
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リードインエリアに物理フォーマットに関するデータが記録された物理フォーマット管理
情報が記録され、データエリアに前記物理フォーマット管理情報に準拠して特定の第１の
データフォーマットのデータ、及びこのデータの再生動作管理を行なうための第１のデー
タ管理情報を記録することができる記録媒体であって、
前記物理フォーマット管理情報に、前記第１のデータフォーマットとは異なる第２のデー
タフォーマットのデータが記録されたことを示す識別データが記録されるとともに、前記
物理フォーマット管理情報に準拠して第２のデータフォーマットのデータがデータエリア
に記録され、さらにこの第２のデータフォーマットのデータの再生動作管理を行なうため
の第２のデータ管理情報が所定位置に記録されたことを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
前記第２のデータ管理情報はリードインエリア内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３】
前記データエリアには、第１のデータフォーマットのデータ及び第１のデータ管理情報が
記録された領域と、少なくとも第２のデータフォーマットのデータが記録された領域の両
方が設けられており、
前記物理フォーマット管理情報には、前記第１のデータフォーマットと第２のデータフォ
ーマットのデータの両方が記録されたことを示す識別データが記録されていることを特徴

10

20

JP 3707137 B2 2005.10.19



とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項４】
前記第２のデータ管理情報には、前記第２のデータフォーマットのデータについて、その
データ単位毎の記録位置情報が記録されていることを特徴とする請求項１に記載の記録媒
体。
【請求項５】
前記第２のデータ管理情報には、前記第２のデータフォーマットのデータの各データ単位
毎に対応した付加情報が記録されてい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】
前記第２のデータ管理情報には、前記第２のデータフォーマットのデータの各データ単位
のそれぞれに対応して、その一部のみの記録位置情報が記録されていることを特徴とする
請求項１に記載の記録媒体。
【請求項７】
前記第２のデータ管理情報は、前記第２のデータフォーマットのデータについて、最高１
００個のデータ単位の管理が可能となるように形成されていることを特徴とする請求項１
に記載の記録媒体。
【請求項８】
前記第２のデータ管理情報には、前記第１及び第２のデータフォーマットとは異なる第３
のデータフォーマットのデータが記録された領域の位置情報が記録されるとともに、前記
データエリアにおける当該位置情報に示される領域には、第３のデータフォーマットのデ
ータ、及びそのデータの再生動作管理を行なう第３のデータ管理情報が記録されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項９】
前記第３のデータ管理情報は、前記第２のデータ管理情報に記録されている第３のデータ
フォーマットのデータが記録された領域の位置情報に示される位置を基準とした、特定位
置に記録されていることを特徴とする請求項８に記載の記録媒体。
【請求項１０】
前記第２のデータフォーマットのデータは、ΔΣ変調された１ビットオーディオ信号とし
てのデータであることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１１】
当該記録媒体に記録される少なくとも前記第２のデータフォーマットのデータは、セクタ
ー構成がとられているとともに、このセクターには、ΔΣ変調された１ビットオーディオ
信号に割り当てられるメインデータ領域と、サブデータに割り当てられるサブデータ領域
が含まれるように設定されていることを特徴とする請求項１０に記載の記録媒体。
【請求項１２】
前記セクターには２０４８バイトのデータ領域が形成されているとともに、そのうちで前
記メインデータ領域は２０１６バイト、前記サブデータ領域は３２バイトとされているこ
とを特徴とする請求項１１に記載の記録媒体。
【請求項１３】
前記第２のデータフォーマットのデータであるΔΣ変調された１ビットオーディオ信号は
２チャンネルオーディオデータとされ、各チャンネルデータは８ビット毎に交互に、記録
セクター内の前記２０１６バイトのデータとして割り当てられていることを特徴とする請
求項１２に記載の記録媒体。
【請求項１４】
前記第２のデータフォーマットのデータであるΔΣ変調された１ビットオーディオ信号は
、６チャンネルオーディオデータとされ、各チャンネルデータは８ビット毎に所定の順番
に、記録セクター内の前記２０１６バイトのデータとして割り当てられているとともに、
６チャンネルのうちの複数の特定のチャンネルに相当するデータについては、その他のチ
ャンネルに相当するデータとは異なる所定ゲインが与えられた値とされていることを特徴
とする請求項１２に記載の記録媒体。
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【請求項１５】
リードインエリアに物理フォーマットに関するデータが記録された物理フォーマット管理
情報が記録され、データエリアに前記物理フォーマット管理情報に準拠して特定の第１の
データフォーマットのデータ、及びこのデータの再生動作管理を行なうための第１のデー
タ管理情報を記録することができる記録媒体であって、前記物理フォーマット管理情報に
、前記第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータが記録さ
れたことを示す識別データが記録されるとともに、前記物理フォーマット管理情報に準拠
して第２のデータフォーマットのデータをデータエリアに記録することができ、さらにこ
の第２のデータフォーマットのデータの再生動作管理を行なうための第２のデータ管理情
報を所定位置に記録することができる記録媒体に対応する再生装置として、
装填された記録媒体に対して情報読出動作を実行できる読出手段と、
前記読出手段によって装填された記録媒体から読み出される前記物理フォーマット管理情
報から、前記第２のデータフォーマットのデータが記録されているか否かを判別する判別
手段と、
前記判別手段によって前記第２のデータフォーマットのデータが記録されていると判別さ
れた場合は、前記読出手段に前記第２のデータ管理情報の読出を実行させ、第２のデータ
管理情報を取り込むとともに、この第２のデータ管理情報に基づいて前記読出手段に第２
のデータフォーマットのデータの読出動作を実行させることのできる再生制御手段と、
前記読出手段により読み出された第２のデータフォーマットのデータのデコードを行なう
第２フォーマット対応デコード手段と、
を備えて構成されることを特徴とする再生装置。
【請求項１６】
前記再生制御手段は、前記読出手段に、記録媒体のリードインエリア内に記録されている
第２のデータ管理情報の読出を実行させることを特徴とする請求項１５に記載の再生装置
。
【請求項１７】
前記再生制御手段は、前記判別手段によって前記第１のデータフォーマットのデータが記
録されていると判別された場合に、前記読出手段に読み出される前記第１のデータ管理情
報に基づいて前記読出手段に第１のデータフォーマットのデータの読出を実行させること
ができるとともに、
前記読出手段により読み出された第１のデータフォーマットのデータのデコードを行なう
第１フォーマット対応デコード手段を備えて構成されることを特徴とする請求項１５に記
載の再生装置。
【請求項１８】
前記再生制御手段は、第２のデータ管理情報に記録されているデータ単位毎の記録位置情
報に応じて、第２のデータフォーマットのデータについて、そのデータ単位毎の読出動作
を前記読出手段に実行させることができるように構成されていることを特徴とする請求項
１５に記載の再生装置。
【請求項１９】
情報提示出力手段を備え、
前記再生制御手段は、第２のデータ管理情報において各データ単位毎に対応して記録され
ている付加情報を、前記情報提示出力手段から出力させることができるように構成されて
いることを特徴とする請求項１５に記載の再生装置。
【請求項２０】
前記再生制御手段は、第２のデータ管理情報に記録されている、第２のデータフォーマッ
トのデータの各データ単位のそれぞれの一部のみの記録位置情報に応じて、前記読出手段
に、所要のデータ単位の一部のデータ読出動作を実行させることができるように構成され
ていることを特徴とする請求項１５に記載の再生装置。
【請求項２１】
前記再生制御手段は、取り込んだ第２のデータ管理情報において前記第１及び第２のデー
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タフォーマットとは異なる第３のデータフォーマットのデータが記録された領域の位置情
報が記録されていた場合は、その位置情報に基づいて、前記読出手段に、第３のデータフ
ォーマットのデータの再生動作管理を行なう第３のデータ管理情報の読出を実行させ、さ
らにその第３のデータ管理情報に基づいて前記読出手段に第３のデータフォーマットのデ
ータの読出を実行させることができるとともに、
前記読出手段により読み出された第３のデータフォーマットのデータのデコードを行なう
第３フォーマット対応デコード手段を備えて構成されることを特徴とする請求項１５に記
載の再生装置。
【請求項２２】
前記第３のデータ管理情報の読出のために、前記再生制御手段は、前記読出手段に、前記
第２のデータ管理情報に記録されている第３のデータフォーマットのデータが記録された
領域の位置情報に示される位置を基準とした特定位置の読出を実行させることを特徴とす
る請求項２１に記載の再生装置。
【請求項２３】
前記第２フォーマット対応デコード手段は、ΔΣ変調された１ビットオーディオ信号とし
てのデータに対するデコーダを有して構成されることを特徴とする請求項１５に記載の再
生装置。
【請求項２４】
前記第２のデータフォーマットのデータは、セクター構成がとられているとともに、この
セクターには、ΔΣ変調された１ビットオーディオ信号に割り当てられるメインデータ領
域と、サブデータに割り当てられるサブデータ領域が含まれるように設定されおり、
前記第２フォーマット対応デコード手段は、セクターのサブデータ領域に記録されたサブ
データのデコーダを有して構成されることを特徴とする請求項２３に記載の再生装置。
【請求項２５】
前記第２フォーマット対応デコード手段は、デコード処理により２チャンネルオーディオ
信号の出力を行なうことができるように構成されているとともに、
前記読出手段によって６チャンネルオーディオデータが読み出された場合は、６チャンネ
ルデータについて同一ゲイン状態で、所要チャンネルデータの加算処理を行なって２チャ
ンネルとなる各チャンネルのデータを形成し、２チャンネルオーディオ信号の出力を行な
うことを特徴とする請求項１５に記載の再生装置。
【請求項２６】
前記第２フォーマット対応デコード手段は、デコード処理により６チャンネルオーディオ
信号の出力を行なうことができるように構成されているとともに、
前記読出手段によって読み出される６チャンネルオーディオデータのうち、複数の特定の
チャンネルに相当するデータについては、その他のチャンネルに相当するデータとは異な
る所定ゲインを与えたうえで、６チャンネルオーディオ信号の出力を行なうことを特徴と
する請求項１５に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は特定の物理フォーマットが規定された例えばディスク記録媒体及びそれに対応す
る再生装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ディスクやテープなどの記録媒体の高密度化や、音楽、映像、コンピュータデータ
などのデータユース形態の多様化などにより、多種多様な記録媒体及び記録・再生装置が
実用化されている。
【０００３】
ディスクメディアとしては、ＣＤ（コンパクトディスク）方式のものとしてＣＤ－ＤＡ（
ＣＤデジタルオーディオ）、ＣＤ－Ｇ、ＣＤ－Ｉ、ＣＤ－ＷＯ、ビデオＣＤ、ＣＤ－ＲＯ

10

20

30

40

50

(4) JP 3707137 B2 2005.10.19



Ｍなどが知られている。さらに、ＣＤエキストラといわれるように、ＣＤ－ＤＡデータエ
リアとＣＤ－ＲＯＭデータエリアが分割設定されているものもある。
また音楽やコンピュータデータをユーザーサイドで手軽に記録再生できる光磁気ディスク
メディアとしてＭＤ（ミニディスク）、ＭＤデータなどが普及している。
【０００４】
さらにビデオデータ、オーディオデータ、コンピュータデータを扱うマルチメディアディ
スクとしてＤＶＤ（ Digital Video Disc／ Digital Versatile Disc）も開発されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところでＤＶＤなどの新規なメディアシステムの開発に当たっては、既に実用化されてい
るメディアシステムの問題点を解消することや、既に実用化されているメディアシステム
での利点を継承し、発展させることが求められる。
ここで従来の各種システムにおいてそれぞれの問題点は多いが、一例としては次のようの
ものがある。
【０００６】
まずデジタルオーディオデータの記録再生システムに関しては、メディアの大容量化、高
転送レート化に伴って、現行のＣＤ－ＤＡ規格である 44.1KHz サンプリング、１６ビット
量子化に対して、よりハイビット／ハイサンプリング化されたデジタルオーディオ記録再
生システムが各種開発されているが、次世代オーディオシステムとするに十分な結果は得
られていない。
【０００７】
例えばＣＤ－ＤＡ規格の場合は、サンプリングレートの制限により２２ＫＨｚ以上の周波
数帯域がフィルタリングされることで、本来音声に含まれている高調波がカットされたデ
ータとなり、このため自然感に乏しいといったような音質劣化があった。このため、例え
ば９６ＫＨｚサンプリング、２４ビット量子化というような規格が提案されているが、高
調波が制限されることによる音質劣化は免れない。
【０００８】
さらに、ＣＤ－ＤＡシステムにおいて、アナログ音声信号を１ビットΣΔ変調Ａ／Ｄ変換
器によりサンプリング周波数６４ｆｓ／１ビットに変換するものがある（ｆｓ＝ 44.1KHz 
）。ところがＣＤ－ＤＡに記録するためには、このような６４ｆｓ／１ビット信号をデジ
タルフィルタでデシメーション（ダウンサンプリング）することで、 44.1KHz ／１６ビッ
トのデータに変換する必要がある。また再生時には、 44.1KHz ／１６ビットのデータをデ
ジタルフィルタによりオーバーサンプリング・補間を行なって例えば６４ｆｓ／１ビット
信号とし、それを１ビットΣΔ変調Ｄ／Ａ変換器でアナログ音声信号に戻している。この
ようなシステムの場合、データがデジタルフィルタを通過する過程で演算誤差が生じ、こ
れによる音質劣化が発生する。
【０００９】
また、ＣＤ－ＤＡを初めとするＣＤメディアが多様に展開されているなど、各種のパッケ
ージメディアが存在するが、データの共通化や互換性等については十分とはいえない状況
にある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明はこれらの問題点を解消するメディアシステムの提供を目的とし、特にオーディオ
データ記録／再生の高音質化、データ共用性、機器互換性などを、例えばＤＶＤなどの特
定の物理フォーマットにのっとった記録媒体において実現するものである。
【００１１】
このためリードインエリアに物理フォーマットに関するデータが記録された物理フォーマ
ット管理情報が記録され、データエリアに物理フォーマット管理情報に準拠して特定の第
１のデータフォーマットのデータ、及びこのデータの再生動作管理を行なうための第１の
データ管理情報を記録することができる記録媒体において、物理フォーマット管理情報に
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、第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータが記録された
ことを示す識別データを記録する。そして物理フォーマット管理情報に準拠して第２のデ
ータフォーマットのデータがデータエリアに記録され、さらにこの第２のデータフォーマ
ットのデータの再生動作管理を行なうための第２のデータ管理情報が所定位置に記録され
るようにする。
【００１２】
第２のデータ管理情報には、例えば第２のデータフォーマットのデータのデータ単位毎の
記録位置情報、付加情報、一部再生のための記録位置情報等が記録されるようにする。
第２のデータフォーマットのデータは、ΔΣ変調された１ビットオーディオ信号としての
データであるとする。
【００１３】
またデータエリアに、第１のデータフォーマットのデータ及び第１のデータ管理情報が記
録された領域と、少なくとも第２のデータフォーマットのデータが記録された領域の両方
が設けられる場合は、物理フォーマット管理情報には、第１のデータフォーマットと第２
のデータフォーマットのデータの両方が記録されたことを示す識別データが記録されてい
るようにする。
【００１４】
また第２のデータ管理情報には、第１及び第２のデータフォーマットとは異なる第３のデ
ータフォーマットのデータが記録された領域の位置情報が記録されるとともに、データエ
リアにおける、その位置情報に示される領域には、第３のデータフォーマットのデータ、
及びそのデータの再生動作管理を行なう第３のデータ管理情報が記録されているようにす
る。
【００１５】
これらの記録媒体に対応する再生装置としては、装填された記録媒体に対して情報読出動
作を実行できる読出手段と、装填された記録媒体から読み出される物理フォーマット管理
情報から第２のデータフォーマットのデータが記録されているか否かを判別する判別手段
と、第２のデータフォーマットのデータが記録されていると判別された場合は第２のデー
タ管理情報の読出を実行させ、第２のデータ管理情報を取り込むとともに、この第２のデ
ータ管理情報に基づいて読出手段に第２のデータフォーマットのデータの読出動作を実行
させることのできる再生制御手段と、読み出された第２のデータフォーマットのデータの
デコードを行なう第２フォーマット対応デコード手段とを備えるようにする。
【００１６】
また再生制御手段は、判別手段によって第１のデータフォーマットのデータが記録されて
いると判別された場合に、読出手段に読み出される第１のデータ管理情報に基づいて読出
手段に第１のデータフォーマットのデータの読出を実行させることができるとともに、読
み出された第１のデータフォーマットのデータのデコードを行なう第１フォーマット対応
デコード手段を備えるようにする。
【００１７】
また再生制御手段は、取り込んだ第２のデータ管理情報において第１及び第２のデータフ
ォーマットとは異なる第３のデータフォーマットのデータが記録された領域の位置情報が
記録されていた場合は、その位置情報に基づいて、読出手段に、第３のデータフォーマッ
トのデータの再生動作管理を行なう第３のデータ管理情報の読出を実行させ、さらにその
第３のデータ管理情報に基づいて読出手段に第３のデータフォーマットのデータの読出を
実行させることができるようにするとともに、読み出された第３のデータフォーマットの
データのデコードを行なう第３フォーマット対応デコード手段を備えるようにする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を次の順序で説明する。なお本例は、ＤＶＤ（ Digital Video 
Disc／ Digital Versatile Disc）システムとしての物理フォーマットに準拠したうえで提
供される新たな記録媒体及びそれに対応する再生装置であるとする。
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【００１９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２０】
［１］ＤＶＤ構造
図１にＤＶＤの構造を示す。マルチメディア用途のディスク状記録媒体であるＤＶＤには
、図１（ａ）に示すように記録データによるピットが形成される記録層Ｌに対して上面及
び下面が透過サブストレートＴＳとされているものと、図１（ｂ）に示すように記録デー
タによるピットが形成される記録層が第１記録層Ｌ１と第２記録層Ｌ２として、接着層Ｚ
を介して２つ形成され、その第１記録層Ｌ１，第２記録層Ｌ２に対する上面及び下面が透
過サブストレートＴＳとされているものがある。
【００２１】
図１（ａ）のような記録層Ｌが１つのものはシングルレイヤディスク、図１（ｂ）のよう
な第１記録層Ｌ１，第２記録層Ｌ２と２つの記録層をもつものはデュアルレイヤディスク
と呼ばれる。
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【００２２】
ディスク直径としては、シングルレイヤディスクもデュアルレイヤディスクも１２ｃｍと
８ｃｍのものが考えられている。
そしてディスク上は大きくわけて、内周側からリードイン、データエリア、リードアウト
とよぶ３つの領域が形成されている。
リードインが開始される位置としての最大直径は 45.2mmと規定され、またデータエリアが
開始される位置としての最大直径は 48mmと規定されている。
【００２３】
このようなＤＶＤには、データは２０６４バイトのセクターという単位でアドレス（セク
ターナンバ）が設定されて記録されている（セクターフォーマットについては後述する）
。
図２にはシングルレイヤディスクを例にあげて、ディスク上の内周側から外周側までのリ
ードイン、データエリア、リードアウトの各領域を帯状に示しているが、この全領域に対
してセクターが形成されている。
【００２４】
セクターには、図２に示すように物理セクターという概念と論理セクターという概念があ
り、物理セクターとは、物理的に最初のセクターからナンバが与えられるものである。つ
まり物理セクターナンバＰＳＮとして示すようにリードインの開始位置における最初のセ
クターが物理セクターナンバ『００００００ｈ』とされる（本明細書において『ｈ』を付
した数値は１６進表記のもの）。
【００２５】
通常、リードインの最後のセクターの物理セクターナンバＰＳＮは『０２ＦＦＦＦｈ』と
なり、物理セクターナンバＰＳＮが『０３００００ｈ』となるセクターからが、データエ
リアのセクターとなる。
このような物理セクターナンバＰＳＮは、ディスク上においていわゆる絶対アドレスとし
て機能する。
【００２６】
一方、論理セクターとはデータエリアの先頭セクター、つまり物理セクターナンバＰＳＮ
が『０３００００ｈ』となるセクターを最初のセクターとみなすもので、これが論理セク
ターナンバＬＳＮが『００００００ｈ』のセクターとなる。なお、リードアウトの開始さ
れる位置はデータエリアに記録されるデータ量に応じて変動するものであり、図２では論
理セクターナンバＬＳＮ＝『ＬＯ』となるセクターがリードアウトの最初のセクターとし
ている。
【００２７】
論理セクターナンバＬＳＮで示されるエリア、即ち物理セクターナンバＰＳＮが『０３０
０００ｈ』となるセクター以降の、データエリアとしてのセクターにより、いわゆるボリ
ューム空間が形成されるが、このボリューム空間は図３（ａ）のように形成されている。
【００２８】
論理セクターとしての第０～第１５セクター、第２１～第３１セクター、第６６～第２５
５セクターはリザーブ（未定）とされており、第１６～第２０セクターにはＵＤＦ（ユニ
バーサルディスクフォーマット）ブリッジボリューム認識シーケンスが記録されている。
この５セクター分のＵＤＦブリッジボリューム認識シーケンスには、図３（ｂ）のように
ＰＶＤ（プライマリボリュームディスクリプタ）、ボリュームディスクリプタセットター
ミネータ、エクステンドエリア開始ディスクリプタ、ＮＳＲディスクリプタ、エクステン
ドエリア終了ディスクリプタが記述されている。
【００２９】
また論理セクターとしての第３２～第４７セクターにはメインボリューム記述シーケンス
、続く第４８～第６３セクターにはリザーブボリューム記述シーケンス、さらに第６４～
第６５セクターには論理ボリュームインテグリティシーケンスが記述されている。そして
第２５６セクターが第１アンカーポイントとされる。
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【００３０】
第２５７から第（Ｐ－１）セクターまではＩＳＯ９６６０ファイル構造とされ、また第（
Ｐ）から第（Ｐ＋Ｑ－１）セクターまでがＵＤＦファイル構造となる。上記したＵＤＦブ
リッジボリューム認識シーケンスからこのＵＤＦファイル構造までのデータが、いわゆる
ファイル管理情報となり、実際のデータファイルやビデオデータ、オーディオデータ等、
ＵＤＦもしくはＩＳＯ９６６０に準拠したデータ（ファイル・データ構造）は第（Ｐ＋Ｑ
）番目のセクターからリードアウトの先頭セクターより２つ前のセクター（論理セクター
ナンバＬＳＮ＝『ＬＯ－２』）までに記録される。論理セクターナンバＬＳＮが『ＬＯ－
１』とされるセクターは第２アンカーポイントとされる。
【００３１】
ボリューム空間はこのように用いられ、ＵＤＦブリッジボリューム認識シーケンスからこ
のＵＤＦファイル構造までのファイル管理情報と、ファイル・データ構造により、ビデオ
／オーディオ／コンピュータデータを記録したパッケージメディアが生成される。
なお、ディレクトリ構造は図４のようになる。
【００３２】
ところで、上述したようにＤＶＤはシングルレイヤディスクとデュアルレイヤディスクの
２つがあるが、さらにトラックパス（再生走査経路）によりデュアルレイヤディスクはパ
ラレルトラックパスとオポジットトラックパスの２種類に分けられるため、ＤＶＤの物理
的な種別としては大まかに３種類となる。この３種類を図５（ａ）（ｂ）（ｃ）に示す。
【００３３】
図５（ａ）はシングルレイヤディスクであるが、この場合トラックパスＴＰＳとしてはデ
ィスク内周側のリードインからディスク外周側のリードアウトに向かう１種類のみである
。
【００３４】
図５（ｂ）はデュアルレイヤディスクであってパラレルトラックパスとされるものを示し
ている。デュアルレイヤディスクの場合、図１の第１記録層Ｌ１に相当するレイヤ０と、
第２記録層Ｌ２に相当するレイヤ１が形成されるわけであるが、パラレルトラックパスの
場合は、レイヤ０とレイヤ１は互いに独立したレイヤととらえることができる。
【００３５】
即ち、レイヤ０とレイヤ１には、それぞれリードイン、データエリア、リードアウトが形
成される。レイヤ０のデータエリア＃０と、レイヤ１のデータエリア＃１には、例えば同
一内容のデータを異なる形態で記録してもよいし、全く異なるデータを記録してもよい。
【００３６】
そしてレイヤ０に対するトラックパスＴＰＳ＃０としては、レイヤ０のディスク内周側の
リードインからデータエリア＃０を走査してディスク外周側のリードアウトに向かい、ま
たレイヤ１に対するトラックパスＴＰＳ＃１は、レイヤ１のディスク内周側のリードイン
からデータエリア＃１を走査してディスク外周側のリードアウトに向かう。
つまり、独立した２つの同じトラックパスが各レイヤに対して行なわれることとなる。
【００３７】
図５（ｃ）はデュアルレイヤディスクであってオポジットトラックパスとされるものを示
している。この場合、レイヤ０とレイヤ１は連続した１つのレイヤととらえられる。
即ち、レイヤ０の最内周側にはリードインが形成され、続いてデータエリア＃０が形成さ
れるが、最外周側はミドルエリアと呼ばれる領域が形成される。
そしてレイヤ１については最外周側のミドルエリアから連続してデータエリア＃１が内周
側に向かって形成され、最内周側にリードアウトが形成される。
【００３８】
そしてトラックパスＴＰＳとしては、レイヤ０のディスク内周側のリードインからデータ
エリア＃０を走査してディスク外周側のミドルエリアに向かい、ミドルエリアに達したら
内周側へ向かう走査となしてデータエリア＃１の走査を行ない、ディスク内周側のリード
アウトに向かうことになる。
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つまりこの場合は、レイヤ０，１が連続した１つのレイヤとして扱われるものとなる。
【００３９】
［２］ＤＶＤセクターフォーマット
セクターは図６のような構造をもつ。
図６（ａ）は１セクターの全体を示し、１セクター（実際の記録セクターとしてエンコー
ドされる前のセクター）は２０６４バイトで構成される。先頭の１２バイトはいわゆるセ
クターヘッダーとしての領域とされ、図６（ｂ）に拡大して示すように４バイトのＩＤ、
２バイトのＩＤエラー訂正コードＩＥＤ（ ID Error Detection Code ）が記録される。な
お、残り６バイトはリザーブとされている。
【００４０】
このような１２バイトのセクターヘッダーに続いて２０４８バイトがデータ領域とされる
。そして最後の４バイトはエラー訂正コードＥＤＣ（  Error Detection Code ）に割り当
てられる。
【００４１】
エラー訂正コードＥＤＣは、ヘッダー及びデータ領域のデータに関するエラー訂正のため
のコードとされ、その生成多項式はＧ P (x)＝Ｘ 3 2＋Ｘ 3 1＋Ｘ 4  ＋１とされている。
一方、ＩＤエラー訂正コードＩＥＤはヘッダ先頭４バイトのＩＤに対して付けられるエラ
ー訂正のためのコードとされ、その生成多項式はＧ P (x)＝Ｘ 8  ＋Ｘ 4  ＋Ｘ 3  ＋Ｘ 2  ＋１と
されている。
【００４２】
ＩＤとされるヘッダ先頭４バイトを拡大したものが図６（ｃ）である。４バイト、即ちビ
ットｂ０～ｂ３１の３２ビットの領域において、ＩＤの内容としてセクター情報及びセク
ターナンバが記録されている。セクター情報はビットｂ２４～ｂ３１、つまり先頭１バイ
トの記録され、セクターナンバはビットｂ０～ｂ２３の３バイトの領域に記録される。セ
クターナンバはいわゆる絶対アドレスとなるナンバであり、つまり上述した物理セクター
ナンバＰＳＮのことである。
【００４３】
ビットｂ２４～ｂ３１の１バイトのセクター情報としては、図６（ｄ）に示すようにセク
ターフォーマットタイプ、トラッキング方法、反射率、エリアタイプ、レイヤー番号が記
録される。ビットｂ２８の１ビットはリザーブとされている。
【００４４】
ビットｂ３１の１ビットが用いられて記述されるセクターフォーマットタイプとしては、
『０』がＲＯＭタイプ、『１』がリザーブ（未定）とされている。
ビットｂ３０の１ビットが用いられて記述されるトラッキング方法としては、『０』がピ
ットトラッキング、『１』がリザーブとされている。
ビットｂ２９の１ビットが用いられて記述される反射率としては、『０』が５０％より上
、『１』が５０％以下とされている。
【００４５】
ビットｂ２７，ｂ２６の２ビットが用いられて記述されるエリアタイプとしては、当該セ
クターが含まれるエリアが示されるもので、データエリア内のセクターでは『００』、リ
ードイン内のセクターでは『０１』、リードアウト内のセクターでは『１０』、ミドルエ
リア内のセクターでは『１１』となる。
【００４６】
ビットｂ２５，ｂ２４の２ビットが用いられて記述されるレイヤー番号は、当該セクター
が含まれるレイヤが示されるもので、シングルレイヤディスクのセクター及びデュアルレ
イヤディスクのレイヤ０のセクターは『００』、デュアルレイヤディスクのレイヤ１のセ
クターは『０１』となる。『１０』『１１』はリザーブとされている。
【００４７】
このようなセクターフォーマットが形成されていることにより、再生装置では、セクター
単位のデータを読み込むことで絶対アドレス（物理セクターナンバＰＳＮ）が判別でき、
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またレイヤの判別、エリアの判別などが可能となる。
【００４８】
以上のような構造のセクターを１７２バイト×１２行のデータ空間として模式的に示した
ものが図７である。２０４８バイトのデータ領域として、データＤ０～Ｄ２０４７の各バ
イトデータが記録されるが、後述するようにＴＯＣデータなどの管理データや、オーディ
オデータなどのメインデータが、セクター単位でみると、このデータＤ０～Ｄ２０４７に
相当する。
【００４９】
セクターデータの生成プロセスとしては、まずＩＤに対してＩＤエラー訂正コードＩＥＤ
が付加される。次に６バイト分のリザーブ領域に対して『００ｈ』のダミーデータが付加
されるとともに、データ領域を構成するデータが加えられる。さらにこのように生成され
たＩＤ、ＩＤエラー訂正コードＩＥＤ、リザーブ領域、データ領域の全体に対してエラー
訂正コードＥＤＣが付加されることで、１セクターが形成されることになる。
【００５０】
［３］リードインエリア
（３－Ａ）　ＤＶＤコントロールデータ
図８（ａ）にリードインエリアの構造を示す。
図８（ａ）のようにリードインは、アドレス（物理セクターナンバＰＳＮ）としては或る
リードインスタートアドレス『 LISTART 』から物理セクターナンバ『０２ＦＦＦＦｈ』ま
での領域とされるが、その中の物理セクターナンバ『０２Ｆ０００ｈ』～『０２Ｆ０１Ｆ
ｈ』の２ブロック（１ブロック＝１６セクター）にはリファレンスコードが記録される。
【００５１】
また物理セクターナンバ『０２Ｆ２００ｈ』～『０２ＦＤＦＦｈ』の１９２ブロックには
コントロールデータが記録される。
基本的にＤＶＤにおけるリードインにおいては、以上の２ブロックのリファレンスコード
と、１９２ブロックのコントロールデータが記録されることになり、その他の領域は全て
リザーブエリアとされている。
【００５２】
ただし図８（ａ）には物理セクターナンバ『０２ＦＦ００ｈ』～『０２ＦＦＢＦｈ』の１
２ブロックにＴＯＣと示している。このＴＯＣとは、通常のＤＶＤには設けられないが、
ＤＶＤ物理フォーマットに準拠した本例のディスク（後述するＤＳＤディスク）において
設けられるものである。
【００５３】
物理セクターナンバ『０２Ｆ２００ｈ』～『０２ＦＤＦＦｈ』のコントロールデータとし
ては、図８（ｂ）のようにブロックＢＫ０～ＢＫ１９１までの１９２ブロックのデータが
記録されるが、この１９２個の各ブロックＢＫ０～ＢＫ１９１は、同一のデータとされて
いる。つまり１ブロック分のコントロールデータが１９２回繰り返して記録されているも
のとなっている。
【００５４】
１ブロック（＝１６セクター）分のコントロールデータは図８（ｃ）のように設定されて
おり、１６セクターをセクター０～セクター１５とすると、先頭のセクター０に物理フォ
ーマット情報、セクター１にディスク製造情報、セクター２～セクター１５にコピーライ
ト情報が記録される。
【００５５】
セクター０に記録される物理フォーマット情報は、図８（ｄ）のように設定されている。
図６で説明したように１セクターのうち実際のデータの記録に用いられるのは２０４８バ
イトのデータ領域である。このデータ領域の先頭１バイト（＝バイト０）はブックタイプ
／パートバージョン、第２バイト（＝バイト１）はディスクサイズ／ミニマムリードアウ
トレート、第３バイト（＝バイト２）はディスク構造、第４バイト（＝バイト３）はレコ
ーレッドデンシティが記録される。
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【００５６】
また第５～第１６番目の１２バイト（＝バイト４～１５）はデータエリアアロケーション
が記録される。バイト１６～２０４７の２０３２バイトはリザーブとされている。
【００５７】
この物理フォーマット情報となる１セクターをバイトポジションとビットポジションで詳
しく示したものが図９である。
【００５８】
まずバイト０のビットｂ４～ｂ７の４ビットがブックタイプとされる。
このブックタイプはＤＶＤ物理フォーマットに準拠したディスクの識別コードとなるもの
で、通常のＲＯＭタイプのＤＶＤの場合、ビットｂ４～ｂ７は『００００』となる。
【００５９】
後述するように本例では通常のＲＯＭタイプのＤＶＤとはことなるＤＳＤディスクや、Ｄ
ＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクが提示されるが、或るディスクが、ＤＶＤ、ＤＳＤディスク、
ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクのいづれであるかの識別がこのブックタイプによって行なわ
れる。
従ってＤＳＤディスク及びＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクの場合、ビットｂ４～ｂ７は『０
０００』以外の値となり、本例では、例えばＤＳＤディスクではビットｂ４～ｂ７は『１
０００』、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクではビットｂ４～ｂ７は『１０１０』とされると
して説明を行なう。
【００６０】
バイト０のビットｂ０～ｂ３の４ビットにパートバージョン（バージョンナンバ）が示さ
れる。ビットｂ０～ｂ３が『０００１』はバージョン 1.x 、『００１０』はバージョン 2.
x 、『００１１』はバージョン 3.x を示し、それ以外はリザーブとされている。
【００６１】
バイト１のビットｂ４～ｂ７の４ビットにはディスクサイズが記録される。１２ｃｍディ
スクの場合はビットｂ４～ｂ７が『００００』、８ｃｍディスクの場合はビットｂ４～ｂ
７が『０００１』とされ、それ以外はリザーブとされている。
【００６２】
バイト１のビットｂ０～ｂ３の４ビットにはミニマムリードアウトレートが記録される。
ビットｂ０～ｂ３が『００００』は 2.52Mbps、『０００１』は 5.04Mbps、『００１０』は
10.08Mbps を示し、それ以外はリザーブとされている。
【００６３】
ディスク構造が記録されるバイト２においては、まずビットｂ４，ｂ５にレイヤ数が示さ
れる。『００』はシングルレイヤディスクであること、『０１』はデュアルレイヤディス
クであることを示す。それ以外はリザーブとされる。
【００６４】
またバイト２のビットｂ３はトラックパスの種別を示し、シングルレイヤディスクか、も
しくはパラレルトラックパスのデュアルレイヤディスクではビットｂ３は『０』とされ、
オポジットトラックパスのデュアルレイヤディスクではビットｂ３は『１』とされる。
バイト２のビットｂ０～ｂ２はレイヤタイプを示す。このビットｂ０～ｂ２が『０００』
であるときは、レイヤー（記録層）がリードオンリータイプであることを示している。そ
れ以外はリザーブとされている。
【００６５】
バイト３のビットｂ４～ｂ７の４ビットにリニアデンシティ（線密度）が示される。ビッ
トｂ４～ｂ７が『００００』は  0.267μｍ／ｂｉｔ、『０００１』は
 0.293μｍ／ｂｉｔを示し、それ以外はリザーブとされている。
バイト３のビットｂ０～ｂ３の４ビットにはトラックデンシティ（トラック密度）が記録
される。ビットｂ０～ｂ３が『００００』は 0.74μｍ／トラックを示し、それ以外はリザ
ーブとされている。
【００６６】
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物理フォーマット情報においてこのような情報が記録されていることで、ディスク（ＤＶ
Ｄもしくは後述するＤＳＤディスク）が装填された再生装置では、そのディスクの物理的
種別の判別が可能となる。例えばトラックパスや、シングル／デュアルレイヤの判別によ
り、再生動作の適正な制御が可能となり、またＤＶＤ、ＤＳＤディスク、ＤＳＤ／ＤＶＤ
複合ディスクの判別も可能となる。
【００６７】
（３－Ｂ）　ＤＳＤ－ＴＯＣデータ
（３－Ｂ－１）　ＴＯＣ構造
上記したように、後述する本例のＤＳＤディスク（ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクも含む）
においては、リードイン領域の物理セクターナンバ『０２ＦＦ００ｈ』～『０２ＦＦＢＦ
ｈ』の１２ブロックはＴＯＣ（ Table of Contents ）としてのデータが記録される。なお
、ＴＯＣは必ずしもこの位置に設けられる必要はなく、例えばリードインにおいて、適切
な位置が設定されればよいものである。
【００６８】
図１０（ａ）（ｂ）に示すように、このＴＯＣには、ブロックＢＫ０～ＢＫ１１までの１
２ブロックのデータが記録されるが、この１２個の各ブロックＢＫ０～ＢＫ１１は、同一
のデータとされている。つまり１ブロック分のＴＯＣが１２回繰り返して記録されている
ものとなっている。
【００６９】
１ブロック（＝１６セクター）分のＴＯＣの内容は図１０（ｃ）のように設定されており
、１６セクターをセクター０～セクター１５とすると、先頭のセクター０にトラック位置
及びモード情報、セクター１にテキスト情報、セクター２にプロダクト情報、セクター３
にテキスト情報、セクター４にパートスキャン位置情報が記録される。セクター５～セク
ター１５はリザーブとされている。
【００７０】
このようなＴＯＣセクター０～セクター４は、主にデジタルオーディオデータを記録する
ＤＳＤディスク（ Direct Stream Digital ディスク）において、各トラック（オーディオ
データとしての楽曲などの単位）毎にアドレスやテキスト情報、プロダクト情報などの付
加情報を管理するために設けられるものである。詳しくは後述するが、 Direct Stream Di
gital ディスクとは、ＤＶＤ物理フォーマットに準拠したうえで、このようなＴＯＣを設
け、ＴＯＣにより管理される『 Direct Stream Digital 』データとしてのトラック単位の
オーディオデータを記録したディスクである。従ってディスクのデータエリアに収録され
る各データトラックは、ＤＶＤとしてのディレクトリ構造によるデータファイルとしての
形式はとらず、ＤＶＤディレクトリとは独立した、あくまでＴＯＣにより管理されるもの
となる。
ＴＯＣセクター０～セクター４の各内容について、順次詳しく説明していく。
【００７１】
（３－Ｂ－２）　ＴＯＣセクター０
ＴＯＣセクター０はトラック位置及びモード情報のエリアとされる。即ち、主にＤＳＤデ
ータとして記録されている各トラックに関し、そのアドレスや属性（トラックモード）を
示す管理情報領域とされる。
【００７２】
図１１はＴＯＣセクター０における２０４８バイトのデータ領域（図６参照）のフォーマ
ットを示している。
この２０４８バイトのデータ領域の先頭４バイトは、システムＩＤとして、アスキーコー
ドにより『Ｓ』『Ａ』『Ｃ』『Ｄ』と記録される。
【００７３】
続いて第７バイト目に最初のトラックのトラックナンバ (First TNO）、第８バイト目に最
後のトラックのトラックナンバ（ Last TNO）が記録される。このトラックとはもちろんＤ
ＳＤデータトラックのことである。
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【００７４】
第９バイト～第１１バイトの３バイトで、エクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡが
記録される。エクストラデータについては後述するが、ＤＳＤディスクがいわゆるＣＤ　
ＥＸＴＲＡなどで知られているマルチセッションディスクと概略同等のディスクとされる
場合において、そのマルチセッションディスクのセッション２としての領域に相当するよ
うな状態で、エクストラデータ領域が形成される場合に、そのスタートポイントがエクス
トラデータスタートアドレスＥＤＳＡとして示されることになる。このエクストラデータ
スタートアドレスＥＤＳＡとしては、物理セクターナンバＰＳＮが記録される。
【００７５】
第１２バイト目にはセクター使用状況 (Used sectors)が記録される。この１バイトは、Ｔ
ＯＣセクターのうち何らかの管理情報の記録に用いられているセクターを示すために用い
られる。
【００７６】
第１７バイト目から１００バイト分の領域には、収録された各トラックに対応するテーブ
ルポインタ  (P-TNO1～ P-TNO100) が記録される。
このテーブルポインタは、収録された各トラックを、第１２５バイト目から記録されるア
ドレス管理テーブルに対応させるものであり、実際の各トラックのアドレスや属性（トラ
ックモード）は、８バイト単位で形成されるアドレス管理テーブル（ＡＫ１～ＡＫ１００
）によって示される。
【００７７】
アドレス管理テーブルＡＫ（ｘ）は３バイトのスタートアドレスＳＡ（ｘ）、１バイトの
トラックモードＴＭ（ｘ）、３バイトのエンドアドレスＥＡ（ｘ）、及び未定義１バイト
の計８バイトで１つのユニットとされている。スタートアドレスＳＡ（ｘ）及びエンドア
ドレスＥＡ（ｘ）としては物理セクターナンバＰＳＮが記録される。
そしてこのアドレス管理テーブル（ＡＫ１～ＡＫ１００）としてのユニットはテーブルポ
インタ  (P-TNO1～ P-TNO100) に対応できるように１００単位設けられる。
【００７８】
テーブルポインタ P-TNO1～ P-TNO100は、それぞれ第１トラックから第１００トラックに対
応すべく設けられているものであり、例えばデータエリアに収録されている第１トラック
についての管理は、テーブルポインタ P-TNO1が、その第１トラックについてのアドレス及
びトラックモードを記録したアドレス管理テーブルＡＫ１を示すことによって行なわれる
。
【００７９】
即ちテーブルポインタ P-TNO(x)として記録されている値を『Ｐｘ』とすると、２９×４＋
（Ｐｘ）×８の演算により対応するアドレス管理テーブルＡＫ（ｘ）のバイトポジション
が示される。
【００８０】
例えばテーブルポインタ P-TNO1に『１』と記録されていることで、バイトポジション『１
２４』が示されるが、これはアドレス管理テーブルＡＫ１の先頭であるスタートアドレス
ＳＡ１の第１バイト目のバイトポジションとなる。
そしてこのアドレス管理テーブルＡＫ１において３バイトのスタートアドレスＳＡ１とし
て第１トラックの先頭アドレスが物理セクターナンバＰＳＮにより記録されており、また
トラックモードＴＭ１として第１トラックの属性が記録される。さらに３バイトのエンド
アドレスＥＡ１として第１トラックの終端アドレスが物理セクターナンバＰＳＮにより記
録されている。
【００８１】
同様に、第２トラックに対応するテーブルポインタ P-TNO2により、スタートアドレスＳＡ
２、トラックモードＴＭ２、エンドアドレスＥＡ２によって成るアドレス管理テーブルＡ
Ｋ２が指定され、このスタートアドレスＳＡ２に第２トラックの先頭アドレスが物理セク
ターナンバＰＳＮにより記録され、トラックモードＴＭ２として第２トラックの属性が記
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録され、エンドアドレスＥＡ１として第２トラックの終端アドレスが物理セクターナンバ
ＰＳＮにより記録される。
【００８２】
以降、収録されたトラックの全てに対して同様にテーブルポインタ及びアドレス管理テー
ブルが用いられて、アドレス及びトラックモードが記録される。
なお、対応するトラックがないテーブルポインタ及びアドレス管理テーブルは『００ｈ』
とされる。例えば合計１０トラック収録されたディスクにおいてはテーブルポインタ P-TN
O11 ～ P-TNO100、及びアドレス管理テーブルＡＫ１１～ＡＫ１００は、各バイトが『００
ｈ』となる。
【００８３】
このようなトラック毎のアドレス及びモード管理が、テーブルポインタ P-TNO(x)と、それ
によって導かれるアドレス管理テーブルＡＫ（ｘ）（＝スタートアドレスＳＡ（ｘ）、ト
ラックモードＴＭ（ｘ）、エンドアドレスＥＡ（ｘ））によって行なわれる。従って例え
ばこのディスクを装填した再生装置はディスクからＴＯＣセクター０を読み込んだ後であ
れば、任意の第（ｘ）トラックについて、スタートアドレスＳＡ（ｘ）、エンドアドレス
ＥＡ（ｘ）を参照して再生アクセスすることができる。またトラックモードＴＭ（ｘ）に
より、その第（ｘ）トラックの再生などの際に所要の制御を行なうことができる。
【００８４】
そして図１１に示されるように、テーブルポインタは P-TNO1～ P-TNO100の１００単位用意
され、さらにアドレス管理テーブルも１００ユニット（ＡＫ１～ＡＫ１００）用意されて
いるため、このＴＯＣセクター０により管理されることになるＤＳＤデータトラックは、
最高１００トラック（例えば音楽の場合は１００曲）まで１枚のＤＶＤ内に収録できるこ
とになる。
【００８５】
各アドレス管理テーブル（ＡＫ１～ＡＫ１００）に設けられるトラックモードＴＭ１～Ｔ
Ｍ１００としてはその１バイトの各ビットが所定の属性を示すべく割り当てられる。例え
ばコピーライトプロテクトのオン／オフ状態、データ種別、モノラル／ステレオ（２チャ
ンネル／６チャンネル）の種別、エンファシス情報などが示されるべく設定される。
【００８６】
（３－Ｂ－３）　ＴＯＣセクター１
テキスト情報領域とされるＴＯＣセクター１は、ＤＳＤデータとして記録されている各ト
ラックに対応してトラックネーム（曲名など）を記録したり、ディスク自体に対応したデ
ィスクネーム（アルバムタイトルなど）を記録するデータ領域とされる。
【００８７】
図１２はＴＯＣセクター１における２０４８バイトのデータ領域（図６参照）のフォーマ
ットを示している。
この２０４８バイトのデータ領域の先頭４バイトは、システムＩＤとして、アスキーコー
ドにより『Ｓ』『Ａ』『Ｃ』『Ｄ』と記録される。
【００８８】
このＴＯＣセクター１には、収録される各トラック（最大１００トラック）に対応してス
ロットポインタ P-TNA1～ P-TNA100が用意され、またこのスロットポインタ P-TNA1～ P-TNA1
00によって指定される文字スロット部が第１２１バイト目以降（図中２９行～５１１行）
に設けられている。
そして、上述したＴＯＣセクター０とほぼ同様の形態で文字データを管理することになる
。
【００８９】
文字スロット部にはディスクネームやトラックネームとしての文字情報が例えばアスキー
コードで記録される。なお、文字スロット部の先頭８バイトはディスクネームの専用エリ
アとされている。それ以外は、ディスクネーム／トラックネームのいずれに使用してもよ
い。
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【００９０】
そして、スロットポインタ P-TNA(x)によって指定される文字スロット部内のバイトポジシ
ョンには、第（ｘ）トラックに対応したトラックネームが記録される。例えばスロットポ
インタ P-TNA1によって指定されるバイトポジションには第１トラックに対応したトラック
ネームが記録されていることになる。
なお、スロットポインタ P-TNA(x)として記録されている値を『Ｐｘ』とすると、２９×４
＋（Ｐｘ）×８の演算により対応する文字情報が記録されているスロットのバイトポジシ
ョンが示される。
【００９１】
このようなトラック毎に対応したテキストデータの管理が、スロットポインタ P-TNO(x)と
、それによって導かれるスロット（バイトポジション）によって行なわれることで、例え
ばこのディスクを装填した再生装置はディスクからＴＯＣセクター１を読み込んだ後であ
れば、任意の第（ｘ）トラックについて、曲名などのトラックネームをユーザーに対して
表示させたり、ディスクネームを表示させることなど、所要の制御を行なうことができる
。
【００９２】
（３－Ｂ－４）　ＴＯＣセクター２
プロダクト情報領域とされるＴＯＣセクター２は、ＤＳＤデータとして記録されている各
トラックに対応して著作権情報を記録するデータ領域とされる。
【００９３】
図１３はＴＯＣセクター２における２０４８バイトのデータ領域（図６参照）のフォーマ
ットを示している。先頭４バイトは、システムＩＤとして、アスキーコードにより『Ｓ』
『Ａ』『Ｃ』『Ｄ』と記録される。
【００９４】
このＴＯＣセクター２には、収録される各トラック（最大１００トラック）に対応してス
ロットポインタ P-TCD1～ P-TCD100が用意され、またこのスロットポインタ P-TCD1～ P-TCD1
00によって指定されることになる１００単位の著作権データスロットＩＳＲＣ１～ＩＳＲ
Ｃ１００が第１２９バイト目以降（図中３１行～２３０行）に設けられている。
そして、上述したＴＯＣセクター０とほぼ同様の形態で著作権情報を管理することになる
。
【００９５】
各著作権データスロットＩＳＲＣ１～ＩＳＲＣ１００はそれぞれ８バイトとされるが、各
著作権データスロットＩＳＲＣ１～ＩＳＲＣ１００には、収録された各トラックに対応し
て著作権コードが記録される。即ち、国、権利団体、著作権登録年度、登録番号などがコ
ード化されて記録される。
【００９６】
そして、スロットポインタ P-TCD(x)によってバイトポジションで指定される著作権データ
スロットＩＳＲＣ（ｘ）に、第１トラックに対応した著作権コードが記録されていること
になる。例えばスロットポインタ P-TCD1によって指定されるバイトポジションとなる著作
権データスロットＩＳＲＣ１には第１トラックに対応した著作権コードが記録されている
ことになる。
なお、スロットポインタ P-TCD(x)として記録されている値を『Ｐｘ』とすると、２９×４
＋（Ｐｘ）×８の演算により対応する著作権データスロットＩＳＲＣ（ｘ）のバイトポジ
ションが示される。
【００９７】
第１２１バイト目から第１２８バイト目まで（図中２９，３０行）の８バイトは、カタロ
グナンバＣＮの記録に割り当てられている。
【００９８】
このようにトラック毎に対応した著作権管理が、スロットポインタ P-TCD(x)と、それによ
って導かれる著作権データスロットＩＳＲＣ（ｘ）によって行なわれる。従って例えばこ
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のディスクを装填した再生装置は、ディスクからＴＯＣセクター２を読み込むことで、各
トラック毎に著作権に応じた再生動作などを行なうことも可能になり、さらには他の記録
可能ディスクなどへのトラックデータのデジタルコピーの管理／制限等にも利用できる。
また、ＣＤ（コンパクトディスク）では著作権情報が記録されたものもあるが、この場合
の著作権情報は各トラックについてサブコードＱデータとして記録されており、従って全
トラックについて著作権情報を読み出すには全トラックの先頭部分の再生を行なう必要が
ある。ところが本例のように著作権情報をＴＯＣで管理することで、再生装置ではＴＯＣ
読出動作のみで、各トラックの著作権情報を得ることができ好適なものとなる。
【００９９】
（３－Ｂ－５）　ＴＯＣセクター３
テキスト情報領域とされるＴＯＣセクター３は、前述のＴＯＣセクター１と同様に、ＤＳ
Ｄデータとして記録されている各トラックに対応してトラックネームを記録したり、ディ
スクネームを記録するデータ領域とされる。
【０１００】
図１４はＴＯＣセクター３における２０４８バイトのデータ領域のフォーマットを示して
いるが、先頭４バイトにシステムＩＤとしてアスキーコードにより『Ｓ』『Ａ』『Ｃ』『
Ｄ』と記録されること、及びスロットポインタ P-TNA1～ P-TNA100が用意され、またこのス
ロットポインタ P-TNA1～ P-TNA100によって指定される文字スロット部が第１２１バイト目
以降（図中２９行～５１１行）に設けられていることはＴＯＣセクター１と同様である。
そしてＴＯＣセクター１と同様に、スロットポインタ P-TNA(x)によって指定される文字ス
ロット部内のバイトポジションには、第（ｘ）トラックに対応したトラックネームが記録
される。また文字スロット部の先頭８バイトはディスクネームの専用エリアとされている
。
【０１０１】
このようにＴＯＣセクター３はＴＯＣセクター１と同様にトラック毎の文字情報の管理を
行なうが、このＴＯＣセクター３は、漢字や欧州文字などの特殊文字に対応するコードデ
ータが記録される領域とされている。このため特殊文字の種別を示すデータとして第１６
バイト目にキャラクタコード（ Char code)として使用する文字の属性が記録される。
【０１０２】
（３－Ｂ－６）　ＴＯＣセクター４
ＴＯＣセクター４はパートスキャン位置情報が記録されるエリアとされる。パートスキャ
ンとは、例えば楽曲などの一部（例えばイントロ、サビ、テーマなど）のみを再生させる
ような再生動作のことであり、例えば特定のトラックとしての楽曲のサビの部分だけを再
生させたり、各トラック順番にイントロ部分のみを連続して再生させていくような動作と
なる。
【０１０３】
このような動作を行なうためには、予めパートスキャンのために各トラックの例えばサビ
などに相当する或る一部分を選んでおき、その一部分についてのスタートアドレス、エン
ドアドレスを管理しておくことが好適である。
そしてこのトラックの一部分についてのアドレス管理がＴＯＣセクター４によって行なわ
れる。
【０１０４】
図１５はＴＯＣセクター４における２０４８バイトのデータ領域（図６参照）のフォーマ
ットを示している。このセクターでも先頭４バイトは、システムＩＤとしてアスキーコー
ドにより『Ｓ』『Ａ』『Ｃ』『Ｄ』と記録される。またＴＯＣセクター０と同様に第７バ
イト目に最初のトラックのトラックナンバ (First TNO）、第８バイト目に最後のトラック
のトラックナンバ（ Last TNO）が記録される。
【０１０５】
第１７バイト目から１００バイト分の領域には、収録された各トラックに対応するテーブ
ルポインタ  (P-TNO1～ P-TNO100) が記録される。そしてテーブルポインタ  (P-TNO1～ P-TN
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O100) に対応されるスキャンアドレス管理テーブル（ＳＡＫ１～ＳＡＫ１００）が用意さ
れる。各スキャンアドレス管理テーブル（ＳＡＫ１～ＳＡＫ１００）は、３バイトのスキ
ャンスタートアドレスＳＳＡ（ｘ）、１バイトのトラックモードＴＭ（ｘ）、３バイトの
スキャンエンドアドレスＳＥＡ（ｘ）、及び未定義１バイトの計８バイトで１つのユニッ
トとされている。スキャンスタートアドレスＳＳＡ（ｘ）及びスキャンエンドアドレスＳ
ＥＡ（ｘ）としては物理セクターナンバＰＳＮが記録される。
【０１０６】
テーブルポインタ  (P-TNO1～ P-TNO100) によってそれぞれ或るスキャンアドレス管理テー
ブル（ＳＡＫ１～ＳＡＫ１００）が指定されることは、前述したＴＯＣセクター０におけ
るテーブルポインタ  (P-TNO1～ P-TNO100) とアドレス管理テーブル（ＡＫ１～ＡＫ１００
）の関係と同様であり、テーブルポインタ P-TNO(x)として記録されている値を『Ｐｘ』と
すると、２９×４＋（Ｐｘ）×８の演算により対応するスキャンアドレス管理テーブルＳ
ＡＫ（ｘ）のバイトポジションが示される。
【０１０７】
そしてテーブルポインタ P-TNO1～ P-TNO100は、それぞれ第１トラックから第１００トラッ
クに対応しており、データエリアに収録されている第１トラックについての管理は、テー
ブルポインタ P-TNO1が、その第１トラックについてのスキャンアドレスを記録したスキャ
ンアドレス管理テーブルＳＡＫ１を示すことによって行なわれる。
【０１０８】
例えばテーブルポインタ P-TNO1に『１』と記録されていることで、バイトポジション『１
２４』が示されるが、これはスキャンアドレス管理テーブルＳＡＫ１の先頭であるスキャ
ンスタートアドレスＳＳＡ１の第１バイト目のバイトポジションとなる。
【０１０９】
そしてこのスキャンアドレス管理テーブルＳＡＫ１において３バイトのスキャンスタート
アドレスＳＳＡ１として第１トラックの例えばサビなどの特定部分が始まる位置に相当す
るアドレスが物理セクターナンバＰＳＮにより記録されており、またトラックモードＴＭ
１として第１トラックの属性（もしくはスキャンアドレスで示される一部分のみの属性）
が記録される。さらに３バイトのスキャンエンドアドレスＳＥＡ１として第１トラックに
おける特定部分の終わり位置に相当するアドレスが物理セクターナンバＰＳＮにより記録
されている。
【０１１０】
同様に、第２トラックに対応するテーブルポインタ P-TNO2により、スキャンスタートアド
レスＳＳＡ２、トラックモードＴＭ２、スキャンエンドアドレスＳＥＡ２によって成るア
ドレス管理テーブルＳＡＫ２が指定され、これによって第２トラックについて設定された
サビなどの特定部分のアドレス位置が管理される。以降、収録されたトラックの全てに対
して同様にテーブルポインタ及びスキャンアドレス管理テーブルが用いられて、トラック
の特定部分のみのアドレスが記録される。
【０１１１】
なお、対応するトラックがないテーブルポインタ及びアドレス管理テーブルは『００ｈ』
とされる。例えば合計１０トラック収録されたディスクにおいてはテーブルポインタ P-TN
O11 ～ P-TNO100、及びスキャンアドレス管理テーブルＳＡＫ１１～ＳＡＫ１００は、各バ
イトが『００ｈ』となる。また、このスキャンアドレスは必ず全トラックについて設定し
なければならないものでもなく、収録されているトラックの中の一部のトラックについて
のみ、サビなどの一部を特定したスキャンアドレスを管理するようにしてもよい。
【０１１２】
このようなトラック毎にスキャンアドレスがテーブルポインタ P-TNO(x)と、それによって
導かれるスキャンアドレス管理テーブルＳＡＫ（ｘ）によって行なわれることで、例えば
このディスクを装填した再生装置は、ディスクからＴＯＣセクター４を読み込んだ後であ
れば、任意の第（ｘ）トラックについて、ディスク作成者が側が設定し、ＴＯＣセクター
４に記録したスキャンアドレスに基づいてサビ部分、イントロ部分などのトラックの一部
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の再生動作を容易に行なうことができたり、各トラックに対して連続的にイントロのみを
再生させるなどの動作制御も可能となる。
【０１１３】
［４］ＤＳＤ
以上のＴＯＣは、ＤＳＤディスクにおいてリードインエリア内に形成されるが、このよう
にＴＯＣが設けられるのは本例のＤＳＤディスクであって、通常のＤＶＤにおいてはＴＯ
Ｃは設けられない。
【０１１４】
ＤＳＤ（ Direct Stream Digital ）ディスクについては、以下説明していくように、ＤＳ
Ｄデータとしてのトラックを有するディスクであるが、説明上、ディスク種別を▲１▼Ｄ
ＶＤ、▲２▼ＤＳＤディスク、▲３▼ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスク、▲４▼ＤＳＤ／ＣＤ
ＥＸ複合ディスクにわける。そして本明細書においては各ディスクの定義は次のようにす
る。
【０１１５】
▲１▼　ＤＶＤ：上述したＤＶＤ物理フォーマットを持ち、さらに図３のボリューム空間
構成、図４のディレクトリ構造を持つ、通常のＤＶＤ。
【０１１６】
▲２▼　ＤＳＤディスク：ＤＶＤ物理フォーマットに準拠しながら、上記ＴＯＣを有し、
データエリアに記録される実データの全てがＤＳＤデータとしてのトラックとされている
ディスク。
【０１１７】
▲３▼　ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスク：ＤＶＤ物理フォーマットに準拠しながら、上記Ｔ
ＯＣを有し、データエリアに記録される実データとしてＤＳＤデータによるトラックが存
在するが、図４のディレクトリ構造による通常のＤＶＤデータの記録エリアも有している
ディスク。
【０１１８】
▲４▼　ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスク：上記▲２▼ＤＳＤディスクもしくは▲３▼ＤＳ
Ｄ／ＤＶＤ複合ディスクにおいて、ＴＯＣに管理されるデータ領域がいわゆるマルチセッ
ションと概略同様に領域分割され、ＤＳＤデータによるトラック領域と、ＣＤ－ＲＯＭデ
ータ領域が形成されているディスク。
【０１１９】
本発明の実施の形態としてのディスクは、▲２▼ＤＳＤディスク、▲３▼ＤＳＤ／ＤＶＤ
複合ディスク、▲４▼ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクとなり、以下これらを順次説明して
いる。
【０１２０】
（４－Ａ）　ＤＳＤディスク
まずＤＳＤディスクについて説明する。
本例のＤＳＤ（ Direct Stream Digital ）ディスクは、ΣΔ変調された高速１ビットデジ
タルオーディオデータ（ Direct Stream Digital データ：ＤＳＤデータ）を記録したディ
スクである。
なおＤＳＤセクターの説明において後述するが、『ＤＳＤデータ』としては、本例ではΣ
Δ変調された高速１ビットの『デジタルオーディオ』データをそのメインデータとしてい
るが、さらにサブコードデータとしてデジタルオーディオに限られない各種データを含め
ることができる。またもちろんメインデータは『デジタルオーディオ』データに限られる
ものではない。
本明細書において『ＤＳＤデータ』という表記は、メインデータとサブデータの両方を含
むものとしている。
【０１２１】
ＤＳＤデータの記録／再生のイメージを図１６（ａ）に示し、また比較のために通常のＤ
ＶＤデータの記録／再生のイメージを図１６（ｂ）に、ＣＤ－ＤＡのオーバーサンプリン
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グ方式でのデータの記録／再生のイメージを図１６（ｃ）に、それぞれ示す。なお、図中
の各ブロックは処理を示すものとする。
【０１２２】
ＣＤ－ＤＡではより高音質化を実現するものとして図１６（ｃ）のようなオーバーサンプ
リング方式が実施されている。これはアナログ音声信号ＡｓｉｇをΣΔ変調／１ビットＡ
／Ｄ変換処理１１を行なってサンプリング周波数ｎｆｓ、１ビットのデジタルオーディオ
データとする。ｆｓとは 44.1KHz であり、ｎｆｓとしては例えば６４ｆｓなどの非常に高
い周波数とされ、これにより高音質化が実現される。
【０１２３】
ところがＣＤ－ＤＡで扱われるのはサンプリング周波数ｆｓ／１６ビットのデジタルオー
ディオデータであるため、デシメーションフィルタ処理１２によりマルチビット化及び低
ｆｓ化を行ない、サンプリング周波数ｆｓ／１６ビットに変換してからＥＦＭ／ＣＩＲＣ
などのエンコード処理１３を行なったデータがディスク１４に記録されることになる。
【０１２４】
再生時にはディスク１４から読み出され、デコード処理１５が施されたデータはサンプリ
ング周波数ｆｓ／１６ビットのデジタルオーディオデータとなるが、これをインターポレ
ーションフィルタ処理１６としてオーバーサンプリングを行なってサンプリング周波数ｎ
ｆｓ／１ビットのデジタルオーディオデータとする。そして、ΣΔ変調／１ビットＤ／Ａ
変換処理１７を行なってアナログ音声信号Ａｓｉｇを得るものとなる。
【０１２５】
このようなオーバーサンプリング方式を採用したＣＤ－ＤＡでは、ｎｆｓ／１ビット化に
よりある程度の高音質化は実現されるが、デシメーションフィルタ処理１２、インターポ
レーションフィルタ処理１６などのデジタルフィルタリングにおける演算誤差の発生は免
れないものとなっている。
【０１２６】
図１６（ｂ）に示すようにＤＶＤの場合は、アナログ音声信号Ａｓｉｇを例えば４８ＫＨ
ｚもしくは９６ＫＨｚという高いサンプリング周波数で、かつ１６ビット／２０ビット／
２４ビットなどの少なくとも１６ビット以上の量子化数でＡ／Ｄ変換処理６を行なう。そ
してＭＰＥＧ２方式によるエンコード処理７が行なわれたデータがディスク８に記録され
ることになる。
再生時にはディスク８から読み出され、ＭＰＥＧ２方式によるデコード処理９が施された
データは記録時のサンプリング周波数及び量子化ビット数にあわせてＤ／Ａ変換処理１０
が行なわれ、アナログ音声信号Ａｓｉｇが得られる。
【０１２７】
本例のＤＳＤディスクの場合は、図１６（ａ）のようにアナログ音声信号Ａｓｉｇに対し
てΣΔ変調／１ビットＡ／Ｄ変換処理１を行なう。
このときのサンプリング周波数は３２ｆｓ／６４ｆｓ／１２８ｆｓという３つのモード用
意されている。また、詳しくは後述するが、オーディオデータのチャンネル数としては２
チャンネルモードと６チャンネルモードが用意される。
【０１２８】
例えば６４ｆｓ／１ビットのデジタルオーディオデータは、そのままダウンサンプリング
やマルチビット化されることなく、そのままエンコード処理２が行なわれ、エンコードさ
れたデータがディスク３に記録されることになる。なおエンコード時にオーディオデータ
と関連したもしくは無関係なサブコードデータも付加される。
再生時にはディスク３から読み出され、デコード処理４が施されることで、例えば６４ｆ
ｓ／１ビットのデジタルオーディオデータ（及びサブコードデータ）が得られるが、この
デジタルオーディオデータにはΣΔ変調／１ビットＤ／Ａ変換処理５が行なわれ、アナロ
グ音声信号Ａｓｉｇが得られることになる。
【０１２９】
このＤＳＤ方式の場合は、非常に高いサンプリング周波数により高音質化が実現されると
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ともに、ＣＤ－ＤＡの場合のようなフィルタリング処理が介在されないことになり音質劣
化がないため、結果的に従来よりも著しい高音質化を実現できる。
また音声と映像の両方を複合的に扱うＭＰＥＧ２方式には準拠しないため、特にオーディ
オデータのみの記録／再生に適したものである。
【０１３０】
このようなイメージでＤＳＤデータの記録が行なわれるＤＳＤディスクの構造を図１７、
図１８に示す。
【０１３１】
図１７はシングルレイヤディスクの場合を示している。
まずリードインにおけるコントロールデータＣＮＴとしては、その中の物理フォーマット
情報内のブックタイプ（図８、図９参照）が『１０００』とされ、ＤＳＤディスクである
ことが示される。さらにリードイン内にＴＯＣが形成されていることになる。
【０１３２】
物理セクターナンバ『０３００００ｈ』からリードアウトの直前（ＬＯ－１）までのデー
タエリアには、ＤＳＤデータとしてのトラックＴＫ１～ＴＫｎが記録される。上記したＴ
ＯＣセクターでの管理方式からわかるように、最大１００トラックまでを収録できること
になる。
【０１３３】
図１８はデュアルレイヤディスクの場合を示しており、図１８（ａ）はパラレルトラック
パスの場合を、また図１８（ｂ）はオポジットトラックパスの場合を示している。
【０１３４】
図１８（ａ）のパラレルトラックパスとされる場合は、レイヤ０、レイヤ１は独立に形成
される。即ちレイヤ０ではリードインにおけるコントロールデータＣＮＴ内のブックタイ
プが『１０００』とされ、ＤＳＤディスクであることが示されるとともに、リードイン内
にＴＯＣが形成される。そしてこのＴＯＣによって管理されることになるＤＳＤデータに
よるトラックＴＫ１～ＴＫｎが、レイヤ０のデータエリアに記録される。
【０１３５】
またレイヤ１も同様に、リードインにおけるコントロールデータＣＮＴ内のブックタイプ
が『１０００』とされ、ＤＳＤディスクであることが示され、さらにリードイン内にＴＯ
Ｃが形成される。そしてこのＴＯＣによって管理されることになる、ＤＳＤデータによる
トラックＴＫ１～ＴＫｎが、レイヤ１のデータエリアに記録される。各レイヤにおいて最
大１００トラックが収録可能となる。
【０１３６】
図１８（ｂ）のオポジットトラックパスとされる場合は、レイヤ０、レイヤ１はミドルエ
リアを介して連続した１つのレイヤとみなされる。
そしてレイヤ０のディスク最内周側となるリードインでは、コントロールデータＣＮＴ内
のブックタイプが『１０００』とされ、ＤＳＤディスクであることが示されるとともに、
ＴＯＣが形成される。そしてこのＴＯＣによって管理されることになるＤＳＤデータによ
るトラックＴＫ１～ＴＫｘが、レイヤ０のデータエリアに記録される。さらに、トラック
ＴＫｘ＋１～ＴＫｎが、レイヤ１のデータエリアに記録される。
収録可能トラック数は最大１００トラックとなる。
【０１３７】
ＤＳＤディスクとしては、以上の３種類の形態が考えられる。そしてこのようなディスク
が装填された再生装置では、コントロールデータＣＮＴ内のブックタイプが『１０００』
であることに応じてＴＯＣが存在することを認識し、ＴＯＣを読み込むことで、トラック
ＴＫ１～ＴＫｎの再生が可能となる。
また、ＴＯＣセクター１，３におけるテキスト情報を用いて、再生トラックに対応した文
字表示が行なわれたり、ＴＯＣセクター４におけるスキャンアドレスを用いた各トラック
に対するパートスキャン動作なども可能となる。
【０１３８】
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（４－Ｂ）　ＤＳＤデータ
（４－Ｂ－１）　ＤＳＤデータセクター
本例ではＤＳＤデータにおけるメインデータはデジタルオーディオデータであるとして説
明するが、もちろんビデオデータやコンピュータデータをＤＳＤデータのメインデータと
して記録することも可能である。
図１９はＤＶＤ方式におけるセクターフォーマットに準拠してＤＳＤデータが記録される
セクターのデータ領域（２０４８バイト）を示している。
【０１３９】
ＤＳＤデータが記録されるセクター（以下、データセクター）では、２０１６バイトがメ
インデータ領域とされ、このメインデータ領域に実際のオーディオデータなどのＤＳＤデ
ータが記録される。そして残りの３２バイトはサブデータ領域とされ、いわゆるサブコー
ドデータを記録できる領域とされる。サブコードデータとしては、例えばメインデータ領
域に記録されるオーディオデータなどの再生の際の時間情報など、メインデータと関連し
た情報としてもよいし、またメインデータと関連した／もしくは無関係なグラフィック情
報や、ＭＩＤＩデータなどのアプリケーションデータとしてもよい。
【０１４０】
メインデータ領域及びサブデータ領域として形成される２０４８バイトに対しては、４バ
イトのＩＤ、２バイトのＩＤエラー訂正コードＩＥＤ、６バイトのダミーデータ（リザー
ブ）、４バイトのエラー訂正コードＥＤＣが付加され、またメインデータ領域に記録され
るＤＳＤデータに関しては所定のスクランブルがかけられることで、図６に示したセクタ
ーフォーマットによる２０６４バイトのデータセクターが形成される。
【０１４１】
このデータセクターについては、１６セクターを１単位として、ＥＣＣ（ＰＯ（２０８，
１９２，１７）、ＰＩ（１８２，１７２，１１））が付加されて、ＥＣＣブロックが形成
される。ＰＯコードは、列単位でインターリーブされ、各セクターの最終列に配置されて
、これが１６個のレコーディングセクターとなる。そしてさらにシンクコードが付加され
たうえで、いわゆるＥＦＭプラス変調が行なわれ、１６単位の物理セクターとなってディ
スクに記録されるものである。
【０１４２】
（４－Ｂ－２）　２ｃｈオーディオＤＳＤデータセクター
【０１４３】
ＤＳＤデータのメインデータが２チャンネルデジタルオーディオデータとされてデータセ
クターが形成される場合のフォーマットは図２０のようになる。なおこの図２０にはデー
タセクター内の２０４８バイトのデータ領域のうちの２０１６バイトのメインデータ領域
のみを示している。
【０１４４】
Ｌ，Ｒの２チャンネルのオーディオデータは、各チャンネル毎に８ビット単位のデータに
まとめられる。そして図示するとおりＬ０，Ｒ０，Ｌ１，Ｒ１・・・・・・Ｌ１００７、
Ｒ１００７と各チャンネルにつき１００８バイトのデータが交互に記録される。
【０１４５】
なお、上記のようにデータ領域の２０４８バイトのうち３２バイトがサブコードデータに
割り当てられているが、このような２チャンネルモードの場合、データ転送速度は１１２
００バイト／秒となり、つまり現行のＣＤ－ＤＡにおけるサブコードの転送速度は７２０
０バイト／秒を上回るものとなっている。
従ってＤＳＤの場合は、サブコードデータによる機能をＣＤ－ＤＡの場合と同等以上に発
揮できる可能性が実現されている。
【０１４６】
また２チャンネルデータは１セクター単位で完結することになり、１秒＝３５０セクター
となるため、再生時のセクター単位の頭だし再生を考えると、１／３５０秒精度の頭だし
が可能となり、現行のＣＤ－ＤＡの１秒＝７５フレームの頭だし精度に比べて、高精度な
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ものとなる。
【０１４７】
（４－Ｂ－３）　６ｃｈオーディオＤＳＤデータセクター
ＤＳＤデータとしてのメインデータが６チャンネルデジタルオーディオデータとされてデ
ータセクターが形成される場合のフォーマットは図２１のようになる。なおこの図２１も
、データセクター内の２０４８バイトのデータ領域のうちの２０１６バイトのメインデー
タ領域のみを示している。
【０１４８】
６チャンネルのオーディオデータとは、図２４に示すようにＬ，Ｒチャンネルに加えて前
方中央にＳチャンネル、Ｃチャンネルを配し、さらに後方にＬｒ（Ｌリア）、Ｒｒ（Ｒリ
ア）チャンネルが配されるものである。
【０１４９】
Ｌ，Ｒ，Ｃ，Ｓ，Ｌｒ，Ｒｒの６チャンネルのオーディオデータは、各チャンネル毎に８
ビット単位のデータにまとめられる。そして図示するとおりＬ０，Ｒ０，Ｃ０，Ｓ０，Ｌ
ｒ０，Ｒｒ０，Ｌ１，Ｒ１，Ｃ１，Ｓ１，Ｌｒ１，Ｒｒ１，・・・・・・Ｌ３３５，Ｒ３
３５，Ｃ３３５，Ｓ３３５，Ｌｒ３３５，Ｒｒ３３５と、各チャンネルにつき３３６バイ
トのデータが順に記録される。
【０１５０】
そして図１９のようにデータ領域の２０４８バイトのうち３２バイトがサブコードデータ
に割り当てられているが、このような６チャンネルモードの場合、データ転送速度は１６
８００バイト／秒となり、この場合も現行のＣＤ－ＤＡにおけるサブコードの転送速度は
７２００バイト／秒を上回るものとなっている。
従ってＤＳＤディスクの場合２チャンネル・６チャンネルいずれの場合も、サブコードデ
ータによる機能をＣＤ－ＤＡの場合と同等以上に発揮できる可能性が実現されている。も
ちろん、サブコードデータを用いてタイムコードなどを生成することも可能である。
【０１５１】
また６チャンネルデータも１セクター単位で完結することになり、１秒＝５２５セクター
となるため、再生時のセクター単位の頭だし再生を考えると、１／５２５秒精度の頭だし
が可能となり、現行のＣＤ－ＤＡの１秒＝７５フレームの頭だし精度に比べて、高精度な
ものとなる。
【０１５２】
（４－Ｃ）　ＤＳＤディスク再生装置
ＤＳＤディスクに対応する再生装置の構成を図２２に示す。
再生装置に対して、ＤＳＤデータが記録されているＤＳＤディスク９０は、スピンドルモ
ータ３１により回転駆動されるように装填される。そしてＤＳＤディスク９０に対しては
再生時に光学ヘッド３２によってレーザ光が照射される。
【０１５３】
光学ヘッド３２はレーザ出力を行なった際のディスク９０からの反射光を検出する。この
ため、光学ヘッド３にはレーザ出力手段としてのレーザダイオード、偏光ビームスプリッ
タや対物レンズ等からなる光学系、及び反射光を検出するためのディテクタが搭載されて
いる。対物レンズ３２ａは２軸機構３３によってディスク半径方向及びディスクに接離す
る方向に変位可能に保持されている。
また光学ヘッド３２の全体は、スライド機構３４によりディスク半径方向に移動可能とさ
れている。
【０１５４】
再生動作によって、光学ヘッド３２によりＤＳＤディスク９０から検出された反射光情報
はディテクタによって電気信号に変換され、ＲＦアンプ３５に供給される。ＲＦアンプ３
５は供給された情報の演算処理により、再生ＲＦ信号、トラッキングエラー信号、フォー
カスエラー信号等を抽出する。
抽出された再生ＲＦ信号はＤＳＤデコーダ３８に供給される。また、トラッキングエラー
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信号、フォーカスエラー信号はサーボ回路３６に供給される。
【０１５５】
サーボ回路３６は、サーボ駆動信号生成回路とそのサーボ駆動信号生成回路によるサーボ
駆動信号に基づいてサーボ動作を実行させるサーボドライバからなる。そして、サーボ駆
動信号生成回路は供給されたトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号、マイクロ
コンピュータにより構成されるシステムコントローラ１１からのトラックジャンプ指令、
アクセス指令などからフォーカス及びトラッキングサーボ駆動信号を発生させる。サーボ
ドライバはフォーカスサーボ駆動信号及びトラッキングサーボ駆動信号に応じて２軸機構
３３のフォーカスコイル、トラッキングコイルに対して電力印加を行なう。
【０１５６】
またサーボ駆動信号生成回路はスライドサーボ駆動信号を発生させ、サーボドライバはそ
れに応じてスライド機構３４のスライドモータに駆動電力を供給する。さらにサーボ駆動
信号生成回路はスピンドルモータ２の回転速度検出情報等によりスピンドルモータ２を一
定線速度（ＣＬＶ）に制御するＣＬＶサーボ駆動信号を発生させ、サーボドライバはＣＬ
Ｖサーボ駆動信号に応じてスピンドルモータ３１に駆動電力を印加する。
【０１５７】
再生ＲＦ信号はＤＳＤデコーダ８において所定の復調処理として二値化、ＥＦＭプラス復
調、エラー訂正デコード等が行なわれ、いわゆるＤＳＤデータ形態にまで復号される。即
ちメインデータは２チャンネルもしくは６チャンネルのオーディオデータとして、所定の
サンプリング周波数（６４ｆｓ／３２ｆｓ／１２８ｆｓ）の高速１ビットデータとされる
。またデコード処理によりサブコードデータも復号される。サブコードデータはシステム
コントローラ４１に供給され、各種制御／出力動作に用いられる。
【０１５８】
ＤＳＤデータのメインデータである２チャンネルもしくは６チャンネルのオーディオデー
タに対しては、デジタルオーディオ処理部３９で所要の処理がされた後、１ビットＤ／Ａ
変換器４０でΣΔ変調／１ビットＤ／Ａ変換処理が行なわれ、２チャンネルもしくは６チ
ャンネルのアナログ音声信号とされる。そしてオーディオアンプ４２で増幅され、スピー
カアンプその他の音声出力のための回路系に出力される（ＡＵｏｕｔ）。
【０１５９】
このようにＤＳＤディスクから再生出力される音声信号ＡＵｏｕｔは、６４ｆｓなどの非
常に高いサンプリング周波数により高音質化が実現されたデジタルデータから復調され、
しかもダウンサンプリング／オーバーサンプリングなどのためのフィルタリング処理が介
在されないため、音質劣化がなく、著しい高音質化が実現されている。
【０１６０】
ところで、ＲＦアンプ３５からの再生ＲＦ信号は、管理情報デコーダ３７にも供給される
。なおこの管理情報デコーダ３７はＤＳＤデコーダ３８と一体化されることが多いが、説
明の都合上、別体の回路ブロックとしているものである。
この管理情報デコーダ３７は、ディスク９０から読み出される管理情報のデコードを行な
う部位であり、つまり、リードインにおけるコントロールデータやＴＯＣのデータデコー
ドを行なって、そのデータをシステムコントローラ４１に供給する。
【０１６１】
マイクロコンピュータにより構成されるシステムコントローラ４１は再生装置の全体の制
御を行なうものであるが、ディスク９０の再生制御に関しては、予めディスク９０に記録
されている各種の管理情報を読み込まなければならない。
このため、システムコントローラ４１は、コントロールデータやＴＯＣなどの管理情報を
、ディスク９０が装填された際にリードインの再生動作を実行させることによって読み出
して内部メモリに記憶しておき、以後そのディスク１に対する再生動作の際に参照できる
ようにしている。
【０１６２】
実際にＤＶＤの一形態となるＤＳＤディスク９０に対する処理としては、システムコント
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ローラ４１はまずコントロールデータにおけるブックタイプからＤＳＤディスクであるか
否かを判別することになる。そしてＤＳＤディスクであると判別された場合は、さらにリ
ードインの所定位置に記録されているＴＯＣの読込を行ない、そのＴＯＣデータを再生管
理のために記憶することになる。
【０１６３】
再生動作のためには上述したＴＯＣセクター０により各トラックについてのアドレスを把
握できるとともに、ＴＯＣセクター４のデータを取り込むことにより、イントロやサビな
どのトラックの一部分のアドレスが把握でき、トラックの一部のみを再生させるパートス
キャン再生動作も可能となる。
【０１６４】
操作部５３には、ユーザー操作に供される各種キーが設けられている。例えば再生キー、
停止キー、ＡＭＳキー、早送りキー、早戻しキー、特殊再生操作キー等が設けられ、その
操作情報はシステムコントローラ４１に供給される。
表示部５２は例えば液晶ディスプレイなどによって構成され、動作状態、トラックナンバ
、時間情報等をシステムコントローラ４１の制御に基づいて表示する動作を行なう。
【０１６５】
上述したようにＴＯＣセクター１、セクター３にはトラックネームやディスクネームの情
報が記録されているため、システムコントローラ４１は再生するトラックに合わせて表示
部５２にトラックネームを表示させることなどの制御が可能となる。
またサブコードデータとして表示に用いる文字／グラフィックなどのデータが付加されて
いた場合は、システムコントローラ４１は表示部５２に対してＤＳＤデコーダ３８で抽出
されるサブコードデータに基づいた表示制御を行なうこともできる。もちろんサブコード
データの形態及び用途に応じて所要の構成がとられることで、再生装置ではさらに多様な
動作／制御が可能となる。
さらに上述したＴＯＣセクター２として各トラックの著作権情報が得られるため、システ
ムコントローラ４１はＴＯＣを読み出した時点で、著作権情報に応じた動作制御（例えば
特定のトラックの再生禁止など）が可能となる。
【０１６６】
なお、この再生装置はＤＳＤディスクがオーディオデータが記録されているものとして、
それに対応する構成を示しているが、ＤＳＤディスクにビデオデータが記録される場合は
、ＤＳＤデコーダ３８で抽出されるデータに対するビデオ処理部や、ビデオデータ用の１
ビットＤ／Ａ変換器、さらには出力段でのビデオアンプなどが設けられることはいうまで
もない。
【０１６７】
ところで以上のような図２２の再生装置はＤＳＤディスクのみに対応できるものであり、
次に図２３に通常のＤＶＤにも対応できる再生装置を示す。
なお、図２２と同一機能部位は同一符号を付し、説明を省略する。
【０１６８】
この図２３の場合、再生可能なディスク９０はＤＶＤもしくはＤＳＤディスクとなる。そ
して、ＤＳＤディスクに対応するために図２２と同一の機能部位が設けられることに加え
て、通常のＤＶＤに対応するために、ＤＶＤデコーダ４３、オーディオ処理部４４、Ｄ／
Ａ変換器４５、ビデオ処理部４６、Ｄ／Ａ変換器４７が設けられる。そしてＤＶＤとＤＳ
Ｄディスクの対応切り換えのためにセレクク４８が設けられる。またＤＶＤビデオ信号の
出力のためにビデオアンプ４９が設けられている。
【０１６９】
ディスク９０が装填されたら、システムコントローラ４１はまずリードインにおけるコン
トロールデータの読出を実行させ、必要なデータを取り込むとともに、ブックタイプから
ＤＳＤディスクであるか通常のディスクであるか（もしくは後述するＤＳＤ／ＤＶＤ複合
ディスクであるか）を判別する。
【０１７０】
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ディスク９０がＤＳＤディスクの場合は、システムコントローラ４１はさらにリードイン
からＴＯＣの読込を行ない、ＴＯＣデータに従って再生動作を実行させる。そしてＤＳＤ
デコーダ３８、デジタルオーディオ処理部３９、１ビットＤ／Ａ変換器４０の動作により
再生音声信号を復調させる。このときセレクタ４８に対しては１ビットＤ／Ａ変換器４０
の出力をオーディオアンプ４２に供給させるように制御を行なう。
【０１７１】
ディスク９０がＤＶＤの場合は、システムコントローラ４１は図３、図４の管理形態に従
った再生動作制御を行なうことになる。そしてディスクから読み取られた情報（再生ＲＦ
信号）についてはＤＶＤデコーダ４３でＭＰＥＧ２方式のデコード処理を実行させ、オー
ディオデータはオーディオ処理部４４に、またビデオデータはビデオ処理部４６に供給さ
せる。
【０１７２】
オーディオ処理部４４及びビデオ処理部４６で処理されたデータはそれぞれ所定のサンプ
リング周波数／量子化ビット数とされたＤ／Ａ変換器４５，４７においてアナログオーデ
ィオ信号／アナログビデオ信号とされる。
システムコントローラ４１はこのときセレクタ４８に対してはＤ／Ａ変換器４５の出力を
オーディオアンプ４２に供給させ、またＤ／Ａ変換器４７の出力をビデオアンプ４９に供
給させるように制御を行なう。これによってＤＶＤについても再生可能となる。
【０１７３】
（４－Ｄ）　６ｃｈデータの記録／再生
ところで上述したようにＤＳＤディスクは２チャンネルだけでなく６チャンネルオーディ
オデータにも対応される。
この６チャンネルオーディオデータについての記録形態、及び６チャンネルオーディオデ
ータを６チャンネル再生する場合と、６チャンネルオーディオデータを２チャンネル再生
する場合について説明する。
【０１７４】
６チャンネルとは、上述したように図２４のような音場に対応するものであるが、本例の
ＤＳＤディスクでは、この６チャンネルＬ，Ｒ，Ｓ，Ｃ，Ｌｒ，Ｒｒのデータを図２１の
ようなセクター形態で記録する際に、図２５のような処理を加えるようにしている。
【０１７５】
即ち、Ｌ，Ｒ，Ｌｒ，Ｒｒの各チャンネルのデータに対して増幅処理６１，６２，６３，
６４でそれぞれ或るゲインＧを与えるとしたときに、Ｓ，Ｃの２チャンネルに対する増幅
処理６５，６６におけるゲインは『  0.7Ｇ』としている。そしてこのようにＳ，Ｃの２チ
ャンネルだけ他のチャンネルに比べてゲインを  0.7倍にしたうえで、エンコード処理６７
としてセクターエンコードを行なって図２１のようなデータを生成し、さらに前述した各
種処理を加えて記録データストリームＤＴ R  を形成するようにしている。
つまり、ＤＳＤディスク上でみれば、Ｓ，Ｃの２チャンネルだけ他のチャンネルに比べて
ゲインが  0.7倍とされた状態でデータが記録される。
【０１７６】
そしてこのように記録された６チャンネルデータを再生する場合は、図２６（ａ）又は（
ｂ）のような処理が行なわれることになる。
図２６（ａ）は６チャンネル再生に対応する場合であり、この場合は、ＤＳＤディスクか
ら読み出された読出データＤＴ P  （＝再生ＲＦ信号）からは、デコード処理７１（図２２
、図２３のＤＳＤデコーダ３８の処理に相当）によってＬ，Ｒ，Ｓ，Ｃ，Ｌｒ，Ｒｒの６
チャンネルオーディオデータが抽出される。
【０１７７】
ここで、例えば図２２、図２３のデジタルオーディオ処理部３９の処理の一つとして、図
２６（ａ）の各チャンネルに対して増幅処理７２，７３，７４，７５，７６，７７が行な
われるが、Ｓ，Ｃの２チャンネルだけ他のチャンネルに比べてゲインが  0.7倍とされた状
態で記録されていることに応じて、Ｓ，Ｃの２チャンネルの増幅処理７６，７７では、他
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のチャンネルの増幅処理７２，７３，７４，７５におけるゲインＧに比べて、ゲインを『
 1.4Ｇ』としている。
【０１７８】
従って、増幅処理７２，７３，７４，７５，７６，７７を介して出力される６チャンネル
オーディオデータＬ o u t  ，Ｒ o u t  ，Ｓ o u t  ，Ｃ o u t  ，Ｌｒ o u t  ，Ｒｒ o u t  は、それぞれ本
来のゲインバランスの６チャンネルオーディオ信号となり、正常な再生が行なわれる。
【０１７９】
６チャンネルで記録されているオーディオデータに関しては、Ｌ，Ｒ２チャンネルのオー
ディオ信号として再生出力することも可能である。６チャンネル出力の場合は、当然なが
ら６チャンネルのアンプ及びスピーカシステムという比較的大規模なシステムが必要にな
り、例えば劇場などでは有効であるが、家庭などでは２チャンネル出力としたほうが良い
場合もある。このような事情にあわせて、従来より、６チャンネルデータからＬ，Ｒ２チ
ャンネル信号を生成する方式が考えられていた。
【０１８０】
これは、Ｌ，Ｒの各チャンネル信号を、Ｌ，Ｒ，Ｓ，Ｃ，Ｌｒ，Ｒｒの６チャンネルオー
ディオデータからの演算処理により生成するものであり、
Ｌ＝Ｌ＋Ｌｒ＋  0.7Ｓ＋  0.7Ｃ
Ｒ＝Ｒ＋Ｒｒ＋  0.7Ｓ＋  0.7Ｃ
という処理によりＬ，Ｒの各チャンネル信号を生成していた。
【０１８１】
ここで、本例の場合を考えてみるとＳチャンネル、Ｃチャンネルのデータは記録時に、他
のチャンネルの  0.7倍のデータとされているものである。従ってＤＳＤディスクから読み
出された読出データＤＴ P  （＝再生ＲＦ信号）に対してデコード処理７１（図２２、図２
３のＤＳＤデコーダ３８の処理に相当）によって得られるＬ，Ｒ，Ｓ，Ｃ，Ｌｒ，Ｒｒの
各オーディオデータでは、すでに『  0.7Ｓ』『  0.7Ｃ』という演算が行なわれているとと
らえることができる。
【０１８２】
このため、『Ｌ＝Ｌ＋Ｌｒ＋  0.7Ｓ＋  0.7Ｃ』『Ｒ＝Ｒ＋Ｒｒ＋  0.7Ｓ＋  0.7Ｃ』という
演算でＬ，Ｒチャンネルデータを生成するためには、本例では単に、
Ｌ＝Ｌ＋Ｌｒ＋Ｓ＋Ｃ
Ｒ＝Ｒ＋Ｒｒ＋Ｓ＋Ｃ
というように単純加算すればよく、したがって、Ｌチャンネルについては図２６（ｂ）の
加算処理７８を、またＲチャンネルについては加算処理７９を行なえば良いことになる。
【０１８３】
この処理を図２２、図２３のデジタルオーディオ処理部３９の処理とすると（なお、もち
ろんアナログ変換後のアナログ音声信号処置系で加算を行なうようにしてもよいが）、そ
の処理のための構成は乗算処理が不要であることからきわめて簡単な回路構成とすること
ができる。
さらに本例の場合、デジタルオーディオ信号は１ビットデータであることから、６チャン
ネルデータからＬ，Ｒ２チャンネル信号を生成する単純加算処理のための回路構成は、よ
り一層簡易なものとすることができる。
【０１８４】
また上述のように６チャンネル出力の場合は、Ｓチャンネル、Ｃチャンネルのデータにつ
いてゲインを他のチャンネルの  1.4倍としなければならないが、これはゲインを変更する
のみで回路構成としての複雑化は招かず、従って本例のように６チャンネルデータを２チ
ャンネルデータに変換して出力する場合の構成の簡略化は、全体としての構成の簡略化に
もつながる。
【０１８５】
［５］ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスク
次に、ＤＶＤ物理フォーマットに準拠しながらＴＯＣを有しておりデータエリアに記録さ
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れる実データとしてＤＳＤデータによるトラックが存在するという意味で、広義でのＤＳ
Ｄディスクであるが、図４のディレクトリ構造による通常のＤＶＤデータの記録エリアも
有しているという意味でのＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクについて図２７、図２８で説明す
る。
【０１８６】
図２７、図２８はＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクの構造を示している。
まず図２７はシングルレイヤディスクの場合である。
リードインにおけるコントロールデータＣＮＴとしては、その中の物理フォーマット情報
内のブックタイプ（図８、図９参照）が『１０１０』とされ、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディス
クであることが示される。さらにリードイン内にＴＯＣが形成されていることになる。
【０１８７】
物理セクターナンバ『０３００００ｈ』からリードアウトの直前（ＬＯ－１）までのデー
タエリアには、ＤＶＤデータが記録されるエリアと、ＤＳＤデータとしてのトラックＴＫ
１～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が記録される。
ＤＶＤデータが記録されるエリアには例えばＦＡＴ（ File Alrocation Table ）として示
すようにＤＶＤデータファイル管理のための管理情報が設けられ、図３のようなボリュー
ム空間が形成される。
またＤＳＤデータのトラックＴＫ１～ＴＫｎ関しては、ＴＯＣによって管理される。
【０１８８】
例えば図２３のような再生装置の場合、装填されたディスク９０がＤＳＤ／ＤＶＤ複合デ
ィスクであると判別したら、ユーザーの操作などに応じて、コントロールデータ及びＦＡ
Ｔに基づくＤＶＤデータ再生モードと、ＴＯＣに基づくＤＳＤデータトラック再生モード
を切り換えるようにすることで、いづれの再生も行なうことができる。
【０１８９】
また、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクとして、ＤＶＤデータの内容とＤＳＤデータの内容を
同一内容としておくことも考えられる。例えば特定の１０曲の音楽をＤＶＤデータファイ
ルとして記録するとともに、ＤＳＤデータトラックとしても記録しておく。
【０１９０】
オーディオデータに関していえば、ＤＳＤデータの方が高音質データとなるため、図２２
、図２３のようにＤＳＤディスク対応の再生装置では、ＤＳＤデータトラックの再生を行
なうようにすることで、高音質な音楽を楽しむことができる。またＤＳＤディスク非対応
のＤＶＤ再生装置でも、ＤＶＤファイルから同一の音楽を再生することができる。従って
、再生装置に対する互換性を備えたディスクとすることができる。
【０１９１】
図２８はＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクとしてデュアルレイヤディスクの場合を示しており
、図２８（ａ）はパラレルトラックパスの場合を、また図２８（ｂ）はオポジットトラッ
クパスの場合を示している。
【０１９２】
図２８（ａ）のパラレルトラックパスとされる場合は、レイヤ０、レイヤ１は独立に形成
される。そして例えばレイヤ０はＤＶＤ、レイヤ１はＤＳＤディスクとして割り当てられ
る。
【０１９３】
即ちレイヤ０ではリードインにおけるコントロールデータＣＮＴ内のブックタイプが『０
０００』とされ、通常のＤＶＤディスクであることが示されるとともに、物理セクターナ
ンバ『０３００００ｈ』からレイヤ０のリードアウトの直前（ＬＯ 0  －１）までのデータ
エリアには、ＤＶＤデータとしてのデータファイル及び管理情報（ＦＡＴ）が記録され、
図３のようなボリューム空間が形成される。
【０１９４】
一方、レイヤ１ではリードインにおけるコントロールデータＣＮＴ内のブックタイプが『
１０００』とされ、ＤＳＤディスクであることが示されるとともに、物理セクターナンバ
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『０３００００ｈ』からレイヤ１のリードアウトの直前（ＬＯ 1  －１）までのデータエリ
アには、ＤＳＤデータとしてのトラックＴＫ１～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が記録される
。
【０１９５】
このようなディスクの場合、例えば図２３のような再生装置では、ユーザーの操作などに
応じて、コントロールデータ及びＦＡＴに基づくＤＶＤデータ再生モード（レイヤ０再生
）と、ＴＯＣに基づくＤＳＤデータトラック再生モード（レイヤ１再生）を切り換えるよ
うにすることで、いづれの再生も行なうことができる。
【０１９６】
また、ＤＶＤデータ（レイヤ０）の内容とＤＳＤデータ（レイヤ１）の内容を同一内容と
しておくことで、ＤＳＤディスク対応の再生装置では、レイヤ１の再生を、ＤＳＤディス
ク非対応のＤＶＤ再生装置ではレイヤ０の再生を行なうようにすればよく、互換性を備え
たディスクを提供できる。
【０１９７】
なお、図２８の例ではレイヤ０のコントロールデータのブックタイプを『００００』、レ
イヤ１のブックタイプを『１０００』としたが、これは、両方ともＤＳＤ／ＤＶＤ複合デ
ィスクを示す『１０１０』とするようにしてもよい。
例えばディアルレイヤのＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクでは、レイヤ０がＤＶＤ、レイヤ１
がＤＳＤなどのように規格化されるような場合には、レイヤ０，１の両方においてブック
タイプを『１０１０』として、再生装置が即座にＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクであると判
別できるようにすることが好ましい。
【０１９８】
ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクが図２８（ｂ）のオポジットトラックパスにおいて実現され
る場合は、レイヤ０、レイヤ１はミドルエリアを介して連続した１つのレイヤとみなされ
るため、その管理形態は図２７のシングルレイヤディスクの場合と大まかに見て同様にな
る。
【０１９９】
レイヤ０のディスク最内周側となるリードインでは、コントロールデータＣＮＴ内のブッ
クタイプが『１０１０』とされ、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクであることが示されるとと
もに、ＴＯＣが形成される。
【０２００】
物理セクターナンバ『０３００００ｈ』から、ミドルエリアの通過前後のどちらでもよい
が、或る特定の位置（ＤＳ S T－１）までのデータエリアには、ＤＶＤデータが記録され、
またある位置（ＤＳ S T）からリードアウトの直前（ＬＯ 1  －１）までのデータエリアには
、ＤＳＤデータとしてのトラックＴＫ１～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が記録される。
ＤＶＤデータが記録されるエリアには例えばＦＡＴ（ File Alrocation Table ）として示
すようにＤＶＤデータファイル管理のための管理情報が設けられ、図３のようなボリュー
ム空間が形成される。
またＤＳＤデータのトラックＴＫ１～ＴＫｎ関しては、ＴＯＣによって管理される。
【０２０１】
この場合も、例えば図２３のような再生装置では、装填されたディスク９０がＤＳＤ／Ｄ
ＶＤ複合ディスクであると判別したら、ユーザーの操作などに応じて、コントロールデー
タ及びＦＡＴに基づくＤＶＤデータ再生モードと、ＴＯＣに基づくＤＳＤデータトラック
再生モードを切り換えるようにすることで、いづれの再生も行なうことができる。また、
ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクとして、ＤＶＤデータの内容とＤＳＤデータの内容を同一内
容としておくことで、再生装置の種別に対するデータ互換性を備えたディスクとすること
ができる。
【０２０２】
［６］ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスク
（６－Ａ）　ＣＤＥＸ
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次に、ＤＶＤ物理フォーマットに準拠しながらＴＯＣを有しておりデータエリアに記録さ
れる実データとしてＤＳＤデータによるトラックが存在するという意味で、広義でのＤＳ
Ｄディスクであるが、ＴＯＣに管理されるデータ領域がいわゆるマルチセッションのよう
に領域分割され、ＤＳＤデータによるトラック領域と、ＣＤ－ＲＯＭデータ領域が形成さ
れているという意味でのＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクについて説明する。
【０２０３】
ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクとは、いわゆるＣＤ－ＥＸＴＲＡにおける第２セッション
に記録されるようなＣＤ－ＲＯＭデータ領域を、ＤＳＤディスク内に設けるようにするも
のである。
ＣＤ－ＥＸＴＲＡにはセッションという概念があり、セッションとはリードイン、プログ
ラムエリア、リードアウトを独立にもつ１組を意味する。そしてこのセッションを複数持
つディスクをマルチセッションディスクと呼んでいる。
ＣＤ－ＥＸＴＲＡとしてのディスクのイメージは図２９のようになるが、図示するように
ディスク上が第１セッションＭＳＳ１、第２セッションＭＳＳ２と区分されている。それ
ぞれのセッション（ＭＳＳ１，ＭＳＳ２）は、それぞれプログラムエリアとともに独立し
てリードイン、リードアウトが設けられる。ＣＤ－ＥＸＴＲＡの第１セッションＭＳＳ１
には音楽データトラックが記録され、第２セッションＭＳＳ２にはＣＤ－ＲＯＭ：ＸＡデ
ータが記録される。
ＣＤ－ＥＸＴＲＡはこのように２つのセッションを持つためマルチセッションディスクで
あることになる。
【０２０４】
本例のＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクでは、ＣＤ－ＥＸＴＲＡではセッションという概念
で実現していることと同様の機能を、ＤＳＤデータ領域の分割という形式で実現するもの
である。ただしこのＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクにおけるＤＳＤデータ領域の分割は、
セッションという概念では実施しない。即ち分割された各領域が独立してリードイン、リ
ードアウトを持つものではない。従って概念上はマルチセッションディスクとは呼べない
が、いわゆるマルチセッションディスク的な動作を実現するものである（本例のＤＳＤ／
ＣＤＥＸ複合ディスクの形態を、以下マルチ分割ディスクと呼ぶこととする）。
なお説明上、ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクにおいて、ＣＤ－ＥＸＴＲＡの第１セッショ
ンＭＳＳ１に相当する領域を第１領域ＳＳ１と呼び、また第２セッションＭＳＳ２に相当
する領域を第２領域ＳＳ２と呼ぶこととする。そしてＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクでは
、例えば第１領域ＳＳ１にＤＳＤデータとしてのトラックを記録し、第２領域ＳＳ２には
ＣＤ－ＥＸＴＲＡと同様にＣＤ－ＲＯＭ：ＸＡデータを記録するようにするものである。
【０２０５】
ＣＤ－ＲＯＭデータを記録する第２領域ＳＳ２におけるディレクトリ構造は、例えば図３
０のように、ＣＤ－ＥＸＴＲＡのディレクトリ構造とほぼ同様のものとすればよい。
なお、ルートには『 AUTORUN.INF 』というファイルと、『 CD PLUS 』『 PICTURES』という
ディレクトリが必要である。
【０２０６】
（６－Ｂ）　ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスク例
ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクとしての構造例を順次説明していく。
例としては、ＤＳＤディスクがマルチ分割ディスクとされたものと、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合
ディスクにおいてＤＳＤエリアが分割されてマルチ分割ディスクとされたものを説明する
。
【０２０７】
図３２はＤＳＤディスクがマルチ分割ディスクとされたものとして、シングルレイヤディ
スクの場合を示している。
まずリードインにおけるコントロールデータＣＮＴとしては、その中の物理フォーマット
情報内のブックタイプ（図８、図９参照）が『１０００』とされ、ＤＳＤディスクである
ことが示される。さらにリードイン内にＴＯＣが形成されていることになる。
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【０２０８】
物理セクターナンバ『０３００００ｈ』から第２領域ＳＳ２の先頭アドレスＥＤＳＡの直
前までが第１領域ＳＳ１とされ、ＴＯＣによって管理されるＤＳＤデータとしてのトラッ
クＴＫ１～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が記録される。
第２領域ＳＳ２の先頭アドレスは、ＴＯＣセクター０（図１１参照）において、エクスト
ラデータスタートアドレスＥＤＳＡとして管理されることになる。
【０２０９】
第２領域ＳＳ２では、いわゆるＣＤ－ＲＯＭデータファイルとともに、ＦＡＴとして示す
ように第２領域ＳＳ２におけるデータファイルの管理のための管理情報が記録されるが、
こここでいうＦＡＴとは、ＰＶＤ（プライマリボリュームディスクリプタ）及び図３０の
ディレクトリ構造内の『 INFO.CDP』（即ちデータファイルの再生動作管理のための情報）
のことを示している。
そしてＰＶＤは例えば第２領域ＳＳ２におけるセクターアドレス１６、つまり物理セクタ
ーナンバとしてＥＤＳＡ＋１６の位置という固定位置に記録される。また『 INFO.CDP』は
、例えばＥＤＳＡ＋７５の位置という固定位置に記録される。
【０２１０】
図３３はデュアルレイヤディスクの場合を示しており、図３３（ａ）はパラレルトラック
パスの場合を、また図３３（ｂ）はオポジットトラックパスの場合を示している。
【０２１１】
図３３（ａ）のパラレルトラックパスとされる場合は、レイヤ０、レイヤ１は独立に形成
される。即ちレイヤ０ではリードインにおけるコントロールデータＣＮＴ内のブックタイ
プが『１０００』とされ、ＤＳＤディスクであることが示されるとともに、リードイン内
にＴＯＣが形成される。そしてこのＴＯＣによって管理されることになるＤＳＤデータに
よるトラックＴＫ１～ＴＫｎが、レイヤ０の第１領域ＳＳ１に記録される。
【０２１２】
またＴＯＣに記述されたエクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡからが第２領域ＳＳ
２とされ、いわゆるＣＤ－ＲＯＭデータファイルとともに、その管理情報となるＦＡＴ（
ＰＶＤ，及び INFO.CDP）が記録される。ＰＶＤは『ＥＤＳＡ＋１６』という固定位置に、
また INFO.CDPは『ＥＤＳＡ＋７５』という固定位置に記録される。
【０２１３】
またレイヤ１も同様に、リードインにおけるコントロールデータＣＮＴ内のブックタイプ
が『１０００』とされ、ＤＳＤディスクであることが示され、さらにリードイン内にＴＯ
Ｃが形成される。そしてこのＴＯＣによって管理されることになる、ＤＳＤデータによる
トラックＴＫ１～ＴＫｎが、レイヤ１の第１領域ＳＳ１に記録される。ＤＳＤデータトラ
ックとしては、各レイヤにおいてそれぞれ最大１００トラックが収録可能となる。
【０２１４】
さらにレイヤ１のＴＯＣに記述されたエクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡからが
レイヤ１での第２領域ＳＳ２とされ、いわゆるＣＤ－ＲＯＭデータファイルとともに、そ
の管理情報となるＦＡＴ（ＰＶＤ，及び INFO.CDP）が記録される。ＰＶＤは『ＥＤＳＡ＋
１６』という固定位置に、また INFO.CDPは『ＥＤＳＡ＋７５』という固定位置に記録され
る。
【０２１５】
図３３（ｂ）のオポジットトラックパスとされる場合は、レイヤ０、レイヤ１はミドルエ
リアを介して連続した１つのレイヤとみなされる。
そしてレイヤ０のディスク最内周側となるリードインでは、コントロールデータＣＮＴ内
のブックタイプが『１０００』とされ、ＤＳＤディスクであることが示されるとともに、
ＴＯＣが形成される。そしてこのＴＯＣによって管理されることになるＤＳＤデータによ
るトラックＴＫ１～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が第１領域ＳＳ１に記録される。第１領域
ＳＳ１と第２領域ＳＳ２の境界は例えばミドルエリアとして、レイヤ０を第１領域ＳＳ１
、レイヤ１を第２領域ＳＳ２としてもよいが、図示するようにミドルエリアの通過前後の
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所要位置を境界としてもよい。
いずれにしても、境界、即ち第２領域ＳＳ２の開始位置は、ＴＯＣセクター０におけるエ
クストラデータスタートアドレスＥＤＳＡに示された位置となる。
【０２１６】
そしてエクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡからリードアウト直前までが第２領域
ＳＳ２とされ、いわゆるＣＤ－ＲＯＭデータファイルとともに、その管理情報となるＦＡ
Ｔ（ＰＶＤ，及び INFO.CDP）が記録される。ＰＶＤは『ＥＤＳＡ＋１６』という固定位置
に、また INFO.CDPは『ＥＤＳＡ＋７５』という固定位置に記録される。
【０２１７】
次に図３４は、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクにおいてＤＳＤエリアが分割されてマルチ分
割ディスクとされたものとして、シングルレイヤディスクの場合を示している。
リードインにおけるコントロールデータＣＮＴとしては、その中の物理フォーマット情報
内のブックタイプが『１０１０』とされ、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクであることが示さ
れる。さらにリードイン内にＴＯＣが形成されていることになる。
【０２１８】
物理セクターナンバ『０３００００ｈ』から或るアドレスＤＳ S Tの直前までのデータエリ
アには、ＤＶＤデータが記録されるエリアとされ、ＤＶＤデータファイルとともに、ＦＡ
Ｔとして示すＤＶＤデータファイル管理のための管理情報が設けられ、図３のようなボリ
ューム空間が形成される。
【０２１９】
また或るアドレスＤＳ S TからはＴＯＣによる管理領域となり、第１領域ＳＳ１においてＤ
ＳＤデータとしてのトラックＴＫ１～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が記録される。さらに、
ＴＯＣセクター０におけるエクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡに示された位置か
らリードアウト直前までが第２領域ＳＳ２とされ、いわゆるＣＤ－ＲＯＭデータファイル
とともに、その管理情報となるＦＡＴ（ＰＶＤ，及び INFO.CDP）が記録される。ＰＶＤは
『ＥＤＳＡ＋１６』という固定位置に、また INFO.CDPは『ＥＤＳＡ＋７５』という固定位
置に記録される。
【０２２０】
図３５はＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクにおいてさらにＤＳＤ領域が分割されマルチ分割デ
ィスクとされた、デュアルレイヤディスクの場合を示しており、図３５（ａ）はパラレル
トラックパスの場合を、また図３５（ｂ）はオポジットトラックパスの場合を示している
。
【０２２１】
図３５（ａ）のパラレルトラックパスとされる場合は、レイヤ０、レイヤ１は独立に形成
されるが、この例の場合はレイヤ０はＤＶＤ、レイヤ１はＤＳＤディスクとして割り当て
られるものとしている。
【０２２２】
前述した図２８（ａ）と同様に、レイヤ０ではリードインにおけるコントロールデータＣ
ＮＴ内のブックタイプが『００００』（もしくは『１０１０』）とされるとともに、物理
セクターナンバ『０３００００ｈ』からレイヤ０のリードアウトの直前（ＬＯ 0  －１）ま
でのデータエリアには、ＤＶＤデータとしてのデータファイル及び管理情報（ＦＡＴ）が
記録され、図３のようなボリューム空間が形成される。
【０２２３】
一方、レイヤ１ではリードインにおけるコントロールデータＣＮＴ内のブックタイプが『
１０００』（もしくは『１０１０』）とされるとともに、物理セクターナンバ『０３００
００ｈ』からレイヤ１のリードアウトの直前（ＬＯ 1  －１）までのデータエリアがＤＳＤ
ディスクとしてのエリアとされるが、このレイヤ１について、マルチ分割ディスクとして
の分割が行なわれている。
【０２２４】
即ちレイヤ１の物理セクターナンバ『０３００００ｈ』からの第１領域ＳＳ１においてＴ
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ＯＣによって直接管理されるトラックＴＫ１～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が記録され、さ
らに、ＴＯＣセクター０におけるエクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡに示された
位置からリードアウト直前までが第２領域ＳＳ２とされて、いわゆるＣＤ－ＲＯＭデータ
ファイルとともに、その管理情報となるＦＡＴ（ＰＶＤ，及び INFO.CDP）が記録される。
ＰＶＤは『ＥＤＳＡ＋１６』という固定位置に、また INFO.CDPは『ＥＤＳＡ＋７５』とい
う固定位置に記録される。
【０２２５】
図３５（ｂ）のオポジットトラックパスの場合は、レイヤ０、レイヤ１はミドルエリアを
介して連続した１つのレイヤとみなされるため、その管理形態は図３４のシングルレイヤ
ディスクの場合と大まかに見て同様になる。
【０２２６】
レイヤ０のディスク最内周側となるリードインでは、コントロールデータＣＮＴ内のブッ
クタイプが『１０１０』とされ、ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクであることが示されるとと
もに、ＴＯＣが形成される。ＴＯＣにはエクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡが記
述される。
【０２２７】
物理セクターナンバ『０３００００ｈ』から、ミドルエリアの通過前後のどちらでもよい
が、或る特定の位置（ＤＳ S T－１）までのデータエリアには、ＤＶＤデータが記録される
。ＤＶＤデータが記録されるエリアにはＦＡＴとして示すようにＤＶＤデータファイル管
理のための管理情報が設けられ、図３のようなボリューム空間が形成される。
【０２２８】
また或る位置（ＤＳ S T）からリードアウトの直前（ＬＯ 1  －１）までのデータエリアは、
ＤＳＤディスク領域とされるが、エクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡを境界とし
て第１領域ＳＳ１と第２領域ＳＳ２に分けられる。
【０２２９】
第１領域ＳＳ１にはＴＯＣによって直接管理されるＤＳＤデータとしてのトラックＴＫ１
～ＴＫｎ（ｎは最大１００）が記録される。
第２領域ＳＳ２にはＣＤ－ＲＯＭデータファイルとともに、その管理情報となるＦＡＴ（
ＰＶＤ，及び INFO.CDP）が記録される。ＰＶＤは『ＥＤＳＡ＋１６』という固定位置に、
また INFO.CDPは『ＥＤＳＡ＋７５』という固定位置に記録される。
【０２３０】
ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクとしての構造例として以上の６つの例をあげたが、これら
のように、ＤＳＤディスクとしての領域が分割されてマルチ分割ディスクとされ、エキス
トラデータ領域が形成される。その第２領域ＳＳ２の位置（ＥＤＳＡ）はＴＯＣによって
管理されることになる。
従ってＴＯＣセクター０におけるエクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡが『０００
０００ｈ』ではなく、具体的な有効値が記録されていれば、そのディスクはＤＳＤ／ＣＤ
ＥＸ複合ディスクと判別できる。
【０２３１】
また第２領域ＳＳ２において、再生管理として必要なＰＶＤ及び INFO.CDPは、エクストラ
データスタートアドレスＥＤＳＡを基準とした固定位置に記録されているようにしたため
、第２領域ＳＳ２に対する再生装置のアクセスは複雑なアドレス算出等を必要とせず、非
常に容易なものとなる。
【０２３２】
（６－Ｃ）　ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスク再生装置
上記のような、ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクに対応できる再生装置の構成を図３１に示
す。なお、図２２，図２３の再生装置と同一機能部位は同一符号を付し、説明を省略する
。
【０２３３】
この図３１の場合、再生可能なディスク９０はＤＶＤもしくはＤＳＤディスクとなる。そ
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して、ＤＳＤディスクに対応するために図２２と同一の機能部位が、また、ＤＶＤに対応
するために図２３で説明した部位が設けられることに加えて、ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディ
スクに対応するためにＣＤ－ＲＯＭデコーダ５０及びＳＣＳＩコントローラ５１が設けら
れる。ＳＣＳＩコントローラ５１はホストコンピュータとのインターフェースコントロー
ルを行なう部位となる。
【０２３４】
ディスク９０が装填されたら、システムコントローラ４１はまずリードインにおけるコン
トロールデータの読出を実行させ、必要なデータを取り込むとともに、ブックタイプから
ＤＳＤディスクであるか通常のディスクであるか（もしくは後述するＤＳＤ／ＤＶＤ複合
ディスクであるか）を判別する。ディスク９０がＤＳＤディスクの場合は、システムコン
トローラ４１はさらにリードインからＴＯＣの読込を行なう。
【０２３５】
ディスク９０がＤＳＤディスクの場合であって、さらに上述してきたマルチ分割ディスク
であった場合は、第１領域ＳＳ１の再生モードと第２領域ＳＳ２の再生モードとを選択し
て再生操作を実行することになる。例えば操作部５３からの通常の再生操作では第１領域
ＳＳ１の再生モードとし、一方接続された外部のホストコンピュータからの再生要求に対
応する場合は第２領域ＳＳ２の再生モードとするなどの制御を行なってもよい。
【０２３６】
第１領域ＳＳ１の再生モードの場合は、システムコントローラ４１はＴＯＣデータに従っ
て再生動作を実行させる。そしてＤＳＤデコーダ３８、デジタルオーディオ処理部３９、
１ビットＤ／Ａ変換器４０の動作により再生音声信号を復調させる。このときセレクタ４
８に対しては１ビットＤ／Ａ変換器４０の出力をオーディオアンプ４２に供給させるよう
に制御を行なう。
【０２３７】
第２領域ＳＳ２の再生モードの場合は、システムコントローラ４１はＴＯＣに記述された
エクストラデータスタートアドレスＥＤＳＡを参照し、その位置を基準として固定位置に
記録されている、ＰＶＤ及び INFO.CDPのアクセスを行なわせる。そして図３０のディレク
トリ構造に応じて再生動作制御を行なう。
ディスクから読み取られた情報（再生ＲＦ信号）についてはＣＤ－ＲＯＭデコーダ５０で
のデコード処理を実行させ、デコードされたデータをＳＣＳＩコントローラ５１に供給さ
せる。ＳＣＳＩコントローラ５１はホストコンピュータに対してディスク９０から読み出
されたデータを送信出力することになる。
【０２３８】
このような再生装置により、ＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクに対応でき、ディスクの使用
形態を大きく広げることができる。
【０２３９】
［７］変形例
以上実施の形態としてのディスク及び再生装置について説明してきたが、本発明はこれ以
外にも各種変形例が考えられる。
【０２４０】
例えばブックタイプのデータとして、ＤＳＤディスクは『１０００』、ＤＳＤ／ＤＶＤ複
合ディスクは『１０１０』としたが、これは一例であり、他の値に設定されてもよい。そ
の他の管理情報内の具体的なデータも同様である。
【０２４１】
ブックタイプのデータとして、より好ましくは、ディスク種別の定義として上述した▲１
▼ＤＶＤ，▲２▼ＤＳＤディスク，▲３▼ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスク，▲４▼ＤＳＤ／
ＣＤＥＸ複合ディスクの識別ができること、さらにはＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクとし
て説明したがＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクがマルチ分割ディスクとされたもの（▲５▼Ｄ
ＳＤ／ＤＶＤ／ＣＤＥＸ複合ディスク）の５種類を判別できるコード体系とすることが考
えられる。
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【０２４２】
従って例えばブックタイプデータとして、▲１▼ＤＶＤは『００００』，▲２▼ＤＳＤデ
ィスクは『１０００』，▲３▼ＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクは『１０１０』，▲４▼ＤＳ
Ｄ／ＣＤＥＸ複合ディスクは『１１００』，▲５▼ＤＳＤ／ＤＶＤ／ＣＤＥＸ複合ディス
クは『１１１０』というような定義を行なうことも考えられる（もちろん実際のブックタ
イプの値は一例である）。
【０２４３】
さらに、シングルレイヤ、デュアルレイヤのオポジットトラックパス、デュアルレイヤの
パラレルトラックパス、の種別も識別できるようなブックタイプのコード体系を構築して
もよい。
特に図２８（ａ）、図３５（ａ）のようなデュアルレイヤのパラレルトラックパスであっ
て、一方のレイヤがＤＶＤデータ、他方のレイヤがＤＳＤデータの場合などは、一方のレ
イヤのブックタイプを読み込んだ際に、他方のレイヤの種別がわかるようにしておくと好
適である。
【０２４４】
また本例のディスクの構造として、図１７、図１８、図２７、図２８、図３２、図３３、
図３４、図３５に各例をあげたが、これ以外の構造をもつものも考えられる。例えばＤＳ
Ｄ／ＤＶＤ複合ディスクとして図２８（ａ）のパラレルトラックパスの場合、各レイヤに
ＤＳＤ領域とＤＶＤ領域が混在するような形態も考えられる。
【０２４５】
さらに、再生装置の例として図２２、図２３、図３１をあげたが、特にＤＳＤディスクと
ＤＶＤの両方に対応できる再生装置、即ち図２３又は図３１のタイプの再生装置の場合は
、図３６、図３７のような変形例が考えられる。
【０２４６】
図３６は図２３の再生装置の変形例であり、同一部分は同一符号を付している。この場合
、ＤＶＤデコーダ４３から得られるＤＶＤオーディオデータに対応するＤ／Ａ変換器（図
２３のＤ／Ａ変換器４５）を設けず、ＤＶＤオーディオデータについても、ＤＳＤオーデ
ィオデータ用の１ビットＤ／Ａ変換器４０を共用できるようにしているものである。
【０２４７】
このためオーディオ処理部４４の出力はデシメーションフィルタ５４により１ビットデジ
タルデータとしてから１ビットＤ／Ａ変換器４０に供給する。
なお、ＤＳＤデータのサンプリング周波数（６４ｆｓ／３２ｆｓ／１２８ｆｓ）における
ｆｓは 44.1KHz であり、一方ＤＶＤでは例えば 48KHz であるので、ＤＶＤデータの再生時
とＤＳＤデータの再生時とで、１ビットＤ／Ａ変換器４０における基本クロックの切り換
えが必要になる。従ってシステムコントローラ４１は再生動作に応じて基本クロック切換
制御を行なうことになる。
【０２４８】
図３７は図３１の再生装置の変形例であり、同一部分は同一符号を付している。この場合
も、ＤＶＤデコーダ４３から得られるＤＶＤオーディオデータに対応するＤ／Ａ変換器（
図３１のＤ／Ａ変換器４５）を設けず、ＤＶＤオーディオデータについても、ＤＳＤオー
ディオデータ用の１ビットＤ／Ａ変換器４０を共用できるようにしているものであり、上
記図３６の場合と同様である。
この図３６、図３７のように１ビットＤ／Ａ変換器４０を共用することで、再生装置の回
路構成の簡略化が実現される。
【０２４９】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように、本発明の記録媒体及び再生装置では、次のような各種
効果が得られ、これに非常に有用な記録媒体及び再生装置が実現できるものである。
【０２５０】
記録媒体として、物理フォーマット管理情報に、第１のデータフォーマットとは異なる第
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２のデータフォーマットのデータが記録されたことを示す識別データが記録されるととも
に、物理フォーマット管理情報に準拠して第２のデータフォーマットのデータがデータエ
リアに記録され、さらにこの第２のデータフォーマットのデータの再生動作管理を行なう
ための第２のデータ管理情報が所定位置に記録されるようにすることで、第１のフォーマ
ットに適合したうえで異なるデータフォーマットのデータを記録した記録媒体を実現でき
、例えば高音質データの記録に適用するなど、特定の物理フォーマットを有する記録媒体
を柔軟に対応させることができるという効果がある。
特に第２の管理情報（ＴＯＣ）を定義することで、記録媒体上に第２のデータフォーマッ
トのデータを直接展開できることになり、アクセスも容易となる。
【０２５１】
また第２のデータ管理情報はリードインエリア内に記録されるようにすることで、第２の
データ管理情報へのアクセスも容易となる。
【０２５２】
さらに、データエリアには、第１のデータフォーマットのデータ及び第１のデータ管理情
報が記録された領域と、少なくとも第２のデータフォーマットのデータが記録された領域
の両方が設けられているとともに、物理フォーマット管理情報には、第１のデータフォー
マットと第２のデータフォーマットのデータの両方が記録された記録媒体であることを示
す識別データが記録されていることにより、複合記録媒体を実現し、記録媒体の用途の拡
大や、互換性の向上を実現できるという効果がある。
【０２５３】
第２のデータ管理情報には、第２のデータフォーマットのデータについて、そのデータ単
位（トラック）毎の記録位置情報が記録されていることで、トラック単位のアクセスは任
意かつ自在に可能となる。
【０２５４】
第２のデータ管理情報には、第２のデータフォーマットのデータの各データ単位（トラッ
ク）毎に対応した付加情報、例えば文字情報や著作権情報などを記録することにより、収
録されたデータ単位のそれぞれに関する多様な情報を付加した記録媒体を実現できる。
【０２５５】
第２のデータ管理情報には、第２のデータフォーマットのデータの各データ単位（トラッ
ク）のそれぞれに対応して、その一部のみの記録位置情報を記録しておくことで、一部再
生のような特殊動作の便宜に供することができる。
【０２５６】
第２のデータ管理情報は、第２のデータフォーマットのデータについて、最高１００個の
データ単位の管理が可能となるように形成することで、商品企画として便利な形態を実現
している。例えば『百人一首』や『ベスト１００曲』などのようなものの電子出版形態に
好適である。
【０２５７】
第２のデータ管理情報には、第１及び第２のデータフォーマットとは異なる第３のデータ
フォーマットのデータが記録された領域の位置情報が記録されるとともに、データエリア
には、第３のデータフォーマットのデータ、及びそのデータの再生動作管理を行なう第３
のデータ管理情報が記録されているようにすることで、上述したマルチ分割ディスクのよ
うな、いわゆるマルチセッションと呼ばれるものと同等の記録媒体を実現でき、本発明の
記録媒体の使用形態をより広げることができる。
特に第２の管理情報内に簡易なテキストデータを記録し、第３のデータフォーマットのデ
ータとして容量的に大きなテキストデータを付加するなどの使い分けもできる。
【０２５８】
そして第３のデータ管理情報は、第２のデータ管理情報に記録されている第３のデータフ
ォーマットのデータが記録された領域の位置情報に示される位置を基準とした、特定位置
に記録されているようにすることで、マルチセッションと同等の機能を持つ記録媒体とし
た場合に、その第２領域に対するアクセスが非常に容易になるという効果が得られる。
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【０２５９】
本発明の記録媒体として、第２のデータフォーマットのデータは、ΔΣ変調された１ビッ
トオーディオ信号としてのデータとすることで、特定の物理フォーマットの記録媒体にお
いて、より高音質化を実現したデータ記録を実現できる。特に、オーバーサンプリング、
ダウンサンプリングなどを行なわず、高速１ビットオーディオ信号としてのデータを記録
することは、フィルタリングによる音質劣化も発生しないことになる。さらにオーバーサ
ンプリング、ダウンサンプリングを行なわないことで、高音質化を実現しながら、これに
対応する記録装置、再生装置の構成の簡略化を実現できる。
【０２６０】
また少なくとも第２のデータフォーマットのデータは、セクター構成がとられているとと
もに、このセクターには、ΔΣ変調された１ビットオーディオ信号に割り当てられるメイ
ンデータ領域と、サブデータに割り当てられるサブデータ領域が含まれるように設定する
ことで、サブデータを１ビットオーディオ信号というメインデータと対応づけたり、もし
くは無関係に用いることができ、記録媒体に収録するメインデータに対して多様な付加情
報を与えたり、もしくはメインデータと独立して用いることで、多様な情報提供を実現で
きる。
【０２６１】
またセクターには２０４８バイトのデータ領域が形成されているとともに、そのうちでメ
インデータ領域は２０１６バイト、サブデータ領域は３２バイトとしている。
そして第２のデータフォーマットのデータであるΔΣ変調された１ビットオーディオ信号
は２チャンネルオーディオデータとされ、各チャンネルデータは８ビット毎に交互に、記
録セクター内の２０１６バイトのデータとして割り当てられるようにする。もしくは、第
２のデータフォーマットのデータであるΔΣ変調された１ビットオーディオ信号は、６チ
ャンネルオーディオデータとされ、各チャンネルデータは８ビット毎に所定の順番に、記
録セクター内の前記２０１６バイトのデータとして割り当てられるようにする。
【０２６２】
これにより、サブコードの転送速度は現行のＣＤ－ＤＡにおける７２００バイト／秒を上
回るものとなっており、２チャンネル・６チャンネルいづれの場合も、サブコードデータ
による機能をＣＤ－ＤＡ以上に発揮できる可能性が実現される。さらに、２チャンネル・
６チャンネルいづれの場合も１セクター単位で完結することになり、２チャンネルで１秒
＝３５０セクター、６チャンネルで１秒＝５２５セクターとなるため、再生時のセクター
単位の頭だし精度は現行のＣＤ－ＤＡの１秒＝７５フレームでの精度に比べて高精度なも
のとなる。
【０２６３】
また、第２のデータフォーマットのデータであるΔΣ変調された１ビットオーディオ信号
としての６チャンネルオーディオデータは、６チャンネルのうちの複数の特定のチャンネ
ルに相当するデータについては、その他のチャンネルに相当するデータとは異なる所定ゲ
インが与えられた値とされていることで、再生時にチャンネル数変換処理に便利なものと
なる。
【０２６４】
再生装置としては、装填された記録媒体に対して情報読出動作を実行できる読出手段と、
読出手段によって装填された記録媒体から読み出される物理フォーマット管理情報から、
第２のデータフォーマットのデータが記録されているか否かを判別する判別手段と、判別
手段によって第２のデータフォーマットのデータが記録されていると判別された場合は、
読出手段に第２のデータ管理情報の読出を実行させ、第２のデータ管理情報を取り込むと
ともに、この第２のデータ管理情報に基づいて読出手段に第２のデータフォーマットのデ
ータの読出動作を実行させることのできる再生制御手段と、読出手段により読み出された
第２のデータフォーマットのデータのデコードを行なう第２フォーマット対応デコード手
段とを備えるようにしている。これにより第１のフォーマットに適合したうえで、それと
異なる第２のデータフォーマットのデータを記録した記録媒体に対応して再生動作を行な
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うことができる。また、第２のデータ管理情報から直接第２のデータフォーマットのデー
タをアクセスすることで、そのデータアクセスは第１のフォーマットでの方式に依存せず
、簡易かつ迅速に行なうことができる。
また第２のデータ管理情報を参照してアクセスを行なうことで、回路構成的にも簡易なも
のとすることができる。
【０２６５】
また第２のデータ管理情報がリードインに設けられている記録媒体に対して、再生制御手
段は、読出手段に、記録媒体のリードインエリア内の特定位置に記録されている第２のデ
ータ管理情報の読出を実行させるようにしておくことで、第２のデータ管理情報のアクセ
ス動作も効率化できる。
【０２６６】
再生制御手段は、判別手段によって第１のデータフォーマットのデータが記録されている
と判別された場合に、読出手段に読み出される第１のデータ管理情報に基づいて読出手段
に第１のデータフォーマットのデータの読出を実行させることができるようにする。そし
て読出手段により読み出された第１のデータフォーマットのデータのデコードを行なう第
１フォーマット対応デコード手段を備えるようにすることで、本来の第１のデータフォー
マットのデータが記録された記録媒体や、第１のデータフォーマットのデータと第２のデ
ータフォーマットのデータの両方が記録された複合記録媒体についても完全に適応できる
ことになる。
【０２６７】
再生制御手段は、第２のデータ管理情報に記録されているデータ単位毎の記録位置情報に
応じて、第２のデータフォーマットのデータについて、そのデータ単位毎の読出動作を読
出手段に実行させることにより、効率的なアクセスが実現される。
【０２６８】
表示部などの情報提示出力手段を備え、再生制御手段は、第２のデータ管理情報において
各データ単位毎に対応して記録されている付加情報を、情報提示出力手段から出力させる
ことで、ユーザーに対する多様な情報提供を実現できる。
【０２６９】
再生制御手段は、第２のデータ管理情報に記録されている、第２のデータフォーマットの
データの各データ単位のそれぞれの一部のみの記録位置情報に応じて、読出手段に、所要
のデータ単位の一部のデータ読出動作を実行させることで、例えばイントロ再生、サビ再
生等を簡易かつ正確に行なうことができる。
【０２７０】
再生制御手段は、取り込んだ第２のデータ管理情報において第３のデータフォーマットの
データが記録された領域の位置情報が記録されていた場合は、その位置情報に基づいて、
読出手段に、第３のデータフォーマットのデータの再生動作管理を行なう第３のデータ管
理情報の読出を実行させ、さらにその第３のデータ管理情報に基づいて読出手段に第３の
データフォーマットのデータの読出を実行させることができるようにする。そして第３の
データフォーマットのデータのデコードを行なう第３フォーマット対応デコード手段も備
えるようにする。これにより、上述のマルチ分割ディスクのようにいわゆるマルチセッシ
ョンと同等の機能を持つ本発明の記録媒体に対応して再生動作を行なうことができる。
【０２７１】
第３のデータ管理情報の読出のために、再生制御手段は、読出手段に、第２のデータ管理
情報に記録されている第３のデータフォーマットのデータが記録された領域の位置情報に
示される位置を基準とした特定位置の読出を実行させるという制御を行なうことで、その
アクセスには複雑なアドレス計算は必要なく、迅速かつ簡易なアクセス動作が実現される
。
【０２７２】
第２フォーマット対応デコード手段は、ΔΣ変調された１ビットオーディオ信号としての
データに対するデコーダとし、オーバーサンプリングを行なわない方式のものとすること
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で、オーバーサンプリングフィルタは不要となりデコーダは簡易な回路構成でよいものと
なる。
【０２７３】
第２のデータフォーマットのデータは、セクター構成がとられているとともに、このセク
ターには、ΔΣ変調された１ビットオーディオ信号に割り当てられるメインデータ領域と
、サブデータに割り当てられるサブデータ領域が含まれるように設定されおり、第２フォ
ーマット対応デコード手段は、セクターのサブデータ領域に記録されたサブデータのデコ
ーダを有していることにより、サブデータの抽出及びその利用が可能となり、情報出力形
態や制御形態の可能性を広げることができる。
【０２７４】
第２フォーマット対応デコード手段は、デコード処理により２チャンネルオーディオ信号
の出力を行なうことができるとともに、読出手段によって６チャンネルオーディオデータ
が読み出された場合は、６チャンネルデータについて同一ゲイン状態で、所要チャンネル
データの加算処理を行なって２チャンネルとなる各チャンネルのデータを形成することで
、６チャンネルから２チャンネルへの変換回路系はきわめて簡単な構成とすることができ
る。
特にΔΣ変調された１ビットオーディオ信号を対象とすることで、非常に簡易な構成の１
ビット加算回路で変換回路系を構築でき、さらなる回路の簡略化を実現できる。
【０２７５】
また第２フォーマット対応デコード手段は、デコード処理により６チャンネルオーディオ
信号の出力を行なうことができるとともに、６チャンネルオーディオデータのうち、複数
の特定のチャンネルに相当するデータについては、その他のチャンネルに相当するデータ
とは異なる所定ゲインを与えたうえで、６チャンネルオーディオ信号の出力を行なうこと
で、適正な６チャンネル出力を行なうとともに、回路構成の複雑化は生じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態で用いるＤＶＤの構造の説明図である。
【図２】実施の形態のＤＶＤのセクター構造の説明図である。
【図３】実施の形態のＤＶＤのボリューム空間の説明図である。
【図４】実施の形態のＤＶＤのディレクトリ構造の説明図である。
【図５】実施の形態のレイヤ構成及びトラックパスの説明図である。
【図６】実施の形態のセクターフォーマットの説明図である。
【図７】実施の形態のセクターフォーマットの説明図である。
【図８】実施の形態のコントロールデータの説明図である。
【図９】実施の形態のコントロールデータの物理フォーマット情報の説明図である。
【図１０】実施の形態のＤＳＤディスクのＴＯＣの説明図である。
【図１１】実施の形態のＴＯＣセクター０の説明図である。
【図１２】実施の形態のＴＯＣセクター１の説明図である。
【図１３】実施の形態のＴＯＣセクター２の説明図である。
【図１４】実施の形態のＴＯＣセクター３の説明図である。
【図１５】実施の形態のＴＯＣセクター４の説明図である。
【図１６】実施の形態のＤＳＤデータの説明図である。
【図１７】実施の形態のシングルレイヤのＤＳＤディスクの説明図である。
【図１８】実施の形態のデュアルレイヤのＤＳＤディスクの説明図である。
【図１９】実施の形態のＤＳＤディスクのデータセクターの説明図である。
【図２０】実施の形態の２チャンネルモードのデータセクターの説明図である。
【図２１】実施の形態の６チャンネルモードのデータセクターの説明図である。
【図２２】実施の形態のＤＳＤ対応の再生装置のブロック図である。
【図２３】実施の形態のＤＳＤ及びＤＶＤ対応の再生装置のブロック図である。
【図２４】６チャンネルオーディオの説明図である。
【図２５】実施の形態の６チャンネルデータ記録処理の説明図である。
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【図２６】実施の形態の６チャンネルデータの再生処理の説明図である。
【図２７】実施の形態のシングルレイヤのＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクの説明図である。
【図２８】実施の形態のデュアルレイヤのＤＳＤ／ＤＶＤ複合ディスクの説明図である。
【図２９】マルチセッションディスクのイメージの説明図である。
【図３０】実施の形態のＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクのディレクトリ構造の説明図であ
る。
【図３１】実施の形態のＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスク対応の再生装置のブロック図であ
る。
【図３２】実施の形態のシングルレイヤのＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクの説明図である
。
【図３３】実施の形態のデュアルレイヤのＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスクの説明図である
。
【図３４】実施の形態のシングルレイヤのＤＳＤ／ＣＤＥＸ／ＤＶＤ複合ディスクの説明
図である。
【図３５】実施の形態のデュアルレイヤのＤＳＤ／ＣＤＥＸ／ＤＶＤ複合ディスクの説明
図である。
【図３６】実施の形態のＤＳＤ及びＤＶＤ対応の再生装置の変形例のブロック図である。
【図３７】実施の形態のＤＳＤ／ＣＤＥＸ複合ディスク対応の再生装置の変形例のブロッ
ク図である。
【符号の説明】
３２　光学ヘッド、３８　ＤＳＤデコーダ、３９　デジタルオーディオ処理部、４０　１
ビットＤ／Ａ変換器、４１　システムコントローラ、４２　オーディオアンプ、４３　Ｄ
ＶＤデコーダ、４４　オーディオ処理部、４５，４７　Ｄ／Ａ変換器、４６　ビデオ処理
部、４８　セレクタ、４９　ビデオアンプ、５０　ＣＤ－ＲＯＭデコーダ、５１　ＳＣＳ
Ｉコントローラ、５２　表示部、５３　操作部、９０　ディスク
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】
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【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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