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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセクタを含む訂正ブロック単位で情報の記録／再生が行なわれるデータ領域と、
前記訂正ブロックに含まれる欠陥セクタの情報が交替して記録される交替領域と、前記デ
ータ領域に記録される訂正ブロックのうち、欠陥セクタを含む訂正ブロックのアドレスと
該訂正ブロックに対応する交替領域のアドレスを訂正ブロック単位で示す管理情報が記録
される管理領域と、を備え、前記交替領域に、前記欠陥セクタを含む訂正ブロックに記録
されている情報が有効か無効かをセクタ単位で示す情報が記録される書換型の光ディスク
に情報の記録／再生を行なう情報記録再生装置であって、
　前記書換型の光ディスクを所定の速度で回転駆動するスピンドルモータと、
　前記スピンドルモータにより回転駆動される前記書換型の光ディスクの情報記録面にレ
ーザ光を照射して情報を記録する情報記録部と、
　前記書換型の光ディスクの情報記録面からのレーザ反射光により前記書換型の光ディス
クの情報記録面の情報を再生する情報再生部と、
　情報を記憶する記憶部と、
　前記各部の動作を制御するための制御部とを備え、
　前記制御部は、第１の訂正ブロックおよび該第１の訂正ブロックに連続し、再生範囲の
うち最後の訂正可能な単位である第２の訂正ブロックに記録される情報を再生するときに
おいて、前記第２の訂正ブロックが欠陥セクタを含むことを示す管理情報が前記管理領域
に記録されている場合、前記第１の訂正ブロックを再生した後、前記第２の訂正ブロック
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を再生し、該再生した第２の訂正ブロックを前記記憶部に保持し、前記第２の訂正ブロッ
クの再生の後に該訂正ブロックに対応する交替領域に記録される情報を再生し、前記記憶
部に保持された情報と前記交替領域から再生された情報とを合わせて再生するように制御
することを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報記録再生装置はリードモディファイライトを行ない、
　前記制御部は、第１の訂正ブロックおよび該第１の訂正ブロックに連続し、再生範囲の
うち最後の訂正可能な単位である第２の訂正ブロックに前記リードモディファイライトを
行なうときにおいて、前記第２の訂正ブロックが欠陥セクタを含むことを示す管理情報が
前記管理領域に記録されている場合、前記第１の訂正ブロックを再生した後、前記第２の
訂正ブロックを再生し、該再生した第２の訂正ブロックを前記記憶部に保持し、前記第２
の訂正ブロックの再生の後に該訂正ブロックに対応する交替領域に記録される情報を再生
し、前記記憶部に保持された情報と前記交替領域から再生された情報とを合わせて再生す
るように制御することを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報記録再生装置であって、
　前記制御部は、欠陥セクタを含む前記データ領域の訂正ブロックを再生する際、有効な
セクタの情報を前記記憶部に記憶するよう制御することを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の情報記録再生装置は、前記管理領域と前記デ
ータ領域と前記交替領域とが、円盤状の媒体上に分離されて配置されている書換型の光デ
ィスクに対して、情報の記録／再生を行なうことを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項５】
　複数のセクタを含む訂正ブロック単位で情報の記録／再生が行なわれるデータ領域と、
前記訂正ブロックに含まれる欠陥セクタの情報が交替して記録される交替領域と、前記デ
ータ領域に記録される訂正ブロックのうち、欠陥セクタを含む訂正ブロックのアドレスと
該訂正ブロックに対応する交替領域のアドレスを訂正ブロック単位で示す管理情報が記録
される管理領域と、を備え、前記交替領域に、前記欠陥セクタを含む訂正ブロックに記録
されている情報が有効か無効かをセクタ単位で示す情報が記録される書換型の光ディスク
から情報の再生を行なう情報再生装置であって、
　前記書換型の光ディスクを所定の速度で回転駆動するスピンドルモータと、
　前記書換型の光ディスクの情報記録面からのレーザ反射光により前記書換型の光ディス
クの情報記録面の情報を再生する情報再生部と、
　情報を記憶する記憶部と、
　前記各部の動作を制御するための制御部とを備え、
　前記制御部は、第１の訂正ブロックおよび該第１の訂正ブロックに連続し、再生範囲の
うち最後の訂正可能な単位である第２の訂正ブロックに記録される情報を再生するときに
おいて、前記第２の訂正ブロックが欠陥セクタを含むことを示す管理情報が前記管理領域
に記録されている場合、前記第１の訂正ブロックを再生した後、前記第２の訂正ブロック
を再生し、該再生した第２の訂正ブロックを前記記憶部に保持し、前記第２の訂正ブロッ
クの再生の後に該訂正ブロックに対応する交替領域に記録される情報を再生し、前記記憶
部に保持された情報と前記交替領域から再生された情報とを合わせて再生するように制御
することを特徴とする情報再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＤＶＤ等の高密度記録の可能な情報記録媒体への記録において、特
に、リードモディファイライトと呼ばれる記録動作における欠陥セクタの交替処理を行う
ことが可能な情報記録再生装置、及びそのデータ再生方法、並びにその光ディスクに関し
、特に、かかる装置において、交替ブロックの再生処理を高速化するための技術に関する
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。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤ等、所謂、円板状の情報記録媒体である光ディスクは、非接触、大容量かつ低コ
ストで、高速にデータアクセスを可能とする情報記録媒体として、デジタルオーディオデ
ータやデジタル動画データ、更には、パーソナルコンピュータのデータを記録するための
情報記録媒体として、幅広く、利用されてきている。
【０００３】
　近年、かかる高密度記録を特徴とするＤＶＤ等の情報記録媒体の研究開発が盛んに進め
られており、かかる情報記録媒体である光ディスクでは、その記録面上にデータを記録す
る際、記録されたデータの信頼性を保証できるようにする目的で、所定数のセクターフィ
ールドの集まりによりＥＣＣ（Error Correction Code）ブロックが定義される。しかし
ながら、かかる情報記録媒体に対し、ＥＣＣブロックに満たないデータの記録を行なう場
合、記録先となる目的のセクターフィールドを含むＥＣＣブロックを読み出し、目的のセ
クタの所定のバイトを、例えば、ホストからのライトデータと入れ替えて、再び元のブロ
ックに記録することが行なわれており、かかる記録動作は、セクターフィールド単位の記
録であり、一般に、リードモディファイライト（Read Modify Write）と呼ばれている。
【０００４】
　一方、上記リードモディファイライトと呼ばれる記録動作とは異なるが、例えば、下記
の特許文献１には、所謂、Ｍｔ.Ｒａｉｎｅｒ規格において、交替領域セクタ再生後にデ
ータ領域の再生を行う技術が開示されており、また、下記の特許文献２には、要求データ
の先頭から最終セクタまで、欠陥セクタを含んで再生後、交替領域内セクタへシークし、
欠陥セクタ対応データを再生する技術が開示されている。更には、下記の特許文献３には
、ディスク装着時に、交替セクタのデータを再生してバッファＲＡＭに書き込み、データ
再生時に、交替されているセクタをスキップして再生する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－３０３３４５号公報
【特許文献２】特開２００４－１７１６０３号公報
【特許文献３】特許第３２５４３４０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術は、ＤＶＤ等の高密度記録が可能な情報記録媒体にお
いて、特に、上述した特殊な記録動作である、リードモディファイライト（Read Modify 
Write）時のリード（Read）エラー用に交替セクタを利用する方式に関するものではなく
、そのため、かかる特殊な記録動作であるリードモディファイライトに対応して、交替ブ
ロック再生処理を高速化することは不可能であった。
【０００６】
　そこで、本発明では、上述した従来技術における問題点、特に、リードモディファイラ
イト動作におけるリードエラー時において、交替ブロックの再生処理を高速化することが
可能な技術を提供し、即ち、リードモディファイライトと呼ばれる記録動作における欠陥
セクタの交替処理を高速で行うことが可能な情報記録再生装置、及びそのデータ再生方法
、並びにその光ディスクを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明によれば、まず、書換型の光ディスクを所定の速度
で回転駆動するスピンドルモータと、前記スピンドルモータにより回転駆動される前記書
換型の光ディスクの情報記録面にレーザ光を照射して情報を記録する情報記録部と、前記
書換型の光ディスクの情報記録面からのレーザ反射光により前記書換型の光ディスクの情
報記録面の情報を再生する情報再生部と、前記各部の動作を制御するための制御部とを備
えており、前記書換型の光ディスクに対してリードモディファイライト動作が可能な情報
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記録再生装置であって、前記書換型の光ディスクは、交替ブロック管理領域と、ブロック
単位で情報の記録／再生を行なうデータ領域と、ブロック単位で欠陥セクタを含む情報の
記録／再生を行なう交替領域とを備えており、そして、前記情報記録再生装置は、当該書
換型の光ディスクに対してリードモディファイライトを実行する際、前記交替領域に複数
の交替領域が存在する場合において、欠陥セクタを含む前記データ領域の再生を１回だけ
実行した後、前記交替領域の再生を実行して再生データを保持し、もって、データを再生
する手段を備えている情報記録再生装置が提供される。
【０００８】
　なお、本発明では、前記に記載した情報記録再生装置において、更に、前記書換型の光
ディスクの交替ブロック管理領域の情報に基づいて、前記交替領域の再生を実行する手段
を備えていることが好ましく、又は、更に、記憶装置を備えており、欠陥セクタを含む前
記データ領域の再生において、再生に成功したセクタのデータを当該記憶装置に記憶する
ことが好ましい。
【０００９】
　また、本発明によれば、やはり上記の目的を達成するため、交替ブロック管理領域と、
ブロック単位で情報の記録／再生を行なうデータ領域と、ブロック単位で欠陥セクタを含
む情報の記録／再生を行なう交替領域とを備えた書換型の光ディスク対し、リードモディ
ファイライト動作が可能な情報記録再生装置により、そのデータを再生するデータ再生方
法であって、当該書換型の光ディスクに対してリードモディファイライトを実行する際、
前記交替領域に複数の交替領域が存在する場合において、欠陥セクタを含む前記データ領
域の再生を１回だけ実行した後、前記交替領域の再生を実行して再生データを保持し、も
って、データを再生する情報記録再生装置のデータ再生方法が提供される。
【００１０】
　なお、本発明では、前記に記載したデータ再生方法において、前記書換型の光ディスク
の交替ブロック管理領域の情報に基づいて、前記交替領域の再生を実行することが好まし
く、又は、欠陥セクタを含む前記データ領域の再生する際、再生に成功したセクタのデー
タを記憶装置に記憶することが好ましい。
【００１１】
　加えて、本発明によれば、やはり上記の目的を達成するため、交替ブロック管理領域と
、ブロック単位で記録／再生を行なうデータ領域と、ブロック単位で欠陥セクタを含む情
報の記録／再生を行なう交替領域とを備えた書換型の光ディスクであって、前記交替ブロ
ック管理領域には交替先のデータを記録すると共に、前記交替領域には、交替前ブロック
のアドレスが記録される光ディスクが提供される。
【００１２】
　なお、本発明では、前記した光ディスクにおいて、前記交替領域には、前記欠陥セクタ
を含む交替すべきセクタ単位の情報を含むと共に、更に、前記欠陥セクタを含む情報のブ
ロック単位での有効又は無効と、その交替前のブロックドレス情報を含むことが好ましく
、又は、前記交替ブロック管理領域と、前記データ領域と、そして、前記交替領域が、円
盤状の媒体上に分離されて配置されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のように、本発明によれば、リードモディファイライト動作におけるリードエラー
時において、交替ブロックの再生処理を高速化することが可能な技術を提供し、即ち、リ
ードモディファイライトと呼ばれる記録動作における欠陥セクタの交替処理を高速で行う
ことが可能な情報記録再生装置、及びそのデータ再生方法、並びにその光ディスクを提供
するという、実用的にも優れた効果を発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
　まず、図１は、本発明の一実施の形態になる情報記録再生装置の全体構成を示す。



(5) JP 4335859 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

【００１５】
　この図１において、符号１１はスピンドルモータを示しており、このスピンドルモータ
１１の回転軸先端には、図示しないターンテーブル等の保持部材により、円盤状の情報記
録媒体である光ディスク１２が装着され、もって、所定の回転速度で回転駆動される。一
方、光ピックアップ１３が、このように所定の回転速度で回転駆動される光ディスク１２
の情報記録面（図の下面）に対向し、かつ、当該ディスクの半径方向に移動可能に設けら
れており、もって、光ピックアップ１３は、ここでは図示しないが、その内部に備えた光
源である半導体レーザからのレーザビームを、対物レンズを含む光学系を介して、上記光
ディスク１２の情報記録面へ照射し、更には、その反射光を受光して、もって、所謂、フ
ォーカシング動作やトラッキング動作を行なうと共に、テスト信号や実記録信号を記録し
、又は、再生する。
【００１６】
　また、図中の符号１４は、上記スピンドルモータ１１に駆動電流を供給するための、所
謂、スピンドルモータ制御用のドライバ回路であり、本例では、例えば、４倍速（４ｘ）
、６倍速（６ｘ）の制御が可能である。また、図中の符号１５は、上記光ピックアップ１
３の光源である半導体レーザに駆動電流を供給するためのレーザ制御用のドライバ回路で
ある。なお、このレーザ制御用のドライバ回路１５には、以下に述べるマイコン１８から
の制御信号と、テスト信号や外部（例えば、図示しないが、ホストコンピュータ等）から
入力した実記録信号を信号処理して記録制御を行う記録回路１６からの記録制御信号とが
入力されている。
【００１７】
　一方、上記光ピックアップ１３によって検出されて出力される電気信号は、再生回路１
７において所定の再生処理が行われ、もって、所望の信号（例えば、ディジタルデータ）
として再生されて、例えば、装置の外部へ出力される。加えて、上述した構成を備えた光
ディスク装置を制御するための制御ユニットとして、所謂、マイクロコンピュータ（マイ
コン：ＭＰＵ）１８が設けられており、このマイコンからなる制御ユニット１８は、上記
再生回路１７を介して各種の信号を入力し、もって、上記レーザ制御用のドライバ回路１
５に加え、上記スピンドルモータ制御用のドライバ回路１４、更には、上記記録回路１６
に制御信号を出力する。また、このマイコン１８は、その記憶装置として、ＥＰ－ＲＯＭ
又はＦｌａｓｈ－ＲＯＭ１９等のメモリを備えている。
【００１８】
　なお、上記に述べた構成を備えた情報記録再生装置により、既知の機能動作により、高
密度記録を特徴とするＤＶＤ等の情報記録媒体に対し、情報の記録及び再生動作を含む各
種の動作が行なわれることは、当業者であれば当然であろう。
【００１９】
　次に、上記にその構成の一例を述べた情報記録再生装置において実行される、リードモ
ディファイライト（Read Modify Write）時の動作について、添付の図２～図７を参照し
ながら詳細に説明する。
【００２０】
　まず、図２により、本発明になる情報記録再生装置によってリードモディファイライト
が実行される高密度記録の情報記録媒体のデータ構造の一例を示す。この図からも明らか
なように、この情報記録媒体は、例えば、その円盤状のディスクの内周側から、順次、交
替ブロック管理領域、ユーザが所望のデータを書き込むデータ領域、そして、欠陥セクタ
のための交替領域から構成されている。なお、これらの領域は、上記の配置に限定されず
、その他の構成であってもよい。
【００２１】
　なお、上記のデータ領域は、一般に、ディスクにおける物理的記録再生単位である、所
謂、ブロックによって構成されており、更に、各ブロックは、論理的記録再生単位である
、所謂、セクタから構成されている。なお、ＤＶＤ等の情報記録再生装置では、通常、デ
ィスクに対する情報の記録／再生は、物理的記録再生単位であるブロック単位で行なわれ
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、他方、かかる情報記録再生装置が使用されるシステムでは（例えば、コンピュータを備
えた情報処理システム）、ホストからの情報の記録／再生は、論理的記録再生単位である
セクタを単位として行なわれる。即ち、記録／再生媒体の記録/再生単位(ブロック)と、
ホストからの論理アクセス単位（セクタ）とが異なっている。また、上記欠陥ブロック用
の交替領域でも、欠陥を含むデータは、ブロック単位で記録されることとなる。
【００２２】
　また、この交替ブロック管理領域には、欠陥セクタが記録されており、例えば、データ
領域のブロックに欠陥がある場合には、その交替先、更には、交替元の有効フラグの有無
に関する情報が記録される。そして、交替領域の各ブロック内には、論理的記録再生単位
であるセクタを単位として、データが書き込まれると共に、当該セクタを単位として、当
該データの有効又は無効を示すフラグが、更には、交替前ブロックアドレスが設けられて
いる。
【００２３】
　上記データ構造を備えた情報記録媒体により、ホストからのリードモディファイライト
（Read Modify Write）動作要求によるセクタ単位の記録において、当該セクタの属する
ブロック再生時に異常を検出した場合について、添付の図３を参照して説明する。例えば
、ホストからアドレス「Ａ＋１」への記録指示があり、リードモディファイライト動作に
おいて、ブロックＡでの再生に失敗した場合、ホストからのセクタ単位のデータを（但し
、当該セクタ以外のデータは、交替前ブロックに有効データがあると仮定して）、上記交
替領域に記録する。その際、記録再生媒体の交替ブロック管理領域には、この関係と交替
前ブロックに有効データが存在することを登録する。即ち、この図の例では、ブロックＡ
の交替先はＤであり、更に、「（*）」により、交替先のＤには、交替元有効フラグがあ
ることを示している。即ち、この図示の例では、ブロックＡの交替先Ｄのデータの有効又
は無効は、その「有効（１）」又は「無効（０）」からなる交替元有効フラグによって示
される。そして、その交替前ブロックドレスには「Ａ」が記録されることとなる。
【００２４】
　次に、図４には、上記図３の状態において、更に、ホストから、上記したブロック内に
おける別のセクタ（アドレス「Ａ＋２」）に対して記録指示があり、その再生に失敗した
場合を示している。即ち、この場合には、上記交替ブロック管理領域の内容は、図にも示
すように、ブロックＡの交替先は「Ｅ」となり、かつ、「（*）」によって交替先のＥに
は、交替元有効フラグがあることを示す。そして、この交替領域のブロックＥの交替前ブ
ロックアドレスには、その前の交替前ブロックアドレスである「Ａ」が記録される。この
ように、複数のアドレスの両方が再生不可の場合、当該セクタのデータを新たな交替ブロ
ックに記録し、交替元と最終交替先のブロックのみを交替ブロック管理領域に登録する。
【００２５】
　このように、上述したデータ構造を備えた情報記録媒体では、その交替先ブロックを、
順次、再生していかないと、有効なデータの存在するブロックが判明しない状態になって
しまうこととなる。
【００２６】
　一方、上述したデータ構造を備えた情報記録媒体において、ホストから当該ブロックに
対し、単独で再生が指示された際の再生手順を図５に示す。例えば、アドレス「Ａ」から
始まる３つのセクタを再生する指示がホストから指示された場合、まず、交替ブロック管
理領域の内容「Ａ→Ｅ（*）」により、交替領域のブロックＥを再生して、その交替元有
効フラグが無効（＝（０））のデータのみを取得し、続いて、交替前ブロックアドレスの
内容（即ち「Ｄ」）により、交替領域のブロックＤを再生する。ここでも、同様に、その
交替元有効フラグが無効（＝（０））のデータのみを取得する。なお、この時、交替前ブ
ロックアドレスの内容は「Ａ」であり、データ領域のアドレス「Ａ」に戻り、残りのデー
タを取得する。これにより、ホストから指示されたデータを取得することが可能となる。
【００２７】
　次に、添付の図６には、上記図５で示した当該ブロックより以前のブロックから連続し
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て再生（例えば、アドレス「Ａ－３」から連続して６セクタ再生）するよう指示された場
合の動作について説明する。この場合にも、上記図５に示したと同様となり、これでは、
「データ領域を再生→交替領域を再生→再度データ領域を再生」というように、データ領
域を複数回（この例では、２回）に分けて再生する（しなければならない）ことになる。
そして、このことは、特に、そのデータ構造において、データ領域と交替領域とが離れて
配置された情報記録媒体では、記録／再生を行なう装置側の光ピックアップがディスクの
半径方向に移動するための時間がかかり、そのため、再生時間が遅くなってしまうことを
意味する。
【００２８】
　そこで、本発明では、添付の図７に示すように、上記図５で示した当該ブロックより以
前のブロックから連続して再生（例えば、アドレス「Ａ－３」から連続して６セクタ再生
）するよう指示された場合において、特に、その交替領域のブロック内における交替前ブ
ロックアドレスに、有効な他の交替領域アドレスのデータが存在（例えば、交替領域のブ
ロックＥの交替前ブロックアドレスに、やはり交替領域である「Ｄ」が存在）する場合に
は、一旦、データ領域の交替元ブロック（図のＡ）を、前のブロック（図のＡ－４）と同
時に再生しておき、その後、交替領域における交替先ブロック（図のＤ及びＥ）を再生す
る。このことによれば、上記図５で示したように、交替領域のブロックを再生した後に、
再度、データ領域のブロックを再生する必要がなく（具体的には、図５における、交替領
域Ｅ及びＤの再生後の、データ領域のブロックＡの再生を行なう必要がない）、即ち、デ
ータ領域のブロック再生を繰り返して行なうことはない。これによれば、データ領域の交
替元ブロックのデータが必要になった場合にも、すばやく対応できるようになり、同時に
、記録／再生を行なう装置側の光ピックアップがディスクの半径方向に移動する時間を短
縮し、もって、全体の再生時間を高速化することを可能とする。
【００２９】
　なお、上記したブロック（図示の例では、ＤやＥ）は、元々、再生に失敗したことから
交替登録されており、かつ、そこには有効なデータが存在しない可能性もあるので、記録
／再生を行なう装置側において、その再生に失敗した際の復帰（リトライ）処理は、この
タイミングでは実施しないようにすることが好ましい。但し、当該ブロックについては、
有効データが存在することが確定して後にだけ、リトライ処理を実施するようにすればよ
い。
【００３０】
　以上に詳述したように、上述したデータ構造を備えた情報記録媒体では、交替登録され
ているブロックを再生した際に、より具体的には、上記交替ブロック管理領域の内容によ
り、その交替元であるデータ領域のブロックの再生が必要であることが判明する。そして
、その場合、特に、前のブロックから連続して再生するケースでは、データ領域を複数回
に分けて再生することが必要となり、そのため、時間がかかるという問題があった。そこ
で、本発明では、このデータ領域における複数回の再生動作を避けると共に、当該ブロッ
クは交替登録されているので、再生に失敗する可能性が高く、この部分についての再生動
作の復帰（リトライ）に時間をかけないことで、不要な時間を無くすものである。
【００３１】
　続いて、以上に詳述した本発明の動作原理に基づいて、高密度記録を特徴とするＤＶＤ
等の情報記録媒体に対し、情報の記録／再生を行なう情報記録再生装置のリードモディフ
ァイライト（Read Modify Write）時の動作について、図８のフローチャートに参照しな
がら、詳細に説明する。
【００３２】
　なお、以下に説明する動作は、例えば、ホストからのリードモディファイライトにより
起動し、上記図１に示したマイコン（ＭＰＵ）１８により実行される。そして、図からも
明らかなように、まず、再生動作のリトライの回数を初期化（＝０）する（Ｓ１１）。続
いて、再生するブロックは、交替登録されたブロックであるか否かを判定する（Ｓ１２）
。なお、その際、上記図２に示した情報記録媒体のデータ構造における交替ブロック管理
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領域の情報に基づいて判定する。
【００３３】
　上記ステップＳ１２の判定の結果、当該ブロックは交替登録されたものでない（「ＮＯ
」）と判定された場合には、当該ブロックの再生を行なう（Ｓ１３）。その後、当該ブロ
ックの再生に成功したか否かを判定し（Ｓ１４）、その結果、再生に成功した（「ＹＥＳ
」）場合には、再生したデータをホストに転送する（Ｓ１５）。そして、以上の動作を、
ホストから再生要求があった全ての範囲で終了するまで繰り返す（ステップＳ１６）。な
お、上記ステップＳ１４において再生が失敗（「ＮＯ」）と判定された場合には、リトラ
イを行なうが、その際、リトライ数が規定値を越えたか否かを判定（Ｓ１７）し、規定値
を超えない場合にはリトライ数を１だけ加算した後（Ｓ１８）、上記ステップＳ１２に戻
って上述した一連の再生動作を実行する。他方、リトライ数が規定値を越えた場合には、
ホストにエラーを報告して（Ｓ１９）、一連の動作を終了する。なお、以上の動作は、情
報の記録／再生を行なう情報記録再生装置にとっては、通常の動作である。
【００３４】
　そして、本発明では、上記ステップＳ１２において、再生するブロックが、欠陥のある
交替登録されたブロックである（「ＹＥＳ」）と判定された場合、交替元有効フラグが有
効（＝１）のセクタがあるか否かを判定する（Ｓ２０）。即ち、上述したように、上記に
示した例では、情報記録媒体の交替ブロック管理領域に記録された情報において、交替ブ
ロック（「Ｄ」又は「Ｅ」）に続いて（*）が存在することを確認する。その結果、交替
元有効フラグが有効（＝１）のセクタがある（「ＹＥＳ」）と判定された場合には、再生
する当該ブロックを再生し（Ｓ２１）、そして、その再生が成功したか否かを判定する（
Ｓ２２）。なお、この結果、再生が成功した（「ＹＥＳ」）場合には、当該ブロックの再
生データを、例えば、記録装置（メモリ）内に保持し（Ｓ２３）、続いて、交替先／交替
前登録ブロックの再生に移動する（Ｓ２４）。なお、このステップＳ２３への移動は、上
記ステップＳ２０において交替元有効フラグが有効（＝１）のセクタが無い（「ＮＯ」）
と判定された場合、そして、上記ステップＳ２２において再生するブロックの再生に失敗
した（「ＮＯ」）場合にも行われる。
【００３５】
　即ち、上述したように、情報記録媒体の交替ブロック管理領域に記録された情報から、
交替元であるデータ領域のブロックの再生が必要であることが判明する（上記ステップＳ
２０で「ＹＥＳ」）。そして、その場合、この領域を複数回に分けて再生する必要を避け
るため、ただ１回の再生を行い、その結果、再生に成功したデータについては、これを、
一旦、例えば、記録装置（メモリ）内に保持しておき、その後の必要な処理で使用する。
また、上記ステップＳ２１での交替元有効フラグが有効（＝１）のセクタがあるブロック
の再生では、その再生に失敗する可能性が高いことから、この部分についての再生動作の
復帰（リトライ）を行なわない（上記ステップＳ２２で「ＮＯ」）こととした。
【００３６】
　一方、上記ステップＳ２４の再生動作では、上述したように、交替ブロック管理領域に
記録された交替先（上記図７の例では、「Ｅ」）のブロック、更には、必要な場合には、
交替領域ブロックＥの交替前ブロックアドレス（上記図７の例では、「Ｄ」）のブロック
の再生を実行する。より詳細には、まず、交替先ブロックを再生し、その後、その再生が
成功したか否かを判定する（Ｓ２５）。その結果、再生が成功した（「ＹＥＳ」）場合に
は、再生に成功した再生データを、やはり、記録装置（メモリ）内に保持する（Ｓ２６）
。その後、再生要求範囲の中に、交替元に有効データがあるセクタがあるか否かを判定す
る（Ｓ２７）。なお、上記の例では、再生した交替領域の交替先ブロックＥの交替前ブロ
ックアドレスにはＤが記録されており、交替元（Ａ）の有効データが要求範囲にない（「
ＮＯ」）ことから、再度、上記ステップＳ２４の再生動作に戻り、交替領域ブロックＤを
再生し、上記の動作を繰り返す。その結果、交替元有効データが要求範囲にある（「ＹＥ
Ｓ」）と判定された場合、上記再生されて記録装置（メモリ）内に保持されたデータに基
づいて、再生データをマージ（正しいデータに再合成し）し（Ｓ２８）、その後、上記ス
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【００３７】
　なお、上記のステップＳ２５において、再生に失敗した（「ＮＯ」）場合には、ステッ
プＳ２９及びＳ３０を介して、規定値で定められた回数のリトライを繰り返し、それでも
再生に失敗した（「ＮＯ」）場合には、ホストにエラーを報告し（Ｓ３１）、一連の処理
を終了する。
【００３８】
　即ち、以上に詳述した情報記録再生装置のリードモディファイライト（Read Modify Wr
ite）時の動作によれば、情報記録媒体の交替ブロック管理領域に記録された情報から、
データの生成に必要な、交替元のデータ領域、ブロック（Ａ）の再生を、ただ１回行い、
その再生されたデータを記録装置（メモリ）内に保持し、その後、交替領域のブロックＥ
やＤを再生して、元の正しいデータを再生する。その際、特に、交替前ブロックドレスの
内容においてブロックＤを再生するが、その際、交替元のデータ領域Ａに戻ることなく、
記録装置（メモリ）内に保持したデータを利用することにより、ホストから指示されたデ
ータを取得することが可能となる。そのため、データ領域のブロックを、複数回に渡って
再生する必要がなく、記録／再生を行なう装置側の光ピックアップがディスクの半径方向
に移動する時間を短縮し、もって、装置全体の再生時間を高速化することを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態になる情報記録再生装置の概略構成を示すためのブロック図
である。
【図２】本発明の情報記録再生装置によってリードモディファイライトが実行される情報
記録媒体におけるデータ構造の一例を示す図である。
【図３】上記情報記録媒体における、リードモディファイライト時のセクタ記録時（再生
不可のケース）の状態を説明する図である。
【図４】上記情報記録媒体における、リードモディファイライト時の他のセクタ記録時（
再生不可のケース）の状態を説明する図である。
【図５】上記情報記録媒体における、リードモディファイライト時のセクタ再生時の状態
を説明する図である。
【図６】上記情報記録媒体における、リードモディファイライト時の一般のシーケンシャ
ル再生によるセクタ再生時の状態を説明する図である。
【図７】上記情報記録媒体における、リードモディファイライト時の本発明によるシーケ
ンシャル再生によるセクタ再生時の状態を説明する図である。
【図８】上記本発明によるシーケンシャル再生によるセクタ再生を実行するための情報記
録再生装置の動作を説明するフローチャート図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１１…スピンドルモータ
　１２…光ディスク
　１３…光ピックアップ
　１４…スピンドルモータ制御用のドライバ回路
　１５…レーザ制御用のドライバ回路
　１６…記録回路
　１７…再生回路
　１８…マイコン
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