとに独立した情報を保持するビットマップ
の例として、２層ディスクの場合で示している。３層ディスク、４層ディスクの場合は、
これを拡張的に考えればよい。
【００６２】
　図８では、セクタ０～３１として、１クラスタ内の３２セクタを示している。またバイ
ト位置は、セクタ内のバイト位置として示している。
　先頭のセクタ０には、スペースビットマップの管理情報が記録される。
　セクタ０のバイト位置０からの２バイトには、スペースビットマップＩＤ（Un-allocat
ed Space Bitmap Identifier）として“ＵＢ” が記録される。
　バイト位置２の１バイトには、フォーマットバージョン（形式番号）が記録され、例え
ば「００ｈ」とされる。
　バイト位置４からの４バイトには、レイヤナンバが記録される。即ちこのスペースビッ
トマップがレイヤＬ０に対応するのか、レイヤＬ１に対応するのかが示される。
【００６３】
　バイト位置１６からの４８バイトには、ビットマップインフォメーション（Bitmap Inf
ormation）が記録される。
　ビットマップインフォメーションは、インナーゾーン、データゾーン、アウターゾーン
の３つの各ゾーンに対応するゾーンインフォメーションから構成される（Zone Informati
on for Inner Zone）（Zone Information for Data Zone）（Zone Information for Oute
r Zone）。
　各ゾーンインフォメーションは、ゾーンの開始位置（Start Cluster First PSN）、ビ
ットマップデータの開始位置（Start Byte Position of Bitmap data）、ビットマップデ
ータの大きさ（Validate Bit Length in Bitmap data）、及びリザーブが、それぞれ４バ
イトとされた１６バイトで構成される。
【００６４】
　ゾーンの開始位置（Start Cluster First PSN）では、ディスク上のゾーンの開始位置
、即ち各ゾーンをビットマップ化する際のスタートアドレスが、ＰＳＮ（物理セクタアド
レス）により示される。
　ビットマップデータの開始位置（Start Byte Position of Bitmap data）は、そのゾー
ンに関するビットマップデータの開始位置を、スペースビットマップの先頭のUn-allocat
ed Space Bitmap Identifier からの相対位置としてのバイト数で示したものである。
　ビットマップデータの大きさ（Validate Bit Length in Bitmap data）は、そのゾーン
のビットマップデータの大きさをビット数で表したものである。
【００６５】
　そしてスペースビットマップの第２セクタ（＝セクタ１）のバイト位置０から実際のビ
ットマップデータ（Bitmap data）が記録される。ビットマップデータの大きさは１ＧＢ
あたり１セクタである。
　最後のビットマップデータ以降の領域は最終セクタ（セクタ３１）の手前までがリザー
ブとされ「００ｈ」とされる。
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　そしてスペースビットマップの最終セクタ（セクタ３１）には、ＴＤＤＳが記録される
。
【００６６】
　上記ビットマップインフォメーションによる管理は次のようになる。
　まず、バイト位置４のレイヤナンバとしてレイヤＬ０が示されたスペースビットマップ
、つまり１層ディスク、又は多層ディスクのレイヤＬ０に対するスペースビットマップの
場合を述べる。
【００６７】
　この場合、Zone Information for Inner ZoneによってレイヤＬ０のインナーゾーン、
つまりリードインゾーンの情報が示される。
　ゾーンの開始位置（Start Cluster First PSN）では、実線矢印で示すようにインナー
ゾーン（この場合リードインゾーン）の開始位置のＰＳＮが示される。
　ビットマップデータの開始位置（Start Byte Position of Bitmap data）では、破線で
示すように、当該スペースビットマップ内でのインナーゾーンに対応するビットマップデ
ータの位置（セクタ１のバイト位置０を示す情報）が示される。
　ビットマップデータの大きさ（Validate Bit Length in Bitmap data）は、インナーゾ
ーン用のビットマップデータのサイズが示される。
【００６８】
　Zone Information for Data Zoneでは、レイヤＬ０のデータゾーンの情報が示される。
　ゾーンの開始位置（Start Cluster First PSN）では、実線矢印で示すようにデータゾ
ーンの開始位置のＰＳＮが示される。
　ビットマップデータの開始位置（Start Byte Position of Bitmap data）では、破線で
示すように、当該スペースビットマップ内でのデータゾーンに対応するビットマップデー
タの位置（セクタ２のバイト位置０を示す情報）が示される。
　ビットマップデータの大きさ（Validate Bit Length in Bitmap data）は、データゾー
ン用のビットマップデータのサイズが示される。
【００６９】
　Zone Information for Outer ZoneによってレイヤＬ０のアウターゾーン（例えば１層
ディスクのリードアウトゾーン等）の情報が示される。
　ゾーンの開始位置（Start Cluster First PSN）では、実線矢印で示すようにアウター
ゾーンの開始位置のＰＳＮが示される。
　ビットマップデータの開始位置（Start Byte Position of Bitmap data）では、破線で
示すように、当該スペースビットマップ内でのアウターゾーンに対応するビットマップデ
ータの位置（セクタＮのバイト位置０を示す情報）が示される。
　ビットマップデータの大きさ（Validate Bit Length in Bitmap data）は、アウターゾ
ーン用のビットマップデータのサイズが示される。
【００７０】
　レイヤＬ１等の第２層以降の記録層についてのスペースビットマップも、同様の管理が
行われる。例えばレイヤＬ１についてのスペースビットマップでは、一点鎖線の矢印で示
すように、レイヤＬ１についてのインナーゾーン、データゾーン、アウターゾーンの管理
が行われる。
【００７１】
　次にＴＤＦＬ（テンポラリＤＦＬ）の構成を述べる。上記のようにＴＤＦＬは、ＴＤＭ
Ａにおいてスペースビットマップに続く空きエリアに記録され、更新される毎に空きエリ
アの先頭に追記されていく。
　図９にＴＤＦＬの構成を示す。
　ＴＤＦＬは１～４クラスタで構成される。その内容は図４のＤＦＬと比べてわかるよう
に、先頭の６４バイトがディフェクトリスト管理情報とされ、バイト位置６４以降に各８
バイトの交替アドレス情報ａｔｉが記録されていく点、及び最後の交替アドレス情報ａｔ
ｉ＃Ｎの次の８バイトが交替アドレス情報終端とされることは同様である。
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　但し、１～４クラスタのＴＤＦＬにおいては、その最後のセクターとなる２０４８バイ
トにテンポラリＤＤＳ（ＴＤＤＳ）が記録される点がＤＦＬと異なる。
【００７２】
　なお、ＴＤＦＬの場合、交替アドレス情報終端が属するクラスタの最終セクタの手前ま
で００ｈで埋める。そして最終セクタにＴＤＤＳが記録される。もし交替アドレス情報終
端が、クラスタの最終セクタに属する場合には、次のクラスタの最終セクタ手前まで０で
埋め、最終セクタにＴＤＤＳを記録することになる。
【００７３】
　６４バイトのディフェクトリスト管理情報は、図５で説明したＤＦＬのディフェクトリ
スト管理情報と同様である。
　ただしバイト位置４からの４バイトのディフェクトリスト更新回数としては、ディフェ
クトリストの通し番号が記録される。これによって最新のＴＤＦＬにおけるディフェクト
リスト管理情報の通し番号が、ディフェクトリスト更新回数を示すものとなる。
　また、バイト位置１２からの４バイトの、ディフェクトリストＤＦＬにおけるエントリ
ー数、即ち交替アドレス情報ａｔｉの数や、バイト位置２４からの４バイトの交替領域Ｉ
ＳＡ０、ＩＳＡ１、ＯＳＡ０、ＯＳＡ１のそれぞれの空き領域の大きさ（クラスタ数）は
、そのＴＤＦＬ更新時点の値が記録されることになる。
【００７４】
　ＴＤＦＬにおける交替アドレス情報ａｔｉの構造も、図６で示したＤＦＬにおける交替
アドレス情報ａｔｉの構造と同様であり、交替アドレス情報ａｔｉが１つのエントリーと
されて１つの交替処理に係る交替元クラスタと交替先クラスタが示される。そして、この
ようなエントリーが、図９の構造のテンポラリディフェクトリストＴＤＦＬに登録されて
いく。
【００７５】
　但しＴＤＦＬの交替アドレス情報ａｔｉのステータス１としては、「００００」以外に
、「０１０１」「１０１０」となる場合がある。
　ステータス１が「０１０１」「１０１０」となるのは、物理的に連続する複数クラスタ
をまとめて交替処理した際に、その複数クラスタをまとめて交替管理（バースト転送管理
）する場合である。
　即ちステータス１が「０１０１」の場合、その交替アドレス情報ａｔｉの交替元クラス
タの先頭物理セクタアドレスと交替先クラスタの先頭物理セクタアドレスは、物理的に連
続する複数のクラスタの先頭のクラスタについての交替元、交替先を示すものとなる。
　またステータス１が「１０１０」の場合、その交替アドレス情報ａｔｉの交替元クラス
タの先頭物理セクタアドレスと交替先クラスタの先頭物理セクタアドレスは、物理的に連
続する複数のクラスタの最後のクラスタについての交替元、交替先を示すものとなる。
　従って、物理的に連続する複数のクラスタをまとめて交替管理する場合は、その複数個
の全てのクラスタ１つづつ交替アドレス情報ａｔｉをエントリする必要はなく、先頭クラ
スタと終端クラスタとについての２つの交替アドレス情報ａｔｉをエントリすればよいも
のとなる。
【００７６】
　ＴＤＦＬでは、以上のように、基本的にＤＦＬと同様の構造とされるが、サイズが４ク
ラスタまで拡張可能なこと、最後のセクターにＴＤＤＳが記録されること、交替アドレス
情報ａｔｉとしてバースト転送管理が可能とされていることなどの特徴をもつ。
【００７７】
　ＴＤＭＡでは図７に示したようにスペースビットマップとＴＤＦＬが記録されるが、上
記のようにスペースビットマップ及びＴＤＦＬの最後のセクターとしての２０４８バイト
にはＴＤＤＳ（temporary disc definition structure）が記録される。
　このＴＤＤＳの構造を図１０に示す。
　ＴＤＤＳは１セクタ（２０４８バイト）で構成される。そして上述したＤＭＡにおける
ＤＤＳと同様の内容を含む。なお、ＤＤＳは１クラスタ（６５５３６バイト）であるが、
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図３で説明したようにＤＤＳにおける実質的内容定義が行われているのはバイト位置５２
までである。つまり１クラスタの先頭セクタ内に実質的内容が記録されている。このため
ＴＤＤＳが１セクタであっても、ＤＤＳ内容を包含できる。
　図１０と図３を比較してわかるように、ＴＤＤＳは、バイト位置０～５３まではＤＤＳ
と同様の内容となる。ただし、バイト位置４からはＴＤＤＳ通し番号、バイト位置１６か
らはＴＤＭＡ内のドライブエリア開始物理アドレス、バイト位置２４からはＴＤＭＡ内の
ＴＤＦＬの開始物理アドレス（AD DFL）となる。
【００７８】
　ＴＤＤＳのバイト位置１０２４以降には、ＤＤＳには無い情報が記録される。
　バイト位置１０２４からの４バイトには、ユーザーデータ領域でのデータ記録されてい
る最外周の物理セクタアドレスＰＳＮが記録される。
　バイト位置１０２８からの４バイトには、ＴＤＭＡ内の最新のレイヤＬ０用のスペース
ビットマップの開始物理セクタアドレス（AD BP0）が記録される。
　バイト位置１０３２からの４バイトには、ＴＤＭＡ内の最新のレイヤＬ１用のスペース
ビットマップの開始物理セクタアドレス（AD BP1）が記録される。
　バイト位置１０３６の１バイトは、上書き機能の使用を制御する為のフラグが記録され
る。
　これらのバイト位置以外のバイトはリザーブとされ、その内容は全て００ｈである。
　但し、例えば３層ディスクの場合、リザーブ内の所定のバイト位置が決められて、ＴＤ
ＭＡ内の最新のレイヤＬ２用のスペースビットマップの開始物理セクタアドレス（AD BP2
）が記録される。
　また４層ディスクの場合、それぞれリザーブ内の所定のバイト位置が決められて、ＴＤ
ＭＡ内の最新のレイヤＬ２用のスペースビットマップの開始物理セクタアドレス（AD BP2
）、及び最新のレイヤＬ３用のスペースビットマップの開始物理セクタアドレス（AD BP3
）が記録される。
　さらに、この図１０においてリザーブとされたいずれかの位置に、各４バイトで、各レ
イヤにおけるＯＰＣエリアについての、次のＯＰＣ動作実行可能アドレス（Next availab
le Ln OPC Address）が記録される。即ちＯＰＣ動作として次に使用する部分のアドレス
である。
【００７９】
　このように、ＴＤＤＳはユーザーデータ領域のアドレスとＩＳＡ、ＯＳＡのサイズ、及
び交替領域使用可能フラグを含む。つまりデータゾーンにおけるＩＳＡ、ＯＳＡの領域管
理を行う管理／制御情報とされる。この点でＤＤＳと同様となる。
　そしてさらに、有効な最新のスペースビットマップの位置を示す情報（AD BP0、AD BP1
、（さらにはAD BP2、AD BP3））を有し、さらに有効な最新のテンポラリＤＦＬ（ＴＤＦ
Ｌ）の位置を示す情報（AD DFL）を有するものとされる。
　さらに、各レイヤのＯＰＣエリアの未使用部分を示す、次のＯＰＣ動作実行可能アドレ
ス（Next available Ln OPC Address）を有するものとされる。
　このＴＤＤＳは、スペースビットマップ及びＴＤＦＬの最終セクタに記録されるため、
スペースビットマップ又はＴＤＦＬが追加されるたびに、新たなＴＤＤＳが記録されるこ
とになる。従って図７のＴＤＭＡ内では、最後に追加されたスペースビットマップ又はＴ
ＤＦＬ内のＴＤＤＳが最新のＴＤＤＳとなり、その中で最新のスペースビットマップ及び
ＴＤＦＬが示されることになる。
【００８０】
　以上のＴＤＭＡの内容は、データ書込や交替処理に応じて随時更新されていく。そして
、クロージングの際に最新のＴＤＭＡの内容がＩＮＦＯ内のＤＭＡに記録され、管理情報
が固定されることになる。
　なお、ＴＤＭＡの更新としては、ＴＤＭＳ（Temporary Disc Management Structure）
アップデートユニットが記録される形式で行われる。
　ＴＤＭＳは、管理情報の更新が必要となることに応じて、このようにＴＤＭＳアップデ
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ートユニット単位で、連続するクラスタに逐次記録されていく。ＴＤＭＳアップデートユ
ニットの記録の際には、その時点で最後の記録済みクラスタの後ろから間を空けずに 最
新のＴＤＭＳアップデートユニットを記録していく。
　このＴＤＭＳアップデートユニットに含まれるのは上述のＴＤＤＳ、ＴＤＦＬと、後述
するＳＲＲＩである。即ち、ＴＤＤＳ、ＴＤＦＬ、ＳＲＲＩの少なくとも1つが更新され
る場合に、ＴＤＭＡ内にＴＤＭＳアップデートユニットが追加記録される。
【００８１】
　ところで、３層ディスク、４層ディスク等の多層ディスクでは、各記録層の全部又は一
部にＴＤＭＡが配置されるが、それらは順番に消尽されていきながらＴＤＦＬ／スペース
ビットマップの更新に使用される。これにより、各記録層のＴＤＭＡを合わせて１つの大
きなＴＤＭＡとして使用することになり、複数のＴＤＭＡを効率的に活用できる。
　また各レイヤのＴＤＭＡに関わらず、単に記録された最後のＴＤＤＳを探すことで、有
効なＴＤＦＬ／スペースビットマップが把握できる。
【００８２】
　また、図７には示していないが、最新のＴＤＭＡを判別するために、先頭のＴＤＭＡ（
例えば後述するＴＤＭＡ＃１）のみは、ＴＤＭＡ内の最初の所定クラスタ数が、ＴＤＭＡ
アクセスインジケータとして用いられる。
　今、仮にディスク全体でＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ１１という１２個のＴＤＭＡが設けられ
るとすると、先頭のＴＤＭＡ０の最初の１２クラスタがＴＤＭＡアクセスインジケータと
され、それぞれがＴＤＭＡ１～１１、及びＤＭＡの記録中の情報を表すものとされる。
　先頭のＴＤＭＡ０の使用中は、ＴＤＭＡアクセスインジケータには何も記録しない。Ｔ
ＤＭＡ０がすべて使用され、ＴＤＭＡ１の使用を開始するときは、ＴＤＭＡアクセスイン
ジケータの最初のクラスタ（ＴＤＭＡ１に対応）に、すべて例えば「００ｈ」データを記
録する。また、ＴＤＭＡ１がすべて使用され、ＴＤＭＡ２の使用を開始するときは、ＴＤ
ＭＡアクセスインジケータの２番目のクラスタ（ＴＤＭＡ２に対応）に、すべて「００ｈ
」データを記録する。このようにＴＤＭＡアクセスインジケータが用いられることで、デ
ィスク装填時等に、最初のＴＤＭＡ０にアクセスして、ＴＤＭＡアクセスインジケータを
読むことで、ディスクドライブ装置は、その時点で最新のＴＤＭＡデータが記録されてい
るＴＤＭＡを知ることができる。或いはＴＤＭＡアクセスインジケータの１２クラスタす
べてが「００ｈ」記録済であれば、ＤＭＡが記録されていることを知ることができる。
【００８３】
［４．ＳＲＲ及びＳＲＲＩ］

　次に、シーケンシャル記録モード（Sequential Recording Mode）においてＳＲＲＩを
使用する例を説明する。
　ＳＲＲの構造を図１１に示す。ＳＲＲはライトワンスディスクに対してシーケンシャル
記録モード時に使用する書き込み領域（連続記録範囲）の事であり、ＣＤにおけるトラッ
クと似た、以下の＜１＞～＜５＞のような特徴を持つ。
【００８４】
＜１＞ＳＲＲ内部では記録はアドレス増加方向に行われ、また記録可能なアドレス（追記
ポイント）を一つだけ持つ事が可能である。その追記ポイントとしてのアドレスの事を 
ＮＷＡ（Next Writable Address, PSN）と呼ぶ。
　図１１（ａ）に示すように、ＳＲＲ内部の最終記録アドレスをＬＲＡ（Last Recorded 
Address, PSN）とするとＮＷＡは以下の式で示される。
　NWA = (ip(LRA /32) + 1) * 32　(LRA≠0の場合)。
　NWA = Start PSN of the SRR　(LRA = 0の場合)。
　ここで ip(N) は N よりも小さな整数で、最大の整数を表している。
　つまり、ＳＲＲに記録が行われていれば、ＮＷＡはＬＲＡを含むクラスタの次のクラス
タの先頭アドレス（ＰＳＮ）となり、またＳＲＲが、まだ記録が行われていない状態なら
、ＮＷＡはＳＲＲの先頭アドレス（ＰＳＮ）とされる。
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＜２＞ＳＲＲは オープン（Open）およびクローズド（Closed）の二つのうちどちらかの
ステータスをとる。
　ここで、図１１（ａ）のOpen SRR は記録可能な（つまりＮＷＡを持つ）ＳＲＲを表し
、図１１（ｂ）のClosed SRR は記録不可能な（つまりＮＷＡを持たない）ＳＲＲを表す
。
＜３＞Open SRRをディスク上に確保する処理をＳＲＲのリザーブ、Open SRRのステータス
をClosed に変える処理をＳＲＲのクローズと呼ぶ。
＜４＞ＳＲＲはディスク上に複数（最大７９２７個）存在することが可能であり、その中
でもOpen SRRは同時に１６個まで存在することが可能である。
＜５＞書き込み対象となるＳＲＲは任意の順番で選択出来る。
【００８５】
　実際の使用方法としてOpen SRRのリザーブはファイルシステムの管理領域をファイルデ
ータの前方に確保しつつ、ディスクにファイルデータを記録した後にファイルシステムの
管理情報を管理領域に記録する場合に使用されている。
　図１１（ｃ）は、シーケンシャル記録モードで記録を行っている時のディスクのサンプ
ルレイアウトを示している。
　このディスク上には４つのＳＲＲ（ＳＲＲ＃１～ＳＲＲ＃４）が存在し、ＳＲＲ＃１、
ＳＲＲ＃３、ＳＲＲ＃４ がOpen SRRでＳＲＲ＃２がClosed SRRである。
　このディスクに追記する場合、ＮＷＡ１、ＮＷＡ３、ＮＷＡ４のいずれからも記録が可
能である。
【００８６】
　このようなＳＲＲを管理する情報として、上記のＴＤＭＳアップデートユニットにより
ＳＲＲＩが記録される。
　図１２にＳＲＲＩの構成を示す。
　ＳＲＲＩはデータフレーム１～３１の大きさで構成される。
　図１２の相対データフレームナンバ（Relative Data Frame）はクラスタ内の各データ
フレームを示す。ＳＲＲＩは、ＴＤＭＳアップデートユニットの最終データフレーム３１
に記録されるＴＤＤＳの直前に配置されるため、ＳＲＲＩがＭセクタのサイズであるとす
ると、ＳＲＲＩはデータフレーム（３１－Ｍ）～データフレーム３０に配置される。また
データフレーム内のバイト位置（Byte position in Data frame）は各データフレームの
内部のバイト位置を示す。
【００８７】
　ＳＲＲＩの先頭から６４バイトは、ＳＲＲＩの管理情報を収めるＳＲＲＩヘッダ（SRRI
 Header）とされる。
　ＳＲＲＩヘッダは ＳＲＲＩクラスタであることを認識する情報、バージョン、ＳＲＲ
Ｉアップデート（ＳＲＲＩ記録更新）回数、ＳＲＲエントリ（ＳＲＲの情報を示すブロッ
ク）の総数等の情報で構成される。
　続くバイト位置６４以降は、複数のＳＲＲエントリによるリスト（List of SRRI Entri
es）とされる。
　リスト（List of SRRI Entries）に含まれる一つ一つのＳＲＲエントリの大きさは８バ
イトである。Ｎ個のＳＲＲエントリが存在する場合、リストの大きさはＮ×８バイトとな
る。
　最後のＳＲＲエントリの直後は、８バイトのＳＲＲＩ終端（SRRI Terminator）が配置
され、以降そのクラスタの最後までが０で埋められる。
【００８８】
　ＳＲＲＩヘッダの構成を図１３（ａ）に示す。
　バイト位置０～１の２バイトは、ＳＲＲＩの管理情報を収めるＳＲＲＩ－ＩＤ（SRRI I
dentifier）とされる。
　バイト位置２の１バイトは、ＳＲＲＩフォーマットのバージョンを示すＳＲＲＩフォー
マット（SRRI Format）とされる。
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　バイト位置４～７の４バイトは、ＳＲＲＩの更新回数を表すＳＲＲＩアップデートカウ
ント（SRRI Update Count）とされる。
　バイト位置１２～１５の４バイトは、ＳＲＲエントリの合計数を表すＳＲＲエントリ数
（Number of SRR Entries）とされる。
　バイト位置１６の１バイトは、ステータスがオープンになっているＳＲＲの総数を表す
オープンＳＲＲ数（Number of Open SRRs）とされる。
　バイト位置２０からは、全ての Open SRR 番号をまとめたリスト（List of Open SRR N
umbers）が記録される。
　このリスト（List of Open SRR Numbers）の構造を図１３（ｂ）に示す。各Open SRR番
号が２バイトずつ、合計１６個分の大きさを持ち、３２バイトある。Open SRR の総数が
１６個に満たない場合、リスト（List of Open SRR Numbers ）の残りの部分は０で埋め
られる。また、リスト（List of Open SRR Numbers）は Open SRR の総数が増減するたび
にその内容を修正し降順にソートする必要がある。
【００８９】
　このようなＳＲＲＩヘッダに続いて、図１２のエントリーリスト（List of SRRI Entri
es）に登録されることになるＳＲＲエントリの構成を図１４に示す。エントリナンバをｉ
とする。
　それぞれが或るＳＲＲを示すことになる個々のＳＲＲエントリは８バイト（６４ビット
）で構成される。
　ビットｂ63～ｂ60の４ビットはリザーブ（未定義）である。
　ビットｂ59～ｂ32の２８ビットは、ユーザデータ領域に存在するＳＲＲ＃ｉのスタート
アドレスとされる。つまりＳＲＲ＃ｉの開始クラスタの先頭のＰＳＮが示される。
　ビットｂ31はセッションスタートとされ、このＳＲＲがセッション最初のＳＲＲである
かどうかを示すビットとされる。このビットが１のとき、このＳＲＲがセッションの最初
のＳＲＲ、すなわちこのＳＲＲからセッションが始まっている事を示している。
　ビットｂ30～ｂ28の３ビットはリザーブ（未定義）とされる。
　ビットｂ27～ｂ0の２８ビットではＳＲＲ＃ｉ内のＬＲＡ（Last Recorded Address：図
１１参照）がＰＳＮにより示される。
【００９０】
　以上のようにＳＲＲＩヘッダ及びＳＲＲエントリを含むＳＲＲＩにより、ユーザデータ
領域に存在する各ＳＲＲの数やアドレス、さらには各ＳＲＲのＬＲＡが管理されることに
なる。また上述したようにオープンＳＲＲのＮＷＡ（Next Writable Address）は、その
ＳＲＲに対応するＳＲＲエントリにおけるＬＲＡ（Last Recorded Address）の値から算
出できる。
　このようなＳＲＲＩは、ＳＲＲがリザーブされた場合、ＳＲＲ内のＮＷＡから追記が行
われた場合、ＳＲＲがクローズされた場合など、ＳＲＲの管理状態の更新が必要なときに
、上記ＴＤＭＳアップデートユニットにＳＲＲＩが含まれるかたちで更新される。
【００９１】
［５．交替領域を用いた交替処理］

　ここで、ＩＳＡ、ＯＳＡとしての固定の交替領域を用いた交替処理を説明しておく。
　ＩＳＡ（インナースペアエリア：内周側交替領域）およびＯＳＡ（アウタースペアエリ
ア：外周側交替領域）は欠陥クラスタの交替処理のための交替領域としてデータゾーン内
の内周側と外周側に確保される。
　ＩＳＡ、ＯＳＡのサイズは上述のＤＤＳ，ＴＤＤＳ内で定義される。
　ＩＳＡ、ＯＳＡの大きさ（サイズ）は物理フォーマット時に決定される。
【００９２】
　これらＩＳＡ、ＯＳＡを用いた欠陥クラスタの交替処理は、次のように行われる。
　例えばホスト装置からの要求によるデータ書込時に、その書込アドレスとして指定され
たクラスタが欠陥クラスタであった場合、適正なデータ記録が実行できない。その場合、
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記録しようとするデータを、ＩＳＡ又はＯＳＡ内の或るクラスタに書き込むようにする。
これが交替処理である。
　この交替処理が上記のＤＦＬエントリとして管理される。つまりデータ記録が実行でき
ない欠陥クラスタのアドレスが交替元、ＩＳＡ又ＯＳＡ内にデータを書き込んだクラスタ
のアドレスが交替先として、１つのＤＦＬエントリが登録される。
【００９３】
［６．多層ディスクの構造］

　次に図１５で、多層ディスクの層構造を説明する。
　図１５（ａ）は現行の２層ディスクについて、また図１５（ｂ）（ｃ）は実施の形態の
３層ディスク及び４層ディスクについて、層構造を模式的に示している
【００９４】
　図１５（ａ）（ｂ）（ｃ）の各ディスクでは、約１．１ｍｍ厚のディスク基板２０１を
備える。ディスク基板２０１は、例えばポリカーボネート樹脂の射出成形により成形され
る。射出成形用の金型内にスタンパがセットされることで、グルーブ形状が転写された状
態で形成される。
　２層ディスクの場合、図１５（ａ）のように、基板２０１上に第１層（レイヤＬ０）が
形成され、さらに中間層２０４を介して第２層（レイヤＬ１）が形成される。そして第２
層（レイヤＬ１）上に光透過層２０３が形成される。
　光透過層２０３の表面側がレーザ入射面となる。
　光透過層２０３は光ディスクの保護を目的として形成される。情報信号の記録再生は、
例えば、レーザ光が光透過層２０３を通じてレイヤＬ０又はＬ１に集光されることによっ
て行われる。
　光透過層２０３は、例えば紫外腺硬化樹脂のスピンコート及び紫外線照射による硬化に
よって形成する。又は紫外線硬化樹脂とポリカーボネートシートや、接着層とポリカーボ
ネートシート用いて光透過層２０３を形成することもできる。
　光透過層２０３は、１００μｍ程度の厚みとされ、約１．１ｍｍの基板２０１と合わせ
て光ディスク全体の厚みが約１．２ｍｍとなる。
【００９５】
　図１５（ｂ）の３層ディスクは記録層としてレイヤＬ０、Ｌ１、Ｌ２の３つを備える。
　この場合も、基板２０１上に、レイヤＬ０、Ｌ１、Ｌ２がそれぞれ中間層２０４を介し
て形成される。
　図１５（ｃ）の４層ディスクは記録層としてレイヤＬ０、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の４つを備
える。この場合も、基板２０１上に、レイヤＬ０、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３がそれぞれ中間層２
０４を介して形成される。
【００９６】
　図１５（ａ）（ｂ）（ｃ）において各中間層２０４は、例えば紫外線感光性を有する光
透過性の材料をスピンコート法で回転塗布され紫外線の照射で硬化して形成される。
多層の光ディスク記録媒体から情報信号の記録再生をする場合、この中間層２０４の配置
と膜厚は、層間クロストークを抑制する目的で設定される。
　３層ディスクの場合、レイヤＬ２はレーザ入射面から５０μｍ前後の位置とされる。ま
た４層ディスクの場合、中間層２０４の厚み調整され、レイヤＬ３がレーザ入射面から５
０μｍ前後の位置とされている。
【００９７】
　図１５（ｂ）の３層ディスクは例えば次の手順（ＳＴ１～ＳＴ７）で製造されることに
なる。
（ＳＴ１）レイヤＬ０用のスタンパを用いた射出成形によりレイヤＬ０のグルーブパター
ンが転写されたディスク基板２０１を作成する。
（ＳＴ２）Ｌ０用グルーブパターン上にスパッタ等で記録膜を成膜し、レイヤＬ０を形成
する。
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（ＳＴ３）レイヤＬ０上にスピンコートで樹脂を展延し、レイヤＬ１用のスタンパを押し
当てながら樹脂を硬化する。これによりレイヤＬ１のグルーブパターンが転写された中間
層２０４を形成する。
（ＳＴ４）Ｌ１用グルーブパターン上にスパッタ等で記録膜を成膜し、レイヤＬ１を形成
する。
（ＳＴ５）レイヤＬ１上にスピンコートで樹脂を展延し、レイヤＬ２用のスタンパを押し
当てながら樹脂を硬化する。これによりレイヤＬ２のグルーブパターンが転写された中間
層２０４を形成する。
（ＳＴ６）Ｌ２用グルーブパターン上にスパッタ等で記録膜を成膜し、レイヤＬ２を形成
する。
（ＳＴ７）スピンコート及び硬化、又はシート接着等の手法で光透過層２０３を形成する
。
　以上の工程で３層ディスクが製造される。
【００９８】
　４層ディスクの場合は、レイヤＬ３のための工程が加わり、例えば次の手順（ＳＴ１１
～ＳＴ１９）で製造される。
（ＳＴ１１）レイヤＬ０用のスタンパを用いた射出成形によりレイヤＬ０のグルーブパタ
ーンが転写されたディスク基板２０１を作成する。
（ＳＴ１２）Ｌ０用グルーブパターン上にスパッタ等で記録膜を成膜し、レイヤＬ０を形
成する。
（ＳＴ１３）レイヤＬ０上にスピンコートで樹脂を展延し、レイヤＬ１用のスタンパを押
し当てながら樹脂を硬化する。これによりレイヤＬ１のグルーブパターンが転写された中
間層２０４を形成する。
（ＳＴ１４）Ｌ１用グルーブパターン上にスパッタ等で記録膜を成膜し、レイヤＬ１を形
成する。
（ＳＴ１５）レイヤＬ１上にスピンコートで樹脂を展延し、レイヤＬ２用のスタンパを押
し当てながら樹脂を硬化する。これによりレイヤＬ２のグルーブパターンが転写された中
間層２０４を形成する。
（ＳＴ１６）Ｌ２用グルーブパターン上にスパッタ等で記録膜を成膜し、レイヤＬ２を形
成する。
（ＳＴ１７）レイヤＬ２上にスピンコートで樹脂を展延し、レイヤＬ３用のスタンパを押
し当てながら樹脂を硬化する。これによりレイヤＬ３のグルーブパターンが転写された中
間層２０４を形成する。
（ＳＴ１８）Ｌ３用グルーブパターン上にスパッタ等で記録膜を成膜し、レイヤＬ３を形
成する。
（ＳＴ１９）スピンコート及び硬化、又はシート接着等の手法で光透過層２０３を形成す
る。
　以上の工程で４層ディスクが製造される。
【００９９】
［７．ディスクドライブ装置］

　次に、本例のＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥとしての３層ディスク、４層ディスク、或いはそれ
以上の多層ディスクに対応するディスクドライブ装置（記録再生装置）を説明していく。
　本例のディスクドライブ装置は、例えば上述したＢＣＡ、ＰＩＣのみが形成されている
状態であって、記録可能領域には何も記録されていない状態のディスクに対して物理フォ
ーマット処理を行うことができる。また物理フォーマット後にファイルシステム初期化を
行うこともできる。これにより、後述する図１７の状態のディスクレイアウトを形成する
ことができる。また、そのようなフォーマット済のディスクに対してユーザーデータ領域
にデータの記録再生を行なう。必要時において、ＴＤＭＡ、ＩＳＡ、ＯＳＡへの記録／更
新も行うものである。
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　なお、メーカーサイドで物理フォーマットがされた状態でディスクが出荷される場合、
さらにはファイルシステム初期化までされた状態でディスクが出荷される場合もある。そ
のような場合は、ユーザサイドのディスクドライブ装置で物理フォーマットやファイルシ
ステム初期化を行うことが不要となる。
　本実施の形態のディスクドライブ装置は、物理フォーマット、ファイルシステム初期化
、を行うという意味で、ユーザサイドで用いられる記録再生装置として考えられる他、メ
ーカサイドで使用される記録再生装置としても想定される。
【０１００】
　図１６はディスクドライブ装置の構成を示している。
　ディスク１は上述した実施の形態の３層ディスク又は４層ディスクとする。ディスク１
は、図示しないターンテーブルに積載され、記録／再生動作時においてスピンドルモータ
５２によって一定線速度（ＣＬＶ）で回転駆動される。
　そして光学ピックアップ（光学ヘッド）５１によってディスク１上のグルーブトラック
のウォブリングとして埋め込まれたＡＤＩＰアドレスやプリレコーデッド情報としての管
理／制御情報の読み出しがおこなわれる。
　また物理フォーマット時、ファイルシステム初期化時や、ユーザーデータ記録時には光
学ピックアップ５１によって記録可能領域におけるトラックに、管理／制御情報やユーザ
ーデータが記録され、再生時には光学ピックアップ５１によって記録されたデータの読出
が行われる。
【０１０１】
　光学ピックアップ５１内には、レーザ光源となるレーザダイオードや、反射光を検出す
るためのフォトディテクタ、レーザ光の出力端となる対物レンズ、レーザ光を対物レンズ
を介してディスク記録面に照射し、またその反射光をフォトディテクタに導く光学系（図
示せず）が形成される。
【０１０２】
　光学ピックアップ５１内において対物レンズは二軸機構によってトラッキング方向及び
フォーカス方向に移動可能に保持されている。
　また光学ピックアップ５１全体はスレッド機構５３によりディスク半径方向に移動可能
とされている。
　また光学ピックアップ５１におけるレーザダイオードはレーザドライバ６３からのドラ
イブ信号（ドライブ電流）によってレーザ発光駆動される。
【０１０３】
　ディスク１からの反射光情報は光学ピックアップ５１内のフォトディテクタによって検
出され、受光光量に応じた電気信号とされてマトリクス回路５４に供給される。
　マトリクス回路５４には、フォトディテクタとしての複数の受光素子からの出力電流に
対応して電流電圧変換回路、マトリクス演算／増幅回路等を備え、マトリクス演算処理に
より必要な信号を生成する。
　例えば再生データに相当する高周波信号（再生データ信号）、サーボ制御のためのフォ
ーカスエラー信号、トラッキングエラー信号などを生成する。
　さらに、グルーブのウォブリングに係る信号、即ちウォブリングを検出する信号として
プッシュプル信号を生成する。
　なお、マトリクス回路５４は、光学ピックアップ５１内に一体的に構成される場合もあ
る。
【０１０４】
　マトリクス回路５４から出力される再生データ信号はリーダ／ライタ回路５５へ、フォ
ーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号はサーボ回路６１へ、プッシュプル信号は
ウォブル回路５８へ、それぞれ供給される。
【０１０５】
　リーダ／ライタ回路５５は、再生データ信号に対して２値化処理、ＰＬＬによる再生ク
ロック生成処理等を行い、光学ピックアップ５１により読み出されたデータを再生して、



(24) JP 5564957 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

変復調回路５６に供給する。
　変復調回路５６は、再生時のデコーダとしての機能部位と、記録時のエンコーダとして
の機能部位を備える。
　再生時にはデコード処理として、再生クロックに基づいてランレングスリミテッドコー
ドの復調処理を行う。
　またＥＣＣエンコーダ／デコーダ５７は、記録時にエラー訂正コードを付加するＥＣＣ
エンコード処理と、再生時にエラー訂正を行うＥＣＣデコード処理を行う。
　再生時には、変復調回路５６で復調されたデータを内部メモリに取り込んで、エラー検
出／訂正処理及びデインターリーブ等の処理を行い、再生データを得る。
　ＥＣＣエンコーダ／デコーダ５７で再生データにまでデコードされたデータは、システ
ムコントローラ６０の指示に基づいて、読み出され、接続された機器、例えばＡＶ（Audi
o-Visual）システム１２０に転送される。
【０１０６】
　グルーブのウォブリングに係る信号としてマトリクス回路５４から出力されるプッシュ
プル信号は、ウォブル回路５８において処理される。ＡＤＩＰ情報としてのプッシュプル
信号は、ウォブル回路５８においてＡＤＩＰアドレスを構成するデータストリームに復調
されてアドレスデコーダ５９に供給される。
　アドレスデコーダ５９は、供給されるデータについてのデコードを行い、アドレス値を
得て、システムコントローラ６０に供給する。
　またアドレスデコーダ５９はウォブル回路５８から供給されるウォブル信号を用いたＰ
ＬＬ処理でクロックを生成し、例えば記録時のエンコードクロックとして各部に供給する
。
【０１０７】
　また、グルーブのウォブリングに係る信号としてマトリクス回路５４から出力されるプ
ッシュプル信号として、プリレコーデッド情報（ＰＩＣ）としてのプッシュプル信号は、
ウォブル回路５８においてバンドパスフィルタ処理が行われてリーダ／ライタ回路５５に
供給される。そして２値化され、データビットストリームとされた後、ＥＣＣエンコーダ
／デコーダ５７でＥＣＣデコード、デインターリーブされて、プリレコーデッド情報とし
てのデータが抽出される。抽出されたプリレコーデッド情報はシステムコントローラ６０
に供給される。
　システムコントローラ６０は、読み出されたプリレコーデッド情報に基づいて、各種動
作設定処理やコピープロテクト処理等を行うことができる。
【０１０８】
　記録時には、ＡＶシステム１２０から記録データが転送されてくるが、その記録データ
はＥＣＣエンコーダ／デコーダ５７におけるメモリに送られてバッファリングされる。
　この場合ＥＣＣエンコーダ／デコーダ５７は、バファリングされた記録データのエンコ
ード処理として、エラー訂正コード付加やインターリーブ、サブコード等の付加を行う。
　またＥＣＣエンコードされたデータは、変復調回路５６において例えばＲＬＬ（１－７
）ＰＰ方式の変調が施され、リーダ／ライタ回路５５に供給される。
　記録時においてこれらのエンコード処理のための基準クロックとなるエンコードクロッ
クは上述したようにウォブル信号から生成したクロックを用いる。
【０１０９】
　エンコード処理により生成された記録データは、リーダ／ライタ回路５５で記録補償処
理として、記録層の特性、レーザー光のスポット形状、記録線速度等に対する最適記録パ
ワーの微調整やレーザドライブパルス波形の調整などが行われた後、レーザドライブパル
スとしてレーザードライバ６３に送られる。
　レーザドライバ６３では供給されたレーザドライブパルスを光学ピックアップ５１内の
レーザダイオードに与え、レーザ発光駆動を行う。これによりディスク１に記録データに
応じたピットが形成されることになる。
【０１１０】
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　なお、レーザドライバ６３は、いわゆるＡＰＣ回路（Auto Power Control）を備え、光
学ピックアップ５１内に設けられたレーザパワーのモニタ用ディテクタの出力によりレー
ザ出力パワーをモニターしながらレーザーの出力が温度などによらず一定になるように制
御する。記録時及び再生時のレーザー出力の目標値はシステムコントローラ６０から与え
られ、記録時及び再生時にはそれぞれレーザ出力レベルが、その目標値になるように制御
する。
【０１１１】
　サーボ回路６１は、マトリクス回路５４からのフォーカスエラー信号、トラッキングエ
ラー信号から、フォーカス、トラッキング、スレッドの各種サーボドライブ信号を生成し
サーボ動作を実行させる。
　即ちフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号に応じてフォーカスドライブ信号
、トラッキングドライブ信号を生成し、光学ピックアップ５１内の二軸機構のフォーカス
コイル、トラッキングコイルを駆動することになる。これによって光学ピックアップ５１
、マトリクス回路５４、サーボ回路６１、二軸機構によるトラッキングサーボループ及び
フォーカスサーボループが形成される。
【０１１２】
　またサーボ回路６１は、システムコントローラ６０からのトラックジャンプ指令に応じ
て、トラッキングサーボループをオフとし、ジャンプドライブ信号を出力することで、ト
ラックジャンプ動作を実行させる。
【０１１３】
　またサーボ回路６１は、トラッキングエラー信号の低域成分として得られるスレッドエ
ラー信号や、システムコントローラ６０からのアクセス実行制御などに基づいてスレッド
ドライブ信号を生成し、スレッド機構５３を駆動する。スレッド機構５３には、図示しな
いが、光学ピックアップ５１を保持するメインシャフト、スレッドモータ、伝達ギア等に
よる機構を有し、スレッドドライブ信号に応じてスレッドモータを駆動することで、光学
ピックアップ５１の所要のスライド移動が行なわれる。
【０１１４】
　スピンドルサーボ回路６２はスピンドルモータ５２をＣＬＶ回転させる制御を行う。
　スピンドルサーボ回路６２は、ウォブル信号に対するＰＬＬ処理で生成されるクロック
を、現在のスピンドルモータ５２の回転速度情報として得、これを所定のＣＬＶ基準速度
情報と比較することで、スピンドルエラー信号を生成する。
　またデータ再生時においては、リーダ／ライタ回路５５内のＰＬＬによって生成される
再生クロック（デコード処理の基準となるクロック）が、現在のスピンドルモータ５２の
回転速度情報となるため、これを所定のＣＬＶ基準速度情報と比較することでスピンドル
エラー信号を生成することもできる。
　そしてスピンドルサーボ回路６２は、スピンドルエラー信号に応じて生成したスピンド
ルドライブ信号を出力し、スピンドルモータ５２のＣＬＶ回転を実行させる。
　またスピンドルサーボ回路６２は、システムコントローラ６０からのスピンドルキック
／ブレーキ制御信号に応じてスピンドルドライブ信号を発生させ、スピンドルモータ５２
の起動、停止、加速、減速などの動作も実行させる。
【０１１５】
　以上のようなサーボ系及び記録再生系の各種動作はマイクロコンピュータによって形成
されたシステムコントローラ６０により制御される。
　システムコントローラ６０は、ＡＶシステム１２０からのコマンドに応じて各種処理を
実行する。
【０１１６】
　例えばＡＶシステム１２０からストリームデータの書込命令（ライトコマンド）が出さ
れると、システムコントローラ６０は、まずユーザデータ領域内における書き込むべきア
ドレスに光学ピックアップ５１を移動させる。そしてＥＣＣエンコーダ／デコーダ５７、
変復調回路５６により、ＡＶシステム１２０から転送されてきたストリームデータ（例え
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ば各種方式のビデオデータやオーディオデータ）について上述したようにエンコード処理
を実行させる。そして上記のようにリーダ／ライタ回路５５からのレーザドライブパルス
がレーザドライバ６３に供給されることで、記録が実行される。
【０１１７】
　なお、ディスク１に対してストリームデータ記録を行うには、前提として物理フォーマ
ット及びファイルシステム初期化がされていることが必要である。
　物理フォーマットを行う場合は、システムコントローラ６０は、インナーゾーンやアウ
ターゾーンにおける所定位置に、ＴＤＭＡやＩＮＦＯとしての情報を書き込むように各部
を制御する。後述するが、このときＩＳＡ，ＯＳＡ，ＬＳＡのサイズ設定を、所定の条件
に基づいて行う。
　さらに物理フォーマットがなされたディスク１に対してファイルシステム初期化を行う
場合は、システムコントローラ６０は、ＴＤＭＡやＩＮＦＯの情報を参照し、先頭論理ア
ドレスからの領域と、最終論理アドレス付近の領域に、ファイルシステムの記録を行うよ
うに各部を制御する。
【０１１８】
　また例えばＡＶシステム１２０から、ディスク１に記録されているストリームデータの
転送を求めるリードコマンドが供給された場合は、まず指示されたアドレスを目的として
シーク動作制御を行う。即ちサーボ回路６１に指令を出し、シークコマンドにより指定さ
れたアドレスをターゲットとする光学ピックアップ５１のアクセス動作を実行させる。
　その後、その指示されたデータ区間のデータをＡＶシステム１２０に転送するために必
要な動作制御を行う。即ちディスク１からのデータ読出を行い、リーダ／ライタ回路５５
、変復調回路５６、ＥＣＣエンコーダ／デコーダ５７におけるデコード／バファリング等
を実行させ、要求されたデータを転送する。
【０１１９】
　なお、これらのデータの記録再生時には、システムコントローラ６０は、ウォブル回路
５８及びアドレスデコーダ５９によって検出されるＡＤＩＰアドレスを用いてアクセスや
記録再生動作の制御を行うことができる。
【０１２０】
　また、ディスク１が装填された際など所定の時点で、システムコントローラ６０は、デ
ィスク１のＢＣＡにおいて記録されたユニークＩＤや、再生専用領域にウォブリンググル
ーブとして記録されているプリレコーデッド情報（ＰＩＣ）の読出を実行させる。
　その場合、まずＢＣＡ、ＰＩＣを目的としてシーク動作制御を行う。即ちサーボ回路６
１に指令を出し、ディスク最内周側への光学ピックアップ５１のアクセス動作を実行させ
る。
　その後、光学ピックアップ５１による再生トレースを実行させ、反射光情報としてのプ
ッシュプル信号を得、ウォブル回路５８、リーダ／ライタ回路５５、ＥＣＣエンコーダ／
デコーダ５７によるデコード処理を実行させる。これによりＢＣＡ情報やプリレコーデッ
ド情報としての再生データを得る。
　システムコントローラ６０はこのようにして読み出されたＢＣＡ情報やプリレコーデッ
ド情報に基づいて、レーザパワー設定やコピープロテクト処理等を行う。
【０１２１】
　図１６ではシステムコントローラ６０内にキャッシュメモリ６０ａを示している。この
キャッシュメモリ６０ａは、例えばディスク１のＴＤＭＡから読み出したＴＤＦＬ／スペ
ースビットマップの保持や、その更新に利用される。
　システムコントローラ６０は、例えばディスク１が装填された際に各部を制御してＴＤ
ＭＡに記録されたＴＤＦＬ／スペースビットマップの読出を実行させ、読み出された情報
をキャッシュメモリ６０ａに保持する。
　その後、データ書換や欠陥による交替処理が行われた際には、キャッシュメモリ６０ａ
内のＴＤＦＬ／スペースビットマップを更新していく。
　例えばデータの書込や、データ書換等で交替処理が行われ、スペースビットマップ又は
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ＴＤＦＬの更新を行う際に、その都度ディスク１のＴＤＭＡにおいて、ＴＤＦＬ又はスペ
ースビットマップを追加記録しても良い。しかし、そのようにすると、ディスク１のＴＤ
ＭＡの消費が早まってしまう。
　そこで、例えばディスク１がディスクドライブ装置からイジェクト（排出）されるまで
の間は、キャッシュメモリ６０ａ内でＴＤＦＬ／スペースビットマップの更新を行ってお
く。そしてイジェクト時などにおいて、キャッシュメモリ６０ａ内の最終的な（最新の）
ＴＤＦＬ／スペースビットマップを、ディスク１のＴＤＭＡに書き込むようにする。する
と、多数回のＴＤＦＬ／スペースビットマップの更新がまとめられてディスク１上で更新
されることになり、ディスク１のＴＤＭＡの消費を低減できることになる。
【０１２２】
　ところで、この図１６のディスクドライブ装置の構成例は、ＡＶシステム１２０に接続
されるディスクドライブ装置の例としたが、本発明のディスクドライブ装置としては例え
ばパーソナルコンピュータ等と接続されるものとしてもよい。
　さらには他の機器に接続されない形態もあり得る。その場合は、操作部や表示部が設け
られたり、データ入出力のインターフェース部位の構成が、図１６とは異なるものとなる
。つまり、ユーザーの操作に応じて記録や再生が行われるとともに、各種データの入出力
のための端子部が形成されればよい。
　もちろん構成例としては他にも多様に考えられ、例えば物理フォーマットを行うための
記録専用装置などとしての例も考えられる。
【０１２３】
［８．実施の形態の記録層構造］

　実施の形態のＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥとしての３層ディスク、４層ディスクの記録層（レ
イヤ）の構造例を図１７（ａ）（ｂ）に示す。
　なお図１７（ａ）（ｂ）では、図１の半径方向のエリア構造におけるデータゾーンのみ
についての物理フォーマット及びファイルシステム初期化の後の状態を示している。
【０１２４】
　図１７（ａ）は、レイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２が形成される３層ディスクの例である。
　図１５（ｂ）にも示したが、レーザ入射方向から見ると、最も奥にレイヤＬ０が形成さ
れ、レイヤＬ１，Ｌ２が、順に手前側となる。
　各レイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２では、それぞれデータゾーンにおける内周側の領域がＩＳＡ
０，ＩＳＡ１、ＩＳＡ２とされる。また各レイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２の外周側の領域はＯＳ
Ａ０，ＯＳＡ１、ＯＳＡ２とされる。そしてこの３層ディスクの場合、ＯＳＡ２が、ＬＳ
Ａ（ラストスペアエリア）となる。
【０１２５】
　各レイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２では、ＩＳＡとＯＳＡに挟まれた領域が、論理アドレス空間
とされ、ユーザデータが記録される。論理アドレス空間とは、論理アドレス（ロジカルセ
クターナンバＬＳＮ）が割り当てられた領域である。
　当該論理アドレス空間を形成する先頭論理アドレス（ＦｉｒｓｔＬＳＮ）の位置は、レ
イヤＬ０におけるＩＳＡ０の直後の位置となる。また最終論理アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ
）の位置は、レイヤＬ２におけるＯＳＡ２（ＬＳＡ）の直前位置となる。
　先頭論理アドレスから所定区間は、ファイルシステムＦＳが記録される領域となる。
　また最終論理アドレスまでの所定区間も、ファイルシステムＦＳが記録される領域とな
る。なお、最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域のサイズとしては、例えば１０
０クラスタ確保すればよい。
【０１２６】
　データゾーンにはユーザデータとして映像ストリームデータなどのストリームデータが
記録される。そのストリームデータの記録は、矢印ＲＳに示すように、レイヤＬ０におい
てファイルシステムＦＳの後から外周側に向かって行われる。次にレイヤＬ１では、ＯＳ
Ａ１の直前部分から内周側に向かって行われる。さらにレイヤＬ２では、ＩＳＡ２の直後
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の位置から外周側に向かって行われる。
【０１２７】
　ここで、レーザ入射方向から見て最も手前となるレイヤＬ２のファイルシステムＦＳの
領域（最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域）に注目する。
　この最終論理アドレス近辺のファイルシステムＦＳの領域が配置されたレイヤＬ２とは
他のレイヤＬ１，Ｌ０において、ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なる領域
には、論理アドレス空間が割り当てられていない。
　つまりこの場合は、当該ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なるレイヤＬ０
，Ｌ１の領域は、ＯＳＡ０，ＯＳＡ１とされている。
【０１２８】
　これは、最終論理アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ）に隣接する交替領域であるＯＳＡ２のサ
イズと、ファイルシステムＦＳのサイズの合計より、他のレイヤＬ１，Ｌ０の交替領域（
ＯＳＡ１，ＯＳＡ０）のサイズが大とされることで実現される。
　図３，図１０で説明したように、ＤＤＳには内周側スペアエリアサイズ、外周側スペア
エリアサイズ、最終スペアエリアサイズとして、ＩＳＡ，ＯＳＡ，ＬＳＡの各サイズが規
定される。換言すれば、物理フォーマット時に、ＴＤＤＳに記録するこれらの各サイズの
設定により、図１７（ａ）のような構造を実現することができる。
　ＯＳＡ０，ＯＳＡ１のサイズは、「外周側スペアエリアサイズ」の値で規定される。
　ＯＳＡ２はラストスペアエリアＬＳＡであるから、そのサイズは「最終スペアエリアサ
イズ」の値で規定される。
　従って、外周側スペアエリアサイズをｓｚＯＳＡ、最終スペアエリアサイズをｓｚＬＳ
Ａ、ファイルシステムサイズをｓｚＦＳとしたとき、
　ｓｚＯＳＡ＞ｓｚＬＳＡ＋ｓｚＦＳ
の条件を満たすように、物理フォーマット時に外周側スペアエリアサイズｓｚＯＳＡ、最
終スペアエリアサイズｓｚＬＳＡを設定する。
　そしてファイルシステム初期化としてファイルシステムＦＳを書き込むときは、ファイ
ルシステムＦＳを論理アドレス空間の先頭と終端付近に書き込む。
【０１２９】
　このようにすることで、ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なる他のレイヤ
の領域は、論理アドレス空間外となり、ストリームデータ記録は行われない領域となる。
　従って、記録層Ｌ２の書込済領域（ファイルシステム領域）をレーザ光が通過する状態
でストリームデータ記録が行われるということはなくなる。このため、ストリームデータ
記録の信頼性を高めることができる。
　上述したように、ストリームデータ記録時にはベリファイが行われないため、記録品質
の低下は、データ消失までをも発生させる可能性が高いものである。このため記録品質を
維持できるようにすることは、ストリームデータ記録にとって非常に重要となる。
【０１３０】
　なお、本例の場合、図からわかるように、
　ｓｚＯＳＡ＝ｓｚＬＳＡ＋ｓｚＦＳ＋ＢＡ
　としている。
　この「ＢＡ」は、層間偏芯やデフォーカスを考慮したサイズである。
【０１３１】
　上述のように、レイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２のトラックを形成するグルーブパターンは、そ
れぞれディスク基板２０１の作成時、中間層２０４形成時にそれぞれ対応するスタンパに
よって成形する。従って、トラックとなるグルーブパターンの中心点が完全に一致させる
ことは困難で、所定の公差が許容されている。
　例えば、各レイヤの偏芯量としては最大７５μｍが許容されている。また半径位置精度
としては最大１００μｍずれることは規格上許容されている。
　すると、各記録層の相互の位置ずれとしては、最悪時で１７５μｍとなる。
【０１３２】
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　しかし、さらにデフォーカスも考慮しなければならない。３層ディスクの最もレーザ入
射面側の記録層であるレイヤＬ２は、レイヤＬ０から５０μｍ弱だけ離れている。例えば
４６．５μｍであるとする。すると、レイヤＬ０に合焦状態でレイヤＬ０に記録が行われ
る場合、レイヤＬ２では、半径２９μｍの範囲がレーザ照射範囲となる。
　以上のことを考慮にいれると、約２００μｍ以上の離間距離がないと、レイヤＬ２のフ
ァイルシステム領域に対して、レイヤＬ１，Ｌ０の論理アドレス空間の領域が、層方向で
重なる可能性、つまりファイルシステム領域を通過したレーザによってストリームデータ
記録が行われる可能性が生ずることになる。
【０１３３】
　そこで、このような許容された各層の偏芯量やデフォーカスに応じて、サイズＢＡを設
定し、その上で外周側スペアエリアサイズをｓｚＯＳＡ、最終スペアエリアサイズをｓｚ
ＬＳＡを設定する。例えばＢＡサイズを２００μｍ以上とする。これにより層間偏芯やデ
フォーカスを考慮しても、ファイルシステムＦＳと論理アドレス空間が重ならないように
できる。
　つまりファイルシステムＦＳを透過したレーザ光によってストリームデータ記録が行わ
れる状況を確実に防止できる。
【０１３４】
　図１７（ｂ）は４層ディスクの場合を示している。４層ディスクの場合も、各レイヤＬ
０，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３では、内周側にＩＳＡ（ＩＳＡ０，ＩＳＡ１，ＩＳＡ２，ＩＳＡ３
）が設けられる。また外周側にＯＳＡ（ＯＳＡ０，ＯＳＡ１，ＯＳＡ２，ＯＳＡ３）が設
けられる。
　各レイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３において、ストリームデータ記録は矢印ＲＳの方向に
行われる。従って、最終論理アドレスは記録層Ｌ３のＩＳＡ３の外周側位置となる。
　この場合、ＩＳＡ３がＬＳＡ（ラストスペアエリア）となる。
　ファイルシステムＦＳの記録は、３層ディスクの場合と同様、先頭論理アドレス（Ｆｉ
ｒｓｔＬＳＮ）の近辺と、最終論理アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ）の近辺に行われる。但し
、この４層ディスクの場合は、最終論理アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ）がＩＳＡ３の外周側
位置となるため、レイヤＬ３の内周側にファイルシステムＦＳが記録される。
【０１３５】
　この場合、レーザ入射方向から見て最も手前となるレイヤＬ３のファイルシステムＦＳ
の領域（最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域）に注目する。
　この最終論理アドレス近辺のファイルシステムＦＳの領域が配置されたレイヤＬ３とは
他のレイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２において、ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重な
る領域には、論理アドレス空間が割り当てられていない。
　つまりこの場合は、当該ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なるレイヤＬ０
，Ｌ１，Ｌ２の領域は、それぞれＩＳＡ０，ＩＳＡ１，ＩＳＡ２とされている。
【０１３６】
　これは、最終論理アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ）に隣接する交替領域であるＩＳＡ３のサ
イズと、ファイルシステムＦＳのサイズの合計より、他のレイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２の交替
領域（ＩＳＡ０，ＩＳＡ１，ＩＳＡ２）のサイズが大とされることで実現される。
　ＩＳＡ０，ＩＳＡ１，ＩＳＡ２のサイズは、ＴＤＤＳにおける「内周側スペアエリアサ
イズ」の値で規定される。
　ＩＳＡ３はラストスペアエリアＬＳＡであるから、そのサイズは「最終スペアエリアサ
イズ」の値で規定される。
　従って、内周側スペアエリアサイズをｓｚＩＳＡ、最終スペアエリアサイズをｓｚＬＳ
Ａ、ファイルシステムサイズをｓｚＦＳとしたとき、
　ｓｚＩＳＡ＞ｓｚＬＳＡ＋ｓｚＦＳ
の条件を満たすように、物理フォーマット時に内周側スペアエリアサイズｓｚＩＳＡ、最
終スペアエリアサイズｓｚＬＳＡを設定する。
　そしてファイルシステム初期化としてファイルシステムＦＳを書き込むときは、ファイ
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ルシステムＦＳを論理アドレス空間の先頭と終端付近に書き込む。
【０１３７】
　このようにすることで、ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なる他のレイヤ
の領域は、論理アドレス空間外となり、ストリームデータ記録は行われない領域となる。
　従って、記録層Ｌ２の書込済領域（ファイルシステム領域）をレーザ光が通過する状態
でストリームデータ記録が行われるということはなくなる。このため、ストリームデータ
記録の信頼性を高めることができる。
【０１３８】
　なお、この場合も図からわかるように、
　ｓｚＩＳＡ＝ｓｚＬＳＡ＋ｓｚＦＳ＋ＢＡ
　としている。上記３層ディスクの場合と同様、各層の偏芯量に応じて、サイズＢＡを設
定し、その上で内周側スペアエリアサイズをｓｚＩＳＡ、最終スペアエリアサイズをｓｚ
ＬＳＡを設定することで、層間偏芯があったとしても、ファイルシステムＦＳと論理アド
レス空間が重ならないようにできる。
【０１３９】
　４層ディスクの場合も、３層ディスクと同様に、サイズＢＡは２００μｍ以上とされれ
ば問題ない。但し４層ディスクの場合、規格上、層間偏芯及びデフォーカスによる最大公
差は約１５０μｍと考えることができる。従って各レイヤは、最悪の状況でも１５０μｍ
以上はズレないという前提とし、サイズＢＡは１５０μｍ以上とする。すると層間偏芯等
によらず、ファイルシステムＦＳと論理アドレス空間が重ならないようにできる。
【０１４０】
　ここで、３層、４層のＢＤ－Ｒ，ＢＤ－ＲＥの場合における具体的なスペアエリアサイ
ズの設定例を挙げておく。
　まず３層ディスクの規格上の値は次のようになっている。
・トラックピッチ：０．３２μｍ
・チャネルビット長：０．０５５８７μｍ
・チャネルビット数／ＲＵＢ：９６２１３６ビット　（ＲＵＢ：Recording Unit Block）
・クラスタ長：５３７５４．５４μｍ
【０１４１】
　これらから次の値が算出される。
　つまり上述の必要なＢＡサイズとして２００μｍを確保するには、トラック数として６
２５が必要となる。なおかつ、対象の半径位置（５８０００μｍ）においては、クラスタ
／トラックは６．７７５９８６クラスタが成り立つ。
　ここから、サイズＢＡとしての必要なクラスタ差は４２３４．９９１クラスタと算出さ
れる。
　さらに、上述のように最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域は１００クラスタ
程度確保すればよい。
　すると、レイヤＬ０，Ｌ１のＯＳＡ０，ＯＳＡ１と、レイヤＬ２のＬＳＡ（ＯＳＡ２）
において必要クラスタ差は、４２３４．９９１＋１００＝４３３４．９９１クラスタとな
る。
【０１４２】
　従って３層ディスクの場合においては、このクラスタ差を確保できるスペアエリアサイ
ズを設定すれば良いこととなる。
　一例として、各スペアエリアサイズは次のようすればよい。
　ＩＳＡサイズ：３２×２５６クラスタ
　ＯＳＡサイズ：３８×２５６クラスタ
　ＬＳＡサイズ：２０×２５６クラスタ
　このようなスペアエリアサイズとすることで図１７（ａ）のディスクを実現できる。
【０１４３】
　また４層ディスクの規格上の値は次のようになっている。
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・トラックピッチ：０．３２μｍ
・チャネルビット長：０．０５８２６μｍ
・チャネルビット数／ＲＵＢ：９６２１３６ビット
・クラスタ長：５６０５４．０４μｍ
　これらから次の値が算出される。
　つまり上述の必要なＢＡサイズとして１５０μｍを確保するには、トラック数として６
２５が必要となる。なおかつ、対象の半径位置（２４０００μｍ）においては、クラスタ
／トラックは２．６８８８３４クラスタが成り立つ。
　ここから、サイズＢＡとしての必要なクラスタ差は１２６０．３９１クラスタと算出さ
れる。
　さらに、上述のように最終論理アドレス近辺のファイルシステム領域は１００クラスタ
程度確保すればよい。
　すると、レイヤＬ０，Ｌ１，Ｌ２のＩＳＡ０，ＩＳＡ１，ＩＳＡ２と、レイヤＬ３のＬ
ＳＡ（ＩＳＡ３）において必要クラスタ差は、１２６０．３９１＋１００＝１３６０．３
９１クラスタとなる。
【０１４４】
　従って４層ディスクの場合においては、このクラスタ差を確保できるスペアエリアサイ
ズを設定すれば良いこととなる。
　一例として、各スペアエリアサイズは次のようすればよい。
　ＩＳＡサイズ：３２×２５６クラスタ
　ＯＳＡサイズ：３４×２５６クラスタ
　ＬＳＡサイズ：２４×２５６クラスタ
　このようなスペアエリアサイズとすることで図１７（ｂ）のディスクを実現できる。
【０１４５】
　以上、３層ディスク、４層ディスクの各場合で説明したが、５層以上のディスクの場合
も、同様に考えることができるのはいうまでもない。
　即ち多層ディスクにおいて、内周側又は外周側のスペアエリアのサイズとラストスペア
エリアのサイズの設定により、本発明の実施の形態としての光ディスクを実現できる。
【０１４６】
　図１８にディスクの製造からユーザデータの記録までの流れを示している。
　ステップＦ０はディスク製造工程を示している。上述したように３層ディスク、４層デ
ィスクとしてのＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥが、基板成形、スタンパを用いた各層の生成、カバ
ー層形成等の各工程を経て製造される。
【０１４７】
　ステップＦ０で製造されるＢＤ－Ｒ、ＢＤ－ＲＥは、物理フォーマット及びファイルシ
ステム初期化が施されていないディスクである。
　このようなディスクはそのまま出荷されることもあるが、物理フォーマットやファイル
システム初期化が行われて出荷されることもある。
【０１４８】
　ステップＦ１、Ｆ２は、メーカ側のディスクドライブ装置によって物理フォーマットが
行われ、さらにファイルシステム初期化が行われた上で出荷される場合を示している。
　このようにステップＦ１，Ｆ２を経て出荷されるディスクは、図１７のような状態とな
っているディスクである。
　このディスクを購入したユーザは、ユーザサイドのディスクドライブ装置において、す
ぐにステップＦ３としてのユーザデータの記録を行うことができる。
【０１４９】
　またステップＦ１１は、メーカ側のディスクドライブ装置によって物理フォーマットが
行われて出荷される場合を示している。
　このディスクを購入したユーザは、ユーザサイドのディスクドライブ装置において、ス
テップＦ１２として、まずファイルシステム初期化を行うことになる。これにより当該デ
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ィスクは、図１７のような状態となる。その後、ユーザサイドのディスクドライブ装置に
おいてステップＦ３のユーザデータの記録を行うことができる。
【０１５０】
　メーカ側で物理フォーマットが行われないでディスクが出荷される場合は、そのディス
クを購入したユーザは、ユーザサイドのディスクドライブ装置において、ステップＦ２１
の物理フォーマット、及びステップＦ２２のファイルシステム初期化を行う。これにより
当該ディスクは、図１７のような状態となる。その後、ユーザサイドのディスクドライブ
装置においてステップＦ３のユーザデータの記録を行うことができる。
【０１５１】
　例えばこのような各種手順でディスクの製造からユーザデータの記録までが行われる。
　従って本発明の実施の形態としてのディスクは、メーカからの出荷段階、もしくはユー
ザサイドでの使用前の準備段階で実現されることとなる。
　また本発明の実施の形態のディスクドライブ装置は、メーカ側のディスクドライブ装置
あるいはユーザ側のディスクドライブ装置が該当する。
【０１５２】
　ディスクドライブ装置において物理フォーマットを行う場合は、上述したＴＤＭＡ（Ｂ
Ｄ－ＲＥの場合はＤＭＡ）の情報をディスクに書き込むこととなるが、その際に、図１７
（ａ）（ｂ）を用いた説明で述べたように、ＩＳＡ、ＯＳＡ、ＬＳＡのサイズを設定し、
ＴＤＤＳ（又はＤＤＳ）に書き込むこととなる。
　その後、ファイルシステム初期化として、先頭論理アドレス（ＦｉｒｓｔＬＳＮ）の近
辺と、最終論理アドレス（ＬａｓｔＬＳＮ）の近辺にファイルシステムＦＳの書込を行う
。
これによって図１７（ａ）（ｂ）のようなディスクが実現される。
【０１５３】
　そして本例のディスクによれば、ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なる他
のレイヤの領域は、論理アドレス空間外となり、ストリームデータ記録は行われない領域
となり、ファイルシステム領域をレーザ光が通過する状態でストリームデータ記録が行わ
れるということはない。このため、ストリームデータ記録の信頼性を高めることができる
。
【０１５４】
　また本例では、論理的には３層、４層の区別をする必要がない。
　スペアエリア配置は、ディスクの物理フォーマット時にディスクドライブ装置が一回行
えばよく、その後ファイルシステムＦＳを制御するソフトウェアは、論理アドレスが光デ
ィスク上のどの位置に配置されているかを細かく知る必要はない。つまり記録総数にかか
わらず「ＬＳＡを小さく配置する」という同じ処理をするだけでよいということである。
【０１５５】
　また本例の場合、信頼性向上が、ユーザーエリアでトラックを細かく切るなどの手法を
用いなくとも、簡単に実現できる。これは後述する図１９（ａ）の変形例より有利な点で
あり、その理由は後に述べる。
【０１５６】
［９．変形例］

　図１９を用いて変形例を説明する。
　図１９（ａ）は、３層ディスクにおいて、レイヤＬ０，Ｌ１におけるファイルシステム
ＦＳと重なる部分を含む領域Ｘを、リザーブトラックＲＴＫとした例である。
　このリザーブトラックＲＴＫは、ストリームデータ記録に使用しない領域として位置づ
けられる。つまり何も使用しない領域とする。
　このようにすることでも、ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なる他のレイ
ヤの領域はストリームデータ記録が行われない領域となるため、ストリームデータ記録の
信頼性を高めることができる。
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　もちろん４層以上のディスクでも適用できる。
【０１５７】
　ライトワンス系メディアの場合、図のようにリザーブトラックＲＴＫを設定しておき、
ストリームデータを書き込みする際にはそこを使用しないようにする。
　リライタブル系メディアの場合は、ランダムライト可能であるので、トラックを切る必
要もなく、ストリームデータを書き込みする際に上記領域を使用しないようにすることは
可能である。
　但し、これらの制御をするためにはファイルシステムを制御するソフトウェアが、論理
アドレスが光ディスク上のどの位置に配置されているかを細かく知る必要があり、さらに
層数などの細かい物理情報によって制御を分ける必要がある。
　その点で、上述した図１７のような手法の方が、ユーザーエリアでトラックを細かく切
るなどの手法を用いなくとも、簡単に実現できる点で有利である。
【０１５８】
　図１９（ｂ）は、さらに他の例として、３層ディスクにおいて、レイヤＬ０，Ｌ１にお
けるファイルシステムＦＳと重なる部分を含む領域を、論理アドレス空間外とした例であ
る。つまり論理アドレスを与えず、結果としてストリームデータ記録に使用しない領域と
して位置づける。
　このようにすることでも、ファイルシステムＦＳの領域と層形成方向に重なる他のレイ
ヤの領域はストリームデータ記録が行われない領域となるため、ストリームデータ記録の
信頼性を高めることができる。
　もちろん４層以上のディスクでも適用できる。
　本発明の実施の形態としては、この例のように、ＩＳＡ，ＯＳＡ等のスペアエリアが存
在しない（設けない）場合でも実現できる。
【０１５９】
　以上、実施の形態のディスク及びそれに対応するディスクドライブ装置について説明し
てきたが、本発明はこれらの例に限定されるものではなく、要旨の範囲内で各種変形例が
考えられる。
【符号の説明】
【０１６０】
　１　ディスク、５１　ピックアップ、５２　スピンドルモータ、５３　スレッド機構、
５４　マトリクス回路、５５　リーダ／ライタ回路、５６　変復調回路、５７　ＥＣＣエ
ンコーダ／デコーダ、５８　ウォブル回路、５９　アドレスデコーダ、６０　システムコ
ントローラ、６０ａ　キャッシュメモリ、６１　サーボ回路、６２　スピンドルサーボ回
路、６３　レーザドライバ、１２０　ＡＶシステム、２０１　ディスク基板、２０３　光
透過層、２０４　中間層、Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３　レイヤ（記録層）
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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