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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　書き換え可能な２以上の記録層が一方の面に設けられているデータ記録媒体にデータを
記録する記録装置において、
　前記データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、前記第１の記録層と同じ面に設けら
れている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割することにより、前
記第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、前記第２の
記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理手段と、
　フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての前記第１の領
域、または前記第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の前記第２の領域のいずれかの領域に
、前記第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されてい
ない領域である未記録領域がある場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記
第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記デ
ータ記録媒体への記録を制御し、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２の
領域の未記録領域に前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録され、その領域の全
体に未記録領域がなくなった場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２
の領域のうちの前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録されたことにより、その
領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その
未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御す
る記録制御手段と、
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　前記第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報を記憶する記憶手段と
　を備え、
　前記記録制御手段は、全ての前記第１の記録層の前記第１の領域、および前記第２の記
録層の前記第２の領域に対して、対象領域としての第１の領域およびその第１の領域と物
理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域
または第２の領域のうち、前記情報を基に特定される前記第２のデータが記録された領域
が含まれる記録層とは異なる記録層の領域の未記録領域に前記第１のデータを優先的に記
録させるように前記データ記録媒体への記録を制御する
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　書き換え可能な２以上の記録層が一方の面に設けられているデータ記録媒体にデータを
記録する記録方法において、
　前記データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、前記第１の記録層と同じ面に設けら
れている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割することにより、前
記第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、前記第２の
記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理ステップと、
　フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての前記第１の領
域、または前記第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の前記第２の領域のいずれかの領域に
、前記第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されてい
ない領域である未記録領域がある場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記
第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記デ
ータ記録媒体への記録を制御し、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２の
領域の未記録領域に前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録され、その領域の全
体に未記録領域がなくなった場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２
の領域のうちの前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録されたことにより、その
領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その
未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御す
る記録制御ステップと、
　前記第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報の記憶を制御する位置情報記
憶ステップと
　を含み、
　前記記録制御ステップにおいて、全ての前記第１の記録層の前記第１の領域、および前
記第２の記録層の前記第２の領域に対して、対象領域としての第１の領域およびその第１
の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての
第１の領域または第２の領域のうち、前記情報を基に特定される前記第２のデータが記録
された領域が含まれる記録層とは異なる記録層の領域の未記録領域に前記第１のデータを
優先的に記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御する
　ことを特徴とする記録方法。
【請求項３】
　書き換え可能な２以上の記録層が一方の面に設けられているデータ記録媒体にデータを
記録する記録処理を、コンピュータに行わせるプログラムにおいて、
　前記データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、前記第１の記録層と同じ面に設けら
れている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割することにより、前
記第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、前記第２の
記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理ステップと、
　フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての前記第１の領
域、または前記第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の前記第２の領域のいずれかの領域に
、前記第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されてい
ない領域である未記録領域がある場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記
第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記デ
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ータ記録媒体への記録を制御し、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２の
領域の未記録領域に前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録され、その領域の全
体に未記録領域がなくなった場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２
の領域のうちの前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録されたことにより、その
領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その
未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御す
る記録制御ステップと、
　前記第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報の記憶を制御する位置情報記
憶ステップと
　を含み、
　前記記録制御ステップにおいて、全ての前記第１の記録層の前記第１の領域、および前
記第２の記録層の前記第２の領域に対して、対象領域としての第１の領域およびその第１
の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての
第１の領域または第２の領域のうち、前記情報を基に特定される前記第２のデータが記録
された領域が含まれる記録層とは異なる記録層の領域の未記録領域に前記第１のデータを
優先的に記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御させる
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項４】
　書き換え可能な２以上の記録層が一方の面に設けられているデータ記録媒体にデータを
記録する記録装置において、
　前記データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、前記第１の記録層と同じ面に設けら
れている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割することにより、前
記第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、前記第２の
記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理手段と、
　フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての前記第１の領
域、または前記第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の前記第２の領域のいずれかの領域に
、前記第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されてい
ない領域である未記録領域がある場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記
第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記デ
ータ記録媒体への記録を制御し、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２の
領域の未記録領域に前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録され、その領域の全
体に未記録領域がなくなった場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２
の領域のうちの前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録されたことにより、その
領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その
未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御す
る記録制御手段と、
　第１の領域、およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域からなる領域
ごとの情報であって、１つの第１の領域またはその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の
第２の領域に前記第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報を記憶する記憶手
段と
　を備え、
　前記記録制御手段は、対象領域としての１つの第１の領域およびその第１の領域と物理
的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域ま
たは第２の領域のうち、前記情報を基に特定された前記第２のデータが最後に記録された
領域とは異なる領域の未記録領域に前記第１のデータを優先的に記録させるように前記デ
ータ記録媒体への記録を制御する
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　書き換え可能な２以上の記録層が一方の面に設けられているデータ記録媒体にデータを
記録する記録方法において、
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　前記データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、前記第１の記録層と同じ面に設けら
れている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割することにより、前
記第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、前記第２の
記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理ステップと、
　フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての前記第１の領
域、または前記第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の前記第２の領域のいずれかの領域に
、前記第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されてい
ない領域である未記録領域がある場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記
第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記デ
ータ記録媒体への記録を制御し、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２の
領域の未記録領域に前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録され、その領域の全
体に未記録領域がなくなった場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２
の領域のうちの前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録されたことにより、その
領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その
未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御す
る記録制御ステップと、
　第１の領域、およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域からなる領域
ごとの情報であって、１つの第１の領域またはその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の
第２の領域に前記第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報の記憶を制御する
位置情報記憶ステップと
　を含み、
　前記記録制御ステップにおいて、対象領域としての１つの第１の領域およびその第１の
領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第
１の領域または第２の領域のうち、前記情報を基に特定された前記第２のデータが最後に
記録された領域とは異なる領域の未記録領域に前記第１のデータを優先的に記録させるよ
うに前記データ記録媒体への記録を制御する
　ことを特徴とする記録方法。
【請求項６】
　書き換え可能な２以上の記録層が一方の面に設けられているデータ記録媒体にデータを
記録する記録処理を、コンピュータに行わせるプログラムにおいて、
　前記データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、前記第１の記録層と同じ面に設けら
れている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割することにより、前
記第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、前記第２の
記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理ステップと、
　フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての前記第１の領
域、または前記第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の前記第２の領域のいずれかの領域に
、前記第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されてい
ない領域である未記録領域がある場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記
第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記デ
ータ記録媒体への記録を制御し、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２の
領域の未記録領域に前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録され、その領域の全
体に未記録領域がなくなった場合、前記対象領域としての前記第１の領域または前記第２
の領域のうちの前記第１のデータまたは前記第２のデータが記録されたことにより、その
領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その
未記録領域に前記第１のデータを記録させるように前記データ記録媒体への記録を制御す
る記録制御ステップと、
　第１の領域、およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域からなる領域
ごとの情報であって、１つの第１の領域またはその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の
第２の領域に前記第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報の記憶を制御する
位置情報記憶ステップと
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　を含み、
　前記記録制御ステップにおいて、対象領域としての１つの第１の領域およびその第１の
領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第
１の領域または第２の領域のうち、前記情報を基に特定された前記第２のデータが最後に
記録された領域とは異なる領域の未記録領域に前記第１のデータを優先的に記録させるよ
うに前記データ記録媒体への記録を制御する
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　請求項３または請求項６に記載のプログラムを記録している記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録装置および方法、プログラム、並びに記録媒体に関し、特に、光ディスク
にデータを記録する記録装置および方法、プログラム、並びに記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、記録媒体としてCD‐RW（Compact Disk Rewritable）、DVD+RW（Digital Versati
le Disk Rewritable）などの書き換え可能な光ディスクが普及してきている。これらの光
ディスクにデータを記録する記録装置と、光ディスクを再生する再生装置との互換性の観
点、すなわち、利便性の観点から、光ディスクにデータを記録する記録手段を有さない再
生装置においてもこれらの光ディスクに記録されたデータを再生できることが望ましい。
【０００３】
　しかしながら、CD‐RWやDVD+RWなどのランダムな記録または再生が可能な光ディスクに
おいては、光ディスクの記録領域にデータが記録された領域が全くない状態、およびデー
タが記録されている領域と、データが記録されていない領域とが混在する状態の光ディス
クが存在し得る。
【０００４】
　記録手段を有する記録再生装置では、光ディスクの記録領域にデータが記録されていな
い場合であっても、記録領域に設けられたウォブルと称されるわずかに蛇行しているトラ
ックのグルーブに光（レーザ）を照射することにより得られる（検出される）ウォブル信
号から、記録領域の物理アドレスを特定するための同期情報を抽出することができる。
【０００５】
　また、記録再生装置では、光ディスクの記録領域にデータが記録されている場合には、
記録領域に形成されたピットに光を照射することにより得られる再生信号から、記録領域
に記録されているデータとともに、そのデータに含まれている、記録領域の物理アドレス
を特定するための同期情報を抽出（取得）することができる。
【０００６】
　これに対して、記録手段を有さない再生装置においては、記録領域全体にデータが記録
されている光ディスク、すなわち、記録領域にデータが記録されていない領域がない状態
の光ディスクからデータを再生することが前提とされているため、記録再生装置とは異な
り、再生信号から記録領域の物理アドレスを特定するための同期情報を抽出することはで
きるが、上述したウォブル信号から同期情報を抽出する機構は設けられていない。
【０００７】
　したがって、再生装置においては、記録領域にデータが記録された領域が全くない状態
の光ディスク、またはデータが記録されている領域と、データが記録されていない領域と
が混在する状態の光ディスクからデータを再生しようとしても、光ディスクの記録領域の
うち、データが記録されていない領域ではデータの同期情報を抽出（取得）することがで
きないので、このようなデータが記録されていない領域がある光ディスクからデータを再
生することができない。
【０００８】
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　そのため、記録再生装置では、再生装置が光ディスクにランダムに記録されているデー
タをランダムに再生することができるように、光ディスクの記録領域全体に予めダミーデ
ータを記録して、光ディスクをフォーマットする処理が必要となる。
【０００９】
　例えば、何もデータが書き込まれていない光ディスク、すなわち、いわゆるブランクデ
ィスク（バージンディスク）が記録再生装置に挿入された場合、記録再生装置は、挿入さ
れた光ディスクの記録領域全体にダミーデータを記録するように、光ディスクをフォーマ
ットする。この場合、記録再生装置は、挿入された光ディスクの記録領域全体に対してフ
ォーマット（いわゆる全体のフォーマット）を行うので、その全体のフォーマットが終了
して、ユーザが光ディスクを使用することができる状態になるまでに多大な時間が必要に
なる。換言すれば、ユーザは記録再生装置に光ディスク（ブランクディスク）を挿入した
後、光ディスクの全体のフォーマットが終了するまで、長い時間待たなければならない。
【００１０】
　一般に、ユーザが光ディスクを記録再生装置に挿入した後、短い時間で挿入した光ディ
スクが使用することができる状態になることを望むのは当然のことである。
【００１１】
　そこで、書き換え可能な単層式の光ディスクに対して、光ディスクの記録領域のうち、
記録領域に記録されるデータに関する情報などが記録されるリードインエリアだけに、必
要なデータを記録する処理（いわゆる初期化）が完了した後に、記録再生装置に接続され
ているパーソナルコンピュータ（Personal Computer）などの上位装置から挿入された光
ディスクにアクセスすることができるようにし、その後、記録再生装置がアイドル状態と
称される休止期間に、接続されている上位装置（ユーザ）により指示されたデータを記録
する領域であるユーザエリアのうち、データが記録されていない領域（未記録領域）に、
ダミーデータを記録してフォーマット（以下、バックグランドフォーマットとも称する）
を行う方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【００１２】
【特許文献１】特開平１１－１３４７９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、記録装置が単層式の光ディスクのフォーマットを行っている途中に、ユーザ
から光ディスクの記録装置からの取り出しが指示された場合、記録装置は、光ディスクの
内周側に位置するユーザエリアの先頭の位置から、光ディスクに記録されたデータであっ
て、ユーザエリアの最も外周側（ユーザエリアの先頭の位置から最も遠い位置）に記録さ
れたデータの位置までの領域のうち、データまたはダミーデータが記録されていない領域
に、ダミーデータを記録する。そして、記録装置は、ユーザエリアの最も外周側に記録さ
れたデータの位置から、ユーザエリアにデータが記録されている領域の終了位置を示す一
時的なリードアウト（以下、TLO（Temporary Lead Out）と称する）を記録してから光デ
ィスクを排出する。すなわち、記録装置は、リードインエリアから、ユーザエリアの最も
外周側に記録されたデータまで、データまたはダミーデータを記録し、一時的なリードア
ウトエリアを設けてから光ディスクを排出する。
【００１４】
　一方、記録装置が２層式の光ディスクのフォーマットを行っている途中に、ユーザから
光ディスクの記録装置からの取り出しが指示された場合、記録装置は、各層ごとにデータ
またはダミーデータを記録して、一時的なリードアウトエリア（または後述する一時的な
ミドルエリア）を設けてから光ディスクを排出する。
【００１５】
　しかしながら、従来の技術では、記録再生装置が、書き換え可能な２層式の光ディスク
のフォーマットを行う場合、光ディスクのフォーマットの実行中に記録再生装置から光デ
ィスクを取り出すとき、例えば、光ディスクが、片方の記録層の記録領域にはデータ（ま
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たはダミーデータ）が記録されているが、もう一方の記録層の対応する位置の記録領域に
はデータが記録されていないという状態になってしまうことがあるため、上述したバック
グランドフォーマットの処理を、書き換え可能な２層式の光ディスクのフォーマットの処
理に適用することは困難である。
【００１６】
　例えば、図１に示すように、図中、左側を光ディスクの内周側の記録領域、右側を光デ
ィスクの外周側の記録領域として、２層式の光ディスクの記録領域のうち、記録領域に光
を照射する光ピックアップにより近い記録層（以下、Ｌ０層と称する）の領域１１にデー
タが記録されており、さらに、Ｌ０層とは異なる、光ピックアップにより遠い記録層（以
下、Ｌ１層と称する）の領域１２にデータが記録されている場合を考える。
【００１７】
　なお、図１中、矢印Ａ１は、データが記録されている記録領域であるＬ０層の領域１１
内の所定の位置（以下、位置Ａ１と称する）を示す。図１中、矢印Ａ２は、データまたは
ダミーデータが記録されていない記録領域であるＬ１層の領域１４内の所定の位置（以下
、位置Ａ２と称する）を示す。図１中、矢印Ｂ１は、データが記録されている記録領域で
あるＬ１層の領域１２内の所定の位置（以下、位置Ｂ１と称する）を示す。
【００１８】
　なお、図１において、領域１３は、データまたはダミーデータが記録されていないＬ０
層の記録領域を示し、領域１４は、データまたはダミーデータが記録されていないＬ１層
の記録領域を示す。
【００１９】
　ここで、例えば、光ディスクを再生する再生装置が、Ｌ０層内の位置Ａ１から、Ｌ１層
内の位置Ｂ１までのシーク動作を行う場合、Ｌ０層内の位置Ａ１から、Ｌ１層内の位置Ａ
２まで層間ジャンプを行い、さらに、位置Ａ２からＬ１層内の位置Ｂ１まで光ピックアッ
プを移動させる方法が考えられる。
【００２０】
　ところが、位置Ａ２を含む領域１４にはデータまたはダミーデータが記録されていない
ため、再生装置は、Ｌ１層の位置Ａ２においては、Ｌ１層の記録領域の物理アドレスを特
定するための、データの同期情報を取得することができない。したがって、再生装置は、
Ｌ１層の領域１４内の位置を特定することができないので、位置Ａ２から位置Ｂ１まで光
ピックアップを移動させることができなくなる。
【００２１】
　このように、２層式の光ディスクでは、記録装置がフォーマットを行った光ディスクを
、再生装置で再生することができない場合がある。また、２層式の光ディスクでは、単層
式の光ディスクに比べて、フォーマットを行う記録領域が大きくなるので、フォーマット
が終了するまでにより多くの時間が必要となってしまう。したがって、光ディスクをフォ
ーマットしている途中にユーザが光ディスクの取り出し（排出）を要求した場合、ユーザ
が光ディスクの排出を要求してから、記録装置から光ディスクが排出されるまでにより多
くの時間が必要となってしまう。
【００２２】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、記録手段を有さない再生装置に
おいても、全体のフォーマットが完了していない２層式の光ディスクのデータを再生する
ことができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の記録装置は、データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、第１の記録層と同
じ面に設けられている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割するこ
とにより、第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、第
２の記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理手段と、フォーマ
ットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての第１の領域、または第１



(8) JP 4525457 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域のいずれかの領域に、第１のデータ、または
ユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されていない領域である未記録領域が
ある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のいずれかの領域の未記録領域
に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御し、対象領域としての
第１の領域または第２の領域の未記録領域に第１のデータまたは第２のデータが記録され
、その領域の全体に未記録領域がなくなった場合、対象領域としての第１の領域または第
２の領域のうちの第１のデータまたは第２のデータが記録されたことにより、その領域の
全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その未記録
領域に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御する記録制御手段
と、第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報を記憶する記憶手段とを備え、
記録制御手段は、全ての第１の記録層の第１の領域、および第２の記録層の第２の領域に
対して、対象領域としての第１の領域およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第
２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のうち
、情報を基に特定される第２のデータが記録された領域が含まれる記録層とは異なる記録
層の領域の未記録領域に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記録媒体への記
録を制御することを特徴とする。
【００２７】
　本発明の記録方法、プログラム、または記録媒体は、データ記録媒体の第１の記録層の
記録領域と、第１の記録層と同じ面に設けられている第２の記録層の記録領域とを、物理
的にほぼ同じ位置で分割することにより、第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に
分割して管理するとともに、第２の記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理
する分割管理ステップと、フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領
域としての第１の領域、または第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域のいずれ
かの領域に、第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録さ
れていない領域である未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の
領域のいずれかの領域の未記録領域に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒体へ
の記録を制御し、対象領域としての第１の領域または第２の領域の未記録領域に第１のデ
ータまたは第２のデータが記録され、その領域の全体に未記録領域がなくなった場合、対
象領域としての第１の領域または第２の領域のうちの第１のデータまたは第２のデータが
記録されたことにより、その領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に
未記録領域があるとき、その未記録領域に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒
体への記録を制御する記録制御ステップと、第２のデータが最後に記録された位置を特定
する情報の記憶を制御する位置情報記憶ステップとを含み、記録制御ステップにおいて、
全ての第１の記録層の第１の領域、および第２の記録層の第２の領域に対して、対象領域
としての第１の領域およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録
領域がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のうち、情報を基に特定
される第２のデータが記録された領域が含まれる記録層とは異なる記録層の領域の未記録
領域に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御すること
を特徴とする。
【００３０】
　本発明の記録装置および方法、プログラム、並びに記録媒体においては、データ記録媒
体の第１の記録層の記録領域と、第１の記録層と同じ面に設けられている第２の記録層の
記録領域とが、物理的にほぼ同じ位置で分割されることにより、第１の記録層の記録領域
が複数の第１の領域に分割されて管理されるとともに、第２の記録層の記録領域が複数の
第２の領域に分割されて管理され、フォーマットのための第１のデータの記録の対象とな
る対象領域としての第１の領域、または第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域
のいずれかの領域に、第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータ
が記録されていない領域である未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域また
は第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に第１のデータが記録されるようにデータ記
録媒体への記録が制御され、対象領域としての第１の領域または第２の領域の未記録領域
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に第１のデータまたは第２のデータが記録され、その領域の全体に未記録領域がなくなっ
た場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のうちの第１のデータまたは第２
のデータが記録されたことにより、その領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異
なる領域に未記録領域があるとき、その未記録領域に第１のデータが記録されるようにデ
ータ記録媒体への記録が制御され、第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報
が記憶される。そして、全ての第１の記録層の第１の領域、および第２の記録層の第２の
領域に対して、対象領域としての第１の領域およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位
置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域
のうち、情報を基に特定される第２のデータが記録された領域が含まれる記録層とは異な
る記録層の領域の未記録領域に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記録媒体
への記録が制御される。
【００３１】
　本発明の記録装置は、データ記録媒体の第１の記録層の記録領域と、第１の記録層と同
じ面に設けられている第２の記録層の記録領域とを、物理的にほぼ同じ位置で分割するこ
とにより、第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に分割して管理するとともに、第
２の記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理する分割管理手段と、フォーマ
ットのための第１のデータの記録の対象となる対象領域としての第１の領域、または第１
の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域のいずれかの領域に、第１のデータ、または
ユーザにより記録が指示された第２のデータが記録されていない領域である未記録領域が
ある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のいずれかの領域の未記録領域
に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御し、対象領域としての
第１の領域または第２の領域の未記録領域に第１のデータまたは第２のデータが記録され
、その領域の全体に未記録領域がなくなった場合、対象領域としての第１の領域または第
２の領域のうちの第１のデータまたは第２のデータが記録されたことにより、その領域の
全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に未記録領域があるとき、その未記録
領域に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御する記録制御手段
と、第１の領域、およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域からなる領
域ごとの情報であって、１つの第１の領域またはその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置
の第２の領域に第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報を記憶する記憶手段
とを備え、記録制御手段は、対象領域としての１つの第１の領域およびその第１の領域と
物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領
域または第２の領域のうち、情報を基に特定された第２のデータが最後に記録された領域
とは異なる領域の未記録領域に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記録媒体
への記録を制御することを特徴とする。
【００３２】
　本発明の記録方法、プログラム、または記録媒体は、データ記録媒体の第１の記録層の
記録領域と、第１の記録層と同じ面に設けられている第２の記録層の記録領域とを、物理
的にほぼ同じ位置で分割することにより、第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域に
分割して管理するとともに、第２の記録層の記録領域を複数の第２の領域に分割して管理
する分割管理ステップと、フォーマットのための第１のデータの記録の対象となる対象領
域としての第１の領域、または第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域のいずれ
かの領域に、第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータが記録さ
れていない領域である未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の
領域のいずれかの領域の未記録領域に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒体へ
の記録を制御し、対象領域としての第１の領域または第２の領域の未記録領域に第１のデ
ータまたは第２のデータが記録され、その領域の全体に未記録領域がなくなった場合、対
象領域としての第１の領域または第２の領域のうちの第１のデータまたは第２のデータが
記録されたことにより、その領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異なる領域に
未記録領域があるとき、その未記録領域に第１のデータを記録させるようにデータ記録媒
体への記録を制御する記録制御ステップと、第１の領域、およびその第１の領域と物理的



(10) JP 4525457 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

にほぼ同じ位置の第２の領域からなる領域ごとの情報であって、１つの第１の領域または
その第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に第２のデータが最後に記録された
位置を特定する情報の記憶を制御する位置情報記憶ステップとを含み、記録制御ステップ
において、対象領域としての１つの第１の領域およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ
位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領
域のうち、情報を基に特定された第２のデータが最後に記録された領域とは異なる領域の
未記録領域に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御す
ることを特徴とする。
【００３５】
　本発明の記録装置および方法、プログラム、並びに記録媒体においては、データ記録媒
体の第１の記録層の記録領域と、第１の記録層と同じ面に設けられている第２の記録層の
記録領域とが、物理的にほぼ同じ位置で分割されることにより、第１の記録層の記録領域
が複数の第１の領域に分割されて管理されるとともに、第２の記録層の記録領域が複数の
第２の領域に分割されて管理され、フォーマットのための第１のデータの記録の対象とな
る対象領域としての第１の領域、または第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域
のいずれかの領域に、第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２のデータ
が記録されていない領域である未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域また
は第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に第１のデータが記録されるようにデータ記
録媒体への記録が制御され、対象領域としての第１の領域または第２の領域の未記録領域
に第１のデータまたは第２のデータが記録され、その領域の全体に未記録領域がなくなっ
た場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のうちの第１のデータまたは第２
のデータが記録されたことにより、その領域の全体に未記録領域がなくなった領域とは異
なる領域に未記録領域があるとき、その未記録領域に第１のデータが記録されるようにデ
ータ記録媒体への記録が制御され、第１の領域、およびその第１の領域と物理的にほぼ同
じ位置の第２の領域からなる領域ごとの情報であって、１つの第１の領域またはその第１
の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に第２のデータが最後に記録された位置を特
定する情報が記憶される。そして、対象領域としての１つの第１の領域およびその第１の
領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第
１の領域または第２の領域のうち、情報を基に特定された第２のデータが最後に記録され
た領域とは異なる領域の未記録領域に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記
録媒体への記録が制御される。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、光ディスクのデータを再生することができる。特に、全体のフォーマ
ットが完了していない２層式の光ディスクのデータを再生することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本明細書に記載の発明と、発明の実施の形態
との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本明細書に記載されている発
明をサポートする実施の形態が本明細書に記載されていることを確認するためのものであ
る。従って、発明の実施の形態中には記載されているが、発明に対応するものとして、こ
こには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その実施の形態が、
その発明に対応するものではないことを意味するものではない。逆に、実施の形態が発明
に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのことは、その実施の形態が、
その発明以外の発明には対応しないものであることを意味するものでもない。
【００３８】
　さらに、この記載は、本明細書に記載されている発明の全てを意味するものではない。
換言すれば、この記載は、本明細書に記載されている発明であって、この出願では請求さ
れていない発明の存在、すなわち、将来、分割出願されたり、補正により出現、追加され
る発明の存在を否定するものではない。
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【００３９】
　請求項１に記載の記録装置は、データ記録媒体の第１の記録層の記録領域（例えば、図
８に示すＬ０層の記録領域）と、第１の記録層と同じ面に設けられている第２の記録層の
記録領域（例えば、図８に示すＬ１層の記録領域）とを、物理的にほぼ同じ位置で分割す
ることにより、第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域（例えば、図８に示す領域２
５１乃至領域２５６）に分割して管理するとともに、第２の記録層の記録領域を複数の第
２の領域（例えば、図８に示す領域２６１乃至領域２６６）に分割して管理する分割管理
手段（例えば、図１０の分割部３３２）と、フォーマットのための第１のデータの記録の
対象となる対象領域としての第１の領域、または第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第
２の領域のいずれかの領域に、第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２
のデータが記録されていない領域である未記録領域がある場合、対象領域としての第１の
領域または第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に第１のデータを記録させるように
データ記録媒体への記録を制御し、対象領域としての第１の領域または第２の領域の未記
録領域に第１のデータまたは第２のデータが記録され、その領域の全体に未記録領域がな
くなった場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のうちの第１のデータまた
は第２のデータが記録されたことにより、その領域の全体に未記録領域がなくなった領域
とは異なる領域に未記録領域があるとき、その未記録領域に第１のデータを記録させるよ
うにデータ記録媒体への記録を制御する記録制御手段（例えば、図１０のフォーマット処
理部３３５）と、第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報を記憶する記憶手
段（例えば、図１０の最終記録アドレス記憶部３３４）とを備え、記録制御手段は、全て
の第１の記録層の第１の領域、および第２の記録層の第２の領域に対して、対象領域とし
ての第１の領域およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領域に未記録領域
がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のうち、情報を基に特定され
る第２のデータが記録された領域が含まれる記録層とは異なる記録層の領域の未記録領域
に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御することを特
徴とする。
【００４５】
　請求項４に記載の記録装置は、データ記録媒体の第１の記録層の記録領域（例えば、図
８に示すＬ０層の記録領域）と、第１の記録層と同じ面に設けられている第２の記録層の
記録領域（例えば、図８に示すＬ１層の記録領域）とを、物理的にほぼ同じ位置で分割す
ることにより、第１の記録層の記録領域を複数の第１の領域（例えば、図８に示す領域２
５１乃至領域２５６）に分割して管理するとともに、第２の記録層の記録領域を複数の第
２の領域（例えば、図８に示す領域２６１乃至領域２６６）に分割して管理する分割管理
手段（例えば、図１０の分割部３３２）と、フォーマットのための第１のデータの記録の
対象となる対象領域としての第１の領域、または第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第
２の領域のいずれかの領域に、第１のデータ、またはユーザにより記録が指示された第２
のデータが記録されていない領域である未記録領域がある場合、対象領域としての第１の
領域または第２の領域のいずれかの領域の未記録領域に第１のデータを記録させるように
データ記録媒体への記録を制御し、対象領域としての第１の領域または第２の領域の未記
録領域に第１のデータまたは第２のデータが記録され、その領域の全体に未記録領域がな
くなった場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域のうちの第１のデータまた
は第２のデータが記録されたことにより、その領域の全体に未記録領域がなくなった領域
とは異なる領域に未記録領域があるとき、その未記録領域に第１のデータを記録させるよ
うにデータ記録媒体への記録を制御する記録制御手段（例えば、図１０のフォーマット処
理部３３５）と、第１の領域、およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置の第２の領
域からなる領域ごとの情報であって、１つの第１の領域またはその第１の領域と物理的に
ほぼ同じ位置の第２の領域に第２のデータが最後に記録された位置を特定する情報を記憶
する記憶手段（例えば、図１０の最終記録アドレス記憶部３３４）とを備え、記録制御手
段は、対象領域としての１つの第１の領域およびその第１の領域と物理的にほぼ同じ位置
の第２の領域に未記録領域がある場合、対象領域としての第１の領域または第２の領域の
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うち、情報を基に特定された第２のデータが最後に記録された領域とは異なる領域の未記
録領域に第１のデータを優先的に記録させるようにデータ記録媒体への記録を制御するこ
とを特徴とする。
【００４８】
　本発明は、光ディスクにデータを記録する記録装置に適用することができる。
【００４９】
　以下、図面を参照して、本発明を適用した実施の形態について説明する。
【００５０】
　図２は、本発明を適用した記録再生装置の構成例を示すブロック図である。
【００５１】
　記録再生装置３１は、例えば、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置３２に接続
されており、情報処理装置３２から、記録再生装置３１に装着されたCD‐RWやDVD+RWなど
の光ディスク３３へのデータの記録を指示するか、または光ディスク３３からのデータの
読み出しを指示するディスクアクセス要求が供給されると、その指示に応じて、情報処理
装置３２から供給されたデータを光ディスク３３に記録するか、または光ディスク３３に
記録されているデータを読み出して、情報処理装置３２に供給する。また、記録再生装置
３１は、情報処理装置３２から光ディスク３３の排出を指示する、ディスク取り出し要求
が供給されると、光ディスク３３を排出する。
【００５２】
　記録再生装置３１は、制御部５１、ワークメモリ５２、サーボ制御部５３、スピンドル
モータ５４、光ピックアップ５５、および信号処理部５６を含むように構成される。
【００５３】
　制御部５１は、例えば、汎用のセントラルプロセッサ、マイクロプロセッサ、または専
用コントローラなどから構成され、記録再生装置３１全体を制御する。例えば、汎用のセ
ントラルプロセッサまたはマイクロプロセッサである制御部５１は、ワークメモリ５２に
記憶されているプログラムを読み込んで実行し、記録再生装置３１全体を制御する。制御
部５１は、信号処理部５６を介して、情報処理装置３２からディスク取り出し要求が供給
されると、記録再生装置３１を制御して、光ディスク３３を記録再生装置３１から排出さ
せる。
【００５４】
　また、制御部５１は、信号処理部５６を介して、情報処理装置３２からデータの書き込
みであるディスクアクセス要求が供給された場合、信号処理部５６を制御して、ワークメ
モリ５２に記憶されているデータまたは情報処理装置３２から供給されたデータを光ディ
スク３３に記録させる。制御部５１は、信号処理部５６を介して、情報処理装置３２から
データの読み出しであるディスクアクセス要求が供給された場合、信号処理部５６を制御
して光ディスク３３に記録されているデータを読み出させる。読み出したデータは、情報
処理部３２に供給されるか、または制御部５１に供給される。
【００５５】
　さらに、光ディスク３３がスピンドルモータ５４のスピンドルに装着された場合、制御
部５１は、信号処理部５６を制御して光ディスク３３に記録されているデータを読み出さ
せる。読み出したデータは、制御部５１に供給される。光ディスク３３がスピンドルモー
タ５４のスピンドルに装着された場合、制御部５１は、信号処理部５６を制御して、信号
処理部５６において生成されたデータを光ディスク３３に記録させる。
【００５６】
　さらに、制御部５１は、情報処理装置３２からディスクアクセス要求が供給されるか、
または光ディスク３３がスピンドルモータ５４のスピンドルに装着されると、光ディスク
３３の回転駆動を指示する信号を生成し、サーボ制御部５３に供給する。
【００５７】
　制御部５１は、光ディスク３３にデータを記録する場合、または光ディスク３３に記録
されているデータを読み出す場合、光ピックアップ５５を制御し、光ピックアップ５５に
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発光させて、光ディスク３３に光を照射させる。また、制御部５１は、信号処理部５６か
ら供給されたトラッキングエラー信号およびフォーカスエラー信号を基に、トラッキング
制御およびフォーカス制御を行うための制御信号を生成し、サーボ制御部５３に供給する
。
【００５８】
　ワークメモリ５２は、例えば、揮発性または不揮発性の半導体メモリなどからなり、予
め記憶しているプログラムまたは所定のデータを制御部５１に供給する。ワークメモリ５
２は、必要に応じて情報処理装置３２から供給されたデータやプログラムを記憶する。ま
た、ワークメモリ５２は、記憶しているデータを制御部５１に供給する。例えば、ワーク
メモリ５２は、制御部５１を介して、情報処理装置３２または信号処理部５６から供給さ
れたデータ若しくはプログラムを記憶したり、または光ディスク３３から読み出されたデ
ータ若しくはプログラムを記憶する。
【００５９】
　サーボ制御部５３は、制御部５１から供給された光ディスク３３の回転駆動を指示する
信号に基づいて、スピンドルモータ５４のスピンドルを回転させる。また、サーボ制御部
５３は、制御部５１から供給された制御信号に基づいて光ピックアップ５５を駆動し、光
ディスク３３に対して光ピックアップ５５を移動させる。
【００６０】
　スピンドルモータ５４は、サーボ制御部５３の制御の基に、スピンドルに装着されてい
る光ディスク３３を回転駆動する。
【００６１】
　光ピックアップ５５は、サーボ制御部５３の制御の基に駆動され、トラッキング制御お
よびフォーカス制御される。例えば、光ピックアップ５５は、サーボ制御部５３によって
、光ピックアップ５５から光ディスク３３に照射する光のスポットが、光ディスク３３の
トラックを追従するように、トラッキング制御される。さらに、例えば、光ピックアップ
５５は、サーボ制御部５３によって、光ピックアップ５５から光ディスク３３に照射する
光のスポットのフォーカスが、光ディスク３３の記録層に合焦するように、フォーカス制
御される。
【００６２】
　また、光ピックアップ５５は、制御部５１の制御の基に、内蔵するレーザダイオードを
発光させ、光（レーザ）を光ディスク３３に照射する。なお、より詳細には、光ディスク
３３にデータを記録する場合、光ピックアップ５５は、制御部５１の制御の基に、信号処
理部５６から供給された記録信号に応じて、レーザダイオードが射出する光の出力強度を
変化させる。
【００６３】
　さらに、光ピックアップ５５は、光ディスク３３に照射して、光ディスク３３において
反射された光を受光する。そして、光ピックアップ５５は、受光した光を、受光した光の
強さを示す電気信号に変換し、これにより得られた電気信号を信号処理部５６に供給する
。
【００６４】
　信号処理部５６は、光ディスク３３にデータを記録させる場合、制御部５１の制御の基
に、光ディスク３３に記録させるデータに対応した記録信号を生成し、生成した記録信号
を光ピックアップ５５に供給する。信号処理部５６は、光ディスク３３からデータを読み
出す場合、制御部５１の制御の基に、光ピックアップ５５から供給される、光ピックアッ
プ５５が受光した光の強さを示す電気信号から、データを再生する。信号処理部５６は、
再生したデータを制御部５１に供給するか、または情報処理装置３２に供給する。
【００６５】
　信号処理部５６は、再生信号処理部７１、メモリコントローラ７２、バッファメモリ７
３、インターフェース７４、および記録信号処理部７５を含むように構成されており、イ
ンターフェース７４には、情報処理装置３２が接続されている。
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【００６６】
　再生信号処理部７１は、光ピックアップ５５から供給された電気信号の波形を整形し、
所定の周波数成分を抽出することによって、光ディスク３３に記録されているデータを再
生するための再生信号を生成する。また、再生信号処理部７１は生成した再生信号に、例
えば、8-16方式の復調処理などの所定の処理を施し、これにより得られたデータをメモリ
コントローラ７２に供給する。
【００６７】
　さらに、再生信号処理部７１は、光ピックアップ５５から供給された電気信号を基に、
トラッキングエラー信号、およびフォーカスエラー信号を生成し、生成したトラッキング
エラー信号およびフォーカスエラー信号をメモリコントローラ７２に供給する。
【００６８】
　メモリコントローラ７２は、再生信号処理部７１から供給されたデータを、必要に応じ
てバッファメモリ７３に供給し、再生信号処理部７１から供給されたデータまたはバッフ
ァメモリ７３に記憶されているデータを、制御部５１に供給するか、またはインターフェ
ース７４を介して情報処理装置３２に供給する。
【００６９】
　また、メモリコントローラ７２は、再生信号処理部７１から供給されたトラッキングエ
ラー信号、およびフォーカスエラー信号を制御部５１に供給する。
【００７０】
　さらに、メモリコントローラ７２は、インターフェース７４を介して情報処理装置３２
から供給された、光ディスク３３に記録するデータ、または制御部５１から供給された所
定のデータを、必要に応じてバッファメモリ７３に供給し、バッファメモリ７３に記憶さ
れているデータ、情報処理装置３２から供給されたデータ、または制御部５１から供給さ
れた所定のデータを記録信号処理部７５に供給する。
【００７１】
　バッファメモリ７３は、例えば、DRAM（Dynamic Random Access Memory）などの揮発性
のメモリからなり、メモリコントローラ７２から供給されたデータを一時的に記憶する。
【００７２】
　記録信号処理部７５は、メモリコントローラ７２から供給された、光ディスク３３に記
録するデータに、例えば、8-16方式の変調処理などの所定の処理を施し、これにより得ら
れた記録信号を光ピックアップ５５に供給する。
【００７３】
　ところで、一般に、一方の面においてデータを記録するための記録層が２つ設けられて
いる２層式の光ディスクにおいて、光を照射する光ピックアップにより近い記録層はＬ０
層と称され、光ピックアップからより遠い記録層は、Ｌ１層と称される。２層式の光ディ
スクには、パラレル方式の光ディスクとオポジット方式の光ディスクとがある。
【００７４】
　パラレル方式の光ディスクにおいて、Ｌ０層およびＬ１層のそれぞれの記録領域の光デ
ィスクの内周側にリードインエリアが設けられ、Ｌ０層およびＬ１層の記録領域からデー
タを読み出すときに、それぞれ、光ディスクの内周側から外周側に向かってデータが読み
出される。オポジット方式の光ディスクにおいて、Ｌ０層の記録領域からデータを読み出
す場合、光ディスクの内周側から外周側に向かってデータが読み出され、逆にＬ１層の記
録領域からデータを読み出す場合、光ディスクの外周側から内周側に向かってデータが読
み出される。
【００７５】
　以下、図３および図４を参照して、パラレル方式の光ディスクおよびオポジット方式の
光ディスクについて説明する。
【００７６】
　図３は、パラレル方式の光ディスクの記録領域を示す図である。図３Ａにおいて、縦方
向は光ディスクの記録領域に設けられた物理セクタの物理セクタ番号を示しており、横方
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向は、光ディスクの内周側から外周側に向かう方向を示している。また、直線Ｇ１１は、
光ディスクの記録領域内の各位置の物理セクタ番号を示しており、矢印Ｆ１１乃至矢印Ｆ
１４のそれぞれは、直線Ｇ１１上の位置（点）を示している。
【００７７】
　図３Ａで示されるように、Ｌ０層の記録領域の内周側にリードインエリア９１が設けら
れており、リードインエリア９１に続いて、データを記録するためのユーザエリア９２が
設けられている。また、ユーザエリア９２に続いて、Ｌ０層の記録領域の最も外周側に、
Ｌ０層のユーザエリア９２の終了位置を示すリードアウトエリア９３が設けられている。
【００７８】
　Ｌ１層の記録領域の内周側にリードインエリア９４が設けられており、リードインエリ
ア９４に続いて、データを記録するためのユーザエリア９５が設けられている。また、ユ
ーザエリア９５に続いて、Ｌ１層の記録領域の最も外周側に、Ｌ１層のユーザエリア９５
の終了位置を示すリードアウトエリア９６が設けられている。ここで、Ｌ１層のリードア
ウトエリア９６の大きさは、Ｌ０層のリードアウトエリア９３の大きさよりもわずかに大
きい。
【００７９】
　記録再生装置３１が、Ｌ０層のユーザエリア９２の先頭の位置（リードインエリア９１
に隣接する位置）から、ユーザエリア９２およびユーザエリア９５に記録されているデー
タを順次読み出していく場合、記録再生装置３１は、Ｌ０層のユーザエリア９２の図中、
左側の端の位置から右側に向かって、ユーザエリア９２に記録されているデータを読み出
す。そして、ユーザエリア９２の右側の端の位置（リードアウトエリア９３に隣接する位
置）に記録されているデータを読み出すと、次に、記録再生装置３１は、Ｌ１層のユーザ
エリア９５の図中、左側の端の位置から順番に右側の端の位置までユーザエリア９５に記
録されているデータを読み出していく。
【００８０】
　データを読み出す場合と同様に、記録再生装置３１が、Ｌ０層のユーザエリア９２の先
頭の位置（リードインエリア９１に隣接する位置）から、ユーザエリア９２およびユーザ
エリア９５に、ユーザによって記録が指示されたデータを順次記録していく場合、記録再
生装置３１は、Ｌ０層のユーザエリア９２の図中、左側の端の位置から右側に向かって、
ユーザエリア９２にデータを記録する。そして、ユーザエリア９２の右側の端の位置（リ
ードアウトエリア９３に隣接する位置）にデータを記録すると、次に、記録再生装置３１
は、Ｌ１層のユーザエリア９５の図中、左側の端の位置から順番に右側の端の位置までユ
ーザエリア９５にデータを記録していく。
【００８１】
　また、光ディスクの記録領域は、所定の大きさの領域（物理セクタ）に分けられており
、直線Ｇ１１で示すように、各物理セクタには、光ディスクの内周側の物理セクタから順
番に、光ディスクの外周側の物理セクタまで連続した物理セクタ番号（PSN（Physical Se
ctor Number））が付されている。例えば、矢印Ｆ１１で示される直線Ｇ１１上の点が示
す物理セクタ（記録領域の位置）の物理セクタ番号は、リードインエリア９１の終点の位
置を含む物理セクタ、およびリードインエリア９４の終点の位置を含む物理セクタの物理
セクタ番号（例えば、“02FFFFh”）を示している。
【００８２】
　同様に、矢印Ｆ１２で示される直線Ｇ１１上の点が示す物理セクタの物理セクタ番号は
、ユーザエリア９２の始点（先頭）の位置を含む物理セクタ、およびユーザエリア９５の
始点の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号（例えば、“030000h”）を示しており、
矢印Ｆ１３で示される直線Ｇ１１上の点が示す物理セクタの物理セクタ番号は、ユーザエ
リア９２の所定の位置を含む物理セクタ、およびユーザエリア９５の終点の位置を含む物
理セクタの物理セクタ番号を示しており、矢印Ｆ１４で示される直線Ｇ１１上の点が示す
物理セクタの物理セクタ番号は、ユーザエリア９２の終点の位置を含む物理セクタ、およ
びリードアウトエリア９６の所定の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号を示している
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。
【００８３】
　したがって、図３Ｂに示すように、ユーザエリア９２の始点（先頭）の位置を含む物理
セクタの物理セクタ番号と、ユーザエリア９５の始点の位置を含む物理セクタの物理セク
タ番号とは、同一の物理セクタ番号“030000h”となっている。なお、図３Ｂにおいて、
ユーザエリア９２の図中の左側は、内周側の記録領域を示し、ユーザエリア９２の図中の
右側は、外周側の記録領域を示す。同様に、ユーザエリア９５の図中の左側は、内周側の
記録領域を示し、ユーザエリア９５の図中の右側は、外周側の記録領域を示す。
【００８４】
　また、図３Ｂでは、図３Ａの矢印Ｆ１４で示される直線Ｇ１１上の点が示す位置に対応
する、ユーザエリア９２の終点の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号は、“End PSN(
0)”で表されており、図３Ａの矢印Ｆ１３で示される直線Ｇ１１上の点が示す位置に対応
する、ユーザエリア９５の終点の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号は、“End PSN(
1)”で表されている。
【００８５】
　一方、オポジット方式の光ディスクは、図４Ａに示すように、Ｌ１層にはリードインエ
リアが設けられていない。
【００８６】
　図４Ａにおいて、縦方向は光ディスクの記録領域に設けられた物理セクタの物理セクタ
番号を示しており、横方向は、光ディスクの内周側から外周側に向かう方向を示している
。また、直線Ｇ２１および直線Ｇ２２は、それぞれ、光ディスクのＬ０層およびＬ１層の
記録領域内の各位置の物理セクタ番号を示している。さらに、矢印Ｆ２１乃至矢印Ｆ２３
のそれぞれは、直線Ｇ２１上の位置（点）を示しており、矢印Ｆ２４および矢印Ｆ２５は
、直線Ｇ２２上の位置（点）を示している。
【００８７】
　図４Ａで示されるように、Ｌ０層の記録領域の内周側にリードインエリア１１１が設け
られており、リードインエリア１１１に続いて、データを記録するためのユーザエリア１
１２が設けられている。また、ユーザエリア１１２に続いて、Ｌ０層の記録領域の最も外
周側に、Ｌ０層のユーザエリア１１２の終了位置であり、かつＬ０層とＬ１層との折り返
しの位置であることを示すミドルエリア１１３が設けられている。
【００８８】
　また、Ｌ１層の記録領域の外周側には、Ｌ１層のユーザエリア１１５の開始位置であり
、かつＬ０層とＬ１層との折り返しの位置であることを示すミドルエリア１１４が設けら
れており、ミドルエリア１１４の図中、左側にはデータを記録するためのユーザエリア１
１５が設けられている。また、ユーザエリア１１５の左側には、Ｌ１層の記録領域の最も
内周側に、Ｌ１層のユーザエリア１１５の終了位置を示すリードアウトエリア１１６が設
けられている。ここで、Ｌ１層のリードアウトエリア１１６の大きさは、Ｌ０層のリード
インエリア１１１の大きさよりもわずかに大きい。
【００８９】
　記録再生装置３１が、Ｌ０層のユーザエリア１１２の先頭の位置（リードインエリア１
１１に隣接する位置）から、ユーザエリア１１２およびユーザエリア１１５に記録されて
いるデータを順次読み出していく場合、記録再生装置３１は、Ｌ０層のユーザエリア１１
２の図中、左側の端の位置から右側に向かって、ユーザエリア１１２に記録されているデ
ータを読み出す。そして、ユーザエリア１１２の右側の端の位置（ミドルエリア１１３に
隣接する位置）に記録されているデータを読み出すと、次に、記録再生装置３１は、Ｌ１
層のユーザエリア１１５の図中、右側の端の位置（ミドルエリア１１４に隣接する位置）
から左側に向かって順番に左側の端の位置（リードアウトエリア１１６に隣接する位置）
までユーザエリア１１５に記録されているデータを読み出していく。
【００９０】
　データを読み出す場合と同様に、記録再生装置３１が、Ｌ０層のユーザエリア１１２の
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先頭の位置（リードインエリア１１１に隣接する位置）から、ユーザエリア１１２および
ユーザエリア１１５にユーザによって記録が指示されたデータを順次記録していく場合、
記録再生装置３１は、Ｌ０層のユーザエリア１１２の図中、左側の端の位置から右側に向
かって、ユーザエリア１１２にデータを記録する。そして、ユーザエリア１１２の右側の
端の位置（ミドルエリア１１３に隣接する位置）にデータを記録すると、次に、記録再生
装置３１は、Ｌ１層のユーザエリア１１５の図中、右側の端の位置（ミドルエリア１１４
に隣接する位置）から左側に向かって順番に左側の端の位置（リードアウトエリア１１６
に隣接する位置）までユーザエリア１１５にデータを記録していく。
【００９１】
　また、光ディスクの記録領域は、所定の大きさの領域（物理セクタ）に分けられており
、直線Ｇ２１で示すように、Ｌ０層の記録領域を含む各物理セクタには、光ディスクの内
周側の物理セクタから順番に、光ディスクの外周側の物理セクタまで連続した物理セクタ
番号（PSN）が付されている。例えば、矢印Ｆ２１で示される直線Ｇ２１上の点が示す物
理セクタ（記録領域の位置）の物理セクタ番号は、リードインエリア１１１の終点の位置
を含む物理セクタの物理セクタ番号（例えば、“02FFFFh”）を示している。
【００９２】
　また、矢印Ｆ２２で示される直線Ｇ２１上の点が示す物理セクタの物理セクタ番号は、
ユーザエリア１１２の始点（先頭）の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号（例えば、
“030000h”）を示しており、矢印Ｆ２３で示される直線Ｇ２１上の点が示す物理セクタ
の物理セクタ番号は、ユーザエリア１１２の終点の位置を含む物理セクタの物理セクタ番
号を示している。
【００９３】
　これに対して、Ｌ１層の記録領域を含む各物理セクタには、直線Ｇ２２で示すように、
光ディスクの外周側の物理セクタから順番に、光ディスクの内周側の物理セクタまで連続
した物理セクタ番号（PSN）が付されている。矢印Ｆ２４で示される直線Ｇ２２上の点が
示す物理セクタの物理セクタ番号は、Ｌ１層の記録領域において、Ｌ０層のユーザエリア
１１２の終点の位置の物理セクタに対応する物理セクタであり、ユーザエリア１１５の始
点（先頭）の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号を示している。すなわち、Ｌ０層の
ユーザエリア１１２の物理セクタは、矢印Ｆ２３で示される直線Ｇ２１上の点が示す物理
セクタ番号の物理セクタが最後の物理セクタであり、その物理セクタに続いて、Ｌ１層の
物理セクタが、矢印Ｆ２４で示される直線Ｇ２２上の点が示す物理セクタ番号の物理セク
タから始まる。また、矢印Ｆ２５で示される直線Ｇ２２上の点が示す物理セクタの物理セ
クタ番号は、ユーザエリア１１５の終点の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号を示し
ている。
【００９４】
　したがって、図４Ｂに示すように、ユーザエリア１１２の始点（先頭）の位置を含む物
理セクタの物理セクタ番号と、ユーザエリア１１５の始点の位置を含む物理セクタの物理
セクタ番号とは異なり、ユーザエリア１１２の始点の位置を含む物理セクタの物理セクタ
番号は、“030000h”となっている。なお、図４Ｂにおいて、ユーザエリア１１２の図中
の左側は、内周側の記録領域を示し、ユーザエリア１１２の図中の右側は、外周側の記録
領域を示す。また、ユーザエリア１１５の図中の左側は、外周側の記録領域を示し、ユー
ザエリア１１５の図中の右側は、内周側の記録領域を示す。
【００９５】
　また、図４Ｂにおいて、図４Ａの矢印Ｆ２３で示される直線Ｇ２１上の点が示す位置に
対応する、ユーザエリア１１２の終点の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号は、“En
d PSN(0)”で表される。また、図４Ａの矢印Ｆ２４で示される直線Ｇ２２上の点が示す位
置に対応する、ユーザエリア１１５の始点の位置を含む物理セクタの物理セクタ番号は、
“End PSN(0)’”で表される。さらに、図４Ａの矢印Ｆ２５で示される直線Ｇ２２上の点
が示す位置に対応する、ユーザエリア１１５の終点の位置を含む物理セクタの物理セクタ
番号は、“End PSN(1)”で表される。
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【００９６】
　次に、光ディスク３３のフォーマットについて説明する。
【００９７】
　記録再生装置３１に光ディスク３３が挿入されると、記録再生装置３１は、光ディスク
３３のリードインエリアに必要な情報（データ）を記録することにより、光ディスク３３
の初期化を行う。
【００９８】
　すなわち、記録再生装置３１に光ディスク３３が挿入されると、制御部５１は、リード
インエリアに記録する所定のデータをワークメモリ５２から取得し、信号処理部５６に供
給する。メモリコントローラ７２は、制御部５１から供給されたデータを記録信号処理部
７５に供給し、記録信号処理部７５は、メモリコントローラ７２から供給されたデータに
、例えば、8-16方式の変調処理などの所定の処理を施し、これにより得られた記録信号を
光ピックアップ５５に供給する。そして、光ピックアップ５５は制御部５１の制御のもと
、信号処理部５６から供給された記録信号に基づいて光を光ディスク３３のリードインエ
リアの記録領域に照射する。なお、以下、光ディスク３３のリードインエリアに必要なデ
ータを記録して初期化する処理をパーシャルフォーマットとも称する。
【００９９】
　光ディスク３３のパーシャルフォーマットを行う場合、例えば、リードインエリアの“
Inner Disc Identification Zone”と称される領域に含まれている、光ディスク３３に記
録されたデータに関する情報などを含むフォーマット情報が記録される“FDCB”と称され
る領域は、さらに図５に示す領域に分けられて、それぞれの領域に所定の情報（データ）
が記録される。
【０１００】
　例えば、FDCBには、エラー訂正を行うECC（Error Checking and Correction）ブロック
の単位でデータが記録され、図５では、情報が記録される領域、その情報が記録されるEC
Cブロックが含まれる物理セクタの物理セクタ番号、情報が記録される位置、および情報
が記録される領域の大きさが示されている。
【０１０１】
　例えば、FDCBの物理セクタ番号が“０”である物理セクタには、１バイトを単位とする
物理セクタの始点（先頭）の位置D0から物理セクタの終点の位置D2047までのうち、位置D
0から位置D3までの大きさが４バイトの領域“Content Descriptor”には、ＩＤ（Identif
ication）情報がアスキーコードで記録される。ここで、位置D0乃至位置D2047のそれぞれ
は、１バイトの記録領域を示す。ＩＤ情報は、“FDC”とバージョン“０”を示す固定値
“0x46444300”とされている。また、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D4
から位置D7までの大きさが４バイトの領域“Unknown Content Descriptor Actions”には
、システムが“Content Descriptor”をサポートしていない場合に制限すべき処理内容な
どが含まれている情報が記録され、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D8か
ら位置D39までの大きさが３２バイトの領域“Drive ID”には、FDCBにデータを記録した
ときに用いられたドライブの情報を示すドライブ情報が記録される。物理セクタ番号が“
０”である物理セクタの位置D40から位置D43までの大きさが４バイトの領域“FDCB updat
e count”には、FDCBに記録されているデータが更新された回数が記録される。“FDCB up
date count”に記録されるデータが更新された回数は、FDCBに記録されているデータが更
新される（書き換えられる）たびにインクリメントされる。
【０１０２】
　さらに、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D44から位置D47までの大きさ
が４バイトの領域“Formatting status and mode”には、フォーマットステータス、ベリ
ファイステータス、およびレコーディングステータスを示す情報が記録される。例えば、
“Formatting status and mode”のフォーマットステータスを示す情報が記録される領域
の最初のバイトの６ビットから７ビットまでの２ビットの領域には、光ディスク３３のフ
ォーマットの状態を示す情報が記録され、“００”であるフォーマットの状態を示す情報
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は、光ディスク３３がフォーマットされていないディスクであることを示し、“０１”で
あるフォーマットの状態を示す情報は、光ディスク３３がパーシャルフォーマットされて
いるディスクであることを示し、“１０”であるフォーマットの状態を示す情報は、光デ
ィスク３３が記録再生装置３１（ユーザ）によってフルフォーマットされたディスクであ
ることを示し、“１１”であるフォーマットの状態を示す情報は、光ディスク３３がマニ
ュファクチャ（製造元）において、フルフォーマットされたディスクであることを示す。
【０１０３】
　さらに、また、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D48から位置D51までの
大きさが４バイトの領域“Last Written address”には、最後にデータが記録された物理
セクタの物理セクタ番号が記録され、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D5
2から位置D55までの大きさが４バイトの領域“Last verified address”には、最後にベ
リファイされた（データの誤りが検査された）物理セクタの物理セクタ番号が記録される
。物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D56から位置D59までの大きさが４バイ
トの領域“Bitmap Start Address”には、“Formatting bitmap”で示される、最初のECC
ブロックが含まれる物理セクタの物理セクタ番号が記録され、物理セクタ番号が“０”で
ある物理セクタの位置D60から位置D63までの大きさが４バイトの領域“Bitmap Length”
には、“Formatting bitmap”で示されるECCブロックの数が記録される。
【０１０４】
　さらに、また、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D64から位置D95までの
大きさが３２バイトの領域“Disc ID”には、光ディスク３３のＩＤを示す情報が記録さ
れ、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D96から位置D127までの大きさが３
２バイトの領域“Application dependent”は、アプリケーションソフトウェアによって
使用される領域であり、アプリケーションソフトウェアによって何も指定されていない場
合、“０”とされる。さらに、また、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D1
28から位置D191までの大きさが６４バイトの領域“List of DCBs”には、DCBの配置をリ
スト化した情報が記録され、物理セクタ番号が“０”である物理セクタの位置D192から位
置D2047までの大きさが１８５６バイトの領域“Reserved and set to(00)”には、固定値
“0x00”が記録される。
【０１０５】
　さらに、また、物理セクタ番号が“１”乃至“９”であるそれぞれの物理セクタの位置
D0から位置D2047までの領域からなる、大きさが１８４３２バイトの領域“Formatting bi
tmap”には、ECCブロックの記録状態を示す情報が記録される。例えば、“Formatting bi
tmap”の最初のバイトの０ビットには、“Bitmap Start Address”に示されるECCブロッ
クの記録状態が記録され、最初のバイトの１ビットには、“Bitmap Start Address”に示
されるECCブロックの次のECCブロックの記録状態が記録される。ECCブックの記録状態は
、例えば、記録状態を示すビットが“０”であるとき、ECCブックにはデータが記録され
ていることを示し、記録状態を示すビットが“１”であるとき、ECCブックにはデータが
記録されていないことを示す。さらに、また、物理セクタ番号が“１０”乃至“１５”で
あるそれぞれの物理セクタの位置D0から位置D2047までの大きさが１２２８８バイトの領
域“Reserved and set to(00)”には、固定値“0x00”が記録される。
【０１０６】
　記録再生装置３１は、光ディスク３３のパーシャルフォーマットが完了すると、光ディ
スク３３のパーシャルフォーマットが完了した旨の信号を生成し、情報処理装置３２に供
給する。情報処理装置３２は、記録再生装置３１から光ディスク３３のパーシャルフォー
マットが完了した旨の信号が供給されると、記録再生装置３１に装着されている光ディス
ク３３へのアクセスが可能となり、光ディスク３３に記録されているデータを読み出した
り、光ディスク３３にデータを記録したりすることができるようになる。
【０１０７】
　記録再生装置３１は、光ディスク３３のパーシャルフォーマットが完了した後、情報処
理装置３２からディスクアクセス要求、またはディスク取り出し要求が供給されると、そ
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の要求に応じた処理を行う。すなわち、記録再生装置３１は、情報処理装置３２からディ
スクアクセス要求が供給された場合、その要求に応じて、情報処理装置３２から供給され
たデータを光ディスク３３に記録するか、または光ディスク３３の情報処理装置３２から
指定された領域（位置）に記録されているデータを読み出し、読み出したデータを情報処
理装置３２に供給する。また、記録再生装置３１は、情報処理装置３２からディスク取り
出し要求が供給された場合、記録再生装置３１に装着されている光ディスク３３を排出す
る。なお、以下、記録再生装置３１が、情報処理装置３２から供給されたディスクアクセ
ス要求に応じて行う処理を、ディスクアクセス処理とも称する。
【０１０８】
　さらに、記録再生装置３１は、光ディスク３３のパーシャルフォーマットが完了した後
、情報処理装置３２からディスクアクセス要求が供給されなかった場合、すなわち、アイ
ドル状態となった場合、さらに、光ディスク３３のフォーマット（バックグランドフォー
マット）の処理を行う。
【０１０９】
　例えば、光ディスク３３が、パラレル式の光ディスクである場合、図６Ａに示すように
、記録再生装置３１は、Ｌ０層のリードインエリア１４１（光ディスク３３の内周側）か
らリードアウトを記録するための領域１４２（光ディスク３３の外周側）に向かう方向に
、Ｌ０層のユーザエリアにダミーデータを記録していき、同様に、Ｌ１層のリードインエ
リア１４３からリードアウトを記録するための領域１４４に向かう方向に、Ｌ１層のユー
ザエリアにダミーデータを記録していく。なお、以下、記録再生装置３１が、光ディスク
３３のユーザエリアのうち、ダミーデータが記録されていない部分（未記録部分）にダミ
ーデータを記録していく処理をディアイス処理とも称する。また、ダミーデータとは、ユ
ーザが光ディスク３３への記録を指示したデータとは異なるデータであり、光ディスク３
３をフォーマットするために書き込まれる、予め定められた所定のデータをいう。
【０１１０】
　図６Ａでは、光ディスク３３は、パーシャルフォーマットが完了しているので、光ディ
スク３３には、既にリードインエリア１４１は記録されている。また、Ｌ０層のユーザエ
リアのうち、領域１４５には、既にダミーデータの記録（書き込み）が完了しており、領
域１４６には、まだダミーデータが記録されていない。さらに、Ｌ１層のユーザエリアの
うち、領域１４７には、既にダミーデータの記録（書き込み）が完了しており、領域１４
８には、まだダミーデータが記録されていない。
【０１１１】
　記録再生装置３１は、ディアイス処理を行う場合、Ｌ０層のユーザエリアに対するディ
アイス処理と、Ｌ１層のユーザエリアに対するディアイス処理とが並行して行われるよう
にする。すなわち、記録再生装置３１は、Ｌ０層のユーザエリアにおいて記録された領域
の大きさと、Ｌ１層のユーザエリアにおいて記録された領域の大きさとが、ほぼ同じ大き
さになるようにディアイス処理を行う。
【０１１２】
　より具体的には、例えば、記録再生装置３１は、Ｌ０層のユーザエリアの始点（先頭の
位置）を先頭の位置とする所定の大きさ（記録容量）（例えば、Ｑ１とする。）の領域に
存在する未記録領域にダミーデータを記録し、次に、Ｌ１層のユーザエリアの始点を先頭
の位置とする大きさがＱ１の領域に存在する未記録領域にダミーデータを記録する。
【０１１３】
　また、例えば、図６Ａに示される状態において、情報処理装置３２から記録再生装置３
１に、ディスク取り出し要求が供給されると、図６Ｂに示すように、記録再生装置３１は
、ディアイス処理を中止して、Ｌ０層のユーザエリアおよびＬ１層のユーザエリアにそれ
ぞれ一時的なリードアウト（TLO）を記録して、光ディスク３３を記録再生装置３１から
排出する。なお、図６（図６Ｂ乃至図６Ｅ）において、図６Ａの場合と対応する部分には
、同一の符号を付してあり、繰り返しになるので、その説明は適宜省略する。
【０１１４】
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　記録再生装置３１は、情報処理装置３２からディスク取り出し要求が供給されると、Ｌ
０層のユーザエリアおよびＬ１層のユーザエリアのうち、最も外周側の領域（最も領域１
４４または領域１４２に近い領域）に記録されたデータ（ダミーデータまたはデータ）に
隣接する位置を先頭として（記録されたデータに続いて）、TLOを記録する（必要なデー
タを記録してTLO領域を設ける）。例えば、図６Ａでは、Ｌ０層のダミーデータが記録さ
れた（ディアイス処理が完了した）領域１４５の終点の位置よりも、Ｌ１層のダミーデー
タが記録された（ディアイス処理が完了した）領域１４７の終点の位置の方が、より外周
側にあるので、記録再生装置３１は、図６Ｂに示すように、まず、Ｌ１層の領域１４７に
隣接する位置を先頭の位置として、領域１４９（以下、TLO領域１４９とも称する）にTLO
を記録する。
【０１１５】
　そして、領域１４９にTLOを記録すると、次に、記録再生装置３１は、領域１４９の終
点の位置と、Ｌ１層のユーザエリアに設けるTLO領域の終点の位置とが対応する位置とな
るように、Ｌ１層のユーザエリアの領域１５０にTLOを記録する。すなわち、記録再生装
置３１は、領域１４５の先頭の位置から領域１５０の終点の位置までの距離が、領域１４
７の先頭の位置から領域１４９の終点の位置までの距離と等しくなるように、領域１５０
にTLOを記録する。
【０１１６】
　さらに、記録再生装置３１は、領域１４５と、領域１５０（以下、TLO領域１５０とも
称する）との間の領域１５１にダミーデータを記録して、領域１５１に対するディアイス
処理が完了すると、光ディスク３３を記録再生装置３１から排出する。この場合、TLO領
域１５０の終了地点から領域１４２、およびTLO領域１４９の終了地点から領域１４４に
は、ダミーデータおよびデータが記録されていない状態となっている。
【０１１７】
　このように、Ｌ０層のユーザエリアに対するディアイス処理と、Ｌ１層のユーザエリア
に対するディアイス処理とを並行して行うことで、ディスク取り出し要求が供給されてか
らダミーデータを記録する領域を小さくすることができるので、Ｌ０層またはＬ１層のユ
ーザエリアのディアイス処理を片層ずつ行う場合（例えば、Ｌ０層に対するディアイス処
理が完了してから、Ｌ１層に対するディアイス処理を行う場合）と比べて、光ディスク３
３のバックグランドフォーマットを行っている途中に、情報処理装置３２からディスク取
り出し要求が供給されたときに、より迅速に光ディスク３３を排出することができる。し
たがってユーザは、光ディスク３３の取り出しを要求してから、長い時間待つことなく光
ディスク３３を記録再生装置３１から取り出すことができる。
【０１１８】
　さらに、記録再生装置３１が、図６Ｂに示した状態の光ディスク３３を排出し、その後
、再び光ディスク３３が、記録再生装置３１に挿入（装着）されて、記録再生装置３１が
アイドル状態となると、記録再生装置３１は、光ディスク３３のバックグランドフォーマ
ットを開始（再開）する。この場合、記録再生装置３１は、図６ＢにおけるTLO領域１４
９およびTLO領域１５０に、ダミーデータを記録し（上書きし）、さらに、領域１５２お
よび領域１５３に対するディアイス処理を行う。
【０１１９】
　そして、例えば、情報処理装置３２から記録再生装置３１にディスクアクセス要求が供
給され、光ディスク３３へのデータの記録が要求されると、記録再生装置３１は、その要
求に応じて、光ディスク３３のユーザエリアに情報処理装置３２から供給されたデータを
記録する。例えば、図６Ｃに示すように、記録再生装置３１は、ディスクアクセス要求に
よって指定された領域１５４に、ディスクアクセス要求によって指定されたデータを記録
する。図６Ｃでは、領域１５４には、ディスクアクセス要求によって指定されたデータが
記録されており、領域１５５は、既にディアイス処理が完了した領域となっている。また
、領域１５６および領域１５７には、データが記録されておらず、ディアイス処理も行わ
れていない。また、領域１５８は、既にディアイス処理が完了した領域であり、領域１５
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９は、まだディアイス処理が行われておらず、データも記録されていない。
【０１２０】
　光ディスク３３が、図６Ｃに示す状態である場合に、情報処理装置３２から記録再生装
置３１にディスク取り出し要求が供給されると、領域１５８の終点の位置よりも、領域１
５４の終点の位置が、より光ディスク３３の外周側に位置するので、記録再生装置３１は
、図６Ｄに示すように、領域１５４の終点の位置に隣接する位置を始点として、領域１６
０にTLOを記録する。さらに、記録再生装置３１は、Ｌ１層のユーザエリアにTLOを記録す
る領域の終点の位置と、領域１６０の終点の位置とが対応する位置となるように、すなわ
ち、領域１５８の先頭の位置から領域１６１の終点の位置までの距離が、領域１５５の先
頭の位置から領域１６０の終点の位置までの距離と等しくなるように、領域１６１にTLO
を記録する。そして、記録再生装置３１は、領域１６０および領域１６１にTLOを記録す
ると、未記録領域である領域１５６および領域１６２にダミーデータを記録してから、光
ディスク３３を記録再生装置３１から排出する。
【０１２１】
　そして、さらに、図６Ｄに示す状態の光ディスク３３が、再び記録再生装置３１に装着
され、アイドル状態となると、記録再生装置３１は、光ディスク３３のバックグランドフ
ォーマットを開始（再開）する。光ディスク３３のバックグランドフォーマットが完了す
ると、図６Ｅに示すように、領域１６３で示されるＬ０層のユーザエリア、および領域１
６４で示されるＬ１層のユーザエリアのフォーマットが完了した状態となる。なお、領域
１６３および領域１６４のそれぞれには、ディアイス処理によって記録されたダミーデー
タ、および情報処理装置３２からのディスクアクセス要求に応じて記録されたデータが記
録されている（書き込まれている）状態となっており、領域１４２および領域１４４は、
それぞれ必要なデータが記録されたリードアウトエリアとなっている。
【０１２２】
　また、記録再生装置３１に、パーシャルフォーマットが完了しているオポジット方式の
光ディスク３３が装着され、アイドル状態となった場合、図７Ａに示すように、記録再生
装置３１は、Ｌ０層のリードインエリア２０１（光ディスク３３の内周側）から、ミドル
エリアとするために必要なデータを記録するための領域２０２（光ディスク３３の外周側
）に向かう方向に、Ｌ０層のユーザエリアにダミーデータを記録していき、同様に、Ｌ１
層のリードアウトエリア２０３から、ミドルエリアとするために必要なデータを記録する
ための領域２０４に向かう方向に、Ｌ１層のユーザエリアにダミーデータを記録していく
。
【０１２３】
　図７Ａでは、光ディスク３３は、パーシャルフォーマットが完了しているので、光ディ
スク３３には、既にリードインエリア２０１は記録されている。また、領域２０２および
領域２０４には、ミドルエリアとするために必要なデータは記録されていない。さらに、
Ｌ０層のユーザエリアのうち、領域２０５には、既にダミーデータの記録（書き込み）が
完了しており、領域２０６には、まだダミーデータが記録されていない。さらに、Ｌ１層
のユーザエリアのうち、領域２０７には、既にダミーデータの記録（書き込み）が完了し
ており、領域２０８には、まだダミーデータが記録されていない。
【０１２４】
　また、例えば、図７Ａに示される状態において、情報処理装置３２から記録再生装置３
１に、ディスク取り出し要求が供給されると、図７Ｂに示すように、記録再生装置３１は
、ディアイス処理を中止して、領域２０９および領域２１０に、それぞれ一時的なミドル
エリア（TMA（Temporary Middle Area））とするために必要なデータを記録して、光ディ
スク３３を記録再生装置３１から排出する。なお、図７（図７Ｂ乃至図７Ｅ）において、
図７Ａの場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、繰り返しになるので、その
説明は適宜省略する。
【０１２５】
　記録再生装置３１は、情報処理装置３２からディスク取り出し要求が供給されると、Ｌ
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０層のユーザエリアおよびＬ１層のユーザエリアのうち、最も外周側の領域（最も領域２
０２または領域２０４に近い領域）に記録されたデータ（ダミーデータまたはデータ）に
隣接する位置を先頭として、TMAを記録する（必要なデータを記録してTMAを設ける）。例
えば、図７Ａでは、Ｌ０層のダミーデータが記録された（ディアイス処理が完了した）領
域２０５の終点の位置よりも、Ｌ１層のダミーデータが記録された（ディアイス処理が完
了した）領域２０７の終点の位置の方が、より外周側にあるので、記録再生装置３１は、
図７Ｂに示すように、まず、Ｌ１層の領域２０７に隣接する位置を先頭の位置として、領
域２０９（以下、TMA領域２０９とも称する）にTMAを記録する。
【０１２６】
　そして、領域２０９にTMAを記録すると、次に、記録再生装置３１は、領域２０９の終
点の位置と、Ｌ１層のユーザエリアに設けるTMAの終点の位置とが対応する位置となるよ
うに、Ｌ１層のユーザエリアの領域２１０にTMAを記録する。すなわち、記録再生装置３
１は、リードインエリア２０１の先頭の位置から領域２１０の先頭の位置までの距離が、
リードアウトエリア２０３の先頭の位置から領域２０９の先頭（始点）の位置までの距離
と等しくなるように、領域２１０にTMAを記録する。さらに、記録再生装置３１は、領域
２０５と、領域２１０（以下、TMA領域２１０とも称する）との間の領域２１１にダミー
データを記録して、領域２１１に対するディアイス処理が完了すると、光ディスク３３を
記録再生装置３１から排出する。この場合、TMA領域２１０の終了地点から領域２０２、
およびTMA領域２０９の終了地点から領域２０４には、ダミーデータおよびデータは記録
されていない状態となっている。
【０１２７】
　このように、Ｌ０層のユーザエリアに対するディアイス処理と、Ｌ１層のユーザエリア
に対するディアイス処理とを並行して行うことで、ディスク取り出し要求が供給されてか
らダミーデータを記録する領域を小さくすることができるので、Ｌ０層またはＬ１層のユ
ーザエリアのディアイス処理を片層ずつ行う場合（例えば、Ｌ０層に対するディアイス処
理が完了してから、Ｌ１層に対するディアイス処理を行う場合）と比べて、光ディスク３
３のバックグランドフォーマットを行っている途中に、情報処理装置３２からディスク取
り出し要求が供給されたときに、より迅速に光ディスク３３を排出することができる。し
たがってユーザは、光ディスク３３の取り出しを要求してから、長い時間待つことなく光
ディスク３３を記録再生装置３１から取り出すことができる。
【０１２８】
　さらに、記録再生装置３１が、図７Ｂに示した状態の光ディスク３３を排出し、その後
、再び光ディスク３３が、記録再生装置３１に挿入（装着）されて、アイドル状態となる
と、記録再生装置３１は、光ディスク３３のバックグランドフォーマットを開始（再開）
する。この場合、記録再生装置３１は、図７ＢにおけるTMA領域２０９およびTMA領域２１
０に、ダミーデータを記録し（上書きし）、さらに、領域２１２および領域２１３に対す
るディアイス処理を行う。
【０１２９】
　そして、例えば、情報処理装置３２から記録再生装置３１にディスクアクセス要求が供
給され、光ディスク３３へのデータの記録が要求されると、記録再生装置３１は、その要
求に応じて、光ディスク３３のユーザエリアに情報処理装置３２から供給されたデータを
記録する。例えば、図７Ｃに示すように、記録再生装置３１は、ディスクアクセス要求に
よって指定された領域２１４に、ディスクアクセス要求によって指定されたデータを記録
する。図７Ｃでは、領域２１４には、ディスクアクセス要求によって指定されたデータが
記録されており、領域２１５は、既にディアイス処理が完了した領域となっている。また
、領域２１６および領域２１７には、データが記録されておらず、ディアイス処理も行わ
れていない。また、領域２１８は、既にディアイス処理が完了した領域であり、領域２１
９は、まだディアイス処理が行われておらず、データも記録されていない。
【０１３０】
　光ディスク３３が、図７Ｃに示す状態である場合に、情報処理装置３２から記録再生装
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置３１にディスク取り出し要求が供給されると、領域２１８の終点の位置よりも、領域２
１４の終点の位置が、より光ディスク３３の外周側に位置するので、記録再生装置３１は
、図７Ｄに示すように、領域２１４の終点の位置に隣接する位置を始点として、領域２２
０にTMAを記録する。さらに、記録再生装置３１は、Ｌ１層のユーザエリアにTMAを記録す
る領域の終点の位置と、領域２２０の終点の位置とが対応する位置となるように、すなわ
ち、リードアウトエリア２０３の先頭の位置から領域２２１の先頭の位置までの距離が、
リードインエリア２０１の先頭の位置から領域２２０の先頭の位置までの距離と等しくな
るように、領域２２１にTMAを記録する。そして、記録再生装置３１は、領域２２０およ
び領域２２１にTMAを記録すると、未記録領域である領域２１６および領域２２２にダミ
ーデータを記録してから、光ディスク３３を記録再生装置３１から排出する。
【０１３１】
　そして、さらに、図７Ｄに示す状態の光ディスク３３が、再び記録再生装置３１に装着
され、アイドル状態となると、記録再生装置３１は、光ディスク３３のバックグランドフ
ォーマットを開始（再開）する。光ディスク３３のバックグランドフォーマットが完了す
ると、図７Ｅに示すように、領域２２３で示されるＬ０層のユーザエリア、および領域２
２４で示されるＬ１層のユーザエリアのフォーマットが完了した状態となる。なお、領域
２２３および領域２２４のそれぞれには、ディアイス処理によって記録されたダミーデー
タ、および情報処理装置３２からのディスクアクセス要求に応じて記録されたデータが記
録されている（書き込まれている）状態となっており、領域２０２および領域２０４には
、それぞれ必要なデータが記録されたミドルエリアとなっている。
【０１３２】
　以上のように、記録再生装置３１が、２層式の光ディスク３３（例えば、パラレル方式
、オポジット方式などの光ディスク３３）に対してバックグランドフォーマットを行って
いる途中に、情報処理装置３２から記録再生装置３１にディスク取り出し要求が供給され
た場合に、Ｌ０層のユーザエリアおよびＬ１層のユーザエリアのそれぞれ対応する位置に
、一時的なリードアウトエリア（TLO）またはミドルエリア（TMA）を設けることによって
、記録再生装置３１が、全体のフォーマットが完了していない光ディスク３３を排出した
ときでも、記録再生装置３１は、擬似的にフルフォーマットされた光ディスク３３を排出
することができ、これにより、記録手段を有さない再生装置においても、フルフォーマッ
トされていない光ディスク３３を再生することができる。
【０１３３】
　例えば、記録再生装置３１が、光ディスク３３に対してバックグランドフォーマットを
行っている途中に、情報処理装置３２から記録再生装置３１にディスク取り出し要求が供
給された場合、記録再生装置３１は、図７Ｂに示した状態の光ディスク３３を排出する。
この場合、Ｌ０層のユーザエリアのうちの領域２０５および領域２１１、並びにその領域
に対応するＬ１層のユーザエリアの領域２０７には、ダミーデータまたはデータが記録さ
れている（未記録領域がない）。
【０１３４】
　したがって、例えば、光ディスク３３を、記録手段を有さない再生装置に装着した場合
においても、再生装置は、Ｌ０層の領域２０５および領域２１１、並びにその領域に対応
するＬ１層の領域２０７の任意の位置において、Ｌ０層のユーザエリア内の位置からＬ１
層のユーザエリア内の位置、またはＬ１層のユーザエリア内の位置からＬ０層のユーザエ
リア内の位置に移動して（ジャンプして）、光ディスク３３の内周側に向かう方向、また
は外周側に向かう方向にシーク動作を行い、光ディスク３３に記録されているデータを読
み出すことができる。
【０１３５】
　また、より詳細には、図８に示すように、記録再生装置３１は、光ディスク３３のユー
ザエリアを、所定の大きさ（記録容量）の領域に分けてバックグランドフォーマットを行
う。なお、図中、左側から右側に向かう方向は、光ディスク３３の内周側から外周側に向
かう方向を示している。
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【０１３６】
　図８では、Ｌ０層のユーザエリアは、光ディスク３３の内周側から外周側の方向に、そ
れぞれ大きさが等しい領域２５１乃至領域２５６に分割されて管理されている。また、Ｌ
１層のユーザエリアも、Ｌ０層のユーザエリアの領域２５１乃至領域２５６のそれぞれの
位置に対応するように光ディスク３３の内周側から外周側の方向に、それぞれ大きさが等
しい領域２６１乃至領域２６６に分割されて管理されている。
【０１３７】
　すなわち、図８では、領域２５１の先頭の位置（ユーザエリアの先頭の位置）から領域
２５１乃至領域２５６のそれぞれの先頭の位置までの距離が、領域２６１の先頭の位置（
ユーザエリアの先頭の位置）から対応する領域２６１乃至領域２６６のそれぞれの先頭の
位置までの距離と等しくなるようになされており、Ｌ０層のユーザエリアとＬ１層のユー
ザエリアとが物理的にほぼ同じ位置で分割されている。
【０１３８】
　記録再生装置３１は、例えば、Ｌ０層のユーザエリアを、物理セクタを単位として領域
２５１乃至領域２５６に分割し、ユーザエリアの内周側の領域２５１から領域２５６まで
順番に、領域Ｒ０－０乃至領域Ｒ５－０とする。すなわち、領域２５１を領域Ｒ０－０と
し、領域２５２を領域Ｒ１－０とし、領域２５３を領域Ｒ２－０とする。また、領域２５
４を領域Ｒ３－０とし、領域２５５を領域Ｒ４－０とし、領域２５６を領域Ｒ５－０とす
る。
【０１３９】
　そして、記録再生装置３１は、Ｌ１層のユーザエリアを、Ｌ０層の領域２５１乃至領域
２５６のそれぞれに対応するＬ１層の領域２６１乃至領域２６６のそれぞれに分割し、ユ
ーザエリアの内周側の領域２６１から領域２６６まで順番に、領域Ｒ０－１乃至領域Ｒ５
－１とする。すなわち、領域２６１を領域Ｒ０－１とし、領域２６２を領域Ｒ１－１とし
、領域２６３を領域Ｒ２－１とする。また、領域２６４を領域Ｒ３－１とし、領域２６５
を領域Ｒ４－１とし、領域２６６を領域Ｒ５－１とする。
【０１４０】
　なお、以下、領域２５１および領域２６１からなる領域を領域Ｒ０と称し、領域２５２
および領域２６２からなる領域を領域Ｒ１と称し、領域２５３および領域２６３からなる
領域を領域Ｒ２と称する。また、領域２５４および領域２６４からなる領域を領域Ｒ３と
称し、領域２５５および領域２６５からなる領域を領域Ｒ４と称し、領域２５６および領
域２６６からなる領域を領域Ｒ５と称する。
【０１４１】
　記録再生装置３１は、Ｌ０層のユーザエリアおよびＬ１層のユーザエリアをそれぞれ領
域Ｒ０乃至領域Ｒ５に分割すると、領域Ｒ０（すなわち、領域２５１および領域２６１）
から順番に領域Ｒ５（すなわち、領域２５６および領域２６６）までディアイス処理を行
い、光ディスク３３をフォーマットする。
【０１４２】
　例えば、図９に示すように、図中、左側から右側に向かう方向を光ディスク３３の内周
側から外周側に向かう方向として、記録再生装置３１が、ユーザエリアを分割して、領域
２８１および領域２８２からなる領域を領域Ｒ０－０とし、領域２８３を領域Ｒ１－０と
し、領域２８４を領域Ｒ２－０とし、さらに、領域２８５を領域Ｒ０－１とし、領域２８
６乃至領域２８８からなる領域を領域Ｒ１－１とし、領域２８９を領域Ｒ２－１とした場
合を考える。また、この場合、図８における場合と同様に、領域Ｒ０－０および領域Ｒ０
－１からなる領域を領域Ｒ０と称し、領域Ｒ１－０および領域Ｒ１－１からなる領域を領
域Ｒ１と称し、領域Ｒ２－０および領域Ｒ２－１からなる領域を領域Ｒ２と称する。
【０１４３】
　例えば、光ディスク３３のユーザエリアに、情報処理装置３２から記録再生装置３１に
供給されたディスクアクセス要求に応じて、既にデータが記録されている場合、記録再生
装置３１は、領域Ｒｘ（但し、ｘは整数）に対するディアイス処理を行うとき、Ｌ０層お
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よびＬ１層のうち、最後にデータが記録された方の記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘ（
すなわち、領域Ｒｘ－０または領域Ｒｘ－１）に対してディアイス処理を行ってから、最
後にデータが記録された方の記録層の領域Ｒｘに対してディアイス処理を行う。すなわち
、記録再生装置３１は、領域Ｒｘに対するディアイス処理を行う場合、Ｌ０層およびＬ１
層のうち、最後にデータが記録された方の記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘに対するデ
ィアイス処理を優先的に行う。
【０１４４】
　図９では、領域２８１、領域２８３乃至領域２８６、領域２８８、および領域２８９に
は、データ（情報処理装置３２から供給されたデータおよびダミーデータ）が記録されて
おらず、領域２８２および領域２８７には、情報処理装置３２から供給されたデータが記
録されている。ここで、例えば、領域２８２にデータが記録された後に、領域２８７にデ
ータが記録された場合、すなわち、光ディスク３３に最後にデータが記録された領域が、
領域２８７である場合、領域２８７は、Ｌ１層のユーザエリアの領域であるので、記録再
生装置３１は、領域Ｒｘに対するディアイス処理を行うとき、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０に対
してディアイス処理を行ってから、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１に対してディアイス処理を行う
。
【０１４５】
　したがって、この場合、記録再生装置３１は、領域２８１、領域２８５、領域２８３、
領域２８６、領域２８８、領域２８４、および領域２８９の順番に、それぞれの領域にダ
ミーデータを記録していき、光ディスク３３をフォーマットする。
【０１４６】
　なお、より詳細には、光ディスク３３がオポジット方式の光ディスクである場合、記録
再生装置３１は、Ｌ１層のユーザエリアにデータを記録するときには、光ディスク３３の
外周側から内周側に向かってユーザエリアにデータを記録する。例えば、図９の領域２８
５にデータを記録する場合、記録再生装置３１は、領域２８５の図中、右側から左側に向
かってデータを記録していく。また、例えば、領域２８５にデータを記録する場合、記録
再生装置３１が領域２８５を所定の数の領域（例えば、物理セクタを単位とする領域）に
分割し、分割された領域のうち、図中、最も左側に位置する領域から順番に最も右側に位
置する領域までデータを記録するようにしてもよい。この場合、分割された各領域には、
図中、右側から左側に向かってデータが記録される。
【０１４７】
　図１０は、図２の制御部５１の機能の構成の例を示すブロック図である。制御部５１が
プログラムを実行することによって、図１０の判定部３３１、分割部３３２、ディスクア
クセス処理部３３３、最終記録アドレス記憶部３３４、フォーマット処理部３３５、およ
びフォーマット領域記憶部３３６が等価的に実現される。
【０１４８】
　判定部３３１は、情報処理装置３２からディスクアクセス要求、またはディスク取り出
し要求が供給されたか否かを判定し、制御部５１の各部にその判定の結果に応じた処理を
実行させる。また、判定部３３１は、必要に応じて、フォーマット領域記憶部３３６が記
憶している光ディスク３３のユーザエリアのうちの次にフォーマットする領域を示す情報
を参照して、光ディスク３３のユーザエリアの全体、またはその一部の領域のフォーマッ
トが完了したか否かを判定し、制御部５１の各部にその判定の結果に応じた処理を実行さ
せる。
【０１４９】
　分割部３３２は、記録再生装置３１に光ディスク３３が装着されると、装着された光デ
ィスク３３のユーザエリアを、予め定められた所定の大きさの領域に分割して管理する。
【０１５０】
　ディスクアクセス処理部３３３は、信号処理部５６（図２）を介して、情報処理部３２
からディスクアクセス要求が供給されると、信号処理部５６を制御して、その要求に応じ
た処理（ディスクアクセス処理）を実行させる。
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【０１５１】
　例えば、ディスクアクセス処理部３３３は、情報処理装置３２から、光ディスク３３に
所定のデータの記録を要求するディスクアクセス要求が供給されると、情報処理装置３２
から信号処理部５６に供給されたデータを光ディスク３３に記録させる。また、例えば、
ディスクアクセス処理部３３３は、情報処理装置３２から、光ディスク３３に記録されて
いるデータの読み出しを要求するディスクアクセス要求が供給されると、信号処理部５６
に、ディスクアクセス要求によって指定された位置に記録されているデータを光ディスク
３３から読み出させて、読み出させたデータを情報処理装置３２に供給させる。
【０１５２】
　最終記録アドレス記憶部３３４は、情報処理装置３２からのディスクアクセス要求に応
じて、光ディスク３３のユーザエリアに記録されたデータのうち、最後に光ディスク３３
に記録されたデータが、ユーザエリアに記録された位置を示す最終記録アドレス（例えば
、物理アドレス）を記憶する。
【０１５３】
　フォーマット処理部３３５は、信号処理部５６に、光ディスク３３のリードインエリア
のFDCBにフォーマット情報を記録させる。また、フォーマット処理部３３５は、信号処理
部５６に光ディスク３３のユーザエリアの所定の領域をフォーマットさせる。フォーマッ
ト処理部３３５は、ディアイス処理部４０１および仮終了データ記録制御部４０２を備え
ている。
【０１５４】
　フォーマット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、必要に応じて最終記録アドレ
ス記憶部３３４が記憶している最終記録アドレスを参照して、判定部３３１の判定結果に
したがって、信号処理部５６に光ディスク３３のユーザエリアの所定の領域をフォーマッ
トさせる。
【０１５５】
　フォーマット処理部３３５の仮終了データ記録制御部４０２は、光ディスク３３のユー
ザエリアのフォーマットを行っている途中に、情報処理装置３２から信号処理部５６を介
して、ディスク取り出し要求が供給されると、信号処理部５６を制御して、光ディスク３
３のユーザエリアに、ユーザエリアにデータが記録されている領域の一時的な終了位置を
示すデータを記録させる。例えば、フォーマット処理部３３５の仮終了データ記録制御部
４０２は、信号処理部５６を制御して、光ディスク３３のユーザエリアに、TLOまたはTMA
を記録させる。
【０１５６】
　フォーマット領域記憶部３３６は、光ディスク３３のユーザエリアのうち、次にフォー
マットする領域Ｒｘ（ダミーデータの記録の対象となる対象領域Ｒｘ）を示す情報を記憶
する。例えば、フォーマット領域記憶部３３６は、光ディスク３３のフォーマット（バッ
クグランドフォーマット）を開始する時点では、次にフォーマットする領域ＲｘをＲ０と
設定し、領域Ｒｘのフォーマットが完了するごとに、次にフォーマットする領域Ｒｘをイ
ンクリメントし、フォーマットが完了した領域の次の領域を、次にフォーマットする領域
Ｒｘとして設定する。
【０１５７】
　記録再生装置３１に、パーシャルフォーマットが完了した光ディスク３３が装着される
か、または記録再生装置３１に装着された光ディスク３３のパーシャルフォーマットが完
了すると、記録再生装置３１は、バックグランドフォーマットの処理を行う。以下、図１
１および図１２のフローチャートを参照して、記録再生装置３１によるバックグランドフ
ォーマットの処理を説明する。
【０１５８】
　ステップＳ１１において、判定部３３１は、光ディスク３３がフルフォーマットされて
いるか否かを判定する。例えば、ステップＳ１１において、制御部５１は、信号処理部５
６に、図５に示した光ディスク３３のリードインエリアのFDCBに含まれる、フォーマット
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の状態を示す情報を読み出させる。
【０１５９】
　この場合、再生信号処理部７１は、光ピックアップ５５から供給された電気信号を基に
、光ディスク３３に記録されているデータを再生するための再生信号を生成する。そして
、再生信号処理部７１は生成した再生信号に、例えば、8-16方式の復調処理などの所定の
処理を施し、これにより得られた、フォーマットの状態を示す情報が含まれるデータをメ
モリコントローラ７２に供給する。メモリコントローラ７２は、再生信号処理部７１から
供給されたデータを制御部５１に供給する。
【０１６０】
　判定部３３１は、信号処理部５６から供給されたフォーマットの状態を示す情報が含ま
れるデータを基に、例えば、図５を参照して説明したフォーマットの状態を示す情報が“
１０”または“１１”である場合、すなわち、フォーマットの状態を示す情報が、光ディ
スク３３が記録再生装置３１によってフルフォーマットされたディスクであることを示し
ているか、または光ディスク３３がマニュファクチャ（製造元）において、フルフォーマ
ットされたディスクであることを示している場合、光ディスク３３がフルフォーマットさ
れていると判定し、フォーマットの状態を示す情報が“０１”である場合、すなわち、フ
ォーマットの状態を示す情報が、光ディスク３３がパーシャルフォーマットされているデ
ィスクであることを示している場合、光ディスク３３がフルフォーマットされていないと
判定する。
【０１６１】
　ステップＳ１１において、光ディスク３３がフルフォーマットされていると判定された
場合、光ディスク３３のフォーマットが既に完了しているので、バックグランドフォーマ
ットの処理は終了する。
【０１６２】
　一方、ステップＳ１１において、光ディスク３３がフルフォーマットされていないと判
定された場合、ステップＳ１２に進み、分割部３３２は、光ディスク３３のユーザエリア
を、予め定められた所定の大きさの領域に分割し、分割した領域を、光ディスク３３の内
周側から外周側に、順番に領域Ｒ０乃至領域Ｒｘ（但し、ｘは整数）と設定する。
【０１６３】
　例えば、分割部３３２は、図８を参照して説明したように、Ｌ０層のユーザエリアとＬ
１層のユーザエリアとを、物理的にほぼ同じ位置で分割して管理する。すなわち、Ｌ０層
のユーザエリアを、予め定められた所定の大きさの領域２５１乃至領域２５６に分割し、
領域２５１乃至領域２５６のそれぞれを領域Ｒ０－０乃至領域Ｒ５－０と設定する。同様
に、分割部３３２は、Ｌ１層のユーザエリアを、予め定められた所定の大きさの領域２６
１乃至領域２６６に分割し、領域２６１乃至領域２６６のそれぞれを領域Ｒ０－１乃至領
域Ｒ５－１と設定する。
【０１６４】
　ステップＳ１３において、判定部３３１は、記録再生装置３１が、アイドル状態である
か否かを判定する。すなわち、ステップＳ１３において、判定部３３１は、信号処理部５
６を介して情報処理装置３２から制御部５１にディスクアクセス要求が供給されたか否か
を判定する。
【０１６５】
　ステップＳ１３において、アイドル状態でないと判定された場合、すなわち、情報処理
装置３２から制御部５１にディスクアクセス要求が供給されたと判定された場合、ステッ
プＳ１４に進み、ディスクアクセス処理部３３３は、信号処理部５６を制御して、ディス
クアクセス処理を実行させる。
【０１６６】
　例えば、ディスクアクセス処理部３３３は、情報処理装置３２から制御部５１に、光デ
ィスク３３に所定のデータの記録を要求するディスクアクセス要求が供給されると、情報
処理装置３２から信号処理部５６に供給されたデータを光ディスク３３に記録させる。こ
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の場合、メモリコントローラ７２は、インターフェース７４を介して情報処理装置３２か
ら供給されたデータを、記録信号処理部７５に供給する。記録信号処理部７５は、メモリ
コントローラ７２から供給されたデータに、例えば、8-16方式の変調処理などの所定の処
理を施し、これにより得られた記録信号を光ピックアップ５５に供給する。そして、光ピ
ックアップ５５は、制御部５１の制御のもと、信号処理部５６から供給された記録信号に
基づいて、内蔵するレーザダイオードを発光させ、光を光ディスク３３に照射して、デー
タを光ディスク３３に記録する。
【０１６７】
　また、例えば、ディスクアクセス処理部３３３は、情報処理装置３２から、光ディスク
３３に記録されているデータの読み出しを要求するディスクアクセス要求が供給されると
、信号処理部５６に、ディスクアクセス要求によって指定された位置に記録されているデ
ータを光ディスク３３から読み出させて、読み出させたデータを情報処理装置３２に供給
させる。
【０１６８】
　この場合、再生信号処理部７１は、光ピックアップ５５から供給された電気信号を基に
、光ディスク３３に記録されているデータを再生するための再生信号を生成する。そして
、再生信号処理部７１は生成した再生信号に、例えば、8-16方式の復調処理などの所定の
処理を施し、これにより得られた、データをメモリコントローラ７２に供給する。メモリ
コントローラ７２は、再生信号処理部７１から供給されたデータを、インターフェース７
４を介して情報処理装置３２に供給する。
【０１６９】
　ステップＳ１５において、最終記録アドレス記憶部３３４は、ディスクアクセス処理（
ステップＳ１４の処理）において、光ディスク３３のユーザエリアに記録されたデータの
うち、最後に光ディスク３３に記録されたデータが、ユーザエリアに記録された位置を示
す最終記録アドレス（例えば、物理アドレス）を記憶し、処理はステップＳ１３に戻る。
【０１７０】
　例えば、ディスクアクセス処理において、図８の領域２５３にデータが記録された場合
、最終記録アドレス記憶部３３４は、領域２５３（Ｌ０層の領域Ｒ２－０）の位置を示す
最終記録アドレスを記憶する。なお、より詳細には、ディスクアクセス処理において、光
ディスク３３に記録されているデータの読み出しを要求するディスクアクセス要求に応じ
て、光ディスク３３に記録されているデータを読み出す処理を行った場合には、光ディス
ク３３にデータを記録していないので、ステップＳ１５の処理は行われない。
【０１７１】
　また、ステップＳ１３において、アイドル状態であると判定された場合、すなわち、情
報処理装置３２から制御部５１にディスクアクセス要求が供給されていないと判定された
場合、ステップＳ１６に進み、判定部３３１は、信号処理部５６から供給されたデータを
基に、フォーマット領域記憶部３３６が記憶している、次にフォーマットする領域Ｒｘを
示す情報によって示される領域Ｒｘ（対象領域Ｒｘ）のフォーマットが完了しているか否
かを判定する。
【０１７２】
　例えば、フォーマット領域記憶部３３６が記憶している、次にフォーマットする領域Ｒ
ｘを示す情報の領域Ｒｘが領域Ｒ０に設定されている場合、判定部３３１は、Ｌ０層およ
びＬ１層の領域Ｒ０（領域Ｒ０－０および領域Ｒ０－１）のフォーマットが完了している
か否かを判定する。
【０１７３】
　ステップＳ１６において、領域Ｒｘのフォーマットが完了していないと判定された場合
、ステップＳ１７に進み、制御部５１は、領域Ｒｘのフォーマットの処理を行う。なお、
領域Ｒｘのフォーマットの処理の詳細は後述するが、領域Ｒｘのフォーマットの処理にお
いて、制御部５１は、信号制御部５６を制御し、ディアイス処理を行わせて、Ｌ０層の領
域Ｒｘ－０またはＬ１層の領域Ｒｘ－１をフォーマットさせる。
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【０１７４】
　ステップＳ１８において、判定部３３１は、信号処理部５６を介して、情報処理装置３
２から制御部５１にディスクアクセス要求が供給されたか否かを判定する。
【０１７５】
　ステップＳ１８において、ディスクアクセス要求が供給されていないと判定された場合
、ステップＳ１９に進み、判定部３３１は、信号処理部５６を介して、情報処理装置３２
から制御部５１にディスク取り出し要求が供給されたか否かを判定する。
【０１７６】
　ステップＳ１９において、ディスク取り出し要求が供給されていないと判定された場合
、ステップＳ２０に進み、判定部３３１は、ディアイス処理を行っている記録層の領域Ｒ
ｘのフォーマットが完了したか否かを判定する。例えば、領域Ｒｘのフォーマットの処理
（ステップＳ１７の処理）において、図８の領域２５３（Ｌ０層の領域Ｒ２－０）のフォ
ーマットを行う場合、ステップＳ２０において、判定部３３１は、Ｌ０層の領域Ｒ２－０
のフォーマットが完了したか否かを判定する。
【０１７７】
　ステップＳ２０において、ディアイス処理を行っている記録層の領域Ｒｘのフォーマッ
トが完了していないと判定された場合、ステップＳ１８に戻り上述した処理が繰り返され
る。なお、この場合、制御部５１は、ディアイス処理を行い、領域Ｒｘのフォーマットを
継続して行う。
【０１７８】
　一方、ステップＳ２０にいて、ディアイス処理を行っている記録層の領域Ｒｘのフォー
マットが完了したと判定された場合、ディアイス処理を行っている記録層の領域Ｒｘのフ
ォーマットが完了し、次の領域のフォーマットを行うので、ステップＳ１６に戻り上述し
た処理が繰り返される。
【０１７９】
　また、ステップＳ１６において、領域Ｒｘのフォーマットが完了していると判定された
場合、ステップＳ２１に進み、判定部３３１は、光ディスク３３がフルフォーマットされ
たか否かを判定する。
【０１８０】
　ステップＳ２１において、光ディスク３３がフルフォーマットされたと判定された場合
、ステップＳ２２に進み、フォーマット処理部３３５は、信号処理部５６を制御して、光
ディスク３３のリードインエリアのFDCBにフォーマット情報を記録させて、バックグラン
ドフォーマットの処理は終了する。例えば、フォーマット処理部３３５は、信号処理部５
６を制御して、図５を参照して説明した、FDCBに含まれるフォーマットの状態を示す情報
として、光ディスク３３が記録再生装置３１によってフルフォーマットされたディスクで
あることを示す“１０”を記録させる。
【０１８１】
　例えば、ステップＳ２２において、フォーマット処理部３３５は、光ディスク３３に記
録するフォーマット情報が含まれるデータを信号処理部５６に供給し、メモリコントロー
ラ７２は、制御部５１から供給されたデータを記録信号処理部７５に供給する。そして、
記録信号処理部７５は、メモリコントローラ７２から供給されたデータに、例えば、8-16
方式の変調処理などの所定の処理を施し、これにより得られた記録信号を光ピックアップ
５５に供給する。さらに、光ピックアップ５５は、制御部５１の制御のもと、信号処理部
５６から供給された記録信号に基づいて、内蔵するレーザダイオードを発光させ、光を光
ディスク３３に照射して、リードインエリアのFDCBに、例えば、図５に示したフォーマッ
ト情報を光ディスク３３に記録する。
【０１８２】
　一方、ステップＳ２１において、光ディスク３３がフルフォーマットされていないと判
定された場合、ステップＳ２３に進み、フォーマット領域記憶部３３６は、次にフォーマ
ットする領域Ｒｘを示す情報によって示される領域Ｒｘ（対象領域Ｒｘ）をインクリメン
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トし、処理はステップＳ１６に戻る。例えば、次にフォーマットする領域Ｒｘを示す情報
によって示される領域ＲｘとしてＲ０が設定されている場合、フォーマット領域記憶部３
３６は、次にフォーマットする領域ＲｘをＲ１と設定する。
【０１８３】
　また、ステップＳ１８において、ディスクアクセス要求が供給されたと判定された場合
、ステップＳ２４に進み、フォーマット処理部３３５は、ディスクアクセス処理を実行さ
せるために、信号処理部５６を制御して、領域Ｒｘのフォーマットを中止させ、処理はス
テップＳ１４に戻る。
【０１８４】
　さらに、ステップＳ１９において、ディスク取り出し要求が供給されたと判定された場
合、光ディスク３３を記録再生装置３１から排出するので、ステップＳ２５に進み、フォ
ーマット処理部３３５の仮終了データ記録制御部４０２は、信号処理部５６を制御して、
光ディスク３３のユーザエリアにTLOまたはTMAを記録させる。
【０１８５】
　例えば、光ディスク３３が、パラレル方式の光ディスク３３であり、図６Ａに示す状態
である場合、フォーマット処理部３３５の仮終了データ記録制御部４０２は、信号処理部
５６を制御して、図６Ｂに示すように、Ｌ１層の領域１４９にTLOを記録させ、さらに、
Ｌ０層の領域１５０にTLOを記録させる。この場合、フォーマット処理部３３５の仮終了
データ記録制御部４０２は、信号処理部５６に領域１４９および領域１５０に記録させる
データ（TLO）を供給し、メモリコントローラ７２は、制御部５１から供給されたデータ
を、記録信号処理部７５に供給する。記録信号処理部７５は、メモリコントローラ７２か
ら供給されたデータに、例えば、8-16方式の変調処理などの所定の処理を施し、これによ
り得られた記録信号を光ピックアップ５５に供給する。そして、光ピックアップ５５は、
制御部５１の制御のもと、信号処理部５６から供給された記録信号に基づいて、内蔵する
レーザダイオードを発光させ、光を光ディスク３３に照射して、データを領域１４９およ
び領域１５０に記録する。なお、光ディスク３３が、オポジット方式の光ディスク３３で
ある場合には、フォーマット処理部３３５の仮終了データ記録制御部４０２は、信号処理
部５６を制御して、光ディスク３３のユーザエリアにTMAを記録させる。
【０１８６】
　ステップＳ２６において、フォーマット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、信
号処理部５６を制御して、フォーマットを行っている領域Ｒｘの未記録領域をフォーマッ
トさせる。例えば、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０のフォーマットを行っており、まだＬ１層の領
域Ｒｘ－１のフォーマットが完了していない場合には、フォーマット処理部３３５のディ
アイス処理部４０１は、信号処理部５６を制御して、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘのう
ち、データ（またはダミーデータ）が記録されていない未記録領域にダミーデータを記録
させて、フォーマットさせる。
【０１８７】
　例えば、図６Ｂに示すように、リードインエリア１４１からTLO領域１５０までの間の
ユーザエリアの領域１４５および領域１５１のうち、領域１５１が未記録領域（フォーマ
ットが完了していない領域）であり、リードインエリア１４３からTLO領域１４９までの
間のユーザエリアの領域１４７のフォーマットが完了している場合、フォーマット処理部
３３５のディアイス処理部４０１は、信号処理部５６を制御して、未記録領域である領域
１５１にダミーデータを記録させる。
【０１８８】
　ステップＳ２７において、フォーマット処理部３３５は、信号処理部５６を制御して、
光ディスク３３のリードインエリアのFDCBにフォーマット情報を記録させて、バックグラ
ンドフォーマットの処理は終了する。例えば、フォーマット処理部３３５は、信号処理部
５６を制御して、光ディスク３３のリードインエリアのFDCBに、図５に示したフォーマッ
ト情報を記録させる。なお、光ディスク３３のFDCBにフォーマット情報が記録されると、
制御部５１は、記録再生装置３１の各部を制御し、記録再生装置３１から光ディスク３３
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を排出させる。
【０１８９】
　このようにして、記録再生装置３１は、光ディスク３３のユーザエリアを所定の大きさ
の領域に分割し、Ｌ０層のユーザエリアに対するディアイス処理と、Ｌ１層のユーザエリ
アに対するディアイス処理とを並行して行って光ディスク３３をフォーマット（バックグ
ランドフォーマット）する。
【０１９０】
　このように、Ｌ０層のユーザエリアに対するディアイス処理と、Ｌ１層のユーザエリア
に対するディアイス処理とを並行して行って光ディスク３３をフォーマットすることで、
光ディスク３３のバックグランドフォーマットを行っている途中に、情報処理装置３２か
らディスク取り出し要求が供給された場合に、ディスク取り出し要求が供給されてからダ
ミーデータを記録する領域をより小さくすることができるので、より迅速に光ディスク３
３を排出することができる。
【０１９１】
　また、記録再生装置３１が、２層式の光ディスク３３に対してバックグランドフォーマ
ットを行っている途中に、情報処理装置３２から記録再生装置３１にディスク取り出し要
求が供給された場合に、Ｌ０層のユーザエリアおよびＬ１層のユーザエリアのそれぞれ対
応する位置に、一時的なリードアウトエリア（TLO）またはミドルエリア（TMA）を設けて
、リードインエリアから、TLOまたはTMAまでの領域の未記録領域にダミーデータを記録す
るようにしたので、記録再生装置３１が、バックグランドフォーマットが完了していない
光ディスク３３を排出したときでも、記録再生装置３１は、擬似的にフルフォーマットさ
れた光ディスク３３を排出することができ、これにより、記録手段を有さない再生装置に
おいても、フルフォーマットされていない光ディスク３３を再生することができる。
【０１９２】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、図１１のステップＳ１７の処理に対応する
領域Ｒｘのフォーマットの処理を説明する。
【０１９３】
　ステップＳ５１において、判定部３３１は、信号処理部５６から供給されたデータを基
に、フォーマット領域記憶部３３６が記憶している、次にフォーマットする領域Ｒｘを示
す情報によって示される領域Ｒｘのうち、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０のフォーマットが完了し
ているか否かを判定する。例えば、次にフォーマットする領域Ｒｘを示す情報によって示
される領域Ｒｘが、領域Ｒ０である場合、判定部３３１は、Ｌ０層の領域Ｒ０－０のフォ
ーマットが完了しているか否かを判定する。
【０１９４】
　ステップＳ５１において、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０のフォーマットが完了していないと判
定された場合、ステップＳ５２に進み、判定部３３１は、信号処理部５６から供給された
データを基に、フォーマット領域記憶部３３６が記憶している、次にフォーマットする領
域Ｒｘを示す情報によって示される領域Ｒｘのうち、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１のフォーマッ
トが完了しているか否かを判定する。
【０１９５】
　ステップＳ５２において、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１のフォーマットが完了していないと判
定された場合、すなわち、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘ（領域Ｒｘ－０および領域Ｒｘ
－１）のフォーマットが完了していない場合、ステップＳ５３に進み、フォーマット処理
部３３５のディアイス処理部４０１は、信号処理部５６を制御して、最終記録アドレス記
憶部３３４が記憶している最終記録アドレスが示す位置（ユーザエリアの記録領域）を含
む記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘをフォーマットさせて、処理は終了する。なお、最
終記録アドレス記憶部３３４が最終記憶アドレスを記憶していない場合、すなわち、光デ
ィスク３３にダミーデータ以外のデータ（ディスクアクセス処理により記録されたデータ
）が記録されていない場合、フォーマット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、予
め定められた記録層（Ｌ０層またはＬ１層）の領域Ｒｘをフォーマットさせる。
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【０１９６】
　例えば、図９において、領域２８１および領域２８２からなる領域を領域Ｒ０－０とし
、領域２８５を領域Ｒ０－１とし、領域２８１、領域２８２、および領域２８５からなる
領域を領域Ｒ０として、最終記録アドレスが示す位置が領域２８７であり、次にフォーマ
ットする領域Ｒｘを示す情報によって示される領域Ｒｘが、領域Ｒ０である場合、フォー
マット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、信号処理部５６を制御して、領域２８
７が含まれているＬ１層とは異なるＬ０層の領域Ｒ０－０を優先的にフォーマットさせる
。
【０１９７】
　この場合、フォーマット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、例えば、ワークメ
モリ５２からダミーデータを取得して、信号処理部５６に供給し、メモリコントローラ７
２は、制御部５１から供給されたダミーデータを記録信号処理部７５に供給する。そして
、記録信号処理部７５は、メモリコントローラ７２から供給されたダミーデータに、例え
ば、8-16方式の変調処理などの所定の処理を施し、これにより得られた記録信号を光ピッ
クアップ５５に供給する。さらに、光ピックアップ５５は、制御部５１の制御のもと、信
号処理部５６から供給された記録信号に基づいて、内蔵するレーザダイオードを発光させ
、光を光ディスク３３に照射して、Ｌ０層の領域Ｒ０－０の未記録領域である領域２８１
にダミーデータを記録して、Ｌ０層の領域Ｒ０－０をフォーマットする。なお、Ｌ０層の
領域２８２には、既にデータが記録されているので、領域２８２にはダミーデータを記録
しない。
【０１９８】
　また、ステップＳ５２において、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１のフォーマットが完了している
と判定された場合、すなわち、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１のフォーマットが完了しているが、
Ｌ０層の領域Ｒｘ－０のフォーマットが完了していないと判定された場合、ステップＳ５
４に進み、フォーマット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、信号処理部５６を制
御して、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０をフォーマットさせて、処理は終了する。
【０１９９】
　さらに、ステップＳ５１において、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０のフォーマットが完了してい
ると判定された場合、すなわち、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０のフォーマットが完了しているが
、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１のフォーマットが完了していないと判定された場合、ステップＳ
５５に進み、フォーマット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、信号処理部５６を
制御して、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１をフォーマットさせて、処理は終了する。
【０２００】
　なお、領域Ｒｘのフォーマットの処理において、フォーマットする記録層の領域Ｒｘが
最後の領域である場合、すなわち、その記録層の領域Ｒｘのフォーマットが完了すると、
光ディスク３３のフォーマットが完了する場合、フォーマット処理部３３５のディアイス
処理部４０１が、信号処理部５６を制御して、その記録層の領域Ｒｘをフォーマットさせ
た後、フォーマット処理部３３５は、ユーザエリアに隣接する、ユーザエリアよりも光デ
ィスクの外周側の領域に必要な情報を記録させて、リードアウトエリアまたはミドルエリ
アを設けさせる。
【０２０１】
　例えば、図９において、領域２８４以外の領域のフォーマットが既に完了しており、領
域２８４のフォーマットだけが完了していない場合、領域２８４のフォーマットを行うと
き、領域２８４のフォーマットが完了してから、さらに、フォーマット処理部３３５は、
信号処理部５６を制御して、Ｌ０層の最も外周側の領域およびＬ１層の最も外周側の領域
に必要なデータを記録させ、リードアウトエリアまたはミドルエリアを設けさせることで
、光ディスク３３がフルフォーマットされた状態にする。
【０２０２】
　このようにして、記録再生装置３１は、必要に応じて、最終記録アドレス記憶部３３４
が記録している最終記録アドレスを参照して、領域Ｒｘをフォーマットする。例えば、Ｌ
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０層およびＬ１層の領域Ｒｘ（領域Ｒ０－０および領域Ｒ０－１）のうち、Ｌ０層の領域
Ｒｘ－０または、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１のどちらか一方の記録層の領域Ｒｘのフォーマッ
トだけが完了している場合、もう一方の記録層の領域Ｒｘをフォーマットし、Ｌ０層およ
びＬ１層の領域Ｒｘのフォーマットが完了していない場合には、最終記録アドレス記憶部
３３４が記録している最終記録アドレスを参照して、最終記録アドレスが示す位置を含む
記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘを優先してフォーマットする。
【０２０３】
　情報処理装置３２が、記録再生装置３１にディスクアクセス要求を供給して、光ディス
ク３３へのデータの記録を指示する場合、情報処理装置３２は、ディスクアクセス要求に
よって、データの記録を開始する位置、およびデータの転送長を指定する。情報処理装置
３２が実行するアプリケーションプログラムによって異なるが、ムービー（映像）を再生
するためのデータ（動画像データ）などは、一般に、光ディスク３３のユーザエリアの連
続した位置に（シーケンシャルに）記録されることが多い。これは、シームレスな再生を
行うためには、光ディスク３３へのアクセス時間を最小にすることが望ましいからである
。
【０２０４】
　したがって、例えば、図８のＬ０層の領域２５３に動画像データが記録された場合、次
にデータが記録される位置は、Ｌ０層の領域２５３に隣接する領域２５４である可能性が
高い。そこで、上述したように、最終記録アドレスを記憶しておき、アイドル状態となり
、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘのフォーマットが完了していない場合に、最終記録アド
レスが示す位置を含む記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘを優先してフォーマットするこ
とで、ユーザエリアへのデータの記録を再開する場合に、最終記録アドレスが示す位置を
含む記録層の領域Ｒｘがフォーマットされている可能性をより低くすることができる。
【０２０５】
　例えば、最終記録アドレスが示す位置が、図８のＬ０層の領域２５３である場合に、ア
イドル状態となったとき、記録再生装置３１は、最終記録アドレスが示す領域２５３を含
むＬ０層とは異なるＬ１層を優先してフォーマットを行う。したがって、例えば、アイド
ル状態となり、記録再生装置３１がＬ１層の領域２６４からフォーマット（ディアイス処
理）を開始する場合、領域２６４のフォーマットが完了する前に、データの記録を再開さ
れたとき、最後にデータが記録された領域２５３に隣接する領域２５４は、フォーマット
が行われていないので、ダミーデータが記録されていない。この場合、上述したように、
領域２５４にデータが記録される可能性が高いが、領域２５４にはダミーデータが記録さ
れていないので、領域２５４にデータが上書きされる回数を減らすことができ、これによ
り光ディスク３３の記録領域に繰り返しデータが上書きされることによる、記録領域の劣
化を抑制することができる。
【０２０６】
　また、最終記録アドレスを記憶しておき、最終記録アドレスが示す位置を含む記録層と
は異なる記録層の領域Ｒｘを優先してフォーマットすると説明したが、領域Ｒｘごとの最
終記録アドレスを記憶しておき、その領域Ｒｘごとの最終記録アドレスを参照して、領域
Ｒｘごとに最終記録アドレスが示す位置を含む記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘを優先
してフォーマットすることによって、記録領域の劣化をより抑制することができる。
【０２０７】
　この場合、最終記録アドレス記憶部３３４は、例えば、図１４に示す、領域Ｒｘごとの
最終記録アドレスを記憶する。図１４では、ユーザエリア上の領域Ｒｘと、その領域Ｒｘ
に最後にデータが記録された位置を示す最終記録アドレス（例えば、物理アドレス）が示
されている。
【０２０８】
　例えば、最終記録アドレス記憶部３３４は、領域Ｒｘごとの最終記録アドレスとして、
領域Ｒ０に最後に記録されたデータの位置を示す最終記録アドレス“Ｌ０層、３０００”
を記憶している。ここで、最終記録アドレス“Ｌ０層、３０００”は、例えば、領域Ｒ０



(35) JP 4525457 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

に最後に記録されたデータが、Ｌ０層の領域Ｒ０－０の物理アドレスが“３０００”によ
って特定される位置であることを示している。
【０２０９】
　領域Ｒ０における場合と同様に、最終記録アドレス記憶部３３４は、領域Ｒｘごとの最
終記録アドレスとして、領域Ｒ１に最後に記録されたデータの位置を示す最終記録アドレ
ス“Ｌ１層、５０００”を記憶しており、領域Ｒ２に最後に記録されたデータの位置を示
す最終記録アドレス“Ｌ０層、６０００”を記憶している。
【０２１０】
　したがって、例えば、この場合、記録再生装置３１が光ディスク３３の領域Ｒ０からフ
ォーマットを行うとき、領域Ｒ０の最終記録アドレスは“Ｌ０層、３０００”であるので
、記録再生装置３１は、Ｌ１層の領域Ｒ０－１をフォーマットしてから、Ｌ０層の領域Ｒ
０－０をフォーマットし、続いて、領域Ｒ１の最終記録アドレスは“Ｌ１層、５０００”
であるので、記録再生装置３１は、Ｌ０層の領域Ｒ１－０をフォーマットしてから、Ｌ１
層の領域Ｒ１－１をフォーマットし、さらに、領域Ｒ２の最終記録アドレスは“Ｌ０層、
６０００”であるので、記録再生装置３１は、Ｌ１層の領域Ｒ２－１をフォーマットして
から、Ｌ０層の領域Ｒ２－０をフォーマットする。なお、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘ
の何れにもデータが記録されていない場合、記録再生装置３１は、例えば、予め定められ
た記録層（例えば、Ｌ０層）の領域Ｒｘからフォーマットしてもよく、あるいは、領域Ｒ
（ｘ－１）の最終記録アドレスによって示される位置が含まれる記録層とは異なる記録層
の領域Ｒｘからフォーマットするようにしてもよい。
【０２１１】
　次に、図１５および図１６のフローチャートを参照して、最終記録アドレス記憶部３３
４が、領域Ｒｘごとの最終記録アドレスを記憶している場合における、記録再生装置３１
によるバックグランドフォーマットの処理を説明する。
【０２１２】
　このバックグランドフォーマットの処理は、記録再生装置３１に、パーシャルフォーマ
ットが完了した光ディスク３３が装着されるか、または記録再生装置３１に装着された光
ディスク３３のパーシャルフォーマットが完了すると開始される。なお、ステップＳ８１
乃至ステップＳ８４の処理のそれぞれは、図１１のステップＳ１１の処理乃至ステップＳ
１４の処理のそれぞれと同様なので、その説明は省略する。
【０２１３】
　ステップＳ８４において、ディスクアクセス処理部３３３が信号処理部５６を制御して
、ディスクアクセス処理を実行させ、光ディスク３３にデータを記録させると、ステップ
Ｓ８５において、最終記録アドレス記憶部３３４は、ディスクアクセス処理（ステップＳ
８４の処理）において、光ディスク３３のユーザエリアに記録されたデータのうち、最後
に光ディスク３３に記録されたデータが、記録されたユーザエリアの位置を示す最終記録
アドレス（例えば、物理アドレス）を記憶し、処理はステップＳ８３に戻る。
【０２１４】
　例えば、最終記録アドレス記憶部３３４が、図１４に示した領域Ｒｘごとの最終記録ア
ドレスを記憶しており、記録再生装置３１がディスクアクセス処理（ステップＳ８４の処
理）において、例えば、領域Ｒ１のＬ１層の物理アドレスが“５０００”によって特定さ
れる領域（位置）にデータを記録した場合、最終記録アドレス記憶部３３４は、領域Ｒ１
の最終記録アドレスとして、“Ｌ１層、５０００”を記憶する。
【０２１５】
　なお、より詳細には、ディスクアクセス処理において、光ディスク３３に記録されてい
るデータの読み出しを要求するディスクアクセス要求に応じて、光ディスク３３に記録さ
れているデータを読み出す処理を行った場合には、光ディスク３３にデータを記録してい
ないので、ステップＳ８５の処理は行われない。
【０２１６】
　次に、ステップＳ８３において、アイドル状態であると判定された場合、すなわち、情
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報処理装置３２から制御部５１にディスクアクセス要求が供給されていないと判定された
場合、ステップＳ８６に進み、その後、ステップＳ８６の処理乃至ステップＳ９７の処理
を行うが、ステップＳ８６の処理およびステップＳ８８の処理乃至ステップＳ９７の処理
のそれぞれは、図１１および図１２におけるステップＳ１６の処理およびステップＳ１８
の処理乃至ステップＳ２７の処理のそれぞれと同様なので、その説明は省略する。
【０２１７】
　ステップＳ８７において、制御部５１は、領域Ｒｘのフォーマットの処理を行う。なお
、領域Ｒｘのフォーマットの処理の詳細は後述するが、領域Ｒｘのフォーマットの処理に
おいて、制御部５１は、必要に応じて、最終記録アドレス記憶部３３４が記憶している領
域Ｒｘごとの最終記録アドレスを参照し、信号制御部５６を制御してディアイス処理を行
わせ、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０またはＬ１層の領域Ｒｘ－１をフォーマットさせる。
【０２１８】
　このようにして、記録再生装置３１は、ディスクアクセス処理を行って光ディスク３３
にデータを記録すると、ユーザエリアの領域Ｒｘごとに最終記録アドレスを記憶する。
【０２１９】
　次に、図１７のフローチャートを参照して、図１５のステップＳ８７の処理に対応する
領域Ｒｘのフォーマットの処理を説明する。なお、図１７において、ステップＳ１２１の
処理、ステップＳ１２２の処理、ステップＳ１２４の処理、およびステップＳ１２５の処
理のそれぞれは、図１３におけるステップＳ５１の処理、ステップＳ５２の処理、ステッ
プＳ５４の処理、およびステップＳ５５の処理のそれぞれと同様なので、その説明は省略
する。
【０２２０】
　ステップＳ１２２において、Ｌ１層の領域Ｒｘ－１のフォーマットが完了していないと
判定された場合、すなわち、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘ（領域Ｒｘ－０および領域Ｒ
ｘ－１）のフォーマットが完了していない場合、ステップＳ１２３に進み、フォーマット
処理部３３５のディアイス処理部４０１は、信号処理部５６を制御して、最終記録アドレ
ス記憶部３３４が記憶している領域Ｒｘの最終記録アドレスが示す位置（ユーザエリアの
記録領域）を含む記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘをフォーマットさせて、処理は終了
する。なお、最終記録アドレス記憶部３３４が、領域Ｒｘの最終記憶アドレスを記憶して
いない場合、すなわち、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘにダミーデータ以外のデータ（デ
ィスクアクセス処理により記録されたデータ）が記録されていない場合、フォーマット処
理部３３５のディアイス処理部４０１は、例えば、予め定められた記録層（Ｌ０層または
Ｌ１層）の領域Ｒｘをフォーマットさせる。
【０２２１】
　例えば、図９において、領域２８１および領域２８２からなる領域を領域Ｒ０－０とし
、領域２８５を領域Ｒ０－１とし、領域Ｒ０－０および領域Ｒ０－１からなる領域を領域
Ｒ０とし、領域Ｒ０の最終記録アドレスが示す位置が領域２８２であり、次にフォーマッ
トする領域Ｒｘを示す情報によって示される領域Ｒｘが、領域Ｒ０である場合、フォーマ
ット処理部３３５のディアイス処理部４０１は、信号処理部５６を制御して、領域２８２
が含まれているＬ０層とは異なるＬ１層の領域Ｒ０－１（領域２８５）を優先的にフォー
マットさせる。
【０２２２】
　このようにして、記録再生装置３１は、必要に応じて、最終記録アドレス記憶部３３４
が記録している、領域Ｒｘごとの最終記録アドレスを参照して、領域Ｒｘをフォーマット
する。例えば、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘのうち、Ｌ０層の領域Ｒｘ－０または、Ｌ
１層の領域Ｒｘ－１のどちらか一方の記録層の領域Ｒｘのフォーマットだけが完了してい
る場合、もう一方の記録層の領域Ｒｘをフォーマットし、Ｌ０層およびＬ１層の領域Ｒｘ
のフォーマットが完了していない場合には、最終記録アドレス記憶部３３４が記録してい
る、領域Ｒｘごとの最終記録アドレスを参照して、最終記録アドレスが示す位置を含む記
録層とは異なる記録層の領域Ｒｘを優先的にフォーマットする。
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【０２２３】
　このように、領域Ｒｘごとの最終記録アドレスを記憶し、領域Ｒｘの最終記録アドレス
によって示される位置（領域）を含む記録層とは異なる記録層の領域Ｒｘを優先してフォ
ーマットすることで、ユーザエリアへのデータの記録を再開する場合に、最終記録アドレ
スが示す位置を含む記録層の領域Ｒｘがフォーマットされている可能性をより低くするこ
とができ、これにより、光ディスク３３の記録領域に繰り返しデータが上書きされること
による、記録領域の劣化を抑制することができる。
【０２２４】
　以上のように、本発明によれば、２層式の光ディスクに対してバックグランドフォーマ
ットを行っている途中にディスク取り出し要求が供給された場合においても、Ｌ０層のユ
ーザエリアおよびＬ１層のユーザエリアのそれぞれ対応する位置に、一時的なリードアウ
トエリア（TLO）またはミドルエリア（TMA）を設けて、リードインエリアから、TLOまた
はTMAまでの領域の未記録領域にダミーデータを記録するようにしたので、記録再生装置
が、バックグランドフォーマットが完了していない光ディスクを排出したときでも、記録
再生装置は、擬似的にフルフォーマットされた光ディスクを排出することができ、これに
より、記録手段を有さない再生装置においても、フルフォーマットされていない２層式の
光ディスクを再生することができる。
【０２２５】
　また、本発明によれば、Ｌ０層のユーザエリアに対するディアイス処理と、Ｌ１層のユ
ーザエリアに対するディアイス処理とを並行して行うようにしたので、ディスク取り出し
要求が供給された場合に、ディスク取り出し要求が供給されてからダミーデータを記録す
る領域をより小さくすることができ、これにより、２層式の光ディスクをフォーマットし
ている途中に光ディスクの取り出し（排出）が要求された場合に、より迅速に光ディスク
を排出することができる。
【０２２６】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、
そのソフトウェアを構成するプログラムが、光ディスク３３から読み出され、光ピックア
ップ５５から、信号処理部５６および制御部５１を介してワークメモリ５２に供給されて
記憶されるか、または、情報処理装置３２から、信号処理部５６および制御部５１を介し
てワークメモリ５２に供給されて記憶される。
【０２２７】
　また、本明細書において、記録媒体に格納されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】従来の２層式の光ディスクを説明する図である。
【図２】本発明を適用した記録再生装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】パラレル方式の光ディスクの記録領域を示す図である。
【図４】オポジット方式の光ディスクの記録領域を示す図である。
【図５】FDCBに記録される情報の一例を示す図である。
【図６】パラレル方式の光ディスクのバックグランドフォーマットを説明するための図で
ある。
【図７】オポジット方式の光ディスクのバックグランドフォーマットを説明する図である
。
【図８】ユーザエリアの分割の一例を説明する図である。
【図９】ユーザエリアの各領域に対してディアイス処理を行う順番を説明する図である。
【図１０】制御部の機能の構成の例を示すブロック図である。
【図１１】バックグランドフォーマットの処理を説明するフローチャートである。
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【図１２】バックグランドフォーマットの処理を説明するフローチャートである。
【図１３】領域Ｒｘのフォーマットの処理を説明するフローチャートである。
【図１４】領域Ｒｘごとの最終記録アドレスを説明する図である。
【図１５】バックグランドフォーマットの処理を説明するフローチャートである。
【図１６】バックグランドフォーマットの処理を説明するフローチャートである。
【図１７】領域Ｒｘのフォーマットの処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０２２９】
　３１　記録再生装置，　３２　情報処理装置，　３３　光ディスク，　５１　制御部，
　５２　ワークメモリ，　５５　光ピックアップ，　５６　信号処理部，　７１　再生信
号処理部，　７２　メモリコントローラ，　７３　バッファメモリ，　７４　インターフ
ェース，　７５　記録信号処理部，　３３１　判定部，　３３２　分割部，　３３３　デ
ィスクアクセス処理部，　３３４　最終記録アドレス記憶部，　３３５　フォーマット処
理部，　３３６　フォーマット領域記憶部，　４０１　ディアイス処理部，　４０２　仮
終了データ記録制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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