
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中に情報記録媒体を取り出し
できる情報記録再生装置であって、
　リードアウト領域を可変長とし、当該領域にリードアウトを記録してから前記情報記録
媒体の取り出しを許可する手段を備え、

ことを特徴とする
情報記録再生装置。
【請求項２】
　

　

　前記リードアウト領域の長さは、ユーザが装置から前記情報記録媒体を取り出すときに
ユーザによって指定されることを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項３】
　フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中に情報記録媒体を取り出し
できる情報記録再生システムであって、
　リードアウト領域を可変長とし、当該領域にリードアウトを記録してから前記情報記録
媒体の取り出しを許可する情報記録再生装置と、
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そして、
　前記リードアウト領域の長さは、ユーザによりあらかじめ指定される

フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中に情報記録媒体を取り出し
できる情報記録再生装置であって、

リードアウト領域を可変長とし、当該領域にリードアウトを記録してから前記情報記録
媒体の取り出しを許可する手段を備え、そして、



　前記リードアウト領域の長さを指定するための選択肢をＧＵＩにより提供し、ユーザに
その選択を促す上位装置とを備えたことを特徴とする情報記録再生システム。
【請求項４】
　前記ＧＵＩは、言葉により提示されることを特徴とする請求項 に記載の情報記録再生
システム。
【請求項５】
　フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中に、情報記録再生装置から
情報記録媒体を取り出す場合に該情報記録媒体にリードアウトを記録するリードアウト記
録方法であって、
　前記リードアウト領域が可変長であり、そして、
　記リードアウト領域の長さは、ユーザによりあらかじめ指定されることを特徴とするリ
ードアウト記録方法。
【請求項６】
　

　前記リードアウト領域の長さは、ユーザが前記情報記録再生装置から前記情報記録媒体
を取り出すときにユーザによって指定されることを特徴とするリードアウト記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ／Ｒ等の光ディスク、ＭＯ
等光磁気ディスク、ＨＤやＦＤ等磁気ディスク、メモリカード等、コンピュータシステム
の中で交換可能な情報記録媒体を使用する場合に適し、特に、バックグラウンドフォーマ
ットを中断して情報記録媒体を取り出す際や、データ領域の中に作成されるリードアウト
領域の記録に用いて好適な、情報記録再生装置及びそのシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
情報記録媒体を用いたファイルシステムに、ユニバーサルディスクフォーマット (ＵＤＦ
：  Universal・ Disc・ Format)がある。ＵＤＦは、様々なデバイス上で使用され、それぞ
れのデバイスの特徴を生かした記録フォーマットを利用しているファイルシステムである
。特に、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ＋ＲＷはデータの上書きが可能であるため、データの記録再
生をランダムに行えるＵＤＦが採用されている。
【０００３】
ところで、ＣＤ－ＲＷの場合、データの記録再生をランダムに行うためには、記録領域の
全面あるいは指定領域に対してあらかじめダミーデータで記録を行うフォーマット処理を
行う必要がある。また、ＤＶＤ＋ＲＷ／－ＲＷの場合も、従来のＤＶＤ－ＲＯＭ（読み取
り専用）ドライブとの互換性を必要とすれば、ある程度の半径まで未記録領域をダミーデ
ータで埋める必要がある。
更に、ライトワンス媒体であるＣＤ－Ｒ／ＤＶＤ－Ｒ／ＤＶＤ＋Ｒに関しても、フォーマ
ットと呼ぶ動作はないものの、再生装置での再生互換性を考慮した場合、途中に未記録部
の無い、連続した領域に記録させてある必要がある。こちらも同様で、ある程度の長さで
、未記録領域に何らかの記録処理を行って記録の終了を示す必要がある。この有効なユー
ザデータでない外周の記録部のことをリードアウト領域と呼んでいる。
【０００４】
このように、フォーマット処理によれば、情報記録媒体の全面あるいは指定領域をダミー
データで埋め尽くすため、フォーマット処理に要する時間は情報記録媒体の大容量化に比
例して増大してしまう問題がある。
このような問題に対し、例えば、特開平１１－１３４７９９号「光ディスク記録再生装置
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３

フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中に、情報記録再生装置から
情報記録媒体を取り出す場合に該情報記録媒体にリードアウトを記録するリードアウト記
録方法であって、
　前記リードアウト領域が可変長であり、そして、



と光ディスク記録再生方法とコンピュータ読み取り可能な記録媒体」に開示されてあるよ
うに、フォーマット処理をバックグラウンドで行い、フォーマット要求後、短時間でユー
ザが要求するデータの記録再生を可能にする情報記録再生装置が提案されている。ここに
開示された内容は、ＣＤ－ＲＷディスクにおけるバックグラウンドフォーマットに関する
ものであるが、ＤＶＤ＋ＲＷディスクにおいても同様のバックグラウンドフォーマットが
提案されている。
【０００５】
バックグラウンドフォーマットでは、ユーザからのデータ記録再生要求がない時間を使用
して、未記録 (フォーマット )領域をダミーデータで埋める処理を行う。バックグラウンド
フォーマット中、ユーザからデータ記録再生要求が発生した場合、フォーマット処理を中
断して、ユーザ要求によるデータ記録再生を行う。このように、バックグラウンドフォー
マット中は、ユーザが要求するデータ記録再生と、バックグラウンドフォーマットによる
ダミーデータの記録を並行して行う必要がある。
【０００６】
また、バックグラウンドフォーマット中、フォーマット完了前にユーザが情報記録再生装
置から情報記録媒体を取り出すことが可能である。情報記録媒体を取り出す際には、デー
タ記録領域に続いて一時的なリードアウト (テンポラリリードアウト )を記録することで、
取り出したディスクを従来の DVD-ROMドライブなどで読み出すことが可能となる。テンポ
ラリリードアウトは、情報記録媒体がここまで記録したというマークのような領域で、ピ
ックアップ（記録再生ヘッド）の未記録部への不必要な移動を防ぎ、光学系を保護する役
割もある。装置の物理的な動作に関わるため、それなりの大きさが必要である。
テンポラリリードアウトは、バックグラウンドフォーマット、もしくはユーザ要求による
データ記録を行った領域のうち、最も外周に位置する領域の終了アドレスから記録される
。テンポラリリードアウトを記録した情報記録媒体に対しては、ユーザ要求によりテンポ
ラリリードアウト開始位置からフォーマットを再開することが可能となっている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記したように、従来の情報記録再生装置によれば、バックグラウンドフォーマット中、
ユーザはディスク上の任意の領域への記録、再生が可能となる。また、ユーザはバックグ
ラウンドフォーマット処理中にディスクを取り出すことが可能である。フォーマット処理
完了前に情報記録媒体をドライブから取り出す場合、テンポラリリードアウトを記録して
から取り出すことにより、従来のＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭドライブなどで読むこと
が可能となる。テンポラリリードアウトは、バックグラウンドフォーマット、またはユー
ザ要求によりデータ記録した領域に引き続いて記録される。
【０００８】
ところが、そのようなリードアウト領域の記録には時間がかかる上、かなり大きなデータ
領域を消費する。
また、リードアウトの長さによっても、市場に出回っている様々な種類のＣＤ／ＤＶＤプ
レイヤ、レコーダ、あるいは他の記録再生装置で読み取り性や互換性が異なってくるとい
うことが分かってきた。メディアの普及に伴い規格違反のものも出現するが、比較的互換
性は保たれている。しかしながら細かい動作が異なることが多く、様々な状況が発生して
きた。
【０００９】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、リードアウト領域の長さを可変にするこ
とで、使い勝手の良い情報記録再生装置及びそのシステムを提供することを目的とする。
例えば、互換性を向上させるためには規格で推奨されているような長さや位置を満たすよ
うなテンポラリリードアウトを記録し、あるいは、取り出し時間を短くするためには最小
限の短いリードアウトを記録するもので、更に、少しでも記録容量を稼ぎたい場合は、本
来のリードアウトよりも短い記録しか行わないような選択もありうる。
【００１０】
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【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中
に情報記録媒体を取り出しできる情報記録再生装置であって、リードアウト領域を可変長
とし、当該領域にリードアウトを記録してから前記情報記録媒体の取り出しを許可する手
段を備え、
ことを特徴とする。
　請求項１に記載の発明によれば、リードアウト領域の長さを可変にすることで、取り出
すまでの時間が可変になり、取り出しに要する時間を短縮できるようになる。従って、ユ
ーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。また、領域の大きさをコントロール
することで、他の装置において読み取り可能になることがあり、この場合、情報記録媒体
の互換性を向上させることが可能である。
　なお、上記したリードアウト領域にリードアウトを記録してから情報記録媒体の取り出
しを許可する手段はコントローラが該当し、コントローラに内蔵されたＣＰＵがメモリに
記録されたプログラムを逐次実行することによりその手段が持つ機能を実現するものであ
る。
【００１２】
　 請求項 に記載の発明によれば、リードアウト領域の長さを、ユーザがあらかじ
め選んでおくことによって、ユーザが頻繁に使う環境や都合に応じて最適化された取り出
し時間とすることができる。
【００１３】
　請求項 に記載の発明は、

前記リードアウト領域の長さは、ユーザが装置から前記情報記録媒体
を取り出すときにユーザによって指定されることを特徴とする。
　請求項 に記載の発明によれば、

　 リードアウト領域の長さを、ユーザが取り出し
時に選ぶことによって、ユーザの事情に応じてその時々で最適化された取り出し時間、互
換性を選ぶことができるようになる。例えば、急いでいる時は互換性を犠牲にしても速さ
を選ぶことができ、余裕がある時は、互換性を犠牲にしても最低限の長さでリードアウト
を記録させることができる。
【００１４】
　請求項 に記載の発明は、フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中
に情報記録媒体を取り出しできる情報記録再生システムであって、リードアウト領域を可
変長とし、当該領域にリードアウトを記録してから前記情報記録媒体の取り出しを許可す
る情報記録再生装置と、前記リードアウト領域の長さを指定するための選択肢をＧＵＩに
より提供し、ユーザにその選択を促す上位装置とを備えたことを特徴とする。
　請求項 に記載の発明によれば、ユーザがあらかじめ指定する、あるいは取り出し時に
指定する、リードアウト領域における長さ指定のための選択肢をＧＵＩ（ Graphical
User Interface）で提供し、ユーザにその選択を促す構成としたため、複数の選択肢があ
るときにユーザの利便性が増す。
　なお、ここに示される情報記録再生システムとは、情報記録再生装置と、当該情報記録
再生装置とは外部インターフェースを介して接続される上位装置との組み合わせ、もしく
は上位装置が持つ機能が内蔵された情報記録再生装置単体をいう。
【００１５】
　請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の情報記録再生システムにおいて、前記ＧＵ
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そして、前記リードアウト領域の長さは、ユーザによりあらかじめ指定される

また、 １

２ フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中
に情報記録媒体を取り出しできる情報記録再生装置であって、リードアウト領域を可変長
とし、当該領域にリードアウトを記録してから前記情報記録媒体の取り出しを許可する手
段を備え、そして、

２ リードアウト領域の長さを可変にすることで、取り出
すまでの時間が可変になり、取り出しに要する時間を短縮できるようになる。従って、ユ
ーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。また、領域の大きさをコントロール
することで、他の装置において読み取り可能になることがあり、この場合、情報記録媒体
の互換性を向上させることが可能である。

また、請求項２に記載の発明によれば、

３

３

４ ３



Ｉは、言葉により提示されることを特徴とする。
　請求項 に記載の発明によれば、ユーザが取り出し時、動作の記述でなく、明瞭な言葉
による選択肢を提示することによって、ユーザにとって分かりやすく、利便性を提供でき
る。
【００１６】
　請求項 に記載の発明は、フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中
に、情報記録再生装置から情報記録媒体を取り出す場合に該情報記録媒体にリードアウト
を記録するリードアウト記録方法であって、前記リードアウト領域が可変長であり、そし
て、記リードアウト領域の長さは、ユーザによりあらかじめ指定されることを特徴とする
。
　請求項 に記載の発明によれば、リードアウト領域の長さを可変にすることで、取り出
すまでの時間が可変になり、取り出しに要する時間を短縮できるようになる。従って、ユ
ーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。
【００１９】
　 請求項 に記載の発明によれば、リードアウト領域の長さを、ユーザがあらかじ
め選んでおくことによって、ユーザが頻繁に使う環境や都合に応じて最適化された取り出
し時間とすることができる。
【００２０】
　請求項 に記載の発明は、

前記リードアウト領域の長さは、ユーザが前記情報記録再生装置から前記情報記録媒
体を取り出すときにユーザによって指定されることを特徴とする。
　請求項６に記載の発明によれば、

リードアウト領域の長さを、
ユーザが取り出し時に選ぶことによって、ユーザの事情に応じてその時々で最適化された
取り出し時間、互換性を選ぶことができるようになる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の情報記録再生装置の実施形態を示すブロック図である。ここでは、情報
記録媒体に内周から外周へのスパイラル状のトラックを持つ光ディスク、光ディスクドラ
イブが例示されている。
図１に示されるように、光ディスクドライブは、光ディスク１０を回転させるモータ１１
、光ピックアップ１２を光ディスク１０の半径方向に移動させる粗動モータ１３、光ピッ
クアップ１２とその各制御系（回転制御系１４、粗動モータ制御系１５、ピックアップ制
御系１６、信号処理系１７）から構成される。
【００２４】
光ディスク１０から読み出されるデータはキャッシュメモリ１８に蓄えられ、コントロー
ラ１９および外部インターフェースを介して図示せぬ上位装置に転送される。上位装置か
ら送信されたデータは、キャッシュメモリ１８を経由して光ディスク１０に記録される。
また、コントローラ１９は、後述するように、バックグラウンドフォーマットの中断、再
開、テンポラリリードアウト記録などの制御を行う。コントローラ１９は、レジスタや不
揮発ＲＡＭを含み、各種設定データを保持することができる。コントローラ１９は、具体
的にはＣＰＵならびにメモリを含む周辺ＬＳＩで構成され、ＣＰＵがメモリに記録された
プログラムを逐次読み出し実行することにより、上記した各制御を行う。また、図示せぬ
上位装置とは外部インターフェースを介して通信を行い、例えば、後述するように、上位
装置によって生成されるＧＵＩ画面を受信してユーザに選択を促し、選択結果を通信によ
って上位装置に伝える機能も合わせ持つ。通信は、上位装置がコマンドを発行し、図示し
た光ディスクドライブがそれに答えることで行う。
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４

５

５

また、 ５

６ フォーマット処理中、もしくは連続してデータを書き込み中
に、情報記録再生装置から情報記録媒体を取り出す場合に該情報記録媒体にリードアウト
を記録するリードアウト記録方法であって、前記リードアウト領域が可変長であり、そし
て、

リードアウト領域の長さを可変にすることで、取り出
すまでの時間が可変になり、取り出しに要する時間を短縮できるようになる。従って、ユ
ーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。また、



【００２５】
図２は本発明実施形態の動作を説明するために引用した図であり、具体的には、光ディス
ク１０としてＤＶＤ＋ＲＷを用いた場合の、バックグラウンドフォーマットによるダミー
データの記録と、ユーザ要求によるデータ記録再生、テンポラリリードアウト記録の例が
示されている。最近の情報記録媒体は物理的な位置に依存しないように一次元的なアドレ
スが割り振られているので直線的に表現されている。
【００２６】
図１に示す光ディスクドライブにブランクディスク（ＤＶＤ＋ＲＷ）が挿入された場合、
フォーマットの初期化処理でリードイン領域の一部だけを記録してユーザからのデータ記
録再生を可能にし、バックグラウンドフォーマットにより、内周からデータ未記録領域を
ダミーデータで記録していく（図２（ａ） )。
ユーザからデータ記録再生要求があった場合、バックグラウンドフォーマット処理を停止
し、ユーザデータの記録再生を行う（図２（ｂ） )。ユーザが要求したデータ記録再生が
終了し、ディスク取り出し要求を受けた時、規定された位置に達していなかったら、その
位置までダミーデータ、または、ここからリードアウトを書込む（図２（ｃ） )。
【００２７】
ユーザからバックグラウンドフォーマットの中断要求があった場合、終了アドレスよりテ
ンポラリリードアウトを記録してフォーマットを中断する。ここで、図２（ｃ）において
バックグラウンドフォーマットの再開は光ディスクドライブに依存しているため、フォー
マット中断要求で記録されるテンポラリリードアウト位置は、図２（ｂ）でユーザデータ
を記録し終わった位置とは限らない。図２（ｄ）ではじめて、テンポラリリードアウトを
付加することで確定する。
上記したように、テンポラリリードアウトをどの程度記録するかが、ユーザあるいは光デ
ィスクドライブが動的に判断するためのポイントである。図２（ｅ）は、本来のリードア
ウトを越えてデータを書込めるようになった様子を示す。リードアウトは、多くの場合最
小限だけ指定されているが、それ以上に記録されていることが多い。互換性、再生可能性
は低下するが、それでも容量を稼ぎたいことがある。
【００２８】
図３、図４は、本発明により情報が記録された情報記録媒体の一例を示す図である。リー
ドアウト領域の大きさを固定的にしていると、図３に示す例と比較すれば、図４に示す例
では半径方向に対してリードアウトが狭くなってしまう。すると再生可能性が低下するば
かりでなく、光ピックアップ１２を傷める可能性もある。
そこで、最後の記録位置に応じて、リードアウトの大きさを大きくできるようにすれば、
半径位置が変わってもある程度のリードアウト幅を期待できる。
【００２９】
以上説明のように、幾つかのリードアウトを可変にする場合でも幾つか選択肢があること
が分かる。そこで、あらかじめ、その選択肢を選んでおき、自動的にその選択したリード
アウト付加を行うようにすることが考えられる。
このようにすれば、いちいち選択動作を行わなくても望みの仕様で動作する光ディスクド
ライブが得られる。情報記録媒体の使われ方が決っており、比較的環境が固定されている
ときはこのような光ディスクドライブが便利である。
【００３０】
更に、光ディスク１０をイジェクト（取り外し）する時に、選択肢を提示し、選ばせると
いう方法も考えられる。これは、内容は同じでも光ディスク１０を不特定の相手に渡すよ
うな場合、相手に応じた選択が可能である。あるいは情報記録後にならないと決定しない
ような時には便利である。
【００３１】
また、上記したように複数の選択肢があるとき、それを表示して選択するのはユーザの利
便性の点から重要である。最近はコンピュータを利用するためのＧＵＩ（ Graphical・ Use
r・ Interface）が発達し、ダイアログボックスやウィンドウといったものが簡単に表示で
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きるようになった。ところが、選択肢に対して動作の詳細を記述してもユーザが全てを理
解するとは限らない。
そこで、装置動作によらずに、分かりやすい言葉を提示することでユーザビリティの向上
がはかれる。図５にそのダイヤログ表示（ＧＵＩ画面）の一例が示されている。
【００３２】
ここでは、「互換性を優先する。」を選ぶと、規定位置までのリードアウト書込み、規定
幅のリードアウト書込みなどを行う。逆に、「取り出しの速さを優先する。」を選ぶと、
現在記録されている最大のアドレスで最小限長のリードアウト書込みを行う。更に、少し
でも記録容量を稼ぎたい場合は、本来のリードアウトよりも短い記録しか行わないような
選択もありうる。この場合は、「ＬｅａｄＯｕｔ容量削減を許可する。」を選択する。
図示せぬ上位装置は、上記したＧＵＩ画面を生成し、ユーザの理解を得やすい言葉を提示
して何れかを選択してもらったり、優先あるいは重視する項目にチェックをしてもらうこ
とで光ディスクドライブの動作を変えるように構成することが可能となる。
【００３３】
以上説明のように本発明によれば、リードアウト領域の長さを可変にすることで、使い勝
手の良い情報記録再生装置ならびにそのシステムを提供することができ、例えば、互換性
を向上させるためには規格で推奨されているような長さや位置を満たすようなテンポラリ
リードアウトを記録し、あるいは、取り出し時間を短くするためには最小限の短いリード
アウトを記録するもので、更に、少しでも記録容量を稼ぎたい場合は、本来のリードアウ
トよりも短い記録しか行わないような選択もありうる。
【００３４】
【発明の効果】
請求項１に記載の発明によれば、情報記録媒体を装置から取り出すときに要する時間を短
縮できるようになる。従って、ユーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。ま
た、領域の大きさをコントロールすることで、他の装置において読み取り可能になること
があり、この場合、情報記録媒体の互換性を向上させることが可能である。
【００３６】
　 請求項 に記載の発明によれば、リードアウト領域の長さを、ユーザがあらかじ
め選んでおくことによって、ユーザが頻繁に使う環境や都合に応じて最適化された取り出
し時間とすることができる。
【００３７】
　請求項 に記載の発明によれば、

ユー
ザの事情に応じてその時々で最適化された取り出し時間、互換性を選ぶことができるよう
になる。例えば、急いでいる時は互換性を犠牲にしても速さを選ぶことができ、余裕があ
る時は、互換性を犠牲にしても最低限の長さでリードアウトを記録させることができる。
【００３８】
　請求項 に記載の発明によれば、ユーザがあらかじめ指定する、あるいは取り出し時に
指定する、リードアウト領域における長さ指定のための選択肢をＧＵＩで提供し、ユーザ
にその選択を促す構成としたため、複数の選択肢があるときにユーザの利便性が増す。
【００３９】
　請求項 に記載の発明によれば、ユーザが取り出し時、動作の記述でなく、明瞭な言葉
による選択肢を提示することによって、ユーザにとって分かりやすく、利便性を提供でき
る。
【００４０】
　請求項 に記載の発明によれば、リードアウト領域の長さを可変にすることで、取り出
すまでの時間が可変になり、取り出しに要する時間を短縮できるようになる。従って、ユ
ーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。
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また、 １

２ 情報記録媒体を装置から取り出すときに要する時間を
短縮できるようになる。従って、ユーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。
また、領域の大きさをコントロールすることで、他の装置において読み取り可能になるこ
とがあり、この場合、情報記録媒体の互換性を向上させることが可能である。また、

３

４

５

また、リードアウト領域の長さを、



【００４４】
　請求項 に記載の発明によれば、

リードアウト領域の長さを、
ユーザが取り出し時に選ぶことによって、ユーザの事情に応じてその時々で最適化された
取り出し時間、互換性を選ぶことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報記録再生装置の実施形態を示すブロック図である。
【図２】本発明実施形態の動作を説明するために引用した図である。
【図３】本発明により情報が記録された情報記録媒体の一例を示す図である。
【図４】本発明により情報が記録された情報記録媒体の一例を示す図である。
【図５】本発明によるダイヤログ表示の一例を示す図である。
【符号の説明】
１０　　光ディスク
１１　　モータ
１２　　光ピックアップ
１３　　粗動モータ
１４　　回転制御系
１５　　粗動モータ制御系
１６　　ピックアップ制御系
１７　　信号制御系
１８　　キャッシュメモリ
１９　　コントローラ
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ユーザがあらかじめ選んでおくことによって、ユーザが頻繁に使う環境や都合に応じて最
適化された取り出し時間とすることができる。

６ リードアウト領域の長さを可変にすることで、取り出
すまでの時間が可変になり、取り出しに要する時間を短縮できるようになる。従って、ユ
ーザを待たせることが減少し、使い勝手が向上する。また、



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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