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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ＯＰＣ領域と第１所定領域を備える第１情報記録層と、前記第１情報記録層の前記
第１ＯＰＣ領域に対応して同じ半径内に位置する第２所定領域と前記第１情報記録層の前
記第１所定領域に対応して同じ半径内に位置する第２ＯＰＣ領域を含む第２情報記録層を
備え、前記第１及び第２ＯＰＣ領域と前記第１及び第２所定領域が前記第１及び第２情報
記録層のリードイン領域に位置する多層情報記録媒体にデータを記録する記録装置であっ
て、
　前記情報記録媒体にデータを記録する光ピックアップと、
　前記第１情報記録層に設けられる第１ＯＰＣ領域の使用方向と前記第２情報記録層に設
けられる前記第２所定領域の使用方向とが互いに逆であり、前記第２情報記録層に設けら
れる前記第２ＯＰＣ領域の使用方向と前記第１情報記録層に設けられる前記第１所定領域
の使用方向とが互いに逆になるように前記光ピックアップを制御する制御部と、を備える
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２所定領域は、予備領域であることを特徴とする請求項１に記載の記録
装置。
【請求項３】
　第１ＯＰＣ領域と第１所定領域を備える第１情報記録層と、前記第１情報記録層の前記
第１ＯＰＣ領域に対応して同じ半径内に位置する第２所定領域と前記第１情報記録層の前
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記第１所定領域に対応して同じ半径内に位置する第２ＯＰＣ領域を備える第２情報記録層
を含み、前記第１及び第２ＯＰＣ領域と前記第１及び第２所定領域が前記第１及び第２情
報記録層のリードイン領域に位置する多層情報記録媒体に対して最適記録情報を獲得する
ための方法であって、
　前記第１及び第２ＯＰＣ領域にデータを記録する段階と、
　前記第１及び第２ＯＰＣ領域に記録されたデータを再生する段階と、
　前記再生されたデータによって前記最適記録条件を決定する段階と、を含み、
　前記第１情報記録層に設けられる第１ＯＰＣ領域の使用方向と前記第２情報記録層に設
けられる前記第２所定領域の使用方向とが互いに逆であり、前記第２情報記録層に設けら
れる前記第２ＯＰＣ領域の使用方向と前記第１情報記録層に設けられる前記第１所定領域
の使用方向とが互いに逆であることを特徴とする情報記録媒体の最適記録条件の獲得方法
。
【請求項４】
　前記第１及び第２所定領域は、予備領域であることを特徴とする請求項３に記載の情報
記録媒体の最適記録条件の獲得方法。
【請求項５】
　前記情報記録媒体は、前記第１あるいは第２ＯＰＣ領域でデータの記録されたセクター
のアドレスを記録するためのマップ領域をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の
情報記録媒体の最適記録条件の獲得方法。
【請求項６】
　前記マップ領域は、前記第１あるいは第２ＯＰＣ領域と前記第１あるいは第２所定領域
との間に位置することを特徴とする請求項５に記載の情報記録媒体の最適記録条件の獲得
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録可能な情報記録媒体に係り、さらに詳細には、多層の情報記録層にそれ
ぞれ備えられるＯＰＣ（Ｏｐｔｉｍａｌ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）領域で最適のパ
ワー制御を行っても、他の情報記録層に及ぼす影響を最小化させつつ、情報記録層の領域
を効率的に使用するための情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、情報記録媒体は、非接触式に情報を記録／再生する光ピックアップ装置の情
報記録媒体として広く採用され、情報記録媒体の一種類である光ディスクは、情報記録容
量によってコンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多機能ディスク（ＤＶＤ）に区分され
る。そして、記録、消去及び再生が可能な光ディスクとしては、６５０ＭＢ　ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷ、４.７ＧＢ　ＤＶＤ＋ＲＷがある。さらに、記録容量が２０ＧＢ以上である
高密度ＤＶＤ（ＨＤ－ＤＶＤ）も開発されている。
【０００３】
　このように、情報記録媒体は、徐々に記録容量が増加する方向に開発されている。記録
容量を増加させる方法としては、代表的に記録光源の波長を短波長化し、対物レンズの開
口数を高開口数化する方法がある。これ以外に、情報記録層を少なくとも二つ以上の層で
構成する方法がある。
【０００４】
　図１Ａ及び図１Ｂは、第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１を有するデュアルレ
イヤ情報記録媒体を概略的に示す図である。各情報記録層Ｌ０，Ｌ１には、最適の記録パ
ワーを求めるための第１及び第２　ＯＰＣ領域１１１，１２１と欠陥管理のための第１及
び第２欠陥管理領域（ＤＭＡ：Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｒｅａ）
１１５，１２５とが備えられる。第１及び第２
ＯＰＣ領域１１１，１２１は、情報記録媒体で相互対向して配置される。すなわち、内周
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あるいは外周に対して同じ半径内に位置する。
【０００５】
　第１及び第２　ＯＰＣ領域１１１，１２１では、最適の記録パワーを探すために色々な
サイズの記録パワーでデータを記録する。したがって、最適の記録パワーより高いパワー
でデータが記録されてもよい。下記の表１は、第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１のＯＰ
Ｃ領域１１１，１２１に記録パワーを異ならしてデータを記録するとき、各情報記録層Ｌ
０，Ｌ１でのジッタ特性を測定した結果を表すものである。
【０００６】
【表１】

　表１によれば、適正記録パワーでデータを記録した場合には、第１または第２情報記録
層Ｌ０，Ｌ１に対してジッタ特性に影響を及ぼさない一方、適正記録パワーより２０％ほ
ど高い記録パワーでデータを記録する場合には、既記録の情報記録層のＯＰＣ領域に影響
を及ぼしてジッタ特性が悪化する。また、２０％より高い記録パワーで記録する場合には
、他の情報記録層のジッタ特性がさらに悪くなることを予想できる。
【０００７】
　したがって、第１及び第２　ＯＰＣ領域１１１，１２１が第１及び第２情報記録層Ｌ０
，Ｌ１で同一半径範囲に位置すれば、第１及び第２　ＯＰＣ領域１１１，１２１のうち何
れか一つを使用できなくなる場合が発生しうる。
【０００８】
　また、第１及び第２　ＯＰＣ領域１１１，１２１のうち何れか一つの記録状態によって
、残りの他のＯＰＣ領域での記録特性が変わりうる。例えば、図１Ｂに示したように、第
１　ＯＰＣ領域１１１の一部１１１ａにデータが記録され、残りの部分１１１ｂには、デ
ータが記録されないとき、第２　ＯＰＣ領域１２１での記録特性が前記記録された部分１
１１ａに対向する部分と記録されていない部分１１１ｂに対向する部分とでそれぞれ異な
って現れる。言い換えれば、記録された部分１１１ａと記録されていない部分１１１ｂと
のレーザ光の透過率が異なるため、第２　ＯＰＣ領域１２１での記録特性が部分的に変わ
りうる。
【０００９】
　前述したように、第１及び第２　ＯＰＣ領域が情報記録媒体の同一半径範囲に位置する
場合、各ＯＰＣ領域の機能が円滑に行われないこともある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、多層の情報記録層にそれぞれ備えられるＯＰ
Ｃ領域で最適のパワー制御を行うとき、他の情報記録層に及ぼす影響を最小化させつつ、
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各情報記録層の領域を効率的に使用するための情報記録媒体、情報記録媒体のＯＰＣ領域
間の干渉を最小化するための記録方法及び光記録／再生装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を達成するために、本発明による情報記録媒体は、複数の情報記録層を有する
情報記録媒体であって、前記各情報記録層は、それぞれ最適の記録条件を得るためのＯＰ
Ｃ領域を備え、光が入射される方向から奇数番目の情報記録層のＯＰＣ領域とこれに隣接
する偶数番目の情報記録層のＯＰＣ領域とが接しないように交互に配置され、前記各情報
記録層の各ＯＰＣ領域で実際使用可能な領域は、前記各情報記録層の使用環境によって可
変的であることを特徴とする。
【００１２】
　前記課題を達成するために、本発明による情報記録媒体は、複数の情報記録層を有する
情報記録媒体であって、前記各情報記録層は、それぞれ最適の記録条件を得るためのＯＰ
Ｃ領域を備え、光が入射される方向から奇数番目の情報記録層のＯＰＣ領域とこれに隣接
する偶数番目の情報記録層のＯＰＣ領域とが接しないように交互に配置され、前記隣接す
る奇数番目及び偶数番目の情報記録層のうち何れか一つの情報記録層に他の一つの情報記
録層のＯＰＣ領域に対応して所定目的のための使用可能領域を設定することを特徴とする
。
【００１３】
　前記課題を達成するために、本発明による情報記録媒体の記録方法は、情報記録媒体で
第１情報記録層の第１　ＯＰＣ領域と第２情報記録層の第２　ＯＰＣ領域との間の干渉を
最小化させるために、（ａ）前記第１及び第２　ＯＰＣ領域が前記第１及び第２情報記録
層で異なる半径範囲に配置するステップと、（ｂ）前記第１　ＯＰＣ領域及び前記第２情
報記録層で前記第１　ＯＰＣ領域に対応する領域でデータを相互逆方向に記録し、前記第
２　ＯＰＣ領域及び前記第１情報記録層で前記第２　ＯＰＣ領域に対応する領域でデータ
を相互逆方向に記録して干渉を最小化させるステップとを含むことを特徴とする。
【００１４】
　前記課題を達成するために、本発明による光記録／再生装置は、情報記録媒体に対して
データを記録及び再生する光ピックアップと、前記情報記録媒体に対してデータを記録及
び再生するように前記光ピックアップを制御し、最適の記録パワーを決定する制御部と、
を備え、前記情報記録媒体は、第１　ＯＰＣ領域及び第１制限使用領域を備える第１情報
記録層と、第２　ＯＰＣ領域及び第２制限使用領域を備える第２情報記録層とを備え、前
記第１　ＯＰＣ領域と前記第２制限使用領域とは、同一半径範囲に位置し、前記第２　Ｏ
ＰＣ領域と第１制限使用領域とは、同一半径範囲に位置し、前記制御部は、前記第１ある
いは第２　ＯＰＣ領域で前記光ピックアップによって記録あるいは再生されるデータによ
って前記最適の記録パワーを決定することを特徴とする。
【００１５】
　前記光記録／再生装置において、第１及び第２制限使用領域は、前記制御部によって前
記第１及び第２　ＯＰＣ領域と逆方向に記録可能な予備領域であることが望ましい。
【００１６】
　前記光記録／再生装置において、前記第１制限使用領域は、前記制御部によって前記第
１及び第２　ＯＰＣ領域と逆方向に記録可能な予備領域であり、前記第２制限使用領域は
、前記第１及び第２　ＯＰＣ領域に対して任意の方向に記録可能な使用可能領域であるこ
とが望ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の望ましい実施形態による情報記録媒体について、添付された図面を参照
して説明する。
【００１８】
　本発明の第１実施形態による情報記録媒体は、図２を参照するに、少なくとも２層の情
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報記録層Ｌ０，Ｌ１を有し、各情報記録層は、最適のパワーを求めるためのＯＰＣ領域２
１１，２３３及び予備領域２１３，２２１を備えつつ、各情報記録層のＯＰＣ領域２１１
，２３３が相互対向しないように異なる半径範囲に配置される。各情報記録層は、ＯＰＣ
領域２１１，２３３の隣接した位置にマップ領域をさらに備えうる。
【００１９】
　図２に示した情報記録媒体は、第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１を備えた場合を例示
した図である。第１情報記録層Ｌ０は、第１　ＯＰＣ領域２１１、第１予備領域２１３、
及び第１ディスク情報ＤＩ領域２１５を備え、第２情報記録層Ｌ１は、第２予備領域２２
１、第２　ＯＰＣ領域２２３、及び第２ディスク情報ＤＩ領域２２５を備える。ここで、
第１及び第２　ＤＩ領域２１５，２２５には、各ＯＰＣ領域で使われた領域のアドレス及
び情報記録層の状態情報のように、毎使用時に更新されるデータが記録される。情報記録
層の状態情報は、記録モード、及び記録モードによって最後に記録されたアドレスを含む
。
【００２０】
　各情報記録層Ｌ０，Ｌ１での第１　ＯＰＣ領域２１１及び第２　ＯＰＣ領域２２３は、
情報記録媒体の異なる半径範囲で相互対向しないように交互に配置される。具体的に、第
２情報記録層Ｌ１で第１　ＯＰＣ領域２１１と対向する位置には、第２予備領域２２１が
備えられ、第１情報記録層Ｌ０で第２　ＯＰＣ領域２２３と対向する位置には、第１予備
領域２１３が備えられる。
【００２１】
　一方、第１情報記録層Ｌ０の第１　ＤＩ領域２１５と第２情報記録層Ｌ１の第２　ＤＩ
領域２２５とは、情報記録媒体の同じ半径範囲に配置される。ここで、ＤＩ領域２１５，
２２５の代わりにあるいはＤＩ領域２１５，２２５に付加してＤＭＡ領域が使われてもよ
い。
【００２２】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の第２実施形態による情報記録媒体の構造を示す図であっ
て、第１情報記録層Ｌ０は、第１　ＯＰＣ領域３１１、第１予備領域３１３及び第１　Ｄ
ＭＡ領域３１５を備え、第２情報記録層Ｌ１は、第２予備領域３２１、第２　ＯＰＣ領域
３２３、及び第２　ＤＭＡ領域３２５を備える。ここでは、各情報記録層でＯＰＣ領域及
び予備領域の記録方向、すなわち、使用順序が互いに同じである場合を表す。すなわち、
情報記録層の内部では、ＯＰＣ領域及び予備領域が互いに同じ記録方向を有するが、情報
記録層間では、それぞれ対応する領域が相互逆である記録方向、すなわち、相互重畳され
ない使用方向を有する。
【００２３】
　図３Ａは、情報記録媒体のトラック螺旋方向に関係なく、第１情報記録層Ｌ０で第１　
ＯＰＣ領域３１１と第１予備領域３１３とが何れも内周から外周への記録方向、すなわち
、使用順序を有し、第２情報記録層Ｌ１で第２予備領域３２１と第２　ＯＰＣ領域３２３
とが何れも外周から内周への記録方向、すなわち、使用順序を有する例である。すなわち
、第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１で互いに同じ半径内に存在するＯＰＣ領域及び予備
領域は、逆方向に使われる。
【００２４】
　一方、図３Ｂは、情報記録媒体のトラック螺旋方向に関係なく、第１情報記録層Ｌ０で
第１　ＯＰＣ領域３１１と第１予備領域３１３とが何れも外周から内周への記録方向、す
なわち、使用順序を有し、第２情報記録層Ｌ１で第２予備領域３２１と第２　ＯＰＣ領域
３２３とが何れも内周から外周への記録方向、すなわち、使用順序を有する例である。す
なわち、第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１で互いに同じ半径内に存在するＯＰＣ領域及
び予備領域は、逆方向に使われる。
【００２５】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の第３実施形態による情報記録媒体の構造を示す図であっ
て、各情報記録層でＯＰＣ領域及び予備領域の記録方向、すなわち、使用順序が相互逆で
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ある場合を示す。すなわち、情報記録層の内部でもＯＰＣ領域及び予備領域が相互逆の記
録方向を有し、情報記録層間でもそれぞれ対応する領域が相互逆の記録方向、すなわち、
相互重畳されない使用方向を有する。
【００２６】
　図４Ａは、情報記録媒体のトラック螺旋方向に関係なく、第１情報記録層Ｌ０で第１　
ＯＰＣ領域４１１は、内周から外周、第１予備領域４１３は、外周から内周への記録方向
、すなわち、使用順序を有し、第２情報記録層Ｌ１で第２予備領域４２１は、外周から内
周、第２　ＯＰＣ領域４２３は、内周から外周への記録方向、すなわち、使用順序を有す
る例である。すなわち、第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１で互いに同じ半径内に存在す
るＯＰＣ領域及び予備領域は、逆方向に使われる。
【００２７】
　一方、図４Ｂは、情報記録媒体のトラック螺旋方向に関係なく、第１　ＯＰＣ領域４１
１は、外周から内周、第１予備領域４１３は、内周から外周への記録方向、すなわち、使
用順序を有し、第２情報記録層Ｌ１で、第２予備領域４２１は、内周から外周、第２　Ｏ
ＰＣ領域４２３は、外周から内周への記録方向、すなわち、使用順序を有する例である。
すなわち、第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１で互いに同じ半径内に存在するＯＰＣ領域
及び予備領域は、逆方向に使われる。
【００２８】
　図３Ａ及び図３Ｂまたは図４Ａ及び図４Ｂにおいて、第１及び第２情報記録層Ｌ０Ｌ１
にそれぞれ備えられたＯＰＣ領域及び予備領域の配置順序の先後は、互に変わりうるとい
うことが分かる。
【００２９】
　図３Ａ及び図３Ｂまたは図４Ａ及び図４Ｂに示した構造では、各情報記録層Ｌ０，Ｌ１
の第１及び第２　ＯＰＣ領域３１１，４１１，３２３，４２３で使われた領域についての
アドレスがそれぞれ第１及び第２予備領域３１３，４１１，３２１，４２１に記録される
。したがって、各情報記録層の使用環境、例えば、各情報記録層で記録されるデータの種
類または各情報記録層を使用する頻度によって、任意の情報記録層の予備領域で使われる
領域ほどこれに隣接した情報記録層のＯＰＣ領域で実際使われうる領域が可変的に決定さ
れる。
【００３０】
　図５Ａないし図５Ｄは、本発明の第４実施形態による情報記録媒体を示す図であって、
第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１で、ＯＰＣ領域で使われたセクターのアドレスを記録
するためのマップ領域がＯＰＣ領域に隣接した位置に備えられる。このとき、各情報記録
層で予備領域は、他の用途のための領域として使われうる。各情報記録層でマップ領域を
ＯＰＣ領域に隣接した位置に備えれば、各情報記録層でＯＰＣを行う前にＯＰＣ領域で使
用可能な領域をさらに速く探せるので、ＯＰＣを行う時にかかる時間を短縮させうる。マ
ップ領域では、多様な形式によってＯＰＣ領域のアドレスを記録でき、一例としては、ビ
ットマップ形式を挙げられる。一方、前記マップ領域の代わりに、ＯＰＣ情報だけでなく
ユーザ領域で最終記録されたアドレスのように毎使用時に更新される情報が記録されるＤ
Ｉ領域を備えても良い。
【００３１】
　図５Ａないし図５Ｄにおいて、第１情報記録層Ｌ０は、第１　ＯＰＣ領域５１１、第１
マップ領域５１２、第１予備領域５１３及び第１　ＤＭＡ領域５１５を備え、第２情報記
録層Ｌ１は、第２予備領域５２１、第２マップ領域５２２、第２　ＯＰＣ領域５２３、及
び第２　ＤＭＡ領域５２５を備える。第１及び第２マップ領域５１２，５２２と、第１及
び第２　ＤＭＡ領域５１５，５２５とは、情報記録媒体の同じ半径範囲に配置される。
【００３２】
　要約すれば、図５Ａ及び図５Ｂは、図３Ａ及び図３Ｂに示した使用方向を有する構造に
マップ領域５１２，５２２がさらに備えられた情報記録媒体を、図５Ｃ及び図５Ｄは、図
４Ａ及び図４Ｂに示した使用方向を有する構造にマップ領域５１２，５２２がさらに備え
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られた情報記録媒体をそれぞれ示した図であって、このとき、予備領域は、情報記録層に
おいて、毎使用時に更新される情報を記録する用途ではなく、単に予備用に備えられる。
【００３３】
　図６は、本発明の第５実施形態による情報記録媒体を示す図であって、内周及び外周の
記録特性が異なる点を考慮して、データ領域６２０の両側に位置するリードイン領域６１
０とリードアウト領域６３０とに何れもＯＰＣ領域を配置した図である。第１及び第２情
報記録層Ｌ０，Ｌ１において、データ領域６２０の第１及び第２データ領域６２１，６２
３の両側に位置したリードイン領域６１０の第１及び第２　ＯＰＣ領域６１１，６１７と
リードアウト領域６３０の第１及び第２　ＯＰＣ領域６３３，６３５とを配置する方法と
して、図２ないし図５に示した構造のうち任意のものを使用できる。
　図７は、本発明の第６実施形態による情報記録媒体を示す図であって、第１及び第２情
報記録層Ｌ０，Ｌ１でＯＰＣを行うとき、層別にジッタ特性に影響を及ぼす程度が異なる
という点を考慮して、相互隣接する第１及び第２情報記録層Ｌ０，Ｌ１のうち一層にのみ
予備領域を備え、他の一層は、使用可能領域に設定した図である。
【００３４】
　前記表１を参照するに、多層の情報記録媒体においては、第１情報記録層Ｌ０で最適パ
ワー制御を行う場合より第２情報記録層Ｌ１で最適パワー制御を行う場合に、ジッタ特性
にさらに大きい影響を及ぼす。もちろん、第１情報記録層Ｌ０と第２情報記録層Ｌ１との
間に介在するスペースレイヤの厚さを変更させるか、または各層のレイヤ構造を変更させ
る場合には、逆の場合、すなわち、第１情報記録層Ｌ０で最適パワー制御を行うとき、ジ
ッタ特性にさらに大きい影響を及ぼすこともある。図７では、第１情報記録層Ｌ０より第
２情報記録層Ｌ１でのＯＰＣの実行時に、ジッタ特性にさらに大きい影響を及ぼす例を示
す図である。
【００３５】
　図７に示した情報記録媒体において、第１情報記録層Ｌ０は、第１　ＯＰＣ領域７１１
、第１予備領域７１３及び第１　ＤＩ領域５１５を備え、第２情報記録層Ｌ１は、使用可
能領域７２１、第２　ＯＰＣ領域７２３、及び第２　ＤＩ領域７２５を備える。第２情報
記録層Ｌ１の使用可能領域７２１は、相対的にジッタ特性に小さな影響を及ぼす第１情報
記録層Ｌ０の第１　ＯＰＣ領域７１１に対応する領域であって、別途の目的のためのデー
タ記録に使われうる。一方、第１及び第２　ＤＩ領域７１５，７２５は、情報記録媒体の
同じ半径範囲に配置され、ＯＰＣ情報またはユーザ領域で最終記録されたアドレスのよう
に、毎使用時に更新される情報が記録される。一方、前記ＤＩ領域の代わりに、各情報記
録層は、情報記録媒体で同じ半径範囲に位置し、ＯＰＣ領域の情報を保存するマップ領域
を備えても良い。
【００３６】
　図７に示したような構造も、リードイン領域及びリードアウト領域に何れも配置するか
、あるいは何れか一つの領域に配置可能である。
【００３７】
　図８は、図２ないし図７に示した本発明による情報記録媒体が具現される光記録／再生
装置の構成を示すブロック図であって、記録／再生部１０００及び制御部１００２を備え
てなる。記録／再生部１０００は、制御部１０００から提供されるコマンドによって情報
記録媒体１３０の記録及び再生動作を行う。ここで、情報記録媒体１３０は、図２ないし
図７に示した複数の実施形態を何れも含み、制御部１００２は、最適記録パワーを決定し
、記録／再生部１０００の記録及び再生動作を制御することによって、情報記録媒体１３
０で第１情報記録層の第１　ＯＰＣ領域と第２情報記録層の第２　ＯＰＣ領域との間の干
渉を最小化させうる。
【００３８】
　図８を参照するに、記録／再生部１０００は、制御部１００２の制御によって、本実施
形態による情報記録媒体のディスク１３０にデータを記録し、記録されたデータを再生す
るためにデータを再生する。制御部１００２は、本発明によってデータを所定記録単位ブ
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ロックで記録するように記録／再生部１０００を制御するか、または記録／再生部１００
０によって再生されたデータを処理して有効なデータを得る。再生は、読み込んだデータ
をエラー訂正して有効なデータを得ることを意味し、所定単位で行われる。再生が行われ
る単位を記録単位ブロックに対応して再生単位ブロックという。再生単位ブロックは、少
なくとも一つの記録単位ブロックに対応する。
【００３９】
　図９は、図８に示した光記録／再生装置の細部構成図である。図９を参照するに、情報
記録媒体１３０は、記録／再生部１０００にロードされる。光記録／再生装置は、記録／
再生部１０００として光ピックアップ１１００を備える。情報記録媒体１３０は、ピック
アップ１１００に装着されている。制御部１００２として、ＰＣＩ／Ｆ（インターフェー
ス）１１０１、ＤＳＰ（デジタル信号処理器）１１０２、ＲＦ　ＡＭＰ（無線周波数増幅
器）１１０３、サーボ１１０４及びシステム制御部１１０５を備える。
【００４０】
　記録時、ＰＣ　Ｉ／Ｆ　１１０１は、ホスト（図示せず）から記録するデータと共に記
録命令を受ける。システム制御部１１０５は、記録に必要な初期化を行う。ＤＳＰ　１１
０２は、ＰＣ　Ｉ／Ｆ　１１０１で受けた記録するデータをエラー訂正のためにパリティ
など付加データを添加してＥＣＣ（Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｈｅ
ｃｋｉｎｇ）エンコーディングを行って、エラー訂正ブロックのＥＣＣブロックを生成し
た後、これを既定の方式で変調する。ここで、ＥＣＣブロックのサイズに未達する量のデ
ータを記録しようとする場合には、有効でないデータをパッディングしてＥＣＣブロック
を作る。ピックアップ１１００は、ＲＦ　ＡＭＰ　１１０３から出力されたＲＦ信号を情
報記録媒体１３０に記録する。サーボ１１０４は、システム制御部１１０５からサーボ制
御に必要な命令を入力されてピックアップ１１００をサーボ制御する。
【００４１】
　再生時、ＰＣ　Ｉ／Ｆ　１１０１は、ホスト（図示せず）から再生命令を受ける。シス
テム制御部１１０５は、再生に必要な初期化を行う。ピックアップ１１００は、情報記録
媒体１３０にレーザビームを照射して情報記録媒体１３０から反射されたレーザビームを
受光して得られた光信号を出力する。ＲＦ　ＡＭＰ　１１０３は、ピックアップ１１００
から出力された光信号をＲＦ信号に変換し、ＲＦ信号から得られた変調されたデータをＤ
ＳＰ　１１０２に提供する一方、ＲＦ信号から得られた制御のためのサーボ信号をサーボ
１１０４に提供する。ＤＳＰ　１１０２は、変調されたデータを復調してＥＣＣエラー訂
正を経て得られたデータを出力する。一部にのみ有効なデータが記録されたＥＣＣブロッ
クの場合、パッディング情報を参照して有効なデータのみを再生する。
【００４２】
　一方、サーボ１１０４は、ＲＦ　ＡＭＰ　１１０３から受けたサーボ信号及びシステム
制御部１１０５から受けたサーボ制御に必要な命令を受けてピックアップ１１００に対す
るサーボ制御を行う。ＰＣ　Ｉ／Ｆ　１１０１は、ＤＳＰ　１１０２から受けたデータを
ホストに送る。
【００４３】
　前記例の構造は、各情報記録層でのトラック螺旋方向が内周から外周または外周から内
周に向かう全ての場合に適用可能である。また、多層の情報記録層を有する情報記録媒体
の場合、再生が先行される層がピックアップから最も遠い場合、またはピックアップから
最も近い場合に何れも適用可能である。例えば、本発明は、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶ
Ｄ＋ＲＷ、ＨＤ－ＤＶＤ、ＢＤ（ブルーレイ）、ＡＯＤ（アドバンストオプティカルディ
スク）のような情報記録媒体に広く適用できる。
【００４４】
　また、前記例では、２層の情報記録層を有するデュアルレイヤ情報記録媒体について説
明したが、３層以上の情報記録層を有する情報記録媒体の場合にも適用されうる。また、
前記構造の情報記録層は、一つの情報記録層を有する情報記録媒体も適用可能である。
【産業上の利用可能性】
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　本発明によれば、多層の情報記録層を有する情報記録媒体において、各情報記録層のＯ
ＰＣ領域が相互接しないように交互に配置され、各情報記録層で隣接する層のＯＰＣ領域
に対応する予備領域にＯＰＣ情報を記録し、いずれか一層でＯＰＣ領域及びこれに対応す
る他の層の予備領域での記録方向、すなわち、使用順序を相互逆に設定することによって
、各層のＯＰＣ領域で最適のパワー制御を行うとき、他の情報記録層に及ぼす影響を最小
化しつつ、情報記録層でＯＰＣ領域を使用環境によって可変的に使用できる。
【００４６】
　また、多層の情報記録層を有する情報記録媒体において、各情報記録層のＯＰＣ領域が
相互接しないように交互に配置され、各層のＯＰＣ領域と予備領域との間にＯＰＣ情報を
記録するマップ領域を備えることによって、各ＯＰＣ領域で最適のパワー制御を行うとき
、他の情報記録層に及ぼす影響を最小化しつつ、情報記録層の領域を効率的に使用できる
だけでなく、最適のパワー制御の実行にかかる時間を短縮させうる。
【００４７】
　また、多層の情報記録層を有する情報記録媒体において、各情報記録層のＯＰＣ領域が
相互接しないように交互に配置され、隣接する二層の情報記録層のうちＯＰＣ実行時にジ
ッタ特性に影響を大きく及ぼす何れか一層のＯＰＣ領域に対応する層別にジッタ特性に影
響を及ぼす程度が異なる点を考慮して、相互隣接する二層の情報記録層のうち何れか一層
にのみ予備領域を備え、他の一層は、使用可能領域に設定することによって、何れか一層
のＯＰＣ領域で最適のパワー制御を行っても、他の情報記録層に及ぼす影響を最小化しつ
つ、情報記録層の領域を効率的に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１Ａ】従来の情報記録媒体において、リードイン領域の構成を示す図である。
【図１Ｂ】従来の情報記録媒体において、リードイン領域の構成を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図３Ａ】本発明の第２実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の第２実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図４Ａ】本発明の第３実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図４Ｂ】本発明の第３実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図５Ａ】本発明の第４実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の第４実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図５Ｃ】本発明の第４実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図５Ｄ】本発明の第４実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図６】本発明の第５実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図７】本発明の第６実施形態による情報記録媒体を示す図である。
【図８】本発明による情報記録媒体が具現される光記録／再生装置の構成を示すブロック
図である。
【図９】図８に示した光記録／再生装置の細部構成図である。
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