
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　欠陥エリア及びこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアの関係を示す欠陥管理情報
を記録するためのエリアであって、事前に規定された位置に配置される欠陥管理エリアと
、
　前記欠陥管理エリア内の欠陥検出に基づき、前記欠陥管理エリアに記録された欠陥管理
情報の交替先となるエリアであって、事前に規定された位置に配置される予備エリアと、
　前記欠陥管理エリア及び前記予備エリアのうちのどのエリアに現在の欠陥管理情報が記
録されているかを示す情報を記録するための管理エリアと、
　を備えたことを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　欠陥エリア及びこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアの関係を示す欠陥管理情報
を記録するためのエリアであって、事前に規定された位置に配置される欠陥管理エリアと
、前記欠陥管理エリア内の欠陥検出に基づき、前記欠陥管理エリアに記録された欠陥管理
情報の交替先となるエリアであって、事前に規定された位置に配置される予備エリアと、
前記欠陥管理エリア及び前記予備エリアのうちのどのエリアに現在の欠陥管理情報が記録
されているかを示す情報を記録するための管理エリアとを備えた情報記録媒体に対して情
報を記録する情報記録方法であって、
　前記管理エリアに記録された情報に基づき前記欠陥管理エリア又は前記予備エリアに記
録された現在の欠陥管理情報を読み出し、
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　前記読み出した現在の欠陥管理情報に基づき欠陥エリアの交替先のスペアエリアに対し
て情報を記録する、
　ことを特徴とする情報記録方法。
【請求項３】
　欠陥エリア及びこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアの関係を示す欠陥管理情報
を記録するためのエリアであって、事前に規定された位置に配置される欠陥管理エリアと
、前記欠陥管理エリア内の欠陥検出に基づき、前記欠陥管理エリアに記録された欠陥管理
情報の交替先となるエリアであって、事前に規定された位置に配置される予備エリアと、
前記欠陥管理エリア及び前記予備エリアのうちのどのエリアに現在の欠陥管理情報が記録
されているかを示す情報を記録するための管理エリアとを備えた情報記録媒体に対して情
報を記録する情報記録装置であって、
　 前記 管理エリア又は前記予備エリアに記
録された現在の欠陥管理情報を読み出す読出手段と、
　前記読み出した現在の欠陥管理情報に基づき欠陥エリアの交替先のスペアエリアに対し
て情報を記録する記録手段と、
　を備えたことを特徴とする情報記録装置。
【請求項４】
　欠陥エリア及びこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアの関係を示す欠陥管理情報
を記録するためのエリアであって、事前に規定された位置に配置される欠陥管理エリアと
、前記欠陥管理エリア内の欠陥検出に基づき、前記欠陥管理エリアに記録された欠陥管理
情報の交替先となるエリアであって、事前に規定された位置に配置される予備エリアと、
前記欠陥管理エリア及び前記予備エリアのうちのどのエリアに現在の欠陥管理情報が記録
されているかを示す情報を記録するための管理エリアとを備えた情報記録媒体から情報を
再生する情報再生方法であって、
　 前記 管理エリア又は前記予備エリアに記
録された現在の 陥管理情報を読み出し、
　前記読み出した現在の欠陥管理情報に基づき欠陥エリアの交替先のスペアエリアから情
報を再生する、
　ことを特徴とする情報再生方法。
【請求項５】
　欠陥エリア及びこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアの関係を示す欠陥管理情報
を記録するためのエリアであって、事前に規定された位置に配置される欠陥管理エリアと
、前記欠陥管理エリア内の欠陥検出に基づき、前記欠陥管理エリアに記録された欠陥管理
情報の交替先となるエリアであって、事前に規定された位置に配置される予備エリアと、
前記欠陥管理エリア及び前記予備エリアのうちのどのエリアに現在の欠陥管理情報が記録
されているかを示す情報を記録するための管理エリアとを備えた情報記録媒体から情報を
再生する情報再生装置であって、
　 前記 管理エリア又は前記予備エリアに記
録された現在の欠陥管理情報を読み出す読出手段と、
　前記読み出した現在の欠陥管理情報に基づき欠陥エリアの交替先のスペアエリアから情
報を再生する再生手段と、
　を備えたことを特徴とする情報再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、高密度記録を特徴とするＤＶＤ（ Digital Video Disk）などの情報記録媒体
に関する。特に、書き換え可能な情報記録媒体に関する。また、この発明は、このような
情報記録媒体に対して情報を記録する情報記録装置及び情報記録方法に関する。さらに、
この発明は、このような情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置及び情報再生方法
に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
近年、高密度記録を特徴とするＤＶＤの研究開発が盛んに進められている。ＤＶＤには、
大きく分けて、再生専用のＤＶＤ－ＲＯＭと、書き換え可能なＤＶＤ－ＲＡＭとがある。
ＤＶＤ－ＲＡＭには、リードインエリア、データエリア、及びリードアウトエリアが設け
られている。さらに、データエリアには、ユーザデータが記録されるユーザエリア、及び
ユーザエリアに存在する欠陥エリアを補償するためのスペアエリアが設けられている。欠
陥管理にはリードインとリードアウトにある欠陥管理用テーブルが用いられ、この欠陥管
理に基づき交替処理が行なわれる。例えば、特開平１１－１８５３９０には、欠陥管理に
関する技術が開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、欠陥管理用テーブルの位置はフォーマットで固定的に割り当てられており、同
一内容の複数のテーブルを用意することでテーブル自体の信頼性を高めていた。しかしこ
の方法では欠陥が発生する度に、全テーブルを書き換える必要がありアクセスが遅くなる
という問題があった。
【０００４】
この発明の目的は、上記したような事情に鑑み成されたものであって、下記の情報記録媒
体、情報記録装置、情報記録方法、情報再生装置、及び情報再生方法を提供することにあ
る。
【０００５】
（１）交替処理速度の向上に貢献することが可能なデータ構造を有する情報記録媒体。
【０００６】
（２）交替処理速度を向上させることが可能な情報記録装置及び情報記録方法。
【０００７】
（３）交替処理速度の向上に貢献するデータ構造を有する情報記録媒体を正確に再生する
ことが可能な情報再生装置及び情報再生方法。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の情報記録媒体、情報記録装置、情報
記録方法、情報再生装置、及び情報再生方法は、以下のように構成されている。
【０００９】
（１）この発明の情報記録媒体は、各種制御情報が記録される制御エリアと、ユーザデー
タが記録されるデータエリアとを備え、前記データエリアは、このデータエリア内に存在
し得る欠陥エリアの交替先となるスペアエリアと、前記欠陥エリアと前記スペアエリアの
関係を示す欠陥管理情報を格納する欠陥管理エリアとを有し、前記制御エリアは、前記欠
陥管理エリアの位置を示すアドレスデータを格納するアドレスエリアを有することを特徴
とする。
【００１０】
（２）この発明の情報記録装置は、（１）に記載の情報記録媒体に対して情報を記録する
装置であって、前記アドレスエリアからアドレスデータを読み出し、このアドレスデータ
に基づき前記欠陥管理エリアから欠陥管理情報を読み出す前処理手段と、前記データエリ
アに目的のデータを記録する記録手段と、前記欠陥管理情報に基づき、前記目的のデータ
の記録先が欠陥エリアに該当することが判明した場合には、この目的のデータをこの欠陥
エリアの交替先となるスペアエリアに記録させる交替記録手段と、前記交替記録手段によ
り交替記録されたことを示す情報を前記欠陥管理エリアに記録する後処理手段とを備えて
いる。
【００１１】
（３）この発明の情報記録方法は、（１）に記載の情報記録媒体に対して情報を記録する
方法であって、前記アドレスエリアからアドレスデータを読み出し、このアドレスデータ
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に基づき前記欠陥管理エリアから欠陥管理情報を読み出す第１のステップと、前記欠陥管
理情報に基づき、目的のデータの記録先が欠陥エリアに該当することが判明した場合には
、この目的のデータをこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアに記録させる第２のス
テップと、前記第２のステップにより交替記録されたことを示す情報を前記欠陥管理エリ
アに記録する第３のステップとを備えている。
【００１２】
（４）この発明の情報再生装置は、（１）に記載の情報記録媒体から情報を再生する装置
であって、前記アドレスエリアからアドレスデータを読み出し、このアドレスデータに基
づき前記欠陥管理エリアから欠陥管理情報を読み出す前処理手段と、前記データエリアか
ら目的のデータを再生する再生手段と、前記欠陥管理情報に基づき、前記目的のデータの
記録先が欠陥エリアに該当することが判明した場合には、この目的のデータをこの欠陥エ
リアの交替先となるスペアエリアから再生する交替再生手段とを備えている。
【００１３】
（５）この発明の情報再生方法は、（１）に記載の情報記録媒体から情報を再生する方法
であって、前記アドレスエリアからアドレスデータを読み出し、このアドレスデータに基
づき前記欠陥管理エリアから欠陥管理情報を読み出す第１のステップと、前記欠陥管理情
報に基づき、目的のデータの記録先が欠陥エリアに該当することが判明した場合には、こ
の目的のデータをこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアから再生する第２のステッ
プとを備えている。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
最初に、図１を参照して、この発明に係る情報記録媒体としての光ディスク（ＤＶＤ－Ｒ
ＡＭディスク）１の一例を説明する。
【００１６】
図１は、光ディスク上のリードインエリア、データエリア、及びリードアウトエリアなど
の配置を示す図である。
【００１７】
図１に示すように、光ディスク１には、内周側から順に、リードインエリアＡ１、データ
エリアＡ２、及びリードアウトエリアＡ３が設けられている。リードインエリアＡ１には
、エンボスデータゾーン、ミラーゾーン（無記録ゾーン）、及びリライタブルデータゾー
ンが設けられている。データエリアＡ２には、リライタブルデータゾーンが設けられてお
り、このリライタブルデータゾーンには、複数のゾーン、ゾーン０～ゾーンＮが設けられ
ている。リードアウトエリアＡ３には、リライタブルデータゾーンが設けられている。
【００１８】
リードインエリアＡ１のエンボスデータゾーンには、光ディスク１の製造時に、リファレ
ンスシグナルやコントロールデータがエンボス記録される。リードインエリアＡ１のリラ
イタブルデータゾーンには、ディスクの種類を識別するための識別データ、及び欠陥エリ
アを管理するための欠陥管理データなどが記録されている。なお、この欠陥管理データが
記録されるエリアを、欠陥管理エリア（ＤＭＡ： Defect Management Area）とする。リー
ドアウトエリアＡ３のリライタブルデータゾーンには、リードインエリアＡ１のリライタ
ブルデータゾーンに記録されたデータと同じデータが記録される。
【００１９】
リードインエリアＡ１に設けられたエンボスデータゾーンは、複数のトラックにより構成
されており、各トラックは複数のセクタフィールドにより構成されている。また、このゾ
ーンは、所定の回転速度で処理される。
【００２０】
リードインエリアＡ１に設けられたリライタブルデータゾーン及びデータエリアＡ２に設
けられたリライタブルデータゾーンのゾーン０は、Ｘ個のトラックにより構成されており
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、各トラックはＹ個のセクタフィールドにより構成されている。また、このゾーンは、回
転速度Ｚ０（Ｈｚ）で処理される。
【００２１】
データエリアＡ２に設けられたリライタブルデータゾーンのゾーン１は、Ｘ個のトラック
により構成されており、各トラックは（Ｙ＋１）個のセクタフィールドにより構成されて
いる。また、このゾーンは、回転速度Ｚ１（Ｈｚ）で処理される（Ｚ０＞Ｚ１）。
【００２２】
データエリアＡ２に設けられたリライタブルデータゾーンのゾーン２は、Ｘ個のトラック
により構成されており、各トラックは（Ｙ＋２）個のセクタフィールドにより構成されて
いる。また、このゾーンは、回転速度Ｚ２（Ｈｚ）で処理される（Ｚ１＞Ｚ２）。
【００２３】
以下、データエリアＡ２に設けられたリライタブルデータゾーンのゾーン３～ゾーンＮは
、夫々が、Ｘ個のトラックにより構成されている。そして、ゾーン３の各トラックは（Ｙ
＋３）個のセクタフィールドにより構成されており、ゾーン４の各トラックは（Ｙ＋４）
個のセクタフィールドにより構成されている。つまり、ゾーンＮの各トラックは（Ｙ＋Ｎ
）個のセクタフィールドにより構成されている。また、ゾーン３は、回転速度Ｚ３（Ｈｚ
）で処理され（Ｚ２＞Ｚ３）、ゾーン４は、回転速度Ｚ４（Ｈｚ）で処理される（Ｚ３＞
Ｚ４）。つまり、ゾーンＮは、回転速度ＺＮ（Ｈｚ）で処理される（Ｚ（Ｎ－１）＞ＺＮ
）。
【００２４】
リードアウトエリアＡ３に設けられたリライタブルデータゾーンは、複数のトラックによ
り構成されており、各トラックは（Ｙ＋Ｎ）個のセクタフィールドにより構成されている
。また、このゾーンは、回転速度ＺＮ（Ｈｚ）で処理される。
【００２５】
上記説明したように、光ディスク１の内周側のゾーンから順に、１トラックあたりのセク
タフィールド数が増加するようになっており、且つ回転速度が低下するようになっている
。つまり、光ディスク１は、ＺＣＬＶ（ Zone Constant Linear Velocity）方式が対象の
ディスクである。
【００２６】
続いて、図２を参照して、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク上のセクタフィールドのフォーマット
について説明する。
【００２７】
図２に示すように、１セクタフィールドは、およそ２６９７バイトで構成されている。こ
のセクタフィールドには、８－１６変調により変調されたデータが記録される。８－１６
変調は、８ビットの入力符号系列を、１６ビットの出力符号系列に変調する変調方式であ
る。また、入力符号系列は入力ビットと呼ばれ、出力符号系列はチャネルビットと呼ばれ
る。因みに、１バイトは１６チャネルビットと同じ意味である。
【００２８】
ここで、１セクタフィールドの内訳について説明する。１セクタフィールドは、１２８バ
イトのヘッダフィールドＨＦ、２バイトのミラーフィールドＭＦ、２５６７バイトのレコ
ーディングフィールドＲＦで構成される。
【００２９】
ヘッダフィールドＨＦには、光ディスクの製造工程においてヘッダデータがエンボス記録
される。このヘッダフィールドＨＦには、ヘッダデータの検出精度を向上させるためにヘ
ッダデータが４重書きされている。つまり、このヘッダフィールドＨＦには、ヘッダ１フ
ィールド、ヘッダ２フィールド、ヘッダ３フィールド、及びヘッダ４フィールドが含まれ
る。ヘッダ１フィールド及びヘッダ３フィールドは４６バイトで構成されている。ヘッダ
２フィールド及びヘッダ３フィールドは１８バイトで構成されている。
【００３０】
ヘッダ１フィールドには、３６バイトのＶＦＯ（ Variable Frequency Oscillator）１、
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３バイトのＡＭ（ Address Mark）、４バイトのＰＩＤ（ Physical ID）１、２バイトのＩ
ＥＤ（ ID Error Detection Code)１、１バイトのＰＡ（ Post Ambles）１が含まれている
。
【００３１】
ヘッダ２フィールドには、８バイトのＶＦＯ２、３バイトのＡＭ、４バイトのＰＩＤ２、
２バイトのＩＥＤ２、１バイトのＰＡ２が含まれている。
【００３２】
ヘッダ３フィールドには、３６バイトのＶＦＯ１、３バイトのＡＭ、４バイトのＰＩＤ３
、２バイトのＩＥＤ３、１バイトのＰＡ１が含まれている。
【００３３】
ヘッダ４フィールドには、８バイトのＶＦＯ２、３バイトのＡＭ、４バイトのＰＩＤ４、
２バイトのＩＥＤ４、１バイトのＰＡ２が含まれている。
【００３４】
ＰＩＤ１、ＰＩＤ２、ＰＩＤ３、及びＰＩＤ４には、セクタインフォメーション及び物理
セクタナンバー（物理アドレス）が含まれている。ＶＦＯ１及びＶＦＯ２には、ＰＬＬ（
Phase Locked Loop）の引き込みを行うための連続的な繰返しパターン（１０００１００
０１０００…）が含まれている。ＡＭには、ＰＩＤの位置を示すためのランレングス制限
に違反する特殊なパターン（アドレスマーク）が記録されている。ＩＥＤ１、ＩＥＤ２、
ＩＥＤ３、及びＩＥＤ４には、ＰＩＤのエラーを検出するためのエラー検出符号が含まれ
ている。ＰＡには、復調に必要なステート情報が含まれており、ヘッダフィールドＨＦが
スペースで終了するよう極性調整の役割も持つ。ミラーフィールドＭＦは、鏡面のフィー
ルドである。
【００３５】
レコーディングフィールドＲＦは、主に、ユーザデータが記録されるフィールドである。
レコーディングフィールドには、（１０＋Ｊ／１６）バイトのギャップフィールド、（２
０＋Ｋ）バイトのガード１フィールド、３５バイトのＶＦＯ３フィールド、３バイトのＰ
Ｓ（ pre-synchronous code）フィールド、２４１８バイトのデータフィールド（ユーザデ
ータフィールド）、１バイトのポストアンブルＰＡ３フィールド、（５５－Ｋ）バイトの
ガード２フィールド、および（２５－Ｊ／１６）バイトのバッファフィールドが含まれて
いる。因みに、Ｊは０～１５、Ｋは０～７の整数でランダムな値をとる。これにより、デ
ータ書始めの位置がランダムにシフトされる。その結果、オーバーライトによる記録膜の
劣化を低減できる。
【００３６】
ギャップフィールドには、何も記録されていない。ガード１フィールドは、相変化記録膜
特有の繰返しオーバーライトの始端劣化を吸収するための捨て領域である。ＶＦＯ３フィ
ールドは、ＰＬＬロック用のフィールドであるとともに、同一パターンの中に同期コード
を挿入し、バイト境界の同期をとる役割も果たす。ＰＳフィールドは、同期コードが記録
されるフィールドである。
【００３７】
データフィールドは、データＩＤ、データＩＤエラー訂正コードＩＥＤ（ Data ID Error 
Detection Code）、同期コード、エラー訂正コードＥＣＣ（ Error Collection Code ）、
エラー検出コードＥＤＣ（ Error Detection Code）、２０４８バイトのユーザデータ等が
記録されるフィールドである。データＩＤには、論理セクタナンバー（論理アドレス）が
含まれる。データＩＤエラー訂正コードＩＥＤは、データＩＤ用の２バイト（１６ビット
）構成のエラー訂正コードである。
【００３８】
ポストアンブルＰＡ３フィールドは、復調に必要なステート情報を含んでおり、前のデー
タフィールドの最終バイトの終結を示すフィールドである。ガード２フィールドは、相変
化記録媒体特有の繰り返し記録時の終端劣化がデータフィールドにまで及ばないようにす
るために設けられたフィールドである。バッファフィールドは、データフィールドが次の

10

20

30

40

50

(6) JP 3971117 B2 2007.9.5



ヘッダフィールドにかからないように、光ディスク１を回転するモータの回転変動などを
吸収するために設けられたフィールドである。
【００３９】
続いて、ＰＩＤ１、ＰＩＤ２、ＰＩＤ３、及びＰＩＤ４について具体的に説明する。これ
らＰＩＤには、８ビットのセクタインフォメーションと、２４ビットの物理セクタナンバ
ーが含まれている。物理セクタナンバーには、セクタフィールドの絶対位置を示すアドレ
スデータが記録される。セクタインフォメーションには、２ビットのリザーブ、２ビット
のＰＩＤナンバー、３ビットのセクタタイプ、１ビットのレイヤーナンバーなどの情報が
含まれる。リザーブは、無記録領域である。ＰＩＤナンバーには、ＰＩＤナンバーが記録
される。例えば、ヘッダ１フィールド中におけるＰＩＤナンバーにはＰＩＤ１を示す“０
０”、ヘッダ２フィールド中におけるＰＩＤナンバーにはＰＩＤ２を示す“０１”、ヘッ
ダ３フィールド中におけるＰＩＤナンバーにはＰＩＤ３を示す“１０”、ヘッダ４フィー
ルド中におけるＰＩＤナンバーにはＰＩＤ４を示す“１１”が記録される。
【００４０】
セクタタイプには、読み出し専用セクタ（ Read only sector）であることを示す“０００
”、リザーブセクタ（ Reserved）であることを示す“００１”、“０１０”、又は“０１
１”、ランド又はグルーブトラックの書き換え可能な先頭セクタ（ Rewritable first sec
tor）であることを示す“１００”、ランド又はグルーブトラックの書き換え可能な最終
セクタ（ Rewritable last sector）であることを示す“１０１”、ランド又はグルーブト
ラックの書き換え可能な最終セクタの一つ手前のセクタ（ Rewritable before last secto
r）であることを示す“１１０”、ランド又はグルーブトラックの書き換え可能なその他
のセクタ（ Rewritable other sector）であることを示す“１１１”が記録される。
【００４１】
レイヤーナンバーには、レイヤー１又は０を示す“１”又は“０”が記録される。
【００４２】
続いて、図３～図４を参照して、ＤＶＤ－ＲＡＭに記録されるデータの構造及びＤＶＤ－
ＲＡＭから再生されるデータの構造について説明する。図３は、ＥＣＣブロックデータの
構造を概略的に示す図である。図４は、図２に示すデータフィールドに記録されるセクタ
データのデータ構造を概略的に示す図である。
【００４３】
ＤＶＤ－ＲＡＭには、データが記録されるトラックが形成されており、このトラックには
所定単位のデータが記録されるセクタフィールドが複数形成されている。また、ＤＶＤ－
ＲＡＭには、ＥＣＣブロックデータと呼ばれるフォーマットのデータが記録されるように
なっている。厳密に言うと、ＥＣＣブロックデータから生成される１６個のセクタデータ
が、１６個のセクタフィールドに分散記録されるようになっている。さらに言うと、一塊
りのセクタデータは、図２に示す２４１８バイトのデータフィールドに記録される。
【００４４】
図３に示すように、ＥＣＣブロックデータは、データブロックＤＢ（ユーザデータを含む
）、横方向のエラー訂正コードＥＣＣ１、及び縦方向のエラー訂正コードＥＣＣ２で構成
されている。
【００４５】
データブロックＤＢは、所定数の行及び列に沿って配列されたデータにより構成されてお
り、このデータブロックＤＢは１６個のデータユニットＤＵに分割することができる。さ
らに詳しく言うと、データブロックＤＢは、１７２（バイト数）×１２（データユニット
を構成する行数）×１６（データブロックを構成するデータユニット数）のデータにより
構成されている。データユニットＤＵは、１７２（バイト数）×１２（データユニットを
構成する行数）のデータにより構成されている。また、データユニットＤＵには、データ
ＩＤ、データＩＤエラー訂正コードＩＥＤ、エラー検出コードＥＤＣ、２０４８バイトの
ユーザデータ等が含まれている。データＩＤは、データユニットＤＵに含まれるユーザデ
ータのスクランブルに利用される。エラー検出コードＥＤＣは、データユニット内の一部
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のデータの集まりに含まれるエラーを検出するためのものである。
【００４６】
横方向のエラー訂正コードＥＣＣ１は、データブロックＤＢのうちの行方向（横方向）の
データに含まれるエラーを訂正するものである。さらに詳しく言うと、横方向のエラー訂
正コードＥＣＣ１は、１０（バイト）×１２（データユニットＤＵを構成する行数）×１
６（データブロックＤＢを構成するデータユニットＤＵの数）のデータにより構成されて
いる。
【００４７】
縦方向のエラー訂正コードＥＣＣ２は、データブロックＤＢのうちの列方向（縦方向）の
データに含まれるエラーを訂正するものである。さらに詳しく言うと、縦方向のエラー訂
正コードＥＣＣ２は、｛１７２（バイト）＋１０（バイト）｝×１６（データブロックＤ
Ｂを構成するデータユニットＤＵの数）のデータにより構成されている。
【００４８】
続いて、図４を参照して、セクタデータについて説明する。
【００４９】
一つのＥＣＣブロックデータから１６個のセクタデータが生成される。一つのセクタデー
タは、データユニットＤＵ、このデータユニットＤＵに対して付与されている横方向のエ
ラー訂正コードＥＣＣ１の一部、及び縦方向のエラー訂正コードＥＣＣ２の一部により構
成されている。さらに詳しく言うと、セクタデータは、｛１７２（バイト）＋１０（バイ
ト）｝×１２（データユニットＤＵを構成する行数）＋１（縦方向のエラー訂正コードＥ
ＣＣ２の１列分）のデータにより構成されている。
【００５０】
続いて、図５を参照して、ディスク全体のデータ構造、特にリードインエリアＡ１、デー
タエリアＡ２、及びリードアウトエリアＡ３に配置される欠陥管理に関する各種エリアを
示す図である。図５に示すように、リードインエリアＡ１及びリードアウトエリアＡ３に
は、ＤＭＡアドレスエリアが設けられている。このＤＭＡアドレスエリアには、図６に示
すように、ＤＭＡの位置を示すアドレスデータが格納されている。例えば、図６（ａ）に
示すように、ＤＭＡの先頭のアドレスデータ（４バイト）とＤＭＡのレングスデータ（４
バイト）とが格納されている。又は、図６（ｂ）に示すように、ＤＭＡの先頭のアドレス
データ（４バイト）と最終のアドレスデータ（４バイト）とが格納されている。
【００５１】
このアドレスデータにより位置が示されるＤＭＡは、データエリア内（特にユーザエリア
内）に定義される。つまり、ＤＭＡは後述する交替処理の対象となる。ＤＭＡの交替先は
、ＤＭＡ予備エリア１、ＤＭＡ予備エリア２、…、ＤＭＡ予備エリアＮである。図５では
、ＤＭＡ予備エリアをユーザエリア内に配置するケースについて示しているが、ＤＭＡ予
備エリアをスペアエリア内に配置するようにしてもよい。これにより、ＤＭＡを多重書き
することなく、ＤＭＡに格納されるデータの信頼性を維持することができる。このＤＭＡ
には、欠陥管理に関する情報（欠陥管理情報）が記録される。例えば、ＤＭＡには、複数
の初期欠陥リスト（ＰＤＬ： Primary Defect List）、及び複数の二次欠陥リスト（ＳＤ
Ｌ： Secondary Defect List）がエントリされる。因みに、初期欠陥は、一次欠陥とも称
する。
【００５２】
図７は、初期欠陥リストのデータ構造の概略を示す図である。図８は、二次欠陥リストの
データ構造の概略を示す図である。図７に示すように、初期欠陥リストには、先頭から順
に、エントリタイプが記録されるエリア、リザーブ用のエリア、及び欠陥セクタ（欠陥が
あるセクタフィールドのことを指す）の物理セクタナンバーが記録されるエリアが含まれ
ている。図８に示すように、二次欠陥リストには、先頭から順に、割り当てマーク（ＦＲ
Ｍ）が記録されるエリア、リザーブ用のエリア、欠陥ブロック中の先頭セクタ（欠陥ブロ
ックを構成する１６個のセクタフィールドのうちの先頭のセクタフィールドのことを指す
）の物理セクタナンバーが記録されるエリア、リザーブ用のエリア、及び交替ブロック中
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の先頭セクタ（交替ブロックを構成する１６個のセクタフィールドのうちの先頭のセクタ
フィールドのことを指す）の物理セクタナンバーが記録されるエリアが含まれている。
【００５３】
既に、図６を参照して説明したように、ＤＭＡアドレスエリアには、ＤＭＡの位置を示す
位置情報（アドレス、レングス等）が記録される。従来は、ＤＤＳ、ＰＤＬ、ＳＤＬを含
むＤＭＡ自体が内外周に配置されていた。これに対して、本発明の媒体では、内外周にＤ
ＭＡの位置を示す位置情報だけを記録する。ＤＭＡの実体は、この位置情報を書き換える
ことにより移動させることができる。このためＤＭＡの実体に欠陥が増えた場合には、他
のエリアに移動させることができる。つまり、ＤＭＡの実体を交替記録することができる
。移動がスムーズになるように、あらかじめＤＭＡ用の予約エリアを確保する。例えば、
Ｎ個ある各ゾーンに予約エリアを確保し、ＤＭＡの欠陥の増加に伴い、内周側から順番に
移動させるルールに従うようにする。これにより、Ｎ－１箇所に移動できる。従来は欠陥
管理されないＤＭＡ自体を守るために内周側２カ所、外周側２カ所の合計４カ所を書き換
える必要があった。それに対して本発明では、１カ所のみ書き換えれば良い。もちろん本
発明でも、２カ所以上のＤＭＡを同時に書き換えるようにすることも可能である。ＤＭＡ
を２カ所配置する場合は、２カ所の位置を指定する必要がある。アクセス速度を落とさな
いよう、同一ゾーン内にそれぞれのＤＭＡが対向するように配置すれば欠陥に対して強く
なる。
【００５４】
続いて、交替処理について説明する。交替処理には、スリッピング交替処理及びリニア交
替処理がある。スリッピング交替処理は、初期欠陥に対する処理であり、セクタフィール
ドの単位で行われる交替処理である。リニア交替処理は、二次欠陥に対する処理であり、
ＥＣＣブロックデータの単位で行われる交替処理である。詳細は、以下説明する。
【００５５】
第１に、スリッピング交替処理について説明する。
【００５６】
光ディスクの出荷前には、光ディスク上におけるリライタブルデータゾーンに欠陥（＝初
期欠陥）がないか検証（サーティファイ）される。つまり、リライタブルデータゾーンに
対して、データが正常に記録できるかが検証される。この検証は、セクタフィールドの単
位で行われる。
【００５７】
検証中に、欠陥セクタ（＝一次欠陥エリア：初期欠陥があるセクタフィールドのことを指
す）が発見された場合、この欠陥セクタの物理セクタナンバーが、初期欠陥リストに記録
される。さらに、この欠陥セクタには、論理セクタナンバーは付与されない。詳しく言う
と、この欠陥セクタを飛ばして、この欠陥セクタの前後に配置されている正常セクタ（欠
陥がないセクタフィールドのことを指す）に対してだけ、シリアルに論理セクタナンバー
が付与される。つまり、欠陥セクタは、存在しないセクタとして見なされることになる。
これにより、このような欠陥セクタに対して、ユーザデータの書き込み等は行われなくな
る。上記した一連の処理が、スリッピング交替処理である。つまり、このスリッピング交
替処理では、欠陥セクタがスリップされることになる。
【００５８】
さらに、図９を参照して、スリッピング交替処理について説明する。
【００５９】
図９に示すように、ユーザエリア（図５に示すユーザエリアＵＡ）とスペアエリア（図５
に示すスペアエリアＳＡ）が存在しているとする。このユーザエリアとスペアエリアは、
図１で説明したゾーン０～ゾーンＮのうちのどこかに存在しているものとする。
【００６０】
例えば、検証中に、ｍ個の欠陥セクタと、ｎ個の欠陥セクタが発見された場合、（ｍ＋ｎ
）個の欠陥セクタが、スペアエリアにより補償される。つまり、図９の上段に示すユーザ
エリアを構成するセクタ数が、スペアエリアにより補償されることになる。また、上記説
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明したように、ｍ個の欠陥セクタ及びｎ個の欠陥セクタには、論理セクタナンバーは付与
されない。さらに言うと、スペアエリアもスリッピング交替処理の対象エリアである。従
って、スペアエリア中に、欠陥セクタが発見されれば、上記説明したスリップ交替処理に
より処理される。なお、欠陥セクタ、正常セクタにかかわらず、全セクタは、物理セクタ
ナンバーを有している。
【００６１】
第２に、リニア交替処理について説明する。
【００６２】
光ディスクの出荷後、ユーザデータの書き込みを行うときには、ユーザデータが正常に書
き込まれたか否かの確認（ベリファイ）が行われる。ユーザデータが正常に書き込まれな
い状況を二次欠陥と称する。この二次欠陥の有無は、図３に示すＥＣＣブロックデータが
記録された１６個のセクタフィールド（ＥＣＣブロックフィールド）の単位で行われる。
【００６３】
欠陥ブロック（＝二次欠陥エリア：二次欠陥があるＥＣＣブロックフィールドのことを指
す）が発見された場合、この欠陥ブロック中の先頭セクタの物理セクタナンバー、及びこ
の欠陥ブロックの交替先の交替ブロック（スペアエリア中に確保されるＥＣＣブロックフ
ィールドのことを指す）中の先頭セクタの物理セクタナンバーが二次欠陥リストに記録さ
れる。また、欠陥ブロック中の１６個のセクタフィールドに付与された論理セクタナンバ
ーが、そのまま、交替ブロック中の１６個のセクタフィールドに付与される。これにより
、欠陥ブロックに対して記録されるはずのデータは、交替ブロックに記録されることにな
る。以後、欠陥ブロックへのアクセスは、交替ブロックへのアクセスと見なされる。上記
した一連の処理が、リニア交替処理である。つまり、このリニア交替処理では、欠陥ブロ
ックがリニアに交替されることになる。
【００６４】
さらに、図１０を参照して、リニア交替処理について説明する。
【００６５】
図１０に示すように、ユーザエリアとスペアエリアが存在しているとする。このユーザエ
リアとスペアエリアは、図１で説明したゾーン０～ゾーンＮのうちのどこかに存在してい
るものとする。
【００６６】
例えば、ユーザデータの書き込みの際に、ｍ個の欠陥ブロックと、ｎ個の欠陥ブロックが
発見された場合、（ｍ＋ｎ）個の欠陥ブロックが、スペアエリアの（ｍ＋ｎ）個の交替ブ
ロックにより補償される。また、上記説明したように、ｍ個の欠陥ブロック及びｎ個の欠
陥ブロックを構成する｛１６×（ｍ＋ｎ）｝個のセクタフィールドに付与されていた論理
セクタナンバーは、（ｍ＋ｎ）個の交替ブロックを構成する｛１６×（ｍ＋ｎ）｝個のセ
クタフィールドに引き継がれる。さらに言うと、スペアエリアもリニア交替処理の対象エ
リアである。従って、スペアエリア中に、欠陥ブロックが発見されれば、上記説明したリ
ニア交替処理によって処理される。なお、欠陥ブロック、正常ブロックにかかわらず、ブ
ロックを構成する全セクタフィールドは、物理セクタナンバーを有している。
【００６７】
続いて、上記したスリッピング交替処理及びリニア交替処理に対応したユーザデータの書
き込み処理について説明する。
【００６８】
ユーザエリアに対するユーザデータの書き込みは、一次欠陥リスト及び二次欠陥リストに
基づき行われる。つまり、あるセクタフィールドに対してユーザデータを書き込むとき、
このセクタフィールドが一次欠陥リストにリストされた欠陥セクタに該当する場合には、
この欠陥セクタをスリップして、この欠陥セクタの次に存在する正常セクタに対してユー
ザデータの書き込みが行われる。また、ユーザデータの書き込み先のブロックが、二次欠
陥リストにリストされた欠陥ブロックである場合、この欠陥ブロックに対応した交替ブロ
ックにユーザデータの書き込みが行われる。
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【００６９】
続いて、光ディスクのフォーマットについて説明する。
【００７０】
パーソナルコンピュータ用の情報記憶媒体（ハードディスクや光磁気ディスクなど）のフ
ァイルシステムで多く使われるＦＡＴ（ファイルアロケーションテーブル）では、２５６
バイトまたは５１２バイトを最小単位として情報記憶媒体へ情報が記録される。
【００７１】
それに対し、ＤＶＤ -ビデオ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＡＭ等の情報記
憶媒体では、ファイルシステムとしてＯＳＴＡで策定されたＵＤＦ（ユニバーサルディス
クフォーマット）及びＩＳＯ１３３４６が採用されている。ここでは２０４８バイトを最
小単位として情報記憶媒体へ情報が記録される。ファイル管理方法としては、基本的にル
ートディレクトリを親に持ち、ツリー状にファイルを管理する階層ファイルシステムを前
提としている。
【００７２】
図１１に示すように、光ディスク１に対するフォーマットは、ホスト装置３に接続された
光ディスクドライブ２により行われる。ホスト装置３は、光ディスクドライブ装置２に対
して各種指示を出す。光ディスクドライブ２は、ホスト装置３から送信される指示に従い
各種動作を実行する。
【００７３】
フォーマット時には、光ディスク１のリードインエリアＡ１のＤＭＡアドレスエリアにＤ
ＭＡの位置情報、ユーザエリアのＤＭＡに欠陥管理リスト（ＤＭＡの実体）が作成される
。ＤＭＡ自体の欠陥が増えて訂正不能になる前にドライブはＤＭＡ位置を動かすことがで
きる。本発明ではＤＭＡの位置を可変にすることでＤＭＡ自体の対障害性を増し、ＤＭＡ
内容書き換えのためのアクセス頻度を減らすことができる。
【００７４】
続いて、図１２を参照して、情報記録再生装置（光ディスクドライブ２）の概略について
説明する。図１２に示す情報記録再生装置は、この発明の情報記録媒体に相当する光ディ
スク１に対して所定のデータを記録したり、光ディスク１に記録されたデータを再生した
りするものである。この情報記録再生装置は、ディスクモータ２０２、ＰＵＨ（ピックア
ップヘッド）２０３、レーザ制御部２０４、記録データ生成部２０５、信号処理部２０６
、エラー訂正処理部２０７、フォーカス／トラキング制御部２０８、メモリ２０９、及び
主制御部２１０等を備えている。
【００７５】
ディスクモータ２０２は、光ディスク１を所定速度で回転させる。ＰＵＨ２０３は、レー
ザ照射部２０３ａ及び光検出部２０３ｂを備えている。レーザ照射部２０３ａは、光ディ
スクに対して照射パワーの異なる記録用光ビーム及び再生用光ビームを選択的に照射する
。光検出部２０３ｂは、レーザ照射部２０３ａから照射された光ビームの光ディスクから
の反射光を検出する。レーザ制御部２０４は、レーザ照射部２０３ａのオン／オフを制御
すると共に、このレーザ照射部２０３ａから照射される光ビームの照射パワーを制御する
。記録データ生成部２０５は、記録対象のデータにエラー訂正コードを付加して記録用デ
ータを生成する。
【００７６】
信号処理部２０６は、光検出部２０３ｂで検出された反射光に反映されたデータを再生す
る。エラー訂正処理部２０７は、信号処理部２０６で再生されたデータに含まれるエラー
訂正コードに基づき、再生されたデータに含まれるエラーを訂正する。また、このエラー
訂正処理部７は、エラー検出部２０７ａ及びエラーライン判定部２０７ｂを備えている。
エラー検出部２０７ａは、信号処理部２０６で再生されたデータに含まれるエラー訂正コ
ードに基づき、再生された１ライン中のデータに含まれるエラーバイト数を検出する。エ
ラーライン判定部２０７ｂは、エラー検出結果に基づき、再生されたラインがエラーライ
ンに該当するか否かを判定する。例えば、１ライン中に５バイト以上のエラーが含まれた
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ラインをエラーラインとして判定する。１ライン中に４バイトまでのエラーが含まれてい
る場合には、エラー訂正コードのエラー訂正能力で訂正することができる。しかし、これ
以上のエラーが含まれている場合には、エラー訂正コードでは訂正できない。このため、
１ライン中に５バイト以上のエラーが含まれたラインをエラーラインとして判定する。
【００７７】
フォーカス／トラッキング制御部８は、信号処理部２０６で再生されたデータに基づきＰ
ＵＨ３から照射される光ビームのフォーカス及びトラッキングを制御する。メモリ２０９
には、予め各種制御情報が記憶されている。さらに、このメモリ２０９には、光ディスク
から読み出される各種制御情報も記憶される。主制御部２１０は、ホスト装置３からの命
令及びメモリ２０９に記憶された各種制御情報に基づき、情報記録再生装置を制御して、
光ディスク１に対して目的の情報を記録したり、光ディスク１に記録されている目的の情
報を再生したりする。
【００７８】
ここで、上記説明した情報記録再生装置により光ディスク１に対して情報を記録する記録
処理、及び光ディスク１から情報を再生する再生処理について説明する。
【００７９】
まず、図１３を参照して記録処理について説明する。光ディスク１が情報記録再生装置に
装填されると、主制御部２１０からリードインエリア及びリードアウトエリアの読み出し
が指示される。この指示に基づき、レーザ制御部２０４がレーザ照射部２０３ａを制御す
るとともに、フォーカス／トラッキング制御部２０８がフォーカス／トラッキングの制御
を開始する。これにより、リードインエリア及びリードアウトエリアから各種制御情報が
読み出される（ＳＴ１０１）。このとき、リードインエリア及びリードアウトエリアのＤ
ＭＡアドレスエリアからアドレスデータが読み出される（ＳＴ１０２）。このアドレスデ
ータに基づきＤＭＡにアクセスし、ＤＭＡから欠陥管理情報が読み出される（ＳＴ１０３
）。読み出された欠陥管理情報は、制御情報としてメモリ２０９に格納される。
【００８０】
既に説明したように、ＤＭＡの実体は、ユーザエリア内に配置されている。従って、ＤＭ
Ａも欠陥管理の対象となり、これによりＤＭＡに格納される欠陥管理情報の信頼性を維持
することができる。そこで、ＤＭＡから欠陥管理情報が読み出されたとき、所定の条件を
判定基準として、ＤＭＡが交替記録される。例えば、読み出されたデータ（欠陥管理情報
）に含まれるエラー数が所定値を超えると（ＳＴ１０４、ＹＥＳ）、欠陥管理情報が交替
記録される。つまり、欠陥管理情報がＤＭＡ予備エリアに移動させられる（ＳＴ１０５）
。ＤＭＡ予備エリアは、例えば、ＤＭＡ予備エリア１、ＤＭＡ予備エリア２、…、ＤＭＡ
予備エリアＮの順に使用されるものとする。このＤＭＡ予備エリア使用順序は、予め情報
記録再生装置のメモリ１０９に制御情報として格納されているものとする。欠陥管理情報
がＤＭＡ予備エリアに交替記録された場合には、これに伴いＤＭＡアドレスエリアに格納
されたアドレスが書き換えられる。つまり、ＤＭＡ予備エリアを指すアドレスに書き換え
られる。読み出されたデータに含まれるエラー数が所定値以下であれば（ＳＴ１０４、Ｎ
Ｏ）、欠陥管理情報は交替記録されない。例えば、ＥＣＣのエラー訂正能力を超える前に
、欠陥管理情報が交替記録されるような条件を設定する方法が考えられる。
【００８１】
ホスト装置３からユーザエリアにおける目的のアドレスに対する目的のデータの記録が指
示されると、主制御部２１０の制御により目的のアドレスに対する目的のデータの記録処
理が実行される（ＳＴ１０６、ＹＥＳ）。このとき、欠陥管理情報に基づき、目的のアド
レスの記録先が欠陥エリアに該当しないことが判明した場合には（ＳＴ１０７、ＮＯ）、
そのまま目的のアドレスに対して目的のデータが記録される（ＳＴ１０８）。欠陥管理情
報に基づき、目的のアドレスの記録先が欠陥エリアに該当していることが判明した場合に
は（ＳＴ１０７、ＹＥＳ）、目的のアドレスに対応する交替先のアドレス（スペアエリア
）に対して目的のデータが交替記録される（ＳＴ１０９）。さらに、交替記録されたこと
を示す情報がＤＭＡに追加記録される（ＳＴ１１０）。
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【００８２】
続いて、図１４を参照して再生処理について説明する。光ディスク１が情報記録再生装置
に装填されると、主制御部２１０からリードインエリア及びリードアウトエリアの読み出
しが指示される。この指示に基づき、レーザ制御部２０４がレーザ照射部２０３ａを制御
するとともに、フォーカス／トラッキング制御部２０８がフォーカス／トラッキングの制
御を開始する。これにより、リードインエリア及びリードアウトエリアから各種制御情報
が読み出される（ＳＴ２０１）。このとき、リードインエリア及びリードアウトエリアの
ＤＭＡアドレスエリアからアドレスデータが読み出される（ＳＴ２０２）。このアドレス
データに基づきＤＭＡにアクセスし、ＤＭＡから欠陥管理情報が読み出される（ＳＴ２０
３）。読み出された欠陥管理情報は、制御情報としてメモリ２０９に格納される。
【００８３】
ホスト装置３からユーザエリアにおける目的のアドレスから目的のデータの再生が指示さ
れると、主制御部２１０の制御により目的のアドレスから目的のデータの再生処理が実行
される（ＳＴ２０４、ＹＥＳ）。このとき、欠陥管理情報に基づき、目的のアドレスの記
録先が欠陥エリアに該当しないことが判明した場合には（ＳＴ２０５、ＮＯ）、そのまま
目的のアドレスから目的のデータが再生される（ＳＴ２０６）。欠陥管理情報に基づき、
目的のアドレスの記録先が欠陥エリアに該当していることが判明した場合には（ＳＴ２０
５、ＹＥＳ）、目的のデータがこの欠陥エリアの交替先となるスペアエリアから再生され
る（ＳＴ２０７）。
【００８４】
次に、図１５～図１９を参照して、従来の欠陥管理と本発明の欠陥管理との違いについて
説明する。図１５は、従来の欠陥管理方法が適用された光ディスクのデータ構造の概略を
示す図である。図１６及び図１７は、この発明の欠陥管理方法が適用された光ディスクの
データ構造の概略を示す図である。図１８は、従来の欠陥管理方法が適用された光ディス
クに対する光ピックアップヘッドの動きを示す図である。図１９は、本発明の欠陥管理方
法が適用された光ディスクに対する光ピックアップヘッドの動きを示す図である。
【００８５】
従来の光ディスクは、図１５に示すように、最内周（リードインエリア）及び最外周（リ
ードアウトエリア）に、ＤＭＡの実体が多重書きされていた。つまり、最内周にはＤＭＡ
１とＤＭＡ２とが重複して書かれており、最外周にはＤＭＡ３とＤＭＡ４とが重複して書
かれている。
【００８６】
これに対して、この発明の光ディスクは、図１６及び図１７に示すように、最内周（リー
ドインエリア）及び最外周（リードアウトエリア）に、ＤＭＡの位置を示すアドレスだけ
が多重書きされる。つまり、最内周のＤＭＡアドレスエリアにはＤＭＡの位置を示すアド
レスとして、ＤＭＡの位置１とＤＭＡの位置２とが重複して書かれており、最外周のＤＭ
ＡアドレスエリアにはＤＭＡの位置を示すアドレスとして、ＤＭＡの位置３とＤＭＡの位
置４とが重複して書かれる。なお、ＤＭＡの位置１～４は同一のアドレスデータである。
また、ＤＭＡの実体の交替記録先として、複数のＤＭＡ予備エリア（図中のＤＭＡ予約位
置）が設けられている。図１７に示すように、ＤＭＡの実体が、ＤＭＡの予備エリアに交
替記録されたときに限り、最内周及び最外周のＤＭＡの位置を示すアドレスが書き換えら
れる。
【００８７】
従来の光ディスクでは、図１８に示すように、目的のアクセス先（記録先）が欠陥管理対
象（図中の斜線部）である場合には、まず、光ピックアップヘッドは交替先（スペアエリ
ア）に移動し（移動１１）、この交替先に目的のデータを記録する。続いて、光ピックア
ップヘッドは最内周のＤＭＡ１及びＤＭＡ２に移動し（移動１２）、ＤＭＡ１及びＤＭＡ
２を更新（欠陥管理情報の追加記録）する。さらに、光ピックアップヘッドは最外周のＤ
ＭＡ１及びＤＭＡ２に移動し（移動１３）、ＤＭＡ３及びＤＭＡ４を更新する。このあと
、再び、光ピックアップヘッドは目的のアクセス先（記録先）の続きに戻り（移動１４）
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、目的のデータの記録を続ける。
【００８８】
これに対して、この発明の光ディスクでは、図１９に示すように、目的のアクセス先（記
録先）が欠陥管理対象（図中の斜線部）である場合には、まず、光ピックアップヘッドは
交替先（スペアエリア）に移動し（移動２１）、この交替先に目的のデータを記録する。
続いて、光ピックアップヘッドはユーザエリア内のＤＭＡに移動し（移動２２）、ＤＭＡ
を更新（欠陥管理情報の追加記録）する。このあと、再び、光ピックアップヘッドは目的
のアクセス先（記録先）の続きに戻り（移動２３）、目的のデータの記録を続ける。
【００８９】
以上説明したように、光ピックアップヘッドによるアクセス動作を極めて簡略化すること
ができ、結果的にアクセス速度の向上を図ることができる。
【００９０】
以上の説明では、リードインエリア及びリードアウトエリアにＤＭＡアドレスエリアを設
け、このＤＭＡアドレスエリアに格納されるアドレスデータによりＤＭＡの実体を管理す
るケースについての記録場所を確定させるものとして説明した。しかし、この発明は、次
にようにしてもよい。例えば、ＤＭＡの実体の記録場所を事前に登録しておく。ここで言
う記録場所とは、初期位置だけでなく、ＤＭＡ予備エリアも含む。その上で、どの記録場
所が使用されているかの情報だけを持つことにより、リードインエリア及びリードアウト
エリアにＤＭＡの記録先のアドレスデータを格納しなくても、ＤＭＡの記録先を常に把握
することができる。
【００９１】
なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組
み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態
には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合
わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいく
つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決で
き、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除され
た構成が発明として抽出され得る。
【００９２】
【発明の効果】
この発明によれば下記の情報記録媒体、情報記録装置、情報記録方法、情報再生装置、及
び情報再生方法を提供できる。
【００９３】
（１）交替処理速度の向上に貢献することが可能なデータ構造を有する情報記録媒体。
【００９４】
（２）交替処理速度を向上させることが可能な情報記録装置及び情報記録方法。
【００９５】
（３）交替処理速度の向上に貢献するデータ構造を有する情報記録媒体を正確に再生する
ことが可能な情報再生装置及び情報再生方法。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の情報記録媒体の一例に係る光ディスク上のリードインエリア、データ
エリア、及びリードアウトエリアなどの配置を概略的に示す図である。
【図２】ＤＶＤ－ＲＡＭディスク上のセクタフィールドのデータ構造を概略的に示す図で
ある。
【図３】ＥＣＣブロックデータの構造を概略的に示す図である。
【図４】図２に示すデータフィールドに記録されるセクタデータのデータ構造を概略的に
示す図である。
【図５】光ディスク全体のデータ構造、特にリードインエリア、データエリア、及びリー
ドアウトエリアに配置される欠陥管理に関する各種エリアを示す図である。
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【図６】ＤＭＡアドレスエリアのデータ構造を概略的に示す図である。
【図７】初期欠陥リストのデータ構造を概略的に示す図である。
【図８】二次欠陥リストのデータ構造を概略的に示す図である。
【図９】スリッピング交替処理を説明するための図である。
【図１０】リニア交替処理を説明するための図である。
【図１１】ホスト装置、光ディスクドライブ、及び光ディスクの関係を示す図である。
【図１２】この発明の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１３】光ディスクに対する記録処理を説明するためのフローチャートである。
【図１４】光ディスクに対する再生処理を説明するためのフローチャートである。
【図１５】従来の欠陥管理方法が適用された光ディスクのデータ構造の概略を示す図であ
る。
【図１６】この発明の欠陥管理方法が適用された光ディスクのデータ構造の概略を示す図
である。
【図１７】この発明の欠陥管理方法が適用された光ディスクのデータ構造の概略を示す図
であり、特にＤＭＡがＤＭＡ予備エリアに交替記録された状態を示す図である。
【図１８】従来の欠陥管理方法が適用された光ディスクに対する光ピックアップヘッドの
動きを示す図である。
【図１９】本発明の欠陥管理方法が適用された光ディスクに対する光ピックアップヘッド
の動きを示す図である。
【符号の説明】
１…光ディスク（情報記録媒体）
２０２…ディスクモータ
２０３…ＰＵＨ（ピックアップヘッド）
２０４…レーザ制御部
２０５…記録データ生成部
２０６…信号処理部
２０７…エラー訂正処理部
２０８…フォーカス／トラキング制御部
２０９…メモリ
２１０…主制御部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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