
JP 4407063 B2 2010.2.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の欠陥管理領域、前記第１の欠陥管理領域と比較して外周側にある第２の欠陥管理
領域、及び、前記第１の欠陥管理領域と前記第２の欠陥管理領域の間の予備領域を有する
記録媒体から欠陥管理情報を再生し、
再生時にその再生しようとする情報のアドレスが、欠陥のアドレスを登録するリストであ
る欠陥リストに登録してある場合には、そのアドレスの情報の読み出しを停止して、次の
アドレスの情報から読み出しを再開して再生する装置であって、
前記第１の欠陥管理領域に記憶されている欠陥管理情報と前記第２の欠陥管理領域に記憶
されている欠陥管理情報を読み出す場合において、
前記予備領域のアドレスを前記欠陥リストに登録し、前記欠陥リストに基づいて、前記第
１の欠陥管理領域の欠陥管理情報を再生し、前記予備領域においては再生を停止し、前記
第２の欠陥管理領域の欠陥管理情報においては再生を再開する、欠陥管理情報再生装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスクのような、複数の欠陥管理領域を有する記録媒体から欠陥管理情報
を再生する欠陥管理情報再生方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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周知のように光ディスクのような高密度記録媒体は、回転する光ディスクに対し、その概
略径方向に移動する光ピックアップによる光ビームを照射してその反射の程度から情報を
再生し、またその光ビームの照射強度によって情報を記録するものである。このような記
録媒体を用いて情報の記録再生を行う装置あるいは再生のみ行う装置等では、光ピックア
ップからの情報再生出力によってその制御手段が光ピックアップ移動手段を制御し光ピッ
クアップを径方向に動かす（トラッキングやトラックジャンプ）。
【０００３】
さて、記録媒体上のどの位置に、記録あるいは再生に支障が生じる欠陥があるかを示す欠
陥管理情報は、記録媒体に記録されている情報を再生するために必要な重要情報である。
そのため、記録媒体上に複数の欠陥管理領域を設けて、同一内容の欠陥管理情報を多重記
録するのが一般的である。
【０００４】
記録媒体に記録されている情報を再生するためには、まずこの複数の欠陥管理領域から欠
陥管理情報を全て再生し、再生した欠陥管理情報をもとにして、この記録媒体から情報を
再生するための欠陥リストを作成する必要がある。
【０００５】
以下、ＤＶＤ－ＲＡＭ規格Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０に規定されている光ディスクを記録媒体
の例にとり、従来の欠陥管理情報再生方法について説明を行う。図１０はこの規格で規定
されているデータ領域、欠陥管理領域のレイアウト図である。図１０のＤＭＡと記載され
ている箇所が欠陥管理領域である。この規格では４つの欠陥管理領域があり、そのうちの
２つの欠陥管理領域が光ディスクの内周側に、残りの２つの欠陥管理領域が外周側に配置
されている。内周側の第１欠陥管理領域１と第２欠陥管理領域２との間には２ブロック分
の予備領域（第１予備領域と称す）があるだけで、この２つの欠陥管理領域は近接してい
る。同様に、外周側の第３欠陥管理領域３と第４欠陥管理領域４との間には４ブロック分
の予備領域（第２予備領域と称す）があるだけで、第３欠陥管理領域３と第４欠陥管理領
域４も近接している。
【０００６】
従来の欠陥管理情報再生方法の処理手順を示すフローチャートを図１２に示す。図１２を
参照しながら、従来の欠陥管理情報の動作を説明する。まず、ステップ１で最初に再生す
る第１欠陥管理領域１を指定する。次に、ステップ２で指定された第１欠陥管理領域１の
頭出しを行い、ステップ３で指定された第１欠陥管理領域１から欠陥管理情報の再生を行
い、ステップ４で再生した欠陥管理情報の格納、ホストとのコマンド送受信等の再生後の
処理を行う。次にステップ５に移り、全ての欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生したか
どうかをチェックする。全ての欠陥管理領域から欠陥管理情報の再生が終了していれば、
欠陥管理情報再生処理は終了する。まだ、全ての情報を再生していない場合には、ステッ
プ６に移り、次の欠陥管理領域を指定して、ステップ２に戻る。
【０００７】
図１１は、図１２に示したフローチャートに従って、光ディスクから欠陥管理情報を再生
する動作を行った時の、光ピックアップの動きを示した図である。この図を用いて、従来
の欠陥管理情報再生方法で欠陥管理情報を再生した場合の光ピックアップの動きを説明す
る。
【０００８】
まず内周側に配置されている第１欠陥管理領域１に光ピックアップを移動させ、第１欠陥
管理領域１から欠陥管理情報を再生し、再生後の処理を行う。この時の光ピックアップの
動作は図１１の第１欠陥管理領域１の再生と記載している部分であり、内周側から外周側
に向かって動作している。この処理は、図１２のステップ２，３、４に相当する。
【０００９】
第１欠陥管理領域１の再生が終了した時点では、光ピックアップは第２欠陥管理領域２以
降に進んでしまっているので、第２欠陥管理領域２の頭出しを行うために、一旦トラック
ジャンプをして光ピックアップを内周側に戻す。この処理が図１２のステップ２に相当す
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る。第２欠陥管理領域２の頭出しが完了した後、図１２のステップ３、４に相当する第２
欠陥管理領域２の再生、および再生後の処理を行う。この時の光ピックアップの動作は図
１１の第２欠陥管理領域２の再生と記載している部分であり、トラックジャンプによる頭
出しで一旦内周側に戻り、トラックジャンプ完了後は内周側から外周側に向かって動作し
ている。
【００１０】
次に、図１２のステップ２に相当する第３欠陥管理領域３の頭出しを行うが、第３欠陥管
理領域３は外周部に配置されているため、ここではシーク動作を行う。第３欠陥管理領域
３の頭出しが完了した後、図１２のステップ３、４に相当する第３欠陥管理領域３の再生
、および再生後の処理を行う。この時の光ピックアップの動作は図１１の第３欠陥管理領
域３の再生と記載している部分であり、シークによる頭出し完了後は、内周側から外周側
に向かって動作している。
【００１１】
次に、図１２のステップ２に相当する第４欠陥管理領域４の頭出しを行うが、第３欠陥管
理領域３の再生が終了した時点では、光ピックアップは第４欠陥管理領域４以降に進んで
しまっているので、第４欠陥管理領域４の頭出しを行うために、一旦トラックジャンプを
して光ピックアップを内周側に戻す。第４欠陥管理領域４の頭出しが完了した後、図１２
のステップ３、４に相当する第４欠陥管理領域４の再生、および再生後の処理を行う。こ
の時の光ピックアップの動作は図１１の第４欠陥管理領域４の再生と記載している部分で
あり、トラックジャンプによる頭出しで一旦内周に戻り、頭出し完了後は内周側から外周
側に向かって動作している。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
記録媒体に記録されている情報を再生するためには、まず複数の欠陥管理領域から欠陥管
理情報を全て再生し、再生した欠陥管理情報をもとにしてこの記録媒体から情報を再生す
るための欠陥リストを作成する必要がある。従って、欠陥管理情報の再生に要する時間は
初期起動の時間に影響することになる。
【００１３】
上述したように従来の欠陥管理情報再生方法では、第２欠陥管理領域２と第４欠陥管理領
域４から欠陥管理情報を再生する際に頭出しのために、一旦光ピックアップを内周側に戻
すためのトラックジャンプが発生し、その分時間を要して欠陥管理情報再生の時間が長く
なるという課題があった。
【００１４】
本発明は、この従来の問題点を解決するもので、複数の近接する欠陥管理領域から欠陥管
理情報を再生する際に発生していた欠陥管理領域の頭出しのためのトラックジャンプを削
除し、欠陥管理情報再生時間の短縮をはかることを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するために、本発明の欠陥管理情報再生方法では、欠陥管理情報を再生す
るための欠陥リストを備え、記録媒体の初期化時に発見された欠陥のアドレスを登録する
一次欠陥リスト、または、記録媒体に情報を記録中に発見された欠陥のアドレスを交替さ
せた交替先アドレスを登録する二次欠陥リストにこの欠陥リストを登録し、この一次欠陥
リストまたは二次欠陥リストを用いて複数の近接する欠陥管理領域から一度に欠陥管理情
報を再生する。
【００１６】
これによって、欠陥管理領域の頭出しのためのトラックジャンプを削除できるので、新た
な制御手段の追加なしで、従来の欠陥管理情報再生方法よりも短い時間で欠陥管理情報を
再生し、初期起動時間を短縮することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下の実施の
形態の説明において、記録媒体としてＤＶＤ－ＲＡＭ規格Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０に規定さ
れている光ディスクを例にとって説明する。
【００１８】
実施の形態の説明の前にＤＶＤ－ＲＡＭ規格Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０に規定されている光デ
ィスクから情報を再生する際の動作について簡単に説明しておく。
【００１９】
この光ディスクからの情報再生は、一次欠陥リスト、二次欠陥リストを参照しながら行わ
れる。一次欠陥リストとは、光ディスクの初期化時に発見された欠陥に対して、その欠陥
のアドレスをセクタ単位で登録するリストである。この一次欠陥リストは欠陥管理領域に
記録されている。また、二次欠陥リストとは、光ディスクに情報を記録している際に発見
された欠陥に対して、その欠陥のアドレスと欠陥を交替させた交替先のアドレスを登録す
るリストである。この二次欠陥リストはセクタ単位ではなく、光ディスクへの記録の単位
であるブロック（１６セクタ）単位で登録されており、一次欠陥リストと同様に欠陥管理
領域に記録されている。また、この二次欠陥リストには、ＳＬＲという情報も同時に配置
されている。このＳＬＲ情報は欠陥のアドレスに記録すべき情報が交替されたかどうかを
示す情報であり、このＳＬＲ情報が０の時には、情報は正常に記録できる別の場所に交替
して記録され、欠陥ブロックのアドレスと交替先ブロックのアドレスが二次欠陥リストに
記録されている。ＳＬＲ情報が１の時には、交替は行われず、情報は欠陥ブロックの次の
正常に記録できるブロックに記録され、二次欠陥リストには欠陥ブロックのアドレスだけ
が記録されている。
【００２０】
この光ディスクから情報を再生するには、まず欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生し、
再生した欠陥管理情報から一次欠陥リスト、二次欠陥リストを作成する。情報再生時には
一次欠陥リスト、二次欠陥リストを参照しながら再生を行う。再生しようとする情報のア
ドレスが一次欠陥リストに登録されている場合は、その登録されているアドレスのセクタ
は読み出しを一時停止して、次のセクタから読み出しを再開して再生を行う。再生しよう
とする情報のアドレスが二次欠陥リストに登録されている場合は、まずＳＬＲ情報を参照
して、ＳＬＲ情報が０の場合は、その欠陥ブロックではなく、登録されている交替先ブロ
ックから情報の再生を行う。ＳＬＲ情報が１の場合は、欠陥ブロックで再生を一時停止し
て、次のブロックから再生を行う。
【００２１】
このように、ＤＶＤ－ＲＡＭ規格Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０に規定されている光ディスクから
情報を再生するためには、一次欠陥リストを使用して再生動作をセクタ単位で停止させた
り、二次欠陥リストを使用して再生するブロックアドレスの変換を行う、あるいは登録さ
れているブロックで再生を停止して次のブロックで再生を再開したりする必要がある。
【００２２】
この一次欠陥リスト、二次欠陥リストは欠陥管理領域に記録されている欠陥管理情報から
作成するため、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生する時には一次欠陥リスト、二次欠
陥リストは全く使用されていない。
【００２３】
（実施の形態１）
図２は本発明の実施の形態１の欠陥管理情報再生方法の処理手順を示すフローチャートで
ある。また図１は、図２に示す処理手順に従い、欠陥管理情報を再生した場合の、光ピッ
クアップの動きを示した図であり、図３は図２のステップ２１で使用する一次欠陥リスト
である。
【００２４】
以下、この図１、図２、図３を用いて、本発明の実施の形態１の動作について説明する。
【００２５】
図１において、１、２、３、４は第１，第２，第３及び第４欠陥管理領域、５はデータ領
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域、６、７、８、９は第１，第２，第３及び第４予備領域である。これらの領域は図１０
のように配置されており、第１欠陥管理領域１と第２欠陥管理領域２、第３欠陥管理領域
３と第４欠陥管理領域４はそれぞれの間に２ブロック分の第１予備領域６，４ブロック分
の第２予備領域７が配置されているだけで近接している。
【００２６】
まず、この近接している第１欠陥管理領域１と第２欠陥管理領域２の間の第１予備領域６
と、第３欠陥管理領域３と第４欠陥管理領域４の間の第２予備領域７を、それぞれ欠陥領
域と見なして、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生するための欠陥リストとして一次欠
陥リストに登録する。この一次欠陥リストは図３のようになる。この処理が図２のステッ
プ２１に相当する。
【００２７】
次にステップ１で最初に再生する第１欠陥管理領域１を指定する。ステップ２に移行し、
指定された第１欠陥管理領域１の頭出しを行う。ステップ３で指定された欠陥管理領域の
再生を行うが、ここでは一次欠陥リストを参照して、指定された第１欠陥管理領域１とそ
の次の第２欠陥管理領域２の２つの欠陥管理領域から合計４ブロック分の欠陥管理情報を
再生するように指示を行う。第１欠陥管理領域１から欠陥管理情報を２ブロック分を再生
した後、次の第１予備領域６のアドレスは全て一次欠陥リストに登録されているため、こ
こでは再生が一次停止される。第１予備領域６を通過して次の第２欠陥管理領域２に入っ
たところで、再生が再開され、第２欠陥管理領域２から欠陥管理情報が２ブロック分再生
される。ステップ４に移り、再生した欠陥管理情報の格納、ホストとのコマンド送受信等
の再生後の処理を行う。
【００２８】
次にステップ５に移り、全ての欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生したかどうかをチェ
ックする。全ての欠陥管理領域から欠陥管理情報の再生が終了していれば、欠陥管理情報
再生処理は終了する。まだ、全ての情報を再生していない場合には、ステップ６に移り、
次に再生する欠陥管理領域を指定する。ただし、ステップ２，ステップ３、ステップ４の
実行で２つの欠陥管理領域から欠陥管理情報の再生を行っているので、次に再生する欠陥
管理領域は、第３欠陥管理領域３になる。
【００２９】
続いて図１を用いて、本発明の実施の形態１の欠陥管理情報再生方法のフローチャートに
従って、光ディスクから欠陥管理情報を再生する動作を行った時の光ピックアップの動き
を説明する。
【００３０】
図２のステップ２１で一次欠陥リストを登録した後、内周側に配置されている第１欠陥管
理領域１に光ピックアップを移動させる。これが図２のステップ２に相当する。第１欠陥
管理領域１から欠陥管理情報を再生し、一次欠陥リストを参照して第１予備領域６を再生
停止して通過し、第２欠陥管理領域２から欠陥管理情報の再生を再開する。その後、再生
後の処理を行う。この時の光ピックアップの動作は図１の第１、第２欠陥管理領域１、２
の再生と記載している部分であり、内周側から外周側に向かって動作しているだけであり
、第１欠陥管理領域１から第２欠陥管理領域２へ行く時にもトラックジャンプ等は発生し
ていない。この処理は、図２のステップ３、４に相当する。
【００３１】
第１、第２欠陥管理領域１、２の再生が終了すると、次に指定する欠陥管理領域を第３欠
陥管理領域３に指定し、図２のステップ２に相当する第３欠陥管理領域３の頭出しを行う
。第３欠陥管理領域３は外周部に配置されているため、ここではシーク動作で頭出しを行
う。第３欠陥管理領域３の頭出しが完了した後、図２のステップ３，４に相当する第３、
第４欠陥管理領域３、４の再生、および再生後の処理を行う。ここでも第３欠陥管理領域
３から欠陥管理情報を再生し、一次欠陥リストを参照して第２予備領域７を再生停止して
通過し、第４欠陥管理領域４から欠陥管理情報の再生を再開する。この時の光ピックアッ
プの動作は図１の第３、第４欠陥管理領域３、４の再生と記載している部分であり、シー
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クによる頭出し完了後は、内周側から外周側に向かって動作しており、第３欠陥管理領域
３から第４欠陥管理領域４へ行く時にもトラックジャンプ等は発生していない。
【００３２】
従来の欠陥管理情報再生方法では、欠陥管理領域からの欠陥管理情報の再生はそれぞれの
欠陥管理領域毎に個別に行われており、そのために、第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理
領域４から欠陥管理情報を再生する際に、頭出しのため一旦トラックジャンプをして、光
ピックアップを内周に移動させる必要があった。
【００３３】
上述したように本発明の実施の形態１の欠陥管理情報再生方法では、近接する第１欠陥管
理領域１と第２欠陥管理領域２の間の第１予備領域６と、第３欠陥管理領域３と第４欠陥
管理領域４の間の第２予備領域７を、それぞれ欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から欠
陥管理情報を再生するための欠陥リストとして一次欠陥リストに登録する。そして、この
一次欠陥リストを参照しながら欠陥管理情報の再生を行うことで、従来の欠陥管理情報再
生方法で発生していた第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理領域４から欠陥管理情報を再生
する際の頭出しのためのトラックジャンプを削除することができ、従来よりも短い時間で
欠陥管理情報を再生し、初期起動時間を短縮することができる。
【００３４】
（実施の形態２）
次に本発明の実施の形態２について説明する。図４は本発明の実施の形態２の欠陥管理情
報再生方法の処理手順を示すフローチャートである。また、図５は図４のステップ４１で
登録される二次欠陥リストである。
【００３５】
以下、この図４、図５を用いて、本発明の実施の形態２の動作について説明する。
【００３６】
本実施の形態２では、近接する第１欠陥管理領域１と第２欠陥管理領域２の間の第１予備
領域６と、第３欠陥管理領域３と第４欠陥管理領域４の間の第２予備領域７を、それぞれ
欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生するための欠陥リストとして
二次欠陥リストに登録する。この二次欠陥リストは図５のようになる。ここでは交替の有
無を示すＳＬＲ情報は１として登録する。
【００３７】
まず、図４のステップ４１で二次欠陥リストを登録する。次にステップ１で最初に再生す
る第１欠陥管理領域１を指定する。ステップ２に移行し、指定された第１欠陥管理領域１
の頭出しを行う。ステップ３で指定された第１欠陥管理領域１の再生を行うが、ここでは
二次欠陥リストを参照して、指定された第１欠陥管理領域１とその次の第２欠陥管理領域
２の２つの欠陥管理領域から合計４ブロック分の欠陥管理情報を再生するように指示を行
う。第１欠陥管理領域１から欠陥管理情報を２ブロック分を再生した後の次の第１予備領
域６の２ブロック分のアドレスは二次欠陥リストにＳＬＲ情報１で登録されている。二次
欠陥リストを参照して、ここでは再生が一次停止される。第１予備領域６を通過して次の
第２欠陥管理領域２に入ったところで、再生が再開され、第２欠陥管理領域２から欠陥管
理情報が２ブロック分再生される。ステップ４に移り、再生した欠陥管理情報の格納、ホ
ストとのコマンド送受信等の再生後の処理を行う。
【００３８】
次にステップ５に移り、全ての欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生したかどうかをチェ
ックする。全ての欠陥管理領域から欠陥管理情報の再生が終了していれば、欠陥管理情報
再生処理は終了する。まだ、全ての情報を再生していない場合には、ステップ６に移り、
次に再生する欠陥管理領域を指定する。ただし、ステップ２，ステップ３、ステップ４の
実行で２つの欠陥管理領域から欠陥管理情報の再生を行っているので、次に再生する欠陥
管理領域は、第３欠陥管理領域３になる。
【００３９】
図４に示す実施の形態２の欠陥管理情報再生方法のフローチャートに従って、光ディスク
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から欠陥管理情報を再生する動作を行った時の、光ピックアップの動きは図１のようにな
り、実施の形態１の場合と同じであるので、ここでは説明を省略する。
【００４０】
従来の欠陥管理情報再生方法では、欠陥管理領域からの欠陥管理情報の再生はそれぞれの
欠陥管理領域毎に個別に行われていた。そのため、第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理領
域４から欠陥管理情報を再生する際に頭出しのために、一旦トラックジャンプをして、光
ピックアップを内周に移動させる必要があった。
【００４１】
本発明の実施の形態２の欠陥管理情報再生方法では、近接する第１欠陥管理領域１と第２
欠陥管理領域２の間の第１予備領域６と、第３欠陥管理領域３と第４欠陥管理領域４の間
の第２予備領域７を、それぞれ欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再
生するための欠陥リストとして二次欠陥リストにＳＬＲ情報１で登録する。そして、この
二次欠陥リストを参照しながら欠陥管理情報を再生を行うことで、従来の欠陥管理情報再
生方法で発生していた第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理領域４から欠陥管理情報を再生
する際の頭出しのためのトラックジャンプを削除することができ、従来よりも短い時間で
欠陥管理情報を再生し、初期起動時間を短縮することができる。
【００４２】
（実施の形態３）
次に本発明の実施の形態３について説明する。図６は本発明の実施の形態３の欠陥管理情
報再生方法の処理手順を示すフローチャートである。また、図７は図６のステップ６１で
登録される一次欠陥リストである。
【００４３】
以下、この図６、図７を用いて、本発明の実施の形態３の動作について説明する。本実施
の形態の処理手順は、前述の実施の形態１の処理手順と使用する一次欠陥リストの内容と
、その一次欠陥リストの登録のタイミングが異なるのでこの点について説明を行う。
【００４４】
本実施の形態３では、近接する第１欠陥管理領域１と第２欠陥管理領域２の間の第１予備
領域６を欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生するための１つ目の
欠陥リストとして準備し、同様に近接する第３欠陥管理領域３と第４欠陥管理領域４の間
の第２予備領域７を欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生するため
の２つ目の欠陥リストとして準備しておく。
【００４５】
図６のステップ１で第１欠陥管理領域１からの再生を指定した後、ステップ６１で、１つ
目の欠陥リストを一次欠陥リストを登録する。この登録された一次欠陥リストは図７（ａ
）に示す内容である。ステップ２、ステップ３、ステップ４、ステップ５、ステップ６の
動作については、前述の実施の形態１と同様である。ステップ６に移り、次に再生する第
３欠陥管理領域３を指定する。ステップ６１に戻ると、ここで今度は２つめの欠陥リスト
を一次欠陥リストとして登録する。登録された一次欠陥リストの内容は図７（ｂ）に示す
内容である。その後の動作は、前述の実施の形態１と同様である。
【００４６】
この実施の形態３の欠陥管理情報再生方法のフローチャートに従って、光ディスクから欠
陥管理情報を再生する動作を行った時の、光ピックアップの動きは図１のようになり、実
施の形態１の場合と同じであるので、ここでは説明を省略する。
【００４７】
従来の欠陥管理情報再生方法では、欠陥管理領域からの欠陥管理情報の再生はそれぞれの
欠陥管理領域毎に個別に行われており、そのために、第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理
領域４から欠陥管理情報を再生する際に、頭出しのため、一旦トラックジャンプをして、
光ピックアップを内周に移動させる必要があった。
【００４８】
上述したように、本発明の実施の形態３の欠陥管理情報再生方法では、近接する第１欠陥
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管理領域１と第２欠陥管理領域２の間の第１予備領域６と、第３欠陥管理領域３と第４欠
陥管理領域４の間の第２予備領域７を、それぞれ欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から
欠陥管理情報を再生するための欠陥リストを複数準備し、それらを一次欠陥リストに登録
する。さらに再生しようとする欠陥管理領域に応じて一次欠陥リストを変更する。そして
、この一次欠陥リストを参照しながら欠陥管理情報を再生を行うことで、従来の欠陥管理
情報再生方法で発生していた第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理領域４から欠陥管理情報
を再生する際の頭出しのためのトラックジャンプを削除することができ、従来よりも短い
時間で欠陥管理情報を再生し、初期起動時間を短縮することができる。
【００４９】
（実施の形態４）
次に本発明の実施の形態４について説明する。図８は本発明の実施の形態４の欠陥管理情
報再生方法の処理手順を示すフローチャートである。また、図９は図８のステップ８１で
登録される二次欠陥リストである。
【００５０】
以下、この図８、図９を用いて、本発明の実施の形態４の動作について説明する。
【００５１】
本実施の形態４では、近接する第１欠陥管理領域１と第２欠陥管理領域２の間の第１予備
領域６を欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生するための一つ目の
欠陥リストとして準備し、同様に近接する第３欠陥管理領域３と第４欠陥管理領域４の間
の第２予備領域７を欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から欠陥管理情報を再生するため
の二つ目の欠陥リストとして準備しておく。
【００５２】
そして、図８のステップ８１で再生する欠陥管理領域に合わせて用意したいずれかの欠陥
リストを二次欠陥リストとして登録する。その後のステップの動作は前述の実施の形態２
の動作と同じであるのでここでは説明を省略する。
【００５３】
この実施の形態４の欠陥管理情報再生方法のフローチャートに従って、光ディスクから欠
陥管理情報を再生する動作を行った時の、光ピックアップの動きは図１のようになり、実
施の形態１の場合と同じであるので、ここでは説明を省略する。
【００５４】
従来の欠陥管理情報再生方法では、欠陥管理領域からの欠陥管理情報の再生はそれぞれの
欠陥管理領域毎に個別に行われていた。そのため、第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理領
域４から欠陥管理情報を再生する前に頭出しのために、一旦トラックジャンプをして、光
ピックアップを内周に移動させる必要があった。
【００５５】
上述したように、本発明の実施の形態４の欠陥管理情報再生方法では、近接する第１欠陥
管理領域１と第２欠陥管理領域２の間の第１予備領域６と、第３欠陥管理領域３と第４欠
陥管理領域４の間の第２予備領域７を、それぞれ欠陥領域と見なして、欠陥管理領域から
欠陥管理情報を再生するための欠陥リストを複数準備し、それらを二次欠陥リストにＳＬ
Ｒ情報１で登録する。さらに再生しようとする欠陥管理領域に応じて二次欠陥リストを変
更する。そして、この二次欠陥リストを参照しながら欠陥管理情報を再生を行うことで、
従来の欠陥管理情報再生方法で発生していた第２欠陥管理領域２、第４欠陥管理領域４か
ら欠陥管理情報を再生する際の頭出しのためのトラックジャンプを削除することができ、
従来よりも短い時間で欠陥管理情報を再生し、初期起動時間を短縮することができる。
【００５６】
なお、上述の実施の形態では、記録媒体として光ディスクを例示して説明したが、これに
限定されるものではなく、複数の欠陥管理領域を有する記録媒体であれば何でも構わない
ことはいうまでもない。
【００５７】
なお、上述の実施の形態の説明において、４つの欠陥管理領域が存在する記録媒体を例に
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いくつでも構わないことはいうまでもない。
【００５８】
さらに、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではない。
【００５９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、欠陥管理情報を再生するための欠陥リストを備え、
この欠陥リストを一次欠陥リストまたは二次欠陥リストに登録する。この一次欠陥リスト
または二次欠陥リストを用いて欠陥管理情報を再生することで、近接する複数の欠陥管理
領域から欠陥管理情報を再生する際の頭出しのためのトラックジャンプを削除し、従来の
欠陥管理情報再生方法よりも短い時間で欠陥管理情報を再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の欠陥管理情報再生方法による欠陥管理情報再生の模式図
【図２】同、制御手順を示すフローチャート
【図３】同、登録する一次欠陥リストを示す図
【図４】本発明の実施の形態２の欠陥管理情報再生方法の制御手順を示すフローチャート
【図５】同、登録する二次欠陥リストを示す図
【図６】本発明の実施の形態３の欠陥管理情報再生方法の制御手順を示すフローチャート
【図７】同、登録する一次欠陥リストを示す図
【図８】本発明の実施の形態４の欠陥管理情報再生方法の制御手順を示すフローチャート
【図９】同、登録する二次欠陥リストを示す図
【図１０】ＤＶＤ－ＲＡＭ規格Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０規定の領域のレイアウト概略図
【図１１】従来の欠陥管理情報再生方法による欠陥管理情報再生の模式図
【図１２】同、制御手順を示すフローチャート
【符号の説明】
１　第１欠陥管理領域１
２　第２欠陥管理領域２
３　第３欠陥管理領域３
４　第４欠陥管理領域４
５　データ領域
６　第１予備領域
７　第２予備領域
８　第３予備領域
９　第４予備領域
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