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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に情報を記録する情報記録装置で
あって、
　記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報を
前記書換可能型記録媒体に記録する記録手段と、
　前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する
仮管理情報を生成する仮管理情報生成手段と、
　前記書換可能型記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理情報を記録する仮管理情報記録手
段と、を備え、
　前記仮管理情報記録手段は、前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記
録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置に前記仮管理情報を記録し、
　前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブロック
の単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との
間に１ブロック隔てた位置とし、
　前記仮管理情報は、１つの前記ブロックの大きさに収まる情報として記録され、
　前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域
を有し、
　前記仮管理情報記録手段は、同一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域
及び前記第２の仮管理情報記録領域の各々に記録し、



(2) JP 4087642 B2 2008.5.21

10

20

30

40

50

　前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも
一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理
情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更することを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　前記書換可能型記録媒体上における前記仮記録位置を示す仮記録位置情報を、前記書換
可能型記録媒体上の所定位置に記録する仮記録位置情報記録手段をさらに備えることを特
徴とする請求項１記載の情報記録装置。
【請求項３】
　前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び第２の仮管理情報記録領域内のそれぞれにお
いて、前記変更後の前記仮記録位置を、変更前の前記仮記録位置と隣接しない位置とする
ことを特徴とする請求項１に記載の情報記録装置。
【請求項４】
　前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び第２の仮管理情報記録領域内のそれぞれにお
いて、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との間に１ブロック隔てた位置と
することを特徴とする請求項１に記載の情報記録装置。
【請求項５】
　前記第１及び第２の仮管理情報記録領域内における前記仮記録位置のそれぞれを示す仮
記録位置情報を、前記書換可能型記録媒体上の所定位置に記録する仮記録位置情報記録手
段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の情報記録装置
。
【請求項６】
　前記仮記録位置情報記録手段は、前記書換可能型記録媒体上の異なる所定の位置に、同
一の前記仮記録位置情報を記録することを特徴とする請求項５に記載の情報記録装置。
【請求項７】
　前記所定の記録フォーマットはＤＶＤビデオ規格に準拠した記録フォーマットであり、
前記書換可能型記録媒体はＤＶＤ－ＲＷであり、前記単位記録情報は前記記録フォーマッ
トにおけるＶＴＳ（Video Title Set）であり、前記仮管理情報は前記記録フォーマット
におけるＴＭＰ＿ＶＭＧＩ（Video Manager Information）であることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか一項に記載の情報記録装置。
【請求項８】
　前記仮記録位置は、前記記録フォーマットにおけるファイルシステム情報領域とデータ
記録領域との間に位置することを特徴とする請求項７に記載の情報記録装置。
【請求項９】
　所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に情報を記録し、記録された情報
を再生する情報記録再生装置であって、
　記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報を
前記書換可能型記録媒体に記録する記録手段と、
　前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する
仮管理情報を生成する仮管理情報生成手段と、
　前記書換可能型記録媒体上に規定された仮記録領域内の仮記録位置に前記仮管理情報を
記録するとともに、前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記録位置を変
更し、変更後の前記仮記録位置に前記仮管理情報を記録する仮管理情報記録手段と、
　前記書換可能型記録媒体上における前記仮記録位置を示す仮記録位置情報を、前記書換
可能型記録媒体上の所定位置に記録する仮記録位置情報記録手段と、
　前記仮記録位置情報を取得し、取得した前記仮記録位置情報に基づいて前記仮管理情報
を取得して前記単位記録情報を再生する再生手段と、を備え、
　前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブロック
の単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との
間に１ブロック隔てた位置とし、
　前記仮管理情報は、１つの前記ブロック単位の大きさに収まる情報として記録され、



(3) JP 4087642 B2 2008.5.21

10

20

30

40

50

　前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域
を有し、
　前記仮管理情報記録手段は、同一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域
及び前記第２の仮管理情報記録領域の各々に記録し、
　前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも
一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理
情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更することを特徴とする情報記録再生装
置。
【請求項１０】
　前記再生手段は、前記書換可能型記録媒体から前記仮記録位置情報を取得できない場合
、前記仮記録領域内の記録情報を順に読み取ることにより、前記仮管理情報を取得するこ
とを特徴とする請求項９に記載の情報記録再生装置。
【請求項１１】
　所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に情報を記録する情報記録方法で
あって、
　記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報を
前記書換可能型記録媒体に記録する記録工程と、
　前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する
仮管理情報を生成する仮管理情報生成工程と、
　前記書換可能型記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理情報を記録する仮管理情報記録工
程と、を有し、
　前記仮管理情報記録工程は、前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記
録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置に前記仮管理情報を記録し、
　前記仮管理情報記録工程は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブロック
の単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との
間に１ブロック隔てた位置とし、
　前記仮管理情報は、１つの前記ブロック単位の大きさに収まる情報として記録され、
　前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域
を有し、
　前記仮管理情報記録工程は、同一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域
及び前記第２の仮管理情報記録領域の各々に記録し、
　前記仮管理情報記録工程は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも
一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理
情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更することを特徴とする情報記録方法。
【請求項１２】
　所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に情報を記録する情報記録装置に
含まれるコンピュータにより実行されるプログラムであって、前記コンピュータを、
　記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報を
前記書換可能型記録媒体に記録する記録手段と、
　前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する
仮管理情報を生成する仮管理情報生成手段と、
　前記書換可能型記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理情報を記録する仮管理情報記録手
段として機能させ、
　前記仮管理情報記録手段は、前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記
録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置に前記仮管理情報を記録し、
　前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブロック
の単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との
間に１ブロック隔てた位置とし、
　前記仮管理情報は、１つの前記ブロックの大きさに収まる情報として記録され、
　前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域
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を有し、
　前記仮管理情報記録手段は、同一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域
及び前記第２の仮管理情報記録領域の各々に記録し、
　前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも
一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理
情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更することを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に情報を記録する情報記録装置に
含まれるコンピュータにより実行されるプログラムを記録した記録媒体であって、前記プ
ログラムは前記コンピュータを、
　記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報を
前記書換可能型記録媒体に記録する記録手段と、
　前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する
仮管理情報を生成する仮管理情報生成手段と、
　前記書換可能型記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理情報を記録する仮管理情報記録手
段として機能させ、
　前記仮管理情報記録手段は、前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記
録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置に前記仮管理情報を記録し、
　前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブロック
の単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との
間に１ブロック隔てた位置とし、
　前記仮管理情報は、１つの前記ブロックの大きさに収まる情報として記録され、
　前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域
を有し、
　前記仮管理情報記録手段は、同一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域
及び前記第２の仮管理情報記録領域の各々に記録し、
　前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも
一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理
情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更することを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤ－ＲＷ（DVD-Rewritable）などの書換可能型記録媒体に情報を記録する
のに好適な情報記録装置及び情報記録方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光ディスクの分野において高記録密度化の傾向が顕著である。ＤＶＤはこのような高記録
密度化に対応した光ディスクであり、ＭＰＥＧ２と呼ばれる画像処理技術により画像デー
タを圧縮することにより、一本の映画に対応する画像及び音声データを１枚のＤＶＤに記
録することが可能となっている。今日では、映画などを記録した再生専用ＤＶＤが販売さ
れている。この再生専用ＤＶＤには、ＤＶＤビデオと呼ばれる記録フォーマットに従って
画像データ及び音声データが記録されている。よって、ＤＶＤビデオフォーマットに対応
する再生が可能なＤＶＤプレイヤーにより再生専用ＤＶＤを再生することにより、ユーザ
は映画などのコンテンツを楽しむことができる。
【０００３】
最近では、ＤＶＤ－ＲＷなどの書換可能型ＤＶＤが普及している。ＤＶＤ－ＲＷは、千回
程度にわたり情報の書き換えが可能であり、ユーザは従来のＶＴＲの代わりに、テレビジ
ョン放送番組その他の画像・音声データをＤＶＤ－ＲＷなどの書換可能型ＤＶＤに記録す
ることが可能となっている。
【０００４】
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ＤＶＤ－ＲＷに対して、ＤＶＤビデオフォーマットに従ってテレビジョン放送番組などの
リアルタイム記録を行う場合、番組を構成する画像データ及び音声データ自体、並びにそ
れらの再生制御情報は、リアルタイムで順次ＤＶＤ－ＲＷの記録領域に記録されてゆく。
一方、それら画像データ及び音声データに関連する管理情報は、ＤＶＤ－ＲＷの所定領域
に仮記録されることになる。
【０００５】
具体的には、あるテレビジョン放送番組をＤＶＤプレイヤーによりＤＶＤ－ＲＷに記録す
る場合、その番組を構成する画像データ及び音声データは１つ又は複数のＶＯＢとしてＤ
ＶＤ－ＲＷ上にリアルタイム記録される。また、ユーザの指示によりその番組の記録が終
了すると、記録されたＶＯＢを再生するために必要な再生制御情報であるＶＴＳＩが記録
される。こうして、その番組は、１つ又は複数のＶＯＢ、ＶＴＳＩ及びＶＴＳＩのバック
アップ情報により構成される１つのタイトルとしてＤＶＤ－ＲＷに記録される。
【０００６】
しかし、ユーザがそのＤＶＤ－ＲＷをファイナライズしない限り、記録した画像データ及
び音声データの管理情報であるＶＭＧＩ（Video ManaGer Information）をＤＶＤ－ＲＷ
に記録することはしない。このため、ユーザの指示により当該ＤＶＤ－ＲＷがファイナラ
イズされるまでの間、ＤＶＤ－ＲＷ上に記録されたタイトルに関連する情報を一時的に管
理する仮ＶＭＧＩは、ＤＶＤ－ＲＷ上の所定領域に記録される。仮ＶＭＧＩは、その時点
においてディスクに記録されているＶＴＳの数やディスクネームの情報、所定数タイトル
分のＶＴＳの物理配置やタイトル名などの情報を含む。
【０００７】
ユーザが当該ＤＶＤ－ＲＷをファイナライズするまでの間は、新たなタイトルが記憶され
るたびに仮ＶＭＧＩの内容が変更され、上述の所定領域に繰り返し記録される。そして、
ユーザが当該ＤＶＤ－ＲＷをファイナライズすると、仮ＶＭＧＩがＶＭＧＩとして所定位
置に記録される。こうして、ファイナライズされたＤＶＤ－ＲＷは、再生専用ＤＶＤと同
様に前述のＤＶＤビデオフォーマットに準拠したものとなり、再生専用のＤＶＤプレイヤ
ーによっても、記録されたタイトルの再生が可能となる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述のように仮ＶＭＧＩをＤＶＤ－ＲＷ上の所定領域に繰り返し記録すると、記
録回数の増加に伴って読み出しエラーなどが生じる恐れがある。ＤＶＤ－ＲＷは基本的に
は千回程度のデータ書き換えに耐えるように構成されているが、ユーザが従来のＶＴＲな
どの感覚でＤＶＤ－ＲＷに対して繰り返しテレビジョン放送番組などの記録を行うと、頻
繁に仮ＶＭＧＩが書き換えられることになり、記録面の劣化が生じやすく、読み出しエラ
ーなどが生じる可能性は増加する。仮ＶＭＧＩの読み出しエラーが生じると、そのＤＶＤ
－ＲＷにどのようなタイトルが記録されているかなどを示す管理情報を取得することがで
きなくなり、再生に支障が生じるという問題がある。
【０００９】
本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、ＤＶＤ－ＲＷなどの書き換え可能な光
ディスクに情報を繰り返し記録する場合に、記録した情報に関する管理情報を安定的に記
録及び再生可能とすることを課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の１つの観点では、所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に情報
を記録する情報記録装置は、記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御
情報を含む単位記録情報を前記書換可能型記録媒体に記録する記録手段と、前記書換可能
型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する仮管理情報を生
成する仮管理情報生成手段と、前記書換可能型記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理情報
を記録する仮管理情報記録手段と、を備え、前記仮管理情報記録手段は、前記仮管理情報
にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置に前



(6) JP 4087642 B2 2008.5.21

10

20

30

40

50

記仮管理情報を記録し、前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報
の単位であるブロックの単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変
更前の仮記録位置との間に１ブロック隔てた位置とし、前記仮管理情報は、１つの前記ブ
ロックの大きさに収まる情報として記録され、前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理
情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域を有し、前記仮管理情報記録手段は、同一の
前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域及び前記第２の仮管理情報記録領域の
各々に記録し、前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域
の少なくとも一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び
第２の仮管理情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更する。
【００１１】
　上記の情報記録装置によれば、例えば映像、音声などを含む記録情報、及びその再生の
ための再生制御情報を含む単位情報が書換可能型記録媒体に記録される。そして、当該記
録媒体に記録されている全ての単位記録情報についての仮管理情報が生成され、記録媒体
上に記録される。仮管理情報は、記録媒体上に記録されている単位情報を一時的に管理す
る管理情報であるため、新たな単位記録情報が記録媒体に記録されるたびに仮管理情報を
生成して記録媒体上に記録しておくことにより、その後にその仮管理情報を参照して、当
該記録媒体から各単位記録情報を再生することが可能となる。ここで、仮管理情報の記録
時などに、例えば書込エラーやベリファイエラーなどのアクセスエラーが生じた場合には
、記録媒体上のその位置を仮管理情報の記録に使用しないこととし、仮記録位置を変更し
て仮管理情報を記録する。仮管理情報は、新たな単位情報が記録媒体に記録されるたびに
行われるので、繰り返し記録により記録媒体のその位置が部分的に劣化するなどの理由に
よりアクセスエラーが生じることがあり得る。しかし、本発明では、そのような場合に仮
管理情報を記録する仮記録位置を変更するので、仮管理情報を常に正しく記録し、再生す
ることが可能となる。
　また、前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブ
ロックの単位で仮管理情報を記録し、変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との間
に１ブロック隔てた位置とする。また、仮管理情報は、１つの前記ブロックの大きさに収
まる情報として記録される。これによれば、仮記録位置の変更を、仮管理情報を記録する
単位で管理することにより、仮記録位置の変更のための処理を単純化することが可能とな
る。
　また、前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記
録領域を有し、同一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域及び前記第２の
仮管理情報記録領域の各々に記録することができる。これにより、一方の仮管理情報が何
らかの理由で読み取り不能となった場合でも他方を読み取ることができることになり、仮
管理情報の読み取りにおける安全性、確実性を高めることができる。また、前記仮管理情
報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも一方において前
記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理情報記録領域の
両方において前記仮記録位置を変更する。
【００１２】
上記の情報記録装置の一態様では、前記仮管理情報記録手段は、前記変更後の前記仮記録
位置を、変更前の前記仮記録位置と隣接しない位置とすることができる。アクセスエラー
が生じた場合、その原因となる記録媒体上の物理的な劣化や欠陥などはある程度の広がり
を有する場合があるので、劣化や欠陥などが生じた位置とは隣接しない位置に仮記録位置
を変更することにより、より安全に仮管理情報の記録、保持を行うことができる。
【００１４】
上記の情報記録装置のさらに他の一態様では、前記書換可能型記録媒体上における前記仮
記録位置を示す仮記録位置情報を、前記書換可能型記録媒体上の所定位置に記録する仮記
録位置情報記録手段をさらに備えることができる。こうすれば、仮記録位置情報を参照す
ることにより、仮管理情報の記録位置を直ちに知ることができるので、追記録や再生時に
仮管理情報を容易かつ迅速に取得することができる。
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【００１６】
また、仮管理情報を前記第１及び第２の仮管理情報記録領域内のそれぞれに記録する場合
でも、前記変更後の前記仮記録位置を、変更前の前記仮記録位置と隣接しない位置とする
ことができ、その場合、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との間に１ブロ
ック隔てた位置とすることができる。
【００１７】
また、仮管理情報を前記第１及び第２の仮管理情報記録領域内のそれぞれに記録する場合
でも、前記第１及び第２の仮管理情報記録領域内における前記仮記録位置のそれぞれを示
す仮記録位置情報を、前記書換可能型記録媒体上の所定位置に記録する仮記録位置情報記
録手段をさらに備え、仮管理情報への容易かつ迅速なアクセスを可能とすることができる
。
【００１８】
また、前記仮記録位置情報記録手段は、前記書換可能型記録媒体上の異なる所定の位置に
、同一の前記仮記録位置情報を記録することとして、仮記録位置情報が読取不能となるこ
とに対する安全性を高めることができる。
【００１９】
好適な実施形態では、前記所定の記録フォーマットはＤＶＤビデオ規格に準拠した記録フ
ォーマットとし、前記書換可能型記録媒体はＤＶＤ－ＲＷとし、前記単位記録情報は前記
記録フォーマットにおけるＶＴＳとし、前記仮管理情報は前記記録フォーマットにおける
ＴＭＰ＿ＶＭＧＩとすることができる。また、前記仮記録位置は、前記記録フォーマット
におけるファイルシステム情報領域とデータ記録領域との間に位置するようにすることが
できる。
【００２０】
　本発明の他の観点では、所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に情報を
記録し、記録された情報を再生する情報記録再生装置は、記録情報及び当該記録情報の再
生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報を前記書換可能型記録媒体に記録す
る記録手段と、前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時
的に管理する仮管理情報を生成する仮管理情報生成手段と、前記書換可能型記録媒体上に
規定された仮記録領域内の仮記録位置に前記仮管理情報を記録するとともに、前記仮管理
情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置
に前記仮管理情報を記録する仮管理情報記録手段と、前記書換可能型記録媒体上における
前記仮記録位置を示す仮記録位置情報を、前記書換可能型記録媒体上の所定位置に記録す
る仮記録位置情報記録手段と、前記仮記録位置情報を取得し、取得した前記仮記録位置情
報に基づいて前記仮管理情報を取得して前記単位記録情報を再生する再生手段と、を備え
、前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブロック
の単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との
間に１ブロック隔てた位置とし、前記仮管理情報は、１つの前記ブロックの大きさに収ま
る情報として記録され、前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２
の仮管理情報記録領域を有し、前記仮管理情報記録手段は、同一の前記仮管理情報を、前
記第１の仮管理情報記録領域及び前記第２の仮管理情報記録領域の各々に記録し、前記仮
管理情報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも一方にお
いて前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理情報記録
領域の両方において前記仮記録位置を変更する。
【００２１】
上記の情報記録再生装置によれば、仮管理情報が記録された書換可能型記録媒体から情報
を再生する際、仮記録位置情報から仮記録位置を取得し、その位置にアクセスして仮管理
情報を取得して、書換可能型記録媒体に記録されている単位記録情報を再生することがで
きる。
【００２２】
また、上記の情報記録再生装置において、前記再生手段は、前記書換可能型記録媒体から
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前記仮記録位置情報を取得できない場合、前記仮記録領域内の記録情報を順に読み取るこ
とにより、前記仮管理情報を取得することができる。よって、仮記録位置情報が何らかの
原因で読み取り不能であるような場合でも、仮管理情報を取得し、書換可能型記録媒体上
の単位記録情報を再生することが可能となる。
【００２３】
　本発明のさらに他の観点では、所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録媒体に
情報を記録する情報記録方法は、記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生
制御情報を含む単位記録情報を前記書換可能型記録媒体に記録する記録工程と、前記書換
可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する仮管理情報
を生成する仮管理情報生成工程と、前記書換可能型記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理
情報を記録する仮管理情報記録工程と、を有し、前記仮管理情報記録工程は、前記仮管理
情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置
に前記仮管理情報を記録し、前記仮管理情報記録工程は、所定のデータ量を有する仮管理
情報の単位であるブロックの単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を
、変更前の仮記録位置との間に１ブロック隔てた位置とし、前記仮管理情報は、１つの前
記ブロックの大きさに収まる情報として記録され、前記書換可能型記録媒体は、第１の仮
管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域を有し、前記仮管理情報記録工程は、同
一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域及び前記第２の仮管理情報記録領
域の各々に記録し、前記仮管理情報記録工程は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録
領域の少なくとも一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１
及び第２の仮管理情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更する。
【００２４】
　また、本発明のさらに他の観点では、所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録
媒体に情報を記録する情報記録装置に含まれるコンピュータにより実行されるプログラム
は、前記コンピュータを、記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御情
報を含む単位記録情報を前記書換可能型記録媒体に記録する記録手段と、前記書換可能型
記録媒体に記録されている全ての前記単位記録情報を一時的に管理する仮管理情報を生成
する仮管理情報生成手段と、前記書換可能型記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理情報を
記録する仮管理情報記録手段と、して機能させ、前記仮管理情報記録手段は、前記仮管理
情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮記録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置
に前記仮管理情報を記録し、前記仮管理情報記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理
情報の単位であるブロックの単位で前記仮管理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を
、変更前の仮記録位置との間に１ブロック隔てた位置とし、前記仮管理情報は、１つの前
記ブロックの大きさに収まる情報として記録され、前記書換可能型記録媒体は、第１の仮
管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録領域を有し、前記仮管理情報記録手段は、同
一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情報記録領域及び前記第２の仮管理情報記録領
域の各々に記録し、前記仮管理情報記録手段は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録
領域の少なくとも一方において前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１
及び第２の仮管理情報記録領域の両方において前記仮記録位置を変更する。
【００２５】
　また、本発明のさらに他の観点では、所定の記録フォーマットに従って書換可能型記録
媒体に情報を記録する情報記録装置に含まれるコンピュータにより実行されるプログラム
を記録した記録媒体において、前記プログラムは前記コンピュータを、記録情報及び当該
記録情報の再生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報を前記書換可能型記録
媒体に記録する記録手段と、前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記
録情報を一時的に管理する仮管理情報を生成する仮管理情報生成手段と、前記書換可能型
記録媒体上の仮記録位置に前記仮管理情報を記録する仮管理情報記録手段と、して機能さ
せ、前記仮管理情報記録手段は、前記仮管理情報にアクセスエラーが生じた場合、前記仮
記録位置を変更し、変更後の前記仮記録位置に前記仮管理情報を記録し、前記仮管理情報
記録手段は、所定のデータ量を有する仮管理情報の単位であるブロックの単位で前記仮管
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理情報を記録し、前記変更後の仮記録位置を、変更前の仮記録位置との間に１ブロック隔
てた位置とし、前記仮管理情報は、１つの前記ブロックの大きさに収まる情報として記録
され、前記書換可能型記録媒体は、第１の仮管理情報記録領域及び第２の仮管理情報記録
領域を有し、前記仮管理情報記録手段は、同一の前記仮管理情報を、前記第１の仮管理情
報記録領域及び前記第２の仮管理情報記録領域の各々に記録し、前記仮管理情報記録手段
は、前記第１及び前記第２の仮管理情報記録領域の少なくとも一方において前記仮管理情
報にアクセスエラーが生じた場合、前記第１及び第２の仮管理情報記録領域の両方におい
て前記仮記録位置を変更する。
【００２６】
上記の情報記録方法、プログラム及び記録媒体によっても、上述の情報記録装置と同様に
仮記録情報の記録を行うことができる。
【００２７】
本発明のさらに他の観点では、所定の記録フォーマットに従い、書換可能型記録媒体上に
構成された情報保持構造により情報を保持した情報保持媒体において、前記情報保持構造
は、記録情報及び当該記録情報の再生を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報
を保持する第１保持領域と、前記書換可能型記録媒体に記録されている全ての前記単位記
録情報を一時的に管理する仮管理情報を保持する第２保持領域と、前記第２保持領域内に
おける前記仮管理情報の位置を示す仮記録位置情報を保持する第３保持領域と、を備える
。
【００２８】
上記の情報保持媒体によれば、書換可能型記録媒体上に記録されている単位記録情報につ
いての仮管理情報が当該記録媒体上に記録されており、さらにその仮管理情報の記録位置
を示す仮記録位置情報も当該記録媒体上に記録されている。よって、情報記録装置や情報
記録再生装置は、仮記録位置情報から仮記録位置を取得し、その位置に記録されている仮
管理情報を取得することにより、当該書換可能型記録媒体に記録されている単位記録情報
を再生することができる。
【００２９】
上記の情報保持媒体の一態様では、前記第２保持領域は１つ又は複数の仮管理情報を保持
し、前記仮記録位置情報は、最新の前記仮管理情報の位置を示すようにすることができる
。これにより、情報記録装置や情報記録再生装置は、仮記録位置情報に基づいて最新の仮
管理情報を取得することができるので、その時点で書換可能型記録媒体に記録されている
全ての単位記録情報を正しく再生することが可能となる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００３１】
なお、以下に説明する実施形態は、再生専用のＤＶＤにおける映画等の情報の記録フォー
マット規格であるＤＶＤビデオ規格に従って、書換可能型記録媒体としてのＤＶＤ－ＲＷ
に対して画像等の記録情報を記録する情報記録装置について本発明を適用したものである
。
【００３２】
［ＤＶＤビデオ規格の実施形態］
始めに、本実施形態の情報記録装置が記録フォーマットとして対応すべき上記ＤＶＤビデ
オ規格について図１乃至図４を用いて説明する。
【００３３】
なお、図１及び図３は当該ＤＶＤビデオ規格における物理的記録フォーマットを示す図で
あり、図２は当該ＤＶＤビデオ規格におけるＧＯＰ（Group Of Picture）の構成を示す図
であり、図４は当該ＤＶＤビデオ規格における論理フォーマットを示す図である。
【００３４】
図１に示すように、ＤＶＤビデオ規格に則って記録情報が記録されているＤＶＤ１は、そ
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の最内周部にリードインエリアＬＩを有すると共にその最外周部にリードアウトエリアＬ
Ｏを有しており、その間に、映像情報及び音声情報が、夫々にＩＤ（識別）番号を有する
複数のＶＴＳ３（ＶＴＳ＃１乃至ＶＴＳ＃ｎ）に分割されて記録されている。
【００３５】
ここで、ＶＴＳとは、関連する（それに含まれる音声情報及び副映像情報（映画における
字幕等の副映像の情報をいう。）の数や、仕様、対応言語等の属性が同じ）タイトル（映
画等の、製作者が視聴者に提示しようとする一つの作品）を一まとめにしたセット（纏ま
り）であり、より具体的には、例えば、一本の同じ映画について、異なる言語のセりフ等
を有する複数の映画が夫々にタイトルとして記録されていたり、又は、同じ映画であって
も劇場版と特別版とが夫々別のタイトルとして記録されていたりするものである。
【００３６】
また、ＶＴＳ３が記録されている領域の直前には、ビデオマネージャ２が記録される。こ
のビデオマネージャ２として記録される情報であるＶＭＧＩ（Video Manager Informatio
n）としては、例えば、当該ＶＭＧＩ全体を管理するための管理テーブル、各タイトルの
名前を示すメニュー、夫々のタイトルにアクセスするためのアクセステーブル並びにこれ
らの情報のバックアップ情報等、当該ＤＶＤ１に記録される映像情報及び音声情報の全体
に係わる情報が含まれている。
【００３７】
更に、上記管理テーブルに含まれる情報としては、各ＶＴＳ３が記述されているＤＶＤ１
上の位置を示すサーチポインタ及び当該サーチポインタにより示される位置に記録されて
いる当該ＶＴＳ３の属性情報等が含まれている。
【００３８】
更にまた、ビデオマネージャ２とリードインエリアＬＩとの間には、ＤＶＤ１に記録され
ている情報全体を識別するためのボリューム情報４と、ビデオマネージャ２及び各ＶＴＳ
３におけるデータのファイル構造を示すファイルシステム情報５と、が記録されている。
【００３９】
一のＶＴＳ３は、コントロールデータ１１を先頭として、夫々にＩＤ番号を有する複数の
ＶＯＢ１０に分割されて記録されている。ここで、複数のＶＯＢ１０により構成されてい
る部分をＶＯＢセット（ＶＯＢＳ）という。このＶＯＢセットは、ＶＴＳ３を構成する他
のデータであるコントロールデータ１１と、映像情報及び音声情報の実体である複数のＶ
ＯＢ１０の部分とを区別するために当該実体部分についてＶＯＢセットとしたものである
。
【００４０】
ＶＴＳ３の先頭に記録されるコントロールデータ１１には、複数のセル（セルについては
後述する。）を組み合わせた論理的区分であるプログラムチェインに関する種々の情報で
あるＰＧＣＩ（Program Chain Information）等の情報及びそれらのバックアップ情報が
ＶＴＳＩ（Video Title Set Information）として記録される。また、各ＶＯＢ１０には
、制御情報の他に映像情報及び音声情報の実体部分（制御情報以外の映像又は音声そのも
の）が記録される。
【００４１】
一のＶＯＢ１０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のセル２０により構成されている。ここ
で、一のＶＯＢ１０は、複数のセル２０により完結するように構成されており、一のセル
２０が二つのＶＯＢ１０に跨がることはない。
【００４２】
一のセル２０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のＶＯＢユニット（ＶＯＢＵ）３０により
構成されている。ここで、ＶＯＢユニット３０とは、映像情報、音声情報及び副映像情報
の夫々を含む単位情報である。
【００４３】
そして、一のＶＯＢユニット３０は、ＶＯＢユニット３０に含まれているデータ等を制御
対象とする制御情報が格納されているナビゲーションパック（以下、単にナビパックと称
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する。）４１と、映像情報としてのビデオデータ４２と、音声情報としてのオーディオデ
ータ４３と、副映像情報としてのサブピクチャデータ４４とにより構成されている。ここ
で、ビデオデータ４２としては映像データのみが記録され、オーディオデータ４３として
は音声データのみが記録される。また、サブピクチャデータ４４としては副映像としての
文字や図形等のグラフィックデータのみが記録される。なお、ＤＶＤ１に記録可能な音声
は８種類であり、記録可能な副映像の種類は３２種類であることが規格上定められている
。
【００４４】
また、一のＶＯＢユニット３０に対応する再生時間（一のナビパック４１と当該一のナビ
パック４１に隣接するナビパック４１との間に記録されているデータに対応する再生時間
）は、０．４秒以上１秒以下の長さを有するように記録される。従って、ナビパック４１
は、再生時、０．４秒乃至１秒に１回は必ず検出されることとなる。
【００４５】
更に、一のＶＯＢユニット３０において、ナビパック４１は必ずその先頭に存在するが、
ビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４４の夫々は、必ずし
もＶＯＢユニット３０中に存在する必要はなく、また、存在する場合にもその数や順序は
任意に設定することができる。
【００４６】
ここで、図１に示すビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４
４の夫々の区分を一般にパックＰという。
【００４７】
すなわち、一のＶＯＢユニット３０においては、ビデオデータ４２、オーディオデータ４
３及びサブピクチャデータ４４が、夫々パックＰに分割されて記録されていることとなり
、ビデオデータ４２が記録されているパックＰをビデオパック、オーディオデータ４３が
記録されているパックＰをオーディオパック、サブピクチャデータ４４が記録されている
パックＰをサブピクチャパックという。更に、各パックＰの先頭に記録されるパックヘッ
ダには、夫々のパックＰに含まれているデータを、ＤＶＤ１に記録されている情報を再生
する情報再生装置におけるトラックバッファから読み出して夫々のバッファへの入力を開
始すべき再生時間軸上の読み出し開始時刻を示すＳＣＲ（System Clock Reference）と呼
ばれる読み出し開始時刻情報が記録される。また、上記各パックＰについては、通常、当
該パックＰを更に細分化した記録単位であるパケット毎にビデオデータ４２、オーディオ
データ４３又はサブピクチャデータ４４が記録されるが、本実施の形態におけるＤＶＤ１
では、一般に一のパックＰが一のパケットにより構成されている。
【００４８】
ナビパック４１は、再生表示させたい映像又は音声等を検索するための検索情報（具体的
には、当該再生表示させたい映像又は音声等が記録されているＤＶＤ１上のアドレス等）
であるＤＳＩデータ５１と、ＤＳＩデータ５１に基づいて検索してきた映像又は音声を表
示する際の再生表示制御に関する情報であるＰＣＩデータ５０とにより構成される。この
とき、ＤＳＩデータ５１及びＰＣＩデータ５０は、夫々パケットＰＴとしてのＤＳＩパケ
ット及びＰＣＩパケットを構成して記録されることとなる。
【００４９】
更に、一のＶＯＢユニット３０に含まれている全てのビデオデータ４２は一又は複数のＧ
ＯＰにより構成されている。
【００５０】
また、ＰＣＩデータ５０には、視聴者によって選択される選択項目に対して、その項目が
選択されたときの表示や動作を定義したハイライト情報が含まれている。このハイライト
情報によって、例えば、視聴者が選択すべき項目を表示した画像（いわゆるメニュー画面
）における、項目選択に対する画面表示の変化や、当該選択に対応して変化すべき表示位
置及び選択された項目に対するコマンド（選択された項目に対して実行される動作を示す
命令）等の設定が行われる。
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【００５１】
ここで、メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択ボタン等を表示するた
めの画像情報は、上記の副映像情報であるサブピクチャデータ４４として記録されている
。
【００５２】
更に、上記ＧＯＰは、本実施の形態におけるＤＶＤ１に映像情報を記録する際に採用され
ている画像圧縮方式であるＭＰＥＧ（Moving Picture Expert Group）２方式の規格にお
いて定められている単独で再生可能な最小の画像単位であり、各ＧＯＰの先頭には、当該
ＧＯＰに含まれるビデオデータ４２を表示すべき再生時間軸上の再生時刻を示すＰＴＳ（
Presentation Time Stamp）と呼ばれる再生表示時刻情報が記録されている。
【００５３】
ここで、ＭＰＥＧ２方式についてその概要を説明すると、一般に、連続したフレーム画像
において、一枚のフレーム画像の前後にあるフレーム画像は、互いに類似し相互関係を有
している場合が多い。ＭＰＥＧ２方式はこの点に着目し、数フレームを隔てて転送される
複数のフレーム画像に基づき、当該複数のフレーム画像の間に存在する別のフレーム画像
を、原画像の動きベクトル等に基づく補間演算にて生成する方式である。この場合、当該
別のフレーム画像を記録する場合には、複数のフレーム画像との間における差分及び動き
ベクトルに関する情報を記録するだけで、再生時には、それらを参照して上記複数のフレ
ーム画像から予測して当該別のフレーム画像を再生することが可能となる。これにより、
画像の圧縮記録が可能となるのである。
【００５４】
次に、上記ＧＯＰについて図２を用いてその概要を説明する。なお図２は、一のＧＯＰを
構成する複数のフレーム画像の例を示している。図２では、一のＧＯＰ５２が１２枚のフ
レーム画像から構成されている場合（ＭＰＥＧ２方式では、一のＧＯＰ５２に含まれるフ
レーム画像数は一定ではない。）を示しているが、この内、符号「Ｉ」で示されるフレー
ム画像は、Ｉピクチャ（Intra-coded picture：イントラ符号化画像）と呼ばれ、自らの
画像のみで完全なフレーム画像を再生することができるフレーム画像をいう。また、符号
「Ｐ」で示されるフレーム画像は、Ｐピクチャ（Predictive-coded picture：前方予測符
号化画像）と呼ばれ、既に復号化されたＩピクチャ又は他のＰピクチャに基づいて補償再
生された予測画像との差を復号化する等して生成する予測画像である。また、符号「Ｂ」
で示されるフレーム画像は、Ｂピクチャ（Bidirectionally predictive-coded picture：
両方向予測符号化画像）といい、既に復号化されたＩピクチャ又はＰピクチャのみでなく
、光ディスク等に記録されている時間的に未来のＩピクチャ又はＰピクチャをも予測に用
いて再生される予測画像をいう。ここで、図２においては、各ピクチャ間の予測関係（補
間関係）を矢印で示している。
【００５５】
なお、実施形態に係るＤＶＤ１で用いられている一般のＭＰＥＧ２方式においては、夫々
のＧＯＰ５２に含まれるデータ量が一定でない可変レート方式を採用している。すなわち
、一のＧＯＰ５２に含まれる各ピクチャが、動きの速い動画に対応しており、各ピクチャ
間の相関関係が小さい場合には、各ピクチャを構成するためのデータ量が多くなり、従っ
て、一のＧＯＰ５２に含まれるデータ量も多くなる。一方、一のＧＯＰ５２に含まれる各
ピクチャが、あまり動きのない動画に対応しており、各ピクチャ間の相関関係が大きい場
合には、各ピクチャを構成するためのデータ量も少なくなり、一のＧＯＰ５２に含まれる
データ量も少なくなることとなる。
【００５６】
以上説明した図１に示す階層構造の記録フォーマットにおいて、夫々の区分は、製作者が
その意図に応じて自在に区分設定をして記録させるものである。これらの区分毎に後述の
論理構造に基づいて再生することにより、変化に富んだ種々の再生が可能となるのである
。
【００５７】
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次に、上記ＤＳＩデータ５１及びＰＣＩデータ５０の物理的なデータ構造について、図３
を用いて説明する。
【００５８】
先ず、ＰＣＩデータ５０は、図３に示すように、ＰＣＩデータ５０本体としての一般情報
５５と、その他の情報である他情報５６と、により構成されている。
【００５９】
更に、一般情報５５は、上記ナビパック４１のＶＯＢ１０の先頭からの相対的な記録アド
レス情報であるナビパック相対位置情報７０と、そのナビパック４１が含まれているＶＯ
Ｂユニット３０の再生時間軸上における再生開始時刻を示すＶＯＢＵ再生開始時刻情報７
１と、当該ＶＯＢユニット３０の再生時間軸上における再生終了時刻を示すＶＯＢＵ再生
終了時刻情報７２と、その他の情報である他情報７３と、により構成されている。
【００６０】
次に、ＤＳＩデータ５１は、ＤＳＩデータ５１本体としての一般情報７５と、当該ナビパ
ック４１が属するＶＯＢ１０に関する情報であるＶＯＢ情報７６と、そのナビパック４１
が属しているＶＯＢユニット３０の前後に再生されるべき他のＶＯＢユニット３０のＤＶ
Ｄ１上の記録位置を示すＶＯＢＵサーチ情報７７と、その他の情報である他情報７８と、
により構成されている。
【００６１】
そして、一般情報７５は、上記ナビパック相対位置情報７０と同様のナビパック相対位置
情報８５と、そのナビパック４１が属しているＶＯＢユニット３０を識別するためのＶＯ
ＢＵ識別番号８６と、その他の情報である他情報８７と、により構成されている。
【００６２】
更に、ＶＯＢ情報７６は、そのナビパック４１を含むＶＯＢユニット３０が属するＶＯＢ
１０の再生時間軸上における再生開始時刻を示すＶＯＢ再生開始時刻情報８０と、当該Ｖ
ＯＢ１０の再生時間軸上における再生終了時刻を示すＶＯＢ再生終了時刻情報８１と、そ
の他の情報である他情報８２と、により構成されている。
【００６３】
更にまた、ＶＯＢＵサーチ情報７７としては、当該ナビパック４１が属しているＶＯＢユ
ニット３０の次のＶＯＢユニット３０及び一つ前のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記
録位置を示す位置情報及び当該ＶＯＢユニット３０の開始時刻から１２０秒後乃至１２０
秒前の範囲で再生されるべき他のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記録位置を示す位置
情報が図３に示すように一覧表として含まれている。
【００６４】
次に、図１又は図３に示す物理的な区分により記録された情報を組み合わせた論理フォー
マット（論理構造）について図４を用いて説明する。なお、図４に示す論理構造は、その
構造で実際にＤＶＤ１上に情報が記録されているのではなく、図４に示す論理構造で図１
に示す各データ（特にセル２０）を組み合わせて再生するための情報（アクセス情報又は
時間情報等）がＤＶＤ１上の、特にコントロールデータ１１の中に記録されているもので
ある。
【００６５】
説明の明確化のために、図４の下位の階層から説明していくと、上記図１において説明し
た物理構造のうち、複数のセル２０を選択して組み合わせることにより、一のプログラム
６０が製作者の意図に基づいて論理上構成される。このプログラム６０は、上記情報再生
装置におけるシステムコントローラが区分を識別してコマンドによってアクセスできる最
小の論理的単位でもある。なお、このプログラム６０を一又は複数個纏めたものを視聴者
が自由に選択して視聴することができる最小単位として製作者が定義することもでき、こ
の単位をＰＴＴ（Part of Title）という。
【００６６】
また、一のプログラム６０が複数のセル２０を選択して論理的に構成されることから、複
数のプログラム６０で一のセル２０を用いる、すなわち、一のセル２０を異なった複数の
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プログラム６０において再生させる、いわゆるセル２０の使い回しを製作者が行うことも
可能となっている。
【００６７】
ここで、一のセル２０の番号については、当該セル２０を図１に示す物理フォーマットに
おいて取り扱う際にはセルＩＤ番号として扱われ（図１中、セルＩＤ＃と示す。）、図４
に示す論理フォーマットにおいて取り扱う際には、後述のＰＧＣＩ中の記述順にセル番号
として扱われる。
【００６８】
複数のプログラム６０を組み合わせて一のＰＧＣ（Program Chain）６１が製作者の意図
に基づいて論理上構成される。このＰＧＣ６１の単位で、前述したＰＧＣＩが定義され、
当該ＰＧＣＩには、夫々のプログラム６０を再生する際の各プログラム６０毎のセル２０
の再生順序（この再生順序により、プログラム６０毎に固有のプログラム番号が割当てら
れる。）、夫々のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置であるアドレス、一のプログラム６０
における再生すべき先頭セル２０の番号、各プログラム６０の再生方式（本実施形態のＤ
ＶＤ１に情報を記録する際には、再生時において、通常再生、ランダム再生（乱数による
ランダム再生であり、同じプログラム６０が複数回再生されることがある。）又はシャッ
フル再生（ランダム再生と同様の乱数によるランダム再生であるが、同じプログラム６０
は一度しか再生されず、同じプログラム６０が複数回再生されることはない。）のうち、
いずれか一つの再生方法をＰＧＣ６１毎に製作者が選択して再生させるようにすることが
できる。）及び各種コマンド（ＰＧＣ６１又はセル２０毎に製作者が指定可能なコマンド
）が含まれている。
【００６９】
ＰＧＣＩのＤＶＤ１上の記録位置は、上述の通りコントロールデータ１１（図１参照）内
であるが、当該ＰＧＣＩがビデオマネージャ２内のメニューに関するＰＧＣＩである場合
には、当該ＰＧＣＩの記録位置は、ビデオマネージャ２に含まれるコントロールデータ（
図示を省略する。）内である。
【００７０】
一のＰＧＣ６１には、上記ＰＧＣＩの他に、実体的な映像及び音声等のデータが、プログ
ラム６０の組み合わせとして（換言すれば、セル２０の組み合わせとして）含まれること
となる。
【００７１】
一のＰＧＣ６１においては、上記のプログラム６０における説明において示したセル２０
の使い回し（すなわち、異なるＰＧＣ６１により同一のセル２０を用いること。）も可能
である。また、使用するセル２０については、ＤＶＤ１に記憶されている順番にセル２０
を再生する方法（連続配置セルの再生）の他に、ＤＶＤ１に記憶されている順序に関係な
く再生する（例えば、後に記録されているセル２０を先に再生する等）方法（非連続配置
セルの再生）を製作者が選択することができる。
【００７２】
一又は複数のＰＧＣ６１により、一のタイトル６２が論理上構成される。このタイトル６
２は、例えば、映画一本に相当する単位であり、製作者がＤＶＤ１の視聴者に対して提供
したい完結した情報である。
【００７３】
そして、一又は複数のタイトル６２により、一のＶＴＳ６３が論理上構成される。このＶ
ＴＳ６３に含まれるタイトル６２は、夫々に共通の属性を有するものであり、例えば、一
本の同じ映画に対して違う言語の映画が夫々のタイトル６２に相当することとなる。また
、図４に示す一のＶＴＳ６３に相当する情報は、図１に示す一のＶＴＳ３に含まれている
情報に対応している。すなわち、ＤＶＤ１には、図４に示すＶＴＳ６３内に論理上含まれ
る全ての情報が一のＶＴＳ３として記録されていることとなる。
【００７４】
以上説明した論理フォーマットに基づいて、物理構造において区分された情報を製作者が
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指定することにより、視聴者が見るべきタイトル（映画等）が形成されるのである。
【００７５】
［ＤＶＤ－ＲＷの実施形態］
次に、実施形態の情報記録装置により記録情報が記録されるＤＶＤ－ＲＷについて、図５
を用いて説明する。
【００７６】
なお、図５は実施形態に係るＤＶＤ－ＲＷの平面外観図及び物理的記録フォーマットを示
す図である。
【００７７】
実施形態のＤＶＤ－ＲＷは、例えば相変化材料を記録層とする約１０００回の記録が可能
な光ディスクであり、その平面外観上は、情報再生装置又は情報記録装置においてＤＶＤ
－ＲＷを回転させるためのスピンドルモータに当該ＤＶＤ－ＲＷを固定するためのセンタ
ーホールＣＨをその中央に有し、その内側から、内周側において記録情報の記録ができな
い非記録領域１１０と、記録情報の記録が可能な記録可能領域ＰＡと、外周側において記
録情報の記録ができない終端領域ＥＡとを有している。
【００７８】
記録可能領域ＰＡは、記録情報の記録に用いられる光ビームの強度を設定するためのテス
ト情報が記録されるビーム強度テスト領域１１１と、当該設定された光ビーム強度のデー
タや記録の過程において後述する管理データが記録される管理データ領域１１２と、記録
された記録情報の再生を開始する際に読み出される開始情報等が記録情報の記録過程にお
いて記録されるリードインエリアＬＩＡと、記録情報におけるファイル構造を示す情報で
あるファイルシステム情報が記録されるファイルシステム情報領域ＦＳと、実際に記録情
報が記録されるデータ領域ＤＡと、記録された記録情報の再生を終了する際に読み出され
る終了情報等が記録情報の記録過程において記録されるリードアウトエリアＬＯＡと、に
より構成されている。
【００７９】
また、ファイルシステム情報領域ＦＳはファイルシステムエリア１５１により構成される
。ファイルシステムエリア１５１は、ＤＶＤ－ＲＷに記録された情報のファイル構造を示
すファイルシステム情報を記録する。また、データ領域ＤＡは、仮ＶＭＧエリア（TMP_VM
G）１５２と、仮ＶＭＧバックアップエリア（TMP_VMG_BUP）１５３と、ＶＭＧエリア１５
４と、データ領域を含む。仮ＶＭＧエリア１５２は、データ領域ＤＡに映像・音声などの
情報を記録した際に、その記録情報を一時的に管理する仮ＶＭＧＩ（Temporary Video Ma
nager Information：ＴＭＰ＿ＶＭＧＩ）を一時的に記録しておく領域である。ＤＶＤ－
ＲＷでは、利用者の指示によりディスクをファイナライズするまでは、ファイルシステム
エリア１５１へのファイルシステム情報の書き込み、及び、ＶＭＧエリア１５４へのＶＭ
ＧＩの書き込みは行われない。よって、ファイナライズが行われるまでの間、記録した情
報を一時的に管理する仮ＶＭＧＩを仮ＶＭＧエリア１５２に記録しておくとともに、同一
の仮ＶＭＧＩを仮ＶＭＧバックアップエリア１５３にも記録しておく。ＶＭＧエリア１５
４は、前述のように、ＤＶＤ－ＲＷがファイナライズされたときに、ＶＭＧＩを記録する
領域である。
【００８０】
次に、リストリクテッドオーバーライト（Restricted Overwrite）記録方式による情報記
録について説明する。図６は、リストリクテッドオーバーライト記録方式による記録シー
ケンスを示す。いま、未記録（ブランク）のＤＶＤ－ＲＷディスクがあるとすると、まず
、図６（ａ）に示すように、ファイルシステム情報領域ＦＳ及びデータ領域ＤＡ内の最初
のＶＯＢの記録開始位置までの領域にヌルデータ（null data：“０”データ）を記録す
る（以下、これを「パディング（Padding）と呼ぶ。」）ことにより、記録領域の初期化
を行う。これにより、ファイルシステム情報領域ＦＳ及びデータ領域ＤＡの最初のＶＴＳ
Ｉを含む領域までが、データ書換可能な状態となり、次回の書き込み位置を示すＮＷＡ（
Next Writable Address）はデータ領域ＤＡ内の最初のＶＯＢの開始位置に設定される。
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【００８１】
この状態で、ユーザが情報記録装置の記録ボタンを操作するなどして記録開始指示を入力
すると、図６（ｂ）に示すように、情報記録装置はＮＷＡで示される位置からデータをＶ
ＯＢとしてＤＶＤ－ＲＷ上に記録していく。記録が継続されることにより、データは複数
のＶＯＢとしてＤＶＤ－ＲＷのデータ領域ＤＡに順に記録されていく。そして、ユーザが
情報記録装置の停止ボタンなどを操作することにより記録の終了を指示すると、情報記録
装置はそれまでに記録された１つ又は複数のＶＯＢに対応するＶＳＴＩを生成し、それら
ＶＯＢに続く領域にＶＴＳＩバックアップ情報（VTSI_BUP）として記録する。そして、情
報記録装置はさらに、ＶＳＴＩバックアップ情報に続いて、次のタイトルに対応するＶＴ
ＳＩの分だけヌルデータをパディングする。これにより、ＮＷＡは次のＶＯＢの記録開始
位置に設定される。
【００８２】
なお、次のＶＯＢ記録開始位置までヌルデータをパディングする理由は、以下の通りであ
る。ユーザが記録開始指示を入力した場合、情報記録装置は直ちにデータをＶＯＢとして
記録し始めなければならない。つまり、記録開始指示が入力された後は、その回で記録さ
れるタイトルのためのＶＳＴＩ領域をパディングしている時間は確保できない。そのため
、記録開始指示が入力されたら直ちにＶＯＢの記録を開始できるように、ディスク上に前
もって次回に記録するタイトルの分のＶＴＳＩ領域をパディングしておくのである。こう
すれば、ＶＯＢの記録後にユーザが記録終了指示を行うと、予めパディングしておいたＶ
ＴＳＩ領域にＶＴＳＩを記録することができるようになる。
【００８３】
その後、情報記録装置はピックアップをＤＶＤ－ＲＷの内周側へ移動させ、図６（ｃ）に
示すように、今回記録した１つ又は複数のＶＯＢの内周側に位置する領域にＶＴＳＩを記
録する。ここで記録されるＶＴＳＩのデータ内容は、先にＶＴＳＩ＿ＢＵＰに記録したデ
ータ内容と同一である。こうして、１つのタイトルの記録が完了する。即ち、１つのタイ
トルは、図６（ｃ）に示すように、ディスク内周側からＶＴＳＩ、１つ又は複数のＶＯＢ
（図中ではＶＯＢＳとして示す）及びＶＴＳＩ＿ＢＵＰにより構成される。なお、この１
つのタイトルは、ユーザが一回の操作で記録したデータに相当する。例えば、ユーザがテ
レビジョン番組を記録する場合、番組開始時に録画（記録）指示を行い、番組終了時に停
止指示を行うが、これにより記録された連続的なデータが１つのタイトルに対応する。
【００８４】
ユーザが次の番組を記録する場合は、図６（ｂ）及び（ｃ）に従って説明した上記の処理
が繰り返し行われる。即ち、ＮＷＡ位置からデータの記録を開始して１つ又は複数のＶＯ
Ｂを記録し、ユーザが記録終了指示を入力すると、それまでに記録したＶＯＢに対応する
ＶＴＳＩを作成してＶＴＳＩ＿ＢＵＰに記録し、さらに次のＶＯＢの記録開始位置までヌ
ルデータをパディングし、ＶＯＢの前に戻ってＶＴＳＩを記録する。
【００８５】
こうして、ユーザが複数回の記録を行うと、そのたびに１つのタイトルがディスクに記録
されていく。但し、その状態では、図６（ｃ）に示すようにファイルシステム情報及びＶ
ＭＧＩは未だ記録されない。よって、後述するように、その時点においてディスク上に記
録されているタイトルについての仮ＶＭＧＩを仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバック
アップエリア１５３に記録しておくのである。そして、ユーザがファイナライズ指示を行
うと、図６（ｄ）に示すように、情報記録装置は、その時点でディスク上に記録されてい
るタイトルの情報に対応するファイルシステム情報及びＶＭＧＩを生成し、それぞれファ
イルシステム情報領域ＦＳ内のファイルシステムエリア１５１及びＶＭＧエリア１５４に
記録する。
【００８６】
次に、仮ＶＭＧＩの記録方法について説明する。本発明では、仮ＶＭＧＩを仮ＶＭＧエリ
ア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３に記録する。このように、同一の仮ＶＭ
ＧＩを２箇所に記録する理由は、一方がディスクの物理的な劣化その他の原因で読み出し
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不能となった場合に、他方を読めるようにして、安全を確保するためである。その際、複
数回のタイトルの記録が行われた場合でも、通常は同一の位置に仮ＶＭＧＩを記録する。
但し、複数回の仮ＶＭＧＩの記録に起因してその記録位置において仮ＶＭＧＩの書き込み
エラー、読み出しエラー又はベリファイエラーなど（以下、これらを含めて「アクセスエ
ラー」と呼ぶ。）が生じた場合には、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエ
リア１５３内において、それぞれ仮ＶＭＧＩを記録する位置を変更する。これにより、複
数回の記録により複数個のタイトルがディスクに記録された結果、繰り返し書き換えがな
された仮ＶＭＧＩの記録位置が物理的に劣化するなどした場合には、他の位置に仮ＶＭＧ
Ｉを記録するので、仮ＶＭＧＩを正しく書き込み及び読み取りすることが保証される。
【００８７】
また、本発明では、さらに仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３
内における各仮ＶＭＧＩの記録位置情報を、ファイルシステム内の２つの第１アンカー領
域及び第２アンカー領域に記録しておく。前述のように、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮Ｖ
ＭＧバックアップエリア１５３内における仮ＶＭＧＩの記録位置は変更されるので、現時
点で有効な仮ＶＭＧＩ（即ち、最新の仮ＶＭＧＩ）が記録されている位置情報を、ファイ
ルシステムエリア１５１内のアンカー領域に記録しておくのである。具体的には、仮ＶＭ
Ｇエリア１５２内における有効な仮ＶＭＧＩの記録位置（アドレス）情報をファイルシス
テムエリア１５１内の第１アンカー領域に記録し、仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内
における有効な仮ＶＭＧＩの記録位置情報をファイルシステムエリア１５１内の第２アン
カー領域に記録しておく。これにより、第１アンカー領域又は第２アンカー領域のいずれ
かを参照すれば、その時点で有効な仮ＶＭＧＩが記録されている位置を知ることができ、
有効な仮ＶＭＧＩを取得することができる。
【００８８】
次に、タイトルがディスクに記録されていく際の仮ＶＭＧＩ（ＴＥＭＰ＿ＶＭＧＩ）の記
録方法についてより具体的に説明する。図７に、ＤＶＤ－ＲＷにおける仮ＶＭＧＩの記録
シーケンスを示す。なお、本実施形態では、図示のように、ファイルシステムエリア１５
１が０～３００ｈ［h:hexadecimal（１６進数）］番地、仮ＶＭＧエリア１５２が３００
～５００ｈ番地、仮ＶＭＧバックアップエリア１５３が５００～７００ｈ番地、ＶＭＧエ
リア１５４が７００～３０００ｈ番地にそれぞれ割り当てられているものとする。また、
ファイルシステムエリア１５１内の２Ｃ０ｈ番地が第１アンカー領域１６０に割り当てら
れ、２Ｅ０ｈ番地が第２アンカー領域１６１に割り当てられているものとする。
【００８９】
図７（ａ）は仮ＶＭＧＩの書き込み前におけるＤＶＤ－ＲＷの状態を示す。仮ＶＭＧエリ
ア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３は未記録状態であり、第１アンカー領域
１６０及び第２アンカー領域１６１も未記録状態である。
【００９０】
次に、利用者の記録指示に応じて、図６を参照して説明したように１つのタイトルが記録
されると、そのタイトルを含め、その時点で当該ディスク上に記録されている１つ又は複
数のタイトルについての仮ＶＭＧＩが生成され、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバッ
クアップエリア１５３に記録される。具体的には、図７（ｂ）に示すように、仮ＶＭＧエ
リア１５２の先頭、即ち３００ｈ番地から１０ｈ（１セクタ＝１ＥＣＣブロックに対応）
分、及び、仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の先頭、即ち５００ｈ番地から１０ｈ分に
仮ＶＭＧＩ（ＴＥＭＰ＿ＶＭＧＩ）が記録される。そして、仮ＶＭＧエリア１５２内及び
仮ＶＭＧバックアップエリア１５３における仮ＶＭＧＩの記録アドレス（即ち、「３００
ｈ及び５００ｈ」）が第１アンカー領域１６０及び第２アンカー領域１６１の両方にアン
カーポイント情報として記録される。即ち、アンカーポイント情報は、仮ＶＭＧエリア１
５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内における、その時点で有効な仮ＶＭＧＩの
記録位置を示すポインタ情報である。このように、仮ＶＭＧエリア１５２と仮ＶＭＧバッ
クアップエリア１５３内における仮ＶＭＧＩの記録位置を示すアンカーポイント情報の両
方、（即ち、「３００ｈ」と「５００ｈ」の両方）を第１アンカー領域１６０及び第２ア
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ンカー領域１６１に記録する理由は、第１アンカー領域１６０及び第２アンカー領域１６
１の一方が読み出し不能となった場合でも、他方から仮ＶＭＧＩの記録位置情報を取得で
きるようにして安全を確保するためである。
【００９１】
こうして、ディスク上に記録されたタイトルに対する仮ＶＭＧＩが仮ＶＭＧエリア１５２
及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３に記録され、さらにそれらの記録位置が第１アン
カー領域１６０及び第２アンカー領域１６１に記録された状態となる。よって、情報再生
装置は、第１アンカー領域１６０又は第２アンカー領域１６１から、仮ＶＭＧＩの記録位
置を知ることができ、その位置にアクセスして仮ＶＭＧＩを取得することができる。
【００９２】
ユーザがテレビジョン番組その他のコンテンツを繰り返し記録すると、そのたびに当該コ
ンテンツは１つのタイトルとしてディスクのデータ領域ＤＡに記録される。また、そうし
て新たなタイトルが記録されるたびに、そのタイトルを含めてその時点でディスクに記録
されている全てのタイトルに対する仮ＶＭＧＩが生成され、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮
ＶＭＧバックアップエリア１５３に記録される。
【００９３】
仮ＶＭＧＩの記録の際には、一旦仮ＶＭＧＩを記録した後、記録した仮ＶＭＧＩの読み出
しを行って正しく情報が記録されたか否かを確認（ベリファイ）する。この際、アクセス
エラーが発生しない限り、仮ＶＭＧＩは同一記録位置に記録される。即ち、上記の例では
、アクセスエラーが生じない限り、仮ＶＭＧＩは仮ＶＭＧエリア１５２内の３００～３１
０ｈ番地及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内の５００～５１０ｈ番地に記録され続
ける。しかし、仮ＶＭＧＩの記録時にアクセスエラーが生じた場合には、仮ＶＭＧエリア
１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内における仮ＶＭＧＩの記録位置を変更す
る。これは、アクセスエラーが生じた記録位置は、ディスクの物理的な劣化などが生じて
いる可能性が高いので、その記録位置はその後は使用しないこととするのが安全だからで
ある。
【００９４】
仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内で仮ＶＭＧＩの記録位置
を変更する方法は、基本的にはそれまで使用していた記録領域と異なる未使用領域を使用
すればよい。しかし、仮ＶＭＧＩのアクセスエラーが生じた場合、それに隣接する記録領
域も同様にディスクの記録面上に劣化や異常などが生じている可能性がある。そこで、好
適には、所定データ量分だけ間を空けた位置から仮ＶＭＧＩを書き込む。上記の例では、
仮ＶＭＧＩは１セクタ分記録するので、それまでの仮ＶＭＧＩの記録位置においてアクセ
スエラーが生じた場合には、１セクタ分の間隔をおいて、仮ＶＭＧＩを書き込むことがで
きる。これにより、ディスク上に生じた劣化や異常がある領域に渡って連続的に生じてい
る場合でも、仮ＶＭＧＩを正しく記録することが可能となる。
【００９５】
図７にこのような仮ＶＭＧＩの書き込みの例を示す。図７（ｂ）に示すように、仮ＶＭＧ
エリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内の一定位置に仮ＶＭＧＩを記録し
ていた状態でアクセスエラーが生じた場合には、図７（ｃ）に示すように、１セクタ分空
けて、仮ＶＭＧエリア１５２内の３２０ｈ番地及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内
の５２０番地からそれぞれ仮ＶＭＧＩを記録する。また、これに伴い、第１アンカー領域
１６０及び第２アンカー領域１６１には新たな仮ＶＭＧＩの記録位置を記録する。図７（
ｃ）の例では、第１アンカー領域１６０及び第２アンカー領域１６１の両方に、アンカー
ポイント情報として「３２０ｈ」及び「５２０ｈ」が記録される。
【００９６】
そして、その後はアクセスエラーが発生するまで、情報記録装置は、新たなタイトルがデ
ィスクに記録されるたびに新たな仮ＶＭＧＩを生成し、それぞれ３２０ｈ番地及び５２０
ｈ番地から仮ＶＭＧＩを記録する。そして、さらにそれらのいずれかにおいてアクセスエ
ラーが生じた場合には、さらに１セクタ分の間隔を空けて、図７（ｄ）に示すように、仮
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ＶＭＧエリア１５２内の３４０ｈ番地及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内の５４０
ｈ番地から仮ＶＭＧＩを書き込む。また、それらの位置情報を第１アンカー領域１６０及
び第２アンカー領域１６１にそれぞれ記録する。
【００９７】
このように、情報記録装置は、アクセスエラーが生じない限りは同一記録位置に仮ＶＭＧ
Ｉを記録し、アクセスエラーが生じた場合には仮ＶＭＧＩの記録位置を変更して記録する
。これにより、複数回の仮ＶＭＧＩの記録によってディスク面の劣化や異常などが生じた
場合でも、仮ＶＭＧＩの記録位置を変更することにより、正しく仮ＶＭＧＩを記録するこ
とが可能となる。
【００９８】
こうして、アクセスエラーが生じるたびに仮ＶＭＧＩの記録位置をシフトさせて行くと、
図７（ｅ）に示すように、仮ＶＭＧＩの記録位置が仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧエ
リア１５３の最後部まで移動した状態でそれ以上の仮ＶＭＧＩの記録は不能となり、それ
ゆえディスク自体へのコンテンツの記録も不能となる。この例では、仮ＶＭＧＩの記録位
置を１６回までシフトすることができる。また、これに伴い、第１アンカー領域１６０及
び第２アンカー領域１６１に記録される仮ＶＭＧＩの記録位置も最大で１６回書き換えら
れることになる。このように、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップ領域１５
３の容量により、当該ディスクにデータを記録できる回数は制限されることになるが、現
実的には仮ＶＭＧＩの記録においてエラーが生じる確率は低いので、仮ＶＭＧエリア１５
２又は仮ＶＭＧバックアップエリア１５３を使い切ってしまうことはほとんどない。
【００９９】
仮ＶＭＧＩの記録位置の変更については、仮ＶＭＧエリア１５２又は仮ＶＭＧエリア１５
３のいずれか一方における仮ＶＭＧＩの記録においてアクセスエラーが生じた場合には、
両方における仮ＶＭＧＩの記録位置を変更することが望ましい。即ち、図７（ｃ）に示す
ように、仮ＶＭＧエリア１５２内の３００～３１０ｈ番地への仮ＶＭＧＩの記録の際にア
クセスエラーが生じたが（図中「×」で示す）、仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内の
５００～５１０ｈ番地への仮ＶＭＧＩの記録においてはエラーが生じていない場合でも、
仮ＶＭＧエリア１５２と仮ＶＭＧバックアップエリア１５３内での仮ＶＭＧＩの記録位置
はそれぞれ３２０～３３０ｈ番地及び５２０～５３０番地へシフトするのである。これは
、エラーが生じた方の領域においてのみ仮ＶＭＧＩの記録位置を変更すると、仮ＶＭＧエ
リア１５２と仮ＶＭＧバックアップエリア１５３における有効な仮ＶＭＧＩの記録位置の
対応関係が複雑化するためである。
【０１００】
なお、上記の例では、仮ＶＭＧＩを１セクタ分記録し、アクセスエラーが生じた場合には
、１セクタ分の間隔を空けて仮ＶＭＧＩを記録している。即ち、仮ＶＭＧＩの記録位置を
シフトする間隔は仮ＶＭＧＩの記録領域と一致している。こうすると、仮ＶＭＧＩの記録
及び記録位置の変更を同一のデータ単位で制御することができ、制御が単純となるという
メリットがある、但し、これは必須ではなく、異なる量だけ仮ＶＭＧＩの記録位置をシフ
トすることも可能である。
【０１０１】
［情報記録再生装置の実施形態］
次に、上述したＤＶＤビデオ規格に則って記録情報をＤＶＤ－ＲＷに記録すると共に、当
該記録された情報をＤＶＤ－ＲＷから再生するための情報記録再生装置について、図８を
用いて説明する。なお、図８は実施形態に係る情報記録再生装置の概要構成を示すブロッ
ク図である。
【０１０２】
図８に示すように、実施形態に係る情報記録再生装置Ｓは、ピックアップ１２０と、変調
部１２１と、フォーマッタ１２２と、ビデオエンコーダ１２３と、オーディオエンコーダ
１２４と、システムコントローラ１２５と、メモリ１２７と、復調部１２８と、ビデオデ
コーダ１２９と、オーディオデコーダ１３０と、サーボＩＣ（Integrated Circuit）１３
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１と、スピンドルモータ１３２と、操作部１３３と、マルチプレクサ１３４と、デマルチ
プレクサ１３５と、により構成されている。また、システムコントローラ１２５は上記し
たナビパック４１等を生成するナビゲーション情報生成器１２６を備えている。
【０１０３】
次に、各部の概要動作を説明する。
【０１０４】
先ず、スピンドルモータ１３２は、サーボＩＣ１３１からのスピンドル制御信号Ｓssに基
づいて、装填されているディスク１Ｒを予め設定された回転数で回転させる。
【０１０５】
一方、ディスク１Ｒのデータ領域ＤＡに記録すべき記録情報としてのビデオ情報Ｓvは、
外部から入力された後、ビデオエンコーダ１２３に入力される。
【０１０６】
そして、ビデオエンコーダ１２３は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcvに
基づき、ビデオ情報Ｓvに対して予め設定された符号化レートによる符号化処理（具体的
には、例えば上記ＭＰＥＧ２方式の圧縮符号化処理であり、一のＶＯＢユニット３０の再
生時間が０．５秒（すなわち、いわゆるＮＴＳＣ（National Television System Committ
ee）方式における１５個のビデオフレームの再生時間に相当する時間）となる符号化レー
トによる符号化処理）を施し、符号化ビデオ信号Ｓevを生成してマルチプレクサ１３４へ
出力する。
【０１０７】
他方、ディスク１Ｒのデータ領域ＤＡに記録すべき記録情報としてのオーディオ情報Ｓa
は、外部から入力された後、オーディオエンコーダ１２４に入力される。
【０１０８】
そして、オーディオエンコーダ１２４は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓ
caに基づき、オーディオ情報Ｓaに対して予め設定された符号化レートによる符号化処理
（具体的には、例えば上記ＭＰＥＧ２方式の圧縮符号化処理であり、ビデオ情報Ｓvの場
合と同様に、一のＶＯＢユニット３０の再生時間が０．５秒となる符号化レートによる符
号化処理）を施し、符号化オーディオ信号Ｓeaを生成してマルチプレクサ１３４へ出力す
る。
【０１０９】
これらにより、マルチプレクサ１３４は、符号化ビデオ信号Ｓevに含まれている画像情報
と音声情報とを予め設定された処理により重畳し（マルチプレクスし）、重畳信号Ｓmxを
生成してフォーマッタ１２２へ出力する。
【０１１０】
このとき、マルチプレクサ１３４は、上記符号化オーディオ信号Ｓeaについてはそのまま
通過させて重畳信号Ｓmxとする。
【０１１１】
次に、フォーマッタ１２２は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcfに基づき
、後述するナビゲーション情報生成器１２６からのナビゲーション情報信号Ｓndと上記重
畳信号Ｓmxとを図１又は図３に示した物理フォーマットの形式となるように組み合わせ、
フォーマット信号Ｓmtを生成して変調部１２１へ出力する。
【０１１２】
このとき、重畳信号Ｓmxとしてフォーマッタ１２２に入力される各記録情報は、ナビゲー
ション情報生成器１２６における上記ナビゲーション情報の生成に供されるべく、予め設
定されているタイミングで記録情報信号Ｓfmとしてシステムコントローラ１２５へ出力さ
れる。
【０１１３】
そして、変調部１２１は、当該フォーマット信号Ｓmtに対して予め設定された変調処理（
具体的には、例えばいわゆる８－１６変調処理）を施し、変調信号Ｓfeを生成してピック
アップ１２０に出力する。
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【０１１４】
これにより、ピックアップ１２０は、当該変調信号Ｓfeにより強度変調された光ビームＢ
を生成し、これをディスク１Ｒの図示しない情報記録面内の情報トラックに照射すること
で当該変調信号Ｓfeに含まれている上記ナビゲーション情報及び各記録情報に対応するピ
ットを当該情報トラック上に形成し、当該ナビゲーション情報及び各記録情報を図１及び
図３に示す物理フォーマットの形式でディスク１Ｒ上に記録する。
【０１１５】
このとき、光ビームＢの集光位置と上記情報トラックとの上記情報記録面に垂直な方向及
び水平な方向のずれは、サーボＩＣ１３１から出力されるピックアップサーボ信号Ｓspに
基づいて当該ピックアップ１２０内の図示しない対物レンズ（光ビームＢを集光するため
の対物レンズ）が上記垂直な方向及び水平な方向に移動される（すなわち、いわゆるフォ
ーカスサーボ制御及びトラッキングサーボ制御が実行される）ことにより解消される。
【０１１６】
このため、サーボＩＣ１３１は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓscに基づ
いて、上記スピンドル制御信号Ｓss及びピックアップサーボ信号Ｓspを生成し、夫々スピ
ンドルモータ１３２及びピックアップ１２０へ出力する。
【０１１７】
一方、ピックアップ１２０は、ディスク１Ｒに既に記録されている記録情報等を再生する
場合には、一定強度の再生用の光ビームＢを生成して上記ピットが形成されている情報ト
ラックに照射し、その反射光に基づいて当該記録情報等に対応する検出信号Ｓppを生成し
、復調部１２８へ出力する。
【０１１８】
これにより、復調部１２８は、検出信号Ｓppに対して上記変調部１２１における変調処理
に対応する復調処理を施し、復調信号Ｓpdを生成してデマルチプレクサデ１３５へ出力す
る。
【０１１９】
そして、デマルチプレクサ１３５は、復調信号Ｓpdがビデオ情報を含むときは当該ビデオ
情報に含まれる画像情報と音声情報とを分離し、分離信号Ｓdmxを生成してビデオデコー
ダ１２９へ出力する。
【０１２０】
一方、復調信号Ｓpdがオーディオ情報のみを含むときは、デマルチプレクサ１３５は、当
該復調信号Ｓpdをそのまま通過させオーディオデコーダ１３０へ出力する。
【０１２１】
次に、ビデオデコーダ１２６は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcdvに基
づき、分離信号Ｓdmxに対して上記ビデオエンコーダ１２３における符号化レートの符号
化処理に対応する復号処理を施し、復号ビデオ信号Ｓdvを生成して外部の図示しないモニ
タ等に出力する。
【０１２２】
更に、オーディオデコーダ１３０は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcda
に基づき、オーディオ情報を含む復調信号Ｓpdに対して上記オーディオエンコーダ１２４
における符号化レートの符号化処理に対応する復号処理を施し、復号オーディオ信号Ｓda
を生成して外部の図示しないアンプ等に出力する。
【０１２３】
他方、操作部１３３は、情報記録再生装置Ｓにおける記録処理又は再生処理を実行するた
めの操作が使用者により実行されたとき、当該操作に対応する操作信号Ｓinを生成してシ
ステムコントローラ１２５へ出力する。
【０１２４】
これに加えて、操作部１３３は、記録処理において、既にディスク１Ｒに記録済みの内容
を編集する（より具体的には削除する）編集処理が実行されるときは、当該編集の内容を
示す操作信号Ｓinを生成してシステムコントローラ１２５へ出力する。
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【０１２５】
更に、ナビゲーション情報生成器１２６は、操作信号Ｓin及び記録情報信号Ｓfmに基づく
システムコントローラ１２５の制御に基づいて、記録処理又は編集処理時にディスク１Ｒ
に記録すべき上記各ナビゲーション情報を含む上記ナビゲーション情報信号Ｓndを生成し
、フォーマッタ１２２の一方の入力端子へ出力する。
【０１２６】
これにより、上記フォーマッタ１２２により重畳信号Ｓmx中の記録情報とナビゲーション
情報信号Ｓnd中のナビゲーション情報とが重畳され、図１及び図３に示す物理フォーマッ
トを有する記録情報を含む上記フォーマット信号Ｓmtが生成されることとなる。
【０１２７】
これらの動作と並行して、システムコントローラ１２５は、メモリ１２７との間でメモリ
信号Ｓmとして必要な情報の授受を行いつつ、上記各動作を制御するための各制御信号Ｓc
v、Ｓca、Ｓcf、Ｓsc、Ｓcdv及びＳcdaを生成して夫々に対応する構成要素へ出力する。
【０１２８】
次に、上述の仮ＶＭＧＩの記録を伴う本発明の情報記録方法について図９乃至図１１を参
照して説明する。図９は、本発明による情報記録処理のメインルーチンであり、図１０は
図９に示す仮ＶＭＧＩ書込処理を示し、図１１は図９に示す仮ＶＭＧＩ読取処理を示す。
なお、以下の処理は、図８に示すシステムコントローラ１２５が、予め用意された情報記
録処理用プログラムを実行することにより、情報記録再生装置Ｓの各構成要素を制御して
行うものである。
【０１２９】
図９を参照すると、まず、システムコントローラ１２５は、情報記録再生装置Ｓにディス
クが装着されたことを検出すると（ステップＳ１）、当該ディスク上に記録されている仮
ＶＭＧＩを読み取る処理である仮ＶＭＧＩ読取処理を行う（ステップＳ２）。仮ＶＭＧＩ
読取処理は、当該ディスクに仮ＶＭＧＩが記録されている場合にはそれを読み出し、記録
されていない場合にはエラーを出力するが、その詳細については後述する。
【０１３０】
仮ＶＭＧＩ読取処理の結果、当該ディスクに仮ＶＭＧＩが記録されていない場合（ステッ
プＳ３；No）、システムコントローラ１２５はそのディスクをブランクディスク（未使用
ディスク）であると判定し、フォーマットコマンドによりそのディスクをリストリクテッ
ドオーバーライトモードに設定する（ステップＳ４）。ＤＶＤ－ＲＷディスクにおいては
、ディスクアットワンス（Disc At Once）モード、インクリメンタルライト（Incrementa
l Write）モード、及び、リストリクテッドオーバーライトモードによる情報記録が可能
であり、そのディスクが上記のいずれのモードで記録されているかを示す情報がディスク
上に記録されることになっている。よって、ステップＳ４により、システムコントローラ
１２５は、当該ディスクがリストリクテッドオーバーライトモードで記録されていること
を示す情報をディスク上に記録する。
【０１３１】
さらに、図６（ａ）に示すように当該ディスクの初期化を行う（ステップＳ５）。即ち、
ファイルシステム情報領域ＦＳ及びデータ領域ＤＡ内の最初のＶＳＴＩを含む領域までを
ヌルデータでパディングし、処理はステップＳ６へ進む。
【０１３２】
一方、ステップＳ３で当該ディスクに仮ＶＭＧＩが記録されていると判定された場合、処
理は直接ステップＳ６に進む。
【０１３３】
ステップＳ６では、ユーザが操作部１３３を操作することにより記録開始指示を入力した
か否かが判定される。ユーザにより記録開始指示が入力されると、システムコントローラ
１２５は外部ソースから入力された記録情報からＶＯＢを生成し、図６（ｂ）に示すよう
にディスク上に記録する（ステップＳ７）。そして、システムコントローラ１２５は、ユ
ーザが操作部１３３を操作することにより、記録終了指示を入力したか否かを判定する（
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ステップＳ８）。記録終了指示が入力されるまではステップＳ７が繰り返し実行され、外
部ソースからの記録情報が複数のＶＯＢとしてディスク上に記録される。
【０１３４】
一方、記録終了指示が入力されると（ステップＳ８；Yes）、システムコントローラ１２
５は図６（ｂ）に示すように、それまでに記録したＶＯＢに続いてＶＴＳＩ＿ＢＵＰを記
録し（ステップＳ９）、さらに次のＶＴＳＩの領域をヌルデータでパディングし（ステッ
プＳ１０）、さらに図６（ｃ）に示すようにＶＯＢの内周側にＶＴＳＩを記録する（ステ
ップＳ１１）。こうして、外部ソースからの記録情報が１つのタイトルとしてディスク上
に記録されたことになる。
【０１３５】
次に、システムコントローラ１２５はユーザによりディスクの取り出し指示が入力された
か否かを検出する（ステップＳ１２）。ディスクの取り出し指示が入力された場合、シス
テムコントローラは仮ＶＭＧＩ書込処理を行う（ステップＳ１３）。仮ＶＭＧＩの生成に
関しては、上述のステップＳ７～Ｓ１１の処理に従ってディスクにタイトルが記録される
たびに、仮ＶＭＧＩが生成され、メモリ１２７などに記憶されている。よって、仮ＶＭＧ
Ｉ書込処理は、その時点においてディスクに記録されている全タイトルについての仮ＶＭ
ＧＩをメモリ１２７から取得し、ディスク上に記録する処理であるが、その詳細は後述す
る。そうして、仮ＶＭＧＩ書込処理が完了すると、システムコントローラ１２５はディス
クを排出し（ステップＳ１４）、処理は終了する。
【０１３６】
ステップＳ１２においてディスクの取り出し指示が検出されない場合（ステップＳ１２；
No）、システムコントローラ１２５はユーザが操作部１３３などを操作して、当該ディス
クのファイナライズ指示を入力したか否かを検出する（ステップＳ１５）。ファイナライ
ズ指示が検出されない場合は、処理はステップＳ６へ戻り、ユーザによる記録開始指示を
待つ状態となる。
【０１３７】
一方、ユーザによるファイナライズ指示が検出された場合（ステップＳ１５；Yes）、シ
ステムコントローラ１２５は当該ディスクのファイナライズ処理を実行する。即ち、シス
テムコントローラ１２５は、その時点で当該ディスクに記録されている全タイトルの情報
に基づいて、ファイルシステム情報とＶＭＧＩを生成し、それぞれ図５に示すファイルシ
ステムエリア１５１及びＶＭＧエリア１５４に記録する（ステップＳ１６）。さらにシス
テムコントローラ１２５はボーダークローズ（Border Close）コマンドによりリードイン
エリア、リードアウトエリアなどを形成し、情報記録処理を終了する。このファイナライ
ズ処理がなされたディスクは、前述のＤＶＤビデオ規格に準拠したものとなり、再生専用
のＤＶＤプレイヤーによっても再生が可能となる。
【０１３８】
次に、図１０を参照して、仮ＶＭＧＩ書込処理について説明する。仮ＶＭＧＩ書込処理で
は、まず、システムコントローラ１２５は、記録対象となっているディスクのファイルシ
ステムエリア１５１内のアンカー領域１６０又は１６１にアンカーポイント情報が既に記
録されているか否かを判定する（ステップＳ２１）。具体的には、予め決められている第
１アンカー領域１６０及び第２アンカー領域１６１にアンカーポイント情報が記録されて
いるか否かを検出する。アンカーポイント情報が記録されている場合は、システムコント
ローラ１２５はそのアンカーポイント情報が示すアドレス位置を仮ＶＭＧＩの記録位置と
して設定する（ステップＳ２２）。一方、アンカーポイント情報が記録されていない場合
（ステップＳ２１；No）、システムコントローラ１２５は、仮ＶＭＧエリア１５２の先頭
アドレス３００ｈ及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の先頭アドレス５００ｈを、仮
ＶＭＧＩの記録位置として設定する（ステップＳ２３）。
【０１３９】
次に、システムコントローラ１２５は、ステップＳ２２又はＳ２３で設定された記録位置
に仮ＶＭＧＩを書き込む（ステップＳ２４）。そして、システムコントローラ１２５は、
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書込エラーが発生したか否かを判定し（ステップＳ２５）、書込エラーが発生しなかった
場合は、さらにベリファイが正しく行われたか否かを判定する（ステップＳ２６）。なお
、ベリファイは、例えば仮ＶＭＧエリア１５２内に書き込まれた仮ＶＭＧＩと仮ＶＭＧバ
ックアップエリア１５３に書き込まれた仮ＶＭＧＩとの双方を読み出して照合することに
より行われ、両者が一致した場合はベリファイが正しく行われたもの判定し、一致しない
場合はベリファイエラーと判定する。
【０１４０】
ステップＳ２５で書込エラーが検出された場合、及び、ステップＳ２６でベリファイエラ
ーが検出された場合は、図７を参照して先に説明したように、仮ＶＭＧＩの記録アドレス
を変更する。即ち、図７の例では、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリ
ア１５３内の仮ＶＭＧＩの記録アドレスをそれぞれ２０ｈずつシフトする（ステップＳ２
９）。そして、システムコントローラ１２５は、シフト後のアドレスが仮ＶＭＧエリア１
５２又は仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の最後部に達したか否かを判定する（ステッ
プＳ３０）。即ち、図７の例では仮ＶＭＧＩの記録アドレスが、それぞれ仮ＶＭＧエリア
１５２の最後部である５００ｈ番地、及び、仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の最後部
である７００ｈ番地に達したか否かを判定する。
【０１４１】
そして、仮ＶＭＧＩの記録アドレスが仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエ
リア１５３の最後部に達した場合には（ステップＳ３０；Yes）、当該ディスクにおける
仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３が使い尽くされたことにな
るので、システムコントローラ１２５はそれ以上の仮ＶＭＧの書き込みは不能であるとし
て、書込エラー処理を行う。一方、仮ＶＭＧＩの記録アドレスが、仮ＶＭＧエリア１５２
及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の最後尾に達していない場合（ステップＳ３０；
No）、処理はステップＳ２４に戻り、システムコントローラ１２５は、ステップＳ２９で
更新された記録アドレスに仮ＶＭＧＩを書き込む。こうして、書込エラーやベリファイエ
ラーなどのアクセスエラーが生じた場合は、記録アドレスをシフトして仮ＶＭＧＩの書き
込みを行う。
【０１４２】
一方、ステップＳ２６でベリファイが正しく行われたと判定された場合、さらにシステム
コントローラ１２５は仮ＶＭＧＩの記録アドレスがステップＳ２９の処理により変更され
たか否かを判定する（ステップＳ２７）。変更されている場合は、システムコントローラ
１２５は、変更後の記録アドレスをアンカーポイント情報として第１及び第２アンカー領
域１６０、１６１に書き込み（ステップＳ２８）、処理を終了する。一方、変更されてい
ない場合は、アンカーポイント情報を更新する必要は無いので、処理はそのまま終了する
。
【０１４３】
次に、仮ＶＭＧＩ読取処理について図１１のフローチャートを参照して説明する。仮ＶＭ
ＧＩ読取処理は、図９に示すように、ディスクを装着した直後に行われる処理である。ま
ず、システムコントローラ１２５は、第１アンカー領域１６０からアンカーポイント情報
の読み取りを行い（ステップＳ４０）、読取エラーが生じたか否かを判定する（ステップ
Ｓ４１）。読取エラーが生じた場合、システムコントローラ１２５は第２アンカー領域か
らアンカーポイント情報の読み取りを行い（ステップＳ４２）、読取エラーが生じたか否
かを判定する（ステップＳ４３）。第１アンカー領域１６０又は第２アンカー領域１６１
のいずれかからアンカーポイント情報が読み取れた場合は、アンカーポイント情報に基づ
いて仮ＶＭＧエリア１５２内の仮ＶＭＧＩを読み取り（ステップＳ４９）、読取エラーが
生じた場合（ステップＳ５０；Yes）にはさらに仮ＶＭＧバックアップエリア１５３から
仮ＶＭＧＩを読み取る（ステップＳ５１）。仮ＶＭＧエリア１５２又は仮ＶＭＧバックア
ップエリア１５３のいずれかから仮ＶＭＧＩを読み取ることができた場合（ステップＳ５
０又はＳ５２；No）、その仮ＶＭＧＩを読取結果としてメインルーチンへ戻る。一方、仮
ＶＭＧエリア１５２又は仮ＶＭＧバックアップエリア１５３のいずれからも仮ＶＭＧＩを
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読み取ることができなかった場合（ステップＳ５０及びＳ５２；Yes）は、処理はステッ
プＳ４４へ移行する。
【０１４４】
また、第１アンカー領域１６０及び第２アンカー領域１６１のいずれからもアンカーポイ
ント情報が読み取れない場合も処理はステップＳ４４へ移行する。この場合は、アンカー
ポイント情報に基づいて仮ＶＭＧＩの記録アドレスを知ることができないので、実際に仮
ＶＭＧエリア１５２又は仮ＶＭＧバックアップエリア１５３における仮ＶＭＧＩの記録ア
ドレスを探しに行く処理を行う。即ち、システムコントローラ１２５は、まず、仮ＶＭＧ
エリア１５２の最後部（４Ｅ０ｈ番地）及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の最後部
（６Ｅ０ｈ番地）を検索し（ステップＳ４４）、そこに記録されているデータを読み取る
（ステップＳ４５）。仮ＶＭＧＩの先頭には、そのデータが仮ＶＭＧＩであることを示す
識別情報が含まれているので、システムコントローラはステップＳ４４で設定されたアド
レスから読み取ったデータに当該識別情報が含まれているか否かを判定することにより、
そのデータが仮ＶＭＧＩであるか否かを判定することができる（ステップＳ４６）。
【０１４５】
そうして、仮ＶＭＧＩが見つかった場合は（ステップＳ４６；Yes）、システムコントロ
ーラ１２５はその仮ＶＭＧＩを読み取り、メインルーチンへ戻る。一方、仮ＶＭＧＩが無
い場合（ステップＳ４６；No）、システムコントローラ１２５は読取位置を２０ｈ番地ず
つ減算し（ステップＳ４７）、読取位置が仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアッ
プエリア１５３の先頭アドレス（３００ｈと５００ｈ）に一致したか否かを判定する（ス
テップＳ４８）。一致した場合、システムコントローラ１２５は、仮ＶＭＧエリア１５２
及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３には仮ＶＭＧＩが記録されていないと判定し、読
取エラーとしてメインルーチンへ戻る。一方、読取位置が仮ＶＭＧエリア１５２及び仮Ｖ
ＭＧバックアップエリア１５３の先頭アドレス（３００ｈと５００ｈ）に一致しない場合
、処理はステップＳ４４へ戻って変更後の読取位置からデータを読み取り（ステップＳ４
５）、仮ＶＭＧＩが含まれているか否かを判定する（ステップＳ４６）。以下、この処理
を繰り返し、読取位置が仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の
先頭に至った場合（ステップＳ４８；Yes）は読取エラーとし、仮ＶＭＧＩが見つかった
場合（ステップＳ４６；Yes）はその仮ＶＭＧＩを読取結果として、メインルーチンへ戻
る。
【０１４６】
このように、仮ＶＭＧＩ読取処理では、まず、ディスク上にアンカーポイント情報が記録
されている場合には、それが示す位置から仮ＶＭＧＩを読み取る。また、アンカーポイン
ト情報が記録されていない場合又は読めない場合には、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭ
Ｇバックアップエリア１５３の最後部から先頭へ向かってデータの読み取りを行い、仮Ｖ
ＭＧＩを探す。そして、最終的に、読取位置が仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバック
アップエリア１５３の先頭まで進んでも仮ＶＭＧＩが見つからなかった場合は、読取エラ
ーとする。なお、ステップＳ４４～Ｓ４８の処理で、アンカーポイント情報が見つからな
い場合に、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３の最後部から先
頭へ向かって仮ＶＭＧＩを探す理由は、図７を参照して説明したように、仮ＶＭＧＩの記
録時にアクセスエラーが生じた場合は、仮ＶＭＧＩの記録位置をディスク外周側へ変更す
るので、仮ＶＭＧエリア１５２及び仮ＶＭＧバックアップエリア１５３におけるもっとも
後方（ディスク外周側）に記録されている仮ＶＭＧＩが最新の（即ち、有効な）仮ＶＭＧ
Ｉであるからである。
【０１４７】
なお、上記の実施形態では、ＤＶＤ－ＲＷディスクに対する情報の記録をリストリクテッ
ドオーバーライトモードで行う例を挙げているが、本発明の適用はこれには限定されず、
ＤＶＤ－ＲＷディスクを最初にフルフォーマットした場合でも本発明を適用することがで
きる。その場合、フルフォーマット処理により、ＤＶＤ－ＲＷディスクは全領域に渡って
ヌルデータがパディングされた状態となっているので、図６に示すように、次のタイトル
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のＶＴＳＩ領域をパディングする処理（図９のフローチャートにおけるステップＳ１０の
処理）は不要となる。
【０１４８】
以上のように、ＤＶＤ－ＲＷディスクに繰り返し情報の記録を行う場合に、記録終了時の
ディスクに記録されているタイトルについての仮ＶＭＧＩを生成し、ファイルシステム情
報領域内の所定位置に２カ所に渡って記録するので、仮ＶＭＧＩを安定的に記録、保持す
ることができる。また、仮ＶＭＧＩの記録位置がディスクの物理的な劣化その他の原因で
アクセスエラーを生じた場合は、記録位置を変更して仮ＶＭＧＩを記録するので、仮ＶＭ
ＧＩを繰り返し記録することにより、その領域が劣化などした場合でも、確実に仮ＶＭＧ
Ｉを記録することができる。また、そのように仮ＶＭＧＩの記録位置が変更されても、有
効な仮ＶＭＧＩの記録位置を示すアンカーポイント情報がディスク上に記録されているの
で、これを参照することにより、容易に有効な仮ＶＭＧＩを取得することができる。さら
に、アンカーポイント情報が何らかの原因で読み取れないような場合は、仮ＶＭＧＩ領域
及び仮ＶＭＧＩバックアップ領域内を最後部から順に読み取って有効な仮ＶＭＧＩを探す
ことができるので、より安全に仮ＶＭＧＩを取得することができる。
【０１４９】
【発明の効果】
本発明によれば、例えば映像、音声などを含む記録情報、及びその再生のための再生制御
情報を含む単位情報が書換可能型記録媒体に記録され、その記録後の状態において、当該
記録媒体に記録されている全ての単位記録情報についての仮管理情報が生成され、記録媒
体上に記録される。仮管理情報は、記録媒体上に記録されている単位情報についての管理
情報であるため、新たな単位記録情報が記録媒体に記録されるたびに仮管理情報を生成し
て記録媒体上に記録しておくことにより、その後にその仮管理情報を参照して、当該記録
媒体から各単位記録情報を再生することが可能となる。仮管理情報の記録時にアクセスエ
ラーが生じた場合には、記録媒体上のその位置を仮管理情報の記録に使用しないこととし
、仮記録位置を変更して仮管理情報を記録する。仮管理情報は、新たな単位情報が記録媒
体に記録されるたびに行われるので、繰り返し記録により記録媒体のその位置が部分的に
劣化するなどの理由によりアクセスエラーが生じることがあり得るが、本発明では、その
ような場合に仮管理情報を記録する仮記録位置を変更するので、仮管理情報を常に正しく
記録し、再生することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＤＶＤビデオ規格における物理的記録フォーマットを示す図である。
【図２】ＤＶＤビデオ規格におけるＧＯＰの構成を示す図である。
【図３】ＤＶＤビデオ規格における物理的記録フォーマットを示す他の図である。
【図４】ＤＶＤビデオ規格における論理フォーマットを示す図である。
【図５】ＤＶＤ－ＲＷの物理的記録フォーマットを示す図である。
【図６】リストリクテッドオーバーライトモードによる記録シーケンスを示す図である。
【図７】仮ＶＭＧＩの記録方法を示す図である。
【図８】本発明による情報記録再生装置の概略構成を示すブロック図である。
【図９】本発明による情報記録方法のメインルーチンである。
【図１０】図９に示す仮ＶＭＧＩ書込処理のサブルーチンである。
【図１１】図９に示す仮ＶＭＧＩ読取処理のサブルーチンである
【符号の説明】
１　ＤＶＤ
１Ｒ　ＤＶＤ－ＲＷディスク
２　ビデオマネージャ
３、６３　ＶＴＳ
１０　ＶＯＢ
１１　コントロールデータ
２０　セル
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３０　ＶＯＢユニット
４１　ナビパック
４２　ビデオデータ
４３　オーディオデータ
４４　サブピクチャデータ
５２　ＧＯＰ
６０　プログラム
６２　タイトル
１２０　ピックアップ
１２１　変調部
１２３　ビデオエンコーダ
１２４　オーディオエンコーダ
１２５　システムコントローラ
１３３　操作部
１５１　ファイルシステムエリア
１５２　仮ＶＭＧエリア
１５３　仮ＶＭＧバックアップエリア
１５４　ＶＭＧエリア

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(30) JP 4087642 B2 2008.5.21

【図１１】



(31) JP 4087642 B2 2008.5.21

10

フロントページの続き

    審査官  小林　大介

(56)参考文献  特開平０９－１１５２４６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０５６６１９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－１５６４７８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１１００５５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２９１３６７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２８８９３８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11B  27/00
              G11B  20/10
              G11B  20/12
              G06F  12/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

