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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの記録層を有する１回だけ記録可能な記録媒体の欠陥管理方法において
、
　複数の一時欠陥管理領域が与えられるとき、前記記録媒体上に予め決められた固定の大
きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域と、予め決められた固定の大きさでない
大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域とをそれぞれ割り当てるステップと、
　前記記録媒体がファイナライズされるまで、予め決められた固定の大きさを有する前記
少なくとも一つの一時欠陥管理領域及び／または予め決められた固定の大きさでない大き
さを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に欠陥管理情報を記録するステップ
と、
　前記記録媒体がファイナライズされるとき、前記欠陥管理情報を前記記録媒体の少なく
とも一つの欠陥管理領域に記録するステップと
　を備え、全ての前記一時欠陥管理領域がフルである場合、前記記録媒体がファイナライ
ズされ、
　前記記録媒体は、前記複数の一時欠陥管理領域の中のどの一時欠陥管理領域がフルであ
るかを示すために使用される指示情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記割り当てステップにおいて、前記記録媒体は、少なくとも二つの記録層を有し、第
一の記録層には、予め決められた固定の大きさを有する一時欠陥管理領域と予め決められ
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た固定の大きさでない大きさを有する一時欠陥管理領域とを含み、第二の記録層には、予
め決められた固定の大きさを有する一時欠陥管理領域と予め決められた固定の大きさでな
い大きさを有する少なくとも二つの一時欠陥管理領域とを含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記割り当てステップにおいて、予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも
一つの一時欠陥管理領域は、前記記録媒体のリードイン領域およびリードアウト領域の少
なくとも一方に割り当てられることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記割り当てステップにおいて、予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前
記少なくとも一つの一時欠陥管理領域は、前記記録媒体の少なくとも一つのスペア領域内
に割り当てられることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも一つのスペア領域は、前記記録媒体上の内側のスペア領域と外側のスペ
ア領域とを含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記割り当てステップは、
　一部が欠陥領域を代替するために使用される少なくとも一つの内側のスペア領域を割り
当てるステップと、
　一部が欠陥領域を代替するために使用される少なくとも一つの外側のスペア領域を割り
当てるステップと、
　前記少なくとも一つの内側のスペア領域または外側のスペア領域の一部を欠陥管理情報
を管理するための一時欠陥管理領域として割り当てるステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記割り当てステップにおいて、前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域は前記記録媒
体の第一の外側のスペア領域に割り当てられ、前記第一の外側のスペア領域の全体の大き
さに応じた可変の大きさを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記割り当てステップにおいて、前記記録媒体は、少なくとも二つの記録層を有し、第
一の記録層には、全領域が欠陥領域を代替するために活用される第一のインナー・スペア
領域と、可変の大きさにて割り当てられる第一のアウター・スペア領域とを含み、第二の
記録層には、第二のインナー・スペア領域と第二のアウター・スペア領域とを含むことを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記記録媒体は、１回だけ記録可能なブルーレイディスク（ＢＤ－ＷＯ）であることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記記録ステップにおいて、前記欠陥管理情報は、少なくとも一つの一時欠陥リスト（
ＴＤＦＬ）と少なくとも一つの一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）とを含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つの一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）は、固定の大きさを有し、前
記少なくとも一つの一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）は、可変の大きさを有することを特徴と
する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）と前記少なくとも一つの一時ディス
ク定義構造（ＴＤＤＳ）は、別々に記録されることを特徴とする請求項１０に記載の方法
。
【請求項１３】
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　前記少なくとも一つの一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）と前記少なくとも一つの一時ディス
ク定義構造（ＴＤＤＳ）とが統合され記録されることを特徴とする請求項１０に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記記録ステップにおいて、予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つ
の一時欠陥管理領域と予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも
一つの一時欠陥管理領域とは、前記欠陥管理情報を記録するために連続的（ｓｅｑｕｅｎ
ｔｉａｌ）に使用されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記記録ステップにおいて、予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つ
の一時欠陥管理領域と予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも
一つの一時欠陥管理領域とは、前記欠陥管理情報を記録するために予め決められた順番な
しにランダム（ｒａｎｄｏｍ）に使用されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記記録ステップにおいて、予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つ
の一時欠陥管理領域と予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも
一つの一時欠陥管理領域とは、記録される前記欠陥管理情報の重要度（ｓｉｇｎｉｆｉｃ
ａｎｃｅ）に応じた順序で使用されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記記録ステップにおいて、予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つ
の一時欠陥管理領域と予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも
一つの一時欠陥管理領域とは、前記記録媒体内に存在する欠陥領域の数に応じた順序で使
用されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記記録ステップにおいて、前記欠陥管理情報は、予め決められた固定の大きさを有す
る前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域と予め決められた固定の大きさでない大きさを
有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に、前の欠陥管理情報のアップデート時
間と現在の欠陥管理情報のアップデート時間との時間間隔（ｔｉｍｅ　ｄｕｒａｔｉｏｎ
）に応じて記録されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記前の欠陥管理情報のアップデート時間と現在の欠陥管理情報のアップデート時間と
の時間間隔が、基準時間間隔を超える場合には、前記欠陥管理情報を予め決められた固定
の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に記録することを特徴とする
請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記記録ステップにおいて、前記欠陥管理情報は、前記記録媒体の使用時には予め決め
られた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に記
録され、前記記録媒体の取り出し時には予め決められた固定の大きさを有する前記少なく
とも一つの一時欠陥管理領域上に記録されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　データの記録時に欠陥領域が発生した場合、欠陥領域に記録されるデータを予め決めら
れた領域上に代替記録し、前記記録ステップにおいて、前記欠陥領域に関わる欠陥管理情
報は、前記発生した欠陥領域に最も近い一時欠陥管理領域がどちらであるかに応じて、予
め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域または予め決
められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域のい
ずれかにランダムに記録することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記記録媒体の初期のローディング時に先ず、予め決められた固定の大きさを有する前
記少なくとも一つの一時欠陥管理領域にアクセスすることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
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【請求項２３】
　前記記録媒体のスペア領域がフルになった場合、前記欠陥管理情報を前記記録媒体上の
前記少なくとも一つの欠陥管理領域に記録するステップを更に備えることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　１回だけ記録可能な記録媒体の欠陥管理装置において、
　前記記録媒体上にデータを記録し、前記記録媒体からデータを再生するために構成され
たピックアップと、
　複数の一時欠陥管理領域が与えられるとき、前記記録媒体上に予め決められた固定の大
きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域と、予め決められた固定の大きさでない
大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域とをそれぞれ割り当てるように前記ピ
ックアップを制御するために構成されたマイクロコンピュータとを備え、
　前記マイクロコンピュータは、前記記録媒体がファイナライズされるまで、前記ピック
アップを制御して、予め定められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥
管理領域及び／または予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも
一つの一時欠陥管理領域上に欠陥管理情報を記録するために構成され、
　前記マイクロコンピュータは、前記記録媒体がファイナライズされるとき、前記ピック
アップを制御して、前記欠陥管理情報を、前記記録媒体の少なくとも一つの欠陥管理領域
に記録するために構成され、
　全ての前記一時欠陥管理領域がフルである場合、前記記録媒体がファイナライズされ、
　前記記録媒体は、前記複数の一時欠陥管理領域の中のどの一時欠陥管理領域がフルであ
るかを示すために使用される指示情報を含むことを特徴とする記録媒体の欠陥管理装置。
【請求項２５】
　少なくとも一つの記録層を有する１回だけ記録可能な記録媒体であって、
　予め決められた固定の大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域と、予め決め
られた固定の大きさでない大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域とを備え、
　前記記録媒体がファイナライズされるまで、予め決められた固定の大きさを有する前記
少なくとも一つの一時欠陥管理領域及び／または予め決められた固定の大きさでない大き
さを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に欠陥管理情報が記録され、
　前記記録媒体がファイナライズされるとき、前記欠陥管理情報を記録する少なくとも一
つの欠陥管理領域をさらに備え、
　全ての前記一時欠陥管理領域がフルである場合、前記記録媒体がファイナライズされ、
　前記記録媒体は、前記複数の一時欠陥管理領域の中のどの一時欠陥管理領域がフルであ
るかを示すために使用される指示情報を含むことを特徴とする１回だけ記録可能な記録媒
体。
【請求項２６】
　前記記録媒体は、少なくとも二つの記録層を含み、
　第一の記録層には、予め決められた固定の大きさを有する一時欠陥管理領域と予め決め
られた固定の大きさでない大きさを有する一時欠陥管理領域とを含み、
　第二の記録層には、予め決められた固定の大きさを有する一時欠陥管理領域と予め決め
られた固定の大きさでない大きさを有する少なくとも二つの一時欠陥管理領域とを含むこ
とを特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項２７】
　予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域は、前記
記録媒体のリードイン領域およびリードアウト領域の少なくとも一方に配置されることを
特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項２８】
　予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理
領域は、前記記録媒体の少なくとも一つのスペア領域内に配置されることを特徴とする請
求項２７に記載の記録媒体。
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【請求項２９】
　前記少なくとも一つのスペア領域は、前記記録媒体上の内側のスペア領域と外側のスペ
ア領域とを含むことを特徴とする請求項２８に記載の記録媒体。
【請求項３０】
　一部が欠陥領域の代替領域として使用される少なくとも一つの内側のスペア領域と、
　一部が欠陥領域の代替領域として使用される少なくとも一つの外側のスペア領域と、
　を更に備え、前記外側のスペア領域または内側のスペア領域の一部を欠陥管理情報を管
理するための一時欠陥管理領域として使用することを特徴とする請求項２５に記載の記録
媒体。
【請求項３１】
　予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理
領域は前記記録媒体上の第一の外側のスペア領域に配置され、前記第一の外側のスペア領
域の全体の大きさに応じた可変の大きさを有することを特徴とする請求項２５に記載の記
録媒体。
【請求項３２】
　前記記録媒体は、少なくとも二つの記録層を備え、
　第一の記録層には、全領域が欠陥領域を代替するために活用される第一のインナー・ス
ペア領域と、可変の大きさにて割り当てられる第一のアウター・スペア領域とを含み、
　第二の記録層には、第二のインナー・スペア領域と第二のアウター・スペア領域とを含
むことを特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項３３】
　前記記録媒体は、１回だけ記録可能なブルーレイディスク（ＢＤ－ＷＯ）であることを
特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項３４】
　前記欠陥管理情報は、少なくとも一つの一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）と少なくとも一つ
の一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）とを含むことを特徴とする請求項２５に記載の記録
媒体。
【請求項３５】
　前記少なくとも一つの一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）は、固定の大きさを有し、前
記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）は、可変の大きさを有することを特徴とする請求項３４に
記載の記録媒体。
【請求項３６】
　前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）と前記一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）とは、別々
に記録されることを特徴とする請求項３４に記載の記録媒体。
【請求項３７】
　前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）と前記一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）とが統合さ
れ記録されることを特徴とする請求項３４に記載の記録媒体。
【請求項３８】
　予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域と予め決
められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域は、
前記欠陥管理情報を記録するために連続的（ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ）に使用されることを
特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項３９】
　予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域と予め決
められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域とは
、前記欠陥管理情報を記録するために予め決められた順番なしにランダム（ｒａｎｄｏｍ
）に使用されることを特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項４０】
　予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域と予め決
められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域は、



(6) JP 4838586 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

記録される前記欠陥管理情報の重要度（ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ）に応じた順序で使用
されることを特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項４１】
　予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域と予め決
められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域とは
、前記記録媒体内に存在する欠陥領域の数に応じた順序で使用されることを特徴とする請
求項２５に記載の記録媒体。
【請求項４２】
　前記欠陥管理情報は、予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時
欠陥管理領域及び予め決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つ
の一時欠陥管理領域上に、前の欠陥管理情報のアップデート時間と現在の欠陥管理情報の
アップデート時間との時間間隔（ｔｉｍｅ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）に応じて記録されること
を特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項４３】
　前記前の欠陥管理情報のアップデート時間と現在の欠陥管理情報のアップデート時間と
の時間間隔が、基準時間間隔を超える場合には、前記欠陥管理情報を予め決められた固定
の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に記録することを特徴とする
請求項４２に記載の記録媒体。
【請求項４４】
　前記欠陥管理情報は、前記記録媒体の使用時には予め決められた固定の大きさでない大
きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に記録され、前記記録媒体の取り
出し時には予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域
上に記録されることを特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項４５】
　データの記録時に欠陥領域が発生した場合、記録すべきデータを予め決められた領域上
に代替記録し、前記欠陥領域に関わる欠陥管理情報は、前記発生した欠陥領域に最も近い
一時欠陥管理領域がどちらであるかに応じて、予め決められた固定の大きさを有する前記
少なくとも一つの一時欠陥管理領域または予め決められた固定の大きさでない大きさを有
する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域のいずれかにランダムに記録することを特徴
とする請求項２５に記載の記録媒体。
【請求項４６】
　前記記録媒体の初期のローディング時に先ず、予め決められた固定の大きさを有する前
記少なくとも一つの一時欠陥管理領域にアクセスすることを特徴とする請求項２５に記載
の記録媒体。
【請求項４７】
　前記記録媒体のスペア領域がフルであるときに前記欠陥管理領域は欠陥管理情報を記録
することを特徴とする請求項２５に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１回だけ記録可能な（ｗｒｉｔｅ－ｏｎｃｅ）光記録媒体と、欠陥領域情報
を管理する方法及び装置に係り、特に、１回だけ記録可能な光記録媒体における一時欠陥
管理領域を割り当てる方法及び装置と、欠陥管理のためのスペア領域を割り当てる方法と
、一時欠陥管理領域とスペア領域が割り当てられたブルーレイディスクのような１回だけ
記録可能な光記録媒体に係る。
【背景技術】
【０００２】
　光記録媒体の一種である大容量のデータが記録可能な光ディスクが広く使用されている
。そのうちでも、近年では、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを長時間
記録し格納することができる革新的な高密度光記録媒体（ＨＤ－ＤＶＤ）、例えば、ブル
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ーレイディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ）が開発されている。
【０００３】
　ブルーレイディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ）は、既存のＤＶＤを遥かに超える容
量のデータを格納することができる次世代光記録ソリューションである。
【０００４】
　ブルーレイディスクは、厚さ１．２ｍｍ、直径１２ｃｍを有し、厚さ０．１ｍｍの光透
過層を有する。また、ブルーレイディスクは、６５０ｎｍ波長の赤色レーザーを使用する
現在のＤＶＤに比べて波長の短い４０５ｎｍ波長の青紫色レーザーを使用するため、現在
のＤＶＤに比べて遥かに大量のデータを格納することができる。
【０００５】
　図１は、前記ブルーレイディスクへデータを読み書きすることができる光ディスク装置
を示す図である。同図に示すように、光ディスク装置は、光ディスク１０に信号を記録ま
たは再生するための光ピックアップ１１と、前記光ピックアップ１１で読み込んだ信号を
再生信号へと処理したり、または外部から入力されるデータストリームを記録に適する記
録信号へと変調及び信号処理するＶＤＲ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）シ
ステム１２と、外部から入力されるアナログ信号をエンコードし、前記ＶＤＲシステム１
２へ出力するエンコーダー１３とを含む。
【０００６】
　ブルーレイディスク（ＢＤ）の一タイプとして書き換え可能なタイプがあり、これをＢ
Ｄ－ＲＥ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ）という。ＢＤ－ＲＥは、
書き換え可能という特性から媒体上にビデオまたはオーディオデータを記録したり、消去
したり、書き換えすることが可能である。図２に示すＢＤ－ＲＥディスクは、リードイン
領域（ＬＩＡ；Ｌｅａｄ－Ｉｎ Ａｒｅａ）と、データ領域（Ｄａｔａ　Ａｒｅａ）、及
びリードアウト領域（ＬＯＡ；Ｌｅａｄ－Ｏｕｔ　Ａｒｅａ）とに区画され、前記データ
領域の先頭及び末尾には、インナー・スペア領域（ＩＳＡ；Ｉｎｎｅｒ　Ｓｐａｒｅ　Ａ
ｒｅａ）とアウター・スペア領域（ＯＳＡ；Ｏｕｔｅｒ　Ｓｐａｒｅ　Ａｒｅａ）がそれ
ぞれ割り当てられる。
【０００７】
　前述した方式により構成される前記ＢＤ－ＲＥにおいて、前記図１に示すＶＤＲシステ
ム１２は、外部からの入力データを記録に適した記録信号へとエンコードし変調した後、
所定の記録大きさを有するエラー訂正ブロック（ＥＣＣ　Ｂｌｏｃｋ）単位に対応するク
ラスタ（Ｃｌｕｓｔｅｒ）単位で記録する。データを記録する途中に、前記ＢＤ－ＲＥの
データ領域に欠陥領域が存在する場合、ＶＤＲシステム１２は、前記欠陥領域に記録され
たクラスタ単位のデータを、前記スペア領域、例えば、インナー・スペア領域（ＩＳＡ）
に代替記録する一連の代替記録動作を行う。
【０００８】
　従って、前記ＶＤＲシステム１２は、前記ＢＤ－ＲＥのデータ領域に欠陥領域が存在す
るとしても当該欠陥領域に記録されたクラスタ単位のデータをスペア領域に代替記録して
おく。ＢＤ－ＲＥの再生動作を行う時には、前記スペア領域に記録されたデータを読み込
んで再生するため、データの記録エラーが防止できるようになる。
【０００９】
　また、各種のブルーレイディスクが開発されつつある。
【００１０】
　関連して、第二のタイプのブルーレイディスクとして、媒体上にデータが繰り返し記録
できずに単に１回だけ記録可能なディスクとしてのＢＤ－ＷＯ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓ
ｃ　Ｗｒｉｔｅ－Ｏｎｃｅ）がある。前記ＢＤ－ＷＯは、繰り返し書き換えを不要とする
場合に有用である。ＢＤ－ＷＯでも欠陥領域の管理が必要になった。
【００１１】
　特に、ＢＤ－ＲＥは、データの繰り返し書き換えが可能であることから欠陥管理領域（
ＤＭＡ）の大きさが相対的に小さくても済むが（図２のＤＭＡ１～ＤＭＡ４参照）、これ
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に対し、ＢＤ－ＷＯは、データを１回だけ記録可能であることから、欠陥領域を管理する
ためのＢＤ－ＷＯにおいて要求される領域が、前記ＢＤ－ＲＥにおいて要求される領域よ
り大きい領域を必要とする。従って、充分な大きさの欠陥管理領域をＢＤ－ＷＯ上に割り
当てる必要がある。
【００１２】
　ＢＤ－ＷＯのための効果的な欠陥管理方法は、前記ＢＤ－ＲＥに適用される規格事項に
矛盾しない互換性を要求しており、特に、前記管理情報の記録及び再生に関連して矛盾し
ない互換性を含む必要があり、これは、ディスクにデータを記録したり、データを再生す
るに際してより効率的であり、より安定して高効率を達成するためである。従って、欠陥
領域及び関連する情報を記録し管理するためのＢＤ－ＷＯの革新的な方法と装置及び構造
が必要とされている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明は、前記のような従来技術の制限及び不合理的な面に起因する多くの問
題点を実質的に解決するためになされたものであって、その目的は、ＢＤ－ＷＯのような
１回だけ記録可能な光記録媒体及び欠陥管理情報の管理方法とこれを具現する装置を提供
することにある。
【００１４】
　本発明の更なる目的及び特長は、後述する実施例と請求の範囲及び図面により具体化し
、達成可能な構造になる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記目的を達成するための本発明に係る少なくとも一つの記録層を有する１回だけ記録
可能な記録媒体の欠陥管理方法は、複数の一時欠陥管理領域が与えられるとき、前記記録
媒体上に予め決められた固定の大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域と、予
め決められた固定の大きさでない大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域とを
それぞれ割り当てるステップと、前記記録媒体がファイナライズされるまで、予め決めら
れた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域及び／または予め決め
られた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に欠
陥管理情報を記録するステップと、前記記録媒体がファイナライズされるとき、前記欠陥
管理情報を前記記録媒体の少なくとも一つの欠陥管理領域に記録するステップとを備え、
全ての前記一時欠陥管理領域がフルである場合、前記記録媒体がファイナライズされ、前
記記録媒体は、前記複数の一時欠陥管理領域の中のどの一時欠陥管理領域がフルであるか
を示すために使用される指示情報を含むことを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る１回だけ記録可能な記録媒体の欠陥管理装置は、前記記録媒体上にデータ
を記録し、前記記録媒体からデータを再生するために構成されたピックアップと、複数の
一時欠陥管理領域が与えられるとき、前記記録媒体上に予め決められた固定の大きさを有
する少なくとも一つの一時欠陥管理領域と、予め決められた固定の大きさでない大きさを
有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域とをそれぞれ割り当てるように前記ピックアッ
プを制御するために構成されたマイクロコンピュータとを備え、前記マイクロコンピュー
タは、前記記録媒体がファイナライズされるまで、前記ピックアップを制御して、予め定
められた固定の大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域及び／または予め
決められた固定の大きさでない大きさを有する前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上
に欠陥管理情報を記録するために構成され、前記マイクロコンピュータは、前記記録媒体
がファイナライズされるとき、前記ピックアップを制御して、前記欠陥管理情報を、前記
記録媒体の少なくとも一つの欠陥管理領域に記録するために構成され、全ての前記一時欠
陥管理領域がフルである場合、前記記録媒体がファイナライズされ、前記記録媒体は、前
記複数の一時欠陥管理領域の中のどの一時欠陥管理領域がフルであるかを示すために使用
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される指示情報を含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る少なくとも一つの記録層を有する１回だけ記録可能な記録媒体は、予め決
められた固定の大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域と、予め決められた固
定の大きさでない大きさを有する少なくとも一つの一時欠陥管理領域とを備え、前記記録
媒体がファイナライズされるまで、予め決められた固定の大きさを有する前記少なくとも
一つの一時欠陥管理領域及び／または予め決められた固定の大きさでない大きさを有する
前記少なくとも一つの一時欠陥管理領域上に欠陥管理情報が記録され、前記記録媒体がフ
ァイナライズされるとき、前記欠陥管理情報を記録する少なくとも一つの欠陥管理領域を
さらに備え、全ての前記一時欠陥管理領域がフルである場合、前記記録媒体がファイナラ
イズされ、前記記録媒体は、前記複数の一時欠陥管理領域の中のどの一時欠陥管理領域が
フルであるかを示すために使用される指示情報を含むことを特徴とする。
【００１８】
　前記本発明に係る前述した課題を解決するための手段と後述する実施例は、本発明を説
明するための一つの典型的で例示的な例として理解すべきである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、１回だけ記録可能な記録媒体内の欠陥領域に記録される情報が代替記
録領域に記録され、欠陥管理情報は、ディスク内の予め決められた領域に別に提供される
複数の一時欠陥管理領域に記録される。特に、前記一時欠陥管理領域は、固定の大きさを
有する一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）と、スペア領域の大きさに連動する可変の大きさを
有する一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡ）とに分けられることにより、より効率よく欠陥管理
情報を管理することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明すれば、次の通りである。なお、全
図面において同一の図面符号は、同一の部分を意味するように使用された。
　図３によれば、本発明のＢＤ－ＷＯのための光ディスクの記録再生装置２０は、次の構
成要素を含んでいる。光ディスクの記録再生装置２０は、ＢＤ－ＷＯのような記録媒体２
１にデータを記録したり記録媒体からデータを読み込むピックアップ２２と、ピックアッ
プを制御しピックアップの対物レンズと記録媒体２１との間隔を一定に保持し、記録媒体
２１上のトラックをトラッキングし一定に保持するピックアップサーボ２３と、ピックア
ップで読み込んだ信号を処理したり、記録のためにピックアップに入力すべき信号を信号
処理するデータプロセッサ２４と、外部ホスト３０とのデータをやり取りするインターフ
ェース２５と、欠陥管理に関わる情報を格納するメモリ２７と、記録再生装置２０の各構
成要素の動作を制御するマイクロプロセッサ２６とを含む。また、光記録再生装置２０内
の全ての構成要素は、動作可能に相互接続されている。ホスト３０は、前記記録媒体を読
み書きする記録再生装置２０内のインターフェース２５に接続されており、相互データと
コマンドをやり取りする。
【００２１】
　ＢＤ－ＷＯのような光記録媒体が挿入されれば、前記装置２０は、ＤＭＡ（Ｄｅｆｅｃ
ｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）情報及びＴＤＭＡ（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅｆ
ｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）情報などのような欠陥管理のための情報を前
記メモリ２７または好適な格納手段（ストレージ）に格納する。前記動作中に、メモリ２
７は、欠陥管理動作によって周期的にアップデートされる。本方法は、前記図１及びその
他の好適な装置またはシステムを用いて実現することも可能である。
【実施例】
【００２２】
　図４は、本発明の実施例に係るＢＤ－ＷＯの記録領域の一例を示す図である。同図に示
すＢＤ－ＷＯは、一つの記録層を有する単層ディスク構造を有し、記録層は、リードイン
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領域（ＬＩＡ）と、データ領域、及びリードアウト領域（ＬＯＡ）を含んでいる。ユーザ
ーデータ領域は、前記データ領域内に位置し、前記リードイン領域（ＬＩＡ）とリードア
ウト領域（ＬＯＡ）は、最終あるいは永続的欠陥管理領域（ＤＭＡ１～ＤＭＡ４）を含ん
でいる。図示した矢印は、それぞれの領域におけるデータの記録方向の一例を表す。
【００２３】
　本発明に係る一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１またはＴＤＭＡ２）は、ＢＤ－ＷＯのリー
ドイン領域及びデータ領域内に設けられる。ここで、前記ＴＤＭＡ（一時欠陥管理領域）
は、前記最終あるいは永続的欠陥管理領域（ＤＭＡ１、ＤＭＡ２、ＤＭＡ３、ＤＭＡ４）
とは区別される。特に、前記一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）は、ＢＤ－ＷＯがファイナラ
イズされるまで一時的に欠陥管理情報を記録し管理するのに使用される領域である。以降
、欠陥管理情報は、図４に示す記録層上の最終あるいは永続的欠陥管理領域（ＤＭＡ１～
ＤＭＡ４）内に記録される。例えば、ＢＤ－ＷＯにおけるユーザーデータ領域上へのデー
タの記録が完了すれば、前記ＢＤ－ＷＯがファイナライズされるはずである。前記ＴＤＭ
Ａは、リードイン領域内に固定の大きさ（例えば、２０４８クラスタ）を有する。
【００２４】
　図４に示すＢＤ－ＷＯのデータ領域は、ユーザーデータ領域、インナー・スペア領域（
ＩＳＡ０）、及びアウター・スペア領域（ＯＳＡ０）を含んでいる。インナー・スペア領
域（ＩＳＡ０）全体は、ユーザーデータ領域内の欠陥領域に割り当てられたデータを格納
する代替領域として活用される。これを、リニア・リプレースメント（ｌｉｎｅａｒ　ｒ
ｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）のための領域という。即ち、インナー・スペア領域（ＩＳＡ０）
内には、ＴＤＭＡが割り当てられない。前記アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）は、本発
明の一実施例により提供される一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡ；Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｄｅｆｅ
ｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）を含む。関連して、前記ＩＤＭＡは、前述した
リードイン領域内に固定の大きさを有するＴＤＭＡとは区別されるものであって、可変の
大きさを有する一時欠陥管理領域を意味する。しかし、前記ＴＤＭＡとＩＤＭＡは、使用
された用語の差にもかかわらず、同一のコンテンツを有し、単に、実際の記録過程におけ
る各種の使用方式、時間及び／またはイベントによってＴＤＭＡとＩＤＭＡを使用する方
式が異なり得る。ＴＤＭＡとＩＤＭＡを使用する方法については、後で詳述する。
【００２５】
　図４に示す単層ＢＤ－ＷＯにおいて、前記アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）の一部は
、ＩＤＭＡとして活用され、残りの部分は、リニア・リプレースメントのための代替領域
（ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ａｒｅａ）として活用される。例えば、前記ＩＤＭＡは、Ｏ
ＳＡ０内において前記リニア・リプレースメントのための代替領域に隣接して割り当てら
れる。また、前記アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）が可変の大きさを有するため、前記
ＩＤＭＡも可変の大きさを有する。
【００２６】
　また、ここで前記可変の大きさを有するＩＤＭＡは、スペア領域の割り当て有無によっ
てデータ領域内に割り当てられる。即ち、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）が割り当て
られる場合には、ＩＤＭＡは前述したように割り当てられ、仮に、アウター・スペア領域
（ＯＳＡ０）が割り当てられない場合には、固定の大きさを有するＴＤＭＡだけが割り当
てられ（即ち、ＩＤＭＡは、割り当てられない）、この場合、ＴＤＭＡを活用して欠陥管
理情報を管理するようになる。また、場合によっては、スペア領域（ＯＳＡ０）だけが存
在し、ＩＤＭＡは割り当てられない場合もあり、これは、設計者がＩＤＭＡの割り当てに
関連して各種の設計選択権限を与える面では意味があるが、スペア領域（例えば、ＯＳＡ
０）が割り当てられる場合であれば、ＩＤＭＡも常に一緒に割り当てられることが一般的
であるといえる。即ち、ＯＳＡ０が割り当てられれば、前記ＩＤＭＡもＯＳＡ０内に割り
当てられる。
【００２７】
　前記ディスクの外周領域（ｏｕｔｅｒ　ｔｒａｃｋ）に位置するＩＤＭＡの大きさは、
スペア領域（ＯＳＡ０）の大きさに連動してその大きさが可変である。例えば、アウター
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・スペア領域（ＯＳＡ０）の大きさをＮ×２５６（０≦Ｎ≦６４）クラスタであるとすれ
ば、ＩＤＭＡの大きさは、Ｐ×２５６クラスタに可変できる。ここで、Ｐ＝Ｎ／４で決め
られる整数値である。即ち、可変大きさを有するＩＤＭＡの大きさは、アウター・スペア
領域（ＯＳＡ０）の大きさの１／４の大きさにて割り当てる方法を使用することができる
。
【００２８】
　例えば、Ｎ＝６４であれば、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）の大きさは、１６３８
４クラスタになり、Ｐ＝Ｎ／４＝１６であるため、一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡ）の大き
さは、４０９６クラスタになる。
【００２９】
　このように、ディスクの外周領域に位置するＩＤＭＡの大きさをスペア領域（ＯＳＡ０
）の大きさに連動して変えられるようにし、これは、欠陥領域に代替して記録する代替領
域をスペア領域に備える場合、前記代替領域の大きさ、欠陥管理領域の大きさ、及びスペ
ア領域（ＯＳＡ０）の大きさのいずれもが相互依存的であることを考慮したのである。こ
れに対し、ディスクの内周領域（ｉｎｎｅｒ　ｔｒａｃｋ）、特に、リードイン領域に位
置するＴＤＭＡの大きさは固定された値を有する。
【００３０】
　図４に示す実施例において、前記ＴＤＭＡは、データ領域内に位置せずリードイン領域
内に位置することが分かる。また、ＩＤＭＡは、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）に位
置し、‘０’に設定されることもある。即ち、この場合は、全体のＯＳＡ０が代替領域と
して活用される場合である。他の場合として、仮に欠陥管理を行わないとすれば、前記ス
ペア領域（ＩＳＡ０、ＯＳＡ０）が‘０’と割り当てられ、これにもかかわらずリードイ
ン領域の一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）は使用可能であるため、一時欠陥リスト（ＴＤＦ
Ｌ；Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｌｉｓｔ）は管理しなくても、一時ディスク定
義構造（ＴＤＤＳ；Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｔｒｕｃ
ｔｕｒｅ）を用いた特定情報の記録と管理は可能になる。前記ＴＤＦＬとＴＤＤＳを記録
する詳細な方法については、後述する。
【００３１】
　本発明の実施例によれば、ＢＤ－ＷＯへのデータの記録時に欠陥領域（例えば、ユーザ
ーデータ領域）が生成されるか、または検出されれば、欠陥領域に記録された（または記
録される）データを、予め決めておいた代替領域に代替記録するようになる。欠陥領域は
、記録過程自体の結果として生成されることもあり、または、記録過程の間に発見される
こともある。後者の場合、発見された欠陥領域は、現在の記録過程の結果として生成され
たものではないことを意味し、新たに生成された欠陥領域の場合、該当する欠陥管理情報
は、前記ＴＤＭＡとＩＤＭＡに記録される。
【００３２】
　図５は、本発明の他の実施例としてのＢＤ－ＷＯの他の構成を示す図である。同図に示
すＢＤ－ＷＯは、二つの記録層を有する二層ディスク構造を有し、第一の記録層（Ｌａｙ
ｅｒ０）は、リードイン領域と、データ領域５０ａ、及びアウター領域（ｏｕｔｅｒ　ａ
ｒｅａ０）を含み、第二の記録層（Ｌａｙｅｒ１）は、リードアウト領域と、データ領域
５０ｂ、アウター領域（ｏｕｔｅｒ　ａｒｅａ１）を含む。
【００３３】
　各領域内の矢印は、記録方向の例を表す。
【００３４】
　図示した二層ＢＤ－ＷＯにおいて、一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）は、リードイン領域
とリードアウト領域内に備えられ、インナー・スペア領域（ＩＳＡ０、ＩＳＡ１）とアウ
ター・スペア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）は、各記録層のデータ領域５０ａ及び５０ｂに
含まれる。各記録層のインナー・スペア領域（ＩＳＡ１）とアウター・スペア領域（ＯＳ
Ａ０、ＯＳＡ１）内には、ＩＤＭＡを含んでいる。即ち、ＩＤＭＡは、前記ＯＳＡ０、Ｏ
ＳＡ１、ＩＳＡ１内に割り当てられ、いずれも当該スペア領域の大きさに連動する可変の
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大きさを有する。なお、固定の大きさを有するＩＳＡ０内には、ＩＤＭＡが割り当てられ
ない。
【００３５】
　図５に示す二層ＢＤ－ＷＯにおいて、前記リードイン領域（第一の記録層）とリードア
ウト領域（第二の記録層）内に備えられるＴＤＭＡは、固定の大きさを有し、例えば、そ
の大きさは、２０４８クラスタになる。
【００３６】
　ＩＳＡ０内の全ての領域は、代替記録のための領域として活用され、これは、一時欠陥
管理のためのＩＤＭＡがＩＳＡ０内には割り当てられないことを意味する。
【００３７】
　ＩＳＡ１とＯＳＡ０、ＯＳＡ１内の一部は、ＩＤＭＡとして活用され、残りの一部は、
欠陥領域のための代替領域として活用される。即ち、例えば、ＩＤＭＡは、スペア領域内
の一部として、代替記録のための領域（代替領域）に隣接して割り当てられ、ＩＤＭＡの
大きさは、可変の大きさを有するスペア領域（ＩＳＡ１、ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）の大きさ
に連動して可変に割り当てられる。
【００３８】
　ここで、前記可変の大きさを有する一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡｓ）は、当該スペア領
域の割り当て有無によって割り当てられるところ、スペア領域が割り当てられる場合には
、前述したように割り当てられ、スペア領域が割り当てられない場合には、固定の大きさ
を有する一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）だけが割り当てられる。リードイン領域及び／ま
たはリードアウト領域の一部または全てを欠陥管理情報を格納する領域として活用するこ
とができる。一つの例として、例えば、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）の
大きさがＮ×２５６（０≦Ｎ≦３２）クラスタであり、インナー・スペア領域（ＩＳＡ１
）の大きさがＬ×２５６（０≦Ｎ≦６４）クラスタであるとする時、前記アウター・スペ
ア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）内の一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡ）の大きさは、Ｐ×２５
６クラスタに変化することができ、前記インナー・スペア領域（ＩＳＡ１）内の一時欠陥
管理領域（ＩＤＭＡ）の大きさは、Ｑ×２５６クラスタに変化することができ、前記Ｐ、
Ｑ値は、それぞれＰ＝Ｎ／４、Ｑ＝Ｌ／４で決められる整数値である。即ち、可変の大き
さを有する一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡ）の大きさを割り当てる方法は、当該スペア領域
（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１、ＩＳＡ１）の大きさの１／４の大きさにて割り当てる方法を意味
するのである。
【００３９】
　例えば、Ｎ＝３２であれば、全体のアウター・スペア領域（ＯＳＡ０＋ＯＳＡ１）の大
きさは、１６３８４クラスタになり、Ｐ＝Ｎ／４＝８であるため、アウター・スペア領域
（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）内の各一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡ）の大きさの和は、４０９６
クラスタになる。また、Ｌ＝６４であれば、インナー・スペア領域（ＩＳＡ１）の大きさ
は、１６３８４クラスタになり、Ｑ＝Ｌ／４＝１６であるため、インナー・スペア領域（
ＩＳＡ１）内の一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡ）の大きさは、４０９６クラスタになる。従
って、第一の記録層及び第二の記録層上の可変の大きさを有する全体の一時欠陥管理領域
（ＩＤＭＡ）の大きさは、８１９２クラスタになる。
【００４０】
　このように一時欠陥管理領域（ＩＤＭＡｓ）の大きさをスペア領域（ＩＳＡ１、ＯＳＡ
０、ＯＳＡ１）の大きさに連動して変えられるようにした理由は、代替記録（ｌｉｎｅａ
ｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）のための領域をスペア領域内に備える場合、前記代替領域
の大きさと欠陥管理領域の大きさ、スペア領域の大きさが相互依存的であるためである。
これに比べて、ディスクの内周領域としてリードイン領域及びリードアウト領域に位置す
るＴＤＭＡの大きさは、固定された値を有する。
【００４１】
　本発明の二層ＢＤ－ＷＯ構造を有する実施例において、前記ＴＤＭＡは、リードイン領
域及びリードアウト領域内に位置することは自明であり、また、データ領域の全てをユー
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ザーデータの記録のために活用する場合には、スペア領域内に位置するＩＤＭＡは、‘０
’と設定されることもある。即ち、欠陥管理を行わない場合、前記スペア領域は‘０’の
大きさと設定されるものの、リードイン領域及びリードアウト領域内の一時欠陥管理領域
（ＴＤＭＡｓ）は使用可能であるため、一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）は管理しなくても一
時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）を用いた特定情報の記録と管理は可能になる。これにつ
いての詳細は、後述することにし、一方、ＩＤＭＡが‘０’の大きさを有するということ
は、ＴＤＦＬを管理しない（即ち、欠陥管理を行わない）ということを意味する。
【００４２】
　また、図５の実施例によれば、ＢＤ－ＷＯへのデータの記録時に欠陥領域が生成されれ
ば、欠陥領域に記録されるデータを予め決めておいた代替領域に代替記録するようになる
。この場合、関連する欠陥管理情報は、前記ＴＤＭＡ及びスペア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ
１、ＩＳＡ１）内のＩＤＭＡに記録される。
【００４３】
　一般に、ＩＤＭＡの割り当ては、スペア領域の割り当て有無の決定に従属的に関連付け
られており、仮に、スペア領域を割り当てるとすれば、前述したように、ＩＤＭＡを割り
当てる方法（スペア領域を割り当てる方法及び欠陥管理方法を含む）が適用されるはずで
ある。
【００４４】
　前述した内容に加えて、二層ＢＤ－ＷＯにおいてスペア領域が割り当てられない場合を
考慮する必要がある。特に、全てのスペア領域を割り当てることなくＴＤＭＡだけを使用
する場合と、ＩＳＡ０だけを割り当ててＴＤＭＡだけを使用する場合がある。また、仮に
スペア領域としてＩＳＡ０とＯＳＡ０、ＯＳＡ１を割り当てる場合、前記ＯＳＡ０とＯＳ
Ａ１内にはＩＤＭＡを割り当てる。また、スペア領域としてＩＳＡ０とＩＳＡ１だけを割
り当て、ＯＳＡ０、ＯＳＡ１は割り当てない場合、前記ＩＳＡ１内だけにＩＤＭＡを割り
当てる。また、全てのスペア領域（ＩＳＡ０、ＩＳＡ１、ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）を割り当
てる場合、前述したように、ＩＳＡ１、ＯＳＡ０、ＯＳＡ１内にＩＭＤＡを全て割り当て
ればよい。
【００４５】
　図６は、本発明の実施例に係る単層または二層ＢＤ－ＷＯにおける一時欠陥管理領域（
ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）を使用する方法に関する例を示す図である。本方法において前記Ｔ
ＤＭＡは、ＴＤＤＳとＴＤＦＬを含む。なお、図示していないが、ＩＤＭＡもＴＤＤＳと
ＴＤＦＬを含む。図６の実施例は、特定の欠陥管理情報（ＴＤＤＳとＴＤＦＬ）をＴＤＭ
Ａに優先的に記録し、以降、ＩＤＭＡに記録する方法を示すものである。
【００４６】
　関連して、ＴＤＤＳとＴＤＦＬについて詳述すれば、次の通りである。本発明において
、ＴＤＤＳは、一時ディスク定義構造（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ｄｉｓｃ Ｄｅｆｉｎｉｔｉ
ｏｎ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を意味し、一時的に記録されるという点でＤＤＳ（Ｄｉｓｃ
　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）と区別される。同様に、ＴＤＦＬは、一
時欠陥リスト（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ｄｅｆｅｃｔ Ｌｉｓｔ）を意味し、一時的に記録さ
れるという点でＤＦＬ（Ｄｅｆｅｃｔ　Ｌｉｓｔ）と区別される。また、前記ＴＤＤＳと
ＴＤＦＬは、いずれもＴＤＭＡ及びＩＤＭＡ内に含まれる。
【００４７】
　前記ＴＤＦＬは、媒体の使用途中に欠陥と判明されたクラスタのリストを含む情報であ
る。これに関連して、ＴＤＤＳは、欠陥管理に関わるディスクのフォーマット及び状態を
特定する情報を含む一般の全ての管理情報を提供する。ディスクのフォーマット情報は、
欠陥領域の管理のためのディスク上の領域の特定のレイアウトに関わる情報を含んでおり
、ディスク状態情報は、後述する多様なフラグ（ｆｌａｇ）を含む情報である。前記ＴＤ
ＦＬは、ＢＤ－ＷＯ上の欠陥領域と代替領域のアドレスを含んでいる。一時欠陥管理領域
（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）内に記録されたＴＤＤＳとＴＤＦＬは、永続的欠陥管理領域（例
えばＤＭＡ１～ＤＭＡ４）内に記録される永続的情報（ＤＤＳとＤＦＬ）になる。即ち、
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例えば、ディスクがファイナライズされる場合、ＴＤＤＳとＴＤＦＬは、少なくとも一つ
のＤＭＡに転送され記録される。ＢＤ－ＷＯへのユーザーデータの記録動作の途中に、前
記ＴＤＤＳとＴＤＦＬは、周期的にまたは同時にアップデートされ、前記アップデートは
、ＴＤＭＡ及び／またはＩＤＭＡに対し行われる。前記特有の動作は、後述する本発明の
説明を通じてより明確になるはずである。
【００４８】
　図６に示す実施例では、前記ＴＤＭＡを優先的に使用して（即ち、ＩＤＭＡを使用する
前に）ＴＤＤＳとＴＤＦＬのような欠陥管理情報を記録することを特徴とする。即ち、Ｔ
ＤＭＡの使用が完了すれば（ｆｕｌｌ）、前記ＩＤＭＡを使用して欠陥管理情報を記録す
るようになる。しかし、他の変形例として、前記ＴＤＭＡを使用する前にＩＤＭＡを先に
使用することもできる。この場合、ＩＤＭＡの使用が完了すれば（ｆｕｌｌ）、前記ＴＤ
ＭＡを使用して欠陥管理情報を記録するようになる。前記例において、一時欠陥管理領域
（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）のいずれがフル（ｆｕｌｌ）になったかを知らせるための情報が
、一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）内の“フルフラグ（ｆｕｌｌ　ｆｌａｇ）”
により示される。前記“フルフラグ情報”による指示は、本実施例において必ず必要な情
報であって、特に、本実施例は、複数の一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）のいず
れがフルになったかを知らせる情報を必要とするためである。例えば、前記一時欠陥管理
領域の“フルフラグ”情報は、ＴＤＤＳ内に記録すればよい。
【００４９】
　従って、図６に示す実施例では、前記ＴＤＭＡとＩＤＭＡまたはＩＤＭＡとＴＤＭＡが
欠陥管理情報を格納するために連続して使用されることを特徴とする。他の実施例として
、前記ＴＤＭＡとＩＤＭＡがリードイン領域及びリードアウト領域に備えられる場合もあ
り、また、前記特殊なＴＤＭＡとＩＤＭＡの使用は、各種の要素、例えば、後述するＴＤ
ＭＡとＩＤＭＡの使用方法で論じられる要素に左右される。
【００５０】
　前記図６に示す方法及び後述する図７～図１１に示す方法は、図４及び図５に示すよう
なディスクの構図または前述した各種の変形的なディスクの構造にいずれも適用可能であ
り、また、本発明は、ＢＤ－ＷＯにおけるそれぞれの記録層上に複数のＴＤＭＡ及びＩＤ
ＭＡを備えた実施例にも適用可能であることは自明である。
【００５１】
　図１０は、本発明の実施例に係る、前記ＴＤＭＡ及び／またはＩＤＭＡのフル有無を示
す、ＴＤＤＳ内に記録されるフルフラグ情報の一例を示す図である。前記ＴＤＤＳは、前
述したようにディスクの管理に関わる全ての情報を含んでおり、特に、本発明の欠陥領域
の管理のために、例えば、“スペア領域フルフラグ（Ｓｐａｒｅ ａｒｅａ ｆｕｌｌ ｆ
ｌａｇ）”及び“ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡフルフラグ（ｆｕｌｌ ｆｌａｇ）”のような各種
のフルフラグ情報と、最新のＴＤＦＬの位置情報（ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ＰＳＮ ｏｆ ｌａ
ｔｅｓｔ ＴＤＦＬ）のような指示情報をＴＤＤＳ内に含んでおり、かかるＴＤＤＳは、
前記一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）内に記録される。特に、フルフラグ情報は
、特定領域のフル有無を表し、当該特定領域毎に１ビットの指示情報を使用する。図示し
たように、仮に、前記特定領域がＴＤＭＡまたはＩＤＭＡであり、前記ＴＤＭＡ／ＩＤＭ
Ａのフルフラグにおいて該当するビット値が“１”であるとすれば、当該領域（ＴＤＭＡ
またはＩＤＭＡ）は、フルになったか、または既にフル状態であるとみなされる。従って
、フルになったＴＤＭＡ／ＩＤＭＡ領域は、更なる使用ができない領域になる。
【００５２】
　また、図１０は、８ビットからなるスペア領域フルフラグフィールドと別の８ビットか
らなるＴＤＭＡ／ＩＤＭＡフルフラグフィールドを示す図である。バイト数及び対応する
セクタ数も図１０に示したＴＤＤＳ内のフィールドの例に示されている。
【００５３】
　一つの例として、スペア領域フルフラグは、ビットｂ３、ｂ２、ｂ１及びｂ０を使用し
て各対応するアウター・スペア領域（ＯＳＡ１）、インナー・スペア領域（ＩＳＡ１）、
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アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）、インナー・スペア領域（ＩＳＡ０）のフル有無を指
示するようになる。例えば、スペア領域フルフラグが‘００００ ００１１’の値を有す
るとすれば、これは、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）及びインナー・スペア領域（Ｉ
ＳＡ０）がフルであることを表す。関連して、ＢＤ－ＷＯが単層ディスクであれば、ディ
スク内の割り当てられたスペア領域（即ち、単層の場合、ＯＳＡ０及びＩＳＡ０の二つ）
毎に特定のビットが割り当てられるので、結局のところ、スペア領域フルフラグ内のビッ
トｂ１及びｂ０だけが使用されるのである。
【００５４】
　他の例として、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡフルフラグは、ビットｂ４～ｂ０を使用して各対応
するＩＤＭＡ（ｉｎ ＯＳＡ１）、ＩＤＭＡ（ｉｎ ＩＳＡ１）、ＩＤＭＡ（ｉｎ ＯＳＡ
０）、ＴＤＭＡ（ｉｎ Ｌｅａｄ－ｏｕｔ）、ＴＤＭＡ（ｉｎ Ｌｅａｄ－ｉｎ）のフル有
無を指示するようになる。例えば、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡフルフラグが‘００００ ００１
０’の値を有するとすれば、これは、ＴＤＭＡ（ｉｎ Ｌｅａｄ－ｏｕｔ）だけがフルで
あることを表す。関連して、フルフラグ内のビット値を割り当てる方法や活用されるビッ
トの位置等に対しては、種々の変形的使用が可能であることは自明である。
【００５５】
　図６に示す実施例において、ＴＤＤＳとＴＤＦＬを記録するために、ＴＤＤＳは、固定
の大きさ（例えば、１クラスタ）を有するが、ＴＤＦＬは、可変の大きさを有する。図５
に示す二層ＢＤ－ＷＯにおけるＴＤＦＬの大きさは、１～８クラスタと可変であり、可変
可能な最大の大きさ（例えば、８クラスタ）は、ディスク全体の記録容量及びスペア領域
の大きさを考慮して決められる。
【００５６】
　ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡを使用する方法によっては、ＢＤ－ＷＯ上へのデータの記録時に欠
陥領域が発生するか、または検出されれば、前記欠陥領域に記録されたまたは記録される
データは、予め決められた領域（例えば、スペア領域）に代替記録される。
【００５７】
　図７は、本発明の一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）を使用する方法に関する他
の実施例を示す図である。同図に示す一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）を使用す
る方法は、前記ＴＤＭＡとＩＤＭＡを決められた使用順番によることなくランダムに使用
することを特徴とする。関連して、図１０を参照して説明したＴＤＭＡ／ＩＤＭＡフルフ
ラグは、本実施例においても同様に適用可能である。
【００５８】
　仮に、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡフルフラグが、特定のＴＤＭＡ／ＩＤＭＡがフルであること
を表すと、ＢＤ－ＷＯ内の次の連続するＴＤＭＡ／ＩＤＭＡが使用されるはずである。図
７に示す場合のように、ランダムな使用の場合は、使用順番が特定されていないことを意
味する。従って、仮に、全てのＴＤＭＡ／ＩＤＭＡがフルであれば、ＢＤ－ＷＯにおける
更なる欠陥管理を行うことができないことを意味し、更なる欠陥管理が行えないときには
、ＴＤＤＳとＴＤＦＬの最終情報（即ち、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡ内における最も最近にアッ
プデートされたＴＤＤＳとＴＤＦＬ）を転送し少なくとも一つのＤＭＡ上に転送し記録す
るようになり、これは、現在のディスクの状態を反映するためである。関連して、同一の
欠陥管理情報をＤＭＡ１～ＤＭＡ４のそれぞれに記録することにより、一つのＤＭＡに欠
陥があるとしても、重要な欠陥管理情報を喪失することがない。ＤＭＡに最終の欠陥管理
情報を記録することについてのより詳細な説明は、後述することにする。
【００５９】
　図７に示す実施例によれば、欠陥領域のデータは、代替記録のために予め決められた領
域上に記録され、前記欠陥領域及び代替領域に関わる欠陥管理情報は、所望するＴＤＭＡ
またはＩＤＭＡにランダムに記録される。例えば、前記欠陥領域に最も隣接しているＴＤ
ＭＡまたはＩＤＭＡ内に前記欠陥管理情報を記録することが可能である。従って、図７に
示すように、前記ＴＤＭＡまたはＩＤＭＡは、変更可能にまたは必要に応じて使用すれば
よい。
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【００６０】
　図７に示す実施例に係る一時欠陥管理領域を使用する更なる方法は、複数の一時欠陥管
理領域を種々の条件に基づいて可変で使用するものである。例えば、ＢＤ－ＷＯの使用中
には、前記欠陥管理情報を単にＩＤＭＡだけに記録し、ＢＤ－ＷＯディスクを取り出すと
きに最新の欠陥管理情報をＴＤＭＡに記録することも可能である。即ち、欠陥管理情報を
記録する領域（ＴＤＭＡまたはＩＤＭＡ）を選択するにおいて、ディスクの使用中の時は
ＩＤＭＡに記録し、ディスクの取り出し時にＴＤＭＡに記録するように決めることができ
るということを意味する。
【００６１】
　前記例において、ＢＤ－ＷＯへのデータの記録時に、仮に、欠陥領域が発生するか、ま
たは検出されれば、前記欠陥領域に記録された（または、記録される）データは、予め決
められた代替領域に代替記録され、欠陥管理情報は、ディスクの使用中にはＩＤＭＡ内に
記録される。ディスクの取り出し時に同一の欠陥管理情報がＴＤＭＡ上に再び記録される
。特に、前記ＴＤＭＡは、ディスクの内周の管理領域に位置するため、ディスクをシステ
ムに挿入し始めると、システムがディスクの内周の管理領域から情報を真っ先に獲得する
ことが可能になる。前記ＴＤＭＡは、前回のディスクの取り出し状況における最新の管理
情報を含んでいる。
【００６２】
　他のディスクの使用方法として、複数の一時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡ）のい
ずれかを選択するために種々の目的が用いられる。一つの方法は、‘重要度（ｓｉｇｎｉ
ｆｉｃａｎｃｅ）’に基づいてディスクの使用を決めることである。即ち、例えば、アッ
プデートされる欠陥管理情報の重要度が低ければ、前記ＩＤＭＡを欠陥管理情報を記録す
る領域として活用し、アップデートされる欠陥管理情報の重要度が高ければ、前記ＴＤＭ
Ａを欠陥管理情報を記録する領域として活用するようになる。関連して、前記‘重要度’
を決め付ける基準も多様に設定可能である。関連して、欠陥管理情報を新たにアップデー
トする周期が条件になるか、または設計者の選択の基になることもある。即ち、ディスク
の取り出し時を、欠陥管理情報を記録する重要な時点と設定することができる。この場合
、ディスクの使用時を比較的に重要度の低い時点とみなし、前記欠陥管理情報をＩＤＭＡ
に記録し、ディスクの取り出し時を重要度の高い時点とみなし、前記欠陥管理情報を前記
ＴＤＭＡに記録するようになる。
【００６３】
　重要度を判断するための他の基準としては、アップデート間隔が挙げられる。即ち、前
回のアップデート時点と今回のアップデート時点との間隔が長ければ、今回のアップデー
ト情報が相対的に重要であるとみなし、この場合には、ディスクの使用中であってもＴＤ
ＭＡに欠陥管理情報を記録する方法を用いることができる。重要度の判断の他の基準とし
ては、発生または検出された欠陥領域の数が挙げられる。相対的に欠陥領域が多い場合は
、その分情報の保存に対し一層信頼性を要求する場合であるとみなし得ることから、仮に
、ディスクの使用中であっても欠陥管理情報をＴＤＭＡに記録するのである。
【００６４】
　このように、使用目的によって、特に重要度によって欠陥管理情報をＴＤＭＡに記録す
れば、ＴＤＭＡがディスクの内周に位置するため、ディスクに記録された情報をロードす
る時に重要な情報を真っ先に且つ的確に得ることが可能になる。
【００６５】
　図８及び図９は、本発明に係る一時欠陥管理情報を構成する方法を示す図である。一実
施例として、本発明では、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡ上に欠陥管理情報（ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬ
）を構成し記録する方法を提供し、前記ＴＤＤＳとＴＤＦＬとを別々に構成しようとする
。本発明の他の実施例としては、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡ上に欠陥管理情報（ＴＤＤＳ及びＴ
ＤＦＬ）を構成し記録する方法を提供し、前記ＴＤＤＳとＴＤＦＬとを統合して構成しよ
うとする。図８は、前者（別々に構成）の場合を、図９は、後者（統合構成）の場合をそ
れぞれ示す図である。これについて詳述すれば、次の通りである。
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【００６６】
　図８は、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡ上に欠陥管理情報（ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬ）を構成し記録
する方法において、前記ＴＤＤＳとＴＤＦＬとを別々に構成する例を示す図である。それ
ぞれのＴＤＤＳは、固定の大きさ、例えば、１クラスタを有し、ＴＤＦＬの大きさは、可
変の大きさ、例えば、１～８クラスタの間の大きさを有する。
【００６７】
　図９は、ＴＤＭＡ／ＩＤＭＡ上に欠陥管理情報（ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬ）を構成し記録
する方法において、前記ＴＤＤＳとＴＤＦＬとを統合して構成する例を示す図である。欠
陥管理情報は、図９に示すようにＴＤＦＬ＋ＴＤＤＳの形態で記録される。即ち、欠陥管
理情報は、アップデートする度に、前記最新のＴＤＦＬ及びＴＤＤＳのいずれもをＴＤＭ
ＡまたはＩＤＭＡ上に記録するようになる。ＴＤＦＬの大きさは、前述したように１～８
クラスタと可変であるため、（ＴＤＦＬ＋ＴＤＤＳ）の大きさも１～８クラスタと可変に
なる。前記図８と図９に示す方法は、前述したディスクの構造及びＴＤＭＡ／ＩＤＭＡの
使用方法のそれぞれの場合にいずれも適用可能である。
【００６８】
　図１１は、本発明のＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡが使用目的に応じて何時記録され、如
何なる情報を有しているかをテーブルにて示しており、例えば、前記欠陥管理情報は、Ｂ
Ｄ－ＷＯの使用中にはＩＤＭＡに記録され、ＢＤ－ＷＯの取り出し時にはＴＤＭＡに記録
される。また、ＤＭＡのフィルイン（ｆｉｌｌ－ｉｎ）過程が発生した場合、例えば、デ
ィスクがファイナライズされ更なる記録を行わないか、スペア領域またはＴＤＭＡ／ＩＤ
ＭＡがフルになって更なる欠陥管理が行えない場合には、前記欠陥管理情報がＤＭＡに記
録される。前記フル情報は、図１０に示すようにＴＤＤＳ内に記録されている。関連して
、仮にＴＤＭＡとＩＤＭＡを使用目的に応じて別々に使用しない場合、図１１に示すよう
にＴＤＭＡ及びＩＤＭＡに記録する時間の区分は必要ではないことが自明である。図１１
に示すテーブルは、ＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡが使用目的に応じて何時記録され、如何
なる情報を有しているかを示すものであって、前述した図４～図１０に示すディスクの構
造及び方法と図３に示す装置にも適用可能である。
【００６９】
　以上、本発明の好適な実施例について図示し説明したが、本発明は、特許請求の範囲で
請求する本発明の要旨と思想を逸脱することなく種々の変更、または変形的な使用が可能
であることは、当該発明の属する技術分野の当業者にとっては自明なことであり、従って
、本発明の特許請求の範囲及びその均等な範囲内での変形的な使用は、本発明に属すると
いうことを明らかにする。
【００７０】
　また、添付した図面は、実施例と共に発明の理解を高めるためのものであって、発明内
容の一部として含まれ、また、本発明の実施例及び概念を説明するために提供する。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】従来の光ディスク装置を概略的に示す図である。
【図２】ＢＤ－ＲＥの記録領域の構成を示す図である。
【図３】本発明の実施例に係るＢＤ－ＷＯの光ディスク装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の実施例に係る１回だけ記録可能な光記録媒体の記録領域の一例を示す図
である。
【図５】本発明の他の実施例に係る１回だけ記録可能な光記録媒体の記録領域の他の例を
示す図である。
【図６】本発明に係る一時欠陥管理領域の使用方法の一例を示す図である。
【図７】本発明に係る一時欠陥管理領域の他の使用方法の一例を示す図である。
【図８】本発明に係る一時欠陥管理情報を構成する方法に関する一例を示す図である。
【図９】本発明に係る一時欠陥管理情報を構成する方法に関する他の例を示す図である。
【図１０】本発明の実施例に係るＴＤＤＳの構成及び情報を示す図である。
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【図１１】本発明に係るＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＩＤＭＡを比較したテーブルを示す図である
。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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