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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体のデータ記録状態の保存方法であって、
　前記記録媒体にデータを記録するステップと、
　前記記録媒体のユーザデータ領域でデータが記録されている領域を表すデータ記録領域
情報を生成して、前記記録媒体に設けられた臨時欠陥管理領域に記録するステップと、
　前記記録媒体のデータ記録状態を保存する最終化命令を受信するステップと、
　前記最終化命令により、所定データを前記臨時欠陥管理領域の空き領域に記録するステ
ップと、
　を含み、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域における、データが記録されている領域を除い
た、データが未だ記録されていない残りの領域であり、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域の当該空き領域に前記所定データを記録するこ
とによって、前記所定データで満たされ、
　前記所定データは、意味のないデータである、ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記所定データを前記臨時欠陥管理領域に記録するステップは、
　前記最終化命令により前記臨時欠陥管理領域に最終的に記録された、前記データ記録領
域情報を含む臨時欠陥管理に関する情報を、欠陥管理情報として前記記録媒体に設けられ
た欠陥管理領域にコピーするステップと、
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　前記記録媒体への追加的なデータ記録を防止するために所定データを前記臨時欠陥管理
領域に記録するステップと、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】
　前記欠陥管理領域に前記コピーされた欠陥管理情報が記録されているか否かに基づいて
、前記記録媒体が最終化されたかどうかを判断して追加データの記録を防止するステップ
を更に含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記欠陥管理領域に前記最終的に記録された欠陥管理情報が記録されているか否かに基
づいて、前記記録媒体が最終化されたかどうかを判断して追加データの記録を防止するス
テップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記データ記録領域情報は、前記記録媒体上のデータ記録可能な全体領域のうち、デー
タが記録された領域と記録されていない領域とを相異なるビット値を利用して示したビッ
トマップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ビットマップは、データ記録単位であるクラスタ単位でデータ記録如何を表すこと
を特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記記録媒体は、追記型記録媒体であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記最終化命令を受信した後、前記所定データを記録するステップは、最終化の終了を
表す最終化フラグを記録するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記最終化フラグは、最後のスペースビットマップヘッダに記録されることを特徴とす
る請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記記録された最終化フラグに基づいて、前記記録媒体が最終化されたかどうかを決定
するステップを更に含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　データ記録及び／または再生装置であって、
　記録媒体に／からデータを書き込み／読み出しするピックアップ部と、
　前記ピックアップ部を制御して前記記録媒体にデータを記録し、前記記録媒体のユーザ
データ領域でデータが記録されている領域を表すデータ記録領域情報を生成して前記記録
媒体に設けられた臨時欠陥管理領域に記録し、前記記録媒体のデータ記録状態の保存を命
令する最終化命令によって、所定データを前記臨時欠陥管理領域の空き領域に記録するよ
うに前記ピックアップ部を制御する制御部と、
　を含み、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域における、データが記録されている領域を除い
た、データが未だ記録されていない残りの領域であり、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域の当該空き領域に前記所定データを記録するこ
とによって、前記所定データで満たされ、
　前記所定データは、意味のないデータである、ことを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記最終化命令によって前記臨時欠陥管理領域に最終的に記録された、
前記データ記録領域情報を含む臨時欠陥管理に関する情報を、欠陥管理情報として前記記
録媒体に設けられた欠陥管理領域にコピーするように前記ピックアップ部を制御すること
を特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記臨時欠陥管理領域に、以前に記録された臨時欠陥管理に関する情報のコピーが前記
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記録媒体の欠陥管理領域に記録されていれば、前記制御部は、前記記録媒体にそれ以上の
データを記録しないように前記ピックアップ部を制御し、
　前記臨時欠陥管理領域は、前記欠陥管理領域と分離された別途の領域であることを特徴
とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記臨時欠陥管理領域に前記所定データが記録されていれば、前記記録
媒体が最終化されたと判断して前記記録媒体にデータを記録しないように前記ピックアッ
プ部を制御することを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記データ記録領域情報は、前記記録媒体上のデータ記録可能な全体領域のうち、デー
タが記録された領域と記録されていない領域とを相異なるビット値を利用して示したビッ
トマップを含むことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ビットマップは、データ記録単位であるクラスタ単位でデータ記録如何を表すこと
を特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記記録媒体は、追記型記録媒体であることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　リードイン領域、データ領域及びリードアウト領域が順次に設けられた記録媒体であっ
て、
　前記リードイン領域、データ領域またはリードアウト領域のうち、少なくとも一つの領
域に臨時欠陥管理のための臨時欠陥管理領域を備え、
　前記臨時欠陥管理領域には、前記記録媒体のユーザデータ領域でデータが記録されてい
る領域を表すデータ記録領域情報が記録され、
　前記記録媒体が最終化されている場合に、前記臨時欠陥管理領域の空き領域には所定デ
ータが記録されており、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域における、データが記録されている領域を除い
た、データが未だ記録されていない残りの領域であり、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域の当該空き領域に前記所定データを記録するこ
とによって、前記所定データで満たされ、
　前記所定データは、意味のないデータである、ことを特徴とする記録媒体。
【請求項１９】
　前記リードイン領域またはリードアウト領域のうち、少なくとも一つの領域に欠陥管理
領域を更に備え、
　前記記録媒体の最終化において、前記臨時欠陥管理領域に最終的に記録された、前記デ
ータ記録領域情報を含む臨時欠陥管理に関する情報が、欠陥管理情報として前記欠陥管理
領域にコピーされて記録されることを特徴とする請求項１８に記載の記録媒体。
【請求項２０】
　前記データ記録領域情報は、前記記録媒体上のデータ記録可能な全体領域のうち、デー
タが記録された領域と記録されていない領域とを相異なるビット値を利用して示したビッ
トマップを含むことを特徴とする請求項１８に記載の記録媒体。
【請求項２１】
　前記ビットマップは、データ記録単位であるクラスタ単位でデータ記録如何を表すこと
を特徴とする請求項２０に記載の記録媒体。
【請求項２２】
　前記記録媒体は、追記型記録媒体であることを特徴とする請求項１８に記載の記録媒体
。
【請求項２３】
　記録媒体の最終化方法であって、
　前記記録媒体に対する記録を防止する最終化命令を受信するステップと、
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　前記最終化命令により所定のデータを前記記録媒体の臨時欠陥管理領域の空き領域に記
録するステップと、
　を含み、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域における、データが記録されている領域を除い
た、データが未だ記録されていない残りの領域であり、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域の当該空き領域に前記所定データを記録するこ
とによって、前記所定のデータで満たされ、
　前記所定のデータは、意味のないデータである、ことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　前記所定のデータを記録するステップは、前記臨時欠陥管理領域に対して記録を防止す
るように、前記臨時欠陥管理領域の全ての空き領域に前記所定のデータを記録するステッ
プであることを特徴とする、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記所定のデータは、‘00h’のデータであることを特徴とする、請求項２３記載の方
法。
【請求項２６】
　前記記録媒体は、リードイン領域、データ領域、及びリードアウト領域を有し、
　前記リードイン領域は、前記臨時欠陥管理領域を有し、
　前記臨時欠陥管理領域は、前記記録媒体のデータ領域のうち、データが記録された領域
と記録されていない領域とを相異なるビット値を利用して示したビットマップを含むこと
を特徴とする、請求項２３記載の方法。
【請求項２７】
　データ記録及び／または再生装置であって、
　記録媒体に／からデータを書き込み／読み出しするピックアップ部と、
　前記ピックアップ部を制御して、前記記録媒体のユーザデータ領域でデータが記録され
ている領域を表すデータ記録領域情報を、前記記録媒体に設けられた臨時欠陥管理領域か
ら読み出す制御部と
　を含み、
　前記臨時欠陥管理領域の空き領域は所定のデータにより満たされており、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域における、データが記録されている領域を除い
た、データが未だ記録されていない残りの領域であり、
　前記所定のデータは、意味のないデータである、ことを特徴とする装置。
【請求項２８】
　前記データ記録領域情報は、前記ユーザデータ領域においてデータが記録された領域と
記録されていない領域とを相異なるビット値を利用して示したビットマップを含むことを
特徴とする、請求項２７記載の装置。
【請求項２９】
　記録媒体の再生方法であって、
　前記記録媒体からデータを読み出すステップを含み、
　前記記録媒体は、当該記録媒体のデータ領域のうち、データが記録された領域と記録さ
れていない領域とを相異なるビット値を利用して示したビットマップを含む臨時欠陥管理
領域を有し、
　前記臨時欠陥管理領域の空き領域は所定のデータにより満たされており、
　前記空き領域は、前記臨時欠陥管理領域における、データが記録されている領域を除い
た、データが未だ記録されていない残りの領域であり、
　前記所定のデータは、意味のないデータである、ことを特徴とする方法。
【請求項３０】
　前記臨時欠陥管理領域の中の欠陥管理情報を有さない領域に前記所定のデータが含まれ
るかどうかを決定するステップを更に有する、請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
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　前記臨時欠陥管理領域の中の欠陥管理情報を有さない前記領域が所定値の繰り返しによ
り満たされるかどうかを決定するステップを更に有する、請求項３０記載の方法。
【請求項３２】
　前記所定値がｆｆｈであるかどうかを決定するステップを更に有する、請求項３１記載
の方法。
【請求項３３】
　前記所定のデータが“００ｈ”のデータであるかどうかを決定するステップを更に有す
る、請求項２９記載の方法。
【請求項３４】
　前記ビットマップに基づいて前記データが記録された領域を読み出すステップを更に有
する、請求項３３記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ記録状態を保存できる追記型記録媒体、追記型記録媒体のデータ記録
状態の保存方法、その方法を実行させるためのコンピュータ可読コードが記録された記録
媒体、及びそのデータ記録及び／または再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、光ディスクのような記録媒体のデータ記録可能な領域は、リードイン領域、
リードアウト領域及びデータ領域から形成され、各領域は、データの記録または再生単位
のクラスタより構成される。記録媒体に記録されるデータは、データの種類及び規格化さ
れた記録方式によって前記３つの領域のうち、一つの領域にクラスタ単位で記録される。
【０００３】
　データ記録後にデータが記録されたあらゆる領域に関する情報をビットマップ形式で所
定領域に記録することで、データ記録または再生において便宜を図ることができる。言い
換えれば、リードイン領域、リードアウト領域及びデータ領域を構成する複数のクラスタ
のうち、データが記録されたクラスタと記録されていないクラスタとをビットマップ形式
の情報で記録することで、記録及び／または再生装置は、所望の領域についての迅速なア
クセスが可能となる。特に、データ記録時に発生する欠陥管理が重要な追記型記録媒体に
おいて、データが記録された領域を表すビットマップ情報の有用性は非常に大きい。
【０００４】
　一方、追記型記録媒体が最終化されたということは、追記型記録媒体にそれ以上のデー
タを記録できないことを意味する。追記型記録媒体の最終化は、ユーザーデータ領域への
追加データの記録が可能であることにもかかわらず、ユーザーの命令により追記型記録媒
体が最終化される場合と、ユーザーデータ領域にあらゆるデータが記録されてそれ以上の
データを記録できない場合などの、一定の最終化条件に到達すれば、追記型記録媒体が最
終化される場合とに分けられる。
【０００５】
　追記型記録媒体にデータを記録した後、その記録媒体が最終化されれば、最終化された
時点での追記型記録媒体のデータ記録状態の保存または変調を防止する必要がある。例え
ば、データバックアップまたは監視用カメラによって録画された映像の保存のための記録
媒体として、追記型記録媒体が主に使用される。追記型記録媒体に記録されたバックアッ
プデータまたは監視用カメラによって録画された映像は、他人による偽造または変更を防
止することができ、もし記録されたデータが変更されても、変更された事実を確認するこ
とができ、追記型記録媒体の記録状態が変更される前の元来の追記型記録媒体に記録され
たデータを把握する必要性が要求される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明が達成しようとする技術的課題は、最終化された追記型記録媒体のデータ記録状
態の保存または変調を防止し、最終化された追記型記録媒体のデータ記録状態が変更され
たことを容易に確認することができ、データ記録状態が変更される前に追記型記録媒体に
記録されたデータを把握できる、データ記録状態を保存できる追記型記録媒体、追記型記
録媒体のデータ記録状態の保存方法、その方法を実行させるためのコンピュータ可読コー
ドが記録された記録媒体、及びそのデータ記録及び／または再生装置を提供するところに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を達成するために、本発明の一実施例に係る記録媒体のデータ記録状態の保存
方法は、前記記録媒体にデータを記録するステップと、データが記録された領域を表すデ
ータ記録領域情報を生成して、前記記録媒体に設けられた臨時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ：
Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）に記録するステ
ップと、前記記録媒体のデータ記録状態の保存を命令する最終化命令を入力されるステッ
プと、前記最終化命令によって、前記記録媒体への追加的なデータ記録を防止するために
所定データを前記ＴＤＭＡに記録するステップとを含む。
【０００８】
　また、前記所定データを前記ＴＤＭＡに記録するステップは、前記最終化命令によって
、前記ＴＤＭＡに最終的に記録された前記データ記録領域情報を含む臨時欠陥管理に関す
る情報を、欠陥管理情報として前記記録媒体に設けられた欠陥管理領域にコピーするステ
ップと、前記記録媒体への追加的なデータ記録を防止するために所定データを前記ＴＤＭ
Ａに記録するステップとを含む。
【０００９】
　また、前記ＤＭＡに前記コピーされた欠陥管理情報が記録されているか否かに基づいて
、前記記録媒体が最終化されたと判断して追加データの記録を防止するステップを更に含
む。
【００１０】
　また、前記ＤＭＡに前記コピーされた欠陥管理情報が記録されているか否かに基づいて
、前記記録媒体が最終化されたと判断して追加データの記録を防止するステップを更に含
む。
【００１１】
　また、前記所定データを前記ＴＤＭＡに記録するステップは、前記ＴＤＭＡのうち、デ
ータが記録されていないあらゆる領域に前記所定データを記録するステップであることを
特徴とする。
【００１２】
　また、前記データ記録領域情報は、前記記録媒体上のデータ記録可能な全体領域のうち
、データが記録された領域と記録されていない領域とを相異なるビット値を利用して示し
たビットマップを含む。
【００１３】
　また、前記記録媒体は追記型記録媒体であることを特徴とする。
【００１４】
　前記課題を達成するために、本発明の他の実施例に係る記録媒体にデータを記録する方
法は、前記記録媒体のスペースビットマップに記録された最終化フラグに基づいて、前記
記録媒体が最終化されたか否かを決定するステップと、前記記録媒体が最終化されたか否
かについての決定に基づいて、前記記録媒体にデータ記録を防止するステップとを含む。
【００１５】
　前記課題を達成するために、本発明の他の実施例に係る記録媒体にデータを記録する方
法は、ＴＤＭＡに所定データが記録されたか否かについての決定に基づいて、前記記録媒
体にデータ記録を防止するステップとを含み、前記所定データは、前記記録媒体への追加
的なデータ記録を防止するために、前記記録媒体の最終化命令に応答して前記記録媒体に
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以前に記録されたことを特徴とする。
【００１６】
　前記課題を達成するために、本発明の他の実施例に係る記録媒体にデータを記録する方
法は、前記記録媒体のＤＭＡに記録された最終化フラグに基づいて、前記記録媒体が最終
化されたか否かを決定するステップと、前記記録媒体が最終化されたか否かについての決
定に基づいて、前記記録媒体にデータ記録を防止するステップとを含む。
【００１７】
　前記課題を達成するために、本発明の他の実施例に係る記録媒体にデータを記録する方
法は、前記記録媒体が最終化されたか否かを表すために、ＤＭＡに記録された臨時欠陥管
理情報（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ：以下、Ｔ
ＤＤＳ）、臨時欠陥情報（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ＤｅＦｅｃｔ　Ｌｉｓｔ：以下、ＴＤＦ
Ｌ）またはスペースビットマップに基づいて、前記記録媒体にデータ記録を防止するステ
ップとを含み、前記ＤＭＡには最終化フラグが記録されていないことを特徴とする。
【００１８】
　前記課題を達成するために、本発明の一実施例に係るデータ記録及び／または再生装置
は、記録媒体に／からデータを書き込み／読み出しするピックアップ部と、前記ピックア
ップ部を制御して前記記録媒体にデータを記録し、前記記録媒体のデータ記録可能な全体
領域のうち、データが記録された領域を表すデータ記録領域情報を生成して前記記録媒体
に設けられたＴＤＭＡに記録し、前記記録媒体のデータ記録状態の保存を命令する最終化
命令によって、前記記録媒体への追加的なデータ記録を防止するために、所定データを前
記ＴＤＭＡに記録するように前記ピックアップ部を制御する制御部とを含む。
【００１９】
　前記課題を達成するために、本発明の他の実施例に係るデータ記録及び／または再生装
置は、記録媒体に／からデータを書き込み／読み出しするピックアップ部と、前記ピック
アップ部を制御して前記記録媒体にデータを記録し、前記記録媒体のＴＤＭＡに、前記記
録媒体が最終化されたことを表す所定データが記録されたか否かについての決定に基づい
て、前記記録媒体にデータ記録を防止するように前記ピックアップ部を制御する制御部と
を含む。
【００２０】
　前記課題を達成するために、本発明の一実施例に係る記録媒体は、リードイン領域、デ
ータ領域及びリードアウト領域が順次に設けられた記録媒体において、前記リードイン領
域、データ領域またはリードアウト領域のうち、少なくとも一つの領域に臨時欠陥管理の
ためのＴＤＭＡを備え、前記ＴＤＭＡにはデータが記録された領域を表すデータ記録領域
情報が記録され、前記記録媒体が最終化されれば、前記記録媒体への追加的なデータ記録
を防止するために前記ＴＤＭＡに所定データが記録されたことを特徴とする。
【００２１】
　前記課題を達成するために、本発明の一実施例に係るコンピュータ可読コードが記録さ
れた記録媒体は、データ記録及び／または再生装置の制御部を制御して本発明に係る方法
を行うコードが記録されたことを特徴とする記録媒体である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付された図面を参照して本発明に係る実施例を詳細に説明する。
【００２３】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の一実施例に係る追記型記録媒体の構造を示す。図１Ａに
示されたように、追記型記録媒体が一つの記録層Ｌ０を有する単一記録層の追記型記録媒
体である場合、リードイン領域、データ領域及びリードアウト領域より構成されたディス
ク構造を有する。リードイン領域は追記型記録媒体の内周側に位置し、リードアウト領域
は追記型記録媒体の外周側に位置する。データ領域は、リードイン領域とリードアウト領
域との間に位置する。データ領域は、スペア領域とユーザーデータ領域とに分けられてい
る。
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【００２４】
　ユーザーデータ領域は、ユーザーデータが記録される領域である。スペア領域は、ユー
ザーデータ領域において、欠陥による記録空間の損失を補充するための領域であって、追
記型記録媒体上に欠陥を許容しつつ、記録できる最大のデータ容量を確保できるように設
定されることが好ましいが、最初設定時には全体データ容量の約５％と設定する。
【００２５】
　図１Ｂに示されたように、追記型記録媒体が二つの記録層Ｌ０、Ｌ１を有する二重記録
層の追記型記録媒体である場合、記録層Ｌ０には、リードイン領域、データ領域、外側の
領域が追記型記録媒体の内周側から外周側に順次に配置され、記録層Ｌ１には、外側の領
域、データ領域及びリードアウト領域が追記型記録媒体の外周側から内周側に順次に配置
される。図１Ａの単一記録層の追記型記録媒体とは違って、リードアウト領域また追記型
記録媒体の内周側に配置されている。
【００２６】
　すなわち、データを記録する記録経路は、記録層Ｌ０のリードイン領域から記録層Ｌ０
の外側の領域に、次いで、記録層Ｌ１の外側の領域から記録層Ｌ１のリードアウト領域に
つながるＯＴＰ（Ｏｐｐｏｓｉｔｅ　Ｔｒａｃｋ　Ｐａｔｈ）である。スペア領域は、記
録層Ｌ０、Ｌ１にそれぞれ割り当てられる。
【００２７】
　図１Ａ及び図１Ｂに示された実施例で、スペア領域は、リードイン領域または外側の領
域とユーザーデータ領域との間のみに存在するが、必要に応じてユーザー領域を分割して
得られた別途の空間を活用することで、リードイン領域とリードアウト領域との間に一つ
以上が配置されてもよく、その位置は多様に変更されうる。
【００２８】
　データ記録領域情報とは、ディスク上のデータ記録可能な全体領域のうち、データが記
録された領域と記録されていない領域とを区別して表した情報をいう。特に、データが記
録されたクラスタと、データが記録されていないクラスタとにそれぞれ他のビット値を割
り当てることで生成された情報をビットマップという。クラスタは、ディスクにデータを
記録する単位である。時には、クラスタはブロックと呼ばれることもある。
【００２９】
　図２は、本発明の一実施例に係るデータ記録領域情報の構造を示す図である。図２を参
照するに、データ記録領域情報に該当するＳＢＭ（Ｓｐａｃｅ　Ｂｉｔ　Ｍａｐ）がＳＢ
Ｍ＃０からＳＢＭ　＃ｎまで記録されている。
【００３０】
　各ＳＢＭ　＃ｉ（ｉ＝０ないしｎの整数）は、ＳＢＭを識別する識別子情報ＳＢＭ　＃
ｉ、最終化フラグ情報及びアップデートカウンタを含むヘッド情報と、追記型記録媒体の
全体記録領域についてデータ記録単位であるクラスタ単位でデータ記録如何を表すビット
マップ情報であるＢｉｔ　Ｍａｐ　＃ｉ（ｉ＝０ないしｎの整数）とを含む。
【００３１】
　追記型記録媒体にデータが記録されることで、データ記録領域情報に変動が発生する場
合、データ記録領域を表す新たなビットマップ情報を含むＳＢＭ　＃ｉを生成して記録せ
ねばならない。新たなＳＢＭ　＃ｉが生成されて記録される場合、アップデートカウンタ
は、データ記録領域情報の更新回数を示す。
【００３２】
　各ＳＢＭ　＃ｉを何時生成して更新するかは、個々のディスクドライブに内装されたプ
ログラムによって違うこともある。しかし、追記型記録媒体にデータを記録した後、ディ
スクドライブから排出される前に、少なくとも１回は新たなＳＢＭ　＃ｉを生成して記録
せねばならない。
【００３３】
　最終化フラグは、追記型記録媒体が最終化されたか否かを示すフラグである。
【００３４】
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　図３は、本発明の一実施例に係る最終化されたデータ記録領域情報の構造を示す図であ
る。
【００３５】
　最終化される前には、ＳＢＭのヘッド部分の最終化フラグの値を“０”にして他の情報
と共に記録する。図３を参照するに、最終化される前に記録されたＳＢＭはＳＢＭ　＃ｎ
である。コンピュータのようなホストからディスクドライブに最終化を命令する最終化命
令が下されれば、最終的にアップデートされたＳＢＭ　＃ｎの情報のうち、最終化フラグ
の値のみを“０”から“１”に変え、再びＳＢＭ　＃ｎを記録することで追記型記録媒体
が最終化されたことを表示する。
【００３６】
　また、必要に応じて最終化フラグが“１”であるＳＢＭ　＃ｎが記録された次の領域に
所定のデータ、例えば、“ｆｆｈ”のような所定データを記録することで、それ以上のＳ
ＢＭを記録できないようにして、追記型記録媒体に追加的なデータ記録を防止する。追記
型記録媒体に追加的なデータ記録を防止するために“ｆｆｈ”のような所定データを記録
する場合には、ＳＢＭを記録するために設けられた領域において、データが記録されてい
ないあらゆる残りの領域に“ｆｆｈ”のような所定データを記録して満たすことが好まし
い。
【００３７】
　最終化フラグが“１”であるＳＢＭの情報によって、ユーザーは最終化された時点の追
記型記録媒体の記録状態を保存できる。すなわち、最終化フラグが“１”であるＳＢＭに
含まれたＢｉｔ　Ｍａｐ情報により、どの領域に記録されたデータのみが最終化当時に記
録されたデータであるかを確認することができる。
【００３８】
　また、追記型記録媒体が最終化されれば、最終化フラグが“１”であるＳＢＭ　＃ｎが
記録された次の領域に所定データを記録することで、それ以上のＳＢＭを記録できないよ
うにして追記型記録媒体に追加的なデータ記録を防止する。
【００３９】
　図２及び図３に示した実施例で、最終化フラグは、各ＳＢＭ　＃ｉ（ｉ＝０ないしｎの
整数）のヘッド領域に記録されているが、それに限定されず、必要に応じて各ＳＢＭ　＃
ｉ（ｉ＝０ないしｎの整数）のヘッド領域ではない追記型記録媒体の他の領域にも記録さ
れうる。
【００４０】
　以下では、最終化フラグが記録される領域を添付図面を参照して更に詳細に説明する。
【００４１】
　図４は、本発明の一実施例に係る単一記録層の追記型記録媒体のデータ構造の第１実施
例を示す図である。図４を参照するに、リードイン領域は、ＴＤＤＳ、ＴＤＦＬ及びスペ
ースビットマップ情報を記録するための領域のスペースビットマップ領域を含む。
【００４２】
　通常、データ領域に、データ記録時に発生する欠陥に関する情報を記録するＤＭＡがリ
ードイン領域またはリードアウト領域に配置される。記録及び／または再生装置は、追記
型記録媒体が記録及び／または再生装置にローディングされれば、初期化過程を行う。初
期化過程とは、欠陥情報を含むリードイン領域またはリードアウト領域にある情報を読み
取って、追記型記録媒体をどのように管理し、どのように記録または再生せねばならない
のかを把握する動作をいう。
【００４３】
　したがって、リードイン領域またはリードアウト領域に記録された情報の量が多くなる
ほど、追記型記録媒体をローディングした次の初期化過程にかかる時間が長くなる問題が
発生する。初期化にかかる時間を減らすための方案のうち、一つとして、臨時管理情報の
概念が導入される。臨時管理情報は、ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬを含む情報である。臨時管理
情報を、リードイン領域またはリードアウト領域のＤＭＡと別に設けられたＴＤＭＡに記
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録しておく。
【００４４】
　ＴＤＦＬは、欠陥が発生した領域がどこであるかを知らせる情報と、新たに代替された
領域の位置を知らせる情報とより構成される。ＴＤＤＳは、ＴＤＦＬを管理するための情
報であって、ＴＤＦＬが記録された位置を知らせる情報を含む。
【００４５】
　また、臨時管理情報には、前記したデータ記録領域情報であるＳＢＭも含む。
【００４６】
　すなわち、ＴＤＭＡは、ＴＤＤＳ、ＴＤＦＬ及びＳＢＭを記録するために設けられた領
域であって、リードイン領域、データ領域またはリードアウト領域のうち、少なくとも一
つの領域に設けられる。また、ＴＤＭＡは、物理的に一つの領域であってもよく、２つ以
上の複数の領域に分けられてもよい。
【００４７】
　例えば、図４を参照するに、リードイン領域には、ＴＤＤＳ、ＴＤＦＬ及びＳＢＭを記
録するためのそれぞれの領域が設けられている。すなわち、ＴＤＭＡは、ＴＤＤＳ領域、
ＴＤＦＬ領域及びＳＢＭ領域に分けられる。図６を参照するに、リードイン領域には、Ｔ
ＤＤＳ及びＳＢＭを記録するための領域（ＴＤＤＳ＋ＳＢＭ領域）と、ＴＤＦＬを記録す
るための領域とが設けられている。すなわち、ＴＤＭＡは、それらの２つの領域に分けら
れる。
【００４８】
　追記型記録媒体にそれ以上のデータを記録する必要がないか、またはそれ以上のデータ
を記録できず、追記型記録媒体を最終化する場合、最終的に記録されたＴＤＤＳ及びＴＤ
ＦＬを欠陥管理領域（Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ：以下、ＤＭＡ）
に記録する。記録及び／または再生装置が追記型記録媒体を最終化した後、追記型記録媒
体から欠陥管理情報を読み取る場合、ＤＭＡに記録された有意味な欠陥管理情報のみを読
み取るようにして、より速く初期化が可能であるという長所があるためである。また、欠
陥管理情報を複数の場所に記録しておくことで情報の信頼性を向上させうるという長所も
ある。
【００４９】
　リードイン領域には、データが記録された領域に関するビットマップ情報を含むデータ
記録領域情報に該当するＳＢＭ（Ｓｐａｃｅ　Ｂｉｔ　Ｍａｐ）領域を含む。ＳＢＭ領域
には、図２に示したようなＳＢＭが記録されうる。
【００５０】
　データ領域は、スペア領域（Ｓｐａｒｅ　Ａｒｅａ　１、Ｓｐａｒｅ　Ａｒｅａ２）及
びユーザーデータ領域を含む。本実施例は、ユーザーの選択によりディスクドライブによ
る欠陥管理をする場合、データ領域の先頭にＳｐａｒｅ　Ａｒｅａ　１が、後尾にＳｐａ
ｒｅ　Ａｒｅａ　２が割り当てられている。
【００５１】
　以上で説明したように、図４に示された追記型記録媒体は、リードイン領域にＴＤＤＳ
、ＴＤＦＬ及びスペースビットマップ情報を記録するための領域であるスペースビットマ
ップ領域を含む。
【００５２】
　図４に示された追記型記録媒体のデータ構造で、本発明による最終化フラグはＴＤＤＳ
領域に記録されうる。
【００５３】
　図５は、図４に示されたＴＤＤＳ領域のデータ構造を示す図である。図５を参照するに
、ＴＤＤＳは、複数のクラスタからなる。クラスタは、データ記録の基本単位として所定
個数のセクタより構成される。一つのクラスタには一つのＴＤＤＳ　＃ｋ（ｋは、０以上
の整数）が記録される。セクタは、追記型記録媒体を構成する物理的基本単位である。
【００５４】
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　図示されたように、各ＴＤＤＳ　＃ｋには、ＴＤＤＳの識別子、ＴＤＤＳのアップデー
トの回数を示すカウンタ情報、ドライブ及び追記型記録媒体情報領域の第１フィジカルセ
クタの番号、もし、対応するＴＤＦＬがある場合、そのＴＤＦＬが記録された第１フィジ
カルセクタ番号及びスペア領域１及びスペア領域２のサイズ情報と最終化フラグ及び追記
型記録媒体が最終化された場合に、対応するＳＢＭの位置を示すＳＢＭポインタ情報を含
む。
【００５５】
　一方、ユーザーが記録及び／または再生装置による欠陥管理を望まず、スペア領域を割
り当てない場合には、スペア領域１及びスペア領域２のサイズは‘０’と記録される。
【００５６】
　図６は、本発明の一実施例に係る単一記録層の追記型記録媒体のデータ構造の他の実施
例を示す図である。図６を参照するに、リードイン領域は、ＴＤＤＳ及びスペースビット
マップ情報を共に記録するための領域（ＴＤＤＳ＋ＳＢＭ領域）及びＴＤＦＬ領域を含む
。図４に示された追記型記録媒体は、リードイン領域にＴＤＦＬ、ＴＤＤＳ及びスペース
ビットマップ情報が相異なる領域に記録されるが、本実施例では、ＴＤＤＳとスペースビ
ットマップ情報とが同じ領域の一つのクラスタに共に記録される。ＴＤＤＳ＋ＳＢＭ領域
及びＴＤＦＬ領域を合わせてＴＤＭＡという。
【００５７】
　図７は、図６に示されたＴＤＤＳ及びスペースビットマップ情報を共に記録するための
領域（ＴＤＤＳ＋ＳＢＭ領域）の詳細構成を示す図である。
【００５８】
　ＴＤＤＳ及びスペースビットマップ情報は一つのクラスタに記録される。ＴＤＤＳは最
終化フラグを含み、前記最終化フラグに対応するビットマップは、同じクラスタ内のスペ
ースビットマップ情報のビットマップである。
【００５９】
　以上で説明したように、最終化フラグは、各ＳＢＭ　＃ｉ（ｉ＝０ないしｎの整数）の
ヘッド領域だけでなく、ＴＤＤＳ、ＴＤＤＳ及びスペースビットマップ情報が共に記録さ
れた領域などの多様な領域に記録されうる。
【００６０】
　一方、データ記録領域情報である各ＳＢＭ　＃ｉを記録するためのＳＢＭ領域は、図１
に示されたデータ領域、リードイン領域またはリードアウト領域のうち、少なくとも一つ
の領域に位置することが好ましい。
【００６１】
　以上では、追記型記録媒体のデータ記録状態を保存するために最終化フラグを別途に記
録する。以下では、図８及び図９を参照して最終化フラグを利用せずとも、追記型記録媒
体のデータ記録状態を保存する方法について説明する。
【００６２】
　図８は、本発明に係る単一記録層の追記型記録媒体のデータ構造の更に他の実施例を示
す図である。図８を参照するに、追記型記録媒体のリードイン領域には、ＴＤＦＬ、ＴＤ
ＤＳ及びＳＢＭを記録するためのＴＤＭＡが設けられており、欠陥管理情報を記録するた
めのＤＭＡ１及びＤＭＡ２が設けられている。また、リードアウト領域にはＤＭＡ３及び
ＤＭＡ４が設けられている。
【００６３】
　ＴＤＭＡには、ＴＤＤＳ及びＳＢＭが共に一つのクラスタに記録され、ＴＤＦＬが別途
のクラスタに記録される。一つのクラスタにＴＤＤＳ及びＳＢＭが共に記録される場合の
データ構造は、図７に示す通りである。ただし、最終化フラグは記録されていない。
【００６４】
　図８に示された第３実施例に係る追記型記録媒体を最終化する場合、ＴＤＭＡに最終的
に記録されたＴＤＤＳ、ＳＢＭ及びＴＤＦＬをＤＭＡにコピーして記録する。最終化時に
、ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬだけでなく、最終的なＳＢＭもＤＭＡにコピーしておくことによ
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り、ＴＤＭＡに記録された最終的なＳＢＭを表示するために敢えて最終化フラグを記録す
る必要がなくなる。
【００６５】
　データが記録されていないＴＤＭＡの空いている領域を何れも所定データ、例えば”ｆ
ｆｈ“のようなデータで満たすことによって、追記型記録媒体にそれ以上のデータを記録
できないようにする。
【００６６】
　記録及び／または再生装置は、追記型記録媒体の最終化以後、ホストから追加的なデー
タ記録を命令されても、ＴＤＭＡが“ｆｆｈ”のようなデータで満たされているか、また
はＤＭＡに欠陥管理情報が記録されていれば、データ記録を行わない。
【００６７】
　図９は、本発明の一実施例に係る追記型記録媒体のデータ記録状態保存を行うための装
置のブロック図である。図９を参照するに、本実施例に係る装置は、書き込み／読み出し
部１、制御部２及びメモリ部３を含む。
【００６８】
　書き込み／読み出し部１は、制御部２の制御によって本実施例に係る情報保存媒体の追
記型記録媒体１００にデータを記録し、記録されたデータを検証するためにデータを読み
取る。
【００６９】
　制御部２は、追記型記録媒体１００にデータを記録するに当って、追記型記録媒体１０
０に設けられたＴＤＭＡを使用して欠陥管理を行い、制御部２は、本発明に係る追記型記
録媒体１００のデータ記録状態保存を行う。
【００７０】
　本発明に係る追記型記録媒体１００のデータ記録状態の保存方法は、前記したように、
最終化フラグを利用する方法と、最終化フラグを利用せずにＴＤＭＡに記録された最終的
なＳＢＭをＤＭＡにコピーして記録する方法との２つがある。
【００７１】
　まず、最終化フラグを利用する方法を説明すれば、制御部２は、追記型記録媒体１００
の最終化時に、最終化フラグを生成して所定領域に記録する。図３を参照して更に詳細に
説明すると、最終的にアップデートされたＳＢＭ　＃ｎの情報のうち、最終化フラグの値
のみを“０”から“１”に変え、データ記録領域を表すＢｉｔ　Ｍａｐ　＃ｎはそのまま
維持し、ＳＢＭ　＃ｎの次の位置に再びＳＢＭ　＃ｎを記録する。制御部２は、最終化フ
ラグが“１”であるＳＢＭ　＃ｎの次の空いている領域を所定データ、例えば“ｆｆｈ”
のようなデータで満たすように書き込み／読み出し部１を制御する。一方、制御部２は、
最終的に記録されたＴＤＤＳ及びＴＤＦＬをＤＭＡにコピーして記録する。最終的なＳＢ
Ｍは、ＤＭＡにコピーせずに、ＴＤＭＡに記録されたＳＢＭのうち、最終化フラグが“１
”であるＳＢＭを最終的なＳＢＭとして利用する。
【００７２】
　最終化フラグを利用しない場合を説明すると、制御部２は、ホスト（図示せず）から追
記型記録媒体１００の最終化命令が入力されれば、最終的に記録されたＴＤＤＳ、ＳＢＭ
及びＴＤＦＬをＤＭＡにコピーして記録する。その後、データが記録されていないＴＤＭ
Ａの空いている領域を何れも所定データ、例えば“ｆｆｈ”のようなデータで満たすよう
に書き込み／読み出し部１を制御する。
【００７３】
　制御部２は、追記型記録媒体１００の最終化以後、ホストから追加的なデータ記録を命
令されても、追記型記録媒体１００のＴＤＭＡが“ｆｆｈ”のようなデータで満たされて
いるか、またはＤＭＡに欠陥管理情報が記録されていれば、データ記録を行わない。
【００７４】
　本実施例で、制御部２は、所定単位でデータを記録した後に記録されたデータを検証す
ることで、欠陥が発生した部分を探す「記録後検証方式」による。制御部２は、所定単位
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でユーザーデータを記録した後に検証して、欠陥領域が何処に発生したかを検査する。制
御部２は、検査結果により見つかられた欠陥領域が何処であるかを知らせるＴＤＦＬ及び
ＴＤＤＳを生成する。制御部２は、生成されたＴＤＦＬ及びＴＤＤＳをメモリ部３に保存
してから所定分量集めて、追記型記録媒体１００に設けられたＴＤＭＡに記録する。
【００７５】
　図１０は、図９に示された本発明に係る追記型記録媒体のデータ記録状態保存を行うた
めの装置が具現された記録及び／または再生装置のブロック図である。図１０を参照する
に、記録及び／または再生装置は、書き込み／読み出し部１としてピックアップ１０を備
える。追記型記録媒体１００は、ピックアップ１０に装着されている。また、ディスクド
ライブは、制御部２としてＰＣＩ／Ｆ　２１、ＤＳＰ　２２、ＲＦ　ＡＭＰ　２３、サー
ボ２４及びシステムコントローラ２５を備える。メモリ部３は、制御部２のシステムコン
トローラ２５に設けられている。
【００７６】
　記録時に、ＰＣＩ／Ｆ　２１は、ホスト（図示せず）から記録するデータと共に記録命
令を受ける。システムコントローラ２５は、記録に必要な初期化を行う。ＤＳＰ　２２は
、ＰＣＩ／Ｆ　２１に受けた記録するデータをエラー訂正のためにパリティなどの付加デ
ータを添加してＥＣＣエンコーディングを行った後、ＥＣＣエンコーディングされたデー
タをあらかじめ定められた方式で変調する。ＲＦ　ＡＭＰ　２３は、ＤＳＰ　２２から出
力されたデータをＲＦ信号に変える。ピックアップ１０は、ＲＦ　ＡＭＰ　２３から出力
されたＲＦ信号を追記型記録媒体１００に記録する。サーボ２４は、システムコントロー
ラ２５からサーボ制御に必要な命令を入力されて、ピックアップ１０をサーボ制御する。
また、システムコントローラ２５は、記録時に本発明に係る欠陥管理を行うために、ピッ
クアップ１０で記録されたデータを読み取ることを命令するか、または臨時管理情報など
の所定情報を記録することを命令する。
【００７７】
　更に、システムコントローラ２５は、ユーザー命令により、またはあらかじめ決定され
た所定の最終化条件が満たされて追記型記録媒体１００を最終化する場合、ＴＤＭＡに最
終的に記録された臨時管理情報、すなわちＴＤＤＳ、ＴＤＦＬ及びＳＢＭをＤＭＡに記録
することを命令する。
【００７８】
　再生時に、ＰＣＩ／Ｆ　２１は、ホスト（図示せず）から再生命令を受ける。システム
コントローラ２５は、再生に必要な初期化を行う。ピックアップ１０は、追記型記録媒体
１００にレーザービームを照射して追記型記録媒体１００から反射されたレーザービーム
を受光して得られた光信号を出力する。ＲＦ　ＡＭＰ　２３は、ピックアップ１０から出
力された光信号をＲＦ信号に変え、ＲＦ信号から得られた変調されたデータをＤＳＰ　２
２に提供する一方、ＲＦ信号から得られた制御のためのサーボ信号をサーボ２４に提供す
る。ＤＳＰ　２２は、変調されたデータを復調し、ＥＣＣエラー訂正を経て得られたデー
タを出力する。一方、サーボ２４は、ＲＦ　ＡＭＰ　２３から受けたサーボ信号と、シス
テムコントローラ２５から受けたサーボ制御とに必要な命令を受けて、ピックアップ１０
についてのサーボ制御を行う。ＰＣＩ／Ｆ　２１は、ＤＳＰ　２２から受けたデータをホ
ストに送る。また、システムコントローラ２５は、再生時にピックアップ１０が欠陥管理
のために必要な情報を読み取ることを命令できる。すなわち、システムコントローラ２５
は、記録／再生時に全体システムを管理する。
【００７９】
　前記のような構成に基づいて、本発明に係る追記型記録媒体のデータ記録状態の保存方
法を説明すると、次の通りである。
【００８０】
　図１１は、本発明に係る追記型記録媒体において、データ記録状態の保存方法の一実施
例を説明するためのフローチャートである。図１１による実施例は、最終化フラグを利用
して追記型記録媒体のデータ記録状態を保存するための方法である。
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【００８１】
　データ記録のために記録及び／または再生装置に追記型記録媒体を挿入し、追記型記録
媒体にデータを記録する（第１１０ステップ）。記録及び／または再生装置に追記型記録
媒体を挿入すれば、まず、初期化ステップを経る。すなわち、記録及び／または再生装置
は、挿入された追記型記録媒体を認識して記録パワー、欠陥管理情報、追記型記録媒体に
関する情報などを把握して、記録のための事前準備を行う初期化ステップが行われる。
【００８２】
　初期化ステップで、記録及び／または再生装置は、ＳＢＭが記録された領域に接近して
、追記型記録媒体全体の記録可能領域についてのデータ記録如何についての情報を得て、
前記した記録パワー、欠陥管理情報、追記型記録媒体に関する情報などについて速かに接
近できる。記録及び／または再生装置は、初期化ステップでデータ記録のための事前情報
を追記型記録媒体から獲得して記録及び／または再生装置に連結されたホスト装置に事前
情報を伝送した後、ホストから入力された記録命令によってデータ記録を行う。
【００８３】
　追記型記録媒体へのデータ記録は、実際のデータ領域にユーザーデータを記録する場合
だけでなく、記録されたデータに欠陥が発生して、臨時欠陥管理のための情報をＴＤＭＡ
に記録する場合も該当する。
【００８４】
　追記型記録媒体にデータが記録されてデータ記録領域情報に変動が発生すれば、データ
記録領域を表す新たなビットマップ情報を含むデータ記録領域情報のＳＢＭ　＃ｉを生成
してＴＤＭＡに記録する（第１３０ステップ）。新たなＳＢＭ　ｉが生成されて記録され
る場合、データ記録領域情報の更新回数を示すアップデートカウンタは１ほど増加される
。
【００８５】
　各ＳＢＭ　＃ｉを何時生成して更新するかは、それぞれの記録及び／または再生装置に
内装されたプログラムによって違うこともある。追記型記録媒体を挿入してデータを記録
した後、記録及び／または再生装置から排出する前に１回のみ新たなＢｉｔ　Ｍａｐ情報
を有するＳＢＭを生成して記録してもよい。しかし、１回のみＳＢＭを生成する場合には
、追記型記録媒体へのデータ記録中に静電などの非常状況が発生する場合には、該当する
ＳＢＭを生成できないという問題がありうるため、追記型記録媒体への記録中に新たなＢ
ｉｔ　Ｍａｐ情報を有するＳＢＭを生成して記録することが好ましい。
【００８６】
　ホスト装置から追記型記録媒体を最終化することを命令する最終化命令を受信する（第
１５０ステップ）。追記型記録媒体の最終化は、ユーザーがホスト装置を通じて下すこと
もあるが、所定の最終化条件、例えば、データ領域またはＴＤＭＡがデータで全て満たさ
れて、それ以上のデータを記録できない場合に行われる。所定の最終化条件が満たされた
場合、ホスト装置から最終化命令を受けずに、記録及び／または再生装置が自動的に追記
型記録媒体の最終化を行っても良い。
【００８７】
　しかし、記録及び／または再生装置は、所定の最終化条件が満たされた場合にも、所定
最終化条件が満たされたことをホスト装置に知らせ、ホスト装置は、ディスプレイ装置を
通じてユーザーに追記型記録媒体の最終化を行うか否かについて問い合わせることが好ま
しい。
【００８８】
　追記型記録媒体の場合、臨時欠陥管理のためにＴＤＭＡを割り当てる。しかし、再記録
可能なＲｅ－ｗｒｉｔａｂｌｅディスクには、ＤＭＡのみがあり、ＴＤＭＡは存在しない
ため、Ｒｅ－ｗｒｉｔａｂｌｅディスク用のドライブで追記型記録媒体を記録または再生
するには、互換性の問題が発生することもある。したがって、互換性などの問題を解決す
るために、追記型記録媒体の最終化時にＴＤＭＡに最終的に記録されたＴＤＤＳ及びＴＤ
ＦＬをＤＭＡにコピーして記録する（第１６０ステップ）。
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【００８９】
　最終化命令を受信した記録及び／または再生装置は、最終化フラグを生成して記録する
（第１７０ステップ）。更に詳細に説明すれば、最終的にアップデートされたＳＢＭ　＃
ｎの情報のうち、最終化フラグの値のみを“０”から“１”に変え、データ記録領域を表
すＢｉｔ　Ｍａｐ　＃ｎはそのまま維持し、ＳＢＭ　＃ｎの次の位置に再びＳＢＭ　＃ｎ
を記録する。
【００９０】
　一方、最終化フラグは、各ＳＢＭ　＃ｉ（ｉ＝０ないしｎの整数）のヘッド領域に記録
されているが、それに限定されない。前記したように、最終化フラグは、各ＳＢＭ　＃ｉ
（ｉ＝０ないしｎの整数）のヘッド領域ではない追記型記録媒体上の他の領域にも記録さ
れうる。
【００９１】
　最終化フラグが“１”であるＳＢＭ　＃ｎが記録された次の位置に、追加的なデータの
記録防止のために所定のデータを記録する（第１９０ステップ）。所定データ、例えば“
ｆｆｈ”のようなデータを記録することによって、それ以上のＳＢＭを記録できないよう
にして追記型記録媒体に追加的なデータ記録を防止する。
【００９２】
　図１２は、本発明に係る追記型記録媒体において、データ記録状態の保存方法の他の実
施例を説明するためのフローチャートである。図１２による実施例は、最終化フラグを利
用せずに、追記型記録媒体のデータ記録状態を保存するための方法である。
【００９３】
　データ記録のために、記録及び／または再生装置に追記型記録媒体を挿入し、追記型記
録媒体にデータを記録する（第３１０ステップ）。
【００９４】
　追記型記録媒体にデータが記録されてデータ記録領域情報に変動が発生すれば、データ
記録領域を表す新たなビットマップ情報を含むデータ記録領域情報であるＳＢＭ　＃ｉを
生成してＴＤＭＡに記録する（第３３０ステップ）。
【００９５】
　ホスト装置から追記型記録媒体を最終化することを命令する最終化命令を受信する（第
３５０ステップ）。
【００９６】
　ＴＤＭＡに最終的に記録されたＴＤＤＳ、ＳＢＭ及びＴＤＦＬをＤＭＡにコピーして記
録する（第３７０ステップ）。
【００９７】
　追加的なデータの記録防止のために、所定のデータをＴＤＭＡに記録する（第３９０ス
テップ）。データが記録されていないＴＤＭＡの空いている領域を、所定データ、例えば
“ｆｆｈ”のようなデータで満たすことによって、追記型記録媒体にそれ以上のデータを
記録できないようにする。
【００９８】
　最終化時に、ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬだけでなく、最終的なＳＢＭもＤＭＡにコピーして
おくことでＴＤＭＡに記録された最終的なＳＢＭを表示するために、敢えて最終化フラグ
を記録する必要がなくなる。記録及び／または再生装置は、追記型記録媒体の最終化以後
、ホストから追加的なデータ記録を命令されても、ＴＤＭＡが“ｆｆｈ”のようなデータ
で満たされているか、ＤＭＡに欠陥管理情報が記録されていれば、データ記録を行わない
。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明によれば、最終化された追記型記録媒体のデータ記録状態の保存または変調を防
止し、最終化された追記型記録媒体のデータ記録状態が変更されたことを容易に確認する
ことができ、データ記録状態が変更される前に追記型記録媒体に記録されたデータを把握
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【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１Ａ】本発明の一実施例に係る追記型記録媒体の構造を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施例に係る追記型記録媒体の構造を示す図である。
【図２】本発明の一実施例に係るデータ記録領域情報の構造を示す図である。
【図３】本発明の一実施例に係る最終化されたデータ記録領域情報の構造を示す図である
。
【図４】本発明の一実施例に係る単一記録層の追記型記録媒体のデータ構造の第１実施例
を示す図である。
【図５】図４に示された臨時欠陥管理情報（ＴＤＤＳ）領域の詳細構造を示す図である。
【図６】本発明に係る単一記録層の追記型記録媒体のデータ構造の他の実施例を示す図で
ある。
【図７】図６に示された臨時欠陥管理情報（ＴＤＤＳ）及びスペースビットマップ情報を
共に記録するための領域の詳細構造を示す図である。
【図８】本発明に係る単一記録層の追記型記録媒体のデータ構造の他の実施例を示す図で
ある。
【図９】本発明の一実施例に係る追記型記録媒体のデータ記録状態を保存するための装置
のブロック図である。
【図１０】図９に示された本発明に係る追記型記録媒体のデータ記録状態を保存するため
の装置が具現された記録及び／または再生装置のブロック図である。
【図１１】本発明に係る追記型記録媒体においてデータ記録状態の保存方法の一実施例を
説明するためのフローチャートである。
【図１２】本発明に係る追記型記録媒体においてデータ記録状態の保存方法の他の実施例
を説明するためのフローチャートである。
【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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