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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光記録条件を得るための最適なパワーコントロールの領域と、前記最適なパワーコント
ロールの領域の一方の側に設けられる少なくともバッファ領域とをそれぞれが含む、少な
くとも２つの情報記録層を有する情報記憶媒体であって、
　前記情報記憶層のうちの隣接する情報記憶層における前記最適なパワーコントロールの
領域は、互いに向かい合わないように当該情報記憶媒体の異なる半径内に設けられ、
　再生専用のデータを記憶する再生専用の領域は、前記再生専用の領域が前記情報記憶層
のうちの隣接する情報記憶層の前記最適なパワーコントロールの領域と揃えられ、前記情
報記憶層のうちの隣接する情報記憶層の前記最適なパワーコントロールの領域に向かい合
うように、前記情報記憶層のうちの一方に設けられ、
　前記情報記憶層のうちの１つの再生専用の領域は、前記情報記憶層のうちの隣接する情
報記憶層の最適なパワーコントロールの領域とバッファ領域との合計よりも大きい、
ことを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　複数の情報記憶層を含む情報記憶媒体からデータを再生するリーダと、
　前記情報記憶媒体からデータを再生するために前記リーダを制御するコントローラとを
有し、
　それぞれの情報記憶層は、光記録条件を得るために使用される前記最適なパワーコント
ロールの領域と、バッファ領域及び再生専用のデータを記憶する再生専用の領域の少なく
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とも１つとを含み、
　前記情報記憶層のうち隣接する情報記憶層における前記最適なパワーコントロール領域
は、互いに向かい合わないように前記情報記憶媒体の異なる半径内に設けられ、
　前記再生専用領域は、隣接した情報記憶層の前記最適なパワーコントロール領域と向か
い合うように、前記情報記憶層のうちの一方に設けられ、
　前記情報記憶層のうちの１つの再生専用の領域は、前記情報記憶層のうちの隣接する情
報記憶層の最適なパワーコントロールの領域とバッファ領域との合計よりも大きい、
ことを特徴とする再生装置。
 
【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、複数層の情報記録層の間
に偏心が発生しても、最適パワーコントロール（オプティカルパワーコントロール：ＯＰ
Ｃ）領域により他の領域が影響を受けずに、最適の記録パワーを制御できる情報記録媒体
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、情報記録媒体は、非接触式で情報を記録／再生する光ピックアップ装置の情
報記録媒体として多用され、情報記録媒体の一種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（コンパクトディスク：ＣＤ）とデジタル多機能ディスク（デジ
タルヴァーサタイルディスク：ＤＶＤ）とに区分される。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などがある。さらに、記録容量が２０ＧＢ以上であるＨＤ－ＤＶＤも開発されている
。
【０００３】
　このように情報記録媒体は、次第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、１）記録光源の波長を短波長化し、２）対物レ
ンズの開口数を高開口数化する方法がある。この他に、情報記録層を複数層に構成する方
法がある。
【０００４】
　図１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ー情報記
録媒体を概略的に示す図である。各情報記録層には、最適の記録パワーを求めるための第
１　ＯＰＣ領域１０Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１と、欠陥管理のための第１欠陥管
理領域１３Ｌ０及び第２欠陥管理領域（ディフェクトマネージメントエリア：ＤＭＡ）１
３Ｌ１が備えられる。前記第１　ＯＰＣ領域１０Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１は、
互いに対向するように配置される。
【０００５】
　前記第１　ＯＰＣ領域１０Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１では、最適の記録パワー
を探すために多様な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
高いパワーレベルでデータが記録されてもよい。次の表１は、第１情報記録層Ｌ０及び第
２情報記録層Ｌ１のＯＰＣ領域に記録パワーを異ならせてデータを記録する時、各情報記
録層でのジッター特性を測定した結果を表したものである。
【０００６】
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【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情報記録層Ｌ０また
は第２情報記録層Ｌ１のジッター特性に影響を及ぼさないことに対し、適正記録パワーよ
り約２０％高い記録パワーでデータを記録する場合には、まず、記録されている情報記録
層のＯＰＣ領域に影響を及ぼして、ジッター特性が悪化する。また、２０％より高い記録
パワーで記録をする場合には、他の情報記録層のジッター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情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１の前記第１　ＯＰＣ領域１０
Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１が同じ半径範囲に位置すれば、第１　ＯＰＣ領域及び
第２　ＯＰＣ領域のうち、何れか一つを使用できなくなりうる。
【０００８】
　また、第１　ＯＰＣ領域１０Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１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２Ａに示
すように、第１　ＯＰＣ領域１０Ｌ０の一部１０Ｌ０＿Ａにデータが記録され、残りの部
分１０Ｌ０＿Ｂにはデータが記録されていない時、第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１での記録特
性が、前記記録された部分１０Ｌ０＿Ａに対向する部分と、記録されていない部分１０Ｌ
０＿Ｂに対向する部分とでそれぞれ異なる。言い換えれば、記録された部分１０Ｌ０＿Ａ
と記録されていない部分１０Ｌ０＿Ｂとのレーザー光Ｌの透過率が異なるため、第２　Ｏ
ＰＣ領域１０Ｌ１での記録特性が部分的に変わりうる。
【０００９】
　以上、説明したように、第１　ＯＰＣ領域及び第２　ＯＰＣ領域が情報記録媒体の同一
半径に位置する場合、各ＯＰＣ領域の機能が円滑に行われないこともある。
【００１０】
　一方、情報記録媒体の製造時に偏心現象が発生しうる。例えば、単層の情報記録層を有
する情報記録媒体は、約７０～８０μｍ（ｐ－ｐ：ｐｅａｋ－ｐｅａｋ）が発生しうる。
また、第１情報記録層及び第２情報記録層を有する情報記録媒体は、前記第１情報記録層
Ｌ０と第２情報記録層Ｌ１とを別途に製作した後、前記第１情報記録層及び第２情報記録
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層を付着して製作される。ここで、第１情報記録層及び第２情報記録層の製造時、それぞ
れ偏心が生じることにより、第１情報記録層及び第２情報記録層の付着時、図２Ｂに示す
ように、第１情報記録層Ｌ０と第２情報記録層Ｌ１との間に各領域が外れて配置されうる
。
【００１１】
　前記第１　ＯＰＣ領域１０Ｌ０と第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１とが外れて配置される時、
各ＯＰＣ領域に対向する部分が影響を受けうる。第１　ＯＰＣ領域の一部１０Ｌ０＿Ａが
第２　ＯＰＣ領域１０Ｌ１に影響を及ぼしうる。また、第１　ＯＰＣ領域に適正パワーよ
り高いパワーでデータが記録される時、前記第１　ＯＰＣ領域の一部Ｃと接した第２情報
記録層のＤＭＡ　１３Ｌ１に悪影響を及ぼす恐れがある。また、前記第２　ＯＰＣ領域１
０Ｌ１の一部Ｄと接した第１情報記録層の一部が影響を受けて使用できなくなる恐れがあ
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、前記問題点を解決するためになされたものであって、偏心が発生する場合に
も、最適のパワー制御を実行時に、最適のパワー制御が行われる領域により他の領域が影
響を受けない情報記録媒体を提供するところにその目的がある。
【００１３】
　本発明の付加的な面及び／又は利点は、後述する説明で部分的に記述され、部分的には
説明から明らかになり、または本発明の実施形態により習得されうる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、情報記録媒体は、少なくとも一つの情報記録層を有する情報記録媒体
であって、前記少なくとも一つの情報記録層は、それぞれ最適の記録条件を得るためのＯ
ＰＣ領域を備え、隣接する情報記録層にあるＯＰＣ領域が相異なる半径範囲内に位置する
ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の一側面によれば、前記隣接する情報記録層にあるＯＰＣ領域の半径方向に対す
る位置差は、少なくとも情報記録媒体の製作時に許容可能な限度に対応する大きさを有す
ることが好ましい。
【００１６】
　本発明の一側面によれば、前記ＯＰＣ領域の両側に、少なくとも情報記録媒体の製作時
に許容可能な限度以上の大きさに対応する大きさを有するバッファ領域が備えられること
が好ましい。
【００１７】
　本発明の一側面によれば、前記バッファ領域の半径方向の長さは、５～１００μｍ範囲
を有することが好ましい。
【００１８】
　本発明の一側面によれば、前記ＯＰＣ領域の対向する位置に再生専用のデータが記録さ
れる領域が備えられることを特徴とする。
【００１９】
　前記目的を達成するために、複数の情報記録層を備え、前記複数の情報記録層は、それ
ぞれ最適の記録条件を得るためのＯＰＣ領域を有し、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、それに隣接する偶数番目の情報記録層のＯＰＣ領域とが互い
に対向しないように相異なる半径範囲に位置し、各情報記録層の製作誤差の発生時、前記
奇数番目の情報記録層のＯＰＣ領域と、それに隣接する偶数番目の情報記録層のＯＰＣ領
域とが互いに対向しないように交互に配置されたことを特徴とする。
【００２０】
　本発明の一側面によれば、前記情報記録媒体は、ＤＭＡ及びユーザーデータ領域を備え
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、前記ＤＭＡとユーザーデータ領域との間にバッファ領域が備えられ得る。
【００２１】
　本発明の一側面によれば、前記各ＯＰＣ領域の対向する位置に再生専用のデータが記録
される領域が備えられることが好ましい。
【００２２】
　前記目的を達成するために、本発明に係る情報記録媒体は、複数の情報記録層を有する
情報記録媒体において、前記情報記録層は、最適の記録条件を得るためのＯＰＣ領域と再
生専用データが記録される領域とを備え、前記各情報記録層のＯＰＣ領域が、隣接する情
報記録層の再生専用データ領域に対向するように位置することを特徴とする。
【００２３】
　本発明の一側面によれば、前記再生専用データ領域は、前記ＯＰＣ領域より大きいこと
が好ましい。
【００２４】
　本発明の一側面によれば、前記バッファ領域は、各領域の開始位置誤差と、記録及び再
生ビームの大きさと、偏心とのうち、少なくとも一つを考慮した大きさを有することが好
ましい。
【００２５】
　本発明の一側面によれば、前記ＯＰＣ領域の両側にバッファ領域が備えられ、前記ＯＰ
Ｃ領域の前に備えられたバッファ領域は、少なくとも前記ディスク関連情報及びディスク
コントロールデータが一回記録された領域の大きさを有することを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の実施形態、添付された図面に示す例についての参照が詳細に作られ、類似した
参照番号は、全体的に類似した要素を表す。実施形態は、図面を参照して本発明を説明す
るために下記のように説明される。
【００２７】
　本発明の第１実施形態に係る情報記録媒体は、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、１層以
上の情報記録層を有し、各情報記録層は、最適のパワーを求めるためのＯＰＣ領域を含み
、各ＯＰＣ領域は、互いに対向しないように相異なる半径範囲に配置される。
【００２８】
　各情報記録層は、ＯＰＣ領域以外に欠陥管理のためのＤＭＡ領域及びユーザーデータが
記録されるデータ領域をさらに備え得る。
【００２９】
　図３Ａには、情報記録媒体が第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１を備えた場合
を例示した。第１情報記録層Ｌ０は、第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０、第１　ＤＭＡ領域２
３＿Ｌ０及び第１データ領域３５＿Ｌ０を備え、第２情報記録層Ｌ１は、第２　ＯＰＣ領
域２０＿Ｌ１、第２　ＤＭＡ領域２３＿Ｌ１及び第２データ領域３５＿Ｌ１を備える。
【００３０】
　第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１は、情報記録媒体の相異
なる半径範囲に位置し、前記第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０の両側に第１バッファ領域１９
＿Ｌ０、２１＿Ｌ０が備えられ、前記第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１の両側に第２バッファ
領域１９＿Ｌ１、２１＿Ｌ１が備えられる。
【００３１】
　第１バッファ領域及び第２バッファ領域１９＿Ｌ０、２１＿Ｌ０、１９＿Ｌ１、２１＿
Ｌ１は、常に要求されるところではないが、情報記録媒体の製作に許容される最大許容限
度を含みうる長さを有することが好ましい。ここで、最大許容限度は、各領域の開始位置
誤差と、記録及び再生ビームの大きさ及び偏心のうち、少なくとも一つを考慮した大きさ
を有する。各領域の開始誤差は、特に、情報記録媒体のマスタリング時に発生する誤差で
あり、約１００μｍの誤差を有する。また、１トラックを境界として隣接するトラックに
データを記録または再生する時、通常、ビームスポットの半径がトラックピッチより大き



(6) JP 4834695 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

いため、各領域の間にバッファ領域がない場合には、ビームスポットにより隣接するトラ
ックが影響を受けざるを得ない。これを防止するために、各領域の間にバッファ領域が存
在することが好ましく、バッファ領域の大きさを定める時、記録及び再生ビームによる影
響を防止するために記録及び再生ビームの大きさを考慮して決定されうる。
【００３２】
　前記第１バッファ領域及び第２バッファ領域１９＿Ｌ０、２１＿Ｌ０、１９＿Ｌ１、２
１＿Ｌ１は、情報記録媒体の製作誤差の発生時、ＯＰＣ領域により他の領域に影響を及ぼ
さないための領域である。
【００３３】
　前記第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１は、第１　ＯＰＣ領
域２０Ｌ０と第２　ＯＰＣ領域２０Ｌ１とが互いに対向しないように相異なる半径範囲に
配置される。前記第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０の対向する位置に保留領域３０＿Ｌ１が配
置され、第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１の対向する位置に保留領域３０＿Ｌ０が配置される
。
【００３４】
　前記第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０と第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１とが半径方向に対して
、少なくとも情報記録媒体の製作時に許容可能な偏心量に対応する距離ほど差が出るよう
に配置されることが良い。言い換えれば、隣接する情報記録層にあるＯＰＣ領域の半径方
向に対する位置差が許容可能な限度に対応する大きさを有することが好ましい。特に、偏
心量に対応する大きさを有することが好ましい。ここで、ＯＰＣ領域の位置差は、第１　
ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０の端部から第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１の開始位置までの距離を表
す。
【００３５】
　図３Ａに示すように、前記バッファ領域１９＿Ｌ１、２１＿Ｌ０が少なくとも許容可能
な偏心量に対応する距離ほど離れている。
【００３６】
　また、前記第１バッファ領域及び第２バッファ領域１９＿Ｌ０、２１＿Ｌ０、１９＿Ｌ
１、２１＿Ｌ１の以外に、少なくとも一つのバッファ領域３１＿Ｌ０、３２＿Ｌ０、３１
＿Ｌ１、３２＿Ｌ１または保留領域３０＿Ｌ０、３０＿Ｌ１をさらに備え得る。バッファ
領域は、各情報記録層に備えられた領域、例えば、保留領域３０＿Ｌ０、３０＿Ｌ１、Ｏ
ＰＣ領域２０＿Ｌ０、２０＿Ｌ１、ＤＭＡ領域２３＿Ｌ０、２３＿Ｌ１及びデータ領域３
５＿Ｌ０、３５＿Ｌ１の間に配置される。
【００３７】
　一方、本発明に係る情報記録媒体は、対応する第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層
Ｌ１で第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１の両側にバッファ領
域が備えられたことを特徴とするが、このような構造との一貫性を維持するために、単層
の情報記録層を有する情報記録媒体もＯＰＣ領域の両側にバッファ領域が備えられること
が好ましい。
【００３８】
　単層の情報記録層を有する情報記録媒体は図３Ｂに示されている。単層の情報記録層を
有する情報記録媒体は、ＯＰＣ領域２０と、このＯＰＣ領域２０の両側にバッファ領域１
９、２１とが備えられている。また、保留領域３０、ＤＭＡ領域２３及びデータ領域３５
をさらに備え、各領域の間にバッファ領域３１、３２がさらに備えられる。
【００３９】
　一方、図３Ａに示す前記第１バッファ領域及び第２バッファ領域１９＿Ｌ０、２１＿Ｌ
０、１９＿Ｌ１、２１＿Ｌ１は、偏心による影響を防止するために、それぞれ許容可能な
偏心量に対応する大きさを有する。それにより、前記第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記
録層Ｌ１が許容可能な偏心量のうち最大に偏心された時にも、第１情報記録層Ｌ０のＯＰ
Ｃ領域２０＿Ｌ０と第２情報記録層Ｌ１のＯＰＣ領域２０＿Ｌ１とが互いに対向しない。
【００４０】
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　例えば、直径１２０ｍｍの情報記録媒体の場合、許容可能な偏心量は７０～８０μｍで
あり、直径６０ｍｍの情報記録媒体は約２０～３０μｍであり、情報記録媒体の大きさに
よって許容可能な偏心量が変わる。したがって、可能なあらゆる種類の情報記録媒体に対
する許容可能な偏心量を含みうるように、前記バッファ領域１９＿Ｌ０、２１＿Ｌ０、１
９＿Ｌ１、２１＿Ｌ１は、５～１００μｍ範囲の大きさを有する。
【００４１】
　図４Ａ及び図４Ｂは、第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１が許容可能な偏心量
のうち最大に偏心された状態を示す図である。図４Ａは、第１情報記録層Ｌ０が内周側に
、第２情報記録層Ｌ１が外周側に偏心された場合を示す図であって、図４Ｂは、第１情報
記録層Ｌ０が外周側に、第２情報記録層が内周側に偏心された場合を示す図である。
【００４２】
　図４Ａに示すように、情報記録媒体が最大に偏心された時、第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ
０に第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１ではない他の領域、例えば、第２情報記録層Ｌ１にある
バッファ領域３１＿Ｌ１または保留領域３０＿Ｌ１に対向する（Ａ部分を参照）。また、
第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１に第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０ではない他の領域、例えば、
第１情報記録層Ｌ０にある保留領域３０＿Ｌ０とバッファ領域３１＿Ｌ０とが対向する（
Ｂ部分を参照）。
【００４３】
　図４Ｂに示すように、情報記録媒体が最大に偏心された時、第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ
０に対しては、第１情報記録層Ｌ０にあるバッファ領域１９＿Ｌ１が対向し（Ａ’部分を
参照）、第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１に対しては第１情報記録層Ｌ０にあるバッファ領域
２１＿Ｌ０が対向する（Ｂ’部分を参照）。
【００４４】
　前記のように、情報記録媒体が許容可能な偏心量のうち最大に偏心された時にも、前記
第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０と第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１とが互いに対向せずに、最適
のパワー制御のためのテスト実行時に互いに影響を受けることを防止できる。偏心が発生
しない場合にも、第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０と第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１とが互いに
対向しないため、互いに影響を及ぼすことを防止できる。
【００４５】
　一方、図３Ａでは、第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１を有する記録媒体が例
示されているが、２層以上の情報記録層を有する記録媒体にも、以上で説明したような構
造が適用されうる。言い換えれば、４層以上の情報記録層を有する情報記録媒体で、奇数
番目の情報記録層と、それに隣接する偶数番目の情報記録層とは、図３Ａを参照して説明
したような第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１の構造を有しうる。
【００４６】
　図５Ａは、第１情報記録層Ｌ０、第２情報記録層Ｌ１、第３情報記録層Ｌ２及び第４情
報記録層Ｌ３を有する４層の情報記録媒体を示す図である。各情報記録層は、ＯＰＣ領域
２０＿Ｌ０、２０＿Ｌ１、２０＿Ｌ２、２０＿Ｌ３とＤＭＡ領域２３＿Ｌ０、２３＿Ｌ１
２３＿Ｌ２、２３＿Ｌ３と、データ領域３５＿Ｌ０、３５＿Ｌ１３５＿Ｌ２、３５＿Ｌ３
とを備える。
【００４７】
　複数の情報記録層を有する情報記録媒体は、奇数番目の情報記録層と偶数番目の情報記
録層とを有する。ここで、奇数番目の情報記録層にあるＯＰＣ領域２０＿Ｌ１２０＿Ｌ３
を第１　ＯＰＣ領域と言い、偶数番目の情報記録層にあるＯＰＣ領域２０＿Ｌ２、２０＿
Ｌ４を第２　ＯＰＣ領域と言う。前記奇数番目の情報記録層にある第１　ＯＰＣ領域と、
隣接する偶数番目の情報記録層にある第２　ＯＰＣ領域とが相異なる半径範囲に別々に配
置され、前記それぞれのＯＰＣ領域２０＿Ｌ０、２０＿Ｌ１、２０＿Ｌ２、２０＿Ｌ３の
両側に偏心によるＯＰＣの影響を防止するためのバッファ領域１９＿Ｌ０、２１＿Ｌ０、
１９＿Ｌ１、２１＿Ｌ１、１９＿Ｌ２、２１＿Ｌ２、１９＿Ｌ３、２１＿Ｌ３が備えられ
る。
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【００４８】
　そして、保留領域３０＿Ｌ０、３０＿Ｌ１３０＿Ｌ２、３０＿Ｌ３がさらに備えられ、
この保留領域に隣接してバッファ領域３１＿Ｌ０、３１＿Ｌ１、３１＿Ｌ２、３１＿Ｌ３
がさらに備えられ得る。
【００４９】
　次いで、図５Ｂは、第１情報記録層Ｌ０、第２情報記録層Ｌ１、第３情報記録層Ｌ２及
び第４情報記録層Ｌ３が偏心された時を示す図である。このように３層以上の情報記録層
を有する情報記録媒体で偏心が発生した時にも、偏心により隣接する情報記録層にあるＯ
ＰＣ領域が互いに対向する場合はないため（Ｅ、Ｆを参照）、ＯＰＣ実行により他のＯＰ
Ｃ領域が影響を受けることを防止できる。
【００５０】
　一方、図６Ａに示すように、１層以上の情報記録層を有し、各情報記録層は、最適のパ
ワーを求めるためのＯＰＣ領域、欠陥管理のためのＤＭＡ領域、ユーザーデータが記録さ
れるデータ領域を備え、前記ＯＰＣ領域の内周側または外周側にバッファ領域を備える。
【００５１】
　図６Ａには、第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１を有する情報記録媒体が図示
されている。前記第１情報記録層Ｌ０にある第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０と第２情報記録
層Ｌ１にある第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１とは、第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０と第２　Ｏ
ＰＣ領域２０＿Ｌ１とが互いに対向しないように、情報記録媒体の相異なる半径範囲内に
配置される。前記第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１は、半径
方向に対して少なくとも最大偏心量に対応する長さほど交互に配置される。
【００５２】
　前記第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０の外周側に第１バッファ領域２１＿Ｌ０が備えられ、
前記第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１の内周側に第２バッファ領域２１＿Ｌ１が備えられる。
偏心が発生していない時、前記第１バッファ領域２１＿Ｌ０と第２バッファ領域１９＿Ｌ
１とが互いに対向するように配置され、前記第１バッファ領域２１＿Ｌ０及び第２バッフ
ァ領域１９＿Ｌ１は、少なくとも最大偏心量に対応する長さを有することが好ましい。ま
た、前記第１バッファ領域２１＿Ｌ０及び第２バッファ領域１９＿Ｌ１に隣接して保留領
域３０＿Ｌ０、３０＿Ｌ１が備えられる。
【００５３】
　ここでは、前記ＤＭＡ領域２３＿Ｌ０、２３＿Ｌ１とデータ領域３５＿Ｌ０、３５＿Ｌ
１との間にバッファ領域を備えない。それにより、ユーザーデータを記録できる領域をさ
らに確保できる点で有利である。
【００５４】
　図６Ｂ及び図６Ｃは、情報記録媒体が最大に偏心された時を示す図である。図６Ｂに示
すように、第１情報記録層Ｌ０が内周側に、第２情報記録層Ｌ１が外周側に偏心される場
合、第２
ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１が第１情報記録層にあるＤＭＡ領域２３＿Ｌ０に対向する。ＤＭＡ
領域は、偏心によりＯＰＣ領域に対向しても、最適のパワー制御のためのテストの実行時
にＯＰＣにより影響を受けないこともある。
【００５５】
　また、図６Ｃに示すように、第１情報記録層Ｌ０が外周側に、第２情報記録層Ｌ１が内
周側に偏心される場合、第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ０は、第２情報記録層Ｌ１にあるバッ
ファ領域２１＿Ｌ１に対向し、第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１は、第１情報記録層Ｌ０にあ
るバッファ領域２１＿Ｌ０に対向する。したがって、この場合にも情報記録媒体が偏心さ
れても、ＯＰＣ領域が互いに対向することは発生しないため、互いに影響を受ける恐れが
ない。ここで、なるべくバッファ領域を最小化することにより記録容量を増加させうる。
【００５６】
　次いで、本発明の第１実施形態の他の変形例が図７Ａに示されている。
【００５７】
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　図７Ａに示すように、第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１にそれぞれ第１　Ｏ
ＰＣ領域４０＿Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域４０＿Ｌ１と、ＤＭＡ領域４２＿Ｌ０、４２＿
Ｌ１と、データ領域４４＿Ｌ０、４４＿Ｌ１とが備えられ、前記第１　ＯＰＣ領域４０＿
Ｌ０及び第２　ＯＰＣ領域４０＿Ｌ１の両側にそれぞれバッファ領域３９＿Ｌ０、４１＿
Ｌ１と保留領域４１＿Ｌ０、３９＿Ｌ１とが備えられる。ここで、前記第１　ＯＰＣ領域
４０＿Ｌ０と第２　ＯＰＣ領域４０＿Ｌ１とは、相異なる半径範囲に配置されるという点
が図３Ａに示す例と共通する一方、前記保留領域４１＿Ｌ０、３９＿Ｌ１の大きさが図３
Ａの保留領域３０＿Ｌ０、３０＿Ｌ１と異なる。図３Ａでは、第１　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ
０の外側に保留領域３０＿Ｌ０とその両側にバッファ領域２１＿Ｌ０３１＿Ｌ０とを備え
ることに対し、図７Ａでは、前記保留領域３０＿Ｌ０とバッファ領域２１＿Ｌ０３１＿Ｌ
０に対応する長さを有する第１保留領域４１＿Ｌ０とが備えられる。
【００５８】
　また、図３Ａでは、第２　ＯＰＣ領域２０＿Ｌ１の内側に保留領域３０＿Ｌ１とその両
側にバッファ領域２１＿Ｌ１、３１＿Ｌ１とを備える。同様に、図７Ａでは、前記保留領
域３０＿Ｌ１とバッファ領域２１＿Ｌ１、３１＿Ｌ１とに対応する長さを有する第２保留
領域３９＿Ｌ１が備えられる。
【００５９】
　前記のように、本発明では、各情報記録層にあるＯＰＣ領域が相異なる半径範囲に位置
し、各ＯＰＣ領域に対向する領域に保留領域またはバッファ領域を位置させることにより
、ＯＰＣによって記録特性が劣化されることを防止できる。各ＯＰＣ領域に対向する領域
にある保留領域またはバッファ領域は、ＯＰＣ領域より長いことが好ましい。
【００６０】
　一方、図７Ｂは、単層の情報記録層を有する情報記録媒体を示す図であって、図７Ａに
示す２層情報記録媒体との一貫性を考慮して、ＯＰＣ領域４０と、ＯＰＣ領域の一側に備
えられたバッファ領域３９と、他側に備えられた保留領域４１とを備えて構成されうる。
そして、保留領域４１に隣接してＤＭＡ領域４２、バッファ領域４３及びデータ領域４４
を備える。保留領域４１は、バッファ領域３９に比べて相対的に大きい。
【００６１】
　次いで、本発明の第２実施形態に係る情報記録媒体は図８に示されている。この情報記
録媒体は、複数層の情報記録層を有する情報記録媒体において、各情報記録層は、最適の
記録パワー制御のためのＯＰＣ領域４７＿Ｌ１が備えられ、前記各ＯＰＣ領域４７＿Ｌ１
に対向する領域に再生専用データが記録される領域５０＿Ｌ０が備えられる。前記再生専
用領域５０＿Ｌ０は、前記ＯＰＣ領域４７＿Ｌ１より大きい。前記再生専用データは、例
えば、ディスク関連情報及びコントロールデータでありうる。
【００６２】
　例えば、情報記録媒体は、図８に示すように、第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層
Ｌ１を有し、前記第１情報記録層Ｌ０は、第１再生専用領域５０＿Ｌ０と、第１保護領域
５１＿Ｌ０と、第１　ＯＰＣ領域４７＿Ｌ０とを備え、前記第２情報記録層Ｌ１は、前記
再生専用領域５０＿Ｌ０に対向するように配置された第２　ＯＰＣ領域４７＿Ｌ１と、第
２保護領域５１＿Ｌ０と第２再生専用領域５０＿Ｌ１とを備える。
【００６３】
　第１情報記録層Ｌ０は、バッファ領域４５＿Ｌ０、４８＿Ｌ０の間に第１保護領域５１
＿Ｌ０と第１　ＯＰＣ領域４７＿Ｌ０とを備える。第２情報記録層Ｌ１は、バッファ領域
４５＿Ｌ１、４８＿Ｌ１、第２保護領域５１＿Ｌ１及び第２再生専用領域５０＿Ｌ１を備
える。バッファ領域４５＿Ｌ１、４８＿Ｌ１は、第２　ＯＰＣ領域４７＿Ｌ１の両側に位
置する。
【００６４】
　前記第１保護領域５１＿Ｌ０及び第２保護領域５１＿Ｌ１は、ディスクドライブがディ
スクの各領域にアクセスされる時間を得るための領域である。すなわち、保護領域は、デ
ィスクの半径方向に各領域へのトランジションのために設けられた領域である。
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【００６５】
　前記第１バッファ領域及び第２バッファ領域４５＿Ｌ０、４５＿Ｌ１、４８＿Ｌ０４８
＿Ｌ１は、情報記録媒体の製作に許容される最大許容限度を含みうる長さを有する。ここ
で、最大許容限度は、各領域の開始位置誤差と、記録及び再生ビームの大きさ及び偏心の
うち、少なくとも一つを考慮した大きさを有する。各領域の開始誤差は、特に、マスタリ
ング時に発生する誤差であり、約１００μｍの誤差を有する。また、１トラックを境界と
して隣接するトラックにデータを記録または再生する時、通常、ビームスポットの半径が
トラックピッチより大きいため、各領域の間にバッファ領域がない場合には、ビームスポ
ットにより隣接するトラックが影響を受けざるを得ない。これを防止するために、各領域
の間にバッファ領域が存在し、バッファ領域の大きさを定める時、記録及び再生ビームに
よる影響を防止するために記録及び再生ビームの大きさを考慮して決定されうる。
【００６６】
　隣接する情報記録層からのＯＰＣによる影響を防止するために、第１情報記録層Ｌ０の
ＯＰＣ領域４７＿Ｌ０が第２再生専用領域５０＿Ｌ１に対向するように位置し、第２情報
記録層Ｌ１のＯＰＣ領域４７＿Ｌ１が第１再生専用領域５０＿Ｌ０に対向するように位置
する。
【００６７】
　前記第１再生専用領域５０＿Ｌ０及び第２再生専用領域５０＿Ｌ１には、再生専用情報
であるディスク関連情報とコントロールデータとが情報の信頼性を向上させるために複数
回も反復記録されうる。ここで、前記第１バッファ領域４５＿Ｌ０、４５＿Ｌ１は、前記
繰り返されるディスク関連情報及びコントロールデータの最初記録分より長い。これは、
第１バッファ領域を少なくとも前記再生専用領域に対して対向させるためである。
【００６８】
　再生専用データが記録される領域は、ＯＰＣ過程による影響を受ける恐れがほとんどな
い。したがって、第２実施形態では、ＯＰＣ領域の対向する位置に再生専用データを記録
する領域を備えることにより、ＯＰＣ過程による影響を防止しつつデータが記録される領
域として活用できる。また、情報記録媒体が偏心を起こした時にも、前記第１　ＯＰＣ領
域４７＿Ｌ０と第２　ＯＰＣ領域４７＿１とが互いに対向する場合が発生しないため、Ｏ
ＰＣによって他の領域が影響を受ける恐れがない。
【００６９】
　一方、図９に示すように、第１情報記録層Ｌ０及び第２情報記録層Ｌ１が備えられ、前
記第１情報記録層Ｌ０は、第１再生専用領域５０＿Ｌ０及び第１保護領域５１＿Ｌ０を備
え、前記第２情報記録層Ｌ１は、前記再生専用のディスク関連情報及びコントロールデー
タが記録される領域５０＿Ｌ０に対向するように配置されたＯＰＣ領域４７＿Ｌ１を備え
、前記ＯＰＣ領域４７＿Ｌ１の両側には、第１バッファ領域４５＿Ｌ１及び第２バッファ
領域４９＿Ｌ１が備えられ得る。図８に示す例と比較する時、前記第２バッファ領域４９
＿Ｌ１が前記第２バッファ領域４８＿Ｌ１及び前記第２保護領域５１＿Ｌ１まで含む領域
として備えられる点で異なる。このように、バッファ領域の大きさは、目的、用途などに
よって多様に具現されうる。
【００７０】
　図８及び図９の情報記録媒体で情報記録媒体が偏心されるか、または図８及び図９の各
情報記録媒体で各領域の開始位置に誤差が発生しても、前記ＯＰＣ領域４７＿Ｌ１は、常
に第１再生専用領域５０＿Ｌ０に対向するため、ＯＰＣによって他の領域が影響を受ける
ことを防止でき、データが記録される領域として活用する。
【００７１】
　図１０は、図７の装置が適用されるディスクドライブのブロックダイアグラブである。
図８に示すように、ディスクドライブは、記録／読み取り部１として提供されるピックア
ップ１０を備える。ディスク３０はピックアップにローディングされる。ディスクドライ
ブは、コントローラ２を構成するＰＣ　Ｉ／Ｆ　２１、ＤＳＰ　２２、ＲＦ　ＡＭＰ　２
３、サーボ２４及びシステムコントローラ２５をさらに備える。
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【００７２】
　記録時、ＰＣ　Ｉ／Ｆ　２１は、ホスト（図示せず）から記録されるデータと共に記録
命令を受信する。システムコントローラ２５は、記録のために必要な初期化を行う。さら
に具体的に、システムコントローラ２５は、ディスクのリードイン領域に保存されたディ
スク関連情報のように、初期化のために必要な情報を読み取り、読み取られた情報に基づ
いて記録を準備する。
【００７３】
　ＤＳＰ　２２は、受信されたデータに対するパリティのようにデータを付加することに
より、ＰＣ　Ｉ／Ｆから受信された記録されるデータにＥＣＣエンコーディングを行い、
特定の方式でＥＣＣエンコーディングデータを変調する。ＲＦ　ＡＭＰ　２３は、ＤＳＰ
　２２から受けたデータをＲＦ信号に変換する。ピックアップ１０は、ＲＦ　ＡＭＰ　２
３から受信されたＲＦ信号をディスク３０に記録する。サーボ２４は、システムコントロ
ーラ２５からサーボ制御のために必要な命令を受信し、サーボはピックアップ１０を制御
する。ディスク３０が再生速度情報を保存していない場合には、記録が行われている間、
または記録が完了した後、システムコントローラ２５は、記録が開始される時、ディスク
３０の特定領域に再生速度情報を記録するようにピックアップ１０に命令する。
【００７４】
　再生時、ＰＣ　Ｉ／Ｆ　２１は、ホスト（図示せず）から再生命令を受信する。システ
ムコントローラ２５は、再生に必要な初期化を行う。初期化が完了すれば、システムコン
トローラ２５は、ディスクに記録された再生速度情報を読み取り、読み取られた再生速度
情報に対応する再生速度で再生を行う。ピックアップ１０は、ディスク３０上にレーザー
ビームを投射し、ディスク３０によって反射されたレーザービームを受信し、光信号を出
力する。ＲＦ　ＡＭＰ　２３は、ピックアップ１０から受信した光信号をＲＦ信号に切り
換え、ＲＦ信号から獲得されたサーボ制御信号をサーボ２４に供給する。ＤＳＰ　２２は
、変調データを復調してＥＣＣエラー訂正によって得たデータを出力する。サーボ２４は
、ＲＦ　ＡＭＰ　２３からサーボ制御信号を受けて、システムコントローラ２５からサー
ボ制御のために必要な命令を受信し、サーボはピックアップ１０を制御する。ＰＣ　Ｉ／
Ｆ　２１は、ＤＳＰ　２２から受信されたデータをホスト（図示せず）に送る。
【００７５】
　本発明に係る情報記録媒体にデータを記録する方法は、光記録条件を得るためのＯＰＣ
領域にデータを記録するステップと、情報記録媒体の相異なる半径範囲内に隣接する情報
記録層にＯＰＣ領域を配置するステップとを含む。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　前記のように本発明に係る情報記録媒体は、情報記録媒体が偏心されるか、またはディ
スクの製作時に誤差が発生しても、各情報記録層にあるＯＰＣによって隣接する他の領域
が影響を受けて記録特性が悪くなることを防止する。
【００７７】
　本発明のいくつかの実施形態が図示及び説明されたが、特許請求の範囲及びその均等な
範囲内で発明の原則及び思想から逸脱せずに、実施形態で当業者によって変更が可能であ
りえる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】従来の２層の情報記録媒体のデータ領域のレイアウトを示す図である。
【図２Ａ】図１の従来の２層の情報記録媒体でＯＰＣ領域による影響を説明するための図
である。
【図２Ｂ】図１の従来の２層の情報記録媒体でＯＰＣ領域による影響を説明するための図
である。
【図３Ａ】本発明の第１実施形態に係る２層の情報記録媒体のデータ領域のレイアウトを
示す図である。



(12) JP 4834695 B2 2011.12.14

10

20

【図３Ｂ】本発明の第１実施形態に係る１層の情報記録媒体のデータ領域のレイアウトを
示す図である。
【図４Ａ】本発明の第１実施形態に係る２層の情報記録媒体が偏心された状態を示す図で
ある。
【図４Ｂ】本発明の第１実施形態に係る２層の情報記録媒体が偏心された状態を示す図で
ある。
【図５Ａ】本発明の第１実施形態に係る４層の情報記録媒体のデータ領域のレイアウトを
示す図である。
【図５Ｂ】本発明の第１実施形態に係る４層の情報記録媒体が偏心された状態を示す図で
ある。
【図６Ａ】本発明の第１実施形態に係る情報記録媒体の変形例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａに示す情報記録媒体が偏心された状態を示す図である。
【図６Ｃ】図６Ａに示す情報記録媒体が偏心された状態を示す図である。
【図７Ａ】本発明の第１実施形態に係る２層の情報記録媒体のさらに他の変形例を示す図
である。
【図７Ｂ】本発明の第１実施形態に係る１層の情報記録媒体のさらに他の変形例を示す図
である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る情報記録媒体のデータ領域のレイアウトを示す図で
ある。
【図９】本発明の第２実施形態に係る情報記録媒体の変形例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る情報記録媒体及び／または記録媒体から情報を記録及
び／再生するための装置のブロックダイアグラムである。
【図１１】図１０の装置が適用されるディスクドライブのブロックダイアグラムである。
【符号の説明】
【００７９】
　１００　記録／読取り部
　１２０　コントローラ
　１３０　ディスク
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