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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報記録層を含み、一方面から入射されたレーザ光により、前記複数の情報記録
層のそれぞれに設けられたトラックにデータが記録される光ディスクであって、
　前記複数の情報記録層には、第１の情報記録層と、前記第１の情報記録層よりもレーザ
光入射側に設けられ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順に配置された第２～第
Ｎの情報記録層（Ｎは２以上の整数である。）とが含まれており、
　前記第１の情報記録層は、読み出し専用のコントロールデータ領域と、前記第１の情報
記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第１の記録学習領域と、ユーザ
データを記録するための第１のユーザデータ記録領域とを含んでおり、
　前記読み出し専用のコントロールデータ領域は、前記第１の情報記録層にのみに設けら
れており、
　第２～第Ｎの情報記録層のうち少なくとも一つの情報記録層は、当該情報記録層を第ｉ
の情報記録層（ｉは、２≦ｉ≦Ｎを満たす整数である。）とする場合、前記第ｉの情報記
録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第ｉの記録学習領域と、ユーザデ
ータを記録するための第ｉのユーザデータ記録領域とを含んでおり、
　前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録学習領域とは互いに異なる半径位置に配置さ
れ、かつ、前記第ｉの記録学習領域は、前記コントロールデータ領域が設けられている半
径位置範囲内に配置されており、
　かつ、前記第１の記録学習領域は、前記第ｉの情報記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉ
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のユーザデータ記録領域の間に配置されたデータが記録されていない将来の拡張のための
空き領域である記録可能な領域の半径位置範囲内に配置されており、
　前記第１の情報記録層の前記コントロールデータ領域の最内周半径位置と前記第２の情
報記録層の記録学習領域の最内周半径位置とは、所定の距離を有することを特徴とする光
ディスク。
【請求項２】
　前記Ｎが３以上の整数であり、
　前記第２～第Ｎの情報記録層に含まれる少なくとも二つの情報記録層は、それぞれ、デ
ータを記録する際の記録条件を学習するための記録学習領域を含んでおり、
　前記二つの情報記録層に含まれる前記記録学習領域は、互いに異なる半径位置に配置さ
れている請求項１に記載の光ディスク。
【請求項３】
　前記Ｎが３以上の整数であり、
　第３～第Ｎの情報記録層に含まれる少なくとも一つの情報記録層は、当該情報記録層を
第ｊの情報記録層（ｊは、３≦ｊ≦Ｎを満たす整数である。）とする場合、前記第ｊの情
報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第ｊの記録学習領域を含んで
おり、
　前記第ｊの記録学習領域は、第２～第ｊ－１の情報記録層のデータ記録が行われない領
域が設けられている半径位置範囲内に配置されている請求項１に記載の光ディスク。
【請求項４】
　前記第１～第Ｎの情報記録層に含まれる第ｋの情報記録層（ｋは、１≦ｋ≦Ｎ－１を満
たす整数である。）及び第ｋ＋１の情報記録層において、
　第ｋの情報記録層は、前記第ｋの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習す
るための第ｋの記録学習領域を含み、第ｋ＋１の情報記録層は、前記第ｋ＋１の情報記録
層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第ｋ＋１の記録学習領域を含んでお
り、
　前記第ｋの記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第ｋ＋１の記録学習領
域における最外周の半径（Ｒ２）と、前記第ｋの情報記録層及び前記第ｋ＋１の情報記録
層におけるトラックの偏心量の最大値（Δｅ）とが、
　Ｒ１－Ｒ２≧２Δｅ
の関係を満たす請求項１に記載の光ディスク。
【請求項５】
　前記第１～第Ｎの情報記録層に含まれる第ｋの情報記録層（ｋは、１≦ｋ≦Ｎ－１を満
たす整数である。）及び第ｋ＋１の情報記録層において、
　第ｋの情報記録層は、前記第ｋの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習す
るための第ｋの記録学習領域を含み、第ｋ＋１の情報記録層は、前記第ｋ＋１の情報記録
層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第ｋ＋１の記録学習領域を含んでお
り、
　前記第ｋの記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第ｋ＋１の記録学習領
域における最外周の半径（Ｒ２）と、前記第ｋの情報記録層及び前記第ｋ＋１の情報記録
層におけるトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、前記第ｋの情報記録層にレーザ光が収
束されているときの前記第ｋ＋１の情報記録層における前記レーザ光のビーム径（Ｄ）と
が、
　Ｒ１－Ｒ２≧２Δｅ＋Ｄ
の関係を満たす請求項１に記載の光ディスク。
【請求項６】
　前記第１～第Ｎの情報記録層に含まれる第ｋの情報記録層（ｋは、１≦ｋ≦Ｎ－１を満
たす整数である。）及び第ｋ＋１の情報記録層において、
　第ｋの情報記録層は、前記第ｋの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習す
るための第ｋの記録学習領域を含み、第ｋ＋１の情報記録層は、前記第ｋ＋１の情報記録
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層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第ｋ＋１の記録学習領域を含んでお
り、
　前記第ｋの記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第ｋ＋１の記録学習領
域における最外周の半径（Ｒ２）と、前記第ｋの情報記録層及び前記第ｋ＋１の情報記録
層におけるトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、トラック始端の半径位置の公差（Δｒ
）とが、
　Ｒ１－Ｒ２≧２（Δｅ＋Δｒ）
の関係を満たす請求項１に記載の光ディスク。
【請求項７】
　前記第１～第Ｎの情報記録層に含まれる第ｋの情報記録層（ｋは、１≦ｋ≦Ｎ－１を満
たす整数である。）及び第ｋ＋１の情報記録層において、
　第ｋの情報記録層は、前記第ｋの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習す
るための第ｋの記録学習領域を含み、第ｋ＋１の情報記録層は、前記第ｋ＋１の情報記録
層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第ｋ＋１の記録学習領域を含んでお
り、
　前記第ｋの記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第ｋ＋１の記録学習領
域における最外周の半径（Ｒ２）と、前記第ｋの情報記録層及び前記第ｋ＋１の情報記録
層におけるトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、トラック始端の半径位置の公差（Δｒ
）と、前記第ｋの情報記録層にレーザ光が収束されているときの前記第ｋ＋１の情報記録
層における前記レーザ光のビーム径（Ｄ）とが、
　Ｒ１－Ｒ２≧２（Δｅ＋Δｒ）＋Ｄ
の関係を満たす請求項１に記載の光ディスク。
【請求項８】
　レーザ光入射面から前記第１の情報記録層までの距離が、単一情報記録層を有する光デ
ィスクにおけるレーザ光入射面と単一情報記録層との距離と等しい請求項１記載の光ディ
スク。
【請求項９】
　前記第１～第Ｎの情報記録層へのユーザデータの書き込みは、内周側から外周側又は外
周側から内周側へと連続的に行われる請求項１に記載の光ディスク。
【請求項１０】
　前記第１の情報記録層には、内周側から、少なくとも前記コントロールデータ領域と、
前記第１の記録学習領域と、前記第１のユーザデータ記録領域とがこの順に配置され、
　前記第ｉの情報記録層には、内周側から、少なくとも前記第ｉの記録学習領域と前記第
ｉのユーザデータ記録領域とがこの順に配置されている請求項１に記載の光ディスク。
【請求項１１】
　前記複数の情報記録層には、レーザ光入射側からみて前記第１の情報記録層よりも遠く
に配置された情報記録層が含まれている請求項１に記載の光ディスク。
【請求項１２】
　前記複数の情報記録層が前記第１の情報記録層及び前記第２の情報記録層の２層の情報
記録層からなり、
　前記第２の情報記録層は、前記第２の情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学
習するための第２の記録学習領域と、ユーザデータを記録するための第２のユーザデータ
記録領域とを含んでおり、
　前記第１の記録学習領域と前記第２の記録学習領域とは、互いに半径位置の異なる領域
に配置されており、かつ、前記第２の記録学習領域は、前記コントロールデータ領域に対
向して配置されていることを特徴とする請求項１に記載の光ディスク。
【請求項１３】
　前記第１の情報記録層には、内周側から、少なくとも前記コントロールデータ領域と、
前記第１の記録学習領域と、前記第１のユーザデータ記録領域とがこの順に配置され、
　前記第２の情報記録層には、内周側から、少なくとも前記第２の記録学習領域と前記第
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２のユーザデータ記録領域とがこの順に配置されている請求項１２に記載の光ディスク。
【請求項１４】
　前記第１の記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第２の記録学習領域に
おける最外周の半径（Ｒ２）と、前記第１の情報記録層及び前記第２の情報記録層におけ
るトラックの偏心量の最大値（Δｅ）とが、
　Ｒ１－Ｒ２≧２Δｅ
の関係を満たす請求項１２に記載の光ディスク。
【請求項１５】
　前記第１の記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第２の記録学習領域に
おける最外周の半径（Ｒ２）と、前記第１の情報記録層及び前記第２の情報記録層におけ
るトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、前記第１の情報記録層にレーザ光が収束されて
いるときの前記第２の情報記録層における前記レーザ光のビーム径（Ｄ）とが、
　Ｒ１－Ｒ２≧２Δｅ＋Ｄ
の関係を満たす請求項１２に記載の光ディスク。
【請求項１６】
　前記第１の記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第２の記録学習領域に
おける最外周の半径（Ｒ２）と、前記第１の情報記録層及び前記第２の情報記録層におけ
るトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、トラック始端の半径位置の公差（Δｒ）とが、
　Ｒ１－Ｒ２≧２（Δｅ＋Δｒ）
の関係を満たす請求項１２に記載の光ディスク。
【請求項１７】
　前記第１の記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、前記第２の記録学習領域に
おける最外周の半径（Ｒ２）と、前記第１の情報記録層及び前記第２の情報記録層におけ
るトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、トラック始端の半径位置の公差（Δｒ）と、前
記第１の情報記録層にレーザ光が収束されているときの前記第２の情報記録層における前
記レーザ光のビーム径（Ｄ）とが、
　Ｒ１－Ｒ２≧２（Δｅ＋Δｒ）＋Ｄ
の関係を満たす請求項１２に記載の光ディスク。
【請求項１８】
　少なくとも、第１の情報記録層と、前記第１の情報記録層よりもレーザ光入射側に設け
られ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順に配置された第２～第Ｎの情報記録層
（Ｎは２以上の整数である。）とを含む光ディスクを製造する方法であって、
　前記第１の情報記録層を、少なくとも、読み出し専用のコントロールデータ領域と、前
記第１の情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第１の記録学習領
域と、ユーザデータを記録するための第１のユーザデータ記録領域とが含まれるように形
成し、
　前記読み出し専用のコントロールデータ領域は、前記第１の情報記録層にのみに設けら
れており、
　第２～第Ｎの情報記録層のうち少なくとも一つの情報記録層を、当該情報記録層を第ｉ
の情報記録層（ｉは、２≦ｉ≦Ｎを満たす整数である。）とする場合、前記第ｉの情報記
録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第ｉの記録学習領域と、ユーザデ
ータを記録するための第ｉのユーザデータ記録領域とが含まれるように形成し、
　かつ、前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録学習領域とが互いに異なる半径位置に
配置され、かつ、前記第ｉの記録学習領域が、前記コントロールデータ領域が設けられて
いる半径位置範囲内に配置されるように、前記第１の記録学習領域及び第ｉの記録学習領
域を形成し、
　かつ、前記第１の記録学習領域は、前記第ｉの情報記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉ
のユーザデータ記録領域の間に配置されたデータが記録されていない将来の拡張のための
空き領域である記録可能な領域の半径位置範囲内に配置されており、
　前記第１の情報記録層の前記コントロールデータ領域の最内周半径位置と前記第２の情
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報記録層の記録学習領域の最内周半径位置とは、所定の距離を有することを特徴とする光
ディスクの製造方法。
【請求項１９】
　光ディスクの一方面からレーザ光を入射して、前記光ディスクに含まれる複数の情報記
録層のそれぞれに設けられたトラックにデータを記録する記録方法であって、
　前記光ディスクには、第１の情報記録層と、前記第１の情報記録層よりもレーザ光入射
側に設けられ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順に配置された第２～第Ｎの情
報記録層（Ｎは２以上の整数である。）とが含まれており、
　前記第１の情報記録層は、読み出し専用のコントロールデータ領域と、前記第１の情報
記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第１の記録学習領域と、ユーザ
データを記録するための第１のユーザデータ記録領域とを含み、前記第２～第Ｎの情報記
録層は、第２～第Ｎの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第２
～第Ｎの記録学習領域と、ユーザデータを記録するための第２～第Ｎのユーザデータ記録
領域とをそれぞれ含んでおり、
　前記読み出し専用のコントロールデータ領域は、前記第１の情報記録層にのみに設けら
れており、
　前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録学習領域とは互いに異なる半径位置に配置さ
れ、かつ、前記第ｉの記録学習領域は、前記コントロールデータ領域が設けられている半
径位置範囲内に配置されており、
　かつ、前記第１の記録学習領域は、前記第ｉの情報記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉ
のユーザデータ記録領域の間に配置されたデータが記録されていない将来の拡張のための
空き領域である記録可能な領域の半径位置範囲内に配置されており、
　前記第１の情報記録層の前記コントロールデータ領域の最内周半径位置と前記第２の情
報記録層の記録学習領域の最内周半径位置とは、所定の距離を有し、
　前記記録方法は、前記第２～第Ｎの記録学習領域の少なくとも一つを介して前記コント
ロールデータ領域の少なくとも一部にレーザ光を照射し、前記コントロールデータ領域に
記録されているコントロールデータを再生し、前記第１～第Ｎの情報記録層にデータを記
録することを特徴とするデータの記録方法。
【請求項２０】
　光ディスクの一方面からレーザ光を入射して、前記光ディスクに含まれる複数の情報記
録層のそれぞれに設けられたトラックに記録されたデータを再生する再生方法であって、
　前記光ディスクには、第１の情報記録層と、前記第１の情報記録層よりもレーザ光入射
側に設けられ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順に配置された第２～第Ｎの情
報記録層（Ｎは２以上の整数である。）とが含まれており、
　前記第１の情報記録層は、読み出し専用のコントロールデータ領域と、前記第１の情報
記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第１の記録学習領域と、ユーザ
データを記録するための第１のユーザデータ記録領域とを含み、第２～第Ｎの情報記録層
は、前記第２～第Ｎの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第２
～第Ｎの記録学習領域と、ユーザデータを記録するための第２～第Ｎのユーザデータ記録
領域とをそれぞれ含んでおり、
　前記読み出し専用のコントロールデータ領域は、前記第１の情報記録層にのみに設けら
れており、
　前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録学習領域とは互いに異なる半径位置に配置さ
れ、かつ、前記第ｉの記録学習領域は、前記コントロールデータ領域が設けられている半
径位置範囲内に配置されており、
　かつ、前記第１の記録学習領域は、前記第ｉの情報記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉ
のユーザデータ記録領域の間に配置されたデータが記録されていない将来の拡張のための
空き領域である記録可能な領域の半径位置範囲内に配置されており、
　前記第１の情報記録層の前記コントロールデータ領域の最内周半径位置と前記第２の情
報記録層の記録学習領域の最内周半径位置とは、所定の距離を有し、
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　前記再生方法は、前記第２～第Ｎの記録学習領域の少なくとも一つを介して前記コント
ロールデータ領域の少なくとも一部にレーザ光を照射し、前記コントロールデータ領域に
記録されているコントロールデータを再生することを特徴とするデータの再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の情報記録層を含み、少なくとも二つの情報記録層に最適な記録条件を
求めるための記録学習領域が設けられた光ディスク及びその製造方法と、この光ディスク
を用いたデータの記録方法及び再生方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ディスクの高密度化、大容量化が進んでおり、光ディスクの信頼性を確保する
ことが重要になっている。そこで、信頼性を確保するため、光ディスクに記録学習領域を
設け、この記録学習領域に試し記録を行うことにより記録条件を求める記録学習処理を行
う技術が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。記録学習とは、記録時に光ディ
スクに照射されるレーザ光に関するパルス条件を最適化する動作のことである。パルス条
件には、例えば、記録時に光ディスクに照射されるレーザパルスのパワー値、レーザパル
スの発生タイミング及び長さ等が含まれる。
【０００３】
　また、記録再生用のレーザ光に対して半透明な情報記録層をレーザ光入射側（手前）に
配置し、さらに奥に情報記録層を配置して２層化することにより、記録容量を倍増させる
光ディスクの開発も盛んである。このような２層型光ディスクにおいても記録学習が必要
であり、手前の情報記録層（Ｌ１層という。）と奥の情報記録層（Ｌ０層という。）のそ
れぞれについて、データの記録の前に記録条件の学習がなされる技術が提案されている。
（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００１－３３８４２２号公報
【特許文献２】特開２０００－３１１３４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記記録学習動作は、Ｌ０層において最適な記録条件の抽出が行われな
い可能性がある。記録学習では、データを記録するのに適切な記録パワー（最適記録パワ
ー）に比べ、かなり高いパワーでテスト信号を記録することも考えられる。よって、最適
記録パワーではＬ１層の記録の有無がＬ０層への記録品質に影響を与えないような光ディ
スクであっても、かなりパワーの高いテスト記録パワーではＬ１層をレーザ光が通過する
ときに強度変化などの影響を受けてしまい、記録学習動作によってＬ０層の最適記録パワ
ーが得られないことが考えられる。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、記録可能な情報記録層を複数備えた
光ディスクにおいて、レーザ光入射側に位置する情報記録層の記録状態にかかわらず、奥
の情報記録層においても精度の良い記録学習が可能な光ディスクとその製造方法とを提供
し、さらに、この光ディスクを用いたデータの記録方法及び再生方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の光ディスクは、複数の情報記録層を含み、一方面から入射されたレーザ光によ
り、前記複数の情報記録層のそれぞれに設けられたトラックにデータが記録される光ディ
スクであって、前記複数の情報記録層には、第１の情報記録層と、前記第１の情報記録層
よりもレーザ光入射側に設けられ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順に配置さ
れた第２～第Ｎの情報記録層（Ｎは２以上の整数である。）とが含まれており、前記第１
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の情報記録層は、読み出し専用のコントロールデータ領域と、前記第１の情報記録層にデ
ータを記録する際の記録条件を学習するための第１の記録学習領域と、ユーザデータを記
録するための第１のユーザデータ記録領域とを含んでおり、前記読み出し専用のコントロ
ールデータ領域は、前記第１の情報記録層にのみに設けられており、第２～第Ｎの情報記
録層のうち少なくとも一つの情報記録層は、当該情報記録層を第ｉの情報記録層（ｉは、
２≦ｉ≦Ｎを満たす整数である。）とする場合、前記第ｉの情報記録層にデータを記録す
る際の記録条件を学習するための第ｉの記録学習領域と、ユーザデータを記録するための
第ｉのユーザデータ記録領域とを含んでおり、前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録
学習領域とは互いに異なる半径位置に配置され、かつ、前記第ｉの記録学習領域は、前記
コントロールデータ領域が設けられている半径位置範囲内に配置されており、かつ、前記
第１の記録学習領域は、前記第ｉの情報記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉのユーザデー
タ記録領域の間に配置されたデータが記録されていない将来の拡張のための空き領域であ
る記録可能な領域の半径位置範囲内に配置されており、前記第１の情報記録層の前記コン
トロールデータ領域の最内周半径位置と前記第２の情報記録層の記録学習領域の最内周半
径位置とは、所定の距離を有することを特徴としている。
【０００７】
　なお、本発明の光ディスクにおいて、第ｉの記録学習領域がコントロールデータ領域が
設けられている半径位置範囲内に配置されているとは、トラックの偏心や公差が存在する
場合等に第ｉの記録学習領域がコントロールデータ領域の半径位置範囲内から少しはみ出
す場合も含むものとする。また、上記本発明の光ディスクにおいて、Ｎ＝２の場合とは、
第１の情報記録層よりもレーザ光入射側に配置された情報記録層が一つである場合のこと
である。すなわち、このとき第１の情報記録層よりもレーザ光入射側に配置されている情
報記録層は、第２の情報記録層のみである。以下に示す本発明の光ディスクの製造方法、
データの記録方法及びデータの再生方法においても同様である。
【０００８】
　本発明の光ディスクの製造方法は、少なくとも、第１の情報記録層と、前記第１の情報
記録層よりもレーザ光入射側に設けられ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順に
配置された第２～第Ｎの情報記録層（Ｎは２以上の整数である。）とを含む光ディスクを
製造する方法であって、前記第１の情報記録層を、少なくとも、読み出し専用のコントロ
ールデータ領域と、前記第１の情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するた
めの第１の記録学習領域と、ユーザデータを記録するための第１のユーザデータ記録領域
とが含まれるように形成し、前記読み出し専用のコントロールデータ領域は、前記第１の
情報記録層にのみに設けられており、第２～第Ｎの情報記録層のうち少なくとも一つの情
報記録層を、当該情報記録層を第ｉの情報記録層（ｉは、２≦ｉ≦Ｎを満たす整数である
。）とする場合、前記第ｉの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するため
の第ｉの記録学習領域と、ユーザデータを記録するための第ｉのユーザデータ記録領域と
が含まれるように形成し、かつ、前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録学習領域とが
互いに異なる半径位置に配置され、かつ、前記第ｉの記録学習領域が、前記コントロール
データ領域が設けられている半径位置範囲内に配置されるように、前記第１の記録学習領
域及び第ｉの記録学習領域を形成し、かつ、前記第１の記録学習領域は、前記第ｉの情報
記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉのユーザデータ記録領域の間に配置されたデータが記
録されていない将来の拡張のための空き領域である記録可能な領域の半径位置範囲内に配
置されており、前記第１の情報記録層の前記コントロールデータ領域の最内周半径位置と
前記第２の情報記録層の記録学習領域の最内周半径位置とは、所定の距離を有することを
特徴としている。
【０００９】
　本発明のデータの記録方法は、光ディスクの一方面からレーザ光を入射して、前記光デ
ィスクに含まれる複数の情報記録層のそれぞれに設けられたトラックにデータを記録する
記録方法であって、前記光ディスクには、第１の情報記録層と、前記第１の情報記録層よ
りもレーザ光入射側に設けられ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順に配置され



(8) JP 4740993 B2 2011.8.3

10

20

30

40

50

た第２～第Ｎの情報記録層（Ｎは２以上の整数である。）とが含まれており、前記第１の
情報記録層は、読み出し専用のコントロールデータ領域と、前記第１の情報記録層にデー
タを記録する際の記録条件を学習するための第１の記録学習領域と、ユーザデータを記録
するための第１のユーザデータ記録領域とを含み、前記第２～第Ｎの情報記録層は、第２
～第Ｎの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第２～第Ｎの記録
学習領域と、ユーザデータを記録するための第２～第Ｎのユーザデータ記録領域とをそれ
ぞれ含んでおり、前記読み出し専用のコントロールデータ領域は、前記第１の情報記録層
にのみに設けられており、前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録学習領域とは互いに
異なる半径位置に配置され、かつ、前記第ｉの記録学習領域は、前記コントロールデータ
領域が設けられている半径位置範囲内に配置されており、かつ、前記第１の記録学習領域
は、前記第ｉの情報記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉのユーザデータ記録領域の間に配
置されたデータが記録されていない将来の拡張のための空き領域である記録可能な領域の
半径位置範囲内に配置されており、前記第１の情報記録層の前記コントロールデータ領域
の最内周半径位置と前記第２の情報記録層の記録学習領域の最内周半径位置とは、所定の
距離を有し、前記記録方法は、前記第２～第Ｎの記録学習領域の少なくとも一つを介して
前記コントロールデータ領域の少なくとも一部にレーザ光を照射し、前記コントロールデ
ータ領域に記録されているコントロールデータを再生し、前記第１～第Ｎの情報記録層に
データを記録することを特徴としている。
【００１０】
　本発明のデータの再生方法は、光ディスクの一方面からレーザ光を入射して、前記光デ
ィスクに含まれる複数の情報記録層のそれぞれに設けられたトラックに記録されたデータ
を再生する再生方法であって、前記光ディスクには、第１の情報記録層と、前記第１の情
報記録層よりもレーザ光入射側に設けられ、かつ、前記第１の情報記録層に近い側から順
に配置された第２～第Ｎの情報記録層（Ｎは２以上の整数である。）とが含まれており、
前記第１の情報記録層は、読み出し専用のコントロールデータ領域と、前記第１の情報記
録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第１の記録学習領域と、ユーザデ
ータを記録するための第１のユーザデータ記録領域とを含み、前記第２～第Ｎの情報記録
層は、第２～第Ｎの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第２～
第Ｎの記録学習領域と、ユーザデータを記録するための第２～第Ｎのユーザデータ記録領
域とをそれぞれ含んでおり、前記読み出し専用のコントロールデータ領域は、前記第１の
情報記録層にのみに設けられており、前記第１の記録学習領域と前記第ｉの記録学習領域
とは互いに異なる半径位置に配置され、かつ、前記第ｉの記録学習領域は、前記コントロ
ールデータ領域が設けられている半径位置範囲内に配置されており、かつ、前記第１の記
録学習領域は、前記第ｉの情報記録層の第ｉの記録学習領域と第ｉのユーザデータ記録領
域の間に配置されたデータが記録されていない将来の拡張のための空き領域である記録可
能な領域の半径位置範囲内に配置されており、前記第１の情報記録層の前記コントロール
データ領域の最内周半径位置と前記第２の情報記録層の記録学習領域の最内周半径位置と
は、所定の距離を有し、前記再生方法は、前記第２～第Ｎの記録学習領域の少なくとも一
つを介して前記コントロールデータ領域の少なくとも一部にレーザ光を照射し、前記コン
トロールデータ領域に記録されているコントロールデータを再生することを特徴としてい
る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の光ディスク及びその製造方法によれば、複数の情報記録層を備えた光ディスク
において、レーザ光入射側に位置する情報記録層の記録状態にかかわらず、奥の情報記録
層においても精度の良い記録学習が可能な光ディスクを提供できる。また、本発明のデー
タの記録方法及び再生方法によれば、本発明の光ディスクに対し、情報記録層毎に適切な
条件でデータを記録及び再生できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
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　本発明の光ディスクは、第１の情報記録層に再生専用のコントロールデータ領域と第１
の記録学習領域とを設け、第１の情報記録層よりもレーザ光入射側に配置されている第２
～第Ｎの情報記録層の少なくとも一つ（第ｉの情報記録層）には、第１の情報記録層のコ
ントロールデータ領域が設けられている半径位置範囲内に第ｉの記録学習領域を設けてい
る。すなわち、第１の情報記録層と、第２～第Ｎの情報記録層のうち少なくとも一つの層
とは、それぞれに含まれる記録学習領域が同じ半径位置に設けられない（記録学習領域が
重ならない）構成になっている。例えば、本発明の光ディスクに含まれる情報記録層が２
層（第１の情報記録層及び第２の情報記録層）である場合について説明すれば、第２の情
報記録層は、この第２の情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第
２の記録学習領域と、ユーザデータを記録するための第２のユーザデータ記録領域とを含
んでおり、第１の記録学習領域と第２の記録学習領域とは、互いに半径位置の異なる領域
に配置されており、かつ、第２の記録学習領域は、コントロールデータ領域に対向して配
置される。従って、手前に位置する第ｉの情報記録層の記録状態によって透過するレーザ
光の強度が影響を受ける場合であっても、第１の情報記録層に対し適切な記録学習が可能
になる。また、第ｉの記録学習領域は、第１の情報記録層のコントロールデータ領域が配
置されている半径位置範囲内に設けられている、すなわち、第ｉの記録学習領域とコント
ロールデータ領域とが重なるが、レーザ光が手前の第ｉの情報記録層を透過する時にその
記録学習領域の記録状態による強度変化を受けても、コントロールデータの再生信号品質
に与える影響はほとんどない。また、第１の情報記録層には、内周側から、少なくともコ
ントロールデータ領域と、第１の記録学習領域と、第１のユーザデータ記録領域とがこの
順に配置され、第ｉの情報記録層には、内周側から、少なくとも第ｉの記録学習領域と第
ｉのユーザデータ記録領域とがこの順に配置されていてもよい。
【００１３】
　本発明の光ディスクにおいて、Ｎが３以上の整数であって、第２～第Ｎの情報記録層に
含まれる少なくとも二つの情報記録層が、それぞれ、データを記録する際の記録条件を学
習するための記録学習領域を含んでいる場合、これら二つの情報記録層に含まれる記録学
習領域が互いに異なる半径位置に配置されていることが好ましい。これにより、レーザ光
入射側からみてより奥側に配置された情報記録層の記録学習を行う際、レーザ光入射側か
らみてより手前側に配置された情報記録層の記録状態に影響を受けないので、奥側に位置
する情報記録層に対して適切な記録学習が可能となる。
【００１４】
　本発明の光ディスクにおいて、Ｎが３以上の整数であって、第３～第Ｎの情報記録層に
含まれる少なくとも一つの情報記録層（この情報記録層を第ｊの情報記録層とする。ただ
し、ｊは、３≦ｊ≦Ｎを満たす整数である。）が、第ｊの情報記録層にデータを記録する
際の記録条件を学習するための第ｊの記録学習領域を含んでいる場合、第ｊの記録学習領
域は、第２～第ｊ－１の情報記録層のデータ記録が行われない領域が設けられている半径
位置範囲内に配置されていることが好ましい。これにより、記録容量を減縮することなく
、複数の情報記録層を有する光ディスクを実現できる。
【００１５】
　また、本発明の光ディスクの第１～第Ｎの情報記録層に含まれる第ｋの情報記録層（ｋ
は、１≦ｋ≦Ｎ－１を満たす整数である。）及び第ｋ＋１の情報記録層において、第ｋの
情報記録層がこの第ｋの情報記録層にデータを記録する際の記録条件を学習するための第
ｋの記録学習領域を含み、第ｋ＋１の情報記録層がこの第ｋ＋１の情報記録層にデータを
記録する際の記録条件を学習するための第ｋ＋１の記録学習領域を含んでいる場合、第ｋ
の記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、第ｋ＋１の記録学習領域における最外
周の半径（Ｒ２）と、第ｋの情報記録層及び第ｋ＋１の情報記録層におけるトラックの偏
心量の最大値（Δｅ）とが、Ｒ１－Ｒ２≧２Δｅの関係を満たすことが好ましい。また、
この場合、第ｋの記録学習領域における最内周の半径（Ｒ１）と、第ｋ＋１の記録学習領
域における最外周の半径（Ｒ２）と、第ｋの情報記録層及び第ｋ＋１の情報記録層におけ
るトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、第ｋの情報記録層にレーザ光が収束されている
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ときの第ｋ＋１の情報記録層における前記レーザ光のビーム径（Ｄ）とが、Ｒ１－Ｒ２≧
２Δｅ＋Ｄの関係を満たすことがより好ましい。また、この場合、第ｋの記録学習領域に
おける最内周の半径（Ｒ１）と、第ｋ＋１の記録学習領域における最外周の半径（Ｒ２）
と、第ｋの情報記録層及び第ｋ＋１の情報記録層におけるトラックの偏心量の最大値（Δ
ｅ）と、トラック始端の半径位置の公差（Δｒ）とが、Ｒ１－Ｒ２≧２（Δｅ＋Δｒ）の
関係を満たすことも好ましく、第ｋの情報記録層にレーザ光が収束されているときの前記
第ｋ＋１の情報記録層における前記レーザ光のビーム径（Ｄ）も考慮して、Ｒ１－Ｒ２≧
２（Δｅ＋Δｒ）＋Ｄの関係を満たすことがより好ましい。Ｒ１－Ｒ２を以上のように設
定することにより、トラックの偏心や公差が存在した場合でも、互いに隣接する情報記録
層に含まれる第ｋの記録学習領域と第ｋ＋１の記録学習領域とが重ならないようにできる
ので、奥側の第ｋの情報記録層に対する記録学習を適切に行うことができるからである。
【００１６】
　本発明の光ディスクでは、レーザ光入射面から第１の情報記録層までの距離が、単一情
報記録層を有する光ディスクにおけるレーザ光入射面と単一情報記録層との距離と等しい
ことが好ましい。
【００１７】
　本発明の光ディスクでは、第１の情報記録層に含まれるコントロールデータ領域に、第
１～第Ｎの情報記録層に関するコントロールデータが記録されていてもよい。この場合、
第１の情報記録層にアクセスすることで全ての情報記録層の識別情報を得ることが可能と
なり、例えばスタートアップ動作が早くなる等の利点がある。
【００１８】
　本発明の光ディスクでは、第１～第Ｎの情報記録層へのユーザデータの書き込みは、内
周側から外周側又は外周側から内周側へと連続的に行われてもよい。このように書き込み
方向を設定すれば、手前の情報記録層の記録状態の影響を受けないように奥の情報記録層
にユーザデータを書き込むことも可能となるので、手前の情報記録層について、例えば記
録材料の選択範囲が広がる等の利点がある。
【００１９】
　本発明の光ディスクにおいては、コントロールデータ領域に、エンボス状のピット、ウ
ォブルグルーブ及びウォブルピットから選択される少なくとも一つによって予めコントロ
ールデータを記録しておくことが好ましい。
【００２０】
　本発明の光ディスクに含まれる複数の情報記録層には、レーザ光入射側からみて第１の
情報記録層よりも遠くに配置された（第１の情報記録層に対してレーザ光入射側と反対側
に配置された）情報記録層がさらに含まれていてもよい。
【００２１】
　本発明の光ディスクの製造方法では、第１の記録学習領域と、第２～第Ｎの情報記録層
の少なくとも一つの第ｉの記録学習領域とが互いに異なる半径位置に配置され、かつ、第
ｉの記録学習領域が、コントロールデータ領域が設けられている半径位置範囲内に配置さ
れるように、第１の情報記録層及び第ｉの情報記録層を形成する。従って、上記した本発
明の光ディスクのような、レーザ光入射側に位置する第ｉの情報記録層の記録状態にかか
わらず、第１の情報記録層に対して精度の良い記録学習が可能な光ディスクを提供できる
。
【００２２】
　本発明のデータの記録方法又は再生方法では、データを記録又は再生する前に、予め、
レーザ光入射側からみて手前に配置された情報記録層の記録学習領域を介してコントロー
ルデータ領域にレーザ光を照射してコントロールデータを再生する。これにより、各情報
記録層の識別情報等を得て情報記録層毎に適切な条件でデータを記録又は再生できる。
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明を行う。
【００２４】
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　（実施の形態１）
　図１は、本発明の光ディスクの一実施形態を示す斜視図である。本実施の形態の光ディ
スク１０１は、情報記録層が２層設けられており、一方の面から入射されたレーザ光によ
り各情報記録層に対してデータの記録及び再生が行われる片面２層型光ディスクである。
図１において、１０２は基板、１０３は第１の情報記録層、１０４は接着樹脂等にて形成
されたスペース層、１０５は第２の情報記録層、１０６は光透過層である。光透過層１０
６側からレーザ光を照射し、第１の情報記録層１０３及び第２の情報記録層１０５にデー
タが記録され又は再生される。各層の厚さは、例えば、光透過層１０６は７０～８０μｍ
、スペース層１０４は２０～３０μｍ（ただし、光透過層１０６とスペース層１０４との
厚みの合計は９５～１０５μｍとする。）、基板１０２は１．１ｍｍ、第１の情報記録層
１０３及び第２の情報記録層１０５は何れも数１０ｎｍ～数１００ｎｍである。各層をこ
のように形成した光ディスクに対する記録再生用のレーザ光は、例えば、波長４０５ｎｍ
であり、集光レンズの開口数は０．８５である。
【００２５】
　本実施の形態の２層型光ディスク１０１においては、光入射面に対する第１の情報記録
層１０３の位置は、情報記録層を一つしか持たない単層光ディスク（図示せず）の入射面
に対する情報記録層の位置と同一とすることが好ましく、例えば、第１の情報記録層１０
３は、光入射面から約１００μｍの位置に配置される。
【００２６】
　図２は、光ディスク１０１における第１の情報記録層１０３の構造を示している。第１
の情報記録層１０３にはトラック２０１が形成されている。トラック２０１は、同心円状
に複数のトラックが形成されていてもよいし、単一のトラックがスパイラル状に形成され
ていてもよいし、複数のトラックがスパイラル状に形成されていてもよい。
【００２７】
　第１の情報記録層１０３は、プリレコード領域２０２と記録可能領域２０３とを含んで
いる。プリレコード領域２０２には、第１の情報記録層１０３にアクセスするために必要
とされる各種のパラメータが格納されている。プリレコード領域２０２は、光ディスクの
最内周に配置される。記録可能領域２０３には、記録学習のための試し記録やユーザデー
タの記録が行われる。記録可能領域２０３は、プリレコード領域２０２の外周に配置され
る。
【００２８】
　なお、図２には第１の情報記録層１０３の構成を示したが、第２の情報記録層１０５に
ついてもほぼ同じである。
【００２９】
　図３は、図１に示した光ディスク１０１の第１の情報記録層１０３及び第２の情報記録
層１０５に配置される領域の配置構造の一例を示している。
【００３０】
　第１の情報記録層１０３のプリレコード領域２０２ａは、光ディスクの識別情報などの
情報を記録している領域である。この情報は、基板１０２又はスペース層１０４（図１参
照。）に形成された、エンボス状のピット、ウォブルグルーブ、もしくはウォブルピット
等により記録した領域である。
【００３１】
　プリレコード領域２０２ａは、バッファとしてのプロテクト領域３０１ａと、コントロ
ールデータ領域３０２ａとを含んでいる。コントロールデータ領域３０２ａは、光ディス
クの識別情報として、ディスクタイプ、ディスクサイズ、ディスク構造、チャネルビット
、データゾーン配置情報、記録線速度、再生可能最大パワー、記録パワー情報、記録パル
ス情報及びディスク固有情報のうち少なくとも１つを記録している。本実施の形態におい
ては、コントロールデータ領域３０２ａは、第１の情報記録層に関する情報と第２の情報
記録層に関する情報との両方を含んでいる。
【００３２】
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　第２の情報記録層のプリレコード領域２０２ｂは、少なくともバッファとしてのプロテ
クト領域３０１ｂを含んでいる。
【００３３】
　第１の情報記録層の記録可能領域２０３ａは、プリレコード領域２０２ａと記録可能領
域２０３ａのトラックピッチが異なる場合にトラックピッチの遷移領域として用いること
ができる、データを含まないプロテクト領域３０３ａと、第１の記録学習領域３０４ａと
、バッファ領域３０５ａと、光ディスク１０１の様々な特性などの情報を格納するために
利用されるドライブ管理情報領域３０６ａと、バッファ領域３０７ａと、ユーザデータ等
を記録するユーザデータ記録領域３０８ａと、バッファ領域３０９ａと、将来の拡張のた
めの空き領域であるリザーブ領域３１０ａと、バッファ領域３１１ａと、データを含まな
いプロテクト領域３１２ａとを含む。
【００３４】
　第２の情報記録層の記録可能領域２０３ｂは、第２の記録学習領域３０２ｂと、プロテ
クト領域３０３ｂと、リザーブ領域３０４ｂと、バッファ領域３０５ｂと、リザーブ領域
３０６ｂと、バッファ領域３０７ｂと、ユーザデータ等を記録するユーザデータ領域３０
８ｂと、バッファ領域３０９ｂと、リザーブ領域３１０ｂと、バッファ領域３１１ｂと、
プロテクト領域３１２ｂとを含む。プロテクト領域３０３ｂ、３１２ｂは、データを含ま
ない領域である。リザーブ領域３０４ｂ、３０６ｂ、３１０ｂは、将来の拡張のための空
き領域である。
【００３５】
　第１の情報記録層に含まれるプロテクト領域３０３ａと第２の情報記録層に含まれるプ
ロテクト領域３０３ｂとは、同じ半径位置に配置されている。
【００３６】
　さらに、第２の情報記録層に含まれる第２の記録学習領域３０２ｂは、第１の情報記録
層のコントロールデータ領域３０２ａと同じ半径位置に配置されるか、あるいはその最外
周半径位置がコントロールデータ領域３０２ａの最外周半径位置と等しく配置されている
。
【００３７】
　第２の情報記録層の記録可能領域２０３ｂに含まれるリザーブ領域３０４ｂ、バッファ
領域３０５ｂ及びリザーブ領域３０６ｂは、それぞれ第１の情報記録層の第１の記録学習
領域３０４ａ、バッファ領域３０５ａ及びドライブ管理情報領域３０６ａと同じ半径位置
に配置されている。
【００３８】
　また、第２の情報記録層の記録可能領域２０３ｂに含まれるバッファ領域３０７ｂ、ユ
ーザデータ記録領域３０８ｂ、バッファ領域３０９ｂ、リザーブ領域３１０ｂ、バッファ
領域３１１ｂ及びプロテクト領域３１２ｂは、それぞれ第１の情報記録層１０３のバッフ
ァ領域３０７ａ、ユーザデータ記録領域３０８ａ、バッファ領域３０９ａ、リザーブ領域
３１０ａ、バッファ領域３１１ａ及びプロテクト領域３１２ａと同じ半径位置に配置され
ている。
【００３９】
　本実施の形態において、光ディスク１０１を回転させトラックを追従して記録又は再生
を行うときの方向は、第１の情報記録層１０３では内周側から外周側（矢印３１３ａ）で
あり、第２の情報記録層１０５では外周側から内周側（矢印３１３ｂ）であり、それぞれ
連続的に記録又は再生が行われる。また、本実施の形態においてこの光ディスクにデータ
を記録又は再生する際は、まず、第１の情報記録層のコントロールデータ領域３０２ａに
記録されているコントロールデータの一部もしくは全部を、第２の情報記録層に含まれる
第２の記録学習領域３０２ｂを介してコントロールデータ領域３０２ａにレーザ光を照射
することにより読み出す。
【００４０】
　図４に、本実施の形態の光ディスクにおいて、第１の情報記録層及び第２の情報記録層
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に含まれる領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図が示されている。同図におい
て、上部には、第１の情報記録層のプロテクト領域３０１ａ、コントロールデータ領域３
０２ａ、プロテクト領域３０３ａ、第１の記録学習領域３０４ａ、バッファ領域３０５ａ
、ドライブ管理情報領域３０６ａ、バッファ領域３０７ａ及びユーザデータ記録領域３０
８ａが示されている。同図において、下部には、第２の情報記録層のプロテクト領域３０
１ｂ、第２の記録学習領域３０２ｂ、プロテクト領域３０３ｂ、リザーブ領域３０４ｂ、
バッファ領域３０５ｂ、リザーブ領域３０６ｂ、バッファ領域３０７ｂ及びユーザデータ
記録領域３０８ｂが示されている。
【００４１】
　第２の記録学習領域３０２ｂは、第１の情報記録層のコントロールデータ領域３０２ａ
に対向して配置されている。すなわち、第２の記録学習領域３０２ｂは、コントロールデ
ータ領域３０２ａが設けられている半径位置範囲内に配置されている。なお、トラックの
偏心や公差が存在する場合に第２の記録学習領域３０２ｂの一部がコントロールデータ領
域３０２ａから少しはみ出す（プロテクト領域３０３ａと少し重なる）ことも考えられる
が、ここでは、このような場合も、第２の記録学習領域３０２ｂがコントロールデータ領
域３０２ａの半径位置範囲内に配置されているものとする。詳しくは、第２の記録学習領
域３０２ｂの最外周半径Ｒ２がコントロールデータ領域３０２ａの最外周半径Ｒ４と同じ
であり、かつ、第２の記録学習領域３０２ｂの最内周半径Ｒ３がコントロールデータ領域
３０２ａの最内周半径Ｒ５と同じ、又は大きい位置となるように配置されている。コント
ロールデータ領域３０２ａでは、ピットやウォブル形状にレーザ光を照射して反射光量を
検出し、そこに記録されているコントロールデータを再生するだけなので、レーザ光が第
２の情報記録層を透過する時に、第２の記録学習領域３０２ｂの記録状態による強度変化
を受けても、コントロールデータの再生信号品質に与える影響はほとんどない。
【００４２】
　次に、本実施の形態の光ディスク（図１参照。）の製造方法について、図１２Ａ～図１
２Ｆを用いて、以下に簡単に説明する。
【００４３】
　まず、基板１０２に情報信号を記録するためのトラックやエンボスピットを形成するた
めのマスタースタンパを作製する。マスタースタンパ形成方法の一例を以下に説明する。
まず、スタンパ原盤１００１にフォトレジストを塗布してフォトレジスト層１００２を形
成する（図１２Ａ参照。）。このようにフォトレジスト層１００２が設けられたスタンパ
原盤１００１を回転させ、フォトレジスト層１００２にレーザ光を照射しながら照射位置
を半径方向に所定の速度で移動させることにより、フォトレジスト層１００２に対し、ス
パイラル状のトラックが形成される部分が露光される（図１２Ｂ参照。）。図１２におい
て、１００３はフォトレジスト層１００２の露光部を示している。このとき、レーザ光の
光路上に光偏向器（図示せず。）を設け、入力される信号（例えばアドレス情報に対応す
る信号）に応じてレーザ光を半径方向に微小に振動させることにより、トラックをウォブ
ルさせることができる。このようにすれば、アドレス情報をトラックのウォブルとしてデ
ィスク全面に渡って記録させておくことができる。さらに、アドレス情報だけでなく、前
述のコントロールデータ領域に対応する半径位置に、コントロールデータに応じてウォブ
ルしたトラックを形成することもできる。このように、所定の位置にコントロールデータ
を形成することにより、所定の半径位置にコントロールデータ領域を形成できる。露光後
、現像やエッチングを経ることにより、凹凸形状を露出させる（図１２Ｃ参照。）。次に
、この凹凸形状を転写することにより（図１２Ｄ参照。）マスタースタンパ１００４を形
成する（図１２Ｅ参照。）。本実施の形態の光ディスクは、いわゆるイングルーブ記録を
採用しているので、マスタースタンパ１００４からさらに転写によりマザースタンパ１０
０５を作製する（図１２Ｆ参照。）。
【００４４】
　以上のように形成されたマザースタンパ１００５を用い、ポリカーボネートやポリメチ
ルメタクリレート（ＰＭＭＡ）等の材料を用いてインジェクション成形等によって、表面
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にアドレス信号やコントロールデータに応じたトラックが設けられた基板１０２を形成す
る。このように基板１０２を形成することにより、後の工程において、基板１０２上に形
成される第１の情報記録層１０３の各領域を図４に示すように配置できる。なお、以上に
説明した方法ではコントロールデータ領域をウォブルで形成したが、エンボスピットによ
り形成することもできる。この場合は、光偏向器ではなく、光強度変調器をレーザ光光路
上に設置し、入力される信号（ここではコントロールデータに対応した信号）に応じてレ
ーザ光の強度を変調することにより、フォトレジスト層にピット状の露光部を形成できる
。この場合も現像から後の処理はウォブルの場合と同様である。
【００４５】
　その後、基板１０２上に、複数の光学薄膜からなる第１の情報記録層１０３をスパッタ
リング法により形成する。複数の光学薄膜とは、例えば、金属反射膜、誘電体保護層、界
面層、記録層、界面層及び誘電体保護層がこの順で基板上に形成された多層膜である。な
お、多層膜のうち、界面層や誘電体保護層は一部を省略することも可能である。また、記
録層は、例えば、Ｇｅ、Ｔｅ及びＳｂを含む書き換え型相変化材料や、Ｔｅ、Ｐｄ及びＯ
等を含む追記型相変化材料や、Ｃｕ及びＳｉを含む追記型金属材料等が用いられる。また
、光学薄膜として色素系記録層を設けることも可能であり、このときはスパッタリング法
だけでなくスピンコート法を用いることもできる。
【００４６】
　このように基板１０２上に多層膜が形成された後、樹脂からなるスペース層１０４を形
成する。別途作製したマスタースタンパ（基板１０２の作製に用いたマスタースタンパと
は別のスタンパである。なお、このマスタースタンパを形成する方法も、前述のマスター
スタンパ作製方法と類似である。）を用い、フォトポリマー（２Ｐ）法や、シート状の両
面テープにそのマスタースタンパをプレスする方法等により、スペース層１０４の第２の
情報記録層が形成される側の表面にも、情報信号を記録するためのトラックやエンボスピ
ットを形成する。このようにスペース層１０４を形成することにより、後の工程において
、スペース層１０４上に形成される第２の情報記録層１０５の各領域を図４に示すように
配置できる。
【００４７】
　スペース層１０４が形成された後は、第２の情報記録層１０５が第１の情報記録層１０
３と同様の方法で形成されるが、第２の情報記録層１０５は記録再生用のレーザ光の一部
を透過させるため、第１の情報記録層１０３の光学薄膜とは異なる構成を有する。例えば
、金属反射層を薄く形成する、もしくは省略する構成や、金属反射層とスペース層１０４
との間に高屈折率誘電体層を設けて透過率を高くする構成が考えられる。
【００４８】
　第２の情報記録層１０５を形成した後、光透過層１０６が形成される。光透過層１０６
は、例えば、光硬化性樹脂を塗布しスピンコート法により形成する方法や、樹脂シートを
貼り合わせる方法等を用いて形成できる。
【００４９】
　以上のように、アドレス信号やコントロールデータに対応するトラックやエンボスピッ
トの形状が設けられたマスタースタンパを用いて基板１０２及びスペース層１０４を形成
することにより、各領域が前述の位置関係ように（図４に示すように）配置された光ディ
スク１０１を作製できる。
【００５０】
　本実施の形態の光ディスクでは、図４に示すように、第２の記録学習領域３０２ｂと重
なる半径位置にコントロールデータ領域３０２ａを配置したことにより、第１の情報記録
層における第２の記録学習領域３０２ｂと対向する領域にリザーブ領域を追加する必要が
ない。一般に、情報記録層が一層設けられた単層光ディスクの場合、情報記録層の手前（
情報記録層よりもレーザ光入射側）に他の情報記録層（本実施の形態の光ディスクの第２
の情報記録層に相当する層）が存在しないため、手前の情報記録層における記録学習領域
による影響を避けるためのリザーブ領域は存在しない。本実施の形態の光ディスクは、第
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１の情報記録層をこのような単層光ディスクと同じ領域構成にすることができる。例えば
、ユーザデータ記録領域３０８ａ及び３０８ｂの最内周半径Ｒ０を単層光ディスクの場合
と同一にできるので、ユーザデータの記録容量が減縮されない。このように、ユーザデー
タ領域３０８ａ，３０８ｂの半径とアドレスが単層光ディスクの場合と変わらないので、
光ディスク記録再生装置を用いて本実施の形態の光ディスクにデータを記録又は再生する
場合のアクセスも容易になる。このため、ユーザデータ等の記録容量の減縮を避けること
ができる。
【００５１】
　また、コントロールデータ領域３０２ａと第１の記録学習領域３０４ａとの間にはプロ
テクト領域３０３ａが配置されている。プロテクト領域３０３ａは、第１の記録学習領域
３０４ａの最内周半径Ｒ１と第２の記録学習領域３０２ｂの最外周半径Ｒ２との差に相当
する幅を有している。本実施の形態において、プロテクト領域３０３ａの幅（Ｒ１－Ｒ２
）は、第１及び第２の情報記録層のトラックの偏心量の最大値（Δｅ）と、第１の情報記
録層にレーザ光が収束されているときの第２の情報記録層におけるレーザ光のビーム径（
Ｄ）と、トラック始端の半径位置の公差（Δｒ）とを考慮して設定される。これにより、
トラックの偏心や公差が存在した場合でも、第１の記録学習領域３０４ａと第２の記録学
習領域３０２ｂとが重ならないようにできるので、記録学習を適切に行うことができる。
一般に、トラックの偏心や公差は２つの情報記録層の間（第１の情報記録層と第２の情報
記録層との間）で逆方向になる場合があるので、最悪の場合を想定し、Ｒ１－Ｒ２≧２×
（Δｅ＋Δｒ）＋Ｄに設定することが好ましい。これにより、プロテクト領域３０３ａの
幅が十分となり、記録学習をより適切に行えるからである。
【００５２】
　また、第２の情報記録層においては、第１の記録学習領域３０４ａと同じ半径位置にデ
ータの記録されないリザーブ領域３０４ｂが配置されているので、常に一定の状態（未記
録状態、もしくは将来何かの情報がリザーブ領域３０４ｂに記録された場合は最適記録パ
ワーで記録された状態）の第２の情報記録層を通して安定な記録学習ができる。
【００５３】
　さらに、本実施の形態においては、第１の情報記録層のコントロールデータ領域３０２
ａには、第１の情報記録層と第２の情報記録層との両方の記録パルス等のメディア固有情
報が格納されている。これにより、まず第１の情報記録層にアクセスすることで全ての識
別情報が得られるため、光ディスクドライブのスタートアップ動作が早くなるという利点
がある。
【００５４】
　また、本実施の形態の２層型光ディスクにユーザデータを記録再生することが可能な光
ディスク記録再生装置は、単層光ディスクに対してもユーザデータを記録再生できるのが
一般的である。上述したように、本実施の形態の２層型光ディスクにおいては、光入射面
に対する第１の情報記録層の位置を、情報記録層を一つしか持たない単層光ディスクの入
射面に対する情報記録層の位置と同一にしている。すなわち、本実施の形態の２層型光デ
ィスクは、単層光ディスクの情報記録層と光入射面に対して同じ位置にある第１の情報記
録層にコントロールデータ領域３０２ａを配置している。従って、本実施の形態の２層型
光ディスクを光ディスク記録再生装置にロードしたときに、単層光ディスクと光学的に同
じ条件でレーザ光をコントロールデータ領域３０２ａに照射できる。これにより、識別情
報の読みとりがスムーズになるという効果が得られる。
【００５５】
　なお、図３の矢印３１３ａ及び３１３ｂで示したように記録再生の方向を定め、第１の
情報記録層では内周側から外周側へ連続してユーザデータを記録し、第１の情報記録層の
ユーザデータ記録領域３０８ａが一杯になれば、第２の情報記録層の外周側から内周側へ
向かってユーザデータを記録するようにしても良い。この場合、第１の情報記録層にユー
ザデータを記録する際には、レーザ光が透過する第２の情報記録層は全て未記録状態なの
で、最適記録パワーであっても第２の情報記録層の記録によって透過光が影響を受けるよ
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うな記録材料を用いることができ、第２の情報記録層の材料の選択範囲が広がる。このよ
うな記録材料を用いても、本構成によれば、第１の記録学習領域３０４ａと第２の記録学
習領域３０２ｂとは重なることがないため、記録学習が適切に行われることはいうまでも
ない。特に、１回記録のみ可能なＷｒｉｔｅ－ｏｎｃｅ型（追記型）の光ディスクにおい
ては、上述したように内周側から外周側もしくは外周側から内周側へと連続に記録するこ
とが一般的であるので、本構成を適用する効果が大きい。
【００５６】
　（実施の形態２）
　本発明の光ディスクの別の一実施形態について以下に説明する。本実施の形態の光ディ
スクは、２層の情報記録層を備えており、各情報記録層に配置される領域の構造が異なる
以外は、実施の形態１の光ディスクと同じである。従って、本実施の形態の光ディスクに
よれば、実施の形態１の光ディスクと同様の効果が得られる。
【００５７】
　図５に、本実施の形態の光ディスクの第１の情報記録層及び第２の情報記録層に含まれ
る領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図が示されている。同図において、上部
には、第１の情報記録層のプロテクト領域３０１ａ、コントロールデータ領域３０２ａ、
プロテクト領域３０３ａ、第１の記録学習領域３０４ａ、バッファ領域３０５ａ、ドライ
ブ管理情報領域３０６ａ、バッファ領域３０７ａ及びユーザデータ記録領域３０８ａが示
されている。同図において、下部には、第２の情報記録層のプロテクト領域３０１ｂ、第
２の記録学習領域３０２ｂ、リザーブ領域５０１ｂ、プロテクト領域３０３ｂ、リザーブ
領域３０４ｂ、バッファ領域３０５ｂ、リザーブ領域３０６ｂ、バッファ領域３０７ｂ及
びユーザデータ記録領域３０８ｂが示されている。なお、実施の形態１の光ディスクの各
領域と実質的に同一である領域には実施の形態１の場合と同様の参照番号（図４参照。）
を付し、詳細な説明は省略する。
【００５８】
　本実施の形態の光ディスクにおいて、第２の記録学習領域３０２ｂは、コントロールデ
ータ領域３０２ａに対向する領域に配置されている。すなわち、第２の記録学習領域３０
２ｂは、コントロールデータ領域３０２ａが設けられている半径位置範囲内に配置されて
いる。なお、トラックの偏心や公差が存在する場合に第２の記録学習領域３０２ｂの一部
がコントロールデータ領域３０２ａから少しはみ出す（プロテクト領域３０１ａと少し重
なる）ことも考えられるが、ここでは、このような場合も、第２の記録学習領域３０２ｂ
がコントロールデータ領域３０２ａの半径位置範囲内に配置されているものとする。詳し
くは、第２の記録学習領域３０２ｂその最内周半径Ｒ３がコントロールデータ領域３０２
ａの最内周半径Ｒ５と同じ、又は大きく、かつ、第２の記録学習領域３０２ｂの最外周半
径Ｒ２がコントロールデータ領域３０２ａの最外周半径Ｒ４より小さくなるように配置さ
れている。実施の形態１において説明したように、レーザ光が第２の情報記録層を透過す
る時に、第２の記録学習領域３０２ｂの記録状態による強度変化を受けても、コントロー
ルデータの再生信号品質に与える影響はほとんどない。さらに、第２の記録学習領域３０
２ｂと重なる半径位置にコントロールデータ領域３０２ａを配置したことにより、実施の
形態１の場合と同様に、第１の情報記録層において第２の記録学習領域３０２ｂに対向す
る領域にリザーブ領域を追加する必要がなく、第１の情報記録層を単層光ディスクと同じ
領域構成にすることが可能となる。例えば、ユーザデータ記録領域３０８ａ及び３０８ｂ
の最内周半径Ｒ０を単層光ディスクの場合と同一にできるので、ユーザデータの記録容量
が減縮されない。このように、ユーザデータ領域３０８ａ，３０８ｂの半径とアドレスが
単層光ディスクの場合と変わらないので、光ディスク記録再生装置を用いて本実施の形態
の光ディスクに情報を記録再生する場合のアクセスも容易になる。このため、ユーザデー
タ等の記録容量の減縮を避けることができる。
【００５９】
　また、第２の記録学習領域３０２ｂの外隣にはリザーブ領域５０１ｂが配置されており
、このリザーブ領域５０１ｂとプロテクト領域３０３ｂとを合わせた幅が、第１の記録学
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習領域３０４ａの最内周半径Ｒ１と第２の記録学習領域３０２ｂの最外周半径Ｒ２との差
に相当する。本実施の形態において、リザーブ領域５０１ｂとプロテクト領域３０３ｂと
を合わせた幅（Ｒ１－Ｒ２）は、第１及び第２の情報記録層のトラックの偏心量の最大値
（Δｅ）と、第１の情報記録層にレーザ光が収束されているときの第２の情報記録層にお
けるレーザ光のビーム径（Ｄ）と、トラック始端の半径位置の公差（Δｒ）とを考慮して
設定される。これにより、トラックの偏心や公差が存在した場合でも、第１の記録学習領
域３０４ａと第２の記録学習領域３０２ｂとが重ならないようにできるので、記録学習を
適切に行うことができる。本実施の形態においては、プロテクト領域３０３ｂだけでなく
、リザーブ領域５０１ｂも使って、第１の情報記録学習領域と第２の情報記録学習領域と
の間に所望の間隙を設けることができる。従って、リザーブ領域５０１ｂの分だけ第１の
情報記録層のプロテクト領域３０３ａ及び第２の情報記録層のプロテクト領域３０３ｂの
幅を小さくできるので、ユーザデータなどの記録容量の減縮をさらに抑制できる。
【００６０】
　以上の実施の形態１及び２で説明した光ディスクでは、プリレコード領域、特にコント
ロールデータ領域での識別情報の再生を安定させるため、トラックピッチを記録可能領域
に比べて広くしても良い。この場合、第２の情報記録層においては、プリレコード領域は
プロテクト領域３０１ｂだけなので、プロテクト領域３０１ｂのトラックピッチを記録可
能領域と同一にしてもよい。
【００６１】
　（実施の形態３）
　図６は、本発明の光ディスクのさらに別の一実施形態を示す斜視図である。本実施の形
態の光ディスク４０１は、情報記録層が４層設けられており、一方の面から入射されたレ
ーザ光により各情報記録層に対してデータの記録及び再生が行われる片面４層型光ディス
クである。
【００６２】
　本実施の形態の光ディスク４０１において、４０２は基板、４０３は第１の情報記録層
、４０４は第１のスペース層、４０５は第２の情報記録層、４０６は第２のスペース層、
４０７は第３の情報記録層、４０８は第３のスペース層、４０９は第４の情報記録層、４
１０は光透過層である。第１～第３のスペース層４０４，４０６，４０８は、接着樹脂等
にて形成されている。光透過層４１０側からレーザ光を照射し、第１の情報記録層４０３
、第２の情報記録層４０５、第３の情報記録層４０７及び第４の情報記録層４０９にデー
タを記録又は再生する。
【００６３】
　本実施の形態の４層型光ディスク４０１においては、光入射面に対する第１の情報記録
層４０３の位置を、情報記録層を一つしか持たない単層光ディスク（図示せず）の入射面
に対する情報記録層の位置と同一とすることが好ましい。そこで、本実施の形態における
各層の厚さは、例えば、光透過層４１０は約４０～６０μｍ、第１のスペース層４０４、
第２のスペース層４０６及び第３のスペース層４０８は約１５～２０μｍ、基板４０２は
約１．１ｍｍとし、第１の情報記録層４０３、第２の情報記録層４０５、第３の情報記録
層４０７及び第４の情報記録層４０９はいずれも数１０ｎｍ～数１００ｎｍとする。
【００６４】
　図７に、本実施の形態における光ディスクに配置される領域の主要部の半径位置関係を
示した配置図を示す。同図においては、最上段に第１の情報記録層、次の段に第２の情報
記録層、さらに次の段に第３の情報記録層、最下段に第４の情報記録層を示し、各情報記
録層における領域の配置を示している。第１の情報記録層には、ディスク内周側から順に
、プロテクト領域７０１ａ、コントロールデータ領域７０２ａ、プロテクト領域７０３ａ
、第１の記録学習領域７０４ａ、バッファ領域７０５ａ、ドライブ管理情報領域７０６ａ
、バッファ領域７０７ａ、ユーザデータ記録領域７０８ａが配置されている。第２の情報
記録層には、ディスク内周側から順に、プロテクト領域７０１ｂ、第２の記録学習領域７
０２ｂ、プロテクト領域７０３ｂ、リザーブ領域７０４ｂ、バッファ領域７０５ｂ、リザ
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ーブ領域７０６ｂ、バッファ領域７０７ｂ、ユーザデータ記録領域７０８ｂが配置されて
いる。第３の情報記録層には、ディスク内周側から順に、プロテクト領域７０１ｃ、第３
の記録学習領域７０２ｃ、プロテクト領域７０３ｃ、リザーブ領域７０４ｃ、バッファ領
域７０５ｃ、リザーブ領域７０６ｃ、バッファ領域７０７ｃ、ユーザデータ記録領域７０
８ｃが配置されている。最後に、第４の情報記録層には、ディスク内周側から順に、プロ
テクト領域７０１ｄ、第４の記録学習領域７０２ｄ、プロテクト領域７０３ｄ、リザーブ
領域７０４ｄ、バッファ領域７０５ｄ、リザーブ領域７０６ｄ、バッファ領域７０７ｄ、
ユーザデータ記録領域７０８ｄが配置されている。
【００６５】
　本実施の形態の光ディスクにおいては、第２の記録学習領域７０２ｂ、第３の記録学習
領域７０２ｃ及び第４の記録学習領域７０２ｄ全てが、第１の情報記録層のコントロール
データ領域７０２ａが設けられている半径位置範囲内に配置されており、コントロールデ
ータ領域７０２ａと重なっている。すなわち、本実施の形態においては、第２～第４の情
報記録層全てが、上記に説明した第ｉの情報記録層に該当する。このような配置にしたこ
とにより、実施の形態１及び２で説明した２層型光ディスクと同様に、第２、第３及び第
４の記録学習領域７０２ｂ，７０２ｃ，７０２ｄの記録状態によってこれらの層の透過率
が変化することがあっても、第１の情報記録層の記録学習に影響を与えることはない。従
って、実施の形態１及び２で説明した２層型光ディスク同様、第１の情報記録層に対して
精度の良い記録学習が可能となる。
【００６６】
　さらに、本実施の形態では、第２の記録学習領域７０２ｂ、第３の記録学習領域７０２
ｃ及び第４の記録学習領域７０２ｄが互いに異なる半径位置に配置されているので、第３
及び第４の記録学習領域７０２ｃ，７０２ｄの記録状態によってこれらの層の透過率が変
化することがあっても第２の情報記録層の記録学習に影響を与えることがなく、第４の記
録学習領域７０２ｄの記録状態によってこの層の透過率が変化することがあっても第３の
情報記録層の記録学習に影響を与えることはない。これにより、第２及び第３の情報記録
層に対しても精度の良い記録学習が可能となる。
【００６７】
　また、第３の記録学習領域７０２ｃ及び第４の記録学習領域７０２ｄは、第２の情報記
録層におけるプロテクト領域７０１ｂが設けられている半径位置範囲内に配置されており
、プロテクト領域７０１ｂと重なっている。さらに、第４の記録学習領域７０２ｄは、第
２の情報記録層のプロテクト領域７０１ｂ及び第３の情報記録層のプロテクト領域７０１
ｃが設けられている半径位置範囲内に配置されており、プロテクト領域７０１ｂ，７０１
ｃと重なっている。すなわち、本実施の形態においては、第３及び第４の情報記録層が、
上記に説明した第ｊの情報記録層に該当する。これにより、各情報記録層の記録学習領域
と重なるように、その情報記録層よりもレーザ光入射側からみて奥に配置された情報記録
層にリザーブ領域等の空き領域を追加する必要がなくなるため、各情報記録層における記
録容量を減縮することなく、４層の情報記録層を有する光ディスクを実現できる。
【００６８】
　なお、本実施の形態の光ディスクでも、互いに隣接する二つの情報記録層において、よ
り奥側の情報記録層（上記に説明した第ｋの情報記録層に該当）の記録学習領域における
最内周の半径（Ｒ１）と、より手前側の情報記録層（上記に説明した第ｋ＋１の情報記録
層に該当）の記録学習領域における最外周の半径（Ｒ２）との差（Ｒ１－Ｒ２）は、実施
の形態１の光ディスクの場合と同様に、トラック偏心量の最大値、レーザ光のビーム径及
びトラック始端の半径位置の公差を考慮して設定されることが好ましい。また、本実施の
形態の光ディスクを用いてデータの記録又は再生を行う場合も、実施の形態１の光ディス
クの場合と同様、まず、第１の情報記録層のコントロールデータ領域に記録されているコ
ントロールデータの一部もしくは全部を、第２～第４の情報記録層に含まれる記録学習領
域の少なくとも一つを介してコントロールデータ領域にレーザ光を照射することにより読
み出し、データの記録又は再生を行う。
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【００６９】
　（実施の形態４）
　本発明の光ディスクのさらに別の一実施形態について以下に説明する。本実施の形態の
光ディスクは、各情報記録層に配置される領域の配置が異なる以外は、実施の形態３の光
ディスクと同じである。従って、本実施の形態の光ディスクによれば、実施の形態３の光
ディスクと同様の効果が得られる。
【００７０】
　図８に、本実施の形態における光ディスクの領域の主要部の半径位置関係を示した配置
図を示す。第１の情報記録層には、ディスク内周側から順に、プロテクト領域７０１ａ、
コントロールデータ領域７０２ａ、プロテクト領域７０３ａ、第１の記録学習領域７０４
ａ、バッファ領域７０５ａ、ドライブ管理情報領域７０６ａ、バッファ領域７０７ａ、ユ
ーザデータ記録領域７０８ａが配置されている。第２の情報記録層には、ディスク内周側
から順に、プロテクト領域７０１ｂ、第２の記録学習領域７０２ｂ、リザーブ領域８０４
ｂ、バッファ領域７０５ｂ、リザーブ領域７０６ｂ、バッファ領域７０７ｂ、ユーザデー
タ記録領域７０８ｂが配置されている。第３の情報記録層には、ディスク内周側から順に
、プロテクト領域７０１ｃ、第３の記録学習領域７０２ｃ、リザーブ領域８０４ｃ、バッ
ファ領域７０５ｃ、リザーブ領域７０６ｃ、バッファ領域７０７ｃ、ユーザデータ記録領
域７０８ｃが配置されている。最後に、第４の情報記録層には、ディスク内周側から順に
、プロテクト領域７０１ｄ、第４の記録学習領域７０２ｄ、リザーブ領域８０４ｄ、バッ
ファ領域７０５ｄ、リザーブ領域７０６ｄ、バッファ領域７０７ｄ、ユーザデータ記録領
域７０８ｄが配置されている。なお、実施の形態３で説明した光ディスクの各領域と実質
的に同一である領域には実施の形態３と同様の参照番号を付している。
【００７１】
　同図の第２の情報記録層においては、実施の形態３の光ディスクにおけるプロテクト領
域７０３ｂとリザーブ領域７０４ｂが新たにリザーブ領域８０４ｂに置き換わっている。
同様に、第３の情報記録層においては、実施の形態３の光ディスクにおけるプロテクト領
域７０３ｃとリザーブ領域７０４ｃが新たにリザーブ領域８０４ｃに、また、第４の情報
記録層においては、実施の形態３の光ディスクにおけるプロテクト領域７０３ｄとリザー
ブ領域７０４ｄとが新たにリザーブ領域８０４ｄに、置き換わっている。これらリザーブ
領域８０４ｂ、８０４ｃ及び８０４ｄは、その領域が含まれる情報記録層より手前側にあ
る情報記録層の記録学習領域と重ならないので、欠陥が存在するアドレスなどの管理情報
を新たに記録できる。これにより、ディスク上の領域を有効に活用できる。
【００７２】
　（実施の形態５）
　図９は、本発明の光ディスクのさらに別の一実施形態を示す斜視図である。本実施の形
態の光ディスク６０１は、情報記録層が４層設けられており、一方の面から入射されたレ
ーザ光により各情報記録層に対してデータの記録及び再生が行われる片面４層型光ディス
クである。
【００７３】
　本実施の形態の光ディスク６０１において、６０２は基板、６０４は第１のスペース層
、６０５は第１の情報記録層、６０６は第２のスペース層、６０７は第２の情報記録層、
６０８は第３のスペース層、６０９は第３の情報記録層、６１０は光透過層である。第１
～第３のスペース層６０４，６０６，６０８は、接着樹脂等にて形成されている。光透過
層６１０側からレーザ光を照射し、第１の情報記録層６０５、第２の情報記録層６０７及
び第３の情報記録層６０９にデータを記録又は再生する。さらに、本実施の形態の光ディ
スク６０１には、基準とする第１の情報記録層６０５に対してレーザ光入射側と反対側に
配置された情報記録層６０３が設けられている。なお、便宜上、以下この情報記録層を第
０の情報記録層をいう。第０の情報記録層６０３に関しても、他の情報記録層と同様、光
透過層６１０側からレーザ光を照射してデータを記録又は再生する。
【００７４】
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　本実施の形態の４層型光ディスクにおいては、光入射面に対する第１の情報記録層６０
５の位置を、情報記録層を一つしか持たない単層光ディスク（図示せず）の入射面に対す
る情報記録層の位置と同一とすることが好ましい。そこで、本実施の形態における各層の
厚さは、例えば、光透過層６１０は約５０～７０μｍ、第１のスペース層６０４、第２の
スペース層６０６及び第３のスペース層６０８は約１５～２５μｍ、基板６０２は約１．
１ｍｍとし、第１の情報記録層６０５、第２の情報記録層６０７、第３の情報記録層６０
９及び第０の情報記録層６０３はいずれも数１０ｎｍ～数１００ｎｍとする。基準面をレ
ーザ光入射側から３番目に配置される情報記録層としたことにより、レーザ光入射側に情
報記録層が残り２つになるので、実施の形態３で説明した光ディスクの場合よりも、光透
過層６１０と第１～第３のスペース層６０４，６０６，６０８とを厚く形成できる。これ
により、各情報記録層間の光学的なクロストークを低減できる。
【００７５】
　図１０に、本実施の形態における光ディスクの領域の主要部の半径位置関係を示した配
置図を示す。同図においては、最上段に第０の情報記録層、次の段に第１の情報記録層、
次の段は第２の情報記録層、最下段に第３の情報記録層における領域の配置が示されてい
る。第１の情報記録層には、ディスク内周側から順に、プロテクト領域９０１ａ、コント
ロールデータ領域９０２ａ、プロテクト領域９０３ａ、第１の記録学習領域９０４ａ、バ
ッファ領域９０５ａ、ドライブ管理情報領域９０６ａ、バッファ領域９０７ａ、ユーザデ
ータ記録領域９０８ａが配置されている。第２の情報記録層には、ディスク内周側から順
に、プロテクト領域９０１ｂ、第２の記録学習領域９０２ｂ、プロテクト領域９０３ｂ、
リザーブ領域９０４ｂ、バッファ領域９０５ｂ、リザーブ領域９０６ｂ、バッファ領域９
０７ｂ、ユーザデータ記録領域９０８ｂが配置されている。さらに、第３の情報記録層に
は、ディスク内周側から順に、プロテクト領域９０１ｃ、第３の記録学習領域９０２ｃ、
プロテクト領域９０３ｃ、リザーブ領域９０４ｃ、バッファ領域９０５ｃ、リザーブ領域
９０６ｃ、バッファ領域９０７ｃ、ユーザデータ記録領域９０８ｃが示されている。最後
に、第０の情報記録層は、ディスク内周側から順に、プロテクト領域９０１ｄ、コントロ
ールデータ領域９０２ｄ、プロテクト領域９０３ｄ、バッファ領域９０５ｄ、第４の記録
学習領域９０６ｄ、バッファ領域９０７ｄ、ユーザデータ記録領域９０８ｄが配置されて
いる。
【００７６】
　本実施の形態の光ディスクにおいては、第２の記録学習領域９０２ｂ及び第３の記録学
習領域９０２ｃが第１の情報記録層のコントロールデータ領域９０２ａ及び第０の情報記
録層のコントロールデータ領域９０２ｄと重なっている。すなわち、本実施の形態におい
ては、第２及び第３の情報記録層が、上記に説明した第ｉの情報記録層に該当する。
【００７７】
　また、第０の情報記録層において、第１の記録学習領域９０４ａと重なる場所にはプロ
テクト領域９０３ｄが配置されている。さらに、第３の記録学習領域９０２ｃは、第２の
情報記録層のプロテクト領域９０１ｂと重なるように配置されている。すなわち、本実施
の形態においては、第３の情報記録層が、上記に説明した第ｊの情報記録層に該当する。
このような配置にしたことにより、実施の形態３及び４で説明した４層型光ディスクと同
様に、第１、第２及び第３の記録学習領域の記録状態によってこれらの層の透過率が変化
することがあっても第０の情報記録層に影響を与えることはなく、第２及び第３の記録学
習領域の記録状態によってこれらの層の透過率が変化することがあっても第１の情報記録
層に影響を与えることはない。さらに、第０の情報記録層にもコントロールデータ領域を
備えたことにより、コントロールデータを備えた領域が２カ所になるので、コントロール
データ読み出しを失敗する可能性が減り、本実施の形態における光ディスクを用いた装置
の使い勝手が良くなる。
【００７８】
　なお、本実施の形態の光ディスクでも、互いに隣接する二つの情報記録層において、よ
り奥側の情報記録層（上記に説明した第ｋの情報記録層に該当）の記録学習領域における
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最内周の半径（Ｒ１）と、より手前側の情報記録層（上記に説明した第ｋ＋１の情報記録
層に該当）の記録学習領域における最外周の半径（Ｒ２）との差（Ｒ１－Ｒ２）は、実施
の形態１の光ディスクの場合と同様に、トラック偏心量の最大値、レーザ光のビーム径及
びトラック始端の半径位置の公差を考慮して設定されることが好ましい。また、本実施の
形態の光ディスクを用いてデータの記録又は再生を行う場合も、実施の形態１の光ディス
クの場合と同様、まず、第１の情報記録層又は第０の情報記録層のコントロールデータ領
域に記録されているコントロールデータの一部又は全部を、第２又は第３の情報記録層に
含まれる記録学習領域を介してコントロールデータ領域にレーザ光を照射することにより
読み出し、データの記録又は再生を行う。
【００７９】
　（実施の形態６）
　本発明の光ディスクのさらに別の一実施形態について以下に説明する。本実施の形態の
光ディスクは、各情報記録層に配置される領域の配置が異なる以外は、実施の形態５の光
ディスクと同じである。従って、本実施の形態の光ディスクによれば、実施の形態５の光
ディスクと同様の効果が得られる。
【００８０】
　図１１に、本実施の形態における光ディスクの領域の主要部の半径位置関係を示した配
置図を示す。第１の情報記録層には、ディスク内周側から順に、プロテクト領域９０１ａ
、コントロールデータ領域９０２ａ、プロテクト領域９０３ａ、第１の記録学習領域９０
４ａ、バッファ領域９０５ａ、ドライブ管理情報領域９０６ａ、バッファ領域９０７ａ、
ユーザデータ記録領域９０８ａが配置されている。第２の情報記録層には、ディスク内周
側から順に、プロテクト領域９０１ｂ、第２の記録学習領域９０２ｂ、リザーブ領域９１
４ｂ、バッファ領域９０５ｂ、リザーブ領域９０６ｂ、バッファ領域９０７ｂ、ユーザデ
ータ記録領域９０８ｂが配置されている。第３の情報記録層には、ディスク内周側から順
に、プロテクト領域９０１ｃ、第３の記録学習領域９０２ｃ、リザーブ領域９１４ｃ、バ
ッファ領域９０５ｃ、リザーブ領域９０６ｃ、バッファ領域９０７ｃ、ユーザデータ記録
領域９０８ｃが配置されている。最後に、第０の情報記録層には、プロテクト領域９０１
ｄ、コントロールデータ領域９０２ｄ、プロテクト領域９０３ｄ、バッファ領域９０５ｄ
、第４の記録学習領域９０６ｄ、バッファ領域９０７ｄ、ユーザデータ記録領域９０８ｄ
が配置されている。なお、実施の形態５の光ディスクの各領域と実質的に同一である領域
には実施の形態５と同様の参照番号を付している。
【００８１】
　同図の第２の情報記録層においては、実施の形態５のプロテクト領域９０３ｂとリザー
ブ領域９０４ｂが新たにリザーブ領域９１４ｂに置き換わっている。同様に、第３の情報
記録層においては、実施の形態５のプロテクト領域９０３ｃとリザーブ領域９０４ｃが新
たにリザーブ領域９１４ｃに置き換わっている。これらリザーブ領域９１４ｂ，９１４ｃ
では、その領域が含まれる情報記録層よりレーザ光入射側にある情報記録層に含まれる記
録学習領域と重なることはないので、欠陥が存在するアドレスなどの管理情報を新たに記
録できる。これにより、ディスク上の領域を有効に活用できる。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明の光ディスク及びその製造方法は、複数設けられた情報記録層それぞれに対して
精度の良い記録学習が要求される光ディスクの提供に有用である。また、本発明のデータ
の記録方法及び再生方法は、情報記録層毎に適切な条件でデータを記録又は再生すること
が要求される場合のデータの記録又は再生に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施の形態１における光ディスクの斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１における光ディスクの第１の情報記録層の構造を示す説明
図である。
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【図３】本発明の実施の形態１における光ディスクの各情報記録層に配置される領域の配
置構造を示す説明図である。
【図４】本発明の実施の形態１における光ディスクにおいて、第１の情報記録層及び第２
の情報記録層に含まれる領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図である。
【図５】本発明の実施の形態２における光ディスクにおいて、第１の情報記録層及び第２
の情報記録層に含まれる領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図である。
【図６】本発明の実施の形態３における光ディスクの斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態３における光ディスクにおいて、第１～第４の情報記録層に
含まれる領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図である。
【図８】本発明の実施の形態４における光ディスクにおいて、第１～第４の情報記録層に
含まれる領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図である。
【図９】本発明の実施の形態５における光ディスクの斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態５における光ディスクにおいて、第１～第３の情報記録層
と、レーザ光入射側からみて第１の情報記録層よりもさらに奥側に設けられた情報記録層
とに含まれる領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図である。
【図１１】本発明の実施の形態６における光ディスクにおいて、第１～第３の情報記録層
と、レーザ光入射側からみて第１の情報記録層よりもさらに奥側に設けられた情報記録層
とに含まれる領域の主要部の半径位置関係を示した領域配置図である。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｆは、本発明の光ディスクの製造方法において用いられるマ
スタースタンパの製造方法の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１０１　　光ディスク
　１０２　　基板
　１０３　　第１の情報記録層
　１０４　　スペース層
　１０５　　第２の情報記録層
　１０６　　光透過層
　２０１　　トラック
　２０２　　プリレコード領域
　２０３　　記録可能領域
　３０１ａ，３０１ｂ　　プロテクト領域
　３０２ａ　　コントロールデータ領域
　３０２ｂ　　第２の記録学習領域
　３０３ａ，３０３ｂ　　プロテクト領域
　３０４ａ　　第１の記録学習領域
　３０４ｂ　　リザーブ領域
　３０５ａ，３０５ｂ　　バッファ領域
　３０６ａ　　ドライブ管理情報領域
　３０６ｂ　　リザーブ領域
　３０７ａ，３０７ｂ　　バッファ領域
　３０８ａ，３０８ｂ　　ユーザデータ領域
　３０９ａ，３０９ｂ　　バッファ領域
　３１０ａ，３１０ｂ　　リザーブ領域
　３１１ａ，３１１ｂ　　バッファ領域
　３１２ａ，３１２ｂ　　プロテクト領域
　３１３ａ，３１３ｂ　　記録再生方向
　５０１ｂ　　リザーブ領域
　４０１　　光ディスク
　４０２　　基板
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　４０３　　第１の情報記録層
　４０４，４０６，４０８　　スペース層
　４０５　　第２の情報記録層
　４０７　　第３の情報記録層
　４０９　　第４の情報記録層
　４１０　　光透過層
　７０１ａ，７０１ｂ，７０１ｃ，７０１ｄ　　プロテクト領域
　７０２ａ　　コントロールデータ領域
　７０２ｂ　　第２の記録学習領域
　７０２ｃ　　第３の記録学習領域
　７０２ｄ　　第４の記録学習領域
　７０３ａ，７０３ｂ，７０３ｃ，７０３ｄ　　プロテクト領域
　７０４ａ　　第１の記録学習領域
　７０４ｂ，７０４ｃ，７０４ｄ　　リザーブ領域
　７０５ａ，７０５ｂ，７０５ｃ，７０５ｄ　　バッファ領域
　７０６ａ　　ドライブ管理情報領域
　７０６ｂ，７０６ｃ，７０６ｄ　　リザーブ領域
　７０７ａ，７０７ｂ，７０７ｃ，７０７ｄ　　バッファ領域
　７０８ａ，７０８ｂ，７０８ｃ，７０８ｄ　　ユーザデータ領域
　８０４ｂ，８０４ｃ，８０４ｄ　　リザーブ領域
　６０１　　光ディスク
　６０２　　基板
　６０３　　第０の情報記録層
　６０４，６０６，６０８　　スペース層
　６０５　　第１の情報記録層
　６０７　　第２の情報記録層
　６０９　　第３の情報記録層
　６１０　　光透過層
　９０１ａ，９０１ｂ，９０１ｃ，９０１ｄ　　プロテクト領域
　９０２ａ，９０２ｄ　　コントロールデータ領域
　９０２ｂ　　第２の記録学習領域
　９０２ｃ　　第３の記録学習領域
　９０３ａ，９０３ｂ，９０３ｃ，９０３ｄ　　プロテクト領域
　９０４ａ　　第１の記録学習領域
　９０４ｂ，９０４ｃ　　リザーブ領域
　９０５ａ，９０５ｂ，９０５ｃ，９０５ｄ　　バッファ領域
　９０６ａ　　ドライブ管理情報領域
　９０６ｂ，９０６ｃ　　リザーブ領域
　９０６ｄ　　第０の記録学習領域
　９０７ａ，９０７ｂ，９０７ｃ，９０７ｄ　　バッファ領域
　９０８ａ，９０８ｂ，９０８ｃ，９０８ｄ　　ユーザデータ領域
　９１４ｂ，９１４ｃ　　リザーブ領域
　１００１　　スタンパ原盤
　１００２　　フォトレジスト層
　１００３　露光部
　１００４　マスタースタンパ
　１００５　マザースタンパ
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