
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録データを記録するためのデータエリアと、
　前記データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディフェクト管理エ
リアを含み、前記データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録するための制御情報
記録エリアと、
　前記データエリアのディフェクト管理情報を一時的に記録するための離散的に配置され
た複数の一時的ディフェクト管理エリアと、
　前記複数の一時的ディフェクト管理エリアの記録状態を示すステータス情報が記録され
るステータス情報記録エリアとを備え、
　前記複数の一時的ディフェクト管理エリアのうち、少なくとも一の一時的ディフェクト
管理エリアは、前記制御情報記録エリアと前記データエリアとの間に配置されていること
を特徴とする追記型記録媒体。
【請求項２】
　前記ステータス情報は、前記複数の一時的ディフェクト管理エリアにおける未記録領域
の有無を示す情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の追記型記録媒体。
【請求項３】
　前記一の一時的ディフェクト管理エリアは、前記データエリアの内周側に配置された前
記制御情報記録エリアと前記データエリアとの間に配置されていることを特徴とする請求
項１に記載の追記型記録媒体。
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【請求項４】
　前記一の一時的ディフェクト管理エリアは、前記データエリアの外周側に配置された前
記制御情報記録エリアと前記データエリアとの間に配置されていることを特徴とする請求
項１に記載の追記型記録媒体。
【請求項５】
　前記一時的ディフェクト管理エリアは、前記確定的ディフェクト管理エリアより大きい
ことを特徴とする請求項１に記載の追記型記録媒体。
【請求項６】
　前記確定的ディフェクト管理エリアには、前記ディフェクト管理情報が複数回繰り返し
記録されることを特徴とする請求項１に記載の追記型記録媒体。
【請求項７】
　（ i）記録データを記録するためのデータエリアと、 (ii)前記データエリアのディフェ
クト管理情報を記録するための確定的ディフェクト管理エリアを含み、前記データエリア
への記録・読取を制御する情報を記録するための制御情報記録エリアと、 (iii)前記デー
タエリアのディフェクト管理情報を一時的に記録するための離散的に配置された複数の一
時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)前記複数の一時的ディフェクト管理エリアの記録状
態を示すステータス情報が記録されるステータス情報記録エリアとを備え、前記複数の一
時的ディフェクト管理エリアのうち、少なくとも一の一時的ディフェクト管理エリアは、
前記制御情報記録エリアと前記データエリアとの間に配置されている追記型記録媒体に前
記記録データを記録するための記録装置であって、
　前記記録データを前記データエリアに記録する第１の記録手段と、
　前記ディフェクト管理情報を前記複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちのいずれ
かに記録する第２の記録手段と、
　前記複数の一時的ディフェクト管理エリアの記録状態を示すステータス情報を生成する
ステータス情報生成手段と、
　前記ステータス情報生成手段により生成されたステータス情報を前記ステータス情報記
録エリアに記録する第３の記録手段と、
　を備えていることを特徴とする記録装置。
【請求項８】
　（ i）記録データを記録するためのデータエリアと、（ ii)前記データエリアのディフェ
クト管理情報を記録するための確定的ディフェクト管理エリアを含み、前記データエリア
への記録・読取を制御する情報を記録するための制御情報記録エリアと、（ iii)前記デー
タエリアのディフェクト管理情報を一時的に記録するための離散的に配置された複数の一
時的ディフェクト管理エリアと、（ iv)前記複数の一時的ディフェクト管理エリアの記録
状態を示すステータス情報が記録されるステータス情報記録エリアとを備え、前記複数の
一時的ディフェクト管理エリアのうち、少なくとも一の一時的ディフェクト管理エリアは
、前記制御情報記録エリアと前記データエリアとの間に配置されている追記型記録媒体に
記録された前記記録データを再生するための再生装置であって、
　前記ステータス情報記録エリアに記録されたステータス情報を読み取る第１の読取手段
と、
　前記第１の読取手段により読み取られたステータス情報に基づいて、時間的にみて最後
に記録されたディフェクト管理情報が記録されている１個の一時的ディフェクト管理エリ
アを認識するエリア認識手段と、
　前記エリア認識手段により認識された１個の一時的ディフェクト管理エリアに記録され
た前記ディフェクト管理情報を読み取る第２の読取手段と、
　前記第２の読取手段により読み取られたディフェクト管理情報に基づいて、前記データ
エリアに記録された前記記録データを再生する再生手段と
　を備えていることを特徴とする再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、追記型記録媒体、追記型記録媒体に記録データを記録する記録装置および記
録方法、並びに追記型記録媒体に記録された記録データを再生する再生装置および再生方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ディスク、磁気ディスク、光磁気ディスク等の高密度記録媒体における記録データの
記録および読取の信頼性を向上させるための技術として、ディフェクト管理がある。すな
わち、記録媒体上に存在する傷もしくは塵埃、または記録媒体の劣化等（これらを総じて
「ディフェクト」と呼ぶ。）が存在するときには、そのディフェクトが存在する場所に記
録すべきデータまたは記録されたデータを、記録媒体上の他の領域（これを「スペアエリ
ア」と呼ぶ。）に記録する。このように、ディフェクトにより記録不全または読取不全と
なるおそれがある記録データをスペアエリアに退避させることにより、記録データの記録
および読取の信頼性を向上させることができる（特開平１１－１８５３９０号公報参照）
。
【０００３】
　一般に、ディフェクト管理を行うために、ディフェクトリストを作成する。ディフェク
トリストには、記録媒体上に存在するディフェクトの位置を示すアドレス情報と、ディフ
ェクトが存在する場所に記録すべきであったデータまたは記録されていたデータを退避さ
せたスペアエリアの場所（例えばスペアエリア内の記録位置）を示すアドレス情報とが記
録される。
【０００４】
　一般に、ディフェクトリストの作成は、記録媒体をイニシャライズないしフォーマット
するときに行われる。また、ディフェクトリストの作成は、記録データを当該記録媒体に
記録し、かかる記録データをベリファイすることによりディフェクトが存在する場所を発
見したときなどにも行われる。記録データの記録または再生により、ディフェクトが存在
する場所を検出する度にディフェクトリストの作成または更新が行われる。
【０００５】
　記録データを記録媒体に記録するときには、ディフェクトリストを参照する。これによ
り、ディフェクトの存在する場所を避けながら記録データを記録媒体に記録することがで
きる。一方、記録媒体に記録された記録データを再生するときにも、ディフェクトリスト
を参照する。これにより、通常の記録領域に記録された記録データと、ディフェクトの存
在によりスペアエリアに記録されている記録データとをディフェクトリストに基づいて確
実に読み取ることができる。
【０００６】
　ディフェクトリストは、一般に、そのディフェクトリストの作成または更新の対象とな
った記録媒体の特定の領域に記録される。そして、そのディフェクトリストは、次回、当
該記録媒体に記録された記録データを再生するとき、または当該記録媒体に記録データを
書き換えまたは追記するときに、当該記録媒体から読み取られ、記録装置による記録作業
時または再生装置による再生作業時に参照される。
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１８５３９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、ディフェクトリストは記録媒体の特定の領域に記録される。例えばブルーレ
ーザーを用いた書換可能（リライタブル）な光ディスクでは、ディフェクトリストは、デ
ィスク上のリードインエリアまたはリードアウトエリアに確保された所定の領域（以下、
これらをそれぞれ「ディフェクト管理エリア」と呼ぶ。）内に記録される。
【０００９】
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　上述したように、ディフェクトリストは、記録データの記録・書換が行われ、ディフェ
クトが存在する場所を発見したとき等に更新される。そして、ディフェクトリストは、記
録データの記録・書換により更新される度に、当該記録・書換の対象となっている記録媒
体のディフェクト管理エリアに上書きされる。すなわち、ディフェクト管理エリア内のデ
ィフェクトリストは、ディフェクトリストが更新されるごとに書き換えられる。
【００１０】
　ところで、このようにディフェクトリストを書き換えることによってディフェクトリス
トの更新記録を実現することができるのは、記録媒体が書換可能な場合に限られる。記録
媒体がいわゆる追記型記録媒体、例えばライトワンス型光ディスクである場合には、ディ
フェクトリストの更新記録を実現するために別の方法を用いる必要がある。例えば、ディ
フェクトリストの更新記録を実現する方法として、ディフェクトリストが更新される度に
、その更新されたディフェクトリストを、追記型記録媒体の未記録の新たな領域に追記す
る方法が考えられる。
【００１１】
　しかし、この方法によれば、ディフェクトリストが更新される度に、その更新されたデ
ィフェクトリストを追記するための領域を確保する必要がある。また、ディフェクトリス
トが更新される回数を予め予測しておき、その回数分のディフェクトリストを記録できる
広範囲のディフェクト管理エリアを予め確保しておく必要がある。いずれにしても、追記
型記録媒体においてディフェクトリストの更新記録を実現するためには、ディフェクトリ
ストの書換が可能な場合と比較して、ディフェクトリストを記録するための領域（ディフ
ェクト管理エリア）を広範囲に確保する必要がある。
【００１２】
　この結果、追記型記録媒体のデータ構造が、書換型記録媒体のデータ構造と異なってし
まい、記録媒体に記録されたデータを読み取ることに関して相互に互換性がとれなくなる
という問題がある。例えば、リードインエリア内のディフェクト管理エリアを広くすると
、リードインエリアが拡張し、追記型記録媒体と書換型記録媒体とでリードインエリアの
範囲が異なってしまう。この結果、双方の記録媒体間で互換性がとれなくなり、例えば既
存の書換型記録媒体用のドライブ装置で、追記型記録媒体を再生できないといった問題が
生じ得る。
【００１３】
　本発明は上記に例示したような問題点に鑑みなされたものであり、本発明の課題は、デ
ィフェクト管理機能を備え、書換型記録媒体と互換性のある追記型記録媒体、その追記型
記録媒体に記録データを記録する記録装置および記録方法、並びにその追記型記録媒体に
記録された記録データを再生する再生装置および再生方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために本発明の追記型記録媒体は、記録データを記録するためのデ
ータエリアと、前記データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディフ
ェクト管理エリアを含み、前記データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録するた
めの制御情報記録エリアと、前記データエリアのディフェクト管理情報を一時的に記録す
るための複数の一時的ディフェクト管理エリアと、前記複数の一時的ディフェクト管理エ
リアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録されるステータ
ス情報記録エリアとを備えている。
【００１５】
　上記課題を解決するために本発明の記録装置は、 (i)記録データを記録するためのデー
タエリアと、 (ii)前記データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディ
フェクト管理エリアを含み、前記データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録する
ための制御情報記録エリアと、 (iii)前記データエリアのディフェクト管理情報を一時的
に記録するための複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)前記複数の一時的ディフ
ェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録さ
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れるステータス情報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に前記記録データを記録す
る記録装置であって、前記記録データを前記データエリアに記録する第１の記録手段と、
前記ディフェクト管理情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されたディフェク
ト管理情報を前記複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちのいずれかに記録する第２
の記録手段と、前記複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの
記録状態を示すステータス情報を生成するステータス情報生成手段と、前記ステータス情
報生成手段により生成されたステータス情報を前記ステータス情報記録エリアに記録する
第３の記録手段と、前記記憶手段に記憶されたディフェクト管理情報を前記確定的ディフ
ェクト管理エリアに記録する第４の記録手段とを備えている。
【００１６】
　上記課題を解決するために本発明の再生装置は、 (i)記録データを記録するためのデー
タエリアと、 (ii)前記データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディ
フェクト管理エリアを含み、前記データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録する
ための制御情報記録エリアと、 (iii)前記データエリアのディフェクト管理情報を一時的
に記録するための複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)前記複数の一時的ディフ
ェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録さ
れるステータス情報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に記録された記録データを
再生する再生装置であって、前記ステータス情報記録エリアに記録されたステータス情報
を読み取る第１の読取手段と、前記第１の読取手段により読み取られたステータス情報に
基づいて、時間的にみて最後に記録されたディフェクト管理情報が記録されている１個の
一時的ディフェクト管理エリアを認識するエリア認識手段と、前記エリア認識手段により
認識された１個の一時的ディフェクト管理エリアに記録された前記ディフェクト管理情報
を読み取る第２の読取手段と、前記第２の読取手段により読み取られたディフェクト管理
情報に基づいて、前記データエリアに記録された前記記録データを再生する再生手段とを
備えている。
【００１７】
　上記課題を解決するために本発明の第１コンピュータプログラムは、コンピュータを上
述した本発明の記録装置（但し、その各種態様も含む）として機能させる。
【００１８】
　上記課題を解決するために本発明の第２コンピュータプログラムは、コンピュータを上
述した本発明の再生装置（但し、その各種態様も含む）として機能させる。
【００１９】
　コンピュータ読取可能な媒体内の第１コンピュータプログラム製品は上記課題を解決す
るために、コンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュ
ータを、上述した本発明の記録装置（但し、その各種態様も含む）として機能させる。
【００２０】
　コンピュータ読取可能な媒体内の第２コンピュータプログラム製品は上記課題を解決す
るために、コンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュ
ータを、上述した本発明の再生装置（但し、その各種態様も含む）として機能させる。
【００２１】
　本発明の第１又は第２コンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログ
ラム製品を格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒
体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば
伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウ
ンロードすれば、上述した本発明の記録装置又は再生装置を比較的容易に実施可能となる
。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、コンピュータを上述した本発明
の記録装置又は再生装置として機能させるコンピュータ読取可能なコード（或いはコンピ
ュータ読取可能な命令）から構成されてよい。
【００２２】
　上記課題を解決するために本発明の記録方法は、 (i)記録データを記録するためのデー
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タエリアと、 (ii)前記データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディ
フェクト管理エリアを含み、前記データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録する
ための制御情報記録エリアと、 (iii)前記データエリアのディフェクト管理情報を一時的
に記録するための複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)前記複数の一時的ディフ
ェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録さ
れるステータス情報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に前記記録データを記録す
る記録方法であって、前記記録データを前記データエリアに記録する第１の記録工程と、
前記ディフェクト管理情報を作成または更新するディフェクト管理情報作成工程と、前記
ディフェクト管理情報作成工程において作成または更新されたディフェクト管理情報を前
記複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちのいずれかに記録する第２の記録工程と、
前記複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示す
ステータス情報を生成するステータス情報生成工程と、前記ステータス情報生成工程にお
いて生成されたステータス情報を前記ステータス情報記録エリアに記録する第３の記録工
程と、前記追記型記録媒体に対しファイナライズを行うファイナライズ工程と、前記ファ
イナライズ工程においてファイナライズが行われるときに、前記ディフェクト管理情報作
成工程において作成または更新されたディフェクト管理情報を前記確定的ディフェクト管
理エリアに記録する第４の記録工程とを備えている。
【００２３】
　上記課題を解決するために本発明の再生方法は、 (i)記録データを記録するためのデー
タエリアと、 (ii)前記データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディ
フェクト管理エリアを含み、前記データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録する
ための制御情報記録エリアと、 (iii)前記データエリアのディフェクト管理情報を一時的
に記録するための複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)前記複数の一時的ディフ
ェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録さ
れるステータス情報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に記録された前記記録デー
タを再生する再生方法であって、前記追記型記録媒体がファイナライズ済みであるか否か
を検出するファイナライズ検出手段と、前記追記型記録媒体がファイナライズ済みである
ときには、前記確定的ディフェクト管理エリアに記録された前記ディフェクト管理情報を
読み取り、これを記憶手段に記憶させる第１の読取工程と、前記追記型記録媒体がファイ
ナライズ済みでないときには、前記ステータス情報記録エリアに記録されたステータス情
報を読み取る第２の読取工程と、前記第２の読取工程において読み取られたステータス情
報に基づいて、時間的にみて最後に記録されたディフェクト管理情報が記録されている１
個の一時的ディフェクト管理エリアを認識するエリア認識工程と、前記エリア認識工程に
おいて特定された１個の一時的ディフェクト管理エリアに記録された前記ディフェクト管
理情報を読み取る第３の読取工程と、前記第３の読取工程において読み取られたディフェ
クト管理情報に基づいて、前記データエリアに記録された前記記録データを再生する再生
工程とを備えている。
【００２４】
　本発明のこのような作用、及び他の利得は次に説明する実施形態及び実施例から明らか
にされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２６】
　　（追記型記録媒体の実施形態）
　本発明の追記型記録媒体の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、本発
明の実施形態の説明に用いる図面は、本発明の記録媒体、記録装置または再生装置の構成
要素等を、その技術思想を説明する限りにおいて具体化したものであり、各構成要素等の
形状、大きさ、位置、接続関係などは、これに限定されるものではない。
【００２７】
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　図１は本発明の実施形態である追記型記録媒体１０の記録構造を示している。記録媒体
１０は、ディスク状の記録媒体である。図１中の左側は記録媒体の内周側であり、右側は
記録媒体の外周側である。なお、本発明の追記型記録媒体の形状はディスク状に限られな
い。本発明は、例えばカード状の記録媒体など、他の形状の記録媒体にも適用することが
できる。また、本発明は２層ディスクにも適用することができる。また、本発明の追記型
記録媒体の記録方式は限定されない。本発明は、例えば、光、磁気、光磁気、相変化、誘
電体の分極方向または近接場光などを利用した記録媒体に適用することができる。
【００２８】
　記録媒体１０は、データないし情報を各位置に１度のみ記録可能な追記型（ライトワン
ス型）の記録媒体である。
【００２９】
　記録媒体１０は、図１に示すように、データエリア１１、制御情報記録エリア１２、確
定的ディフェクト管理エリア１３、複数の一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ
、１４Ｃ、およびステータス情報記録エリア１５を備えている。
【００３０】
　図１に示すように、確定的ディフェクト管理エリア１３、ステータス情報記録エリア１
５および一時的ディフェクト管理エリア１４Ａは、制御情報記録エリア１２内に配置され
ている。一時的ディフェクト管理エリア１４Ｂは、制御情報記録エリア１２とデータエリ
ア１１との間に配置されている。一時的ディフェクト管理エリア１４Ｃは、データエリア
１１の外周側に配置されている。なお、確定的ディフェクト管理エリア１３が制御情報記
録エリア１２内に配置されていることを除き、これらエリアの配置は限定されない。例え
ば、ステータス情報記録エリアを制御情報記録エリア１２の外に配置してもよいし、一時
的ディフェクト管理エリア１４Ａを制御情報記録エリア１２の外に配置してもよい。しか
し、これらのエリアを図１に示すように配置することにより、有利な効果を得ることがで
きる。この有利な効果については後述する。
【００３１】
　データエリア１１は、記録データを記録するためのエリアである。記録データは、主と
して再生または実行の対象となるデータであり、例えば画像データ、音声データ、文書デ
ータ、コンテンツデータまたはコンピュータプログラムなどが含まれる。
【００３２】
　制御情報記録エリア１２は、制御情報を記録するためのエリアである。制御情報は、デ
ータエリア１１への記録・読取を制御するための情報であり、例えば、記録媒体の属性・
種類を示す情報、記録データの記録アドレスを管理するための情報、ドライブ装置を制御
するための情報、ディフェクト管理を行うための情報などが含まれる。制御情報記録エリ
ア１２は、例えばリードインエリアまたはリードアウトエリアである。
【００３３】
　確定的ディフェクト管理エリア１３は、データエリア１１のディフェクト管理情報を記
録するためのエリアである。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃは、
それぞれデータエリア１１のディフェクト管理情報を一時的に記録するためのエリアであ
る。
【００３４】
　ディフェクト管理情報とは、ディフェクト管理に用いられる情報である。ディフェクト
管理とは、記録媒体１０内または記録媒体１０上に傷、塵埃または劣化等のディフェクト
が存在するときに、そのディフェクトが存在する場所を避けて記録データを記録すると共
に、本来そのディフェクトが存在する場所に記録すべきであった記録データ、またはその
場所に記録された記録データを記録媒体１０上のスペアエリアに記録するといったもので
ある。また、記録媒体１０上に記録された記録データを再生するときに、ディフェクトの
存在する位置を認識し、ディフェクトの存在する位置に本来記録されるべきであったまた
は記録されていた記録データを、スペアエリアから読み取るといった処理もディフェクト
管理の一環として行われるものである。
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【００３５】
　ディフェクト管理には、ディフェクトリストが用いられる。ディフェクトリストには、
記録媒体１０上においてディフェクトが存在する位置を示すアドレス情報と、当該ディフ
ェクトが存在する位置に本来記録すべきまたは記録されていた記録データが代替的に記録
されている位置（スペアエリア内の位置）を示すアドレス情報とが記録されている。ディ
フェクト管理情報は、このようなディフェクトリストを含んでいる。
【００３６】
　ディフェクト管理情報は、例えば、記録媒体１０をイニシャライズするとき、または記
録媒体１０に記録データを記録するとき（例えばベリファイのとき）に作成される。また
、ディフェクトの存在およびその位置は個々の記録媒体ごとに異なる。したがって、ディ
フェクト管理情報も個々の記録媒体ごとに異なる。このため、記録媒体１０について作成
されたディフェクト管理情報は、当該記録媒体１０に記録される。例えば、記録媒体１０
のイニシャライズが完了したとき、または記録データの記録が完了したときに、ディフェ
クト管理情報は、記録媒体１０に記録される。
【００３７】
　ディフェクトは記録媒体１０の使用を継続するのに伴って変化し、または増加する。例
えば、記録媒体の使用途中に記録面に指紋が付くといったことはよくあることである。こ
のため、ディフェクト管理情報は、記録媒体１０に対して記録・再生を行う機会がある度
に更新される。例えば、記録媒体１０に対して追記または再生を行うとき、記録媒体１０
に記録されたディフェクト管理情報が読み取られ、このディフェクト管理情報に含まれる
ディフェクトリストに新たなディフェクトのアドレス情報等が追加される。このようにし
て更新されたディフェクト管理情報は、例えば追記または再生が完了したときに、記録媒
体１０に再び記録される。
【００３８】
　上述したように、確定的ディフェクト管理エリア１３および一時的ディフェクト管理エ
リア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃは、いずれもディフェクト管理情報を記録するためのエリア
であるという点で、両者は共通している。しかし、確定的ディフェクト管理エリア１３は
ディフェクト管理情報を確定的に記録するためのエリアであるのに対し、一時的ディフェ
クト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃはディフェクト管理情報を一時的に記録するため
のエリアである点で、両者は異なる。
【００３９】
　ディフェクト管理情報の更新が予定されている場合には、ディフェクト管理情報は、一
時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのいずれかに記録される。ディフェ
クト管理情報の更新が予定されている場合とは、例えば、記録媒体１０がファイナライズ
されていない場合である。
【００４０】
　ディフェクト管理情報の更新が不要または不可能となるときには、ディフェクト管理情
報は、確定的ディフェクト管理エリア１３に記録される。ディフェクト管理情報の更新が
不要または不可能となるときとは、例えば、記録媒体１０がファイナライズされるときで
ある。
【００４１】
　図１に示すように、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのサイズの
合計は、確定的ディフェクト管理エリア１３と比較して大きい。したがって、一時的ディ
フェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃには、多数のディフェクト管理情報を記録す
ることができる。これにより、ディフェクト管理情報の更新可能回数を増やすことができ
る。
【００４２】
　すなわち、記録媒体１０は追記型の記録媒体であるため、情報を上書きすることができ
ない。そのため、ディフェクト管理情報は、それが更新される度に、一時的ディフェクト
管理エリアに追記される。その結果、ディフェクト管理情報が数度更新された場合には、
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複数のディフェクト管理情報が一時的ディフェクト管理エリアにそれぞれ残存する。その
ため、ディフェクト管理情報の更新可能回数を増やすためには、ディフェクト管理情報の
追記可能回数を増やす必要があり、そのためには、一時的ディフェクト管理エリアのサイ
ズを拡大して、多数のディフェクト管理情報の追記を可能にする必要がある。本実施形態
によれば、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのサイズの合計が大き
いので、多数のディフェクト管理情報の追記が可能であり、よって、ディフェクト管理情
報の更新可能回数を増やすことができるのである。
【００４３】
　また、一時的ディフェクト管理エリアは、３個の一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ
、１４Ｂ、１４Ｃに分割され、これらは記録媒体１０上に分散して配置されている。これ
により、記録データおよび制御情報を記録するためのエリアを維持しながら、一時的ディ
フェクト管理エリアを確保することができる。例えば、既存の規格上、データエリア１１
および制御情報記録エリア１２が規定されている場合でも、記録媒体上に散在する空きエ
リアなど（例えば自由に使用することが許されているエリア）を、一時的ディフェクト管
理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃとして用いることができる。なお、一時的ディフェクト
管理エリアの個数は、２個以上であればよい。
【００４４】
　一方、確定的ディフェクト管理エリア１３は、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、
１４Ｂ、１４Ｃと比較して小さいサイズであり、その個数は１個である。なぜなら、確定
的ディフェクト管理エリア１３には、例えばファイナライズ時に確定された１個のディフ
ェクト管理情報を記録することができれば十分だからである。なお、確定的ディフェクト
管理エリアを若干大きく設定し、または複数の確定的ディフェクト管理エリアを設け、確
定されたディフェクト管理情報を確定的ディフェクト管理エリアに反復的に２回以上記録
する構成としてもよい。これにより、ディフェクト管理情報の記録および再生の確実性（
ロバストネス： Robustness）を高めることができる。
【００４５】
　また、確定的ディフェクト管理エリア１３は、制御情報記録エリア１２内に配置されて
いる。これにより、追記型記録媒体１０と一般の書換型記録媒体との間の互換性をとるこ
とができる。
【００４６】
　すなわち、ディフェクト管理情報は制御情報の一種である。したがって、ディフェクト
管理情報は、制御情報を記録するためのエリア、すなわち制御情報記録エリア内に記録す
ることが望ましく、よって、ディフェクト管理エリアは制御情報記録エリア内に配置する
ことが望ましい。一般に普及している書換型記録媒体もディフェクト管理エリアを制御情
報記録エリア内に配置しているものが多い。したがって、本実施形態によれば、確定的デ
ィフェクト管理エリア１３を制御記録情報エリア１２内に配置し、確定されたディフェク
ト管理情報を確定的ディフェクト管理エリア１３に記録することにより、追記型記録媒体
１０と一般的な書換型記録媒体との互換性をとることができるのである。これにより、追
記型記録媒体１０を一般の書換型記録媒体用のドライブ装置を用いて再生することが可能
となる。
【００４７】
　ステータス情報記録エリア１５は、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１
４Ｃのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録されるエリアで
ある。ステータス情報記録エリア１５内に記録されたステータス情報を参照することによ
り、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃの一部または全部に記録され
たディフェクト管理情報のうち、時間的にみて最後に記録されたディフェクト管理情報を
迅速に特定することができ、これを迅速に読み取ることが可能となる。なお、以下、複数
の一時的ディフェクト管理エリアの一部または全部に記録されたディフェクト管理情報の
うち、時間的にみて最後に記録されたディフェクト管理情報を「ラストディフェクト管理
情報」という。
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【００４８】
　ラストディフェクト管理情報は、記録媒体１０に記録された複数のディフェクト管理情
報の中で、最新のディフェクト情報である。追記型記録媒体用の記録装置または再生装置
によりディフェクト管理を行うためには、記録媒体１０から最新のディフェクト管理情報
、すなわちラストディフェクト管理情報を探し出し、これを読み取る必要がある。ラスト
ディフェクト管理情報を探し出す方法としては、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、
１４Ｂ、１４Ｃをすべてサーチする方法もある。しかし、一時的ディフェクトエリア１４
Ａ、１４Ｂ、１４Ｃは記録媒体１０上に分散して配置されているため、一時的ディフェク
ト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃをすべてサーチするとすれば、時間がかかる（例え
ばシーク時間）。そこで、本実施例では、記録媒体１０のステータス情報記録エリア１５
にステータス情報を記録し、このステータス情報に基づいて、ラストディフェクト管理情
報が記録された１個の一時的ディフェクト管理エリアを認識し、当該１個のディフェクト
管理エリア内をサーチするだけで、ラストディフェクト管理情報をきわめて短時間で探し
出すことを可能にしている。
【００４９】
　ステータス情報の具体的な内容は、ラストディフェクト管理情報の迅速な特定を可能に
する情報であれば限定されない。しかし、ステータス情報を以下のような内容の情報とす
れば、ラストディフェクト管理情報の迅速な特定を効率的に実現することができる。
【００５０】
　すなわち、ステータス情報は、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃ
の一部または全部に記録されたディフェクト管理情報のうち、時間的にみて最後に記録さ
れたディフェクト管理情報（ラストディフェクト管理情報）が記録されている１個の一時
的ディフェクト管理エリアを示す情報を含むことが望ましい。以下、ステータス情報のこ
の態様を「第１態様」という。
【００５１】
　以下、第１態様のステータス情報に基づいてラストディフェクト管理情報を読み取る具
体例を説明する。図２ないし図４は、記録媒体１０にディフェクト管理情報が追記されて
いく様子を示している。なお、図２ないし図４では、説明の便宜上、データエリア１１、
制御情報記録エリア１２および確定的ディフェクト管理エリア１３の表示を省略している
。図２ないし図４に示す具体例では、ディフェクト管理情報の更新が行われる度に、更新
されたディフェクト管理情報を、前回記録されたディフェクト管理情報の隣に連続的に追
記する方法を採用している。また、ディフェクト管理情報を、まず、一時的ディフェクト
管理エリア１４Ａの先頭に記録し、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａがいっぱいにな
ると、次に、一時的ディフェクト管理エリア１４Ｂに記録し、一時的ディフェクト管理エ
リア１４Ｂがいっぱいになると、次に、一時的ディフェクト管理エリア１４Ｃに記録する
方法を採用している。また、各一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃは
、ディフェクト管理情報を３個記録すると、いっぱいになる。
【００５２】
　図２に示すように、１個のディフェクト管理情報２１が一時的ディフェクト管理エリア
１４Ａに記録されたときには、ディフェクト管理情報２１がラストディフェクト管理情報
である。この場合、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａを示す情報がステータス情報と
してステータス情報記録エリア１５に記録される。このステータス情報を参照することに
より、ラストディフェクト管理情報２１が記録された一時的ディフェクト管理エリア１４
Ａを認識することができる。そして、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ内をサーチす
るだけで、ラストディフェクト管理情報２１を迅速に特定でき、これを読み取ることがで
きる。一時的ディフェクト管理エリア１４Ｂおよび１４Ｃをサーチする必要はない。
【００５３】
　図３に示すように、さらに３個のディフェクト管理情報２２ないし２４が一時的ディフ
ェクト管理エリア１４Ａおよび１４Ｂに追記されたときには、ディフェクト管理情報２４
がラストディフェクト管理情報である。この場合、一時的ディフェクト管理エリア１４Ｂ

10

20

30

40

50

(10) JP 3981380 B2 2007.9.26



を示す情報がステータス情報としてステータス情報記録エリア１５に記録される。このス
テータス情報を参照することにより、ラストディフェクト管理情報２４が記録された一時
的ディフェクト管理エリア１４Ｂを認識することができる。そして、一時的ディフェクト
管理エリア１４Ｂ内をサーチするだけで、ラストディフェクト管理情報２４を迅速に特定
でき、これを読み取ることができる。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａおよび１４Ｃ
をサーチする必要はない。
【００５４】
　図４に示すように、さらに４個のディフェクト管理情報２５ないし２８が一時的ディフ
ェクト管理エリア１４Ｂおよび１４Ｃに追記されたときには、ディフェクト管理情報２８
がラストディフェクト管理情報である。この場合、一時的ディフェクト管理エリア１４Ｃ
を示す情報がステータス情報としてステータス情報記録エリア１５に記録される。このス
テータス情報を参照することにより、ラストディフェクト管理情報２８が記録された一時
的ディフェクト管理エリア１４Ｃを認識することができる。そして、一時的ディフェクト
管理エリア１４Ｃ内をサーチするだけで、ラストディフェクト管理情報２８を迅速に特定
でき、これを読み取ることができる。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａおよび１４Ｂ
をサーチする必要はない。
【００５５】
　また、第１態様のステータス情報に代えて、ステータス情報を以下のような内容の情報
としてもよい。すなわち、ステータス情報を、複数の一時的ディフェクト管理エリア１４
Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのうちの一部またはそれぞれにおける未記録領域の有無を示す情報を
含む構成としてもよい。以下、ステータス情報のこの態様を「第２態様」という。
【００５６】
　以下、第２態様のステータス情報に基づいてラストディフェクト管理情報を読み取る具
体例を図２ないし図４を参照して説明する。
【００５７】
　図２に示すように、１個のディフェクト管理情報２１が一時的ディフェクト管理エリア
１４Ａに記録されたときには、ディフェクト管理情報２１がラストディフェクト管理情報
である。この場合、一時的ディフェクト管理情報１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのそれぞれに未
記録領域があることを示す情報がステータス情報としてステータス情報記録エリア１５に
記録される。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃにディフェクト管理
情報を記録する順番が予め知られていれば、ステータス情報を参照することにより、ラス
トディフェクト管理情報２１が記録された一時的ディフェクト管理エリア１４Ａを認識す
ることができる。そして、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ内をサーチするだけで、
ラストディフェクト管理情報２１を迅速に特定でき、これを読み取ることができる。一時
的ディフェクト管理エリア１４Ｂおよび１４Ｃをサーチする必要はない。
【００５８】
　図３に示すように、さらに３個のディフェクト管理情報２２ないし２４が一時的ディフ
ェクト管理エリア１４Ａおよび１４Ｂに記録されたときには、ディフェクト管理情報２４
がラストディフェクト管理情報である。この場合、一時的ディフェクト管理情報１４Ｂお
よび１４Ｃのそれぞれに未記録領域があることを示す情報がステータス情報としてステー
タス情報記録エリア１５に記録される。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、
１４Ｃにディフェクト管理情報を記録する順番が予め知られていれば、ステータス情報を
参照することにより、ラストディフェクト管理情報２４が記録された一時的ディフェクト
管理エリア１４Ｂを認識することができる。そして、一時的ディフェクト管理エリア１４
Ｂ内をサーチするだけで、ラストディフェクト管理情報２４を迅速に特定でき、これを読
み取ることができる。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａおよび１４Ｃをサーチする必
要はない。
【００５９】
　図４に示すように、さらに４個のディフェクト管理情報２５ないし２８が一時的ディフ
ェクト管理エリア１４Ｂおよび１４Ｃに記録されたときには、ディフェクト管理情報２８
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がラストディフェクト管理情報である。この場合、一時的ディフェクト管理情報１４Ｃの
みに未記録領域があることを示す情報がステータス情報としてステータス情報記録エリア
１５に記録される。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃにディフェク
ト管理情報を記録する順番が予め知られていれば、ステータス情報を参照することにより
、ラストディフェクト管理情報２４が記録された一時的ディフェクト管理エリア１４Ｃを
認識することができる。そして、一時的ディフェクト管理エリア１４Ｃ内をサーチするだ
けで、ラストディフェクト管理情報２８を迅速に特定でき、これを読み取ることができる
。一時的ディフェクト管理エリア１４Ａおよび１４Ｂをサーチする必要はない。
【００６０】
　なお、図２ないし図４に示す具体例では、各一時的ディフェクト管理エリア内において
、その先頭から末尾に向けてディフェクト管理情報を順次並べる方法を採用している。し
かし、各一時的ディフェクト管理エリア内において、その末尾から先頭に向けてディフェ
クト管理情報を順次並べる方法を採用してもよい。また、図２ないし図４に示す具体例で
は、ディフェクト管理情報を一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃの順
番で追記する方法を採用している。しかし、第１態様のステータス情報を用いる場合には
、ディフェクト管理情報を記録するための一時的ディフェクト管理エリアの順番は、特に
決めなくてもよい。さらに、図２ないし図４に示す具体例では、１個の一時的ディフェク
ト管理エリアがいっぱいになったら、次の一時的ディフェクト管理エリアにディフェクト
管理情報を記録する方法を採用している。しかし、第１態様のステータス情報を用いる場
合には、ディフェクト管理情報を１個記録する度に、記録すべき一時的ディフェクト管理
エリアを変更し、複数のディフェクト管理情報を複数の一時的ディフェクト管理エリアに
分散させて記録する方法を採用してもよい。
【００６１】
　以上より、記録媒体１０によれば、ディフェクト管理を実現しながら、追記型記録媒体
と一般の書換型記録媒体との互換性をとることができる。さらに、比較的大きな一時的デ
ィフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃを確保でき、ディフェクト管理情報の更新
可能回数を増加させることができる。さらに、データエリアおよび制御情報記録エリアを
維持しながら、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃを確保することが
できる。さらに、ステータス情報に基づいて一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４
Ｂ、１４Ｃのいずれかに記録されたラストディフェクト管理情報を迅速に特定することが
できる。
【００６２】
　　（追記型記録媒体の各種態様）
　本発明の追記型記録媒体の各種態様について説明する。上述したように、一時的ディフ
ェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃの配置は限定されない。しかし、図１に示すよ
うに、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのうちの少なくとも１個を
、制御情報記録エリア１２内に配置することが望ましい。
【００６３】
　すなわち、ディフェクト管理情報は、制御情報の一種であるから、本来的には制御情報
記録エリア１２内に記録することが望ましい。そうだとすれば、一時的ディフェクト管理
エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのうちの少なくとも１個は、制御情報記録エリア１２内に
記録することが望ましいのである。
【００６４】
　また、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのうちの少なくとも１個
は、制御情報記録エリア１２とデータエリア１１との間に配置することが望ましい。
【００６５】
　すなわち、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃは、上述したように
、比較的大きなサイズを必要とする。したがって、例えば一時的ディフェクト管理エリア
１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのすべてを制御情報記録エリア１２内に配置すれば、制御情報記
録エリア１２を拡大せざるを得ない。制御情報記録エリア１２を拡大すると、追記型記録
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媒体１０と一般の書換型記録媒体の互換性をとることが困難ないし不可能となるという不
都合が生じる。一方、ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃをデータエリア１
１内に配置するのは都合が悪い。なぜなら、データエリア１１は記録データを記録するた
めのエリアであり、制御情報を記録するためのエリアではないからである。本実施形態に
よれば、一時的ディフェクト管理エリア１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃのうちの少なくとも１個
を、制御情報記録エリア１２とデータエリア１１との間に配置する構成としたから、上記
不都合は生じない。
【００６６】
　また、ステータス制御記録エリア１５の配置も限定されない。しかし、ステータス情報
は、制御情報の一種であるから、制御情報記録エリアに記録することが望ましい。また、
ステータス情報を制御情報記録エリアに記録することにより、他の制御情報と共にステー
タス情報を連続的に（ピックアップを大きくジャンプさせることなく）読み取ることがで
き、迅速な読取を実現することができる。したがって、ステータス制御記録エリア１５は
制御情報記録エリア１２内に配置することが望ましい。
【００６７】
　　（記録装置の第１実施形態）
　本発明の記録装置の第１実施形態について説明する。図５は本発明の記録装置の第１実
施形態を示している。図５に示す記録装置３０は、  (i)記録データを記録するためのデー
タエリアと、 (ii)データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディフェ
クト管理エリアを含み、データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録するための制
御情報記録エリアと、 (iii)データエリアのディフェクト管理情報を一時的に記録するた
めの複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)複数の一時的ディフェクト管理エリア
のうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録されるステータス情
報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に記録データを記録する装置である。例えば
、記録装置３０は、上述した追記型記録媒体１０に記録データを記録する装置である。
【００６８】
　記録装置３０は、図５に示すように、第１の記録手段３１、記憶手段３２、第２の記録
手段３３、ステータス情報生成手段３４、第３の記録手段３５および第４の記録手段３６
を備えている。
【００６９】
　第１の記録手段３１は、記録データをデータエリアに記録する手段である。第１の記録
手段３１は、例えば記録媒体が光ディスクである場合には、光ピックアップとそれを制御
するためのコントローラ等によって実現することができる。なお、第１の記録手段３１の
具体的なハードウェア構成は、記録媒体が採用する記録方式（光、磁気、光磁気、相変化
、誘電体の分極方向または近接場光など）に応じて任意に選択することができ、例えば磁
気ヘッドまたはプローブでもよい。
【００７０】
　記憶手段３２は、ディフェクト管理情報を記憶する手段である。記憶手段３２は、例え
ばメモリ等により実現することができる。
【００７１】
　第２の記録手段３３は、記憶手段３２に記録されたディフェクト管理情報を複数の一時
的ディフェクト管理エリアのうちの１個に記録する手段である。第２の記録手段の具体的
なハードウェア構成は第１の記録手段と同じでよい。
【００７２】
　ステータス情報生成手段３４は、複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部ま
たはそれぞれの記録状態を示すステータス情報を生成する手段である。
【００７３】
　例えば、ステータス情報生成手段３４は、複数の一時的ディフェクト管理エリアの一部
または全部に記録されたディフェクト管理情報のうち、時間的にみて最後に記録されたデ
ィフェクト管理情報が記録されている１個の一時的ディフェクト管理エリアを示す情報を
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含むステータス情報を生成する。このようなステータス情報の生成は、ディフェクト管理
情報を複数の一時的ディフェクト管理エリアのいずれかに記録するときに、その記録した
一時的ディフェクト管理エリアを認識し、この認識結果を情報として抽出することによっ
て実現することができる。
【００７４】
　また、これに代えて、ステータス情報生成手段３４を、複数の一時的ディフェクト管理
エリアのうちの一部またはそれぞれにおける未記録領域の有無を示す情報を含むステータ
ス情報を生成する構成としてもよい。このようなステータス情報の生成は、ディフェクト
管理情報の記録を監視することにより、あるいは一時的ディフェクト管理エリアの記録状
態を直接確認することによって実現することができる。
【００７５】
　第３の記録手段３５は、ステータス情報生成手段３４により生成されたステータス情報
をステータス情報記録エリアに記録する手段である。第３の記録手段３５の具体的なハー
ドウェア構成は、第１の記録手段３１と同じでよい。
【００７６】
　第４の記録手段３６は、記憶手段３２に記憶されたディフェクト管理情報を確定的ディ
フェクト管理エリアに記録する手段である。第４の記録手段３６の具体的なハードウェア
構成は、第１の記録手段３１と同じでよい。
【００７７】
　以下、記録装置３０の動作を説明する。第１の記録手段３１は、追記型記録媒体のデー
タエリア内に記録データを記録する。一方、記録装置３０において、当該追記型記録媒体
上に存在するディフェクトの位置等を示すディフェクトリストを含むディフェクト管理情
報が作成されたときには、記憶手段３２はこれを記憶する。第２の記録手段３３は、記憶
手段３２に記録されたディフェクト管理情報を当該記録媒体の複数の一時的ディフェクト
管理エリアのうちのいずれかに記録する。第２の記録手段３３がディフェクト管理情報を
一時的ディフェクト管理エリアに記録する時期は、様々あり得るが、例えば、当該記録媒
体がイニシャライズないしフォーマットされた直後、当該記録媒体に一連の記録データが
記録された直後などが考えられる。第２の記録手段３３がディフェクト管理情報を複数の
一時的ディフェクト管理エリアのいずれかに記録したとき、ステータス情報生成手段３４
は、現時点における複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの
記録状態を示すステータス情報を生成する。さらに、第３の記録手段３５は、このステー
タス情報を、当該記録媒体のステータス情報記録エリアに記録する。一方、第４の記録手
段３６は、記憶手段３２に記録されたディフェクト管理情報を当該記録媒体の確定的ディ
フェクト管理エリアに記録する。第４の記録手段３６がディフェクト管理情報を確定的デ
ィフェクト管理エリアに記録する時期は、様々あり得るが、例えば、当該記録媒体に対し
てファイナライズが実行されたときなどが考えられる。
【００７８】
　以上より、記録装置３０によれば、ディフェクト管理を実現でき、かつ一般の書換型記
録媒体との互換性を有する追記型記録媒体への記録データ、ディフェクト管理情報および
ステータス情報の記録を実現することができる。特に、ステータス情報を生成し、これを
記録することにより、次回の記録時または再生時において、ラストディフェクト管理情報
の迅速な特定・読取を実現することができる。
【００７９】
　　（記録装置の第２実施形態）
　本発明の記録装置の第２実施形態について説明する。図６は本発明の記録装置の第２実
施形態を示している。図６に示すように、記録装置４０は、記録装置３０と同様に、第１
の記録手段３１、記憶手段３２、第２の記録手段３３、ステータス情報生成手段３４、第
３の記録手段３５および第４の記録手段３６を備えている。さらに、記録装置４０は、フ
ァイナライズ手段４１および記録制御手段４２を備えている。
【００８０】
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　ファイナライズ手段４１は、追記型記録媒体に対しファイナライズを行う手段である。
ファイナライズは、一般に、記録媒体への記録データの記録が完了した後に、当該記録媒
体上の記録フォーマットを整えるといった作業を含む処理である。一般に、ファイナライ
ズは、書換型記録媒体を再生専用型記録媒体の記録フォーマットに適合させる場合などに
行われる。記録装置４０におけるファイナライズは、主として、追記型記録媒体を書換型
記録媒体または再生専用型記録媒体の記録フォーマットに適合させるための処理である。
【００８１】
　記録制御手段４２は、追記型記録媒体がファイナライズ前であるときにはディフェクト
管理情報を複数の一時的ディフェクト管理エリアのいずれかに記録するように第２の記録
手段３３を制御し、ファイナライズ手段４１により追記型記録媒体に対しファイナライズ
を行うときにはディフェクト管理情報を確定的ディフェクト管理エリアに記録するように
第４の記録手段３６を制御する手段である。
【００８２】
　以上より、記録装置４０によれば、追記型記録媒体がファイナライズ前であるときには
ディフェクト管理情報を複数の一時的ディフェクト管理エリアのいずれかに記録し、ファ
イナライズ手段４１により追記型記録媒体に対しファイナライズを行うときにはディフェ
クト管理情報を確定的ディフェクト管理エリアに記録することができる。これにより、追
記型記録媒体をファイナライズするときに、ディフェクト管理情報について、追記型記録
媒体と一般の書換型記録媒体との互換性を確立することができる。
【００８３】
　　（再生装置の第１実施形態）
　本発明の再生装置の第１実施形態について説明する。図７は本発明の再生装置の第１実
施形態を示している。図７に示す再生装置５０は、  (i)記録データを記録するためのデー
タエリアと、 (ii)データエリアのディフェクト管理情報を記録するための確定的ディフェ
クト管理エリアを含み、データエリアへの記録・読取を制御する情報を記録するための制
御情報記録エリアと、 (iii)データエリアのディフェクト管理情報を一時的に記録するた
めの複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)複数の一時的ディフェクト管理エリア
のうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータス情報が記録されるステータス情
報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に記録された記録データを再生する装置であ
る。例えば、再生装置５０は、上述した記録媒体１０に記録された記録データを再生する
装置である。
【００８４】
　再生装置５０は、図７に示すように、第１の読取手段５１、エリア認識手段５２、第２
の読取手段５３および再生手段５４を備えている。
【００８５】
　第１の読取手段５１は、記録媒体のステータス情報記録エリアに記録されたステータス
情報を読み取る手段である。第１の読取手段５１は、例えば記録媒体が光ディスクである
場合には、光ピックアップとそれを制御するためのコントローラ等によって実現すること
ができる。なお、第１の読取手段５１の具体的なハードウェア構成は、記録媒体が採用す
る記録方式（光、磁気、光磁気、相変化、誘電体の分極方向または近接場光など）に応じ
て任意に選択することができ、例えば磁気ヘッドまたはプローブでもよい。
【００８６】
　エリア認識手段５２は、第１の読取手段５１により読み取られたステータス情報に基づ
いて、時間的にみて最後に記録されたディフェクト管理情報（ラストディフェクト管理情
報）が記録されている１個の一時的ディフェクト管理エリアを認識する手段である。
【００８７】
　例えば、ステータス情報が、複数の一時的ディフェクト管理エリアの一部または全部に
記録されたディフェクト管理情報のうち、時間的にみて最後に記録されたディフェクト管
理情報（ラストディフェクト管理情報）が記録されている１個の一時的ディフェクト管理
エリアを示す情報を含んでいる場合には、エリア認識手段５２は、当該情報に基づいて、
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ラストディフェクト管理情報が含まれている１個の一時的ディフェクト管理エリアを認識
する。
【００８８】
　また、ステータス情報が、複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそ
れぞれにおける未記録領域の有無を示す情報を含んでいる場合には、エリア認識手段５２
は、当該情報に基づいて、ラストディフェクト管理情報が含まれている１個のディフェク
ト管理エリアを認識する。
【００８９】
　第２の読取手段５３は、エリア認識手段５２により特定された１個の一時的ディフェク
ト管理エリアに記録されたディフェクト管理情報を読み取る手段である。第２の読取手段
５３の具体的なハードウェア構成は、第１の読取手段５１と同じでよい。
【００９０】
　再生手段５４は、第２の読取手段５３により読み取られたディフェクト管理情報に基づ
いて、データエリアに記録された記録データを再生する手段である。再生手段５４は、デ
ータエリアに記録された記録データを読み取る記録データ読取手段を備えている。記録デ
ータ読取手段の具体的なハードウェア構成は第１の読取手段と同じでよい。さらに、再生
手段５４は、例えば記録データが画像データである場合には、画像データをディスプレイ
に表示することが可能な画像信号に変換するデコーダを備えている。
【００９１】
　以下、再生装置５０の動作を説明する。例えばすでに記録データが記録され、かつファ
イナライズされていない状態の追記型記録媒体が再生装置５０に装着されたとき、第１の
読取手段５１は、記録媒体のステータス情報記録エリアに記録されたステータス情報を読
み取る。続いて、エリア認識手段５２は、このステータス情報に基づいて、記録媒体上に
存在する複数の一時的ディフェクト管理エリアの中から、ラストディフェクト管理情報が
記録されている１個の一時的ディフェクト管理エリアを認識する。続いて、第２の読取手
段５３は、当該一時的ディフェクト管理エリアに記録されたラストディフェクト管理情報
を読み取る。続いて、再生手段５４は、このラストディフェクト管理情報に基づいてディ
フェクト管理を行いながら、記録媒体のデータエリアに記録された記録データを読み取り
、これを再生する。
【００９２】
　以上より、再生装置５０によれば、ステータス情報に基づいてラストディフェクト管理
情報を迅速に特定し、これを迅速に読み取ることができる。これにより、ディフェクト管
理処理および再生処理を迅速に行うことができる。
【００９３】
　　（再生装置の第２実施形態）
　本発明の再生装置の第２実施形態について説明する。図８は本発明の再生装置の第２実
施形態を示している。図８に示すように、再生装置６０は、再生装置５０と同様に、第１
の読取手段５１、エリア認識手段５２、第２の読取手段５３および再生手段５４を備えて
いる。さらに、再生装置６０は、ファイナライズ検出手段６１、第３の読取手段６２およ
び読取制御手段６３を備えている。
【００９４】
　ファイナライズ検出手段６１は、追記型記録媒体がファイナライズ済みであるか否かを
検出する手段である。追記型記録媒体がファイナライズ済みであるか否かは、例えば追記
型記録媒体の制御情報記録エリア等に記録された情報を参照することにより検出すること
ができる。
【００９５】
　第３の読取手段６２は、確定的ディフェクト管理エリアに記録されたディフェクト管理
情報を読み取る手段である。第３の読取手段６２の具体的なハードウェア構成は、第１の
読取手段５１と同じでよい。
【００９６】
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　読取制御手段６３は、ファイナライズ検出手段６１による検出結果に基づき、追記型記
録媒体がファイナライズ済みであるときには確定的ディフェクト管理エリアに記録された
ディフェクト管理情報を読み取るように第３の読取手段６２を制御し、追記型記録媒体が
ファイナライズ済みでないときにはラストディフェクト管理情報が記録された１個の一時
的ディフェクト管理エリアに記録されたディフェクト管理情報を読み取るように第２の読
取手段５３を制御する手段である。
【００９７】
　以上より、再生装置６０によれば、記録媒体がファイナライズ済みであるときには、確
定的ディフェクト管理エリアに記録されたディフェクト管理情報を読み取り、記録媒体が
ファイナライズ済みでないときには、一時的ディフェクト管理エリアのいずれかに記録さ
れたラストディフェクト管理情報を読み取ることができる。これにより、常に最新のディ
フェクト管理情報を読み取り、それに基づいてディフェクト管理を行うことができる。
【００９８】
　なお、以上のような実施形態は、専用の装置としてハードウェアと一体的に構成する形
態で実現してもよいし、コンピュータにプログラムを読み込ませることによって実現して
もよい。
【００９９】
　　（記録方法の実施形態）
　本発明の記録方法の実施形態について説明する。本発明の実施形態である記録方法は、
(i)記録データを記録するためのデータエリアと、 (ii)データエリアのディフェクト管理
情報を記録するための確定的ディフェクト管理エリアを含み、データエリアへの記録・読
取を制御する情報を記録するための制御情報記録エリアと、 (iii)データエリアのディフ
ェクト管理情報を一時的に記録するための複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)
複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステ
ータス情報が記録されるステータス情報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に記録
データを記録する方法である。例えば、本発明の実施形態である記録方法は、上述した記
録媒体１０に記録データを記録する方法である。
【０１００】
　本発明の実施形態である記録方法は、記録データをデータエリアに記録する第１の記録
工程と、ディフェクト管理情報を作成または更新するディフェクト管理情報作成工程と、
ディフェクト管理情報作成工程において作成または更新されたディフェクト管理情報を複
数の一時的ディフェクト管理エリアのうちのいずれかに記録する第２の記録工程と、複数
の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステータ
ス情報を生成するステータス情報生成工程と、ステータス情報生成工程において生成され
たステータス情報をステータス情報記録エリアに記録する第３の記録工程と、追記型記録
媒体に対しファイナライズを行うファイナライズ工程と、ファイナライズ工程においてフ
ァイナライズが行われるときに、ディフェクト管理情報作成工程において作成または更新
されたディフェクト管理情報を確定的ディフェクト管理エリアに記録する第４の記録手段
とを備えている。
【０１０１】
　この記録方法において、記録媒体をファイナライズする前の段階では、ディフェクト管
理情報を複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちのいずれかに記録する。その後、現
段階における、複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録
状態を示すステータス情報を生成する。続いて、そのステータス情報をステータス情報記
録エリアに記録する。これにより、次回、当該記録媒体に対して記録または再生を行うと
きには、当該記録媒体に記録されたステータス情報に基づいて、ラストディフェクト管理
情報の迅速な特定・読取が可能となる。
【０１０２】
　　（再生方法の実施形態）
　本発明の再生方法の実施形態について説明する。本発明の実施形態である再生方法は、
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(i)記録データを記録するためのデータエリアと、 (ii)データエリアのディフェクト管理
情報を記録するための確定的ディフェクト管理エリアを含み、データエリアへの記録・読
取を制御する情報を記録するための制御情報記録エリアと、 (iii)データエリアのディフ
ェクト管理情報を一時的に記録するための複数の一時的ディフェクト管理エリアと、 (iv)
複数の一時的ディフェクト管理エリアのうちの一部またはそれぞれの記録状態を示すステ
ータス情報が記録されるステータス情報記録エリアとを備えている追記型記録媒体に記録
された記録データを再生する方法である。本発明の実施形態である再生方法は、例えば、
上述した記録媒体１０に記録された記録データを再生する方法である。
【０１０３】
　本発明の実施形態である再生方法は、追記型記録媒体がファイナライズ済みであるか否
かを検出するファイナライズ検出手段と、追記型記録媒体がファイナライズ済みであると
きには、確定的ディフェクト管理エリアに記録されたディフェクト管理情報を読み取り、
これを記憶手段に記憶させる第１の読取工程と、追記型記録媒体がファイナライズ済みで
ないときには、ステータス情報記録エリアに記録されたステータス情報を読み取る第２の
読取工程と、第２の読取工程において読み取られたステータス情報に基づいて、時間的に
みて最後に記録されたディフェクト管理情報が記録されている１個の一時的ディフェクト
管理エリアを認識するエリア認識工程と、エリア認識工程において認識された１個の一時
的ディフェクト管理エリアに記録されたディフェクト管理情報を読み取る第３の読取工程
と、第３の読取工程において読み取られたディフェクト管理情報に基づいて、データエリ
アに記録された記録データを再生する再生工程とを備えている。
【０１０４】
　この再生方法において、記録媒体がファイナライズ済みでないときには、ステータス情
報を読み取り、このステータス情報に基づいて、ラストディフェクト管理情報が記録され
た１個の一時的ディフェクト管理エリアを認識する。続いて、この１個の一時的ディフェ
クト管理エリアに記録されたラストディフェクト管理情報を読み取る。そして、このラス
トディフェクト管理情報に基づいて、記録データの再生を行う。この再生方法によれば、
ステータス情報に基づいて、記録媒体上に存在する複数の一時的ディフェクト管理エリア
の中から、ラストディフェクト管理情報が記録された１個の一時的ディフェクト管理エリ
アを認識することができ、ラストディフェクト管理情報を迅速に読み取ることができる。
【実施例】
【０１０５】
　　（追記型記録媒体の第１実施例）
　本発明の追記型記録媒体の第１実施例について説明する。第１実施例は、本発明の追記
型記録媒体を１層の追記型光ディスクに適用した例である。図９は当該追記型光ディスク
１００の記録構造を示している。図９中の上段左側が光ディスク１００の内周側であり、
下段右側が光ディスク１００の外周側である。
【０１０６】
　光ディスク１００は、図９に示すように、ユーザデータエリア１０１、スペアエリア１
０２Ａ、１０２Ｂ、リードインエリア１０３、リードアウトエリア１０４、確定的ディフ
ェクト管理エリア１０５、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃ
およびステータス情報記録エリア１０７を備えている。
【０１０７】
　ユーザデータエリア１０１、スペアエリア１０２Ａ、１０２Ｂは、記録データを記録す
るためのエリアである。ユーザデータエリア１０１は記録データを記録するための主たる
エリアである。スペアエリア１０２Ａおよび１０２Ｂは、ユーザデータエリア１０１内の
ディフェクトから記録データを退避させるための代替記録エリアである。すなわち、ユー
ザデータエリア１０１にディフェクトが存在するときに、そのディフェクトが存在する場
所に記録すべきであった記録データまたはその場所に記録されていた記録データは、スペ
アエリア１０２Ａまたは１０２Ｂに記録される。スペアエリア１０２Ａはユーザデータエ
リア１０１の内周側に配置され、スペアエリア１０２Ｂはユーザデータエリア１０１の外
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周側に配置されている。ユーザデータエリア１０１、スペアエリア１０２Ａ、１０２Ｂに
よりデータゾーン１０８が形成される。
【０１０８】
　リードインエリア１０３およびリードアウトエリア１０４は、制御情報を記録するため
のエリアである。リードインエリア１０３は光ディスク１００の最内周側に配置されてい
る。リードアウトエリア１０４は光ディスク１００の最外周側に配置されている。
【０１０９】
　確定的ディフェクト管理エリア１０５は、ディフェクト管理情報を確定的に記録するた
めのエリアである。光ディスク１００をファイナライズするとき、ディフェクト管理情報
は、確定的ディフェクト管理エリア１０５に記録される。確定的ディフェクト管理エリア
１０５は、リードインエリア１０３内に配置されている。
【０１１０】
　一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃは、ディフェクト管理情
報を一時的に記録するためのエリアである。光ディスク１００をファイナライズする前の
段階では、ディフェクト管理情報は、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ
、１０６Ｃのいずれかに記録される。一時的ディフェクト管理エリアは、光ディスク１０
０上に３個存在する。第１の一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａは、リードインエリ
ア１０３内に配置されている。第２の一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂは、リード
インエリア１０３とデータゾーン１０８との間に配置されている。第３の一時的ディフェ
クト管理エリア１０６Ｃは、データゾーン１０８とリードアウトエリア１０４との間に配
置されている。
【０１１１】
　ステータス情報記録エリア１０７は、ステータス情報を記録するためのエリアである。
ステータス情報記録エリア１０７は、リードインエリア１０３内に配置されている。
【０１１２】
　以上より、光ディスク１００によれば、確定的ディフェクト管理エリア１０５をリード
インエリア１０３内に設けたことにより、追記型光ディスク１００と一般の書換型光ディ
スクとの間で互換性をとりつつ、光ディスク１００に対するディフェクト管理を実現する
ことができる。
【０１１３】
　また、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂをリードインエリア１０３とデータゾー
ン１０８との間に配置し、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｃをデータゾーン１０８
とリードアウトエリア１０４との間に配置したことにより、光ディスク１００と一般の書
換型光ディスクとの間の互換性をとりつつ、比較的大きなサイズの一時的ディフェクト管
理エリアを設けることができる。これにより、ディフェクト管理情報の更新可能回数を増
加させることができる。
【０１１４】
　さらに、一時的ディフェクト管理エリアを、３個の一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃに分割し、これらを光ディスク１００上に分散させて配置した
ことにより、光ディスクに関する既存の記録構造を大きく変更せずに、比較的大きなサイ
ズを有する一時的ディフェクト管理エリアを設けることができる。これにより、ディフェ
クト管理情報の更新可能回数を増加させることができる。
【０１１５】
　なお、一時的ディフェクト管理エリアの個数は３個に限らず、２個でもよく、４個以上
でもよい。また、一時的ディフェクト管理エリアの配置も限定されない。一時的ディフェ
クト管理エリアをスペアエリアとユーザデータエリアとの間に配置してもよい。また、一
時的ディフェクト管理エリアをリードアウトエリアの外周側に配置してもよい。
【０１１６】
　　（追記型記録媒体の第２実施例）
　本発明の追記型記録媒体の第２実施例について説明する。第２実施例は、本発明の追記
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型記録媒体を２層の追記型光ディスクに適用した例である。図１０は当該追記型光ディス
ク１２０の記録構造を示している。図１０中の左側が光ディスク１２０の内周側であり、
右側が光ディスク１２０の外周側である。
【０１１７】
　図１０に示すように、光ディスク１２０の第１層には、ユーザデータエリア１２１、ス
ペアエリア１２２Ａ、１２２Ｂ、リードインエリア１２３、リードアウトエリア１２４、
確定的ディフェクト管理エリア１２５、一時的ディフェクト管理エリア１２６Ａ、１２６
Ｂ、１２６Ｃおよびステータス情報記録エリア１２７が設けられている。ユーザデータエ
リア１２１、スペアエリア１２２Ａ、１２２Ｂによりデータゾーン１２８が形成される。
光ディスク１２０の第２層には、ユーザデータエリア１３１、スペアエリア１３２Ａ、１
３２Ｂおよび一時的ディフェクト管理エリア１３６Ａ、１３６Ｂが設けられている。ユー
ザデータエリア１３１、スペアエリア１３２Ａ、１３２Ｂによりデータゾーン１３８が形
成される。
【０１１８】
　このような構成を有する光ディスク１２０によっても、光ディスク１００と同様の作用
効果を得ることができる。
【０１１９】
　　（ディフェクト管理情報の実施例）
　本発明の追記型記録媒体におけるディフェクト管理情報の実施例について説明する。図
１１は光ディスク１００用のディフェクト管理情報を示している。図１１に示すように、
ディフェクト管理情報１４０には、設定情報１４１およびディフェクトリスト１４２が含
まれている。設定情報１４１には、ユーザデータエリア１０１の開始アドレス、ユーザデ
ータエリア１０１の終了アドレス、内周側のスペアエリア１０２Ａのサイズ、外周側のス
ペアエリア１０２Ｂのサイズおよびその他の情報が含まれている。
【０１２０】
　光ディスク１００上のユーザデータエリア１０１の位置およびサイズは設定情報１４１
に基づいて決まる。また、スペアエリア１０２Ａ、１０２Ｂのそれぞれのサイズ、位置も
設定情報１４１に基づいて決まる。そして、設定情報１４１は、光ディスク１００のイニ
シャライズ時に、記録再生装置によって生成され、ディフェクト管理情報１４０の一部と
して光ディスク１００に記録される。したがって、データゾーン１０８の位置およびサイ
ズは、記録再生装置によって任意に設定することができる。例えば、ユーザデータエリア
１０１の開始アドレスまたはスペアエリア１０２Ａのサイズを調整すれば、リードインエ
リア１０３とデータゾーン１０８との間にエリアを形成することができ、そのエリアを一
時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂとして用いることができる。
【０１２１】
　図１２はディフェクトリスト１４２の内容を示している。図１２に示すように、ディフ
ェクトリスト１４２には、ユーザデータエリア１０１内におけるディフェクトが存在する
位置を示すアドレス（以下、これを「ディフェクトアドレス」と呼ぶ。）と、そのディフ
ェクトが存在する場所に記録すべき記録データまたはその場所に記録された記録データの
スペアエリア１０２Ａまたは１０２Ｂ内における記録位置を示すアドレス（以下、これを
「代替記録アドレス」と呼ぶ。）と、その他の情報とが記録されている。ユーザデータエ
リア１０１内に複数のディフェクトが存在するときには、それらのディフェクトに対応し
た複数のディフェクトアドレスと複数の代替記録アドレスがディフェクトリスト１４２内
に記録される。光ディスク１００に記録された記録データを再生するときには、記録再生
装置によりディフェクトリスト１４２のディフェクトアドレスと代替記録アドレスが参照
される。ディフェクトリスト１４２を参照することにより、ディフェクトを避けて記録さ
れた記録データの記録の軌跡を辿ることができ、記録データを確実に再生することが可能
となる。
【０１２２】
　　（ステータス情報の第１実施例）
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　本発明の追記型記録媒体におけるステータス情報の第１実施例について説明する。図１
３は光ディスク１００用のステータス情報の第１実施例を示している。図１３に示すステ
ータス情報１５０は、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃの記
録状態を示す情報である。ステータス情報１５０は、一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそれぞれの開始アドレスおよびそれぞれのサイズを示す情報
と、ラストディフェクト管理情報フラグとを含んでいる。なお、一時的ディフェクト管理
エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそれぞれのサイズを示す情報を、一時的ディフェ
クト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそれぞれの終了アドレスを示す情報に代
えてもよい。
【０１２３】
　ラストディフェクト管理情報フラグは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０
６Ｂ、１０６Ｃのうち、ラストディフェクト管理情報が記録されている一時的ディフェク
ト管理エリアを示すフラグである。ラストディフェクト管理情報フラグは、３ビットのデ
ータである。ラストディフェクト管理情報フラグのビット０は一時的ディフェクト管理エ
リア１０６Ａに対応しており、ビット１は一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂに対応
しており、ビット２は一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｃに対応している。
【０１２４】
　ラストディフェクト管理情報フラグにおいて、ビットが「０」のときは、当該ビットに
対応する一時的ディフェクト管理エリアに、ラストディフェクト管理情報が存在しないこ
とを意味する。ビットが「１」のときは、当該ビットに対応する一時的ディフェクト管理
エリアにラストディフェクト管理情報が存在することを意味する。なお、ラストディフェ
クト管理情報とは、上述したように、複数の一時的ディフェクト管理エリアの一部または
全部に記録されたディフェクト管理情報のうち、時間的にみて最後に記録されたディフェ
クト管理情報をいう。
【０１２５】
　以下、ステータス情報１５０の機能について具体的に説明する。図１４は、光ディスク
１００の一時的ディフェクト管理エリアに４個のディフェクト管理情報が記録され、ステ
ータス情報記録エリア１０７に４個のステータス情報が記録された状態を示している。な
お、図１４では、説明の便宜上、リードインエリア１０３、データゾーン１０８等の表示
を省略している。
【０１２６】
　図１４において、ディフェクト管理情報１４０Ａは、最初に作成されたディフェクト管
理情報である。これは第１の一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａの先頭に記録されて
いる。ディフェクト管理情報１４０Ｂは、１度目に更新されたディフェクト管理情報であ
る。これはディフェクト管理情報１４０Ａの隣に連続的に記録されている。ディフェクト
管理情報１４０Ｃは、２度目に更新されたディフェクト管理情報である。一時的ディフェ
クト管理エリア１０６Ａは、これら３個のディフェクト管理情報でいっぱいであり、これ
以上ディフェクト管理情報を記録することが可能な未記録領域はない。ディフェクト管理
情報１４０Ｄは、３度目に更新されたディフェクト管理情報である。これは一時的ディフ
ェクト管理エリア１０６Ｂの先頭に記録されている。図１４において、ディフェクト管理
情報１４０Ｄがラストディフェクト管理情報である。
【０１２７】
　一方、図１４において、ステータス情報１５０Ａは、ディフェクト管理情報１４０Ａに
対応するステータス情報である。これはディフェクト管理情報１４０Ａとほぼ同時期に記
録されたものであり、ステータス情報記録エリア１０７の先頭に記録されている。ステー
タス情報１５０Ｂは、ディフェクト管理情報１４０Ｂに対応するステータス情報である。
これはディフェクト管理情報１４０Ｂとほぼ同時期に記録されたものであり、ステータス
情報１５０Ａの隣に連続的に記録されている。同様に、ステータス情報１５０Ｃはディフ
ェクト管理情報１４０Ｃに対応し、ステータス情報１５０Ｄはディフェクト管理情報１４
０Ｄに対応する。図１４において、ステータス情報１５０Ｄは、ラストディフェクト管理
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情報１４０Ｄに対応する。以下、ラストディフェクト管理情報に対応するステータス情報
を「ラストステータス情報」という。
【０１２８】
　図１３に示すステータス情報１５０は、図１４に示す光ディスク１００の記録状態を示
している。すなわち、ステータス情報１５０は、図１４中のラストステータス情報１５０
Ｄである。ステータス情報１５０（１５０Ｄ）において、ラストディフェクト管理情報フ
ラグのビットのうち、ビット１が「１」である。これは、ビット１に対応する一時的ディ
フェクト管理エリア１０６Ｂにラストディフェクト管理情報１４０Ｄが記録されているこ
とを示している。
【０１２９】
　光ディスク１００に記録データを記録するとき、または光ディスク１００に記録された
記録データを再生するとき、記録再生装置は、記録データの記録・再生を開始する前の準
備段階において、光ディスク１００からディフェクト管理情報を読み取る。そして、記録
再生装置は、この読み取ったディフェクト管理情報に基づいて、ディフェクト管理を行う
。さらに、記録再生装置は、この読み取ったディフェクト管理情報に基づいてディフェク
ト管理情報の更新を行う。このように、記録再生装置が記録・再生の準備段階で読み取っ
たディフェクト管理情報は、ディフェクト管理の基礎となり、かつ、ディフェクト管理情
報の更新の基礎となる。このため、このディフェクト管理情報は、現時点における光ディ
スク１００のディフェクトの状態がもっとも反映された、最新のディフェクト管理情報、
すなわちラストディフェクト管理情報であることが望ましい。そこで、記録再生装置は、
記録・再生の準備段階において、光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃに記録された複数のディフェクト管理情報の中から、ラストデ
ィフェクト管理情報を特定し、これを読み取る。このとき、記録再生装置は、ステータス
情報１５０のラストディフェクト管理情報フラグを参照する。これにより、記録再生装置
は、ラストディフェクト管理情報が記録されている一時的ディフェクト管理エリアを認識
することができ、ラストディフェクト管理情報を迅速に特定することができる。例えば、
光ディスク１００の記録状態が図１４に示す状態である場合には、記録再生装置は、ステ
ータス情報１５０Ｄにおけるラストディフェクト管理情報フラグのビット１が「１」であ
ることを認識し、この認識に基づいて、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂ内のみを
サーチする。一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａおよび１０６Ｃはサーチしない。こ
れにより、記録再生装置は、ラストディフェクト管理情報１４０Ｄを迅速に特定すること
ができる。
【０１３０】
　　（ステータス情報の第２実施例）
　本発明の追記型記録媒体におけるステータス情報の第２実施例について説明する。図１
５は光ディスク１００用のステータス情報の第２実施例を示している。図１５に示すステ
ータス情報１６０は、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃの記
録状態を示す情報である。ステータス情報１６０は、一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそれぞれの開始アドレスおよびそれぞれのサイズを示す情報
と、フルフラグとを含んでいる。
【０１３１】
　フルフラグは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそれぞ
れにおける未記録領域の有無を示すフラグである。フルフラグは、３ビットのデータであ
る。フルフラグのビット０は一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに対応しており、ビ
ット１は一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂに対応しており、ビット２は一時的ディ
フェクト管理エリア１０６Ｃに対応している。
【０１３２】
　フルフラグにおいて、ビットが「０」のときは、当該ビットに対応する一時的ディフェ
クト管理エリアに未記録領域があることを意味する。ビットが「１」のときは、当該ビッ
トに対応する一時的ディフェクト管理エリアに未記録領域がないことを意味する。

10

20

30

40

50

(22) JP 3981380 B2 2007.9.26



【０１３３】
　以下、ステータス情報１６０の機能について図１４および図１５を用いて具体的に説明
する。図１５に示すステータス情報１６０は、図１４に示す光ディスク１００の記録状態
を示している。ステータス情報１６０において、フルフラグのビットのうち、ビット０が
「１」であり、ビット１およびビット２がそれぞれ「０」である。これは、ビット０に対
応する一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに未記録領域がなく、一時的ディフェクト
管理エリア１０６Ｂおよび１０６Ｃには未記録領域があることを示している。ここで、デ
ィフェクト管理情報の追記に用いる一時的ディフェクト管理エリアの順番が１０６Ａ→１
０６Ｂ→１０６Ｃであることが予め決められているものとする。すなわち、ディフェクト
管理情報を、まず一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに記録し、これがいっぱいにな
ると、次に、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂに記録し、これがいっぱいになる、
次に、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｃに記録するというルールが記録再生装置に
予め設定されているものとする。この条件のもとで、一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａのみに未記録領域がないときには、ラストディフェクト管理情報は、次の一時的ディ
フェクト管理エリア１０６Ｂに記録されていることになる。よって、記録再生装置は、ス
テータス情報１６０を参照することにより、ラストディフェクト管理情報が記録されてい
る一時的ディフェクト管理エリアを認識でき、ラストディフェクト管理情報を迅速に特定
することができる。
【０１３４】
　　（ステータス情報の第３実施例）
　本発明の追記型記録媒体におけるステータス情報の第３実施例について説明する。図１
６は光ディスク１００用のステータス情報の第３実施例を示している。図１６に示すステ
ータス情報１７０は、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃの記
録状態を示す情報である。ステータス情報１７０は、一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそれぞれの開始アドレスおよびそれぞれのサイズを示す情報
と、記録状態フラグとを含んでいる。
【０１３５】
　記録状態フラグは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそ
れぞれについて、全域未記録か、一部記録済みか、全域記録済みかを示すフラグである。
記録状態フラグは、６ビットのデータである。記録状態フラグのビット０およびビット１
は一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに対応しており、ビット２およびビット３は一
時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂに対応しており、ビット４およびビット５は一時的
ディフェクト管理エリア１０６Ｃに対応している。このように、記録状態フラグにおいて
は、２ビットが１個の一時的ディフェクト管理エリアに対応する。以下、１個の一時的デ
ィフェクト管理エリアに対応する２ビットを「ビットユニット」という。
【０１３６】
　記録状態フラグにおいて、ビットユニットが「００」のときは、当該ビットユニットに
対応する一時的ディフェクト管理エリアが全域未記録であることを意味する。ビットユニ
ットが「０１」のときは、当該ビットユニットに対応する一時的ディフェクト管理エリア
が一部記録済みであることを意味する。ビットユニットが「１０」のときには、当該ビッ
トユニットに対応する一時的ディフェクト管理エリアが全域記録済みであることを意味す
る。
【０１３７】
　以下、ステータス情報１７０の機能について具体的に説明する。図１７は、光ディスク
１００の一時的ディフェクト管理エリアに４個のディフェクト管理情報が記録され、ステ
ータス情報記録エリア１０７に４個のステータス情報が記録された状態を示している。
【０１３８】
　図１７において、最初に作成されたディフェクト管理情報１４０Ａ、１度目に更新され
たディフェクト管理情報１４０Ｂ、および２度目に更新されたディフェクト管理情報１４
０Ｃは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに記録されている。また、３度目に更新
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されたディフェクト管理情報１４０Ｄは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｃに記録
されている。一方、ディフェクト管理情報１４０Ａないし１４０Ｄに対応するステータス
情報１７０Ａないし１７０Ｄは、ステータス情報記録エリア１０７に記録されている。図
１７において、ディフェクト管理情報１４０Ｄがラストディフェクト管理情報であり、ス
テータス情報１７０Ｄがラストステータス情報である。
【０１３９】
　図１６に示すステータス情報１７０は、図１７に示す光ディスク１００の記録状態を示
している。すなわち、ステータス情報１７０は、図１７中のラストステータス情報１７０
Ｄである。ステータス情報１７０（１７０Ｄ）において、記録状態フラグのビットユニッ
トのうち、ビット４およびビット５からなるビットユニットが「０１」である。これは、
このビットユニットに対応する一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｃが一部記録済みで
あり、当該一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｃが現在使用中であることを示している
。これは、当該一時ディフェクト管理エリア１０６Ｃにラストディフェクト管理情報１４
０Ｄが記録されていることを意味する。よって、記録再生装置は、ステータス情報１７０
を参照することにより、ラストディフェクト管理情報１４０Ｄが記録されている一時的デ
ィフェクト管理エリアを認識でき、ラストディフェクト管理情報１４０Ｄを迅速に特定す
ることができる。
【０１４０】
　　（ステータス情報の第４実施例）
　本発明の追記型記録媒体におけるステータス情報の第４実施例について説明する。図１
８は光ディスク１００用のステータス情報の第４実施例を示している。図１８に示すステ
ータス情報１８０は、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃの記
録状態を示す情報である。ステータス情報１８０は、一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそれぞれの開始アドレスおよびそれぞれのサイズを示す情報
と、使用状態フラグとを含んでいる。
【０１４１】
　使用状態フラグは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのそ
れぞれについて、アクティブかインアクティブかを示すと共に、アクティブの場合には、
現在使用中か否かを示すフラグである。なお、「アクティブ」とは、一時的ディフェクト
管理エリアの使用が予定もしくは許可されている状態または使用可能な状態を意味する。
「インアクティブ」とは、一時的ディフェクト管理エリアの使用が予定もしくは許可され
ていない状態または使用不能な状態を意味する。例えば、一時的ディフェクト管理エリア
１０６Ｃを他の用途に使用するときには、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｃをイン
アクティブにする。
【０１４２】
　使用状態フラグは、６ビットのデータである。使用状態フラグのビット０およびビット
１は一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに対応しており、ビット２およびビット３は
一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂに対応しており、ビット４およびビット５は一時
的ディフェクト管理エリア１０６Ｃに対応している。このように、使用状態フラグにおい
ては、２ビットが１個の一時的ディフェクト管理エリアに対応する。以下、１個の一時的
ディフェクト管理エリアに対応する２ビットを「ビットユニット」という。
【０１４３】
　使用状態フラグにおいて、ビットユニットが「００」のときは、当該ビットユニットに
対応する一時的ディフェクト管理エリアがアクティブであり、かつ現在使用中でないこと
を意味する。ビットユニットが「０１」のときは、当該ビットユニットに対応する一時的
ディフェクト管理エリアがアクティブであり、かつ現在使用中であることを意味する。ビ
ットユニットが「１０」のときには、当該ビットユニットに対応する一時的ディフェクト
管理エリアの全域がインアクティブであることを意味する。
【０１４４】
　以下、ステータス情報１７０の機能について具体的に説明する。図１９は、光ディスク
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１００の一時的ディフェクト管理エリアに４個のディフェクト管理情報が記録され、ステ
ータス情報記録エリア１０７に４個のステータス情報が記録された状態を示している。
【０１４５】
　図１９において、最初に作成されたディフェクト管理情報１４０Ａ、１度目に更新され
たディフェクト管理情報１４０Ｂ、および２度目に更新されたディフェクト管理情報１４
０Ｃは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに記録されている。また、３度目に更新
されたディフェクト管理情報１４０Ｄは、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂに記録
されている。一方、ディフェクト管理情報１４０Ａないし１４０Ｄに対応するステータス
情報１８０Ａないし１８０Ｄは、ステータス情報記録エリア１０７に記録されている。図
１９において、ディフェクト管理情報１４０Ｄがラストディフェクト管理情報であり、ス
テータス情報１８０Ｄがラストステータス情報である。
【０１４６】
　図１８に示すステータス情報１８０は、図１９に示す光ディスク１００の記録状態を示
している。すなわち、ステータス情報１８０は、図１９中のラストステータス情報１８０
Ｄである。ステータス情報１８０（１８０Ｄ）において、使用状態フラグのビットユニッ
トのうち、ビット２およびビット３からなるビットユニットが「０１」になっている。こ
れは、このビットユニットに対応する一時的ディフェクト管理エリア１０６Ｂがアクティ
ブであり、かつ現在使用中であることを示している。これは、当該一時ディフェクト管理
エリア１０６Ｂにラストディフェクト管理情報１４０Ｄが記録されていることを意味する
。よって、記録再生装置は、ステータス情報１８０を参照することにより、ラストディフ
ェクト管理情報１４０Ｄが記録されている一時的ディフェクト管理エリアを認識でき、ラ
ストディフェクト管理情報１４０Ｄを迅速に特定することができる。
【０１４７】
　　（記録装置・再生装置の実施例）
　本発明の記録装置および再生装置の実施例について説明する。図２０は本発明の記録装
置および再生装置の実施例を示している。図２０に示す記録再生装置２００は、光ディス
ク１００に記録データを記録する記録装置としての機能と、光ディスク１００に記録され
た記録データを再生する再生装置としての機能とを備えている。
【０１４８】
　まず、記録再生装置２００の構成について説明する。記録再生装置２００は、図２０に
示すように、ディスクドライブ３００と、バックエンド４００とを備えている。
【０１４９】
　図２１はディスクドライブ３００の内部構成を示している。ディスクドライブ３００は
、光ディスク１００に情報を記録すると共に、光ディスク１００に記録された情報を読み
取る装置である。
【０１５０】
　ディスクドライブ３００は、図２１に示すように、スピンドルモータ３５１、光ピック
アップ３５２、ＲＦアンプ３５３およびサーボ回路３５４を備えている。
【０１５１】
　スピンドルモータ３５１は光ディスク１００を回転させるモータである。
【０１５２】
　光ピックアップ３５２は、光ディスク１００の記録面に対して光ビームを照射すること
によって記録データ等を記録面上に記録すると共に、光ビームの反射光を受け取ることに
よって記録面上に記録された記録データ等を読み取る装置である。光ピックアップ３５２
は、光ビームの反射光に対応するＲＦ信号を出力する。
【０１５３】
　ＲＦアンプ３５３は、光ピックアップ３５２から出力されたＲＦ信号を増幅して、その
ＲＦ信号を変調復調部３５５に出力する。さらに、ＲＦアンプ３５３は、ＲＦ信号から、
ウォブル周波数信号ＷＦ、トラックエラー信号ＴＥおよびフォーカスエラー信号ＦＥを作
り出し、これらを出力する。
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【０１５４】
　サーボ回路３５４は、トラックエラー信号ＴＥ、フォーカスエラー信号ＦＥその他のサ
ーボ制御信号に基づいて光ピックアップ３５２およびスピンドルモータ３５１の駆動を制
御するサーボ制御回路である。
【０１５５】
　さらに、ディスクドライブ３００は、図２１に示すように、変調復調部３５５、バッフ
ァ３５６、インターフェース３５７および光ビーム駆動部３５８を備えている。
【０１５６】
　変調復調部３５５は、読取時において記録データに対してエラー訂正を行う機能と、記
録時において記録データにエラー訂正符号を付加してこれを変調する機能とを備えた回路
である。具体的には、変調復調部３５５は、読取時においては、ＲＦアンプ３５３から出
力されるＲＦ信号を復調し、これに対してエラー訂正を行った後、これをバッファ３５６
に出力する。さらに、変調復調部３５５は、復調されたＲＦ信号に対してエラー訂正を行
った結果、エラー訂正が不能であるときには、その旨を示すエラー訂正不能信号を生成し
、これをディフェクト検出部３５９に出力する。また、変調復調部３５５は、記録時にお
いては、バッファ３５６から出力される記録データにエラー訂正符号を付加した後、これ
を、光ディスク１００の光学的特性等に適合する符号となるように変調し、変調された記
録データを光ビーム駆動部３５８に出力する。
【０１５７】
　バッファ３５６は、記録データを一時的に蓄える記憶回路である。
【０１５８】
　インターフェース３５７は、ディスクドライブ３００とバックエンド４００との間の記
録データ等の入出力制御ないし通信制御を行う回路である。具体的には、インターフェー
ス３５７は、再生時においては、バックエンド４００からの要求命令に応じて、バッファ
３５６から出力される記録データ（すなわち光ディスク１００から読み取られた記録デー
タ）をバックエンド４００へ出力する。また、インターフェース３５７は、記録時におい
ては、バックエンド４００からディスクドライブ３００に入力される記録データを受け取
り、これをバッファ３５６に出力する。さらに、インターフェース３５７は、バックエン
ド４００からの要求命令に応じて、ディフェクト管理情報作成部３６０に保持されている
ディフェクトリストの全部または一部をバックエンド４００に出力する。
【０１５９】
　光ビーム駆動部３５８は、記録時において、変調復調部３５５から出力された記録デー
タ等に対応する光ビーム駆動信号を生成し、これを光ピックアップ３５２に出力する。光
ピックアップ３５２は、光ビーム駆動信号に基づいて光ビームを変調し、光ディスク１０
０の記録面に照射する。これにより、記録データ等が記録面上に記録される。
【０１６０】
　さらに、ディスクドライブ３００は、図２１に示すように、ディフェクト検出部３５９
およびディフェクト管理情報作成部３６０を備えている。
【０１６１】
　ディフェクト検出部３５９は、光ディスク１００のディフェクトを検出する回路である
。そして、ディフェクト検出部３５９は、ディフェクトの存否を示すディフェクト検出信
号を生成し、これを出力する。ディフェクト検出部３５９は、情報の読取時（ベリファイ
時または再生時）における記録データのエラー訂正の結果に基づいて、ディフェクト検出
を行う。上述したように、変調復調部３５５は、復調されたＲＦ信号に対してエラー訂正
を行った結果、エラー訂正が不能であるときには、その旨を実質的に示すエラー訂正不能
信号を生成し、これをディフェクト検出部３５９に出力する。ディフェクト検出部３５９
は、このエラー訂正不能信号を受け取ったときに、ディフェクトが存在していることを示
すディフェクト検出信号を出力する。
【０１６２】
　ディフェクト管理情報作成部３６０は、ディフェクト検出部３５９から出力されたディ
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フェクト検出信号に基づいて、ディフェクト管理情報１４０を作成し、または更新する回
路である。ディフェクト管理情報１４０は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に設け
られた記憶回路に書換可能な状態で記憶される。さらに、ディフェクト管理情報作成部３
６０は、バックエンド４００からの要求命令に応じて、ディフェクト管理情報１４０をイ
ンタ－フェース３５７を介してバックエンド４００に出力する。
【０１６３】
　さらに、図２１に示すように、ディスクドライブ３００はＣＰＵ３６１を有している。
ＣＰＵ３６１は、ディスクドライブ３００の全体的な制御および上述したディスクドライ
ブ３００内の各要素間の情報のやり取りを制御する。さらに、ＣＰＵ３６１は、記録デー
タおよびディフェクト管理情報１４０の記録動作および読取動作を制御する。さらに、Ｃ
ＰＵ３６１は、バックエンド４００から送られる制御命令ないし要求命令に応じて、ディ
スクドライブ３００とバックエンド４００との間のデータのやり取りを制御する。さらに
、ＣＰＵ３６１はステータス情報を生成する。
【０１６４】
　次に、図２２はバックエンド４００の内部構成を示している。バックエンド４００は、
ディスクドライブ３００によって光ディスク１００から読み取られた記録データに対して
再生処理を行うと共に、光ディスク１００に記録する目的で外部から供給された記録デー
タを受け取り、これを圧縮（エンコード）してディスクドライブ３００に送り出す装置で
ある。
【０１６５】
　バックエンド４００は、ドライブ制御部４７１、ビデオデコーダ４７２、オーディオデ
コーダ４７３、ビデオエンコーダ４７４、オーディオエンコーダ４７５、システム制御部
４７６およびディフェクト管理部４７７を備えている。
【０１６６】
　ドライブ制御部４７１は、ディスクドライブ３００の読取処理および記録処理を制御す
る回路である。記録データを光ディスク１００から読み取ってそれを再生する作業、およ
び記録データを外部から受け取ってそれを光ディスク１００に記録する作業は、バックエ
ンド４００とディスクドライブ３００とが協働して行う。ドライブ制御部４７１は、ディ
スクドライブ３００の読取処理および記録処理を制御することにより、バックエンド４０
０とディスクドライブ３００との協働を実現する。具体的には、ドライブ制御部４７１は
、ディスクドライブ３００に対して、読取、記録、バッファ３５６から記録データの出力
、ディフェクト管理情報作成部３６０からのディフェクト管理情報１４０の出力などに関
する要求命令を出力する。さらに、ドライブ制御部３７１は、記録データおよびディフェ
クト管理情報１４０その他各種情報の入力・出力を制御する入出力制御を行う。
【０１６７】
　ビデオデコーダ４７２およびオーディオデコーダ４７３は、それぞれ、ディスクドライ
ブ３００により光ディスク１００から読み取られ、ドライブ制御部４７１を介して供給さ
れた記録データを復調し、記録データをディスプレイ、スピーカなどにより再生可能な状
態に変換する回路である。
【０１６８】
　ビデオエンコーダ４７４およびオーディオエンコーダ４７５は、それぞれ、光ディスク
１００に記録する目的で外部から入力された映像信号、音声信号等を受け取り、これを例
えばＭＰＥＧ圧縮方式等により圧縮し、これを、ドライブ制御部４７１を介してディスク
ドライブ３００に供給する回路である。
【０１６９】
　システム制御部４７６は、再生時には、ドライブ制御部４７１、ビデオデコーダ４７２
、オーディオデコーダ４７３、ディフェクト管理部４７７を制御し、これらと協働して記
録データの再生処理を行う回路である。また、記録時には、システム制御部４７６は、ド
ライブ制御部４７１、ビデオエンコーダ４７４、オーディオエンコーダ４７５、ディフェ
クト管理部４７７を制御し、これらと協働して記録データの記録処理を行う。また、シス
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テム制御部４７６は、再生時および記録時において、ディスクドライブ３００とバックエ
ンド４００との協働を実現するために、ドライブ制御４７１と共に、ディスクドライブ３
００に対する制御（例えば各種要求命令の生成・送信、応答信号の受信など）を行う。
【０１７０】
　ディフェクト管理部４７７は、その内部に記憶回路を有しており、ディスクドライブ３
００のディフェクト管理情報作成部３６０により作成・更新されたディフェクト管理情報
１４０の全部または一部を受け取り、これを保持する機能を備えている。そして、ディフ
ェクト管理部４７７はシステム制御部４７６と共に、ディフェクト管理を行う。
【０１７１】
　次に、記録再生装置２００における初期設定処理について説明する。図２３は記録再生
装置２００の初期設定処理を示している。記録再生装置２００は、光ディスク１００がド
ライブユニット３００に装着されてから、記録データの記録または再生を行うまでの間（
記録・再生の準備段階）において、初期設定処理を行う。初期設定処理は、記録データの
記録または再生の準備をするための処理であり、様々な処理を含んでいるが、以下、これ
らの処理のうち、光ディスク１００のイニシャライズ、ディフェクト管理情報１４０の作
成・記録、ステータス情報の生成・記録およびディフェクト管理情報１４０のバックエン
ドへの送出等について説明する。これらの処理は、主としてドライブユニット３００のＣ
ＰＵ３６１の制御のもとに行われる。
【０１７２】
　図２３に示すように、光ディスク１００がドライブユニット３００に装着されると、ド
ライブユニット３００のＣＰＵ３６１は、光ディスク１００が未記録ディスク（ブランク
ディスク）であるか否かを判定する（ステップＳ１１）。
【０１７３】
　光ディスク１００が未記録ディスクであるときには（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ３６１は、光ディスク１００に対してイニシャライズ処理を行う（ステップＳ１２）。
このイニシャライズ処理において、ディフェクト管理情報作成部３６０は、ディフェクト
管理情報１４０を作成する（ステップＳ１３）。具体的には、イニシャライズ処理の中で
設定されたユーザデータエリア１０１の開始アドレスおよび終了アドレス並びにスペアエ
リア１０２Ａおよび１０２Ｂのサイズを取得し、設定情報１４１を作成する。さらに、デ
ィフェクトリスト１４２を作成する。なお、ここで作成されるディフェクトリスト１４２
は、外枠のみであり、内実はない。すなわち、ディフェクトアドレスは記録されておらず
、具体的な代替記録アドレスも記録されていない。ただ、ヘッダ、識別情報などが記録さ
れるのみである。作成されたディフェクト管理情報１４０はディフェクト管理情報作成部
３６０内に記憶保持される。
【０１７４】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されたディフェ
クト管理情報１４０をバックエンド４００に送る（ステップＳ１４）。ディフェクト管理
情報１４０はバックエンド４００のディフェクト管理部４７７に記憶される。
【０１７５】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されたディフェ
クト管理情報１４０を光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａに記録
する（ステップＳ１５）。
【０１７６】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、ステータス情報１５０を作成する（ステップＳ１６）。ステ
ップＳ１５において、ディフェクト管理情報１４０は一時的ディフェクト管理エリア１０
６Ａに記録されたので、ラストディフェクト管理情報フラグのビット０が「１」に設定さ
れ、ビット１およびビット２はそれぞれ「０」に設定される。
【０１７７】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、ステータス情報１５０を光ディスク１００のステータス情報
記録エリア１０７に記録する（ステップＳ１７）。
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【０１７８】
　一方、光ディスク１００が未記録ディスクでない場合には（ステップＳ１１：ＮＯ）、
続いて、ＣＰＵ３６１は、光ディスク１００がファイナライズ済みか否かを判定する（ス
テップＳ１８）。
【０１７９】
　光ディスク１００がファイナライズ済みでない場合には（ステップＳ１８：ＮＯ）、Ｃ
ＰＵ３６１は、ステータス情報に基づいて、光ディスク１００に記録されたラストディフ
ェクト管理情報１４０を読み取る処理を行う。すなわち、光ディスク１００が未記録ディ
スクでない場合には、すでに過去に作成された１個または数個のディフェクト管理情報１
４０が一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃに記録されている。
そこで、ＣＰＵ３６１は、ステータス情報に基づいて、一時的ディフェクト管理エリア１
０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃに記録された１個または数個のディフェクト管理情報１４０
の中から、ラストディフェクト管理情報を特定し、これを読み取る。
【０１８０】
　具体的には、まず、ＣＰＵ３６１は、光ディスク１００のステータス情報記録エリアに
記録されたステータス情報１５０の中から、ラストステータス情報を特定し、これを読み
取る（ステップＳ１９）。
【０１８１】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、読み取ったステータス情報１５０に含まれるラストディフェ
クト管理情報フラグを参照し、ラストディフェクト管理情報が記録された一時的ディフェ
クト管理エリアを認識し、ラストディフェクト管理情報を特定する（ステップＳ２０）。
【０１８２】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、ラストディフェクト管理情報１４０を読み取る（ステップＳ
２１）。
【０１８３】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、読み取ったディフェクト管理情報１４０をディフェクト管理
情報作成部３６０に記憶し、かつ、これをバックエンド４００に送る（ステップＳ２２）
。バックエンド４００において、ディフェクト管理情報１４０はディフェクト管理部４７
７に記憶される。
【０１８４】
　一方、光ディスク１００が未記録ディスクでなく、かつファイナライズ済みである場合
には（ステップＳ１８：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３６１は、ディフェクト管理情報１４０を確定
的ディフェクト管理エリア１０５から読み取り（ステップＳ２３）、これをバックエンド
４００に送る（ステップＳ２４）。バックエンド４００において、ディフェクト管理情報
１４０はディフェクト管理部４７７に記憶される。
【０１８５】
　以上の初期設定処理により、ディフェクト管理情報１４０がディスクドライブ３００の
ディフェクト管理情報作成部３６０に記憶され、かつ、バックエンド４００のディフェク
ト管理部４７７に記憶される。これにより、ディフェクト管理情報作成部３６０において
、ディフェクト管理情報１４０の更新処理の準備が完了する。一方、ディフェクト管理部
４７７において、ディフェクト管理の準備が完了する。
【０１８６】
　次に、記録再生装置２００の記録処理について説明する。図２４は主に記録再生装置２
００の記録処理を示している。記録再生装置２００は、記録データを光ディスク１００の
ユーザデータエリア１０１に記録する記録処理を行う。記録再生装置２００は、記録処理
の中でベリファイ処理を行い、このベリファイ処理の結果に基づいてディフェクトリスト
１４２を更新する。記録処理は、ドライブユニット３００のＣＰＵ３６１とバックエンド
４００のシステム制御部４７６の協働によって実現する。
【０１８７】
　図２４に示すように、ユーザが記録開始の指示を入力すると（ステップＳ３３：ＹＥＳ
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）、これに応じて、記録再生装置２００は記録データを記録する（ステップＳ３４）。記
録データの記録は所定のブロックごとに行われる。
【０１８８】
　記録再生装置２００は、１ブロックの記録を行う度に、ベリファイを行い（ステップＳ
３５）、ベリファイの結果に基づいて、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶され
たディフェクトリスト１４２を更新する。具体的には、ベリファイの結果、記録データの
記録に失敗したことを認識したときには（ステップＳ３６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３６１は、
当該記録に失敗した記録データをスペアエリア１０２Ａまたは１０２Ｂに記録する（ステ
ップＳ３７）。続いて、ＣＰＵ３６１は、当該記録データの記録すべきであった場所にデ
ィフェクトが存在すると推測し、その場所を示すディフェクトアドレスとそれに対応する
代替記録アドレスをディフェクトリスト１４２に記録する（ステップＳ３８）。
【０１８９】
　今回記録すべき記録データの一連のブロックについて上記ステップＳ３４ないしＳ３８
の処理が終了したとき（ステップＳ３９：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３６１は、更新したディフェ
クト管理情報１４０（更新したディフェクトリスト１４２を含むディフェクト管理情報１
４０）を光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６
Ｃのいずれかに追記する（ステップＳ４０）。このとき、更新したディフェクト管理情報
１４０は、前回記録されたディフェクト管理情報の隣に記録される。なお、前回記録され
たディフェクト管理情報が存在する一時的ディフェクト管理エリアに未記録領域がないと
きには、更新したディフェクト管理情報１４０は、未記録の他の一時的ディフェクト管理
エリアに記録される。更新したディフェクト管理情報１４０を記録すべき場所を決定する
ときに、図２３中のステップＳ１９で読み取ったステータス情報を用いてもよい。
【０１９０】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、ステータス情報１５０を生成する（ステップＳ４１）。更新
されたディフェクト管理情報１４０が光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア
１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのいずれかに追記されたことにより、一時的ディフェクト
管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃの記録状態が変化している。具体的には、今回
更新されて、追記されたディフェクト管理情報１４０が新しいラストディフェクト管理情
報となる。そのため、ＣＰＵ３６１は、このような記録状態の変化を反映するために、ス
テータス情報１５０を生成（更新）する。ＣＰＵ３６１は、ステップＳ４０で、ディフェ
クト管理情報１４０を追記した一時的ディフェクト管理エリアを認識しているので、この
認識に基づいてステータス情報１５０を生成することができる。
【０１９１】
　続いて、ＣＰＵ３６１は、この新たなステータス情報１５０を、光ディスク１００のス
テータス情報記録エリア１０７に追記する（ステップＳ４２）。新たなステータス情報は
、前回記録されたステータス情報の隣に連続的に追記される。以上で、記録処理は完了す
る。
【０１９２】
　次に、記録再生装置２００におけるファイナライズ処理について説明する。図２５はフ
ァイナライズ処理を示している。例えばユーザがファイナライズ処理を行う旨の指示を入
力すると（図２４中のステップＳ３１：ＹＥＳ）、記録再生装置２００は、光ディスクが
ファイナライズ済みでないことを確認した上で（ステップＳ５１：ＹＥＳ）、その光ディ
スク１００に対してファイナライズ処理を行う（ステップＳ５２）。ファイナライズ処理
の際に、記録再生装置２００は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されたディ
フェクト管理情報１４０を光ディスク１００の確定的ディフェクト管理エリア１０５に記
録する（ステップＳ５３）。以上で、ファイナライズ処理は完了する。
【０１９３】
　次に、記録再生装置２００の再生処理について説明する。図２６は記録再生装置２００
の再生処理を示している。
【０１９４】
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　ユーザが再生開始の指示を入力すると（図２４中のステップＳ３２：ＹＥＳ）、記録再
生装置２００は、光ディスク１００が未記録ディスクでないことを確認した上で（ステッ
プＳ６１：ＮＯ）、光ディスク１００のユーザデータエリア１０１に記録された記録デー
タを再生する（ステップＳ６２）。記録再生装置２００は、バックエンド４００のディフ
ェクト管理４７７に記憶されたディフェクト管理情報１４０に基づいてディフェクト管理
を行いながら、記録データの再生を行う。
【０１９５】
　以上より、記録再生装置２００によれば、 (a)更新したディフェクト管理情報１４０を
光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのいず
れかに記録したときに、ステータス情報１５０を生成し、これを光ディスク１００のステ
ータス情報記録エリア１０７に記録する構成とし、また、 (b)ステータス情報記録エリア
１０７に記録されたステータス情報１５０を読み取り、このステータス情報１５０に基づ
いて、一時的ディフェクト管理エリア１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃのいずれかに記録さ
れているラストディフェクト管理情報１４０を特定する構成とした。これにより、ラスト
ディフェクト管理情報の迅速な特定・読取を実現することができる。
【０１９６】
　なお、本発明は、請求の範囲および明細書全体から読み取るこのできる発明の要旨また
は思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う追記型記録媒体、記
録装置、記録方法、再生装置および再生方法並びに記録装置および再生装置を実現するコ
ンピュータプログラムもまた本発明の技術思想に含まれる。
（産業上の利用可能性）
　本発明に係る追記型記録媒体、追記型記録媒体用の記録装置および記録方法、追記型記
録媒体用の再生装置および再生方法、並びにこれらの機能を実現するコンピュータプログ
ラムは、例えば、光ディスク、磁気ディスク、光磁気ディスク等の高密度記録媒体に利用
可能である。また、例えば各種コンピュータ機器に搭載される又は各種コンピュータ機器
に接続可能な、記録媒体、記録再生装置等にも利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１９７】
【図１】本発明の追記型記録媒体の実施形態を示す説明図である。
【図２】本発明の追記型記録媒体に１個のディフェクト管理情報が記録された状態を示す
説明図である。
【図３】本発明の追記型記録媒体に４個のディフェクト管理情報が記録された状態を示す
説明図である。
【図４】本発明の追記型記録媒体に８個のディフェクト管理情報が記録された状態を示す
説明図である。
【図５】本発明の記録装置の第１実施形態を示すブロック図である。
【図６】本発明の記録装置の第２実施形態を示すブロック図である。
【図７】本発明の再生装置の第１実施形態を示すブロック図である。
【図８】本発明の再生装置の第２実施形態を示すブロック図である。
【図９】本発明の追記型記録媒体の第１実施例を示す説明図である。
【図１０】本発明の追記型記録媒体の第２実施例を示す説明図である。
【図１１】ディフェクト管理情報の実施例を示す説明図である。
【図１２】ディフェクトリストの実施例を示す説明図である。
【図１３】ステータス情報の第１実施例を示す説明図である。
【図１４】光ディスクに４個のディフェクト管理情報が記録された状態を示す説明図であ
る。
【図１５】ステータス情報の第２実施例を示す説明図である。
【図１６】ステータス情報の第３実施例を示す説明図である。
【図１７】光ディスクに４個のディフェクト管理情報が記録された状態を示す説明図であ
る。
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【図１８】ステータス情報の第４実施例を示す説明図である。
【図１９】光ディスクに４個のディフェクト管理情報が記録された状態を示す説明図であ
る。
【図２０】本発明の記録装置および再生装置の機能を備えた記録再生装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図２１】ディスクドライブの構成を示すブロック図である。
【図２２】バックエンドの構成を示すブロック図である。
【図２３】記録再生装置における初期設定処理を示すフローチャートである。
【図２４】記録再生装置における記録処理を示すフローチャートである。
【図２５】記録再生装置におけるファイナライズ処理を示すフローチャートである。
【図２６】記録再生装置における再生処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１９８】
　１０…追記型記録媒体
　１１…データエリア
　１２…制御情報記録エリア
　１３…確定的ディフェクト管理エリア
　１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃ…一時的ディフェクト管理エリア
　１５…ステータス情報記録エリア
　３０、４０…記録装置
　５０、６０…再生装置
　１００…光ディスク
　１０３…リードインエリア
　１０５…確定的ディフェクト管理エリア
　１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃ…一時的ディフェクト管理エリア
　１０７…ステータス情報記録エリア
　１０８…データゾーン
　１５０、１６０、１７０、１８０…ステータス情報
　２００…記録再生装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 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 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

(38) JP 3981380 B2 2007.9.26



【 図 ２ ６ 】
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