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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録可能なスパイラル状のトラックが形成され、同一入射面から透明基板を介して記録
または再生を行う記録層を２層有し、
　各記録層の内周側より外周側に向かって、再生専用ピット領域、未記録領域、内周制御
データ記録領域、及びユーザデータ記録領域に前記トラックが領域分割されており、
　記録条件を確認するためのテストゾーンを内周制御データ記録領域内に有する２層光デ
ィスクにおいて、
　各テストゾーンを設定したトラックの内周端および外周端のアドレス位置より、それぞ
れ内周側および外周側に所定のクリアランス値以上離れた内周端および外周端のアドレス
設定位置を持つガードゾーンを前記テストゾーンの存在する記録層とは異なる記録層の上
に有し、
　各記録層の未記録領域と内周制御データ記録領域との境界のアドレス位置は、異なる記
録層の未記録領域の内周端のアドレス位置から前記所定のクリアランス値以上離れるよう
に設定されていることを特徴とする２層光ディスク。
【請求項２】
　前記ガードゾーンは、ダミーデータを記録する領域または記録データを形成しない領域
とし、かつ前記入射面により近い記録層に設定された前記ガードゾーンは、ダミーデータ
を記録する領域としたことを特徴とする、請求項１に記載の２層光ディスク。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微小な光スポットによりデータの記録再生を行う記録再生用光ディスク装置
（記録型光ディスク装置）および記録型光ディスク装置とともに使用される２層光ディス
クに関する。
【背景技術】
【０００２】
　微小な光スポットによりデータの記録再生を行う光ディスク分野において、予めエンボ
ス状のデータピット列が形成された再生専用の光ディスクＲＯＭ（Read Only Memory）媒
体に続いて、データの記録が出来る光ディスクであるＣＤ－Ｒ（Compact Disc-Recordabl
e）やＤＶＤ－Ｒ（Digital Versatile Disc-Recordable）が広く普及している。また、記
録されたデータを書き換えることも可能なＣＤ－ＲＷ（CD-ReWritable）やＤＶＤ－ＲＷ
（DVD-ReWritable）と呼ばれる光ディスクもある。さらに次世代のＤＶＤとして青色光源
を用いる、ＨＤ　ＤＶＤ－Ｒと呼ばれる記録出来る光ディスク規格も発行されている。こ
こではデータの記録や書き換えが可能な光ディスクを総称して記録型光ディスクと呼ぶ。
【０００３】
　記録型光ディスクは、光ディスク基板にトラッキングのためのスパイラル状のグルーブ
トラックを形成し、その上に有機材料などによる多層の記録層を形成する。この記録層に
高いパワーのレーザ光を集光して部分的に変質させて記録ピットを形成することで、デー
タを記録する。記録後は、エンボス状のデータピット列が形成されたＲＯＭ媒体と同じ構
成のデータフォーマットで、ほぼ同じ特性のサーボ信号を得ることができるので、再生専
用のドライブ装置でも容易に再生できる利点がある。
【０００４】
　さらに最近、このような記録型光ディスクにおいては、記録層を２つ形成し、同じ基板
入射面から記録再生することで、記録容量の増大を実現する光ディスク媒体が開発製品化
され始めている。例えば、ＤＶＤ－Ｒにおいては、このような２層媒体が製品化されてい
る。
【０００５】
　再生専用のＲＯＭ媒体は、ＤＶＤ－ＲＯＭにおいても既に２層構造の光ディスクが広く
商品化されているが、記録型光ディスクを２層化するためには、その特有の問題点を解決
する必要がある。
【０００６】
　詳述すると、２層構造の光ディスクは、図７に示すように第０記録層及び第１記録層と
呼ばれる２つの記録層と有している。これら２つの記録層へのレーザ光によるアクセスは
、ともに入射面４により行われる。ここで、入射面４から比較的遠い第１記録層へデータ
記録を行う場合、かならず第０記録層を集光ビームが透過することになる。このとき、第
０記録層の未記録部分５と記録済み部分６においては、透過率が異なるのが一般的である
。従って、第０記録層の記録済み部分と未記録部分をまたぐ形で第１記録層に記録動作を
行うと、記録途中で第１記録層に到達する集光ビームのパワーが変化して最適記録条件か
らずれてしまい、良好な記録が難しいという問題点があった。
【０００７】
　この問題点を解決する従来の方法として、第１記録層をすべて記録済み状態にしてから
第０記録層の記録に移行することで、第１記録層への記録を常に同じ条件で行えるように
したものがある（特許文献１参照）。
【０００８】
　また、ＤＶＤ－Ｒの２層媒体では、第１記録層にデータ記録を行う場合は、必ず第０記
録層の記録済みの状態にされた部分を介して行うようなフォーマットが規定されている。
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－２６９５７５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　第１記録層を全て記録済み状態にしてから第０記録層の記録へ移行する方法では、通常
ディスク内周部に設けられる記録制御のため制御データ記録領域を、２つの記録層に別々
に設ける必要があり、処理が煩雑になる問題点がある。また、１つの記録層の制御データ
記録領域を再生しただけでは、２層光ディスク全体の記録状態を知ることが出来ないとい
う問題点もある。
【００１１】
　また、第１記録層にデータ記録を行う場合は、必ず第０記録層の記録済み部分を介して
行うフォーマットでは、光ディスクの内周部あるいは外周部に設けられている記録条件を
最適化し確認するためのテストゾーンにおいて、相対する第０記録層が必ずしも記録済み
とはなっていないため、未記録状態でテスト記録して確認した最適記録条件を用いて、記
録済み部分での最適記録条件を推定することが必要となるという問題点がある。
【００１２】
　さらに、２つの記録層間の間隔が狭くなった場合は、以下のような別の問題点が発生す
る。
【００１３】
　即ち、図８に示すように、一方の記録層にレーザ光（実線で示す）を集光して記録や再
生を行う場合、他方の記録層からの反射が干渉光（破線で示す）として記録再生を行う光
ヘッドに戻ってくる。図８中、右側にはレーザ光を第０記録層に集光した場合、略中央及
び左側にはレーザ光を第１記録層に集光した場合を示している。
【００１４】
　第０記録層に集光した場合、第１記録層からの干渉光は記録層間隔の２倍離れた奥側に
仮想的な集光点があるのと同じ反射光となり、第１記録層に集光した場合、第０記録層か
ら干渉光は記録層間隔の２倍離れた手前側に仮想的な集光点があるのと同じ反射光となる
。
【００１５】
　記録層間隔が広い場合、これらの干渉光は実際の集光点から大きくずれた仮想集光点か
らの反射光とみなせるので、光ヘッド内の光検出器に達する割合は小さく、実質的にほと
んど問題を生じない。しかし、記録層間隔が狭くなり光検出器に達する干渉光の光量が無
視できないレベルになると、弊害が発生する。特に顕著なものは、図中の右側２つに示す
集光ビーム位置で、記録済み部分６と未記録部分５の境界部分からの反射光が発生した場
合である。この場合、干渉光内に強度のアンバランスが発生する。記録型光ディスク向け
の光ヘッドでは、プリグルーブから発生する反射光の断面内でのアンバランスを検出して
トラックエラー信号とするプッシュプル方式を用いている。従って、アンバランスのある
干渉光が光ヘッドで受光されると、トラックエラー信号のオフセットとなる可能性が高い
。このようなオフセット量が顕著になると、記録動作だけでなく再生動作も安定に実現で
きなくなる。
【００１６】
　このような干渉光のアンバランスは、記録済み部分と未記録部分の境界だけでなく、図
中の左側の集光ビーム位置のように、制御情報記録のため光ディスク内周部に設けられる
ことが多い再生専用ピット領域３と未記録領域５との境界でも発生し得るものである。
【００１７】
　以上のように、従来の記録型光ディスクには、制御データ記録領域への記録処理が煩雑
で、記録状態を知るには２つの記録層の制御データ記録領域にアクセスする必要があると
いう問題点がある。また、他の従来の記録型光ディスクには、最適記録条件を推定しなけ
ればならないという問題点がある。さらに、従来の記録形光ディスクには、記録層間隔の
狭小化にともない干渉光の影響を受けやすくなるという問題点もある。
【００１８】
　そこで、本発明の目的は、上記のような問題点を発生することの無い光ディスクおよび
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光ディスク装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の第１の要旨は、記録可能なスパイラル状のトラックが形成され、同一入射面か
ら透明基板を介して記録または再生を行う記録層を２層有し、各記録層の内周側より外周
側に向かって、再生専用ピット領域、未記録領域、内周制御データ記録領域、及びユーザ
データ記録領域に前記トラックが領域分割されており、記録条件を確認するためのテスト
ゾーンを内周制御データ記録領域内に有する２層光ディスクにおいて、各テストゾーンを
設定したトラックの内周端および外周端のアドレス位置より、それぞれ内周側および外周
側に所定のクリアランス値以上離れた内周端および外周端のアドレス設定位置を持つガー
ドゾーンを前記テストゾーンの存在する記録層とは異なる記録層の上に有し、各記録層の
未記録領域と内周制御データ記録領域との境界のアドレス位置は、異なる記録層の未記録
領域の内周端のアドレス位置から前記所定のクリアランス値以上離れるように設定されて
いることを特徴とする。
【００２０】
　また、上記２層光ディスクは、前記ガードゾーンを、ダミーデータを記録する領域また
は記録データを形成しない領域とし、かつ前記入射面により近い記録層に設定された前記
ガードゾーンを、ダミーデータを記録する領域としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明により、記録層間隔の狭い２層の記録型光ディスクにおいても、安定な記録およ
び再生を実現することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照して、本発明の光ディスクと光ディスク装置について説明する。
【００２７】
　図１は、本発明が適用される光ディスクの一例を示す図である。光ディスク１にはスパ
イラル状の記録トラック２が形成されている。また、記録トラック２の内周領域には、再
生専用ピット領域３が形成されている場合もある。このような記録トラックを持つ記録層
が図の面内垂直方向に２層形成されており、入射面に近い側から、第０記録層、第１記録
層呼ぶ。２層の記録型光ディスクでは、第０記録層の内周側から外周側に向かって記録を
行い、第１記録層では外周側から内周側に向かって記録を行うフォーマットを利用する場
合が多いが、本発明はこれに限定されず、記録方向が違っていてもよい。
【００２８】
　本願発明は、一方の記録層の記録済み部分と未記録部分との境界（以下、単に境界とい
う。）を避けて、他方の記録層の記録および再生を行うようにすることが、最大の特徴で
ある。このためには、２つの記録層のアドレス位置の相対精度を求めて、一方の記録層の
境界の影響を避けるために必要となる所定のクリアランス値を定める必要がある。
【００２９】
　各記録層の記録トラックは所定の長さの単位に分割され、それぞれに固有のアドレスが
付与される。設計上、第０記録層の記録トラックの中心と第１記録層の記録トラックの中
心は一致し、かつ２つの記録層において中心からの距離が等しいトラック領域には同一ア
ドレスが与えられる。そこで、まず、設計上は同一アドレスとなる第０記録層のトラック
位置と第１記録層のトラック位置の相対的なずれが、実際の光ディスクでどの程度になる
のかを見積もる。
【００３０】
　図２は、設計上は同一アドレスを有する（同一半径となる）第０記録層のトラックと、
第１記録層のトラックの関係の一例を示す図である。所定のクリアランス値を定めるため
の１つ目の要素は、本来は同じとなるべきトラック半径の相対ずれ量｜Ｒ０－Ｒ１｜＝Ｒ
ｒである。この相対ずれ量Ｒｒは、製造精度から、例えば４０μｍ程度の値となる。
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【００３１】
　所定のクリアランス値を定めるための２つ目の要素は偏心である。２層光ディスクでは
、各記録層ごとに異なる偏心量の許容上限が設けられることが多い。例えば、第０記録層
の上限が４０μｍｐ－ｐで、第１記録層の上限が６０μｍｐ－ｐというような値である。
この場合の、２つの記録層のトラック間の最大の相対偏心ずれ量Ｒｅは（４０＋６０）／
２＝５０μｍとなる。従って、以上の数値例では、２つのトラック間の半径方向のずれ量
は最大で９０μｍとなる。
【００３２】
　さらに、一方の記録層に集光したときの他方の記録層の表面（図８において、第０記録
層にレーザ光を集光した場合は第１記録層の下面、第１記録層にレーザ光を集光した場合
は第０記録層の下面）における反射光（干渉光）の半径Ｒｂを見積もる。例えば、記録層
間が３０μｍ、集光ビームの開口数ＮＡが０．６５、記録層間の材料の屈折率が１．５と
すると、Ｒｂ＝約１５μｍとなる。ただし、実際には、断面円形となる集光ビームの周辺
部が他方の記録層の境界部分にかかるだけでは検出信号への影響は少なく、理論半径の２
／３程度から考慮すれば良いことが実験的に確認された。従って、この数値例では１０μ
ｍとなる。
【００３３】
　以上、３つの値の和、Ｒｒ＋Ｒｅ＋Ｒｂが所定のクリアランス値となり、上記数値例で
は１００μｍとなる。即ち、一方の記録層の境界が、あるアドレスにあるとき、そこから
内周または外周方向にクリアランス値＝１００μｍ以上離れたアドレスであれば、他方の
記録層においてその境界の影響を無視することが可能となる。
【００３４】
　さて、一方の記録層に集光ビームを形成したときの他方の記録層からの干渉光の影響は
、記録層間隔が狭くなるほど顕著になる。これは集光ビームの焦点と干渉光の見かけ上の
集光点位置が互いに近づくためである。また、同じ記録層間隔であっても、集光ビームの
広がり角が小さい場合、つまり集光するレンズの開口数ＮＡが小さくなるほど、光ヘッド
で取り込む干渉光の量が増えるので、影響が大きくなる。
【００３５】
　図３は、光ディスクからの反射光を受光する光ヘッド内の光検出器の受光部分の大きさ
が、光ディスク上の集光ビームの焦点位置に換算して１０×１０μｍ相当となる一般的な
条件の光ヘッドにおいて、検出される干渉光量を実測で求めたものである。集光レンズの
ＮＡは０．６５である。層間隔が４０μｍより小さくなると、検出される干渉光量が、許
容干渉光量を上回っている。この許容干渉光量は、トラックエラー信号に有意な変化が見
られない条件を示している。また、干渉光を発生する層の反射率は、焦点のある層の反射
率の２倍となっている。これは、一般的な２層光ディスクの規格において許される反射率
差の最大値である。
【００３６】
　この結果より、記録層間隔が４０μｍ以下の光ディスクにおいて境界からの干渉光を無
視できなくなること分かる。本発明では、上述したクリアランス値を採用することにより
、このような記録層間隔の大小の影響を除去できる。また、集光レンズの開口数ＮＡを小
さくした場合、干渉光量は全体に増える傾向を示すが、この場合も同じ理由により、集光
レンズの開口数ＮＡの大小の影響を除去できる。それゆえ、本発明は、記録層間隔４０μ
ｍ以下の光ディスクに有効である。また、ＮＡ０．６５以下の系でも本発明は有効となる
。
【００３７】
　次に、図４を参照して、本発明の参考例である光ディスクのフォーマット配置の一例に
ついて説明する。図４において、左側が光ディスクの内周側、右側が光ディスクの外周側
である。
【００３８】
　各記録層ともに内周側から、内周制御データ記録領域、ユーザデータ記録領域、外周制
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御データ記録領域に分割構成されている。
【００３９】
　第０記録層の内周制御データ記録領域内には、ブランクゾーン１３、ガードゾーン１０
、テストゾーン１１、その他記録ゾーン１２が設けられている。その他記録ゾーン１２内
には、記録途中のアドレス位置等の制御情報を適宜記録する部分等が設定される。第１記
録層の内周制御データ記録領域内には、ブランクゾーン１３、テストゾーン１１とガード
ゾーン１０が設定されている。
【００４０】
　また、第０記録層の外周制御データ記録領域内には、ガードゾーン１０、テストゾーン
１１、ブランクゾーン１３が設けられており、第１記録層の外周制御データ記録領域内に
は、ガードゾーン１０、テストゾーン１１、ブランクゾーン１３とが設定されている。ガ
ードゾーン１０は、ダミーデータを記録するための領域であり、ブランクゾーン１３は記
録を一切行わない領域である。ただし、ガードゾーン１０とブランクソーン１３とは、記
録済み部分と未記録部分との境界を持たない点で共通している。したがって、ブランクゾ
ーン１３は、ガードゾーンの一種とみなすことができる。
【００４１】
　以上のような配置において、一方の記録層のテストゾーン１１が設けられた位置に対応
する他方の記録層の位置には、必ずテストゾーン１１より幅の広いガードゾーン１０また
はブランクゾーン１３が設定されている。つまり、各テストゾーン１１に相対するガード
ゾーン１０またはブランクゾーン１３の内周端は、相対するテストゾーンの内周端よりも
上述した所定のクリアランス値以上内側に位置する。また、各テストゾーン１１に相対す
るガードゾーン１０またはブランクゾーン１３の外周端は、相対するテストゾーンの外周
端よりも上述した所定のクリアランス値以上外側に位置する。なお、図中で２つの記録層
間に描いた双方向矢印は、テストゾーン１１に対し、所定のクリアランス値以上を考慮し
た距離を示している。
【００４２】
　図４の記録フォーマットによれば、第０記録層および第１記録層のいずれのテストゾー
ンを利用する場合であっても、他方の記録層の記録済み部分と未記録部分の境界の影響を
受けることなく動作することが可能である。
【００４３】
　また、第１記録層のテストゾーン１１を使用する前に、第０記録層のガードゾーン１０
への記録を済ませておけば、記録済みの第０記録層を介して記録条件の最適化を行うこと
が可能となる利点がある。即ち、ユーザデータ記録領域に記録する際、第０記録層を記録
後に第１記録層を記録する場合には、テストゾーン１１を利用して第１記録層のユーザ記
録領域へ記録を行う場合と同じ記録条件でのテストが可能となる。
【００４４】
　ところで、テストゾーン１１内には、ディスク製造業者が製品検査を行うための記録ゾ
ーンが設けられていることがある。この記録ゾーンへの記録後は、部分的に記録済み部分
をもつ光ディスクとなる。この記録ゾーンが大きなものであれば従来同様、記録済み部分
と未記録部分との境界による問題が発生する。しかし、記録ゾーンの幅を、集光ビーム直
径の例えば１０％以下としておけば、他方の記録層における干渉光の変化はほとんど無視
できるので、この記録ゾーンのみがユーザ使用前に記録されていても問題はない。先の数
値例では、記録ゾーンの半径方向幅を３μｍ以下に限定すればよい。
【００４５】
　図４のような内周から外周までの領域配置を有し、かつ、第０記録層は内周から外周に
向かって、第１記録層は外周から内周に向かって順次ユーザデータ記録領域にデータを記
録する光ディスクの場合、以下のような記録手順により、境界の影響を受けずに安定した
記録をすることが出来る。
【００４６】
　まず、第０記録層の内周制御データ記録領域のテストゾーン１１で記録条件の最適化を
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行い、その他記録ゾーン１２内に必要な制御情報を記録する。また、内周制御データ記録
領域のガードゾーン１０にダミーデータを記録する。その後、ユーザデータ記録領域に対
し順次外周に向かって記録する。この途中で、必要に応じて、内周または外周のテストゾ
ーン１１での記録条件テスト、あるいは、その他記録ゾーン１２への記録制御データの追
加記録等を行なう。
【００４７】
　第０記録層のユーザデータ記録領域すべての記録が終わると、外周制御データ記録領域
のガードゾーン１０へダミーデータを記録する。この状態で、初めて第１記録層の記録を
開始する。このとき、既に内周または外周のテストゾーンは第０記録層の記録済み部分を
介しての記録が可能となっているので、いつでも第１記録層の記録条件テストを実施でき
る。また、ユーザデータ記録領域も同じように第０記録層の記録済み部分を介しての記録
が可能となっている。
【００４８】
　このあと、第１記録層の外周のガードゾーンへダミーデータを記録し、順次内周へ向か
ってユーザデータ記録領域への記録を行なう。この間も、必要に応じて、その他記録ゾー
ン１２へ追加制御情報の記録を行なうことが出来る。
【００４９】
　第１記録層のユーザデータ記録領域がすべて記録済みになると、記録の後処理を行う。
【００５０】
　まず、第０記録層の内周制御データ記録領域のテストゾーン１１の残りと、その他記録
ゾーン１２の未記録部分の（ほぼ）すべてを記録済みとする。その後、第１記録層の内周
制御データ記録領域のガードゾーン１０にダミーデータを記録して終了する。
【００５１】
　以上のような記録過程では、つねに一方の記録層の記録済み部分と未記録部分の境界か
ら所定のクリアランス値を確保した条件で他方の記録層への記録が行なわれ、安定な記録
を実現できる。
【００５２】
　尚、その他記録ゾーン１２では、一部を未記録のまま残すことも可能であり、この場合
、未記録領域の半径方向幅が十分に狭いものであれば他方の記録層の記録動作に影響は無
いことは、光ディスク製造業者向けの記録ゾーンを設ける場合と同様である。
【００５３】
　次に、図５を参照して、本発明の実施の形態に係る光ディスクのフォーマット配置につ
いて説明する。図５においても図４と同様、左側が光ディスクの内周側、右側が光ディス
クの外周側である。
【００５４】
　図５において、各記録層は、内周側より、再生専用ピット領域、未記録領域、内周制御
データ記録領域、ユーザデータ記録領域を有している。
【００５５】
　一方の記録層の未記録領域と内周制御データ記録領域の境界Ａと、内周制御データ記録
領域とユーザデータ記録領域の境界Ｂの２つの境界を、他方の記録層の境界Ａと境界Ｂお
よび再生専用ピット領域と未記録領域の境界Ｃの３つの境界に対して、所定のクリアラン
ス値以上の余裕を設ける。再生専用ピット領域と未記録領域との境界Ｃもまた、記録済み
部分と未記録部分との境界と同様に他方の記録層への記録再生に悪影響を与えるからであ
る。
【００５６】
　図中の記録層間の双方向矢印は、このクリアランス値を考慮した距離を表している。こ
のような考慮により、図４の記録フォーマットによっても、干渉光によるトラックエラー
信号への影響を生じることなく、記録再生を行うことが可能となる。
【００５７】
　図６は、本発明の光ディスクの記録再生に用いられる記録再生用光ディスク装置の構成
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例を示す図である。
【００５８】
　この光ディスク装置は、駆動機構６０、信号検出回路６１、アドレス判定回路６２及び
光ヘッド位置制御回路６３を有している。また、駆動機構６０には、光ディスク１を回転
駆動するためのスピンドル２０と、光ディスクに対して情報を書込み読み出すための光ヘ
ッド２１を有している。
【００５９】
　この光ディスク装置は、スピンドル２０にセットされた２層の光ディスク１に対し、光
ヘッド２１によって信号の記録再生を行う。光ヘッド２１からの再生信号は信号検出回路
６１を介してアドレス判定回路６２に送られ、集光ビームの現在のアドレス位置を知る。
これにより、集光ビームが、現在アクセス中の記録層とは異なる記録層からの干渉光の影
響を受けるクリアランス値内にいるか外にいるかを判断し、必要な動作を決め、光ヘッド
位置制御回路６３により光ヘッド２１の位置制御を行う。
【００６０】
　アクセスしようとする範囲が他方の記録層の記録済み部分と未記録部分との境界にまた
がるよう相対している場合、その境界近傍ではプッシュプル信号によるトラックサーボ投
入を必要としない方法でアクセスを行うことで、安定した動作を実現出来る。
【００６１】
　また、他方の記録層の境界をまたいで相対する範囲の記録済み部分から信号を検出する
必要がある場合には、プッシュプル法でなく反射光のアンバランスの影響の少ない位相差
検出法等、別の手段でのトラッキングを行うことも有効となる。
【００６２】
　このように、本光ディスク装置では、各記録層における記録および再生動作を、別の記
録層に形成された記録済み部分と未記録部分の境界のアドレス位置に対して、所定のクリ
アランス値内にあるアドレスの場合と所定のクリアランス値外にある場合とを、区別して
動作するようにしたことで、安定した記録再生動作を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明が適用される記録型の光ディスクを示す平面図である。
【図２】本発明の原理を説明するための図である。
【図３】記録層間隔と干渉光量との関係を測定した結果を示すグラフである。
【図４】本発明の参考例である光ディスクのフォーマット例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る光ディスクのフォーマット例を示す図である。
【図６】本発明の光ディスクの記録再生に用いられる記録再生用光ディスク装置の構成を
示す図である。
【図７】従来の２層光ディスクの問題点を説明するための図である。
【図８】従来の２層光ディスクの他の問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　光ディスク
　２　　記録トラック
　３　　再生専用ピット領域
　４　　入射面
　５　　未記録部分
　６　　記録済み部分
　１０　　ガードゾーン
　１１　　テストゾーン
　１２　　その他記録ゾーン
　１３　　ブランクゾーン
　２０　　スピンドル
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　２１　　光ヘッド
　６０　　駆動機構
　６１　　信号検出回路
　６２　　アドレス判定回路
　６３　　光ヘッド位置制御回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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