
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のゾーンに分割され、各ゾーン毎に決められたセクタサイズでデータが記録されるメ
インデータの記録領域と、
各ゾーン毎に決められた複数のセクタサイズで、各ゾーンに記録されるデータのセクタサ
イズの情報が記録されるゾーン仕様情報領域とを有すること
を特徴とする記録媒体。
【請求項２】
各ゾーンに記録されたセクタサイズで各ゾーンの交替セクタ情報を記録するディスク情報
領域とを有すること
を特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
上記メインデータの記録領域は、各ゾーン毎にサーティファイがされ、
上記ゾーン仕様情報領域には、各ゾーン毎のサーティファイの有無の情報が記録されるこ
と
を特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項４】
上記メインデータの記録領域は、各ゾーン毎にドライブ番号が設定され、
上記ゾーン仕様情報領域には、この各ゾーン毎のドライブ番号の情報が記録されること
を特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
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【請求項５】
ゾーン仕様情報領域は、各セクタサイズの情報が等しい領域に記録されること
を特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項６】
メインデータの記録領域とこのメインデータの管理情報領域に分割し、
メインデータの記録領域を複数のゾーンに分割し、各ゾーン毎に決められたセクタサイズ
でメインデータを記録し、
上記メインデータの管理領域をゾーン仕様情報領域とディスク情報領域とに分割し、
上記ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎に決められた複数のセクタサイズで各ゾーンの情報
を記録し、
上記ディスク情報領域に各ゾーンに記録されるセクタサイズで各ゾーンの交替セクタ情報
を記録する
ことを特徴とする記録媒体のフォーマット方法。
【請求項７】
上記ゾーン仕様情報領域に、各ゾーンに記録されるデータのセクタサイズの情報を記録す
ること
を特徴とする請求項６に記載の記録媒体のフォーマット方法。
【請求項８】
上記メインデータの記録領域の各ゾーン毎にサーティファイを行い、
上記ゾーン仕様情報領域に、各ゾーン毎のサーティファイの有無の情報を記録すること
を特徴とする請求項６に記載の記録媒体のフォーマット方法。
【請求項９】
上記メインデータの記録領域の各ゾーン毎にドライブ番号を設定し、
上記ゾーン仕様情報領域に、この各ゾーン毎のドライブ番号の情報を記録すること
を特徴とする請求項６に記載の記録媒体のフォーマット方法。
【請求項１０】
上記ゾーン仕様情報領域に、各セクタサイズの情報を等しい領域で記録すること
を特徴とする請求項６に記載の記録媒体フォーマット方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のセクタサイズで記録ができ、データの記録領域が複数のゾーンに分割さ
れている記録媒体及びこの記録媒体のフォーマット方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスク等の記録再生が可能な記録媒体が知
られている。このような記録再生が可能な記録媒体では、データの書き込み及び読み出し
単位であるセクタサイズがそれぞれ規定されている。例えば、このセクタサイズとしては
、５１２Ｂ（Ｂｉｔｅ）／Ｓｅｃｔｏｒ、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ、１６ＫＢ／Ｓｅｃｔｏ
ｒ、３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ等がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、同一種類であって同一形状の記録媒体であっても、記録されたデータのセクタ
サイズが異なれば、そのセクタサイズ専用の記録回路及び再生回路を有した記録再生装置
でなければ、そのデータを読み出すことができない。
【０００４】
例えば、同一形状の光磁気ディスクであっても、その光磁気ディスクのフォーマットに２
ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒと３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのセクタサイズのフォーマットが存在する
場合がある。この様な場合には、３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの記録再生回路のみしか有して
いない記録再生装置では、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒで記録された光磁気ディスクからデータ
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を読み出すことができない。従って、３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの記録再生回路のみしか有
していない記録再生装置では、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒで記録された光磁気ディスクが認識
できないことから、この光磁気ディスクがバージンディスクであると誤って、初期化等の
処理をしてしまう場合があった。また、反対に、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの記録再生回路の
みしか有していない記録再生装置では、３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒで記録された光磁気ディ
スクが認識できないことから、この光磁気ディスクがバージンディスクであると誤って、
初期化等の処理をしてしまう場合があった。
【０００５】
また、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスク等の記録再生が可能な記録媒体では
、データの記録領域を複数のゾーンに分割し、それぞれのゾーン毎にデータを管理するも
のがある。
【０００６】
ところが、複数のゾーンに分割されていても、記録するデータのセクタサイズは、全ての
ゾーンで同一で無ければならなかった。
【０００７】
また、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスク等の記録再生が可能な記録媒体をコ
ンピュータデータ等を記録するために用いる場合は、欠陥セクタを発見してこの欠陥があ
るセクタを交替セクタに割り当てる処理であるサーティファイを行わなければならない。
【０００８】
ところが、記録媒体にサーティファイを行う場合は、非常に多くの時間が必要になる。例
えば、数ＭＢ単位の記録容量を有する記録媒体にあっては、数時間といった単位の時間が
必要であり不便であった。
【０００９】
本発明は、このような実情を鑑みてなされたものであり、記録再生装置に複数の記録再生
回路を設けてなくても記録されたデータの認識をすることができる複数のセクタサイズで
記録される記録媒体及び記録媒体のフォーマット方法を提供することを目的とする。
【００１０】
また、本発明は、各ゾーン毎に異なるセクタサイズで記録することができる記録媒体及び
記録媒体のフォーマット方法を提供することを目的とする。
【００１１】
また、本発明は、必要に応じてサーティファイの時間を短くして使用ができる記録媒体及
び記録媒体のフォーマット方法を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る記録媒体は、複数のゾーンに分割され、各ゾーン毎に決められたセクタサイ
ズでデータが記録されるメインデータの記録領域と、各ゾーン毎に決められた複数のセク
タサイズで、各ゾーンに記録されるデータのセクタサイズの情報が記録されるゾーン仕様
情報領域とを有することを特徴とする。
【００１３】
この記録媒体では、ゾーン仕様情報領域を設けて、複数セクタサイズでセクタサイズの情
報を記録する。
【００１４】
本発明に係る記録媒体のフォーマット方法は、メインデータの記録領域とこのメインデー
タの管理情報領域に分割し、メインデータの記録領域を複数のゾーンに分割し、各ゾーン
毎に決められたセクタサイズでメインデータを記録し、上記メインデータの管理領域をゾ
ーン仕様情報領域とディスク情報領域とに分割し、上記ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎
に決められた複数のセクタサイズで各ゾーンの情報を記録し、上記ディスク情報領域に各
ゾーンに記録されるセクタサイズで各ゾーンの交替セクタ情報を記録することを特徴とす
る。
【００１５】
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この記録媒体のフォーマット方法では、ゾーン仕様情報領域とディスク情報領域とを設け
て、複数のセクタサイズでゾーン仕様情報領域の情報の記録をする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用した実施の形態である光ディスクについて、図面を参照しながら説明
する。
【００１７】
図１は、本発明を適用した実施の形態である光ディスクＤの記録領域（以下、Ｒ／Ｗ領域
という。）を説明する図である。
【００１８】
光ディスクＤのＲ／Ｗ領域には、外周側と内周側にそれぞれ管理領域が設けられている。
光ディスクＤのＲ／Ｗ領域には、この外周側と内周側の管理領域に挟まれた領域に、デー
タ記録領域が設けられている。データ記録領域は、同心円状に複数のゾーンに分割されて
おり、例えば、Ｚｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（ｎ）までのｎ個のゾーンに分割されている
。このＺｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（ｎ）までには、この光ディスクＤに記録する主デー
タ、すなわち、コンピュータデータやオーディオデータ等が記録される。また、このＺｏ
ｎｅ（１）から（ｎ）までに書き込まれるデータのセクタサイズは、例えば、２ＫＢ／Ｓ
ｅｃｔｏｒ又は３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒである。
【００１９】
管理領域には、図２に示すように、ゾーン仕様情報領域とディスク情報領域とが設けられ
ている。外周側の管理領域には、第１のゾーン仕様情報領域と、第２のゾーン仕様情報領
域と、第１のディスク情報領域と、第２のディスク情報領域とが順に設けらていれる。ま
た、内周側の管理領域には、第３のディスク情報領域と、第４のディスク情報領域と、第
３のゾーン仕様情報領域と、第４のゾーン仕様情報領域とが順に設けられている。第１の
ゾーン仕様情報領域から第４のゾーン仕様情報領域には、それぞれ同一の情報が記録され
る。また、第１のディスク情報領域から第４のディスク情報領域も、それぞれ同一の情報
が記録される。これは、第１～第４のゾーン仕様情報領域まで或いは第１から第４のディ
スク情報領域までのいずれかがディスクの傷等や書き込みエラー等により読み出せない場
合であっても、同一の情報を他の場所に記録してお互いを補完させるようにするためであ
る。
【００２０】
ゾーン仕様情報領域には、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒで書き込まれたセクタヘッダと、各ゾー
ンのセクタサイズ情報と、各ゾーンのサーティファイの有無の情報と、各ゾーンの論理ユ
ニット番号（ＬＵＮ）の割当情報とが記録される。また、ゾーン仕様情報領域には、３２
ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒで書き込まれたセクタヘッダと、各ゾーンのセクタサイズ情報と、各
ゾーンにサーティファイの有無の情報と、各ゾーンのＬＵＮの割当情報とが記録される。
【００２１】
すなわち、ゾーン仕様情報領域には、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒと３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒと
の２つの書き込み単位をセットでそれぞれ同一の情報を書き込んでおく。従って、この光
ディスクＤの記録再生装置では、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ又は３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのう
ち一つのセクタサイズの記録再生回路しか有していない場合であっても、対応しないセク
タサイズで記録されている光ディスクＤの内容を理解することができる。また、２ＫＢ／
Ｓｅｃｔｏｒの場合の書き込みデータは、図３に示すように、３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの
書き込みのデータ長になるセクタ分のデータを書き込む。
【００２２】
セクタヘッダは、このセクタがゾーン仕様情報領域のセクタであることを示すヘッダＩＤ
を示している。
【００２３】
各ゾーンのセクタサイズ情報は、Ｚｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（ｎ）までの各ゾーンに記
録したデータのセクタサイズを示している。すなわち、この光ディスクＤでは、各ゾーン
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毎に異なるセクタサイズのデータを書き込めるようにする。そのため、それぞれのゾーン
が２或いは３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのいずれのセクタサイズでデータを書き込んだかを示
す情報を、このゾーン仕様情報領域に記録している。
【００２４】
各ゾーンのサーティファイの有無の情報は、Ｚｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（ｎ）までの各
ゾーンがサーティファイを行っているかどうかを示している。すなわち、この光ディスク
Ｄでは、各ゾーン毎にそれぞれサーティファイを行うことができ、例えば、Ｚｏｎｅ（１
）からＺｏｎｅ（５）をサーティファイを行いコンピュータデータを記録し、それ以外の
ゾーンは、サーティファイを行わずビデオデータ等を記録することができる。また、最初
にＺｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（５）をサーティファイを行っておき、必要に応じてＺｏ
ｎｅ（６）以後の各ゾーンを後からサーティファイをすることができる。
【００２５】
各ゾーンのＬＵＮの割当情報は、ＳＣＳＩ（ Small Computer Systems Interface）の拡張
フォーマットにおけるドライブの割当番号であるＬＵＮを示している。光ディスクＤでは
、ホストコンピュータから記録再生装置を介して光ディスクＤの記録再生をする際に、こ
のホストコンピュータが各ゾーン毎に違うドライブとしてアクセスができるようにこのＬ
ＵＮを割り当てている。すなわち、光ディスクＤは、サーティファイをしたゾーンとサー
ティファイしていないゾーンとを設ける場合は、それぞれのゾーンが違うドライブである
ものとしてホストコンピュータに認識させ、このホストコンピュータとのマッチングをと
っている。また、セクタサイズが異なるゾーン毎で違うＬＵＮを割り当てたり、また、後
からサーティファイを行ったゾーンを先に予めサーティファイを行ったゾーンと区別して
ＬＵＮを割り当てたりして、このホストコンピュータとのマッチングをとっている。具体
的にゾーン仕様情報領域には、図４に示すように、各ゾーンに対応してＳＣＳＩのＬＵＮ
が割り当てられている。
【００２６】
具体的にこのゾーン仕様情報領域に記録されるデータの例を図５に示す。ここで、各ゾー
ンの種類（ＡＶ／Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）とは、各ゾーンに記録されているデータの内容を示
しており、例えばビデオデータやオーディオデータ等であればＡＶとなり、その他のコン
ピュータデータであればＣｏｍｐｕｔｅｒとなる。また、各ゾーンのユーザ総セクタ数と
は、各ゾーンにデータを記録できるセクタの数を示している。
【００２７】
一方、ディスク情報領域には、図２に示すように、Ｚｏｎｅ（１）のディスク情報領域～
Ｚｏｎｅ（ｎ）のディスク情報領域にそれぞれ分割されて、対応する各ゾーンのディスク
情報が記録されている。これら各ゾーンのディスク情報は、それぞれ各ゾーンに記録され
る主データのセクタサイズに対応したセクターサイズで記録される。すなわち、Ｚｏｎｅ
（１）に２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒでデータが記録されればこのＺｏｎｅ（１）のディスク情
報領域には、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒで各情報が記録され、また、Ｚｏｎｅ（ｎ）に３２Ｋ
Ｂ／Ｓｅｃｔｏｒでデータが記録されていればこのＺｏｎｅ（ｎ）のディスク情報領域に
は、３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒで各情報が記録される。
【００２８】
各ゾーンに対応するディスク情報領域には、セクタヘッダと、このゾーンのセクタサイズ
情報と、このゾーンのサーティファイの有無の情報と、このゾーンの交替セクタ情報とが
記録される。
【００２９】
セクタヘッダは、このセクタが対応するゾーンのディスク情報領域のセクタであることを
示すヘッダＩＤを示している。
【００３０】
セクタサイズ情報は、このゾーンに記録したデータのセクタサイズを示している。
【００３１】
サーティファイの有無の情報は、このゾーンがサーティファイを行っているかどうかを示
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している。
【００３２】
交替セクタ情報は、このゾーンのセクタの交替セクタのアドレス情報等を示している。
【００３３】
具体的にこのディスク情報領域に記録されるデータの例を図６に示す。ここで、各ゾーン
の種類（ＡＶ／Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）とは、各ゾーンに記録されているデータの内容を示し
しており、例えばビデオデータやオーディオデータ等であればＡＶとなり、その他のコン
ピュータデータであればＣｏｍｐｕｔｅｒとなる。また、各ゾーンのユーザ総セクタ数と
は、各ゾーンにデータを記録できるセクタの数を示している。また、ＰｒｉｍａｒｙＤｅ
ｆｅｃｔとは、光ディスクＤを始めにサーティファイしたときに発見した欠陥セクタのこ
とである。この欠陥セクタ（ＰｒｉｍａｒｙＤｅｆｅｃｔ）がある場合は、各ゾーンの交
替セクタに対応するアドレスが設けられる。また、ＳｅｃｏｎｄａｒｙＤｅｆｅｃｔとは
、サーティファイをした後に発見した欠陥セクタのことである。この欠陥セクタ（Ｓｅｃ
ｏｎｄａｒｙＤｅｆｅｃｔ）がある場合は、各ゾーンの交替セクタに対応するアドレスが
設けられる。
【００３４】
以上のように光ディスクＤでは、ゾーン仕様情報領域とディスク情報領域とを設けて、２
ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ及び３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの２つのセクタサイズでゾーン仕様情報
領域の情報の記録をすることにより、記録再生装置に２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ又は３２ＫＢ
／Ｓｅｃｔｏｒの記録再生回路のいずれかのみしか設けてなくても、この記録再生装置が
光ディスクＤの認識をすることができる。
【００３５】
また、光ディスクＤでは、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎のセクタサイズ情報を記録す
るので、各ゾーン毎に異なるセクタサイズで記録することができる。また、光ディスクＤ
では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎のサーティファイの情報を記録するので、各ゾー
ン毎にサーティファイをすることができ、ユーザの必要に応じてサーティファイの時間を
短くすることができる。また、光ディスクＤでは、各ゾーン毎にコンピュータデータとＡ
Ｖデータとを区別して記録することができる。また、光ディスクＤでは、ゾーン仕様情報
領域に各ゾーン毎のサーティファイの情報を記録するので、サーティファイをしていない
ゾーンを後からサーティファイすることができ、従って、コンピュータデータを記録する
ゾーンを後から増加することができる。
【００３６】
また、光ディスクＤでは、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎のドライブ番号情報を記録す
るので、ホストコンピュータとのインターフェースが容易となる。
【００３７】
つぎに、以上のようなフォーマットを利用してビデオデータ等のＡＶデータ又はコンピュ
ータデータを光ディスクＤに記録する場合について説明する。
【００３８】
ＡＶデータを記録する場合は、光ディスクＤには、図７に示すように、外周側からエンボ
ス等で生成されるプリピットでデータが記録されるＳＦＰと、第１のゾーン仕様情報領域
と、第２のゾーン仕様情報領域とが設けられてる。また、光ディスクＤには、内周側から
エンボス等で生成されるプリピットでデータが記録されるＳＦＰと、第３のゾーン仕様情
報領域と、第４のゾーン仕様情報領域とが設けられている。そして、光ディスクＤには、
第２のゾーン仕様情報領域と第３のゾーン仕様情報領域とに挟まれた領域に、Ｚｏｎｅ（
１）からＺｏｎｅ（ｎ）までがゾーン分割されて設けられてる。すなわち、ＡＶデータを
記録する場合は、管理情報領域にディスク情報領域を設けずゾーン仕様情報領域のみを設
けて、各ゾーンには交替セクタを作らずにデータを記録できる。つまり、ＡＶデータの場
合は、サーティファイをしなくても、再生する映像或いは音声等の再現性を確保すること
ができるためである。
【００３９】
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コンピュータデータを記録する場合は、光ディスクＤには、図８に示すように、外周側か
ら、エンボス等で生成されるプリピットでデータが記録されるＳＦＰと、第１のゾーン仕
様情報領域と、第２のゾーン仕様情報領域と、第１のディスク情報領域と、第２のディス
ク情報領域とが設けられてる。また、光ディスクＤには、内周側からエンボス等で生成さ
れるプリピットでデータが記録されるＳＦＰと、第３のゾーン仕様情報領域と、第４のゾ
ーン仕様情報領域と、第３のディスク情報領域と、第４のディスク情報領域とが設けれて
る。そして、光ディスクＤには、第２のディスク情報領域と第３のディスク情報領域とに
挟まれた領域に、Ｚｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（ｎ）までがゾーン分割されて設けられて
る。また、光ディスクＤには、全てのゾーンに対してサーティファイを行い、各ゾーンに
交替セクタ領域が設けられている。すなわち、コンピュータデータを記録する場合は、管
理情報領域にディスク情報領域及びゾーン仕様情報領域を設けてデータを記録する。つま
り、ＡＶデータの場合と異なりコンピュータデータの場合は、一部のデータが欠けても、
データの再現性が確保できないからである。
【００４０】
また、この他に、コンピュータデータを記録する場合は、光ディスクＤには、図９に示す
ように、外周側から、エンボス等で生成されるプリピットでデータが記録されるＳＦＰと
、第１のゾーン仕様情報領域と、第２のゾーン仕様情報領域と、第１のディスク情報領域
と、第２のディスク情報領域とが設けられてる。また、光ディスクＤには、内周側からエ
ンボス等で生成されるプリピットでデータが記録されるＳＦＰと、第３のゾーン仕様情報
領域と、第４のゾーン仕様情報領域と、第３のディスク情報領域と、第４のディスク情報
領域とが設けれてる。そして、光ディスクＤには、第２のディスク情報領域と第３のディ
スク情報領域とに挟まれた領域に、Ｚｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（ｎ）までがゾーン分割
されて設けられてる。また、光ディスクＤには、一部のゾーンのみをサーティファイを行
い交替セクタ領域を設けて、残りのゾーンをサーティファイせずに交替セクタ領域を設け
ていない。すなわち、光ディスクＤが数Ｇバイトの記録容量を有する光磁気ディスクであ
る場合、全てのゾーンをサーティファイするとその時間は数時間に及ぶ。そのため、まず
、一部のゾーンのみをサーティファイして、残りの領域を必要に応じてサーティファイす
るようにする。この場合は、ゾーン仕様情報領域には、各ゾーン毎のサーティファイの有
無の情報を記録しておく。また、必要に応じて各ゾーンのＬＵＮも変更する。
【００４１】
また、ＡＶデータとコンピュータデータとを混在させて記録する場合は、光ディスクＤに
は、図１０に示すように、外周側から、エンボス等で生成されるプリピットでデータが記
録されるＳＦＰと、第１のゾーン仕様情報領域と、第２のゾーン仕様情報領域と、第１の
ディスク情報領域と、第２のディスク情報領域とが設けられてる。また、光ディスクＤに
は、内周側からエンボス等で生成されるプリピットでデータが記録されるＳＦＰと、第３
のゾーン仕様情報領域と、第４のゾーン仕様情報領域と、第３のディスク情報領域と、第
４のディスク情報領域とが設けれてる。そして、光ディスクＤには、第２のディスク情報
領域と第３のディスク情報領域とに挟まれた領域に、Ｚｏｎｅ（１）からＺｏｎｅ（ｎ）
までがゾーン分割されて設けられてる。また、光ディスクＤには、一部のゾーンのみをサ
ーティファイを行い交替セクタ領域を設けて、残りのゾーンをサーティファイせずに交替
セクタ領域を設けない。光ディスクＤでは、このサーティファイをしたゾーンをコンピュ
ータデータの記録領域として使い、サーティファイしない領域をＡＶデータの記録領域と
して使う。
【００４２】
つぎに、光ディスクＤの記録及び／又は再生を行う記録再生装置による光ディスクＤの読
み出し方法及びフォーマット方法について説明する。
【００４３】
光ディスクの記録再生装置１０は、例えば、図１１に示すように、光ピックアップ１１と
、磁気ヘッド１２と、記録再生部１３と、エンコーダ・デコーダ１４と、ホストコンピュ
ータ１５とからなる。
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【００４４】
光ピックアップ１１は、レーザダイオードや対物レンズ等を有して光ディスクＤにレーザ
を照射して、再生信号を得る。磁気ヘッド１２は、光ディスクＤにデータを記録する際に
変調磁界を印加する。記録再生部１３は、光ピックアップ１１から再生信号に２値化や復
調等の処理をしてエンコーダ・デコーダ１４に供給する。また、記録再生部１３は、磁気
ヘッド１２を制御し、また、光ピックアップ１１のサーボ制御をする。エンコーダ・デコ
ーダ１４は、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ用のＥＣＣ回路、又は、３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ用の
ＥＣＣ回路、或いは、その両者を有してエラー訂正処理等を行う。そして、このエンコー
ダ・デコーダ１４とホストコンピュータ１５は、ＳＣＳＩによりデータの伝送がされる。
【００４５】
このような構成の記録再生装置１０は、光ディスクＤが挿入されると図１２に示すステッ
プＳ１１からステップＳ２１の処理を行いデータの読み出しをする。まず、光ディスクＤ
が挿入されると記録再生装置１０は、変数ｎを１に設定する（ステップＳ１１）。続いて
、ゾーン仕様情報領域ｎの２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの部分のデータを読み出し（ステップＳ
１２）、読み出せなければ続いてゾーン仕様情報領域ｎの３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの部分
のデータを読み出す（ステップＳ１３）。ここで、３２ＫＢ及び２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの
いずれも読み出せなければ、ｎに１を加算し（ステップＳ１５）、読み出す領域を変えて
ゾーン仕様情報領域ｎのデータの読み出しを繰り返す。そして、ｎが４になっても読み出
せなければ、光ディスクＤは、フォーマットされていないものと判断し（ステップＳ１４
）処理を終了する。
【００４６】
また、ゾーン仕様情報領域のデータが２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ或いは３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏ
ｒのいずれかで読み出せれば、ディスク情報領域のセクタサイズを認識して（ステップＳ
１６）、この記録再生装置１０がサポートしているセクタサイズかどうかを判断する（ス
テップＳ１７）。すなわち、エンコーダ・デコーダ１４に対応するセクタサイズのＥＣＣ
回路があるかどうかを判断する。この記録再生装置１０がサポートしていないセクタサイ
ズであると判断した場合は、処理を終了する。
【００４７】
また、この記録再生装置１０がサポートしているセクタサイズである場合は、変数ｎを１
に設定して（ステップＳ１８）、ディスク情報ｎを読み出す（ステップＳ１９）。ここで
、ディスク情報ｎのデータが読み出せなければ、ｎに１を加算し（ステップＳ２１）、読
み出す領域を変えてディスク情報領域ｎのデータの読み出しを繰り返す。そして、ｎが４
になっても読み出せなければ、光ディスクＤは、この記録再生装置１０では使用できない
ものと判断し（ステップＳ２０）処理を終了する。また、ディスク情報ｎが正常に読み出
せれば、処理を終了して、続く目的のゾーンのデータの読み出し等を開始する。
【００４８】
一方、このような構成の記録再生装置１０は、光ディスクＤが挿入され、フォーマットの
指示が有った場合には、図１３に示すステップＳ３１からステップＳ３９までの処理を行
い光ディスクＤのフォーマットを行う。
【００４９】
まず、光ディスクＤが挿入されフォーマットの指示があると、エンコーダ・デコーダ１４
が２ＫＢ／ＳｅｃｔｏｒのＥＣＣ回路を有しているかどうかを判断する（ステップＳ３１
）。２ＫＢ／ＳｅｃｔｏｒのＥＣＣ回路を有していない場合は、この２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏ
ｒのＥＣＣ回路の代わりにソフトエンコードにより２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのデータを記録
することができるかどうかを判断する（ステップＳ３２）。ここで、ソフトエンコードと
は、ホストコンピュータ１５で、記録するデータとともにそのエラー訂正符号を生成して
、記録再生部１３に供給する処理であり、つまり、ホストコンピュータ１５のソフトウエ
アによりＥＣＣ回路と同様の処理を行うことである。
【００５０】
ＥＣＣ回路又はソフトエンコードにより２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのセクタサイズのデータの
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記録ができる場合は、第１から第４までのゾーン仕様情報領域の各データの書き込みを行
う（ステップＳ３３）。また、ＥＣＣ回路又はソフトエンコードにより２ＫＢ／Ｓｅｃｔ
ｏｒのセクタサイズのデータの記録ができない場合は、第１から第４までのゾーン仕様情
報領域の２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの領域のデータを３２ＫＢ／ＳｅｃｔｏｒのＥＣＣ回路等
を用いて、上書きしてつぶす（ステップＳ３４）。すなわち、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのセ
クタサイズのＥＣＣ回路では、光ディスクＤの読み出しができないようにする。
【００５１】
続いて、エンコーダ・デコーダ１４が３２ＫＢ／ＳｅｃｔｏｒのＥＣＣ回路を有している
かどうかを判断する（ステップＳ３５）。３２ＫＢ／ＳｅｃｔｏｒのＥＣＣ回路を有して
いない場合は、この３２ＫＢ／ＳｅｃｔｏｒのＥＣＣ回路の代わりにソフトエンコードを
することができるかどうかを判断する（ステップＳ３６）。
【００５２】
ＥＣＣ回路又はソフトエンコードにより３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのセクタサイズのデータ
の記録ができる場合は、第１から第４までのゾーン仕様情報領域までの各データの書き込
みを行う（ステップＳ３７）。また、ＥＣＣ回路又は２ＫＢ用のソフトエンコードにより
２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのセクタサイズのデータの記録がができない場合は、第１から第４
までのゾーン仕様情報領域の３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの領域のデータを、２ＫＢ／Ｓｅｃ
ｔｏｒのＥＣＣ回路等で上書きしてつぶす（ステップＳ３８）。すなわち、この領域のデ
ータを３２ＫＢ／ＳｅｃｔｏｒのＥＣＣ回路等で読み出せないようにする。
【００５３】
続いて、フォーマットの仕様に応じて第１から第４までのディスク情報領域のデータを書
き込む。ここで、ディスク情報領域には、各ゾーンに対応したセクタサイズによりデータ
を書き込んでいく。そして、このディスク情報領域のデータを書き込むと処理を終了する
。
【００５４】
以上のように記録再生装置１０では、光ディスクＤをゾーン仕様情報領域とディスク情報
領域とを設けて、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒ及び３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの２つのセクタサイ
ズでゾーン仕様情報領域の情報の記録をすることにより、記録再生装置１０に２ＫＢ／Ｓ
ｅｃｔｏｒ又は３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの記録再生回路のいずれかのみしか設けてなくて
も、この記録再生装置１０が光ディスクＤの認識をすることができる。
【００５５】
また、記録再生装置１０では、２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒと３２ＫＢＳｅｃｔｏｒとの領域が
等しいので、データをそのまま上書きして、他のセクタサイズでデータを読み出すことを
できなくすることができる。
【００５６】
なお、光ディスクＤの書き込み及び読み出し単位であるセクタサイズとして、２ＫＢ／Ｓ
ｅｃｔｏｒと３２ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒの場合を挙げて説明したが、本発明はこれに限らず
、例えば、５１２Ｂ／Ｓｅｃｔｏｒ、１６ＫＢ／Ｓｅｃｔｏｒのセクタサイズであっても
よい。また、光ディスクＤが対応するセクタサイズは、２つのセクタサイズに限らず、３
つ以上のセクタサイズに対応するようにしてもよい。
【００５７】
【発明の効果】
本発明に係る記録媒体では、ゾーン仕様情報領域を設けて、複数セクタサイズでセクタサ
イズの情報を記録することにより、記録再生装置に複数の記録再生回路を設けてなくても
、この記録再生装置がこの記録媒体の認識をすることができる。
【００５８】
また、本発明に係る記録媒体では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎のセクタサイズ情報
を記録するので、各ゾーン毎に異なるセクタサイズで記録することができる。
【００５９】
また、本発明に係る記録媒体では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎のサーティファイの
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情報を記録するので、各ゾーン毎にサーティファイをすることができ、必要に応じてサー
ティファイの時間を短くすることができる。本発明に係る記録媒体では、各ゾーン毎にコ
ンピュータデータとＡＶデータ等とを区別して記録することができる。また、本発明に係
る記録媒体では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎のサーティファイの情報を記録するの
で、サーティファイをしていないゾーンを後からサーティファイすることができ、従って
、コンピュータデータを記録するゾーンを後から増加することができる。
【００６０】
また、本発明に係る記録媒体では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎のドライブ番号情報
を記録するので、ホストコンピュータとのインターフェースが容易となる。
【００６１】
本発明に係る記録媒体のフォーマット方法では、ゾーン仕様情報領域を設けて、複数セク
タサイズでセクタサイズの情報を記録することにより、記録再生装置に複数の記録再生回
路を設けてなくても、この記録再生装置がこの記録媒体の認識をすることができる。
【００６２】
また、本発明に係る記録媒体のフォーマット方法では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎
のセクタサイズ情報を記録するので、各ゾーン毎に異なるセクタサイズで記録することが
できる。
【００６３】
また、本発明に係る記録媒体のフォーマット方法では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎
のサーティファイの情報を記録するので、各ゾーン毎にサーティファイをすることができ
、従って、記録媒体に各ゾーン毎にコンピュータデータとＡＶデータ等とを区別して記録
することができる。また、本発明に係る記録媒体のフォーマット方法では、ゾーン仕様情
報領域に各ゾーン毎のサーティファイの情報を記録するので、サーティファイをしていな
いゾーンを後からサーティファイすることができ、従って、コンピュータデータを記録す
るゾーンを後から増加することができる。
【００６４】
また、本発明に係る記録媒体のフォーマット方法では、ゾーン仕様情報領域に各ゾーン毎
のドライブ番号情報を記録するので、ホストコンピュータとのインターフェースが容易と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した実施の形態である光ディスクの記録領域を説明する図である。
【図２】上記光ディスクの管理領域に記録される情報を説明する図である。
【図３】上記光ディスクの管理領域に記録される情報を説明する図である。
【図４】上記光ディスクの管理領域に記録される情報を説明する図である。
【図５】上記光ディスクの管理領域に記録される情報を説明する図である。
【図６】上記光ディスクの管理領域に記録される情報を説明する図である。
【図７】上記光ディスクの記録領域に記録される情報を説明する図である。
【図８】上記光ディスクの記録領域に記録される情報を説明する図である。
【図９】上記光ディスクの記録領域に記録される情報を説明する図である。
【図１０】上記光ディスクに記録領域に記録される情報を説明する図である。
【図１１】上記光ディスクの記録再生を行う記録再生装置のブロック構成図である。
【図１２】上記記録再生装置の処理内容を説明するフローチャートである。
【図１３】上記記録再生装置の処理内容を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１０　記録再生装置、Ｄ　光ディスク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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